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　もとは木津坂で、峠の向こうの福井県高浜あたりを
かつて木津といった。高浜の町中にある西福寺の山号
は木津山といい、寺の前が船着場で材木の集散地。そ
ういうところを木津と呼ぶ。木津へ行く峠だから「きつ
さか」で、言いにくいので「きっさか」となまった。普通
「きづ」と濁るが、昭和以前は濁点をつけなかった。

　舞鶴から桑田郡日吉町胡麻へ行く

道だから胡麻峠５２４ｍという。祖母

谷川をさかのぼって多門院黒部から

南の山に分け入ると、三国岳の西麓

にある。下胡麻村はそのあたりでは珍

しい大村で、西方に胡麻牧（『延喜

式』）と呼ばれる牛馬を貢進した広い

高原があった。胡麻という地名は、

「駒」が転じたと言われているが疑問。

　国土地理院の地図で、中舞鶴の余

部上から国道２７号線を上安方面に

行くと、トンネルがあり榎隧道と書い

てある。榎は高さ２０ｍほどにもなるニ

レ科の大木で、江戸時代に一里塚や

峠に植えられた。だから街道筋には今

でも残っていて目印になっている。峠

の麓から発した榎川が、長い時間をか

けて余部上の谷を作った。

写真提供／病棟係長  辻  晶子



2

看護部長就任のごあいさつ

前看護部長退任のごあいさつ
佐竹 孝惠
前看護部長

さたけ たかえ　令和元年度の退職者を代表し、最年長者として一言、

御礼を申し上げます。

　最初に、新型コロナウイルス対応に日々携わってお

られる職員の皆様を労い、そして感謝を申し上げたい

と思います。

　赤十字の思いを共にする舞鶴日赤の仲間たち、そし

て名誉院長はじめ諸先輩方が「愛おしい」と表現され

るこのような職場に出会えたことは、職場を去る私た

ちの大きな財産であり、明日から歩く道を支えてくれ

るものと思っております。多くの学びを与えてくださ

った患者家族の皆

様、関係各位、様々

な場面で支えてくださった諸先輩方、全ての職員の皆

様に心から感謝いたします。

　地域医療の大きな課題へ、新型コロナウイルスへ

の対応に、気が休まる時は少し先かもしれませんが、

こんな時代だからこそ、舞鶴赤十字病院のますます

のチャレンジと役割発揮を、そして皆様方のご健勝と

ご活躍を祈念して、感謝とお別れの言葉とさせていた

だきます。

　世界各国、日本国中で、新型コロナウイルスの暗雲

が立ち込めています。そのような中、舞鶴の満開の桜

が私を出迎えてくれました。この度、看護部長に就任い

たしました奥野でございます。佐竹看護部長の後任と

なります。滋賀県の長浜赤十字病院に３４年間勤務し、

４月１日付けで舞鶴赤十字病院に転任いたしました。

　各医療施設で感染対策が実施されている３月中旬、

初めて舞鶴赤十字病院を訪れました。通用口を正面玄

関一か所にし、外来患者さんのトリアージが実施され

ていました。看護部長室にご案内いただき、佐竹看護

部長から引き継ぎをしていただきました。

　佐竹看護部長にたくさんのお話をいただきましたが、

その中で印象に残ったことの一つが、舞鶴赤十字病院

設立の成り立ちについてでした。戦後の西舞鶴には病

院がなく、地域住民の強い要望と熱心な陳情によって

昭和２８年に、西地区唯一の公的病院である舞鶴赤十

字病院が誕生したことを知りました。６７年経った現

在においても地域の為に存続し、病院の機能を果たし

ておられることを教えていただきました。

　近年少子高齢化社会の中で、国を挙げて地域包括

ケアシステムが強く推進されています。だれもが住み

慣れた地域でその人らしく暮らしていけるように、私

