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　あけましておめでとうございます。

年頭にあたり、 新年のご挨拶を申し

上げます。

　地域の皆様には、 おすこやかに新

春をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。 また、 日頃より、 地域の保健

医療、 介護福祉の活動に対してご理

解、 ご協力を賜り、 この場をお借り

して御礼申し上げます。

　さて、 上五島地域は県内で最も過

疎化、 高齢化が進み、 地域経済の

低迷など、 さまざまな問題を抱えて

います。 医療に関しては、 高齢化

に伴う受療率の上昇、 社会保障費

の増大、 医師 ・ 看護師不足など、

年頭のご挨拶

長崎県上五島病院　院長　八坂　貴宏

これからの上五島地域の保健医療福祉に関して

大変厳しい状況になっております。

　私は平成 19 年に院長に就任しまし

たが、 まず着手したことは、 医師 ・

看護師確保と育成、 そして新上五島

町の医療体制再編成でした。 医師 ・

看護師を確保するには、 やりがいが

あり、 自身が成長できる病院である

こと、 そして楽しく、 魅力のある職場

環境を作ることであると考え、 研修 ・

研究制度や福利厚生の充実を行い

ました。 また、 ホームページを初め

として、 地域医療の素晴らしさを全

国に情報発信し、 多くの医療者ある

いは学生に上五島地域の医療を見て

もらえるようにしました。 現在医師数

22 名、 看護師数は 127 名であり、

まだ充足してはいませんが、 着実に

増加しつつあり、 今後も総合的な力

（どんな病気にも対応できる診療能

力） と専門的な力 （病気を治す専門

的な診療能力） を兼ね備えた医療ス

タッフの育成に努めて行きたいと考え

ています。

（次ページへ続く）

病院長　八坂　貴宏

本年も

「かっとっぽ地域版」 を

よろしくお願いいたします。
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　新上五島町の医療体制については、 平成 21

