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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

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）

がん相談支援センター
当院では、がんでお悩みの患者さんやご家族の方が安心してご相談いただける窓口として「がん相談支援センター」を設置しております。
当院の患者さんやご家族はもちろん、地域の方、当院かかりつけでない方もご利用いただけます。

また、当院2Fエントランスホールの相談支援センターブースでも相談・予約を承っております。

受 付 時 間

相 談 時 間

相 談 予 約 平日　8:30～17:00

1回60分程度

あらかじめ電話でのご予約をお願いいたします

病院代表：079-294-2251
直　　通：079-299-0037

NEWS

採用・退職

採用医師・退職医師のご案内

産婦人科医師
西條 昌之
(さいじょう まさゆき）
令和元年10月１日付

小児科医師
籔下 広樹
(やぶした ひろき）
令和元年10月１日付

産婦人科医師
白河 伸介
(しらかわ しんすけ）
令和元年10月１日付

リハビリテーション科医師
生田 雅人
(いくた まさと）
令和元年10月１日付

病理診断科医師
赤池 瑶子
(あかいけ ようこ）
令和元年10月１日付

内科医師
赤路 啓
令和元年9月30日付

小児科医師
石田 貴裕
令和元年9月30日付

産婦人科医師
有澤 理美
令和元年9月30日付

病理診断科医師
猪飼 信康
令和元年9月30日付

第二外科副部長
森川 達也
令和元年9月30日付

耳鼻咽喉科医師
松山 祐子
令和元年9月30日付

リハビリテーション科医師
江浪 秀明
令和元年9月30日付

【採用医師】 【退職医師】

耳鼻咽喉科医師
黒田 一範
(くろだ かずのり）
令和元年８月１日付

皮膚科医師
森田 安理
(もりた あんり）
令和元年８月１日付

耳鼻咽喉科副部長
春名 威範
令和元年８月１５日付
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スタッフ紹介

01

当科の診療方針
　２０１５年８月に当科が新設され、皆様のおかげで４年目を迎える事ができま
した。
　現在常勤医は岸野、村上、中村の３名であり、週１回岡山大学病院より非
常勤として宮原医師に応援を頂いております。当科は『呼吸器センター』の一
員として、呼吸器外科とも密に連携し呼吸器治療にあたっております。特に気
管支鏡による肺癌の診断を積極的に行っており、組織診によるバイオマーカー
検索（EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子変異、ROS-1融合遺伝子、
BRAF遺伝子）、PD-L1測定などを行い適切な治療薬の選択を目指しており
ます。また、呼吸器カンファレンスを開催し、迅速かつ最適な診断、治療が行
えるようチーム医療を推進しております。

診療内容
・呼吸器悪性疾患
  肺癌、胸膜中皮腫、転移性肺腫瘍、癌性胸膜炎など
・気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD)
・呼吸器感染症
  肺炎、胸膜炎、肺真菌症、ニューモシスチス肺炎、非結核性抗酸菌症など
・間質性肺疾患
  特発性間質性肺炎、薬剤性間質性肺炎など
・肉芽腫形成疾患、その他の間質性肺疾患
  サルコイドーシス、過敏性肺炎、好酸球性肺炎
などの治療を受け持っています。

地域医療機関の先生方へ
　西播磨地区をはじめとして地域の医療機関の先生方には多くの患者さんを
ご紹介頂き誠にありがとうございます。初診にてご紹介いただく際には、ご面
倒ではございますが地域連携室を通じてFAX紹介をしていただけますと、優
先的にスムーズな対応が可能ですので何卒宜しくお願い申し上げます。

検査や処置の内容紹介

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

呼吸器内科

中村 香葉　医師
（平成20年卒／呼吸器内科）

岸野 大蔵　呼吸器内科部長
                     （兼）呼吸器副センター長 
（平成7年卒／呼吸器（肺がん））

村上 悦子　呼吸器内科副部長　
（平成15年卒／呼吸器・アレルギー）

宮原 信明　応援医師
（昭和63年卒／呼吸器・アレルギー）

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

3

気管支鏡検査の様子
　医師、診療放射線技師、放射線科看護師、臨床工学技士、病理部技士によるチーム体制にて安全で患者
さんに優しい検査を心がけています。

内視鏡的治療
●EWSを用いた気管支充填術
難治性の気漏（エアリーク）を有する疾患（外科手
術が困難な難治性気胸など）に対して施行します。

●気管支サーモプラスティ（BT）
18歳以上の難治性喘息（ぜんそく）患者さんに対して、症状を緩和させる新しい喘息治療方法です。BT
は、麻酔下で内視鏡を使って行う、体への負担の少ない治療法です。気管支の中に入れた内視鏡の先端
から電極付カテーテルを出し、気管支の内側を65度に温めます。気管支を温めると気管支周りの筋肉が
薄くなり、気管支が狭くなりにくくなります。

中村
岸野 村上

宮原
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当科の診療内容
　当科で、特に力を入れている取り組みなどを以下にご紹介します。
【産科部門】
①特別な産科手術手技
　幸帽児帝王切開：非常に未熟な20週台の早期の帝王切開
の際、娩出時の胎児への負担を軽減するため、被膜児とし
て娩出させる方法です。
　大動脈バルーン遮断併用の帝王切開：前置癒着胎盤例で、
大量出血が予測される場合、ハイブリッド手術室（手術台と
血管X線撮影装置を組み合わせた手術室）において、大動
脈をバルーンで一時的に遮断し、出血量を軽減させます。
　子宮底部横切開による帝王切開：前壁付着の前置胎盤例で用いる方法。
　手動式真空吸引法（MVAシステム）を用いた流産手術・人工妊娠中絶

②超緊急帝王切開（グレードA）：年1回全体シミュレーションを行い、時間短縮と安全性の向上に努
力しています。
③産科危機的出血：放射線科医の協力のもと、血管カテーテルを用いた画像下治療（IVR）塞栓療
法を実施しています。
④和痛分娩：希望者もしくは医学的適応と考えられる場合は、麻酔科医と連携し、硬膜外麻酔による
和痛分娩も行っています。
⑤精神科疾患合併妊婦の受け入れ、周産期メンタルヘルスへの取り組み：高岡病院に協力して頂き、
対応しています。
⑥地域連携分娩：分娩の取り扱いを中止した開業医の先生と協力して妊婦健診を行います。夜間や
休日（休診日）、分娩は当科が対応します。希望される先生はご連絡下さい。
⑦助産師外来、院内助産、産後ケア（入院）
【婦人科部門】
①低侵襲手術：腹腔鏡や子宮鏡手術の低侵襲手技を積極的に導入。
②マイクロ波内膜焼灼術
③妊孕性温存療法：子宮頸がんに対し広汎子宮頸部全摘術、子宮体がんに対する高用量MPA内服
療法も行っております。
④自己血貯血：他家血輸血を回避するため、自己血貯血を積極的に行っています。
⑤化学療法：外来化学療法を積極的に行っています。
⑥放射線治療：外照射のみの対応となります。従いまして、腔内照射が必要である子宮頸癌の根治
的放射線治療は他施設に紹介となります。
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診療方針
　産婦人科（総合周産期母子医療センター産科部門を含む）は令和元年10
月現在、常勤医師10名（うち2名休職）と専攻医2名（うち1名休職）で診療
にあたっております。産科領域においては、中西播磨地域の周産期医療の最
後の砦として、「チームワークを連携強化で母児のいのちを守る」をモットー
に、最低1名の周産期センター担当医師が24時間365日対応しております。
周産期センターの新生児部門とは小児外科医師や助産師等も交え、定期的
にカンファレンスを開催し、情報共有・娩出時期や診療方針の決定等を話し
合っております。婦人科領域においては、高度不妊医療が必要な患者様を除
いた婦人科全分野の診療を行っており、適切な診断のもとにガイドラインに
沿った治療を行うことを原則としております。手術症例や治療方針の決定に難
渋する症例は科内でカンファレンスを行っており、さらに必要に応じ、キャン
サーボードにて関連各科と治療方針の検討を行っています。

地域医療機関の先生方へ
　日頃から多くの患者さん・妊婦さんをご紹介頂き大変感謝しております。ご
紹介は地域連携課を通した事前のFAX予約のご利用を切にお願いします。
希望日の予約枠がいっぱいの場合や予約をする時間的余裕がない緊急の場
合、患者さんを直接来院させることは、非常に長い待ち時間を強いる可能性
があるばかりでなく、その対応のために他の診療をストップさせなければなりま
せん。特に婦人科救急に対しては対応しがたい状況ですが、事前に電話でし
て頂ければ大変助かりますし、対応できるように努力させて頂きます。
　分娩制限はしておりませんが、ローリスク妊婦もしくは妊娠初期から合併症
を有すハイリスク妊婦の紹介は16週までとしております。判断に迷う場合など
は事前に連絡をいただければ幸いです。治療中の合併症を有する妊婦の方
のご紹介は、治療を受けている施設からの診療情報提供書がありますと大変
助かります。
　毎年2月には周産期センターの定期行事として、研修会を開催しておりま
す。周産期センターの年間業績や治療方針、またいろいろなトピックスについ
て発表や講演をしておりますので、ぜひともご参加下さい。

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

産婦人科

中山 朋子　第一産婦人科副部長
（平成15年卒／産婦人科一般）

小髙 晃嗣　第二産婦人科部長 
（昭和58年卒／婦人科腫瘍・周産期医療（産科））

水谷 靖司　第一産婦人科部長
                     （兼）周産期母子医療センター長　
（昭和61年卒／周産期医療（産科）・婦人科腫瘍）

中務 日出輝　周産期母子医療副センター長
（平成13年卒／周産期医療）

太田 圭祐　臨床研修医　
（平成31年卒）

西條 昌之　医師　
（平成年23卒／産婦人科一般）

篠崎 真里菜　臨床研修医
（平成31年卒）

平田 智子　医師
（平成26年卒／産婦人科一般）

番匠 里紗　医師　
（平成26年卒／産婦人科一般）

登村 友里　医師
（平成24年卒／産婦人科一般）

白河 伸介　医師 
（平成29年卒／産婦人科一般）
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前壁付着全前置胎盤MRI 子宮底部横切開による帝王切開

中山 小髙 水谷 中務 西條

白河登村番匠平田
篠崎

（研修医）

太田
（研修医）
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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

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）

がん相談支援センター
当院では、がんでお悩みの患者さんやご家族の方が安心してご相談いただける窓口として「がん相談支援センター」を設置しております。
当院の患者さんやご家族はもちろん、地域の方、当院かかりつけでない方もご利用いただけます。

また、当院2Fエントランスホールの相談支援センターブースでも相談・予約を承っております。

受 付 時 間

相 談 時 間

相 談 予 約 平日　8:30～17:00

1回60分程度

あらかじめ電話でのご予約をお願いいたします

病院代表：079-294-2251
直　　通：079-299-0037

NEWS

採用・退職

採用医師・退職医師のご案内

産婦人科医師
西條 昌之
(さいじょう まさゆき）
令和元年10月１日付

小児科医師
籔下 広樹
(やぶした ひろき）
令和元年10月１日付

産婦人科医師
白河 伸介
(しらかわ しんすけ）
令和元年10月１日付

リハビリテーション科医師
生田 雅人
(いくた まさと）
令和元年10月１日付

病理診断科医師
赤池 瑶子
(あかいけ ようこ）
令和元年10月１日付

内科医師
赤路 啓
令和元年9月30日付

小児科医師
石田 貴裕
令和元年9月30日付

産婦人科医師
有澤 理美
令和元年9月30日付

病理診断科医師
猪飼 信康
令和元年9月30日付

第二外科副部長
森川 達也
令和元年9月30日付

耳鼻咽喉科医師
松山 祐子
令和元年9月30日付

リハビリテーション科医師
江浪 秀明
令和元年9月30日付

【採用医師】 【退職医師】

耳鼻咽喉科医師
黒田 一範
(くろだ かずのり）
令和元年８月１日付

皮膚科医師
森田 安理
(もりた あんり）
令和元年８月１日付

耳鼻咽喉科副部長
春名 威範
令和元年８月１５日付
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当科の診療方針
　２０１５年８月に当科が新設され、皆様のおかげで４年目を迎える事ができま
した。
　現在常勤医は岸野、村上、中村の３名であり、週１回岡山大学病院より非
常勤として宮原医師に応援を頂いております。当科は『呼吸器センター』の一
員として、呼吸器外科とも密に連携し呼吸器治療にあたっております。特に気
管支鏡による肺癌の診断を積極的に行っており、組織診によるバイオマーカー
検索（EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子変異、ROS-1融合遺伝子、
BRAF遺伝子）、PD-L1測定などを行い適切な治療薬の選択を目指しており
ます。また、呼吸器カンファレンスを開催し、迅速かつ最適な診断、治療が行
えるようチーム医療を推進しております。

診療内容
・呼吸器悪性疾患
  肺癌、胸膜中皮腫、転移性肺腫瘍、癌性胸膜炎など
・気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD)
・呼吸器感染症
  肺炎、胸膜炎、肺真菌症、ニューモシスチス肺炎、非結核性抗酸菌症など
・間質性肺疾患
  特発性間質性肺炎、薬剤性間質性肺炎など
・肉芽腫形成疾患、その他の間質性肺疾患
  サルコイドーシス、過敏性肺炎、好酸球性肺炎
などの治療を受け持っています。

地域医療機関の先生方へ
　西播磨地区をはじめとして地域の医療機関の先生方には多くの患者さんを
ご紹介頂き誠にありがとうございます。初診にてご紹介いただく際には、ご面
倒ではございますが地域連携室を通じてFAX紹介をしていただけますと、優
先的にスムーズな対応が可能ですので何卒宜しくお願い申し上げます。

検査や処置の内容紹介
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呼吸器内科

中村 香葉　医師
（平成20年卒／呼吸器内科）

岸野 大蔵　呼吸器内科部長
                     （兼）呼吸器副センター長 
（平成7年卒／呼吸器（肺がん））

村上 悦子　呼吸器内科副部長　
（平成15年卒／呼吸器・アレルギー）

宮原 信明　応援医師
（昭和63年卒／呼吸器・アレルギー）
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気管支鏡検査の様子
　医師、診療放射線技師、放射線科看護師、臨床工学技士、病理部技士によるチーム体制にて安全で患者
さんに優しい検査を心がけています。

内視鏡的治療
●EWSを用いた気管支充填術
難治性の気漏（エアリーク）を有する疾患（外科手
術が困難な難治性気胸など）に対して施行します。

●気管支サーモプラスティ（BT）
18歳以上の難治性喘息（ぜんそく）患者さんに対して、症状を緩和させる新しい喘息治療方法です。BT
は、麻酔下で内視鏡を使って行う、体への負担の少ない治療法です。気管支の中に入れた内視鏡の先端
から電極付カテーテルを出し、気管支の内側を65度に温めます。気管支を温めると気管支周りの筋肉が
薄くなり、気管支が狭くなりにくくなります。

中村
岸野 村上

宮原
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当科の診療内容
　当科で、特に力を入れている取り組みなどを以下にご紹介します。
【産科部門】
①特別な産科手術手技
　幸帽児帝王切開：非常に未熟な20週台の早期の帝王切開
の際、娩出時の胎児への負担を軽減するため、被膜児とし
て娩出させる方法です。
　大動脈バルーン遮断併用の帝王切開：前置癒着胎盤例で、
大量出血が予測される場合、ハイブリッド手術室（手術台と
血管X線撮影装置を組み合わせた手術室）において、大動
脈をバルーンで一時的に遮断し、出血量を軽減させます。
　子宮底部横切開による帝王切開：前壁付着の前置胎盤例で用いる方法。
　手動式真空吸引法（MVAシステム）を用いた流産手術・人工妊娠中絶

