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　遺伝子解析技術の格段の進歩により、がん組織検体を用いた、がん遺伝子変異に基づく治療法選択が可能になっ
てきました。厚生労働省は本年 3 月 27 日、がんゲノム医療を提供する、がんゲノム医療連携病院 100 カ所を公表
しました。当院はその一つで、県内加古川以西で唯一の施設となっています。
　ゲノムカウンセリング室を開設し、自由診療としてがんゲノム医療を提供する準備が整いました。がんの標準治療
が不応となった方、希少がん、原発不明がんの患者さんが対象になります。
　診察希望があれば、地域医療連携室への連絡をお願いします。当治療に該当する場合には、がんゲノムカウンセ
リング外来の案内をさせて頂きます。検査を希望された場合、当院の病理診断科で遺伝子検査用のホルマリン固定
パラフィン包埋 (FFPE) 標本を作製します。検査は外注で結果返却まで 4～5 週程度が必要です。院内でカンファ
レンス（エキスパートパネル）を行い、治療方針を決定し、患者説明となります。初診から検査結果説明まで
1.5ヶ月～２ヶ月程度を要します。診療の流れは以上です。
　がんゲノム医療はこれからの医療です。この地域のがんゲノム医療のプラットホームとなるべく、これから精進して
まいりますので、ご協力よろしくお願い申し上げます。
　
　　　　　　　　                                                                     がんゲノムカウンセリング室長　甲斐 恭平

　11月5日より地域医療連携室が移転いたします。診療棟9階から、4階東側（旧GCU）に移動いたしました。電話、
FAX番号に変更はございません。新治療棟の完成に伴い、院内では順次様々な部署の移転・拡張を行っております。
ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、よろしくお願いいたします。

4F

地域医療連携室
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エレベーターを
出たら右手へ進む

場所が変わります
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現在治療を担当している主治医と相談して、「がんゲノム外来」の予約の申し込み、
主治医へ診療情報提供書、検査に使用するがん組織の検体の準備を依頼する。

必要に応じて、画像等の検査データの準備も依頼する。

指定された日に診療情報提供書と画像等の検査データを持参し、
がんゲノム外来を受診する。

がんゲノム外来受診後、検査を受けられる場合は同意書に署名し、
検査料金の支払いを行う。（現金またはクレジットカード）

指定された日にがん組織の検体をがんゲノム外来へ送付もしくは持参する。

提出されたがん組織の検体を病理専門医が評価し、
検査のための標本を作製する。

検査を受ける受けないに関わらず、説明費
用として 30,000 円必要になります。

標本が作製できない場合は検体作成費用と
して 10,000 円徴収し、検査費用は全額返
金します。

エキスパートパネル（カンファレンス）にて推奨できる治療法を検討し決定する。

地域医療連携室へがんゲノム外来受診の予約を行う

OncoPrime  …………………………… 900,000 円
P5がんゲノムレポート　 ……………… 490,000 円
P5がんゲノムレポートプラス　 ……… 940,000 円

検査機関からの解析結果が返送

検査が可能な場合、当院から検査機関へ提出する。

がんゲノム外来にてがん遺伝子解析の結果説明と、治療法の提案がある。

がんゲノム外来の流れ

※費用はすべて税抜きです。

2018年 7月版

姫路赤十字病院　がんゲノム外来

1
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2
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3
Step

4
Step
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Step

約1週間

2～3日

1日

OncoPrime 約1.2か月
P5がんゲノムレポート 約3週間
P5がんゲノムレポートプラス 約3週間
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スタッフ紹介

01

頸部
　リンパ節生検
　頸部嚢胞摘出
　気管切開
頸部・咽後膿瘍膿瘍切開排膿
　顎下腺手術
　耳下腺手術
　甲状腺手術
　頸部郭清（単独）
　咽頭腫瘍切除
　口腔癌切除
　喉頭癌（喉頭全摘）
　下咽頭癌（咽喉食摘）
副鼻腔
　鼻副鼻腔手術（両側も1件として）
　鼻中隔矯正術
咽頭・喉頭
　直達喉頭鏡手術
　扁桃手術
耳手術
　耳瘻管摘出
鼓膜換気チューブ留置
鼓膜形成
鼓室形成（真珠腫以外）
鼓室形成（真珠腫）

