
　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。

　２０１４年はソチオリンピックでの日本選手団の大活躍がありました。フィギアスケート、スノー

ボードでは10代のメダリスト（羽生選手、平野選手、平岡選手）スキージャンプでは40代のメ

ダリスト（葛西選手）が誕生し、日本中に夢と希望を与えてくれました。

　また、テニスの全米オープンでは錦織選手が日本人初の決勝進出を果たしました。結果は

残念ながら準優勝でしたが、アスリート達の前人未到の領域に挑戦し、進化を続けるその姿

は私たちに勇気を与えてくれました。

　さて、白十字会に話を移しますと、佐世保中央病院南館が増築完成し、本館の改築工事

に着手いたしました。また、介護付有料老人ホーム「ドリームステイのぞみ」およびウィークリー

メディカルレジデンス（※注）「ドリームステイサンライズ」も新規開設いたしました。

工事期間中は患者さんをはじめ多くの皆様にご迷惑をお掛けしたことと思います。今回の新

規事業は将来の医療体制を見据えた白十字会なりの『挑戦』と『進化』であるとご理解いた

だければと思います。

さて、このたび、碇病院長のリーダーシップのもと関係各位の尽力により佐世保中央病院の

２０１４年度病院年報が完成いたしました。ぜひお手に取って、佐世保中央病院の『挑戦』

『進化』を知って頂ければと思います。

　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、関係各位の今度

共のご指導とご援助をお願い申し上げ、序文といたします。

（※注）ウィークリーメディカルレジデンス
　急性期病院から退院する際に、リハビリや介護の状況により自宅へ戻ることが難しい患者さんが療養する有料
の施設。訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーションを利用しながら療養し、自宅退院できる状態まで過ごすこと
ができる。

序

社会医療法人財団白十字会　理事長　富永　雅也



Annual　Report 2014［病院年報］の発刊にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
2014年4月に植木前病院長の後任として佐世保中央病院長に就任し、最初の病

院年報が完成いたしました。佐世保中央病院の一年間の歩みを、いろいろな角度か
ら感じていただければ幸いです。2014年度は、南館増築・本館改築と慌ただしい中に
も、10年ぶりに整形外科医2名と、元気な研修医4名を迎えて活気に満ちた一年でもあ
りました。

病院統計として、病床稼働率（動態）86.2％、新規入院患者数6,408人（前年度よ
り600人増）、平均入院単価、医業収益いずれも前年度を上回る結果でした。

2008年に承認された地域医療支援病院の使命として、かかりつけ医との連携強化
（紹介率86.6％、逆紹介率106 .2％）を最大の課題とし、また新しい講義室で各種講
習会・研修会を積極的に開催しました。社会医療法人（2011年承認）として救急医
療にもさらに力を注ぎ、救急外来の拡張整備と、多職種参画の救急医療を目指し「救
急医療プロジェクト」を立ち上げました。その効果か救急車搬送数も2014年度2,213
台と年々増加しています。

安全で質の高い医療を提供すべく、チーム医療を推進してまいりました。今後さらに
短い在院日数（2014年度15.0日）で質の高い在宅復帰を目指すには、特にリハビリテ
ーション部、栄養管理部の早期からの介入が不可欠と思われます。そこでスタッフの充
実（リハビリテーション部50人、管理栄養士9人）を図り、365日体制の確立を目指して
います。

また「食べられる口をつくる」プロジェクト（口プロ）を立ち上げ、2人の歯科衛生士を
病棟に配置し、職員・患者・家族の口腔ケアに対する意識を高め、また侵襲の大きい周
術前の口腔ケアを行うことで術後肺炎の防止を目指しています。

新規医療機器として、最新式のバイプレーン血管造影装置（フィリップス）を導入し
各種診断と治療に役立っています。

患者満足度調査で、医師はじめ職員に対する満足度は前年度より高いものの、外
来の待ち時間に対する満足度は決して十分ではなく、今後さらに改善が必要と考えま
す。2014年度から導入した、患者さんからの「ありがとうカード」は、職員にとって励みと
なり一枚でも多くいただけるよう各自努力していきたいところです。

今後も全職員一つとなり、さらに質の高いそして安心とやさしい医療と看護を提供でき
るよう邁進していきたいと思います。今後とも関係諸機関および地域の皆様のご指導と
ご支援を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

Annual Report 2014
発刊にあたって

佐世保中央病院長　碇　秀樹
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