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さが の人 たちにもっと伝 え たい 、
佐 賀の 赤 十 字 。

日赤創立140周年記念

唐津赤十字病院

もっと知りたい！“唐津で受けられる最新のがん治療”
佐賀県支部

看護師をめざす高校生の皆さんへ 〜日本看護大奨学生募集のご案内〜
佐賀県赤十字血液センター

今年もバルーン会場で献血を実施します！
公式Facebook更新中。

日本赤十字社 佐賀県支部

佐賀県支部では、将来佐賀県内の赤十字施設（唐津赤十字
病院）で看護師として働きたいという学生のために、奨学金
制度を設けています。
「赤十字の看護師になって苦しんでいる人を救いたい！」
という高い志をお持ちの方や、赤十字・看護師資格取得に興
日本赤十字社 佐賀県支部

味のある方は、是非ご連絡ください！

■募集情報
大

日本赤十字九州国際看護大学（福岡県宗像市アスティ1−1）

学

1人

募集人数
出願条件

１. 佐賀県内の高等学校を平成30年3月に卒業見込みの者
2. 将来、本県支部が指定する施設で看護師として社会に貢献する積極的な意思を有する者

出願期間

平成29年11月1日
（水）〜11月9日
（木）
（当日消印有効）

試験日（筆記）
試験日（面接）

平成29年11月18日
（土）
（会場：日本赤十字九州国際看護大学）
平成29年11月22日
（水）
（会場：日本赤十字社佐賀県支部）

☞ 募集にかかるお問い合わせは、佐賀県支部 事業推進課
（0952−25−3108）まで

誰もが迎える高齢期を健やかに生きるために必要な、健康増進の
知識や高齢者の支援・自立に向け役立つ介護技術を習得できます。

日

時

平成29年10月31日(火)、11月７日(火) 9時00分〜17時00分

会

場

日本赤十字社佐賀県支部(佐賀市川原町２番45号)

内

容

①高齢者の健康と安全

②地域における高齢者支援

③自立を目指した介護の考え方

④車いすへの移乗 等

受講資格

満15歳以上で全日程参加できる方

経

教本教材費として900円必要

費

☞ 講習のお問い合わせは、佐賀県支部 事業推進課
（0952−25−3108）まで

7月 “日赤探検隊”子どもたちが

28（金）

July

赤十字活動を体験！

■災害食作りや無線通信を体験しました
日赤創設者 佐野 常民 の出身地 佐賀市川副町近隣の小学生22人が、夏休
みを利用して佐賀県支部を訪問。救護車や救護倉庫を見学した後、災害食作
り、災害時の情報収集に欠かせない無線通信を体験し、一日を通して“防災”に
ついて学びました。

8月

8（火）〜10（木）

青少年赤十字(JRC)

August

リーダーシップ・トレセン開催！
■リーダー養成を目的に宿泊訓練を行いました

トレセンは、赤十字の精神を通して学校や地域で役立つリーダーシップを
日本赤十字社 佐賀県支部

学ぶ研修会。期間中は「気づき・考え・実行する」を合言葉に、先生の指示のな
い主体的な生活を送りました。小学生25人、高校生34人の参加がありまし
た。
（※ 中学校の部は台風５号接近のため中止）

8月 佐賀県代表のＪＲＣ高校生２名を

17（木）〜23（水）

ベトナムへ海外派遣

■マングローブ植樹や日系企業を訪問視察しました
青少年赤十字の実践目標『国際理解・親善』の一環として、日赤が防災事業
の支援を行うベトナム社会主義共和国へ、JRC高校生メンバーらを派遣。現
地の高校生と交流を深めました。

8月

26（土）〜27（日）

9月

9（土）〜10（日）

水の事故から命を守る！
■赤十字水上安全法救助員Ⅰ養成講習会を実施！

毎年、全国各地で多発する水の事故。赤十字水上安全法講習では水の事故
を防止するため、また、事故に遭遇した際、溺者と救助者の大切ないのちを守
るための知識、技術を学びます。今年の救助員養成講習会は8人の受講があ
り、内4人が難関の試験を見事クリアして救助員の資格を取得しました。

