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近隣の医療機関・介護施設の皆様には NHO 佐賀病院の運営に際しまして、旧年中は大変お世
話になりました。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
さて、年末・年始に佐賀市内中心部を歩き回っていて気がついたのですが、福の神をお迎えする
ために各家庭の玄関に当たり前のように飾ってあった正月飾りを飾っている家・店舗がかなり減って
いるように思います。平成最後の年にやっと気がついたのかも知れませんが、この地域の習慣が少
しずつ変わってきているのでしょうか？

各神社はそれでも正月３が日はお天気も良かったせいか、

大勢の参拝客で賑わっていました。世界の国際状況が少し変化してきていて、お隣の国である韓国
との間が少しギクシャクしている事もあり、平和と安全を祈願してきましたが、2020 東京オリンピッ
クへ向けて国際協調がより発展していくことを祈っています。
昨年あたりから「働き方改革」という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。最近のニュー
スでは、特に 2024 年４月から勤務医に適応される時間外労働の上限が、一般勤務医で上限年
間 960 時間、地域医療を担う特定の医療機関では特例として年間で 1920 時間（１か月換算で約
160 時間）までといった特例まで検討されているようです。詳細が明らかにされないとなんとも言
えませんが、すでに超過勤務時間をいかに削減していくか努力しているところなので、ルールの設定
で勤務時間が返って長くなることがないように注目していきたいと思っています。
最近の医療界の話題のトップは京都大学高等研究院の本庶 佑特別教授がノーベル医学・生理学
賞を受賞されたことではないでしょうか。本庶 佑教授については、30 年以上前から細胞性免疫学
の分野で世界のトップを走っておられて、その御高名は世界に轟いていて、ノーベル賞の受賞はもっ
と早くてもおかしくないと関係者は思っていたはずです。この受賞を機に日本の医学的基礎研究が
今後更に発展して、がん免疫の方面で世界を更にリードし、10 年後はガンが制圧されていることを
期待しています。
最後になりましたが、皆様のこれからの１年が輝かしく、喜びに満ちた１年でありますよう祈念して
おります。
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総力で勝ち取ったと言っていい「臨床研究部」
（今年４月から）ですので、新年の挨拶に代えまして、
臨床研究部昇格までの経緯を少し書かせて下さい。末長く守ってほしいという期待も込めて、書きます。
「臨床研究部」について簡単に説明します。NHO における臨床研究の活動性を高めることを目的に
しているものですが、当院にとっての意義も多々あります。組織（専任研究者など）の設置による組
織力のアップ、医療の質を高める、特に若い人の育成、運営費交付金・助成金の機構からの配分、
文科省の科研費獲得、等々、です。
次に「臨床研究部」になるための基準について。ポイント（P）制になっています。NHO が推進して
いる治験・EBM 臨床研究
（当院では主に小児科、産科が獲得）、学会発表
（１回 1P）、論文
（和文 1.5P、
英文 8P）の合計が、評価年（現在は４年毎）において基準値以上なら昇格です。病院の規模とは
関係ないので、当院のように小規模病院だと容易でないです。Ｊリーグのように降格もあります。
で経緯ですが、わたくしが副院長になった頃の実績 P の３か年
（H19 〜 21）の平均は 102P でＪリー
グでいえば J3 といったところでしょうか。それから、４年後に再評価があって、当院の４か年（H22
〜 25）の平均は 217P でした。基準値が 220P でしたので、惜しくも１部リーグはのがしました（ち
なみにこの時J2 に降格したのは４チームです）。で今回の評価
（H26 〜29）では佐賀病院が256Pで、
基準値が 240P でしたので、まあ順当勝ちといったところでしょうか。昇格した４チーム中２位の成
績でした。
「臨床研究部」。やはり一部リーグで試合するほうがもり上がりますね。ひいては地域医療の貢献に
もなると思います。自分がこれまでにしてきたことを記録することも大事なことです。J2 に降格しない
よう少しだけ頑張ってください。
ありがとうございました。
2019（H31）松の内

