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就任のごあいさつ

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.

高橋　裕行
事務部長

たかはし ひろゆき

　この度、４月１日付けで平成最後の事務部長に採用

されました高橋でございます。前 上山事務部長の後

任となります。どうぞよろしくお願いいたします。

　早速ですが、自己紹介を簡単にさせていただきます。

綾部市で生まれ育ち、地元の高等学校を卒業後、大

学を経て、昭和５６年（１９８１年）４月に京都府に事務

職として採用、３８年間勤務し、この３月に定年退職と

なりました。この間、医療に関しましては、約３年間

（平成２６年５月～２９年３月）、「京都府立医科大学

附属北部医療センター」で教育研究等を担当いたし

ました。

　そうした中ではありますが、ご縁をいただきまして、

歴史と伝統ある「舞鶴赤十字病院」で勤務させてい

ただくことになりました。

　４月１日には、新規採用職員の皆さんとともに、オリ

エンテーションを受け、当院の使命、役割、取組実績

等をお聴きし、他の病院と異なる「赤十字」の責任の

重さを感じたところです。

　ご案内のとおり、現在、国内では、国難とも言われ

る急速な少子高齢化の進展等によって、すべての業

種で未曾有の人出不足となり、４月からは外国人人材

の受入が拡大しております。また国外に目を転じます

と、イギリスのＥＵ離脱問題等、自国第一主義が広が

るなど世界中を不安感、不透明感が覆っております。

　そうした中、４月１日に新元号の発表がありました。

「令和（れいわ）」で、出典が万葉集であることも含め、

意外感を持たれた方も多かったのではないでしょう

か。新たな歴史の扉は、５月１日に開きますが、どのよ

うな時代になるのか期待が大きいところです。「令

和」の時代を担っていかれる皆さん、よろしくお願い

いたします。

　さて、地域医療を取り巻く状況には、大変厳しいも

のがあり、医師の偏在等による医師の確保が喫緊の

課題であり、また、医療を支える人材の確保も課題で

あると伺っております。

　私事で恐縮ですが、この２月に生まれて初めて入院

し、手術を受けました（５日間入院）。初めてのことで、

不安を感じておりましたが、医師、看護師等関係者の

皆さんが親切に対応いただき、不安を何ら感じること

なく、退院することができました。地域で暮らす者と

しての安心感を体験させていただきました。

　今、「顧客志向」ということが、あらゆる業種で叫ば

れ、実践されています。医療におきましては、「患者さ

ん第一」ということでしょうか。地域に親しまれ、愛さ

れ、信頼される病院づくりを進めてこられている皆さ

んにとりましては、目新しい言葉ではないかとは思い

ますが、これからも皆さんに心に留め、実践していた

だきたい言葉です。

　また、国を挙げて「働き方改革」が叫ばれ、進めら

れております。こうした時代の変化、要請にも対応し

ながら、今後とも西田院長のリーダーシップの下、そ

れぞれの職種の皆さんが大いに活躍いただき、チー

ムとして機能する病院づくりを進める必要があると

思います。事務部の長としましても、皆さんからのご

指導、ご助言をいただきながら、微力ではありますが、

ない知恵を絞りながら工夫を凝らして取り組んでまい

りたいと存じます。

　『郷に入っては郷に従え』の教えどおり、私も早く

当院の風土に慣れていきたいと思いますので、分かっ

ていないことなど教えていただきますと幸いです。

　結びに、新たな元号がスタートする「令和元年度」

の皆さんのご活躍とご健勝をお祈りし、意を尽くしま

せんが、ごあいさつとさせていただきます。重ねまし

て、どうぞよろしくお願いいたします。
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職場紹介
●文　地域医療連携係長  松井　孝徳

