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さらなる連携で患者さまに安心を

　当院は2015年8月に呼吸器内科、2016年4月に呼
吸器外科を開設し、連携して肺がんをはじめとする呼
吸器診療を行ってきました。このたび呼吸器疾患症例
が豊富な宇部医療センターから完全鏡視下胸腔鏡手術
や気管ステント治療等の多数の経験を持つ田尾裕之
（岡大平成9年卒）が呼吸器外科に加わり、呼吸器内
科・外科が枠組みを超えて正式に“呼吸器センター”と
して活動を開始しました。
　センターの運用には今後も改善を加えながら、地域
の皆様の健康に貢献できるようにチーム一丸で精進し
ます。

呼吸器センター長　水谷尚雄

呼吸器センターでこう変わる
①外来診療
「この症例は内科？外科？」とお悩みの際は、呼吸器セ
ンター宛にご紹介いただければ、一括して症例に応じ
た適切な対応を行います。
②入院診療　
肺がん、気胸、膿胸などは、チームとして情報を共有
し、患者さんの日々の変化につなぎ目無く対応します。
③トピックス「肺がん診療」　
ゲノム医療の進歩で、患者さんの経過中に薬剤選択の
ための再生検の必要性が高まっています。再生検は難
しい症例も多いですが、当センターは超音波（EBUS）
気管支鏡生検、局所麻酔下胸腔鏡、縦隔鏡などの検
査手技のオプションを有しています。またがんによる気
道狭窄には、ステント治療も行えます。
④トピックス「自然気胸診療」　
年齢や肺の状態によって、内科的に気管支鏡による
EWS気管支充填術を、外科的に痛みが少ない同一肋
間2孔式胸腔鏡手術を開発し実施しています。

NEWS 呼吸器センター 活動開始

　昨年より工事中であった診療棟が完成し、内視鏡セ
ンターは2018年2月19日より稼働を開始しています。
呼称も移転前は「内視鏡室」でしたが、移転後は「内
視鏡センター」と変わりました。
　近年、先生方のご紹介のおかげをもちまして、内視鏡
件数が増加してきていました。
　以前は検査および治療が1日30件を越えると多いと感
じていましたが、最近では40件を越えることが多
くなってきました。40件を越えると内視鏡室が検
査待ちの患者さんとご家族で一杯になり、皆様方
に窮屈な思いをしていただいていました。
　内視鏡センターは患者さんの待合室を広くとっ
ており、ゆとりを持って検査を受けていただけるよ
うになりました。検査室も3部屋から4部屋へ、透
視室が1部屋から2部屋へ計2部屋増えました。部
屋が増えることで検査の回転が良くなっています。
　また4月から内視鏡医が1名増えましたので、
さらに消化器内視鏡のキャパシティーが増えます。

　先生方におかれましては今後も多数の消化器疾患の患
者さんのご紹介をしてくださるようにお願い申し上げます。
　消化器科の医師は初診、再診を問わず毎日１～２名出
ていますので、ご紹介の際には地域連携室へFAX紹介
をご利用してくださるようにお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　
内視鏡センター長　森下博文

NEWS

ゆとりをもって検査を受けていただけます

内視鏡センター オープン
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　がんは、21世紀の進んだ医療をもってしてもなお死
因のトップを占める疾患で、その原因は遺伝子の変異
であるとされています。
　2016年11月にNHKスペシャルで取り上げられた
『プレシジョン・メディシン』は、がんに罹患している患
者・家族にとって大きな関心事として受け止められまし
た。遺伝子解析技術の格段の進歩により、がん組織検
体を用いたゲノム解析による、がん遺伝子異常に基づく
治療法選択が可能になり、疾患・臓器別に行なってい
るがん治療を、遺伝子ごとに選択する時代に変わりつ
つあることを示しています。
　厚生労働省は3月27日、がんゲノム医療が受けられる
全国がんゲノム医療連携病院100カ所を公表しました。
当院もその一つで、加古川以西で唯一の医療機関となり
ます。今後、がんゲノム医療中核病院である岡山大学病
院と連携を取り、がんゲノム医療を行うことになります。
　生殖細胞系列の遺伝子変異が原因で起こる疾患とし
て、遺伝性乳がん卵巣がん（Hereditary Breast and 

