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姫路赤十字病院だより

脳・心臓血管センターのご案内
核医学検査装置を更新しました
文書受付窓口の設置
診療科の紹介　消化器外科
診療科の紹介　整形外科
臨床指標
市民向け講演会を開催しました
「ICLS西播磨 in 姫路赤十字病院コース」 開催について
精神科リエゾンチーム活動について
研修開催予定一覧
採用・退職
FAX紹介について

c o n t e n t s

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

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）

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 16

採用・退職

氏名：金光　仁志
　　  （かなみつ　ひとし）
所属：心臓血管外科部
役職：心臓血管外科副部長

氏名：石田　穣治
　　  （いしだ　じょうじ）
所属：脳神経外科部
役職：医師

氏名：藤田　秀樹
　　  （ふじた　ひでき）
所属：小児科
役職：第三小児科部長

氏名：原口　貴裕
　　  （はらぐち　たかひろ）
所属：泌尿器科
役職：第一泌尿器科副部長

氏名：髙田　温行
　　  （たかた　はるゆき）
所属：形成外科
役職：形成外科副部長

氏名：冨田　晃司
　　  （とみた　こうじ）
所属：放射線科
役職：放射線診断科副部長

氏名：大川　雅廣
　　  （おおかわ　まさひろ）
所属：麻酔科
役職：麻酔科副部長

氏名：西村　健吾
　　  （にしむら　けんご）
所属：麻酔科
役職：集中治療副部長
氏名：久松　千恵子
　　  （ひさまつ　ちえこ）
所属：小児外科
役職：小児外科副部長

氏名：山下　千明
　　  （やました　ちあき）
所属：麻酔科
役職：医師

平成29年4月1日採用

氏名：猪股　知子
　　  （いのまた　ともこ）
所属：内科
役職：医師

氏名：中村　香葉
　　  （なかむら　かよ）
所属：内科
役職：医師

氏名：姫井　人美
　　  （ひめい　ひとみ）
所属：内科
役職：医師

氏名：黒川　大輔
　　  （くろかわ　だいすけ）
所属：小児科
役職：医師

氏名：安井　七々子
　　  （やすい　ななこ）
所属：外科
役職：医師

氏名：野田　拓志
　　  （のだ　ひろし）
所属：眼科
役職：医師

氏名：手島　昌之
　　  （てしま　まさゆき）
所属：リハビリテーション科
役職：医師

氏名：小橋　真司
　　  （こばし　しんじ）
所属：麻酔科
役職：医師

第一脳神経外科部長（脳神経外科）
第三小児科部長（小児科）
第二外科副部長（外科）
内視鏡外科副部長（外科）
第一泌尿器科副部長（泌尿器科）
眼科副部長（眼科）
形成外科副部長（形成外科） 
歯科口腔外科副部長（歯科口腔外科）

医師（小児科）
医師（外科）
医師（外科）
医師（放射線科） 
医師（循環器内科）
医師（小児外科）
修練医（内科）
修練医（内科）
修練医（内科）
修練医（小児科）
修練医（小児科）

修練医（小児科）
修練医（外科）
修練医（泌尿器科）
修練医（リハビリテーション科）
修練医（放射線科）
修練医（麻酔科）
修練医（麻酔科）
修練医（循環器内科）
修練歯科医（病理診断科）