　地域医療連携課は昨年４月から看護師が１名増員し現在は６名体

制（うち１名は育休中）となり、事務員２名、看護師１名、MSW３名で

活動しています。

　地域医療連携課の主な業務は、前方連携と後方連携に分かれてお

り、前方連携は開業医の先生方や他の病院からの診療や検査の予約

業務。後方連携は、院内では医師、看護師、リハビリ、栄養課など他

職種と連携したり、院外ではかかりつけ医やケアマネージャー、サー

ビス事業所等とも連携を図り、患者さんが退院後に不安なく安心し

て生活が送れるよう細やかで必要な情報提供や支援を心がけたソー

シャルワーク業務をしています。

　その他、入院や通院に伴って起こる患者さんやご家族のいろいろ

なご相談に課員全員で、できる限り迅速に対応したいと思っておりま

す。治療や退院、医療費に関すること、施設入所、在宅介護、介護保険に関すること、かかりつけ医に関することな

ど、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

まつい たかのり

人事だより Personnel Changes

【採用】
臨 時 主 事

事 務 部 長

臨床検査技師

理学療法士

視能訓練士

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

調　理　師

看 護 助 手

麻酔科部長（嘱託）

第三内科部長（嘱託）

平成３１年２月１２日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付

【退職】
臨時看護助手

臨時臨床検査技師

事 務 部 長

麻酔科部長

検 査 部 長

理学療法士

言語聴覚士

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看 護 助 手

【転出】
看　護　師

看　護　師

塩　根　照　代

永　井　早　苗

上　山　勇　治

滝　澤　洋　之

安　威　俊　秀

青　木　敏　晃

松　本　夢　生

岸　本　　　夢

瀬　野　志　保

藤　元　香　菜

山　内　貴世美

松　村　成　美

髙　木　寿　子

中　田　晴　江

高　橋　裕　行

西　原　莉　子

土　井　綾　乃

酒　井　奈　々

角　谷　夏　海

兼　松　幸　恵

西　郷　綾　乃

林　　　美　季

矢　野　拓　海

北　仲　萌　友

野　口　知　愛

廣　野　夏　海

藤　光　麻　衣

平　瀨　則　芳

山　内　敦　子

滝　澤　洋　之

楊　　　博　嗣

平成３１年１月３１日付

平成３１年３月２５日付

平成３１年３月３１日付

平成３１年３月３１日付

平成３１年３月３１日付

平成３１年３月３１日付

平成３１年３月３１日付

平成３１年３月３１日付

平成３１年３月３１日付

平成３１年３月３１日付

平成３１年３月３１日付

平成３１年４月１日付

平成３１年４月１日付
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病 気 治 療と

　眼科疾患の中で、可能な限り早急に診察と治療を行う必要があるものを、眼

科救急疾患と呼びます。代表的なものとして、様々な外傷や、急激な視力低下

をきたす網膜動脈閉塞症（図1）、急性緑内障（図２）が挙げられます。たとえそ

の診断が行えたとしても、治療が困難なこともありますが、早急な治療によって

回復する場合もありますので、様子をみることなく受診することが大切です。今

回はこの代表的な眼科救急疾患について、いくつかお話しします。

穿孔性眼外傷
　外傷の中で特に注意が必要なものは、穿孔性

眼外傷です。「草刈り中に」、「ハンマーで金属を

叩いた時に」など何らかの異物が眼球の中に飛入

した場合は、除去することが重要です。異物除去

とともに細菌感染治療、穿孔部位の縫合が必要

ですので可及的速やかに手術を行います。これら

の外傷では、予防的にメガネ（ゴーグルなど）を

使用していれば防げたのではないかという例が

多くあります。

　異物が眼内に飛入しなかった場合でも、角膜や

強膜に裂傷が生じることがあり、この場合では縫

合を行いますが、特に角膜裂傷では術後に乱視が

生じ、視力低下が残存することがあります。過去

の例としては、「ゴルフボールが当たった」、「早

く冷やそうと思って冷凍庫に入れていた瓶の炭

酸飲料を取り出した瞬間に瓶が破裂し、破片が当

たった」などがあります。

網膜動脈閉塞症
　次に網膜動脈閉塞症についてお話しします。網

膜には網膜動脈と静脈があり、眼底検査では血

管の色、太さなどの違いから簡単に見分けること

ができます。網膜静脈の閉塞では、網膜に出血が

生じ、黄斑部という視力に影響する部位に浮腫

（むくみ）が生じることがあります。この病気の

経過は比較的ゆっくりですので、通常の外来診療

で発見することがあり、治療も計画的に行い、経

過観察を行います。しかし、網膜動脈の閉塞が生

じた場合、特に網膜中心動脈閉塞症では急激な

視力障害や視野障害が生じます。

　もし、このような症状に気がつけば、早急な受

診が必要です。発症から受診、診断が早ければ治

療による改善の可能性がありますが、発症から数

時間程度過ぎてしまうと網膜に不可逆的な変化

眼科救急疾患について
様々な外傷や急激な視力低下・視野障害など
迷わず救急受診をすべき代表的な疾患の
一部をご紹介します。いざというときのために
なんとなくでも知っておくと安心です。

