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　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）

がん相談支援センター
当院では、がんでお悩みの患者さんやご家族の方が安心してご相談いただける窓口として「がん相談支援センター」を設置しております。
当院の患者さんやご家族はもちろん、地域の方、当院かかりつけでない方もご利用いただけます。

また、当院2Fエントランスホールの相談支援センターブースでも相談・予約を承っております。

受 付 時 間

相 談 時 間

相 談 予 約 平日　8:30～17:00

1回60分程度

あらかじめ電話でのご予約をお願いいたします

病院代表：079-294-2251
直　　通：079-299-0037

［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権利があ
ります。

1.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.医療者とともに安全確認に参加し、治療に協力して
ください。

4.病院のルールに従い、他の患者さんへ迷惑にならな
いように努める義務があります。

5.医療費の支払い請求を受けた時は、速やかに対応
してください。

患者さんとご家族の義務

［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、患者とともにチーム医療
を実践します。

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…高度専門医療・急性期医療・救急医療をとおして、地域
完結型医療に貢献します。

4.優れた医療人の育成…教育・研修・研究を推進し、人間性豊かな医療人
を育て、医療水準の向上に努めます。

5.魅力ある職場づくり…働きやすい環境、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、患者とともにチーム医療
を実践します。

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…高度専門医療・急性期医療・救急医療をとおして、地域
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5.魅力ある職場づくり…働きやすい環境、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
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　この度、平成３１年３月３１日をもちまして姫路赤十字病院副院長を定年により退任いたしました。
　副院長拝命が平成２７年４月１日ですので、まる４年副院長職を務めました。昭和６１年の勤務以来３０年近く形
成外科部長として臨床を中心に業務をしておりましたので、はじめは慣れないことばかりで戸惑うことが多かったで
すが、徐々に病院管理運営のむずかしさが理解できるようになりました。
　副院長として私は主に感染管理関連、教育関連を担当しておりました。感染管理部門では、近年問題になってい
る耐性菌対策を重要課題として検討しました。これは、地域全体での抗菌
薬の適正使用を行う必要があります。当院では感染に関する講演会や、様々
な感染関連情報を発信しておりますのでご利用ください。また、教育関連
事業の一つとして、平成３０年２月に看護師特定行為研修の指定研修機関
となりました。始まったばかりですが、これからの地域医療を支える切り札
の１つになると思いますので活用ください。
　副院長退任後は姫路赤十字病院　形成外科の一医師として、臨床に戻っ
て診療を続けております。
　これからも姫路赤十字病院は人道をキーワードにこの地域の基幹病院と
しての役目を果たしてまいります。これからも引き続きご支援賜りますよう
お願い申し上げます。
　

形成外科　副院長　最所 裕司

　この度、平成 31 年 3 月 31 日をもちまして定年退職となりました。地域医療連携室長、相談支援・入退院・が
ん診療各センター長、薬剤部長、岡山大学医学部臨床教授を兼任し、佐藤院長とともに外科系・内科系の連携も深め、
充実した診療に努めてまいりました。
　医師会の諸先生方や多くの医療スタッフからの御支持をいただき、前方
後方支援をより円滑に進めさせていただくことが出来て、お陰様で紹介率
は平成 24 年度 64.9% から平成 30 年度 87.1%、逆紹介率も76.8% から
120.6% と著増しています。患者さんも遠方から数時間もかけてきて下さる
方も多く、不安な気持ちや症状を抱え、数多くある病院の中からわざわざ
選んで来て下さった患者さんをがっかりさせ、怒らせ泣かして帰らすことが
無いように、どうしたら少しでも喜んでいただけるかとの思いを常に持って
診療にあたって欲しいと言い続けてきました。これからも患者さんに優しい
病院であり続けて欲しいと願っています。地域の皆様と信頼関係ができ大
変お世話になりました。心から感謝・深謝です。これからも地域連携をど
うぞ宜しくお願い申し上げます。誠にありがとうございました。

内科　副院長　奥新 浩晃

副院長退任挨拶
　このたび 4 月 1 日付けで姫路赤十字病院副院長の拝命を受けました外科の甲斐恭平と申します。地域医療機関
の皆様とは紹介患者さんを接点として大変お世話になっています。平成 10 年 7 月に消化器外科医師として赴任し、
『高度医療を安全な形で患者様に提供する』『地域医療に貢献する』を診療の柱として、外科治療成績の向上に取
り組んできました。
　医療を取り巻く社会情勢・環境は日々変化しています。特にこの10 年間の変化は早く、多職種からなるチームが
発足し入院・外来診療をサポート、そして、多職種協働、チーム医療をスローガンとして入院から退院まで職員全
体が関わりを持つ医療へと、大きく変化しました。当院に求められている高度急性期機能は変わりませんが、地域
医療支援病院として地域包括ケアシステムを構築するため、そしてこの地域医療の基盤としてあり続けるためにも、
皆さまと共に、社会ニーズの変化に的確に対応していくことが当院の役割だと思います。
　今後は、外科医師として経験してきたこと、感じてきたことを土台として、この地域全体の
医療に広く関わりを持っていこうと思います。副院長職として至らぬ点も多々あると思いますが、
今後のご指導を含め変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。

姫路赤十字病院　副院長　甲斐 恭平

　学生時代はヨット部に所属していました。広い海原で瞬時にかわる環境に、耳をすませ、肌で風と波を感じ、
360℃周りを見渡し状況を分析しながら、仲間とともにヨットを操っていました。大自然の中でうまくいかず無力感
を感じることもありますが、うまく適応すると自然に包まれているような不思議な安心感・満足感も得られました。「出
来ないはない、やる」「小川のようにさらさらと清らかに」が私の座右の銘です。免疫チェックポイント阻害薬、遺
伝子導入 T 細胞療法、ゲノム医療など数年間での医療の進歩はめざましく、患者さんの要求も高まっています。一
方で特定行為看護師制度や働き方改革など新たな動きが始まりました。これらの変化に対応していくことは大変で
すが、仲間たちとベクトルを合わせ、よりよい環境づくりに取り組む機会があることを楽しみに
しています。起きているあいだの半分以上をすごす姫路赤十字病院が、お互いに尊敬、尊重し
あい、そして高めあい、もっともっと希望にあふれる良い環境になるといいなと思っています。
私は夢追いびとでしょうか？当院に赴任し１２年目になりましたが、これからも夢を追い続けた
いと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