Ovarian Cancer, HBOC）症候群が有名です。米国
人女優のアンジェリーナ・ジョリーさん（39）が、予防
的卵巣・卵管切除、両側乳房切除・再建を行なったこと
が大きく報じられました。それ以外にも神経変性疾患、
家族性腫瘍、不整脈、結合織疾患など様々な疾患で遺
伝子変異の関与が指摘され研究が進んでいます。将来
特定の疾患に罹患する可能性を、高い確率で予測する
ことが可能となってきました。
　ゲノムカウンセリング室では遺伝子情報を元にしたが
ん治療、遺伝カウンセリングを取り扱う予定です。準備
を進めているところですので、稼働にはもう少し時間を
頂きたいと思います。運用可能となりましたら改めて案内
させて頂きます。この地域のゲノム医療の礎となるよう取
り組んで参りますので、よろしくお願い申し上げます。

ゲノムカウンセリング室長　甲斐恭平

NEWS

地域のゲノム医療の礎に

ゲノムカウンセリング室開設

　2月17日、姫路キヤッスルグランヴィリオホテルにおい
て、元読売テレビアナウンサーで現在は一般社団法人清
水健基金の代表理事をされております、清水健さんをお
招きして中播磨地域がん診療連携拠点病院主催の市民
向け講演会を開催しました。この講演会は著名人を招聘
して自らのがんに関する体験談を語っていただき、積極
的ながん検診の受診やがんに向き合うための心構え等
を、お話していただいており、毎年、多くの方が参加され
ています。
　講演会では妻の奈緒さんが妊娠中に乳がんのトリプル
ネガティブと診断され、「3人で生きる」ことを選択され後、
更に様々な辛い選択を迫られ、葛藤しながら闘い抜かれ
たお話を、素直に、精一杯の「想い」で伝えていただきま
した。会場全体に清水さんの熱意が伝わり、温かい雰囲
気に包まれ、参加者の中には感動して涙を流されている
方も多くいらっしゃいました。アンケート結果においても「前
向きに生きていきたい」「家族をもっと大切にしたい」「勇
気をもらった」等の前向きに意見が多く寄せられ、有意義

な時間を過ごされたようで主催側としましても嬉しく思っ
ています。
　今後も引き続き、皆様に喜んでいただける講演会を開
催したいと思いますので、どうぞご期待下さい。

総合相談支援課　中杉かおり

※中播磨地域がん診療連携拠点病院とは中播磨圏域において地域がん
診療連携拠点病院として指定されている姫路医療センターと当院で構
成されています。

中播磨地域がん診療連携拠点病院 市民向け講演会

清水健講演会「大切な人の『想い』とともに～112日間のママ～」を開催しましたNEWS
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単独冠動脈バイパス手術 

　（オフポンプ冠動脈バイパス術）

心筋梗塞合併症（心破裂）

弁膜症手術

　（単弁置換術）

　（僧帽弁形成術）

　（複合弁膜症手術）

弓部置換術

成人先天性心疾患手術

腹部大動脈手術（腸骨動脈瘤含む）

その他血管手術

12件

6件

1件

28件

6件

9件

17件

1件

1件

12件

19件

当科の診療方針
　当科は2013年開設、準備期間を経て2014年より心臓血管外科手術を開
始しています。開設６年目を迎えますが、総合病院としての要である多職種
チーム医療を実践し、順調に手術を継続しています。当科の診療体制は、毛
利（部長）、金光（副部長）の２名で手術の執刀を行っています。心臓血管外
科手術は外科医のみで完結するものではありません。当院での手術は、心臓
血管手術に精通した麻酔科専門医、体外循環認定技師、手術室看護師と協
働して行っています。術前および術後は、集中治療医、循環器内科医のみな
らず、外来・病棟・ＩＣＵの看護師、理学療法士、そして薬剤師、栄養サポー
トチーム、口腔ケアチーム、ソーシャルワーカーなどと多職種チーム医療体制
を整え、入院から退院まで円滑に連携しています。今後も、姫路赤十字病院
の総合力を生かし、患者さんおよびそのご家族がより安心して手術にのぞみ、
笑顔で退院していただけるよう努力してゆきます。

診療内容
手術適応は循環器内科とのカンファレンスで討論・決定いたします。
● 虚血性心疾患
体外循環心停止下あるいはオフポンプ冠動脈バイパス術、
心筋梗塞合併症に対する手術など