医師（産婦人科） 杉山　和歌菜

清水　洋治
濵平　陽史
下島　礼子
芳野　圭介
近藤　有
塚本　真啓
鈴木　良典
釜本　宗史

藤原　安曇
浜野　郁美
橋本　将志
宇賀　麻由
内藤　洋一郎
宮内　玄徳
青山　祐樹
織田　崇志
藤原　悠紀
中川　満理子
中田　有紀

南部　静紀
橋本　陽子
梁　　英敏
宮﨑　亮
岡本　聡一郎
川瀬　宏和
増田　恵里香
山田　隆史
河合　穂高

平成29年3月31日付　退職 

平成28年12月31日付　退職

【退職医師】

【採用医師】
氏名：野田　晴菜
　　  （のだ　はるか）
所属：歯科口腔外科
役職：歯科医師

氏名：後藤　有基
　　  （ごとう　ゆうき）
配置：内科　
役職：修練医

氏名：呉　東祐
　　  （ご　とうゆう）
配置：小児科　
役職：修練医

氏名：内藤　由紀
　　  （ないとう　ゆき）
配置：小児科　
役職：修練医

氏名：福本　侑麻
　　  （ふくもと　ゆうま）
配置：外科　
役職：修練医

氏名：前田　光毅
　　  （まえだ　こうき）
配置：泌尿器科　
役職：修練医

氏名：沼　美由紀
　　  （ぬま　みゆき）
配置：形成外科　
役職：修練医

氏名：高成田　祐希
　　  （たかなりた　ゆうき）
配置：小児外科　
役職：修練医
氏名：松岡　志乃舞
　　  （まつおか　しのぶ）
配置：病理診断科　
役職：修練医
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診療科 疾患

心原性脳塞栓

急性心筋梗塞

視床出血

急性心筋梗塞

急性心筋梗塞

心室性不整脈

徐脈性不整脈

急性大動脈解離

劇症型心筋炎

急性心筋梗塞

Day29 リハビリ転院

Day14 独歩退院

Day23 リハビリ転院

Day21 独歩退院

Day23で転科

Day10で独歩退院

Day14で独歩退院

同日転院搬送

Day34 独歩退院

Day2 死亡

経過

脳・心臓血管センターのご案内

　当センターは2014年4月に開設し、この4月で4年目を迎えました。

　脳卒中や虚血性心疾患、心不全などは「心血管イベント」としてひとくくりにされ、その危険因子も共通する

ものが多くあります。動脈硬化は一臓器に限局するものではなく全身の病気としてとらえることが重要です。

我々はこれらの救急疾患の窓口を一つにして、「急性心筋梗塞で入院された場合でも、その後に脳卒中を発症

するリスクはないか」、「脳梗塞で入院された場合でも、虚血性心疾患や不整脈が潜在していないか」なども

考慮して全身管理を行うよう医療スタッフ皆が共通の認識で対応しております。このように全身の血管を

totalでマネージメントし、最終的には患者様の予後を改善していくことが当センターの目的です。これからも

当センターの機能を益々充実させていきたいと考えています。

地域の医療機関の先生へ
　診察を急ぐような患者様の場合は、どうぞ躊躇なさらず下記携帯電話番号まで直接ご連絡お願いします。

日中は循環器内科医が、夜間は当直医（脳外科医もしくは循環器内科医）が、お待たせすることなく直接対応

させていただきます。今後も、皆様に当センターを育んでいただけますよう、ご指導、ご協力の程お願いします。

脳・心臓血管センター　PHS ; 070 - 5439 - 9525 （直通）

（脳・心臓血管センター長　藤尾　栄起）

■ 姫路赤十字病院“ドクターヘリ”受け入れ状況について
　当院では2014年よりドクターヘリの受け入れを本格的に開始しました。2017 年2月現在、姫路市内で循環器

救急疾患を積極的に受け入れることができ、かつヘリポートを備えている病院は当院に限られます。その現実

を我々は重く受け止めています。循環器救急疾患や脳血管障害においては1分１秒を争う状況が考えられます。

しかし、ドクターヘリを利用することで患者様が最もその恩恵を受けることができる領域でもあります。今後も

積極的にドクターヘリ受け入れを行い、地域の皆様に貢献できるよう当センターを充実させていきたいと思います。

NEWSNEWSNEWS

NEWSNEWSNEWS

核医学検査装置を更新しました

文書受付窓口の設置

　入れ替え工事につき受け入れを停止した期間、各医療機関にはご協力いただきありがとうございました。

新しくなった機器について紹介いたします。

■ 角度可変型デュアルディテクタガンマカメラと診断用マルチスライスCTを統合したSPECT・CT装置、 
SIEMENS社製Symbia T シリーズを導入しました

