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被災者に寄り添った活動を

　6月28日以降の台風7号や梅雨前線の影響により、
西日本を中心に災害特別警報が発令された地域の周辺
で河川の増水や土砂崩れなど、広範囲にわたり甚大な
被害が発生しました。姫路赤十字病院においても、豪
雨被害の発生を懸念し7月6日から救護班の派遣要請
に備え、要員の調整を図りました。

　日本赤十字社兵庫県支部では、7月8日午前、宍粟市
で発生した土砂災害や、避難指示が続いていた篠山市
今田町の避難解除など県内の状況を総合的に判断し、
県内には救護班を派遣するまでには至らないとして隣
接県への応援体制に切り替えました。
　12：25に日本赤十字社本社より依頼があり、姫路赤
十字病院から岡山県への救護班１個班の派遣が決定。
12：30に派遣対象職員を招集し、15：00に当院から
日本赤十字社岡山県支部に向け第１陣（医師1名、看護
師3名、こころのケア要員1名、主事2名、薬剤師１名）
の救護班が出発しました。

NEWS
平成30年7月豪雨災害における
姫路赤十字病院救護班の活動について

　7月7日開催予定でありました、当院の地域医療連携交流会につきましては、168施設298名の皆様にお申込みを
いただき、職員132名、計430名が参加する予定でございました。しかしながら、姫路市及びその近郊におきまして、
数十年に一度の大雨特別警報が発令され、当院は、日本赤十字社の一員として有事に早急に対応できるよう急遽、
救護班3班を待機させました。

　そのような状況下ですので、予定していた地域医療連携交流会を中止とさせていただくこととなりました。貴重な時
間をご用意していただいたにもかかわらず中止いたしましたこと、また、電話とＦＡＸでご連絡をさせていただきました
が、至らない点があったことと存じ上げますが、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

　来年度開催時にも多数の方にご出席賜りますよう、伏してお願い申し上げます。

姫路赤十字病院　院長

姫路赤十字病院創立110周年記念
第15回地域医療連携交流会について

　途中で本部運営要員の兵庫県支部と神戸赤十字病院
の職員3名と合流し、通常であれば一度岡山県支部に
参集してから指示を受け被災地へ派遣となりますが、
今回はまず特に被害の大きい倉敷市真備町の二万小学
校避難所の現状確認に向かうよう依頼がありました。
　真備町では６日夜から７日にかけて大規模な浸水被

高梁市

真備町

岡山県
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害を受け、この日もまだ取り残された人々の救出作業が
続いていました。
　二万小学校では、先に活動していた倉敷中央病院の
医師から巡回診療の応援依頼を受け活動しました。８
日時点では避難所としての規定収容数の160人をはるか
に超える約260人が避難されていました。「とにかく避
難した」という方も多く情報が錯綜しており、被災者は
十分体を休めることもできない状態でした。
　翌日９日はまだ避難所の医療ニーズ調査が行われて
いない高梁市の調査を担当することになりました。高梁
市内を南北２班に分かれて調査を実施し、訪問診療が

必要な方が数名いることが判明しましたが、引き続きの
巡回の必要は少なく、10日にも訪問診療と2か所の避
難所を廻り高梁市での救護班活動は終了となりました。

　今後の活動については、近畿ブロックの府県（各１個
班）の2個班で活動する体制となり、当院救護班は７月
18日から21日まで再度活動することとなっています。
　被災者は、心身ともに厳しい状況が続きます。赤十
字ではこれからも被災者に寄り添って活動を続けます。

