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舞鶴市文化財保護委員
舞鶴地方史研究会会長
　　　　　  加藤　晃 様

ここらの地名
舞鶴赤十字

病院編 48その

寺 川［てらかわ］

与保呂川［よほろがわ］ 祖母谷川［そぼたにがわ］
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　寺川は、大字森の奥の方のリサイクルプラザがある
大谷から流れて、ＪＲ東舞鶴駅前を通り、総合文化会館
の裏で舞鶴湾に入ります。この寺というのは、四百年来
浜村の人々に親しまれてきた得月寺のことです。行永の
龍勝寺と臨済禅を同じくし、境内には明治に市街地が
できる時に移された地蔵堂などがあります。

　与保呂というのは、元々はひかが

み（膕）のことで、それが足をさすよう

になり、さらに人のことを言うように

なって、丁＝土木工事従事者となりま

した。亀岩橋で川が急に曲がる様子

を膝に見立て、付けた名前がその内

側からだったということは、名づけた

人は膝の内側の小高いあたりに住ん

でいたのでしょうね。

　祖母というのは古語で「朱」のこ

とだから、祖母谷とは赤土の谷のこ

と。川は若狭・上林との境にまたが

る三国岳の麓の多門院から流れ出し、

祖母谷の堂奥・溝尻を通り、志楽川

に河口近くで合流します。古い地図

にソホ・ソフとも書かれていて、鉄分

を含んだ赤い土のことですから、あち

こちに同じ地名があります。

そほ

よほろ
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　今年は全国的に気温が低く北陸地方では大雪でず

いぶん被害も多かったようですが、舞鶴地域では雪害

は少なく通勤にも大きな支障はありませんでした。桜の

花の季節が特に待たれた年でありましたが、今年は例

年になく、たくさんの医師の異動がありました。とりわ

け外科全員（副院長、部長、副部長）がそろって退職す

るという非常事態となり、外科医不在時は他病院のお

世話になったことを、この場を借りてお礼申し上げます。

後任は２名の医師に来ていただくことになり、外科診療

が再開されることを喜んでいます。

　さらに消化器内科医、神経内科医が異動することと

なりましたが、代わりの医師が補充されない状況で病

院にとってかなりの戦力低下は否めません。新専門医

制度というものが今年度から始まり、若手の医師が大

学病院や大病院に集まり、ますます地方の病院には来

なくなることになっています。もともと当院は研修指定

病院ではありませんので研修医は京都第一日赤から三

ヶ月ほど短期間研修に来る間だけ在籍していますが、

年間を通しているわけでないので戦力としては弱くな

ります。若い医師が地方の病院で働くことがキャリアア

ップになるような方策が求められます。舞鶴市において

は他病院でも医師減少が、特に内科医に目立ってきてい

ます。当院でも内科医、消化器内科医、神経内科医がか

つて９名のところ６名まで減少します。今後土日の輪番

制を含めた救急体制が、崩壊する恐れが十分にありま

す。医師確保については大学を始め様々な方面へいろ

いろと努力していますが、常勤医の確保に至らず、非常

勤の医師で当直業務を中心にカバーするぐらいのこと

しかできていません。医師の偏在化といえばその通り

かと思われますし、京都北部、南部は京都市内に比べ

医師数が人口当たり半分以下というデータもあり、特に

勤務医が郡部では減少しているようです。

　本年度の当院の見通しとして、特に内科の診療体制

の縮小を最大限抑えつつも、できるだけ効率化を図り

病院機能を維持することで乗り切りたいと思います。今

後ますます増加する高齢者の医療ニーズには、各職種

を総動員して適切に対応することが求められるかと考

えています。
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平成３０年度にあたり

西田 和夫
院 長

にしだ かずお

人事だより人事だより Personnel Changes

臨時看護師

事 務 部 長

看 護 師 長

調　理　師

准 看 護 師

介護福祉士

介護福祉士

介護福祉士

【退職】
平成３０年 ３月 １６日 付

平成３０年 ３月 ３１日 付

平成３０年 ３月 ３１日 付

平成３０年 ３月 ３１日 付
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平成３０年 ３月 ３１日 付

