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　7月29日に、ホテル日航姫路において第14回地域
医療連携交流会を開催いたしました。
　おかげさまで113施設から238名の参加と院内より
112名の職員が参加し、盛会に終えることが出来まし
た。当院は地域の方 と々一堂に会する機会を大切にして
おります。ご多忙な中、多数のご参加をいただき心より
感謝申し上げます。
　第一部の講演会では、名古屋大学大学院　環境学
研究所の横山智教授をお招きし、「想像を超える納豆文
化の多様性～東南アジアからヒマラヤまで～」というタ
イトルでご講演をいただきました。参加者からは「納豆
について何の疑問も持たず食べてきましたが、定義や分
類があることに驚いた」「世界に同様の食文化があると
は知らなかった」「“菌”と聞くとどうしても医療関係者
は“殺菌”“抗生物質”と連想してしまうが、そんな型に
はまった思考回路を超越させてくれる納豆の世界を紹
介いただき感謝」等々、主催者として嬉しい感想をいた
だきました。

　第二部の交流会では、院長より皆様にごあいさつし、
「地域の医療は地域で育てる」そのために、この中・西
播磨地域が、患者さんを中心に地域の医療機関が“つ
なぐ”ことができる地域に育っていくことが必要との考
えをお伝えいたしました。また姫路市医師会からは山本
一郎会長よりご挨拶を賜り、会に華を添えていただきま
した。
　次回、第15回地域医療連携交流会は平成30年７月
に予定しております。今回参加していただいた皆様は勿
論でございますが、今回ご参加いただけなかった方も
是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。

地域医療連携室 地域医療連携課長　前田 智成
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臨床指標

平成28年度 姫路赤十字病院 臨床指標

臨床指標は、医療の質を具体的な数値として示したものです。
当院の臨床指標は主に、プロセス指標（実際に行われた診療や看護の内容）とアウトカム指標（行った診療や看護の結果）からなり、
これらの経年的変化を評価・分析することで、医療の質の向上に役立てています。
この度、平成2８年度の臨床指標を取りまとめましたので、一部を公表させていただきます。
なお、ホームページ上では、その他の指標につきましても公表しておりますので、併せてご覧ください。

姫路赤十字病院 事務部 経営企画課

病床稼働率とは、実働病床数に対して、入院患者がどのくらいの割
合で入院していたかを示す指標です。入院を必要とする患者さん
のために病床を効率的に利用することが求められています。

● 病床稼働率

指標の説明

● 平均在院日数

入院している患者さんの中には、年齢やお持ちの病気・ケガなどを原
因として、転んでしまったり、ベッドから落ちてしまうといった危険が
高くなる方がいます。当院では医療安全推進室を中心に、転倒・転落
の予防に積極的に取り組んでいます。
※レベル3b：（重症度）中軽度 （患者の状態）転倒・転落により、新たな治療 
　や処置が必要となった状態

● 入院患者の転倒・転落発生率（レベル3b以上）

指標の説明 指標の説明

針刺し・体液曝露件数になります。針刺し・体液曝露件数を把握し、原
因等を分析することにより感染防止につなげることが重要になります。

● 針刺し件数

延入院患者数
病床数×365日

分子
分母

患者さんが平均で何日間入院しているかを示す指標です。在院日数
を短縮するには、適切な治療だけでなく、退院に向けて地域の病院・
診療所・施設などとの連携強化が必要になります。

指標の説明

年間在院患者延数
（年間新入院患者数+年間退院患者数）/2

分子
分母

実数
H26年度

20
H27年度

13
H28年度

13針刺し件数分子
分母

H26年度
5

15,688

H27年度
9

17,110

H28年度
5

17,468
入院中の転倒・転落件数
新入院患者数
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平成27年度

平成26年度 9.9日

9.8日

9.9日

0.0% 50.0% 100.0%
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93.9％
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平成28年度

平成27年度

平成26年度 0.319‰

0.526‰

0.286‰
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白内障手術
網膜硝子体手術
緑内障手術
未熟児網膜症に対する
レーザー治療