年に有川病院を当院附属の診療所 「有川医療

センター」 に、 平成 22 年に新魚目診療所なら

びに若松診療所を無床診療所に、 平成 23 年に

奈良尾病院を当院附属の診療所 「奈良尾医療

センター」 に、 再編成されました。 入院施設は

一か所となり、 移動の不便さが発生しましたが、

地域に根差したかかりつけの外来診療と専門的

な治療が必要な入院診療とに機能分担され、 電

子カルテの導入や新しい診療機能の導入によ

り、 医療の質の向上や効率化は進んでいます

し、 なりよりも今後 20 年先の地域社会環境を見

据えた医療体制は、 継続的な医療確保の礎に

なると考えています。

　平成 25 年度は、 新たに検診受診率の向上並

びに地域ケアシステム構築に取り組みました。

新上五島町の国保の方の特定健診受診率は、

平成 23 年には 32％まで低下しました。 仕事が

忙しい、 病気が見つかるのが怖い、 費用がか

かる （500 円ですが） など、 いろいろ理由をつ

けて受診されない方が多くいます。 新上五島町

は県内で最もがん死亡率が高い自治体で、 糖

尿病など生活習慣病も多く、 病気の早期発見や

早期治療は極めて重要です。 また、 元気で健

康な老後を迎えるためには、 現在の体の状態を

知り、 生活習慣を改善あるいは維持することが

大切です。 現在、 町と協力して地域の公民館

で 『新上五島町健康道場』 を開催し、 皆さんに

検診受診、 生活習慣 （運動、 食事、 喫煙や

飲酒など） 改善の重要性についてお話をしてい

ます。 診療所でも検診受診は可能ですし、 有

川医療センターでは夜間、 土曜日の検診もでき

ますので、 お問い合わせ頂きたいと思います。

　地域ケアシステムは、 高齢者の多い地域で医

療、 介護、 福祉の連携をうまく取りながら、 高

齢者が安心して暮らせる生活環境作りを行うもの

です。 急に病気で入院した後は、 自宅で生活

できるか、 施設の入所が必要か、 介護保険の

利用はどうするかなど、 たくさんの問題が発生し

ます。 これを解決して、 退院後の生活を支える

ために、 病院、 行政 （新上五島町、 保健所）、

地域の介護福祉施設 （老人保健施設、老人ホー

ム、 グループホームなど） が連携し、 そしてケ

アマネージャーや民生委員、 地域住民も一緒に

なって、 地域のお年寄りを支える仕組みを作る

ことが必要です。 これまでに、 すべての職種の

方々に参加いただく協議会を 7 回ほど実施し、

平成 26 年度から本格的に運用できるような計画

を進めています。 上五島病院地域医療連携室と

新上五島町包括支援センターが中心となって、

各施設間や職種間の連携強化、 情報の共有を

進めていきますので、 皆さんのご協力をよろしく

お願い致します。

　さて、 平成 26 年度には地域の連携を強化しな

がら、 上五島病院本体の診療機能の充実を行

います。 まずは、 病院外来部門の改築です。

上五島病院はこれまで 6 回の増改築を行ってき

ましたが、 外来部門の改修はなされておらず、

診療室や待合が狭く大変ご迷惑をお掛けしてい

ます。 今回、 外来ブースの改修により、 診療

室の増室、 待合フロアーの拡大を行い、 受付

機能の向上や外来化学療法室の設置など、 外

来診療機能を強化します。 また、 これに伴い懸

案であった入院患者さんの家族宿泊室の設置を

行う予定です。

コスモス上五島病院６階喫茶 コスモス上五島病院６階喫茶

営業時間
定 休 日

平日 10:30～ 17:00
土日祝祭日

ぜひ、ご利用くださいぜひ、ご利用ください
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　次に看護体制についてです。 現在 10 対 1 看

護 （10 人の患者さんに 1 名の看護師の割合）

ですが、 看護師確保が順調に進めば、 7 対 1

看護 （7 人の患者さんに 1 名の看護師の割合）

を導入する予定です。 これにより、 看護の質、

量ともに改善が見込まれ、 同時に看護師の勤

務環境の向上が実現できます。 また、 入院診

療 の 包 括 支 払 制 度 （DPC/PDPS: Diagnosis 

Procedure Combination / Per-Diem Payment 

System） の導入を検討します。 これは、 DPC

＝診断群分類、 POPS＝包括支払制度の意味

で、 患者さんが入院した時に主な病気の診断名

を定め、 1 日当たりの診療費用を決めるもので

す。 現在は出来高払い制度 （一つ一つの診療

行為に診療費用をつけ、 これを足し合わせるも

の） なので、 大きく変化します。 DPC のメリット

は医療の標準化 ・ 透明化、 過剰な診療行為や

患者負担の減少、 在院日数の短縮、 入院費計

算の業務負担の軽減があげられますが、 個々

の患者さんのニーズに対応できなくなる恐れもあ

るので、 慎重に協議を進めたいと考えています。

　最近話題となっている新しい取り組みも紹介し

たいと思います。 一つ目はあじさいネット （長崎

地域医療連携ネットワーク） です。 これは、 長

崎県内の病院の電子カルテ情報を、 安全性を

確保しながら、 診療所で参照する仕組みです。

上五島病院は情報提供ならびに情報閲覧がとも

にできるようになっています。 有川医療センター、

奈良尾医療センターは上五島病院の電子カルテ

を利用していますので、 長崎市や佐世保市の病

院の電子カルテ情報を患者さんの承諾のもと、

参照することができます。 また、 一部の調剤薬

局では、 病院やセンターの診療情報を参照しな

がら、 服薬指導等に利用していますので、 ご希

望があれば受診時にスタッフに相談いただきた

いと思います。 （ホームページ :　　　　　　　　　　

