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　9月12日、13日の両日、病院機能評価「3rdG : 
Ver.1.1」（第三世代）を受審しました。従来の審査方法
と大きく異なり、患者中心のチーム医療が行われている
かが審査されました。特にケアプロセス審査では、実際
の症例を通じて、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・
理学療法士・臨床工学士・社会福祉士などの職種が受
診・入院・治療・退院と流れに沿ってプレゼンテーショ
ンを行いました。
　1日目午前中は病院組織の基本的な姿勢、運営、管
理などについての審査があり、午後はケアプロセス審査
と事務系部署訪問が行われました。ケアプロセス審査
は皆の頑張りもあって無事のりきることができ、2日目
の医療系部署訪問も各部署で事前に十分準備を行った
おかげで、無事終了しました。

　受審2か月後に中間評価、4か月後に最終評価が通
知されますが、当日の講評では、私たちの日々の取り組
みや、チーム医療の実践を高く評価して頂きました。こ
の評価は私達にとって最も嬉しく、努力が報われた思い
でした。

　安全で良質な医療の評価プロジェクトリーダー

第一外科部長　甲斐 恭平

　平成29年7月29日（土）、内閣府主催「平成29年度
大規模地震時医療活動訓練」が行われました。この訓練
は、「7月28日正午に南海トラフによる巨大地震が発生
し、近畿地方（和歌山県、三重県、大阪府、兵庫県）が
大きな被害を受けた」との想定で、災害時の医療活動を
陸・海・空を利用して広域的に行う大規模な訓練です。
多くの公的機関が参加し、全国の災害派遣医療チーム
（DMAT）の参集や活動、災害拠点病院を中心にした傷
病者の受入れ、患者搬送などの訓練を行いました。
　当院は西から陸路で応援に来るDMAT隊の中・西
播磨エリア活動拠点となり、兵庫県外の西日本各県か
ら陸路で応援に訪れたDMAT隊のうち、8チームが当
院に派遣されました。
　応援DMAT隊は当院2階のエントランスホール・外
来待合を使ってDMAT本部の運営、被災病院調査など
のためエリア内の他の各災害拠点病院へ派遣などの訓
練を実施しました。
　また、医療情報の収集では、衛星電話を使用し、災

害対策本部（県庁災害対策本部）との活動調整や必要
資機材の調達などの調整訓練が行われ、当院だけでは
対応出来ない災害時の本部運営の応援体制の大切さを
改めて感じる訓練となりました。

　9月3日（日）には中・西播磨姫路市合同防災訓練に
参加いたしました。
　例年は、９月1日の「防災の日」にあわせ姫路市単独
で行われていましたが、今年度は中・西播磨、各地域の
災害拠点病院から救護班やDMAT班が参加しました。
　当院からは救護班員と研修医3名が参加し、臨時救
護所の設営、重症者の救護と搬送優先順位を調整する
訓練を行いました。

　災害の過去データや予測に基づき、広域的な訓練が重
要度を増しています。こうした経験を生かし、災害発生時
には拠点病院としての役割が果たせるよう、救護班や
DMAT隊員のスキルアップを今後も重ねてまいります。
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胃がん、大腸がん、肝がん、肺がん、乳がん

5大がんの地域連携パスに参加してください

● がんの地域連携パスとは
　がん患者に対する診療を、かかりつけ医と地域がん診療連携拠点病院、在宅医療などが、その機能を分担して地域でチームとなり
連携して行う治療の計画書のことです。その種類は胃がん、大腸がん、肝がん、肺がん、乳がんです。

● 患者のメリット

初回月

次月以降

　がん患者を中心にかかりつけ医、拠点病院が患者情報と目的を共有し、再発、合併症の早期発見、全身管理（併存疾患の管理）を
行うことで、がん患者・家族の療養の質が向上し、安心してがんと向き合えます。
当院の場合、電子カルテの患者氏名の横にアイコン　　を表示し、カルテを開いた医療者に地域連携パスを使用してかかりつけ医
と連携して治療にあたっている患者であることがわかるようにしています。

