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姫路赤十字病院だより

熊本地震救護報告
診療科の紹介　乳腺外科・呼吸器外科
地域医療連携交流会報告
「院内 ICLSコース」開催について
病院フェスタを開催しました
循環器内科外来診察室が移動しました
研修会開催予定一覧
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
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熊本地震救護報告熊本地震救護報告
平成28年熊本地震救護活動について

熊本地震救護派遣について～DMAT～

　平成28年4月16日未明、2回目の震度7の地震が熊本地方を襲い、DMAT出動要請の連絡が入りました。当院から

は急遽、DMAT隊（医師1名、看護師2名、主事2名）が、熊本に向かって出発しました。16日の夜にDMAT参集拠点の

熊本赤十字病院に到着し、17～19日に宇土市と熊本市北区で避難所を巡回し情報収集を行いました。その後約1ヶ

月にわたり、日赤兵庫県支部派遣救護班として当院から計6班の救護班が、避難所となっていた益城町ホテルエミ

ナース、南阿蘇中学校体育館などで救護活動を行いました。今回の救護活動に参加したのは、医師7名、看護師19

名、こころのケア要員6名、薬剤師5名、臨床工学士2名、放射線技師2名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、臨床心

理士1名、事務5名の計50名でした。また、病院支援として熊本赤十字病院に当院から

22名の看護師が派遣されました。今回の震災の特徴は震度7の大地震が連続して起こ

り、その後も震度3～4の余震が毎日のように続いたということです。先の見えない不安

と長引く避難所生活のストレスから来る体調不良、エコノミークラス症候群、感染症な

どの対策が主な活動でした。

　当院は災害拠点病院として、大規模災害発生時、被災地の救護活動に全力で取り組

んでいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（救急部長　八井田　豊）

　4月16日熊本地方を震央とする最大震度7（Ｍ7.3）の地震発生後に、当院からDMAT（災害派遣医療チーム）1チームが派遣されまし

た。現地で我々に与えられたミッションは、宇土地区のサーベイとアセスメントでした。医療機関や避難所の被害状況や医療ニーズの

情報収集・管理を行っているEMIS（広域災害救急医療情報システム）は、急性期には情報が少ないため短期的な評価が重要になりま

す。担当する地区は各医療圏によって分けられており、土地勘や基礎情報のない我々は市役所や医師会の協力を得て一日かけて巡回

しました。幸いこちらの地区は緊急的な医療支援の必要はなく継続的なアセスメントを行うこととなりましたが、他地区では指定避難

所以外の独自で運営されていた避難所が支援を求めているケースがあり災害急性期に多くのDMATチームが即座に参集し各地域の

アセスメントを地道に行うことの重要性を実感しました。

　今回派遣されたDMATメンバーは医師1名、看護師長2名、業務調整員2名の計5名で、私は業務調整員として参加しました。業務調

整員は、移動や関係機関との連絡、現地での食事や宿泊場所の確保などの医療行為以外のすべてを管理します。日常とは全く違う業

務であり、災害時の混乱の中で安全を確保しつつ活動することの難しさを痛感しましたが、無事に任務を終えられたことに安堵してい

ます。最後に、熊本・大分の一日も早い復興をお祈りしています。

（放射線技術部　技術第二係長　辻井　貴雄）

熊本地震救護派遣について～病院支援～