社会課課長　大西 勝彦
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スタッフ紹介

01

理学療法新患処方 

作業療法新患処方

言語聴覚新患処方

リハビリ総合計画評価
（作成数）
 
上肢簡易機能検査

嚥下造影検査

平均入院期間

平均リハビリ期間

平均理学療法回数

平均作業療法回数

平均言語聴覚回数

3,700件

2,665件

1,318件

1,670件

72件

６件

26.4±26.5日

17.9±22.6日

11.2±12.0回

9.9± 8.3回

10.4± 9.0回

当科の診療方針
　医療状況の急激な変化に伴いリハビリ医療も大きく様変わりしております。
当リハビリテーション科は、急性期のリハビリを担っていることには変わりがあり
ませんが、対象の疾患は、病院の入院患者全体となってきております。そのた
め以前よりまして各診療科・各部門と連携をはかりながら、リハビリ診療を行っ
ています。また、随時整形外科と協力して、脊椎疾患の手術も行っています。
　スタッフは、リハビリ指導責任専門医の田中正道を含む医師４名・理学療
法士12名・作業療法士６名・言語聴覚士3名となっています。
　学会認定は、日本リハビリ医学会研修施設で、施設基準は、運動器リハビ
リ Ⅰ・脳血管リハビリ Ⅰ・呼吸器リハビリ Ⅰ・心大血管リハビリ Ⅰ・廃用 Ⅰ・がんリ
ハビリを取得しています。
　スタッフ、施設の両面から質の高いリハビリを提供できる環境が整っていま
す。急性期病院の入院期間は非常に短くなってきているため、リハビリを効率
よく、また効果的に実施する工夫が必要となってきております。そのため、当
科では、必要に応じて入院前からのリハビリ介入を入退院センターと協力して
行っています。また、クリニカルパスにリハビリを組み込み、入院後は、手術後
および発症から症状が安定するまでの期間に、術後合併症や廃用症候群を
予防しながら早期離床を目指し、質の高い、より専門的な療法を効率よく実施
できるように心がけています。対象は従来の整形外科疾患や脳血管疾患に加
え、がん疾患、呼吸・循環器疾患、小児疾患、廃用症候群など年々増加して
います。
　また、当院の特徴として早産児および極低出生体重児に対しても新生児セ
ンター入院中から外来に至るまで定期的に評価・フォローアップを行い、神経
学的な発達の支援を実施しています。
　脳血管疾患患者及び大腿骨頚部骨折手術後の患者に対しては、地域連携
クリニカルパスを使用し、円滑なリハビリを進めることができるようになっています。

平成29年度診療実績

手術・検査・処置等名

リハビリテーション実績
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リハビリテーション科

田中 正道　リハビリテーション科部長
（昭和61年卒／脊椎・脊髄疾患の手術治療、
リハビリテーション ）

松本 瑠以子　医師　
（平成16年卒／整形外科（小児整形）、
整形外科一般、リハビリテーション ）

手島 昌之　医師　
（平成21年卒／整形外科一般、リハビリテーション ）

岩佐 沙弥　医師
（平成25年卒／整形外科一般 ）

井上 拓哉　医師
（平成25年卒／整形外科一般 ）

山上

皮居 大道 六山 井上

手島 田中 松本 岩佐 井上

堀川
土屋相沢 西野 西村

(PT)

(PT) (OT) (PT) (PT) (OT) (OT) (ST) (ST) (PT)
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地域の医療機関の先生へ
　当科の急性期のリハビリテーションが終了し、引き続きリハビリが必要な患者様には、回復期、維持期リハビリを提
供できる病院・施設等との連携を図っています。大腿骨頚部骨折及び脳血管疾患の患者様については、地域連携
パスを利用し、円滑な連携を行っています。
　今後、さらに急性期から回復期・維持期への円滑なリハビリを進めていけるように、より多くの病院、施設と連携し
て行きたいと考えています。当院の役割をご理解頂きまして、ご相談・ご協力賜りますようお願いします。
　腰痛・肩こり・しびれ・歩きにくいなど、多くの高齢者が自覚されている症状を有する方は、整形外科と協力して積
極的に診察させていただきますので、お問い合わせのほど何卒よろしくお願い申し上げます。

リハビリテーション科部長　田中 正道

NICUリハビリテーション

早期離床リハビリテーション

リハビリテーション室

歩行練習

リハビリカンファレンス

病棟カンファレンス
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平成29年度診療実績

緩和ケア内科

当科の診療内容および方針について
　現在1名の緩和ケア暫定指導医が緩和医療に携わり、外来、入院患者の
治療を行っています。中播磨における地域がん診療拠点病院として、かかりつ
け医、病院間の連携をはかり基幹病院としての役割を果たし、より質の高い
緩和医療の提供を行うことを目指します。

