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奨励賞を受賞しました 

 徳島県看護学会にて「人間ドック・健診当日の特定保健指導実施率向上を目

指して」との内容で研究発表をさせていただきました。 

 今年度はコロナ禍での開催の為、オンデマンド配信による発表となりまし

た。TVカメラの撮影が入り、大変緊張し上手く発表できませんでしたが、あ

りがたいことに奨励賞をいただくことができました。このような賞をいただけ

たのも、ご協力いただきましたスタッフの皆様のおかげと感じております。こ

の場をお借りして感謝申し上げます。 

 健康管理センターでは、健診業務以外にも様々な業務を行っていますが、そ

の一つに、メタボリックシンドローム該当者・予備軍を対象とした特定保健指

導があります。健診の結果から対象者を抽出し、健診当日に初回保健指導を実

施、その後半年間の支援を行います。今回は、この特定保健指導実施率の向上

を目指し取り組んだ結果、実施率を上昇させることができました。  

 今後も、さらなる実施率向上を目指して、日々努めていきたいと思います。 

 令和3年12月、徳島県看護協会にて第37回徳島県看護学会が行われまし

た。健康管理センターの職員が今回取り組んだ研究を発表し奨励賞を受賞し

ました。 

健康管理センター 八木 いづみ 
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年男＆年女 年男＆年女 

私たちの 

今年の干支「寅」生まれの皆様に

年頭にあたり、ご自身の抱負・ 

決意を掲げていただきました。 

この写真は境港のレク

の時の写真です。楽し

かったレク。また行け

る日まで耐える日々が

続きそうですが、無理

せず少しずつ前向きに

ゆっくり生きていこう

と思います。  

あと、写真の頃まで体

重落とせたらいいな。  

    九十九 真紀 

入職して、2年が経とうとしています。部署異動があ

り、まだ慣れない業務や分からないこともたくさんあ

りますが、先輩方に助けていただきながら、頑張って

います。 

今年もたくさんの経験を積み、成長できるように努

めていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

                    井上 友  

看護師になりもうすぐで2年が経ちます。まだまだ分

からないことが沢山ありご迷惑をかけていますが、み

なさんとても優しくして頂き、充実した日々を送るこ

とが出来ています。 

今年も精一杯看護業務に励み、成長できる1年にした

いと思います。            落窪 涼花 

鳴門病院に入職して４年を迎え、現在も高松市から車通勤し

ていますが、持病の腰痛が出現すると仕事を休み皆様に迷惑

をかけています。今年は腰痛予防強化年としてストレッチ・

ウォーキングを毎日行えるよう頑張る所存です。   

                      岸下 英樹                                    

３回目の年男となりました。入職してから1年数ヵ月、皆様

にたすけてもらいながら充実した日々を送っています。4回

目、5回目、できれば6回目の年男まで働きたいと思ってい

ます。よろしくお願いします。がおー 

 北中 雄二 

仕事に家事・育児、趣味と今年もいろいろ制限はあります

が、楽しく過ごしていきたいと思います。    

                      森 和之 

リハビリテーション技術科 

5階東病棟 

医事企画課 

放射線技術科 

九十九 真紀 

岸下 英樹 

落窪 涼花 井上 友 

北中 雄二 森 和之 



 

      集中ケア認定看護師の資格を取得  
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     ICU 上席看護師 石川 龍一さん 

