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　新年あけましておめでとうございます。2019年（平
成31年）の干支は己亥（つちのとい）です。「己」は、
生命が横溢して真っ盛りを迎えた時期を指し、「亥」とは、
生命が収蔵された核を意味しており、非常に安定した状
態で始動を待つ準備期間を意味しています。お互いは
相剋の関係にありますが、迷わず信念を持って継続す
れば吉運が舞い込むそうです。干支にこだわるわけでは
ありませんが、2019年を迎えるにあたり、今まで取り組
んだことを迷わず継続し続ければ、先々に大きなステッ
プアップが望める良い年になると期待します。

　2025年問題、2040年問題といわれて久しくなりま
すが、いよいよ現実味をおび直ぐそこに少子高齢社会、
多死社会の光景が垣間見えてきました。政府は社会保
障と税の一体改革の中で、この課題を乗り越える方針
を立てて政策を推し進めています。昨年は診療報酬と
介護報酬の同時改定、第7次医療計画と第7期介護
保険事業計画の中で現実的な方向性を明らかにしてお
ります。医療と介護政策でのポイントは、地域包括ケア
システムの構築と機能分化は言うまでもありません。
　地域包括ケアシステムの構築では、行政、医師会、
地域医療機関、介護・福祉施設などがこの中心的な役
割となります。外来、在宅医療、健康増進、予防等は地
域で、姫路赤十字病院は入院医療を組織的に提供する
という立場で関わることが基本と考えています。その中
でも在宅医療の充実は大きな課題であり、わたしたちも
在宅医療に関わることなく存在することはできません。
いま看護師特定行為指定研修病院として活動を開始
し、地域の在宅医療の支援を考えています。また以前か
ら赤十字健康生活支援講習、赤十字救急法幼児安全
法講習、自治会への講師派遣などをおこなっており、こ
れらを活かして地域包括ケアシステム構築へ積極的に
かかわっていきます。
　各医療機関は等身大の姿を把握し、お互い連携を深
化しながら、自施設の最適化から地域の最適化に向け
て、行政・医師会を中心とした調整の中で機能分化す
ることが求められています。より良い医療提供体制を構
築するため、情報を共有し、連携・多職種協働を今以
上に推し進めることが大事であり、姫路赤十字病院はこ

れに積極的に参画します。わたしたちの病院は、特徴で
あるがん医療、小児・周産期医療、救急医療を活かし
た高度急性期病院の機能を地域住民から求められてい
ます。昨年は機能充実を目的として、4階建ての新治療
棟を稼働いたしました。1階にアンギオ装置2台増設し、
脳心臓血管系の診断治療を、今後放射線治療装置増
設し、がん治療の充実を図ります。2階に消化管内視鏡
室増設、3階にロボット手術室、ハイブリッド手術室を備
えた手術室増設、4階にNICUの新装移設をしました。
その他GCUの新装移設、外来化学療法室新装増床し
機能充実しました。また患者さん中心の医療を進める上
で、診療科による縦割りから水平連携の推進目的でセン
ター化を推し進め従来の総合周産期母子医療セン
ター、脳・心臓血管センターに加え、化学療法センター、
呼吸器センター、内視鏡センターを立ち上げました。

　これまでも・これからも地域あっての赤十字病院であ
りますので、高度急性期の役割を担うべく、救急医療、
小児・周産期医療、がん診療など高齢社会を迎える地域
住民に必要とされる機能を整え、心のかよう安全で良質
な医療を実践します。そのためにも医師会関係の方 と々
緊密な連携を図り、紹介患者さんを積極的に受け入れ、
逆紹介もさせて頂く方針で地域医療に貢献いたします。
　先生方から忌憚なきご意見・ご指導を賜れば幸いで
す。本年もどうかよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　院長　佐藤 四三
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充実した設備で快適な治療を

化学療法センター第一化学療法室リニューアルオープン

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER

　新治療棟に移転した内視鏡室の跡地に第一化学療法室が移転し、12床から24床に増床しました。11月1日よ
り第二化学療法室（7床）と合わせて31床で稼働しています。
　当院も平成18年に第一化学療法室、平成28年に第二化学療法室を開設して増加する外来化学療法のニーズ
にこたえてまいりました。
　10月26日にオープニングセレモニーが行われ、佐藤四三院長は「外来化学療法を利用する患者さんが年々増
加している流れのなか、ようやく増床することができました。この設備を有効利用し、地域の皆さんに還元したい」
と挨拶しました。
　リクライニング椅子も新しいものに入れ替え、患者さんにはゆったりと化学療法を受けていただけるようになっ
ています。

