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《子宮頸がんって？》  

 子宮のがんは発生する部位により子宮体が

んと子宮頸がんに分けられます(図1)。集団検

診で受ける子宮がん検診は子宮頸がん検診

です。子宮頸がんは近年20-30歳の若い女性

に増え、30歳後半がピークです(図2)。20歳～

39歳女性に発症するがんでは乳がんよりも圧

倒的に多く子宮頸がんが1位です(図3)。国内

では年間約1万人の女性が発症し、約3000人

が死亡しています。 

《症状は？》  

 初期には全く症状はありません。生理以外や

性行為での出血、生理の量の増加、期間が長

い、おりものが普段と違うなどの症状があれば

子宮頸がん検診または体がん検診の受診が

勧められます。 

 

《原因はあるの？》  

 ほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)であ

ることがわかっています。HPVは性行為により

男女とも感染し、性交経験がある女性の過半

数は一生のうちに感染する機会があるといわ

れています。感染しても90％の人は免疫の力

で排除されますが、HPVを排除できず持続感

染する10％の人の中に年単位で異形成(前が

ん病変)を経て子宮頸がんを発症する人がい

ます。また喫煙者もリスクが高くなります。 

 

《予防ってできる？》  

 HPVには予防ワクチンがあり、子宮頸がんの

60～70%が予防できるといわれています。世界

でも多くの国で定期接種され、明らかに子宮頸

がんは減少しています。日本でも小学6年生か

ら高校1年生の女子は定期接種(無料接種)の

対象です(新上五島町でも接種可能です)。 

 高校2年生以上でHPVワクチンを希望する人

は計3回の接種で費用は約5万円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《治療は？》  

 前がん病変またはごく初期のがんであれば

子宮を残せる場合もありますが、子宮頸がん

では基本的には子宮を摘出します。ただし子

宮頸がんは発症までに数年かかることが多く、

定期的ながん検診で前がん病変やごく初期の

段階で発見・治療することができれば比較的

予後のよいがんです。 

（産婦人科 宮﨑 恭子） 
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図2:国立がん研究センター ganjoho.jp より 

図3:20〜39歳における子宮頸がんおよび乳がん罹患者数の推移 

   （人口10万人あたり、上皮内癌を含む） 

   国立がん研究センターがん対策情報センター より 
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■病院機能評価について 

 患者さんの命と向き合う病院には、その医療の質を

担保するために備えているべき機能があります。 

 国民の健康と福祉の向上に貢献することを目的とす

る公益財団法人として1995年に設立された日本医療

機能評価機構は、病院が備えているべき機能につい

て、中立・公平な専門調査者チームによる「病院機能

評価」審査を行い、一定の水準を満たした病院を「認

定病院」としています。 

 

 評価を行う項目は「患者さんの視点に立って良質な

医療を提供するために必要な組織体制」や、「実際に

医療を提供するプロセス」、「病院全体の管理・運営体

制」など、約90項目があります。 

 信頼できる医療を確保することを目的に、専門調査

者が病院の機能を評価することで、その病院の課題

を明らかにして医療の質改善を支援するものです。 

 

■当院の受審・認定について 

 当院は平成31年2月に公益社団法人日本医療

機能評価機構による審査を受け、令和元年7月

12日付で認定されました。（主たる機能：一般病

院1、機能種別版評価項目3rdG：Ver.2.0） 

 今後も「地域と共に歩み、信頼され親しまれる

病院」という基本理念のもと、医療の質向上に努

めてまいります。 

 

 
（公財）日本医療機能評価機構とは 

 日本医療機能評価機構は、国民の健康と福祉の向上

に寄与することを目的に設立された公益財団法人で

す。 

 質の高い医療を実現するために、病院機能評価をは

じめ、医療安全に関する教育研修、医療事故情報の

データベース、診療ガイドライン等の提供など、幅広

い事業を実施しています。 
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令和元年8月1日から、当院の5階病棟は地域包括ケア病棟となりました。 