山口淳三
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新年あけましておめでとうございます。

末にはそれらの取り

昨年２月より統括診療部長を拝命いたしま

組みが院長賞として

した。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

表彰されました。今

さて昨年度の取り組みとしましては、当院

年も継続してさらに

が２次救急医療機関としての役割を果たせる

向上していきたいと

ように救急医療の充実を目標のひとつとしま

思います。

した。

昨年度の初期臨床研修マッチングでは当院

佐賀大学医学部の高度救命救急センターの

では初めてフルマッチし（定員５名）４月か

阪本教授のご高配により、教官の先生方に昨

ら研修医５名揃ってきてくれることを今から

年 ７ 月 よ り、 今 年 度 20 回 に わ た り、 医 師、

心待ちにしております。新しい年号に変わり

看護師に研修をしていただき、救急対応の基

若い力とともに猪突猛進して行きたいと思い

礎をご教示いただいております。

ますので、ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお

また救急担当看護師、自らも看護師長副師

願いいたします。

長を中心に救急対応マニュアルの作成や救急
看護に関する研修と定期的な技術の評価を行
い、スキルアップを努力しております。昨年

５年目となる小児科の江口啓意
と申します。

江口

啓意

専門分野

小児科一般

SAGA National Hospital

年 10 月より、ＮＨＯ佐賀病院に

出身大学は山形大学で、３年目

て働かせていただいております。

より佐賀の小児科医局に入局しま

今後の小児科医人生の宝となる

した。大学病院にて小児血液腫瘍

ような貴重な体験を日々経験させ

グループにて主に診療していまし

ていただいております。

たが、小児科医としての必須スキ
小児科医師

集中的に学ばせていただくため昨

ルともいえる新生児医療について

短い期間ですが何卒よろしくお
願い申し上げます。
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私が認定看護師になり、10 年が経ちました。

ング」を記入してもらっています。本人に記入し

これまで緩和ケアチームメンバーと協力し研修

てもらいそれを元に話をすることで、精神面や

会の実施やマニュアルの作成・改訂、患者カン

今後の生活についてなど話すきっかけになって

ファレンスを行ってきました。定期的な研修会や

いると思います。患者の苦痛の把握のためには

カンファレンスを通して、看護師の知識の向上

定期的なスクリーニングが必要と考えるため、

や日々の看護に繋がっていると感じています。

継続して行っていきたいと考えます。

現在、外来治療室の患者さんと関わることが

今後も患者に寄り添い、思いを尊重した看護

多く、化学療法の副作用や気持ちのつらさなど

介入ができるよう看護師、緩和ケアチームとの

を確認するため、初回治療時に「苦痛スクリーニ

連携を強化していきたいと思います。

SAGA National Hospital
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やまぐち しゅんすけ

院 長：山口 俊 介 先生
所在地：〒 840-0202
佐賀市大和町大字久池井 987-4
ＴＥＬ：0952-62-9885
ＦＡＸ：0952-62-9886
診療時間：午前 9：00 ～ 13：00
午後 15：00 ～ 19：00
（木・土 14：00 ～ 17：00）
休診日：日曜日・祝日
診療科目：一般内科・糖尿病内科・消化器内科
小児科・アレルギー科

新内視鏡室を増設しました。

科の素晴らしい先生方とお仕事させていただきまし
た。どこの馬の骨とも分からない私を温かく受け入

この度、地域医療連携機関の紹介で掲載いただき

れて根気強くご指導いただき、藤本先生始め佐賀大

身に余る光栄、ありがたく寄稿させていただきます。

学消化器内科の先生方からいただいたご厚意に対し

平成 29 年 10 月より佐賀市大和町の医療法人山口

ては感謝の念に堪えません。

内科クリニック院長に就任しました山口俊介と申し

私の年齢は一般的に開業する年齢としては若いの

ます。当院は平成８年の前院長山口宏和医師による

ですが、前院長も 70 歳を過ぎ、『俊介よ、そろそろ

開院以来、地域の健康、医療に貢献できるよう、一

きつい。』とのことで平成 29 年７月から前院長と共

般内科、糖尿病内科、アレルギー科等を中心に診療

に働き始めることになりました。クリニックを継承

してまいりました。

するに当たっては一般内科に加え、消化器内科の分

私は５歳から佐賀市大和町で小中高を過ごし、大

野を専門に据えて、これからの高齢社会で癌の割合

学卒業後、一度は九州を出てみたくて大阪の病院で

が増えている現状に対してクリニックとしてどう地

初期研修と消化器内科レジデントで計５年間お世話

域の健康を守ってゆくかが大きな課題と考えました。

になりました。その後佐賀に戻ることとなり、もう

また前院長の専門分野の一つに糖尿病があり、糖尿

少し消化器内科を深めたくて佐賀大学医学部・消化

病をお持ちの患者様は消化器がん（大腸がん、肝が

器内科

藤本一眞先生の門を叩きました。大学病院

ん、膵がんなど）の発症リスクが高い傾向にありま

勤務後は、佐賀県医療センター好生館、佐賀市立富

すので、当院では検査が必要な患者様がより多い傾

士大和温泉病院と勤務先もご高配いただき、様々な

向にありました。そのためには胃カメラだけでなく

SAGA National Hospital
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大腸カメラもしっかりできる設備
がどうしても必要と考え新内視鏡
室を増築することにしました。
胃カメラ、大腸カメラは消化管
の精査のために必要な検査です
が、患者様にとっては侵襲の高い
（きつい）検査というイメージが
強く、受けるにはハードルが高い
ものです。無理に勧めて受けてい
ただいても『こんなきつい検査は、
二度と受けません！』となってし
まうと、病気を早期に発見する機
会を失ってしまうことになりかね
ません。また、多少きつくても治療法を左右するよ