● がん治療連携指導料　300点（月1回）について
　計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料（Ⅰ）の費用は、所定点数に含まれます。ただし、
別傷病についての診療情報提供料であれば同月においても算定可能です。

地域連携パスの課題は、かかりつけ医の積極的な参加と地域完結型医療についての意識の醸成です。地域の連携は、住まい・
医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。是非、地域連携パスの連
携医に登録してください。登録は5大がん全ての参加でなくても1つからの参加でも結構です。

● 施設基準届出について
　当院より届出を行います。貴院様からの届出は一切必要ありません。

ご連絡をお待ちしています
地域医療連携室
担当 ： 前田、岡本
電話 ： 079-299-5514　FAX ： 079-299-5519
Mail ： chiiki@hrc-hp.com

がんが疑われる方をご紹介ください

① がん地域連携バス
運用開始依頼

② 受付の可否を
回答ください

③ 診療情報提供書

④ 診療情報提供書
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血算・生化学
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胸部レントゲンあるいはCT
腹部超音波あるいはCT

大腸内視鏡
一般薬

補助化学療法薬

検査

採血

診察 体重

問診
食欲
腹部症状
排便

腹部理学所見
一般的内科的診察
直腸指診（直腸がん）

視触診
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かかりつけの先生にお願いします 姫路赤十字病院が行います

姫路赤十字病院 連携医療機関

外来受診
がん治療連携指導料
300点（月1回算定）

退院時又は退院日から30日以内

外来受診

がん治療連携策定料1
750点（1回のみ）

◯
◯
ク
リ
ニ
ッ
ク



4

スタッフ紹介
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腎摘出術

腎部分切除

腎尿管全摘

前立腺全摘

腹腔鏡下副腎摘除

膀胱全摘

TUL、f-TUL

ESWL

TUR-Bt

HoLEP

35例
（うち腹腔鏡手術：33例）

6例
（うち腹腔鏡手術：4例）

26例
（うち腹腔鏡手術：25例）

62例
（うち腹腔鏡手術：60例）

1例

9例
（うち腸管利用代用膀胱造設：4例）

60例

37例

158例

15例

当科の診療方針
　当科は4名の専門医と1名の専攻医で診療を行っています。扱う疾患は
腎・尿路、前立腺、副腎、精巣の腫瘍を中心に、尿路の感染症、結石、機能
障害といった問題に総合的に対応させて戴いています。高齢化社会を迎え、
癌はもちろんのこと尿路疾患における生活の質（QOL）の低下を如何に抑え
るかを考えての診療を目標としています。
　腎・副腎関係は腹腔鏡手術、前立腺癌はロボット支援腹腔鏡手術がほとん
どを占めるようになってきました。また前立腺肥大症にはレーザーを使用して
の内視鏡下核出術（HoLEP）、尿路結石には体外衝撃波結石破砕術
（ESWL）か尿管鏡下にレーザーを使用しての結石破砕術（TUL、f-TUL）
とより侵襲の低い手術が中心となってきています。
　ロボット支援下腹腔鏡手術も2013年7月より開始し、その件数も年間60件
程度で推移しています。2017年度からは腎癌に対してのロボット支援下腎部
分切除も保険対象となり、その準備を進めているところです。
　この他、高齢者に多い頻尿、排尿困難、尿失禁、また小児疾患（夜尿症、
停留精巣、陰嚢水腫、精巣捻転）等にも適切に対応しています。