31件
5件
9件

6件
16件

40件（悪性26件）
1件

15件（悪性9件）
1件
1件
3件

40件
13件

36件
73件

8件
24件
8件
6件
14件

当科の診療内容および方針について
　耳鼻咽喉科は現在常勤5人体制（橘、春名、松山、小松原、直井）です。
当科では耳鼻咽喉科領域の疾患全般、主に入院治療を必要とする患者さん
を対象に診療を行っています。特に①甲状腺腫瘍を含む頭頸部腫瘍、②中耳
疾患、③小児の耳鼻咽喉科疾患、④急性疾患の診療に力を入れています。
①頭頸部腫瘍に関しては、手術・放射線治療・化学療法を組み合わせた専門
　性の高い治療を行っています。なお、当科は下記施設に認定されています。
　　・日本頭頸部外科学会頭頸部がん専門医制度準認定施設
　　・日本気管食道科学会専門医制度認定施設（咽喉系）
　　・日本内分泌・甲状腺外科学会専門医制度関連施設
②中耳疾患は、主に慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎に対する外科的治療を
　行っています。
③小児科と連携し、小児耳鼻咽喉科疾患にも広く対応しています。新生児聴
　覚スクリーニング後の精密聴力検査機関にも認定されています。
④咽喉頭・頸部感染症、突発性難聴・顔面神経麻痺、めまいなど急性疾患
　にも対応しています。
このほか、近年副鼻腔手術にはナビゲーションシステムを導入して、より正確・
安全な手術を行っています。

地域の医療機関の先生へ
　西播磨地区をはじめ地域の医療機関の先生方には日頃より大変お世話に
なっております。患者さんには十分な説明の上、安心して治療を受けて頂くこ
とを心がけています。今後も西播磨の中核病院として機能していけるよう、ま
た安心して患者さんを紹介して頂けるよう、日々 の診療に取り組んでいく所存
です。よろしくお願い致します。

耳鼻咽喉科部長　橘 智靖

平成29年度診療実績

手術・検査・処置等名
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耳鼻咽喉科

橘 智靖　耳鼻咽喉科部長
（平成14年卒／耳鼻咽喉科一般、頭頸部腫瘍、
中耳疾患 ）

春名 威範　耳鼻咽喉科副部長　
（平成17年卒／鼻・副鼻腔疾患、アレルギー性鼻炎 ）

松山 祐子　医師　
（平成19年卒／耳鼻咽喉科一般 ）

小松原 靖聡　医師
（平成24年卒／耳鼻咽喉科一般 ）

直井 勇人　医師
（平成28年卒／耳鼻咽喉科一般 ）

春名

松山
直井

橘

小松原



頭頸部癌の治療について

　嗄声症状が出現しやすい喉頭癌と違って、咽頭癌は症状が乏しいため早期発見が難しく、診断時に
は進行していることが多い疾患です。しかし、近年NBI（narrow band imaging）を駆使した喉頭
内視鏡検査、および上部消化管内視鏡検査を施行する先生方の御尽力により咽喉頭領域の悪性疾
患が早期に発見されるケースが増えてきています。
　咽喉頭癌の治療においては、生活に直結する嚥下・発声に関与するため、治癒と機能維持を考慮
する必要があります。最近、咽喉頭癌の低侵襲手術として、早期癌に対して経口的切除が普及してき
ています。そのひとつがELPS（endoscopic laryngo-pharyngeal surgery）で、耳鼻咽喉科の直
達喉頭鏡手術と消化器内科の上部消化管内視鏡によるESD（endoscopic submucosal 
dissection）を組み合わせた手技です。耳鼻咽喉科の弯曲型喉頭鏡で咽頭病巣の視野を広く展開
し、主に上部消化管内視鏡を用いて腫瘍を切除します。切除の途中、耳鼻咽喉科の鉗子で腫瘍を把
持してカウンタートラクションをかけ、内視鏡切除をアシストします。当科でも主に早期の下咽頭癌に対
して、消化器内科医（筑木医師・神崎医師）と連携し、この手技を用いた治療を積極的に行っていま
す。
　頭頸部癌診療においてはこのような手術のみならず、分子標的薬の導入など、この数年治療法が
飛躍的に進歩しています。喉頭内視鏡・上部消化管内視鏡・気管支鏡検査を施行される先生方にお
かれましては、検査中、咽喉頭領域に気になる所見がありましたら、気軽に当科に紹介して頂けました
ら幸いです。今後とも先生方の御支援を何卒よろしくお願い致します。

