
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。

夏号

独立行政法人地域医療機能推進機構 伊万里松浦病院

CONTENTS
①副院長挨拶
②新任医師紹介
③中心血圧測定装置の導入

④BLS（１次救命処置）＋ FA（応急処置）

パッケージコースの報告

⑤H26年度QC発表報告
⑥糖尿病情報誌さよひめ桜の会だより
⑦訪問看護ステーションの紹介
⑧H27年度一次救命教室のご案内
⑨健康教室・糖尿病カンバセーシンマップのご案内



副院長挨拶 

 

  

    

 

はじめまして。 

本年 4 月 1 日より JCHO 伊万里松浦病院へ常勤医師として赴任しました。当

院へは非常勤として約 7 年前よりお世話になっており、今回常勤医としてのお

誘いをいただいた際、自分の今後について考える機会を頂き、承る事としました。 

出身は長崎県佐世保市です。父方の実家は田平町（現平戸市）です。佐世

保北高校を経て佐賀医科大学へ進学し、卒業後は大学に残って内科、呼吸

器科、基礎研究、検診・行政などを経験しました。2004 年に大学を辞めて故郷

である佐世保市の佐世保共済病院へ赴任しましたが、ご縁を頂いて再び九州

大学の呼吸器科にお世話になり、久留米市聖マリア病院、福岡市原三信病院

へ異動し、臨床経験を積ませていただきました。今回は九州大学の所属からも

離れ、当院を最終選択肢として参りました。 

当院の特色としては佐賀県伊万里～長崎県松浦地区で唯一呼吸器科専

門医が常勤している病院であり、呼吸器診療、特に呼吸器リハビリテーションや

睡眠時無呼吸症候群の診断・治療に熱心な取り組みをしています。私も呼吸

器内科が専門であるために、先達の貢献を埋もれさせることが無い様、これら

の流れを受け継いで参りたいと思っています。 

一方で当院は地域医療全体を支える重要な役割も負っています。呼吸器科

診療以外の分野においても地域住民の皆様のニーズは高いものがあるため、

内科系一般診療などを通じてプライマリ・ケアを推進していく事も重要であると

考えています。 

今回重責を担って仕事を始める事となり、当初は戸惑う事もありましたが、患

者様・職員の方々に支えていただいて徐々に仕事のペースを掴んで来ました。 

片意地張らず、少しずつ前に進んで行きたいと思っています。 

皆様の暖かい叱咤激励をお待ちしております。よろしくお願いします。 

 

藤澤 伸光 

 

 



非侵襲、全自動方式の中心血圧（ｃSBP）測定装置（HEM-9000AI）の導入

中心血圧とは心臓付近の動脈圧血圧のことです。心臓などの主要な臓器に直接かかる圧力のためその測定
は、脳卒中、心筋梗塞、心不全などといった脳血管系疾患の予測に役立てられています。

★中心血圧が末梢血圧より動脈硬化がより反映し、わかりやすいと言われています。

検査適応疾患

動脈疾患（冠動脈疾患、閉塞性動脈硬化症、バージャー病（閉塞性血
栓血管炎）レイノー症候群、膠原病など）、心臓弁膜症、動脈硬化症、心
筋症、心房中隅欠損症、心室中隅欠損症、動脈管開依存症、肺高血圧症）

氏名：松倉 史朗（まつくら しろう）

所属：外科診療部長

私が医師を志したのは、五島列島のような離島に代表されるように十分な医療に恵まれない地
域に住む人々の健康保持・増進に貢献するためです。地域医療機能推進機構（JCHO）の理念は
まさに私が医師を目指した動機そのものです。また、佐賀県と長崎県のちょうど県境にあるJCHO
伊万里松浦病院に勤務できることは、私にとって望外の喜びでもあります。なぜなら生まれ故郷で
ある長崎県と青春時代を過ごした佐賀県の双方に住む人々のために働くことができるからです。
6月1日に赴任してまだ月日も経っていませんが、JCHO伊万里松浦病院は中城院長を筆頭に

医局の先生方、事務方の皆さん、看護スタッフの皆さん、各部署のコメディカルスタッフの方々な
ど院内のすべての人々が一致団結し協力し合って働きやすい職場環境を形成していることに大変
感銘を受けました。戦国武将・武田信玄の格言に『人は城 人は石垣 人は堀 情けは味方 仇
は敵なり』という有名な言葉がありますが、医療も最後は人であり、あらゆる職域の人と人とが良好
な関係を構築してこそ成り立つものだと再認識しています。
伊万里・松浦地区住民の皆様のためにJCHO伊万里松浦病院に関わる全ての人々と手を携え

