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歴
代
管
理
者
名
簿

歴代院長
Successive director

初 代　平野 守成
 明治40年3月22日〜明治41年12月28日 

9 代　福田 　了
 大正7年12月10日〜大正8年12月2日 

17代　後藤 顧三郎
 昭和12年12月2日〜昭和13年11月3日 

25代　大久保 繁雄
 昭和21年2月1日〜昭和22年11月10日 

33代　宮保 　進
 平成7年4月1日〜平成8年12月18日 

7 代　花輪 忠雄
 大正5年3月9日〜大正6年12月9日 

15代　上原 純之助
 昭和4年12月28日〜昭和8年12月4日 

23代　伊藤 慎一
 昭和20年6月30日〜昭和20年11月30日 

31代　脇本 賢次
 昭和48年10月1日〜昭和50年3月31日 

（院長事務代行）

2 代　秋田 松二郎
 明治41年12月27日〜明治44年12月12日 

10代　黒岩 賢三
 大正8年12月1日〜大正10年7月9日 

18代　神立 金作
 昭和13年11月10日〜昭和14年5月20日 

26代　茅野 　有
 昭和22年11月10日〜昭和23年9月28日 

（院長事務代行）

34代　石瀬 昌三
 平成8年12月18日〜平成10年3月31日 

（院長事務代行）
平成10年4月1日〜平成17年9月30日

8 代　矢澤 　操
 大正6年12月7日〜大正7年12月2日 

16代　金澤 信太郎
 昭和8年12月4日〜昭和12年12月2日 

24代　福本 正榮
 昭和20年12月1日〜昭和21年1月31日 

32代　松本 禮二
 昭和50年4月1日〜平成7年3月31日 

NO  IMAGE
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13代　行森 　璣
 大正13年9月28日〜大正15年12月1日 

5 代　桑原 賢鏡
 大正2年12月8日〜大正4年6月2日 

21代　松尾 正道
 昭和17年11月11日〜昭和18年11月24日 

29代　時国 武二郎
 昭和29年10月5日〜昭和35年3月10日 

11代　宮川 龍磨
 大正10年7月9日〜大正11年12月1日 

3 代　鈴木 寛之助
 明治44年12月10日〜大正元年12月30日 

19代　黒木 盛秀
 昭和14年5月19日〜昭和16年9月25日 

27代　大石 太郎
 昭和23年9月28日〜昭和28年3月1日 

35代　多々見 良三
 平成17年10月1日〜平成22年12月22日 

14代　宮崎 千秋
 大正15年12月1日〜昭和4年12月28日 

6 代　小林 　幹
 大正4年6月2日〜大正5年3月11日 

22代　牛窪 成恒
 昭和18年11月29日〜昭和20年6月30日 

30代　今井 正三郎
 昭和35年3月10日〜昭和48年9月30日 

12代　稲原 　廣
 大正11年12月1日〜大正13年9月28日 

4 代　加藤 雄太郎
 大正元年12月28日〜大正2年12月10日 

20代　小形 治朗一
 昭和16年9月25日〜昭和17年11月4日 

28代　森脇 襄治
 昭和28年3月1日〜昭和29年10月5日 

36代　布施 春樹
 平成22年12月23日〜平成23年10月31日 

（院長事務代行）
平成23年11月1日〜現在
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明治40年 開院当時
明治40年３月22日、舞鶴海軍工廠職工共済会病院として開
院。所在地は京都府加佐郡舞鶴町字浜1035番地で、「浜村」
と呼ばれ、病院前は一面田んぼが広がっていました。

昭和初期の本館全景
正面から見た当院本館。開院当時と比べて周りに建物が増え
ています。

昭和22年頃の本院周辺の風景
昭和初期の本院全景に比べると、病院周辺に建物がかなり密集しています。
本館の正面向かいには、後の整肢学園となる建物も見えます。

明治43年開校の看護婦養成所
明治43年３月４日、看護婦養成所として開校。昭和28年舞
鶴共済病院准看護学校と改称。昭和52年３月閉校となるまで、
883人の卒業生を送り出しました。

昭和７年頃の全景
本館を後ろから見た病院全景。本館以外にも多くの施設が見
えます。
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昭和41年頃の病院全景
病院の横には鉄道線路が敷設。現在は遊歩道となっています。