　私は「救護活動を続けている熊本赤十字病院の職員を診療面で支援し、日本赤十字社の使命を果たす」目的で、全国の赤十字病院

の医師と看護師計41名で6日間の病院支援に参加しました。当院からは第一班として2名の看護師が参加しました。派遣中も余震は頻

繁にあり、水や食料等の制限のなか療養生活を送られていました。また病院スタッフ自身も被災者であり、自宅倒壊や避難所・車中泊

の状況で勤務していました。

　「胸痛で受診した際に、迅速な対応で治療が開始された。対応が遅かったら私の命は助かっていなかった」という避難所生活中にエ

コノミークラス症候群を発症した患者さんの言葉が印象的でした。

　また、病院スタッフからは「災害が少ない地域だが、日頃の訓練が役に立った」と聞きました。地震発生直後、診療体制を災害モード

に切り替え、迅速なトリアージのもと、各自が役割を遂行した結果、混乱の中でも適切な医療が行われたのだと感じました。

　今回の派遣を通して、同じ目的のもと、全国から瞬時に人が集まり活動し続ける赤十字に所属している事に改めて責任感や喜びを

感じました。

（GCU　看護係長　家村　香織）

熊本地震救護派遣について～こころのケア～

　5月15日～21日の7日間、支援者支援班の一員として熊本に行きました。主な活動は、益城町役場と熊本日赤、支部、健康管理セン

ターの職員の方々への支援でした。

　熊本日赤では「こころのケア日赤熊本2016」という院内のケア組織が機能しており、私達はリラクゼーションのミニ講習会を最後に

撤収となりました。役場の方々は、十分な休みも取れない中、心身共に疲労と緊張感が高まった状態で日々業務をされているようでし

た。リラックスルームは、支援者が自身の体験を話したり、ほっとリラックスできる場を提供することを目的に開かれていました。ハンド

マッサージを始めるとすぐ眠られる方もおられ、目覚めると「すっきりした」と言って仕事に戻られたり、「話せて良かった」との声もあり

ました。管理センターでは、「自分たちもハンドマッサージを学び、使いたい」という声

があり、ミニ講習会を開きました。ハンドマッサージ体験を通し、参加者の表情が次第

に和らいでいったことが印象的でした。

　支援者の方々も被災者であり、地域を支える役割を担う責任を抱えながら懸命に頑

張られるお姿にこちらが勇気を頂きました。

　まだ余震が続き、先行きの見えない不安定な状態が続きますが、被災者の方々が一

日でも早く落ち着かれる日が来ることを願っています。

（臨床心理士　古好　佳代）

　私は5月1日から5月5日まで兵庫県支部第7班として、南阿蘇村の救護に派遣さ

れました。南阿蘇での活動はｄ-ERU内と体育館の診療所での診療介助、体育館内

のラウンド、そして、近隣の避難所へ巡回診療を行いました。被災者の方同士協力

して生活されていて、アットホームな避難所でした。活動内容は診療の介助やエコ

ノミー症候群の予防の為の指導などです。また、余震も毎日何度もあるため、地震

による恐怖やこれからの生活に対する不安があり、高血圧など体調に影響が出て

いる方も多くおられました。どうしたら自分は少しでも力になれるのかを考え、思

いを傾聴し被災者さんに寄り添った関わりを心がけました。3日間の活動という短

い期間でしたが、被災者の方から「来てもらってとても安心する」という言葉を頂き、私が反対に元気を貰いました。この経験を今後の

病院業務においても活かしていきたいと思います。

　一日も早い熊本県の復興を心から願っています。

（８階東病棟　看護係長　小嶋　奈津子）

熊本地震救護派遣について～南阿蘇村～
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　乳がんは現在12-14人に一人が罹患するとされ、女性のがんの中では最も

