
独立行政法人地域医療機能推進機構 伊万里松浦病院

病院理念
1 . JCHOの方針に基づいた地域医療への貢献

模範的診療を推進し、地域の保健・医療・介護・福祉文化に貢献する。
2 . 良質かつ適切な医療

地域が必要としている診療機能を整備し、「病む人の気持ち」をくんだ心のこもった
医療を提供する。

3 . 健診事業の充実
生活習慣病等の健康診査を積極的に行い、健康の保持増進に寄与する。
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院 長 挨 拶
地域完結型の医療の推進

JCHO（独立行政法人地域医療機能推進機構）は、発足から早３年目の

春を迎えました。

病院の周りや浦之崎駅の桜も見事に満開を迎えました。JCHO伊万里松

浦病院の移転建替えについては、JCHOより近く候補地が示されるものと

思いますが、仮に松浦方面となった場合でも長崎県の医療審議会で何床許

可してもらえるのか、医師の確保の問題や地元医師会との協力関係をいか

に築いていくかなど、今後の課題もあります。

高齢化が進んでいる今は、後期高齢者が2022年より急増し、2025年1

月1日には団塊の世代すべてが後期高齢者となります。 近、地域包括ケア

システムという用語が多く使われるようになっていますが、それは地域の

実情に応じた日常生活を営むことができるよう、医療・介護・介護予防・

住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確立される体制と定義され

ています。

JCHOグループが取り組んでいる課題の一つに地域完結型の医療があり

ます。これからは高齢者やケアの必要な人が地域で生活することのできる

社会になるように、地域全体が連携して急性期や介護・リハビリ・在宅ま

で切れ目のないケアが必要となります。

当院でも今後、急性期医療と並行して訪問看護、在宅支援事業などに力

を入れ、地域の医師会や行政に協力を求めながら地域完結型の医療を推進

していきたいと思っています。

JCHO伊万里松浦病院長 中城 博見



薬剤科長 千葉 直樹

これまで長きにわたって薬剤科を支えてこられた薬剤科長の浦川修先生の
後任として、この度、平成２８年４月１日付けでJCHO伊万里松浦病院の
薬剤科長となりました千葉直樹です。私はこれまでの３２年間、佐賀社会保
険病院（現在のJCHO佐賀中部病院）で薬剤師とし勤務して参りました。

これまで佐賀市内でしか仕事をしたことがない私が、同じ佐賀県の西部に
位置するJCHO伊万里松浦病院で、薬剤師として第２章を始めることとな
り、責任を痛感して不安で一杯です。これからは、これまで当院薬剤科が取
り組んできた「安全かつ適正な医療を確保し、病む人の気持ちを汲んだ心の
こもった医療を提供する」という事をモットーに、先ずは薬剤師の職能を生
かして病院全体の医療安全の確保を行い、結果としてチーム医療へ貢献する
といった方向に繋げていけたらと考えています。

今回、赴任して先ず感じたことが、病院スタッフの皆さんの元気の良さ、
明るさ、それから大規模な病院にはない小回りの効いたチームワークの良さ
です。こうしたことも「地域に密着した病院」の原動力に繋がっているのか
なと感じています。

これからは非力ながら、スタッフの皆様と共に協力して地域医療へ貢献で
きればと考えております。何卒、ご指導の程よろしくお願い致します。

桜吹雪が舞い踊る4月1日、伊万里松浦病院に着任いたしました大久保 通
子と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
これまでの35年間湯布院病院に勤務し、保健師として健康教室の開設運営、
訪問看護、外来・病棟勤務などを経験してまいりました。
この度、前田総看護師長さんの後任として総看護師長を拝命し、身の引き
締まる思いです。

この伊万里松浦の地域で、JCHOの理念である「地域の住民が安心して
暮らし続けられる地域づくり」に貢献したいと思っております。そのため
にはまず、病院のこと、職員皆様のこと、地域のことを知ることから始め
たいと思っております。わからないことばかりではありますが、皆様の声
を聴かせていただき、ともに考えていけるように努めてまいりたいと思い
ます。

さらに地域医療への貢献とともに病院経営の安定化に努め、病院職員の
幸せ、患者および家族の方々の幸せのために努力していきたいと思います。
そのために看護部門としてできることを考え、看護の質を高め、看護職員
が一丸となって現状を打破し、経営の安定化へと結び付けていけるように
努めたいと存じます。今後も総看護師長としての使命と役割を考え、病院
の今後の方向性や経営について意見を述べられるように多方面からの情報
をキャッチし活かしていきたいと思います。

初めて当地を訪れた時、目前に広がる雄大な海と山々に囲まれた景色に
圧倒されました。海のある土地で暮らしたことがありませんので、何かわ
くわくするような気持ちになりました。不慣れなことばかりでご迷惑をお
かけすることと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

総看護師長 大久保 通子

写真

新任 薬剤科長、総看護師長 より ご挨拶



① 伊藤 孝太朗
② 愛媛県
③ スポーツ観戦（サッカー）

④ 伊万里・松浦地区の医療に貢献で
きるように頑張ります。
よろしくお願いいたします。

① 鳥山 正信
② 長崎県 諫早市
③ スポーツ観戦

④ 諫早総合病院から参りました。
早く伊万里松浦病院になれるよう
に頑張ります。よろしくお願い
致します。

（ジギング、キャスティ
ングでヒラマサを）

① 金子 兄太
② 福島町
③ 魚釣り

④ はじめまして。作業療法士としてこれから
お世話になります。早く地域に慣れ、
素晴らしいスタッフと共に早く皆様に
貢献できるよう頑張りたいと思います。
未熟な面も多々あるかもしれませんが、
どうぞ温かい目でよろしくお願い致します。

