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姫路赤十字病院だより

院長より年頭のごあいさつ
中東地域紛争 支援事業派遣 報告
第二腎臓・膠原病内科副部長　着任のごあいさつ
第Ⅱ期増改築工事スタート
院外、院内で救護訓練を実践！
診療科の紹介　腎臓内科
診療科の紹介　産婦人科
認定看護師紹介
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 sc o n t e n t s

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。

理　念

『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。』

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

●  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

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



2 3

NEWSNEWS

　日本赤十字社では「苦しんでいる人を救いたい」という思いを9つのかた

ちにして事業を展開しています。その中には皆様もご存じの、 赤十字病院

／血液事業／救急法等の講習／国内災害救護 が含まれますが、国際活動

もその1つです。

　190か国に広がる赤十字社・赤新月社の世界的ネットワークを生かし、

「命と健康を守る」、「苦痛を軽減する」、「人間の尊厳を守る」という目的の

ために幅広い活動を行っています。被災者への医療や衣食住の支援といっ

た緊急救援だけでなく、その後の復興支援や防災・保健衛生分野の活動を

通じた地域の基盤づくりなど、包括的な支援にも取り組んでいます。

　そのような取り組みの一環として、1年3か月間にわたって ヨルダン･ハシ

ミテ王国に派遣され、国際赤十字赤新月社連盟(IFRC)ヨルダン代表部の

CBHFA（地域住民参加型保健；Community-Based Health and First Aidの

略称）要員として中東地域紛争 犠牲者支援事業に従事しました。

　シリア内戦はいまだ終息の兆しを見せておらず、隣国であるヨルダンでは、約66万人のシリア避難民が登録されて

います。ヨルダン政府によると、このほかに100万人以上のシリア人が国内で居住しており、これには紛争が勃発する

前の移住者や、避難民登録ができていない人々も含まれます。他にも、ヨルダンにはシリア紛争以前から220万人以上

のパレスチナ難民や、5万5000人のイラク避難民が身を寄せ、世界最大の「避難民ホスト国」とも呼ばれます。 

　アブドラ国王は、「避難民流入のためヨルダン国民は苦しんでいる。国家予算の約4分の1が避難民支援に使われて

おり、教育や医療制度に負担がかかっている」 として危機感を強めています。学校や診療所などの地元の公的機関だ

けではヨルダン人、シリア人の両方に社会サービスを届けきれず、避難民を受け入れるホストコミュニティーの中で、

地元住民との緊張状態が高まっています。そのような状況下で、シリア人を孤立させないために、地域のコミュニ

ティーを包括的に支援していくことが重要になってきています。 

　IFRCは2011年当初から、シリア避難民への支援をヨルダン赤新月社を通じて行ってきました。

　私の担当はCBHFA（地域住民参加型保健）です。研修を受けたヨルダン赤新月社の地域保健ボランティアが、担当

地域のシリア人や地元住人に対して病気の予防・早期対応などの情報提供と支援をすることによって、少しでも健康

な生活を送っていただこうと今も頑張っています。

　シリア避難民の皆さんは大切な故郷や家族から引き離され、働く機会を得られず収入がなく、子供たちは学校に行

くことも困難です。病気になっても病院に行くことも難しい厳しい状況の中、悲惨な記憶と未来への不安を抱えて暮ら

しています。 

　「シリアは世界で一番美しいところなのよ、早く帰りたい」と言う話をよく聞きます。 その言葉が現実になる日まで、

前を向いて生きていけるように保健ボランティアたちや、ヨルダン赤新月社が常に困っている人たちに手を差し伸べ

られる組織になるように日本赤十字社は引き続き支援を続けております。

　これからも皆様の関心と支援をいただければうれしく思います。

（医療社会事業部　副部長　高原　美貴）

シリアなどをはじめとする中東地域での紛争犠牲者はいまなお多く、また、支援を必要とする地域もシリア周辺国やパレス
チナにとどまらず、ヨーロッパ諸国まで広域に及ぶことから、下記のとおり救援金を受け付けています。皆さまの温かいご支
援をよろしくお願いいたします。