な治療が必要な病変が発見された、あるいは緊急で

うな有益な情報が得られることで患者様満足度は大

精査・加療が必要な場合は国立病院機構佐賀病院を

きく上がります。ですから最終的に患者様の健康を

始め市内の高次医療機関へ紹介させていただいてお

守るために、精度の高い検査であることと同時に楽

ります。大変ありがたいことに、佐賀県の土地柄な

に受けられる検査であることも重要と考えています。

のか崇高な医師精神教育の成果なのかは分かりませ

具体的には、患者様への苦痛の少ない、不安にな

んが、ご相談で電話する時に対応いただく先生方は

りにくいような検査前〜検査中の声掛けも当然です

皆様親切で快く治療を引き受けてくださいますので、

が、新内視鏡室では拡大機能のついた内視鏡で特殊

安心してかかりつけの患者様を紹介することができ

光観察を行ったり、細径の内視鏡を口から挿入する

ておりますし、患者様も治療に大変満足して戻って

胃カメラを導入したり、炭酸ガス送気でお腹が痛く

来られます。

なりにくい大腸カメラを行ったり、リラックスでき

今後も高齢化が進行している地域の中にあってこ

るような個室タイプの大腸検査準備室、他にも内視

れからも患者様に安心を提供するには、当院と直接

鏡室の照明にブルーライトを加えて落ち着いた雰囲

関連のある老人ホームぽかぽか、デイサービス・ケ

気としたり、それでも不安や苦痛が強い方には鎮静

アサービスゆうゆうもそうですが、他の連携ある医

剤を用いた検査もご相談に応じて行うなど、いろい

療機関・介護施設の皆様と協力体制を充実させてい

ろ工夫しています。

くことが必要と考えております。また今後診療、訪

お腹が痛い、肉眼的な血便があるなどのはっきり

問看護への対応も充実させて地域医療に貢献できる

した症状をお持ちの方はもちろんですが、特に自覚

よう努めて参りたいと考えているところです。健康

症状がなく健診で貧血や便潜血陽性を指摘された方

面で不安をお持ちの方のお力になれるよう、山口内

も一度ご相談いただければと思います。

科クリニックスタッフ一同努めて参りますのでよろ

そして、これは消化器疾患に限りませんが、高度

しくお願いいたします。

SAGA National Hospital
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地域医療連携係長

鶴

雅子

地域医療連携室では、患者さんやご家族が退院後安心して療養生活が継続できるよう、主治医、看護師、MSW、
リハビリスタッフなどとのカンファレンスで情報共有し、退院前に地域との連携機関へスムーズに繋がるよう退院
支援の強化に努めています。スタッフ一同お互いに切磋琢磨しながら、前方支援、後方支援を充実し、地域医療連
携病院としてさらに地域医療充実を図っていきたいと考えています。
今後ともご指導、ご支援のほどよろしくお願いします。

回

開催日

曜

時

間

内

容

対

象

１

10 月９日

火

14：45 ～
15：45

テーマ：いのちの大切さ
講 師：佐賀病院 助産師

松梅中学校
１～３年生

２

10 月 25 日

木

9：35 ～
11：20

テーマ：つながるいのち
講 師：佐賀病院 助産師

長松小学校
４年生

３

11 月２日

金

14：00 ～
15：00

テーマ：うまれてきてくれてありがとう
講 師：佐賀病院 助産師

４

11 月７日

水

15：20 ～
16：10

テーマ：自分の生き方を考える
講 師：佐賀病院 助産師

５

11 月 18 日

日

11：20 ～
12：20

テーマ：つながるいのち
講 師：佐賀病院 助産師

高木瀬小学校
４年生 保護者

６

11 月 26 日

月

10：00 ～
10：50

テーマ：いのちの大切さ
講 師：佐賀病院 助産師

開成小学校
４年生

7

１月 16 日

水

9：15 ～
11：30

テーマ：いのちのはなし
講 師：佐賀病院 助産師

兵庫小学校
２・４年生

神埼市脊振中学校
２年生 12 名
致遠館中学・高校
中３年生・高２年生

思春期教育プロジェクトチームは、子どもたちの成長発達段階に沿ったテーマで講演を行ってい

ます。小学生には、いのちはどのように生まれ育まれてきたのかを知り、自尊心が育てられる教育。
中学生には、思春期の心と体に起こってくる変
化を理解し、コントロールする力を学ぶと共に