平成３０年 ３月 ３１日 付

松　本　　　香

上　山　勇　治
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佐　藤　富　子
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谷　口　豊　子

東　浦　郵　子

松　田　夏代子

病 棟 師 長

副　院　長

外 科 部 長

神経内科医師

眼 科 医 師

理学療法士

理学療法士

看　護　師

（兼放射線科部長）

平成３０年 ３月 ３１日 付

平成３０年 ３月 ３１日 付

平成３０年 ３月 ３１日 付
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平成３０年 ３月 ３１日 付

平成３０年 ３月 ３１日 付

岡　山　富士子

加　藤　宣　誠

矢　野　裕太郎

堀　尾　玲　子

堀　内　稔　子

澤　田　浩　至

木　俣　裕　行

臼　井　鹿奈未

看　護　師

看　護　師

臨時看護師

臨 時 主 事

臨時調理助手

看　護　師
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平成３０年 ３月 ３１日 付
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平成３０年 ３月 ３１日 付

平成３０年 ３月 ３１日 付

平成３０年 ４月 ６ 日 付

佐　藤　光　英

山　田　貴　子

滝　川　良　子

片　山　賢　志

松　本　翔　太

大　江　智　也

看 護 助 手

臨時看護師

臨時看護助手

事 務 部 長

外 科 部 長

外科副部長

眼 科 医 師

（兼放射線科部長）

（嘱託）

【採用】
平成３０年 ２月 １ 日 付

平成３０年 ２月 １ 日 付
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玉　林　豊　美

中　村　優　子

塩　根　照　代

上 山 勇 治

内　藤　　　慶

猪　飼　　　篤

髙　原　彩　加

臨床検査技師

理学療法士

理学療法士

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師
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平　　　真　名

谷　　　凌　和

中　村　圭　佑

滝　川　良　子

甲斐田　明　恵

土　橋　泉　季

森　　　温　子

看　護　師

看　護　師

看　護　師

調　理　師

再雇用看護師

再雇用調理師

臨時看護助手

平成３０年 ４月 １ 日 付

平成３０年 ４月 １ 日 付

平成３０年 ４月 １ 日 付

平成３０年 ４月 １ 日 付

平成３０年 ４月 １ 日 付

平成３０年 ４月 １ 日 付

平成３０年 ４月 １ 日 付

松　山　亜　弥

亀　井　彩　寧

坂　本　　　花

松　本　翔　太

後　野　喜代美

佐　藤　富　子

河　邉　利　佳

外科副部長
【異動（転出）】

平成３０年 ３月 ３１日 付伊　藤　範　朗 主　　　事
【異動（転入）】

平成３０年 ４月 １ 日 付石　井　郁　也消化器内科医師 平成３０年 ３月 ３１日 付雨　宮　可　奈
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職場紹介
●文　病棟係長　原　  貴洋

　５階病棟は、主に消化器内科、内科、眼科、皮膚科の急性期医
療を担っている病棟です。
　消化器内科の内視鏡的治療、肺炎や心不全等の持続的点滴治
療や眼科・皮膚科の手術を、医師・看護師・薬剤師・理学療法
士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士が協働して医療をおこ
なっています。
　日常のケアについては、フットワーク抜群で笑顔がステキな看
護助手２人とも協力して日常生活支援をしています。
　突然の入院や経験したことのない治療に対して、どんな小さな不安や疑問にも対応し、入院される皆様が安心・安全
に治療を受けられ入院生活が送れますようにチームで取り組んでいきます。
　４月から診療報酬・介護報酬の同時改定が行われました。治療後の療養や退院支援にも入院時早期より関わり、患
者さん・ご家族の不安を把握して退院へとつなげていけるよう努めて参ります。

はら たかひろ

俳 

句
﹇
作
者
５０
音
順
﹈

　読者の皆様からの、短歌、俳句、川柳、詩、
写真などを掲載させていただくページです。
投稿ならびにお問合せは、医事課　升本ま
でお願いします。なお、作品には、住所、お
名前、電話番号もお書き添えください。

