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ここらの地名
舞鶴赤十字

病院編 60その

白糸浜［しらいとはま］

朝 代［あさしろ］ 雨 引［あまびき］

　舞鶴に軍港ができることになり、大字森小字浜にあ

った蛭子・水無月（水付き）・稲荷神社を合併して、養

老敷島角に白糸浜神社が創建された。白糸浜とは白

糸を引き並べたような浜という美称。大正２年に合併

し、のち府社にまで昇格した。現在の社屋は大正５年

（１９１６）正月に落慶した。新舞鶴町の総氏神。

　細川幽斎は信長の死後田辺の領

主になり、円満寺村に城と城下町を

作った。幽斎当時の氏神は鵜森神社

だったが、町が出来るにしたがって田

辺町のための神社が望まれるように

なり、元和８年（１６２２）領主京極高

知による丹後国三分＝田辺町成立後

ほどなく朝代神社が創祀された。朝

代とは日の若宮の義とされる。

　城屋にある天引神社は高野川の

上流に接し、川原に続く境内で揚松

明と呼ばれる卜占神事が行われる。高

さ１２、３間の棒の先の茶筅形の火受

を枯竹・松枝で満たす。それを川原に

立て、数十の松明を競って投げ上げ

る。炬火が火受に入って燃え、燃え尽

きれば倒す。大蛇退治、また雨乞い

の火祭とされる。（府登録文化財）
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コロナ禍の医療 －医療資源の選択的分配－
　この度、４月１日から、舞鶴赤十字病院の院長