●文 八木　秀和
やぎ ひでかず

眼科部長

網膜動脈閉塞症の中でも、図1では網膜中心動脈
閉塞症が生じており、網膜全体の血流障害により
網膜混濁が生じ、黄斑部にcherryredspotが認
められます

【図１】 網膜動脈閉塞症
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が生じると考えられていますので、不幸にも気が

つくのが遅れた場合では回復が困難な場合が多

いのが実情です。覚えておくと良いこととして、

眼球に限らず、動脈の閉塞は急激な症状があり、

治療も速やかに行う必要があるということです。

急性緑内障
　年間に数例ある疾患として、急性緑内障があり

ます。今回お話しする急性緑内障の中でも緑内障

発作、急性閉塞隅角緑内障などと呼ぶタイプの緑

内障は、急激な眼圧上昇により、眼痛、結膜（白

目）の充血、角膜の浮腫による混濁、さらに全身

症状として、悪心、嘔吐、頭痛などが生じること

が多くあります。この疾患は比較的高齢者に生じ

ることが多く、眼科での診察を受けたことがない

人に生じることが多いかもしれません。

　理由の一つとして、日常の眼科診察では、前房

が浅い、隅角が狭い、白内障が進行している、遠

視が強いなど、いくつかの特徴的な所見を認めれ

ば、緑内障発作が発症する危険性が高い（図３）

と判断し、発作が生じていない段階で予防的な

治療を勧めているからです。予防的な治療として

は、レーザーでの治療（図４）や水晶体を取り除く

手術治療（図５）があります。これは発症後でも同

じ治療を行いますが、発症後での手術は難易度

が増し合併症が生じる危険性がやや高くなります。

　緑内障の治療で何故水晶体を取り除くのかで

すが、眼圧が上がる原因として水晶体と虹彩の関

係が悪化して房水の出口である隅角が閉塞してし

まうからです。ちなみに、水晶体を取り除いた後

は、多くの場合眼内レンズを挿入することができ

ますが、まれに水晶体を支えていたじん帯が弱い

場合があり、挿入が困難なことがあります。

まとめ
　今回の内容はいかがでしたか。難しいお話しで

あったかもしれませんが、なんとなくでも知ってお

くことは大事なことです。患者さん自身が、急い

で受診をした方が良いのかどうかの判断はなか

なか難しいことですが、今回お話しした病気は迷

わず救急受診をすべき疾患です。眼科の病気に限

りませんが、救急受診のあり方は世の中で問われ

ている事柄ですので、ご参考になればと思います。

緑内障発作では、結膜充血、角膜浮腫、対光反射
消失、中等度散瞳、浅前房、隅角閉塞を認め、眼
圧が非常に高くなっています

【図２】 緑内障発作

【図３】 緑内障発作が生じる可能性が高い状態

【図４】 レーザーで虹彩に小さな穴を開けた状態

【図５】 水晶体を除去することで、前房が深くなり、
　　　　隅角が広くなり、緑内障発作が生じにくい
　　　　状態になります
　　　　（眼内レンズが挿入されています）



　食品はそれぞれに色々な効
能を持っています。高い効能を
持つ食品であっても、一部のも
のだけを偏って食べ続けてしま
うとからだの中でうまく代謝さ
れずその効能を生かせないこと
もあります。
　旬の食品を中心に
できるだけたくさん
の種類を食べるよう
心がけましょうね。
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呼吸療法認定士の資格取得を通して

