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2020
病院長

　円城寺 昭人

年頭のごあいさつ

新年明けまして
おめでとうございます

さ て昨年４月に私が院長を拝命しましてから
は三位一体改革として、 働き方改革、 医

師の地域偏在対策として専門医制度シーリング、
地域医療構想など、多くの大波、小波が押し寄せ
て参りました。更に昨年８月には大雨に見舞われ、
当院も排水溝から雨水が逆流するという波にも襲
われ、一時的に診療を中断せざるをえない状況と
なりましたが、職員一丸となり何とかその日の夕
方には診療を再開することができました。９月に
は災害医療に対する意識を高めるために、 長崎
大学病院災害医療支援室の山下和範准教授に「今
おこるかもしれない災害に対応するために」をご
講演いただき、 災害対応も強化するために災害
医療対策委員会の設置とともに派遣チームを２班
に増設しました。

診 療体制は昨年 10 月には救急部を設置し、
更に救急の受け入れ体制を強化しました。

今年の４月からは佐賀大学から代謝内科（糖尿
病）呼吸器内科、長崎大学からは小児科医を派
遣していただき、更に急性期病院としての診療体
制を充実する予定です。

研 究部門として昨年８月に臨床研究部を新
たに設置し、周産期医療研究室、感染制

御医療研究室、病因病態研究室、病態画像研究室、
治験管理・臨床研究推進室を置きました。 臨床
研究も推進していきたいと思います。

教 育に関しては当院の初期臨床研修マッチ
ングでは２年連続フルマッチし、 研修の

ご希望に応えられるよう来年度募集定員を増やす
べく準備しております。また昨年より救急救命士
の挿管実習も受け入れを開始しました。今後も国
立病院機構として医師、コメディカルの教育施設
としての役割を果たしていきたいと思います。

今 年はオリンピックイヤーですが、2023 年
開催の国民スポーツ大会・全国障害者ス

ポーツ大会のために隣接の佐賀県総合運動場が
「SAGA サンライズパーク」として整備が行われ
ております。当院出入り口の国道地下歩道は解体
され、佐賀市文化会館とアリーナを結ぶ陸橋とな
るようです。地下道の出入り口が死角となり駐車
場の出入りにご不便をお掛けしておりましたので
スムーズになればと期待しております。

本 年も皆様のご支援ご協力を賜りますようよ
ろしくお願いいたします。

日頃より近隣の先生方、
医療機関・介護福祉施設の皆様方には大変お世話になっております。

本年も何卒宜しくお願いいたします。
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2020 副院長
　江島　英理

年頭のごあいさつ

新年、明けまして
おめでとうございます

令 和二年元日の午後、故郷唐津の西の
浜 を 歩 いてきました。 風 は そよ風、

暖かい日差し、潮騒の音に癒されました。こ
のような穏やかな一年をと祈らずにはいられ
ませんでした。

昨 年、 ４月に副院長を拝命し早８ヵ月
が過ぎました。 院長の「人にやさし

く　仕事に厳しく」のスローガンの下、職員
一同日々模索を続けています。

“ 人 にやさしく ” につきましては９月に多
職種参加で医療サービス向上委員会を

発足。具体的課題別に分かれてグループワー
クを行い、細かいことですが掲示板の改善、
患者さんの声（投書）への回答など具体的成
果を上げてきています。また、常に課題とし
て挙がる接遇についてはさらに力を入れ、院
長自ら音頭を取って全職員にアイコンタクト・
挨拶の徹底を呼び掛けています。

“ 仕事に厳しく ” では医療安全・院内感染
対策に取り組んでいます。今年度は国立

病院機構内で転倒・転落に関する相互チェッ
クに参加し、嬉野医療センター、九州がんセ
ンターと当院で相互に訪問を行いました。私、
医療安全管理係長（看護師長）、病棟師長、
企画課専門職が参加。 半日をかけ見学・意
見交換を行うことができました。改めて浮き

彫りになった当院の問題点につき看護部を中
心に改善に取り組む所存です。

元 日には散歩のあと福岡伸一著「新版 
動的平衡」（小学館新書 2017）を読

了しました。ご存じの方も多いかと思います
が福岡氏はテレビでもおなじみの生物学者で
す。生命の個体・例えば人間の身体は分子レ
ベルでみると数ヵ月でほとんど別物に入れ替
わっているにもかかわらず、個体として同一
のものとして存在している。生命は物質的構
造基盤ではなくその流れがもたらす「効果」
である。というのが要約と解釈しました。サ
ステイナブル（持続可能）なものは常に動き
ながら平衡を保ち、かつわずかながら変化し
続けているとも述べられていました。今更で
すが、同じことが病院という組織にも当ては
まるかなと思い至りました。病院も、常に患
者さん・職員は入れ替わり、多くの人・物が
出入りします。建物も建て替わり、極端な場
合は移転することもあります。それでも病院
として持続するためには常に新しく変化し成
長しないと組織としては崩壊・衰退に向かう
ことになります。平穏無事の妄想は捨ててよ
りよく変化し成長・進化できるように努力して
いきたいと思います。

