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　新年あけましておめでとうございます。2018年（平
成30年）の干支は戊戌(つちのえいぬ)です。『戊』と
『戌』でともに「土」の性質をもち、同じ性質の組み合わ
せになることを「比和」と言って、その性質の勢いが増
すといわれています。季節の変わり目が「土」の意味す
るところで、今年のキーワードは「変化する」となってい
ます。干支にこだわるわけではありませんが、2018年を
迎えるにあたり、仕組み、スポットライトが当たるところが
変わり、これまでのルールや慣習にこだわらないで、新
しい動きが生まれる年であるそうです。

　今年度には、診療報酬と介護報酬の同時改定だけで
なく、第7次医療計画と第7期介護保険事業計画など
もスタートします。いわゆる “惑星直列”にあたる年で、
さまざまな施策がシンクロし、大きな改革が進み、わたし
たちの想像を超える変化がもたらされる時代の幕開けが
予測されます。

　世界で類を見ない、日本が最初に経験する少子・高
齢社会はすぐそこに来ています。その足音が日々大きく
なっており、肌身を持って感じるようになってきました。そ
れに向かって医療界を取り巻く環境は、非常に速いス
ピードで、しかも大きく変わってきています。この社会を
上手に迎え、その後の医療を全体最適に継続する答え
として、政府は地域包括ケアシステム構築と地域医療
構想を打ち出しています。医療を提供する側も、それを
受ける側も待ったなしでこれから生じる事柄を受け入れ
て、自ら変化する必要にせまられます。行政・医師会を
中心に各医療機関、介護施設、福祉施設等お互いが連
携し、さらに住民にも意識を大きく変えていただき、中・
西播磨医療圏でより良い地域包括ケアシステムの構築
を目指さねばなりません。医療機関としては、それぞれ
の病院が等身大の姿を把握し、病院の最適化から地域
の最適化へ向け機能分化することが求められています。
より良い医療提供体制を構築するため、情報を共有し、
連携・多職種協働を今以上に推し進めることが大事で
あり、姫路赤十字病院はこれに積極的に参画します。
　姫路赤十字病院の特徴であるがん医療、小児・周産
期医療、救急医療を活かしながら、今後増加する循環

器疾患に対応できる機能の増強、さらに増加する手術、
高度化する手術に対応する目的で4階建の新治療棟を
増築中です。一階部分にアンギオ装置2台増設し、脳
心臓血管系の診断治療を、そして放射線治療装置増設
し、がん治療の充実を図ります。二階部分に消化管内
視鏡室増設、三階部分にロボット手術、ハイブリッド手
術に対応すべく手術室増設、4階部分にNICUの新装
移設を行い機能のさらなる拡充を図ります。2月中旬よ
り順次稼働いたします。少子高齢化を迎えるに、疾病構
造は大きく変わりますが、これまでも・これからも地域あっ
ての赤十字病院でありますので、高度急性期・急性期
の機能を担うべく、救急医療、小児・周産期医療、がん
診療など高齢社会を迎える地域住民に必要とされる機
能を整え、これらを充実することにより、心のかよう安全
で良質な医療を実践します。そのためにも医師会関係
の方々と緊密な連携を図り、紹介患者さんを積極的に
受け入れ、逆紹介もさせて頂く方針で地域医療に貢献
いたします。
　先生方から忌憚なきご意見・ご指導を賜れば幸いで
す。本年もどうかよろしくお願いいたします。

院長　佐藤 四三
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放射線室、内視鏡センター、手術室、NICU

新治療棟が稼働いたします

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER

　平成29年1月から工事を行っておりました新治療棟が、平成30年2月中頃より稼働いたします。建設と内装
工事は12月末までに完了し、1月から医療機器や備品等の搬入が始まり稼働の準備を行っております。
　患者さんが長期間待たれることなく治療を開始できるよう、以下のとおり手術室や各種検査室を拡充し、より
一層、質の高い医療を安全に提供するよう努めてまいります。

NICU

各 階 の ご 紹 介

　本館のNICUを治療棟に
移設することで、エリア面積は
約260㎡から600㎡と大幅に
拡張され、3室の個室スペー
スも確保しています。
　アメニティに配慮し、廊下な
どの壁面には各地の公共施
設・病院等で自然をテーマに
した作品を手掛けているアー
ティスト 長谷川 仁さんの可愛
らしい絵が描かれており、優し
く明るい雰囲気となってい
ます。