イイ キキイイ キ
読者の
コーナー

短 

歌
﹇
作
者
５０
音
順
﹈

内藤　  慶
外科部長

ないとう

外　科

新任医師紹介

　皆様はじめまして。この
度外科部長として赴任し
ました内藤です。

　ご存知の通り外科は総入れ替えとなったう
えに、３人から２人へ減員となりました。マンパ
ワーの減少は否めませんが、できるだけクオリ
ティーの高い外科治療を目指して頑張ってい
こうと思います。新参者２人で、皆様にはご迷
惑をおかけするとは思いますが、温かく見守っ
ていただければ幸いに思います。これから何
卒宜しくお願いいたします。

猪飼　  篤
外科医師

いかい

外　科

　本年４月より当院
へ赴任いたしまし
た外科の猪飼です。

　昨年度までは舞鶴医療センター外科
で勤務しておりました。
　当院外科は以前より協力関係であっ
た医療センター外科とさらに密接に協
力して地域医療に貢献できるように努
めてまいります。私はその一員として尽
力していく所存です。よろしくお願い申
し上げます。

髙原　彩加
眼科医師

たかはら あやか

眼　科

　今年度から赴

任しました眼科

の髙原です。

　京都府立医大を卒業後、同じく府

立医大で勤務していました。

　初めての土地でわからないことだ

らけですが、一生懸命頑張りますの

でよろしくお願いいたします。

けい あつし
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病 気 治 療と

　ESDとは
　ESDとは胃がんなどの内視鏡治療のひとつで、専
用の電気メスを使ってがんの周囲を切開した後にが
んの下の粘膜下層という部位をはがしてがんを切除
する治療法です（図１をご参照ください）。これによ
り、以前は内視鏡では切除できなかったような広い
がんでも切除することができるようになりました。ま
た、以前の内視鏡切除法に比べ正確な病理診断（が
んの深さや性質、血管やリンパ管への浸潤などの診
断）を行うこともできるため、近年多くの病院で行わ
れるようになってきています。

ESD endoscopic submucosal dissection
（内視鏡的粘膜下層剥離術） について

このたびは当院でも行っている内視鏡治療（口から飲む
胃カメラや肛門から入れる大腸内視鏡などで体の表面に
傷を付けずにがんなどを治療する方法）の一つである
内視鏡的粘膜下層剥離術（以下ESD）について説明
させていただきます。

●文 酒田　宗博
さかた むねひろ

消化器部長

ａ
病変を確実に切除するために、
病変の約５㎜外側にマーキング
（目印をつけること）をする。

ｂ
病変部と周囲の粘膜下層にヒ
アルロン酸を局所注入し、病
変部を膨隆させる。

ｄ
粘膜下層を剥離していく。

ｅ
剥離をすすめて病変部を完全
に切除する。

ｃ
専用の電気メス等で病変の周
囲（マーキングの約５㎜外側）
を切開する。

【図１】ESDの方法
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ESDの適応（治療するかどうかの判断基準）
　胃がんや食道がん・大腸がんのなかで、できてから