姫路赤十字病院　副院長　平松 靖史

　このたび、副院長に就任致しました中村でございます。副院長という大役を仰せつかるにはまことに未熟でござい
ますが、先輩各位ならびに職員の皆様のご助言、ご協力を仰ぎ、職務に邁進してゆく決意でございますので、今後
とも何卒よろしくお願い申し上げます。
　私は平成 5 年に岡山大学を卒業し、今でいう初期研修の2 年間を終えた後、平成 7年から9 年にかけて当院に
勤務させていただきました。その後 19 年間岡山大学病院に勤務しておりましたが、1 年半前に再び当院に戻って参
りました。
　大学病院を出るに当たり、多数の関連病院の中で一番働きたい病院として当院を希望し、受け入れていただきま
した。私がこの病院で働きたいと感じた一番の理由は、職員の皆様がお互いに気持ちよく挨拶をされており、院内
の雰囲気が明るく、とても働きやすい職場だと感じたからです。また、院内には精度の高い診断、高度な治療を行
える環境が整っており、診療科同士や他職種との連携がスムーズであることも大きな理由でした。
　近年当院は安定した経営状況が続いておりますが、これで安泰かといえば必ずしもそうではないと感じています。
新しい県立病院の設立や、近隣の病院での医療提供体制の変化など、地域の状況が大きく変わってゆく中で地域
医療の中核としての当院の役割は増すばかりです。国全体で働き方改革を進めようという気運が高まる中、当院は
業績を伸ばしつつも職員の皆様が気持ちよく働ける環境を整え続けてゆかなければなりません。
　私がそうであったように、この病院で働きたい、働き続けたいと思えるように、佐藤院長のリー
ダーシップの元で改善を進めて参りたいと考えております。職員の皆様におかれましては、現場
で感じる、もう少しこのようにすれば効率が良いのではないか、患者さんにも満足して頂けるの
ではないか、など貴重なご意見を是非ともお聞かせ頂けますようお願い申し上げます。

姫路赤十字病院　副院長　中村 進一郎
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を感じることもありますが、うまく適応すると自然に包まれているような不思議な安心感・満足感も得られました。「出
来ないはない、やる」「小川のようにさらさらと清らかに」が私の座右の銘です。免疫チェックポイント阻害薬、遺
伝子導入 T 細胞療法、ゲノム医療など数年間での医療の進歩はめざましく、患者さんの要求も高まっています。一
方で特定行為看護師制度や働き方改革など新たな動きが始まりました。これらの変化に対応していくことは大変で
すが、仲間たちとベクトルを合わせ、よりよい環境づくりに取り組む機会があることを楽しみに
しています。起きているあいだの半分以上をすごす姫路赤十字病院が、お互いに尊敬、尊重し
あい、そして高めあい、もっともっと希望にあふれる良い環境になるといいなと思っています。
私は夢追いびとでしょうか？当院に赴任し１２年目になりましたが、これからも夢を追い続けた
いと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

姫路赤十字病院　副院長　平松 靖史

　このたび、副院長に就任致しました中村でございます。副院長という大役を仰せつかるにはまことに未熟でござい
ますが、先輩各位ならびに職員の皆様のご助言、ご協力を仰ぎ、職務に邁進してゆく決意でございますので、今後
とも何卒よろしくお願い申し上げます。
　私は平成 5 年に岡山大学を卒業し、今でいう初期研修の2 年間を終えた後、平成 7年から9 年にかけて当院に
勤務させていただきました。その後 19 年間岡山大学病院に勤務しておりましたが、1 年半前に再び当院に戻って参
りました。
　大学病院を出るに当たり、多数の関連病院の中で一番働きたい病院として当院を希望し、受け入れていただきま
した。私がこの病院で働きたいと感じた一番の理由は、職員の皆様がお互いに気持ちよく挨拶をされており、院内
の雰囲気が明るく、とても働きやすい職場だと感じたからです。また、院内には精度の高い診断、高度な治療を行
える環境が整っており、診療科同士や他職種との連携がスムーズであることも大きな理由でした。
　近年当院は安定した経営状況が続いておりますが、これで安泰かといえば必ずしもそうではないと感じています。
新しい県立病院の設立や、近隣の病院での医療提供体制の変化など、地域の状況が大きく変わってゆく中で地域
医療の中核としての当院の役割は増すばかりです。国全体で働き方改革を進めようという気運が高まる中、当院は
業績を伸ばしつつも職員の皆様が気持ちよく働ける環境を整え続けてゆかなければなりません。
　私がそうであったように、この病院で働きたい、働き続けたいと思えるように、佐藤院長のリー
ダーシップの元で改善を進めて参りたいと考えております。職員の皆様におかれましては、現場
で感じる、もう少しこのようにすれば効率が良いのではないか、患者さんにも満足して頂けるの
ではないか、など貴重なご意見を是非ともお聞かせ頂けますようお願い申し上げます。

姫路赤十字病院　副院長　中村 進一郎
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　この度、平成３１年３月３１日をもちまして姫路赤十字病院副院長を定年により退任いたしました。
　副院長拝命が平成２７年４月１日ですので、まる４年副院長職を務めました。昭和６１年の勤務以来３０年近く形
成外科部長として臨床を中心に業務をしておりましたので、はじめは慣れないことばかりで戸惑うことが多かったで
すが、徐々に病院管理運営のむずかしさが理解できるようになりました。
　副院長として私は主に感染管理関連、教育関連を担当しておりました。感染管理部門では、近年問題になってい
る耐性菌対策を重要課題として検討しました。これは、地域全体での抗菌
薬の適正使用を行う必要があります。当院では感染に関する講演会や、様々
な感染関連情報を発信しておりますのでご利用ください。また、教育関連
事業の一つとして、平成３０年２月に看護師特定行為研修の指定研修機関
となりました。始まったばかりですが、これからの地域医療を支える切り札
の１つになると思いますので活用ください。
　副院長退任後は姫路赤十字病院　形成外科の一医師として、臨床に戻っ
て診療を続けております。
　これからも姫路赤十字病院は人道をキーワードにこの地域の基幹病院と
しての役目を果たしてまいります。これからも引き続きご支援賜りますよう
お願い申し上げます。
　

形成外科　副院長　最所 裕司

　この度、平成 31 年 3 月 31 日をもちまして定年退職となりました。地域医療連携室長、相談支援・入退院・が
ん診療各センター長、薬剤部長、岡山大学医学部臨床教授を兼任し、佐藤院長とともに外科系・内科系の連携も深め、
充実した診療に努めてまいりました。
　医師会の諸先生方や多くの医療スタッフからの御支持をいただき、前方
後方支援をより円滑に進めさせていただくことが出来て、お陰様で紹介率
は平成 24 年度 64.9% から平成 30 年度 87.1%、逆紹介率も76.8% から
120.6% と著増しています。患者さんも遠方から数時間もかけてきて下さる
方も多く、不安な気持ちや症状を抱え、数多くある病院の中からわざわざ
選んで来て下さった患者さんをがっかりさせ、怒らせ泣かして帰らすことが
無いように、どうしたら少しでも喜んでいただけるかとの思いを常に持って
診療にあたって欲しいと言い続けてきました。これからも患者さんに優しい
病院であり続けて欲しいと願っています。地域の皆様と信頼関係ができ大
変お世話になりました。心から感謝・深謝です。これからも地域連携をど
うぞ宜しくお願い申し上げます。誠にありがとうございました。

