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就任のごあいさつ
　この度、５月１日付けで事務部長に就任いたしました西田です。

　出身は舞鶴（大浦）で、現在４２年ぶりに実家から通勤しています。実家は先日まで母一人の

独居世帯でしたが、我が家に限らず地元では独居・高齢世帯が多くなっています。

　今後ますます過疎・高齢化が進み、地域での生活や医療環境は厳しくなる中で、今回ご縁

をいただきまして、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。微力ではありま

すが、片山院長のもと、それぞれの職種の皆さんが大いに活躍いただき、チーム一丸となって

病院の発展と地域医療に貢献できるよう取り組んでまいりたいと存じます。

　当院はスポーツも盛んと伺っていますが、私は運動神経がなく、敏捷性より持久力、テク

ニックより根性でカバーするタイプです。少しでも多くの経験を重ね、早く当院の戦力となる

よう努力いたしますので、皆さんからのご指導、ご助言をいただけますと幸いです。

　どうぞよろしくお願いいたします。

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.

西田 宏幸
事務部長

にしだ ひろゆき



　私たち栄養課は、管理栄養士・調理師・事務職員・調理助手（食器洗浄パート含む）で構成されています。

　管理栄養士は栄養指導や入院患者様の栄養管理と献立作成を担当しており、事務職員は食材の発注や在庫管

理を行っています。調理師と調理助手は早出と遅出の業務に分かれ、朝・昼・夕食を調理・配膳し、食器の洗浄

はパート職員が担当しています。

　季節に合った料理、和洋中様々な料理で闘病中の患者様に少しでも幸せな気分を感じてもらい、元気になっ

ていただきたいという思いで日々努力しています。より良い食事提供のために、栄養課に対してご意見やご要望

などありましたらどんどんお聞かせください。普段顔を合わせることが少ないスタッフも多いですが、これから

も栄養課一同をよろしくお願いします。
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職場紹介
●文　調理師　吉田　浩和

よしだ ひろかず

　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
】

３０g
２０g
１枚
１g
２０g

●うなぎ蒲焼
●きゅうり
●大葉
●白いりごま
●卵 ２００g●ごはん

●酢
●砂糖
●塩

【
合
わ
せ
酢
】

１５g
６g
１g

　「土用丑の日」蒲焼の香りに誘われてついつい食べたくなりますね。鰻はビタミ

ンＡ・Ｂ１・Ｅなどを多く含み、血中の脂質を低下させると言われているＤＨＡやＥ

ＰＡも豊富に含んでいます。

　当院でも「土用丑の日」に鰻丼を提供していたのですが、数年前から『鰻ちらし

寿司』に変更しています。食欲が低下しがちな暑い季節、酢と鰻を

合わせることで食べやすく疲労回復効果も倍増、旬の野菜のきゅう

りや大葉などを合わせると更に栄養価が高くおいしくいただけます。

ご家庭でもぜひお試しください。

１．少し硬めに炊いたごはんに合わせ酢を混ぜ、すし飯を作る
２．うなぎは1cm幅に切り（きざみうなぎでもＯＫ）温めておく
３．錦糸卵（炒り卵でもＯＫ）を作る
４．きゅうりは薄い輪切りにし、少し塩を振りしばらく置いてから絞る
５．大葉は千切りにする
６．１のすし飯に２～５と白いりごまを合わせざっくり混ぜる

作
り
方
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一次救命処置
（BLS：Basic Life Support）について

●文 石井　郁也
いしい いくや

医事課　外来係長
赤十字救急法指導員

　一次救命処置とは、心肺蘇生やＡＥＤを用いた除細動など、心臓や呼吸が停止した傷病者を救命

するために行なう緊急処置のことです。また、気道に物が詰まり呼吸ができなくなった場合、そのま

ま放置すればやがては心臓も停止してしまうので、それを取り除くこと（気道異物除去）も一次救

命処置に含まれます。これら一次救命処置は、傷病者の社会復帰において大きな役割を果たします。

緊急時、正しい知識と経験で、誰もが人を救う手助けができます。
今回は「心肺蘇生（胸骨圧迫）」と「AED」について紹介いたします。

一次救命処置の手順 心肺蘇生（CPR：Cardio Pulmonary 
Resuscitation）とは
　傷病者に反応がなく、呼吸がないか、異常な呼吸

（死戦期呼吸など）が認められる場合、あるいはそ

の判断に自信が持てない場合は心停止と判断し、

胸骨圧迫と人工呼吸を行ない、循環と呼吸の機能

を代行する手当を心肺蘇生といいます。

●胸骨圧迫
　傷病者を可能な限り固い床面の上に仰向けに寝か

せ、傷病者の片側胸のあたりに膝をつきます。圧迫

部位は胸骨の下半分とし、目安は胸の真ん中です。救

助者は圧迫部位に片方の手の手掌基部を置きます。

その上にもう片方の手を重ね、上に重ねた手の指で

下の手の指を引き上げます。肘を伸ばして救助者の

肩が圧迫部位の真上

になるような姿勢で胸

骨を押し下げます。成

人では約５cm、乳児・

小児では胸の厚みの

約１/３を目安に胸が
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十分沈み込む程度に強く圧迫します。１分間あたり