NEWS 中東地域紛争 支援事業派遣 報告 （平成27年6月～平成28年9月）

姫路赤十字病院だより

日本赤十字社  中東人道危機救援金
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/cat751/

2017年新春を迎えて
　新年明けましておめでとうございます。2017年（平成29

年）の干支は丁酉(ひのととり)です。『丁』は植物が成長し

一定の大きさに達して（安定して）きた状態をさし、『酉』は

収穫した作物から酒を抽出するという意味や、収穫できる

状態であることから「実る」ということも表しているそうで

す。また『丁』と『酉』の関係は相剋の関係にあり、何かが起

こりそうであるとのことです。皆様方が取り組んできたこと

が実を結んできますが、それに満足せずさらに飛躍する

年であることを願います。

　2025年すべての団塊の世代が後期高齢者になる少子・

高齢社会はすぐそこに来ています。医療提供体制が変化

に対応できなければ、大変な世の中になることが容易に

想像されます。若い世代のためにもいま私たちが変化す

る必要があります。政府の打ち出している答えは、地域包

括ケアシステムの構築と地域医療構想です。行政・医師会

を中心に各医療機関、介護施設、福祉施設等お互いが連

携し、さらに住民も意識を大きく変えていただき、中・西播

磨医療圏でより良い地域包括ケアシステムの構築を目指

すことです。また医療機関は、それぞれの病院が等身大の

姿を把握し、病院の最適化から地域の最適化へ向け機能

分化することと考えます。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。

　赤十字活動としては、昨年4月に発生した熊本地震で、

当院からDMAT１班、救護班８班（延べ252名、うち心のケ

ア20名）、こころのケア単独では延べ7名が出動し、また病

院への派遣看護師延べ201名が支援活動をしました。国外

においてはハイチで国際災害救護活動、ヨルダンでは国

際復興支援を1年半にわたって活動しました。これからも

災害救護活動には積極的に行います。

　医療資源は限られており、特にこの地域では人口あたり

医師数が全国平均を下回っています。病院の取り組みとし

て、初期研修医・後期研修医の確保に努めています。初期

研修医の定員枠は14名ですが、毎年フルマッチしており、

約6～7割の先生方が後期研修医として残ってくれていま

す。徐々にではありますが医師数は増加傾向にあり、将来

地域医療に貢献してくれるものと期待しています。

　昨年10月には入退院センターの本格的稼働をしまし

た。高齢化に伴い、身体に合併症を抱えたり、介護状態に

なられていることも多くなり、患者さんだけでなく、支える

家族も、入院そして退院後の生活に不安を抱えておられま

す。入院が決まったその時から、治療、身体、生活、金銭的

相談など多方面に渡って説明指導を行い、安心で良質な

医療を受けていただき、退院後の支援を目指しています。

患者さんの満足度も上がり、限られた医療職の資源を有

効に活用できます。まだまだ発展段階のシステムですの

で、地域の先生方のご理解ご支援をお願いします。

　病院機能面では呼吸器内科、呼吸器外科を開設し、また

リエゾンチームの新設、外来化学療法室の拡充を図りまし

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・急性期の機能を担うべく、救急医

療、小児・周産期医療、がん診療など高齢社会を迎える地

域住民に必要とされる機能を整え、これを充実することに

より、心のかよう安全で良質な医療を実践します。そのた

めにも医師会関係の方々と緊密な連携を図り、紹介患者さ

んを積極的に受け入れ、逆紹介もさせて頂く方針で地域

医療に貢献いたします。先生方から忌憚なきご指導を賜

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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＜姫路駅周辺・都市型災害対応訓練＞
　「11月11日（金）午前10時、山崎断層帯による地震が発生。その地震