NEWS

幅広い解析が可能になりました

骨密度測定装置を更新しました

　2018年9月より骨密度測定装置（ホロジック社製
HorizonA）を更新いたしました。この装置はDXA法
を用いた検査で、微弱な2種類のエネルギーのX線を
照射し、骨による吸収差を利用して骨量を測定します。
骨量を測定する検査では最も正確な検査法で、骨評
価の新しい指標として注目されている海綿骨スコア
（TBS）も解析可能です。また体組成（骨、筋肉、脂肪）
を測定し解析結果を数値やカラーマップで表示するこ
ともできるようになりました。
　骨粗鬆症の診断や治療効果の評価に用いられてき
ましたが、近年、サルコペニアやフレイルなど加齢によ
る運動障害に対して骨や筋肉、脂肪の状態を評価・観
察する目的、また術前術後の経過観察にも用いられる
ようになってきています。
　検査部位に金属類やプラスティック類などがあると

測定値に影響を及ぼすため更衣をしていただき、あお
むけで検査をします。骨密度、体組成ともに検査をし
ても15分程度で終了します。

放射線技術部

画像処理課長　大塚 義修
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手術室手術
外来手術
悪性腫瘍
顔面骨骨折（輸血的手術）
抜歯(外来＋手術室)

373件
3,852件
34件
17件

3,312+227件

当科の診療方針
　歯科口腔外科は常勤歯科医師5名、臨床研修歯科医2名で診療にあたっ
ております。緊急対応の必要な患者様は除きますが、基本的に紹介患者様を
対象としています。当地域の顎口腔分野の2次医療を担うべく努力していま
す。ご紹介頂いた患者様については十分に検討し、適切な診断のもとに手
術、治療を行うことをモットーとしています。

診療内容
　顎口腔領域のあらゆる疾患を対象として診療を行っています。最も多いの
は、親知らずの抜歯や顎骨内の腫瘍、嚢胞、口腔軟部組織の腫瘍など口腔
内小手術依頼の患者様であります。多くは外来での小手術にて対応可能です
が、入院を要する場合もあります。また、口腔白板症や口腔扁平苔癬に代表
される口腔粘膜疾患患者様も多く来院されています。近年の統計では罹患患
者が増加傾向である口腔がん患者様も多く来院されています。顎口腔領域の
外傷患者様にも対応しており、院内他科との連携にて出来るだけ早く治療を
行うことで、早期退院、早期の社会復帰を目指しています。また、院内外の医
療機関との連携にて口腔機能管理、口腔衛生管理を積極的に行っています。
それにて誤嚥性肺炎の予防や、骨吸収抑制剤関連顎骨壊死への対応など、
主治療の円滑化のために協力しています。

地域医療機関の先生方へ
　日頃は大変多くの患者様をご紹介頂きありがとうございます。これからも口
腔に関する様々疾患や問題など積極的にご相談を頂けますと幸いです。初診
患者様は可能であれば事前のFAX予約制度のご利用をお願いします。毎日
20名の初診予約枠を確保しており、出来るだけお待たせはしないように努力
しております。