本 年も御支援・御鞭撻のほど宜しくお
願い申し上げます。
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2020 統括診療部長
　野見山　亮

年頭のごあいさつ

新年明けまして
おめでとうございます

2 020 年を迎え、皆様新しい目標や抱負
を抱いて勤務に励まれていることと存

じます。

今 年、 子年のネズミにちなんだことわ
ざを挙げてみますと、「窮鼠猫を嚙む」

「大山鳴動して鼠一匹」「鳴く猫は鼠を捕らぬ」
「子に臥し虎に起きる」「ただの鼠ではない」
と色々なものがあります。 鼠という小さな弱
い？動物を使って色々なことをうまく表現して
いるのに感心します。「子に臥し虎に起きる」
は少し違っていて、子の刻（午前零時頃）に
寝て、寅の刻（午前四時頃）に起きるという
ことから、遅く寝て早く起きるという意味だそ
うです。

ネ ズミは悪い事にも良い事にも例えら
れますが、ハツカネズミなどのネズミ

が一度の出産で６〜８匹生むことが出来、わ
ずか３〜４週間程度で性成熟し子供が産める
ようになることから、繁殖・多産の象徴でも
あります。当院の周産期部門としては、今年
はネズミにあやかって大いに分娩・出生を期
待したい所ではありますが、日本の出産率は
減少が続き、佐賀県の出産数も 2010 年の約
8000 例から 2018 年は約 7000 例と 1000 例
程の減少を認めています。周産期母子医療セ
ンターは、異常な妊娠分娩を主に扱っていま
すので影響は受けにくいのですが、それでも

少産化を肌で感じるようになってきました。

少 産化に加えて、働き方改革、医療現
場のガイドラインや資格重視、急性

期病床の削減など施設の集約化への動きが、
佐賀県の周産期医療体制にも変化を促してい
るように思われます。佐賀県で唯一の周産期
母子医療センターを運営していくには、多く
の小児科医・産婦人科医・スタッフを維持し
ていかなくてはならず、縮小均衡というわけ
にはまいりませんので、より幅広く妊婦さん
や新生児を受け入れていく方向への変化が必
要と思われます。この変化の中で、多少の競
合が生じてきますので、当院の長所や特色を
もう一度明らかにして、アピールしていくこと
が必要なのでしょう。

病 院全体の改善にも取り組みつつ、全
ての部門の方にもご協力をお願いし

て、周産期部門の問題にも取り組んでいきた
いと考えております。よろしくお願いいたしま
す。
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2020 事務部長　末次　剛輝

新年あけましておめでとうございます

年頭のごあいさつ

2020 看護部長　江口　珠美

新年あけましておめでとうございます

年頭のごあいさつ

昨 年中は地域の医療関係者の皆さまには、大
変お世話になりました。誌面をお借りして

御礼申し上げますと共に、引き続き、本年もよろし
くお願い致します。

さ て、2020 年の干支は十二支の一番目に当
たる子（ね）年ですが、十干との組み合わ

せでは「庚子（かのえ・ね）」となります。「庚子」
とは、変化が生まれる状態、新たな生命がきざし
始める状態で、何か新しいことを始めるのに適し
た年と言われています。

当 院は、昨年 4 月から新院長である円城寺院
長のもと、救急部や臨床研究部の組織を立

ち上げる等、多方面から新しい風が送られ改革が
進んでおります。しかし、目的はあくまでも「患者
さんに優しく、ご家族に思いやりを持って、質の良

い医療を提供する病院」を目指すことであります。
この原点を見失わず、新しい取組みと融合させな
がら地域の皆さまに満足いただける病院づくりをし
てまいります。

本 年は、東京オリンピックイヤーであります。
また、医療界においても地域医療構想の実

現に向けた議論や診療報酬改定が予定され、5G
開始により病院の IT 環境も大きく変化して行くこと
でしょう。そのような外部環境の変化に柔軟に対
応しながら、今まで以上、地域の医療関係者の皆
さまと共に佐賀県の医療に貢献できるよう頑張る
所存でございます。