そんなに時間がたっていないと思われる早期のがん

は消化管の壁の中の粘膜層という浅い部分にとどま

っていることが多く、そういった浅いがんでは転移

（がん細胞が血管やリンパ管などに入って流れてし

まい、流れ着いた他の臓器やリンパ節で増えてしま

うこと）を起こすことが少ないと言われています。転

移をほぼ起こさない病変はESDの適応になります。

臓器によって転移のしやすさに差があり、臓器ごと

に転移をしない病変の深さや性質などの基準が学

会のガイドラインで決められています。例えば胃にお

いては、がんの深さの他にもがん細胞の分化度（た

ちの良しあしの目安）や潰瘍を伴っているかどうかな

ども転移のしやすさに関連しており、細かく基準が

設けられています。当院では学会のガイドラインに

沿ってESDの適応を判断し、患者さんとご家族に説

明し、同意のもとで治療を行っております。内視鏡治

療の適応の判断のため、NBIという特殊な光を用い

た拡大内視鏡検査（通常の胃カメラよりも拡大して

詳しく見ることができます）や超音波内視鏡検査

（内視鏡の中に超音波検査のできる細い機械を通し

て消化管の中で超音波検査を行います）を行い、正

確な術前診断をするように心がけております（図２を

ご参照ください）。

ESDの当院での治療成績について
　当院では食道・胃十二指腸のESDを２００８年から、

大腸のESDを２０１２年から行っております。２０１７

年度までの当院のESDの成績を部位別に表１に提示

します。都会の大病院等の他施設で公表されている

成績に比べると、件数は少ないですが、治療成績（一

括切除率や治癒切除率）はまったく劣っておらず、合

併症についても同等か少なめな結果でした。処置時

間は長めでしたが、これは時間のかかる線維化の多

い症例などにも積極的に治療を行っていること等に

よるかと思われます。処置の工夫などによりさらに時

間短縮を目指しております。

まとめ
　当院でも行っている内視鏡治療の一つである

ESDについて方法や適応、当院での治療成績につい

て説明させていただきました。この内容は当院ホー

ムページでも紹介しております。

　最近はピロリ菌（胃がんや胃潰瘍になりやすくな

る細菌）を除菌治療されている方も多くなってきまし

たが、除菌後も胃がんになりやすさが残っておられ

る方も多く、そういった方には年一回の胃カメラによ

る検診をお勧めしております。毎年の検査にて胃が

んが見つかる場合は比較的早い段階で見つかること

が多く、ESDのような内視鏡治療で済むことも多く

なります。当院人間ドックや消化器内科新患外来に

て胃カメラが予約できますので、お心当たりの方や、

がん家系などで一度調べてみたいという方はぜひ一

度ご相談ください。

大腸
ESD

１１

９０.９％

９０.９％

１７０分

０％

０％

胃
ESD

２５４

９８.０％

９１.３％

１６３分

１.５７％

０.７９％

食道
ESD

１５

１００％

８６.７％

１４１分

０％

０％

症例数

平均処置時間

出　血

穿　孔

　ＮＢＩという特殊光と
拡大内視鏡を併用した
内視鏡写真です。写真の
点線の左側が正常胃粘
膜、右側が胃がんです。
正常粘膜にくらべ胃がん
では粘膜模様や血管が
不ぞろいとなっているの
が判り、境界診断が明瞭
に行えます。また、胃が
んの部位の血管は細かい網目状で高分化腺がんに特徴的な
ファインネットワークパターンであり、高分化腺がん（比較
的たちの良いがん）と診断できます。

【図２】NBI拡大内視鏡検査と超音波内視鏡検査

【表１】当院におけるESDの成績（２０１７年度まで）

ＮＢＩ拡大内視鏡検査（がんの境界や性質の診断）

　内視鏡の中を細い超
音波装置を通して胃が
んを観察した超音波内
視鏡写真です。写真の}
で示した部位が胃の壁
の厚みになります。胃の
壁はおおまかに５層に分
かれています。５層構造
が明瞭に観察されてお
り、がんは粘膜層に留ま
っている（他の層を破壊していない）と判断できます。

超音波内視鏡検査（がんの深さの診断）

一括完全切除率（病変が
一括切除され、かつ切除断
端が陰性の症例の割合）

治癒切除率（ガイドラインに
て外科切除等の追加治療を
必要としない症例の割合）

症例数

平均処置時間

出　血

穿　孔

一括完全切除率（病変が
一括切除され、かつ切除断
端が陰性の症例の割合）

治癒切除率（ガイドラインに
て外科切除等の追加治療を
必要としない症例の割合）

}
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　平成３０年２月２５日、舞鶴市商工観光センターにて舞鶴野球
連盟創立７０周年記念式典が開催されました。
　リハビリテーション科部では、整形外科医師の協力も得なが
ら舞鶴野球連盟とともに、５年前より学童野球少年の肘・肩検
診の実施。スポーツ障害予防に対して選手、保護者、指導者に向
けてセミナー開催などを実施してきました。
　今回開催された記念式典にて、これらのスポーツ障害に対す
る取り組みが舞鶴野球連盟より評価頂き、整形外科副部長 仲
川春彦医師が代表して記念式典で感謝状を授与されることとな
りました。
　スポーツの世界では、アクシデント等による突発的な怪我も
ありますが、疲労や誤った体の使い方が原因でおこるスポーツ

