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  理念  

  私達は皆様に信頼される 

  病院づくりを目指し安全 

  な医療を親切に提供する 

  ことに努めます 

 

第６０号 
令和３年9月 

御寄贈いただきました 

 
「新型コロナウイルス感染症の拡大により、 

生活が困窮している学生を支援したい」と 

看護学生へ、たくさんのお米をいただきました。 

 ナイトライド・セミコンダクター株式会社 様  

 北野商店株式会社 様  

 
衣服に付着したウイルスを深紫外線にて

死滅させることのできる減菌装置、 

「深紫外線LEDシャワーBOX]をいただ

きました。 

 心温まる御寄贈をいただき、感謝の意を表して病院から感謝状を贈呈させて

いただきました。多大なるご支援、心よりお礼申し上げます。 
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 令和３年６月３０日（水）より、コロナ禍において、患者様・スタッフともに「心が前向きに」に

なっていただけるような取組として、院内において『大杉隼平ミニギャラリーin鳴門病院』を開催しま

した。 

 徳島にゆかりのあるプロの写真家「大杉隼平さん」による、徳島県内の魅力のある写真作品を１階エ

ントランスに展示しています。 

  

 初回は、テーマを夏とし、数ある写真の中から選定させて頂きました。 

「明けない夜はない」との希望や「前に向かって歩み始めよう」との想い等を込めて、朝焼けの写真、

滝の陽光、満天の星等を選ばせていただきました。 

 

 10月より新しい作品を展示予定となっております。 

身近で魅力的な数々の写真が届いておりますので、ご期待ください。 

 

 日々のストレスに対し、少しでも皆様の心がほっとなりますように♪ 

展示期間：令和3年6月30日～令和4年3月末日 

1982年東京生まれ。ロンドンで写真とアートを学ぶ。 

小松島市出身の俳優 大杉漣さん(故人)のご長男で国際的に活

躍する新進気鋭の写真家。 

CP＋（一般社団法人カメラ映像機器工業会）主催 の 

HE EDITORS PHOTO AWARD ZOOMS JAPAN 2020

では、一般投票で最多票を獲得しパブリック賞受賞。 

患者様と職員の

皆様へとポスト

カードも贈呈い

ただきました。 
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飯泉知事との意見交換会を開催しました！ 

～ 第３期中期計画の実現に向けて ～ 

 令和３年７月２０日（火）に、第３期中期計画（R3～R6）の実現に向け、 

飯泉知事と中堅・若手職員を中心とした各種プロジェクトチームメンバーとの意見交換会を 

開催しました。 
 

 （プロジェクトチーム） 

   ○ 外来化学療法室移転・緩和ケア病棟設置ＰＴ 

   ○ 地域包括ケアシステム創生ＰＴ 

   ○ 総合医療情報システム導入委員会 

   ○ 災害対策施設整備・施設リニューアルＰＴ 

   ○ 救急・総合診療センター整備ＰＴ 

 

  

 第３期中期計画を策定するにあたり、その先駆けとなった「未来創造タスクフォース会議」 

（令和元年度設置）からの提言内容や計画への反映状況を振り返るとともに、プロジェクトチーム 

メンバーから現在の取組状況等について、飯泉知事へ報告をし、その後、意見交換を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 今後も、第３期中期計画を着実に実現をし、地域の方々から「信頼され」、「期待され」、 

「愛される」病院となるよう、職員一同、精一杯取り組んでまいります。 

 開催日 

８月２７日（金） 

  ２８日（土） 

鳴門病院附属看護専門学校にて 

開催いたしました！！ 

今年度は新型コロナウイルス感染症予防

のため、オンラインで開催しました。 

 

２年生が作成した動画にて学校

紹介をしました。 

また、相談コーナーを設け、

色々なご質問にお答えさせて頂

きました。 
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 防災管理委員会は医師、看護師、医療技術職、事務職28名で構成されています。いつ起こってもおかしくない

南海トラフ巨大地震に備え、昨年から微力ながらも対策を練っているところです。 

職員に知っておいて欲しいこと、知っておくべきことなどを『防災意識UP計画！』と称し、防災だよりとして

発信したり、半年ほど前からは、職員向けに訓練や講習会を計画、実施しています。今後も県北の中核である災害

拠点病院として医療サービスを提供しながら、訓練や講習会をジグソーパズルのピースを一つずつ埋めるように少

しずつ進めていく予定です。 

 今回は、これまでに実施した訓練や講習会について一部ご紹介させていただきます。 

 

