
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病院長新年度のご挨拶
②新入職員ご挨拶
③救急委員会活動報告
④健康講話報告

⑤桜の駅まつり参加報告
⑥さよひめ桜の会だより
⑦健康教室ご案内



≈新年度病院長挨拶≈

新年度を迎えました。浦之崎駅の桜が満開でした。
恒例の桜の駅まつりでは、日曜日ということもあり

大勢の人で賑わいました。我々病院スタッフも、「ま
ちかど健康教室」で約20名参加しました。約130名
の方が健康教室に来られ、血圧測定を始め血糖値・
BMI（肥満度）・肺年齢検査等々、それぞれ健康
チェックをされていました。

ところで、当院は2020年の秋には松浦市へ移転し
ます。県をまたいでの移転であり、佐賀大学病院、長
崎大学病院のいずれからも車で約2時間を要する場所
です。JCHOは地域医療、僻地医療に貢献することを
使命としています。整形外科・循環器内科・呼吸器内
科・糖尿病・肝臓病などのスペシャリストには、非常
勤医師として応援してもらっています。常勤医のうち
2人はプライマリケア連合学会の指導医を取得し、総
合診療に力を入れています。

来るべき2025年問題（団塊世代の方々が全員75歳
以上）に備えるためです。

これからの地域医療は総合診療医が活躍すると思っ
ています。

JCHO伊万里松浦病院長 中城 博見



H30年4月1日より長崎県諫早市にあります独立
行政法人 地域医療推進機構 諫早総合病院よ
り転勤で赴任してきました。
医薬品の適正使用に勤めながら患者様に安心・
安全な薬物治療を提供し、地域医療に貢献でき
るように頑張りたいと思っていますので、今後
ともよろしくお願い致します。

薬剤科長 松岡 芳樹

花びら舞う中4月2日に伊万里松浦病院
にて副看護師長の辞令をうけました。
転勤に加え、昇格と自分の人生の中でも
最大の出来事でした。慣れない環境で不
安だらけですが今までの経験を活かし過
ごしていきたいと思っています。

副看護師長 山下 初美

諫早総合病院から参りました。
早く伊万里松浦病院に慣れるように
頑張りますのでよろしくお願いしま
す。

経理係長 尾上 一郎

今年の４月から作業療法士として入職いたしま
した。何かと不慣れですが、患者様やご家族の
気持ちに寄り添うことのできる作業療法士にな
れるよう頑張っていきたいと思います。
よろしくお願い致します。

作業療法士 西村 愛

今年度より受付で働かせていただくことになり
ました。
初めてのことばかりで皆様には何かとご迷惑を
おかけするかと思いますが精一杯頑張りますの
でどうぞよろしくお願い致します。

非常勤事務員 永島 亜沙美

こんにちは。今年度よりJCHOの一員に
なれたこと光栄に思います。看護師免許
を取得し5年目になります。看護師とし
てはまだ未熟であり、いろいろご迷惑を
おかけすると思いますが業務に早く慣れ
るよう頑張っていきます。また緩和ケア
委員会の一員なので、これまで自分が経
験してきたことが役に立てるよう活動し
ていこうと思っています。
忙しい中ご指導よろしくお願いします。

看護師 加藤 梓

4月より佐賀中部病院付属介護老人保健施設よ
り移動してきました。介護の現場で学んだ知識
を活かし、伊万里松浦病院における地域包括ケ
アシステムの構築に向け、頑張っていきたいと
思いますのでよろしくお願いします。

副看護師長 石橋 実

九州病院からの転勤で3病棟に配属され
ました。以前は産婦人科病棟で分娩介助
や婦人科疾患を看ていました。環境に慣
れずご迷惑をおかけしますが、皆さんと
共によい看護ができるよう頑張りたいの
でよろしくお願いします。