を拝命いたしました。微力ながら、地域医療に貢

献できるよう努めます。どうぞよろしくお願いい

たします。

　新型コロナウイルス感染症が日本に入ってき

て一年余りが経過しました。社会生活では３密を

避け、旅行や会食・イベントの自粛など、これま

でなら当たり前であったことがすっかり様変わ

りしました。京阪神ではようやく第３波が治まり

ましたが、すぐに第４波が始まろうとしています。

皆が感染予防に努めたおかげで、この冬のインフ

ルエンザの流行はほとんどなく、これは幸いであ

りました。

　新型コロナウイルス感染症に伴い、病院受診を

控える方もありました。当院でも昨年前半は、受

診の延期や電話受診などがしばしばありました。

今でもインフルエンザ、ノロウイルスなどの感染

症が大幅に減ったこともあり、内科・小児科の外

来患者さんは減少傾向にありますが、外科系等そ

の他の科は例年通りに落ち着いてきています。外

での活動制限は、外出・運動の機会が減り、体力

の低下のみならず、精神的にも鬱傾向になったり、

生活習慣病の悪化につながったりします。密にな

らない形で適度な運動習慣を維持することが大

切です。

　さて第４波では変異ウイルスが増え、重症の患

者さんの割合も増えています。医療の逼迫・医療

崩壊に至ることが心配されました。重症者が増え

ると、全員を治療する病床も医療従事者も足りな

くなります。感染がパンデミック（世界的流行）

になっているとき、治療の優先順位をつけるのか、

つけるならどういう方法で、などが問題になりま

す。赤十字病院も、大規模な災害救助に当たって

は、トリアージという方法を用いてきました。災

害現場に多数の死傷者がいるとき、その治療の優

先順位をつけることをトリアージといい、トリ

アージタグという色分けの札をかけます。赤は、

今すぐ治療しないと命が危ない人（例えば、頭蓋

内の出血など）。黄は、今すぐ命にかかわること

はないが、後で手術などの治療が必要な人（例え

ば、手足の骨折など）。緑は、治療がいらないか、

簡単な処置で済む軽症の人。黒は、既に亡くなっ

ているか、がんばっても助けられそうにない人。

この４色で、この順に、治療を優先します。また

平常時でも、医師の数が限られるときは、予約の

外来患者さんに待っていただいて、飛び込みの救

急患者の対応に当たるときもあります。そういっ

た中で、緊急事態宣言下の逼迫した医療現場では、

医療資源への需要が供給を越えて、どの患者から

医療を提供していくのかが課題になってきてい

ます。これを『医療資源の選択的分配』と言うそ

うです。先ずは、救える命を最大限にすること。

つまり、亡くなる人の数を最少にすることです。

これには公平性と透明性が不可欠で、倫理的な検

討が必要です。

　治療の優先順位の一つに年齢があり、若い人の

治療を優先するというのは一つの考えです。だか

らといって、高齢者の治療がないがしろにされる

ものではありません。人工呼吸器をつけていても

回復の望みが少ない方から、呼吸器を外すのはど

うでしょうか。それによって、早期の回復が期待

できる方の治療ができるとしたら。救命数を最大

にするには、こういった選択肢も必要になるかも

しれません。これまでは社会全体としてあまり突

き詰めて検討されることがなかったのではない

でしょうか。緊急時の限られた医療資源の優先順

位、ある程度誰もが納得できる倫理的な指針が求

められます。コロナ禍はまだまだ続きそうです。

医療従事者からのワクチン接種も始まりました

が、このワクチン接種の優先順位（医療従事者、高

齢者、その他の順）には、あまり反対もなかったよ

うです。感染のリスクなど、その理由が納得のい

くものだったからなのか、ワクチン接種希望者が

それほど多くなかったからなのか。感染爆発は今

後も次々襲ってくることが予想されます。治療の

優先順位、皆で考えてみてはどうでしょうか。

片山 義敬
院 長

かたやま よしたか



　訪問看護ステーションは、看護師１１名、事務１名で業務を行っています。
　訪問看護とは、看護師がご自宅に訪問してその方の病気や障がいに応じた看護を
行うことです。必要に応じて、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士もリハビリテー
ションを行います。「病気や障がいがあっても住み慣れた家で暮らしたい」「人生の
最期を自宅で迎えたい」と望まれる患者様やご家族と一緒に、安心して療養できるよ
うにお手伝いをします。
　平成１１年に開業した当時は小さなステーションでしたが、現在の利用者は２２０
名を超え、乳児～１００歳を超える方まで幅広くご利用いただいております。
　舞鶴市の西から東、端から端まで、狭い道や慣れない道でも、雨や雪が降る中でも
ご自宅に伺い、時には家族の一員のように寄り添い看護するスタッフを、事務員として安全を祈り日々送り出しています。
　今後も利用者やそのご家族が、在宅で安心して過ごせる毎日をサポートします。
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職場紹介
●文　訪問看護ステーション 主事（事務員）　佐藤 史昌

さとう ふみあき

満田　雅人医　師
みつだ

外　科

新任医師紹介

　この度 外科医として赴任いたしました
満田と申します。昨年度までは京都府立医
科大学附属病院で勤務しておりました。そ

れ以前には北部医療センター（与謝の海病院）で勤務してお
りましたので、今回再び京都北部への赴任となりました。
　まだまだ外科医としては道半ばであり至らない点も多いか
と思いますが、少しでも舞鶴の医療・北部の医療に貢献できる
よう日々精進して参りますので宜しくお願いいたします。

まさと
岡田　 陽医　師
おかだ よう

眼　科

　本年度より眼科に赴任することになり

ました岡田と申します。出身は岐阜県で

大学から愛知に在住していましたが、昨

年度は京都府立医科大学附属病院にて勤務していました。

　まだまだ若輩者ではありますが、周りの方々へ感謝の気持

ちを忘れずに、１日でも早く舞鶴の医療に貢献できるように

努めて参りますので、何卒よろしくお願いいたします。

　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。

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】

① ひじきを水でもどし、だし汁と
しょうゆ・みりんで下味を付ける

② さつまいもとにんじんを
茹でる（蒸す）

③ ①と②をマヨネーズで合える

エネルギー .......１２４kcal
たんぱく質...............１.１g
脂質..........................７.９g
食物繊維.................３.５g