ながら全力を尽くしてゆく所存です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

新任医師の紹介

医師または看護師にご相談下さい



第1位

BLS（１次救命処置）＋ FA（応急処置）パッケージコースが開催されました

当院にて開催されました上記コースでは新規、更新合わ
せて12名が受講し一時救命処置の重要性を学びました。ま
た新たに7月12日にも勇気あるヘルスプロバイダーが誕生
する予定です。

看護師のみならず職員全体に一時救命処置の大切さを
伝えるため研修を重ね意識向上に努めています。
当院では3名のＢＬＳインストラクターが勤務しております。

今後もＢＬＳ+ＦＡコースを開催できるように頑張りたいと思

います。詳細情報をお知りになりたい方は当院地域携室ま
でお気軽にご相談ください。

院内救急委員会

★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異物の解除法を学ぶコースです

★ハートセイバー・ファーストエイド・コースは、急病やケガ、さまざまな環境要
因による事故への対応方法を学ぶためのコースです

平成２６年度ＱＣ活動発表
当院は業務改善やサービス向上のための活動報告を毎年会員記念日に行っております。今年

は下記の結果となりました。

第１位 栄養管理室 テーマ 「試食会付き継続的栄養指導の効果」

第２位 ２病棟 テーマ 「オムツ交換方法と業務内容の見直し」

第３位 リハビリ科 テーマ 「片付け整理整頓！（トヨタの片付け）」

第2位
第3位



 

   

     

  

  

糖尿病情報誌（さよひめ桜の会便り）                Ｈ２７年７月号 

糖尿病食は健康食 ～自分に見合った量を身につけましょう～  

 

糖尿病の食事療法とは 糖尿病食 ＝ 健康食       

糖尿病予防と合併症の発症進展を抑える食事の基本は健康体を維持するための食事と同じ 

１、自分に見合った量を食べる。 

２、栄養素のバランスがよい食事を食べる。 知って実践していくことが大切！ 

３、規則正しい食事をとる。 

４、血糖値と合併症予防に配慮したプラスαの食べ方。 

 

自分に見合った量とは？          体重 1kg 当りの身体活動量の区分 

標準体重  体重 1kg 当り    1 日の必要         ①軽い労作（ﾃﾞｽｸﾜｰｸが主な人、主婦等） 25～30kcal 

kg      活動量 kcal    ｴﾈﾙｷﾞｰ kcal    ②普通の労作(立仕事が多い職業の人)    30～35kcal  

×     ＝        ③思い労作 （力仕事が多い職業の人）  30kcal～ 

 

 体重も 身長に合わせて  標準体重を求めてみましょう                         

身長   ｍ ×身長   ｍ ×２２＝    kg  標準体重の出し方 

 

（例）たとえば身長 155cm の人の場合  

1.55ｍ × 1.55ｍ × 22 ＝ 52.8kg が標準体重となります。    

                         

望ましい栄養素の比率とは？ 蛋白質  (例)標準体重 52.8kg×身体活動量 30kcal＝1584kcal 

               15～20％   ＝ 1600kcal    1 日に必要なエネルギー量の出し方  

三大栄養素の配分    脂質      

               20～25%     

               炭水化物       血糖値に関わる栄養素：炭水化物の出し方    

               55～６０%      1600kcal×60%の場合 ＝ 960kcal 

                        960kcal÷ 4kcal/1g ＝ 248g 炭水水化物の量 

 

一汁三菜 各栄養素をバランスよく        血糖値と合併症予防に配慮した食べ方 

＊ゆっくりよく噛んで食べる。 

ﾋﾞﾀﾐﾝ・ﾐﾈﾗﾙ         蛋白質         食べすぎ予防 

野菜類 ﾋﾞﾀﾐﾝ・ﾐﾈﾗﾙ・蛋白質 肉・魚・豆腐・卵   ＊まとめ食いをしない。            

    表６   乳製品・果物    表３         朝・昼・夕の３食均等に 

         表 2・表４             ＊食べる順番を考える。野菜から箸をつける  

   炭水化物          ﾋﾞﾀﾐﾝ・ﾐﾈﾗﾙ     ＊食物繊維をよく摂る 

  ご飯・ﾊﾟﾝ・麺  油・調味料   野菜類           食べ過ぎ予防           

    表１     表５      表６       ＊塩分は控えめに。 

                                 合併症の予防 

                伊万里松浦病院 管理栄養士 筑後佐賀糖尿病療養指導士 松永久美子 



伊万里松浦病院附属訪問看護ステーション伊万里松浦病院附属訪問看護ステーション

訪問看護は、病気や障害のある方々が住み慣れた地域や家庭で、本人
やご家族の希望に沿って、療養生活を送れるように、訪問看護師がお
伺いして、看護させていただく仕事です。医療保険でも介護保険でも
訪問看護はご利用になれます。