地域の医療機関の先生方へ
　いつも沢山のご紹介を戴き誠に有難うございます。外来では従来よりFAXで
の紹介患者を優先しての診察を心掛けていますが、予約患者もありFAX以外
の紹介患者にはご迷惑をお掛けすることも度 で々す。できるだけFAXでの予約
をお願い致します。また手術に関しましては、悪性疾患手術はできるだけ早くと
考えていますが、抗凝固剤を服用されているために、従来では腰椎麻酔下で行
われていた手術が全身麻酔になることも増え、手術枠の関係で少しお待ち戴く
ような事態も生じており、ご迷惑をお掛けしています。
　これからも中・西播磨の泌尿器科疾患対応につきましては精一杯頑張ります
ので、ご指導、ご協力よろしくお願い申し上げます。

副院長 兼 第一泌尿器科部長　小川 隆義

平成28年度診療実績

主な手術実績
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泌尿器科

小川 隆義　副院長（兼）第一泌尿器科部長
（昭和54年卒／尿路性器腫瘍 尿失禁)

松原 重治　第二泌尿器科部長
（平成5年卒／泌尿器科一般 腹腔鏡手術)

原口 貴裕　第一泌尿器科副部長
（平成7年卒／泌尿器科全般)

神野　 雅
（平成20年卒／泌尿器科一般)

前田 光毅
（平成26年卒／泌尿器科一般)

小川

松原 原口

神野 前田前田



ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術について

　2013年7月に導入したロボット（ダ・ヴィンチ）支援腹腔鏡下手術はこれまで前立腺全摘術のみが
保険適応とされていましたが、2017年4月には腎癌に対しての腎部分切除も対象となりました。当院
でもこれに対応できるよう現在設備（ダ・ヴィンチ用エコー等）購入を予定しています。ロボットを利
用しての前立腺癌手術件数も2013年：21例、2014年：49例、2015年：66例、2016年：60例と
ほぼ週1例のペースで行っています。それまでの開腹下での前立腺全摘術では自己血貯血を行っての
手術で、2,000ml程度の出血がありましたが、これまでのロボット支援手術では出血量もわずかで輸
血を施行した例はありません。3次元の視野で手首の部分まで動かすことのできる鉗子を用いての手
術は細部までの剥離も可能で、より精度の高い手術が可能となり、手術後の失禁の率、回復速度も
開腹時のものと比較して明らかに改善しています。

診療科の紹介 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER
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平成28年度診療実績
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皮膚科

山田    琢　医師

立花 宏太　応援医師

小橋 美那　応援医師

山本 洋美　応援医師

当科の診療方針
　当科では日本皮膚科学会専門医、日本アレルギー学会専門医の山田部長
と岡山大学からの応援医師３名の合計４名で外来診療を行っています。
　当科では、皮膚科全般の診療を行っています。
　地域の診療所の先生方から、診断が困難なケース、診断はついたものの
難治な症例、希少疾患例、重症な皮膚疾患、入院や手術が必要なケース、
など様々かつ多数の症例のご紹介をお受けしています。
　対象となる疾患は、アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎、慢性痒疹、蕁麻
疹、真菌症、帯状疱疹、蜂窩織炎、難治性皮膚潰瘍、尋常性乾癬、関節症
性乾癬、薬疹・中毒疹、自己免疫性水疱症、抗癌剤や分子標的薬の副作
用、皮膚外科症例など多岐にわたります。診断困難な皮膚疾患は皮膚生検
し、病理組織学的に診断しています。免疫不全患者の帯状疱疹、水疱性類
天疱瘡、尋常性天疱瘡、重症薬疹、蜂窩織炎などの皮膚感染症の入院加療
もしております。

地域の医療機関の先生方へ
　地域の医療機関の先生方には、日ごろより大変にお世話になっております。
今後も地域の医療機関の先生方からのご紹介を積極的に受け入れていてい
きたいと考えております。
　当院のFAX紹介予約制度を是非ご利用いただけましたら幸いです。今後と
もご指導ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

皮膚科部長　山田 琢

山田立花

小橋

山本

（昭和63年卒／細菌感染症 アトピー アレルギー疾患)

