
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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総看護師長 前田 護 

 
 

 
平成 26 年 4 月から JCHO（独立行政法人地域医療機能推進機構）へ移行し、制度、規則

等いろいろなことが変わり、早いもので 1 年半が経ちました。一番変わったことは、5 年間

という中期計画、そしてそれに基づく単年度の計画と実績が求められ、評価されることに

なったということです。実績を残さなければ、本部からの指導が入り、事業計画の見直し、

再度の実績作りが必要となります。宝蔵寺事務長が以前書かれていた公設民営から公設公

営へということは、常に国民から冷静な目で見られているということです。 
当院が目指す方向性としては、地域医療機能推進機構という名が示す通り、当院がいか

に地域医療に貢献できるかに尽きると思います。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。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、地域への情報発信、地域における医療関係者との連携の推進、訪問看護・訪問リ

ハビリの機能強化等を積極的に図っていく必要があります。その取り組みの一つとして、

平成 27 年 4 月に訪問看護ステーションを松浦市立中央診療所内に開設し、伊万里市の西部

地区、松浦市を主な訪問エリアとして広く活動しています。今後は、さらに他の医療機関

等との連携の強化、積極的な PR 活動の展開により利用者の拡大を図っています。 
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。職員の多くを占める看護

師の教育を充実させることが医療の質を高めることになり、そのためには、教育の体系化

が必須であり、昨年度からプロジェクトチームによるクリニカルラダー※の作成に着手し、

完成させることができました。今年度は、ラダーに沿った教育計画を教育委員会が中心と

なり立案し、実施しています。また、新人看護師教育にも力を入れており、毎月、院内で

の集合教育、機会教育、院外研修への参加等を計画し実施しています。さらにエキスパー

トナースを育てるため院外研修への支援を積極的に行っていきたいと思います。 

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、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。 

※クリニカルラダー：看護師としての専門知識や技術を段階的に身に付けられるよう計画されたキャリア開発プラン 



まちかど健康教室「松浦おさかなまつり」に参加して 

リハビリテーション科 神田真一 

 

 

平成 27 年 10 月 10 日土曜日、長崎県松浦市の松浦魚市場において、「第 19 回松浦お

さかなまつり」が開催されました。当院は、今年で 3 回目になりますが、会場の一画をお

借りし、出張健康教室を行ってまいりました。 

会場は海沿いの魚市場なので、例年風が強く、寒さを覚悟していたのですが、当日は晴

れで風はほとんどなく、絶好のお祭り日和でした。しかも今年は 3 連休の初日ということ

もあり多くの方々にご来場いただきました。 

当院からは、医師以下総勢 31 名のスタッフが参加し、血圧測定、血糖測定、肺活量測

定、体脂肪、BMI 測定の各種測定と、医師、薬剤師、保健師、管理栄養士等による医療、

健康相談、さらに当院 BLS（一次救命）チームと作業療法士による展示、実技指導などと

盛りだくさんの内容でした。 

特に BLS（一次救命）チームによる一次救命処置（心臓マッサージや人工呼吸、AED

使用法など）の説明、実技指導には熱心に説明を聞かれる方が多くいらっしゃいました。

さらに BLS チームは舞台に上がって、一次救命処置啓発のための寸劇を行い、芸達者な職

員による迫真の演技で会場を大いに沸かせて参りました。 

今回の「松浦おさかなまつり」には当院附属訪問看護ステーションと JCHO 伊万里松浦

病院の診療部門、診療補助部門、事務部門まで全部署上げて参加して参りましたが、この

ように医師、薬剤師、保健師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、ソ

ーシャルワーカー、作業療法士、理学療法士など多職種が参加しておこなう健康教室は他

にはあまりないのではないかと思います。多くの皆様の多様なご要望やご相談にお答えす

ることができたのではと思っております。ご来場いただいた方々には十分ご満足して頂け

たかどうかわかりませんが、今後も地域の皆様の保健、医療、介護、福祉に貢献できます

よう努力してまいります。 

後になりましたが、我々のブースにご来場して頂いた方々（今回は 175 名の方々に

ご来場して頂きました）、誠にありがとうございました。また、会場の調整、設営していた

だいた松浦魚市場の関係者の方々にも感謝申し上げます。ありがとうございました。今後

も JCHO 伊万里松浦病院と当院附属訪問看護ステーションをよろしくお願いいたします。 

 

 



生徒Bさん

この３日間の職場体験を通して、私は看護師という大切な仕事について
よかったと思いました。自分が思っていた病院とはちょっと違う部分もあり
ました。

私はここで体験したかった事は患者さんや看護師さんとコミュニケーションを
とることでした。

この３日間は二日ともあまり人と話せていなかったけど３日目はいろいろな
患者さんと話せたので良かったし楽しかったです。

生徒Aさん

職場体験の３日間の中で最も印象に残った事は、リハビリ室で
箸などを使ったりした事です。他にも、患者さんから話しかけてもらっ
たりと患者さんとコミュニケーションがとれて楽しかったです。

