
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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平成28年6月4日（土）佐賀
市のアバンセにて、第17回九
州高気圧環境医学会が当院の中
城博見院長を会長として開催さ
れました。

当日は会員37名、一般48名、
スタッフ等17名、計102名と、
前回開催（会長：聖マリア病
院）にも匹敵する参加者となり
ました。

演題発表１０題のほか、佐賀
大学医学部 一般・消化器外科
主任教授 能城 浩和先生によ
る教育講演「da Vinci（ダヴィ
ンチ）を用いたロボット手術に
ついて」、佐賀大学医学部 救
急医学講座 教授 阪本 雄一
郎先生によるランチョンセミ
ナー「ドクターヘリ事業の現状
と可能性」、佐賀県立九州陶磁
文化館 館長 鈴田 由紀夫先
生による特別講演「日本磁器誕

生・有田焼創業400年」も好
評で、参加者からは「大変貴重
な講演でした」との声も聞かれ
ました。

当院からは外科の松倉史朗部
長が「当院における高気圧酸素
療法の治療実績～イレウス治療
を中心に～」と題して口演され、
フロアからも活発な質問が寄せ
られていました。

各セッションの座長の先生方
のご協力もあり、プログラムど
おりに進行し、無事に幹事病院
の役目を果たすことができまし
た。

盛会裏に開催



本年6月1日より、消化器外科医長として、
橋口和義医師が当院に赴任されました。
橋口医師よりご挨拶です。

平成28年7月9日（土）松浦市の漁村体験学習施設で開催された「のき市」に
看護の日のイベントとして、当院看護部及び栄養管理室スタッフが参加をいたしました。
当イベントでは、健康増進や疾病予防に対する理解を深めていただけるよう、
血圧・体脂肪の測定、トロミ茶試食説明、一次救急体験（AEDの使い方）、健康
相談等を行い、地元住民の方を中心にたくさんの方にご来場いただきました。

当院にて業務改善のため行われているＱＣ活動において平成２８年４月１日に、「平成２７年度
QC活動報告発表会」が開催され、各部署より11チームの発表が行われました。

その中から、6月1日の全体連絡会にて、内容が優秀であったチームへの表彰が行われました。
このような取り組みを通じて、今後とも各部署の業務改善内容を多くの職員に知ってもらうと

ともに、病院全体の質の向上につなげていきます。

第１位

3病棟チーム
テーマ『入院時における
記録業務の簡略化と業務
時間の短縮』

第２位
外来（内視鏡）チーム

テーマ『内視鏡室と健康
管理センターとの連携』

6月1日より赴任いたしました橋口 和義と申します。よろしくお願い
いたします。
外科の入院・外来診療のほかには、胃や大腸の内視鏡検査や乳がん検診
などを担当しております。
鼠径ヘルニア（いわゆる脱腸）や胆石に対する手術も行っておりますの
で、力むと足の付け根が膨らむ、食後にみぞおちや右のわき腹が痛む等、
気になられる症状があれば、お気軽にご相談下さい。



熊本地震義援金について

平成28年4月19日に発生した熊本地震の被災
者支援のため、5月20日互助会の山口副会長より
伊万里市総務部副部長兼防災危機管理課長の古場
博氏に義援金が手渡されました。

山口副会長は、「病院の職員として少しでも被
災者の力になればとの思いです」と支援の趣旨を
伝え、対応された古場副部長からは「ありがとう
ございます。然るべきルートで届けさせていただ
きます。」との謝辞がありました。

市のホームページによると義援金は、伊万里市
社会福祉協議会から日本赤十字社を通じて被災地
に届けられることとなっています。

（文責 事務長 宝蔵寺 義弘）

この度の平成28年熊本地震で被害にあわれました皆さまにおかれましては、
心よりお見舞い申しあげます。

■ 社会福祉法人黒川福祉会 たんぽぽ保育園
より依頼を受け、平成28年5月17日（火）、
24日（火）、31日（火）13：00～14：00
まで、心肺蘇生法とＡＥＤの使用講習会を院内
救急委員会を中心に実施いたしました。