私は昨年、東海大学の集中ケア認定看護師教育課程を修了し、集中

ケア認定看護師の資格を取得致しました。教育課程では、重症患者のQOLを向上し社

会復帰を目指すため、体系的に看護ケアを行う必要があることを学びました。 

集中ケア認定看護師の役割は、質の高い医療を目指して、患者･看護職･多職種と共

創し、安全な医療を提供出来るように調整を行うことです。 

教育課程で学んだことを実践するために、皆様のご指導ご鞭撻は不可欠ですので、

今後ともよろしくお願いいたします。 

入職して三年が経とうとしています。多くの先輩方にご指導していただき、

助けていただいたことを本当に感謝しています。今年は仕事もプライベート

も充実した一年にしたいです。今年もよろしくお願いします。                         

                            天野 沙羅 

2022年の干支である「壬寅」（みずの

え・とら）は、「陽気を孕み、春の体動を

助ける」つまり冬が厳しいほど春の芽吹き

は生命力に溢れ、華々しく生まれることを

表しているそうです。 

コロナ（厳しい冬）がすぐに落ち着くこと

はなさそうですが、私は鳴門病院に転勤し

てきて4年目になる今年、そして還暦を迎

えますがこれまで以上に前を向き、脊椎脊

髄センターを発展させて徳島県鳴門病院に

貢献したいと考えています。全科の先生

方、スタッフの皆様方今後ともよろしくお

願い致します。 

             千川 隆志             

入職してもうすぐ２年が経ちます。今日まで多くの先輩方に助けていただ

き、本当に感謝しています。今年は、仕事もプライベートも充実した１年に

なるようにしたいです。今年もよろしくお願いします。 

音竹 美里 

整形外科 診療情報管理課 

5階東病棟 

千川 隆志 音竹 美里 

天野 沙羅 

 放射線技術科より機器更新のお知らせ 

 血管撮影装置（DSA）とMRI装置（1.5T）の機器更新をいたします。 

 ３月1日より、血管撮影装置（DSA）を新しく更新しました。最新のX線受光パネル（FPD）を搭載し前装

置に比べ少ない放射線量で、より細かい血管まで描出することができます。また、前装置同様CT画像が撮影

でき3D-MAPを作成し目的部位を正確に把握し高度な血管内治療も可能です。 

 また、MRI装置（1.5T）も、4月より更新予定です。国内初号機で、キャノン独自のAI（人工知能）を搭載

しノイズとシグナルをコンピューターが判断し、ノイズのみを除去することで従来の約半分の時間で鮮明な画

像を得ることが可能になりました。また、患者様の動きに対しても体動のある画像のみをAIが判断し除去する

ことで、ブレのないクリアな画像を得ることができます。 
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『笑顔輝く職員』投票結果 

 １１月の１ヶ月間あいさつ運動を実施しました。笑顔が素敵だった職員や元気なあいさつ 

をしていた職員に『ベストスマイル賞』『元気一番賞』『ムードメーカー賞』『爽やか賞』の 

４部門で投票が行われ、仕事納め式にて表彰を行いました。 

 これからも、あいさつに笑顔とまごころを添えて、笑顔あふれる職場にしましょう。 

この度は素敵な賞を頂きありがとうご

ざいます。 

私自身患者様やスタッフの方々の笑顔

に励まされながら仕事をしています。

毎日忙しいですが、笑顔を忘れず頑

張っていきたいです。 

5階西病棟 佐藤知香 

元気というのは、自分でもそう思っ

ています。言いかえれば、“ウルサ

イ”？いつまでがんばれるかわかり

ませんが、感謝の気持ちを忘れず元

気一番続けていきます。  

ありがとうございました。 

5階西病棟 南條 航平 

この度はムードメーカー賞に選出

して頂いたことを大変光栄に思い

ます。日頃より患者様・病院職員

の皆様との関わりに際し「明るい

笑顔」をモットーにしている私自

身の一層の励みになります。あり

がとうございました。 

ムードメーカー賞 

5階西病棟 植町 宣子 

この度は皆様の投票でこのような賞を頂き、

大変うれしく思います。これからもより一層

清潔感のあるさわやかな大人を目指し、患者

様にいい印象を与えられるよう頑張っていき

たいです。 

元気一番賞 

5階西病棟 大島 満輝 

爽やか賞 

ベストスマイル賞 



 

徳島県鳴門病院 

附属看護専門学校 練 訓 害 災内 校 

災害意識を高め災害発生時の基本的行動様式を身に付けるために、年3回の災害訓練を行って

います。令和３年12月24日、第2回目の災害訓練を実施し、1年生33名、2年生37名、3年生

36名と教職員が避難訓練に取り組みました。南海トラフ地震による津波警報発令を想定し、避

難訓練を実施した後、“知って役立つ！防災クイズ（風水害編）“を行い、防災に関する知識の

向上を図りました。 

 

今回は、病院の西側螺

旋階段を使用し、病院

7階に避難しました。 

知って役立つ！防災クイズ（風水害編）   ※実施した防災クイズの一部抜粋です。 

 

Q1.「津波」の速さは、海の水深が深いほど速い。  

Q2. 東日本大震災で観測された津波の遡上高は最も高いところで32.5mであった。 

Q3. 竜巻が発生する前触れは、降り続いた雨が急にやむ。 

Q4. 台風で強風に備えて、カーテンやブラインドは閉めておく。 

Q5. 台風接近中や強風時に車を運転するなら、強風の集まるトンネルの入口に注意すべきだ。 

Q6.「山鳴り」とは、山に強風が吹きつけると、揺れている木の枝同士がこすれ合って出す音である。 

※答えは6ページをご確認ください。 
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～おせち料理～ 

 