１００～１２０回のテンポで圧迫します。「強く」、「速

く」、「絶え間なく」を意識して行うことが重要です。

●気道確保
　傷病者の下あごを引

き上げて頭部を後方に

傾けることによって喉の

奥を広げ、空気を通りや

すくする方法です（頭部

後屈あご先挙上法）

●人工呼吸
　救助者の吐く息（呼気）を傷病者の口または鼻か

ら吹き込む方法で、口対口人工呼吸（マウス・ツー・マ

ウス人工呼吸）や口対

口鼻人工呼吸などがあ

ります。

※感染予防の観点から、

場合によっては胸骨圧

迫のみでも構いません。

AED（Automated External 
Defibrillator：自動体外式除細動器）
とは
　コンピュータによって自動的に心室細動の有無

を解析し、除細動の要否を音声で指示する機器で

す。音声メッセージに従えば誰もが操作可能です。

ＡＥＤを操作できる方が大幅に増えれば、心停止か

ら除細動までの時間が短縮され、心停止した傷病

者の救命率向上が期待されています。

●ＡＥＤの操作手順
　①電源を入れる（種類によってボタンを押すタイプ
やふたを開ければ作動するタイプがある）

　②音声メッセージに従って電極パッドを貼る

　③心電図の解析が行なわれる（電気ショックが必
要かどうか判断される）

　④「電気ショックが必要」とメッセージが流れたら、
周囲の人に離れるよう声をかけ、ボタンを押して
電気ショックを行なう

　⑤音声メッセージに従い、直ちに胸骨圧迫から心
肺蘇生を開始する

●ＡＥＤはどこにある？
　ＡＥＤは街中のいたる所に設置されています。例え

ば学校や市役所・ホテル・スーパーなど、人が多く集

まる施設に設置されています。もちろん当院の中にも

設置されています。

万が一に備えて、ど

こにあるか一度探

してみてください。

おわりに
　いきなり人が倒れたら、おそらくほとんどの方は

びっくりして体が動かないと思います。しかし、正

しい知識と経験があれば、誰でも人を救う手助け

ができます。

　救急法に興味がある方や万が一に備えて学んで

おきたいと考えておられる方は、一般市民向けの

講習会がいろいろなところで行われていますので、

是非参加してみてください。

日本赤十字社では災害救護や病院運
営、献血事業、ボランティアの育成をは
じめ、赤十字講習普及事業活動を行
なっております。

　当院では職員向けに令和４年５月１４日

（土）に赤十字救急法基礎講習会を、令和４

年５月２８日（土）・２９日（日）に赤十字救急

法講習会を実施しました。今回紹介したＢＬ

Ｓについても講義と実技を行ないました。

　現在、一般の方向けの講習会は行なって

おりませんが、世の中の情勢をみて開催で

きればと思います。

　また、日本赤十字社ではＷｅｂ上で一次

救命処置についての動画を以下ホーム

ページで公開しています。興味のある方は

是非一度ご覧になってください。

https://www.jrc.or.jp/study/safety/

引用：赤十字救急法基礎講習（７版）
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永年勤続表彰式を行いました！

やぎ ひでかず
眼科部長　八木　秀和

超音波白内障手術装置
「センチュリオン・ビジョン・システム」を
新たに導入いたしました

　眼科で行う手術の中で、白内障手術は一番多く行われております。その際に超
音波白内障手術装置を使用するのですが、水晶体を取り除くという単純に思える
かもしれない手術操作を、安全かつ効率よく行うため機器の改良が重ねられてき
ました。
　この度、当院に導入いたしました超音波白内障手術装置「センチュリオン・ビ
ジョン・システム」は、最新のシステムを搭載した装置です。この装置の特徴は、手
術中の眼圧を一定に保つための工夫が今まで以上にされており、その結果として
合併症などのリスクの低減が可能となっております。
　患者様には、今までよりさらに安心して手術を受けていただけるものと考えて
おります。

　勤続１０年・２０年の方の永年勤続表彰式を行いました。表彰を受けられた職員の皆様、誠におめでと
うございます。長きにわたり職務に精励されました方々よりお言葉を頂戴しておりますので、一部ではご
ざいますが掲載させていただきます。

●新卒として右も左も分からないまま入職し、
２０年以上も勤めることができたのは、い
つも支えていただき助けていただいた皆
さまのおかげです。ありがとうございます。
今後とも、よろしくお願いいたします。

（医事課長　坂根　徹）

●永年勤続２０年の表彰をいただきありがとうございまし
た。あっという間の２０年でしたが、ここまで続けてこら
れたのは、一緒に働いている皆さんの協力があってこそ
だと感謝しております。微力ではありますが、日々精進し
て参りますので、これからもよろしくお願いいたします。

（放射線第二技術係長　竹内 隆志）

●平成２４年４月より舞鶴赤十字病院に勤務し１０
年が経ちました。初めての病院勤務で戸惑うこと
もありましたが、周囲の方々に支えていただき無
事１０年を迎えることができました。１０年を節
目として、初心に返り業務を行っていこうと思い
ます。今後ともよろしくお願いいたします。