1,282件
267件
116件

34件

当科の診療方針
　当科は網膜硝子体疾患・緑内障・白内障などに対する手術加療を中心に
日常診療にあたっております。
　増殖糖尿病網膜症・黄斑円孔や黄斑上膜などの黄斑疾患・網膜剥離・感
染性眼内炎・眼外傷などの網膜硝子体疾患に対しましては25Gもしくは27G
システムを用いた低侵襲な小切開硝子体手術を施行しており、ご希望に応じ
て日帰り手術でも対応いたしております。糖尿病網膜症は硝子体手術・抗
VEGF薬硝子体注射・ステロイドテノン嚢下注射・網膜光凝固術を組み合わ
せて、患者様の病状に応じてオーダーメイドな治療を施行いたしております。
黄斑円孔は手術２日目に光干渉断層計検査を施行し、閉鎖症例は伏臥位安
静を解除し、患者様の苦痛軽減に努めております。網膜剥離は硝子体手術を
第一選択といたしますが、若年者には強膜内陥術を第一選択とするケースも
あり、症例に応じて術式を選択いたしております。網膜剥離は原則紹介日、遅
くとも紹介翌日には手術加療を施行いたしております。
　緑内障は残存視野や術前眼圧を元に術式を選択いたしております。線維
柱帯切除術は全例円蓋部基底で、線維柱帯切開術は耳側アプローチで施
行いたしております。また他疾患で当科にご紹介いただきました患者様も光干
渉断層計検査で視神経を評価し、前視野緑内障の有無をチェックいたしてお
ります。
　白内障は2.2mm切開創で手術を施行いたしております。眼内レンズ縫着
術を必要とするチン小帯脆弱症例にも対応いたしております。入院手術か日
帰り手術かは、患者様のご希望に応じて対応いたしております。

平成28年度診療実績

主な疾患の診療実績
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眼科

日本眼科学会専門医
光線力学的治療法(PDT)認定医
岡山大学臨床教授

清水 敏成　眼科部長
（平成7年卒／網膜硝子体、緑内障、白内障)

野田 拓志　医師
（平成22年卒／眼科一般)

渡邊 高志　医師
（平成24年卒／眼科一般)

渡邊 清水 野田



当院の加齢黄斑変性治療について

　当院では加齢黄斑変性に対して、第一選択として抗VEGF薬硝子体注射療法を施行いたしており
ます。患者様と相談の上ですが、原則Treat and Extend (TAE) を施行いたしております。最初の
3回は1か月毎に施行、3回目注射後の光干渉断層計検査で治療効果が見られましたら、以降8週毎・
10週毎・12週毎と間隔を延ばしていき、最長で12週間隔での抗VEGF薬硝子体注射療法といたし
ております。TAE治療は初回注射から約2年間施行し、再発なければ終了といたしております。10
週毎・12週毎の抗VEGF薬硝子体注射で活動性を抑えられない場合は、各患者様に応じた適切な
治療間隔を見出し、TAE施行いたしております。8週毎で活動性抑えられない場合は抗VEGF薬の
変更や低照射エネルギー光線力学療法の併用を検討いたします。
　ポリープ状脈絡膜血管症と網膜血管腫状増殖に対しては、抗VEGF薬硝子体注射療法と低照射
エネルギー光線力学療法の併用療法を施行いたしております。また脳疾患・心疾患の既往のある患
者様には低照射エネルギー光線力学療法を第一選択とする場合もあります。
　以上のように治療への反応・加齢黄斑変性のサブタイプ・既往歴などに応じた治療方針を患者様に
ご提示し、よく相談の上、各患者様に応じたオーダーメイドな治療を施行いたしております。

診療科の紹介 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER
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地域の医療機関の先生方へ
　先生方からのご指定医師が確実に診察させていただくため、また患者様の待ち時間短縮のため、当院のFAX初診制
度をご利用いただけましたら幸いでございます。また月曜から金曜の午前診療だけでなく、午後診療も開始いたしておりま
すので、ご活用いただけましたら幸いでございます。
　網膜剥離・眼外傷・術後眼内炎などの緊急性の高い疾患は、紹介状持参の上当院に速やかに来院いただけましたら、
最優先でスピーディに診察・治療させていただきます。
　今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