に伴い姫路駅前周辺で多数の負傷者が発生している」との想定で災害

対応の訓練が行われました。

　当院からも赤十字救護班を出動させ、近隣の災害拠点病院から派

遣されたDMAT隊（災害医療チーム）と共にJR姫路駅北広場に集結。搬

送されてくる傷病者を、迅速かつ安全に応急処置を施し、医療機関へ

護送していきます。

　姫路市では、近年特に海外からの観光客も訪れる機会が増えてお

り、都市型災害対応としては初めての試みとして、電話を介しての同時

通訳で、外国人観光客の負傷者の救助を取り入れるなど、充実した訓

練となりました。

＜平成28年度兵庫県石油コンビナート等総合防災訓練＞
　「11月22日（火）午前10時　赤穂市沿岸部を震源とする地震が発生。

赤穂第二火力発電所内において重原油タンクが破損し、負傷者が発生

している模様。また、タンクからの火災も発生している」との想定で訓練

が行われました。

　県内の沿岸部では多くのコンビナートが建てられていることから、施

設のある各市において持ち回りで訓練が開催されています。

　当院は、西播磨地域に近いことから、赤穂市への応援について、積極

的に救護班を派遣することとしています。今年度の訓練では実際に負

傷者を病院まで搬送し、実践に沿った訓練を行いました。

＜災害拠点病院研修/近畿DMAT訓練＞
　災害拠点病院は、災害時に救護班を派遣したり、DMAT隊を受け入

れて被災者の救護に当たる事が義務付けられています。

　当院では、こうした役割が実践出来るかを検証するため、隔年で傷

病者の受け入れ訓練を行っています。今回は「12月17日（土）午前9時

　山崎断層帯による大地が震発生した」との想定で実施しました。

　この訓練には、近隣住民に傷病者役として参加していただきました。

また、近畿DMATの隊員が駆けつけ、重症者が多数発生した場合の対

応についても検証することが出来ました。

第Ⅱ期増改築工事スタート

　平成13年11月新築移転後、平成24年に第Ⅰ期増改築工事（３東病棟新設）において管理棟を竣工しましたが、

これに続く第Ⅱ期増改築工事が平成29年1月より本格スタートします。

　今回の増改築工事は、病院敷地内南西側、研修棟及び看護専門学校前の駐車場スペースに４階建の新治療棟

（2,341㎡）を増築し、１Ｆに放射線部門拡張（増設：アン

ギオ装置×２台、リニアック×１台）、２Ｆに内視鏡セン

ター（内視鏡室移設）、３Ｆに手術部門拡張（hybridを含

む３室増室）、４ＦにＮＩＣＵ（移設）を配置します。

　工期は新治療棟オープンが平成30年1月、ＮＩＣＵ移

設完了が平成30年6月を予定しています。工事中、色々ご

迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をよろしくお願い

致します。

NEWS 院外、院内で救護訓練を実践！

姫路赤十字病院だより

腎生検組織（IgA腎症）

腎臓内科関連指定難病

IgA腎症
アルポート症候群
一次性ネフローゼ症候群
一次性膜性増殖性糸球体腎炎
急速進行性糸球体腎炎
抗糸球体基底膜腎炎
紫斑病性腎炎
多発性嚢胞腎
非典型溶血性尿毒症症候群

