
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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2016年9月16日(金)、17日(土) 東京のTKPガーデンシティ品川JCHO本部研修棟にて、
「第2回 JCHO地域医療総合医学会」が行われ、盛会のうちに終了いたしました。

JCHOが発足し3年目となり、今回の学会のメインテーマは「スタートしたチームJCHO～そ
の軌跡とミッションの達成に向けて～」とされ、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。

さらに、今回は2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞された、山中 伸弥先生の特別講演
も行われました。

当院からは、シンポジウムでの中城博見院長の発表と、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。

【発表内容】
■9月16日：シンポジウム・・・シンポジスト：中城 博見院長

演題：ＪＣＨＯにおける健康管理センターの役割
～大規模健診機関の参入による危機を迎えて～

■9月17日：一般演題発表（３チーム）
●栄養管理室（発表者：川浪 めぐみ、発表補助者：中尾 美智子）

演題：実食型食事指導導入における
継続的栄養指導の効果について

●２病棟（発表者：秀坂 彰夫、発表補助者：井手 智子）
演題：オムツ交換業務の見直しと効果

●３病棟（発表者：内野 加那子、発表補助者：柿谷 大貴）
演題：転倒・転落アセスメントスコアシートの

見直しとリスクカンファレンスの導入



今回「実食型食事指導導入における継続的栄養指導の効果に

ついて」というテーマで発表をさせていただきました。

JCHO学会では、他職種の取り組みの発表を聴く事ができ、

改めてチーム医療や地域医療の重要性を感じました。

病院の栄養管理士の業務は、給食管理と栄養管理がありま

す。これからも、知識や技術を向上させられるよう、院内外

を問わず何事にも積極的に取り組んでいきたいと思います。

参加させて頂き、有難うございました。

栄養管理室 副栄養管理室長代理 川浪 めぐみ

第2回ＪＣＨＯ学会のメインテーマは「ス

タートしたチームＪＣＨＯ～その軌跡とミッ

ションの達成に向けて～」でした。

今回は介護福祉士が中心となって行ったオ

ムツ交換業務の見直しについて、当院初とな

る介護福祉士が発表を行いました。

この研究は患者・家族の身体的・金銭的負担

の軽減にも貢献でき、職員間の業務改善に対

する意欲の高まりにも繋がりました。そして

介護福祉士・療養介助員の役割は患者・家族

のサポートのみならず、病院経営にとっても

重要な戦力であるということを認識できる

きっかけになりました。

またＪＣＨＯグループの研究発表について

は、特に地域包括ケア病棟での取組み内容や

認知症患者に関する研究発表が多かったこと

が深く印象に残り、当院でも参考になる内容

が多く取り上げられていました。

8月から2病棟では入院基本料Ⅰを取るよう

になり、現在は地域包括ケア病床の立ち上げ

に向けて、スタッフ全員が協力し合って「奇

跡とミッションの達成に向けて」日々意見交

換をし、自己学習に取り組んでいます。

また9月には看護師・介護福祉士が湯布院病

院へ視察訪問に同行するなど意欲的に業務を

遂行し、当院の運営に大きく関わる業務を

行っています。

今後は学会で発表された他施設の意見も参

考にしながら、自身がやるべき業務を明確化

させ、目標達成できるようスタッフ全員で頑

張っていきたいと思います。

2病棟 副看護師長 井手 智子

演題：実食型食事指導導入における
継続的栄養指導の効果について

演題：オムツ交換業務の見直しと効果



平成28年度災害対策研修会
テーマ『伊万里松浦病院に多くの患者が押し寄せます。

－災害対策、しなくていいですか？－』

9月20日（火）に長崎大学病院 救命救急センター 副センター長（准
教授）の山下和範先生をお迎えし、災害対策研修会を開催しました。講
師の豊富な活動経験を元に具体的事例を挙げながら講義が行われ、「災
害医療対応の基本事項」と「多数傷病者対応」のイメージを学ぶことが
でき、当院の今後の取り組むべき課題も見出すことが出来ました。

いつどこで起こるかわからない災害に対して、備えをしておくことは
非常に重要です。今後当院においても、マニュアル整備及び医療提供体
制の構築を図り、迅速に的確な災害医療活動が出来るよう、準備を進め
て行きたいと思います。 院内救急委員会

10月8日(土)、長崎県松浦市の松浦魚市場にて「第20回松浦おさかなまつり」が行われ、本
年も当院は「まちかど健康教室」にて参加をいたしました。

当院より総勢24名の多職種のスタッフが出席し、血圧測定、血糖測定、体脂肪・BMI、肺年齢
の各種検査や、医師、薬剤師、保健師、管理栄養士等による医療・健康相談、またBLS（一次救
命）チームによる実技指導などを行い、皆様のご要望やご相談にお答えいたしました。

当日はあいにくの雨模様となりましたが、足元の悪い中、約120名というたくさんの参加者様
にご来場をいただきまして誠にありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。

今後とも地域の皆様の健康づくりに貢献できるよう努力してまいります。



9月7日～9日の3日間、山代中学校の生徒
さんの職場体験学習が行われました。

体験内容は、当院の病棟業務を中心に見学
や実際の業務の体験、各部署の業務説明等を
受けられました。また、入院患者様との会話
やレクリエーションを行うなど、有意義な時
間を過ごしていただけたと思います。