内科　副院長　奥新 浩晃

副院長退任挨拶
　このたび 4 月 1 日付けで姫路赤十字病院副院長の拝命を受けました外科の甲斐恭平と申します。地域医療機関
の皆様とは紹介患者さんを接点として大変お世話になっています。平成 10 年 7 月に消化器外科医師として赴任し、
『高度医療を安全な形で患者様に提供する』『地域医療に貢献する』を診療の柱として、外科治療成績の向上に取
り組んできました。
　医療を取り巻く社会情勢・環境は日々変化しています。特にこの10 年間の変化は早く、多職種からなるチームが
発足し入院・外来診療をサポート、そして、多職種協働、チーム医療をスローガンとして入院から退院まで職員全
体が関わりを持つ医療へと、大きく変化しました。当院に求められている高度急性期機能は変わりませんが、地域
医療支援病院として地域包括ケアシステムを構築するため、そしてこの地域医療の基盤としてあり続けるためにも、
皆さまと共に、社会ニーズの変化に的確に対応していくことが当院の役割だと思います。
　今後は、外科医師として経験してきたこと、感じてきたことを土台として、この地域全体の
医療に広く関わりを持っていこうと思います。副院長職として至らぬ点も多々あると思いますが、
今後のご指導を含め変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。

姫路赤十字病院　副院長　甲斐 恭平

　学生時代はヨット部に所属していました。広い海原で瞬時にかわる環境に、耳をすませ、肌で風と波を感じ、
360℃周りを見渡し状況を分析しながら、仲間とともにヨットを操っていました。大自然の中でうまくいかず無力感
を感じることもありますが、うまく適応すると自然に包まれているような不思議な安心感・満足感も得られました。「出
来ないはない、やる」「小川のようにさらさらと清らかに」が私の座右の銘です。免疫チェックポイント阻害薬、遺
伝子導入 T 細胞療法、ゲノム医療など数年間での医療の進歩はめざましく、患者さんの要求も高まっています。一
方で特定行為看護師制度や働き方改革など新たな動きが始まりました。これらの変化に対応していくことは大変で
すが、仲間たちとベクトルを合わせ、よりよい環境づくりに取り組む機会があることを楽しみに
しています。起きているあいだの半分以上をすごす姫路赤十字病院が、お互いに尊敬、尊重し
あい、そして高めあい、もっともっと希望にあふれる良い環境になるといいなと思っています。
私は夢追いびとでしょうか？当院に赴任し１２年目になりましたが、これからも夢を追い続けた
いと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

姫路赤十字病院　副院長　平松 靖史

　このたび、副院長に就任致しました中村でございます。副院長という大役を仰せつかるにはまことに未熟でござい
ますが、先輩各位ならびに職員の皆様のご助言、ご協力を仰ぎ、職務に邁進してゆく決意でございますので、今後
とも何卒よろしくお願い申し上げます。
　私は平成 5 年に岡山大学を卒業し、今でいう初期研修の2 年間を終えた後、平成 7年から9 年にかけて当院に
勤務させていただきました。その後 19 年間岡山大学病院に勤務しておりましたが、1 年半前に再び当院に戻って参
りました。
　大学病院を出るに当たり、多数の関連病院の中で一番働きたい病院として当院を希望し、受け入れていただきま
した。私がこの病院で働きたいと感じた一番の理由は、職員の皆様がお互いに気持ちよく挨拶をされており、院内
の雰囲気が明るく、とても働きやすい職場だと感じたからです。また、院内には精度の高い診断、高度な治療を行
える環境が整っており、診療科同士や他職種との連携がスムーズであることも大きな理由でした。
　近年当院は安定した経営状況が続いておりますが、これで安泰かといえば必ずしもそうではないと感じています。
新しい県立病院の設立や、近隣の病院での医療提供体制の変化など、地域の状況が大きく変わってゆく中で地域
医療の中核としての当院の役割は増すばかりです。国全体で働き方改革を進めようという気運が高まる中、当院は
業績を伸ばしつつも職員の皆様が気持ちよく働ける環境を整え続けてゆかなければなりません。
　私がそうであったように、この病院で働きたい、働き続けたいと思えるように、佐藤院長のリー
ダーシップの元で改善を進めて参りたいと考えております。職員の皆様におかれましては、現場
で感じる、もう少しこのようにすれば効率が良いのではないか、患者さんにも満足して頂けるの
ではないか、など貴重なご意見を是非ともお聞かせ頂けますようお願い申し上げます。

姫路赤十字病院　副院長　中村 進一郎
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スタッフ紹介

01

当科の診療方針
　現在は4名の放射線診断専門医が熟練した専任の放射線技師と協力して
高度な総合画像診断、IVRをめざして日常の診療業務を行っています。

診療内容
　放射線診断科においては画像診断部門、IVR部門と大きく二つの分野に
分かれています。
　画像診断部門ではCT、MRIおよび核医学による画像診断が主体となりま
す。診断用のCTは64列と320列のマルチスライスCTが稼動し、造影剤を
使用したdynamic study、薄いスライスによる再構成画像、3D画像などを
駆使して高度な画像の提供および診断を行っています。MRIでは新たに最新
の3Tの装置が導入され、現在では3TのMRI装置の2台体制で検査を行っ
ております。脳神経や脊椎はもとより、肝臓をはじめとする消化器、乳腺およ
び泌尿生殖器の疾患など、あらゆる領域において画質および診断の向上が
顕著です。核医学においても新たにSPECT-CTが導入され、精度の向上に
つながっています。IVR部門では血管撮影装置と高性能CTを組み合わせた
IVR-CTを用いてTACE（肝動脈化学塞栓療法）による肝癌の治療などや
生検、ドレナージに大きな威力を発揮しています。

地域医療機関の先生方へ
　地域の医療機関よりCT、MRI、RIといった各種画像診断の依頼を受けて
おります。MRIおよびCTに関しては院内外ともに慢性的な混雑状況が続い
ており、ご迷惑をおかけしております。地域の医療機関の方々にお役に立てる
ように今後も混雑の改善に取り組み、また、さらなる医療機器の充実および医
療の質の向上に努めていきたいと考えております。今後ともよろしくお願い申
し上げます。