昭和32年頃の第１病棟
第１病棟は昭和12年に改築されました。

昭和57年頃の病院
本館（現Ａ棟）新築前の病院風景。敷地内に車が溢れてきまし
た。

昭和52年の本館
創立70周年記念祝賀会当日の本館前の様子。３階部分は木造
で後から増築されました。

平成４年１月 第１病棟解体工事
新館（現Ｂ棟）の竣工に向けて平成４年１月に第１病棟の解体
工事が行われました。
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第１コンクリート打設工事中
新館（現Ｂ棟）竣工に向けて、コンクリート打設工事中の様子
です。平成６年の竣工に向けて工事が着々と進められていま
した。

平成６年５月 新館（現Ｂ棟）竣工式の様子
テープカットを収めたワンシーンです。

平成６年５月 新館（現Ｂ棟）竣工式の様子
その当時の新しくなった手術室を案内する第32代目松本病
院長

平成６年５月 新館（現Ｂ棟）完成
写真中央が新館（現Ｂ棟）になります。地上８階建てです。

平成６年５月 新館（現Ｂ棟）竣工式の様子
神妙な面もちの病院管理者の方々。

すこやかの森 竣工式
平成12年３月、家庭復帰など自立を支援する市内初（共済病
院においても初めて）の介護老人保健施設 すこやかの森の竣
工式を収めた写真。
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すこやかの森 竣工式
平成12年３月、家庭復帰など自立を支援する市内初（共済病
院においても初めて）の介護老人保健施設 すこやかの森の竣
工式を収めた写真。

平成25年12月22日 Ｃ棟竣工式
平成25年12月に竣工を終えたＣ棟の披露宴の写真

平成26年１月 Ｃ棟
新しく建築されたC棟の３階から５階を入院病棟として整備しました。個室率が向上され、
以前の25.9％から29％に。C棟だけでは33％となります。１床当りの面積は８㎡以上、各
病室にトイレが設置され、各階に感染症対応室が２室設置されています。

平成25年12月22日 Ｃ棟竣工式
平成25年12月に竣工を終えたＣ棟の竣工式の写真

平成26年１月 Ｃ棟
新しく建築されたＣ棟内部の写真 《泌尿器科外来》
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平成26年１月 Ｃ棟
新しく建築されたＣ棟内部の写真 《デイルーム》

平成26年１月 Ｃ棟
新しく建築されたＣ棟内部の写真 《透析センター》

平成27年6月 地域医療連携室
平成11年６月１日より設置され、地域の各医療施設の先生方
と当院の各診療科との窓口として業務を行っております。改修
工事を終え、平成27年４月よりA棟１階に移転オープンしま
した。玄関付近に移転したことで、地域の医療機関、患者さん
やその家族との連携がよりスムーズに出来るようになりました。

平成26年１月 Ｃ棟
新しく建築されたＣ棟内部の写真 《手術室》

平成27年6月 会計・総合窓口
A棟１階の玄関入ってすぐに位置しています。改修工事を終え、
以前よりエントランスを広く設け天井を高くし、明るさを強
調しました。

平成27年6月 透析センター
平成25年12月にＣ棟が竣工し、Ｂ棟からＣ棟へ透析センター
が移転しました。以前の29床から32床へ拡充整備されました。
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平成27年6月 内視鏡センター
平成26年7月からB棟１階に消化器内科外来と外科外来、内
視鏡室が一つとなり消化器センターとしてリニューアルオー
プンしました。

平成27年6月 化学療法センター
がんの化学療法をこちらで行っています。

平成27年6月 Ｃ棟ナースステーション
新しく建築されたＣ棟病棟のナースステーションの写真

平成27年6月 心臓リハビリテーション室
A棟、B棟の病棟改築に伴い、平成26年９月にB棟２階に新
設オープンされました。

平成27年6月 産科病棟
B棟３階が改修され、A棟５階より移転されました。分娩室３
室、ＬＤＲ１室、特別分娩室１室、未熟児室５床、新生児室
18床が整備されました。

平成27年6月 ＣＣＵ
平成26年10月にB棟３階からB棟２階へ移転しました。移転
と同時に術後早期リハビリを促進するフルチェアポジション
ベッドや全病床に生体情報モニターを新しく整備しました。
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大正13年頃の手術室
当時の手術を収めた写真

