
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高次医療の診療体制を整備し、「病む人の気持」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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総看護師長 前田 護 

 

社会保険病院から新機構に移行して 6 ヶ月が経過し、私も人事交流で国立病院機構から

赴任して半年が過ぎました。この 6 ヶ月を振り返ってみますと、いろいろな意味で勉強に

なることばかりで、総看護師長としての使命、役割を認識させられることが多々あります。

例えば、病院の今後の方向性や経営に対する意見や考えを述べること、看護課として病院

の医療の発展のために何が貢献できるかを示すことなどです。 

当院の今後の方向性としては、地域医療機能推進機構という名が示す通り、当院がいか

に地域医療に貢献していくかを考えていかねばなりません。当院の診療圏である伊万里市

と隣接する松浦市は高齢者率が高く、今後さらに高齢者は増え、重度の要介護者が増えて

いくことが予想されます。厚生労働省は、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途

に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の 後まで続

けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域

包括ケアシステムの実現を目指しています。そして、市町村や都道府県が、地域の自主性

や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げることが必要であるとしています。当院

としては、地域包括ケアを推進していくために、医療サービスの充実に加え、訪問看護・

訪問リハビリの機能強化を図っていきます。訪問看護は平成 6 年からスタートしており、

すでに経験やノウハウを積み重ねてきています。今後は、それらをさらに強化することと、

訪問看護師を増やし、利用者がいつでも相談できるような体制づくりと活動範囲も拡大し

ていきます。院内外の関係部署・関係機関との連携をさらに深めていくことも必要となっ

てきます。柔軟に対応できる質の高い訪問看護を提供できることを目標に取り組んでまい

ります。 

地域医療への貢献と同時に病院経営の安定化も図っていかねばなりません。医療の質を

高めるための努力、例えば、専門医の充実、看護師を始めとした医療スタッフの育成、研

修の開催等を積極的に進めていく必要があります。看護師の教育について、クリニカルラ

ダーによる経年教育を実施し、また、エキスパートナースを育てるため院外研修への支援

を行っていきます。質の高い医療を提供することが結果的に病院経営の安定化につながっ

ていくものと考えます。病院の老朽化も限界にきており、早急な建て替えを必要としてい

ます。経営が安定すれば建て替えも現実味を帯びてきます。 

70 年余り地域に根差し、地域医療を支えてきた病院であり、ますます少子高齢化が進

んでいく中、地域になくてはならない医療機関であることは言うまでもありません。当院

の果たす役割を職員ひとり一人が認識し、地域住民の声を真摯に受け止め、住民の立場に

立った医療を提供していきたいと考えています。今後とも皆様方のご支援・ご鞭撻をよろ

しくお願いいたします。 



 
 

 
 

    2 病棟看護師 太田典子 

平成 26 年 7 月 8 日より 18 日までの 11 日間、千葉県船橋市のＪＣ 

           ＨＯ研修センターにて退院調整看護師養成研修を受講してきました。 

            少子高齢化により団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年には、高齢 

者人口がピークを迎え約 3500 万人に達し、その時点での死亡者数は年

間 160 万人でこれは現状の約 50％の増加と推計されています。現在、人口の死亡場所の約 80％

が病院や診療所であることを考えると、それだけでも現在の病床を有効に活用していかなければこ

の変化には対応していけないと考えられています。そのためには病院での退院支援、調整がより重

要となり看護師の役割がとても重要で、幅広く奥深いということを学びました。講義は事例を混じ

えての講義やグループワークなどとてもわかりやすく興味深い内容でした。毎日がとてもすばらし

い熱意の伝わる講師の先生方で、刺激的でとても充実した 11 日間を過ごすことができました。 

 この研修で学んだことを活かし、患者・家族に寄り添って他職種とも連携をとりながら少しでも

患者の「自分らしく生きる」を支援していけるよう日々の業務に従事したいと思います。 

 
 

 

 
   