眼科部長　清水 敏成
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02

小児病棟小児科入院数
うち救急外来からの入院
救急車受け入れ
小児病棟での人工換気症例
NICU・GCU入院数
超低出生体重児（1000ｇ未満）
極低出生体重児（1500g未満）
NICUでの人工換気症例
一酸化窒素吸入療法
低体温療法
新生児専用救急車による
新生児搬送

 2,096人
1,268人
1,325人
33人
688人
28人
69人
210人
17人
3人

213人

平成28年診療実績
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小児科

久呉 真章　第一小児科部長
五百蔵 智明　第二小児科部長
藤田 秀樹　第三小児科部長
柄川    剛　第一小児科副部長
高見 勇一　第一小児科副部長
上村 裕保　第二小児科副部長
中川    卓　第二小児科副部長
神吉 直宙　第三小児科副部長
黒川 大輔　医師
中迫 正祥　医師
坂田 千恵　医師
金    伽耶　医師
東口 素子　医師
鮫島 智大　医師
藤原 絢子　医師
明神 翔太　医師
井上 翔太郎　医師
呉　 東祐　医師
内藤 由紀　医師
夏秋    愛　医師
古好 佳代　臨床心理専門員

中川 上村 柄川 藤田 久呉 五百蔵 高見 神吉 黒川

古好 呉
井上 明神

内藤
金

坂田 藤原
東口

夏秋 鮫島
中迫

当科の診療方針
　ありとあらゆる小児疾患に対応して中・西播磨地域の小児医療の基幹病院
としての役割を果たし、地域から信頼される小児科を目指しています。中・西播
磨地域からの小児疾患、新生児疾患の依頼があれば、全例お断りすることなく
受け入れています。
　一般小児疾患に関しては、姫路市休日・夜間急病センターの後送病院を
365日担当し、たくさんの小児救急患者を受け入れています。小児病棟（8階
西病棟・50床）にはプレイルームがあり常勤の保育士がいます。感染症などの
急性疾患のみならず、慢性疾患や摂食障害をはじめとする心身症など、幅広く
診療を行っています。熱性けいれんと川崎病の入院数は、DPC病院でそれぞ
れ全国1位と5位でした。
　総合周産期母子医療センター新生児部門はNICU15床・GCU22床の計37
床で、新生児専用救急車を有し、24時間・365日体制で小児科医師と看護師が
中・西播磨地域の産科に出向いてハイリスク分娩の立合いや病的新生児の搬
送を行っています。また産科では多くのハイリスク妊婦の母体搬送を受け入れ、
密に連携を取って周産期医療を行い、超低出生体重児の生存退院率（5年間で
93％）は全国トップクラスの水準です。



当院の治療について

地域の医療機関の先生方へ
　当科では地域のありとあらゆる小児疾患に対応しており、当院だけでは治療が完結できない疾患（悪性疾患・心臓外科
疾患など）は兵庫県立こども病院、神戸大学病院、倉敷中央病院と連携して診療にあたっています。2017年4月からは兵
庫県立こども病院循環器科から藤田秀樹部長が赴任し、小児循環器診療にも今まで以上に力を入れていきたいと考えてい
ます。
　姫路市小児科医会の先生方が、地域医療にかける熱意と責任感を持って休日・夜間急病センターで小児一次救急を
しっかりと行っていただいているので、われわれは重症患者さんの診療に専念できています。このことは小児科を志す若い
医師や学生たちにも大変好評で、多くの医師・学生が当科での研修を希望してくれています。このような素晴らしい環境
で診療できることに感謝し、これからも安心して子どもたちの命と健康を任せていただけるよう、安全でレベルの高い小児
医療を提供していきたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

第一小児科部長　久呉 真章

診療科の紹介 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER
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NICUでは低酸素性虚
血性脳症の新生児に対
して低体温療法を行っ
ています。