★冷たいごはん訓練★ 
 期限が切れる直前の備蓄食料（白飯）をみんなで実際に食べる訓練を実施しました。 

 災害時は、電気も使えないと予想されるため、白飯を食べるには白飯パックの中に水を入れて１時間待たなくて

はなりません。訓練は２日間に分け、２日間で５６０食の白飯を準備しました。 

防災管理委員会の取り組みについて 

いよいよ冷たいごはん訓

練です‼ 

ご飯が皆さんのもとに旅

立っていきます～ 

それぞれが準備したおか

ずと共にいただきます。 
 

訓練前日、当日の手順を確認します。 

注水の作業にどれだけの時間がかかるのか？ 

配布時間に間に合うのか？不安です。 

白飯の封を開け、乾燥剤とスプーンを取り出し、

水を注ぎ、混ぜ、封をする。 

この作業をひたすら４５分…。 

いよいよ訓練当日。 

水を注いで待つこと１時間。配布時間

に間に合いました。 

 

水の代わりに野菜ジュースや 

オレンジジュースなどでご飯 

をもどします。 

★ビタミンがたくさんとれるで賞★ 
冷たいご飯を少しでもおいしく 

食べるための工夫や、アイデアを 

募集しました。 

集められたアイデアの中から 

“なんて独創的なんで賞” 

“ビタミンがたくさんとれるで賞” 

“みんなで参加ありがとう賞” 

の特別賞を贈りました。 
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★エアーテント訓練★ 
 
 有事の際、エアーテントを設営しますが、ごく少数の職員しかその展

開方法を把握しておらず、これからは多職種の多数の職員が設営できる

ように訓練を実施しました。 

 まずは、誰が見ても準備から分散・撤収できるようなマニュアル作り

とノウハウを学ぶことを目的に防災管理委員で実際にエアーテントを展開

しました。 

 その後、職員を対象に委員が参加者に指導をしながらテントを搬出か

ら分散・撤収まで行いました。 

 様々な職種の職員24名が参加し、梅雨入りして蒸し暑い中で、みんな

汗をかきつつ体を動かして、楽しみながらエアーテントの設営について

学ぶことができました。 

  

夜間の停電下において、非常照明のみの点灯ま

たは暗所の中、地下の薬剤科・管財課より医薬

品・物品等の搬送が行えるか検証する訓練を実施

しました。 

発災すると大急ぎで決められた物品を地下へ回

収に行かなければならないのですが、今回は停電

して非常灯の明かりだけでどれくらい見えるのか

を確認しました。併せて自家発電機・受水槽等の

見学を兼ねた避難動線の確認を目的とした病院ツ

アーも実施しました。 

当日は24名が参加し、管財課の職員の案内で

管財課、薬剤科、乾物庫、配膳エレベーターへの

試乗を経て、6階の非常階段から3階の発電機室

へ、再び非常階段を降りて病院西側の貯水槽の横

から時間外出入口へ回りました。最後は地下浄化

槽へ。 

病院にこんなところがあるなんて・・・職員も

知らない病院の裏側が見え、災害が起きた時のイ

メージを掴むことができた有意義な時間となりま

した。 

男子チーム８名、女子チーム16名に分かれ、 

展開から撤収までの時間を競い合いました。 

★あなたの知らない鳴門病院 夕闇ツアーへようこそ★ 

 
コロナ禍においても、

参加人数を減らす等の

感染防止対策を行い、

継 続 し て 防 災 訓 練 を 

実施しています。 
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 はじめまして、研修医の土居です。 

 今年の春からご縁があり鳴門病院に新規職員として勤務させていただいています。 

何もわからず苦い経験をすることがとても多いですが、各診療科の先生方や他職種の方から親

切にご指導賜り日々業務にあたっています。 

 また、救急対応や病棟業務を通して患者様から学ぶことも多く、様々な方々との関わりを通

して一社会人として成長することができたらと思っています。 

 

 ところで、今残暑厳しい時期だと思いますが皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

 僕はインターネット中継でヴォルティスの応援をしています。 

皆様ご存じの通り、我らがヴォルティスは７年ぶりにJ1にいます。僕は6年前の大学進学を機

に徳島にやってきたのでヴォルティスの選手たちがJ1の舞台で戦うことを見るのは初めてにな

ります。 

 川崎や鹿島、名古屋など強豪の選手たちとしのぎを削る姿は見ていてかっこいいなと思います。 

 J1で勝ち残るのは大変なことですが、最終戦まで応援したいです。 

 

 あとそう言えば、休日に美波町の公園を歩いていると四つ葉のクローバーを見つけました。何かいいことが 

あるのかもしれません。 

 

 最後までご覧いただきありがとうございました。 

 これからは少しずつ寒くなっていきますが、体調管理にも気をつけながら手探りで頑張っていきたいと思い 

ます。引き続き各科や他施設で研修をさせていただきますので、どこかでお会いしましたら気軽にお声がけく 

ださい。 

 

 こんにちは、研修医1年目の岩朝一馬です。 

 早いもので就職してから半年近く経ち、研修医としての生活にもようやく慣れてきたところ

です。当初は右も左もわからず先生や看護師の方に迷惑をかけることも多々ありましたが、そ

の都度丁寧に指導していただき、大変お世話になりました。 

 