放射線診断装置のご紹介

　最新のMRI装置ではSensaVueシステムとして検査中に映像や音楽が鑑賞できる大型液晶モニ
ターが設置され、閉所恐怖症や長時間撮影での心的負担が大きく軽減されます。また、
Compressed SENSE（CS）という新たな手法により、画質を落とさず撮像時間の大幅な短縮が可
能となっています。
　最新のCT装置は16cmの範囲が一度に撮像できるエリアディテクター CTであり、被曝の低減と
高精度の画像が得られ、各臓器の診断に利用されています。
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放射線診断科

三森 天人　放射線診断科部長
（平成2年卒／画像診断）

松原 伸一郎　放射線技術部長 
(兼)放射線診断科副部長事務取扱
（昭和62年卒／画像診断）

井上 大作　放射線診断科副部長　
（平成16年卒／放射線診断、IVR）

蟹江 悠一郎　医師
（平成22年卒／画像診断）
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松原蟹江井上三森

①Philips MRI Ingenia 3.0T ②Philips MRI Ingenia 3.0T　SensaVueシステム

④キャノンメディカル　Aquilion ONE

⑤冠動脈画像 ⑥腹部血管画像

③MRCP MIP画像（左従来画像：4分50秒、
　右CSを用いた画像：2分24秒）
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スタッフ紹介

02

小児外科

7

当科の診療方針
　当科は中播磨・西播磨地域において唯一の日本小児外科学会教育関連施
設です。常勤医は畠山、岡本、辻の3名で、週1回神戸大学小児外科医局よ
り中井医師を応援医師として派遣していただいています。外来診療は月曜日
午前9時から12時までは主に初診外来、月・水・金の午後2時から4時半は
主に再診外来としています。午後外来でも初診患者に対応していますが、で
きれば初診は月曜日午前にご紹介いただいた方がスムーズに対応できます。
定期手術日は火・木の週2回です。当科では当院小児科と密接に連携して診
療し、休日夜間も対応しています。

診療内容
　対象年齢は新生児から中学生までで、心臓血管外科領域を除くほぼすべ
ての胸部・腹部外科を対象としています。
主な疾患としては
・一般小児外科
　鼠径ヘルニア・臍ヘルニア・停留精巣・急性虫垂炎・腸重積等
・新生児外科
　食道閉鎖・横隔膜ヘルニア・腸閉鎖・ヒルシュスプルング病・直腸肛門奇
　形（鎖肛）等
・年長児の先天性外科疾患
　漏斗胸・先天性肺嚢胞・胆道閉鎖症・総胆管拡張症、
　その他消化管異物・気道異物・外傷等
　小児固形悪性腫瘍に関しては、集学的治療を要するため原則当院では手
術を施行しておりませんが、当院から大学病院や兵庫県立こども病院に紹介
しています。

他医療機関へのメッセージ
　以前から多くの小児外科疾患をご紹介いただき大変感謝しております。混
雑しておりますので地域連携室を通して予約したうえでご紹介いただけるとス
ムーズです。もちろん緊急の場合は随時対応いたします。

畠山 理　小児外科部長
（平成2年卒／小児外科一般）

岡本 光正　小児外科副部長
（平成15年卒／小児外科全般）

野口 恵未　医師　
（平成26年卒／小児外科）
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取り扱っている疾患と手術や処置の内容の紹介

急性虫垂炎の診断・治療について

　昔は、急性虫垂炎が疑われれば即手術、というのが定番でした。しかし現在は虫垂炎の診断・治療に
も変化が見られます。

　2017年に日本小児救急医学会から「小児急性虫垂炎診療ガイドライン」が発表されました。その診断
面での内容は①一次評価にスコアリングシステムを使用すること、②腹部超音波検査を画像診断の第一
選択とすること、③Active observationは腹部CT検査施行率を低下させ、かつ診断の遅れの防止に
有用であること、が述べられています。
　スコアリングシステムについては当科でも2018年から夜間救急において採用しており、有用な感触を
得ています。もう少し症例を蓄積して、その成果はまたの機会にお知らせしたいと思います。
　腹部超音波検査は当院の最も得意とするところです。腹部超音波検査を画像診断の第一選択とし、
CT施行を極力避けることにより、小児被曝量を最小限に抑えることに関しては、当院は他院に比べても
さきがけているという自負があります。
　Active observationというのは急性虫垂炎が疑われるが、画像診断で急性虫垂炎と診断が確定で
きない、あるいは画像検査を追加できない場合に、輸液を行い経口摂取禁で4～8時間ごとに身体所見、
スコア、白血球数、CRP、エコー検査などで再評価を繰り返す診療行為をいいます。

　急性虫垂炎ひとつをとっても、その診断・治療は日々進歩しています。当科は全国的に見ても急性虫垂
炎症例は多い施設ですので、安心してご紹介ください。
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（うち腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術：56例）
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スタッフ紹介

01

当科の診療方針
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療の質の向上に努めていきたいと考えております。今後ともよろしくお願い申
し上げます。

放射線診断装置のご紹介

　最新のMRI装置ではSensaVueシステムとして検査中に映像や音楽が鑑賞できる大型液晶モニ
ターが設置され、閉所恐怖症や長時間撮影での心的負担が大きく軽減されます。また、
Compressed SENSE（CS）という新たな手法により、画質を落とさず撮像時間の大幅な短縮が可
能となっています。
　最新のCT装置は16cmの範囲が一度に撮像できるエリアディテクター CTであり、被曝の低減と
高精度の画像が得られ、各臓器の診断に利用されています。
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放射線診断科

三森 天人　放射線診断科部長
（平成2年卒／画像診断）

松原 伸一郎　放射線技術部長 
(兼)放射線診断科副部長事務取扱
（昭和62年卒／画像診断）

井上 大作　放射線診断科副部長　
（平成16年卒／放射線診断、IVR）

蟹江 悠一郎　医師
（平成22年卒／画像診断）
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松原蟹江井上三森

①Philips MRI Ingenia 3.0T ②Philips MRI Ingenia 3.0T　SensaVueシステム

④キャノンメディカル　Aquilion ONE

⑤冠動脈画像 ⑥腹部血管画像

③MRCP MIP画像（左従来画像：4分50秒、
　右CSを用いた画像：2分24秒）
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スタッフ紹介

02

小児外科

7

当科の診療方針
　当科は中播磨・西播磨地域において唯一の日本小児外科学会教育関連施
設です。常勤医は畠山、岡本、辻の3名で、週1回神戸大学小児外科医局よ
り中井医師を応援医師として派遣していただいています。外来診療は月曜日
午前9時から12時までは主に初診外来、月・水・金の午後2時から4時半は
主に再診外来としています。午後外来でも初診患者に対応していますが、で
きれば初診は月曜日午前にご紹介いただいた方がスムーズに対応できます。
定期手術日は火・木の週2回です。当科では当院小児科と密接に連携して診
療し、休日夜間も対応しています。