《献立》 

・赤飯 

・煮しめ 

（高野豆腐、海老、くわい、里芋、人参、昆布巻きなど） 

・酢の物 

・黒豆 

・清汁 

・練り切り（祝い華） 

【おせち料理】具材の豆知識（諸説あります） 

海老    長寿の願い「腰が曲がるまで丈夫に長生きをする」 

くわい   人生の希望「やがて芽が出る」  

里芋    子孫繁栄「芋から小芋が繋がっていく」  

昆布巻き  子孫繁栄「子生（こぶ）という当て字」や不老長寿「養老昆布（よろこぶ）という当て字」 

黒豆    健康祈願「まめに働き、まめに暮らせますように」 

 

 本来「節分」は季節の変わり目である立春、立

夏、立秋、立冬の4回を全て呼びます。立春（2月

4日）前夜の「節分」がよく知られています。 

”鬼は外～、福は内～”このかけ声とともに豆を

まき、邪鬼を払いましょう。 

《献立》 

・海鮮寿司    ・切干大根の炒め煮 

・清汁      ・みかん 

・節分豆 

Q1.○  

Q2.× （３２．５ｍ → ４０．１ｍ） 

Q3.× （前触れは、積乱雲が接近し周囲が暗くなり雷鳴・雷光が見える。冷たい風が吹く。） 

Q4.○  

Q5.× （入口 → 出口） 

Q6.× （山鳴りとは、山全体がうなるよう音を立てることで、火山噴火・地震・土砂崩れの前触れである。） 

5ページの答え 

～節分～ 
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単位（％） 

令和3年12月 

紹介患者件数 

 

１３６医療機関より    

５０１件ご紹介いただ

きました。 

診療科    

10月 11月 12月 

紹介率 逆紹介率 紹介率 逆紹介率 紹介率 逆紹介率 

内科 86.7 185.3 98.8 184.9 93.9 204.5 

循環器内科 100.0 266.7 94.4 205.6 92.9 250.0 

小児科 84.0 8.0 61.9 14.3 78.6 21.4 

外科 88.9 233.3 66.7 120.0 100.0 285.7 

整形外科 86.0 83.8 82.7 95.3 88.0 131.0 

形成外科 83.3 11.1 86.7 40.0 64.3 35.7 

脳神経外科 38.1 147.6 69.6 230.4 50.0 180.0 

皮膚科 36.7 6.7 23.3 7.0 64.3 14.3 

泌尿器科 100.0 88.0 100.0 152.9 86.4 104.5 

産婦人科 67.8 35.6 68.4 50.9 71.4 41.1 

眼科 50.0 25.0 0.0 0.0 14.3 85.7 

耳鼻咽喉科 40.0 80.0 100.0 100.0 100.0 400.0 

放射線科 93.5 119.4 96.9 131.3 100.0 169.6 

救急科 9.1 81.8 0.0 114.3 0.0 116.7 

計 77.5 97.0 77.3 110.2 80.5 128.8 

【地域医療支援病院紹介率基準】 

①紹介率が80％を上回ること 

②紹介率が65％を上回り、かつ 

  逆紹介率が40％を上回ること 

③紹介率が50％を上回り、かつ 

  逆紹介率が70％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 

 〒772-8503  徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷３２ 

 ＴＥＬ 088-683-0011(代) ＦＡＸ 088-683-1860 

ホームページもご覧下さい ♪ 

  https://naruto-hsp.jp/ 

鳴門病院 

 「地域医療支援病院」の紹介率・逆紹介率 

 

受付横に設置の専用機械にマイナンバーカードを 

かざします。 

  
 マイナンバーカードが健康保険証として 

               利用できるようになりました！！ 

 当院受付窓口では、令和３年１０月２５日よりオンラインでの保険証資格確認が開始されたことに伴い、

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。 

（事前に患者様が加入している健康保健機関にて利用申し込みが必要です。） 

～ご利用のメリット～ 

●利用の際に必要なもの 

・マイナンバーカード（事前に利用申し込みが必要） 

・カードの暗証番号（顔認証登録している方は不要） 

※保険証と別に市町村発行の公費医療証（乳児・ひと

り親・身体障害・難病など）をお持ちの方は窓口提示

が必要です。 

１.就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使える！ 

２.ご自身が同意すれば初めての医療機関等でも、今までに使った正確な薬の情報が医師と共有できる！ 

３.マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られる！ 

４.マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単に！ 

５.限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除される！ 
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外 来 診 療 案 内 令和４年１月１日～ 

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 

     午前(神経) 

      午後(検診2次) 

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 芳川 明奈 

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 大櫛 祐一郎 大学医師 大櫛 祐一郎 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 

       (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 

 

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） 
横尾 由紀 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 

 

 ※この一覧表は令和4年1月～3月 

  限定になります 

 

二  診 千川 隆志 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2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 

 治療は(火)(金)午前  午  後 荒瀬 真紀 喜田 有佳里  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 


