
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。

①②③各部署より新年のご挨拶
④新任 医師よりご挨拶/
「JCHO地域医療総合医学会」の

ご報告
⑤「クリスマス会」を行いました/

年男・年女より本年の抱負のご紹介

⑥さよひめ桜の会だより
⑦「お料理教室」開催のご報告/

健康教室のご案内



新年明けましておめでとうございます。
当院では医薬分業により院外処方箋を発行しているため、薬剤師は入院患
者様への調剤業務(内服薬・外用薬、注射薬等)および病棟業務(服薬指導等)
を中心に活動しています。

入院中の患者様へ安心・安全な薬物治療を提供できますように医薬品の
適正使用に努めていきたいと考えています。本年も宜しくお願い致します。

薬剤科長 松岡 芳樹

新年に向けて。当院の検査科では地域の患者さんはじめ多くの患者さん
の検査に携わっています。
初めて検査を受けられる方、長年当院を受診され検査データを多く持って
おられる方など様々です。心電図検査やエコー検査など直接顔を合わせて
携わる検査では、言葉を交わし精神誠意対応します。長い間名前は良く
知っている患者さんがおられます。そんな検体検査の患者さんであっても
採取された検体一滴は患者さん自身であり、大切に丁寧に取扱います。
正確なデータを一刻も早く提供する事、この事を今年も約束して頑張って
行きます。

臨床検査技師長 松下 政広

新年明けましておめでとうございます。
昨年は、当院栄養管理室スタッフにとって、人員不足、業務内容の多様化等
により切磋琢磨な日々であり、あっという間に新年を迎えました。

給食業務においては、入院中にベッドサイド訪問を充実させ、個々の患者
さんに応じた食事のアプローチができるよう努めて参りました。また、栄養
サポートチーム活動も本格的に稼動し、低栄養状態になるリスクが高い、嚥
下機能に障害があるなど多職種での連携が必要であると思われる患者さんに
対してチームによる栄養管理を行ってきました。

院外活動としては、当院初の料理教室「血糖値が気になる方の料理教室」
を開催しました。病院での指導とは違い、患者さんやご家族にゆっくり相談
をして頂ける機会となり、楽しく過ごすことができました。

今年も新しい取り組みを行い、患者さんや地域住民の方々の健康増進につ
なげていきたいと考えます。
今年もよろしくお願い致します。

副栄養管理室長代理 川浪 めぐみ



新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。

現在の放射線科は、相変わらず技師不足が解消されないまま、4名の診
療放射線技師で業務を行なっております。
昨年7月には、CT装置の故障で２ヶ月間検査ができない状況となりました。
その間、救急対応や患者様の受け入れ等に支障をきたし、患者様や関連病
院様には多大な御迷惑をお掛けすることとなりましたことを深くお詫び申
し上げます。

昨年10月に、最新の80列CT装置（キャノン社製）を導入しました。検
査時間の短縮や被ばくの低減など患者様の負担を減らすことが出来るだけ
でなく、高画質な画像の提供や幅広い検査が可能となっております。
【業務内容】

一般撮影・ＣＴ検査・胃透視・注腸・マンモグラフィ－・骨塩定量検査
等の実施。人間ドック、生活習慣病健診をはじめ特殊な塵肺・石綿・船
員健診等の実施。健診車２台を有し、佐賀県・長崎県内の事業所の巡回
健診の実施。

【健診の昨年の年間実績数】
胸部撮影 21,238件 胃透視 9,454件
マンモグラフィ－ 735件 骨塩定量検査 298件
（マンモグラフィ－と骨塩定量検査は院内実施のみ）
今年も、他部署との連携を強化し一致団結して頑張る所存です。放射線

科一同、地域医療に貢献できるように日々精進し、安全で安心して受ける
ことができる検査を提供していきます。今後とも宜しくお願い致します。

診療放射線技師長 平田 英樹

新年明けましておめでとうございます。
今年度の当部署では、２年連続で地域医療機能推進機構内での人事異動が
行われ、またスタッフ欠員もあったことから、昨年４月には新たにスタッ
フ３名の仲間を迎えております。