内視鏡センター
　現在の2階内視鏡検査室を
移設いたします。エリア面積は
370㎡から560㎡になり、検査
室を4室から6室に増設しており
ます。内視鏡センターとしてが
んの診断・治療強化に努めてま
いります。

放射線室
　既存の1階放射線検査エリア
が拡充されます。フィリップス社
製の世界最新のアンギオ装置
「Azurion」を配備した血管造影検
査室が2室増設され、頻脈性不整
脈に対するアブレーション治療も行
えるようになりました。また、早けれ
ば来年にも、全身照射可能な最新
のリニアック装置を増設予定です。

手術室
　手術室が10室から13室に拡
充されます。増設したうちの1室
はハイブリッド手術室となり、最先
端の心臓カテーテル治療を行う
ことが可能です。

放射線科放射線科

放射線科
拡充エリア
放射線科
拡充エリア

手術室手術室

手術室増床手術室増床

内視鏡室内視鏡室

内視鏡センター内視鏡センター

新NICU新NICU

NICUNICU

4階 廊下壁面のホスピタルアート

3階 新手術室

2階 内視鏡センター受付

4F

2F

3F

1F

※斜線部分が増築部分
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経皮的ラジオ波焼灼療法

肝動脈化学塞栓術

肝生検

IVR
（B-RTO, PTO, 
中心静脈ポート留置, 
経内頚静脈的肝生検など）

経皮的肝膿瘍ドレナージ

経皮的胆管ドレナージ

延べ76症例，98結節

78例

65例

40例

5例

5例

肝臓内科部長就任について
　2017年10月より肝臓内科部長に就任いたしました中村進一郎です。私は
93年に岡山大学を卒業して95年から97年まで姫路赤十字病院の旧病棟で
研修を致しました。98年に岡山大学に帰局し、以後19年間主に肝細胞癌の
研究と診療を行ってきました。中でも超音波診断装置での肝腫瘤の診断と超
音波ガイド下での局所治療を専門に担当し、多数の症例を経験し研鑽を積ん
で参りました。
　この度20年ぶりに姫路に戻って来ることが出来ましたので、今後はこの経験
を生かして、地域の先生方と連携して兵庫県西部の地域医療に貢献できる様
努力して参りたいと存じます。皆様今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

当科の診療方針
　肝臓内科は、消化器系の中でも疾患の種類が多岐にわたる領域ですが、中
でも最も患者数が多いのはこれまではウイルス性の肝炎、肝硬変でした。最近
では、内服薬による肝炎ウイルスの制御が可能となった結果、非ウイルス性の
肝疾患が増加しており、特にアルコール性や非アルコール性の肝炎・肝硬変
患者の割合が増えております。当科では、これら肝障害の原因を診断し、適切
に治療することで肝硬変、肝不全への進展を抑制するように努力しておりま
す。
　また、肝硬変からはその原因によらず高率に発癌しますので、地域の先生
方と連携しながら癌のサーベイランスを行い、癌の早期発見、早期治療に結
びつけていきたいと考えております。
　その他、診断困難な肝腫瘤や結節性病変も豊富な経験と、複数の診療科
をまたいだカンファレンスを通じて診断する体制を整えております。

当科の診療内容
　CT、MRI、超音波検査とそれらの造影検査に加え、肝生検も行い各種肝
疾患の診断を行っております。
　肝癌については経皮的ラジオ波焼灼療法、肝動脈化学塞栓術、肝動注化学
療法、全身化学療法、放射線療法に加え、消化器外科とも連携し、治療効果と

平成29年度診療実績

主な手術実績
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肝臓内科

奥新 浩晃　副院長（兼）第一内科部長
（昭和54年卒／消化器（肝） )

中村 進一郎　肝臓内科部長

森井 和彦　第三内科部長
（昭和63年卒／消化器（肝）)

（平成5年卒／消化器（肝） )

山本 岳玄　医師
（平成20年卒／消化器（肝）)