全手術数（うち入院手術数）
皮膚両性腫瘍摘出術
皮膚悪性腫瘍摘出術
入院数
病理組織検査
皮膚生検
紫外線照射数

60（9）
46
7
63
192
140
13

手術・検査・処置等名



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

7

当科の診療について

　アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬など、皮膚疾患には慢性に経過し、精神的なストレスなどで増悪する
疾患が少なくありません。患者さんにも自分の疾患と病態をしっかり理解していただきながら、長期にわ
たって治療に取り組むことがもっとも大切です。当科では十分な説明をして、病気を理解して貰うことを
常に心がけています。
　特にアトピー性皮膚炎、尋常性乾癬には力をいれています。アトピー性皮膚炎の治療原則はステロイ
ド外用剤と保湿剤による外用療法を基本として、抗アレルギー剤の内服療法を併用し、また症状に応じ
た外用指導、生活指導を行うようにしております。尋常性乾癬に対してはステロイド外用剤や活性型ビタ
ミンD3製剤の外用療法を主体に行い、これまでの治療では十分な効果が得られなかった症例など重
症例ではシクロスポリン・エトレチネート等の内服療法や生物学的製剤、紫外線療法も行っています。
　また、「皮膚は内臓のかがみ」という言葉があるほど、内臓の失調が皮膚の病変として現れてくること
があります。皮膚科は内科や他の科との連携を密にし、診療にあたっています。
　当院では、特にアレルギーの原因検索にも力を入れて行っております。日常よくみられる「接触皮膚炎」
や「湿疹皮膚炎」の原因の多くはアレルギー反応ないしは刺激反応によって引きおこされています。これら
の原因をしっかりと同定し、除去することが「完治」への近道です。接触アレルギーの症例では、パッチテ
ストなどを駆使し、原因の追求に努めています。また、現在増加しているアトピー性皮膚炎は、皮膚バリア
機能の破綻が原因の一つとして注目されていますが、スキンケアを重視した治療及び生活指導を行ってい
ます。アトピー性皮膚炎や乾癬、慢性じんま疹などはガイドラインに沿った治療を心がけています。
　皮膚科領域では高齢化に伴い皮膚悪性腫瘍が年々増加しています。当院は地域がん診療連携拠点病
院を掲げているため、皮膚科でも皮膚がん患者の受け入れを増やし地域のがん治療の中心的役割を果
たす必要があります。特に皮膚悪性腫瘍（皮膚癌）の早期発見・治療に力を入れています。できものが
突然できてきたり、大きくなってきた場合はお気軽にご相談ください。良性腫瘍では、メスを使わない
治療法（冷凍療法、外用療法）や、できるだけ小さな切開で済む手術法の選択を心がけています。外来
での手術は月曜午後に枠を設けてあり、母斑細胞母斑（ほくろ）、粉瘤をはじめとする皮膚腫瘍の切除
を行っています。

症例の紹介

　当科では前述の様に、尋常性乾癬、
膿疱性乾癬、乾癬性関節症に対する生
物学的製剤による治療を積極的に行っ
ています。当科は日本皮膚科学会の日
本皮膚科学会生物学的製剤検討委員
会における審査を経て理事会にて生物
学的製剤の使用の承認を得ています。
　現在、乾癬、乾癬性関節症に使用可
能な生物学的製剤は図1.の表の製剤
があります。最近では図の右側の抗IL
－17A関連の抗体が新しく開発され、
素早くて高い効果が期待されています。

図 1
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症例1
30代女性、数年前から尋常性乾癬
を発症し、様々な外用剤、内服薬で
治療を受けるもコントロールに満足
できず、当科を初診されました。図
2.治療開始前。図3.はインフリキ
シマブを2回投与しただけで著効し
た写真です。

症例3
40歳代の別の男性です。外用剤も
内服も満足するほど奏功せず、一旦
治療を自己中断されていました。ウ
ステキヌマブは落ち着いたら3か月
に1回の皮下注射のみで良い、非常
にコンプライアンスに優れた薬剤で
す。図7.の様に症状が落ち着き、
満足して治療を継続されています。