最 後に、本年が皆様方にとって良い年となり
ますようにお祈り致します。

今 年は、 ２年に１回の診療報酬改訂の年で
す。また、2025 年を見据えた地域医療構

想策定、地域包括ケアシステムの構築に向けて更
なる変化の年になり、病院を取り巻く環境は、更
に厳しくなると思われます。このような社会の動向、
医療界全体の動きを理解した上で、当院が地域医
療において担うべき役割を果たせるよう地域医療
機関との連携をさらに強化し、地域の皆様から必
要とされる病院でありたいと考えています。

昨 年は、円城寺院長の下、病院の医療の質・
経営の質の向上のため、様々な取り組みを

行いました。看護部としては、質の高い看護実践
の提供を目指し、根拠に基づいた看護を実践でき
るよう一人一人の患者さんに「今必要な看護は何
か」を考え個々の患者さんに合った看護を提供す
るための取り組みを重点的に行いました。また、
急性期治療を終えられた患者さん・ご家族が退院

後、安心して住み慣れた地域で暮らしていただけ
るよう、退院後の生活を見据えた退院支援の充実
にも取り組みました。これらは引き続き重点的に
取り組んでいきたいと考えています。

2 020 年の干支は、 子年です。 子年は、 植物
に例えると新しい生命が種子の中に兆し始め

る時期で、運気のサイクルの始まる年になるとい
われているそうです。2019 年度の取組みを土台に
して、種子から芽が出てすくすくと育つことが出来
るよう大切に育み、組織として成長していきたいと
考えています。当院のスローガンである「人に優
しく仕事に厳しく」を念頭に置き、佐賀病院で医
療・看護を受けて良かったと思っていただけるよう
な看護の提供を目指し、皆様と力を合わせて頑張っ
ていきたいと考えています。どうぞよろしくお願い
いたします。
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当院における

内科医師　赤司　太郎
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近年内視鏡などの画像機器の進歩、高齢患者の増
加により胆道（胆嚢や胆管）、膵臓疾患が増加の一途
を辿っており、これらに対する検査・治療も急速に進
歩しています。そのような状況の中、当院でも胆膵疾
患患者は増加しており、胆膵に対する検査・治療の件
数も増加しています。そこで当院における胆膵内視鏡
を中心とした胆膵診療の現状についてお伝えします。

当院で扱う胆道の疾患としては胆嚢癌や胆管癌など
の悪性腫瘍、胆石症や胆嚢炎などの良性疾患が挙げら
れます。また、膵臓の疾患としては膵臓癌などの悪性
腫瘍、急性・慢性膵炎などの良性疾患があります（図１）。

当院での胆膵内視鏡診療は主に内視鏡的逆行性胆
管膵 管 造 影 検 査（ERCP）、 超音 波 内 視 鏡 検 査（EUS）
を行っております。ERCP は内視鏡を口から入れて十二
指腸まで進め、胆管や膵管に直接造影剤を注入して、
胆管や膵管のＸ線写真を撮る方法です。この方法で胆

管や膵管の検査や治療が行えます。EUS は超音波装置
を伴った内視鏡を口から入れて、消化管の中から消化
管壁の構造、周囲の組織や臓器を観察する方法です。

胆膵疾患の増加に伴い、当院では ERCP 関連処置・
EUS 関連処置共に増加の一途を辿っており、2018 年
度はどちらの処置も過去最多の件 数でした（ERCP 関
連処置 124 件、EUS 関連処置 75 件）（図２）。

その他にも当院で行える胆 道、膵臓の処置（検査、
治療 ） は様々なものがあり、 内科だけでなく外 科や
放射線科とも密に連携をとり、処置を行っております

（図３）。

当院では胆膵疾患に対する内視鏡診療だけでなく、
胆膵悪性腫瘍に対する抗癌剤治療、また総胆管結石・
胆管炎などの緊急処置も 24 時間対応しております。胆
膵疾患に関してお困りの際はお気軽にご相談下さい。
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症例検討会