≪ 訪問看護利用のご案内 ≫≪ 訪問看護利用のご案内 ≫
▼サービス提供地域：松浦市・伊万里市

（※その他の地域の方は御相談に応じます。）
▼訪 問 可 能 時 間 ：平日午前９時～午後５時まで

（※夜間や休日に体調が急変した場合等は、２４
時間連絡、相談、対応ができる体制を整えてい
ます。ご相談ください。）

▼訪 問 ス タ ッ フ ：看護師～３名、理学療法士～１名。
（※理学療法士は、午後より勤務。）

●医師の指示による医療処置
傷や床ずれの手当、薬の指導・管理、カテーテル管理等を行います。

●健康状態の管理
血圧、体温、脈拍、呼吸状態のチェック。
食事や排泄の様子を確認し、心身の健康状態をみていきます。

●清潔の援助
入浴介助や洗髪、清拭、口腔ケア等の清潔の援助を行います。

●リハビリテーション
生活の目標や生きがいをみつけ、自立した生活が送れるように支援します。
自宅生活における生活動作の練習や機能回復の為の運動を行います。

●生活、介護の相談
ご家族の介護の相談や福祉用具、福祉サービスの紹介等、医師やケアマネー
ジャーをはじめ、他職種の方々とも連携して、より良い生活を支援します。

≪ 訪問看護の内容 ≫≪ 訪問看護の内容 ≫

独立行政法人 地域医療機能推進機構
伊万里松浦病院附属訪問看護ステーション
〒８５９－４５０７ 長崎県松浦市志佐町庄野免274番地1

（松浦市立中央診療所内）
TEL：(0956) 72-5075 FAX：(0956) 72-5085



JCHO伊万里松浦病院では、今年度より地域医療の一環として、
一次救命処置と方法・AEDの使用方法を当院のBLSインストラクター
より、希望される場所に出向いて説明させて頂きます。

保育園・各病医院・グループホーム・宅老所・老人保健施設・特別養
護老人ホーム等の各施設の保育士・医療、介護スタッフの方々、こ
れから、勉強したいと思っておられる方、どなたでも参加は自由です。
お気軽にご相談下さい。
（保育園の場合には乳児・小児の一次救命を重点的に行います）

（料金は無料です）

平成27年度
一次救命教室のご案内

独立行政法人地域医療機能推進機構 伊万里松浦病院
（院内救急委員会）

 849-4261
佐賀県伊万里市山代町立岩４１７ TEL（0955）-28-3100（代表）

FAX（0955）-28-2744

お問い合わせ・お申込みはお気軽に
地域連携室・辻川までご連絡下さい！



“減塩でもおいしい料理”を食べてみよう！！

日 付 内容 及び 担当者

８月２１日

（第３金曜）

テーマ：正しい靴の選び方

「足と靴のﾌｯﾄｹｱ協会」認定ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・認定ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 岡橋伸浩氏

９月１８日

（第３金曜）

テーマ：嚥下食について

摂食嚥下チームによる講話 及び 管理栄養士による嚥下食紹介

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
健康管理センター TEL：0955-28-3412
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６号
平成２７年７月１０日作成

・日時：毎月第２月曜～金曜 １０：００～１１：００
・場所：当院 図書室 ・参加費：無料
・対象者：糖尿病患者様及びご家族、友人、糖尿病の

ことが気になる方

参加ご希望の方は、１週間前までにご予約ください。
ただし、飛び入り参加もOKです。参加人数によっては
延期する場合もありますので、ご了承ください。

内科外来 0955-28-3100

７月の健康教室は減塩食のバイキングを予定しています。
バイキングは予約（食事代５４０円）が必要となっています。

◆日時：７月１４日（火） １０：００～１２：００
◆場所：伊万里松浦病院 会議室
◆内容：高血圧について知ろう（医師による講話）

バイキング
栄養管理室 中尾 0955-28-3100