9月 日赤創立140周年
9（土）

記念イベント開催！

■記念特別表彰／World First Aid Day(世界救急の日)
日本赤十字社は今年創立140周年を迎えました。これを記念し、佐賀市メート
プラザにおいて記念イベントを実施。イベントでは各分野において赤十字事業
の推進にご功労のあった方々の表彰伝達式と、World First Aid Day(世界救急
の日)に因んだ記念講演を行い、当日は240人の参加がありました。

September

唐津赤十字 病院

第8回 唐津赤十字病院

市民公開講座
入場
無料
日時
会場

唐津で受けられる
最新のがん診療

唐津赤十字病院

もっと知りたい ！

平成29年度 地域がん診療連携拠点病院

事前申込

不要

11月19日（日）

平成29年

13：30〜16：00（開場13：00）

唐津市文化体育館
司会

唐津赤十字病院

がん医療推進センター長

鮫島隆一郎

開会挨拶

13：30〜13：40

講 演 Ⅰ

13：40〜14：20

「胃がんについて」
唐津赤十字病院

第 2 外科副部長

講 演 Ⅱ

酒井

正
14：20〜15：00

「肺がんについて」
唐津赤十字病院

講 演 Ⅲ

呼吸器内科・がん薬物療法専門医

（休 憩

梅口 仁美

15：00〜15：15）

15：15〜15：55

「乳がんについて」
唐津赤十字病院

閉会挨拶

乳腺外科部長

田渕 正延
15：55〜16：00

そ の 他
唐津赤十字病院でおこなっているがん治療の紹介、唐津赤十字病院疾
病予防センターの紹介、唐津市検診コーナー、がん地域連携パス紹介、
がん患者会紹介、佐賀県赤十字事業紹介

主催／唐津赤十字病院

後援／佐賀県、唐津市、玄海町、唐津東松浦医師会、伊万里・有田地区医師会、
唐津東松浦歯科医師会、伊万里・有田地区歯科医師会、一般社団法人唐津東松浦薬剤師会、
佐賀県病院薬剤師会、佐賀大学医学部附属病院、国立病院機構嬉野医療センター、
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館、NPO法人クレブスサポート、
ほほえみの会（唐津赤十字病院がん患者会）、ぴ〜ぷる放送、佐賀新聞社、NHK佐賀放送局、
サガテレビ、エフエム佐賀、FMからつ86.8MHz、NBCラジオ佐賀

7月 新病院初！海保ヘリ訓練
13（木）

July

■海上保安庁ヘリ離発着訓練

唐津赤十字病院のヘリポートにて海上保安庁ヘリコプターの離発着訓練が行われました。
当日は梅雨のさなかにもかかわらず晴天に恵まれ、間近に見る海上保安庁のヘリはドク
ターヘリに比べてひと回り大きく、離発着時に巻き起こす風は何かに掴まっていないと吹き
飛んでしまいそうでした。
海上保安庁のヘリは通常のヘリでは困難な荒天時や夜間の飛行も可能なため災害時にも
活躍しています。
今回を皮切りに、海上保安庁では今後も定期的に当院のヘリポートを利用した訓練が予
定されているそうです。当院は地域災害拠点病院の指定を受けており、今後もさらなる体制
強化に努めていきます。

8月 ふれあいで養う看護の気持ち
2（水）

■ふれあい看護体験

8月 地域医療の担い手として
■3大学合同夏期実習

自治医科大学・佐賀大学・長崎大学の3大学の医学部の学生さんが合同夏期実習の一環として
当院を訪問されました。
この合同夏期実習は、佐賀県が例年実施されているもので、8月16日（水）〜18日（金）の3日間
行われます。その中で、がん診療連携拠点病院の取り組みの見学を目的として当院を訪問されま
した。がん診療の現場として外来化学療法センター等を見学されただけでなく、地下の免震構造
や屋上ヘリポートも見学されたのち、当院医師より医学部生に向けた講義を行いました。
この事業は佐賀県出身の医学部の学生さんが、県内の医療・福祉の現場を見学することで、地
域医療についての認識を深めることを目的とされています。本日見学された学生さんが、佐賀県
の医療の現場に戻ってきていただく日を心待ちにしております。