診療内容
　がん患者に対する全人的苦痛への症状緩和に取り組みます。外来における
症状緩和治療のみならず、緩和ケア病床を持ち、症状緩和に対する入院加
療も行っています。がんの痛みに対する治療としては、薬物療法のみならず、
神経ブロック療法などのインターベンショナル治療を行っています。またチーム
活動の強化の取り組みとし、緩和ケアチームのみならず、高岡病院と連携し
精神リエゾンチームでの活動を行い医療の質の向上を目指しています。

地域の医療機関の先生へ
　平成26年9月より開設され、4年目を迎えました。外来のみならず、症状
緩和のための入院治療にも取り組んでいます。かかりつけ医の先生方や、
他病院とも顔の見える関係でありたいです。院内、播磨地域に緩和ケアの
輪が広がることを目指したいと思います。今後ともご協力、ご指導のほどよろ
しくお願いします。

緩和ケア内科　福永 智栄

福永 智栄　緩和ケア内科部長
（平成10年卒／緩和ケア、ペインクリニック）

外来患者延数
一日平均外来患者数
入院患者延数

2,709人
11人
106人

手術・検査・処置等名
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嶋屋 智子　緩和ケア認定看護師

福永 嶋屋
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当科の取り組みとチーム活動

　緩和ケア内科では、緩和医療での症状緩和のみならず、精神疾患を有する患者に対して精神科リエゾ
ンチーム活動を行っています。当科での取り組みを紹介します。
　
１　症状緩和（がん疼痛）
　がんの痛みに対して、新しいオピオイドを積極的に取り入れた薬物療法や、神経ブロック療法も併用し
ながら治療を行っています。特に難治性がん疼痛患者に神経ブロック療法を取り入れることで、質の高い
鎮痛を目指しています。特にがん疼痛では神経破壊薬を用いた腹腔神経叢ブロック、くも膜下フェノール
ブロックを行っています。

【腹腔神経叢ブロック】
腹腔神経叢ブロックは、上腹部痛（肝臓・胆道系、膵臓、胃、大動脈周囲リンパ節などの痛み）に対し
て有効です。感覚障害・運動障害をきたさないという利点があり、上部内臓からの内臓神経および腹
腔神経叢を遮断することにより上腹部内臓の除痛を得る方法です。現在は、放射線科の先生とともに
CTガイド下で第12胸椎～第１腰椎レベルで経皮的にアプローチを行い、腹腔神経叢、もしくは横隔膜
脚、椎体のコンパートメント内に神経破壊薬(アルコール、フェノール)を注入します。効果は数か月から
半年程度あります。1か月以内のCTで適応を判断します。患者さんの状態として、バイタルは安定し
ており、下痢症状のない方(ブロック後7割の方で蠕動亢進がみられます)が適応となります。

腹腔神経叢ブロック；透視、ＣＴ（両側経椎間板アプローチ）

【くも膜下フェノールブロック】
くも膜下フェノールブロックは、くも膜下腔に神経破壊薬であるフェノールグリセリンを注入し脊髄神経
根を遮断し、長期的な効果を得るブロックです。感覚障害・運動障害をきたすため、主として会陰部の
痛み（Miles術後の旧肛門部痛、直腸癌再発に伴う肛門部痛）に対して施行することが多いです。特
に会陰部で行う場合は膀胱直腸障害をきたしますので、慎重な患者選択が必要になります。適応につ
いて相談していただければと思います。