保育士の方への講習のため、窒息の対処法、
熱中症予防、緩和ケア認定看護師による講演も
行い、充実した活動となりました。

院内救急委員会の活動報告

■日本医療教授システム学会国際トレーニ
ングセンター主催 ＡＨＡ ＢＬＳ（1次
救命処置）、ＦＡ（応急処置）コースを、
平成28年6月26日（日）9:00～16:00
に、当院会議室で開催しました。

当院職員8名、他医療機関等4名 合計
12名の参加者があり、実技試験（一人法な
らびに二人法 成人ＢＬＳとＡＥＤ、一人
法ならびに二人法 乳児ＢＬＳ）、筆記試
験に合格されアメリカ心臓協会公認証 Ｂ
ＬＳ ＨＣＰカードとファーストエード
カードが交付されました。





～家庭で筋トレを楽しもう～

外で運動をしたくても、天気の悪い日や暑さ厳しいときには、できないということも少なく
ありません。そんな日が続くと、どうしても運動不足気味に・・・
そういうときのために、家庭で簡単にできる「筋トレ」に挑戦してみませんか？

＜屈伸運動（スクワット運動）＞
①両足を肩幅くらいに開いて立ち、両手を前に水平に伸ばします。
②両膝をゆっくり曲げ、その姿勢を1秒程度キープしたら、ゆっ

くり膝を伸ばします。その間、両手は水平を保つようにします。
③両膝を深く曲げるほど、負荷も大きいので、高齢の方は浅めの

屈伸を。屈伸回数も当初は20～30回にし、無理をせずに
少しずつ回数を増やしましょう。

④屈伸は、呼吸をしながらゆっくりおこないます。速くすると
弾みがつき負荷が少なくなりますが、転倒の危険もあります。
※慣れてきて少し強い負荷をかけたいときは、両足をもう少し

広げ、膝が直角になるくらいまで腰を落とします。

＜足上げ運動＞
①力を抜いて立ち、片足ずつ交互にゆっくりと膝を上げ

下ろしします。膝を上げるときに息をはくようにします。
②足だけでなく腹筋の運動にもなるので、膝が直角になる

高さまで上げるのが理想的。ただ、腰に負担がきやすい
ので、腰痛のある方は軽く上げる程度に。足元が不安な
方は、壁や机に手を添えましょう。
当初は20～30回程度にし、慣れてきたら50～100回
を目標に。ゆっくりやることで、運動効果が高まりま
す。
※少し強い負荷をかけたいときは、上体のひねりを
加えます。上げた右膝に左肘がつくように。

＜段差昇降運動＞
①段差（１段）を上り下りするだけですが、筋トレと有酸素運

動を兼ね備えています。階段などの段差を利用して行いま
しょう。高さは15cmくらいです。

②靴下は滑りにくいものにし、1,2,3,4、と調子をとりながら
ゆっくり段差を上り下りします。
転倒しないように、壁や手すりに手を添えてやりましょう。

③上る足をときどき左右入れ替えながら、上り下りを1回とし
て当初は50～70回程度、慣れたら3～5分、軽く息がはず
くらいまで続けることがポイントです。

＜四つん這い腕立て伏せ＞
腕立て伏せが苦手な方でも、やりやすい運動です。
①四つん這いになります。
②その姿勢のまま、息を吐きながらゆっくり両腕を曲げて

腕立て伏せをします。胸を開くようなイメージで。
③体重を前（腕の方に）かけるほど、腕への負荷が大きく

なりますが、 初は無理をせず、お尻のほうに体重を乗せ
腕だけを曲げるようにしましょう。



＜タオルしぼり＞
もっとも簡単な腕の筋トレが、タオルしぼりです。
①ハンドタオル程度の持ちやすいタオルを用意し

腕の前で軽くしぼった状態で持ちます。

②息を吐きながら、腕を前にゆっくり突き出しつつ
タオルをしぼっていきます。
手先だけでなく、腕全体に力を入れてしぼります。
その状態を3秒ほどキープしたら、力を抜いて元
へ戻します。そのくり返しを、20～30回おこな
いましょう。