8月 もしもに備えて
25（金）

■防災訓練

唐津赤十字病院の佐野講堂にて地震等大規模災害に備えての防災訓練を実施しま
した。
今回の訓練では唐津湾付近を震源としたＭ7程度の直下型地震による災害を想定
し、災害対策本部設置運営訓練や災害時患者受け入れ訓練を机上にて行いました。こ
れには職員85名が参加し、各グループに分かれ活発に意見を交換しながら本番さな
がらの雰囲気でした。
今後も地域災害拠点病院として、日頃からの訓練はもちろんのこと、より実践的な
訓練を計画していきたいと考えています。

唐津赤十字病院

唐津赤十字病院にてふれあい看護体験を実施しました。
このイベントには近隣の高校から看護師や医療職を目指す12名の生徒さんに参加いただきました。
当日はまず、当院の概要について看護部長から説明があった後、2人1組になってもらい各病棟で看
護師さんたちに付いて、普段のお仕事を見学・体験してもらいました。皆さん、時には笑顔も見せなが
ら、真剣に看護師さんたちの仕事ぶりを見てメモをとっていました。
午後からは災害看護のDVDを観た後、白衣に着替えていただき集合写真を撮りました。全員憧れの
白衣を身にまとい、嬉しそうにしていました。
参加者からは「将来唐津赤十字病院で働きたい」といった感想があり、大変嬉しく思いました。参加し
てくれた12人が将来立派な医療人となってくれるように心から願っています。

17（木）

August

佐賀県赤十字血液センター

佐賀の秋を彩る「2017佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」が、11月1日から佐賀
市嘉瀬川河川敷をメイン会場として開催されます。バルーンフェスタ期間中、血液センター
では下記の日程で特設会場を設け、献血を実施します。病気の治療のため、輸血を必要とさ
れる患者さまに安定して血液をお届けするために、献血へのご理解、ご協力をお願いします。
日

時

平成29年11月1日（水）〜5日（日） 8時30分〜12時 13時30分〜16時

佐賀県赤十字血液センター

昨年度のバルーン会場での献血受付の様子

8月17日から8月23日まで、佐賀市内の3校の中学生が、血液セ
ンターで職場体験を行いました。
（各校3日間ずつ）
血液事業の概要の学習や、移動献血会場での献血現場の体験、
また、久留米の九州ブロック血液センターでは、血液の検査・製剤
過程を見学し、模型とパネルで献血の重要性を学びました。
（城
南中学校・城東中学校・城西中学校の生徒の皆さん、お疲れさま
でした。）

九州ブロック血液センターを見学

血液に関するクイズ
血液
（輸血用血液製剤）
が最も多く使用されている目的は、
次のうちどれでしょうか？

Ａ．交通事故の怪我治療
Ｃ．心臓外科の手術

Ｂ．癌や白血病の治療
※答えは次ページ下にあります。

7月

29（土）

July

2017献血ふれあいフェスタ〜献血功労者表彰式〜
■ゲストライブなどで会場も盛り上がりました。

日頃より献血にご協力を頂いている皆さまへ感謝の気持ちを込めて、ゆめタウン佐賀において「献血ふれあいフェス
タ」を開催しました。
当日は、佐賀県立高志館高等学校の2年石田優斗さんに『一日血液センター所長』を委嘱しました。また、献血功労者表
彰式では、献血推進活動に多大な貢献、並びに献血にご協力頂いた団体の方々に対し、表彰状等を贈呈しました。表彰式
の後には、献血クイズやステージゲストの「ピンキースカイ」、
「Qun Qun」、
「徳丸 英器」さんらのライブが行われ、会場
は大いに盛り上がりました。