小児病棟ではクリスマ
スや七夕に、入院中の
こどもさんやご家族を
慰労するイベントも行っ
ています。
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　平成29年6月17日（土）、第23回赤十字（近畿）
第4ブロック合同災害救護訓練が京都府支部主催に
より京都府立丹波自然運動公園で晴天の下、開催され
ました。
　当院からは救護班第1班6名（医師1名、看護師長
1名、看護師2名、主事2名）、臨床研修医2名、薬剤
師1名、こころのケア指導者1名、救護員指導者1名、
救護員指導担当者2名、計13名が参加しました。

　今回の訓練は、災害が発生した場合に派遣された救
護班が必ず災害被災地周辺で行うことを体験場面とし
て①本部参集訓練②ホスピタルd-ERU研修③医療
救護訓練④避難所の巡回診療訓練が設定されまし
た。
　来年度は、日赤大阪府支部主催により同訓練が開
催される予定で更に救護班員のスキルアップを図るこ
とができると思います。

救護員任命式および赤十字近畿ブロック訓練参加

医師・看護師・医療スタッフからなる救護員が救護訓練に参加TOPICS

　「入退院センター」ってなに？どんな部署？とまだま
だ知名度が低いのが現状です。当院で手術を受けら
れる患者さんが、より安全で安心な手術を受けていた
だけるために外来の時点から、多職種連携にて術前評
価・術前指導などの周術期管理を一貫して提供する部
署として、昨年11月より入退院センターをスタートさせ
ました。
　ここでは看護師だけでなく、専従の薬剤師や管理栄
養士も配置し、チーム医療の実践の場として外来・入
院・退院そしてかかりつけ医にお戻しできるまで、患者
さん自ら自分の受ける医療に参画できることを目指して
いきます。
　現在までに消化器外科・呼吸器外科・循環器内科・
泌尿器科・整形外科手術及び、内視鏡手術処置検査等
に対応できるようになっています。
　さらに今後、退院後外来通院を経てその患者さんが
生活に戻れるまでの継続看護も担える場所としての機
能も付加していきます。
　姫路赤十字病院は、地域の信頼に応える医療提供を

目指すだけでなく、患者さんの不安を置き去りにしない
医療看護を大切にしていきます。
　まだまだ産声を上げたばかりの部署です。どうぞい
ろんなご意見をお聞かせください。この入退院センター
が患者さんご家族の不安を安心に変える部署として成
長していけるようご支援ご指導いただけますようお願い
いたします。

入退院センター副センター長
田口 かよ子

入退院センターが本格稼働しました

手術患者さんの入院前から退院後まで安心・安全の医療・看護をサポートZOOM UP



　当院には、専門看護師が2分野
2名、認定看護師が10分野16名
活動しています。

●専門・認定看護師会について
　専門・認定看護師会は隔月第1
火曜日に集まり、分野を超えて院
内・院外活動報告やディスカッショ
ンを行っています。それぞれの専
門看護師、認定看護師との連携も
しっかり取れています。
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専門・認定看護師の紹介

専門看護師・認定看護師が多数活躍ZOOM UP

　呼吸サポートチーム（RST）は、入院中の患者に対す
る呼吸ケアの向上を目指し、助言、教育、標準化、安全
管理を行うチームです。主に人工呼吸器装着患者の人
工呼吸器装着期間、再挿管率を減少することや、人工
呼吸器や酸素療法に関わる医療者が安全安心にケアや
取扱いが出来ることを目指しています。
　当院では2010年より活動を開始し、麻酔科医師、呼
吸器内科医師、小児科医師、看護師（集中ケア認定看
護師、小児救急認定看護師、呼吸療法認定士含む）、
理学療法士、臨床工学技士でチーム活動をしています。
内容としては依頼された患者さんに対し計画書を作成
し、週に1回症例ミーティングの後病棟ラウンドを行い、
ベッドサイドで部署の看護師と共に現在の呼吸に関す
る問題の検討や人工呼吸器の安全確認などを行うこと
や、マニュアル整備、新人職員対象の酸素療法や関わ
る医療者対象の人工呼吸に関する研修会を行っていま
す。2016年度は地域医療・介護関係者対象に在宅も