また、最終日の３日目では美味しい病院食をたべさせてもらったりと、
うれしかったです。

私は看護師になりたいと思っているので職場体験で学習したことを
将来にいかしていけたらなと思います。

9月13日より第 49 回会長杯争奪選手権大会Ｂ級
が始まりました。
1回戦：不戦勝にて今季初勝利。2回戦：エース・

井手の好投や一塁手・片町の好プレー（？）もあ
りなんとか7対3で勝利をおさめました。Ｃ級降格
の危機を免れホッと一息。
次は 10 月 18 日 8 時 30 分より伊万里湾大橋グ

ラウンドでベスト４を懸けた試合があります。当日
エース不在という危機的状況ではありますが、チ
ーム一丸となって頑張ります。

内野選手３連覇達成
うちの かなこ

内野加那子選手が、五島夕やけマラソンで一般
女子の部優勝し３連覇を達成しました。今回、２位
とは１０分以上の差をつけて断トツの１位でした。
今回は、山代体協の方他７名を加え当院からは
内野選手他２名の計９名での参加でした。完走後
にはおいしい五島牛の試食を行い楽しい大会でし
た。

職場体験の感想

陸上部 ソフトボール部

★♪９月２日から３日間東

陵中学校から職場体験に
来られました♪

ベットメーキング、
嚥下体操、手術室見学、
リハビリ体験、AED体験など
３日間のカリキュラムで
学習されました。



７月７日、２病棟のさくら食堂にて、七夕会を行いました。体操、輪投げ、二人羽織り、読み聞かせ
をして頂きました。輪投げの輪を自力で投げる患者様、手足がうまく動かせない患者様といらっしゃ
いましたが、普段見ることの出来ない楽しそうな表情を見ることができ、七夕会をやってよかったと
思いました。最後に、栄養管理室から七夕ゼリーを作って頂き、みなさん大満足でした｡

） （介護福祉士 中島 重喜）

七夕会のご報告

敬老の日

9月25日に2病棟で敬老会を開催しました。患者様から詩吟を披露して頂き幕が開きました。
趣味で唄われていたこともあり、音域が幅広くうっとりしてしまうほどでした。リハビリの先生、
実習生の指導で身体を動かし、心身ともにリフレッシュを図ることができ、私たちも患者様の
笑顔で元気をもらうことが出来ました。最後に空くじなしの景品抽選会を行い「何が当たるか

な？」とワクワク、ドキドキの時間でした。栄養管
理室からも抹茶ゼリーを提供して頂きとても楽し
い敬老会となりました。

（２病棟看護師長 坂口 信子）

イベント報告

中庭で園芸を開始しました！！作業療法では、病気等によって以前在宅で行っていた畑仕
事等ができなくなった患者様に対して、「苗を植える」、「畑を耕す」、「草を
むしる」など、活動分析（評価）を行い、畑仕事における動作練習へと
繋げています。また、入院生活が長くなり、病気等をはじめ精神的に
落ち込む場合もみられます。そこで、園芸を通して、気分の安定、感覚
への働きかけ、楽しみの提供、季節感の回復の効果が期待できます。

7月にトマトを収穫できました!!今後、収穫した野菜は調理練習等へ
使用していきたいと考えております。

（作業療法士 永徳 ちひろ）

７月７日図書室にて看護の日のイベントを開催しました。身体測定、血圧測定、体脂肪率測定、
健康相談などを行いました。測定結果票とともに、熱中症予防のチラシや飲料のサンプルなどの
お土産を渡し、参加記念としました。

天候不順もあってか来場者は少なかったですが、来場者の
方からは、「普段、測定や健康相談
等を行うことがないのでよかった。」
と言ってもらうことができました。

（外来副看護師長 鶴島まゆみ）



今回、健康教室のテーマは高血圧でした。

まず、日浦医師より、高血圧についてお話をして頂きました。 患者様からのたくさんの質問にも、丁寧に
分かりやすく返答して頂きました。

続いて、管理栄養士の出番。塩分控えめでもおいしく食べられる食事を紹介し、実際に食べてもらいまし
た。それぞれの料理の減塩ポイントを説明し、バイキングはスタート。「何ば食べようか迷うな。」「全部食べ
てみたかね。」「減塩って言ってもちゃんと味はついとるね。」お互いに選んだものを見せあったり、食べた感
想や料理への質問などが飛び交いました。みなさん楽しみながら、減塩のポイントを学んで頂けたと思いま
す。次回のバイキングは、１１月１７日（火）です。
ご予約を入れて頂き、どうぞご参加下さい。 （管理栄養士 中尾 美智子）