 4月から内科、救急科、外科の順番でまわり、現在は麻酔科で研修させていただいています。 

 まず、内科ではカルテの使い方、プレゼンの仕方といった基本的なことから教えてくださ

り、腹部エコーや内視鏡の所見や操作方法、外来診療での問診の仕方等をわかりやすく教えて

くださりました。 

 救急科では救急隊の報告から鑑別診断を考えて、さらにそこから必要な検査をあげていくこ

とがいかに難しいかがよくわかりました。さらに、ルート確保や動脈血の採血、腰椎穿刺など

の手技の勉強もさせていただき大変勉強になった1ヶ月間でした。また、医療ソーシャルワー

カーの業務を見学させていただいたり、ソフト菜や軟菜などの病院食を試食したりと貴重な経験ができました。 

 

 外科では主に手術に入らせていただき、内視鏡の保持をしながら、解剖について説明していただいたり、縫合や

結紮を積極的にさせていただき、非常にやりがいのある1ヶ月でした。 

 

 麻酔科では特に挿管の難しさが身にしみてわかりました。1ヶ月経った今でも失敗することが多いですが、より

多くの症例を経験して成功するようにしていきたいです。また、麻酔で使用する薬剤の効果や準備、術中の管理に

ついても丁寧に指導してくださり、非常に勉強になる毎日を送らせていただいています。 

 未だに医者としては半人前にもなれていないと思いますが、これからも早く一人前の医者になれるように日々勉

強していきますので、これからもご指導のほどよろしくお願いします。最後になりますが、ご指導していただいた

先生方、スタッフの皆様にお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。 

１年次研修医 土居詢志 

１年次研修医 岩朝一馬  
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単位（％） 

令和�年�月 
紹介患者件数 

 
１４７医療機関より    
５７０件ご紹介いただ
きました。 

診療科    
�月 �月 

紹介率 逆紹介率 紹介率 逆紹介率 紹介率 逆紹介率 

内科 ���� ����� ���� ����� ���� ����� 

循環器内科 ����� ����� ���� ����� ���� ����� 

小児科 ���� ��� ����� ���� ���� ���� 

外科 ���� ����� ���� ����� ���� ����� 

整形外科 ���� ���� ���� ����� ���� ���� 

形成外科 ���� ��� ���� ���� ���� ���� 

脳神経外科 ���� ����� ���� ����� ���� ����� 

皮膚科 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

泌尿器科 ���� ����� ���� ����� ����� ����� 

産婦人科 ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

眼科 ����� ����� ���� ���� ���� ����� 

耳鼻咽喉科 ���� ����� ���� ����� ���� ���� 

放射線科 ����� ����� ����� ����� ����� ����� 

計 ���� ����� ���� ����� ���� ����� 

�月 

救急科 ���� ����� ���� ����� ��� ����� 

【地域医療支援病院紹介率基準】 
⋇紹介率が��％を上回ること 
⋈紹介率が��％を上回り、かつ 
  逆紹介率が��％を上回ること 
⋉紹介率が��％を上回り、かつ 
  逆紹介率が��％を上回ること 

 
 

 編集・発行元  
 

 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 
 病院広報委員会  編集長  漆川 敬治 

 〒���-����� 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２ 
�ＴＥＬ ���-���-�����代��ＦＡＸ ���-���-���� 

ホームページもご覧下さい ڧ 
  KWWSV://QDUXWR-KVS.MS/ 

鳴門病院 

 「地域医療支援病院」の紹介率・逆紹介率 
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外 来 診 療 案 内 令和３年8月１日現在 

徳島県鳴門病院 予約センター 

TEL 088-683-1857 
予約センター受付時間(土･日･祝日･年末年始除く) 

８：３０ ～ １６：３０ 

※担当医は変更となる場合がありますのでご了承ください 

受付時間 

休  診  日 

午前８:３０～11:３０ 

◆当院では全診療科で予約診療を行っております 

◆診療科によっては受付時間が異なります 

土･日･祝日及び年末年始 

診 療 科 名  月 火 水 木 金 備   考 

内  科  

新患外来 中野 綾子 長樂 雅仁 三木 真理 日浅 由紀子 宮城 順子 

 

一  診 

（専門外来） 
日浅 由紀子 

藤本 浩史 

(神経) 

中野 綾子 

(血液) 

三木 真理 

(呼吸器) 

武市 俊彰 

(血液) 