症例4
最近開発された抗IL17関連抗体
製剤のブロマダルマブの治療例で
す。局所注射薬ですが、僅か3回の
注射でPASI=0、つまり皮疹が消失
し、現在もほぼ同じ状態で良好にコ
ントロールされています。

図 8 図 9

図 6 図 7

図 2 図 3

症例2
40歳代男性、同じく図4.が治療開
始前です。PASI27.9と重症と言っ
て良い症状でしたが、インフリキシ
マブ投与2回で図5.の様に著効し
ました。

図 4 図 5

診療科の紹介
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医療チームの紹介

糖尿病療養支援チームZOOM UP

　病院の管轄は、厚生労働省の医療法・放射線障害予
防規程ですが一定量以上の放射線を扱う場合は、文部
科学省・原子力規制委員会の「放射線障害防止に関す
る法律」が適用されます。これにより放射線取扱主任
者を任命しなければなりません。原子力規制委員会は、
原子力発電所を含む放射線の規制、防災、安全、測定
等行なっています。病院では医師又は放射線取扱主任
者免許を持つ者が放射線安全委員会において任命され
ます。
　放射線安全委員会の一員ではなく委員会の監督者と
いう立場で職務します。
　放射線治療室が放射線障害防止に関する法律に従っ
ているのか放射線障害予防規程の作成、実施、教育、
測定、記録、事故など原因調査、立入検査の立会い、
関係者の助言・勧告・指示等を行います。

　当院では２名の診療放射線技師がこの免許を取得し
ており、平成１７年から医師に替わり診療放射線技師が
主任者に任命されました。医師業務の多忙化、医療以
外での放射線専門性の獲得などが求められ、他病院で
も放射線取扱主任者免許を持つ方が主任者になってい
ます。病院以外でも放射線テロ・原子力発電所の事故
が想定されますので測定、記録、指示等の対応が求め
られます。
　放射線治療室は、診療用放射線より強い放射線を使
用するため、医師、診療放射線技師、看護師、放射線
取扱主任者、物理士など多くの職種が関わり安全、正
確に施行されるよう職務を行なっています。

放射線技術部　放射線管理課長

塩崎 勝久

安全な放射線使用のために

第１種放射線取扱主任者について

　糖尿病の治療には、患者さんが主体となった正しい
生活習慣や治療の継続が必要です。
　しかし、患者さんの生活の多様化や様々な新しい糖尿
病治療薬の開発などもあり個々の患者さんに糖尿病に
関する病気や治療の知識を十分お伝えすることができ
ず、血糖管理が不十分になってしまうことがあります。
　このため当院の糖尿病療養支援チームでは、糖尿病
患者さんやご家族に対して糖尿病に関する最新の知識
や治療および自己管理法等を提供するため糖尿病教
室を開催しています。
　糖尿病教室は、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・
検査技師・理学療法士が、それぞれの担当部門に関し
て１回45分間、火曜日から金曜日まで2週間を1サイ
クルとしスライドや資料を用いて指導を行っています。
　入院患者さんはもちろん、外来患者さんやご家族の
どなたでも気軽に糖尿病教室に参加できるよう当院で
は特別な予約は行わず当日参加も受け付けています。

　私たちは糖尿病教室を通してこの地域のより多くの
糖尿病患者さんの健康維持に貢献したいと考えていま
す。よろしくお願いいたします。

糖尿病療養支援チーム

内科　第二消化器科部長　高木 慎二郎

ZOOM UP
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　2017年7月に緩和ケア認定看護師の免許を取得し、内科病棟で勤務しています。緩
和ケアとは、がんなどの重い病気を抱える患者さんや家族に対して、身体的な苦痛、精
神的な苦痛、社会的な苦痛など様々な苦痛の軽減に取り組み、療養や生活上の質の向上
を目指すアプローチです。私の役割は、患者さんや家族の苦痛を理解し、つらい気持ち
に寄り添い、何を大切にしているか意向に沿って対処方法や今後の過ごし方を共に考え、
できる限りの苦痛緩和を行えるように、他職種と協働して支援することです。現在、入院
患者さんや家族の看護実践を通して自己決定を尊重したケアに努めています。地域の方
に信頼されるよう日々研鑽を積み重ねていきますのでよろしくお願い致します。
　当院は、がん診療連携拠点病院であり、緩和ケアチーム、緩和ケア外来、相談支援セ