2　チーム活動（精神科リエゾン活動）
　リエゾン精神医学は総合病院において身体科に入院している患者のメンタルケアを行うことです。対象
は、身体疾患に伴う精神症状や精神疾患を有する患者、入院生活に伴う精神症状など精神専門家の介
入を必要とする病態で多岐にわたり、質の高い医療を提供するために精神症状のコントロールが必要とな
ります。また治療中、精神症状も変化するため薬剤の選択や相互作用など状態に伴い詳細に把握する必
要があり身体科・精神科の連携が不可欠となります。当院は常勤精神科医が不在であり精神科病院（高
岡病院）の先生とともにチーム（医師のほか看護師、薬剤師、MSW、臨床心理士）でラウンドを行って
います。
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　5月11日（金）、平成30年度「赤十字救護員」の辞令
交付式を行いました。
　日本赤十字社では、都道府県ごとに医療救護班数が
定められており、兵庫県においては15個班が編成され
ています。当院はその中で6個班を担当していましたが、
柏原赤十字病院の規模縮小にと
もない、本年度からは当院に1個
班が割り当てられ７個班の体制と
なりました。
　救護員には、救護訓練や研修
を企画運営する救護員指導者、
救護員指導担当、こころのケア

指導者をはじめ、兵庫ＤＭＡＴ隊員(救護員としても活
動)など総勢110名が日本赤十字社兵庫県支部　大久
保事務局長 から任命を受けました。

NEWS

救護員のレベルの向上へ

任命式

　5月19日（土）、三木市の災害救護支援センターで「救
護員　基礎・実践研修」が実施されました。日本赤十字
社兵庫県支部が、県下の赤十字施設で新しく任命され
た救護員を対象に開催している訓練です。
　今年は当院から医師・薬剤師・臨床検査技師・臨床
研修医・看護師・事務職など36名が参加しました。
　午前中は災害医療救護の原則となる「CSCATTT」
等について講義を受けました。「CSCA」とは「指揮統制・
安全・情報伝達・情報の評価」、「TTT」とは「トリアージ・
治療・搬送」を表します。
　午後からは医療研修はトリアージの実技を、非医療  
研修では災害時の情報収集・通信手段の実際について
学びました。最後に、全部門が集まってdERU（緊急仮
設診療所）のテントを設営し、その中で使う医療資機材
の取り扱い、テント内のレイアウト、それぞれの役割分担、
傷病者の受け入れシミュレーションなどの実践研修を行
いました。

一人でも多くの人の命を救う

救護員基礎実践研修NEWS

　6月2日（土）、日本赤十字社近畿2府4県合同の救
護訓練が大阪赤十字会館と大阪城公園「太陽の広場」
で開催され、当院の救護員も含む約620人が参加しまし
た。この訓練は近畿地区2府4県持ち回りで行われ、そ
れぞれの府県で予想されている災害に即して行われてい
ます。
　今回の訓練は、上町断層帯を震源とする震度7の直
下型地震が発生したとの想定で行われました。
　この訓練では、「現場救護所活動訓練」、「避難所アセ
スメント訓練」、「本部参集・報告訓練」の3分野を行い
ました。
　そして6月18日、大阪府北部を震源とする震度6弱
の地震が発生しました。建物の大規模倒壊などはなかっ
たものの、家屋の損傷などから避難所の利用者が最大で
1,800人を越えました。当院救護班にも出動要請があり、
21日に救護員の派遣を行い避難所のアセスメントを行い
ました。

災害で得た経験を元に

近畿地区合同ブロック訓練NEWS
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しおりには手書きメッセージを

ANAすずらん贈呈式ZOOM UP

　2017年は新治療棟の工事などに伴い中止した病院
フェスタでしたが、今回5月12日（土）に2年ぶりに開催
いたしました。
　当日は好天にも恵まれ、たくさんの方にご来場いただき
ました。今回はオープニングイベントとして青山小学校吹
奏楽部の皆さんに演奏をしていただき、素晴らしい演奏
といろいろなパフォーマンスで開場前から盛り上げてくだ
さいました。
　お菓子を量って分包機で包装する「薬を作ってみよう！」
白衣や救護服を試着する「白衣・救護服を着てみよう」
は定番の人気イベントで、会場直後からすでに長蛇の列
ができ「70分まち」など、人気テーマパーク並みの待ち
時間をいただくこともありました。「今回の目玉は新治療
棟の手術室の公開でしょうか。中に直接入っていただくこ
とはできませんが、ハイブリッド手術室を外から見学して
いただきました。また、術衣を着ての記念撮影や、手術器
具の説明なども大人気でした。子供たちは「これ、医療 
ドラマで見た！」と言いながら、器具の説明をする看護師