山本 奥新森井 中村



経皮的ラジオ波焼灼療法について

　肝臓癌の局所療法については90年代のエタノール注入療法の時代からマイクロ波凝固療法、ラジ
オ波焼灼療法へと変遷し、最近では電極長が可変式の装置や新世代のマイクロ波凝固装置が次 と々
開発されております。
　一方で肝炎ウイルスを制御できる時代になり、肝硬変患者の予後が改善した結果、80歳以上の高
齢者の肝発癌症例が増加しており、肝予備能は良いが他の合併疾患が多く、体力面でも侵襲的な手
術が不安な症例が大半を占めるようになってきました。
　また、診断面ではCTの性能向上、肝細胞特異的MRI造影剤の普及、超音波診断装置の性能向
上等により、肝癌はより早期で小さな時期に発見することが可能となっています。このため、今後は肝
癌の治療全体に占める局所療法の割合は増加し、より高度な技術を要する様になっていくと考えられ
ます。
　当院では外科と併せて年間約100例の経皮的ラジオ波焼灼療法を行っております。治療時に併用
した手技として、焼灼部位と近接臓器の間にスペースを確保するための人工胸水法を15例、人工腹
水法を13例、腫瘍の位置確定を補助するFusion imagingを16例に行いました。
　今後もより精度が高く、安全で負担の少ない治療を目指してゆきたいと考えています。

診療科の紹介 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER
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安全性を考慮した適切な治療選択と治療の組合せを決定して行っております。
　また、転移性肝癌も化学療法と組み合わせて経皮的ラジオ波焼灼療法などの局所的な治療も積極的に行っていき
たいと考えております。

地域の医療機関の先生方へ
　当科では常に地域に貢献できる医療を目指しております。診断困難な症例や、合併症が多く治療が難しい症例、
複数の診療科にまたがる症例など、肝疾患でお困りの場合はぜひご紹介下さい。多くの専門医を擁する総合病院の
メリットを生かして、地域住民、地域の医療機関の先生方に貢献して参りたいと考えております。

肝臓内科部長　中村 進一郎
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平成28年度診療実績

循環器内科

向原 直木　第一循環器内科部長

藤尾 栄起　第二循環器内科部長（兼）
                     脳・心臓血管センター長

幡中 邦彦　第一循環器内科副部長

当科の診療方針
　循環器内科の診療方針は、情熱を持って診療に当たること、一人一人の患
者様に適する高度医療を安全に提供すること、患者様やかかりつけの先生方
にはいつでも受診や紹介できるという安心を持っていただける救急医療を実
践することです。
　循環器内科では、心臓及び血管に関する病気を診療しています。特に、虚
血性心疾患、不整脈、心不全、動脈硬化症の治療並びにその予防に力を注
いでいます。
　新病棟（平成30年2月完成）では、循環器診療に関して、新たに心臓専用
カテーテル室2室とハイブリッド手術室1室が増設となります。これを機に、血
管内治療及び不整脈治療を拡充致します。ablation治療やdevice治療
（ICD）により、上室性頻拍症・心房細動などの頻脈性不整脈や心室頻拍／
心室細動などの致死性不整脈「発作」から解放されます。
　また、ハイブリッド手術室では、心臓・血管外科手術に加えて大動脈ステン
トグラフト治療も可能となり、心臓、血管に関するほぼすべての疾患を当院内
で行うことができます。

地域の医療機関の先生へ
　循環器疾患診療は、地域医療で成り立っています。当院が高度医療、急性
期医療を安全に提供することにより、患者様、地域医療の先生方に安心して
いただきたいと存じます。
　循環器内科は、チーム医療を推進しています。高齢社会となり多数の疾患
を持つ患者様が増えました。循環器内科内での相互協力のみならず、内科専
門医（消化器、肝臓、血液、呼吸器、腎臓、膠原病、糖尿病、内分泌）と連
携して全人的医療を提供いたします。　　
　勿論、心臓血管外科医とは、心臓・血管手術の適応とそのタイミングを丁
寧に検討しています。さらに、心臓エコー検査技師も強い味方です。心エコー
検査は年間約7,600例を数え、適確な診断に加えて、当日緊急検査もこなし
てくれています。

（昭和58年卒／循環器内科一般)

（平成14年卒／循環器内科一般)

寺西 　仁　第二循環器内科副部長
（平成14年卒／循環器内科一般、不整脈)

増田 拓郎　医師
（平成21年卒／循環器内科一般)

永野 　優　医師
（平成26年卒／循環器内科一般)

西 　成寛　医師
（平成27年卒／循環器内科一般)

（平成7年卒／循環器内科一般)