看護師 森内 明日香

早く仕事を覚え、患者様一人ひと
りにきちんと向き合って看護を
行っていきたいと思います。皆さ
んご指導のほどよろしくお願いし
ます。

看護師 久野 幸恵



H30年3月19日、中興化成工業株式会社 松浦工場で

「AED取扱い、救命講習」の講習、実技が行われました。

●薬剤部 1名
●事務員 3名
●看護師 8名
（うち1名准看護師から

正看護師へ）
●リハビリテーション科 3名

この度健診事務員として働かせていただくことになりまし
た。久々の社会復帰です。子育てと仕事の両立頑張ります。
皆様には何かとご迷惑おかけすると思いますが，
精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願い致します。

非常勤事務員 岡本 里江

JCHO九州病院より異動してきました。
以前はがんリハやNST、糖尿病教育入院、TQM活動など
に携わってきました。こちらでは地域に貢献できるよう
なリハビリをしたいと考えています。よろしくお願いし
ます。

主任理学療法士 十時 浩二

理学療法士になって2年目になりました。出身は長崎県
です。以前は長崎県の急性期病院に勤めておりました。
整形外科・脳神経外科・呼吸器科を中心に様々な疾患を
看てきました。
理学療法士としての知識はまだまだ未熟ですが、経験を
活かして少しでも地域活性化に結び繋げていければと
思っています。よろしくお願い致します。

理学療法士 山口 聖也

今年の春より２病棟の看護師と
して働かせていただくことにな
りました。
今年の春に正看護師免許を取得
する事が出来ました。今までは
学校と仕事の両立でなかなか時
間もありませんでしたが、最近
は週末に花を見に行ったり楽し
く過ごしています。リフレッ
シュしながら仕事との両立を頑
張っていきたいです。

看護師 松石 梨沙



4月1日に桜の駅（浦ノ崎駅）まつりが開催されました。今年は天候も
よく桜も満開で、絶好のお花見日和でした。

当院からも例年通り「まちかど健康教室」を開催いたしました。たく
さんの方にご来場いただき、医師相談コーナーや各測定場所にて質問や
相談をされていました。地域の皆様に気軽に「からだ」のことにふれて
いただき、健康増進や疾病予防に対する意識を深めていただく機会と
なっていれば幸いです。

今後も地域のイベントや活動に積極的に参加し、健康増進や地域活動
等に寄与できればと思います。

伊万里松浦病院 地域医療連携室 辻川 充



緩和ケア認定看護師 中尾千春

新年、武雄市にある企業での仕事始め行事に参加しました。健康講話
の講師としてお声掛け頂いたのです。

内容は、「がん検診のはなし」。緩和ケア認定看護師として活動するな
かで、がんの治療や最期の過ごし方に関わっているのですが、加えて外来
看護師としてがん検診に関わることも多くあります。そして、思いました。
がんになってからのことも重要ですが、まずがんを早期発見できること、
その前に可能な限り予防することをきちんと伝えていくことも忘れてはい
けない、と。約60分の講話では、確かなデータや情報を収集し整理した
内容をもとに、一般の方に伝わりやすいように工夫して話すことに努めま
した。多くの従業員の方々を前に緊張感がありましたが、そのなかから、
頷いたり驚いたりする表情を見つけると「お、伝わったかな」とちょっと
嬉しくもなりました。

一般の方にがん検診についての講話を行ったのはこれまで2回。1人で
も数人でも、これを機にがん予防・がん検診に関心を向け、生活を見直し
たり検診を受けたりしてくださっていればいいな、と願っています。

これからも機会を頂ければ、ぜひ講話に出向きたいと考えています。



糖尿病情報誌 （糖尿病友の会 さよひめ桜の会だより）

あなたの睡眠それで大丈夫？
眠ったつもりが本当は眠れていない

睡眠時無呼吸症候群と糖尿病の関係について

最近、ご家族から「いびきがひどい」「呼吸が止まっていた」などと言われたり、
「日中も眠い」と思ったりすることはありませんか？
・・・・・・・・・・・・・・・それは、無呼吸症候群のサインかもしれません

睡眠時無呼吸症候群
自己診断チェック
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肥満またはこの頃体重が増加している