二  診 

(専門外来) 
辻本 賀美 

藤本 大策 

(消化器） 

宮城 順子 

(消化器） 
大学医師 山村 篤司郎 

三  診 
浅井 孝仁 

(検診2次) 
平岡 栞名      宮城 愛 川田 知代 長樂 雅仁 

四  診 

（糖尿病内分泌）  
藤中 雄一  

藤中 雄一 
 藤中 雄一  藤中 雄一  

糖尿病透析予防外来 

五  診   

（検診２次） 
     

循環器内科  

一  診 山﨑 宙 志村 拓哉 大学医師 
志村 拓哉 

(再診のみ) 
山﨑 宙 

 水曜日 常勤医は心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査治療 

 水曜日 大学医師の診察は午前中のみ 二  診    
 

   ペースメーカー外来 
心臓血管外科 

第2･4週  

小  児  科  

一  診 小川 由紀子 北村 明子 小川 由紀子 小川 由紀子 小川 由紀子 
 

 受付時間 
 

    乳児健診(火) 13:30～15:00 

   アレルギー外来(火) 14:00～16:00 

       (新患･木)   9:00～11:30 

        (木) 13:30～16:30 

    予防接種(水) 13:30～15:45 

二  診 北村 明子  北村 明子 
アレルギー外来新患 

（市岡 隆男） 
北村 明子 

午  後 

(特殊外来) 
 

乳児健診 

アレルギー外来 

(市岡 隆男) 

予防接種 

 

アレルギー外来 

(市岡 隆男) 
 

外  科  
一  診 

坂東 儀昭 

（新患のみ） 
尾方 信也 坂東 儀昭 尾方 信也 坂東 儀昭 

 外来は午前中 

 毎日が手術予定日 
二  診  松本 亮祐 松本 亮祐   

整形外科  

一  診 

（初診） 
平野 哲也 

千川 隆志 

（脊椎脊髄） 

眞鍋 裕昭 

（脊椎脊髄） 
髙松 信敏 和田 一馬 

 

 

  
 邉見医師の診察は紹介患者のみ 

 日比野医師の初診は紹介患者のみ 

 千川医師の初診は紹介患者のみ 

二  診 眞鍋 裕昭 邉見 達彦 髙松 信敏 平野 哲也 千川 隆志 

手の外科 日比野 直仁 和田 一馬 日比野 直仁 横尾 由紀 日比野 直仁 

午  後 検査･手術 検査･手術 検査･手術 検査･手術 検査･手術 

脳神経外科  
午  前 阿川 昌仁 大畠 義憲 

手術  
大畠 義憲  阿川 昌仁 

 水曜日は手術予定日 
午  後 (ドック･検査) (ドック･検査) (ドック･検査) (検査･手術) 

皮  膚  科  
午  前 長江 哲夫 長江 哲夫 大学医師 長江 哲夫 長江 哲夫 

  木曜日 午後の受付 
                  14:00～15:00 

午  後 (手術) (手術) (手術) 長江 哲夫  

泌尿器科  
一  診 湊 淳 大学医師 湊 淳 小泉 貴裕 小泉 貴裕  二診は10:00診療開始 

 火曜日 一診は9時診療開始 
二  診  小泉 貴裕   湊 淳 

産婦人科  

一  診 漆川 敬治 炬口 恵理 山田 正代 漆川 敬治 炬口 恵理 

 二診は妊婦健診及び 

 人間ドック二次検査等 
二  診 

(10:30～) 
山田 正代 漆川 敬治 炬口 恵理 山田 正代  

午  後 漆川 敬治 炬口 恵理  山田 正代  

眼  科  

午  前 
篠原 輝実 

(大学医師） 
 

藤原 亜希子 

(大学医師） 

仁木 昌徳 

(大学医師） 
大学医師 

 火曜日午後(第2･4週)手術 

 金曜日の診察は月２回 

       （第１週・最終週） 午  後  

篠原 輝実 

(大学医師） 

検査  

 

藤原 亜希子 

(大学医師） 

検査  

四宮 加容(第１週) 
 斜視・弱視外来 

(大学医師） 大学医師 

検査 
仁木 昌徳 

（大学医師）  

耳  鼻  科  午  前  大学医師  大学医師   

放射線科  

午  前 
山中 森晶   

笹原 みほこ 

山中 森晶   

笹原 みほこ 

山中 森晶   

笹原 みほこ 

山中 森晶    

笹原 みほこ 

山中 森晶   

笹原 みほこ 
 IVRは毎週(火)午後 

 治療は(火)(金)午前  午  後 荒瀬 真紀 岩本 誠司(IVR)  音見 暢一  

放射線治療  川中 崇   川中 崇 

形成外科  
午  前 山野 雅弘 山野 雅弘 手術 山野 雅弘 山野 雅弘 

 
午  後 手術 手術 手術 手術 手術 

救急科 午前･午後 奥村 澄枝 奥村 澄枝 奥村 澄枝 奥村 澄枝 奥村 澄枝  

緩和ケア 午  後 山村 篤司郎      14:00～16:00 