心臓カテーテル検査
（PCI含めない）
冠動脈形成術（PCI）
  その内緊急PCI（急性心筋梗塞）
末梢動脈形成術（PTA）
永久式ペースメーカー植え込み術
下大静脈フィルター留置術
負荷心電図
（マスター、トレッドミル）
ホルター心電図
経胸壁心エコー検査
経食道心エコー検査
心筋血流シンチ検査
肺血流シンチ検査
冠動脈CT検査

399

188
54
21
44
16
905

263
7,572
16
368
18
143

手術・検査・処置等名
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向原藤尾 幡中寺西 

増田 永野 西岡
（研修医）

西
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当科の取り組みと診療実績
　循環器内科の診療の柱
　＃１　血管内治療：狭心症、急性心筋梗塞、閉塞性下肢動脈硬化症に対する

冠動脈並びに末梢動脈ステント治療 
　＃２　不整脈治療：徐脈性・頻脈性不整脈に対する薬物治療並びに

非薬物治療（ペースメーカー、アブレーション治療、植え込み型除細動器（ICD））
　＃３　心不全治療：薬物治療及び非薬物治療（心臓再同期療法CRT）
　＃４　静脈疾患治療：静脈血栓症、肺動脈血栓塞栓症
　＃5　動脈硬化疾患治療：リスク管理と発症予防

　これまでも、動脈硬化による虚血症状（狭心症、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症）に対する血管内治療
並びに薬物による心不全治療を主たる診療としていました。
　今後、心不全増悪因子である心房細動などの不整脈へのablation治療、並びに、難治性重症心不全
に対して両心室ペーシングにより左心室収縮をシンクロナイズドする心臓再同期療法（CRT）治療などを
提供できます。
　勿論、血管内治療専用室と不整脈治療専用室（ablation治療やICD/CRTなどのdevice治療）と
して使い分けることにより、緊急時にも迅速対応できます。
　また、ハイブリッド手術室では、経カテーテル大動脈弁治療（TAVI）や大動脈解離・瘤に対するステン
トグラフトにも取り組みます。
　これらの先進的医療への取り組みにより、地域医療にもこれまで以上に貢献できます。

ハイブリッド手術室：手術台と心・血管X線撮影装置（心臓・動脈カテーテル装置）を組み合わせた手術室で、X線撮影
で作成した高画質な3次元画像を基に、大動脈瘤治療やステントグラフトなどの手術を実施します

アブレーション治療（ablation）：高周波通電による心筋焼灼で頻脈性不整脈を治療します
植え込み型除細動器（ICD）：電気ショックを与えて心室頻拍/心室細動を治療します
心臓再同期療法（CRT）：両心室をペースメーキングして心臓ポンプ機能改善を図ります

診療科の紹介 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER

　医師、看護師、薬剤師、栄養士、リハビリ指導士、検査技師、レントゲン技師、ソーシャルワーカーなど多職種が、
それぞれの専門を活かしたチーム医療を実践することこそが姫路赤十字病院　循環器内科の最大の強みです。
　地域の先生方とは緊密に連携し、心臓・血管が関連する病気発症の際には、安心してお任せいただければ幸いです。
　ご紹介いただく際にはFAX予約（地域連携室FAX079-299-5519、TEL079-299-5514）、また、緊急時には
循環器内科医に直結する緊急PHS call（079-298-8531）をご利用下さい。

第一循環器内科部長　向原 直木

心房粗動マッピング 心房細動アブレーション

冠動脈形成術（PCI） 下肢動脈形成術（EVT）

心臓再同期療法（CRT埋め込み術）

左室リード

CRT-D

右室リード

右房リード
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バングラデシュ南部避難民支援
平成29月9月29日～10月27日　津田 香都　看護係長

※国際赤十字では、政治的・民族的背景および避難されている方々の多様性に配慮し、『ロヒンギャ』という表現を使用しないこととしています。

ご協力をお願いいたします。バングラデシュ南部避難民救援金 http://www.jrc.or.jp/contribute/help/cat817/

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTERTOPICS

SUPPORT

国際派遣

　平成29年8月下旬から、ミャンマーのラカイン州で暴
力行為が相次ぎ、隣国バングラデシュへ避難した人々は
60万人を超えています。
　10月9日には1万人以上が避難してきたといい、混乱
はいまだに収まる気配がなく避難民は今後も増加すると
考えられます。