・ 診断用マルチスライスCTと高性能SPECTを統合したSPECT-CT装置です。

・ シーメンス社製CTの超高速Ceramics(UFC)ディテクタ技術を搭載し、これまでの約2.5倍、残光特性は

約250倍の検出効率を達成しています。

・ 患者被ばくへの配慮を徹底した被ばく低減プログラムCAREにより、画期的な低被ばくを実現しつつ高画質

撮影を実現しています。

・ 高速CT装置、高速高画質スキャンを実現するSureView機能で検査時間を短縮しています。

　【SPECT-CTの有用性】
・ Advanced SPECT・CT画像再構成による高コントラストSPECT像と高画質CT像との正確な位置合わせに

より、高い診断能を得られます。

・ CTの解剖学的位置情報とSPECTの機能画像により、

精度の高いフュージョン画像を作成し、診断の確実性

を高めます。

　【角度可変型デュアルディテクタガンマカメラの有用性】
フリ－アングル・フリーアクセス。座位や立位のままの撮

影が可能で、車椅子、ストレッチャーの患者さんを、直接

撮影することが可能です。

　当院では平成２８年１２月より、患者さんからお預かりする書類に関する専用窓口「文書受付窓口」を設

置いたしました。

　これまでは各科窓口でお取り扱いしていたため、通常診察の患者さんへの影響や、文書の受付だけの方

に対しても待ち時間が発生するなどご不便をおかけしておりましたが、専用窓口を設置することで、ご要望

やお問い合わせに対して柔軟かつ迅速にお応えすることはもちろん、外来

待ち時間の短縮にも努めてまいりたいと考えております。

【受付時間】 平日 8：30 ～ 17：00（電話でのお問い合わせ 9：00 ～ 16：30）

【設置場所】 正面玄関入って右

※郵送でも受け付けております。
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　消化器外科では、消化管・肝胆膵の悪性疾患から胆石症、ヘルニア、

虫垂炎などの良性疾患など多岐にわたる疾患を取り扱っています。手

術件数は県下有数で、手術内容に関しても移植以外の治療は全て当科

単独で施行することが可能です。

　“高度医療を安全な形で患者さんに提供すること” が当科の診療方

針の一つです。大学病院のような研究施設ではありませんが、先端医

療を地域住民に安全に提供することが我々の責務であると考え、食道、

胃、大腸、肝・胆・膵それぞれの専門知識を持つスタッフを揃え、これ

に対応しています。私たちの診療の中心はがん治療になります。最新

の手術手技が外科診療を支える柱であることは当然ですが、さらなる

成績向上のためには化学療法の導入も不可欠と考えています。術前・

術後の適切な時期に化学療法を行うことにより、今まで切除不能であっ

たもの、予後が極めて不良である疾患に対してもアプローチ出来るよ

うになりました。各疾患は臓器別カンファレンスにかけられ、適切な治

療が受けられるようにしています。

当科の診療方針

佐藤　四三　院長
甲斐　恭平　第一外科部長
松本　祐介　内視鏡外科部長
渡邉　貴紀　下部消化管外科部長
遠藤　芳克　第二外科副部長
　　　　　　　 （兼）研修副センター長

信久　徹治　第一外科副部長
森川　達也　第二外科副部長
坂田　寛之　医師
西江　尚貴　医師
安井　七々子　医師
藤本　卓也　医師
福本　侑麻　医師
吉田　有佑　医師
半澤　俊哉　医師

佐藤　四三　院長
甲斐　恭平　第一外科部長
松本　祐介　内視鏡外科部長
渡邉　貴紀　下部消化管外科部長
遠藤　芳克　第二外科副部長
　　　　　　　 （兼）研修副センター長

信久　徹治　第一外科副部長
森川　達也　第二外科副部長
坂田　寛之　医師
西江　尚貴　医師
安井　七々子　医師
藤本　卓也　医師
福本　侑麻　医師
吉田　有佑　医師
半澤　俊哉　医師