頻度の高い疾患となっています。全体の８割近くが治癒する比較的治りやすい

疾患ではありますが、残念なことに、30代、そして40代の女性が亡くなる原因

のトップとなっています。それだけに社会の関心も高く、診療ガイドライン、さ

らに患者さんに向けたガイドラインも他臓器癌に先駆けて乳癌で整備されまし

た。かつては一般外科の一手術であった乳癌ですが、こうした背景から非常に

高い専門性が求められるようになり、例えば検診に用いられるマンモグラフィー

一つを上げてみても、読影資格に合否だけでなく、ランク付けがなされるなど、

高度な知識と経験が求められるようになりました。

　乳癌手術も、温存切除はもちろん、術前化学治療と連動した縮小手術、逆に

再建を前提とした拡大手術、さらにセンチネルリンパ節生検など、技術面でも

選択肢が大きな広がりを見せており、すでに一般外科の範疇で扱えるものでは

なくなっています。化学治療も分子標的薬剤の登場、さらにG-CSFの使用を前

提としたDose-dense 投与など、以前からは想像できないような高度かつ危険

な化学治療を安全に施行することが求められるようになりました。

　われわれ乳腺外科はこうした乳癌診療を取り巻く環境に対応し、地域第一線

の臨床施設としての役割を今後も果たしてまいります。当院のがん治療の実績

は、診療症例数、温存率、そして乳房再建症例数など、すべて病院のホームペー

ジ上に公開しています。また５年無再発生存率の成績を公開し、他施設と比較

検討していただくことを可能にしました。自分たちの現在できること、そして過

去にしてきたことを皆さんに評価していただき、それを向上させるべく不断の

努力を重ねることを約束しています。

当科の診療方針当科の診療方針

渡辺　直樹　乳腺外科部長
（平成元年卒／乳腺外科）

湯淺　壮司　乳腺外科副部長
（平成13年卒／乳腺疾患）

橋本　陽子　医師
（平成25年卒／乳腺疾患）

渡辺　直樹　乳腺外科部長
（平成元年卒／乳腺外科）

湯淺　壮司　乳腺外科副部長
（平成13年卒／乳腺疾患）

橋本　陽子　医師
（平成25年卒／乳腺疾患）

乳腺外科

診療科の紹介
当院でおこなわれている乳房再建

　上記のような医療情勢を踏まえ、特定の施設への乳癌症例の集中が加速し

ています。当院乳腺外科は日本乳癌学会専門医1名、さらに認定医1名のスタッ

フに研修医を加えて3名で対応しておりますが、昨年の症例数は年間で340例

を超え、さらに本年はそれを上回る勢いで新規患者さんが毎日のように来院さ

れている状況です。地域の先生方のご協力なしには成り立たない状況が今後

も続くと思われます。ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、どうかよ

ろしくお願い申し上げます。

地域の医療機関の先生へ地域の医療機関の先生へ

（乳腺外科部長　渡辺　直樹）

　2014年、当院の乳腺外科では290症例の手術が施行され（形成外科による再建術症例を除く）、そ

のうち99例が全摘手術を受けられました（34%、つまり温存率は66%）。そして99例中49例が再建手術

を受けられています（49.5%）。さらにその49例中39例は一期一次再建としました。

　全摘術に同時に再建を加える場合、悪性疾患を完全に切除する通常の手術を完全に施行した後、

さらに再建手術を加えることになります。大きなシリコンバックを体内に留置することになるため、

感染や、異物反応、さらに皮弁の血流不全からの壊死など、技術的に解決しなければならない問題

も多岐にわたり、高度な知識と経験が求められます。

　こうした合併症を含め、患者さんには決して良い面だけではなく、悪い面もしっかり説明していく

ことが歴史の浅い再建手術のインフォームドコンセント（説明と同意）には必要不可欠です。我々

の施設ではむしろ積極的に勧めない、の姿勢で説明に臨んでいます。

　そうした姿勢で臨んだとしても全摘を受けられる患者さんで、しかも閉経前の若い女性は再建を

強く望む傾向があります。乳房を保つことを強く希望し、当然のように高い完成度を求められます。

全摘しか選択肢がない女性にとって、乳房を失うことは苦痛以外何物でもなく、それが保険診療で

再建してもらえる現状では逆に再建をしない理由がありません。なにより再建術は原則として癌の治

療成績には影響しません。さらに人工物による再建は “ 可逆的 ” であり、つまり再建術を中止し、

通常の全摘術後と同じ状況にすることも可能です。

　