たち医療職の役割を果たすことが重要といわれてい

ます。舞鶴赤十字病院は、地域包括システムの中核を

担えるよう急性期から回復期機能、訪問看護ステーシ

ョンをもつ病院として「時々入院・ほぼ在宅」の実現

を目指し、地域医療に貢献することを基本理念に表明

されています。看護部においても、「地域包括ケアシス

テムの参画」を活動目標に掲げ、地域包括システムで

活躍できる看護師の育成を責務とし、人生会議・意思

決定支援や、入退院支援在宅療養支援を行い、患者・

家族・地域ケア提供者が安心して退院でき、在宅療養

が続けられるよう活動されています。

　今年度の診療報酬では、「医療従事者の負担軽減、

医師等の働き方改革の推進」がトップの重点課題とな

りました。地域において持続可能な医療・介護を提供

するために医療・介護職が働き続けられることが最も

大切とされています。また、２０１８年に日本看護協会

から出されたガイドライン「看護職の健康と安全に配

慮した労働安全衛生ガイドライン－ヘルシーワーク

プレイス（健康で安全な職場）を目指して－」では、７

つの要因への予防と対策について説明されています。

７つの要因の１つ目は、新型コロナウイルス等の生物

学的要因で私たちの健康を脅かす要因です。また、６

つ目の「勤務・労働時間要因」（具体的には時間外勤

務が常態化している、時間外勤務の総時間数が長い

等）も対策をとっていかなればなりません。医療者が

不足している地域にはとても困難な事ですが、医療の

仕事が好きなスタッフが楽しく働き続けることができ、

舞鶴赤十字病院が医療活動を持続していくために乗

り越えなければならない課題です。地域のみなさま、

職員のみなさまにご指導いただきながら、少しずつ取

り組んでいきたいと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。

奥野 佐千子
看護部長

おくの さちこ



　検査課は、米山検査部長と８名の臨床検査技師、１名の事務職員で
業務を行っています。
　臨床検査は大きく分けて「検体検査」と「生理検査」に分かれます。
検体検査は、患者さんから採取された血液や尿、体液の成分や量を測
定したり、その形態を調べたりしています。生理検査は、患者さんに直
に接して調べる検査で心電図や肺機能、超音波検査（心臓、腹部、血管
等）などがあります。他にも午後の外来採血や、血液製剤の管理、手術
室では術中モニタリングなども行っています。
　これら臨床検査は病気の診断、治療経過の確認や重症度、病気の回
復度合いの判定に利用される重要な仕事です。日々精度管理を行い、
新しい知識や技術の習得に励みながら、質の良い検査ができるようにスタッフ一丸となって頑張っています。
※今年度から睡眠時無呼吸症候群の検査を始めます。いびきや日中の眠気が気になる方は一度検査を受けてみませんか。
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職場紹介
●文　臨床検査課　臨床検査課長　高見 昌幸

たかみ まさゆき

熊野　達也外科部長 
兼 放射線科部長 くまの

外　科

新任医師紹介

　はじめまして、この度外科部長として赴任するこ
ととなりました熊野です。よろしくお願いします。
　昨年度までは京都第一赤十字病院で勤務して

おりました。また、以前には福知山市民病院で勤務しており、今回再び
京都北部への赴任となりました。
　これまで培ってきたものを生かし、舞鶴の医療、北部の医療へと貢
献できるように頑張っていきたいと思います。至らないことも多いか
と思いますが、よろしくお願いいたします。