● 弁膜症
大動脈弁疾患に対する大動脈弁置換術
僧帽弁疾患に対する僧帽弁形成術あるいは弁置換術

● 不整脈（心房細動）
メイズ手術、左心耳閉鎖術の追加など

● 大動脈疾患
胸部大動脈瘤、大動脈解離などに対する人工血管置換術
腹部大動脈瘤に対する人工血管置換術・ステントグラフト挿入術

● その他
成人先天性心疾患などの修復術、
末梢血管手術、下肢静脈瘤手術、透析アクセス作成など

平成29年度診療実績

主な手術実績

4

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

心臓血管外科

毛利 　亮　心臓血管外科部長
（平成3年卒／弁膜症外科、肝動脈外科、
 大動脈外科、末梢血管外科 )

金光 仁志　心臓血管外科副部長
（平成14年卒／心臓血管外科一般 )

毛利 金光



地域の心臓血管外科医療体制について

　平成30年度の診療報酬改定では、「質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連
携を推進する」ことが言及されていますが、心臓血管外科はまさに機能分化の末端？に位置します。
十数年前には、著名な心臓血管外科教授が、有床クリニックで開心術を行うようなこともありました
が、現在では医療安全、医療経済の点からもありえないことです。これから、心臓手術を行う病院も
集約されていく方向にあると思われますが現状はどうでしょうか？ 私は2005年から2年間、ドイツ西
南部のフライブルクという街へ留学していました。ドイツと日本を比較すると、日本はドイツの3～4倍
の心臓手術病院があります。日本の患者さんは、近所で病院を選べる一方で、病院当たりの手術数は
極端に少なくなっています。当時のフライブルク大学では年間800例程度の開心術を行うため、3つ
の手術室、対応する3つのチーム（外科医、麻酔科医、体外循環技士、看護師を含む）があり、これ
らを「休暇」を非常に大事にするドイツ人が24時間、365日体制で運用するため、十数人の心臓血管
外科医を要していました。つまり、西～中播磨までの心臓血管外科をひとつにしているようなもので
す。もちろん、文化・体制の異なった国の話であり、「良い」「悪い」を判断する事ではありません。ち
なみに、日本の心臓手術成績は世界でもトップレベルであることを言及しておきます。冒頭のように厚
労省では集約化の方向ですが、現場はいにしえからの医局体制が強く、なかなか進まないのが日本
の現状です。さて、姫路市内には10名以上の心臓血管外科医を要する兵庫県立姫路循環器病セン
ター、そして3名ながらアクティブに外科治療を展開しているツカザキ病院があり、姫路赤十字病院を
含め3つの施設が心臓手術に対応しています。われわれは最後発ですが、この医療圏の心臓血管外
科医療の一助となれるよう心臓血管外科チームの錬成をしていこうと思います。

診療科の紹介 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER
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地域の医療機関の先生へ
　心臓血管外科は、姫路赤十字病院　『脳・心臓血管センター』の一部として心臓血管領域の外科治療を担当して
います。これら循環器疾患に関する患者さまのご紹介は、緊急症例を含め、まず当院循環器内科へご紹介をお願い
いたします。循環器内科医とは緊密に連携しており、適切に手術適応を判断いたします。術後の患者さんが、紹介さ
れた先生方のもとへ元気な姿で帰っていただけるよう、確実な心臓血管外科治療を行ってゆきたいと思います。

心臓血管外科部長　毛利  亮

２月にオープンした新治療棟にはハイブリッド手術室が増設されました
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平成28年度診療実績

麻酔科

当科の診療内容および方針について
　麻酔科の業務は手術を安全かつ安楽に受けるための「麻酔」、人工呼吸や
循環補助を要する重症患者のための「集中治療」、痛みの診療を行う「ペイ
ンクリニック」に分かれています。
　麻酔では、術前診察を入退院センターと協力して行い、手術関連合併症
を最小限にして安全かつ快適に過ごせるよう努めています。未熟児から合併
症のある高齢者まで様々なリスクを最小限にする質の高い麻酔を心がけて
います。
　集中治療では、西播磨地域の重症例を担うという自負があります。心疾患
治療後から、敗血症、頭部外傷・血管障害、ハイリスク手術後までと症例は
多岐にわたります。急性期の血液浄化療法（血漿交換、持続血液透析など）
も可能で、速やかな回復に努めています。
　ペインクリニックでは慢性痛を中心にあらゆる痛みの診断と治療を行ってい
ます。丁寧な問診と所見を取得して必要に応じて画像診断まで行います。痛
みの専門医の視点からアプローチします。痛みでお困りの際はどうぞご相談
下さい。