　今回、三学会合同呼吸療法認定士の試験を受け、資格を取得することができました。
三学会とは、日本胸部外科学会・日本呼吸器学会・日本麻酔科学会からなります。資格
取得には認定講習会の課程を履修することが必要で、認定試験において一定の合格基
準に達した者にその資格が与えられます。私も昨年８月に講習会を受け、１１月に受験
をしました。
　当院は、整形外科・外科・内科など様々な診療科があり、医師の指示により患者さんに
対しリハビリテーションを行っています。呼吸器疾患、または他の疾患が原因で呼吸不

全をきたしている患者さんのリハビリテーションを担当させていただくことも多くあります。呼吸に関して何らかの
問題を抱えた患者さんを担当させていただく際に、評価やリハビリテーションについて悩むことがあり、そこで呼
吸療法についてもっと深く勉強したいという思いを持つようになりました。そんな中、面談で課長にこの思いを伝え
たところ、このような資格があるということを教えていただき、呼吸について勉強ができるならと受験することを決
めました。
　勉強の内容は、基礎的な解剖・生理から始まり、検査・病態・薬・人工呼吸器に関することなど多岐にわたります。
大学生以来の受験でしたが、仕事と勉強を両立するという大変さを感じました。しかし、毎日勉強し知識を増やし
ていけるとても充実した日々でした。また勉強をしていくなかで、臨床の場での患者さんを診る視点が広がり、以
前より細かい評価を行い、より根拠を持ってリハビリテーションが行えるようになっていきました。合格通知が届
いた時は、とても嬉しく達成感を感じたと同時に、身が引き締まる思いがしました。
　呼吸療法認定士の資格取得はゴールではなく、呼吸療法のさらなるレベルアップやこれからの学習のスタートだと
思っています。まだまだセラピストとして未熟者ですが、リハビリテーションを通して患者さんが自分らしく生活でき
るお手伝いができればと思っています。これからも日々勉強し、経験を積んでいきたいと思います。

たかはし あきこ
医事課 臨時主事　髙橋　亜紀子

診療情報管理士の資格を取得しました！

　この度、私は２年間の通信教育を経て、無事 診療情報管理士の認定試験に合格すること
ができました。私が診療情報管理士を目指したのは、当院が出来高算定からDPC算定病院
に変わるという節目の時に医事課入院係として業務をさせて頂いていたのがきっかけです。
　DPCでは「医療資源を最も投入した傷病」をキーとして診断群分類を決定していくとい
うのが重要になってきます。この他にもデータ提出やがん登録といった業務も行っており、
専門的な知識の必要性を感じ、きちんと身につけて業務に取り組みたいと思ったからです。
　２年間の通信教育では、仕事が終わってから家庭での学習時間の確保も難しく、年に２回、３日間の泊りでのス
クーリングへの参加やレポートの提出、修了試験など学習内容も多く途中で心が折れそうになったこともありまし
た。しかし温かく見守り励まして下さった職場の皆さんや家族の支えもありここまで頑張ることができました。
　合格がゴールではなく、診療情報管理士としてこれからがスタートだと思っています。今後、実際に学習したこと
が業務に活かせるよう努力したいと思っておりますのでよろしくお願いします。

やました み ゆ
リハビリテーション科部 理学療法士　山下　美優

医食
同源
栄養課
だより

～病気を治療するための薬と食事、根源は同じ～
春は悪寒、イライラ感が起こりやすい季節といわれています。

からだを温める効果のあるえびと疲労回復や便秘改善にも

効果があるグリーンピースを使った春らしいレシピをご紹介します。

材料【１人分】

作り方

１ えびは洗って水けをふき取る。エリンギは食べやすく切る。玉ねぎは角切りにする。グリーンピースは下ゆでする。
２ フライパンにごま油を熱し、えび、玉ねぎ、エリンギを入れ炒める。
３ 火が通ったらグリーンピース、鶏ガラスープの素、水（１/２カップ）を加えてひと煮立ちする。
　 塩・こしょうで味付けして、水溶き片栗粉でとろみを付ける。

エネルギー....................１３３kcal
たんぱく質.......................１４g
食物繊維.........................３.４g
鉄　分..............................１.１g
塩　分.............................０.９g