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

5

NBI で腫瘍の局在を観察 切除範囲をマーキング
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02

平成29年度診療実績

脳神経外科

当科の診療方針について
　当科は現在3名の脳神経外科専門医と1名の専攻医の計4名の常勤医師
と、酒井病院からの応援医である清水、岡山大学からの応援医である平松
（専攻は脳血管内治療）の体制で診療を行っております。また、近年は初期研
修医がローテーションとして当科を選択される機会も増え、若手のエネルギー
に刺激を受けながら救急医療にも積極的に取り組んでおります。当院は地域
がん診療連携拠点病院、総合周産期母子医療センターとして認定を受けてお
りますので、小児、妊婦から高齢者まで幅広い年齢層、多岐にわたる疾患の
患者さんを診療する機会に恵まれています。治療に難渋しそうな症例に対し
ては大学病院とカンファレンスしながら、最善の治療を選択するよう心掛けて
おります。新たに最新の血管撮影装置も導入されましたし、当院の手術室に
はナビゲーションシステム、手術顕微鏡、内視鏡装置、神経機能モニタリング
装置等を備えており、これらを駆使してより安全で質の高い手術を患者さんに
提供出来るよう心掛けております。

地域の医療機関の先生へ
　地域の医療機関の先生方には日頃より大変お世話になっております。原則
として紹介患者さんにつきましては疾患を選ばず24時間、365日対応する方
針としております。2014年4月に開設した脳・心臓血管センターもようやく先
生方に認知されつつあり、時間外の紹介も増えてきております。こちらは脳神
経外科、循環器内科、心臓血管外科医が交代で直通電話を持ち、24時間待
機しております。脳卒中に限らず、血管疾患が疑われる場合は、センター医師
直通電話（079-298-8531）にお電話いただければ幸いです。また、fax紹
介をしていただけますと、優先的にMRI検査枠が利用できますので迅速な対
応が可能です。よろしくお願いいたします。