障害は、事前に予防できることもあります。これからも、リハビリテーション科部では、スポーツ障害に対し
障害予防活動を企画、継続していく所存です。

リハビリテーション科部 新ユニフォーム

わかつき しょう
医療社会事業課　若槻　 翔

かわさき けいた
第二リハビリテーション課　作業療法士　川﨑　啓太

みずしま ゆうじ
第二リハビリテーション課長　水嶋　祐史

出張講習会を開催しました
●日　時：平成３０年２月２８日（水）１５：４５～
●場　所：舞鶴支援学校 行永分校
●テーマ：健診結果から自分の身体を見つめ直しましょう
●講　師：健診センター 吉川 久美子 看護師

　今回出張講習会のご依頼をいただいた「舞鶴支援学校 
行永分校」様は職員研修に力をいれているということで、
当院で実施している出張講習会に注目いただき申込まれました。
　テーマのとおり、職員の皆様が受けられた健康診断の結果をもとに、運動・禁煙・食生活など普段の生
活の中で改善していける部分を、無理のない範囲で看護師からアドバイスしました。皆様看護師の話をう
んうんと頷きながら、ご自身の健診結果と照らし合わせてメモを取り熱心に聞いておられました。講習後
「私、血圧が高くって・・・」「コレステロール値がどうしても下がらんのです」など質問をいただき、看護師か
らそれぞれお返事しました。皆様の健康のお手伝いが出来たように感じました。

　今年度４月よりリハビリテーション科部のユニフォームが写真のように変わり
ました。
　これまでは他部門スタッフとの区別がわかりにくかったのですが、一目でリハ
ビリテーションスタッフであることがわかるようになりました。
　新ユニフォームは上下ダークネイビー色で女性は左フロントに男性は両サイ
ドにターコイズ色のラインが入っています。また、素材も機能性と快適性を備え
たスクラブ生地となっています。
　ネイビー色は色効果として鎮静効果があり、感覚器官を敏感にして喜びを敏
感に感じられると言われています。

　ご入院、ご通院でリハビリテーションを受けられている方々に、家庭・社会復帰に向けて、安心と信頼と、
そして一層の喜びを感じていただけるようなリハビリテーションサービスを提供してまいりたいと思います。



7

　舞鶴赤十字病院では、
定期的に医師や看護師等
による糖尿病教室を行って
おります。
　当院に通院されていな
い方でも結構です。よいコ
ントロールを続けるために
是非ご参加ください。
※都合により会場・時間が変更
になる場合があります。

平成３０年度  糖尿病教室予定 会場：舞鶴赤十字病院 東館１階講堂

お問合せは医療社会事業課／健診センター（TEL ０７７３-７５-１９２０）まで

毎月第３水曜日
１３時３０分から

月 日

5月16日（水）

6月20日（水）

7月18日（水）

Information

青木理学療法士

奥野臨床検査技師

網谷管理栄養士

角出認定看護師

大槻看護師

寝たきり予防にもつながる運動

血糖を測ってみよう　part1

「血糖値スパイク」が危ない

あなたの寿命は大丈夫？大血管障害って？

甘いものは食べちゃダメ？
～血糖値の上がり方から考える上手なおやつのとり方～

内容「テーマ」 担当者

基本方針
1 地域医療の中心的役割を果たすために、
　救急体制を整備し、安全で質の高い医療を提供します。
2 地域の中核病院として、他の医療・保健・福祉施設と協働し、
　地域医療連携の推進に努めます。
3 赤十字の使命である災害救護に貢献します。
4 健全で合理的な病院経営に努めます。
5 快適な医療・療養環境の整備に努めます。
6 職員は常に研修・研鑽に努め、病院はこれを支援します。

舞鶴赤十字病院理念
赤十字理念「人道・博愛」のもと、

一人ひとりにやさしさと思いやりをもって、

いのちと健康、尊厳を守り、

地域医療に貢献します。

人間を救うのは、人間だ。 Our world.Your move.

