
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。

①病院長挨拶
②新入職員紹介
③地域連携室より/

救護班参加の報告

④桜の駅祭りに参加して/
健康教室参加申し込みのお知らせ

⑤患者呼称の変更について
⑥さよひめ桜の会だより
⑦健康教室のご案内



～院長 新年度挨拶～

この地域では足腰のしっかりした80歳代、90歳代
の方が外来に来られます。

ロコモティブシンドローム、サルコペニア、フレイ
ルなどの用語をしばしば耳にします。
ロコモティブシンドロームは運動器の障害により歩行
や立ち座りの機能が低下して要介護になるリスクが高
い状態で、サルコペニア（筋肉減少）と共に転倒や骨
折で要介護状態になる可能性があります。
フレイルは健康な日常生活を送れる状態と何らかの介
護を必要とする中間の状態で、適切な介入により「健
康」を取り戻せる可能性があります。

我が国では、2025年には国民の3人に1人が65歳
以上、5人に1人が75歳以上という超高齢化社会を迎
えます。前期高齢者（65～74歳）の要介護率は4％、
後期高齢者（75歳以上）になると要介護率は30％を
超えるとのこと。

この地域の高齢者がより一層元気になるようにお手
伝いをすることで、ＪＣＨＯ病院グループとして地域
医療に貢献していきたいと覚悟を新たにしています。

ＪＣＨＯ伊万里松浦病院院長 中城 博見



①氏名 ②出身
③趣味 ④抱負

理学療法士

①鶴田 圭助（つるた けいすけ）
②長崎県長崎市
③読書（歴史もの）
映画鑑賞（アクションもの）

④誰とでも楽しく会話しながら、明るくリハビリ
ができるようになりたいと思っていますので、
できるだけ多くの方と話をしていきたいと

思っています。

作業療法士
①平野 佳奈子（ひらの かなこ）
②佐賀県吉野ヶ里町
③旅行、買い物など
④患者様に寄り添いながら、

よりよいOTを提供できる
よう頑張りたいと思います！
どうぞこれからよろしくお願いいたします。

3病棟看護師

①川本 愛実（かわもと あいみ）
②長崎県松浦市今福町
③バドミントン、ランニング

④早く仕事に慣れ、皆さんと仲よくなりたい
です。慣れないことが多いですが、努力し
ていきたいです。よろしくお願いします。

3病棟看護師

①坂口 里奈（さかぐち りな）
②伊万里市
③ドライブをするのが好きで

よくお出かけをします。
④わからないことがたくさんりますが、

伊万里松浦病院の一職員として精一杯頑
張りたいと思います。笑顔を忘れず、患
者様に安心感と癒しを与えられる看護師
を目指します☆

3病棟看護師

①鴨川 由利香（かもがわ ゆりか）
②長崎県佐世保市
③サボテン、多肉植物を育てる

④分からないことがたくさんあると思います
が、早く病院になれるよう頑張りますので
よろしくお願いします。

3病棟看護師
①前田 瞳加瑠（まえだ ひかる）
②鳥取県米子市
※以前の職場：米子医療センター
③音楽鑑賞と料理が好き
④今年で勤務経験５年目となります。

早く新しい環境に慣れ、自ら率先して
声を出しながら一生懸命頑張ります。
今後、積極的に資格取得にも挑戦して
いきたいと考えていますので、
宜しくお願いします。

2病棟看護師

①松本 晴美（まつもと はるみ）
②長崎県佐世保市
③旅行、ショッピング

④早く仕事を覚え業務ができるよう頑張って
いきたいと思っています。
皆さん、ご指導のほどよろしくお願い致します。

2病棟看護師

①馬場 晴菜（ばば はるな）
②東山代町里
③音楽鑑賞
④環境や業務に早く慣れること、

また、コミュニケーション能力をあげ、
良い看護ができるようになりたいです。
一から学ぶ！という気持ちで頑張って
いきたいと思っています。

非常勤准看護師

①吉﨑 美由貴（よしざき みゆき）
②伊万里市立花町
③ランニング
④とにかく一生懸命頑張ります。

よろしくお願いします。



★地域医療連携室よりお知らせ★

地域医療連携室に新しく配属になりました。
久保田 真里 副看護師長です。

今年１月より3病棟から地域医療連携室へ部署異動とな
りました。

今までとは違う環境となり、退院支援の難しさを感じ
ています。病気をきっかけにその人だけではなく、家族
のライフスタイルも変わってしまうケースも多く、知識
不足ながら頑張っている毎日です。

患者さん、ご家族の立場に立って適正な時期に適正な
場所で生活でき、円滑な連携が図れるように地域との架
け橋となり、社会資源を有効に利用し、安心して暮らせ
る支援体制を作っていきたいと思います。