たつや
今里　優希専攻医
いまさと

内　科

　今年度より赴任しました、内科専攻

医３年目の今里です。

　前年度までは久御山の京都岡本病

院で一般内科、内科救急対応をメインに行っていました。

　まだまだ若輩者ではありますが、１日でも早くこの病院

に貢献できるよう頑張りますので、何卒よろしくお願いし

ます。

ゆうき

人事だより人事だより Personnel Changes

臨時看護師

臨時調理助手

看 護 部 長

薬 剤 部 長

病 棟 師 長

看 護 師 長

医療社会事業課長

【退職】
令和２年２月１０日付

令和２年２月２９日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

小　嶋　優　子
中　野　孝　子
佐　竹　孝　惠
土　佐　和　彦
齊　藤　美智子
中　村　和　美
山　下　さとみ

介護福祉士

外科部長兼放射線科部長

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

岩　田　弥　生
内　藤　　　慶
山　内　恵　理
髙　田　博　司
嶋　尻　愛　子
長　谷　奈　々
柴　田　麻　由

看　護　師

看　護　師

臨時看護師

臨 時 主 事

臨 時 主 事

再雇用調理師

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

令和２年３月３１日付

池　田　春　香
西　川　由美子
吉　川　久美子
智　原　　　梓
帶　刀　晴　江
佐　藤　富　子

薬　剤　師 令和２年４月１日付須　澤　秀　行看　護　師

【転出】
令和２年４月１日付熊　野　夏　紀 看 護 部 長

外科部長兼放射線科部長

【転入】
令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

奥　野　佐千子
熊　野　達　也

臨時検査助手

臨 時 主 事

臨 時 主 事

臨 時 主 事

臨時看護師

臨時看護助手

臨 時 主 事

管理栄養士

理学療法士

理学療法士

作業療法士

【採用】
令和２年１月２７日付

令和２年１月２７日付

令和２年１月２７日付

令和２年２月１７日付

令和２年３月１日付

令和２年３月１６日付

令和２年３月２４日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

大　嶋　志津子
古　屋　ゆ　か
小　田　陽　子
中　西　　　葵
須　貝　七　海
畑　田　みゆき
濱　田　久左美
藪　井　沙　希
河　村　航　大
下　野　亜　実
馬　場　春　菜

作業療法士

作業療法士

言語聴覚士

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

諸　山　真　衣
佐　野　貴　正
金　子　　　栞
横　田　典　子
小　林　加奈子
高　橋　智　子
水　嶋　真実子
上　島　千　鶴
上　羽　陽　香
梅　原　和　輝
源　　　実　緒

看　護　師

看　護　師

看　護　師

看　護　師

主　　　事

看 護 助 手

臨時看護師

臨時看護師

臨時看護助手

再雇用看護師

専　攻　医

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

令和２年４月１日付

平　山　　　葵
千　﨑　杏　実
橋　本　京　果
林　　　優　花
金　村　碩　伸
中　越　いづみ
齊　藤　美智子
山　下　ゆかり
丸　山　友理子
中　村　和　美
今　里　優　希
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病 気 治 療と

　少子高齢化が言われて久しいですが、京都府北部では高齢

化率（総人口に占める６５歳以上の割合）が高くなっています。

　中丹地域では２０２０年時点で舞鶴市３２.５％、福知山市

３０.０％、綾部市３９.４％となっており、丹後地域の宮津市

では４３.５％、京丹後市３８.２％とさらに高く、一方京都市

は２８.２％で京都府全体では２９.５％となっています。

高齢化により急増している心不全
　このように高齢人口が増加することで疾病

構造にも変化が起こります。特に食生活、車文

化などの生活習慣が変わることで虚血性心疾

患（心筋梗塞や狭心症など）が増加し、高齢化

による高血圧や弁膜症が増えることで心不全

の患者さんが急増しています。

　患者数は全国で約１２０万人、１０年後には

１３０万人に達すると推定されています。米

国の研究によると、５０歳代での慢性心不全の

発症率は１％であるのに対して、８０歳以上では

１０％になることが報告されています。１９８０

年に比べ高齢化率は現在３倍強になっており今

後も心不全患者の増加が続くと予想され「心不

全パンデミック」と呼ばれることもあります。

心不全とは？
　心不全とは心臓に何らかの異常があり、心

臓がポンプとして働かなくなり、体が必要とす

る血液を送り出せなくなった状態です。心臓は

無理をして血液を送り出そうとしますが、この

状態が続けば心臓はやがて疲れて、バテてし

高齢者心不全の問題と対策
高齢化に伴い急増している心不全。
高齢者の心不全の特徴や心不全による
入退院を繰り返さないための日常生活の
生活管理について説明させていただきます。