②超緊急帝王切開（グレードA）：年1回全体シミュレーションを行い、時間短縮と安全性の向上に努
力しています。
③産科危機的出血：放射線科医の協力のもと、血管カテーテルを用いた画像下治療（IVR）塞栓療
法を実施しています。
④和痛分娩：希望者もしくは医学的適応と考えられる場合は、麻酔科医と連携し、硬膜外麻酔による
和痛分娩も行っています。
⑤精神科疾患合併妊婦の受け入れ、周産期メンタルヘルスへの取り組み：高岡病院に協力して頂き、
対応しています。
⑥地域連携分娩：分娩の取り扱いを中止した開業医の先生と協力して妊婦健診を行います。夜間や
休日（休診日）、分娩は当科が対応します。希望される先生はご連絡下さい。
⑦助産師外来、院内助産、産後ケア（入院）
【婦人科部門】
①低侵襲手術：腹腔鏡や子宮鏡手術の低侵襲手技を積極的に導入。
②マイクロ波内膜焼灼術
③妊孕性温存療法：子宮頸がんに対し広汎子宮頸部全摘術、子宮体がんに対する高用量MPA内服
療法も行っております。
④自己血貯血：他家血輸血を回避するため、自己血貯血を積極的に行っています。
⑤化学療法：外来化学療法を積極的に行っています。
⑥放射線治療：外照射のみの対応となります。従いまして、腔内照射が必要である子宮頸癌の根治
的放射線治療は他施設に紹介となります。
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沿った治療を行うことを原則としております。手術症例や治療方針の決定に難
渋する症例は科内でカンファレンスを行っており、さらに必要に応じ、キャン
サーボードにて関連各科と治療方針の検討を行っています。

地域医療機関の先生方へ
　日頃から多くの患者さん・妊婦さんをご紹介頂き大変感謝しております。ご
紹介は地域連携課を通した事前のFAX予約のご利用を切にお願いします。
希望日の予約枠がいっぱいの場合や予約をする時間的余裕がない緊急の場
合、患者さんを直接来院させることは、非常に長い待ち時間を強いる可能性
があるばかりでなく、その対応のために他の診療をストップさせなければなりま
せん。特に婦人科救急に対しては対応しがたい状況ですが、事前に電話でし
て頂ければ大変助かりますし、対応できるように努力させて頂きます。
　分娩制限はしておりませんが、ローリスク妊婦もしくは妊娠初期から合併症
を有すハイリスク妊婦の紹介は16週までとしております。判断に迷う場合など
は事前に連絡をいただければ幸いです。治療中の合併症を有する妊婦の方
のご紹介は、治療を受けている施設からの診療情報提供書がありますと大変
助かります。
　毎年2月には周産期センターの定期行事として、研修会を開催しておりま
す。周産期センターの年間業績や治療方針、またいろいろなトピックスについ
て発表や講演をしておりますので、ぜひともご参加下さい。
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産婦人科

中山 朋子　第一産婦人科副部長
（平成15年卒／産婦人科一般）

小髙 晃嗣　第二産婦人科部長 
（昭和58年卒／婦人科腫瘍・周産期医療（産科））

水谷 靖司　第一産婦人科部長
                     （兼）周産期母子医療センター長　
（昭和61年卒／周産期医療（産科）・婦人科腫瘍）

中務 日出輝　周産期母子医療副センター長
（平成13年卒／周産期医療）

太田 圭祐　臨床研修医　
（平成31年卒）

西條 昌之　医師　
（平成年23卒／産婦人科一般）

篠崎 真里菜　臨床研修医
（平成31年卒）

平田 智子　医師
（平成26年卒／産婦人科一般）

番匠 里紗　医師　
（平成26年卒／産婦人科一般）

登村 友里　医師
（平成24年卒／産婦人科一般）

白河 伸介　医師 
（平成29年卒／産婦人科一般）
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スタッフ紹介

01

当科の診療方針
　２０１５年８月に当科が新設され、皆様のおかげで４年目を迎える事ができま
した。
　現在常勤医は岸野、村上、中村の３名であり、週１回岡山大学病院より非
常勤として宮原医師に応援を頂いております。当科は『呼吸器センター』の一
員として、呼吸器外科とも密に連携し呼吸器治療にあたっております。特に気
管支鏡による肺癌の診断を積極的に行っており、組織診によるバイオマーカー
検索（EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子変異、ROS-1融合遺伝子、
BRAF遺伝子）、PD-L1測定などを行い適切な治療薬の選択を目指しており
ます。また、呼吸器カンファレンスを開催し、迅速かつ最適な診断、治療が行
えるようチーム医療を推進しております。

診療内容
・呼吸器悪性疾患
  肺癌、胸膜中皮腫、転移性肺腫瘍、癌性胸膜炎など
・気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD)
・呼吸器感染症
  肺炎、胸膜炎、肺真菌症、ニューモシスチス肺炎、非結核性抗酸菌症など
・間質性肺疾患
  特発性間質性肺炎、薬剤性間質性肺炎など
・肉芽腫形成疾患、その他の間質性肺疾患
  サルコイドーシス、過敏性肺炎、好酸球性肺炎
などの治療を受け持っています。

地域医療機関の先生方へ
　西播磨地区をはじめとして地域の医療機関の先生方には多くの患者さんを
ご紹介頂き誠にありがとうございます。初診にてご紹介いただく際には、ご面
倒ではございますが地域連携室を通じてFAX紹介をしていただけますと、優
先的にスムーズな対応が可能ですので何卒宜しくお願い申し上げます。

検査や処置の内容紹介

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

呼吸器内科

中村 香葉　医師
（平成20年卒／呼吸器内科）

岸野 大蔵　呼吸器内科部長
                     （兼）呼吸器副センター長 
（平成7年卒／呼吸器（肺がん））

村上 悦子　呼吸器内科副部長　
（平成15年卒／呼吸器・アレルギー）

宮原 信明　応援医師
（昭和63年卒／呼吸器・アレルギー）

診療科の紹介 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER
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気管支鏡検査の様子
　医師、診療放射線技師、放射線科看護師、臨床工学技士、病理部技士によるチーム体制にて安全で患者
さんに優しい検査を心がけています。

内視鏡的治療
●EWSを用いた気管支充填術
難治性の気漏（エアリーク）を有する疾患（外科手
術が困難な難治性気胸など）に対して施行します。

●気管支サーモプラスティ（BT）
18歳以上の難治性喘息（ぜんそく）患者さんに対して、症状を緩和させる新しい喘息治療方法です。BT
は、麻酔下で内視鏡を使って行う、体への負担の少ない治療法です。気管支の中に入れた内視鏡の先端
から電極付カテーテルを出し、気管支の内側を65度に温めます。気管支を温めると気管支周りの筋肉が
薄くなり、気管支が狭くなりにくくなります。

中村
岸野 村上

宮原

4

当科の診療内容
　当科で、特に力を入れている取り組みなどを以下にご紹介します。
【産科部門】
①特別な産科手術手技
　幸帽児帝王切開：非常に未熟な20週台の早期の帝王切開
の際、娩出時の胎児への負担を軽減するため、被膜児とし
て娩出させる方法です。
　大動脈バルーン遮断併用の帝王切開：前置癒着胎盤例で、
大量出血が予測される場合、ハイブリッド手術室（手術台と
血管X線撮影装置を組み合わせた手術室）において、大動
脈をバルーンで一時的に遮断し、出血量を軽減させます。
　子宮底部横切開による帝王切開：前壁付着の前置胎盤例で用いる方法。
　手動式真空吸引法（MVAシステム）を用いた流産手術・人工妊娠中絶

②超緊急帝王切開（グレードA）：年1回全体シミュレーションを行い、時間短縮と安全性の向上に努
力しています。
③産科危機的出血：放射線科医の協力のもと、血管カテーテルを用いた画像下治療（IVR）塞栓療
法を実施しています。
④和痛分娩：希望者もしくは医学的適応と考えられる場合は、麻酔科医と連携し、硬膜外麻酔による
和痛分娩も行っています。
⑤精神科疾患合併妊婦の受け入れ、周産期メンタルヘルスへの取り組み：高岡病院に協力して頂き、
対応しています。
⑥地域連携分娩：分娩の取り扱いを中止した開業医の先生と協力して妊婦健診を行います。夜間や
休日（休診日）、分娩は当科が対応します。希望される先生はご連絡下さい。
⑦助産師外来、院内助産、産後ケア（入院）
【婦人科部門】
①低侵襲手術：腹腔鏡や子宮鏡手術の低侵襲手技を積極的に導入。
②マイクロ波内膜焼灼術
③妊孕性温存療法：子宮頸がんに対し広汎子宮頸部全摘術、子宮体がんに対する高用量MPA内服
療法も行っております。
④自己血貯血：他家血輸血を回避するため、自己血貯血を積極的に行っています。
⑤化学療法：外来化学療法を積極的に行っています。
⑥放射線治療：外照射のみの対応となります。従いまして、腔内照射が必要である子宮頸癌の根治
的放射線治療は他施設に紹介となります。

スタッフ紹介

02

診療方針
　産婦人科（総合周産期母子医療センター産科部門を含む）は令和元年10
月現在、常勤医師10名（うち2名休職）と専攻医2名（うち1名休職）で診療
にあたっております。産科領域においては、中西播磨地域の周産期医療の最
後の砦として、「チームワークを連携強化で母児のいのちを守る」をモットー
に、最低1名の周産期センター担当医師が24時間365日対応しております。
周産期センターの新生児部門とは小児外科医師や助産師等も交え、定期的
にカンファレンスを開催し、情報共有・娩出時期や診療方針の決定等を話し
合っております。婦人科領域においては、高度不妊医療が必要な患者様を除
いた婦人科全分野の診療を行っており、適切な診断のもとにガイドラインに
沿った治療を行うことを原則としております。手術症例や治療方針の決定に難
渋する症例は科内でカンファレンスを行っており、さらに必要に応じ、キャン
サーボードにて関連各科と治療方針の検討を行っています。

地域医療機関の先生方へ
　日頃から多くの患者さん・妊婦さんをご紹介頂き大変感謝しております。ご
紹介は地域連携課を通した事前のFAX予約のご利用を切にお願いします。
希望日の予約枠がいっぱいの場合や予約をする時間的余裕がない緊急の場
合、患者さんを直接来院させることは、非常に長い待ち時間を強いる可能性
があるばかりでなく、その対応のために他の診療をストップさせなければなりま
せん。特に婦人科救急に対しては対応しがたい状況ですが、事前に電話でし
て頂ければ大変助かりますし、対応できるように努力させて頂きます。
　分娩制限はしておりませんが、ローリスク妊婦もしくは妊娠初期から合併症
を有すハイリスク妊婦の紹介は16週までとしております。判断に迷う場合など
は事前に連絡をいただければ幸いです。治療中の合併症を有する妊婦の方
のご紹介は、治療を受けている施設からの診療情報提供書がありますと大変
助かります。
　毎年2月には周産期センターの定期行事として、研修会を開催しておりま
す。周産期センターの年間業績や治療方針、またいろいろなトピックスについ
て発表や講演をしておりますので、ぜひともご参加下さい。
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産婦人科

中山 朋子　第一産婦人科副部長
（平成15年卒／産婦人科一般）

小髙 晃嗣　第二産婦人科部長 
（昭和58年卒／婦人科腫瘍・周産期医療（産科））

水谷 靖司　第一産婦人科部長
                     （兼）周産期母子医療センター長　
（昭和61年卒／周産期医療（産科）・婦人科腫瘍）

中務 日出輝　周産期母子医療副センター長
（平成13年卒／周産期医療）

太田 圭祐　臨床研修医　
（平成31年卒）

西條 昌之　医師　
（平成年23卒／産婦人科一般）

篠崎 真里菜　臨床研修医
（平成31年卒）

平田 智子　医師
（平成26年卒／産婦人科一般）

番匠 里紗　医師　
（平成26年卒／産婦人科一般）

登村 友里　医師
（平成24年卒／産婦人科一般）

白河 伸介　医師 
（平成29年卒／産婦人科一般）
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中山 小髙 水谷 中務 西條

白河登村番匠平田
篠崎

（研修医）
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（研修医）
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　この度、姫路赤十字病院ではFAX紹介について当日内視鏡検査のみを希望された場合、当日実施可能となりました
のでお知らせ申し上げます。

【お願い】
●紹介当日内視鏡検査実施を希望される場合は「内視鏡用情報提供書」の様式をご利用ください。
●紹介当日の下部内視鏡検査を希望される場合は、下剤の処方をお願いします。
●ポリープの大きさ、形態、性質、部位等によって「コールドポリペクトミー適応」と判断された場合、患者さん同意の元、
実施する場合があります。
●診察状況により当日の内視鏡検査を控えさせていただく場合があります。
●頑固な便秘などの時や前処置によるイレウスのリスクがある場合は、まず内科にご紹介ください。

【抗血栓薬について】
　2012年に日本内視鏡学会より抗血栓薬に関するガイドラインが発表され、2017年に追補ガイドラインが作成されて
おります。現在内視鏡に伴う抗血栓薬の取り扱いは、消化管出血リスクよりも休薬による血栓・塞栓症リスクに重点を置
くようになっております。1次予防を除く抗血栓薬に関しては基本当日朝のみ休薬で来院ください。2剤以上内服されか
つ生検が必要な場合は休薬を慎重に判断いただき、判断を迷われる場合はまず内科外来をご紹介ください。

内視鏡検査が当日可能となりました

多焦点眼内レンズの種類

FAX紹介による内視鏡検査予約実施について

　医療技術の進歩や医療提供体制の整備等により、がん
患者の５年生存率がおよそ60％までに向上している状況
の中、がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわたる
治療を受けながら、生きがいや生活の安定のために就職
を希望される方に対する就職支援の推進が社会的課題と
なっています。
　当院はがん診療連携拠点病院として、2019年3月から
毎月第4金曜日に【社会保険労務士による仕事に関する
相談会】を開催してきました。患者さんが直面する就労上
の困りごとに対して、社内制度や公的制度を一緒に確認
するなど、個々の患者さんに応じた支援を行っています。
　相談に来られた患者さんの中には、治療のために離職
を余儀なくされた、または転職を余儀なくされたが、就職を

希望している方もいます。
　そこで、2019年9月から毎月第２火曜日に、ハローワー
ク姫路の職業相談担当職員の方に来ていただいて、【ハ
ローワーク姫路による出張相談会】も開催することとなりま
した。
　がん相談支援センターの相談員と共に、治療状況・
経過・今後配慮すべき点等の情報を共有しながら、希望や
状況を踏まえた職業相談・職業紹介・求人開拓及び定着
支援を行いたいと考えています。
　相談はがん以外の病気でも、当院に通院歴がない場合
でも受けることができます。相談希望がある患者さんには、
当院の相談支援センターをご紹介ください。

NEWS

個々の患者さんに応じた支援を行います

お仕事に関する相談会を開始しました

NEWS

患者さんの希望の見え方を伺います

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再健術についてNEWS

　眼科ではできる限り患者さんの希望に沿った見え方を
提供するために多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建
術を行っております。当院は2019年8月より「先進医療機
関」の承認を受けました。そのため手術費用は患者さん
の自己負担となりますが、それ以外は保険診療で行うこと
ができます(患者さんが加入されている医療保険で先進
医療特約を付帯している場合は手術費用が給付されま
す)。
　術前に患者さんの生活スタイルや希望する見え方を
十分に伺い、詳細な眼科検査を行った上で適応を決定
致します。入院手術、外来手術の両方に対応致します。

　これからも地域の患者さんのQuality of vision
向上のお役に立てるよう精進してまいりますのでどう
かよろしくお願い致します。

お仕事に関する相談会のご案内

まずは相談支援センターにご相談ください。

開催日

当院では次のような就労に関する相談会を実施してます。
ハローワークの出張相談会
社会保険労務士による相談会

仕事を辞めると決めてしまう前に、
今できることは何か一緒に考えませんか？

社会保険労務士による相談会

・毎月第４金曜日
13：30～17：00

・完全予約制

ハローワークの出張相談

・毎月第2火曜日
14：00～16：00

・完全予約制

通常の診療情報提供書 内視鏡用情報提供書

＊様式は病院ホームページに掲載しています

http://himeji.jrc.or.jp/category/diagnosis/center/endoscope.html

地域
医療機関

内視鏡と診察依頼 通常の診療情報提供書

内視鏡のみ 内視鏡用情報提供書

診察の後
内視鏡検査実施

予約日に内視鏡実施
検査実施を実施

【手順】
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01

当科の診療方針
　２０１５年８月に当科が新設され、皆様のおかげで４年目を迎える事ができま
した。
　現在常勤医は岸野、村上、中村の３名であり、週１回岡山大学病院より非
常勤として宮原医師に応援を頂いております。当科は『呼吸器センター』の一
員として、呼吸器外科とも密に連携し呼吸器治療にあたっております。特に気
管支鏡による肺癌の診断を積極的に行っており、組織診によるバイオマーカー
検索（EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子変異、ROS-1融合遺伝子、
BRAF遺伝子）、PD-L1測定などを行い適切な治療薬の選択を目指しており
ます。また、呼吸器カンファレンスを開催し、迅速かつ最適な診断、治療が行
えるようチーム医療を推進しております。