　この方は再建術を受けられた症例で、右側の乳腺を乳頭温存皮下乳房全摘（NSMといいます）し、

Cohesive と呼ばれるシリコンで再建しました。健康な左側には対称性を保つための手術操作を一

切加えていません。治療に必要な十分な切除

を施行しながら、元通りに再建することは矛

盾する目標ですが、現在はそれを乳癌手術と

同時に達成できます。

　乳癌の手術と同時に再建する、これを “ 一

次 ” 再建と呼びます。そして 1 回の手術で再

建を完成させる、これを “ 一期 ” 再建と呼び

ます。一期一次再建は当然患者さんにとって

最も負担の軽い再建方法になりますが、技術

的にも大変難しく、未解決の問題も多く抱えて

います。ただ切除すぐに再建するため、もと

もとの乳房の形をほとんど壊すことがありませ

ん。患者さんは麻酔から覚め、初めて自分の

胸を見て、安心されます。乳房を失う喪失体

験をしないで済むのです。

　我々は今後もこの方法の精度、安全性を高

め、すべての患者さんが乳房を失わなくて済

む理想の乳癌手術を追求していきます。

長谷川平松

藤原

水原
望月

【スタッフ紹介】

橋本渡辺湯淺



姫路赤十字病院だより

6 7

◀胸部CTでは左肺は虚脱し、
　肺尖部に2ｃｍ大の気胸の原因のブラを認める。

◀胸腔鏡下に自動縫合器を用いて
　ブラ切除を行っている。

ブラ

胸腔鏡手術の略図▶

カメラ

　呼吸器内科医、呼吸器外科医、放射線診断医、放射線治療医からなる呼吸
器カンファレンスで多角的に検討し、最新の知見に基づいて治療法を決めてい

ます。

　治療ガイドラインで推奨される治療法を基本にしていますが、年齢、体力な

ど患者さんの因子、患者さんを取り巻く因子、患者さんの希望等を考慮して、

それぞれの患者さんにとって最良の治療法を選ぶようにしています。

　また胸腔鏡（カメラ）の手術を積極的に行い、病気の根治性も考えながら、

患者さんに優しい手術を心がけています。

当科の診療方針当科の診療方針

澤田　茂樹　呼吸器外科部長
（平成2年卒／呼吸器外科、鏡視下手術）

水谷　尚雄　呼吸器外科副部長
（平成3年卒／呼吸器外科（肺癌、気胸））

澤田　茂樹　呼吸器外科部長
（平成2年卒／呼吸器外科、鏡視下手術）

水谷　尚雄　呼吸器外科副部長
（平成3年卒／呼吸器外科（肺癌、気胸））

呼吸器外科

診療科の紹介
16才、男性の左自然気胸に対する胸腔鏡下ブラ切除術

　肺がんは高齢者の病気であり、肺がん以外にも高血圧、糖尿病、狭心症など
他疾患を持っている患者さんが多くいます。術中の麻酔は特殊な技術を必要と
し肺がんの手術は通常の手術より危険を伴い、肺がんの手術は外科の能力だ
けではなく病院の総合力が大きくものを言う分野です。当院は総合病院であり、
麻酔科、循環器内科その他の科のサポート体制は完璧であり、この長所を生か
し手術を行っていきたいと考えます。
　地域の肺がん治療に貢献できたらと考えています。また肺がん術後地域連
携パス等でお世話になることも多いと思います。ご指導、ご協力のほどよろしく
お願い申し上げます。　　　　　　　　　　　

（呼吸器外科部長　澤田　茂樹）

地域の医療機関の先生へ地域の医療機関の先生へ

　2016年4月より呼吸器外科が開設いたしました。呼吸器外科は、
1. 悪性疾患
　(ア) 肺がん
　(イ) 転移性肺腫瘍
　(ウ) 縦隔腫瘍
　(エ) 胸壁腫瘍（悪性胸膜中皮腫を含め）
2. 良性疾患
　(ア) 気胸
　(イ) 膿胸
などの手術を受け持っています。現在呼吸器外科専門医の2名を中心にこれら
の手術を行っています。

診療内容診療内容

【スタッフ紹介】

水谷澤田



　当院は7月16日に、ホテル日航姫路において地域医療連携交流会を開催いたしました。
　おかげさまで115施設より221名の参加をいただき、院内より109名の職員が参加し盛
会に終えることが出来ました。普段大変お世話になっている皆様のお顔を拝見し、お礼
の気持ちを伝えることが出来るこの会を、院長はじめ、職員一同大切に楽しみにしてお
りました。
　第一部の講演会は、東京大学地震研究所　巨大地震津波災害予測研究センターより長
尾大道准教授をお招きし「地震研究を支える数理科学」と言うタイトルでご講演をいた
だきました。熊本地震では、当院からもDMAT、救護班として活動しておりとても興味深
いお話でした。
　姫路市医師会からは、6月に就任されました山本一郎会長にご挨拶を賜り、会に華を添
えていただきました。
　第二部の交流会では、まず、院長より地域包括ケアシステムにおける当院の役割を述
べ、そしてこの地域は「We Shall Change」「We Must Change」と連携の大切さを力強く訴
えました。
　私は、大勢の方のお顔を拝見し、感謝の気持ちでいっぱいでした。地
域の皆様なくして地域医療支援病院の役割は担えません、是非とも当
室をご利用ください。
　来年は、7月29日の開催を予定しております。今回参加していただい
た皆様は勿論でございますが、はじめての方も、是非、お誘い合わせの
上、多数ご参加くださいますよう切にお願い申し上げます。