ンター、居宅介護支援事業所があります。入院中の患者さんや家族、地域の方、医療者などすべての方を対象に、
地域に根ざした相談や教育などの支援も行っています。ケアを通しての悩み事や看護スタッフの教育など、皆様
と連携を取りながら継続した看護に取り組んでいきたいと思いますので、お気軽に当院へお問い合わせください。

　救急看護は、突然の病気や怪我などで24時間365日、老若男女を問わずに必要とな
るため、すべての看護の始まりであり基盤であると考えています。近年の救急医療では、
急変を予測しながら回避する働きが求められており、当院も院内トリアージやRRS（院
内救急対応システム）を導入し、迅速に応急処置が施せるように配備されました。しかし、
多種多様を示す急性症状の中から、緊急性を見極め、急変を回避することは容易ではあ
りません。加えて緊急時は時間との勝負であり、短時間で救急医療チームを形成する必
要があります。手順に無いことが起きたとしても、それを乗り越えながら、最善の医療を
提供しなければなりません。そこで、救急看護認定看護師として、初期診療の一翼を担
う救命救急士・救急隊員を始め、医師やコメディカルと診療連携を図り、救急医療チー
ムの協働を大切にしたいと考えています。また、患者に一番長く接する看護師の『看る目』
と『看護力』を高めるため、救急看護に関する研修や技術指導を院内外で開催しています。災害急性期対応では、
訓練を積み重ね、被災者の精神的ケアを含めた看護援助や医療ニーズに対するケアも携わっています。まだまだ、
認定看護師としては働き始めたばかりですが、皆様に支えて頂きながら共に、安全で安心できる救急医療を目指
していきたいと思っております。

　2017年に皮膚・排泄ケア認定看護師の資格を取得し、現在は外科病棟に勤務してい
ます。皮膚・排泄ケア認定看護師は創傷・オストミー・失禁の看護分野において、熟練し
た看護技術と知識を用いて水準の高い看護実践ができる看護師で、英語表記は
Wound, Ostomy and Continence Nursingです。そのため、2007年に名称変更と
なる前のWOC認定看護師のほうをご存じの方もおられると思います。
　外科病棟では、年間800件(2016年)を超える手術を受ける患者さんが入院しており、
一日でも早く退院ができるよう病棟スタッフ一丸となってケアしています。近年は高齢化
に伴い、脆弱な皮膚の患者さんが増えています。少しでも早く創傷が治癒するように環境
を整えるケアや、ガーゼ・テープによる皮膚障害を防ぐスキンケアを病棟スタッフと共に

考え実践しています。また、ストーマ増設する患者さんも多くおられます。術前はストーマについてのオリエンテー
ションや、医師とストーマサイトマーキング、術後はストーマセルフケアの指導を行っています。
　WOC外来を2017年4月から毎週火曜日の午後に行っております。ストーマケアや瘻孔ケア、褥瘡ケアやスキ
ンケア等でお困りのことがあれば連絡していただければ幸いです。今後ともよろしくお願いします。

専門・認定看護師の紹介

認定看護師を取得しましたZOOM UP

緩和ケア認定看護師
嶋屋 智子

救急看護認定看護師
清水 智恵

皮膚・排泄ケア認定看護師
北原 邦彦



実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

  9/20   13：30～15：00 マインドセルフケア 自分のストレス度を知る/ストレス対処法 臨床心理士 レベルⅠ

10/18   13：30～15：00 基礎看護技術 医療安全② 医療安全管理者 レベルⅠ
11/17   13：10～14：30 フィジカル入門⑤ フィジカルアセスメント　活動・休息 － レベルⅠ
12/7・8 看護ケア研修 得意な技術を教える（半日コース） － レベルⅠ