診療内容
・呼吸器悪性疾患
  肺癌、胸膜中皮腫、転移性肺腫瘍、癌性胸膜炎など
・気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD)
・呼吸器感染症
  肺炎、胸膜炎、肺真菌症、ニューモシスチス肺炎、非結核性抗酸菌症など
・間質性肺疾患
  特発性間質性肺炎、薬剤性間質性肺炎など
・肉芽腫形成疾患、その他の間質性肺疾患
  サルコイドーシス、過敏性肺炎、好酸球性肺炎
などの治療を受け持っています。

地域医療機関の先生方へ
　西播磨地区をはじめとして地域の医療機関の先生方には多くの患者さんを
ご紹介頂き誠にありがとうございます。初診にてご紹介いただく際には、ご面
倒ではございますが地域連携室を通じてFAX紹介をしていただけますと、優
先的にスムーズな対応が可能ですので何卒宜しくお願い申し上げます。

検査や処置の内容紹介
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呼吸器内科

中村 香葉　医師
（平成20年卒／呼吸器内科）

岸野 大蔵　呼吸器内科部長
                     （兼）呼吸器副センター長 
（平成7年卒／呼吸器（肺がん））

村上 悦子　呼吸器内科副部長　
（平成15年卒／呼吸器・アレルギー）

宮原 信明　応援医師
（昭和63年卒／呼吸器・アレルギー）
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気管支鏡検査の様子
　医師、診療放射線技師、放射線科看護師、臨床工学技士、病理部技士によるチーム体制にて安全で患者
さんに優しい検査を心がけています。

内視鏡的治療
●EWSを用いた気管支充填術
難治性の気漏（エアリーク）を有する疾患（外科手
術が困難な難治性気胸など）に対して施行します。

●気管支サーモプラスティ（BT）
18歳以上の難治性喘息（ぜんそく）患者さんに対して、症状を緩和させる新しい喘息治療方法です。BT
は、麻酔下で内視鏡を使って行う、体への負担の少ない治療法です。気管支の中に入れた内視鏡の先端
から電極付カテーテルを出し、気管支の内側を65度に温めます。気管支を温めると気管支周りの筋肉が
薄くなり、気管支が狭くなりにくくなります。

中村
岸野 村上

宮原
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当科の診療内容
　当科で、特に力を入れている取り組みなどを以下にご紹介します。
【産科部門】
①特別な産科手術手技
　幸帽児帝王切開：非常に未熟な20週台の早期の帝王切開
の際、娩出時の胎児への負担を軽減するため、被膜児とし
て娩出させる方法です。
　大動脈バルーン遮断併用の帝王切開：前置癒着胎盤例で、
大量出血が予測される場合、ハイブリッド手術室（手術台と
血管X線撮影装置を組み合わせた手術室）において、大動
脈をバルーンで一時的に遮断し、出血量を軽減させます。
　子宮底部横切開による帝王切開：前壁付着の前置胎盤例で用いる方法。
　手動式真空吸引法（MVAシステム）を用いた流産手術・人工妊娠中絶

②超緊急帝王切開（グレードA）：年1回全体シミュレーションを行い、時間短縮と安全性の向上に努
力しています。
③産科危機的出血：放射線科医の協力のもと、血管カテーテルを用いた画像下治療（IVR）塞栓療
法を実施しています。
④和痛分娩：希望者もしくは医学的適応と考えられる場合は、麻酔科医と連携し、硬膜外麻酔による
和痛分娩も行っています。
⑤精神科疾患合併妊婦の受け入れ、周産期メンタルヘルスへの取り組み：高岡病院に協力して頂き、
対応しています。
⑥地域連携分娩：分娩の取り扱いを中止した開業医の先生と協力して妊婦健診を行います。夜間や
休日（休診日）、分娩は当科が対応します。希望される先生はご連絡下さい。
⑦助産師外来、院内助産、産後ケア（入院）
【婦人科部門】
①低侵襲手術：腹腔鏡や子宮鏡手術の低侵襲手技を積極的に導入。
②マイクロ波内膜焼灼術
③妊孕性温存療法：子宮頸がんに対し広汎子宮頸部全摘術、子宮体がんに対する高用量MPA内服
療法も行っております。
④自己血貯血：他家血輸血を回避するため、自己血貯血を積極的に行っています。
⑤化学療法：外来化学療法を積極的に行っています。
⑥放射線治療：外照射のみの対応となります。従いまして、腔内照射が必要である子宮頸癌の根治
的放射線治療は他施設に紹介となります。

スタッフ紹介
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診療方針
　産婦人科（総合周産期母子医療センター産科部門を含む）は令和元年10
月現在、常勤医師10名（うち2名休職）と専攻医2名（うち1名休職）で診療
にあたっております。産科領域においては、中西播磨地域の周産期医療の最
後の砦として、「チームワークを連携強化で母児のいのちを守る」をモットー
に、最低1名の周産期センター担当医師が24時間365日対応しております。
周産期センターの新生児部門とは小児外科医師や助産師等も交え、定期的
にカンファレンスを開催し、情報共有・娩出時期や診療方針の決定等を話し
合っております。婦人科領域においては、高度不妊医療が必要な患者様を除
いた婦人科全分野の診療を行っており、適切な診断のもとにガイドラインに
沿った治療を行うことを原則としております。手術症例や治療方針の決定に難
渋する症例は科内でカンファレンスを行っており、さらに必要に応じ、キャン
サーボードにて関連各科と治療方針の検討を行っています。

地域医療機関の先生方へ
　日頃から多くの患者さん・妊婦さんをご紹介頂き大変感謝しております。ご
紹介は地域連携課を通した事前のFAX予約のご利用を切にお願いします。
希望日の予約枠がいっぱいの場合や予約をする時間的余裕がない緊急の場
合、患者さんを直接来院させることは、非常に長い待ち時間を強いる可能性
があるばかりでなく、その対応のために他の診療をストップさせなければなりま
せん。特に婦人科救急に対しては対応しがたい状況ですが、事前に電話でし
て頂ければ大変助かりますし、対応できるように努力させて頂きます。
　分娩制限はしておりませんが、ローリスク妊婦もしくは妊娠初期から合併症
を有すハイリスク妊婦の紹介は16週までとしております。判断に迷う場合など
は事前に連絡をいただければ幸いです。治療中の合併症を有する妊婦の方
のご紹介は、治療を受けている施設からの診療情報提供書がありますと大変
助かります。
　毎年2月には周産期センターの定期行事として、研修会を開催しておりま
す。周産期センターの年間業績や治療方針、またいろいろなトピックスについ
て発表や講演をしておりますので、ぜひともご参加下さい。
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産婦人科

中山 朋子　第一産婦人科副部長
（平成15年卒／産婦人科一般）

小髙 晃嗣　第二産婦人科部長 
（昭和58年卒／婦人科腫瘍・周産期医療（産科））

水谷 靖司　第一産婦人科部長
                     （兼）周産期母子医療センター長　
（昭和61年卒／周産期医療（産科）・婦人科腫瘍）

中務 日出輝　周産期母子医療副センター長
（平成13年卒／周産期医療）

太田 圭祐　臨床研修医　
（平成31年卒）

西條 昌之　医師　
（平成年23卒／産婦人科一般）

篠崎 真里菜　臨床研修医
（平成31年卒）

平田 智子　医師
（平成26年卒／産婦人科一般）

番匠 里紗　医師　
（平成26年卒／産婦人科一般）

登村 友里　医師
（平成24年卒／産婦人科一般）

白河 伸介　医師 
（平成29年卒／産婦人科一般）
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幸帽児

前壁付着全前置胎盤MRI 子宮底部横切開による帝王切開

中山 小髙 水谷 中務 西條

白河登村番匠平田
篠崎

（研修医）

太田
（研修医）
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　この度、姫路赤十字病院ではFAX紹介について当日内視鏡検査のみを希望された場合、当日実施可能となりました
のでお知らせ申し上げます。

【お願い】
●紹介当日内視鏡検査実施を希望される場合は「内視鏡用情報提供書」の様式をご利用ください。
●紹介当日の下部内視鏡検査を希望される場合は、下剤の処方をお願いします。
●ポリープの大きさ、形態、性質、部位等によって「コールドポリペクトミー適応」と判断された場合、患者さん同意の元、
実施する場合があります。
●診察状況により当日の内視鏡検査を控えさせていただく場合があります。
●頑固な便秘などの時や前処置によるイレウスのリスクがある場合は、まず内科にご紹介ください。

【抗血栓薬について】
　2012年に日本内視鏡学会より抗血栓薬に関するガイドラインが発表され、2017年に追補ガイドラインが作成されて
おります。現在内視鏡に伴う抗血栓薬の取り扱いは、消化管出血リスクよりも休薬による血栓・塞栓症リスクに重点を置
くようになっております。1次予防を除く抗血栓薬に関しては基本当日朝のみ休薬で来院ください。2剤以上内服されか
つ生検が必要な場合は休薬を慎重に判断いただき、判断を迷われる場合はまず内科外来をご紹介ください。

内視鏡検査が当日可能となりました

多焦点眼内レンズの種類

FAX紹介による内視鏡検査予約実施について

　医療技術の進歩や医療提供体制の整備等により、がん
患者の５年生存率がおよそ60％までに向上している状況
の中、がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわたる
治療を受けながら、生きがいや生活の安定のために就職
を希望される方に対する就職支援の推進が社会的課題と
なっています。
　当院はがん診療連携拠点病院として、2019年3月から
毎月第4金曜日に【社会保険労務士による仕事に関する
相談会】を開催してきました。患者さんが直面する就労上
の困りごとに対して、社内制度や公的制度を一緒に確認
するなど、個々の患者さんに応じた支援を行っています。
　相談に来られた患者さんの中には、治療のために離職
を余儀なくされた、または転職を余儀なくされたが、就職を

希望している方もいます。
　そこで、2019年9月から毎月第２火曜日に、ハローワー
ク姫路の職業相談担当職員の方に来ていただいて、【ハ
ローワーク姫路による出張相談会】も開催することとなりま
した。
　がん相談支援センターの相談員と共に、治療状況・
経過・今後配慮すべき点等の情報を共有しながら、希望や
状況を踏まえた職業相談・職業紹介・求人開拓及び定着
支援を行いたいと考えています。
　相談はがん以外の病気でも、当院に通院歴がない場合
でも受けることができます。相談希望がある患者さんには、
当院の相談支援センターをご紹介ください。

NEWS

個々の患者さんに応じた支援を行います

お仕事に関する相談会を開始しました

NEWS

患者さんの希望の見え方を伺います

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再健術についてNEWS

　眼科ではできる限り患者さんの希望に沿った見え方を
提供するために多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建
術を行っております。当院は2019年8月より「先進医療機
関」の承認を受けました。そのため手術費用は患者さん
の自己負担となりますが、それ以外は保険診療で行うこと
ができます(患者さんが加入されている医療保険で先進
医療特約を付帯している場合は手術費用が給付されま
す)。
　術前に患者さんの生活スタイルや希望する見え方を
十分に伺い、詳細な眼科検査を行った上で適応を決定
致します。入院手術、外来手術の両方に対応致します。

　これからも地域の患者さんのQuality of vision
向上のお役に立てるよう精進してまいりますのでどう
かよろしくお願い致します。

お仕事に関する相談会のご案内

まずは相談支援センターにご相談ください。

開催日

当院では次のような就労に関する相談会を実施してます。
ハローワークの出張相談会
社会保険労務士による相談会

仕事を辞めると決めてしまう前に、
今できることは何か一緒に考えませんか？

社会保険労務士による相談会

・毎月第４金曜日
13：30～17：00

・完全予約制

ハローワークの出張相談

・毎月第2火曜日
14：00～16：00

・完全予約制

通常の診療情報提供書 内視鏡用情報提供書

＊様式は病院ホームページに掲載しています

http://himeji.jrc.or.jp/category/diagnosis/center/endoscope.html

地域
医療機関

内視鏡と診察依頼 通常の診療情報提供書

内視鏡のみ 内視鏡用情報提供書

診察の後
内視鏡検査実施

予約日に内視鏡実施
検査実施を実施

【手順】
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合っております。婦人科領域においては、高度不妊医療が必要な患者様を除
いた婦人科全分野の診療を行っており、適切な診断のもとにガイドラインに
沿った治療を行うことを原則としております。手術症例や治療方針の決定に難
渋する症例は科内でカンファレンスを行っており、さらに必要に応じ、キャン
サーボードにて関連各科と治療方針の検討を行っています。

地域医療機関の先生方へ
　日頃から多くの患者さん・妊婦さんをご紹介頂き大変感謝しております。ご
紹介は地域連携課を通した事前のFAX予約のご利用を切にお願いします。
希望日の予約枠がいっぱいの場合や予約をする時間的余裕がない緊急の場
合、患者さんを直接来院させることは、非常に長い待ち時間を強いる可能性
があるばかりでなく、その対応のために他の診療をストップさせなければなりま
せん。特に婦人科救急に対しては対応しがたい状況ですが、事前に電話でし
て頂ければ大変助かりますし、対応できるように努力させて頂きます。
　分娩制限はしておりませんが、ローリスク妊婦もしくは妊娠初期から合併症
を有すハイリスク妊婦の紹介は16週までとしております。判断に迷う場合など
は事前に連絡をいただければ幸いです。治療中の合併症を有する妊婦の方
のご紹介は、治療を受けている施設からの診療情報提供書がありますと大変
助かります。
　毎年2月には周産期センターの定期行事として、研修会を開催しておりま
す。周産期センターの年間業績や治療方針、またいろいろなトピックスについ
て発表や講演をしておりますので、ぜひともご参加下さい。
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産婦人科

中山 朋子　第一産婦人科副部長
（平成15年卒／産婦人科一般）

小髙 晃嗣　第二産婦人科部長 
（昭和58年卒／婦人科腫瘍・周産期医療（産科））

水谷 靖司　第一産婦人科部長
                     （兼）周産期母子医療センター長　
（昭和61年卒／周産期医療（産科）・婦人科腫瘍）

中務 日出輝　周産期母子医療副センター長
（平成13年卒／周産期医療）

太田 圭祐　臨床研修医　
（平成31年卒）

西條 昌之　医師　
（平成年23卒／産婦人科一般）

篠崎 真里菜　臨床研修医
（平成31年卒）

平田 智子　医師
（平成26年卒／産婦人科一般）

番匠 里紗　医師　
（平成26年卒／産婦人科一般）

登村 友里　医師
（平成24年卒／産婦人科一般）

白河 伸介　医師 
（平成29年卒／産婦人科一般）

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

5

幸帽児

前壁付着全前置胎盤MRI 子宮底部横切開による帝王切開

中山 小髙 水谷 中務 西條

白河登村番匠平田
篠崎

（研修医）

太田
（研修医）
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　この度、姫路赤十字病院ではFAX紹介について当日内視鏡検査のみを希望された場合、当日実施可能となりました
のでお知らせ申し上げます。

【お願い】
●紹介当日内視鏡検査実施を希望される場合は「内視鏡用情報提供書」の様式をご利用ください。
●紹介当日の下部内視鏡検査を希望される場合は、下剤の処方をお願いします。
●ポリープの大きさ、形態、性質、部位等によって「コールドポリペクトミー適応」と判断された場合、患者さん同意の元、
実施する場合があります。
●診察状況により当日の内視鏡検査を控えさせていただく場合があります。
●頑固な便秘などの時や前処置によるイレウスのリスクがある場合は、まず内科にご紹介ください。