-net.org/ajisai/index.htm　を参照下さい。）　二つ

目は、 長崎離島医師搬送システム （NIMAS ：

Nagasaki Islands Medical Air System） で す。 最

近ヘリコプターの運航が多いと思っている方もい

らっしゃると思いますが、 平成 25 年 4 月から本

格運用となった離島医療機関に派遣される医師

をヘリコプターで搬送する事業です。 従来から、

離島での地域医療を支えるために、 長崎大学

病院などの本土医療機関から離島へ医師が派遣

されていますが、 多くの離島は船が唯一の交通

手段で、 離島への移動には時間がかかる上、

運航ダイヤにも限りがありました。 そこで、 国の

補助金を活用して、 長崎県の協力を得ながら、

地域医療振興協会がヘリコプターで医師を搬送

するシステムを運用することになりました。 平成

24 年度のトライアル期間には延べ 487 名の搭乗

があり、 島での診療時間の延長、 医師の移動

の負担軽減に役立っています。 （ホームページ :

https://www.jadecom.or.jp/nimas/index.php　を 参

照下さい。）

　さて、 これからの将来の医療介護のかたちを

考え、 地域を活性化する取り組みとして、 検診

ツアーの企画、 医療介護ボランティアチームの

編成を考えています。 上五島は自然豊かでカト

リックの教会も多数あり、 観光客も増加している

ので、 観光と検診とを組み合わせたツアーを企

画してはどうかと考えています。 また、 病院、

診療所、 介護施設ではマンパワー不足が顕著

です。 地域の方々がボランティアとして協力いた

だければ、 大変助かると思います。 今後もさま

ざまなアイデアで、 地域の保健医療、 介護福

祉の充実に努めて行きたいと思いますので、 宜

しくお願い致します。

　病院、 診療所あるいは町が単独でできること

には、 スタッフ不足、 財政の問題など限界があ

ります。 医療機関 ・ 医療職と町 ・ 行政職、 そし

て地域社会 ・ 住民とが三位一体となって、 保健

医療、 介護福祉の仕組みの強化、 連携に取り

組み、 特に地域の高齢者の生活支援を行うこと

がこれから将来大変重要です。 年頭にあたり、

上五島地域が置かれている今の状況を十分にご

理解いただいた上で、 皆様一人一人のご協力

を改めてお願い申し上げます。

　この新しい年がより佳き年になるよう心より祈念

いたしまして、 挨拶とさせていただきます。

（2014 年 1 月 1 日）

http://www.ajisai
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輸血と献血の話　Ｑ＆Ａ
　みなさんは、 輸血って知っていますか？