現在、院内スタッフ９名、訪問看護ステーションに１名配置となってい
ます。

今年度も新しい仲間と共に、病院の理念である「地域医療への貢献」活
動の一環として、地域行事での「まちかど健康教室」活動や、リハビリ講
演活動を行いました。

これからも、リハビリスタッフ、病院スタッフ全員と協力しながら、患
者満足度向上、地域貢献活動に取り組んでいきたいと考えております。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

副理学療法士長 大和田野 祐一



明けましておめでとうございます。
今年は新年号に変わり、当院も新病院の着工の運びとなります。

時代の流れが変わろうと看護課の目指す看護は変わりません。「太陽の
ように患者さんをあたたかく照らし患者さんが笑顔になれる看護」です。
笑顔は万能薬と言います。ベットサイドで患者さんの声を聴き、笑顔に
なっていただけるよう先取りの看護を提供していきます。

安全・安心な療養環境を提供し、患者さんの信頼を得られるよう、知識
・技術・態度を磨いていきます。迷うことがあれば「患者さんに一番いい
ことを考える」をモットーに地域の皆様から頼りにされる看護を提供でき
るよう「その人らしい人生」を全職員一丸となって、支援していきます。
今年もどうぞよろしくお願いします。

副総看護師長 松本 共代

新年あけましておめでとうございます。JCHO健康管理センターとして
5回目の新年を迎えることができました。これもひとえに地域住民皆様の
ご理解の賜物と感謝いたしております。

平成28年から義務づけられましたストレスチェック検査においては、当
センターで約6,000名を実施いたしました。未だに全ての事業所様が実施
するまでには至っていませんが、従業員の皆様が安心して働ける 環境づ
くりを目指し、職場環境の改善のお手伝いをさせていただきます。

今後も地域の皆様に「安心」を提供できる健康管理センターとなるよう
努めてまいります。本年もよろしくお願いいたします。

管理課長補佐 平山 隆一

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
日頃から当院をご利用いただき感謝いたしております。

外来における患者サービスの向上を図るため、外来スタッフで「カル
テ・プロジェクト」を立ち上げました。主な目的は、カルテの持ち運びを
患者さんから、職員で搬送するよう見直しを行います。これまで長年に渡
り患者さんにカルテを持ち運んでいただいてきましたことに深く感謝申し
上げます。

昨年、一部の診療科において職員によるカルテ搬送の試行を繰り返して
まいりました。本年１月から全診療科で運用を開始致します。
患者さんのご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

事務長補佐（医事） 森 日出男



平成30年10月よりJCHO伊万里松浦病院に赴任いた
しました、山地康大郎です。

平成17年に佐賀大学を卒業後、佐賀大学一般・消化
器外科に入局し、佐賀大学、好生館など佐賀県内の医療
機関で研鑽を積んでまいりました。

当院では一般外科を中心に、消化器疾患、上下部内視
鏡検査、治療などに携わっております。
地域の患者様のため、精一杯診療していきたいと
思っております。

宜しくお願いいたします。

【 消化器外科医長 山地 康大郎先生 】

★山地先生の外来診療日は、毎週火・木曜日の午前中となって
おります。また各種検査についてはお問い合わせください。

本年度も、平成３０年11月16、17日に「第4回
JCHO地域医療総合医学会」が東京で開催されました。

今回の学会のテーマは「今、JCHOに求められるもの
～絆の継承とリノベ－ションへの挑戦～」と題され、全
国のJCHO職員が集結し、職場・職域を超えて活発な議
論がなされる場となりました。