NEWS 着任のごあいさつ

　平成28年10月1日より、当院腎臓内科に着任いたしました。

　岡山大学を中心に、腎炎の成因、腎生検診断や治療について、基礎研究、臨床

研究から診療、教育にかかわることまで広く携わってまいりました。なかでも慢性

糸球体腎炎の代表であるIgA腎症については興味を持ち続けております。また4年

間は京都大学iPS細胞研究所にて、よりbasicな腎臓再生の研究にも従事いたしま

した。

　昨今、慢性腎臓病（CKD: Chronic Kidney Disease）という概念が浸透してまいり

ました。蛋白尿、推算糸球体ろ過量（eGFR）によるCKDステージ分類が徐々に広ま

り、透析や腎移植などの腎代替療法が必要な末期腎不全へのリスクとなるばかり

でなく、心血管イベントの増加から生命予後へかかわる問題であることが明らか

となりました。また指定難病に免疫・膠原病関連に加えてIgA腎症など腎領域の疾

患が追加され、診療の幅が拡がってきております。西播磨地域における腎臓専門

医のニーズも増えているなか、微力ながら貢献してまいりたいと存じます。

　慢性腎臓病の腎機能を回復させることは、iPS細胞に期待は持たれていますが、

現時点では不可能であるとされています。したがって①検尿異常あるいはeGFR低

下の早期発見から早期介入、すなわち腎生検から疾患特異的治療を行うこと、②

CKDステージに応じた適切な管理、③末期腎不全治療への円滑な導入について、

診療だけでなく研究活動および啓蒙教育に努めてまいりたいと考えております。

　いずれも腎臓専門医だけで成り立つものではなく、むしろかかりつけ医の先生

方に助けていただくことばかりではございますが、重症化予防に向けて頑張って

まいりますので、どうかこれからもお力添えのほどよろしくお願いいたします。

（第二腎臓・膠原病内科副部長　井上　達之）

11月～12月にかけて、各種の防災訓練が開催され、当院の救護班要員が参加しました。



姫路赤十字病院だより

　平成24年4月に腎臓・膠原病内科が新設されて、現在の体制となりました。

腎生検を行える施設が姫路市内で当院のみという地域の医療事情もあり、当科

では腎生検にて確定診断して治療方針を決める、糸球体腎炎、ネフローゼ症

候群、膠原病関連腎障害を中心に診療しています。一方、高齢化社会を反映し

て、慢性腎臓病（CKD）、糖尿病性腎症の増加も目立ち、かかりつけ医の先生

方と連携を取りながら対応しています。しかし残念なことに、当院では維持透

析ができず、末期腎不全に近いCKD、糖尿病性腎症は診療できません。平成

28年10月より常勤専門医２名体制に増員され、腎炎、ネフローゼ部門をさら

に強化しています。また、各科、各部門、かかりつけ医の先生方と密に連携し

た総合的な診療、長期予後を見据えた診療を心がけています。

当科の診療方針当科の診療方針

廣政　敏　第二腎臓・膠原病内科部長
（平成8年卒／腎臓）

井上　達之　第二腎臓・膠原病内科副部長
（平成14年卒／腎臓）

綱島　陽子　医師
（平成20年卒／内科一般・腎臓）

廣政　敏　第二腎臓・膠原病内科部長
（平成8年卒／腎臓）

井上　達之　第二腎臓・膠原病内科副部長
（平成14年卒／腎臓）

綱島　陽子　医師
（平成20年卒／内科一般・腎臓）

腎臓内科

診療科の紹介
診療について

　当科では昨年度89例の腎生検を行いました。糖尿病歴がなく、蛋白尿（1+

または0.5g/日以上）、血尿の続く例は腎生検の適応となります。早期診断、治

療が長期予後に直結しますので、ぜひFAXにて紹介ください。常勤専門医2名、

岡山大学からの非常勤医、腎臓専攻の後期研修医の4名で対応しております。

また、患者教育、食事療法の重要性を踏まえて、CKD教育入院も準備中ですの

で、併せてご利用ください。末期腎不全に近いCKD、糖尿病性腎症は透析可

能な施設にご紹介ください。出来ることに限りはありますが、地域のニーズに

精一杯応えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

地域の医療機関の先生へ地域の医療機関の先生へ

（第二腎臓・膠原病内科部長　廣政　敏）

【スタッフ紹介】
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廣政廣政

井上井上
綱島綱島

膠原病関連腎炎、糸球体腎炎、ネフローゼはオーバラップ領域も多く、膠原病内科の医師とも常に連携して診療しています。

腎生検の実際の風景です。熟練したスタッフにより万全を期して行っております。

腎生検件数 89件

平成27年度診療実績



姫路赤十字病院だより

