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　京都府南部の古代の国名。平城京から見て奈良山の
向こうにあるから、初め山背、のちに約音されて「やまし
ろ」となった。延暦１３年（７９４）桓武天皇が平安京命
名の際に山城国と改め、ここから「城」を「しろ」と読む
ようになった。しかし奈良の平城京時代には「山代」と
書かれ、薪や材木の採取地の意ともいう。

　摂津国の範囲は、大阪府の北部

の西側と兵庫県の南部、高槻から神

戸の摩耶山までの六甲山系のふもと。

瀬戸内海のどん突きに堺・難波・武

庫（西宮市）の港ができて津の国と

呼ばれ、国と港を治める役所・摂津

職がおかれた。難波は暗峠で奈良と

つながり、淀川で京都へ行ける。国名

を定めるとき官職名を国の名とした。

 古くから若狭では製塩が盛んで、奈

良の平城宮跡から出土した木簡で若

狭から送られたことがわかる。若狭の

名の由来は「岬で分かれたところ（海

岸）」と考えられるが、もとの小地名は

見つかっていない。地名説話に、昔男

女有りて夫婦となり、長寿にして顔貌

若きこと少年の如し。のち神となる。よ

りて若狭の国という。
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令和元年度にあたり
　新しい元号となり早くも二か月以上経過し、

「令和」の命名に馴染んできたと感じる方も多

いのではないかと思います。本年は昨年と異な

り当院の医師の異動も少なく診療体制に大きな

変化はありませんが、内科、消化器内科の医師

不足は明るい見通しが立っていません。その中

で今まで外来診療をされていた小児科医師が４

月に退職され、新たに若手小児科医師に来てい

ただけることになりました。現況では毎週月、木、

金曜の週３回の外来診療体制ですが少しでも西

舞鶴の小児診療に貢献できればと考えています。

　舞鶴の医療体制を考えた場合、以前にも指摘

しましたが市内各病院の医師不足が特に内科を

中心に悪化しています。当院においても以前か

らいた消化器内科、循環器内科医が減少し日常

診療に支障が出ています。そのため内科疾患で

は他の病院に紹介転院となるケースも多くみら

れます。また外来の縮小や、紹介患者さんの受け

入れの制限などをせざるを得なくなるなどの弊

害が出ていることも事実です。何とかこの状況

を打破するため新たなマンパワーの確保に取り

組み、総合診療科の立ち上げを行いました。そ

の結果内科系の新たな患者さんの受け入れが可

能となり、診療所からの紹介にも対応が可能と

なりました。まだ人員は一名ですが今後さらなる

人員の確保や、京都市内病院との連携により若

手医師が研鑽できる病院づくりを目指せればと

考えます。

　さらに病院全体として救急はもとより、病院

にかかりやすい環境を作ることが重要と思いま

すので、すべての科においてはじめて受診される

方に適切な対応ができることを第一目標として、

地域医療に邁進していく所存です。

　最後に当院の特徴である急性期、回復期、慢

性期そして在宅にも対応可能な舞鶴市における

唯一の施設であることを強みとして、また赤十

字の使命である災害救護にも貢献できる体制を

維持していかなければと思います。そのためにも

今後も舞鶴市内の他施設と連携、協調しながら

堅実な医療提供を心掛けたく思いますのでどう

かよろしくお願い申し上げます。

西田 和夫
院 長

にしだ かずお

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.