当院からは、３つのチームによる、日頃の業務改善や
成果について演題発表を行いました。

この経験を生かし、今後の業務、活動に十分生かした
いと思います。

【当院からの一般発表 演題】
●栄養管理室・発表者：管理栄養士 東谷 美智子

演題：地域住民への食育活動
●２病棟・発表者：看護師 前川 奈津美

演題：自立支援に向けたスケジュール表の作成を試
みて －スタッフの自立支援に対する意識の変化－
●外来・発表者：看護師 中尾 千春

演題：文献をもとにしたエンゼルケア研修が活かされ
ない現状を検証する ～自施設で活きる実効性のあるマ
ニュアル作成にむけて～



●今年こそ！！はじめてみよう
断舎離を！！

●ひとつでも 自信を持てる 仕事する
●子や孫に 愛情そそぎ 走りきる
●毎日を 修行と思い 春を待つ
●新号に 還暦むかえ 春が来た
●目標は ただ１つです 健康で！
●健康で 赤い服着て 頑張るぞ
●頑張れよ 体動かせ 口閉じて！
●年女 猪突猛進 歩をゆるめ

●いのししも、わたしも笑顔で良き年に
●年女 猪突猛進 頑張るぞ
●一年を 笑顔絶やさず 過ごしたい
●年女 とにかく笑顔で 頑張るぞ！
●今年こそ 勇猛果敢に 突き進む
●皆様の 心にそえる 存在に
●何回目？ 今年も誓う 猪突猛進
●突然死 ならないように 自己管理
●今年こそ 自分磨いて 開花する
●今年こそ 出不精治して 趣味探し

本年は「亥年（いのししどし）」ですね。
年男・年女になる当院スタッフが、本年の抱負を 5・7・5の
川柳で作ってみましたのでご紹介します！

平成30年12月19日に
当院病棟にて、患者様と
クリスマス会を行いました。

有志の方による演舞の披露や、スタッフによ
る体操やゲーム、紙芝居、仮装ショー、また患
者様へのクリスマスプレゼントの贈呈やデザー
トの試食などなど、たくさんの内容で行いまし
た。

患者様もスタッフも大いに盛り上がり、みん
なで楽しんで過ごすことが出来ました。
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◎期 日： 毎月第２木曜日（３月は第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
◎お問合せ、お申込み： 伊万里松浦病院 栄養管理室

TEL 0955-28-3100
★次年度平成31年4月以降の日程も、決まり次第院内や広報にてご案内
いたしますので、今後とも皆様のご参加をいただけますようよろしく
お願い致します。

日 付 内 容 担 当

２月１４日
（木曜）

・歯周病を知ろう
・食生活改善のコツ・試食会

外部講師
管理栄養士

３月１２日
（火曜）

・医師の講話 ～痛風について～
・健康診断結果から自分の体を知ろう

医師
保健師

平成30年11月11日（日）山代公民館にて、当院初の
料理教室を無事に開催することができましたのでご報告致します。

今回は、料理教室（6品）のみでなく、試食時間の合間には
糖尿病のミニ講話やパンのカロリー当てクイズなども実施
しました。町内だけでなく、有田町や志佐町の方の申込みもあり、
参加者12名と定員超えとなり、ワイワイ！賑わいました。

参加者より「砂糖を使わなくて、料理ができると思わなかった。おいし
い。」「楽しかった。」「また、参加したい。」と温かい声をいただきました。
また、「夫が糖尿病です。」と言われる参加者の方も多く、食事療法など継続
的な治療が必要な場合には、ご家族の支えも重要であると再確認しました。

当院には、佐賀糖尿病療養指導士が検査技師・理学療法士・保健師・看護
師・管理栄養士と多職種が取得し、チーム医療にて入院・外来・健診部門にお
いて、患者さんをサポートできる体制づくりを行っております。

これからも地域住民の皆様の健康維持・増進、疾病予防につながるような活
動を継続していきたいと考えております。その時には、ぜひ、みなさん挙って
ご参加ください。お待ちしております♪

副栄養管理室長代理 川浪 めぐみ