地域の医療機関の先生へ
　姫路赤十字病院ではチーム医療を推進しており、麻酔科でも麻酔の術前
管理はもとより、集中治療やペインクリニックにおいても他科と密に連携して
います。特にペインクリニックでは初診の約半分が運動器疾患であり、整形
外科とは手術適応とそのタイミングに関して遅滞なく連携しています。手術
適応の小さい症例は麻酔科で保存的治療を行うことも少なくありません。神
経ブロック治療やインターベンショナル治療などを用いて低侵襲で効果的な医
療を提供させていただきます。ご紹介いただく際にはFAX予約（地域連携室
FAX079-299-5519、TEL079-299-5514）をお願いいたします。

麻酔科部長　倉迫 敏明
ペインクリニック部長　石川 慎一

倉迫 敏明　麻酔科部長
                     集中治療部長(兼)、手術室長(兼)
（昭和58年卒／麻酔、集中治療)

（外来）
X線透視下神経ブロック
超音波ガイド下神経ブロック
その他神経ブロック
（入院）
X線透視下神経ブロック
超音波ガイド下神経ブロック
その他神経ブロック 
インターベンショナル治療

205件
1,298件
4,475件

349件
31件
26件
55件

手術・検査・処置等名
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八井田 豊　救急部長
（昭和60年卒／麻酔、集中治療、救急、災害医療)

石川 慎一　ペインクリニック部長
（平成4年卒／麻酔、ペインクリニック、緩和ケア)

大川 雅廣　麻酔科副部長
（昭和60年卒／麻酔、集中治療、ペインクリニック)

山岡 正和　集中治療副部長
（平成14年卒／麻酔、集中治療)

西村 健吾　集中治療副部長
（平成11年卒／麻酔、集中治療)

小橋 真司　ペインクリニック副部長
（平成18年卒／麻酔科)

森本 明浩　医師
（平成10年卒／麻酔、ペインクリニック)

南 絵里子　医師
（平成23年卒／麻酔、集中治療、ペインクリニック)

山下 千明　医師
（平成23年卒／麻酔、集中治療)

中村  仁　医師
（平成19年卒／麻酔)

林  文昭　医師
（平成27年卒／麻酔)

西村 山岡 倉迫 八井田 石川

森本 小橋 林 中村
南 山下

大川
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当科の取り組みと診療実績

　ペインクリニックの特徴的な治療
　＃１　神 経 ブ ロック 治 療：X線透視下・超音波ガイド下で安全・確実に施行
　＃２　薬　　物　　治　　療：痛みを専門的に診断して効果的な薬剤調整
　＃３　インターベンショナル治療：先進的・専門的な治療
　    　　①高 周 波 熱 凝 固 治 療：頸椎・腰椎椎間関節、肩・股・膝関節の痛みに対する治療
　    　　②経皮的椎間板髄核摘出術：腰椎椎間板ヘルニアによる腰下肢痛の低侵襲治療
　    　　③脊 髄 刺 激 電 極 治 療：脊髄刺激療法を用いた難治性疼痛の治療
　    　　④Racz 癒着剥離術治療：脊柱管内の術後癒着などによる神経障害性痛の治療
　    　　⑤硬膜外自家血注入治療：脳脊髄液漏出症に対する治療
　＃４　ペインリハビリテーション治療：痛みを軽減した効果的リハビリテーション
　
　特徴ある治療は神経ブロック治療とインターベンショナル治療です。神経ブロックは、以前は経験に頼る
ものでしたが近年X線透視や超音波診断装置を用いた安全かつ確実な治療に発展しました。インターベン
ショナル治療では、先進的な低侵襲治療を導入して痛みに関する高度な医療をやさしく提供します。

　・高周波熱凝固治療：関節（頚椎、腰椎、肩、腰、膝）を中心とした難治性疼痛にも対応します。
　・経皮的椎間板髄核摘出術：小さい傷跡で椎間板を除去します。
　・脊髄刺激電極：難治性の神経障害性の痛みに行います。

図3：カニューラ挿入 図4：脊髄刺激法

図1：Disc-FX®の適応 図2：症例：SEタイプ巨大ヘルニアの経過

図5：超音波ガイド下ブロック



8

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTERTOPICS

バングラデシュ南部避難民救援事業 報告
高原 美貴

※国際赤十字では、政治的・民族的背景および避難されている方々の多様性に配慮し、『ロヒンギャ』という表現を使用しないこととしています。

バングラデシュ南部避難民支援 －生きてほしい！－
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。詳細は下記ウェブサイトを参照ください。

http://www.jrc.or.jp/activity/international/results/180104_005041.html

SUPPORT

国際派遣

　日本赤十字社では「苦しんでいる人を救いたい」という
思いで事業を展開しています。国際活動はその1つで、
191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。その取り組みの一環として、昨年11月から今年1
月まで ERU（緊急対応ユニット）チームのリーダーとして
バングラデシュ南部避難民救援事業に従事しました。