        2 病棟副看護師長 井手智子 

今回 6 月 16 日から 10 日間、JCHO 研修センターにて認知症看護 

研修に参加してきました。研修では様々な認知症病態や治療・看護を学 

びましたが、認知症患者さんは年々増加傾向にあり、90 歳以上の高齢 

者の 60％は認知症の可能性があるということを知りました。認知症は

今や国民病と言っても過言ではなく、当院に受診される患者さんも高齢者の方が非常に多く、認

知症は避けて通れない問題だと改めて実感しました。また認知症の治療に関しては薬物療法の効

果が 3 割程度しか得られず、残り 7 割は医療者及び介護者の関わり方や生活環境作りがとても

大切であることを学び、今後はこの研修で得た知識を日々の看護業務に活かしていけるよう頑張

りたいと思います。 

 
 

 

  
  

        ３病棟看護師 岡本幸江 

去る 6 月 16 日から 27 日まで地域医療機能推進機構の糖尿病看護 

研修を受講させていただきました。千葉の研修センターで１２日間と 

ちょっとハードな研修でしたが、糖尿病とその看護をかなり広範囲に 

研修することが出来ました。 

 期間中、食事内容や血糖値を自分で記録する自己モニタリングや糖尿病教室の企画立案をグルー

プワークするなど、受け身ではない、とても良い学習ができました。糖尿病療養を強いられている

患者様の目線に少し合わせることができたかなと感じられた１２日間でした。 

 この研修で学んだことを、少しずつでも臨床に還元したいと思っています。受講に際し、快く送

り出していただいたスタッフの方に深謝いたします。 

 



 

 
 

 

 

  
 

8 月 28 日（木）佐賀大学医学部呼吸器内科診療教授 林真一郎先生に 

よる勉強会を当院にて開催しました。『臨床現場における COPD 患者への 

アプローチ』のテーマで、看護師、理学療法士、管理栄養士などのコメデ 

ィカル 38 名の参加がありました。講演の中で、COPD 患者の予後を考え 

ても、呼吸リハビリテーションを行い、運動習慣を身につけることが重要 

という事でした。その為にも、息切れを吸入でコントロールして運動させ 

ることを患者へ指導していく必要があるとの事でした。指導方法にもアド 

バイスがあり、ユーモアを交えて話をされ、大変勉強になりました。今後は患者様への勉強 

会も計画していきます。詳しくは内科外来まで。 

 

 

 

 

9 月１７日（水）・２２日（月）２日間 当院病棟看護師 髙原洋子 

より『模擬嘔吐物を用いた吐物処理について 新規ノロセットの紹介』 

の講義を致しました。２日間で８１名の参加がありました。今回の研修 

会の目的は、ノロウイルスの吐物処理の手順や消毒方法について、職員 

個々が統一した対処ができるようになることです。ノロウイルスは、こ 

れから３月にかけて流行のピークを迎えます。院内感染対策マニュアル 

も一部改定しており、処理手順やノロセットの配置場所を確認しておく 

ことを申し合わせました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   
 

9 月２４日（水）当院病棟看護師 片山春代より『病院職員の接遇に 

ついて』講義を致しました。５３名の参加がありました。当院職員は、 

病院での接遇を周知し、実行しなければいけないことの自覚を感じてお 

り、その大切さは十分理解しています。 

しかし、形として「どのようにして 

いかなければならないのか？」を個々 

で模索していたようです。 

講義には、たくさんのスタッフが参加し、管理職の参加 

もあったことは、まさに接遇に対して病院あげて取り組ん 

でいこうとする思いの表れであり、今後の病院の目標を見 

い出せたのではないでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月３０日（土曜）に開催された「五島列