を取り囲んで熱心に説明を聞いていました。
　一日院長・看護部長を務めてくれた４人のお子さんを
はじめ、会場には子供たちの笑顔があふれていました。

会場には子供たちの笑顔

病院フェスタ2018を開催しました

　ANAグループでは、毎年全国の赤十字病院・関連施設
へすずらんの花としおりを送る活動をされています。「すずら
ん」には「再び幸せが来る」という花言葉があり、患者さん
の回復への願いが込められています。
　今年は当院へもすずらんのプレゼントがあり、5月31日に
贈呈式を行いました。
　エントランスホールで行われた贈呈式では、ANAの客室
乗務員（CA）が北海道で育ったすずらんの鉢植えや切り
花、すずらんのしおりを病院職員や入院患者さんの代表に
手渡しました。また、来院した人 に々切り花やしおりを配布し

ていただくと、あちこちですずらんの甘くさわやかな香りが漂
いました。
　ANAの社員がデザインしたしおりは、こするとすずらんの
香りがするように加工されており、一枚一枚に手書きのメッ
セージが添えられています。思わぬプレゼントに、患者さん
たちも笑顔になっていました。
　その後、小児病棟を回ってしおりのプレゼントを行いまし
た。幼いお子さんはもちろん、付添いの保護者の方も良い
香りのするしおりに顔を寄せて喜んでいました。

NEWS



実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

  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

  1/25　13：30～16:30 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

  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
11/  9　13：30～15：30 家族看護 家族についての理解/家族看護における看護者の役割 医療社会事業副部長 レベルⅢ
11/13　13：30～14:30 キャリア開発支援Ⅲ キャリア開発/キャリアアンカーについて 認定看護管理者 レベルⅢ

12/12　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～」 看取りのケア/エンゼルケアについて 緩和認定看護師 レベルⅢ

12/5.6.7  8：30～12:00
             13：30～17:00

看護ケア研修:得意な技術を教え
よう看護技術シミュレーション
（半日コース）

多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術
教育担当師長・看護
係長・実地指導者看

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

  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

11/20　13:30～14:30 看護と受容的態度 アサーションの基本/看護者として必要な受容的態度 教育担当師長
看護係長 レベルⅡ

  1/11　13:30～15:00 看護展開③（事例検討） 症例を通して問題解決過程を展開する 教育担当師長
看護係長 レベルⅡ

  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

11/30　13:30～15:00 看護研究Ⅱ（計画書発表） 看護研究 専門看護師 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

▶全体研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

  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

  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

11/16   13:30～14:30 看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則　*（赤十字以外の方も大歓迎です）
看護師にとっての看護倫理について 看護係長 レベルⅠ

12/5.6.7 8:30～13:30
　　　　 13:30～17:00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 多重課題、時間切迫状況場面における基礎的看護技術 教育担当師長・看護

係長・実地指導者 レベルⅠ

 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

 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

 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

▶レベルⅠ研修

17:30～18:30
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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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実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者
  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
11/  6   13:30～14:30 業務改善（新採用者対象） 看護助手業務について 教育担当師長・看護係長 看護助手
12/26   13:30～14:30 個人情報・守秘義務、倫理 個人情報･守秘義務/倫理、メンタルヘルスについて 教育担当師長・看護係長 看護助手
  2/13   13:00～14:30 成果報告 看護助手業務改善の成果発表 教育担当師長・看護係長 看護助手

▶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

  8/7.21 がん看護研修：
緩和ケアベーシックコース

家族看護・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・緩和ケア・認
定看護師

全体

  9/12 がん看護研修：
緩和ケアベーシックコース 在宅療養支援・全人的苦痛・多職種連携

がん看護専門看護
師・緩和ケア・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
がん看護専門看護
師・緩和ケア・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

  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

  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

実施予定日時 研修名 講師

  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

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
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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？ 】

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）

NEWS

採用・退職

採用医師・退職医師のご案内
【採用医師】

医師（内科）

松原 愛
(まつばら あい）
平成30年6月1日付