レベル1

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
  9/12 NIDCAP － 助産師 レベルⅠ
11/14 事例検討 － 助産師 レベルⅠ

新人助産師研修

実施予定日時 テーマ 対象者

  8/21　 業務リーダーが押さえる！アセスメント2 集中ケア

  8/22 CTG判読 母性看護
9月未定日 看護師緩和ケア研修（ベーシック） 緩和ケア
10/11・16 緩和・化学療法看護（ivⅢ）共通コース がん看護
10月未定日 乳がんの検診について 乳がん看護
10/12 重症敗血症とその看護 集中ケア
11/20 循環器疾患の看護　中級編心電図の読み方と看護1 集中ケア
11/28 NCPRフォローアップ 新生児集中ケア
11/10・22 緩和・化学療法看護（ivⅢ）共通コース がん看護
11月未定日 ICT研修会インフルエンザ対策 感染管理
12/  5 がん化学療法看護（ivⅢ）研修 がん看護
12/18 業務リーダーが押さえる！アセスメント3 集中ケア

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
  8/30   13:30～15:00 看護と診療報酬 診療報酬制度/保険医療福祉の仕組と動向 看護部長 レベルⅡ
  9/14　13:00～15:00 後輩育成 後輩指導の振り返り/後輩の成長を促進する関わり 神戸常盤大学准教授 レベルⅡ
10/20　13:30～15:00 看護展開② 看護問題 看護係長 レベルⅡ
11/  9   13:30～14:30 看護と受容的態度 受容的態度でのコミュニケーションスキル 看護係長 レベルⅡ
11/24　13:30～14:30 看護研究Ⅱ 計画発表 看護係長 レベルⅡ
12/22 フォローアップ研修 H26年度入社対象者 看護係長 レベルⅡ

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
  8/18　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～ 看護師長 レベルⅢ
  9/  6   13：30～15：00 看護とコミュニケーション コーチング②事例検討 看護師長 レベルⅢ
10/  6   13：30～15：00 看護倫理III 医療倫理/看護倫理の概念/ジョンセンの４分割分析　 看護師長 レベルⅢ

 11/21   13：30～15：30 家族看護 家族看護発達理論/家族システム理論/ストレス対処理論 看護副部長 レベルⅢ

12/  1   13：30～15：00 看護ケア研修 自分の技を磨こう～看取り・エンゼルケア～ 看護師長 レベルⅢ
12/7・8　8：30～12：00　　
　　　　13：30～17：00 看護ケア研修 得意な技術を教える～看護技術シミュレーション～ 看護師長 レベルⅢ

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
   9/7    13：30～14：30 「医療安全」～転倒転落を防ごう～ 転倒転落予防 医療安全管理者 レベルⅢ
 10/4    13：30～14：30 助手研修 新採用者対象 － レベルⅡ
 11/2　 13：30～14：30 業務改善をしよう② 中間報告 － レベルⅡ

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者
12/21 看護の質を上げるための思考レッスン － － －

レベル2

レベル3

助手研修

全体研修

専門認定看護師
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研修開催情報

平成29年度　姫路赤十字病院　研修開催予定一覧
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研修開催情報

平成29年度　姫路赤十字病院　研修開催予定一覧

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/18　13：30～15：00
11/16　13：10～14：30
12/7・8
  1/26　13：00～15：30

基礎看護技術
フィジカル入門⑤
看護ケア研修
心に残った看護場面

医療安全②
フィジカルアセスメント　活動・休息
得意な技術を教える（半日コース）
「ねぇ、みんな聞いて！」自己目標や今後の課題

医療安全管理者
教育担当看護師
教育担当看護師
教育担当看護師

レベルⅠ
レベルⅠ
レベルⅠ
レベルⅠ

レベル1

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
10/20　13:30～15:00
10/31　13：30～14：30
11/  9　13:30～14:30
11/24　14:30～16:00
  1/12　13:30～15:30