① 「One for all, all for one」の精神で、チームワークと一人ひとりの助け合い

を大切にし、助産師、看護師、薬剤師など他職種との協働、また口腔ケアチー

ム・緩和ケアチーム・栄養サポートチームなどの医療チームの活動を通して、

患者さん中心の医療を目指しています。

② 治療ガイドラインに準拠した診療を行い、クリニカルパスを積極的に導入

し、定期的に見直しや改善を行い、質の高い医療を行います。

③ 患者さんやそのご家族には、「思いやり」の気持ちをもって、受診してよかっ

たと思っていただける診療科づくりを、また紹介していただく先生方には、

診療の経過報告を適時報告し、紹介してよかったと思っていただける診療

科づくりを目指します。

当科の診療方針当科の診療方針

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

小髙　晃嗣　第二産婦人科部長
中山　朋子　第三産婦人科副部長
中務　日出輝　周産期母子医療
 副センター長

河合　清日　医師
西田　友美（育休中）　医師
中澤　浩志　医師
小山　美佳　医師
杉野　智子　医師
楠元　理恵　医師
番匠　里紗　医師

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

小髙　晃嗣　第二産婦人科部長
中山　朋子　第三産婦人科副部長
中務　日出輝　周産期母子医療
 副センター長

河合　清日　医師
西田　友美（育休中）　医師
中澤　浩志　医師
小山　美佳　医師
杉野　智子　医師
楠元　理恵　医師
番匠　里紗　医師

産婦人科

診療科の紹介

　産婦人科専門医7名、専攻医4名の11名体制で、産婦人科全領域の疾患－

婦人科一般、良性ならびに悪性腫瘍、周産期医療、女性ヘルスケア、不妊症（た

だし、専門的不妊症治療を除く）－の診療にあたっています。悪性腫瘍に対し

ては日本がん治療認定医4名が中心となって、周産期部門では母体・胎児専門

医2名が中心となって診療しています。2015年4月に指定を受けました総合周

産期母子医療センター内の母体胎児集中治療室（MFICU）は6床で運用し、常

駐のMFICU担当医が24時間365日母体搬送に備えています。夜間・休日は当

直1名とオンコール2名（当直医が専攻医1年目の場合は上級医が当直してお

ります。2名とも手術に入った場合に備えて自主的にもう1名のオンコール体制

を取っています）で対応しています。

① 良性腫瘍に対し腹腔鏡や子宮鏡下手術の鏡視下手術を積極的に行ってお

り、現在、子宮体がんの腹腔鏡下手術の導入を進めています。

② 流産や妊娠中絶手術には、より体に優しい手動式吸引法「MVAシステム」

を採用し、使用しはじめています。

③ 機能性過多月経にはマイクロ波内膜焼灼術（MEA）も施行しています。

④ 外来化学療法可能な抗がん剤治療は、積極的に勧めています。

⑤ 妊孕性温存を考慮した治療（子宮頸がんでは広汎子宮頸部全摘術、子宮体

産婦人科病棟　スタッフ写真

診療内容診療内容

（第一産婦人科部長　水谷　靖司）

長谷川平松

藤原

水原
望月

　外来は、①予約患者　②紹介状を持参されたフリー患者　③分娩希望のフリー患者　④フリー患者の順番で診察し

ておりますが、どの診療枠も100％近い予約状況ですので、予約患者以外の待ち時間は相当なものとなります（実際に

クレームが最も多い項目です）。是非とも地域連携を通してFAX紹介予約をお願いします。待ち時間が短くなるだけで

なく（1時間以内）、また医師事務作業補助者によって事前に紹介状の内容が電子カルテに入力されますし、必要な検

査を前もってオーダーしておくこともできますので、当院スタッフにとりましても作業の大幅な作業軽減につながります。

　救急患者の対応につきましては、すべての産婦人科救急患者に応需しますと総合母子医療センターとしての使命を

果たすことができなくなる可能性がありますので、婦人科救急患者は対応しかねることがあります。また、救急搬送時に

は救急車への医師同乗をお願いしています。どうしても無理な場合はやむを得ませんが、後日来院して頂き、主治医と

治療方針の確認をして頂きたいと考えています。また、なるべくバックトランスファーも考えておりますので、治療方針

の確認の際に対応可能な週数や推定児体重も教えて頂ければ幸いです。

他医療機関へのメッセージ他医療機関へのメッセージ

【スタッフ紹介】
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がんでは高用量MPA療法、抗がん剤治療ではGnRHアゴニスト使用による卵巣保護など）を行っております。