　昨年8月に発生したミャンマーのラカイン州での暴力行
為に伴い、多くの人々が隣国バングラデシュに避難をしは
じめました。着の身着のままで徒歩や小舟での避難の後、
避難民キャンプでの先の見えない不自由な生活を強いら
れている避難民の皆様に保健・医療サービスを届ける活
動です。避難民の皆様はミャンマーでも国籍をもらえず基
本的な医療や教育などを受けることが難しかった人が多
く、健康を脅かすいくつもの苦難と向き合っています。ま
ず、基本的な予防接種を受けられていないうえに栄養失
調が重なり、衛生的な生活環境に欠かせない清潔な水
やトイレが不足するという厳しい状況です。

　日本赤十字社のERUチームは、命と健康を守るため
に3本の柱で活動をしました。①保健医療活動　②母子
保健活動　③心理社会的支援（心のケア）です。

　①保健医療活動： 少しでも早く適切な医療を届けるた
めに避難民キャンプ内の４か所で巡回診療を行い、１日平
均100人前後の診療で、軽い下痢や風邪・皮膚病など
の病気は治療し、重症な患者は入院できる施設などに紹
介しました。 また、仮設診療所の建設を全員者から引継
ぎ、12月9日から運営を始めました。巡回診療では対応
しきれない簡易レントゲンやエコー機を用いた診療や、外

科的な処置等に対応して、近隣の他のNGOの診療所
からの紹介患者が増えていきました。また、急激に広がっ
たジフテリア感染に対応すべく早期発見・早期治療はも
とより避難民の不安・知識不足を解決する為にジフテリ
アについての予防・啓発活動にも奔走しました。

　②母子保健活動：助産師を中心に現地の助産師を教
えながら避難民の母と子供の健康を守る活動を巡回診
療や仮設診療所で行いました。

　③心理社会的支援（PSS,心のケア）：PSS要員を中
心に先の見えない将来。厳しい環境に置かれる避難民の
「こころ」に寄り添う活動を行いました。

　これらすべてのERUの活動はバングラデシュ赤新月
社の医療・事務スタッフと避難民の現地スタッフと共に
行いました。今後、長期化しても現地のスタッフで運営で
きるように、日々の活動の中での知識・技術の共有を積
み重ねました。

　このような多岐にわたる活動をした総勢100人近くに
なるチームを率いるために、各部門のリーダーと連携して
チーム運営をし、他の赤十字・赤新月の仲間や国連や
NGOなどとの連携・調整をすることが私の任務でした。

　避難民の数は今もなお増加しており、その数は68万8
千人に上ります（1月27日国連発表）。過酷な環境下で
の先の見えない暮らしが続き、心身ともに大きな負担と
なってのしかかっています。

　皆さまからのあたたかいご支援は、彼らがそのような状
況から立ち上がる力に繋がります。活動を継続できるよ
う、引き続き温かいご支援をお願いします。
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医療従事者の資質向上

地域医療従事者スキルアップ研修会についてZOOM UP

　今回は当院の強みである佐藤病院長、奥新副院長率
いる肝臓チームから、第一外科部長の甲斐恭平、昨年
10月に岡山大学より着任した肝臓内科部長の中村進一
郎の2名より報告させていただきました。参加者からは
「動画での説明でわかりやすかった」、「内科と外科の連
携がとられていることで安心安全を感じた」、「むずかしい
症例の治療に感謝する」等好評を得ましたが、事務局と
して毎回の反省点なのですが、「充実した勉強会なのに
参加者が少ないのが残念」というご意見もいただきまし
た。この会の一番の目的は地域
の先生方に来ていただき当院を
知っていただくことです。カンファ
レンス、その他研修会のご案内
は毎月初めに外来診療担当表と
一緒に郵送でご案内し、HPにも
掲載しています。当院は最善の
手術、専門的な治療を提供する
ために設備を整え、医師はたくさ

んの患者さんを診察させていただき、学会、研修会等に
参加し研鑽を積んでいます。患者さんのかかりつけ医で
ある地域の先生方と急性期病院の医師の連携は、地域
医療の質の向上につながり、安心して暮らせる地域を作
ります。これからもたくさんの参加者をお待ちしています。
　木曜日の夕方18時開始なので飲み物と軽食を準備し
ています、ご自宅にもカフェにもコンビニにも立ち寄らずに
まっすぐ当院へお越しください。