昭和２年頃の公用車
高松宮殿下が本院へ行啓される。車は当院最初の公用「シト
ロエン」（フランス製）

昭和初期の検査室
病理検査室の様子。顕微鏡で目視するのは今も同じ。

大正14年頃の病室
外科病棟回診の様子

昭和初期の薬局
昭和初期当時の薬局内部。当時は看護師が調剤を行っていた
のでしょうか。

昭和８年頃の手術室
当時の手術室勤務者の記念写真。足元を見れば、足袋に下駄
の当時の記念写真。
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昭和10年頃の手術スタッフ
手術台は様々な体位に対応できるように工夫されている。

昭和14年頃の分娩室
助産婦生徒11名。３つ星の襟章がある女性は正規の助産婦だ
と思われる。

昭和32年頃の病院洗濯場
大型の洗濯機で、ずいぶん大掛かりな機械のようです。

昭和11年頃の外来
改装された外科外来診察室

昭和28年頃のＸ線断面撮影装置
当時、裁断面の変化は手動式で行っていた。傾斜を付けたＸ
線管が移動し、任意の断面を撮影。

昭和32年頃の外来眼科
当時の眼科診察室の様子
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昭和35年頃の小児病棟
本館3階にあった小児病棟。当時は小児結核や腎疾患の子供
が多く、比較的長期の入院となっていました。

昭和45年 旧エレベーター最後の日
蛇腹の二重扉が時代を感じさせます。

昭和53年頃の事務室
当時の事務室は薬局とつながっていました。

昭和40年頃の病院バス
当院として初購入の病院バス。

昭和48年頃の外来整形外科
外来待合には畳の台が設置してあります。

昭和53年頃の産婦人科診察風景
当時としては最新の分娩監視装置だったそうです。
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昭和50年頃の内科
心臓カテーテル検査が行われている様子

昭和55年頃のＣＣＵ
循環器疾患の集中治療室で、心電図など患者モニターを監視
している看護師の姿。

平成６年 新館（現Ｂ棟）の内部
院内の空調、消防設備を一括管理する防災センター

昭和50年頃の胃腸科
胃カメラ検査が行われている様子

平成６年 新館（現Ｂ棟）の内部
拡大整備され20床となった透析センター。平成11年には、さ
らに25床、平成16年には29床と拡大整備されています。

平成６年 新館（現Ｂ棟）の内部
当時では最新鋭の血管造影室
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平成10年４月 病院情報システム
院内ＩＴ化の第一歩としてオーダリングシステム稼働と院外
処方箋の発行を開始。

平成10年４月 院外処方箋の説明
院外処方箋の完全実施に向け、患者さんに説明するコーナー
が設置されました。

平成14年 新館（現Ｂ棟）カテ室
平成14年当時の血管造影室

平成10年４月 新規の再来受付機
院内ＩＴ化に伴い、診察の受付が完全自動化されました。

2000年問題対策委員会
2000年問題に対処を行う、病院関係者の会議の様子。

平成15年８月 モービルＣＣＵ始動
地域の病院・診療所の要請に応えるべく、導入されたモービ
ルＣＣＵ。
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平成17年 総合受付・会計窓口
当時の受付の場所は、現在の正面玄関すぐ横に位置していました。また、
当時は総合案内横にカウンターを設け、案内員１名を配置していました。

平成17年 サヨナラバス
昭和40年からたくさんの患者さんに活用された、病院バス
が平成17年に幕を下ろしました。

平成23年 透析センター
平成23年当時の透析センター。当時は、新館（現Ｂ棟１階）に
ありました。

平成18年 ＢＦＨ認定
平成18年に当院がＷＨＯ・ユニセフから京都府としては、
第１号のＢＦＨ（赤ちゃんにやさしい病院）として認定を受け
ました。

平成23年 透析センター
平成23年当時の透析センター。現在の透析センターと違い
ベッド毎のスペースが若干狭くなっているように見えます。
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昭和16年頃の集合写真
海軍職域バレーボール大会で優勝した時のもの。

昭和30年頃の看護婦養成所戴帽式
今も昔も変わらず神聖な儀式です。

昭和35年頃の職員旅行
みんなで行った鳥取砂丘の思い出写真

昭和28年頃の運動会風景
スカート姿の女性に何とも当時の面影が伺えます。

昭和32年 創立50周年
創立50周年記念式典開催の様子。日の丸の横のマークは、当
時の当院シンボルマークでしょうか?