【抗血栓薬について】
　2012年に日本内視鏡学会より抗血栓薬に関するガイドラインが発表され、2017年に追補ガイドラインが作成されて
おります。現在内視鏡に伴う抗血栓薬の取り扱いは、消化管出血リスクよりも休薬による血栓・塞栓症リスクに重点を置
くようになっております。1次予防を除く抗血栓薬に関しては基本当日朝のみ休薬で来院ください。2剤以上内服されか
つ生検が必要な場合は休薬を慎重に判断いただき、判断を迷われる場合はまず内科外来をご紹介ください。

内視鏡検査が当日可能となりました

多焦点眼内レンズの種類

FAX紹介による内視鏡検査予約実施について

　医療技術の進歩や医療提供体制の整備等により、がん
患者の５年生存率がおよそ60％までに向上している状況
の中、がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわたる
治療を受けながら、生きがいや生活の安定のために就職
を希望される方に対する就職支援の推進が社会的課題と
なっています。
　当院はがん診療連携拠点病院として、2019年3月から
毎月第4金曜日に【社会保険労務士による仕事に関する
相談会】を開催してきました。患者さんが直面する就労上
の困りごとに対して、社内制度や公的制度を一緒に確認
するなど、個々の患者さんに応じた支援を行っています。
　相談に来られた患者さんの中には、治療のために離職
を余儀なくされた、または転職を余儀なくされたが、就職を

希望している方もいます。
　そこで、2019年9月から毎月第２火曜日に、ハローワー
ク姫路の職業相談担当職員の方に来ていただいて、【ハ
ローワーク姫路による出張相談会】も開催することとなりま
した。
　がん相談支援センターの相談員と共に、治療状況・
経過・今後配慮すべき点等の情報を共有しながら、希望や
状況を踏まえた職業相談・職業紹介・求人開拓及び定着
支援を行いたいと考えています。
　相談はがん以外の病気でも、当院に通院歴がない場合
でも受けることができます。相談希望がある患者さんには、
当院の相談支援センターをご紹介ください。

NEWS

個々の患者さんに応じた支援を行います

お仕事に関する相談会を開始しました

NEWS

患者さんの希望の見え方を伺います

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再健術についてNEWS

　眼科ではできる限り患者さんの希望に沿った見え方を
提供するために多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建
術を行っております。当院は2019年8月より「先進医療機
関」の承認を受けました。そのため手術費用は患者さん
の自己負担となりますが、それ以外は保険診療で行うこと
ができます(患者さんが加入されている医療保険で先進
医療特約を付帯している場合は手術費用が給付されま
す)。
　術前に患者さんの生活スタイルや希望する見え方を
十分に伺い、詳細な眼科検査を行った上で適応を決定
致します。入院手術、外来手術の両方に対応致します。

　これからも地域の患者さんのQuality of vision
向上のお役に立てるよう精進してまいりますのでどう
かよろしくお願い致します。

お仕事に関する相談会のご案内

まずは相談支援センターにご相談ください。

開催日

当院では次のような就労に関する相談会を実施してます。
ハローワークの出張相談会
社会保険労務士による相談会

仕事を辞めると決めてしまう前に、
今できることは何か一緒に考えませんか？

社会保険労務士による相談会

・毎月第４金曜日
13：30～17：00

・完全予約制

ハローワークの出張相談

・毎月第2火曜日
14：00～16：00

・完全予約制

通常の診療情報提供書 内視鏡用情報提供書

＊様式は病院ホームページに掲載しています

http://himeji.jrc.or.jp/category/diagnosis/center/endoscope.html

地域
医療機関

内視鏡と診察依頼 通常の診療情報提供書

内視鏡のみ 内視鏡用情報提供書

診察の後
内視鏡検査実施

予約日に内視鏡実施
検査実施を実施

【手順】
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　近年、新生児医療では、救命だけではなく、赤ちゃんに
優しい医療やケアを提供するべく取り組まれています。そ
の中で私は、新生児領域のリハビリテーションを全国でも
まだ少ない時代から取り組んでいました。そして2014年に
は、米国に本部のある国際NIDCAP連盟（NFI）から個々
の赤ちゃんに合ったケアを提供できるように評価し実践す
る専門家として、当時日本では、まだ4名しかいなかった※※

NIDCAP Professionalの認定を私と当院NICU石本
麻衣子 看護係長が5番目、6番目としていただきました。現
在、さらに日本ディベロップメンタルケア研究会の支援をう
けて、NIDCAPを日本で広めるために指導者を目指してト
レーニングを行っているところです。そして、指導者となる
ための要件として、A P I B（早産児行動評価）
Professionalの認定が必要であり、私を含めて全国で指
導者を目指している候補生3名が今回、当院でAPIBト
レーニングを受けました。そこで、私が日本で初めてとなる
APIB Professionalの認定をいただくことができました。
　この認定を取得することにより、早産児の状態や行動を

評価し、適切なリハビリや発達ケアを行うことが可能となり
ます。今後は、NIDCAPの指導者を目指しながら、APIB
やNIDCAPを臨床で応用し、日本で赤ちゃんに優しい発
達ケア（ディベロップメンタルケア）を広めていけるように
尽力したいと考えています。
リハビリテーション技術第一課長　理学療法士　藤本 智久
※APIB (Assessment of Preterm Infants' Behavior：早産児行動評価)
※※NIDCAP （The Newborn Individualized Developmental. Care and   　
　Assessment Program：新生児個別的発達ケア評価プログラム）

NEWS

赤ちゃんに優しい発達ケアのために
※APIB（早産児行動評価） Professional 認定報告

　令和元年9月1日（日）防災の日に合せて小雨の中、たつ
の市揖保川左岸千鳥ヶ浜河川敷で「令和元年度兵庫県・
播磨広域合同防災訓練」が、山崎断層地震の発生・風水
害による被害が発生したとの想定で実施されました。
　当院からは、16名(救護班6名、DMAT隊5名、研修医
3名、指導担当者2名)が参加し、救護班は救護所設置運
営訓練を、DMAT隊は合同指揮所運営訓練を実施しました。
　救護所設置運営訓練では、当日のチームビルディングで
当院救護班は赤（重症）エリアを担当し車両・倒壊家屋か
ら救助隊に救出され、トリアージされた多数の重症患者を
安定化し、救急指揮所と連携し患者を搬出しました。

　合同指揮所運営訓練では、EMIS（広域災害救急医療
情報システム）を使って、応援に来た各DMAT隊の登録
と活動記録を入力し、また、重症度別に傷病者数の情報を
取りながら入力し、衛星電話で三木防災拠点と通信し、
SCU(広域搬送) 訓練を実施しました。
　今回の訓練は、播磨地域の多数の医療機関・消防・警
察等関係機関が参加され、連携を深める良い機会となり
ました。また、万が一の災害にも備え、救護班員は各種訓
練に参加しています。

救護講習係長　岩井 良次
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災害に備えて

令和元年度兵庫県・播磨広域合同防災訓練

　8月8日、当院の大会議室にて地域連携カンファレンスを
開催しました。今回は救急搬送編として心筋梗塞の患者さ
んの搬送から治療までについて発表していただきました。
　救急搬送される患者さんは全国的にみても年々増加し
ており、中でも高齢者の救急搬送は増加の一途を辿って
います。そこで今回は、一人の心筋梗塞の患者さんに関
わった、救急隊員、医師、看護師がそれぞれの場面で行っ
たことについて発表し、発表することが、それぞれの役割
を可視化することに繋がり、しいては互いのモチベーショ
ンアップの一助になればと考え今回の救急搬送編の開催
に至りました。姫路消防局の徳久さんより「搬送時の状
況」として現場での救急隊の判断や救急車内での様子に
ついて、藤尾栄起脳・心臓血管センター長からは「受け入
れ後の治療」としてカテーテル治療について動画を用い
て発表されました。最後に篠原麻記集中ケア認定看護師
から「当院の急性期の看護」として患者家族に寄り添った
看護について発表がありました。アンケート結果では「病
院到着前の事がよく分かった」「お互いのことを知ること
で配慮や協力ができると思った」「1人の患者の経過を搬

送～看護～退院まで流れに沿って理解しやすかったです。
まさにベストパフォーマンスでした」等、うれしいご意見を
たくさんいただく事ができました。
　当院は最善の手術、専門的な治療を提供するための
体制と設備を整え、医師は学会、研究会などに参加し研
鑽を積んでいます。これからも先生方の患者さんを安心し
てご紹介していただけるよう、地域連携カンファレンスで当
院についてもっとお伝えしていきたいと考えております。こ
れからもたくさんのご参加をお待ちしております。

地域医療連携課係長　中杉 かおり
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第 42回地域連携カンファレンス

『救急搬送編』　～心筋梗塞患者の搬送から治療まで～　を開催しました

　今年度は、家族支援編として「地域包括ケアにおける
家族支援の視点から」をテーマに企画し、8月24日に第２
回目を開催しました。医療法人社団さかもと医院居宅介
護支援事業所の三多久実子さんと社会福祉法人神戸聖
隷福祉事業団さくらの苑居宅介護支援事業所の國眼尚
美さんを講師としてお迎えしました。「よりよい家族支援の
在り方とは～自己覚知を理解し、家族システムから学ぶ
～」というタイトルで講演、グループワークを行いました。
支援者は自分自身のもつ価値、倫理、偏見を自覚し、関
わっている人に対し自分が抱く感情をしっかりと認識し、
仕事をしていくことが大切であると学びました。さらに支援

の必要な対象者本人だけでなく、家族全体をシステムとし
て捉え関係性を理解し支援することがよりよい家族支援
に繋がると学びました。
　参加者からは、「自分の価値観で相手を見ずに、家族
間での関係性・システムを考えながら患者・家族と関わっ
ていきたい」「家族を悪者にしない考え方を持つ」などの
感想が寄せられました。各グループ、笑顔や笑い声もあり
楽しい時間が持てた研修となりました。第3回目は11月9
日に開催予定にしていますので、たくさんのご参加をお待
ちしております。

総合相談支援課長　内波 久美子
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医療従事者を対象に

スキルアップ研修会

左：APIBトレーナーJoy Browne 先生（米国・コロラド大学）、右：藤本智久
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当科の診療内容
　当科で、特に力を入れている取り組みなどを以下にご紹介します。
【産科部門】
①特別な産科手術手技
　幸帽児帝王切開：非常に未熟な20週台の早期の帝王切開
の際、娩出時の胎児への負担を軽減するため、被膜児とし
て娩出させる方法です。
　大動脈バルーン遮断併用の帝王切開：前置癒着胎盤例で、
大量出血が予測される場合、ハイブリッド手術室（手術台と
血管X線撮影装置を組み合わせた手術室）において、大動
脈をバルーンで一時的に遮断し、出血量を軽減させます。
　子宮底部横切開による帝王切開：前壁付着の前置胎盤例で用いる方法。
　手動式真空吸引法（MVAシステム）を用いた流産手術・人工妊娠中絶

②超緊急帝王切開（グレードA）：年1回全体シミュレーションを行い、時間短縮と安全性の向上に努
力しています。
③産科危機的出血：放射線科医の協力のもと、血管カテーテルを用いた画像下治療（IVR）塞栓療
法を実施しています。
④和痛分娩：希望者もしくは医学的適応と考えられる場合は、麻酔科医と連携し、硬膜外麻酔による
和痛分娩も行っています。
⑤精神科疾患合併妊婦の受け入れ、周産期メンタルヘルスへの取り組み：高岡病院に協力して頂き、
対応しています。
⑥地域連携分娩：分娩の取り扱いを中止した開業医の先生と協力して妊婦健診を行います。夜間や
休日（休診日）、分娩は当科が対応します。希望される先生はご連絡下さい。
⑦助産師外来、院内助産、産後ケア（入院）
【婦人科部門】
①低侵襲手術：腹腔鏡や子宮鏡手術の低侵襲手技を積極的に導入。
②マイクロ波内膜焼灼術
③妊孕性温存療法：子宮頸がんに対し広汎子宮頸部全摘術、子宮体がんに対する高用量MPA内服
療法も行っております。
④自己血貯血：他家血輸血を回避するため、自己血貯血を積極的に行っています。
⑤化学療法：外来化学療法を積極的に行っています。
⑥放射線治療：外照射のみの対応となります。従いまして、腔内照射が必要である子宮頸癌の根治
的放射線治療は他施設に紹介となります。

スタッフ紹介
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診療方針
　産婦人科（総合周産期母子医療センター産科部門を含む）は令和元年10
月現在、常勤医師10名（うち2名休職）と専攻医2名（うち1名休職）で診療
にあたっております。産科領域においては、中西播磨地域の周産期医療の最
後の砦として、「チームワークを連携強化で母児のいのちを守る」をモットー
に、最低1名の周産期センター担当医師が24時間365日対応しております。
周産期センターの新生児部門とは小児外科医師や助産師等も交え、定期的
にカンファレンスを開催し、情報共有・娩出時期や診療方針の決定等を話し
合っております。婦人科領域においては、高度不妊医療が必要な患者様を除
いた婦人科全分野の診療を行っており、適切な診断のもとにガイドラインに
沿った治療を行うことを原則としております。手術症例や治療方針の決定に難
渋する症例は科内でカンファレンスを行っており、さらに必要に応じ、キャン
サーボードにて関連各科と治療方針の検討を行っています。

地域医療機関の先生方へ
　日頃から多くの患者さん・妊婦さんをご紹介頂き大変感謝しております。ご
紹介は地域連携課を通した事前のFAX予約のご利用を切にお願いします。
希望日の予約枠がいっぱいの場合や予約をする時間的余裕がない緊急の場
合、患者さんを直接来院させることは、非常に長い待ち時間を強いる可能性
があるばかりでなく、その対応のために他の診療をストップさせなければなりま
せん。特に婦人科救急に対しては対応しがたい状況ですが、事前に電話でし
て頂ければ大変助かりますし、対応できるように努力させて頂きます。
　分娩制限はしておりませんが、ローリスク妊婦もしくは妊娠初期から合併症
を有すハイリスク妊婦の紹介は16週までとしております。判断に迷う場合など
は事前に連絡をいただければ幸いです。治療中の合併症を有する妊婦の方
のご紹介は、治療を受けている施設からの診療情報提供書がありますと大変
助かります。
　毎年2月には周産期センターの定期行事として、研修会を開催しておりま
す。周産期センターの年間業績や治療方針、またいろいろなトピックスについ
て発表や講演をしておりますので、ぜひともご参加下さい。
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産婦人科

中山 朋子　第一産婦人科副部長
（平成15年卒／産婦人科一般）

小髙 晃嗣　第二産婦人科部長 
（昭和58年卒／婦人科腫瘍・周産期医療（産科））

水谷 靖司　第一産婦人科部長
                     （兼）周産期母子医療センター長　
（昭和61年卒／周産期医療（産科）・婦人科腫瘍）

中務 日出輝　周産期母子医療副センター長
（平成13年卒／周産期医療）

太田 圭祐　臨床研修医　
（平成31年卒）

西條 昌之　医師　
（平成年23卒／産婦人科一般）

篠崎 真里菜　臨床研修医
（平成31年卒）

平田 智子　医師
（平成26年卒／産婦人科一般）

番匠 里紗　医師　
（平成26年卒／産婦人科一般）

登村 友里　医師
（平成24年卒／産婦人科一般）

白河 伸介　医師 
（平成29年卒／産婦人科一般）

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

5

幸帽児

前壁付着全前置胎盤MRI 子宮底部横切開による帝王切開

中山 小髙 水谷 中務 西條

白河登村番匠平田
篠崎

（研修医）

太田
（研修医）
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　この度、姫路赤十字病院ではFAX紹介について当日内視鏡検査のみを希望された場合、当日実施可能となりました
のでお知らせ申し上げます。

【お願い】
●紹介当日内視鏡検査実施を希望される場合は「内視鏡用情報提供書」の様式をご利用ください。
●紹介当日の下部内視鏡検査を希望される場合は、下剤の処方をお願いします。
●ポリープの大きさ、形態、性質、部位等によって「コールドポリペクトミー適応」と判断された場合、患者さん同意の元、
実施する場合があります。
●診察状況により当日の内視鏡検査を控えさせていただく場合があります。
●頑固な便秘などの時や前処置によるイレウスのリスクがある場合は、まず内科にご紹介ください。