（院内救急委員会）

H27年度第2回糖尿病勉強会が9月16日に伊万里市生涯学習センターにて開催され

ました。当病院看護師の、筑後佐賀糖尿病療養指導士 森 陽子さんが「外来糖尿病
患者のアンケート結果報告と取り組み」を事例発表されました。

他病院からも多くの医療従事者の参加があり、情報共有となり良い研修会となりまし
た。 （糖尿病パス委員会）

6月23日と29日にメンタルヘルス研修会として労働安全衛生法の法改正と今年12月1日から
開始となるストレスチェックについての説明を行いました。

また、ストレス対処のセルフケアの方法として、ウェブサイトにある
「こころの耳」講師（山口英郎さん）によるリラクゼーション法【職場で
できるストレッチング】を動画を利用して実践していただきました。
ストレス社会で仕事をしていく上で役立てて頂きたいと思います。

（健康管理部保健師 杉山 久美子）

研修報告

★H27年7月16日に山代中学校に一次救命処置
（BLS）の講習に伺いました。

2年生47名の指導にあたりました。全ての
生徒が救命に関心を持ち素直な心で講習を受け
てくれました。

生徒さんからは、「今日初めてAEDを使い、
こういう体験ができてとてもよかったです」
「AEDの体験をしたのがきっかけで、AED
に自信がついたような気がします。」
「人が倒れているときは助け
てあげたいと思います。」等
の言葉が多くあり、私達も学
生とふれあい、指導ができた
ことを嬉しく思いました。

★H27年9月4日には有田商工会議所様に伺いました。
小児、乳児のBLSまで深く関心を持たれていました。
有田町は有田陶器市を始め、イベント行事が多いた
めAEDの設置が臨時で増えることもあるそうです。
身近にAEDに触れ、訓練が出来てよかったと感想を
頂きました。
今後も地域医療に貢献出来るように院内救急委員一同、
頑張りたいと思います。



糖尿病情報誌（糖尿病友の会 さよひめ桜の会だより） 

 

 

 

皆さまご存知のように、糖尿病は継続した自己管理が大切な疾患です。そのために 

まず大事なことは、糖尿病について知ること、自分の身体のことを知ることです。 

昨年 8 月～10 月に糖尿病で通院中の患者様 185 名にアンケート調査を実施しました。

下のグラフはその一部です。 

Q. 今後療養指導を受けてみたい、または話を聞いてみたいと思う項目はありますか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アンケートの結果からわかりますように、糖尿病についていろいろ知りたいと思われてい

る患者様がいらっしゃいます。しかし中には「個人的に指導を受けるのはちょっと・・」と

思われる方もいらっしゃるようです。そこでご案内です。 

 

 

 

 

 

『カンバセーション・マップとは・・・』 

すごろくみたいな地図を使用し 5～10 人程度のグループで、境遇を共にする患者さんの

知識や体験から糖尿病について互いに話し合い学びあいます。「1 人では不安・・」と思われ

る方は、ご家族やお友達を誘ってご参加ください。 

  「患者の集い」の定期開催 

 

 

何かありましたら、気軽に内科スタッフにご相談下さい。筑後佐賀糖尿病療養指導士 森 陽子 
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糖尿病と関わる項目が 

いろいろありますね 

  『カンバセーション・マップ』の開催 

毎月第 2 週目 月～金  10：00～11：00 無料 
「糖尿病とともに歩む」「糖尿病とはどんな病気ですか？」 

「食事療法と運動療法」「インスリン注射」「フットケア」 

 5 つのテーマを日替わりで行っています。 

初めて 
知った～ 

なるほどね～ 

こんな感じ

でやってい

ます 

  『糖尿病について学ぼう』週間 

毎月第 2 週目 月～金   
糖尿病のパンフレットを多く設置します。 

待合室の TV は糖尿病についての DVD を流したいと思います。 

「個別指導は苦手、でも糖尿病のことは知りたい」 

と思われている患者様へ



◎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

11月17日

（第３火曜）

テーマ：野菜たっぷりヘルシー料理を食べよう！！

*脂質異常症について知ろう

*バイキング ～野菜たっぷりヘルシー料理～

医師

管理栄養士

12月18日

（第３金曜）

テーマ：呼吸器疾患について

*日常生活の過ごし方

*呼吸器疾患の食事療法を知ろう

理学療法士

管理栄養士

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
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バイキングは予約（参加費＋バイキング食事代540円）が必要となっています。
※参加費は、患者様は健康保険適用、一般の方は200円です。

≪連絡先≫栄養管理室 川浪 TEL0955（28）3100

◎期 日： 平成27年12月11日（金）

◎場 所： 伊万里松浦病院 会議室 １０：００～12：０0

◎内 容： ・手軽に継続できる筋トレをやってみよう！
・糖尿病の合併症を擬似体験してみよう！
・情報交換会
・試食会 ～低GIご飯・60 カレー・野菜・サラダ・35 水羊羹～

◎費 用： 無料

みなさま、お待たせしました！！

今さら、聞きたい・知りたいけど、なかなか病院スタッフに言えない不安や疑問を、
患者様同士で会話を通して、解決しましょう。

ぜひ、患者のつどいにご参加ください。お待ちしております。

※ Glとは、グリセッミックインデックスの略で、炭水化物を含む食品を食べた後に引き起こされる
血糖値の上昇の程度に従って、それぞれの食品に与えられる指数。

※