（地域医療連携課長　松井 孝徳）

●私は大阪で全く別の業種の会社員として働いてお
りましたが、地元に近い当院へ転職しました。総務
課、京都第二日赤への転勤を経て、現在は医事課
外来係長として働いております。１０年といえば長
く感じますが、あっという間でした。これからもい
ろいろな経験を積んで成長したいと思います。

（医事課 外来係長　石井 郁也）

　これからも健康には十分にご留意いただき、ますますのご活躍を祈念申し上げます。
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健康生活支援短期講習

健康生活支援短期講習

健康生活支援短期講習

赤十字健康生活支援
講習指導員

赤十字健康生活支援
講習指導員

赤十字健康生活支援
講習指導員

会　場 講習種別 講習内容 担当指導員日　時

１３時３０分～
9月14日（水） 災害時の高齢者支援

高齢者に起こりやすい事故の
予防と手当

高齢者介護 ～排泄ケア～

舞鶴市
西市民プラザ

舞鶴市
西市民プラザ

舞鶴市
西市民プラザ

※日程等は変更になる場合が
　ありますので、あらかじめ
　ご了承ください

１３時３０分～

令和５年

11月16日（水）

１３時３０分～
1月11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

　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 キイ キ
読者の
コーナー

短 

歌
﹇
作
者
５０
音
順
﹈

〝

〞 

俳 

句
﹇
作
者
５０
音
順
﹈
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　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。

２０２２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

8月17日（水）

9月21日（水）

10月12日（水）

看護師

看護師＋
糖尿病看護認定看護師

訪問看護ステーション
看護師

眼科医

薬剤師

糖尿病看護認定看護師

地震が来たらどうしよう？!
～緊急災害時に備えよう！

糖尿病クイズ（１５分）

糖尿病とお口の健康

糖尿病網膜症

主な糖尿病治療薬の種類とその特徴

糖尿病と感染症

内容「テーマ」 担当者

※新型コロナウイルス感染症の
　影響により、中止となる
　場合があります。

　当院では、地域のみなさまのお役に立てるよう当院職員（認定看護師、理学療法士、作業療法士、管理栄
養士、薬剤師など）による出張講習会を行っています。医療、看護、介護、リハビリ、健康づくり、運動法など
地域の皆さんと楽しく行える、様々な講習会をご用意しております。地域や学校などで是非ご活用ください。

《第2水曜》



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 休 診 ８時１５分～１１時３０分（月）     ９時４０分（火～木） 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
米山

専門外来 
（予約）

《糖尿病外来》 
広中 予約制 （火）１０時３０分 《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）

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 １，３，５週 西井 
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 担当医 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）

予防接種 
（完全予約制）

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 松原 〃 　  〃

午後 熊野/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）

岩井 中瀨
１，４週 市橋 
２，５週 岩井 
３週 中瀨

市橋 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、木曜の週数は、カレンダー通りです

２診 
（予約）

仲川 
（新患）

仲川 １，３，４週 片山 片山 仲川 〃 　  〃

３診 
（予約）

中瀨 市橋 予約制 　  〃

４診 
（予約）

岩井 　〃 　  〃

午
後

１診 
（予約）

片山 中瀨 予約制 １４時３０分

２診 
（予約）

中瀨 １，３，４週 片山 　〃 １３時３０分

３診 
（予約）

　〃 　  〃

皮膚科 午前 末廣 
（４０人まで）

小森 
（４０人まで）

１，３週 末廣 
５週 担当医 
（４０人まで）

８時１５分～１１時３０分 １０時 受付人数は、４０人までとなります

泌尿器科 午前 １，３，５週 田原 
２，４週 針貝 担当医 休 診 ８時１５分～１１時３０分（月）９時 （水）９時３０分 予約と予約外の混合診察

眼科

午
前
１診 八木 小林 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 小林 小林 〃 　  〃

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 松下

（月）１３時～１５時３０分
（金）１３時～１５時

（月）１４時１５分
（金）１３時４５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》完全予約制 
《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）

２０２２年７月１５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１０４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４年（２０２２年）７月２９日

発行責任者

編　　　集

印　　　刷

院長　片山　義敬

網谷　典子、里見紀久子、瀬野　進一
竹内　隆志、竹 原　真 、水嶋　祐史

㈱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）

　新型コロナウイルス発生による行動制限がようやく解除されはじめ、コロナ発生前の日
常に戻りつつあると思った矢先、第７波到来を予感させる感染爆発が全国各地で起きて
います。政府は感染対策を個々で万全に行いつつ、行動制限は要請しない方針のようです。
　今後はコロナと如何に上手に付き合っていくか、その上で日常を取り戻していくことが
重要になってくると思います。
　私は感染症対策を徹底しつつ、今まで出来なかった旅行を計画中です。皆さんもコロ
ナ禍で我慢していたこと、出来なかったことに挑戦されてみては如何でしょうか？　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