　現在、医師２名、理学療法士２５名、作業療法

士１０名、言語聴覚士３名、助手４名の総勢４４名

が在籍している大所帯部署です。

　リハビリテーションセンターは東館２階のエレ

ベーターを降りた正面にあり、開放的なセンター

となっています。日々、このセンターで患者さんが

「身体が楽になるように」、「歩けるように」、

「仕事ができるように」、「スポーツができるよ

うに」など様々な思いで身体の機能・能力回復

に努められていて、セラピストがそのサポートを

しています。また、ご自宅で看護、介護を受けて

おられる方にも訪問してサポートをしています。

　リハビリテーションと言いますと、「痛いことをされる」というイメージが先行することが多いかと思います。もちろん

治療上、痛みを感じさせてしまうこともありますが、可能な限り痛みをださないように、すべての患者さんを笑顔にした

いという強い思いで業務を行っています。

3

職場紹介
●文　第二リハビリテーション課長  水嶋　祐史

みずしま ゆうじ

●栄養課長
網谷　典子
あみたに のりこ

人事だより
Personnel Changes

【採用】
臨時看護助手

看　護　師

看　護　師

臨床検査技師

看　護　師

令和元年５月１３日付

令和元年６月１日付

令和元年６月１日付

令和元年７月１日付

令和元年７月１日付

【退職】
小児科部長（嘱託）

看 　 護 　 師

看 　 護 　 師

看 　 護 　 師

【転出】
看　護　師

世　良　憲　正

米　谷　　　優

大　槻　美　雲

竹　内　り　え

齋　藤　千　晶

仲　　　祐　子

追　田　さゆり

西　川　由美子

内　藤　雄　治

坪　井　　　蘭

平成３１年４月１９日付

平成３１年４月３０日付

平成３１年４月３０日付

令和元年６月３０日付

令和元年７月１日付

　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。

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～

材料【１人分】

もうかさめ
塩
こしょう
小麦粉
卵
パン粉

６０g
０.３g
適宜
３g
３g
１０g

油
アスパラガス
塩
レモン
タルタルソースorウスターソース

６g
３０g
０.２g
１０g

お好みで

エネルギー（kcal/１００g）

たんぱく質（g/１００g）

脂質（g/１００g）

ドコサヘキサエン酸〈DHA〉（%）

鉄分（mg/１００g）

ビタミンＢ６（mg/１００g）

ビタミンＢ１２（μg/１００g）

一般成分分析表
（宮城大学調べ）

１２７

２６.１

２.５

２２.６

５.１

０.７４

６.７

４９８

１１.７

４７.５

０.０

０.９

０.２３

１.１

２６３

１９.３

１９.２

０.１

０.３

０.３２

０.３

１３８

２２.０

４.８

０.２

２.１

０.２２

０.６

鶏肉
（もも皮無）

豚肉
（ロース）

牛肉
（サーロイン）

もうか
（尾部肉）

　毛鹿鮫（もうかさめ）はマグロ漁で混載することが多く、宮城県気仙沼

で大量に水揚げされ東北で多く出回っています。さめにしては比較的アン

モニア臭が少なめであるため食用に適しており、低カロリー高たんぱくでＤＨＡ含有

量が高く、鉄分・コラーゲン・ビタミンＢ6・ビタミンＢ12なども豊富で栄養的に優れ

た食材です。買い物で見つけたらぜひ試してみてくださいね。

「毛鹿鮫」をご存じですか？
もう か さめ
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がん化学療法のおはなし

がん化学療法
（抗がん剤治療）について
がん治療の柱の一つである①「抗がん剤治療」と
②「副作用に対するセルフケアの大切さ」について
ご紹介します。

●文 水野　雅之
みずの まさゆき

がん化学療法
看護認定看護師

　一生のうちに、２人に１人は何らかのがんにかかるといわれています。

そのため、がんはすべての人にとって身近な病気といえます。がんは、全

身のあらゆる場所に発生する可能性があります。胃や肺、肝臓などの内

臓だけでなく、血液や骨、皮膚などにできるがんもあります。

　がんに対する治療法としては、①手術療法 ②薬物療法（抗がん剤、ホルモン剤、免疫賦

活剤等） ③放射線療法 の大きく３つに分かれています。今回は②の薬物療法の中のがん

化学療法（抗がん剤治療）についてお話しします。

罹患数が多い部位（２０１４年度）

男　性

女　性

男女計

１位

胃

乳房

大腸

２位

肺

大腸

胃

３位

大腸

胃

肺

４位

前立腺

肺

乳房

５位

肝臓

子宮

前立腺
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抗がん剤治療について
　がんに対する薬は約１００種類近くあり、そ