消化器外科

診療科の紹介
当科の取り組みと診療実績

　“地域医療に貢献する”ことが、当科の診療方針の柱です。高齢化に

伴い、糖尿病、脳・血管・心疾患など様々な合併症を有する症例が増

えてきました。当院は多くの診療科を抱えており、手術の際に専門的な

助言を頂きながら、より安全な手術が遂行出来るように努めています。

この点が当院の最も大きなメリットと考えています。地域住民のため、

がん治療、救急疾患に対応させて頂きます。どうぞ安心してお任せ下

さい。FAX予約、そして緊急時には電話での連絡をお願い致します。

　昨年、食道疾患の手術症例は50件でした。その中の40症例、80%に鏡視下手術を行いました。

鏡視下手術の導入により、従来経験した開胸に伴う呼吸器合併症は殆ど経験しなくなりました。進行

食道がんには術前化学療法を行い、鏡視下食道手術（３領域郭清）を行う事が当科標準治療となり

ました。合併症低減により本邦で最も短い在院日数を達成しています。切除不能で通過障害を伴う場

合には、バイパス手術を適応しQOL改善に努めています。

　胃・大腸疾患は、腹腔鏡下手術を早くから取り入れた分野です。多くの医師が関与することから、

定期的にビデオカンファレンスを通じて意思統一を図り、術式の標準化に努めています。胃がんに対

して、幽門側胃切除91症例の56症例、胃全摘術38症例の13症例、53%を腹腔鏡下手術で行ない

ました。完全腹腔鏡下で胃切除・リンパ節郭清・消化管再建の操作を行い、切除臓器は臍部より摘出

します。創部は小切開創５箇所となります。大腸癌は、188症例の127症例、67%の方に腹腔鏡補助

下手術を行いました。胃癌手術と異なり、やや大きめの切開を加え吻合操作の補助をする必要があり

ますが、創部は胃癌手術と同様です。腹腔鏡手術を支える医療機器の進化は目覚ましいものがありま

す。エネルギーデバイスの改良により凝固と切離がより確実に行われ、3Dモニターによる立体視効

果により、安全に吻合操作ができるようになりました。

　術前は消化器内科と合同で消化管カンファレンスを行っています。進展範囲・深達度・進行度を評

価し、術式や治療方針の変更等はここで決定されます。がん薬物療法専門医も参加し、化学療法の適

応についても十分検討できる体制をとりました。胃、大腸ともに県下でも有数の症例数を抱えており、

多くの臨床試験にも参加しています。

　肝・胆・膵領域においても腹腔鏡下手術を積極的に行っています。肝外側区域切除は標準治療と

して、右葉・左葉切除や後区域切除、亜区域切除、部分切除は根治性と安全性を十分検討した上で行っ

ています。昨年は、肝切除92症例の24症例、26%に腹腔鏡下肝切除を行いました。膵切除は良性

疾患を対象に腹腔鏡下膵尾部切除を3例に行いました。いずれ膵臓癌へも適応拡大しますが、現時

点では根治性を優先し開腹手術としています。当科では、肝門部胆管癌や門脈浸潤を伴う膵癌も多

数扱っています。肝胆膵カンファレンスを放射線科と合同で行い、必要症例には術前化学療法を導入

し根治性の向上に努めています。

地域の医療機関の先生へ

【スタッフ紹介】
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3Dモニターを使用した腹腔鏡下脾温存膵尾部切除術の光景です。
偏向フィルター入りのメガネを使用し、手術操作を行なっています。

食道悪性 

食道良性           

胃・十二指腸悪性

胃・十二指腸良性

大腸悪性

大腸良性

消化管悪性

消化管良性

肝切除（胆道再建含む）

胆道良性

膵切除

脾摘出

 

平成28年診療実績

38件（35）

 12件（5）

137件（72）

24件（12）

188件（127）

27件（17）

10件（8）

57件（40）

92件（24）

181件（164）

38件（3）

5件（3）

（）鏡視下手術 

主な疾患の診療実績

（第一外科部長　甲斐　恭平）

坂田 半澤 福本 藤本 吉田

西江
安井

信久 遠藤 森川

松本 甲斐 佐藤 渡邉



当科での手術
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青木　康彰　整形外科部長
(昭和54年卒/骨軟部腫瘍、転移性骨腫瘍、
関節リウマチ、骨粗鬆症)

阪上　彰彦　整形外科副部長
                              (兼) 検査技術部長事務取扱
　                           (兼) 血液管理室長　　　　
（平成3年卒/股関節・膝関節）