地域医療連連携室

第36回地域連携カンフレンス

「肝臓の内科的治療」「腹腔鏡下肝切除の実際」

　当院では地域医療支援病院の役割として、地域の医療
従事者の資質向上を図ることを目的として、平成26年度よ
りスキルアップ研修を開催してきました。
　研修後のアンケートを参考にし、毎年3回～4回地域の医
療者のニーズに合わせテーマも選定してきました。また対象
者も医師・看護師・ＭＳＷ・ケアマネージャー・介護職・薬
剤師など多岐にわたっています。
　平成29年度は、従来の「地域連携編」と共に「中播磨
地域の在宅医療を支える人材」を対象とした「在宅医療編
（計4回）」の2コースを開催しました。
　特に「在宅療養編」は初めての試みでしたが、講義やグ

ループワークを通して、医療機関と在宅チームの協働・連
携の大切さを改めて考えさせられた良い機会となりました。
また主催者側の医療機関としては、在宅チームのみなさん
のパワーを感じる場でもありました。
　研修会に参加していただくことで、お互い顔の見える関
係・ネットワークづくりの構築の機会になればとも考えていま
す。そしてさらに地域の医療従事者の皆様との連携の強化
につなげていきたいと考えています。今後ともどうぞよろしく
お願いいたします。

総合相談支援課　田中 久美子

NEWS



実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
  4/12　13：30～14：30 実習指導 青年心理、教育方法/実習指導者の役割/カンファレンスの持ち方 看護師長・看護師 レベルⅢ

  5/18　13：00～15：00 研修企画をしてみよう 研修の企画・運営・評価のプロセス/研修企画を立案し、
全体研修を実践 看護師長 レベルⅢ

  6/  8　13：30～15：00 リーダーシップ リーダーシップについて/職場の状況分析と課題解決過程 看護師長 レベルⅢ
  6/22　  8：30～12：00
         　13：30～16：30

看護ケア研修：得意な技術を教えよう
（BLS）　（半日コース） 急変時の看護/救急蘇生術の基礎知識/実技 小児救急認定看護師

ＡCLSインストラクター他 レベルⅢ

  7/  6　13：30～15：00 コーチング① 後輩育成とコーチングスキル （講義） 教育担当師長他 レベルⅢ

  8/  3　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～」 ポジショニング/実技 皮膚・排泄ケア

認定看護師 レベルⅢ

  8/24　13：00～15：00 実地指導者研修② 実地指導者の役割の理解　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

  9/14　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/  5　13：30～15：00 看護倫理Ⅲ「倫理的問題分析」 倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 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
  5/29　13：30～14：30 看護研究(基礎編) 看護研究 専門看護師 レベルⅡ・Ⅲ

  6/21　13：30～14：30 赤十字と看護倫理Ⅱ「倫理的感受性
を養おう」 赤十字の原則/倫理的感受性を高めるために 看護係長 レベルⅡ

  7/12　13：30～15：30 急変症状のアセスメント 急変症状のアセスメント 集中ケア認定看護師 レベルⅡ
  7/27　13：30～14：30 看護理論 看護理論 看護師長 レベルⅡ

  8/10　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

  9/21　13：00～15：00 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長
看護師長 レベルⅡ

10/19　13：30～14：30 看護展開②看護問題 看護問題　事例検討 看護係長
レベルⅢ看護師 レベルⅡ

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

▶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

  4/  9　  9：30～10：50 看護とコミュニケーションⅠ‐①「接遇」 看護技術を支える要素となるコミュニケーションについて/
看護職者として必要となる接遇

教育担当師長
看護係長他

レベルⅠ
(新入オリ)

  4/10　10：10～11：40 看護職のキャリア・メンタルヘルスケ
アについて キャリア開発について/メンタルヘルスケアについて 看護副部長 レベルⅠ

(新入オリ)

  4/11　  8：30～10：30 基礎看護技術「感染予防」 感染予防対策 感染管理認定看護師 レベルⅠ
(新入オリ)

  4/11　10：40～12：40 基礎看護技術「褥瘡管理」 褥瘡予防対策、処置やケアを含めた褥瘡管理 皮膚・排泄ケア
認定看護師

レベルⅠ
(新入オリ)

  4/16　  8：30～11：00 フィジカルアセスメント入門① 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/
バイタルサインの測定方法・アセスメント 集中ケア認定看護師 レベルⅠ

(新入オリ)

  4/16　11：10～11：45 社会人基礎力 社会人基礎力について 教育担当師長 レベルⅠ
(新入オリ)