最終日には、3日間頑張られた記念に「修了
証」が生徒さんへ手渡され、生徒さんの顔に
は、達成感に満ちた笑顔があふれていました。

今回の職場体験学習では、病院の業務につ
いて関心を持っていただくとともに、院内の
各職種が力を合わせ、患者様のために日々の
業務を行っていることが伝わったのではない
かと思います。
また、生徒さん自身の将来を考える際の選択
肢を広げることにも貢献できたのではないで
しょうか。

生徒さんには、今後とも明るい笑顔で、そ
れぞれの目標に向かって進んでいただきたい
と思います。

2病棟 ご入院中の山口数雄様が、
9月3日に100歳のお誕生日を迎え
られ、伊万里市長から長寿のお祝い
の勲章と賞状が授与されました。

いつまでもお元気でお過ごしくだ
さいますことを職員一同お祈り申し
上げます。

山口 数雄 様
（2病棟 ご入院患者様）



褥瘡チーム
褥瘡（床ずれ）の予
防や褥瘡ケアの提供
を行っています。

呼吸療法
サポートチーム

人工呼吸器装着患者様
の療養環境のサポート
をしています。

禁煙外来
禁煙したい方の
サポートを行います。

緩和ケア

認定看護師が、がんの
治療全般のご相談に応
じます。

栄養サポートチーム

個々に応じた栄養管理を行う
ため、食事形態の検討等、
多職種で関わり、要望に沿え
るようサポートしています。

摂食嚥下チーム

食べることや飲むことが難しい方
に対して、口からおいしくご飯を
食べて元気に退院していただける
ようサポートしています。

一次救命処置チーム

一次救命処置の仕方とAED
の使い方の指導、院内救命
技術の維持・向上に取り組
んでいます。

糖尿病療養指導士チーム
糖尿病予防・療養についての知識の普
及」、「患者様、ご家族等への療養支
援」を目的とした糖尿病教育入院、外来
ミニパス指導、フットケア外来等で支援
に当たっています。

あし外来チーム
糖尿病患者様のフットケアの実践と、
糖尿病患者様が日常の自己管理が行
えるようにすることを目的に活動し
ています。

当院では、医師・看護師・栄養士・薬剤師・理学療法士・臨床検査技師などの多職
種からなるチームを作り、患者様の治療やケアに当たり、それぞれの専門スキルを
発揮することで、患者様の生活の質の維持・向上に向けてサポートできるよう活動
を行っております。 詳細は当院までお問い合わせください。

糖尿病友の会 さよひめ桜の会

みなさま、お待たせしました！！
「糖尿病って、どんな病気？」「合併症って、なんだろ？」「インスリンって、何？」
「食べ過ぎかな？」「運動ってそんなに大切な事だったの？」

今さら、聞きたい・知りたいなど、なかなか病院スタッフに言えない不安や疑問を患者同士で会話
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。

◆会 場： 伊万里松浦病院 会議室
◆期 日： 平成２８年１２月８日（木）
◆受 付： ９：３０～
◆開 始：１０：００～１２：００
◆内 容 ・楽しく毎日できる運動をやってみよう 

・正しい足のケアを知ろう！
・血糖値の変化を体験しよう 
・年末年始の過ごし方について語ろう！

◆費 用 無 料（お土産付きです）

参加希望の方は、１２月３日（土）までに 内科又は栄養管理室へお申し込みください
ＴＥＬ：0955-28-3100 / ＦＡＸ：0955-28-2744

適塩・減塩を
出来てますか？

ご自宅のお味噌汁の塩分
濃度測定を行いますので、
ぜひ、お持ちください。





◆ご来場の皆様へ講話の後に、自宅で簡単に作れる副菜料理や
おやつをご紹介し、試食していただきます。

◆入院・外来の患者様はもちろんご家族、一般の方もお気軽に
ご参加ください。

◆より良い生活習慣を身につけ、毎日を健康に過ごして頂きます
ようスタッフ一同願っております。

◆期 日：12～2月 第３金曜日、 3月 第2火曜日
◆場 所：伊万里松浦病院 会議室
◆時 間：12～2月 １０：００～１１：００

3月 １０：００～１１：3０
◆費 用：患者様は健康保険適用、一般の方は２００円

※３月のバイキングは予約（昼食代500円）が必要となります。

【お問い合わせ先】
伊万里松浦病院 TEL:0955-28-3100 栄養管理室 松永

日 付 内 容 担 当

１２月１６日
（第３金曜）

①講話と実技：転倒を予防する運動
②食事療法 ：低栄養を改善する食事
③試 食 ：カロリーたっぷり温野菜スープ

理学療法士
管理栄養士

１月２０日
（第３金曜）

①講話と実技：健康診断のすすめ
②食事療法 ：ストレス解消に料理のすすめ
③試 食 ：がんを予防するメニューの１品

保 健 師
管理栄養士

２月１７日
（第３金曜）

①講話と実技：糖尿病と関係の深い肝臓病
②食事療法 ：栄養バランスのとれた食事
③試 食 ：消化のよい夜食の１品

看 護 師
管理栄養士

３月１４日
（第２火曜）

①講話と実技：高尿酸血症（痛風）について
②食事療法 ：痛風を予防する食事

【予約必要（昼食代として500円）】
③バイキング：自分に見合った食事を選ぶ

～正しい食習慣 １汁３菜のすすめ～

医 師
管理栄養士
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