「筋トレを続けるために」
筋トレをすると、そのつど筋線維（細い細胞）がダメージを受けるので、やりすぎると炎症
や痛みが起こりやすくなります。１日やったら１日休む程度のゆっくりペースで、長く続け
ることが大切です。１つだけでなく、いくつかの筋トレを組み合わせてバランスをとりま
しょう。また、筋肉をつくる栄養素の必須アミノ酸を多く含む、動物性タンパク質（肉、魚、
乳製品）をきちんと取ることも忘れずに。 リハビリテーション科 理学療法士 原田 善教

当院では、平成28年4月1日より2階
一般病棟の12床を「地域包括ケア病床」
として新設しました。

地域包括ケア病床というのは、急性期治
療を終了し、直ぐに在宅（＊在宅とは自宅
と居住系介護施設などの総称。）へ移行す
るには不安のある患者様に対し、在宅復帰
に向けて医療管理・診療・看護・リハビリ
を行うことを目的とした病床です。

※在宅に復帰予定の方であれば対象となり
ますが、具体的には

①入院治療により状態は落ち着いたが、
もう少し経過観察やリハビリテーショ
ンが必要な方。

②ご自宅での療養の準備が必要な方。
（日常生活に不安を感じ、様子を見な

がら退院の準備を進めたい方や住宅
改修が必要な方。）

③居住系介護施設への入所準備中の方。
④在宅療養中の方で一時入院。

※ただし、入院期間は60日を限度と
しております。

当院の地域包括ケア病床では、在宅復帰
をスムーズに行うために、在宅復帰支援計
画を立て、主治医・薬剤師・看護師・専従
リハビリスタッフ・管理栄養士・ソーシャ
ルワーカー等が協力して退院に向けての支
援を行っています。

また患者様が早期に社会復帰できるよう
に、退院後のサポートとして附属の訪問看
護ステーションからの訪問看護・リハビリ
テーション支援も行っております。

今後とも、地域医療の充実に努め、皆様
方のお役にたてるよう邁進してまいります。

地域包括ケア病床についてのお問い合わせは、
下記あてにお願いします。

JCHO伊万里松浦病院 地域医療連携室
副看護師長 太田 / ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 辻川

TEL 0955-28-3100



毎回、ご自宅で簡単に作れる野菜料理や、
おやつの試食も準備しています。
ぜひ、お気軽にご参加ください。
お待ちしております。

◆期 日：８・10月 第３金曜日、 ９・１１月 第３火曜日
◆場 所：伊万里松浦病院 会議室
◆時 間：１０：００～１１：００
◆内 容：講義及び実習 １コース４回
◆費 用：患者様は健康保険適用、一般の方は２００円

１１月のバイキングは予約（食事代５００円）が必要

【お問い合わせ先】
伊万里松浦病院 TEL:0955-28-3100

栄養管理室 中尾

日 付 内 容 担 当

８月１９日
（第３金曜）

・運動について
・糖尿病の食事について①

～食材選びのポイント～

理学療法士
管理栄養士

９月１３日
（第３火曜）

・お薬の使い方、飲み方について
・糖尿病の食事について② ～外食のコツ～

薬剤師
管理栄養士

１０月２１日
（第３金曜）

・家庭血圧の大切さを知ろう
・おいしく減塩してみよう！

看護師
管理栄養士

１１月１５日
（第３火曜）

・高血圧症について
・ワンコインバイキング

～野菜たっぷり！秋の味覚を楽しもう♪～

医師
管理栄養士
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