含めた人工呼吸管理の勉強会を行いました。
　今後も院内外の呼吸ケアの必要な患者さんと関連す
る医療者の支援をチームで行っていきたいと思います。

呼吸サポートチーム

倉迫 敏明
今川 真理子

医療チームの紹介

呼吸サポートチーム（RST）の活動についてZOOM UP

がん看護

母性看護

集中ケア

皮膚・排泄ケア

感染管理

手術看護

がん化学療法看護

新生児集中ケア

緩和ケア

乳がん看護

小児救急看護

訪問看護

福井 由紀子（地域医療連携室）

小塩 史子（MFICU）

今川 真理子（ICU）、井口 雅徳（ICU）
篠原 麻記（ICU）

松本 由美子（感染管理室）

八瀬 和佳恵（感染管理室）
長久 剛（NICU）

小川 和則（手術室）

石原 里美（外来化学療法室）
塩津 昌代（外来化学療法室）

大谷 悠帆（NICU）、松本 真衣（GCU）

井上 豊子（地域医療連携室）
内 幸恵（6西）

三木 利恵（外科外来）

不田 貴希（救急外来）

黒石 美和（訪問看護ステーション）

1名

1名

2名

3名

1名

2名

1名

2名

2名

2名

1名

1名

1名

16名

専門看護師

合計

認定看護師

合計

２分野

10分野

分野 種別 氏名（配属部署） 所属数
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　昨今、放射線の医療機器や医療技術の進歩に伴っ
て、より専門性の高い知識や技術が必要とされてきて
います。
　そこで近年、専門技師の認定制度が次々に設定され、
臨床現場で活躍する認定技師も確実に増加してきてい
ます。
　当院においても診療放射線技師がチーム医療におけ
る重要な役割を担っており、安心安全かつ高度な画像
情報の提供が求められております。
　より良い医療を提供するために以下の資格認定を
持った診療放射線技師が患者さんに対応しています。
当科では専門技師の資格取得を奨励しています。

　当院では、近隣の中学校の職業体験「トライやる・
ウィーク」の受入れをしています。
　今年度は5月29日（月）～ 6月2日（金）大白書中学
校、夢前中学校、増位中学校、高丘中学校の4校10名、
6月5日（月）～6月9日（金）白鷺中学校、山陽中学校、
安室中学校の3校8名を受け入れました。
　生徒たちには看護師の指導のもと、新生児や患者さ
んのお世話の体験をすることはもちろん、検査室や設
備管理、リハビリテーション、調理室、赤十字の災害
救護などコメディカルの仕事について
も体験や見学をしてもらっています。
　また、看護学校では看護学生ととも
に授業や手技練習の体験を行います。
　生徒たちはこの体験で、病院は様々
な職種が協働して成り立っていること、
患者さん一人一人の状態をふまえて対
応していること、そして「働くことは楽
しいことだ」ということなどを感じ取っ
てくれたようです。
　また、新生児と高齢者のお世話を通
じて「生命とは、生活とは」ということ

を考えた生徒もいるようです。
　「医療職になってここに就職する！」と嬉しいことを
言ってくれる生徒も複数いました。
　生徒たちが医療の道を志してくれるのが一番うれし
い事ですが、もし医療以外の道を選ぶことがあっても、
今回の体験での気付きを心に留めておいてほしいと思
います。

総務課 主事　町田 陽子

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY

職業体験「トライやる・ウィーク」

近隣の中学校の生徒たちが医療職の職業体験
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コメディカルの専門資格の紹介

臨床放射線技師について

TOPICS

ZOOM UP

胃がん検診専門技師
放射線治療専門技師
放射線治療品質管理士
検診マンモグラフィ撮影認定技師
日本核医学専門技師
放射線機器管理士
放射線管理士
医療画像情報精度管理士
医療情報技師
肺がんCT検診認定技師
X腺CT認定技師
Ai認定技師
MRI検査技能検定3級
第一種放射線取扱主任者