1）救急搬送データから見える佐賀病院の救急医療の現状 経営企画係長　山口 　遙奈

2）佐賀病院に救急搬送された過換気症候群患者に関する現状 看護師　山口　 　愛

3）低血糖で受診後に痙攣重積発作で救急搬送された１例 医師　吉田　 理菜

4）印象に残る佐賀病院への救急搬送症例 佐賀広域消防局佐賀消防署西分署救急係副主査　村田 　　剛

特別講演

1）救急救命士にも求められる麻しんワクチン２回接種の重要性 感染担当副師長　執行 えりこ

2）関節脱臼の診断と初期対応 整形外科医師　中川 皓一朗

佐賀広域消防局との
救急症例研究会を開催しました
　令和元年 12 月 11 日（水）に、第１回佐賀病院救急医療研究会（救急症例研究会）を救急運営委員
会主催で研修センター大ホールにて開催しました。院内からは医師・看護師・コメディカル等、院外
からは佐賀広域消防局管内の各消防署隊員、合計 112 名と多数の参加をいただきました。

各症例等について、消防局側・病院
側との質疑応対があり、お互いの認
識共有が図られ、今後円滑な連携が
図られるものと思います。今回初めて
であったため演題数が多く、予定時間
を大きく過ぎてしまいました。

最後になりましたが、ご講演いただ
いた演者の方には感謝するとともに、
今後とも地域医療の質向上のため、
救急隊との症例研究会を継続していき
たいと考えています。

経営企画室長
海良田　猛第１回 佐賀病院救急医療研究会（救急症例研究会）

今回の演題は
以下のとおり

1

2

1

2

3

4



を開催！！
クリスマス
　コンサート

管理課長　田辺　俊介
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今年は 12 月 20 日（金）にクリスマスコンサートを開催しました。
昨年度（平成 30 年）までは、佐賀女子高等学校のハンドベル部に

よる演奏を開催していましたが、今年は、長崎市出身のジャズピアニス
トの小國 雅香（おぐに もとか）さんを招待して、１階外来ホールにて
開催しました。また、当院研修医の井 拓磨先生とコラボで演奏をして
いただき、当日は患者さんだけではなく、ご面会の方、他の医療機関
の先生方にも大勢参加していただき会場は、ピアノとコントラバスの迫
力のある音色で盛り上がりました。約１時間 30 分という短い時間でし
たが、ここが病院であることを忘れるぐらい楽しいひとときでした。

クリスマス
　コンサート

2019.12.20 FRI
15:00 Start

場所

活水高校音楽コース、桐朋学園短期大学部
ピアノ科卒業後、ジャズピアノを板橋文夫
氏、故・辛島文雄氏に師事。関東を中心
に数々のレコーディング、サポートメンバ－、
自己のグループでの活動後 2001 年より長
崎に拠点を移す。
2003 年にＴＢＳ系「筑紫哲也のニュース
23」出演。2005 年世界初の試み「美術
館にテーマ曲を」というコンセプトで、
テーマ曲を（全６曲）MuseumSuite を作曲。
2010 年より長崎国際テレビのニュース番
組のオリジナルテーマ曲や 2012 年の長崎
上海航路テーマ組曲を作曲。2014 年長崎
がんばらんば国体の開会式のための作曲、
ライブ演奏。現在までに10 枚のアルバムを
リリース。現在向陽学園高等学校で非常勤
講師を務める。

佐賀市日の出1丁目 20-1　国立病院機構 佐賀病院　管理課：田辺・松尾　℡ 0952-30-7141お問合せ

小國 雅香
ジャズピアニスト・
コンポーザー（作曲家）

おぐに　　 もとか

国立病院機構 佐賀病院
1階 外来ホール 佐賀市日の出

1丁目20-1

国立病院機構は平成 25 年よ
り医療安全対策の質の均一化と
向上を目的として、医療安全相互
チェックを開始し、平成 30 年度
で２巡が終了しました。
平成 31年度（令和元年）には、

発生頻度が高く重症化のリスクの
高い転倒転落事故防止対策につ
いて、実施状況の評価が行われ、
当院は九州がんセンターと嬉野
医療センターの２施設と共に相互
チェックを行うことになりました。
令和元年 11月12 日（火）に

九州がんセンターを、11月15日
（金）に嬉野医療センターを訪問
し、患者さんが自身の筋力低下や
病状変化がわかり、多職種だけ
ではなく患者さん自身・家族とと
もに対策を考える姿勢や患者さん

の筋力を把握し看護計画に反映す
るシステム、多職種とのタイムリー
な情報共有かつ患者さんの状況
をすぐに把握できるような表示の
工夫など学ぶ点が非常に多くあり
ました。
当院は、11月29日（金）受審

しました。訪問部署は４病棟・６
病棟・入院支援センター・リハビ
リとしました。各部署においては、
部署長を中心に現状の確認から
受審時の対応など準備をしていた
だき、病棟では、副師長・安全リ
ンクナースを中心に、「あるべき
姿」に近づくよう、病棟スタッフ
への転倒転落のリスクに対するカ
ンファレンス・実践・記録を重点
的に確認していただきました。そ
の結果、身体拘束に関するチェッ