むきえび
グリーンピース
エリンギ
玉ねぎ

６０g
２０g
４０g
２０g

鶏ガラスープの素
塩
こしょう
水溶き片栗粉
ごま油

２g
０.５g
適宜
適宜
５g
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歌
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俳 
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　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
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IInformation

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

● 日　　時／

● 会　　場／
● 講習種別／
● 講習内容／
● 担当指導員／

６月６日（木）
１３時３０分～１５時
舞鶴市西市民プラザ
幼児安全法短期講習
幼児安全法
吉田 優美

　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。

２０１９年  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

理学療法士

薬剤師

角出糖尿病看護認定看護師

臨床検査技師

管理栄養士

あなたに合った運動療法を見つけよう！

知っておきたい、糖尿病のお薬

糖尿病と腎臓のはなし～尿に蛋白がおりているとは？～

血糖を測ってみようpart1　検査データのみかた①

血糖コントロールのための食事とは！？

内容「テーマ」 担当者

5月15日（水）

6月19日（水）

7月17日（水）

　誰もが迎える高齢期を健やかにすごすための自分自身の健康管理や介護
予防、地域でのボランティア活動やおうちでの介護の方法を学べる講習です。
この講習参加には、事前の申し込みが必要です。
下記までお電話でお申込みください。

● 日　　程／

● 場　　所／
● 費　　用／
● 申込締切／

動きやすい服装で
ご参加ください

事前申込
不要

５月２５日（土）９時～１６時
５月２６日（日）９時～１６時
舞鶴赤十字病院 東館講堂
９００円（障害保険料含む）
５月１０日（金）



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）

（午前） 
榊原

（午前） 
榊原/米山

（午前） 
榊原

（午前） 
宮脇

（午前） 
楊 ７時４５分～１１時３０分（月）     ９時４０分（火～金） ８時４５分

火曜の初診の方は榊原医師が診察します
再診 
（予約）

米山
西田 西田 西田

西田
予約制 ８時４５分

楊 米山

専門外来 
（予約）

《糖尿病外来》 
芳村

《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

午後 
（予約）

（新患） 
酒田 休 診 休 診 休 診 （再診） 

酒田 予約制 １３時２０分

月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

神経内科 予約 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 担当医 休 診 休 診 担当医 担当医 ７時４５分～１１時３０分 ９時３０分

予防接種については調整中です
午後 担当医 休 診 休 診 担当医 担当医 １３時～１５時３０分 １４時

外科 午
前
１診 猪飼 担当医 担当医 内藤 《乳腺内分泌外来》 

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

２診 担当医 〃 　  〃

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 ( 片山医師 )は原則１５人枠ですが、
予約診察の都合によりその日の受付枠が変
動する場合があります 
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 １３時～１６時 １４時３０分

泌尿器科 午前 針貝 北森 中村 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 鯉田 足立 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）

２０１９年４月２２日時点舞鶴赤十字病院 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９１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３１年（２０１９年）４月２５日

発行責任者

編　　　集

印　　　刷

院長　西田　和夫

網谷　典子、小島あかり、里見紀久子、竹内　隆志、

升本　陽介、水嶋　祐史、吉田　優美、若槻　　翔

㈱コザイ印刷　ＴＥＬ.０７７３－７５－１４７５
（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）

　全国的に猛威を振るったインフルエンザも落ち着き、暖冬だったとはいえ、
やはり春の息吹を感じるのはとても気分がいいものです。
　当院では新職員を迎え、みなさまにより一層信頼される病院づくりを目
指していく船出の季節でもあります。
　この紅鶴も新年度最初の発刊であり、読者の皆様にとって楽しい広報誌
をお届けできるようにしたいと思います。１年間よろしくお願いします。Ｙ．Ｍ

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

無に関わら
患窓

無に関
は、新患は

※予約の有無※予約の有無※予約の有無
（初診の方は方は（初診の方（初診の方

紅鶴紅鶴
い
っご案内ご案内

鶴配
案内

鶴配配 院

　全国
やはり
当院
て
の
届

ややは
当
して
こ
お

ややや

当院
い な
当当
い

所の所の 当の所の配置場所配置場所配置場所 当院当

を

当の所の置場所

当
指し
こ

をお

指

を

指

を

指

を