認定名
2
1
1
4
1
1
2
3
2
1
3
2
3
2

人数



実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

  9/20   13：30～15：00 マインドセルフケア 自分のストレス度を知る/ストレス対処法 臨床心理士 レベルⅠ

10/18   13：30～15：00 基礎看護技術 医療安全② 医療安全管理者 レベルⅠ
11/17   13：10～14：30 フィジカル入門⑤ フィジカルアセスメント　活動・休息 － レベルⅠ
12/7・8 看護ケア研修 得意な技術を教える（半日コース） － レベルⅠ

レベル1

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
  9/12 NIDCAP － 助産師 レベルⅠ
11/14 事例検討 － 助産師 レベルⅠ

新人助産師研修

実施予定日時 テーマ 対象者

  8/21　 業務リーダーが押さえる！アセスメント2 集中ケア

  8/22 CTG判読 母性看護
9月未定日 看護師緩和ケア研修（ベーシック） 緩和ケア
10/11・16 緩和・化学療法看護（ivⅢ）共通コース がん看護
10月未定日 乳がんの検診について 乳がん看護
10/12 重症敗血症とその看護 集中ケア
11/20 循環器疾患の看護　中級編心電図の読み方と看護1 集中ケア
11/28 NCPRフォローアップ 新生児集中ケア
11/10・22 緩和・化学療法看護（ivⅢ）共通コース がん看護
11月未定日 ICT研修会インフルエンザ対策 感染管理
12/  5 がん化学療法看護（ivⅢ）研修 がん看護
12/18 業務リーダーが押さえる！アセスメント3 集中ケア

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
  8/30   13:30～15:00 看護と診療報酬 診療報酬制度/保険医療福祉の仕組と動向 看護部長 レベルⅡ
  9/14　13:00～15:00 後輩育成 後輩指導の振り返り/後輩の成長を促進する関わり 神戸常盤大学准教授 レベルⅡ
10/20　13:30～15:00 看護展開② 看護問題 看護係長 レベルⅡ
11/  9   13:30～14:30 看護と受容的態度 受容的態度でのコミュニケーションスキル 看護係長 レベルⅡ
11/24　13:30～14:30 看護研究Ⅱ 計画発表 看護係長 レベルⅡ
12/22 フォローアップ研修 H26年度入社対象者 看護係長 レベルⅡ

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
  8/18　13：30～16：30 看護ケア研修 自分の技を磨こう～ポジショニング～ 看護師長 レベルⅢ
  9/  6   13：30～15：00 看護とコミュニケーション コーチング②事例検討 看護師長 レベルⅢ
10/  6   13：30～15：00 看護倫理III 医療倫理/看護倫理の概念/ジョンセンの４分割分析　 看護師長 レベルⅢ

 11/21   13：30～15：30 家族看護 家族看護発達理論/家族システム理論/ストレス対処理論 看護副部長 レベルⅢ

12/  1   13：30～15：00 看護ケア研修 自分の技を磨こう～看取り・エンゼルケア～ 看護師長 レベルⅢ
12/7・8　8：30～12：00　　
　　　　13：30～17：00 看護ケア研修 得意な技術を教える～看護技術シミュレーション～ 看護師長 レベルⅢ

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
   9/7    13：30～14：30 「医療安全」～転倒転落を防ごう～ 転倒転落予防 医療安全管理者 レベルⅢ
 10/4    13：30～14：30 助手研修 新採用者対象 － レベルⅡ
 11/2　 13：30～14：30 業務改善をしよう② 中間報告 － レベルⅡ

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
12/21 看護の質を上げるための思考レッスン － － －

レベル2

レベル3

助手研修

全体研修

専門認定看護師

TOPICS
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研修開催情報

平成29年度　姫路赤十字病院　研修開催予定一覧
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［患者さんの権利と責務］
患者さんの権利を尊重します。

1.安全で良質な医療を公平に受けることができます。
2.十分な説明と情報提供を受けることができます。
3.他の医療者の意見（セカンドオピニオン）を求めるこ
とができます。