◆厚生労働大臣表彰状
・鹿島ライオンズクラブ
佐賀県赤十字血液センター

◆厚生労働大臣感謝状
・公益社団法人武雄法人会

・伊万里信用金庫

◆佐賀県知事感謝状
・佐賀北警察署

・日東工業株式会社唐津工場

◆日本赤十字社創立140周年記念社業功労者社長特別表彰

一日血液センター所長を囲んで

・株式会社戸上電機製作所
◆日本赤十字社金色有功章
・株式会社東洋空機製作所

・九州住電精密株式会社

・株式会社佐賀鉄工所大町工場

・唐津市消防団浜玉支団

・株式会社佐賀鉄工所佐賀工場

◆日本赤十字社銀色有功章
・神埼ロータリークラブ

・チクシ電気株式会社佐賀工場

・国際ソロプチミスト日本南リジョン伊万里

・九州技術開発株式会社

・佐賀青果食品協同組合

◆日本赤十字社佐賀県支部長感謝状【活動10年以上】
・株式会社イズミゆめタウン佐賀

・株式会社NTTフィールドテクノ九州支店佐賀営業所

・唐津キャッスルライオンズクラブ

・青年の日実行委員会

・佐賀ドリームライオンズクラブ

・鳥栖中央ライオンズクラブ

・鹿島藤津地区薬剤師会

・佐賀市医師会立看護専門学校

・株式会社佐電工

・佐賀市上下水道局

◆日本赤十字社佐賀県支部長感謝状【活動5年以上】
・大和ハウス工業株式会社佐賀支店

・宗教法人真如苑佐賀支部

・株式会社かんぽ生命保険佐賀支店

・株式会社森光商店

・株式会社まいづる百貨店まいづるスリーナイン店

・株式会社佐賀鉄工所多久工場

・株式会社フタバ九州伊万里工場

（敬称略、順不同）

クイズの答え：B
最も多く使用されているのは、癌や白血病の治療で、輸血用血液製剤の使用目的の約4割を占めています。

佐賀県の日赤って何ばしよっと？ー外伝③ー

〜 佐野 常民 の足跡をたどる〜
人間を救うのは、人間だ。Our world. Your move.
このスローガンのもと、国内外において様々な人道的支援活動を展開
している日本赤十字社。
この礎を築いたのが、佐賀藩出身の 佐野 常民 です。幕末から明治
や美術に至るまで、幅広い分野で活躍した郷土の偉人です。

日本赤十字社 初代社長

佐野 常民

今年2017年は日赤創立140周年にあたることから、社の創設者であり
初代社長である 佐野 常民 の功績をご紹介いたします。

1887年（130年前）

「日本赤十字社」へ改称！ 国際舞台へ
西南戦争が終結すると、
「 博愛社の目的は達成した。資金もないことか
ら、必要時にまた作ればよいのではないか。」
という意見が出はじめ、博愛社
の存廃が問題となりました。
しかし
「いざという時に救護活動を行うためには、
説が認められ、
さらに外国との戦いに備えるためにも、赤十字国際委員会へ
の加盟、
つまり日本政府のジュネーブ条約加盟について、常民ら博愛社幹
部はその必要性を強く訴えました。
1886年、政府のジュネーブ条約加盟に伴い、国際性をもった事業を展

「保護」
と
「表示」
の意味を持つ赤十字旗

開するため、社則の改正が必要となりました。併せて社名改称の議論がなされ、
ヨーロッパ諸国と同様レッド・クロスを直訳した
「赤十字」
を用いることが決定され、翌1887年5月第1回社員総会において社名を
「日本赤十字社」
に改称。佐野 常民 が、
初代社長に任命されました。
そして同年9月、国際委員会から加盟公認の通知を受け、
ここにアジア初の赤十字社が誕生する
こととなったのです。
その後、二度の大戦を経て、国内外における大規模自然災害や各種人道危機を乗り越えながら、今日も私たちは赤十字
活動を行っています。会員の皆様やボランティアの方々におかれましては、今後も変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げ、
ま
た、当時の 佐野 常民 の熱意や行動に思いを馳せつつ、当誌面における140周年記念企画を閉じさせていただきたいと思
います。

佐賀県支部

〒840-0843 佐賀市川原町2番45号
TEL.0952-25-3108

唐津赤十字病院

〒847-8588 唐津市和多田2430番
TEL.0955-72-5111

佐賀県赤十字血液センター

〒849-0925 佐賀市八丁畷町10-20
TEL.0952-32-1011

表紙の人◉唐津赤十字病院 がん医療推進センター長 鮫島さん

ご愛読ありがとう
ございました。

編集・発行◉日本赤十字社 佐賀県支部

平時から救護員を育成し、医薬、資金を確保する必要がある。」
という存続

広報誌「赤十字さが」vol.76 平成29年10月1日発行

にかけ、医学、蘭学、化学などの学業を修め、造船、砲術のほか航海術