　日本赤十字社は、国際赤十字・赤新月社連盟
（IFRC）の要請に基づいて医療チームを9月22日から
順次派遣し、バングラデシュ赤十字社と協働で避難者
キャンプの巡回診療活動を行っています。
　当院の津田香都看護師は、第1班のメンバーとして
9/29～10/27までバングラデシュ南部・コックスバザー
ル州ハキムパラなどでこころのケア（PSS）を担当し、そ
の立ち上げに尽力しました。
　日本赤十字社が担当したこの地域だけで5万人が避
難生活を送っています。

　近年は紛争や災害の被災者たちの診療や住環境整備
に加えて、精神支援も重視されるようになっています。今
回のIFRCのバングラデシュ南部避難民支援としては、
現地で初めてのこころのケア要員の派遣となりました。
　まず巡回地にCFS（Child　Friendly　Space）と
呼ばれるスペースを設置し、子供たちにレクリエーション
を提供しました。
　環境が安定しない避難生活の中、「子供が安心して過
ごせる場所」というのは忘れられがちです。また、遊びを
通して子供たちの様子や発育具合を観察して問題を発
見したり、誘拐や性的被害などの犯罪を避けられるよう
教育することも目的です。
　避難民たちは歴史的、政治的、宗教的な葛藤から、故
郷では国籍を認められていません。国籍がないという事

は、人身売買などの被害にあっても、後ろ盾になってくれ
る組織がどこにもないという事でもあります。

　子供だけでなく大人の女性たちを集めて話を聞くとい
う活動もしています。（男性は男性のこころのケア要員が
話を聞いています）他の人と話をする、心の内を言葉に
するということは精神的にも重要なことです。
　避難民の6割は女性と子供です。着の身着のまま故郷
を追い出され、何日もかけて避難所にたどり着きました。
目の前で家族が殺される、暴行をうけるなど辛い経験を
した人も少なくありません。
　「避難所でようやく安心できた、ここには食べ物もある
から」と彼女たちは話してくれましたが、急造かつ人がひ
しめき合うキャンプでは、支援の食料も十分ではなく、上
下水道などのインフラも行き届きません。
　20ｍは離さなければいけない水源と、掘り抜きのトイレ
の場所が確保できず、流れ出た汚水が水源を汚染してい
るような状態です。
　今はまだコレラなど重篤な感染症は出ていませんが、
下痢や皮膚病などの患者は多く、衛生環境が悪化してい
く兆しがでています。

　11月24日からは高原 美貴 医療社会事業副部長が
第3班としてバングラデ
シュに向かっています。

　12月から始まっている
海外たすけあいは、こうし
た世界中の紛争や災害で
苦しむ人たちのために使
われています。どうぞ、ご
協力をお願いいたします。
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安全で安心な医療を目指して

病院機能評価を受審しました －2017年12月1日付で認定を受けました－ZOOM UP

　10月31日、余部駅構内で行われた「JR列車事故対
応総合訓練」に参加しました。
　この訓練は、豪雨によって土砂崩れが発生し、その土
砂に列車が乗り上げて脱線事故を起こしたという想定で
行われました。JR職員と警察・消防・医療機関が参加し
て、救助や救護の連携の確認などをおこないました。
　11月7日には「姫路駅周辺・都市型災害対応訓練」
に参加しました。この訓練では、JR姫路駅周辺が大規模
地震災害に遭った場合を想定して、警察・消防・医療機
関だけでなく周辺事業所も参加し、シェイクアウト訓練な
ども行います。年々組織も増え、防災意識の高まりを感じ
ています。
　当院救護班はどちらの訓練でも救護所の開設、トリ
アージや応急手当、救急搬送などの手順の確認や訓練
を行いました。

　阪神・淡路大震災から23年となります。今まで関わっ
た様々な災害で得た経験と教訓を踏まえ、実際の災害時
に迅速な救護活動ができるよう、今後とも災害救護体制
の充実と訓練に組んでまいります。