の中には飲み薬（経口薬）や注射（注射薬）が

あります。また、薬の種類により投与方法や作

用機序（薬の効き方）もさまざまです。

　がん化学療法（抗がん剤治療）の目的として

は、①治癒 ②延命 ③症状緩和 ④ＱＯＬ（生活

の質）の向上があり、疾患や病状・病期（ステ

ージ）により決まってきます。

　一般的に薬は「効果」と「副作用」の２つの

作用があります。通常、私たちが薬として使用

しているものは、効果のほうがずっと強く、副

作用はほとんどないか、軽度です。しかし抗が

ん剤の場合は、効果よりも副作用の方が強い

場合もあります。また、同じ抗がん剤治療を行

った場合でも、効果や副作用の程度は個人差

があります。しかし、抗がん剤治療による副作

用を抑えるための「支持療法薬」（例：副作用

の１つである嘔気・嘔吐を抑えるための吐き気

止めの薬など）も日々進歩しており、以前より

副作用をコントロールすることができるように

なっています。そのため、病院で抗がん剤を受

けられている間はほとんど副作用がありません。

セルフケアについて
　一方、副作用は医療者のいない自宅で経験

されることが多いため、「セルフケア（自分自

身をケアすること）」も必要となります。自宅

で副作用が起きると不安になり、どう対応する

か困ってしまいます。そこで、自分で出来ること

を説明します。抗がん剤治療により体の抵抗力

が弱まることがあるため、①外出時にはマスク

を着用したり、②うがいや手洗いをしっかり行

うことや、③手足の乾燥を防ぐため、保湿クリ

ームを塗ること④お薬を忘れずに飲むことが大

切になってきます。

　抗がん剤治療というと入院して行うというイ

メージがあるかもしれませんが、薬の内容によ

っては外来で治療することも可能です。当院で

はほとんどが外来で行っています。

　具体的には、半日外来で点滴をして、午後か

ら仕事に行かれる方もいます。このように抗が

ん剤の点滴を終えれば、自宅で安静にしていな

ければならないというわけではありません。

　つまり、抗がん剤といっても、ふつうの点滴

のように過ごしていただいてよいということで

す。点滴治療中は、看護師が側で観察し、具体

的に自宅での過ごし方も説明していますのでご

安心ください。また、必要に応じ①薬剤師 ②

栄養士 ③医療ソーシャルワーカー ④理学・作

業療法士とも連携し、抗がん剤治療を行いな

がらも、「その人らしい」生活が送れるよう担

当スタッフとともにサポートを行っています。

　何かあれば、なくとも気軽に外来看護師にご

相談ください。

当院のがん種別がん化学療法件数（２０１８年度）

乳　癌

大腸癌

胃　癌

１１４件

１１３件

２３件

膵臓癌

胆道癌

肺　癌

６件

６件

６件
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赤十字健康生活支援講習を開催しました

健康生活支援講習を受けて

やました
医療社会事業課長　山下　さとみ

「舞鶴日赤ボランティア会」のみなさん、
長い間ありがとうございました

　舞鶴日赤ボランティア会が、３５年の歴史に幕を閉じるこ
とになりました。
　舞鶴日赤ボランティア会は、昭和５８年７月２１日に、当時
の院長の「病院と地域の架け橋になってほしい」との言葉を
受けて発足しました。
　発足当初は３０名と会員も多く、活動範囲も広くさまざま
なことにご協力いただいておりましたが、会員の高齢化等により少しずつ活動の中身も変化し、ここ数年は病棟
への移動図書、診療に必要な材料等の縫製、車椅子の点検を中心にお手伝いをしていただいていました。中でも
移動図書は結成当時から続けていただいており、大変歴史のある活動のひとつで、入院されている患者さんの中
には、２週間に１度の活動日を心待ちにされている方もおられたようです。長い療養生活において、この移動図書
が入院患者さんにとっての、心のよりどころとしてなくてはならないものとして存在していたのだと思います。
　また、平成２６年の本館改修工事に伴い出入り口が変更になった際には、外来患者さん、来院の方々が迷われ
ないように案内役をお手伝いいただきました。ボランティアのみなさんの声かけが、病院に不慣れな患者さんに
とってはとても心強く、安心につながったと思います。
　他にも、クリスマスや七夕の行事の時には、入院患者さんへのプレゼントや行事への送迎など、様々な場面で
患者さんだけでなく私たち職員も支えていただきました。
　「患者さんの回復を願い、家庭的なぬくもりを届けたい」という思いのもと、日々活動いただいたこと、心から
感謝申し上げます。
　３５年間本当にありがとうございました。