歯科・歯科口腔外科部長　藤原 成祥

平成29年度診療実績

手術・検査・処置等名
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歯科口腔外科

藤原 成祥　歯科・歯科口腔外科部長
（平成3年卒／口腔がん、顎顔面外傷）

高木 雄基　歯科口腔外科副部長
（平成17年卒／口腔外科一般）

野田 晴菜　医師　
（平成19年卒／口腔外科一般）

花田 泰明　医師
（平成22年卒／口腔外科一般 ）

藤堂 陽子　医師
（平成22年卒／口腔外科一般 ）

高木藤堂

大杉
（研修医）

伊藤
（研修医）

花田

野田藤原



周術期等口腔機能管理

　がん治療における合併症予防の観点から、周術期口腔機能管理が2012年に導入されました。
　周術期口腔機能管理の目的は、がん治療や心臓血管手術などに対し治療前から口腔管理を行うこ
とで、種々の合併症を予防することであります。2018年の診療報酬改定では地域包括ケアシステムを
構築するうえで、さらに医科歯科連携を推進し、周術期等の口腔機能管理を充実する観点から大きな
見直しが行われました。名称が周術期口腔機能管理から周術期等口腔機能管理と改められ、適応症
例が大幅に拡大されました。当院では2013年ごろから消化器がんや心臓手術の症例で周術期口腔機
能管理を行ってきました。主に各診療科の先生方の協力にて管理する症例を選択してきました。
　この度の診療報酬改定を機に、管理症例を増やす目的で当院入退院センターとの連携を始めまし
た。結果的に周術期等口腔機能管理を行う症例は3倍程度まで増加しましたが、それでも未だ対応症
例一部のみしか管理ができていません。当科のマンパワーを考えると、当院で治療を行う対応症例を
全て当科のみで管理することは不可能であると予測されます。したがって今後は地域医療機関、歯科
診療所との連携が必要不可欠であると思います。また、われわれの医療圏には歯科をもたず、常勤歯
科医師や常勤歯科衛生士のいない医療機関が多く、術前から口腔機能管理が必要であるにも関わら
ず、行えていない症例があることも予測されます。
　より密接な医科歯科連携の構築が望まれるところであり、地域での医科歯科連携の円滑な運営に、
努力していきたいと考えています。

周術期等口腔機能管理の目的

１）歯科疾患を有する患者や口腔衛生状態不良の患者における口腔内細菌による合併症（手術部位     
　 感染、病巣感染）
２）手術の外科的侵襲や薬剤投与等による免疫力低下により生じる病巣感染、人工呼吸管理時の気 
　 管内挿管による誤嚥性肺炎等の術後合併症の予防
３）脳卒中により生じた摂食機能障害による誤嚥性肺炎や術後の栄養障害に関連する感染症等の予 
　 防等

周術期等口腔機能管理の対象

がん等に係る全身麻酔による手術、放射線治療、化学療法、緩和ケアを実施する患者
【対象手術の例】
　頭頸部領域、呼吸器領域、消化器領域等の悪性腫瘍の手術
　心臓血管外科手術
　人工股関節置換術等の整形外科手術
　臓器移植手術
　造血幹細胞移植
　脳卒中に対する手術

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

当科の診療方針
　近年日本では乳癌患者数は増え続け、女性の11人に１人が罹患するとも
言われています。年代別の死亡数では30-60代でトップとなっており、活躍す
る世代の乳癌死を減らす事は急務と言えます。
　死亡率減少に現在有効とされているのはマンモグラフィ検診のみですが、
dense-breastと言われる高濃度の乳腺では病変の検出が困難であり、発見
率を下げる要因となり得ます。これに対し、J-STARTという乳房超音波検診
の有効性を検討する臨床試験が行われ、発見率が改善したという結果が出
ています。こういった背景から近年では乳癌検診の場においてマンモグラフィ
と超音波検査の双方の結果を総合的に判定できる総合判定医という資格も
登場しています。
　当院では地域で乳癌診療を担う医療機関としての役割を果たすべく、積極
的に講習会や勉強会に参加し日々 研鑽に努めております。
　また手術に関しましても、広がりを持つ早期癌の患者さん等に対し、乳癌手
術と同時に一度で施行可能な人工物による乳房再建術を治療の標準的な選
択肢としてご提示出来る環境を整えて参りました。これにより従来であれば全
摘とされていた患者さんにも乳房の喪失感を与える事なく治療を受けて頂くこ
とが可能となっています。
　さて検診の話に戻りますが、兵庫県の乳癌検診受診率は全国平均を大きく
下回っており、さらに姫路市は16.1%(2015年、兵庫県は20%)と非常に低く
兵庫県下ワースト５位に入る様な状況となっています。啓蒙活動としてピンクリ
ボン運動が有名ですが受診率の改善は乏しく、この播磨地域では進行癌と
なってから受診される患者さんもまだまだ多数おられます。地域の先生方から
もご紹介を頂くなど平素より診療に多大なるご協力を頂いており、この場を借
りて厚く御礼申し上げます。播磨地域の乳癌死を少しでも減らすべく今後も鋭
意努力して参りますので、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げま
す。