栄養量【１人分】

●ひじき（乾） ....５g

●だし汁..........５０cc

●みりん..............１g

●薄口しょうゆ ..１g

●さつまいも ..３０g

●にんじん........ ５g

●マヨネーズ ..１０g

-

食物繊維とは食物中に含まれている、人の消化酵素で消化することがで

きない物質のことです。食物繊維は、便通を整えて便秘を防ぐうえで欠か

せないものです。また、脂質・糖・ナトリウムなどを吸着して身体の外に排

出する働きがあるため、これらを摂り過ぎることによって引き起こされる肥満や脂質異

常症（高脂血症）・糖尿病・高血圧など生活習慣病の予防・改善にも効果が期待できます。

作
り
方
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安全利用について
　放射線を利用した診療は、病気やけがの正しい

診断や治療に役立てるために行うものです。しか

し、放射線は人体に影響があると言われています。

放射線診療によって患者様は利益（メリット）を得

る一方で、放射線を使うために被ばくするという

不利益（デメリット）を被ることにもなります。放

射線診療を行う前提には、この医療被ばくによる

障害発生の可能性や危険性（リスク）より、患者様

の利益の方が十分に大きいという医師の判断で

行われています。医師のみならず放射線診療に係

る医療従事者は、有効で安全な診療を実現するた

め、患者様の放射線防護を踏まえ診療用放射線

の安全利用に努めなければなりません。

　当院では、（※）国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）

勧告の３つの原則に則り、診断可能な範囲で放射

線被ばくを少なくできるよう管理を行い業務に努

めています。

放射線安全利用についてのおはなし

放射線安全利用について
診療用放射線を安全かつ安心して使用するため、
令和２年４月より医療法施行規則の一部改正において、
医療機関の管理者が診療用放射線に係る安全管理の
体制を整備することが求められることとなりました。
そこで安全利用や被ばくについてお話ししたいと思います。

●文 畑中　秀典
はたなか ひでのり

放射線技術課
放射線第一技術係長

（※）国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）勧告
＜行為の正当化＞

放射線被ばくを伴う行為を導入する際に、その行為による利益が不利益よりも大きいことを保証
すること。

つまり、医師は放射線障害を考慮した上で、放射線被ばくのある検査が必要と判断したときにの
み検査を行います。

＜防護の最適化＞

正当化される行為を実施する際に、社会的・経済的要因を考慮に入れながら合理的に達成可能
な限り放射線被ばくを抑えること。

つまり、医療被ばくにおいては、診療の質が保たれることを条件として被ばく線量を出来る限り
低く抑えます。

＜個人の線量限度＞

線量限度とは、線量またはリスクの合計を制限するため、設定された個人線量の上限値である。

しかし、医療被ばくにおいては、線量限度を適応してしまうと必要な検査や治療が受けられない
状況が生じ、患者様の便益を損なう恐れがあることから線量限度を適用していません。
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被ばくによる影響について
　放射線の影響には、しきい値（影響があると思