体がだるい

血圧が高い

むせたり、息苦しさで目が覚める

寝汗をかく事が多い

夜中に2回以上排尿におきる

寝相が悪い

よくいびきをかく

糖尿病・メタボリックシンドロ－ムである

朝起きた時に頭痛や疲れがある

朝起きた時に口が渇いている

日中に眠気が強い

呼吸が止まっていると指摘される

上記項目に当てはまる場合は無呼吸症候群の
可能性があります。

あごが小さいまたは二重あごである

居眠り運転で事故を起こした
または起こしそうになった

仕事の時、集中力・持続力がない

朝起きた時に熟睡感がない

睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)とは？

睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)とは睡眠中に繰り返し呼
吸が止まる状態です。全身の低酸素状態によって良
質な睡眠が得られず、いろいろな合併症（高血圧・
糖尿病・動脈硬化・肥満）を伴ってきます。さらに
重症となると不整脈、心筋梗塞、脳卒中などの心血
管系疾患をおこし、突然死に至る場合もあります。
また交通事故・就労事故の発生率も増加します。

糖尿病と無呼吸症候群の３つの関係

①血糖値を下げるインスリンの出が悪くなる

寝ているときに一時的に呼吸が止まると、睡眠が分
断されるため十分な睡眠が取れなくなります。これ
が原因で夜間睡眠中のインスリンの分泌が低下して
しまいます。

②体重のコントロールが悪くなる

睡眠の分断により慢性的睡眠不足になります。体重
を減少させるホルモンは睡眠中に分泌されるので、
睡眠不足は体重コントロールにも悪影響を及ぼしま
す。その結果、体重の増加により血糖値にも悪影響
を及ぼします。

③糖尿病の４人に１人は睡眠時無呼吸症候群を
合併している

実は２００８年の国際糖尿病会議で、なんと糖尿病
の方は４人に１人が無呼吸症候群を合併していると
報告されています。睡眠時無呼吸症候群と糖尿病の
関係は研究が進められており、睡眠時無呼吸症候群
が重症になるほど、血糖値を悪くする原因ともなる
インスリン抵抗性に悪影響を及ぼしたり、睡眠時無
呼吸症候群を治療することでHbA1cが改善するとい
われています。

最近、睡眠の重要性が言われ始めました。長い人生、約３分の１の時間は寝てい
ます。睡眠から生活習慣を見直してみませんか？

当院では睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）の検査・治療を行っておりますので、お気軽に内科外来にご相談く
ださい。

まずはご自宅で、簡単に無呼吸の有無を確認できる、簡易検査を受けることをお勧めします。

伊万里松浦病院 副臨床検査技師長 吉原 淑恵



◎期日： 毎月第2木曜日（７月のみ第2火曜日）
◎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
◎費用： 患者様は保険適用、一般の方は２００円

日 付 内 容 担 当 

5 月 10 日 

（木曜） 

・糖尿病カンバセーション・マップ  

 「糖尿病とはどんな病気ですか？」 

看護師 

管理栄養士

6 月 14 日 

（木曜） 

・「ロコモ」を知ろう ～講話＆実技～ 

・食生活改善のコツ  

理学療法士

管理栄養士

7 月 10 日 

（火曜） 

・医師の講話 ～高血圧症について～ 

・お薬の正しい内服方法を知ろう 

医師 

薬剤師 
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●糖尿病ｶﾝﾊﾞｾｰｼｮﾝ・ﾏｯﾌﾟとは・・・●

「糖尿病カンバセーション・マップ」（以下、マップ）は、糖尿病患者さんや
家族、友人が数名のグループで話し合い、境遇をとも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学び合う、全く新しい糖尿病の学習教材です。

参加したグループの興味や関心に合わせて6つのテーマの
中から１つを選び、ファシリテーターの医療スタッフや
医師とそれぞれのテーマについて１時間ほど話し合います。
そして、グループでの会話を通じて、糖尿病に関する知識を
整理したり、糖尿病に対する気持ちを見直したり、
前向きな日常生活を送るよう目標を立ててもらったりします。

健 康 教 室 の ご 案 内