だいどう ち ほ
訪問看護ステーション 看護係長　大堂　千穂

赤十字健康生活支援講習を終えて

こもり ゆきえ
５階病棟係長　小森　亨枝

　私は、５月２５・２６日に東館講堂にて行われた赤十字健康生
活支援講習に参加しました。
　この講習は、赤十字が行っている事業の１つであり、誰もが
迎える高齢期を健やかに過ごすために必要な、健康増進の知
識や高齢者の支援・自立に向けた介護技術の習得を目的として
います。高齢者の特徴を理解し、起こりやすい事故の予防や、日
常生活の自立に向けた介護技術について、講義や演習を通して
学びました。
　健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間を健康寿
命というのはご存じでしょうか。この健康寿命を延ばすために
は生活習慣を見直すことが大切であり、自分自身の健康につい
てあらためて考える機会にもなりました。
　病棟で患者さんに援助を行う時だけでなく、家族や自分自身
の健康維持のためにもすぐに実践できる技術もたくさんあり、
大変意味のある講習でした。

　令和元年５月２５・２６日に当院で行な
われた「健康生活支援講習」に参加させて
いただきました。
　私が勤務している訪問看護ステーショ
ンでは、ご自宅で療養生活を送られている
方のもとへ訪問し看護サービスを提供し
ています。この講習で学ぶことは、生活を
支援するための方法や技法でもあり、病院
でも訪問先でも応用できると思い参加さ
せていただきました。
　講習では、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
護技術を学びました。
　今、日本の平均寿命は男女とも世界の
トップクラスです。平成２９年度の舞鶴市
全体の高齢化率は３０.７％であり、地域に
よっては５０％を超えるところもあります。
高齢になるほど健康の大切さを痛感し、で
きることなら元気で自立した生活を続け
たいと誰もが願うことでしょう。健康寿命
を延ばし、ご自宅での生活が安心して継続
できるよう私たちもお手伝いさせていた
だきたいと、この研修を終えて改めて感じ
ました。



　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

8月21日（水）

9月18日（水）

10月9日（水）
《第2水曜日》

IInformation

４Ｆ看護師

視能訓練士

眼科医

訪問看護

３Ｆ看護師

こんなときどうする？
日常生活の注意点  ～シックデイルール～

糖尿病網膜症の検査
～糖尿病だと目の検査をするのはどうして？～

糖尿病網膜症って？

健口生活～糖尿病とお口の関係～

あなたの足は大丈夫？～糖尿病と足病変～

内容「テーマ」 担当者

舞鶴市西市民プラザ 災害時の高齢者支援
健康生活支援
短期講習

山本　朋美

会　場 講習種別 講習内容 担当指導員日　時

１３：３０～１５：００
10月2日（水）

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

短 

歌
﹇
作
者
５０
音
順
﹈

俳 

句

　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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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 予防接種の予約受付は以下のとおりです 

（受診歴あり）火曜、水曜の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） 休 診 休 診 予防接種 

（完全予約制）
予防接種 
（完全予約制） 予約制 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 毛利 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７月１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９２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/
令和元年（２０１９年）７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、瀬野　進一、
竹内　隆志、中口　真一、升本　陽介、水嶋　祐史、
吉田　優美
㈱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）

　色とりどりの紫陽花に、梅雨の訪れを感じる季節となりました。

何年か鉢植えで育てていた紫陽花を、今年は庭に植え替えました。

のびのびと大きく育ち、きれいな花を咲かせてくれるといいなと

思っています。新しい「令和」の時代も、美しく平和な時代になる

といいですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Y・Y

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