診療内容
　対象年齢は新生児から中学生までで、心臓血管外科領域を除くほぼすべ
ての胸部・腹部外科を対象としています。
主な疾患としては
・一般小児外科
　鼠径ヘルニア・臍ヘルニア・停留精巣・急性虫垂炎・腸重積等
・新生児外科
　食道閉鎖・横隔膜ヘルニア・腸閉鎖・ヒルシュスプルング病・直腸肛門奇
　形（鎖肛）等
・年長児の先天性外科疾患
　漏斗胸・先天性肺嚢胞・胆道閉鎖症・総胆管拡張症、
　その他消化管異物・気道異物・外傷等
　小児固形悪性腫瘍に関しては、集学的治療を要するため原則当院では手
術を施行しておりませんが、当院から大学病院や兵庫県立こども病院に紹介
しています。

他医療機関へのメッセージ
　以前から多くの小児外科疾患をご紹介いただき大変感謝しております。混
雑しておりますので地域連携室を通して予約したうえでご紹介いただけるとス
ムーズです。もちろん緊急の場合は随時対応いたします。

畠山 理　小児外科部長
（平成2年卒／小児外科一般）

岡本 光正　小児外科副部長
（平成15年卒／小児外科全般）

野口 恵未　医師　
（平成26年卒／小児外科）
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取り扱っている疾患と手術や処置の内容の紹介

急性虫垂炎の診断・治療について

　昔は、急性虫垂炎が疑われれば即手術、というのが定番でした。しかし現在は虫垂炎の診断・治療に
も変化が見られます。

　2017年に日本小児救急医学会から「小児急性虫垂炎診療ガイドライン」が発表されました。その診断
面での内容は①一次評価にスコアリングシステムを使用すること、②腹部超音波検査を画像診断の第一
選択とすること、③Active observationは腹部CT検査施行率を低下させ、かつ診断の遅れの防止に
有用であること、が述べられています。
　スコアリングシステムについては当科でも2018年から夜間救急において採用しており、有用な感触を
得ています。もう少し症例を蓄積して、その成果はまたの機会にお知らせしたいと思います。
　腹部超音波検査は当院の最も得意とするところです。腹部超音波検査を画像診断の第一選択とし、
CT施行を極力避けることにより、小児被曝量を最小限に抑えることに関しては、当院は他院に比べても
さきがけているという自負があります。
　Active observationというのは急性虫垂炎が疑われるが、画像診断で急性虫垂炎と診断が確定で
きない、あるいは画像検査を追加できない場合に、輸液を行い経口摂取禁で4～8時間ごとに身体所見、
スコア、白血球数、CRP、エコー検査などで再評価を繰り返す診療行為をいいます。

　急性虫垂炎ひとつをとっても、その診断・治療は日々進歩しています。当科は全国的に見ても急性虫垂
炎症例は多い施設ですので、安心してご紹介ください。

平成29年度診療実績

鼠径ヘルニア手術

虫垂切除術
臍ヘルニア手術
停留精巣手術
胃瘻造設術
新生児手術

96例

41例
8例
23例
12例
23例

手術・検査・処置等名

（うち腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術：56例）

中井
（応援医師）

岡本 畠山 野口
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　当院は、平成19年1月31日付で厚生労働大臣より「地
域がん診療連携拠点病院」として指定されておりました
が、この度、平成31年４月1日付で、新たに厚生労働大臣
より「地域がん診療連携拠点病院（高度型）」に認定され
ましたことをご報告致します。
　「地域がん診療拠点病院」は、がん医療水準の均てん
化を推進することを目的に各医療圏において指定されて
おり、はりま姫路医療圏（旧中・西播磨）では、当院と姫路
医療センター、赤穂市民病院の３施設が指定を受けてい
ました。しかしながら、均てん化の一方で、がんゲノムなど
の高度医療の集約化が必要となったことから、この度、国
による指定要件の見直しが行われ、全国348施設の「が
ん診療連携拠点病院」のうち、高度ながん診療の提供が
可能と判断された14施設が「高度型」として新たに認定
されました。因みに近畿地方では４施設、兵庫県内では唯
一の指定となります。

「高度型」として認定されました

「地域がん診療連携拠点病院（高度型）」の指定についてZOOM UP

　指定要件は、診療実績は勿論のこと、がんゲノムや遺
伝子カウンセリングといった最新のがん診療から患者相
談支援といった幅広い分野における専門職員の配置や
育成、地域への啓蒙活動も重要視されており、組織横断
的な「がん診療センター」を立ち上げて当院が取り組んで
きた内容が評価されたものと思われます。
　今後も引き続き、地域におけるがん診療のリーディング
ホスピタルとして、地域医療の一翼を担う所存であります
ので、引き続き、ご指導・ご鞭撻宜しくお願い致します。

　当院の外来診療においては、呼吸器内科、呼吸器外
科、化学療法内科等の新しい科の標榜、及び血液や消化
器系疾患の紹介患者増加に伴い、慢性的な外来診察室
不足が続いておりました。診察室が足らないことから外来
患者の集中が激しくなり、外来待合の混雑や診察待ち時
間の長時間化が深刻な問題となっていました。そこで、本
年度の目標の一つに「ホスピタリティの向上」を掲げ、事

ホスピタリティの向上のために

内科第２ブロックの外来運用開始についてZOOM UP

業計画に「外来再編計画」を盛り込み、化学療法セン
ターのリニューアルオープン（11月）に続いて、この度新た
に「内科第２ブロック」（Ｒブロック）を新設致しました。
　新しい外来診察ブロックは、旧第一化学療法室を全面
改装し、診察室２部屋、輸血・処置用ベッド４床を配置し
て、３月４日より主に血液系疾患の内科患者の外来診察ブ
ロックとして運用をスタートしております。

　当院では平成26年度より地域の医療従事者を対象
に資質向上を目的にスキルアップ研修会を開催しており
ます。
　平成30年度は「在宅医療編Part2『尊厳ある死を考
える～住み慣れた地域で看取るということ～』」をテー
マに開催しました。医療機関、地域包括支援センター、
消防局、訪問看護ステーション、介護老人施設、特別
養護老人ホームからお招きした講師により多角的な視
点での研修会を実施しました。
　研修会の中ではグループワークやロールプレイングを
通して他施設・他職種での交流を通じて意見交換を行