看護展開②
キャリア開発支援Ⅱ
看護と受容的態度
看護研究Ⅱ
看護展開③

看護問題
戦略的キャリアデザインの理解
受容的態度でのコミュニケーションスキル
計画発表
事例検討 ～受け持ち患者の看護過程を理論をもとに振り返る～

看護係長
看護副部長
看護係長

看護係長

レベルⅡ
レベルⅡ
レベルⅡ
レベルⅡ
レベルⅡ

レベル2

日時 研修内容 講師
10/11・16
11/10・22
12/  5
11/未定
10/12
11/20
12/18
  1/15
11/28
  1/23
10/18、24
12/  6

緩和・化学療法看護（ivⅢ）共通コース 
緩和・化学療法看護（ivⅢ）共通コース 
がん化学療法看護（ivⅢ）研修 
乳がんの検診について 
重症敗血症とその看護 
循環器疾患の看護　中級編心電図の読み方と看護1 
業務リーダーが押さえる！アセスメント3 
循環器疾患の看護　中級編心電図の読み方と看護2 
NCPRフォローアップ 
NCPRフォローアップ 
ICT研修会　手指衛生について 
ICT研修会　災害時の感染対策 

がん看護
がん看護
がん看護
乳がん看護
集中ケア
集中ケア
集中ケア
集中ケア

新生児集中ケア
新生児集中ケア
感染管理
感染管理

▶専門認定看護師

日時 研修名 テーマ・主な内容 講師
10/  3　13：30～14：30
11/  2　13：30～14：30
  1/11　13：30～14：30

助手研修
業務改善をしよう②
守秘義務・個人情報と倫理について

新採用者対象
中間報告
個人情報保護法と守秘義務/倫理・ハラスメント防止規定

看護師長
教育担当看護師
看護副部長

　

▶助手研修

日時 研修名 テーマ・主な内容
12/21
  1/24　17：30～18：30

看護の質を上げるための思考レッスン
学会発表・報告会

リフレクションについて

▶全体研修

開催日 研修名 講師
10/21　14：00～17：00
開催日未定

認知症看護の基本
感染管理

姫路聖マリア病院　認知症看護認定看護師　伊藤大輔
姫路赤十字病院　感染管理認定看護師　八瀬和佳恵／長久剛

地域医療従事者スキルアップ研修会開催  ―地域連携編―
▶地域医療連携研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
11/  ７　13:30～14:30
11/21　13：30～15：30
12/  1　13：30～15：00
12/7・8　8:30～12:00
           13:30～17:00
  1/19　13:00～16:30

キャリア開発支援Ⅲ
家族看護
看護ケア研修

看護ケア研修　
実地指導者研修①

キャリアアンカーの定義、タイプ／キャリア発達／戦略的にキャリアを考える
家族看護発達理論/家族システム理論/ストレス対処理論
自分の技を磨こう～看取り・エンゼルケア～

得意な技術を教える～看護技術シミュレーション～　
実地指導者の役割の実践

看護副部長
看護副部長
看護師長

看護師長　
看護師長

レベルⅢ
レベルⅢ
レベルⅢ

レベルⅢ　
レベルⅢ

レベル3

地域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　地域医療連携課 TEL 079-299-5514／FAX 079-299-5519

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

▶看護師研修
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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

●  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？ 】

NEWS

採用・退職

採用医師・退職医師のご案内
【採用医師】 【退職医師】

医師（麻酔科）

森本 明浩
(もりもと あきひろ）
平成29年9月1日付

ペインクリニック副部長

上川 竜生
(かみかわ りゅうせい）
平成２９年７月３１日付

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER

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）