【抗血栓薬について】
　2012年に日本内視鏡学会より抗血栓薬に関するガイドラインが発表され、2017年に追補ガイドラインが作成されて
おります。現在内視鏡に伴う抗血栓薬の取り扱いは、消化管出血リスクよりも休薬による血栓・塞栓症リスクに重点を置
くようになっております。1次予防を除く抗血栓薬に関しては基本当日朝のみ休薬で来院ください。2剤以上内服されか
つ生検が必要な場合は休薬を慎重に判断いただき、判断を迷われる場合はまず内科外来をご紹介ください。

内視鏡検査が当日可能となりました

多焦点眼内レンズの種類

FAX紹介による内視鏡検査予約実施について

　医療技術の進歩や医療提供体制の整備等により、がん
患者の５年生存率がおよそ60％までに向上している状況
の中、がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわたる
治療を受けながら、生きがいや生活の安定のために就職
を希望される方に対する就職支援の推進が社会的課題と
なっています。
　当院はがん診療連携拠点病院として、2019年3月から
毎月第4金曜日に【社会保険労務士による仕事に関する
相談会】を開催してきました。患者さんが直面する就労上
の困りごとに対して、社内制度や公的制度を一緒に確認
するなど、個々の患者さんに応じた支援を行っています。
　相談に来られた患者さんの中には、治療のために離職
を余儀なくされた、または転職を余儀なくされたが、就職を

希望している方もいます。
　そこで、2019年9月から毎月第２火曜日に、ハローワー
ク姫路の職業相談担当職員の方に来ていただいて、【ハ
ローワーク姫路による出張相談会】も開催することとなりま
した。
　がん相談支援センターの相談員と共に、治療状況・
経過・今後配慮すべき点等の情報を共有しながら、希望や
状況を踏まえた職業相談・職業紹介・求人開拓及び定着
支援を行いたいと考えています。
　相談はがん以外の病気でも、当院に通院歴がない場合
でも受けることができます。相談希望がある患者さんには、
当院の相談支援センターをご紹介ください。

NEWS

個々の患者さんに応じた支援を行います

お仕事に関する相談会を開始しました

NEWS

患者さんの希望の見え方を伺います

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再健術についてNEWS

　眼科ではできる限り患者さんの希望に沿った見え方を
提供するために多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建
術を行っております。当院は2019年8月より「先進医療機
関」の承認を受けました。そのため手術費用は患者さん
の自己負担となりますが、それ以外は保険診療で行うこと
ができます(患者さんが加入されている医療保険で先進
医療特約を付帯している場合は手術費用が給付されま
す)。
　術前に患者さんの生活スタイルや希望する見え方を
十分に伺い、詳細な眼科検査を行った上で適応を決定
致します。入院手術、外来手術の両方に対応致します。

　これからも地域の患者さんのQuality of vision
向上のお役に立てるよう精進してまいりますのでどう
かよろしくお願い致します。

お仕事に関する相談会のご案内

まずは相談支援センターにご相談ください。

開催日

当院では次のような就労に関する相談会を実施してます。
ハローワークの出張相談会
社会保険労務士による相談会

仕事を辞めると決めてしまう前に、
今できることは何か一緒に考えませんか？

社会保険労務士による相談会

・毎月第４金曜日
13：30～17：00

・完全予約制

ハローワークの出張相談

・毎月第2火曜日
14：00～16：00

・完全予約制

通常の診療情報提供書 内視鏡用情報提供書

＊様式は病院ホームページに掲載しています

http://himeji.jrc.or.jp/category/diagnosis/center/endoscope.html

地域
医療機関

内視鏡と診察依頼 通常の診療情報提供書

内視鏡のみ 内視鏡用情報提供書

診察の後
内視鏡検査実施

予約日に内視鏡実施
検査実施を実施

【手順】
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　近年、新生児医療では、救命だけではなく、赤ちゃんに
優しい医療やケアを提供するべく取り組まれています。そ
の中で私は、新生児領域のリハビリテーションを全国でも
まだ少ない時代から取り組んでいました。そして2014年に
は、米国に本部のある国際NIDCAP連盟（NFI）から個々
の赤ちゃんに合ったケアを提供できるように評価し実践す
る専門家として、当時日本では、まだ4名しかいなかった※※

NIDCAP Professionalの認定を私と当院NICU石本
麻衣子 看護係長が5番目、6番目としていただきました。現
在、さらに日本ディベロップメンタルケア研究会の支援をう
けて、NIDCAPを日本で広めるために指導者を目指してト
レーニングを行っているところです。そして、指導者となる
ための要件として、A P I B（早産児行動評価）
Professionalの認定が必要であり、私を含めて全国で指
導者を目指している候補生3名が今回、当院でAPIBト
レーニングを受けました。そこで、私が日本で初めてとなる
APIB Professionalの認定をいただくことができました。
　この認定を取得することにより、早産児の状態や行動を

評価し、適切なリハビリや発達ケアを行うことが可能となり
ます。今後は、NIDCAPの指導者を目指しながら、APIB
やNIDCAPを臨床で応用し、日本で赤ちゃんに優しい発
達ケア（ディベロップメンタルケア）を広めていけるように
尽力したいと考えています。
リハビリテーション技術第一課長　理学療法士　藤本 智久
※APIB (Assessment of Preterm Infants' Behavior：早産児行動評価)
※※NIDCAP （The Newborn Individualized Developmental. Care and   　
　Assessment Program：新生児個別的発達ケア評価プログラム）

NEWS

赤ちゃんに優しい発達ケアのために
※APIB（早産児行動評価） Professional 認定報告

　令和元年9月1日（日）防災の日に合せて小雨の中、たつ
の市揖保川左岸千鳥ヶ浜河川敷で「令和元年度兵庫県・
播磨広域合同防災訓練」が、山崎断層地震の発生・風水
害による被害が発生したとの想定で実施されました。
　当院からは、16名(救護班6名、DMAT隊5名、研修医
3名、指導担当者2名)が参加し、救護班は救護所設置運
営訓練を、DMAT隊は合同指揮所運営訓練を実施しました。
　救護所設置運営訓練では、当日のチームビルディングで
当院救護班は赤（重症）エリアを担当し車両・倒壊家屋か
ら救助隊に救出され、トリアージされた多数の重症患者を
安定化し、救急指揮所と連携し患者を搬出しました。

　合同指揮所運営訓練では、EMIS（広域災害救急医療
情報システム）を使って、応援に来た各DMAT隊の登録
と活動記録を入力し、また、重症度別に傷病者数の情報を
取りながら入力し、衛星電話で三木防災拠点と通信し、
SCU(広域搬送) 訓練を実施しました。
　今回の訓練は、播磨地域の多数の医療機関・消防・警
察等関係機関が参加され、連携を深める良い機会となり
ました。また、万が一の災害にも備え、救護班員は各種訓
練に参加しています。

救護講習係長　岩井 良次

NEWS

災害に備えて

令和元年度兵庫県・播磨広域合同防災訓練

　8月8日、当院の大会議室にて地域連携カンファレンスを
開催しました。今回は救急搬送編として心筋梗塞の患者さ
んの搬送から治療までについて発表していただきました。
　救急搬送される患者さんは全国的にみても年々増加し
ており、中でも高齢者の救急搬送は増加の一途を辿って
います。そこで今回は、一人の心筋梗塞の患者さんに関
わった、救急隊員、医師、看護師がそれぞれの場面で行っ
たことについて発表し、発表することが、それぞれの役割
を可視化することに繋がり、しいては互いのモチベーショ
ンアップの一助になればと考え今回の救急搬送編の開催
に至りました。姫路消防局の徳久さんより「搬送時の状
況」として現場での救急隊の判断や救急車内での様子に
ついて、藤尾栄起脳・心臓血管センター長からは「受け入
れ後の治療」としてカテーテル治療について動画を用い
て発表されました。最後に篠原麻記集中ケア認定看護師
から「当院の急性期の看護」として患者家族に寄り添った
看護について発表がありました。アンケート結果では「病
院到着前の事がよく分かった」「お互いのことを知ること
で配慮や協力ができると思った」「1人の患者の経過を搬

送～看護～退院まで流れに沿って理解しやすかったです。
まさにベストパフォーマンスでした」等、うれしいご意見を
たくさんいただく事ができました。
　当院は最善の手術、専門的な治療を提供するための
体制と設備を整え、医師は学会、研究会などに参加し研
鑽を積んでいます。これからも先生方の患者さんを安心し
てご紹介していただけるよう、地域連携カンファレンスで当
院についてもっとお伝えしていきたいと考えております。こ
れからもたくさんのご参加をお待ちしております。

地域医療連携課係長　中杉 かおり
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第 42回地域連携カンファレンス

『救急搬送編』　～心筋梗塞患者の搬送から治療まで～　を開催しました

　今年度は、家族支援編として「地域包括ケアにおける
家族支援の視点から」をテーマに企画し、8月24日に第２
回目を開催しました。医療法人社団さかもと医院居宅介
護支援事業所の三多久実子さんと社会福祉法人神戸聖
隷福祉事業団さくらの苑居宅介護支援事業所の國眼尚
美さんを講師としてお迎えしました。「よりよい家族支援の
在り方とは～自己覚知を理解し、家族システムから学ぶ
～」というタイトルで講演、グループワークを行いました。
支援者は自分自身のもつ価値、倫理、偏見を自覚し、関
わっている人に対し自分が抱く感情をしっかりと認識し、
仕事をしていくことが大切であると学びました。さらに支援

の必要な対象者本人だけでなく、家族全体をシステムとし
て捉え関係性を理解し支援することがよりよい家族支援
に繋がると学びました。
　参加者からは、「自分の価値観で相手を見ずに、家族
間での関係性・システムを考えながら患者・家族と関わっ
ていきたい」「家族を悪者にしない考え方を持つ」などの
感想が寄せられました。各グループ、笑顔や笑い声もあり
楽しい時間が持てた研修となりました。第3回目は11月9
日に開催予定にしていますので、たくさんのご参加をお待
ちしております。

総合相談支援課長　内波 久美子

NEWS

医療従事者を対象に

スキルアップ研修会

左：APIBトレーナーJoy Browne 先生（米国・コロラド大学）、右：藤本智久
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くようになっております。1次予防を除く抗血栓薬に関しては基本当日朝のみ休薬で来院ください。2剤以上内服されか
つ生検が必要な場合は休薬を慎重に判断いただき、判断を迷われる場合はまず内科外来をご紹介ください。

内視鏡検査が当日可能となりました

多焦点眼内レンズの種類

FAX紹介による内視鏡検査予約実施について

　医療技術の進歩や医療提供体制の整備等により、がん
患者の５年生存率がおよそ60％までに向上している状況
の中、がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわたる
治療を受けながら、生きがいや生活の安定のために就職
を希望される方に対する就職支援の推進が社会的課題と
なっています。
　当院はがん診療連携拠点病院として、2019年3月から
毎月第4金曜日に【社会保険労務士による仕事に関する
相談会】を開催してきました。患者さんが直面する就労上
の困りごとに対して、社内制度や公的制度を一緒に確認
するなど、個々の患者さんに応じた支援を行っています。
　相談に来られた患者さんの中には、治療のために離職
を余儀なくされた、または転職を余儀なくされたが、就職を

希望している方もいます。
　そこで、2019年9月から毎月第２火曜日に、ハローワー
ク姫路の職業相談担当職員の方に来ていただいて、【ハ
ローワーク姫路による出張相談会】も開催することとなりま
した。
　がん相談支援センターの相談員と共に、治療状況・
経過・今後配慮すべき点等の情報を共有しながら、希望や
状況を踏まえた職業相談・職業紹介・求人開拓及び定着
支援を行いたいと考えています。
　相談はがん以外の病気でも、当院に通院歴がない場合
でも受けることができます。相談希望がある患者さんには、
当院の相談支援センターをご紹介ください。

NEWS

個々の患者さんに応じた支援を行います

お仕事に関する相談会を開始しました

NEWS

患者さんの希望の見え方を伺います

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再健術についてNEWS

　眼科ではできる限り患者さんの希望に沿った見え方を
提供するために多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建
術を行っております。当院は2019年8月より「先進医療機
関」の承認を受けました。そのため手術費用は患者さん
の自己負担となりますが、それ以外は保険診療で行うこと
ができます(患者さんが加入されている医療保険で先進
医療特約を付帯している場合は手術費用が給付されま
す)。
　術前に患者さんの生活スタイルや希望する見え方を
十分に伺い、詳細な眼科検査を行った上で適応を決定
致します。入院手術、外来手術の両方に対応致します。

　これからも地域の患者さんのQuality of vision
向上のお役に立てるよう精進してまいりますのでどう
かよろしくお願い致します。

お仕事に関する相談会のご案内

まずは相談支援センターにご相談ください。

開催日

当院では次のような就労に関する相談会を実施してます。
ハローワークの出張相談会
社会保険労務士による相談会

仕事を辞めると決めてしまう前に、
今できることは何か一緒に考えませんか？

社会保険労務士による相談会

・毎月第４金曜日
13：30～17：00

・完全予約制

ハローワークの出張相談

・毎月第2火曜日
14：00～16：00

・完全予約制

通常の診療情報提供書 内視鏡用情報提供書

＊様式は病院ホームページに掲載しています

http://himeji.jrc.or.jp/category/diagnosis/center/endoscope.html

地域
医療機関

内視鏡と診察依頼 通常の診療情報提供書

内視鏡のみ 内視鏡用情報提供書

診察の後
内視鏡検査実施

予約日に内視鏡実施
検査実施を実施

【手順】
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　近年、新生児医療では、救命だけではなく、赤ちゃんに
優しい医療やケアを提供するべく取り組まれています。そ
の中で私は、新生児領域のリハビリテーションを全国でも
まだ少ない時代から取り組んでいました。そして2014年に
は、米国に本部のある国際NIDCAP連盟（NFI）から個々
の赤ちゃんに合ったケアを提供できるように評価し実践す
る専門家として、当時日本では、まだ4名しかいなかった※※

NIDCAP Professionalの認定を私と当院NICU石本
麻衣子 看護係長が5番目、6番目としていただきました。現
在、さらに日本ディベロップメンタルケア研究会の支援をう
けて、NIDCAPを日本で広めるために指導者を目指してト
レーニングを行っているところです。そして、指導者となる
ための要件として、A P I B（早産児行動評価）
Professionalの認定が必要であり、私を含めて全国で指
導者を目指している候補生3名が今回、当院でAPIBト
レーニングを受けました。そこで、私が日本で初めてとなる
APIB Professionalの認定をいただくことができました。
　この認定を取得することにより、早産児の状態や行動を

評価し、適切なリハビリや発達ケアを行うことが可能となり
ます。今後は、NIDCAPの指導者を目指しながら、APIB
やNIDCAPを臨床で応用し、日本で赤ちゃんに優しい発
達ケア（ディベロップメンタルケア）を広めていけるように
尽力したいと考えています。
リハビリテーション技術第一課長　理学療法士　藤本 智久
※APIB (Assessment of Preterm Infants' Behavior：早産児行動評価)
※※NIDCAP （The Newborn Individualized Developmental. Care and   　
　Assessment Program：新生児個別的発達ケア評価プログラム）

NEWS

赤ちゃんに優しい発達ケアのために
※APIB（早産児行動評価） Professional 認定報告

　令和元年9月1日（日）防災の日に合せて小雨の中、たつ
の市揖保川左岸千鳥ヶ浜河川敷で「令和元年度兵庫県・
播磨広域合同防災訓練」が、山崎断層地震の発生・風水
害による被害が発生したとの想定で実施されました。
　当院からは、16名(救護班6名、DMAT隊5名、研修医
3名、指導担当者2名)が参加し、救護班は救護所設置運
営訓練を、DMAT隊は合同指揮所運営訓練を実施しました。
　救護所設置運営訓練では、当日のチームビルディングで
当院救護班は赤（重症）エリアを担当し車両・倒壊家屋か
ら救助隊に救出され、トリアージされた多数の重症患者を
安定化し、救急指揮所と連携し患者を搬出しました。

　合同指揮所運営訓練では、EMIS（広域災害救急医療
情報システム）を使って、応援に来た各DMAT隊の登録
と活動記録を入力し、また、重症度別に傷病者数の情報を
取りながら入力し、衛星電話で三木防災拠点と通信し、
SCU(広域搬送) 訓練を実施しました。
　今回の訓練は、播磨地域の多数の医療機関・消防・警
察等関係機関が参加され、連携を深める良い機会となり
ました。また、万が一の災害にも備え、救護班員は各種訓
練に参加しています。