⑥ 子宮頸癌の根治放射線治療が必要な場合、当院は腔内照射装置がないため治療可能な施設に紹介しています。

⑦ ハイリスク妊婦だけでなく、ローリスクやミドルリスクの妊婦も分娩制限をもうけることなく対応しております。

⑧ 院内助産や産後ケアを開始しました。

⑨ ペインクリニック医師による無痛分娩を希望者に実施しています。

⑩ 医師（産婦人科、小児科、麻酔科）、助産師、看護師（病棟、手術室）が参加する超緊急帝王切開（グレードA）のシミュ

レーションを行い、より安全にかつ迅速（15分以内の出生が目標）に超緊急帝王切開ができるようにトレーニングし

ています。

中務 水谷 小高

番匠番匠

中山中山

小山小山 河合河合 楠元楠元 杉野杉野 中澤中澤

（産科）
分娩数 549件

（単胎505、双胎43、品胎1）

極低出生体重（1,500ｇ未満）児 65人
帝王切開術 246件

（予定128、緊急118）

帝王切開率 43.3%
その他の産科手術 36件

（婦人科）
開腹術 227件
　悪性 96件
（広汎子宮全摘術11、準広汎子宮全摘 22）
　良性 131件
膣式手術 79件
腹腔鏡下手術 50件
子宮鏡下手術（MEA含む） 36件

平成28年診療実績※H28.1～12
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　2016年に手術看護認定看護師の資格を取得し、現在手術室で勤務しています。近年、医療の進歩につれ
て手術の内容も変化してきました。当院でも、ロボット支援前立腺全摘術やナビゲーション手術、腹腔鏡手
術での３Dモニターの運用も開始され、平成30年には増築に伴い新たに3室の手術室が増設される予定な
ど、ハード面の充実がなされてきました。また、近年開始された心臓血管外科手術や呼吸器外科手術も軌
道に乗ってきました。
　このような手術医療の高度化に伴い、新たな知識と技術の向上も不可欠ですが、患者さんが安心して手
術が受けられるように、手術看護の質の向上にも力を入れていきたいと考えています。患者さんの精神的
な支援だけでなく、術中術後合併症の予防に向けた関わりについても勉強会を実施していき、術後の早期
回復やQOLの向上に繋げていきたいと思っています。
　これからも医師・看護師・臨床工学技師・薬剤師と手術チームで連携を取りながら、安全な手術が提供で
きるようにしていきますのでよろしくお願いします。

（手術室　手術看護認定看護師　小川　和則）

採用・退職
【採用医師】

【退職医師】

NEWS 認定看護師紹介

NEWS 平成28年度　姫路赤十字病院　研修開催予定一覧

　2016年7月に集中ケア認定看護師の資格を取得し、現在集中治療室で勤務しております。
　集中治療室には内科系・外科系を問わず多岐にわたる疾患の患者さんが入室されます。このような患者
さんに対し、医師・看護師など多職種が協働で集中治療にあたり、患者さんの早期回復を目指し支援してい
ます。
　入室されている患者さんは呼吸・循環が不安定で身体的、精神的に苦痛が強い状況にあります。そのよう
な患者さんの苦痛の緩和と患者さん自身の持てる力を活かしたケアの両立を目標にしています。また、患
者さんを支えるご家族の不安や精神的苦痛を理解し、少しでも気持ちが楽になるように関わりたいと思っ
ています。今後ともよろしくお願いいたします。

（ICU　集中ケア認定看護師　井口　雅徳）

■ 集中ケア認定看護師

■ 手術看護認定看護師

氏名：井上　達之
　　  （いのうえ　たつゆき）
所属：内科
職種：第二腎臓・膠原病
　　　内科副部長

氏名：坂田　寛之
　　  （さかた　ひろゆき）
所属：第一外科部
職種：医師

氏名：小玉　城
　　  （こだま　じょう）
所属：整形外科部
職種：医師

氏名：楠元　理恵
　　  （くすもと　りえ）
所属：第一産婦人科部
職種：修練医

氏名：藤堂　陽子
　　  （とうどう　ようこ）
所属：歯科口腔外科部
職種：修練歯科医

平成28年10月1日採用

平成28年9月30日付　退職

医師（リハビリテーション科部）　 安田　直弘  / 修練医（第一産婦人科部）　 鈴井　泉
平成28年11月30日付　退職 
医師（内科）　　長谷川　詠子
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▶看護師教育研修