いました。「様々な職種の意見を聞く事ができ良い機会
になりました」「地域を基に繋がることは大切だと学べ
ました」と言った嬉しいご意見も頂きました。
　主催側と致しましては研修会を通じて日頃連携してい
る施設との顔の見える関係性を築き上げることの重要性
を理解することができました。
　今年度は「家族支援～地域包括ケアにおける家族支
援の視点から～」をテーマに研修会を実施させて頂くこ
とになりました。
　皆様のご参加お待ちしております。今年度もどうぞよ
ろしくお願い致します。

NEWS

医療従事者を対象に

スキルアップ研修会

　第6回TQM活動報告会を、3月1日に開催しました。
現場で起きている問題を可視化し、真因を検証し、改
善に取り組み、成果を確認するというQCストーリーに
沿って、4つのサークルが大変分かりやすい報告をされ、
参加者で成果を共有することが出来ました。
　改善活動のパイオニアの「トヨタ」には、「前工程は
神様、後工程はお客様」という有名な言葉があるそうで
す。自分の仕事のひとつ前のプロセスを担当する人は、
自分ができないことをしてくれる神様であり、特に大事
なのは後のプロセスの担当者は大事なお客様であると
いう原点を忘れないようにという考えです。医療現場も
同じで、患者さんと接する最前線で働く職員が、お互い
の業務内容やプロセスを知り、それぞれ連携し合って
現場を改善し続ける事で、最善の医療を患者さんに提
供することができます。これこそが当院が推進している
クリニカルマイクロシステムだと考えます。
　今回の発表で他部門での現状を知り、「患者目線の

視点が素晴らしかった」という多くの感想をいただいた
り、困っている部門に協力出来るかもしれないという視
点で早速検討して下さったりしている部門もあります。
お互いを「知る」という事の大切さを感じると共に、今
後更に改善の輪が広がればと願っています。

業務改善運営委員会　副委員長　駒田 香苗

NEWS

クリニカルマイクロシステムで改善活動

第６回TQM活動報告会を終えて
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取り扱っている疾患と手術や処置の内容の紹介
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平成29年度診療実績

鼠径ヘルニア手術

虫垂切除術
臍ヘルニア手術
停留精巣手術
胃瘻造設術
新生児手術

96例

41例
8例
23例
12例
23例

手術・検査・処置等名

（うち腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術：56例）

中井
（応援医師）

岡本 畠山 野口
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　当院は、平成19年1月31日付で厚生労働大臣より「地
域がん診療連携拠点病院」として指定されておりました
が、この度、平成31年４月1日付で、新たに厚生労働大臣
より「地域がん診療連携拠点病院（高度型）」に認定され
ましたことをご報告致します。
　「地域がん診療拠点病院」は、がん医療水準の均てん
化を推進することを目的に各医療圏において指定されて
おり、はりま姫路医療圏（旧中・西播磨）では、当院と姫路
医療センター、赤穂市民病院の３施設が指定を受けてい
ました。しかしながら、均てん化の一方で、がんゲノムなど
の高度医療の集約化が必要となったことから、この度、国
による指定要件の見直しが行われ、全国348施設の「が
ん診療連携拠点病院」のうち、高度ながん診療の提供が
可能と判断された14施設が「高度型」として新たに認定
されました。因みに近畿地方では４施設、兵庫県内では唯
一の指定となります。

「高度型」として認定されました

「地域がん診療連携拠点病院（高度型）」の指定についてZOOM UP

　指定要件は、診療実績は勿論のこと、がんゲノムや遺
伝子カウンセリングといった最新のがん診療から患者相
談支援といった幅広い分野における専門職員の配置や
育成、地域への啓蒙活動も重要視されており、組織横断
的な「がん診療センター」を立ち上げて当院が取り組んで
きた内容が評価されたものと思われます。
　今後も引き続き、地域におけるがん診療のリーディング
ホスピタルとして、地域医療の一翼を担う所存であります
ので、引き続き、ご指導・ご鞭撻宜しくお願い致します。

　当院の外来診療においては、呼吸器内科、呼吸器外
科、化学療法内科等の新しい科の標榜、及び血液や消化
器系疾患の紹介患者増加に伴い、慢性的な外来診察室
不足が続いておりました。診察室が足らないことから外来
患者の集中が激しくなり、外来待合の混雑や診察待ち時
間の長時間化が深刻な問題となっていました。そこで、本
年度の目標の一つに「ホスピタリティの向上」を掲げ、事

ホスピタリティの向上のために

内科第２ブロックの外来運用開始についてZOOM UP

業計画に「外来再編計画」を盛り込み、化学療法セン
ターのリニューアルオープン（11月）に続いて、この度新た
に「内科第２ブロック」（Ｒブロック）を新設致しました。
　新しい外来診察ブロックは、旧第一化学療法室を全面
改装し、診察室２部屋、輸血・処置用ベッド４床を配置し
て、３月４日より主に血液系疾患の内科患者の外来診察ブ
ロックとして運用をスタートしております。

　当院では平成26年度より地域の医療従事者を対象
に資質向上を目的にスキルアップ研修会を開催しており
ます。
　平成30年度は「在宅医療編Part2『尊厳ある死を考
える～住み慣れた地域で看取るということ～』」をテー
マに開催しました。医療機関、地域包括支援センター、
消防局、訪問看護ステーション、介護老人施設、特別
養護老人ホームからお招きした講師により多角的な視
点での研修会を実施しました。
　研修会の中ではグループワークやロールプレイングを
通して他施設・他職種での交流を通じて意見交換を行

いました。「様々な職種の意見を聞く事ができ良い機会
になりました」「地域を基に繋がることは大切だと学べ
ました」と言った嬉しいご意見も頂きました。
　主催側と致しましては研修会を通じて日頃連携してい
る施設との顔の見える関係性を築き上げることの重要性
を理解することができました。
　今年度は「家族支援～地域包括ケアにおける家族支
援の視点から～」をテーマに研修会を実施させて頂くこ
とになりました。
　皆様のご参加お待ちしております。今年度もどうぞよ
ろしくお願い致します。

NEWS

医療従事者を対象に

スキルアップ研修会

　第6回TQM活動報告会を、3月1日に開催しました。
現場で起きている問題を可視化し、真因を検証し、改
善に取り組み、成果を確認するというQCストーリーに
沿って、4つのサークルが大変分かりやすい報告をされ、
参加者で成果を共有することが出来ました。
　改善活動のパイオニアの「トヨタ」には、「前工程は
神様、後工程はお客様」という有名な言葉があるそうで
す。自分の仕事のひとつ前のプロセスを担当する人は、
自分ができないことをしてくれる神様であり、特に大事
なのは後のプロセスの担当者は大事なお客様であると
いう原点を忘れないようにという考えです。医療現場も
同じで、患者さんと接する最前線で働く職員が、お互い
の業務内容やプロセスを知り、それぞれ連携し合って
現場を改善し続ける事で、最善の医療を患者さんに提
供することができます。これこそが当院が推進している
クリニカルマイクロシステムだと考えます。
　今回の発表で他部門での現状を知り、「患者目線の

