
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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認 研 修 参会 告知 症

認知症フォローアップ研修に参加し、
色々学ぶことが出来ました。研修で学ん
だ「認知症の人の行動は援助者の鏡」で
あるという事を忘れず、気持ちにゆとり
を持って関わっていきたいと思います。

看護師 小池 明子

5月末にJCHO九州病院にて行われた研修へ
他看護師２名、理学療法士１名が参加しました。

報加

救 報急 告員 動委 活

Ｈ30年5月27日（日）に当院会議室においてBLS(一次救命
措置：Basic life support )の認定を取得するための講習が行
われました。

Ｈ30年6月3日（日）に山代西小学校にお
いてＢＬＳ講習会が行なわれました。

高齢化社会に伴い、今後認知症の人が増加する
と見込まれています。

今回症状やケアの基本、コミュニケーション
など多くのことを学びました。多職種と連携し
認知症の方の意志を尊重して、介護で大変な家
族の気持ちにも寄り添う事が大切と研修を通し
て学びました。

看護師 出口 美穂



当院にて業務改善のため行われているＱＣ活動において4月2日に「平成29年度
QC活動報告発表会」が開催され、各部署より発表が行われました。

今後病院全体の質の向上につなげていければと思います。

H C2 年9 度 Q 活 報動 告 会 結 果

外来患者予約制の導入による効果と課題
リハビリテーション科

地域包括ケア病床退院支援経過の「見える化」
2病棟・地域連携室

SPD管理について ～効率よく機能するために～
3病棟

園芸作業療法

５月末に２病棟の患者様と中庭の畑に夏野菜（ミニト
マト、トウモロコシ、かぼちゃ、すいか、バジル）の
苗を植えました。

参加された方は、農業経験者が多く、野菜を植える
場所や植え方などについて活発に意見の交換をしたり、
スタッフに指導してくださいました。

これから野菜がスクスクと育つよう、患者様と一緒
に育てていきます。

作業療法士 平野 佳奈子

台風や豪雨を乗り越え実をつけています。



2 病 棟 レ ク レ ョー シ 風ン 景

２病棟では毎週水曜日の午後からレクレーションを行っています。



初心者の方も大歓迎♪
基本的な料理を病院管理栄養士と一緒に作ってみましょう。
日頃の食事についてもお気軽にご相談ください。

◎もちもち麦ごはん
◎肉料理 ～お楽しみに～
◎簡単！季節の野菜料理
◎おかずになる具沢山汁
◎ヘルシーデザート

レッスンメニュー

11月11日（日）10:00～12:30
会場 浦ノ崎公民館 調理室
定員 10名（事前申し込み、申込み先着順）
料金 500円（材料費・お土産付）
持ち物 エプロン・三角巾・筆記用具
講師 管理栄養士・佐賀糖尿病療養指導士

川浪めぐみ・中尾美智子
ココです

お申込み
お問合せ

JCHO伊万里松浦病院 栄養管理室
TEL 0955-28-3100（代表）

氏名： 年齢： 歳

連絡先：

・・・・・・・・・・・切り取り・・・・・・・・・・・・・・
血糖値が気になる方の料理教室 申込書



高温の環境で運動や労働を行うと熱中症が起こります。
熱中症は体液の不足で起こる障害と体温上昇で起こる障害の総称です。
高温の環境で運動や労働を行うと体温が上がり、体温を下げるために発汗が起こります。汗は蒸発す

るときに気化熱を奪い、“打ち水効果（気化熱効果）”で体温を下げる働きがあるのです。しかし、発汗で
体液が失われると、水分の不足から栄養素、酸素、老廃物の出し入れが滞り、電解質の不足から障害が
起こります。
さらに発汗が続き、体液が失われると、カラダは体液のそれ以上の喪失に

ブレーキをかけるために、発汗にストップをかけます。
すると発汗で体温が下げられなくなり、体温上昇で障害が起こります。
発汗による体温調節機構が維持できなくなると、カラダ中の臓器にダメージが及びます。