第一脳神経外科部長　髙野 昌平

髙野 昌平　第一脳神経外科部長
（平成8年卒／脳神経外科全般、神経内視鏡手術、
脳腫瘍の外科 ）

高橋 和也　第二脳神経外科部長
（兼）脳・心臓血管副センター長事務取扱
（平成10年卒／脳神経外科手術全般、
脳血管障害の外科、脳血管内治療、脳腫瘍の外科 ）

新光 阿以子　脳神経外科副部長
（平成15年卒／脳神経外科手術全般、
機能的脳神経外科、予防医学（脳ドック） ）

皮居 巧嗣　医師
（平成28年卒／脳神経外科手術全般 ）

頭部外傷手術
脳血管障害に対する開頭手術
脳腫瘍手術
機能的脳神経外科手術
水頭症手術
脳血管内手術
その他の手術

33例
14例
28例
3例
18例
18例
20例

手術・検査・処置等名
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新光 皮居

高橋 髙野
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脳神経外科の手術について

　当科では、新生児から高齢者まで幅広く対応して治療を行い、脳卒中や脳の外傷、脳腫瘍、小児の脳
血管障害、奇形、水頭症、機能外科の治療に力を入れて取り組んでいます。｠
　脳卒中では脳梗塞に対する血栓溶解療法（t-PA静注療法）のみならず、カテーテルを用いた血栓回
収療法を行うことが出来るようになりました。また、脳内出血、クモ膜下出血に対しては従来からの開頭
手術だけでなく血管内手術も行っています。脳・脊髄の腫瘍の治療においては手術治療だけでなく化学
療法や放射線療法などを組み合わせた集学的治療を行っております。最近では神経内視鏡を使用した手
術も行なっており、下垂体腺腫をはじめとする傍鞍部腫瘍の摘出や脳室内腫瘍、脳内血腫、水頭症に対
する第３脳室底開窓術も行っております。
　図1は52歳の女性で視野障害で発症し、頭部MRIで下方から視神経を圧排する下垂体腺腫を認め
ました。磁場式Navigationも併用した、内視鏡手術で腫瘍摘出術を行いました。術後MRIにて腫瘍は
海綿静脈洞に進展した腫瘍は残存しました、視神経への圧迫が解除されているのが確認出来ます。患者
さんは術後速やかに視野障害も改善し、満足して退院されました。内視鏡を使用することで経鼻的にアプ
ローチできるため患者さんへの負担を最小限にすることができます。
　図2は左視床出血で脳室内出血を合併している41歳女性の症例です。発症2日目に神経内視鏡によ
る脳室ない血腫除去術を行いました。血腫を除去することで水頭症になる可能性を軽減でき早期にリハ
ビリに移行することが可能になります。

図１

術前

術後

図２

術前

術後
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●病床稼働率

指標の説明

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29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。

0.000‰ 0.400‰ 0.600‰0.200‰

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

指標の説明

0.0% 50.0% 100.0%

平成29年度

平成28年度

平成27年度 90.9%

93.9%

94.6%

●平均在院日数

9.5日 10.0日 10.5日

平成29年度

平成28年度

平成27年度 9.8日

9.9日

10.1日

●入院患者の転倒・転落発生率（レベル3b以上）

平成29年度

平成28年度

平成27年度 0.526‰

0.286‰

0.523‰

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

分子
分母

H27年度
9

17,110

H28年度
5

17,468

H29年度
9

17,218
入院中の転倒・転落件数
新入院患者数
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●ケニア地域保健強化事業　最終評価調査
　高原 美貴 医療社会事業副部長 2018年8月15日 ～9月2日
　日本赤十字社は、2007年から2018年３月まで首都ナイ
ロビの約280ｋｍ東北にあるガルバチューラ県で妊産婦死
亡率及び乳幼児死亡率の改善を目的とした「ケニア地域保
健強化事業」を実施してきました。
　日本赤十字社ではこの10年間、病院を建設するなどの
支援のほか、現地のボランティアを教育し、彼らに予防接種
や妊婦健診の促進、病気の予防や薬の知識など地域の
人々に保健知識を広めてもらいました。現地の考え方や
ペースを尊重しながら、その教育の質が落ちないよう調整を
行い、また、干ばつと水害に襲われやすいこの地域でボラン
ティアが活動しながら生活していけるよう、農業などの生計
支援もおこないました。
　この事業の終了にあたって、当院の高原副部長らが8月
に派遣され、今後の開発協力事業に生かせるよう最終評価
を行いました。詳しくはこちらをご覧ください。

●バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業
　津田 香都 看護係長 2018年10月9日 ～2019年1月8日
当院の津田 香都 看護師がバングラデシュ南部避難民支援
に再度派遣されました。
　日本赤十字社は、2017年9月よりバングラデシュ南部避
難民に対する直接的な医療支援を行っており、津田看護師
は2017年9月29日～ 10月26日まで日本赤十字医療支援
チームの「こころのケア」要員として、キャンプの子供たちが
安心して過ごせる場所の提供などの支援を行いました。
　日本赤十字社は長期的な支援を見据えて、2018年4月
からバングラデシュ赤新月社や現地避難民のボランティアの
自発的な活動を支える保健医療支援に事業内容を転換しま
した。
　今回の派遣では、津田看護師はバングラデシュ赤新月社
への指導・助言を主とした保健医療支援ユニットによる後
方支援活動に従事します。

