
　社会医療法人財団白十字会は、１９２９年、初代理事長富永猪佐雄が佐世保市宮崎
町に診療所を開いて以来、長崎大学、福岡大学、佐賀大学や医師会の先生方を始め、
関係各位のご指導とご援助をいただきながら、昭和・平成と８０数年間を歩んでまいりまし
た。
　２０１２年は、東日本大震災や原発事故の傷が癒えぬ中、東北の皆様をはじめ日本全体
が一丸となって立ち上がり、少しずつ復興への道を歩み始めた年でした。また、夏にはロンド
ンオリンピックが開催され、日本選手団の大活躍に全国民が感動いたしました。特に団体
競技での日本選手の活躍が目立ち、改めて日本人の団結力、「チーム・ジャパン」の底力
に気が付く事ができました。
　さて、医療業界は日本の人口動態から見て、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者と
なるいわゆる「２０２５年問題」が大きな課題となっております。患者さん個人の病気を治す
だけでなく、地域全体の高齢者に対するケアが必要とされています。
　佐世保中央病院はこれまでも、２００８年に地域医療支援病院の認定、２００９年に地域
脳卒中センターの認定、２０１１年１月には長崎県がん診療連携推進病院の指定を受けま
した。そして、２０１１年度より、社会医療法人財団として救急医療をはじめとした急性期医
療を実施し、地域医療の中核を担っております。
　さらに、これからは医療と介護、多職種・多施設、急性期医療から在宅医療までを『 繋
ぐ』地域医療が求められます。佐世保中央病院おいても職種間が最大限に協力する「チ
ーム医療」を推進し、白十字会全体でこの『 繋ぐ』医療を実現すべく、職員一丸となり動き
出したところです。
　さて、このたび、関係各位の尽力により佐世保中央病院の２０１２年度病院年報が完成
いたしました。この中には、植木院長のリーダーシップのもと、スタッフ全員が「自分たちに
今、何が出来るのか」を考えて活動した結果が詰まっており、手に取っていただいた皆様
に、私ども白十字会の『いま』がどのようなものであるかを感じ取っていただけると確信してお
ります。
　白十字会のチーム医療はスタートラインに立ったばかりですが、医療の消費者である、
市民の皆様に佐世保中央病院をはじめ白十字会をこれまで以上に支持していただけるよ
う、私どもは今後も努力を重ねてまいります。
　いつも佐世保中央病院に賜りますご厚情に深く感謝、お礼を申し上げ、関係各位の今
後とものご指導とご援助をお願い申し上げ、序文といたします。

序

社会医療法人財団白十字会　理事長　富永　雅也



「Annual Report 2012」の刊行を大変嬉しく思います。2006年度から病院の1年間の

活動を一冊にまとめようと始めてから早7年、年ごとに内容が充実してきました。病院内のすべ

ての職員の皆さんがこれを読み、1年の歩みを思いながら、次年度への努力を養うきっかけと

なれば幸いです。また、病院外の皆様には、佐世保中央病院のアクティビティを観ていただ

ければと思います。

佐世保中央病院は、2013年4月で社会医療法人財団3年目となりました。2012年度も

2011年度とかわらず1800台を越える救急車を受け入れ、救急医療に積極的に取り組みま

した。今後も、国が定める医療計画上の5疾病5事業の中心的な役割を担う社会医療法

人として活動して参ります。

佐世保中央病院は、1995年9月に現在の地に新築移転し、34の診療科を有する長崎

県北部の中核病院になりました。それから早18年が経過し、今では患者数の増加に加え、

外来・病棟・各部門の機能分化を進める中でかなり手狭になってきました。2012年から増改

築が始まり、2013年4月に北棟（放射線技術部・臨床検査技術部）の完成を経て、5月か

ら、いよいよ南棟（5階建て）の新設・院内改築工事が始まります。2014年には、新たに外来

棟の拡充・７病棟体制等がスタートする予定です。この間、騒 し々いと思いますがご理解のほ

どよろしくお願いいたします。

さて当院ではこれまで、富永理事長の指導のもと多職種協働・チーム医療を先駆的に進

めてきました。いまや全国的に注目されている部門もあります。安全・安心の地域医療を支え

るには、医療・介護・福祉がしっかり連携しなくてはいけません。2013年は、白十字会内で、

多施設での多職種協働を推し進め、今まで以上に強力に連携し、医療・介護・福祉を守っ

てゆきたいと思っています。職種、施設を超えた連携をお願いしたいと思います。

現在、職員総数約730名（常勤医師数45名、非常勤医師数29名）で運営しています

が、職員一同協力して各部門連携（多職種協働）し、急性期病院として患者さんに満足さ

れる質の高い医療を提供したいと思います。また、社会医療法人に課された公益性を認識

し、地域の皆様が望む安全・安心の医療の提供へ努力します。今後とも関係諸機関と地

域の皆様のさらなるご協力、ご支援を賜りますようよろしくお願いします。

平成24年度 佐世保中央病院活動報告
（Annual Report 2012）刊行にあたって

佐世保中央病院長　植木　幸孝
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