クリスト等の整備や巡回システ
ム、入院支援センターと病棟との
リスクの共有について「優れてい
る点」として評価していただきま
した。「改善が必要な点」として、
多職種合同でのカンファレンスが
少ないとの指摘がありました。現
在実施している多職種合同カン
ファレンスを活用し、改善に向け
取り組んできたいと考えています。

最後に、医療安全相互チェック
を受審し、他施設から優れている
と評価されたことは、スタッフの
自信につながりました。今後、ス
タッフと共に、指摘を受けた事項
に対して取り組んでいきたいと考
えています。皆様のご協力お願い
します。

医療安全管理係長
橋本 恵津子医療安全病院間相互チェックを受審して



救急救命士
気管挿管実習

について
佐賀広域消防局　救急救命士

村田　剛

を開催！！
クリスマス
　コンサート

管理課長　田辺　俊介
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こ の度は、約２か月間
にわたり救急救命士

気管挿管実習の機会を与え
ていただきましてありがとう
ございました。今回の実習
は、院外で発生した心肺停
止傷病者の救命率向上を目
的とした救急救命士の気管
挿管資格取得のためであり、
全身麻酔下で手術を受けら
れる患者様を対象にマッキ
ントッシュ喉頭鏡を用いた
30 症例とビデオ硬性喉頭
鏡を用いた５症例の計 35
症例の実習をさせていただ
きました。

救 急隊の業務は、傷
病者の状態を把握

し、対応可能な医療機関へ
迅速に搬送することですが、
医療機関に引き継ぐまでの
間に少しでも傷病者の状態
を改善するための処置の一
つが気管挿管です。

実 習では、救急現場
とは違う慣れない

手術室への戸惑い、訓練人
形ではない患者様に行う緊
張感、一人ひとり違う口腔
内の状況による必要資器材
の選定や気管挿管手技の難
しさを痛感しておりました
が、先生方から丁寧なご指
導をいただき無事に実習を

終えることができました。ま
た、気管挿管手技だけでな
く、佐賀病院スタッフの方々
の患者様への接し方など救
急現場活動で活用できるこ
とも学ばせていただきまし
た。

最 後になりますが、手
術を控えられ不安な

状況にある患者様とご家族
様におかれましては、救急
救命士の気管挿管実習にご
理解、ご協力いただきまし
て本当にありがとうござい
ました。皆様の期待に応え
られるよう日々精進していき
ます。また、実習を受け入
れていただきました佐賀病
院の先生方、優しく見守っ
ていただいた看護師の皆さ
ん、事務スタッフの方に感
謝し、実習でご教授いただ
いた知識、技術を発揮し、
救命の連鎖の一助となれる
よう、これまで以上の努力
をしていきます。本当にあり
がとうございました。
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回 開催日 テーマ 担当診療科

139 回 １月 27 日
重症急性胆嚢炎に対する
治療方針
～ bailout procedure~

外科

140 回 ２月 25 日 準備中 眼科
141 回 ３月 23 日 準備中 内科

回 開催日 テーマ 担　　当

80 回 １月 24 日
佐賀病院における褥瘡とスキ
ンテア予防
～摩擦やずれにより発生する
外傷性創傷～

褥瘡チーム

81 回 ２月 28 日 準備中 臨床工学士

新年あけましておめでとうございます。日頃より当
院の運営にご協力いただきありがとうございます。昨
年中は、訪問の際、お忙しい中ご対応頂きありがと
うございました。直接皆様から頂いた貴重なご意見
は院内で共有し、運営に反映させて頂いております。

当院は平成 23 年３月に地域医療支援病院の指定
を受け９年目となります。昨年は、紹介入院患者の

FAX での中間報告、外来受診のインターネット予約、
CART（腹水濾過濃縮再静注法）再開に取り組みま
した。今後更に、地域の医療機関の皆様との連携を
深め、今まで以上に地域に根ざした病院となれるよう
取り組んでまいります。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

地域医療連携室係長・入院支援室係長　甲斐 さおり

診療科別紹介件数（３ヵ年比）

医療福祉相談件数（３ヵ年比）

診療科別の紹介件数推移（３ヵ年比）

医療福祉相談件数の推移（３ヵ年比）

◎経済的な心配、各種制度、治療終了後の援助、虐待等の様々な医療福祉相談の対応をいたします。