松岡　孝志　整形外科副部長
                              (兼) 医療技術部長
                              (兼) 血液管理室長
（平成3年卒/脊椎疾患全般）

玉城　雅史　整形外科副部長
(平成12年卒/膝関節/関節リウマチ)

村田　洋一　整形外科副部長
(平成16年卒/脊椎・脊髄疾患)

小玉　城　　医師
（平成21年卒/整形外科一般）

田中　正道　リハビリテーション科部長
（昭和61年卒/脊椎・脊髄疾患の手術治療、
リハビリテーション）

谷本　寿彦　医師
（平成24年卒/整形外科一般・リハビリテーション）

手島　昌之　医師
（平成21年卒/整形外科一般・リハビリテーション）

青木　康彰　整形外科部長
(昭和54年卒/骨軟部腫瘍、転移性骨腫瘍、
関節リウマチ、骨粗鬆症)

阪上　彰彦　整形外科副部長
                              (兼) 検査技術部長事務取扱
　                           (兼) 血液管理室長　　　　
（平成3年卒/股関節・膝関節）

松岡　孝志　整形外科副部長
                              (兼) 医療技術部長
                              (兼) 血液管理室長
（平成3年卒/脊椎疾患全般）

玉城　雅史　整形外科副部長
(平成12年卒/膝関節/関節リウマチ)

村田　洋一　整形外科副部長
(平成16年卒/脊椎・脊髄疾患)

小玉　城　　医師
（平成21年卒/整形外科一般）

田中　正道　リハビリテーション科部長
（昭和61年卒/脊椎・脊髄疾患の手術治療、
リハビリテーション）

谷本　寿彦　医師
（平成24年卒/整形外科一般・リハビリテーション）

手島　昌之　医師
（平成21年卒/整形外科一般・リハビリテーション）

整形外科

診療科の紹介

【スタッフ紹介】
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（脊　椎）
固定術 189件
椎弓形成術、後方除圧術、
椎間板摘出術、その他 66人
（股関節）
人工股関節置換術・再置換術 107件
大腿骨頚部骨折手術、その他　20件
（膝関節）
人工膝関節置換術・再置換術 78件
（腫　瘍）
悪性骨軟部腫瘍手術 34件
良性骨軟部腫瘍手術、　　　
生検術、その他　　 80件

骨折、手の外科手術、　　　
足の外科手術、その他 43件

平成27年度診療実績

　高齢人口の増加の一方で、高い生活の質（QOL）がより重視される

ようになり、整形外科医に求められることが増えています。当科の守備

範囲は多岐にわたり、対症年齢は小児から高齢者までを対象としてお

り、頸から足指まで対象に診療しております。

　また最新のCT、MRIにより診断能力は格段に向上し、また材料工学

の進歩で、不可能であった手術が可能になり、早期離床を可能にして

社会復帰も早くなってきております。各領域（変性疾患、関節疾患（膝・

股・関節リウマチ）、脊椎疾患）ごとの専門診療体制により最先端かつ

最良の医療を提供するように努め、患者一人ひとりのQOLの改善に結

びつく医療の提供を信条としております。

当科の診療方針

（整形外科部長　青木　康彰）

　腫瘍、脊椎、膝・股関節、関節リウマチ、骨粗鬆症に関しては、専門

治療を行っております。診断・治療でお困りの際は、紹介をお願いしま

す。脊椎疾患、関節疾患（膝・股関節の変形性関節症）に関しては手術

を主体とする治療を行っております。従って患者さんが手術を希望され

ない場合には適切な医療機関へ紹介させていただく場合があります。

　一部の骨折、打撲、捻挫等の外傷や膝の半月板損傷・靭帯損傷、肩

の腱板断裂などの治療は、専門医療機関を紹介させていただきますの

で、御理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

他医療機関へのメッセージ

谷本

村田 玉城

手島
小玉

田中 青木 松岡 阪上

骨肉腫　18歳 男性

右変形性股関節症　56歳 女性

変形性膝関節症　72歳 女性

PLIF後再手術　74歳 女性

（左：術前レントゲン　右：術後レントゲン）
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臨床指標は、医療の質を具体的な数値として示したものです。