平成29年4月2日に、有田ポーセリンパー
ク で行われたリレーマラソンの救護班とし
て、当院より橋口 和義医長、坂本 葉子看
護師が派遣されました。
お疲れ様でした。



平成29年4月2日 MR浦之崎駅にて「桜の駅まつり」が行われ、当院
も「まちかど健康教室」として参加をしました。

無料の出張健康教室ということで、普段しない測定や検査を受けてみ
ようという方が多く来られました。年配の方から若い方も多く、みなさ
ん健康に興味があるのだなと感じました。私は血圧測定の担当でしたが、
血圧が高めの方もおられ測定値にびっくりされていました。血圧手帳を
渡し家庭血圧測定や必要時病院受診のことなどをお話しました。

今回は、桜の開花がまだだったのが残念でしたが、地域の方との関わ
りが持て貴重な体験が出来て良かったと思います。

副看護師長 鶴島 まゆみ





糖尿病情報誌 （糖尿病友の会 さよひめ桜の会）

糖 尿 病 と 腎 症

糖尿病の3大合併症の1つ、『糖尿病性腎症』のことを知って
いますか？

腎臓は、腰に手を当てた時よりやや背中寄りに左右1個ずつあ
るそら豆形の臓器です。「尿をつくる」臓器で知られていますが、
血液から不要な老廃物や塩分をろ過して尿として排出し、血液を
綺麗にする役割をもっています。
腎臓には毛細血管が通っていて、糸球体というところがざるの役
割で血液をろ過します。健康な人では、小さな老廃物や塩分はろ
過され、タンパク質などの体に必要な栄養分は大きな粒子のため
血液中にとどまります。

ところが！
高血糖状態が続くとろ過する糸球体の網目が荒くなりろ過機能が
正常に働かなくなります。こうなると、老廃物や塩分などの不要
なものが尿に排出されず血液中にとどまり、タンパク質・赤血
球・白血球など必要なものが排出してしまいます。それが蛋白尿
の原因です。

なぜ糸球体の網目が大きくなっているのに正しくろ過されない
のでしょうか？
それは、高血糖状態が続くと、この糸球体の血管が硬くなる、つ
まり動脈硬化を起こし糖分の多いドロドロ血管によって血管が傷
ついてしまうからです。
糖尿病性腎症が進行すると、糸球体が傷ついて減少し、ろ過する
働きが弱くなり体に必要な成分が尿に流れてしまいます。体も不
調を訴え、腎臓のろ過機能が完全に失われてしまい腎不全になっ
てしまいます。
そうすると透析治療が必要になってしまいます。

腎症は定期的な検査と適切な血糖コントロールをすれば、進行を食い止められる病気です。
人工透析になる前にできるだけ早く発見して治療を始めることが肝心です。

JCHO伊万里松浦病院 看護師・佐賀糖尿病療養指導士 島内 三枝子

糖尿病腎症を 悪化させないコツは
◎血糖コントロール ◎血圧コントロール ◎タンパク質管理 ◎禁煙

糖尿病性腎症はその症状や治療によって第１期から第５期まで分類されます
【 糖尿病性腎症の分類 】

 腎機能
 （GFR）

食事 運動・生活

第4期
(腎不全期）

３０未満

低たんぱく食
　減塩

必要に応じて
カリウム制限

透析導入
の検討

第５期
(透析治療期）

透析治療中

透析療法
・血液透析
・腹膜透析

腎臓移植
水分制限

適度な
運動

禁煙

第2期
（早期腎症期）

微量アルブミン尿
３０～２９９

３０以上
たんぱく質の

制限
減塩

医師の指示
のもと無理の

ない運動
　

禁煙第３期
（顕性腎症期）

顕性アルブミン尿
300以上

持続性たんぱく尿
0.5以上

３０以上
低たんぱく食

減塩

病理

検査でわかること 有効な治療法

尿アルブミン値
（ｍｇ/ｇCr)

尿たんぱく値
（ｇ/ｇCr)

血糖・血圧コントロール

の目標
脂質管理

第１期
（腎症前期）

正常
３０未満

３０以上
（ｍＬ/分/1.73

ｍ）

血糖

ＨｂＡ１ｃ７．0％以下

空腹時130mg/dL以下

２時間値180mg/dL以下

血圧

130/80mmHg未満

第3期より
125/75ｍｍHg未満

を目標とする

脂質管理
LDLコレステロール

120ｍｇ/ｄL未満

HDLコレステロール

40ｍｇ/ｄL以上

中性脂肪

150ｍｇ/ｄL未満

糖尿病食
を基本と

する
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