島夕やけマラソン」にて内野加那子選手が、

ハーフマラソン女子の部で優勝し、２連覇

を達成しました。 

今回、当院からは２名の参加でしたが、山

代体協の方々と共に参加し、楽しい時間を

過ごすことが出来ました。来年はもう少し

多くの参加者を期待したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

（前列右が内野選手）

8 月 6 日に患者様との七夕会を行ないました。 

織り姫、ひこ星…？の参加もありました(笑)。 

市丸ＯＴ、原田ＰＴの協力で恒例のボーリング大会を行なう前にストレッチ運動をしまし

た。なかなか皆、身体が動いていましたよ（凄い）。 

ボーリングでは、真剣な眼差しでボールを転がしておられました。終了後は、メダルと賞

状を手にし、楽しく半日を過ごす事ができました。栄養管理室からの手作り七夕ゼリーも

評判でした。協力して頂いたスタッフの方々ありがとうございました。 

来年も織り姫、ひこ星さん お待ちしておりますよ       （２病棟看護師長 坂口信子）

第 48 回市長杯争奪選手権大会の結果は、1 回

戦：不戦勝。2 回戦：１８対３で勝利。3 回戦：

３対１１で敗退。（相変わらず、メンバーが集

まらないという悩みは解消されず）      

9 月７日より第 48 回会長杯争奪選手権大会が

始まりました。2 回戦：７対６で勝利。6 回を

終わって 3 対 3 の同点。7 回・8 回とタイブ

レークに突入。               

今大会より加入した新メンバーの活躍もあり、

息詰る拙戦の末、サヨナラ勝ちをおさめまし

た。秋季大会で敗れたチームに何とかリベン

ジ。次は 11 月 9 日 8 時 30 分より国見台球

技場で試合がありますが、昨年以上の成績が残

せるよう頑張ります。応援よろしくお願いしま

す。 



 

 

 

 

 

１０月４日（土曜）当院で第５回目となる「まちかど健康教室」を“松浦おさなかまつ 

り”会場において開催致しました。天候は晴天でしたが台風接近となり、時折り突風が吹 

き荒れ、検査紙やパンフレット、展示物が飛んで回り、スタッフの追いかける姿が印象的 

でした。 

当院の友の会会員で、毎月欠かさず健康教室へ参加されるＴ・Ｈさんは MR に乗り早朝 

より会場到着、私達スタッフを出迎えて下さり、 後まで付き合って下さいました。 

今回の松浦おさかなまつりへ来場された方は約１万人とのこと、そのうちまちかど健康 

 教室へは伊万里、松浦市内の住民他に福岡、長崎、佐賀、大村、武雄、唐津、佐世保等遠 

 方から合計 192 名の参加がありました。 

新鮮な魚やうまい海鮮料理に行列ができ、歌や踊り、各種パフォーマンスと盛り沢山の 

イベントに大勢の家族連れで賑わうなか、主催側の西日本魚市場より有難くも私達の健康 

教室会場はメインスポットに３テントとゆったりスペースを確保して頂きました。 

各種検査や、医師、薬剤師、看護師、保健師、栄養士らによる相談に加え、今回新しく 

作業療法士による展示、紹介コーナーを設け、沢山の人が興味深く立ち寄って下さいまし 

た。 

自分の検査結果に一喜一憂しながら「気軽に病気の事を聞けてよかった」「健康に関す 

る意識が高まった」「来年もお願いします」等の声が聞かれ、スタッフ一同達成感を味わ 

うことができ、これからも当院の理念である、地域医療への貢献、良質かつ適切な医療、 

健診事業の充実を目標に、社会活動の輪を広げていきたいと思います。 

  まちかど健康教室に関わって頂いたスタッフ様、留守中、病院業務に従事して頂いた 

職員の皆さんのご支援・ご協力に対し、心より感謝申し上げます。 

有難うございました。 
  （伊万里松浦病院 まちかど健康教室実行委員 管理栄養士 松永久美子） 

 