  4/17　  8：30～12：30 基礎看護技術「採血」 看護技術と看護業務について/採血業務について 教育担当師長・看護
係長・実地指導者

レベルⅠ
(新入オリ)

  4/17　13：30～16：30 基礎看護技術「注射・与薬①」 看護技術と看護業務について/輸液管理について 教育担当師長・看護
係長・実地指導者

レベルⅠ
(新入オリ)

  4/18　  8：30～11：00 フィジカルアセスメント入門② 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/
バイタルサインの測定方法・アセスメント 集中ケア認定看護師 レベルⅠ

(新入オリ)

  4/18　14：45～16：40 医療と診療情報（看護記録） 個人情報保護について/看護記録の記載について 看護部記録委員会委員長 レベルⅠ
(新入オリ)

  4/19　  8：30～10：40 基礎看護技術「医療安全①」 医療事故についての基礎知識/医療安全についての意
識付け/チーム医療におけるコミュニケーション 医療安全管理者 レベルⅠ

(新入オリ)

  4/19　10：50～12：10 看護専門職としてのリフレクション リフレクション 看護係長 レベルⅠ
(新入オリ)

  4/27   13：30～15：00 キャリア開発支援Ⅰ・夜勤前の心構え キャリア開発について/夜勤前の心構えについて 看護副部長
教育担当師長 レベルⅠ

  5/30　13：30～14：30 基礎看護技術「与薬②」 麻薬管理 緩和ケア認定看護師 レベルⅠ
  6/22     8：30～12：00
            13：30～16：30

フィジカル入門③「救急看護（BLS
コース）」（半日コース） 急変時の看護/救急蘇生術の基礎知識 小児救急認定看護師

ACLSインストラクター他 レベルⅠ

  7/23   13：30～14：30 フィジカル入門「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
排泄

皮膚・排泄ケア
認定看護師　　　　　　レベルⅠ

  8/17   13：30～15：30 基礎看護技術「ポジショニング」
「活動休息」

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
活動休息/ポジショニング実技

皮膚・排泄ケア認定
看護師・看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修
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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

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
6/6.7.8  17：20～18：30 事業計画発表 各部署の事業計画について 各部署担当者 全体

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
  6/  6   13：30～14：30 感染対策 感染予防について 感染管理認定看護師 看護助手
  8/  1　13：30～14：30 業務改善 看護助手業務改善について 教育担当師長・看護係長 看護助手
10/  3　13：30～14：30 業務改善「医療安全」 看護助手業務改善について 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