救護講習係長　岩井 良次

NEWS

災害に備えて

令和元年度兵庫県・播磨広域合同防災訓練

　8月8日、当院の大会議室にて地域連携カンファレンスを
開催しました。今回は救急搬送編として心筋梗塞の患者さ
んの搬送から治療までについて発表していただきました。
　救急搬送される患者さんは全国的にみても年々増加し
ており、中でも高齢者の救急搬送は増加の一途を辿って
います。そこで今回は、一人の心筋梗塞の患者さんに関
わった、救急隊員、医師、看護師がそれぞれの場面で行っ
たことについて発表し、発表することが、それぞれの役割
を可視化することに繋がり、しいては互いのモチベーショ
ンアップの一助になればと考え今回の救急搬送編の開催
に至りました。姫路消防局の徳久さんより「搬送時の状
況」として現場での救急隊の判断や救急車内での様子に
ついて、藤尾栄起脳・心臓血管センター長からは「受け入
れ後の治療」としてカテーテル治療について動画を用い
て発表されました。最後に篠原麻記集中ケア認定看護師
から「当院の急性期の看護」として患者家族に寄り添った
看護について発表がありました。アンケート結果では「病
院到着前の事がよく分かった」「お互いのことを知ること
で配慮や協力ができると思った」「1人の患者の経過を搬

送～看護～退院まで流れに沿って理解しやすかったです。
まさにベストパフォーマンスでした」等、うれしいご意見を
たくさんいただく事ができました。
　当院は最善の手術、専門的な治療を提供するための
体制と設備を整え、医師は学会、研究会などに参加し研
鑽を積んでいます。これからも先生方の患者さんを安心し
てご紹介していただけるよう、地域連携カンファレンスで当
院についてもっとお伝えしていきたいと考えております。こ
れからもたくさんのご参加をお待ちしております。

地域医療連携課係長　中杉 かおり

NEWS

第 42回地域連携カンファレンス

『救急搬送編』　～心筋梗塞患者の搬送から治療まで～　を開催しました

　今年度は、家族支援編として「地域包括ケアにおける
家族支援の視点から」をテーマに企画し、8月24日に第２
回目を開催しました。医療法人社団さかもと医院居宅介
護支援事業所の三多久実子さんと社会福祉法人神戸聖
隷福祉事業団さくらの苑居宅介護支援事業所の國眼尚
美さんを講師としてお迎えしました。「よりよい家族支援の
在り方とは～自己覚知を理解し、家族システムから学ぶ
～」というタイトルで講演、グループワークを行いました。
支援者は自分自身のもつ価値、倫理、偏見を自覚し、関
わっている人に対し自分が抱く感情をしっかりと認識し、
仕事をしていくことが大切であると学びました。さらに支援

の必要な対象者本人だけでなく、家族全体をシステムとし
て捉え関係性を理解し支援することがよりよい家族支援
に繋がると学びました。
　参加者からは、「自分の価値観で相手を見ずに、家族
間での関係性・システムを考えながら患者・家族と関わっ
ていきたい」「家族を悪者にしない考え方を持つ」などの
感想が寄せられました。各グループ、笑顔や笑い声もあり
楽しい時間が持てた研修となりました。第3回目は11月9
日に開催予定にしていますので、たくさんのご参加をお待
ちしております。

総合相談支援課長　内波 久美子

NEWS

医療従事者を対象に

スキルアップ研修会

左：APIBトレーナーJoy Browne 先生（米国・コロラド大学）、右：藤本智久

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
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※日時は変更する可能性があります。研修場所は問い合わせ時にご確認ください。

当院では、レベル別研修に基づいて研修プログラムを作成しています。
院内の看護師職員のみならず、院外の看護師の方もぜひご参加ください。

NEWS

研修開催情報

アフリカ地域での活動報告

令和元年度　姫路赤十字病院　看護部研修開催予定一覧

海外派遣について
　みなさんこんにちは。
　私は今、アフリカの南スーダン・アコボでICRC（国
際赤十字委員会）の小児科看護師として働いています。
アコボは南スーダンとエチオピアの国境近くにあり、首
都のジュバからヘリコプターで約2時間の場所に位置し
ています。
　アコボ郡病院は、一般病棟、小児科病棟、産科病棟、
外来、手術室、救急から構成されています。小児科病
棟は26床で、うち13床がMUAC(mid-upper  arm 
circumference :上腕周囲径)で重度低栄養（以下
SAM : severe acute malnutrition）を判定され、
さらに何らかの疾患を併発しているケース、残りの13
床はSAMを判定されていない一般小児科に大きく分け
られています。主な疾患はマラリア、呼吸器疾患、皮膚
疾患、結核などで中でもマラリアにかかっている小児は
大変多く、脳症、腎症、肺水腫、出血傾向、重症貧血な
どの合併症を併発することも少なくありません。重症貧
血の場合にはすぐに輸血が必要となるのですが家族の
理解が得られなかったり、血液が間に合わなかったりす

るために命を落す子供たちもいます。私たちは限られた
資源の中、ICRCスタッフと地元のスタッフが協力しあ
いアコボ周辺地域の健康を守るため日々奮闘していま
す。

看護係長　津田 香都

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（実施した診療や看護
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30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 企画課

姫路赤十字病院　臨床指標

●病床稼働率

指標の説明
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。

指標の説明
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。

0.0% 50.0% 100.0%

平成30年度

平成29年度

平成28年度 93.9%

94.6%

93.4%

●平均在院日数

9.5日 10.0日

平成30年度

平成29年度

平成28年度 9.8日

9.9日

9.9日

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

延入院患者数
病床数×365日

分子
分母

Photo credit:ICRC@DorsaNazemi

ZOOM UP

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/21 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 レベルⅡ

▶レベルⅡ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/4　13：30～14：30 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）のサポート

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

 1/24 13：30～14：30 実地指導者研修 新人看護職員の理解/実地指導者の役割の理解 看護師長 レベルⅢ

▶レベルⅢ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
 10/2　13：30～14：30 医療安全 医療安全について（危険予知） 看護係長 看護補助者
 2/20　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理 個人情報保護に基づく守秘義務・倫理・ハラスメントについて 看護副部長 看護補助者

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/4 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10/4.18 がん看護研修：がん薬物療法
看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体
2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体

11月中

小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

12月（日未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体

 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
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実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
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新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修
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   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 レベルⅡ

▶レベルⅡ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/4　13：30～14：30 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
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多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）のサポート
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 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
コース 事例検討会 がん看護専門看護師・

緩和ケア認定看護師　　　　全体
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　この度、姫路赤十字病院ではFAX紹介について当日内視鏡検査のみを希望された場合、当日実施可能となりました
のでお知らせ申し上げます。

【お願い】
●紹介当日内視鏡検査実施を希望される場合は「内視鏡用情報提供書」の様式をご利用ください。
●紹介当日の下部内視鏡検査を希望される場合は、下剤の処方をお願いします。
●ポリープの大きさ、形態、性質、部位等によって「コールドポリペクトミー適応」と判断された場合、患者さん同意の元、
実施する場合があります。
●診察状況により当日の内視鏡検査を控えさせていただく場合があります。
●頑固な便秘などの時や前処置によるイレウスのリスクがある場合は、まず内科にご紹介ください。

【抗血栓薬について】
　2012年に日本内視鏡学会より抗血栓薬に関するガイドラインが発表され、2017年に追補ガイドラインが作成されて
おります。現在内視鏡に伴う抗血栓薬の取り扱いは、消化管出血リスクよりも休薬による血栓・塞栓症リスクに重点を置
くようになっております。1次予防を除く抗血栓薬に関しては基本当日朝のみ休薬で来院ください。2剤以上内服されか
つ生検が必要な場合は休薬を慎重に判断いただき、判断を迷われる場合はまず内科外来をご紹介ください。

内視鏡検査が当日可能となりました

多焦点眼内レンズの種類

FAX紹介による内視鏡検査予約実施について

　医療技術の進歩や医療提供体制の整備等により、がん
患者の５年生存率がおよそ60％までに向上している状況
の中、がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわたる
治療を受けながら、生きがいや生活の安定のために就職
を希望される方に対する就職支援の推進が社会的課題と
なっています。
　当院はがん診療連携拠点病院として、2019年3月から
毎月第4金曜日に【社会保険労務士による仕事に関する
相談会】を開催してきました。患者さんが直面する就労上
の困りごとに対して、社内制度や公的制度を一緒に確認
するなど、個々の患者さんに応じた支援を行っています。
　相談に来られた患者さんの中には、治療のために離職
を余儀なくされた、または転職を余儀なくされたが、就職を

希望している方もいます。
　そこで、2019年9月から毎月第２火曜日に、ハローワー
ク姫路の職業相談担当職員の方に来ていただいて、【ハ
ローワーク姫路による出張相談会】も開催することとなりま
した。
　がん相談支援センターの相談員と共に、治療状況・
経過・今後配慮すべき点等の情報を共有しながら、希望や
状況を踏まえた職業相談・職業紹介・求人開拓及び定着
支援を行いたいと考えています。
　相談はがん以外の病気でも、当院に通院歴がない場合
でも受けることができます。相談希望がある患者さんには、
当院の相談支援センターをご紹介ください。

NEWS

個々の患者さんに応じた支援を行います

お仕事に関する相談会を開始しました

NEWS

患者さんの希望の見え方を伺います

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再健術についてNEWS

　眼科ではできる限り患者さんの希望に沿った見え方を
提供するために多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建
術を行っております。当院は2019年8月より「先進医療機
関」の承認を受けました。そのため手術費用は患者さん
の自己負担となりますが、それ以外は保険診療で行うこと
ができます(患者さんが加入されている医療保険で先進
医療特約を付帯している場合は手術費用が給付されま
す)。
　術前に患者さんの生活スタイルや希望する見え方を
十分に伺い、詳細な眼科検査を行った上で適応を決定
致します。入院手術、外来手術の両方に対応致します。

　これからも地域の患者さんのQuality of vision
向上のお役に立てるよう精進してまいりますのでどう
かよろしくお願い致します。

お仕事に関する相談会のご案内

まずは相談支援センターにご相談ください。

開催日

当院では次のような就労に関する相談会を実施してます。
ハローワークの出張相談会
社会保険労務士による相談会

仕事を辞めると決めてしまう前に、
今できることは何か一緒に考えませんか？

社会保険労務士による相談会

・毎月第４金曜日
13：30～17：00

・完全予約制

ハローワークの出張相談

・毎月第2火曜日
14：00～16：00

・完全予約制

通常の診療情報提供書 内視鏡用情報提供書

＊様式は病院ホームページに掲載しています

http://himeji.jrc.or.jp/category/diagnosis/center/endoscope.html

地域
医療機関

内視鏡と診察依頼 通常の診療情報提供書

内視鏡のみ 内視鏡用情報提供書

診察の後
内視鏡検査実施

予約日に内視鏡実施
検査実施を実施

【手順】
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　近年、新生児医療では、救命だけではなく、赤ちゃんに
優しい医療やケアを提供するべく取り組まれています。そ
の中で私は、新生児領域のリハビリテーションを全国でも
まだ少ない時代から取り組んでいました。そして2014年に
は、米国に本部のある国際NIDCAP連盟（NFI）から個々
の赤ちゃんに合ったケアを提供できるように評価し実践す
る専門家として、当時日本では、まだ4名しかいなかった※※

NIDCAP Professionalの認定を私と当院NICU石本
麻衣子 看護係長が5番目、6番目としていただきました。現
在、さらに日本ディベロップメンタルケア研究会の支援をう
けて、NIDCAPを日本で広めるために指導者を目指してト
レーニングを行っているところです。そして、指導者となる
ための要件として、A P I B（早産児行動評価）
Professionalの認定が必要であり、私を含めて全国で指
導者を目指している候補生3名が今回、当院でAPIBト
レーニングを受けました。そこで、私が日本で初めてとなる
APIB Professionalの認定をいただくことができました。
　この認定を取得することにより、早産児の状態や行動を

評価し、適切なリハビリや発達ケアを行うことが可能となり
ます。今後は、NIDCAPの指導者を目指しながら、APIB
やNIDCAPを臨床で応用し、日本で赤ちゃんに優しい発
達ケア（ディベロップメンタルケア）を広めていけるように
尽力したいと考えています。
リハビリテーション技術第一課長　理学療法士　藤本 智久
※APIB (Assessment of Preterm Infants' Behavior：早産児行動評価)
※※NIDCAP （The Newborn Individualized Developmental. Care and   　
　Assessment Program：新生児個別的発達ケア評価プログラム）

NEWS

赤ちゃんに優しい発達ケアのために
※APIB（早産児行動評価） Professional 認定報告

　令和元年9月1日（日）防災の日に合せて小雨の中、たつ
の市揖保川左岸千鳥ヶ浜河川敷で「令和元年度兵庫県・
播磨広域合同防災訓練」が、山崎断層地震の発生・風水
害による被害が発生したとの想定で実施されました。
　当院からは、16名(救護班6名、DMAT隊5名、研修医
3名、指導担当者2名)が参加し、救護班は救護所設置運
営訓練を、DMAT隊は合同指揮所運営訓練を実施しました。
　救護所設置運営訓練では、当日のチームビルディングで
当院救護班は赤（重症）エリアを担当し車両・倒壊家屋か
ら救助隊に救出され、トリアージされた多数の重症患者を
安定化し、救急指揮所と連携し患者を搬出しました。

　合同指揮所運営訓練では、EMIS（広域災害救急医療
情報システム）を使って、応援に来た各DMAT隊の登録
と活動記録を入力し、また、重症度別に傷病者数の情報を
取りながら入力し、衛星電話で三木防災拠点と通信し、
SCU(広域搬送) 訓練を実施しました。
　今回の訓練は、播磨地域の多数の医療機関・消防・警
察等関係機関が参加され、連携を深める良い機会となり
ました。また、万が一の災害にも備え、救護班員は各種訓
練に参加しています。

救護講習係長　岩井 良次

NEWS

災害に備えて

令和元年度兵庫県・播磨広域合同防災訓練

　8月8日、当院の大会議室にて地域連携カンファレンスを
開催しました。今回は救急搬送編として心筋梗塞の患者さ
んの搬送から治療までについて発表していただきました。
　救急搬送される患者さんは全国的にみても年々増加し
ており、中でも高齢者の救急搬送は増加の一途を辿って
います。そこで今回は、一人の心筋梗塞の患者さんに関
わった、救急隊員、医師、看護師がそれぞれの場面で行っ
たことについて発表し、発表することが、それぞれの役割
を可視化することに繋がり、しいては互いのモチベーショ
ンアップの一助になればと考え今回の救急搬送編の開催
に至りました。姫路消防局の徳久さんより「搬送時の状
況」として現場での救急隊の判断や救急車内での様子に
ついて、藤尾栄起脳・心臓血管センター長からは「受け入
れ後の治療」としてカテーテル治療について動画を用い
て発表されました。最後に篠原麻記集中ケア認定看護師
から「当院の急性期の看護」として患者家族に寄り添った
看護について発表がありました。アンケート結果では「病
院到着前の事がよく分かった」「お互いのことを知ること
で配慮や協力ができると思った」「1人の患者の経過を搬

送～看護～退院まで流れに沿って理解しやすかったです。
まさにベストパフォーマンスでした」等、うれしいご意見を
たくさんいただく事ができました。
　当院は最善の手術、専門的な治療を提供するための
体制と設備を整え、医師は学会、研究会などに参加し研
鑽を積んでいます。これからも先生方の患者さんを安心し
てご紹介していただけるよう、地域連携カンファレンスで当
院についてもっとお伝えしていきたいと考えております。こ
れからもたくさんのご参加をお待ちしております。