乳腺外科部長　渡辺 直樹

渡辺 直樹　乳腺外科部長
（平成1年卒／乳腺外科、胸部・呼吸器外科 ）

湯淺 壮司　乳腺外科副部長
（平成13年卒／乳腺疾患 ）

大塚 翔子　
（平成24年卒／乳腺外科 ）
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当院で行われている乳癌手術

　2018年1月から12月の１年間に当科で手術をお受けになった患者さんは述べ310名でした。そのう
ち乳癌患者数は263例で、うち107例の患者さんが全摘術をお受けになり、部分切除は143例でした。
全摘術のうち22例(全摘のおよそ５人に1人)でシリコンバックを用いた一期一次再建を行い、皮膚の足
りなくなった５例では皮膚拡張器を用いて二期的に再建を予定しています。部分切除の方のうち7例では
周辺の脂肪組織を用いて欠損部の修復術を行いました。
　乳癌には40代と60代に二峰性のピークがあります。つまり患者さんの多くは子育て世代なのですが、
その時期に薬物治療や放射線治療、それに伴う金銭的な負担など様々な負担が次々に加わることとなり
ます。そんな状況において術後の乳房や傷跡に対する不満を減らし少しでも悲しみを取り除くことは乳腺
外科の重要な役割と考えています。

　写真は右乳房下部の乳癌に対して比較的広範囲の部分切除術を施行した方の術後のものですが、何
も修復を加えない状態では乳房の変形が強く出てしまう事が予想されました。そのため、上腹部の皮下脂
肪を挙上して欠損部に充填することで変形を最小限に食い留めています。この手法で対応できない場合、
例えば痩せた患者さんで病変の広がりが広範囲な場合などは十分な脂肪組織を確保出来ないため人工
物による再建術も選択肢に入ります。
　術後に乳房を見て喜ばれる患者さんのお顔を拝見しますとやはり乳房の変形や喪失を経験せずに済む
ことは女性にとって大きなメリットであると痛感致します。今後も根治を目指した治療の水準を確保しつつ
整容面にもこだわりをもって日々 診療にあたって参ります。
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　入院患者の排尿自立が退院後の生活に重要であるこ
とが認められ、2016年度の診療報酬改定において、「排
尿自立指導料」が新設されました。排尿自立指導料の目
的は尿道留置カテーテルを一日でも早く抜去し、尿路感
染を防止するとともに、排尿を自立に導き、患者のADL
維持や増進につなげることです。
　当院では、2017年度に泌尿器科医師、専任の看護
師、理学療法士、作業療法士をコアメンバーとする排尿
ケアチームを立ち上げ、9月から活動を開始しています。
泌尿器科疾患や整形外科疾患の術後、骨盤内手術後、
または疾患によってADLが低下した患者の尿道留置カ
テーテル抜去の際に、下部尿路機能障害が生ずる可能
性のある方や、障害が生じてしまった方に、排尿ケアチー
ム、担当医、病棟看護師が協働して、排尿自立度と下部
尿路機能を評価し、薬物療法や排尿誘導・生活指導、
理学療法士・作業療法士によるリハビリテーションを組み
合わせた包括的な排尿ケアを計画し提供しています。
　排尿は、生きていく上で欠かせない生活行動ですが、

医療チームの紹介

排尿ケアチームZOOM UP

トラブルを抱えていても、なかなか恥ずかしくて相談できま
せん。しかし、誰もが人生の最期までトイレで排泄したい
という思いを持っています。その思いを尊重し、排尿が自
立できるよう、より良い排尿ケアが提供することを目標と
して活動しています。

6階東病棟　皮膚・排尿ケア認定看護師　北原 邦彦

　認知症を持つ人が入院した場合、認知機能障害により
入院や治療の必要性が理解できないことや、身体的不調
をうまく訴えることができず、不安、焦燥、徘徊等の行動・
心理症状（BPSD：Behavioral and Psychological 
Symptoms of Dementia）がみられることがあります。
そのため、認知症を持つ人が安心して入院生活を送り、
必要な治療を安全に受け、住み慣れた地域に戻れるよう
サポートして行くことが重要となってきます。そこで、当院
でも、認知症サポート医、認知症看護認定看護師、社会
福祉士、薬剤師、作業療法士、理学療法士、管理栄養士
等、他職種で構成された認知症ケアチームを設立し、認
知症を持つ患者さんに対し、カンファレンスやラウンドを行
い、患者さんに安心してもらえるようなケアの方法を考え
ています。チーム活動を通し、まずは認知症という疾患を
正しく理解すること、患者さんを中心に、家族、他職種、地
域と連携していくことの重要性を日々 実感しております。