　よくテレビの医療ドラマで手術や交通事故など

の時、 大量出血などの際に袋に入った赤い血

液が使用されています。 実はあれは輸血の一

部で輸血にはいろいろな種類のものがありま

す。

　輸血は血液成分の不足しているものを自他の

血液から補う治療法で、 血液を臓器の一つと

考えると最も頻繁に行われている臓器移植と言

えます。

　通常は他人の血液から調整された輸血製剤

を点滴投与します。

　輸血の種類には主に下記のものがあります。

　　　1. 濃厚赤血球

　　2. 濃厚血小板

　　3. 新鮮凍結血漿

　　4. アルブミン製剤

　　5. 自己血輸血

　　6. 全血輸血　　などがあります。

Q どんな時にどんな製剤が使われるの？
1. 濃厚赤血球（使用期限 21 日間）

　全血から赤血球のみを取り出し、 保存液を添

加したものです。 極度の貧血 （鉄欠乏やビタミ

ン B12 欠乏など薬物治療が有効でないものに

限る） や外傷、 手術による出血に対して用い

られます。

2. 濃厚血小板（使用期限 4 日間）

　使用対象疾患が複雑で普通は血小板不足に

よる出血に対して用いられます。 大量出血や

再生不良性貧血、 白血病、 その他放射線や

化学療法により骨髄がダメージを受けた場合な

どに使用されます。

3. 新鮮凍結血漿（使用期限 1 年間）

　血液中にはアルブミンなどの蛋白成分や種々

の凝固因子が含まれます。 血中蛋白の不足だ

けならアルブミン製剤を使用します。 新鮮凍結

血漿が必要になるのは凝固因子が枯渇してい

る場合です。

4. アルブミン製剤（製造から 2 年間）

　低蛋白血症の患者に一時的に病態改善を図

るために使用します。

5. 自己血輸血

　あらかじめ自分の血液を採取保存しておき出

血が見込まれる手術などに備えて、 その血液

を用いて副作用のリスクを軽減させます。 大量

出血が見込まれる整形外科的分野 （主に骨の

手術） や分娩を扱う産科分野と適応は限定さ

れています。

6. 全血輸血

　採取された血液をそのまま輸血する方法で現

在はあまり一般的ではありません。
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Q 輸血用の血液はどこで作られるの？

　輸血用の血液は、 日本では日本赤十字社が

全て手がけており、 一般の人の献血でまかな

われています。 長崎県内では常設施設は次の

3 か所にあります。

　【佐世保市】 献血ルーム西海

　【長 崎 市 】 長崎県赤十字血液センター

                   献血ルームはまのまち

　年に数回、 上五島町にも巡回してくる献血車

でも採血できます。

　ここで採血されたものをいろいろな検査を行っ

て先に述べた製剤に生成します。

Q 輸血用の血液はどんな検査をするの？

　感染症のスクリーニングとして B 型肝炎ウイル

ス、 C 型肝炎ウイルス、 HTLV1、 HIV ヒトパル

ボイウルス B19、 梅毒トレポネーマなどが検査さ

れます。

　また肝機能やコレステロールなどの生化学検

査、 貧血の有無などの検査を実施します。 ここ

で製剤にできるものとできないものとに振り分け

られます。

Q 誰でも献血できるの？

　ある程度の基準があります。 採血する量や成

分献血で多少異なります。

　●年齢　16 ～ 69 歳

　●体重　男性 45kg 以上

　　　　  女性 40kg 以上

　●血圧　90mmHg 以上

　●ヘモグロビン　男性 12.5g/dl 以上

                          女性 12.0g/dl

　また、 年間の献血回数や前回の献血からの期

間などにも制限があります。 詳しいことは献血

の際に日赤血液センターに御確認ください。

Q 輸血の時の検査はどんな検査をするの？

　血液型の検査や不規則性抗体の有無を確認し

ます。 同じ血液型の人でも反応してしまう場合

が稀にあります。 この反応の有無を確認して血

液製剤の輸血が可能かどうかの確認をします。

　以上簡単に輸血と献血についてお話しました。

　これから冬場になると皆さんあまり出歩かなくな

るため献血をする人が少なくなります。 また最近

は若者の献血離れが叫ばれています。 長崎や

佐世保に行った際は時間のある方は献血に行っ

てください。

　ただし、 検査のための献血はやめましょう。

　皆さんの善意で、 一人の患者さんを助けること

ができるかもしれないのです。

（検査科　平瀬和廣）
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平成 26 年 1 月の特診外来予定表平成 26 年 1 月の特診外来予定表平成 26 年 1 月の特診外来予定表
泌尿器科 耳鼻科

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。
※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。
★　午前の受付開始時刻は 8：30 となっておりますが、診療開始時刻は医師来院時の交通機関の都合により、
　　9：00 ～ 10：00 頃の間で変動します。ご了承ください。