地域医療連携課係長　中杉 かおり

NEWS

第 42回地域連携カンファレンス

『救急搬送編』　～心筋梗塞患者の搬送から治療まで～　を開催しました

　今年度は、家族支援編として「地域包括ケアにおける
家族支援の視点から」をテーマに企画し、8月24日に第２
回目を開催しました。医療法人社団さかもと医院居宅介
護支援事業所の三多久実子さんと社会福祉法人神戸聖
隷福祉事業団さくらの苑居宅介護支援事業所の國眼尚
美さんを講師としてお迎えしました。「よりよい家族支援の
在り方とは～自己覚知を理解し、家族システムから学ぶ
～」というタイトルで講演、グループワークを行いました。
支援者は自分自身のもつ価値、倫理、偏見を自覚し、関
わっている人に対し自分が抱く感情をしっかりと認識し、
仕事をしていくことが大切であると学びました。さらに支援

の必要な対象者本人だけでなく、家族全体をシステムとし
て捉え関係性を理解し支援することがよりよい家族支援
に繋がると学びました。
　参加者からは、「自分の価値観で相手を見ずに、家族
間での関係性・システムを考えながら患者・家族と関わっ
ていきたい」「家族を悪者にしない考え方を持つ」などの
感想が寄せられました。各グループ、笑顔や笑い声もあり
楽しい時間が持てた研修となりました。第3回目は11月9
日に開催予定にしていますので、たくさんのご参加をお待
ちしております。

総合相談支援課長　内波 久美子

NEWS

医療従事者を対象に

スキルアップ研修会

左：APIBトレーナーJoy Browne 先生（米国・コロラド大学）、右：藤本智久

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
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※日時は変更する可能性があります。研修場所は問い合わせ時にご確認ください。

当院では、レベル別研修に基づいて研修プログラムを作成しています。
院内の看護師職員のみならず、院外の看護師の方もぜひご参加ください。

NEWS

研修開催情報

アフリカ地域での活動報告

令和元年度　姫路赤十字病院　看護部研修開催予定一覧

海外派遣について
　みなさんこんにちは。
　私は今、アフリカの南スーダン・アコボでICRC（国
際赤十字委員会）の小児科看護師として働いています。
アコボは南スーダンとエチオピアの国境近くにあり、首
都のジュバからヘリコプターで約2時間の場所に位置し
ています。
　アコボ郡病院は、一般病棟、小児科病棟、産科病棟、
外来、手術室、救急から構成されています。小児科病
棟は26床で、うち13床がMUAC(mid-upper  arm 
circumference :上腕周囲径)で重度低栄養（以下
SAM : severe acute malnutrition）を判定され、
さらに何らかの疾患を併発しているケース、残りの13
床はSAMを判定されていない一般小児科に大きく分け
られています。主な疾患はマラリア、呼吸器疾患、皮膚
疾患、結核などで中でもマラリアにかかっている小児は
大変多く、脳症、腎症、肺水腫、出血傾向、重症貧血な
どの合併症を併発することも少なくありません。重症貧
血の場合にはすぐに輸血が必要となるのですが家族の
理解が得られなかったり、血液が間に合わなかったりす

るために命を落す子供たちもいます。私たちは限られた
資源の中、ICRCスタッフと地元のスタッフが協力しあ
いアコボ周辺地域の健康を守るため日々奮闘していま
す。

看護係長　津田 香都

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（実施した診療や看護
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30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 企画課

姫路赤十字病院　臨床指標

●病床稼働率

指標の説明
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。

指標の説明
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。

0.0% 50.0% 100.0%

平成30年度

平成29年度

平成28年度 93.9%

94.6%

93.4%

●平均在院日数

9.5日 10.0日

平成30年度

平成29年度

平成28年度 9.8日

9.9日

9.9日

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

延入院患者数
病床数×365日

分子
分母

Photo credit:ICRC@DorsaNazemi

ZOOM UP

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/21 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 レベルⅡ

▶レベルⅡ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/4　13：30～14：30 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）のサポート

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

 1/24 13：30～14：30 実地指導者研修 新人看護職員の理解/実地指導者の役割の理解 看護師長 レベルⅢ

▶レベルⅢ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
 10/2　13：30～14：30 医療安全 医療安全について（危険予知） 看護係長 看護補助者
 2/20　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理 個人情報保護に基づく守秘義務・倫理・ハラスメントについて 看護副部長 看護補助者

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
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看護師 全体

10/4.18 がん看護研修：がん薬物療法
看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体
2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体
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小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

12月（日未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体

 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
コース 事例検討会 がん看護専門看護師・

緩和ケア認定看護師　　　　全体

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/21 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修
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実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 レベルⅡ

▶レベルⅡ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
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10/4 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10/4.18 がん看護研修：がん薬物療法
看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体
2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体

11月中
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2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
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2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
コース 事例検討会 がん看護専門看護師・

緩和ケア認定看護師　　　　全体
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10/21 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
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「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 レベルⅡ
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（レベルⅠ）のサポート

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

 1/24 13：30～14：30 実地指導者研修 新人看護職員の理解/実地指導者の役割の理解 看護師長 レベルⅢ

▶レベルⅢ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
 10/2　13：30～14：30 医療安全 医療安全について（危険予知） 看護係長 看護補助者
 2/20　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理 個人情報保護に基づく守秘義務・倫理・ハラスメントについて 看護副部長 看護補助者

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/4 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10/4.18 がん看護研修：がん薬物療法
看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体
2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体

11月中

小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
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11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
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多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）のサポート

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

 1/24 13：30～14：30 実地指導者研修 新人看護職員の理解/実地指導者の役割の理解 看護師長 レベルⅢ

▶レベルⅢ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
 10/2　13：30～14：30 医療安全 医療安全について（危険予知） 看護係長 看護補助者
 2/20　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理 個人情報保護に基づく守秘義務・倫理・ハラスメントについて 看護副部長 看護補助者

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/4 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10/4.18 がん看護研修：がん薬物療法
看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体
2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体

11月中

小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

12月（日未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体

 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
コース 事例検討会 がん看護専門看護師・

緩和ケア認定看護師　　　　全体
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　近年、新生児医療では、救命だけではなく、赤ちゃんに
優しい医療やケアを提供するべく取り組まれています。そ
の中で私は、新生児領域のリハビリテーションを全国でも
まだ少ない時代から取り組んでいました。そして2014年に
は、米国に本部のある国際NIDCAP連盟（NFI）から個々
の赤ちゃんに合ったケアを提供できるように評価し実践す
る専門家として、当時日本では、まだ4名しかいなかった※※

NIDCAP Professionalの認定を私と当院NICU石本
麻衣子 看護係長が5番目、6番目としていただきました。現
在、さらに日本ディベロップメンタルケア研究会の支援をう
けて、NIDCAPを日本で広めるために指導者を目指してト
レーニングを行っているところです。そして、指導者となる
ための要件として、A P I B（早産児行動評価）
Professionalの認定が必要であり、私を含めて全国で指
導者を目指している候補生3名が今回、当院でAPIBト
レーニングを受けました。そこで、私が日本で初めてとなる
APIB Professionalの認定をいただくことができました。
　この認定を取得することにより、早産児の状態や行動を

評価し、適切なリハビリや発達ケアを行うことが可能となり
ます。今後は、NIDCAPの指導者を目指しながら、APIB
やNIDCAPを臨床で応用し、日本で赤ちゃんに優しい発
達ケア（ディベロップメンタルケア）を広めていけるように
尽力したいと考えています。
リハビリテーション技術第一課長　理学療法士　藤本 智久
※APIB (Assessment of Preterm Infants' Behavior：早産児行動評価)
※※NIDCAP （The Newborn Individualized Developmental. Care and   　
　Assessment Program：新生児個別的発達ケア評価プログラム）

NEWS

赤ちゃんに優しい発達ケアのために
※APIB（早産児行動評価） Professional 認定報告

　令和元年9月1日（日）防災の日に合せて小雨の中、たつ
の市揖保川左岸千鳥ヶ浜河川敷で「令和元年度兵庫県・
播磨広域合同防災訓練」が、山崎断層地震の発生・風水
害による被害が発生したとの想定で実施されました。
　当院からは、16名(救護班6名、DMAT隊5名、研修医
3名、指導担当者2名)が参加し、救護班は救護所設置運
営訓練を、DMAT隊は合同指揮所運営訓練を実施しました。
　救護所設置運営訓練では、当日のチームビルディングで
当院救護班は赤（重症）エリアを担当し車両・倒壊家屋か
ら救助隊に救出され、トリアージされた多数の重症患者を
安定化し、救急指揮所と連携し患者を搬出しました。

　合同指揮所運営訓練では、EMIS（広域災害救急医療
情報システム）を使って、応援に来た各DMAT隊の登録
と活動記録を入力し、また、重症度別に傷病者数の情報を
取りながら入力し、衛星電話で三木防災拠点と通信し、
SCU(広域搬送) 訓練を実施しました。
　今回の訓練は、播磨地域の多数の医療機関・消防・警
察等関係機関が参加され、連携を深める良い機会となり
ました。また、万が一の災害にも備え、救護班員は各種訓
練に参加しています。

救護講習係長　岩井 良次

NEWS

災害に備えて

令和元年度兵庫県・播磨広域合同防災訓練

　8月8日、当院の大会議室にて地域連携カンファレンスを
開催しました。今回は救急搬送編として心筋梗塞の患者さ
んの搬送から治療までについて発表していただきました。
　救急搬送される患者さんは全国的にみても年々増加し
ており、中でも高齢者の救急搬送は増加の一途を辿って
います。そこで今回は、一人の心筋梗塞の患者さんに関
わった、救急隊員、医師、看護師がそれぞれの場面で行っ
たことについて発表し、発表することが、それぞれの役割
を可視化することに繋がり、しいては互いのモチベーショ
ンアップの一助になればと考え今回の救急搬送編の開催
に至りました。姫路消防局の徳久さんより「搬送時の状
況」として現場での救急隊の判断や救急車内での様子に
ついて、藤尾栄起脳・心臓血管センター長からは「受け入
れ後の治療」としてカテーテル治療について動画を用い
て発表されました。最後に篠原麻記集中ケア認定看護師
から「当院の急性期の看護」として患者家族に寄り添った
看護について発表がありました。アンケート結果では「病
院到着前の事がよく分かった」「お互いのことを知ること
で配慮や協力ができると思った」「1人の患者の経過を搬

送～看護～退院まで流れに沿って理解しやすかったです。
まさにベストパフォーマンスでした」等、うれしいご意見を
たくさんいただく事ができました。
　当院は最善の手術、専門的な治療を提供するための
体制と設備を整え、医師は学会、研究会などに参加し研
鑽を積んでいます。これからも先生方の患者さんを安心し
てご紹介していただけるよう、地域連携カンファレンスで当
院についてもっとお伝えしていきたいと考えております。こ
れからもたくさんのご参加をお待ちしております。

地域医療連携課係長　中杉 かおり

NEWS

第 42回地域連携カンファレンス

『救急搬送編』　～心筋梗塞患者の搬送から治療まで～　を開催しました

　今年度は、家族支援編として「地域包括ケアにおける
家族支援の視点から」をテーマに企画し、8月24日に第２
回目を開催しました。医療法人社団さかもと医院居宅介
護支援事業所の三多久実子さんと社会福祉法人神戸聖
隷福祉事業団さくらの苑居宅介護支援事業所の國眼尚
美さんを講師としてお迎えしました。「よりよい家族支援の
在り方とは～自己覚知を理解し、家族システムから学ぶ
～」というタイトルで講演、グループワークを行いました。
支援者は自分自身のもつ価値、倫理、偏見を自覚し、関
わっている人に対し自分が抱く感情をしっかりと認識し、
仕事をしていくことが大切であると学びました。さらに支援

の必要な対象者本人だけでなく、家族全体をシステムとし
て捉え関係性を理解し支援することがよりよい家族支援
に繋がると学びました。
　参加者からは、「自分の価値観で相手を見ずに、家族
間での関係性・システムを考えながら患者・家族と関わっ
ていきたい」「家族を悪者にしない考え方を持つ」などの
感想が寄せられました。各グループ、笑顔や笑い声もあり
楽しい時間が持てた研修となりました。第3回目は11月9
日に開催予定にしていますので、たくさんのご参加をお待
ちしております。

総合相談支援課長　内波 久美子

NEWS

医療従事者を対象に

スキルアップ研修会

左：APIBトレーナーJoy Browne 先生（米国・コロラド大学）、右：藤本智久

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
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※日時は変更する可能性があります。研修場所は問い合わせ時にご確認ください。

当院では、レベル別研修に基づいて研修プログラムを作成しています。
院内の看護師職員のみならず、院外の看護師の方もぜひご参加ください。

NEWS

研修開催情報

アフリカ地域での活動報告

令和元年度　姫路赤十字病院　看護部研修開催予定一覧

海外派遣について
　みなさんこんにちは。
　私は今、アフリカの南スーダン・アコボでICRC（国
際赤十字委員会）の小児科看護師として働いています。
アコボは南スーダンとエチオピアの国境近くにあり、首
都のジュバからヘリコプターで約2時間の場所に位置し
ています。
　アコボ郡病院は、一般病棟、小児科病棟、産科病棟、
外来、手術室、救急から構成されています。小児科病
棟は26床で、うち13床がMUAC(mid-upper  arm 
circumference :上腕周囲径)で重度低栄養（以下
SAM : severe acute malnutrition）を判定され、
さらに何らかの疾患を併発しているケース、残りの13
床はSAMを判定されていない一般小児科に大きく分け
られています。主な疾患はマラリア、呼吸器疾患、皮膚
疾患、結核などで中でもマラリアにかかっている小児は
大変多く、脳症、腎症、肺水腫、出血傾向、重症貧血な
どの合併症を併発することも少なくありません。重症貧
血の場合にはすぐに輸血が必要となるのですが家族の
理解が得られなかったり、血液が間に合わなかったりす

るために命を落す子供たちもいます。私たちは限られた
資源の中、ICRCスタッフと地元のスタッフが協力しあ
いアコボ周辺地域の健康を守るため日々奮闘していま
す。

看護係長　津田 香都

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（実施した診療や看護
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30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 企画課

姫路赤十字病院　臨床指標

●病床稼働率

指標の説明
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。

指標の説明
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。

0.0% 50.0% 100.0%

平成30年度

平成29年度

平成28年度 93.9%

94.6%

93.4%

●平均在院日数

9.5日 10.0日

平成30年度

平成29年度

平成28年度 9.8日

9.9日

9.9日

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

延入院患者数
病床数×365日

分子
分母

Photo credit:ICRC@DorsaNazemi

ZOOM UP

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/21 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 レベルⅡ

▶レベルⅡ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/4　13：30～14：30 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）のサポート

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

 1/24 13：30～14：30 実地指導者研修 新人看護職員の理解/実地指導者の役割の理解 看護師長 レベルⅢ

▶レベルⅢ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
 10/2　13：30～14：30 医療安全 医療安全について（危険予知） 看護係長 看護補助者
 2/20　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理 個人情報保護に基づく守秘義務・倫理・ハラスメントについて 看護副部長 看護補助者

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/4 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10/4.18 がん看護研修：がん薬物療法
看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体
2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体

11月中

小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

12月（日未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体

 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
コース 事例検討会 がん看護専門看護師・

緩和ケア認定看護師　　　　全体

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/21 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ
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～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ
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実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
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　近年、新生児医療では、救命だけではなく、赤ちゃんに
優しい医療やケアを提供するべく取り組まれています。そ
の中で私は、新生児領域のリハビリテーションを全国でも
まだ少ない時代から取り組んでいました。そして2014年に
は、米国に本部のある国際NIDCAP連盟（NFI）から個々
の赤ちゃんに合ったケアを提供できるように評価し実践す
る専門家として、当時日本では、まだ4名しかいなかった※※

NIDCAP Professionalの認定を私と当院NICU石本
麻衣子 看護係長が5番目、6番目としていただきました。現
在、さらに日本ディベロップメンタルケア研究会の支援をう
けて、NIDCAPを日本で広めるために指導者を目指してト
レーニングを行っているところです。そして、指導者となる
ための要件として、A P I B（早産児行動評価）
Professionalの認定が必要であり、私を含めて全国で指
導者を目指している候補生3名が今回、当院でAPIBト
レーニングを受けました。そこで、私が日本で初めてとなる
APIB Professionalの認定をいただくことができました。
　この認定を取得することにより、早産児の状態や行動を