4.自分の意思で、治療方針を自由に選択・決定するこ
とができます。

5.自己の診療情報の開示を求めることができます。
6.個人情報やプライバシーの保護を受けることがで
きます。

1.患者さんの健康に関する情報を正確に提供してください。
2.診療内容を十分理解し、納得した上で医療を受け
てください。

3.すべての患者さんが適切な治療を受けられるよう、
病院の規則や指示を守ってください。

患者さんには安全で良質な医療を
受けるために守っていただくことがあります。

［姫路赤十字病院の理念と基本方針］

1.患者中心の医療…患者の人権と意思を尊重し、説明と同意により患者と
ともにチーム医療を推進します。

2.災害医療の充実…国内外の災害救護活動に積極的に取り組みます。

3.地域との連携…地域と連携し、高度専門医療・急性期医療・救急医療を
とおして、地域中核病院の責任を果たします。

4.優れた医療人の育成…人間性豊かな医療人を育て、教育・研修・研究の
推進により、医療水準の向上に努めます。

5.魅力ある職場づくり…職員の働きやすい環境づくりに努め、誇りある職
場を創ります。

6.健全経営…健全経営を持続し、医療活動を通じて社会に貢献します。

1.患者中心の医療…患者の人権と意思を尊重し、説明と同意により患者と
ともにチーム医療を推進します。

2.災害医療の充実…国内外の災害救護活動に積極的に取り組みます。

3.地域との連携…地域と連携し、高度専門医療・急性期医療・救急医療を
とおして、地域中核病院の責任を果たします。

4.優れた医療人の育成…人間性豊かな医療人を育て、教育・研修・研究の
推進により、医療水準の向上に努めます。

5.魅力ある職場づくり…職員の働きやすい環境づくりに努め、誇りある職
場を創ります。

6.健全経営…健全経営を持続し、医療活動を通じて社会に貢献します。

『わたしたちは、医の倫理と人道・博愛の赤十字精神に基づき、 
心のかよう安全で良質な医療を実践します。』

理　念

基本方針

　当院では、地域の先生方と緊密な連携と役割分担を図りつつ、より良い医療を提供していくことで、地域医
療の充実を目指しています。
　紹介状をお持ちでない患者さんが当院を受診された際は、まず、かかりつけ医を受診していただくようお願
いしていますので先生方のご支援を賜りますようお願いいたします。
　また、紹介状をお持ちでも直接来院された場合、来院された
日に受診出来なかったり、待ち時間が長くなったりとご迷惑をお
かけすることがありますので、是非FAX紹介をご利用ください
ますようお願い申し上げます。

患者さんのご紹介はぜひFAX紹介をご利用ください

●  症状に応じた専門医の診察を受けることができます
●  受診日時が決定するので、スケジュール調整ができます
●  初診申込書の記載が必要ないので手続きがスムーズにできます
●  初診時選定療養費5,000円（税別）が徴収されません
●  外来での待ち時間が最小限となります

【 患者さんにとってのメリットは？ 】

NEWS

採用・退職 お知らせ

採用医師・退職医師のご案内 MRI検査の予約について
【採用医師】 【退職医師】

第二外科副部長

河合 毅
(かわい たかし）
採用日：平成29年6月1日

形成外科部（医師）

岡田 愛弓
平成29年6月30日退職

放射線科の MRI 装置 2 台のうち 1 台の更新工事
を下記の日程で行います。
【期間】 平成29年10月1日～平成30年1月中旬

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER

ＦＡＸ紹介受付時間 平日　8時30分～19時まで　 土曜日　8時30分～12時まで

診　察　日 ＊但し、検査・診療科・診療内容により及び
 希望日が集中する場合がございますのでご了承ください。原則　1週間以内

問い合わせ先 地域医療連携課
TEL：079（299）5514（直通）　FAX：079（299）5519（直通）

工事期間およびその前後はMRI検査の予約が取りづらく
なり、他の医療機関での撮影をお願いする場合がありま
す。大変ご不便をおかけしますが、何卒、ご理解・ご協力
をお願い致します。