ままちちかかどど健健康康教教室室開開催催報報告告 



さよひめ桜の会 糖尿病情報紙 ２０１４年１０月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

◆食物繊維を知ろう 
 不溶性食物繊維 水溶性食物繊維 

はたらき 

＊便秘の予防・解消 

＊有害物質の排泄作用 

＊食べ過ぎの防止 

＊大腸がん予防 

＊あごの強化、虫歯の予防 

＊腸内細菌叢の改善 

＊血糖上昇を抑制 

＊脂質異常症を予防 

＊高血圧の予防 

＊発がんリスクを軽減 

種  類 

ｷﾁﾝ・ｷﾄｻﾝ／ｾﾙﾛｰｽ／ﾍﾐｾﾙﾛｰｽ／ 

ﾍﾟｸﾁﾝ（不溶性）／ﾘｸﾞﾆﾝ／ 

ｸﾞﾙｶﾝ（βｸﾞﾙｶﾝ）／ｺｰﾝﾌｧｲﾊﾞｰ 

ｱﾙｷﾞﾝ酸／ﾍﾟｸﾁﾝ（水溶性）／ 

ﾎﾟﾘﾃﾞｷｽﾄﾛｰｽ／ﾌｺｲﾀﾞﾝ／ 

ｸﾞﾙｺﾏﾝﾅﾝ／ｺﾝﾄﾞﾛｲﾄﾝ硫酸 

多く含む 

食  品 

・きのこ類 ・チーズ ・しめじ 

・ごぼう ・干ししいたけ ・豆 

・玄米 ・ココア ・キャベツ   

・大根 ・にんじん 

・昆布 ・やまいも ・わかめ 

・なめこ ・もずく ・ひじき 

・こんにゃく ・オクラ ・りんご 

・オレンジ ・食物繊維入り飲料  

 

◆効果的に食べるポイント 
 

  １．加熱してボリュームダウン 
     野菜は加熱するとカサが減り、たくさん食べられます。 
 

２．主食からも摂取 
    未精製の穀類は食物繊維が豊富 

 

３．きのこ、海藻などから摂取 
    不溶性・水溶性食物繊維をバランスよくとりましょう。 

    りんごやぶどうは皮ごと食べるとなおよし。 
 

４．少しずつでも毎食食べる 
    食物繊維は食後血糖値の上昇を抑えるので、副菜や汁物、つけあわせなどで毎

食摂りましょう。 
 

参考資料：栄養の基本がわかる図解事典（成美堂出版） 
 

ＴＮＴ－Ｄ認定管理栄養士・筑後佐賀糖尿病療養指導士 川浪めぐみ 

一日にどのくらい摂れば良いの？ 

生活習慣病予防のためには、目標量を摂るの

が望ましいですよ 

  ・男性で１９ｇ以上 

  ・女性で１７ｇ以上 

意識してとらないと不足しがちと言われてい

ます。種類によって健康機能が異なるので、

多種類の食品を組合せてとるのがコツです。 



◎期 日： 毎月第３金曜日 開催
◎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

日 付 内 容 担 当

１０月１７日
*糖尿病の方は筋力トレーニング

*間食・外食のコツを知ろう！

理学療法士

管理栄養士

１１月２１日
*平成26年度診療報酬改定について

*糖尿病の合併症について知ろう

医事課

看護師

１２月１９日
*自己血糖測定器を使って、血糖値を測ってみよう

*カンバセーションマップをやってみよう

検査部

看護師

１月１６日
*糖尿病と薬物療法について

*ロコモーショントレーニング ～バランスは大事！～

薬剤部

理学療法士

独立行政法人地域医療機能推進機構

伊万里松浦病院（旧社会保険 浦之崎病院）
〒８４９－４２６１ 佐賀県伊万里市山代町立岩４１７
TEL 0955-28-3100 FAX 0955-28-2744
URL http://imari.jcho.go.jp
E-mail main@imari.jcho.go.jp

伊万里松浦病院広報部
発刊第３号
平成２６年１０月１０日作成

「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の知識を技術を提供します。」
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
ことは皆様ご存じのことと思います。ＣＰＲが１分遅れる毎に救命率は10％低下します。如何
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26年11月16日（日）1日コース
開催時間：受付開始 8時30分 コース開始 9時00分 コース終了 17時00分 予定
開催場所：伊万里松浦病院 会議室
募集人数：12名程度（先着順）
受講料： 新規 12,000円（カード申請費・バッジ・修了書代込）

更新 10,000円（期限内ＡＨＡ ＢＬＳ ＨＣＰ カードの提示が必要です。）
コースでポケットマスクを使用しますので別途ポッケト代2,000円が必要です。

※受講申込みについては総務企画課 木須までご連絡ください。


