
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まちかど健康教室風景

⑤健康講話報告／医師担当表
⑥さよひめ桜の会だより
⑦健康教室ご案内



2019年新年度挨拶

独立行政法人地域医療機能推進機構 伊万里松浦病院
院長 中城 博見

新年度を迎えました。
今年は4月1日に新しい元号が令和と発表されました。

神武天皇から126代目の新天皇即位のために10連休
が実施されました。
この10連休を皆さんどう過ごされましたか？
過ぎてみればあっという間の10日間だった気がします。
連休最後の日、5月6日は職員さんの披露宴に出席させ
ていただき、素敵な一日となったことを思い出します。

さて、当院は1年半後の2020年の秋には松浦市へ
移転します。今年の6月には起工式があり、いよいよ
工事も始まります。
新病院に賭ける私の想い（方針・ビジョン）は、松浦
市に唯一の公的医療機関としての役割を果たし、地域
の住民の皆さんに信頼され、親しまれる病院となるこ
とを目指し、「かかりたい病院、かかって良かった病
院。働きたい病院、働いてよかった病院。地域にあっ
て欲しい病院、あるので安心と言われる医療」を提供
したいと思っています。



新入職員挨拶

管理栄養士 末竹 静香
今年度より管理栄養士として入職いた
しました。

今までの経験も活かし、患者さんの
健康を栄養面からサポートできるよう
努めたいと思います。

また、他職種の皆さんと連携をとり
ながらチーム医療の一員として頑張っ
ていきたいです。
よろしくお願いします。

臨床検査技師 安藤 陽（みなみ）

初めまして、検査部の安藤陽と申します。
無事に国家試験を合格し、臨床検査技師と

して入職できとてもうれしく思います。
少しでも早く業務に慣れるよう一生懸命頑張
ります。

出身は大分県です。焼肉が大好きです。美
味しい食べ物をたくさん教えていただきたい
です。これからよろしくお願い致します。

看護師 山内 麻莉奈
今年度、看護師国家試験に合格し3病棟に勤
務になりました。

ほんとに毎日があっという間で、慌ただし
く過ごしていますが
とても充実していて楽しくもあります。

最近は、地元に4年ぶりに戻ったので友達
と週末遊んだりちょっと遠出するのが楽しみ
です。

これからご迷惑をお掛けしますが宜しくお
願いします。

看護師 木寺 実
4月より2病棟の看護師として
働かせていただくことになり
ました木寺実です。

以前は精神科病棟に勤務し
ておりました。看護師として
まだまだ知識・技術未熟です
が、患者様やご家族に寄り添
うことのできる看護を行って
いきたいと思います。

何かとご迷惑をおかけする
かと思いますが、ご指導のほ
どよろしくお願いします。

非常勤 事務員 牧瀬 千亜希
4月より非常勤事務として勤務させていただ
くことになりました牧瀬です。
伊万里に住み始めて6年になります。
まだまだ土地勘もなく、未経験の仕事なの
で戸惑う事も多いと思いますが
1日でも早く皆さまのお役に立てるようがん
ばります。
よろしくお願いいたします。



非常勤事務員 石竹 勝子
4月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、毎日緊張しています。
皆様にも何かとご迷惑をおかけするかと
思いますが一日でも早く慣れるように
頑張りますのでよろしくお願いいたします。

作業療法士 田中 英樹
こんにちは！！H31年4月1日より
作業療法士として入職いたしました。

患者様が住み慣れた地域で生活でき
るように訓練や作業（入浴・食事・排
泄・整容・移動）の方法を日々勉強し
ていきますのでよろしくお願いいたし
ます。

言語聴覚士 福原 健二郎
今年の4月から言語聴覚士として入職いたし
ました。

言葉や嚥下のリハビリを通して患者さんの
生活がよりよいものになるように頑張ってい
きたいと思います。

皆様には何かとご迷惑をおかけするかと思
いますがよろしくお願い致します。

看護師 萩尾 亜裕美
この度、結婚を機に松浦市に引っ越して
きました。以前は北九州で働いており看
護師としては2年目です。

生活も仕事も不慣れでご迷惑をお掛け
するかと思いますが頑張りますのでよろ
しくお願い致します。

2019年度 新入職員 ●臨床検査科 1名
●栄養管理室 1名
●リハビリテーション科 2名
●看護部 7名

（うち1名は非常勤職員から正職員登録）
●非常勤事務員 2名

2病棟 金井田 優香
2019年4月より看護師として伊万里松浦病院に
入職しました金井田 優香と申します。
私は4年間看護学校で学び、この春晴れて看護師
国家試験に合格し看護師になることができました。
看護師1年目でまだまだ分からないことばかりで
すが、日々患者さんと関わりながら成長していき
たいと思います。よろしくお願い致します。

看護師 浦川 昂大
今春よりJCHO伊万里松浦病院に入職、3
病棟配属となりました浦川昂大と申します。
まだまだ不慣れなことばかりですが、1日
でも早く患者様、職員の皆様のお役に立て
るようになりたいと思います。ご指導よろ
しくお願いします。



H31年3月３１日 浦ノ崎駅「桜の駅祭り」にて
“まちかど健康教室”を行いました。



H31年4月27日九州内田鍛工株式会社で健康講話を行いました

H31年4月27日(土)に、九州内田鍛工株式会社様で、『腰痛予防について～自分
の体を知って腰痛をコントロール～』というテーマで健康講話をさせていただきま
した。