●文 西田　和夫
にしだ かずお

院 長

舞鶴市 福知山市 綾部市

京都府【中丹地域+京都市】の高齢化率

宮津市 京丹後市 京都市
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まいます。

　このように心不全は一つの病気ではなく、心

臓の様々な病気（心筋梗塞、弁膜症、心筋症な

ど）や高血圧などによる負担がかかった状態

が最終的に至る症候群です。

　心臓から血液が全身にうまく回っていかなく

なると、肺に血液がたまって息切れが起こり、

心臓に血液が十分戻ってい

かないためむくみを引き起こ

します。それ以外には疲れや

すい、不眠症になった、足腰

が冷えるなどがあります。

高齢者心不全の「特徴」
　高齢者の心不全の特徴は、心臓がしっかり

動いているように見えるが、実は心臓が固くな

っているため伸びにくい（拡張障害といいま

す）場合が半数にみられることです。

　これはレントゲンではわかりにくく、心エコ

ー検査や脳性ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮ

Ｐ）の測定が決め手になります。ＢＮＰは心臓

の筋肉から出るホルモンで、心臓に負担がか

かった時、心臓が楽になるために出す危険信

号みたいなものです。高齢女性に多いとされ、

高血圧、糖尿病、肥満者に多く見られます。

高齢者心不全の「問題点」
　さらに高齢者では心不全による入院を繰り

返すことが多く、そのたびに生活の質が損なわ

れていきます。心不全になると息苦しさなどか

らあまり動かなくなり、筋力が低下しフレイル

の状態になります。フレイルとは筋力や心身の

活力が低下した状態を指す言葉で、まだ自立

した生活はできるものの風邪や転倒といった

ちょっとしたことをきっかけに寝たきりなどの

要介護状態になる危険があります。

　またフレイルの状態の人は栄養状態も悪く、

心不全になると治療がむつかしく、なかなか

症状が改善しません。また長期の安静により

高齢者では筋肉量が減少し、筋力や身体機能

が低下しますが、この状態のことをサルコペニ

アといい、心臓にもさらに悪影響が出てきます。

　高齢者心不全の問題点として再入院するこ

とが多く、また入院するたびに全身状態が一

段階ずつ低下し、入院前の状態に回復するこ

とがないことです。注目すべきは再入院の原因

です。「塩分・水分制限の不徹底」「過労」「治

療薬服用の不徹底」などが主な原因です。つ

まり毎日の生活の中で塩分を控える、水分を取

りすぎない、疲れをためない、確実に薬を飲む

ということに注

意すれば、再入

院を防ぐことが

できます。

日常の生活管理が大切
　心不全の治療には薬物治療に加え日常の生

活管理が重要です。生活習慣を変えるには、本

人の自覚も大事ですが高齢者の場合、家族や

周囲の人の協力も不可欠です。基本は塩分制

限・水分制限です。減塩調味料を使い、漬物・

佃煮・みそ汁をやめて、香辛料・レモンで味付

けするなどの工夫が必要です。

　また長時間の入浴は控え、お湯の温度も熱

すぎないよう、さらにヒートショックにならな

いよう、冬場は特に脱衣室と浴室の温度差が

ないように気を付けることも大事です。
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　昨年の１０月１２日、台風１９号が日本各地に多大な被害を与えました。長野
県でも千曲川の堤防が決壊し広範囲で浸水被害が発生しました。その二週間
後、舞鶴から災害ボランティアバスが運行されると聞き、参加させていただき
ました。
　１１月１日の深夜に出発し、現地に着いたのは２日の朝でした。被災地の道

路は泥で覆われ、沢山のリンゴが泥の中に落ち、浸水した家具が道端
に高く積み上げられていました。現場では１班６人で被災家屋からの
泥出し、家具の運び出し作業を行いました。
　二日間と被災地の方にとっては短い期間ですが、微力ながら復興
のお手伝いをさせていただきました。被災地の方々が少しでも早く
元の生活に戻られることをお祈りしております。

ちさか ひとし
リハビリテーション科 急性期入院係長　千坂　仁志

長野県での災害ボランティアに参加して

つじ あきこ
５階病棟 病棟係長　辻　 晶子

日本医療マネジメント学会
第１７回京滋支部学術総会に参加して

　２０２０年２月１５日京都テルサで行われた「日本医療マネジメント学会 
第１７回京滋支部学術総会」へ参加させていただきました。
　発表した演題は「意思決定支援への取り組み」で、２０１９年度５階病
棟スタッフ全員で、試行錯誤しながら取り組んだ内容を発表しました。
　学会の開催テーマも『今見つめ直すチーム医療の重要性～患者と紡ぐ医療を～』であり、患者さんと共に
人生という物語を紡ぐ中で、私たち医療者が「医療」という糸を「紡ぐ」ためには、患者さんの置かれている状
況を理解し、患者さんの意思が十分反映されたものを提供する必要があるという内容でした。私たちの取り
組みと学会のテーマと繋がる部分でもあり、多職種の実践的な発表をたくさん聞くことができました。患者
さんとそのご家族を中心に、チームとして繋がることの大切さを実感しました。今後の看護に生かしていき
たいと思います。