舞鶴赤十字病院講堂

舞鶴市西市民プラザ

健康生活支援
短期講習

幼児安全法
短期講習

高齢者介護
～安全な車椅子移乗のしかた～

幼児安全法　心肺蘇生法他

吉川久美子

吉田　優美

会　場 講習種別 講習内容 担当指導員日　時

１３時～１４時
5月23日（水）

１３時３０分～１５時
6月29日（金）

お問い合わせ先／舞鶴赤十字病院 医療社会事業課   ＴＥＬ０７７３－７５－１９２０

平成３０年度の予約受付を開始しました！
健診センター直通番号に電話でご予約ください。

※契約組合等ご加入の方は
　受付時期・ご予約方法が
　異なります。
　各事業所等のご担当者様に
　確認の上ご連絡ください。

健診センター直通

予約受付／月～金曜日　8：30～17：00

舞鶴赤十字病院 健診センター（本館２階）TEL ０７７３－７５－１９２０〈直通〉お申込み・お問い合せ

平成３０年度 人間ドック等のご案内

詳しくは健診センターまでお問い合わせください。



診療科 月 火 水 木 金 受付時間 診察開始時間 備　考

内科

新患 
（予約外）

休 診 （午前） 
米山

（午前） 
安威 休 診 休 診 ７時４５分～１１時３０分 ８時４５分

再診 
（予約）

米山
西田 西田 西田

西田
予約制 　〃

安威 米山

専門外来 
（予約）

《糖尿病外来》 
福田

《禁煙外来》 
担当医 予約制 （火）１０時３０分 

（水）１４時

《糖尿病外来》紹介状を地域連携窓口に持参
し予約の相談をしてください（電話予約不可） 
《禁煙外来》診察は隔週、予約受付は平日の
１４時～１６時（電話予約可）

消化器
内科

新患 （午後、予約制） 
酒田 休 診 休 診 （午前、予約制） 

担当医 休 診 予約制 （月）１３時２０分 
（木） ９時

月曜、木曜の新患は予約制診察です（電話予約可） 
新患の予約受付は平日の１４時～１６時  当日分は
月曜９時～１２時、木曜９時～１０時にも可 
月曜の新患診察は午前の検査の都合により
診察開始時間が遅れる場合があります

再診 
（予約）

休 診 休 診 休 診 休 診 （午後） 
酒田 予約制 １３時２０分

神経内科 予約 休 診 徳田 予約制 １０時３０分 予約受付は平日の１４時～１６時（電話予約可、
完全予約制）

小児科

午前 世良 世良 世良 世良 世良 ７時４５分～１１時３０分 ８時４５分 予防接種の予約受付は以下のとおりです 
［受診歴あり］火曜、水曜、金曜の１４時～１６
時に電話で予約 
［受診歴なし］病院受付窓口に来院の上予約
（電話予約不可）　受付時間は平日の８時４５
分～１２時、１４時～１６時