医療チームの紹介

認知症ケアチームZOOM UP

今後も、患者さんが安心して治療を受け、住み慣れた地
域で生活が続けられるように貢献したいと考えておりま
す。よろしくお願いいたします。

７階西病棟　認知症看護認定看護師　三木 悠史
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　１１月７日、姫路駅周辺・都市型災害対応訓練に救
護班員１２名が参加しました。
　この訓練は、姫路市消防局が中心に企画され、消防・
警察・医療機関のほか、駅周辺の商業施設も参加し、
災害時の連携を強化する目的で実施されており、今年
で６回目の開催となります。
　今回の訓練では、南海トラフ地震の発生を想定し、
姫路市内の被害は震度６強と設定しました。ガラス窓や
壁にひびが入る等の被害や、火災や地割れや液状化な
どの都市型特有の大規模な災害になると予想されてい
ます。
　また、姫路駅周辺は再開発が進み、姫路城を中心に
外国人観光客が年々増加しています。地震が起こった
場合には被害の拡大抑制と素早い救助、そして処置が
必要となります。
　訓練の実践では、駅前の芝生広場に設置された救護

所において搬送されて来る負傷者にトリアージ・応急処
置を実施し、搬送先の病院調整などの確認を行いまし
た。
　訓練に参加した事業所の方や、通りすがりの方にもど
のようにトリアージが行われるかなど、その流れを見て
頂く機会にもなりました。
　今年は、実災害の発生や豪雨・台風などの影響で訓
練中止もいくつかありましたが、今後も救護班が必要な
様々な災害に備え訓練を重ねていきたいと思います。

NEWS

訓練に参加しました

姫路駅周辺・都市型災害対応訓練

　１２月２日（日）快晴の下、災害拠点病院研修が無事
実施されました。この訓練は救護班を派遣するのでは
なく、被災地の病院として傷病者を受け入れる訓練とな
ります。救護班以外の職員も参加する大掛かりなものと
なり、神戸赤十字病院と隔年で開催しています。
　訓練には、当院職員は約１７０名が参加し、他にも姫
路西消防署３名が救急車による搬送の実施、下手野自
治会員約５０名による傷病者役、姫路看護専門学校看
護学生４０名にはボランティア役・傷病者役・家族役等
として、また県下赤十字施設から２０名に応援救護班と
して協力頂きました。
　「早朝６時半、山崎断層を震源とする震度６強の地震
が発生し、停電の影響で自家発電が作動したため電子
カルテ・エレベーターは一定の時間までは使えない」と
いう想定で開始し、訓練の内容として、主に災害対策
本部運営訓練、多数傷病者のトリアージ・処置、被災者

への家族の問合せ対応、エレベーター停止時における
病棟への食事の提供（人海戦術による搬送訓練）を行
いました。
　今年の訓練は特にＢＣＰマニュアル検証を目的としま
した。ＢＣＰ(Business  continuity planning　事 業
継続計画）とは、災害時でも継続して事業を行うため
の対応マニュアルです。東日本大震災後から災害拠点
病院のＢＣＰマニュアル策定は努力目標とされていまし
たが、2016年4月の熊本地震で多くの医療機関が被災
し、診療を継続できなくなった教訓から、既存の災害
拠点病院は２０１８年度中にＢＣＰマニュアルを策定す
るよう義務付けられました。
　訓練後は検証会が行われ、各部門から気づきや問題
点が寄せられました。これらの意見を元に、今後もマニュ
アルや設備の見直しを行っていきます。

社会課長　大西 勝彦

NEWS

災害に備えた研修を実施

災害拠点病院研修
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採用・退職

がんに対する知識の啓発を

採用医師・退職医師のご案内

【採用医師】
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

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

整形外科副部長

玉城 雅史
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

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】

「第8回ひょうご県民がんフォーラム」が開催されました

　11月 17 日（土）、兵庫県民
会館けんみんホールにおいて
兵庫県がん診療連携協議会
主催の「第8回ひょうご県民が
んフォーラム」が開催されま
した。
　「ひょうご県民がんフォーラ
ム」は、県民および医療機
関関係者を対象にがんに対す
る知識の啓発を目的として毎