視点が素晴らしかった」という多くの感想をいただいた
り、困っている部門に協力出来るかもしれないという視
点で早速検討して下さったりしている部門もあります。
お互いを「知る」という事の大切さを感じると共に、今
後更に改善の輪が広がればと願っています。

業務改善運営委員会　副委員長　駒田 香苗

NEWS

クリニカルマイクロシステムで改善活動

第６回TQM活動報告会を終えて
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実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容

  4/8 医療者としてのマナーと
コミュニケーション

医療者としてのマナーとコミュニケーション
看護師としての接遇 ・コミニュケーションスキル

  4/9 キャリア開発支援Ⅰ キャリア適応過程について ・キャリア開発について
  4/9 夜勤前の心構え 夜勤前の心構えについて
4/10 基礎看護技術「感染予防」 感染予防対策について ・オムツ交換
4/10 基礎看護技術「褥瘡管理」 褥瘡・褥瘡管理について
4/11 基礎看護技術「医療安全①」 医療安全について
4/11 看護専門職者としてのリフレクション リフレクションについて

4/12 基礎看護技術
「フィジカル入門：バイタルサイン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 ・事例検討

4/12 基礎看護技術
「与薬①（輸液管理・採血）」 看護業務と技術について（輸液管理・採血技術）

4/12 社会人基礎力 社会人基礎力について
4/15 医療と診療情報「看護記録」 医療と診療情報について ・個人情報保護について ・看護記録の記載について
5/27 基礎看護技術「与薬②」 医療麻薬について ・医療麻薬管理について

6/26 フィジカル入門③
「救急看護（BLSコース）」 急変時の看護 ・救急蘇生術の基礎知識

7/29 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

8/16 看護技術研修「ポジショニング」 床上臥床による身体の影響 ・ポジショニングについて
  9/6 マインドセルフケア ストレスマネジメントについて ・ストレス自己評価 ・ストレス対処法について

看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について

看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理について ・グルーバルヘルスについて
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の展開 ・実技

3/13 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

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容
 7/3 成果報告 感染予防について
10/2 医療安全 看護補助者としての医療安全について

新規採用者対象研修 新規採用研修
2/20 守秘義務・個人情報と倫理について 個人情報・守秘義務・倫理・メンタルヘルスについて

▶看護補助者

実施予定日時　　 　研修名 　テーマ・主な内容　　
5/28 看護研究(基礎編) 看護研究
6/24 赤十字と看護倫理Ⅱ 赤十字の原則・倫理的感受性を高めるために
  7/9 急変症状のアセスメント 急変症状のアセスメント
  8/9 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

キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について
看護と受容的態度 アサーションの基本・看護者としての必要な受容的態度

  2/5 後輩育成 新人支援・後輩育成

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容
4/18 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
5/17 研修企画 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
6/13 リーダーシップ研修 リーダーシップについて・職場の状況分析と課題解決課程
  7/5 コーチング 後輩育成とコーチングスキル
10/4 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析

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

     12/4.5.6 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の展開・実技の支援

1/24 実地指導者研修 新人看護職員の理解・実地指導者の役割の理解

▶レベルⅡ研修

▶レベルⅢ研修

10/21

         10/31

 11/13

12/4.5.6

11/18

11/12

12/11

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

10 11

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER  JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTERTOPICS TOPICS

NEWS

研修開催情報

令和元年度　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。

NEWS

採用・退職

採用医師・退職医師のご案内
【採用医師】

副部長(小児外科)
久松 千恵子

医師（内科）
姫井 人美

医師（内科）
櫻武 敬真

医師（内科）
松本 和也

医師（小児科）
井上 翔太

医師（小児科）
井上 翔太郎

医師（小児科）
京野 由紀

医師（小児科）
呉 東祐

医師（小児科）
半澤 愛

医師（小児科）
明神 翔太

医師（外科）
坂田 寛之

医師（外科）
西江 尚貴

医師（外科）
畑 七々子

医師（外科）
福本 侑麻

医師（外科）
藤本 卓也

修練医（病理診断科）
塩原 正規

医師（産婦人科）
小山 美佳

医師（産婦人科）
中澤 浩志

医師（リハビリテーション科）
松本 瑠以子 

医師（循環器内科）
増田 拓郎

修練医（泌尿器科）
上田 進

修練医（泌尿器科）
前田 光毅

副院長
奥新 浩晃

副院長
最所 裕司

副部長(第二腎臓・膠原病内科)
井上 達之

副部長(乳腺外科)
湯淺 壮司 

副部長(第一泌尿器科)
楠田 雄司

肝臓内科部長
多田 俊史 
(ただ としふみ）

第二消化器科副部長
三浦 公
(みうら こう）

小児外科副部長
岡本 光正
(おかもと みつまさ）

医師（内科）
飛田 春那
(とびた はるな）

医師（内科）
藤原 悠紀
(ふじわら ゆき）

医師（内科）
庄野 文恵
(しょうの ふみえ）

医師（内科）
松尾 優
(まつお ゆう）

医師（内科）
赤路 啓
(あかじ けい）

医師（外科）
金平 典之
(かねひら のりゆき）

医師（外科）
山内 悠輔
(やまうち ゆうすけ）

医師（外科）
髙倉 竜彦
(たかくら たつひこ）

医師（外科）
高橋 利明
(たかはし としあき）

医師（小児科）
寺﨑 英佑
(てらさき えいすけ）

医師（小児科）
石田 貴裕
(いしだ たかひろ）

医師（小児科）
山根 弘美
(やまね ひろみ）

医師（小児科）
河南 幸乃
(かわなみ ゆきの）

医師（小児科）
清水 彩香
(しみず あやか）

医師（循環器内科）
飛田 諭志
(とびた さとし）

医師（循環器内科）
村上 篤志
(むらかみ あつし）

医師（泌尿器科）
藤本 卓也
(ふじもと たくや）

医師（泌尿器科）
安野 恭平
(やすの きょうへい）

医師（リハビリテーション科）
髙橋 惇司
(たかはし あつし）

医師（病理診断科）
猪飼 信康
(いかい のぶやす）

医師（泌尿器科）
戸邉 泰将
(とべ たいすけ）

【退職医師】

平成31年4月1日付採用

平成31年3月31日付退職
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　当院は、平成19年1月31日付で厚生労働大臣より「地
域がん診療連携拠点病院」として指定されておりました
が、この度、平成31年４月1日付で、新たに厚生労働大臣
より「地域がん診療連携拠点病院（高度型）」に認定され
ましたことをご報告致します。
　「地域がん診療拠点病院」は、がん医療水準の均てん
化を推進することを目的に各医療圏において指定されて
おり、はりま姫路医療圏（旧中・西播磨）では、当院と姫路
医療センター、赤穂市民病院の３施設が指定を受けてい
ました。しかしながら、均てん化の一方で、がんゲノムなど
の高度医療の集約化が必要となったことから、この度、国
による指定要件の見直しが行われ、全国348施設の「が
ん診療連携拠点病院」のうち、高度ながん診療の提供が
可能と判断された14施設が「高度型」として新たに認定
されました。因みに近畿地方では４施設、兵庫県内では唯
一の指定となります。