われている線量）が決まっている確定的影響と、し

きい値のない確率的影響の２種類があります。

　当院では、高感度の検査機器や自動露出機構

（個人の体格差によって放射線量を自動的に調

節）を備えた装置を用いることで、患者様が被ばく

する時間を短くする・放射線の量を少なくする・撮

影範囲を絞るなど、撮影条件の最適化を行い被ば

く線量低減に努めています。

　診断用の放射線診療の場合、患者様の受ける放

射線量は通常１００ミリシーベルト以下の低い線

量であります。画像診断で被ばくする放射線量は、

１回のＣＴ検査では１.５～３０ミリシーベルト程度

であり（レントゲン撮影はさらに低い線量）放射

線障害を起こすしきい値と比べ十分に低く設定さ

れています。

まとめ
　医師は患者様が被ばくで受ける不利益よりも、

検査でわかる利益のほうが上回ると判断し検査

依頼を行います。私たち診療放射線技師は、その

検査で得られる画像が医師の診療に必要とする

画質を保ち、必要最低限の放射線量になるよう

に調整し撮影を行います。安心して検査を受けて

ください。

確定的影響：脱毛・白内障・一時不妊などの影

響がありますが、通常の放射線検査において

は、影響が出てくることはありません。ただ、

一部の特殊な検査（血管撮影検査・治療）で

はこの限りではなく皮膚や内臓などに影響が

出る場合があります。

確率的影響：発がんや遺伝的影響があります

が、１回で大量の放射線被ばく（１００ミリシー

ベルト以上）をしなければ、通常のがん発生率

と変わらないとされています。また遺伝的影

響の発生は人間に対し科学的に証明された事

例はありません。

出典：
・国連科学委員会（UNSCEAR）2008年報告書
・国際放射線防護委員会（ICRP）2007年勧告
・日本放射線技師会医療被ばくガイドライン
・新版　生活環境放射線（国民線量の算定）等により、放射線医学総合研究所が作成（2013年5月）

mSv：ミリシーベルト

身の回りの放射線 被ばく線量の比較（早見図）

１００ミリシ

患者様が被ばく

する時間を短くする 放射線の量を少なくする 撮

影範囲を絞る

ベルト以上）
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「医療費あと払い」サービスのご案内

人事だより人事だより Personnel Changes

看　護　師

院　　　長

事 務 部 長

外科副部長

眼 科 医 師

眼 科 医 師

【退職】
令和３年１月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

齊　藤　宏　美
西　田　和　夫
高　橋　裕　行
猪　飼　　　篤
髙　原　彩　加
細　田　明　良

診療放射線技師

理学療法士

理学療法士

理学療法士

看　護　師

看　護　師

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

河　江　壮　哉
臼　井　佑　太
北　澤　啓　史
田　歌　麻　衣
島　田　利惠子
中　西　真　弓

准 看 護 師

臨時看護師

臨 時 主 事

臨 時 主 事

再雇用看護師

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

令和３年３月３１日付

奥　野　恵美子
千　坂　美　佳
川　本　利　紗
坂　根　　　遼
後　野　喜代美

外 科 医 師

眼 科 医 師

理学療法士

理学療法士

作業療法士

看　護　師

看　護　師

看　護　師

【採用】
令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

満　田　雅　人
岡　田　　　陽
井　上　和　大
谷　口　和　樹
織　田　理　奈
佐　藤　真理絵
奥　村　那　弥
中　田　瑛美華

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３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

出　野　響　子
大　江　亜海奈
村　上　いず美
西　村　　　梓
人　見　天沙子
井　上　吏　子
島　田　京　果
田　仲　雛　子

看　護　師

看　護　師

調　理　師

臨時看護師

名誉院長（嘱託）

事務部長（嘱託）

再雇用看護師

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

令和３年４月１日付

長　岡　み　き
山　口　華　穂
坂　根　　　遼
後　野　喜代美
西　田　和　夫
高　橋　裕　行
島　田　利惠子

看　護　師

【転出】
令和３年４月１日付坂　本　知依美

西田 和夫
前 院長

にしだ かずお

　当院では、会計待ち時間の短縮など患者様の利便性向上のため、「医療
費あと払い」サービスを導入しています。「医療費あと払い」サービスは、外
来診療時の医療費を口座からの引き落とし等のあと払いにすることで、会
計を待つことなくすぐにお帰りいただけるサービスです。会員登録料・年会
費無料で、どなたでもご利用が可能です。
　ご利用方法は、事前にお好きなお支払方法で会員登録を行い、登録が完
了したら窓口で当サービスの利用を申告するだけの、非常に便利なサービ
スです。お支払方法には、口座振替のほか、スマホなどの携帯電話料金と一
緒に引き落とす方法があります。
　会員登録方法やサービスのご利用料金など、詳細については院内に設置
しておりますパンフレットをご覧いただくか、会計窓口までお問い合わせ
ください。