自分だけではなく他者の命についても大切に考
えられる教育。高校生には、望まない妊娠や
危険な性から身を守るための内容と自分の生

き方を考えられる教育。それぞれの学校の特
色を考慮し、打ち合わせを重ねながら対象に合

わせた講演を行っています。全ての子どもたち
が、自分の心と体、そして未来を大切にしたい
と思える教育を心がけて活動しています。

SAGA National Hospital
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第 8 回の 佐 賀総合周産期フォーラムの開催時期になりました。
今回のテーマは「母親のこころを支えよう」としています。地域の

第８回

8th

Saga

comprehensive

perinat al

forum

皆様の支えにより、母子医療の推進に取り組むことができており

佐賀総合周産期フォーラム

ます。ますます求められる周産期医療に向けて連携を深めて行き

母親のこころを支えよう

佐賀県総合周産期母子医療センター研修事業

たいと考えています。皆様の参加をお待ちしております。

「いのちのケア ～口を通しての母親支援～」
講師

武田

康夫（新生児口腔ケア研究会代表）

平成 31 年
日時

2 月 17 日（日）
13：00
（開場 12：30）
～ 17：15

「精神疾患を持つ母親への支援」

会場

独立行政法人国立病院機構 佐賀病院
総合周産期母子医療・地域医療研修センター（４階）
〒849-8577 佐賀市日の出１丁目 20－1

シンポジウム

13：10 ～ 14：50

「精神疾患を持つ母親への支援」

事例報告

「授乳困難な児を持つ母親への支援」

15：10 ～ 15：40

参加申込

ＦＡＸにてお申込み
ください
※当日参加も可能

特別講演

15：50 ～ 17：00

「いのちのケア

「授乳困難な児を持つ母親への支援」

～口を通しての母親支援～

講師：新生児口腔ケア研究会代表

佐賀病院

」

武田 康男

ＮＨＯ佐賀病院 経営企画室

主催

独立行政法人国立病院機構

後援

佐賀県、佐賀県医師会、佐賀産科婦人科学会、佐賀県産婦人科医会、佐賀県小児科医会、
佐賀県小児保健協会、佐賀県看護協会、佐賀県助産師会、佐賀県精神科病院協会

当院助産師は佐賀市サポート会員登録講習会で
お話をさせていただいています
地域医療連携室 副看護師長

参加費

500円

事務局

〒849-8577 佐賀市日の出１丁目２０-１

ＴＥＬ.０９５２ー３０ー７１４１（内１８０８）
ＦＡＸ.０１２０ー８７２ー８８２（担当／一ノ瀬）

さがっぴい
SAGA+HAPPY

嘉村 真理子

佐賀市エスプラッツ館内にあります子育て支援

近 年、 共 働 き夫 婦

センター「ゆめ・ぽけっと」では、地域子ども・子

や核家族は増えており

育て支援事業として、佐賀市サポート会員登録講

「働きながらの子育て

習会を平成 21 年より開催されています。この講習

は 無 理 が あり、 次 に

会は地 域で子育てに関する支援をしていただくス

子 供 を 欲しいと思 わ

タッフ（援助を行いたい会員）を育成するもので、

ない」 等 少 子 化 に拍

当院の助産師は「産後の健康」というテーマを担

車をかける状況となっています。そのような中、ファ

当し、お話しさせていただいています。

ミリー・サポート・センターが設立され、だれもが

子育て応援キャラクター

祖父母や親戚・ご近所に育児を支えられた時のよ
うに、佐賀県の子供たちを支えたいと思う地域の
サポーターの方々による支援体制が始まりました。
厚生労働省報告（平成 28 年度）では、援助を受
けたい会員は 55 万人（前年度より 3 万人増）、一
方援助を行いたい会員は 13 万人であった。援助を
受けたいと思う要望は多いことから、我々助産師
も地域での支援をがんばる方々を応援し、共に支
えていける助産師でありたいと思うと同時に、健
やかな佐賀っ子が育つことを願います。

SAGA National Hospital
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information

佐賀県子育て支援カウンセラー派遣事業〈出張相談〉
しています
佐賀病院では、佐賀県内の妊産婦さんのうつや、多胎、若年妊娠、未熟児、障害
のあるお子さんのご家族の育児不安に対応するため、専門相談窓口を設置し、子育て
支援カウンセラー
（臨床心理士）を派遣します。不安の強い方の支援にご利用ください。
専門の相談員がお話をうかがいます。

シンボルマーク
このシンボルマークは、健康の象徴である「太陽」（赤部分）と、未来に向かって発展していく「医療」（オレンジ部分）
と、地域を結ぶ国立病院機構佐賀病院の「Ｓ」（緑部分）が、元気な子供が手を上げている様子で構成されています。
また、国立病院機構佐賀病院に関わる人々の暖かな気持ちを、ヒューマンタッチで表現されています。
SAGA National Hospital