④ 早く仕事や病院に慣れて一人前の
放射線技師になります。

① 秋吉 奎吾
② 大分県
③ カラオケ・スポーツ

④ 患者の皆様のために頑張ります。
よろしくお願いします。

① 山下 光博
② 佐賀県武雄市
③ 神社・仏閣めぐり ④ 今年4月より2病棟で働いています。

療養型で働くのは初めてでわからないことも
たくさんありますが、患者様一人ひとりに
きちんと向き合って看護を行っていきたいと
思っています。よろしくお願いします。

① 樋口 康代
② 佐賀県伊万里市
③ なし

外科医員

2病棟 看護師
3病棟 看護師

作業療法士

診療放射線技師

総務企画課
事務長補佐(経理)

①氏名 ②出身
③趣味 ④抱負

④ 今の仕事に早く慣れる様に頑張ります。

① 山本 利恵子
② 佐賀県伊万里市
③ 温泉めぐり

健康管理センター
准看護師

④ 一日でも早く病院に慣れるよう頑張ります。
よろしくお願いします。

① 多久島 いくよ
② 佐賀県伊万里市
③ なし

健康管理センター
准看護師



訪問看護ステーションからのお知らせです

本年4月より、訪問看護ステーションに看護
師が新たに加わりました。患者様へのサポート
体制をより一層充実させてまいります。

【新配属 看護師より今後の抱負】
4月から訪問看護ステーションに配属になりま
した。分からないことばかりですが、頼もしい
先輩方にご指導して頂きながら、充実した日々
を送っています。

訪問看護に携わることで、今までとは違った
視点での看護が提供できると思っています。

笑顔でがんばります。 看護師 伊勢 紀子

桜の駅まつりに参加して

平成28年3月27日（日）桜の駅まつりが行われました。
今年も当院は「まちかど健康教室」を開催させていただきま
した。今年はとても寒く、残念ながら桜も少ない桜の駅まつ
りとなりました。

しかし、たくさんの方にご来場いただき、また生活の中で
健康について気になることを医師相談コーナーや各項目の測
定場所にて質問・相談されていました。健康増進や疾病予防
に対する意識を深めていただけたのではないかと思います。

ＭＲ浦之崎駅「桜の駅まつり」にて
まちかど健康教室が行われました

（写真右端が伊勢 紀子）



●2病棟看護師 松永 みゆき

メインテーマは「チームＪＣＨＯによる新しい地域医療のスタートダッシュ
に向け全員の参画を」でした。地域医療・地域包括ケアへの貢献や総合医療の
育成等をテーマとした多数のシンポジウム、一般演題の発表がありました。

今回「申し送りの改善を試みて」というテーマで発表しました。参加者50
人程度の前で緊張した状態で4分という制限の中、周りの反応さえ見る余裕も
なくスライドを読むのに必死でした。他の発表者を聞くと資料に頼らず自分の
言葉で表現されていて自身に満ち溢れていたことがとても印象的でした。

プレゼンテーションの作成の時は、写真の取り込みやグラフ化・図式化され
色を効果的に使い、とても分かりやすくまとめることの大切さや方法を学ぶこ
とができました。

また、発表者から情熱や向上心を感じ、座長や質問者の意見交換ではさらに
内容が明確になり、お互いが認め合い議論する大切さを学びました。

今後は、日々の業務の中で問題意識を持ち、もっと患者と向き合う事が必要
だと感じました。また、多職種との関係を大切にし、協働・連携することで質
の向上を目指していきたいと改めて感じました。

●内視鏡室看護師 島内 三枝子・坂本 葉子

第1回ＪＣＨＯ学会にて「上部消化器内視鏡検査における待ち時間短縮の
取り組み」を発表しました。

研究に取り組むことで当病院の外来システムを見直すことができ、待ち時
間の短縮の効果を得ることが出来ました。

今後も検討を行い更に改善していきたいと考えています。また、他ＪＣＨ
Ｏ病院の発表も興味深く大変参考になりました。

今後の看護につなげていきたいと思います。

本年2月に、「第１回JCHO地域医療総合医学会」が
東京JCHO本部等にて開催されました。

全国より約1800名が参加し、活発な意見交換や議論がなされました。
当院からも、日頃の成果について演題発表を行ってまいりましたので、

発表者の感想をご紹介いたします。
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「救命が必要な場面に遭遇した時、行動できる自分になりたいと思いませんか？
エビデンスに基づいた世界基準のBLSの知識と技術を提供します。」

心肺停止患者の救命・社会復帰にはBLS（一次救命処置：Basic life support）が必須である
ことは皆様ご存知のことと思います。CPRが1分遅れる毎に救命率は10％低下します。
いかに適切なACLS（二次救命処置：advanced cardiopulmonary life support）を行ってもBLSが
なされていなければ、患者の救命はあり得ません。

AHA BLSヘルスケアプロバイダーコースは、アメリカ心臓協会認定のコースで、成人・小

児・乳児の一次救命処置と気道遺物の解除法を学ぶコースです。人形を用いた実践に即した
学習内容で、実際の現場に遭遇した場合でも、慌てず処置を行うスキルを提供します。

 開催日：平成28年6月26日（日）
 時間 ：受付開始 8時30分 16時終了予定
 場所 ：伊万里松浦病院 会議室
 参加費：新規１２,０００円 更新１０,０００円

ポケットマスクが必要な方は別途２,０００円が必要になります。

参加希望者は４月２５日（月）までに
当院総務企画課 木須までご連絡ください。 （定員は１２名を予定しています。）