評価し、適切なリハビリや発達ケアを行うことが可能となり
ます。今後は、NIDCAPの指導者を目指しながら、APIB
やNIDCAPを臨床で応用し、日本で赤ちゃんに優しい発
達ケア（ディベロップメンタルケア）を広めていけるように
尽力したいと考えています。
リハビリテーション技術第一課長　理学療法士　藤本 智久
※APIB (Assessment of Preterm Infants' Behavior：早産児行動評価)
※※NIDCAP （The Newborn Individualized Developmental. Care and   　
　Assessment Program：新生児個別的発達ケア評価プログラム）
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赤ちゃんに優しい発達ケアのために
※APIB（早産児行動評価） Professional 認定報告

　令和元年9月1日（日）防災の日に合せて小雨の中、たつ
の市揖保川左岸千鳥ヶ浜河川敷で「令和元年度兵庫県・
播磨広域合同防災訓練」が、山崎断層地震の発生・風水
害による被害が発生したとの想定で実施されました。
　当院からは、16名(救護班6名、DMAT隊5名、研修医
3名、指導担当者2名)が参加し、救護班は救護所設置運
営訓練を、DMAT隊は合同指揮所運営訓練を実施しました。
　救護所設置運営訓練では、当日のチームビルディングで
当院救護班は赤（重症）エリアを担当し車両・倒壊家屋か
ら救助隊に救出され、トリアージされた多数の重症患者を
安定化し、救急指揮所と連携し患者を搬出しました。

　合同指揮所運営訓練では、EMIS（広域災害救急医療
情報システム）を使って、応援に来た各DMAT隊の登録
と活動記録を入力し、また、重症度別に傷病者数の情報を
取りながら入力し、衛星電話で三木防災拠点と通信し、
SCU(広域搬送) 訓練を実施しました。
　今回の訓練は、播磨地域の多数の医療機関・消防・警
察等関係機関が参加され、連携を深める良い機会となり
ました。また、万が一の災害にも備え、救護班員は各種訓
練に参加しています。

救護講習係長　岩井 良次
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災害に備えて

令和元年度兵庫県・播磨広域合同防災訓練

　8月8日、当院の大会議室にて地域連携カンファレンスを
開催しました。今回は救急搬送編として心筋梗塞の患者さ
んの搬送から治療までについて発表していただきました。
　救急搬送される患者さんは全国的にみても年々増加し
ており、中でも高齢者の救急搬送は増加の一途を辿って
います。そこで今回は、一人の心筋梗塞の患者さんに関
わった、救急隊員、医師、看護師がそれぞれの場面で行っ
たことについて発表し、発表することが、それぞれの役割
を可視化することに繋がり、しいては互いのモチベーショ
ンアップの一助になればと考え今回の救急搬送編の開催
に至りました。姫路消防局の徳久さんより「搬送時の状
況」として現場での救急隊の判断や救急車内での様子に
ついて、藤尾栄起脳・心臓血管センター長からは「受け入
れ後の治療」としてカテーテル治療について動画を用い
て発表されました。最後に篠原麻記集中ケア認定看護師
から「当院の急性期の看護」として患者家族に寄り添った
看護について発表がありました。アンケート結果では「病
院到着前の事がよく分かった」「お互いのことを知ること
で配慮や協力ができると思った」「1人の患者の経過を搬

送～看護～退院まで流れに沿って理解しやすかったです。
まさにベストパフォーマンスでした」等、うれしいご意見を
たくさんいただく事ができました。
　当院は最善の手術、専門的な治療を提供するための
体制と設備を整え、医師は学会、研究会などに参加し研
鑽を積んでいます。これからも先生方の患者さんを安心し
てご紹介していただけるよう、地域連携カンファレンスで当
院についてもっとお伝えしていきたいと考えております。こ
れからもたくさんのご参加をお待ちしております。

地域医療連携課係長　中杉 かおり
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第 42回地域連携カンファレンス

『救急搬送編』　～心筋梗塞患者の搬送から治療まで～　を開催しました

　今年度は、家族支援編として「地域包括ケアにおける
家族支援の視点から」をテーマに企画し、8月24日に第２
回目を開催しました。医療法人社団さかもと医院居宅介
護支援事業所の三多久実子さんと社会福祉法人神戸聖
隷福祉事業団さくらの苑居宅介護支援事業所の國眼尚
美さんを講師としてお迎えしました。「よりよい家族支援の
在り方とは～自己覚知を理解し、家族システムから学ぶ
～」というタイトルで講演、グループワークを行いました。
支援者は自分自身のもつ価値、倫理、偏見を自覚し、関
わっている人に対し自分が抱く感情をしっかりと認識し、
仕事をしていくことが大切であると学びました。さらに支援

の必要な対象者本人だけでなく、家族全体をシステムとし
て捉え関係性を理解し支援することがよりよい家族支援
に繋がると学びました。
　参加者からは、「自分の価値観で相手を見ずに、家族
間での関係性・システムを考えながら患者・家族と関わっ
ていきたい」「家族を悪者にしない考え方を持つ」などの
感想が寄せられました。各グループ、笑顔や笑い声もあり
楽しい時間が持てた研修となりました。第3回目は11月9
日に開催予定にしていますので、たくさんのご参加をお待
ちしております。

総合相談支援課長　内波 久美子
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医療従事者を対象に

スキルアップ研修会

左：APIBトレーナーJoy Browne 先生（米国・コロラド大学）、右：藤本智久

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
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※日時は変更する可能性があります。研修場所は問い合わせ時にご確認ください。

当院では、レベル別研修に基づいて研修プログラムを作成しています。
院内の看護師職員のみならず、院外の看護師の方もぜひご参加ください。
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研修開催情報

アフリカ地域での活動報告

令和元年度　姫路赤十字病院　看護部研修開催予定一覧

海外派遣について
　みなさんこんにちは。
　私は今、アフリカの南スーダン・アコボでICRC（国
際赤十字委員会）の小児科看護師として働いています。
アコボは南スーダンとエチオピアの国境近くにあり、首
都のジュバからヘリコプターで約2時間の場所に位置し
ています。
　アコボ郡病院は、一般病棟、小児科病棟、産科病棟、
外来、手術室、救急から構成されています。小児科病
棟は26床で、うち13床がMUAC(mid-upper  arm 
circumference :上腕周囲径)で重度低栄養（以下
SAM : severe acute malnutrition）を判定され、
さらに何らかの疾患を併発しているケース、残りの13
床はSAMを判定されていない一般小児科に大きく分け
られています。主な疾患はマラリア、呼吸器疾患、皮膚
疾患、結核などで中でもマラリアにかかっている小児は
大変多く、脳症、腎症、肺水腫、出血傾向、重症貧血な
どの合併症を併発することも少なくありません。重症貧
血の場合にはすぐに輸血が必要となるのですが家族の
理解が得られなかったり、血液が間に合わなかったりす

るために命を落す子供たちもいます。私たちは限られた
資源の中、ICRCスタッフと地元のスタッフが協力しあ
いアコボ周辺地域の健康を守るため日々奮闘していま
す。

看護係長　津田 香都

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（実施した診療や看護
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30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 企画課

姫路赤十字病院　臨床指標

●病床稼働率

指標の説明
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。

指標の説明
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。
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●平均在院日数
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分子
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分母
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ZOOM UP

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/21 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 レベルⅡ

▶レベルⅡ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/4　13：30～14：30 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）のサポート

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

 1/24 13：30～14：30 実地指導者研修 新人看護職員の理解/実地指導者の役割の理解 看護師長 レベルⅢ

▶レベルⅢ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
 10/2　13：30～14：30 医療安全 医療安全について（危険予知） 看護係長 看護補助者
 2/20　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理 個人情報保護に基づく守秘義務・倫理・ハラスメントについて 看護副部長 看護補助者

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/4 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10/4.18 がん看護研修：がん薬物療法
看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体
2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体

11月中

小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

12月（日未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体

 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
コース 事例検討会 がん看護専門看護師・

緩和ケア認定看護師　　　　全体
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護師・小児科医 全体

12月（日未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体

 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
コース 事例検討会 がん看護専門看護師・

緩和ケア認定看護師　　　　全体

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/21 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 レベルⅡ

▶レベルⅡ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/4　13：30～14：30 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）のサポート

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

 1/24 13：30～14：30 実地指導者研修 新人看護職員の理解/実地指導者の役割の理解 看護師長 レベルⅢ
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実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
 10/2　13：30～14：30 医療安全 医療安全について（危険予知） 看護係長 看護補助者
 2/20　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理 個人情報保護に基づく守秘義務・倫理・ハラスメントについて 看護副部長 看護補助者

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
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看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体
2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体
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小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

12月（日未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体

 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
コース 事例検討会 がん看護専門看護師・

緩和ケア認定看護師　　　　全体

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/21 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 レベルⅡ

▶レベルⅡ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/4　13：30～14：30 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）のサポート

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

 1/24 13：30～14：30 実地指導者研修 新人看護職員の理解/実地指導者の役割の理解 看護師長 レベルⅢ

▶レベルⅢ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
 10/2　13：30～14：30 医療安全 医療安全について（危険予知） 看護係長 看護補助者
 2/20　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理 個人情報保護に基づく守秘義務・倫理・ハラスメントについて 看護副部長 看護補助者

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/4 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10/4.18 がん看護研修：がん薬物療法
看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体
2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体

11月中

小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

12月（日未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体

 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
コース 事例検討会 がん看護専門看護師・

緩和ケア認定看護師　　　　全体

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/21 13：30～14：30 看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理につい
て ・グルーバルヘルスについて 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
の展開・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」　 ナラティブ事例の発表・共有 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 レベルⅡ

▶レベルⅡ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/4　13：30～14：30 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース）

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
（レベルⅠ）のサポート

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

 1/24 13：30～14：30 実地指導者研修 新人看護職員の理解/実地指導者の役割の理解 看護師長 レベルⅢ

▶レベルⅢ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
 10/2　13：30～14：30 医療安全 医療安全について（危険予知） 看護係長 看護補助者
 2/20　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理 個人情報保護に基づく守秘義務・倫理・ハラスメントについて 看護副部長 看護補助者

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

10/4 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10/4.18 がん看護研修：がん薬物療法
看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体
2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体

11月中

小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

12月（日未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体

 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2020年1月頃 手術室の感染管理について 手術室の設備と環境面について・手術中の感染管理について 手術看護認定看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体

2/7.21.3/6 がん看護研修：アドバンス
コース 事例検討会 がん看護専門看護師・

緩和ケア認定看護師　　　　全体



発
行
日
　
令
和
元
年
10
月

発
　
　
　
行
　
姫
路
赤
十
字
病
院

発
行
責
任
者
　
院
　
　
　
長
　
佐
藤
　
四
三

編
集
責
任
者
　
広
報
委
員
長
　
高
木
　
慎
二
郎

〒
670-8540　

姫
路
市
下
手
野
1-12-1

電
話
 079（

294）2251㈹
U

R
L

:h
ttp

://h
im

e
ji.jrc

.o
r.jp

/
姫
路
赤
十
字
病
院
だ
より

V
ol. 26

姫路赤十字病院だより
Japanese Red Cross Society Himeji Hospital NEWSLETTER

診療科の紹介　呼吸器内科
診療科の紹介　産婦人科
FAX紹介による内視鏡検査予約実施について
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再健術について
お仕事に関する相談会を開始しました
APIB（早産児行動評価） Professional 認定報告
令和元年度兵庫県・播磨広域合同防災訓練
『救急搬送編』 ～心筋梗塞患者の搬送から治療まで～ を開催しました
スキルアップ研修会
臨床指標
海外派遣について
看護部研修開催予定一覧
採用・退職／ FAX紹介について／がん相談支援センター
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 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER

　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

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）

がん相談支援センター
当院では、がんでお悩みの患者さんやご家族の方が安心してご相談いただける窓口として「がん相談支援センター」を設置しております。
当院の患者さんやご家族はもちろん、地域の方、当院かかりつけでない方もご利用いただけます。

また、当院2Fエントランスホールの相談支援センターブースでも相談・予約を承っております。

受 付 時 間

相 談 時 間

相 談 予 約 平日　8:30～17:00

1回60分程度

あらかじめ電話でのご予約をお願いいたします

病院代表：079-294-2251
直　　通：079-299-0037

NEWS

採用・退職

採用医師・退職医師のご案内

産婦人科医師
西條 昌之
(さいじょう まさゆき）
令和元年10月１日付

小児科医師
籔下 広樹
(やぶした ひろき）
令和元年10月１日付

産婦人科医師
白河 伸介
(しらかわ しんすけ）
令和元年10月１日付

リハビリテーション科医師
生田 雅人
(いくた まさと）
令和元年10月１日付

病理診断科医師
赤池 瑶子
(あかいけ ようこ）
令和元年10月１日付

内科医師
赤路 啓
令和元年9月30日付

小児科医師
石田 貴裕
令和元年9月30日付

産婦人科医師
有澤 理美
令和元年9月30日付

病理診断科医師
猪飼 信康
令和元年9月30日付

第二外科副部長
森川 達也
令和元年9月30日付

耳鼻咽喉科医師
松山 祐子
令和元年9月30日付

リハビリテーション科医師
江浪 秀明
令和元年9月30日付

【採用医師】 【退職医師】

耳鼻咽喉科医師
黒田 一範
(くろだ かずのり）
令和元年８月１日付

皮膚科医師
森田 安理
(もりた あんり）
令和元年８月１日付

耳鼻咽喉科副部長
春名 威範
令和元年８月１５日付
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当科の診療方針
　２０１５年８月に当科が新設され、皆様のおかげで４年目を迎える事ができま
した。
　現在常勤医は岸野、村上、中村の３名であり、週１回岡山大学病院より非
常勤として宮原医師に応援を頂いております。当科は『呼吸器センター』の一
員として、呼吸器外科とも密に連携し呼吸器治療にあたっております。特に気
管支鏡による肺癌の診断を積極的に行っており、組織診によるバイオマーカー
検索（EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子変異、ROS-1融合遺伝子、
BRAF遺伝子）、PD-L1測定などを行い適切な治療薬の選択を目指しており
ます。また、呼吸器カンファレンスを開催し、迅速かつ最適な診断、治療が行
えるようチーム医療を推進しております。

診療内容
・呼吸器悪性疾患
  肺癌、胸膜中皮腫、転移性肺腫瘍、癌性胸膜炎など
・気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD)
・呼吸器感染症
  肺炎、胸膜炎、肺真菌症、ニューモシスチス肺炎、非結核性抗酸菌症など
・間質性肺疾患
  特発性間質性肺炎、薬剤性間質性肺炎など
・肉芽腫形成疾患、その他の間質性肺疾患
  サルコイドーシス、過敏性肺炎、好酸球性肺炎
などの治療を受け持っています。

地域医療機関の先生方へ
　西播磨地区をはじめとして地域の医療機関の先生方には多くの患者さんを
ご紹介頂き誠にありがとうございます。初診にてご紹介いただく際には、ご面
倒ではございますが地域連携室を通じてFAX紹介をしていただけますと、優
先的にスムーズな対応が可能ですので何卒宜しくお願い申し上げます。

検査や処置の内容紹介

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

呼吸器内科

中村 香葉　医師
（平成20年卒／呼吸器内科）

岸野 大蔵　呼吸器内科部長
                     （兼）呼吸器副センター長 
（平成7年卒／呼吸器（肺がん））

村上 悦子　呼吸器内科副部長　
（平成15年卒／呼吸器・アレルギー）

宮原 信明　応援医師
（昭和63年卒／呼吸器・アレルギー）

診療科の紹介 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER
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気管支鏡検査の様子
　医師、診療放射線技師、放射線科看護師、臨床工学技士、病理部技士によるチーム体制にて安全で患者
さんに優しい検査を心がけています。

内視鏡的治療
●EWSを用いた気管支充填術
難治性の気漏（エアリーク）を有する疾患（外科手
術が困難な難治性気胸など）に対して施行します。

●気管支サーモプラスティ（BT）
18歳以上の難治性喘息（ぜんそく）患者さんに対して、症状を緩和させる新しい喘息治療方法です。BT
は、麻酔下で内視鏡を使って行う、体への負担の少ない治療法です。気管支の中に入れた内視鏡の先端
から電極付カテーテルを出し、気管支の内側を65度に温めます。気管支を温めると気管支周りの筋肉が
薄くなり、気管支が狭くなりにくくなります。

中村
岸野 村上

宮原