当院の臨床指標は主に、プロセス指標（実際に行われた診療や看護の内容）とアウトカム指標（行った診療や看護の結果）からなり、

これらの経年的変化を評価・分析することで、医療の質の向上に役立てています。

この度、平成2７年度の臨床指標を取りまとめましたので、一部を公表させていただきます。

なお、ホームページ上では、その他の指標につきましても公表しておりますので、併せてご覧ください。

（姫路赤十字病院 事務部 経営企画課）

姫路赤十字病院  臨床指標

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

● 病床稼働率

指標の説明

● 平均在院日数

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

● 入院患者の転倒・転落発生率（レベル3b以上）

指標の説明 指標の説明

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

● 針刺し件数

延入院患者数

病床数×365日

分子

分母

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

指標の説明

年間在院患者延数

（年間新入院患者数+年間退院患者数）/2

分子

分母

実数

H25年度

13

H26年度

20

H27年度

13針刺し件数分子

分母

H25年度

9

14,841

H26年度

5

15,688

H27年度

9

17,110

入院中の転倒・転落件数

新入院患者数

9.5日 10.0日 10.5日

平成27年度

平成26年度

平成25年度 10.5日

9.9日

9.5日

0.0％ 50.0％ 100.0％

平成27年度

平成26年度

平成25年度 84.2％

84.8％

90.9％

0件 10件 20件 30件

平成27年度

平成26年度

平成25年度 13 件

20 件

13 件

0.000‰ 0.200‰ 0.400‰ 0.600‰ 0.800‰

平成27年度

平成26年度

平成25年度 0.606‰

0.319‰

0.526‰

NEWS 中播磨地域がん診療連携拠点病院主催 市民向け講演会を開催しました

　平成29年2月4日、ICLS西播磨の主催で「ICLS西播磨 in 姫路赤十字病院コース」が開催されました。
　ICLS西播磨は、2003年の創立で、インストラクターは中・西播磨の医師、看護師、臨床工学士、救急救命士の有志からなり、当
地域の基幹病院や医師会でコース（救急医学会認定コース）を月一回のペースで開催しています。今回は第131回目のコースで、
受講生は主に当院の２年目の臨床研修医と看護師でした。タスクとして救命率向上部会を中心としたメンバーがコースをサポート
しました。コースの内容は、突然の心停止に対して最初の10分間の適切な対応とチーム蘇生を習得するため、BLS（一次救命処置）
とALS（二次救命処置）のスキルを実習中心に学んだ後、いろいろなシナリオでのシミュレーションを行い、蘇生のために必要な
技術や蘇生現場でのチーム医療を身につけます。心停止は院内の
どの部署においても起こりうるもので、いったん発生すれば蘇生を
開始するまで少しの猶予もありません。まさに「Immediate(すぐ
に、間髪をおかない)」な処置が必要となります。当院では年１回の
「西播磨ICLSコース」、年２回の「院内ICLSコース」、さらに年３回の
「コードブルーシミュレーション」を開催しています。私たちは「院
内で発生した突然の心停止患者は絶対に救命する」という気概を
持って、日 ト々レーニングを積んでいます。

　　　　　　　　　　　　　　　（救命率向上部会　八井田　豊）

NEWS 「ICLS西播磨 in 姫路赤十字病院コース」 開催について

　平成29年2月4日（土）、歌手の平松愛理さんをお迎えして講演会を開催しました。
　中播磨圏域において、地域がん診療連携拠点病院として指定されている姫路医療センターと姫路赤十字病院が「中播磨地域が
ん診療連携拠点病院」として市民向け講演を企画し、今年で開催は7回目となります。
　平松さんはデビュー後に子宮内膜症に悩まされ続け「妊娠は無理」と医師から告げられたものの奇跡的に妊娠し無事出産され
ことや、その後、乳がんの診断を受け、子供には乳がんである事を告げずに計8回の手術を受けられた体験などをお話して下さい
ました。
　平松さんの「がんと診断された時にどこに相談すれば良いのか」という話題には、医療センターの和田院長が「がん診療連携
拠点病院にはがん相談室がありますので、是非、そちらにどうぞ。」と回答されていました。当院ではがん相談を「相談支援セン
ター」が行っており、講演会後は当センターへの相談件数も増加しています。
　お陰様をもちまして今回も無事、大盛況のうちに終わることができました。
　今年は姫路医療センターが企画をすすめて下さいましたが、来年は当院が企画をいたします。実り多き講演会になりますよう努
力してまいります。