　本年３月３１日をもって舞鶴赤十字病院院長を退任し

ました。大学卒業後１１年目の昭和６２年に舞鶴赤十字

病院に赴任し３４年の長きにわたり当院で働いてきまし

た。その間平成２年６月から副院長拝命後２０年を経て、

平成２２年に院長に就任し１１年間勤めてまいりました。

　院長就任時は舞鶴４病院再編計画事業の真最中であ

り、何度も京都での会議、また府庁で山田知事（日赤支

部長）と面談を繰り返しました。翌年になり中丹医療再

生計画に合意が得られ現在の４病院の形が出来上がり

ました。当院はリハビリセンター、回復期リハビリ病棟、

さらに京都府放射線測定施設などを備えた東館が平成

２６年８月に完成しました。また隣接する舞鶴市民病院

とは通路により病院間を移動できるようにしました。

　ただ病院の設備は徐々に充実して

いきましたが、常勤医の不足は続き小

児科、耳鼻科、泌尿器科は非常勤医

体制となり、内科、消化器内科なども医師不足が続いて

います。こうした局面を打開するよう大学に今後共働き

かけなければならないのですが、なかなか希望をかなえ

ることができなかったことが悔やまれます。一方で舞鶴

市の人口減少、高齢化などを見据えた病院運営が求めら

れるようになり今後の検討課題と考えます。

　最後になりましたが、これまで私を支えていただきま

した病院職員の方々に厚く御礼申し上げるとともに、今

後共またお付き合い願えればと思います。ありがとうご

ざいました。

前院長退任のごあいさつ
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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、総務課 
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

短 

歌
﹇
作
者
５０
音
順
﹈

俳 

句
﹇
作
者
５０
音
順
﹈

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。
※都合により日程・内容等が変
更になる場合があります。

２０２１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
１４時３０分

月 日

5月19日
（水）

6月16日
（水）

7月21日
（水）

３階 水口看護師

４階  谷 看護師

薬　剤　師

管理栄養士

臨床検査技師

角出糖尿病看護
認定看護師

糖尿病患者さんの災害への備え

糖尿病 足は大丈夫？

あなたの骨チェック！
糖尿病と骨粗鬆症の関係、知っていますか？

ひと工夫でカルシウムアップ

糖尿病の検査 ～血糖値を測ろう～

クイズで楽しく糖尿病を学ぼう！
　～糖尿理解度クイズに挑戦～

内容「テーマ」 担当者



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） 
水谷

（午前） 
楊 ８時１５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
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
月曜と木曜９時～１２時にも可

午後 
（予約）

（新患） 
酒田 休 診 休 診 （新患） 

酒田 休 診 １３時３０分
月曜・木曜の当日受診 ( 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 １，３週 担当医 
２，４週 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 ８時１５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 満田 担当医 担当医 担当医 《乳腺内分泌外来》 

藤原 ８時１５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 熊野 〃 　  〃

午後 崔/田中/前田 １３時～１５時３０分 １４時

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 ８時１５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 
水曜の週数は、カレンダー通りです
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 ８時１５分～１１時３０分 ８時４５分

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

泌尿器科 午前 中西 １，３，５週 小倉 
２，４週 多賀 原田 ８時１５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 岡田 八木 八木 担当医 ８時１５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 岡田 岡田 〃 　  〃

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

（月）１３時～１５時３０分
（金）１３時～１４時４５分

（月）１４時１５分
（金）１３時１５分

予約と予約外の混合診察 
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》 
担当看護師

《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）

２０２１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９９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３年（２０２１年）４月３０日

発行責任者
編　　　集

印　　　刷

院長　片山　義敬
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）

　新年度が始まり、新しい環境でスタートを切られた方が

多くいらっしゃると思います。舞鶴赤十字病院にも、たくさ

んの新職員が入職し活気に満ちております。新しいフレッシ

ュな力を存分に発揮していただきたく思います。今年度どん

な一年になるか考えると楽しみです。　　　　　　　Ｋ・Ａ

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

STATION

Cafe