 
■地域包括ケア病棟とは 

 一般病棟で症状が安定し、すぐに在宅や施設での療養に不安がある患者さんが社会復帰

できるよう支援することを目的とした病棟です。 

一般病棟より地域包括ケア病棟へ転棟していただく場合は、主治医が判断し、患者さん

およびご家族に提案させていただきます。 

 ご了解いただけた場合、地域包括ケア病棟へ転棟いただき、継続入院となります。 

 地域包括ケア病棟では、医師や看護師、リハビリテーション科のスタッフ、ソーシャル

ワーカーなど様々な医療専門スタッフが協力し、患者さんの在宅復帰に向けて支援を行い

ます。 

 

■地域包括ケア病棟入院の対象となる方 

 在宅あるいは介護施設に復帰予定の方であればご利用できますが、主に下記のような患

者さんが対象となります。 

 ● 急性期治療は終了したが、当院にてもう少し経過観察が必要な方 

 ● 在宅復帰に向けてリハビリテーションが必要な方 

 ● 在宅療養に向けて調整が必要な方  など 

 

■入院できる期間と入院費 

 病状に応じ入院期間は調整いたしますが、６０日を限度としております。 

 入院費の計算方法は通常とは異なり「地域包括ケア病棟入院料１」を算定いたします。 

 入院費は定額で、リハビリテーション・投薬料・注射料・処置料・検査料・入院基本

料・画像診断料等のほとんどの費用が含まれています。 

 ８月１日より、当院は3名の外国人技能実習生を受け

入れています。 

 （写真左から）ウィン サンダーさん、ス ス マーさ

ん、ニン ワゥ イェーさんは3名ともミャンマー出身。明

るくて素直で勉強熱心な方々です。これから3年間、上

五島病院で介護職員として働きながら、実践的な技能・

技術を習得していきます。 

 3人とも毎日一生懸命業務に取り組んでいますので、

あたたかく見守ってくださいますよう、お願いいたしま

す。 



 

 

Page 5 上五島病院情報誌    かっとっぽ  地域版 

上五島病院では、将来、地域医療に情熱をもって勤務しようとする方を対象に修学資金を貸与します。 

募 集 対 象 者 看護師、薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士 
 ●令和2年4月に大学または養成施設（専門学校等）に入学予定の者 

 ●令和2年4月に大学または養成施設（専門学校等）に在学中の者 

募 集 期 間 令和元年9月2日（月）～令和元年10月31日（木） 

応 募 方 法 長崎県上五島病院総務係に下記書類を提出してください。 

①履歴書（要写真） 

②学校長推薦書 
※学校長推薦書の様式は上五島病院総務係で配布するほか、上五島病院ホー

ムページからダウンロードすることも可能です。 

選 考 方 法 小論文・面接試験を令和元年11月に実施します。 

（詳細な日時は後日応募者に通知します。） 

 大学 養成施設（専門学校等） 

入学金 282,000円以内 169,200円以内 

授業料（年額） 535,800円以内 379,200円以内 

実習費（年額） 80,000円以内 80,000円以内 

教科書購入費（年額） 50,000円 50,000円 

生活費（月額） 50,000円 50,000円 

貸 与 内 容 等 （ 令 和 元 年 度 ） 

貸 与 期 間 大学または養成学校に在学中の期間 

返 還 免 除 免許取得後、貸与を受けた期間の2倍を上五島病院に勤務したとき 

（お問い合わせ先） 

長崎県病院企業団 上五島病院 
〒857-4404 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1549-11 

E-mail kamihp@gold.ocn.ne.jp  FAX 0959-52-2981 

TEL 0959-52-3000 
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  泌尿器科 耳鼻科 神経内科 循環器科 皮膚科 眼科 

                