　９月１日の防災の日は「姫路市総合防災訓練・国民
保護訓練」が毎年開催され、当院の救護班も毎回参加
していますが、今年は秋雨前線による大雨のため残念な
がら中止となりました。
　その直後に発生した台風21号は、関西国際空港をは
じめ、近畿各地に多大な被害をもたらし、引き続き北海
道では震度 7 を記録する「北海道胆振地震」が発生す
るなど自然災害が相次ぎました。
　近畿ブロック各府県の救護班の出動が必要な広域被
害までには至りませんでしたが、ニュースで放映されてい
た各地で災害対応にあたる東日本ブロックの救護班の姿
に身の引き締まる思いでした。
　９月１５日（土）、姫路西消防署の主催による「多数傷
病者対応訓練」が行われ当院の DMAT 隊７名が訓練
に参加しました。
　市内交差点でマイクロバス２台が関係する多重事故が
発生し多くの負傷者が出たという設定で訓練が行われ、
「防ぎえた外傷死（PTD）」を減らすためのトリアージ（選

（写真中央が津田看護師：日本赤十字社本社にて）

災害に備えて

救護訓練ZOOM UP

苦しんでいる人を救いたい

国際派遣についてZOOM UP

別）トリートメント（治療）トランスポート（搬送）が実践され、
消防署と医療の連携を確認することが出来ました。
　今回の訓練では姫路市の看護専門学校の学生（40人）
も傷病者として参加し、本番さながらの多数負傷者の事
故現場救出搬送訓練となり、充実したエリア災害対応訓
練となりました。

社会課　課長　大西 勝彦

日本赤十字社：地域保健強化事業 最終評価の実施
 ～10年5カ月の支援を終えて～
http://www.jrc.or.jp/activity/international/news/181001_00545
1.html　
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採用・退職

安心できる出産のために

採用医師・退職医師のご案内
【採用医師】

眼科副部長
平野 雅幸
(ひらの まさゆき）
平成30年8月1日付

眼科部長

清水 敏成
平成３０年8月３1日付

整形外科副部長

玉城 雅史
平成３０年９月３０日付

医師（リハビリテーション科部）

岩佐 沙弥
平成３０年９月３０日付

医師（リハビリテーション科部）

手島 昌之
平成３０年９月３０日付

麻酔科副部長

大川 雅廣
平成３０年９月３０日付

医師（整形外科部）

岩佐 諦
平成３０年９月３０日付

医師（第一泌尿器科部）

神野 雅
平成３０年９月３０日付

医師（第一外科部）
大塚 翔子
(おおつか　しょうこ）
平成30年8月1日付

整形外科副部長
川島 邦彦
(かわしま　くにひこ）
平成３０年１０月１日付

第一泌尿器科副部長
楠田 雄司
(くすだ　ゆうじ）
平成３０年１０月１日付

医師（皮膚科部）
浜重 純平
(はましげ　じゅんぺい）
平成３０年１０月１日付

医師（リハビリテーション科部）
江浪 秀明
(えなみ　ひであき）
平成３０年１０月１日付

医師（リハビリテーション科部）
濱本 秀一
(はまもと　しゅういち）
平成３０年１０月１日付

【退職医師】

GCUが移転しました
　新治療棟にNICUが拡張移転した事に伴い、GCU
も元のNICUの場所に拡張・移転を行いました。
　このほど工事が完了し、6月26日にオープニングセレ
モニー、6月30日に引っ越しを行いました。7月1日から
は、NICUが３床増床（計18床）、GCUが２床増床（計
24床）して稼働し始めました。

　GCUもNICUと同じ、長谷川仁さんの日本の自然を
テーマにした可愛らしいイラストが描かれ、柔らかな間接
照明で温かい雰囲気となっております。
　皆様に安心して出産を迎えていただくように設備、人
員を整えています。