もっとも影響を受けやすいのは脳で、脳へのダメージからけいれんや意識障害などが起こる
ことがあります。

●熱中症の症状●

Ⅰ度

Ⅱ度

Ⅲ度

熱失神：めまい・立ちくらみ・失神
熱けいれん：筋肉痛・こむら返り・大量の汗

熱疲労
頭痛・気分不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感

熱射病
意識障害・けいれん
手足の運動障害（まっすぐ歩く事ができない）
身体に触ると熱いくらいの高体温

熱中症予防のために

暑さを避ける

外出時には・・・
●日傘や帽子の着用
●日陰の利用、こまめな休憩
●天気の良い日は、日中の外出を控える。

室内では・・・
●扇風機やエアコンで温度を調節
●遮光カーテン、すだれ、打ち水を使用。
●室温をこまめに確認。
●WBGT値※も参考に

※気温、湿度、輻射（放射）熱から出される暑さの指数。運動や作業の度合いに応じた基準値が定めら
れています。環境省ホームページ（熱中症予防情報サイト）に、観測地と予想値が掲載されています。

こまめに水分を補給する

体の蓄熱を避けるために
●通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣類を着用する。
●保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、体を冷やす。

室内でも、外出時でも、のどの渇きを
感じなくても、こまめに水分・塩分、
経口補水液※などを補給する。

※水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの。
厚生労働省熱中症予防ポスターを参考に作成。



糖尿病友の会さよひめ桜の会だより ２０１８年７月号

糖尿病にひそむ足の病気
～下肢閉塞性動脈硬化症について～

●このような症状はありませんか？

足が
冷たい

痛む
しびれる

皮膚の色
が悪い

傷が
治らない

足の血の流れが悪く
なっているのが原因

かもしれません

靴ずれの重症化

潰瘍
小さな傷が悪化して、皮膚に
えぐられたような傷ができる。

壊疽
皮膚が黒く変色して、ときに
悪臭がすることがあります。

下肢閉塞性動脈硬化症とは
血管がせまくなったり、詰まったりすることで、
足に血液が流れにくくなる血管の病気です。

●３０秒に１人の足が切断されてる！！ ●血管の病気を放置すると・・・

世界では３０秒に１人の割合で、糖尿病患者さん
の足が切断されていると言われてます。 足の血管の病気は「がん」よりも死亡率が高いと

いう報告もあります。

気がつかないうちに悪化して足切断に

小さな傷
や靴ずれ

など

症状の
悪化

切断

診療科と治療法

まず、糖尿病の主治医に
相談を！

フットケア外来を始め、足の血管の
病気に詳しい循環器内科や血管外科
などに相談してください。

手と足の血圧を比べて足の血の流れを簡単に調べる検
査です.横になって５分ほどで終わります.

ＡＢＩ検査

●血の流れが悪いときの主な治療法

内服薬 カテーテル治療 バイパス治療

しっかり血糖コントロールして、年に1回足を診てもらいましょう！

ＪＣＨＯ伊万里松浦病院 佐賀糖尿病療養指導士 看護師 山田秋子
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健康教室ご案内

◎期 日： 毎月第２木曜日（１１月のみ第２火曜日）
◎場 所： 伊万里松浦病院会議室 １０：００～１１：００
◎内 容： 講義と実習 １コース４回
◎費 用： 患者は健康保険適用、一般の方は２００円

日 付 内 容 担 当

8月9日
（木曜日）

毎日骨骨（コツコツ）教室
～大切な骨のこと考えていますか？～

ヤクルト
管理栄養士

9月13日
（木曜）

糖尿病カンバセーション・マップ
「フットケア」

看護師
管理栄養士

10月11日
（木曜）

感染症予防について
サラヤ

管理栄養士

11月6日
（火曜）

医師の講話 ～脂質異常症について～
ＡＥＤを知ろう

医師
看護師

「糖尿病カンバセーション・マップ」（以下、マップ）は、糖尿病患者さんや
家族、友人が数名のグループで話し合い、境遇をともにする患者さんの知識や
体験から糖尿病について互いに学び合う、全く新しい糖尿病の学習教材です。

参加したグループの興味や関心に合わせて、
6つのテーマの中から１つを選び、
ファシリテーターの医療スタッフや医師と
それぞれのテーマについて１時間ほど
話し合います。
そして、グループでの会話を通じて、
糖尿病に関する知識を整理したり、
糖尿病に対する気持ちを見直したり、
前向きな日常生活を送るよう目標を
立ててもらったりします。

糖尿病ｶﾝﾊﾞｾｰｼｮﾝ・ﾏｯﾌﾟとは・・・