年開催されており、国指定のがん診療連携拠点病院が
実務担当を持ち回りしています。今年度は播磨姫路医
療圏が担当になっており、中播磨地域がん診療連携拠
点病院（当院と姫路医療センター）が代表担当をさせ
ていただきました。
　今年は「がんと共に生きる」がテーマとなりました。
がんは不治の病とは限らず、治療をしながら仕事・家
庭生活を続けていく方法があるということや、どうすれ

ばがんと共に生きていくことができるかについて、がん
専門看護師、がん患者会代表、医師それぞれの立場か
ら講演していただきました。質疑応答も活発に行われ、
情報提供していく大切さを改めて考えさせられた良い
機会となりました。
　今後も地域がん診療連携拠点病院として、地域の皆
様の役に立つ情報を提供し貢献してまいりたいと考えて
おります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　 

相談支援課　中杉 かおり

NEWS

主催 ： 兵庫県がん診療連携協議会　
共催 ： 中播磨地域がん診療連携拠点病院（姫路赤十字病院・姫路医療センター）、兵庫県 　
　後援 ： 兵庫県医師会、兵庫県看護協会、ひょうごがん患者連絡会、神戸新聞社

日　時 平成30年 11月17日（土）
 14:00～16:45（開場　13:30）

会　場 「けんみんホール」（兵庫県民会館９階）

座　長 姫路赤十字病院　第一外科部長 甲斐　恭平
講演1. がんと就労支援～今、仕事にとって、がんはこわくない～
　 聖路加国際病院 相談支援センター がん相談支援室 橋本　久美子
講演2. ピアサポーターについて
　 兵庫県立がんセンター がん看護専門看護師 がん相談担当看護師長 橋口　周子
講演3. 肺がん患者となって
　 肺がん患者会ライオンハート岡山　代表 田中　　勇
講演4. 緩和ケア～苦痛を和らげ自分らしく生きる～
　 姫路赤十字病院　緩和ケア内科部長 福永　智栄

 参加対象者 一般県民  定員300名
 申込期限 平成30年11月9日（金）但し、定員になり次第締め切ります

神戸市中央区下山手通4-16-3　TEL.078-321-2131

申込
方法

「第8回ひょうご県民がんフォーラム参加希望」と明記の上、①代表申込者の住所、氏名、②TEL・FAX番号、③代表申込者以外の参加希望者名をご記入頂き、
姫路赤十字病院　総合相談支援課あてにFAX079-299-0037 又はメールsoudan@hrc-hp.com もしくはTEL079-294-2251にてお申込みください。

入場料
無料



実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

1/25　13：00～16:30 実地指導者研修① 新人看護職員の理解
実地指導者の役割の理解

教育担当師長・看護
師長・看護係長 レベルⅢ

  2/8　13：30～15:30 リーダーシップ報告会 職場の課題解決過程の報告 教育担当師長・看護
師長・看護係長 レベルⅢ

2/15　13:30～15:00 実地指導者研修③ 実地指導者の役割　フォローアップ 教育担当師長・看護
師長・看護係長 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

  2/5　13：30～14：30 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　17:20～18:30 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 17:20～18:30 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
 2/13   13:00～14:30 成果報告 看護助手業務改善の成果発表 各部署看護助手 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
葬具交換の演習

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

 1/29　13:30～15:00 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   13:30～15:30 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

17:30～18:30

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

患者さんのご紹介はぜひFAX紹介をご利用ください

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

【 患者さんにとってのメリットは？ 】

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

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

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

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

［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権利があ
ります。

1.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.医療者とともに安全確認に参加し、治療に協力して
ください。

4.病院のルールに従い、他の患者さんへ迷惑にならな
いように努める義務があります。

5.医療費の支払い請求を受けた時は、速やかに対応
してください。

患者さんとご家族の義務

［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、患者とともにチーム医療
を実践します。

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…高度専門医療・急性期医療・救急医療をとおして、地域
完結型医療に貢献します。

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

5.魅力ある職場づくり…働きやすい環境、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。
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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。
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4.優れた医療人の育成…教育・研修・研究を推進し、人間性豊かな医療人
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『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。』
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