NEWS



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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研修開催情報

平成30年度　姫路赤十字病院　研修開催予定一覧

※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。
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

11/  9　13：30～15：30 家族看護 家族についての理解/家族看護における看護者の役割 医療社会事業副部長 レベルⅢ
11/13　13：30～14:30 キャリア開発支援Ⅲ キャリア開発/キャリアアンカーについて 認定看護管理者 レベルⅢ

12/12　15：00～16：30 看護ケア研修：「自分の技を磨こう～
看取り・エンゼルケア～」 看取りのケア/エンゼルケアについて 緩和認定看護師 レベルⅢ

12/5.6.7  8：30～12:30
             13：00～17:00

看護ケア研修:得意な技術を教え
よう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
教育担当師長・看護
係長・実地指導者看

護師
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
10/30　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 認定看護管理者 レベルⅡ

11/20　13:30～15:00 看護と受容的態度 アサーションの基本/看護者として必要な受容的態度 教育担当師長
看護係長 レベルⅡ

  1/11　13:30～15:30 看護展開③（事例検討） 症例を通して問題解決過程を展開する 教育担当師長
看護係長 レベルⅡ

  2/ 5　 13:30～14:45 新人のサポート（支援）ができ
るようになろう 新人支援/シスターブラザーの役割 教育担当師長

看護係長 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
2/20　17:20～18:45 すてきな看護を共有しよう 看護実践事例の共有 看護師 全体
2/28　
3/20 学会発表 学会発表、学会参加内容 学会参加者・看護

係長他 全体

3/13.14.15 17:20～18:50 成果報告会 各部署、委員会ごとの1年の取り組み　成果発表 看護係長・各部署
担当者他 全体

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
11/  6   13:30～14:30 業務改善（新採用者対象） 看護助手業務について 教育担当師長・看護係長 看護助手
12/26   13:30～14:30 防災 防災について 教育担当師長・看護係長 看護助手
  1/10　13:30～14:30 個人情報・守秘義務、倫理 個人情報･守秘義務/倫理、メンタルヘルスについて 教育担当師長・看護係長 看護助手
  2/13   13:00～14:45 成果報告 看護助手業務改善の成果発表 教育担当師長・看護係長 看護助手

▶全体研修

▶助手研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

  1/未定 ストーマケア研修 術前～術後ケア・社会復帰に向けてのケア・装具交換の
演習

皮膚排泄ケア認定看
護師 全体

▶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

11/16   13:30～14:30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則　*（赤十字以外の方も大歓迎です）
看護師にとっての看護倫理について 看護係長 レベルⅠ

12/5.6.7 8:30～12:30
　　　　 13:00～17:00

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 教育担当師長・看護

係長・実地指導者 レベルⅠ

 1/29    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 教育担当師長・看護

係長 レベルⅠ

 2/26    13:30～14:30 看護研究Ⅰ（文献検索） 文献検索　実技 専門看護師 レベルⅠ

 3/15    14:00～16:00 交流会③ 1年の頑張りを振りかえり･共有　自己他者承認 教育担当師長・看護
係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

17:20～18:30
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［患者さんの権利と責務］
患者さんの権利を尊重します。

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

4.自分の意思で、治療方針を自由に選択・決定するこ
とができます。

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

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

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

患者さんには安全で良質な医療を
受けるために守っていただくことがあります。

［姫路赤十字病院の理念と基本方針］

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

2.災害医療の充実…国内外の災害救護活動に積極的に取り組みます。

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

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

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

6.健全経営…健全経営を持続し、医療活動を通じて社会に貢献します。

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

2.災害医療の充実…国内外の災害救護活動に積極的に取り組みます。

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

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

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

6.健全経営…健全経営を持続し、医療活動を通じて社会に貢献します。

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

理　念

基本方針

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

患者さんのご紹介はぜひFAX紹介をご利用ください

がん相談支援センター

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

【 患者さんにとってのメリットは？ 】

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

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

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

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