（地域医療連携課　課長 　前田　智成）

　平成28年6月7日・７月１日、救命率向上部会の主催で「院内ICLSコース」が開催され
ました。「ICLS」とは「Immediate Cardiac Life Support」の略で、「突然の心停止に対す
る最初の10 分間の対応と適切なチーム蘇生」を習得することを目標としています。
　今回の受講生は看護師と１年目の臨床研修医で、インストラクターは救急医学会認
定コースやワークショップに参加している院内のICLSコアメンバーが集まりました。コー
スはガイドライン2015に準拠し、BLS（１次救命処置）では、１分間に100～120回、深さ
5～6 cmの胸骨圧迫を徹底しました。エアウェイ、モニターブースに引き続き、シナリオ
ブースでは、病棟や救急外来の蘇生現場を想定したシナリオに、受講生は真剣に取り
組んでいました。
　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」（救急医学会認定コース）、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 「院内ICLSコース」開催について

NEWS 第13回地域医療連携交流会を開催いたしました

　平成28年5月30日（月）より、循環器内科外来診察室が移動いたしました。（Bブロック→Iブロック（元リハビリテーション科　作業療
法室））
　また、それに伴い診察室の名称が下記のとおり変更しましたのでお知らせいたします。

NEWS 循環器内科外来診察室が移動しました

姫路赤十字病院だより

NEWS 病院フェスタを開催しました

　５月16日、恒例となりました第８回病院フェスタを開催しました。今
年は晴天に恵まれ、約2,000人が来場されました。
　事前に募集・抽選した小学1～３年生までの子どもたち4名に「一日
院長・看護部長」として開会宣言をお願いしていますが、彼らには開会
宣言のあと院長室や病棟、ヘリポートなどを視察してもらっています。一
日院長の１人、石井 仁くん(小学２年生)の将来の夢は「手術のできるお
医者さん」。救急外来の視察では熱心に機器類を見たり、医師に話を聞
いたりしていました。医療の図鑑などをよく読んでいるそうで、将来が楽
しみです。
　催しの方では、今年も人気のコーナーでは1時間待ちの行列ができる
など大盛況でした。手術室では、今年は「4つのミッション」と題して手術
の様子や器具を紹介しました。手術で使われる様々な鑷子類で豆をつ
かんでもらったり、鉗子や縫合針を見ていただいたり、内視鏡の鉗子や
電気メスのデモ体験、骨切削ドリルで骨の模型を削る様子をみていた
だきました。
　6月初めのトライやるウィークで４校計16名の中学生がやってきまし
たが、殆どの生徒たちが「毎年病院フェスタを楽しみにしています」と
言ってくれました。むかしは「看護師さんになりたい」という女子生徒の
参加者が多かったのですが、最近は男女問わず「医師になりたい」「技
師になりたい」と、病院の様々な職種を将来の夢に持っている生徒が増
えています。フェスタが子どもたちの医療への興味、夢へのきっかけの
ひとつとなっていれば嬉しいです。

（総務課　主事　町田 　陽子）

5/30以前

5/30～

リハビリテーション科
作業療法室

【Ｉブロック】

循環器内科
診察室①②

【Ｂブロック】

内科
診察室⑥⑦

【Ｂブロック】

循環器内科
診察室①②

【Ｉブロック】

内科
診察室⑥⑦

【Ｂブロック】

内科
診察室⑧⑩

【Ｂブロック】 内科

循環器内科
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NEWS 平成28年度  姫路赤十字病院  研修会開催予定一覧

▲

看護師研修

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

  9月  9日（金） 13:30～15:00 コーチング② ・後輩育成とコーチングスキル（事例） 教育担当師長他 レベルⅢ

10月  7日（金） 13:30～15:00 看護倫理Ⅲ ・医療倫理・看護倫理について
・ジョンセンの４分割分析について 教育担当師長・係長他 レべルⅢ

11月11日(金) 13:30～15:30 家族看護
・家族看護発達理論
・家族システム理論
・家族看護における看護者の役割　など

医療社会事業副部長 レべルⅢ

12月5日(月) 
12月6日(火)  8:30～12:00, 13:00～17:00
12月7日(水)

得意な技術を教えよう 新人看護師への指導 教育担当師長・係長他  レべル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