（総合相談支援課　中杉　かおり）



姫路赤十字病院だより

▲

看護師研修

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

5月19日 13:00～15:00 研修企画をしてみよう 講義・グループワーク 看護係長 レベルⅢ

6月16日 13:30～15:00 リーダーシップ研修 リーダーシップの役割／問題解決技法／自部署の問題点の発見と取り組み 未定 レベルⅢ

6月23日   8:30～17:00 看護ケア研修「得意な技術を教えよう」 緊急時の看護（BLS） 救命率向上部会 レベルⅢ

7月  7日 13:30～15:00 コーチング①（講義） コーチングの概念／後輩が自ら考え行動できる指導 看護師長 レベルⅢ

8月  4日 13:00～15:00 実地指導者研修② 実地指導者の役割の再考／実地指導者としての課題の発見 未定 レベルⅢ

8月18日 13:30～16:30 看護ケア研修「自分の技を磨こう」 ポジショニング 看護係長 レベルⅢ

9月  6日 13:30～15:00 コーチング②（事例） コーチングの概念／後輩が自ら考え行動できる指導 看護師長 レベルⅢ

　　　

レベルⅢ研修

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

5月23日 13:30～15:00 看護研究Ⅱ 看護研究・基礎編 看護係長 レベルⅡ

6月15日 13:30～14:30 赤十字と看護倫理Ⅱ 倫理的感受性を高める 看護係長 レベルⅡ

7月14日 13:30～15:30 急変症状のアセスメント 急変症状のアセスメントと初期対応／抗凝固剤中止時の脳梗塞発症事例について 看護師長 レベルⅡ

7月24日 13:00～14:30 看護理論 その看護、「なぜ？」と考えよう 看護師長 レベルⅡ

8月30日 13:30～15:00 看護と診療報酬 診療報酬制度・保健医療福祉の動向・医療経済のしくみについて 看護副部長 レベルⅡ

レベルⅡ研修

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

5月31日 13:30～14:30 基礎看護技術「与薬②」麻薬 医療麻薬について／医療麻薬管理について 緩和ケア認定看護師 レベルⅠ

6月23日   8:30～16:30 フィジカル入門③「救急看護（BLSコース）」 急変時の看護／救急蘇生術の基礎知識 ／BLS 救命率向上部会 レベルⅠ

7月13日 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 未定 レベルⅠ

8月  7日 13:30～15:00 フィジカル入門④「食事・排泄」 看護の視点からみるフィジカルアセスメントの基礎知識／食事・排泄 皮膚・排泄ケア認定看護師 レベルⅠ

レベルⅠ研修

日程等が変更する場合がございます。ご不明な点や、お申し込みは各問い合わせ先にお電話でご連絡ください。

▲

助手研修
実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

5月17日 13:30～14:30 「感染対策」～菌と戦う私たち～ 感染標準予防対策について／日常業務における感染
対策（空気感染・飛沫感染・接触感染予防対策） 感染管理認定看護師 看護助手

7月11日 13:30～14:30 「業務改善①」～業務手順を見直して～ 医療制度の現状や病院の機能・役割について／
チームの一員としての業務改善 看護師長 看護助手

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

5月  9日 17:00～18:00 出生時の新生児看護 出生時の新生児看護について 助産師 レベルⅠ

5月19日 15:00～16:00 分娩期の看護 分娩期の看護（分娩室内の準備、必要物品、外回り看護師の
役割、吸引分娩の準備、帰室時のケア、児計測） 助産師 レベルⅠ