60名以上の社員の方々が参加され、
自分の体の硬さを確認したり、
腰痛予防のための姿勢や体操等に取り組まれ
ました。
皆様熱心に聴取され、１時間の講演が
あっという間に感じました。

今回講師の機会を頂き、私自身大変
勉強になりました。
少しでも腰痛予防に貢献できたら
幸いです。

○令和元年6月の医師担当表○

黄色部分は前月からの変更箇所です

月 火 水 木 金 土　（午前のみ）

内　科
（１診）

大竹（午前・午後） 夏秋（午前・午後） 夏秋（午前・午後） 夏秋（午前）
深堀（午前）
第4　休診

第2　　  　尾山（午前） 薬師寺（午前）
岡田（午前）

第3・4 休診のため代医 小川

第4　 　 　日浦（午前） 村上（午後） 日浦（午後）

呼吸器内科
 （外科3診）

第2・4　林 （午前）

総合診療科
中城

（内科と兼務）
中城 中城

中城
第2 休診

第1・3・4 　山地

第2　 池田

耳鼻咽喉科 門司（午前） 峯崎（午前）

第1・3　　 寒竹

第2・4　　 坂口

皮膚科 第1・3　山内（午後）

第1・4・5　 日浦、牛山

第2　　日浦、濱田

第3　　福野、牛山

達城（午後）

第1 北川、第2 田中智、
第3 馬塲、第4 松永、

第5 山地

内視鏡 山地 橋口 山地 橋口

眼　科 第1・3　中尾

山地外　科 橋口

久本（午前）

中城（午前）
（総合診療科と兼務）

橋口

整形外科
（外科１診）

第1・3 　 橋本（午後）
第2・4  　古畑（午後）

永田  　(午前）

日浦（午後）

【平成３１年６月の医師担当表】 　　※急きょ予定が変更となる場合がありますのでご了承ください。詳しくはお電話でお問い合わせください。

内　科
 （２診）

水田（午前・午後）

内科
（外科3診）

第2  　日浦（午前）

内　科
（３診）

久本 （午前）

田中将 （午後） 夏秋(午後）

山地 橋口

山下
第1　休診

中島（午前）

福野（午後）

日浦（午前・午後）

中島（午前） 山下（午前）

≪平成31年4月以降の 診療日、担当医師の変更等≫
・呼吸器科 田中将英先生・・・毎週木曜 午後に診察日が変更

となっています。
・内科 村上先生・・・毎週火曜 午後 診療日
・皮膚科 山内先生・・・第1・3 月曜 午後（予約制） 診療日
・内科 岡田先生・・・毎週木曜 午前 診療日（6月より）
・循環器科 深堀先生・・・令和元年6月28日以降休診となります。



糖尿病情報誌（さよひめ桜の会便り） 2019年5月号

◆運動療法の意味とは？
・運動療法は食事療法とともに生活習慣の改善に重要であり、薬物療法とあわ

せて糖尿病治療における３本柱となっています。
・日常生活全体での身体活動量の増加は、2型糖尿病の発症予防につながります。
・糖尿病治療としての運動の継続は、インスリン抵抗性の改善をとおして、

血糖値の是正と合併症の予防、および健康維持を目的とした治療手段です。

◆運動の効果とは？

１．エネルギー消費の増加による高血糖、肥満の是正
２．インスリン感受性の改善
３．高血圧、脂質異常症の改善
４．心肺機能を高める
５．精神的な健康維持

◆運動の時間はどれくらいがいいの？
・運動持続時間は、糖質、脂質の効率のよい燃焼のために２０分以上の持続が

望ましいです。
・１日の活動量としては日常生活全体で約１万歩、ほぼ１６０～３００ｋCal程

度が適当だと言われています。

◆運動の頻度は？
・運動の実施頻度は週に３～５日以上行うようにします。
・これまでの研究では、細切れでも週に通算１５０分以上の運動を行うと減量
や血糖コントロールに効果的であるといわれています。

◆自宅でできる簡単な運動（スクワット）

最後に自宅で可能な簡単な運動を一つ紹介します。
スクワットという運動で大腿部（太もも）の筋肉を鍛える運動です。
方法としては左図のように腕を肩の高さまで挙げ、
膝を曲げる運動です。
（膝を曲げるというよりはお尻を下ろすイメージ）
膝を曲げる際は、膝が足のつま先を越えないように
腰を下ろしていきます。

最初は10回×3セット程度から始め、徐々に回数を増やしていきましょう。
＊膝や腰などに痛みがある方は無理をしないようにしてください。

JCHO 伊万里松浦病院 理学療法士・佐賀糖尿病療養指導士 原田善教
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日 付 内 容 担 当 

４月 1１日 

（木曜） 

・ウン知育教室 

 ～ウンチは健康のバロメーター！～ 

ヤクルト 

管理栄養士 

５月９日 

（木曜） 

・カンバセーションマップ ～糖尿病～ 

 「食事療法と運動療法」 

看護師 

管理栄養士 

６月 1３日 

（木曜） 

・自宅でできる運動 ～講話＆実演～ 

・食生活改善のコツ・試食会 

理学療法士 

管理栄養士 

７月９日 

（火曜） 

・講話 「高血圧について」 

・お薬の話 

医師 

薬剤師 

「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。