午後 予防接種 
（完全予約制）

世良 世良 予防接種 
（完全予約制）

世良 （火、水、金） 
１３時～１５時３０分 １４時

外科 午
前
１診 猪飼 手 術 担当医 

（予約制、８:４５～９:３０）
担当医 《乳腺内分泌外来》 

藤原 ７時４５分～１１時３０分 ８時４５分
水曜及び金曜の乳腺内分泌外来は完全予約制

２診 内藤 　〃 　〃

整形外科

午
前

１診 
（新患）

片山 
（新患１５人まで）

松木 １，３，５週 中瀨 
２，４週 仲川 松木 中瀨 ７時４５分～１１時３０分 ８時４５分

月曜１診は午後からの予約診察の都合により
人数を制限 
水曜日は祝・祭日の週は週数に数えません

２診 
（予約）

仲川 
（新患）

仲川 １，３，４週 片山 
２週 中瀨 片山 仲川 　〃 　〃

３診 
（予約）

中瀨 １，２，３，５週 松木 
４週 中瀨 予約制 　〃

４診 
（予約）

松木 　〃 　〃

午
後

１診 
（予約）

片山 予約制 １３時３０分

２診 
（予約）

１，３，４週 片山 
２週 中瀨 　〃 　〃

３診 
（予約）

１週 松木 　〃 　〃

皮膚科
午前 辻井 辻井 辻井 辻井 辻井 ７時４５分～１１時３０分 ８時４５分

午後 辻井 手 術 手 術 手 術 １２時～１６時 １４時３０分

泌尿器科 午前 針貝 北森 井上 ７時４５分～１１時３０分（月・水）８時４５分 （木）９時３０分 予約と予約外の混合診察

眼科

午
前
１診 八木 髙原 八木 八木 担当医 ７時４５分～１１時３０分 ８時４５分

１診・２診ともに予約と予約外の混合診察 
午後の診察、検査、治療などは原則として予約制 
コンタクト外来は第２、第４木曜のみ（新患受付可）

２診 髙原 髙原 　〃 　〃

午後 検査レーザー 検査 コンタクト外来 １２時～１４時３０分 
 （コンタクト外来のみ） １３時３０分

耳鼻 
咽喉科 午後 大西 光田 １３時～１５時３０分 １４時１５分

医師の都合により診察開始時間が遅れる場
合があります 
嚥下評価は要予約（予約受付は月曜と金曜の
１４時～１６時、電話予約可）

専門 
外来 予約

《ストーマ外来》 
専任看護師

《療養指導外来》 
糖尿病看護 
認定看護師

《フットケアＤＭ外来》 
糖尿病看護 
認定看護師

予約制 ９時

《ストーマ外来》初回は外科外来を受診し予約
（電話予約不可） 
《療養指導外来》初回は内科外来を受診し予
約（電話予約不可）

《フットケアＷＯＣ外来》 
皮膚・排泄ケア 
認定看護師

《フットケアＷＯＣ外来》初回は整形外来を受
診し予約（電話予約不可） 
《フットケアＤＭ外来》初回は内科外来を受診
し予約（電話予約不可）

平成３０年４月１日現在舞鶴赤十字病院 外来診療担当医表
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読者の皆様へ編集後記
　紅鶴編集チームでは、皆様の
ご意見、ご感想をお待ちしてお
ります。官製はがきか、病院備
え付けのご意見箱に「紅鶴に
ついて」とお書き添えの上、お
寄せください。ど
んな些細なことで
も結構です。よろ
しくお願いいたし
ます。

紅 鶴
第８７号

題　字
発行所

発行日

名誉院長　横田　敬
舞鶴赤十字病院
舞鶴市字倉谷４２７　ＴＥＬ.０７７３－７５－４１７５
ホームページアドレス  http://maizuru.jrc.or.jp/
平成３０年（２０１８年）４月２６日

発行責任者
編　　　集

印　　　刷

院長　西田　和夫

㈱コザイ印刷　ＴＥＬ.０７７３－７５－１４７５

大田　悦子、小島あかり、佐藤　史昌、里見紀久子、
竹内　隆志、谷内　好美、升本　陽介、水嶋　祐史

（５０音順）

※予約変更のお電話は平日の１４時～１６時にお願いします※予約の有無に関わらず受付が必要となりますので、必ず診察券をご持参ください
　（初診の方は、新患窓口で診察券を作成しお渡しします）

　春は退職、就職、異動、転勤、卒業や入学、引越し等々、自身をとりまく環

境が大きく変わる季節です。読者の皆様も、様々なお気持ちを胸に抱かれ

つつ、新しい季節を迎えられたかと思います。

　私もこの春で部署を異動になり、慣れない環境で若干の不安を感じては

いますが、フレッシュな気持ちで新たな業務に努めたいと思います。　F・S

当院外来受付に置いております。数に限りがございますので、予めご了承くださ
い。なお、当院ホームページから過去分も含め、PDFでご覧頂くことも可能とな
っております。

紅鶴配置場所の
ご案内