  8月19日(金)13:30～14:30 看護と診療報酬
・保健医療・福祉の仕組み
・医療経済の仕組み
・看護ケアと診療報酬等との関連

看護部長 レベルⅡ

  9月16日(金)13:00～15:00 後輩育成 ・後輩育成
・リフレクション 外部講師 レベルⅡ

10月21日(金)13:30～15:00 看護問題 ・患者問題のアセスメント
・問題に対する計画・立案 看護師長 レベルⅡ

11月22日(火)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

レベルⅡ研修

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

  9月2日(月)13:30～14:30 助手研修 ・看護助手業務について 教育担当師長・看護係長 看護助手

11月2日(水)13:30～14:30 業務改善② ・看護助手業務について 教育担当師長・看護係長 看護助手

助手研修

実施予定日時 テーマ 主な内容 講師 対象者

9月8日（木） 中播磨がん看護事例検討会 ・がん看護について 緩和ケア認定看護師 全体

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

  8月26日（金）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

  9月12日（月）13:30～14:30 マインドセルフケア ・ストレスマネジメント 臨床心理士 レベルⅠ

10月24日(月) 13:30～15:00 医療安全② ・「医療事故防止マニュアル」に基づいた基礎知識
・新人看護師が起こしやすい事故の傾向について

教育担当師長・
係長他 レベルⅠ

11月18日(金) 13:30～14:30 フィジカル入門⑤
活動・休息

・看護におけるフィジカルアセスメントの重要性
・活動・休息が人体にもたらす影響

教育担当師長・
係長他 レベルⅠ

12月5日（月）
12月6日（火）  8:30～12:00, 13:30～17:00 
12月7日（水）

看護技術シミュレーション 多重課題・時間切迫状況場面における基本的看
護技術

教育担当師長・
係長他 レベルⅠ

レベルⅠ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

▲

医療従事者スキルアップ研修会

▲

専門・認定看護師による研修のお知らせ（前期）

研修名 開催場所 対象者 定員 開催日程 締め切り 案内・問合せ
第32回地域連携カンファレンス
（循環器内科・心臓血管外科） 多目的ホール 医師、

看護師等医療関係者 なし 9月開催予定 地域医療連携室

第33回地域連携カンファレンス
（耳鼻咽喉科・内科） 多目的ホール 医師、 

看護師等医療関係者 なし 12月開催予定 地域医療連携室

看護師緩和ケア研修会
（ベーシックコース） 多目的ホール 看護師 20名程度

10月 5日（水）
　　12日（水）
11月 2日（水）

9月13日 総合相談支援課

看護師緩和ケア研修会
（アドバンスコース） 多目的ホール

看護師
※ベーシックコース
を受講された方

ベーシックコース受
講者の中から希望さ

れる方

1月25日（水）
2月  8日（水）
2月22日（水）
(平成29年)

総合相談支援課

分野 日時 内容

がん 10月17日(月) 17:30～18:30 抗がん剤曝露対策

皮膚･排泄ケア

10月5日(水)
12月7日(水) ノーリフト研修会

10月31日(月) 17:00～19:00

ストーマケア
ベーシックコース

排泄のメカニズム

11月  4日(金) 17:00～19:00 ストーマケア1（術前）

11月  7日(月) 17:00～19:00 ストーケア2（術後・装具選択）

11月11日(金) 17:00～19:00 演習１　ストーマサイトマーキング

11月14日(月) 17:00～19:00 演習２　装具交換

11月18日(金) 17:00～19:00

 ストーマケア
アドバンスコース

ストーマケア3（合併症）

11月21日(月) 17:00～19:00 ストーマケア4（小児ストーマ）

11月25日(金) 17:00～19:00 ストーマケア5（社会保障、退院指導）

集中ケア 10月13日(木) 17:10～18:30 重症敗血症性とその看護

新生児集中ケア 10月11日(火) 新生児搬送

がん化学療法看護 10月17日(月) 17:30～18:30 抗がん剤曝露対策

がんの早期発見に関する研修会、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

問い合わせ先

採用・退職
【退職医師】

平成28年6月18日付　退職

平成28年6月30日付　退職

修練医（第一小児科部） 梶原 佑子 医師（麻酔科部） 

医師（耳鼻咽喉科部）

吉岡 清行

清水 藍子
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