5月27日 15:00～16:00 母児同室開始時の看護 母児同室開始時の看護について 助産師 レベルⅠ

5月30日 時間未定 経管拡張、ヒステロアウス入院～
退院時の看護（ラミナリア含む）

経管拡張、ヒステロアウス入院～退院時の看護（ラミナリア含
む）について 助産師 レベルⅠ

日時未定 授乳姿勢について 授乳姿勢について 助産師 レベルⅠ

6月頃 母体搬送時の看護 母体搬送時の看護について 助産師 レベルⅠ

7月　　  17:00～18:00 CTG判読 CTG判読について 助産師 レベルⅠ

8月 　　 17:00～18:00 CTG判読 CTG判読について 助産師 レベルⅠ

レベルⅠ研修　助産師研修

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

問い合わせ先

実施予定日時 テーマ 対象者

5月17日、6月７・８・９日 事業計画発表会 全体

▲

全体研修

実施予定日時 テーマ 対象者

5月15日 循環器疾患の看護＊初級編＊ 心電図の読み方と看護① 集中ケア

6月19日 17:30～18:30 業務リーダーが押さえる！アセスメント① 
胸部症状を訴えた患者の観察とアセスメント 集中ケア

6月未定 手術看護BASIC研修 手術看護

7月18日 17:15～18:30 CTG判読 母性看護

7月24日 循環器疾患の看護＊初級編＊ 心電図の読み方と看護② 集中ケア

7月25日 NCPRフォローアップ 新生児集中ケア

7月27日 新生児の薬剤管理 新生児集中ケア

7月未定 乳房再建 乳がん看護

7月未定 ICT研修会 感染管理

8月21日 17:30～18:30 業務リーダーが押さえる！アセスメント② 
腹部症状を訴えた患者の観察とアセスメント 集中ケア

8月25日 17:15～18:30 CTG判読 母性看護
▲

専門・認定看護師研修

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

6月24日 
10:00～15:30
(最終日のみ16:00まで) 赤十字幼児安全法支援員養成講習会

・こどもの成長発達と事故防止 
・こどもの応急手当
・乳幼児の一次救命処置

赤十字幼児安全法指導員 一般

6月25日 赤十字幼児安全法指導員 一般

7月  1日 赤十字幼児安全法指導員 一般

6月  3日
10:00～15:30
（最終日のみ16:00まで) 赤十字健康生活支援講習 支援員養成講習

・高齢者の健康と安全 
・地域における高齢者支援 
・日常生活における介護

赤十字健康生活支援相談員 一般

6月10日 赤十字健康生活支援相談員 一般

6月11日 赤十字健康生活支援相談員 一般

▲

赤十字研修

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/index.html をご覧ください。
姫路赤十字病院　地域医療連携課 TEL 079-299-5514／FAX 079-299-5519

▲

医療従事者スキルアップ研修会
研修名 開催場所 対象者 定員 開催日程

第34回地域連携カンファレンス（耳鼻咽喉科・泌尿器科） 多目的ホール 医師、看護師等医療関係者 なし 5月25日（木）18：00～19：30

医療チームの紹介

　精神科リエゾンチームは、精神的医療と身体的医療との連携を図

り、一般病棟において、入院中の患者やその家族の精神症状や心理

的問題に対し、専門的技術を持って身体的・精神的・社会的な視点

から個別性を大切にした治療・ケアを行うチームです。

　当院では、恵風会高岡病院の協力を得て2016年5月から精神科リ

エゾンチームの活動を開始しました。週2回のチーム活動に高岡病院

の精神科医に来て頂いて、当院の緩和ケア内科医師、看護師、薬剤

師、MSWがチームのコアメンバーとなり、依頼のある部署の医師、看

護師と一緒にカンファレンスを行い治療・ケアにあたっています。　

　活動開始から10ヶ月になりますが、すでに130件を越える依頼件数

があります。各部署からの依頼内容としては、せん妄への対応が多く、

次いで抑うつ状態、精神疾患の既往を持つ患者への対応の順となっています。

　精神科医不在の総合病院であるため、高齢者の緊急入院後に発症する事が多い、せん妄への対応等に苦慮していましたが、精神

科リエゾンチームが活動を開始したことで、適切な薬剤の選択、ケアについて相談する事ができ、現場のスタッフの安心感にも繋がっ

ていると実感しています。これからも学習と経験を積み重ねてより良いチーム活動を行っていこうと思います。

（がん診療連携担当　井上　豊子）

精神科リエゾンチーム活動について
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