社会課長　大西 勝彦

救護訓練に参加しました

JR列車事故対応総合訓練／姫路駅周辺・都市型災害対応訓練

　9月12日、13日の両日、病院機能評価「3rdG :Ver.1.1」
（第三世代）を受審しました。前回の姫路赤十字病院だよ
りの中でも述べましたが、審査方法は従来と大きく異なり、
患者中心のチーム医療が行われているかが審査されまし
た。先日、中間報告が発表されました。評価項目は89項目
で、S評価（秀でている）が６項目、A評価（適切に行われ
ている）80項目、B評価（一定の水準に達している）3項
目の高評価を受けました。特に、地域医療・連携に関する
項目で高評価を頂きましたので一部紹介させて頂きます。
　「病院完結型」医療から「地域完結型」医療。青壮年
期の患者を対象とする救命・延命、治癒、社会復帰を前
提とした医療から、老齢期の患者を対象とする病気との共
存、QOLの維持・向上を目指す医療。これらを実現する
ためには、介護施設、在宅へと円滑な患者の移動のため
の、退院患者の受入れ体制の整備が必要不可欠です。わ
たしたちは以前から、退院支援に力を入れてきました。医
師・看護師・薬剤師・管理栄養士・リハビリ療法士・社
会福祉士など多職種の綿密な連携と、何より地域の医療
機関・かかりつけ医・介護施設関係者のご協力により、目
に見える活動として定着しつつあると思います。近年では、
入院決定時から入退院センターが介入し、退院後を想定
した取り組みを行っています。発展途上でありますが、機

能評価の中で、チーム医療による診療・ケアの実践（患
者・家族からの医療相談に適切に対応する）（患者・家族
への退院支援を適切に行なう）にS評価を頂きました。
　病院の機能とは、他の医療機関・患者・社会から求
められ、そして認められたもので、独自で構築するもので
はありません。今回の評価は、この地域の医療ニーズに
答えた結果であると思っています。地域に開かれた病院
でなければなりません。社会情勢の変化に柔軟に対応す
るためにも、病院機能をさらに強化しなければなりませ
ん。より良いものを求めて取り組んで行きますので、どう
かご協力よろしくお願い申し上げます。

安全で良質な医療の評価
プロジェクトリーダー

第一外科部長　甲斐 恭平

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER

NEWS

TOPICS
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医療チームの紹介

院内感染制御チーム（ICT：Infection Control Team）ZOOM UP

ICTラウンドの様子

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTERTOPICS

　院内感染制御チーム（ICT：Infection Control 
Team）は、感染対策の多職種による実践的な活動を
行っています。
　現在ICTは、「薬剤耐性（AMR ）」対策について
検討しています。AMRは、抗菌薬の不適切な使用を
背景として、薬剤耐性菌が世界的に増加する一方、新
たな抗菌薬の開発は減少傾向にあり、国際社会でも大
きな課題となっています。2013年AMRに起因する死
亡者数は低く見積もって70万人とされています。しか
し何も対策を講じない場合、2050年には世界で
1000万人の死亡が想定され、がんによる死亡者数を
超えるとした報告があります。
　2017年の大曲らの一般国民への調査[1]で、回答者
全体の半数程度が、風邪を理由として抗生物質を内服
していました。同様に、約4割の回答者が、風邪やイン
フルエンザに対して抗生物質が有効であると考えていま
した。また、抗生物質の内服を自己判断で中止した回答

者が2割程度、その抗生物質を自宅に保管していると答
えた回答者が約1割程度存在しています。そして抗生物
質を自宅に保管している回答者の中で、約8割の者が自
己判断で使用したことがあると答えており、正しい抗菌
薬使用に向けた、国民への啓発が重要とされています。
　AMR対策については、薬剤耐性菌を作らないこと、
感染しないこと、感染したときに周りに広めないことで
す。薬剤耐性菌と戦える抗菌薬を残しておくことは私
たちの大切な使命となっています。

感染管理者　八瀬 和佳恵

中播磨地域がん診療連携拠点病院 市民向け講演会

清水健 大切な人の『想い』とともに ～百十二日間のママ～ZOOM UP

　「地域がん診療連携拠点病院」である姫路赤十字病院と姫路医療センター主催
で、がんを経験された著名人に体験をお話いただく講演会を毎年開催しています。
　今年度は、元読売テレビアナウンサーの「シミケン」こと清水健さんをお迎えします。
　清水健さんは2015年に乳がんで奥様を亡くされた後、読売テレビを退社し、
がんをはじめ難病と闘う人々の支援活動をされています。

日時：平成30年2月17日（土）14：00～15：30（13：30開場）
場所：姫路キャッスルグランヴィリオホテル
定員：300名（要申込） 入場無料
お問合せ：姫路赤十字病院 総合相談支援課  079-294-2251 （内線2370）