レべルⅡ

レべルⅡ

教育担当師長・看護係長

教育担当師長・看護係長

レベルⅡ研修

事例を通した問題解決過程（事例検討）

新人のサポート（支援）ができるようになろう

・症例を通して問題解決過程を展開する
・新人支援
・シスターブラザーの役割

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
1月  6日(金)

2月  7日(火)

13:30～15:00

13:30～14:30

レベルⅢ研修

レべルⅢ

レべルⅢ

1月20日(金)

2月  3日(金)

14:00～16:00

13:30～15:30

実地指導者研修①

リーダーシップ報告会

・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
教育担当師長・
看護師長・看護係長・職場の課題解決過程の報告

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

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。

レべルⅠ教育担当師長・看護係長1月31日(火) 13:30～15:00

レベルⅠ研修

・ナラティブ事例の発表・共有
実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

心に残った看護場面
「事例をナラティブに書いて語ろう」

看護師 ※ベーシックコースを受講された方

医師、臨床検査技師等

多目的ホール

多目的ホール

研修名 定員 開催日程 案内・問合せ対象者開催場所

▶医療従事者スキルアップ研修会
看護師緩和ケア研修会
（アドバンスコース）
がんの早期発見に関する研修会
（超音波実技講習会）

1月25日（水）・2月8日（水）ベーシックコース受講者の
中から希望される方

総合相談支援課

総合相談支援課

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。  
問い合わせ先 姫路赤十字病院　地域医療連携室

姫路赤十字病院　総合相談支援課
TEL 079-299-5514／FAX 079-299-5519
TEL : 079-294-2251（内線2370）　FAX : 079-299-0037　
E-mail : soudan@himeji.jrc.or.jp

30名 2月16日（木）

全体

全体

学会参加者・看護係長他

看護係長・各部署担当者他

17:30～18:30

17:20～18:30

学会発表

成果報告会

・学会発表、学会参加内容

・各部署の1年の取り組み　成果発表

実施予定日時 テーマ 講師 対象者

▶全体研修
1月19日(木)
2月10日(金)
3月15日(水)

16日(木)・17日(金)

主な内容

看護助手

看護助手

教育担当師長・看護係長

教育担当師長・看護係長

1月12日(木)

2月16日(木)

13:30～14:30

13:00～14:30

業務改善（評価）

成果報告

・看護助手業務改善評価

・看護助手業務改善、成果発表

実施予定日時 テーマ 講師 対象者

▶看護助手研修
主な内容

全体

全体

全体

全体

全体

全体

全体

全体

全体

全体

全体

1月12日(木)

1月30日(月)・2月13日(月)・27日(月)

3月  9日(木)

1月25日(水)

1月未定

2月  1日(水)

1月24日(火)

2月14日(火)

1月未定

2月28日(火)

3月28日(火)

中播磨事例検討会

中播磨事例検討会

合併症をもつ妊婦の看護

褥瘡対策研修

ノーリフト研修

新生児人工呼吸器ケア

新生児NCPRフォローアップ

ICT研修会

集中ケア分野「アセスメントCAFÉ」

集中ケア分野「アセスメントCAFÉ」

事例検討

看護師緩和ケアについて

事例検討

合併症をもつ妊婦の看護について

褥瘡対策について

ポジショニングについて

新生児の人工呼吸器ケアについて

新生児NCPRフォローアップについて

ICT研修会

母性看護専門看護師

皮膚排泄ケア認定看護師

新生児集中ケア認定看護師

感染管理認定看護師

集中ケア認定看護師

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

▶専門・認定看護師研修

緩和ケア認定看護師
がん看護専門看護師

呼吸、循環に問題のある重症患者の
事例検討、ディスカッション
呼吸、循環に問題のある重症患者の
事例検討、ディスカッション

看護師緩和ケア研修
（アドバンスコース）

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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