昭和35年頃の大忘年会風景
旅館「松栄館」の大座敷にて。手元には火鉢が…
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昭和40年 病院コート開き
本館と第１病棟の間にバレーコートが完成。東京オリンピッ
クで金メダルを取って「東洋の魔女」と言われたニチボー貝
塚チームにコート開きを祝福してもらいました。

昭和52年頃の運動会風景
皆さんの衣装がかなり凝っていることが伺えます。

昭和52年の創立70周年記念
創立70周年記念祝賀会の様子

昭和46年頃の運動会風景
病院隣の三笠小学校グラウンドが会場でした。

昭和52年の創立70周年集合写真
懐かしい顔がチラホラ見受けられます。

第38回 共済医学会 会頭病院
平成元年９月　会頭病院として第38回共済医学会総会を京
都市にて開催・運営を行いました。
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阪神淡路大震災 救援活動
平成７年１月に阪神大震災が発生し、舞鶴共済病院から１月
19日から２月11まで救援物資（水・食料・灯油等）を毎日搬
送しました。

平成14年 看護の日
健康に関する関心と理解を深めてもらう事を目的に、身長・
体重・血圧の測定等様々な取り組みを行いました。

平成16年 大忘年会
この写真は平成16年当時の大忘年会の催し物の様子になり
ます。写真は忘年会らしい様子を収めた１枚です。

宮保院長 葬儀
平成８年12月21日 舞鶴共済病院長 宮保進先生の病院葬を執
り行いました。

平成15年 ＳＡＲＳ訓練
世界的な猛威を振るったＳＡＲＳが当院で発症した場合の訓
練及びシミュレーションを実施しました。

平成25年 大忘年会
看護部によるフラダンスを披露していただきました。
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平成19年 100周年 パネル風景
病院100周年を記念して、100周年の歩みと題した、当院の
年表と昔の写真が中央廊下に掲示されました。

100周年記念式典
平成19年に舞鶴共済病院100周年を記念して開催をされた
100周年記念式典の写真

100周年記念式典
平成19年に舞鶴共済病院100周年を記念して開催をされた
100周年記念式典の写真

平成19年 創立100周年記念式典・祝賀会
舞鶴商工観光センターにて執り行われた創立100周年記念式
典・祝賀会を収めた１枚

100周年記念式典
平成19年に舞鶴共済病院100周年を記念して開催をされた
100周年記念式典の写真

100周年記念式典
平成19年に舞鶴共済病院100周年を記念して開催をされた
100周年記念式典の写真
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平成19年 ＯＢ会 作業風景
平成19年舞鶴共済病院100周年総会に向けて準備を進めてい
るＯＢ会役員の作業風景

平成21年 ちゃったレガッタ大会
毎年７月に開催されている舞鶴市民ちゃったレガッタ。平成29年で第32回目の
開催となりますが、舞鶴共済病院は第１回から毎年参加しています。

舞鶴共済病院 創立100周年記念 ＯＢ会総会
平成19年6月舞鶴共済病院100周年記念総会・祝賀会が開催
され、その様子を収めた１枚です。

平成19年頃 病院対抗野球
現在は行われていませんが、舞鶴市の４病院対抗の野球大会を収めた写真です。
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平成23年 東日本大震災
循環器科医師１名、薬剤師１名、看護師２名の計４名の当院のスタッフが被災地へ
向かい、医療支援活動を行いました。

市民医療フォーラム
平成22年より当院主催にて一般市民向けに開催しています、市民医療フォーラムの
様子の写真です。平成29年９月までに計10回開催しており、多くの方々にご参加及
び好評をいただいております。

平成21年度 クリスマスコンサート
写真は平成21年に開催されたクリスマスコンサートの写真
です。事務部によるハンドベルの演奏を収めた１枚です。

平成21年度 クリスマスコンサート
看護部によるコーラスを行った時の写真になります。
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平成28年度 球技大会 
部署ごとにチームを組み、日々働く中でかく汗とは違う良い
汗を皆さんかいています。

平成28年度 球技大会
写真は今まさにレシーブをする瞬間を収めた写真です。

平成27年 災害避難訓練
当院としては、初めて地震・津波を想定した避難訓練を計画
し、訓練を実施しました。

看護師新人研修
看護師新人研修の様子を収めた写真です。
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