循環器科 神経内科 皮膚科

午前、午後（～15時）

★

1月6日（月）
畑地先生

★午前、午後

★午前、午後

★午前、午後

森先生
★午前

調先生
★午前

計屋先生
★午前、午後

1月7日（火）

1月8日（水）

畑地先生
午前

鍬塚先生
午前

1月9日（木）

★

午前、午後（～15時）

大庭先生
★午前、午後

大庭先生

1月14日（火）

1月15日（水）

北岡先生
午前

1月20日（月）
穐山先生

原先生
午前

1月16日（木）

1月17日（金）

武野先生
★午前、午後★

午前、午後（～15時）

竹原先生
★午前、午後

竹原先生

1月21日（火）

1月22日（水）

穐山先生
午前

竹中先生
午前

1月23日（木）

1月24日（金）

1月27日（月）
駒澤先生

★

午前、午後（～15時）

松尾先生
★午前、午後

松尾先生

1月28日（火）

1月29日（水）

駒澤先生
午前

富村先生
午前

1月30日（木）

1月31日（金）

1月1日（祝）
1月2日（木）
1月3日（金）

1月13日（祝）

計屋先生
1月10日（金）

深江先生
★午前、午後
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　今回は奈良尾医療センター部署紹介番外編として、１０月２４日から１１月２５日

まで開催された、第８回奈良尾ミニ・バレーボール大会に奈良尾医療センターとして

参加しましたので報告します。

　日頃の運動不足とストレス発散、職員間の親睦を目的として参加しようということ

でしたが参加職員数不足で、派遣医師、知人、奈良尾医療センター OB の方々に応援

をいただき人数を確保して参加することができました。

無事、事故もなく大会を終了できました、

また大会に参加したおかげで、他チームの方々との親睦も深めることもできました。

住民の皆様、今後とも宜しくお願いいたします。

（奈良尾医療センター）

奈良尾医療センターより

奈良尾地区ミニバレーボール大会に
参加しました

奈良尾地区ミニバレーボール大会に
参加しました

ゲーム、スタート！！ それ、アウトじゃない？

ナイスサーブ！ 最終戦・ベストメンバー？

２０１３　ナッシーカップ　第８回奈良尾ミニ・バレーボール大会（９チーム参加）

【大会試合結果】奈良尾医療センターチーム　　４勝４敗　（入賞ならず・・・。）
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　あけましておめでとうございます！

　2014 年になりました。昨年はどんな年

だったでしょうか？

　私にとっての大ニュースはやはりオリン

ピック開催決定です！

　みなさんご存知かと思いますが、2020 年、

あと６年後になりますが、東京でオリンピッ

クが開催されることが決定しました。前回の

日本オリンピックが 1964 年でしたので、

なんと５４年ぶりです。半世紀以上たってか

らの開催になります。当時私は生まれていな

かったので少し調べてみたところ、メダルの

数は金 16、銀 5、銅 8 だったようです。参

考までに、前回の 2012 年ロンドンオリン

ピ ッ ク は 金 7、銀 14、銅 17 で し た。

2020 年は日本開催ということで、メダルの

数も増えてくれるといいですね！

　スポーツつながりですが、2014 年は長崎

国体が開かれます。こちらは 2014 年 10 月

12 日～ 22 日まで開催されます。また、続

けて 11 月 1 日～ 3 日から全国障害者スポー

ツ大会（障害者の方の国体）も開催されます。

　我らが上五島でも、「国体デモンストレー

ションとしてのスポーツ行事」ですが、グラ

ウンドゴルフが行なわれるようです。お時間

のある方は見学にいかれてはいかがでしょう

か？

　スポーツの話ばかりになってしまいました

が、2014 年もみなさんにとってよい年であ

りますよう。

（広報委員会　前田・濱江）

○基本理念

　地域と共に歩み、

　　　　　　信頼され親しまれる病院

○５つの行動目標

①信頼と満足の得られる医療の提供

②地域の基幹病院としての診療機能の

　充実

③地域における保健・医療・福祉の連携

④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化

⑤地域における疫学研究と医療従事者の

　教育・研究の推進

◆ご意見、ご感想を下記までお寄せ

ください。

長崎県上五島病院

857-4404

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1549-11

電話　0959-52-3000

F A X　0959-52-2981

Email　kamihp@gold.ocn.ne.jp

URL　http://www.kamigoto-hospital.jp

編集 ・ 発行 ： 上五島病院広報委員会　　2014.1.1 発行　　発行責任者 ： 八坂貴宏
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