※募集は締め切りました

AMR (Antimicrobial resistance)
[1]大曲貴夫ら。“厚生労働科学研究費補助金（新興・再興感染症及び予
防接種政策推進研究事業） 平成28年度分担研究報告書 医療機関等に
おける薬剤耐性菌の感染制御に関する研究（H28-新興行-一般-003） 
国民の薬剤耐性に関する意識についての研究”。



実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
  1/26　13：00～15：30 心に残った看護場面 「ねぇ、みんな聞いて！」自己目標や今後の課題 教育担当看護師 レベルⅠ
  3/16   14：00～16：00 交流会③ １年間の成果の発表・グループワーク － レベルⅠ

▶看護師研修
レベル1

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
  1/12　13:30～15:30　 看護展開③ 事例検討～受け持ち患者の看護過程を理論をもとに振り返る～ 看護係長 レベルⅡ

レベル2

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
  1/19　13:00～16:30 実地指導者研修① 実地指導者の役割の実践 看護師長 レベルⅢ
  2/16　13：30～15：00 実地指導者研修③ 実地指導者の今年度の実践について振り返り、グループワーク 看護師長 レベルⅢ
  2/23　13:30～15:30 リーダーシップ研修② 報告会　～スタッフとともに病棟を動かしてみよう～  － レベルⅢ

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師
  1/11　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理について 個人情報保護法と守秘義務/倫理・ハラスメント防止規定 看護副部長
   2/15　13:00～14:45 成果報告会 成果報告～聞いて聞いて・私たち頑張ったよ～ 看護副部長

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容
  1/24　17：30～18：30

学会発表・報告会 看護における最新の知見や動向を学び、
看護実践に反映させよう   2/23　17：30～18：30

実施予定日時 研修名 講師
  2/  3　14：00～17：00 感染管理 姫路赤十字病院　感染管理認定看護師　八瀬和佳恵／長久剛

実施予定日時 研修名 講師
  2/15　18：30～20：30 がんの早期発見に関する研修会開催 姫路赤十字病院　生体検査課長　綿貫裕／他、超音波スタッフ

実施予定日時 研修内容 講師
  1/15 循環器疾患の看護　中級編心電図の読み方と看護2 集中ケア
  1/23 NCPRフォローアップ 新生児集中ケア

レベル3

▶助手研修

▶全体研修

▶専門認定看護師

▶地域医療連携研修
地域医療従事者スキルアップ研修会開催

▶姫路赤十字病院がん看護研修会
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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

問い合わせ先 姫路赤十字病院　総合相談支援課 TEL 079-294-2251（内線2370）／FAX 079-299-0037 E-mail soudan@himeji.jrc.or.jp

看護師研修、専門・認定看護師研修について　詳しくは http://himeji.jrc.or.jp/kangobu/kyouiku_program.html をご覧ください。  
姫路赤十字病院　看護部 TEL 079-294-2251（内線3001）／FAX 079-296-4050問い合わせ先

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER TOPICS

※がん看護研修会は日医生涯教育講座2単位取得（カリキュラムコード73）対象です 
　詳しくは http://himeji.jrc.or.jp/category/class/cancer/workshop_20180215.html をご覧ください。  

NEWS

採用・退職

採用医師・退職医師のご案内
【採用医師】10月1日採用 【採用医師】11月1日採用 【退職医師】

医師
（肝臓内科部長）

中村 進一郎
(なかむら しんいちろう）

医師
（第一外科部）

國府島 健
(こうじま たけし）

医師
（整形外科部）

岩佐 諦
(いわさ まこと）

修練医
（第一小児科部）

井上 翔太
(いのうえ しょうた）

修練医（リハビリ
テーション科部）

岩佐 沙弥
(いわさ さや）

医師（第二循環
器内科副部長）

寺西 仁
(てらにし じん）

修練医
（病理診断科部）

苗村 智
(なむら とも）

医師
（第一消化器科副部長）

難波 真太郎
(なんば しんたろう）
平成２９年9月30日付

修練医（病理診断科部）

松岡 志乃舞
(まつおか しのぶ）
平成２９年10月31日付

地域医療従事者スキルアップ研修会について　詳しくは http://himeji.jrc.or.jp/category/class/skillup_180203.html をご覧ください。  
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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
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　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？ 】

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）