材料【１人分】
たけのこ・・・・・・・・・・

わかめ・・・・・・・・・・・・・

だし汁・・・・・・・・・・

酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みりん・・・・・・・・・・・・・・・

薄口しょうゆ・・・・・・・

６０g
２０g

１００cc
５g
５g
２g

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～

エネルギー..............３８kcal
たんぱく質...................２.５g
食物繊維.......................３.４g
カリウム..................２９０mg
カルシウム................２０mg
マグネシウム............１１mg
チロシン.................１０８mg

　春が訪れ山菜が芽吹く季節になりました。今回の主役は「たけ

のこ」です。原産地は中国で韓国・日本など東アジアを中心に食

されているオリエンタルな食材です。栄養成分では食物繊維・カリ

ウム・チロシン（アミノ酸の一種）が多く含まれるのが特徴です。

チロシンは神経伝達物質の構成要素で脳の機能を高める作用があります。黒

色色素メラニンを作る作用もあるため、多く摂りすぎるとしみ

やそばかすを濃くしてしまうかもしれません。ゆでたたけのこ

についている白色物はチロシンが固まったものなので、食感

はよくありませんが食べても問題ありません。旬の時期にいろ

いろな料理に活用してくださいね。

　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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　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　竹原までお願いします。
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

7

お
詫
び
と
訂
正

紅
鶴
94
号
　
佐
藤 

英
子
さ
ま
の
俳
句
が
、正
し
く
は

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

これらに注意し、ひとりひとりが意識しながら、感染拡大防止に繋げましょう。
文引用：厚生労働省「家庭内でご注意いただきたいこと～8つのポイント～」

●心臓・肺・腎臓に持病のある方、
糖尿病の方、免疫の低下した方、
妊婦の方などは避けましょう

●共用部分を薄めた市販の家庭用塩素系
漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう

●トイレや洗面所は、通常の家庭用洗
剤ですすぎ、家庭用消毒剤
でこまめに消毒しましょう

●洗浄前のものを共用しな
いようにしてください

●こまめに石鹸で手を洗い、アル
コール消毒をしましょう

●鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入
れ、室外に出すときは密閉して捨ててください

●体液で汚れた衣服・リネンを
取扱う際は、手袋とマスクを
つけ、一般的な家庭用洗剤で
洗濯し完全に乾かしてください

●使用したマスクは他の
部屋に持ち出さないで
ください

●マスクの表面には触れ
ないようにしてください

●マスクを外した後は必ず石
鹸で手を洗いましょう
（アルコール手指消毒剤で
も可）

●個室にしましょう

●ご本人は極力部屋から
出ないようにしましょう

●定期的に換気して
ください

ご家庭に
新型コロナウイルス感染が

疑われる場合

家庭内でご注意
いただきたいこと

8つの
ポイント



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） 
今里 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

午前 
（予約）

（新患） 
酒田 休 診 休 診 （再診） 

酒田 休 診

予約制

９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

午後 
（予約）

（新患） 
酒田 休 診 休 診 休 診 休 診 １３時３０分

月曜の当日受診 ( 新患外来 )については、予約枠
に空きがあれば受付可能です
予約枠が一杯であれば、後日の予約となります

神経内科 予約 近藤 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 熊野 《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
リハビリ・装具の相談は水曜１診で対応します

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

毎月第４水曜日は休診します
午後 辻井 手 術 手 術 手 術 １３時～１６時 １４時３０分

泌尿器科 午前 萩原 北森 辻本 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 岡本 吉村 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）

２０２０年４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９５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２年（２０２０年）４月３０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、竹原　　真、中口　真一、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）

　中国湖北省武漢を発端として全世界が新型コロナウイルスの脅威に直面してい
ます。日本国内でもクルーズ船パンデミックや政府による一斉休校要請や東京オ
リンピックの開催延期など異例の事態が続いています。
　未知のウイルスではありますが、ご自身の感染予防策を適切に行うことでウイ
ルスの脅威から身を守ることができます。不必要に怖がらず普段からうがい・手
洗いなどを心がけ新型コロナウイルスに立ち向かいましょう。  　　　　　S.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でご覧いただくことも可能
となっております。

紅鶴配置場所の
ご案内