  5/11 中播磨がん看護事例検討会 がん看護事例検討
がん看護専門看護
師・がん化学療法
看護認定看護師

全体

  未定 がん看護研修：
緩和ケアベーシックコース

緩和ケア概論・薬剤・疼痛ケア・終末期の身体症状の緩
和・看取り期のケア・リハビリテ―ション・社会資源の活
用・栄養管理

がん看護専門看護
師・がん化学療法
看護認定看護師

全体

  7/13 中播磨がん看護事例検討会 がん看護事例検討
がん看護専門看護
師・がん化学療法
看護認定看護師

全体

  未定 がん看護研修：
緩和ケアベーシックコース

在宅療養支援・精神的苦痛に対するケア・社会的苦痛に
ついて・スピリチュアルペイン・コミュ二ケーションスキル

がん看護専門看護
師・がん化学療法
看護認定看護師

全体

  未定 がん看護研修：
緩和ケアベーシックコース 家族看護・全人的苦痛・多職種連携

がん看護専門看護
師・がん化学療法
看護認定看護師

全体

  9/14 中播磨がん看護事例検討会 がん看護事例検討 集中ケア認定看護師 全体

  5/  8 循環器疾患の看護（初級編）
「心電図の読み方と看護①」 モニター心電図について・頻発性不整脈・徐脈性不整脈 集中ケア認定看護師 全体

  6/12 業務リーダーが押さえる！アセスメント① 病棟で起こりそうな場面からのアセスメント、グループ検討 集中ケア認定看護師 全体

  7/  3 循環器疾患の看護（初級編）
「心電図の読み方と看護②」 モニター心電図について・頻発性不整脈・徐脈性不整脈 集中ケア認定看護師 全体

  8/28 業務リーダーが押さえる！アセスメント② 病棟で起こりそうな場面からのアセスメント、グループ検討 集中ケア認定看護師 全体

  5/22 ＮＣＰＲアルゴリズム ＮＣＰＲのアルゴリズムについて 新生児集中ケア
認定看護師 全体

  7/24 ＮＣＰＲフォローアップ ＮＣＰＲの実践トレーニング 新生児集中ケア
認定看護師 全体

  9/25 新生児のフィジカルアセスメント 新生児の呼吸・循環を診るフィジカルアセスメント 新生児集中ケア
認定看護師 全体

  7/27 ＣＴＧレビューミーティング ＣＴＧ判読、事例検討 母性看護専門看護師 全体

  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 母性看護専門看護師 全体

  7/未定 ＮＣＰＲフォローアップ 標準予防策について 母性看護専門看護師 全体

▶専門・認定看護師研修

  9/  5   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

10/23   13：30～15：00 基礎看護技術「医療安全②」 新人看護師が起こしやすい事例や特徴/要注意薬剤に
ついて/事故防止行動について

教育担当師長
看護係長 レベルⅠ

実施予定日時 研修名 講師

  6/16 地域ケア会議で未来を育む
～１人ひとりの支援から地域づくりへ～ 朝来地域包括　足立里江

  8/18 救急搬送に関わるそれぞれの立場か
らシンポジウム救急搬送の実情を知る 施設職員／救急隊／ICU看護師／訪問看護師

▶地域医療連携研修
地域医療従事者スキルアップ研修会開催
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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

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/skillup_180203.html をご覧ください。  
問い合わせ先 姫路赤十字病院　総合相談支援課 TEL 079-294-2251（内線2370）／FAX 079-299-0037 E-mail soudan@himeji.jrc.or.jp
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採用・退職

採用医師・退職医師のご案内
【採用医師】

【退職医師】

耳鼻咽喉科部
医師
春名 威範
(はるな たけのり）

呼吸器外科 第一呼吸器外科部長
皮膚科 皮膚科部長
泌尿器科 第二泌尿器科部長
脳神経外科 脳神経外科副部長
放射線科 放射線診断科副部長
放射線科 放射線診断科副部長

澤田 茂樹
山田 琢

松原 重治
石田 穣治

乘金 精一郎
冨田 晃司

麻酔科部 医師
内科 修練医
内科 修練医
循環器 修練医
小児科 修練医
小児科 修練医

吹田 晃享
水原 健太郎
塚本 真弓
永野 優
金 伽耶

鮫島 智大

小児科 修練医
小児外科 修練医
外科 修練医
産婦人科 修練医
病理診断科 修練医

東口 素子
高成田 祐希
吉田 有佑
楠元 理恵
苗村 智

平成30年1月1日付採用

平成30年3月31日付退職

放射線科
第二放射線治療科部長
河原 道子
(かわはら みちこ）

脳神経外科
第一脳神経外科部長
髙野 昌平
(こうの しょうへい）

内科
第二消化器科副部長
秋田 光洋
(あきた みつひろ）

放射線科
放射線診断科副部長
井上 大作
(いのうえ だいさく）

呼吸器外科
呼吸器外科副部長
田尾 裕之
(たお ひろゆき）

内科
医師
柴田 祐助
(しばた ゆうすけ）

外科
医師
坂本 修一
(さかもと しゅういち）

整形外科
医師
井上 拓哉
(いのうえ たくや）

泌尿器科
医師
西川 昌友
(にしかわ まさとも）

産婦人科
医師
宮原 友里
(みやはら ゆり）

放射線科
医師
蟹江 悠一郎
(かにえ ゆういちろう）

麻酔科
医師
中村  仁
(なかむら ひとし）

循環器内科
医師
石井 晶子
(いしい あきこ）

内科
修練医
櫻武 敬真
(さくらぶ よしまさ）

内科
修練医
松本 和也
(まつもと かずや）

小児科
修練医
仲嶋 健吾
(なかしま けんご）

小児科
修練医
吉井 拓眞
(よしい たくま）

小児科
修練医
吉本 啓修
(よしもと ひろみち）

小児外科
修練医
野口 恵未
(のぐち えみ）

耳鼻咽喉科
修練医
直井 勇人
(なおい ゆうと）

泌尿器科
修練医
上田  進
(うえだ しん）

脳神経外科
修練医
皮居 巧嗣
(かわい こうじ）

産婦人科
修練医
有澤 理美
(ありさわ さとみ）

産婦人科
修練医
牛尾 友紀
(うしお ゆき）

麻酔科
修練医
林  文昭
(はやし ふみあき）

病理診断科
修練医
塩原 正規
(しおはら まさのり）

平成30年4月1日付採用