9月2 日 (月)   
池永先生 

午前、午後 

調先生 

午前、午後 
      

9月3 日 (火)   
池永先生 

午前 
        

9月4 日 (水)         
岩永先生 

午前 
  

9月5 日 (木) 
近藤先生 

午前、午後 
          

9月6 日 (金) 
近藤先生 

午前、午後 
          

                

9月9日 (月)   
高島先生 

午前、午後 

森先生 

午前、午後 
      

9月10日 (火)   
高島先生 

午前 
  

本川先生 

午前 
  

前川先生 

午前・午後 

9月11日 (水)         
鍬塚先生 

午前 

前川先生 

午前 

9月12日 (木) 
光成先生 

午前、午後 
          

9月13日 (金) 
光成先生 

午前、午後 
          

                

9月16日 (祝)             

9月17日 (火)   
吉見先生 

午前 
      

前川先生 

午前・午後 

9月18日 (水)         
竹中先生 

午前 

前川先生 

午前 

9月19日 (木) 
原田先生 

午前、午後 
          

9月20日 (金) 
原田先生 

午前、午後 
          

                

9月23日 (祝)             

9月24日 (火)   
松本先生 

午前 
  

本田先生・土居先生 

午前 
  

前川先生 

午前・午後 

9月25日 (水)         
浅井先生 

午前 

前川先生 

午前 

9月26日 (木) 
計屋先生 

午前、午後 
          

9月27日 (金) 
計屋先生 

午前、午後 
          

                

9月30日 (月)   
高島先生 

午前、午後 

調先生 

午前、午後 
      

※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。    
※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。  
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－ あ と が き － 

９月になりました。まだまだ暑い日が続いていますが、今年は8月8日が立秋だったため、暦の上ではす

でに秋。秋といえば、運動会や文化祭など、イベントが多い季節ですね。10月6日（日）には、上記のと

おり第8回上五島病院フェスタが新上五島町健康まつりと合同開催されます。楽しみながら上五島病院のこ

と、医療のこと、健康のことを知っていただけたらと思います。ぜひ、ご来場ください！ 

（広報委員会 Ｏ．Ｎ） 

電話  0959-52-3000 

FAX    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  2019.9.1 発行     発行責任者 ：神田 聡  

◆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 

○基本理念 

 地域と共に歩み、  

        信頼され親しまれる病院 

○行動目標 

①地域住民の信頼と満足の得られる医

療を提供します 

②医療・看護・介護・予防・生活支援が

一体化した地域包括ケアシステムを構

築します 

③病院機能を充実するため、人材育成

とチーム医療を実践します 

 令和元年１０月６日（日）、第８回上五島病院フェスタが開催されます。今年も新上五島町健

康まつりと同時開催で、病院フェスタで予定しているイベントの内容は以下のとおりです。 

 スタッフ一同、多くの皆様のご来場をお待ちしております。 

日にち：１０月６日（日） 

時 間：９:３０～１３:００ 

    ●オープニングセレモニー…９:３０～１０:００ 

    ●上五島病院内ブース………１０:００～１３:００ 

                 （１２:３０受付終了） 

    ●フードコーナー……………１０:００～１３:００ 

 

（イベント内容） 
 ・スタンプラリー＆抽選会 ・キッズセミナー 

 ・バルーンプレゼント ・お菓子で調剤 ・内視鏡について    

 ・沐浴体験 ・妊婦体験 ・インスタントシニア体験 ・禁煙外来 

 ・頸動脈エコー ・エコーであそぼう ・血管年齢測定（先着２０名限定） 

 ・ロコモ予防について ・消防本部救助実演 ・消防車・救急車の展示 など 

 

（フードコーナー） 

 ・ミスタードーナツ ・ケンタッキーフライドチキン ・やきいも 

 ・まんじゅう等お菓子 ・カレーライス ・飲み物 

 

 ※新上五島町健康まつりは、備蓄記念会館にて１０時～１２時３０分の開催となります。 

 
※予告無く内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。 