「高度型」として認定されました

「地域がん診療連携拠点病院（高度型）」の指定についてZOOM UP

　指定要件は、診療実績は勿論のこと、がんゲノムや遺
伝子カウンセリングといった最新のがん診療から患者相
談支援といった幅広い分野における専門職員の配置や
育成、地域への啓蒙活動も重要視されており、組織横断
的な「がん診療センター」を立ち上げて当院が取り組んで
きた内容が評価されたものと思われます。
　今後も引き続き、地域におけるがん診療のリーディング
ホスピタルとして、地域医療の一翼を担う所存であります
ので、引き続き、ご指導・ご鞭撻宜しくお願い致します。

　当院の外来診療においては、呼吸器内科、呼吸器外
科、化学療法内科等の新しい科の標榜、及び血液や消化
器系疾患の紹介患者増加に伴い、慢性的な外来診察室
不足が続いておりました。診察室が足らないことから外来
患者の集中が激しくなり、外来待合の混雑や診察待ち時
間の長時間化が深刻な問題となっていました。そこで、本
年度の目標の一つに「ホスピタリティの向上」を掲げ、事

ホスピタリティの向上のために

内科第２ブロックの外来運用開始についてZOOM UP

業計画に「外来再編計画」を盛り込み、化学療法セン
ターのリニューアルオープン（11月）に続いて、この度新た
に「内科第２ブロック」（Ｒブロック）を新設致しました。
　新しい外来診察ブロックは、旧第一化学療法室を全面
改装し、診察室２部屋、輸血・処置用ベッド４床を配置し
て、３月４日より主に血液系疾患の内科患者の外来診察ブ
ロックとして運用をスタートしております。

　当院では平成26年度より地域の医療従事者を対象
に資質向上を目的にスキルアップ研修会を開催しており
ます。
　平成30年度は「在宅医療編Part2『尊厳ある死を考
える～住み慣れた地域で看取るということ～』」をテー
マに開催しました。医療機関、地域包括支援センター、
消防局、訪問看護ステーション、介護老人施設、特別
養護老人ホームからお招きした講師により多角的な視
点での研修会を実施しました。
　研修会の中ではグループワークやロールプレイングを
通して他施設・他職種での交流を通じて意見交換を行

いました。「様々な職種の意見を聞く事ができ良い機会
になりました」「地域を基に繋がることは大切だと学べ
ました」と言った嬉しいご意見も頂きました。
　主催側と致しましては研修会を通じて日頃連携してい
る施設との顔の見える関係性を築き上げることの重要性
を理解することができました。
　今年度は「家族支援～地域包括ケアにおける家族支
援の視点から～」をテーマに研修会を実施させて頂くこ
とになりました。
　皆様のご参加お待ちしております。今年度もどうぞよ
ろしくお願い致します。

NEWS

医療従事者を対象に

スキルアップ研修会

　第6回TQM活動報告会を、3月1日に開催しました。
現場で起きている問題を可視化し、真因を検証し、改
善に取り組み、成果を確認するというQCストーリーに
沿って、4つのサークルが大変分かりやすい報告をされ、
参加者で成果を共有することが出来ました。
　改善活動のパイオニアの「トヨタ」には、「前工程は
神様、後工程はお客様」という有名な言葉があるそうで
す。自分の仕事のひとつ前のプロセスを担当する人は、
自分ができないことをしてくれる神様であり、特に大事
なのは後のプロセスの担当者は大事なお客様であると
いう原点を忘れないようにという考えです。医療現場も
同じで、患者さんと接する最前線で働く職員が、お互い
の業務内容やプロセスを知り、それぞれ連携し合って
現場を改善し続ける事で、最善の医療を患者さんに提
供することができます。これこそが当院が推進している
クリニカルマイクロシステムだと考えます。
　今回の発表で他部門での現状を知り、「患者目線の

視点が素晴らしかった」という多くの感想をいただいた
り、困っている部門に協力出来るかもしれないという視
点で早速検討して下さったりしている部門もあります。
お互いを「知る」という事の大切さを感じると共に、今
後更に改善の輪が広がればと願っています。

業務改善運営委員会　副委員長　駒田 香苗

NEWS

クリニカルマイクロシステムで改善活動

第６回TQM活動報告会を終えて

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容

  4/8 医療者としてのマナーと
コミュニケーション

医療者としてのマナーとコミュニケーション
看護師としての接遇 ・コミニュケーションスキル

  4/9 キャリア開発支援Ⅰ キャリア適応過程について ・キャリア開発について
  4/9 夜勤前の心構え 夜勤前の心構えについて
4/10 基礎看護技術「感染予防」 感染予防対策について ・オムツ交換
4/10 基礎看護技術「褥瘡管理」 褥瘡・褥瘡管理について
4/11 基礎看護技術「医療安全①」 医療安全について
4/11 看護専門職者としてのリフレクション リフレクションについて

4/12 基礎看護技術
「フィジカル入門：バイタルサイン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 ・事例検討

4/12 基礎看護技術
「与薬①（輸液管理・採血）」 看護業務と技術について（輸液管理・採血技術）

4/12 社会人基礎力 社会人基礎力について
4/15 医療と診療情報「看護記録」 医療と診療情報について ・個人情報保護について ・看護記録の記載について
5/27 基礎看護技術「与薬②」 医療麻薬について ・医療麻薬管理について

6/26 フィジカル入門③
「救急看護（BLSコース）」 急変時の看護 ・救急蘇生術の基礎知識

7/29 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

8/16 看護技術研修「ポジショニング」 床上臥床による身体の影響 ・ポジショニングについて
  9/6 マインドセルフケア ストレスマネジメントについて ・ストレス自己評価 ・ストレス対処法について

看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について

看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理について ・グルーバルヘルスについて
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の展開 ・実技

3/13 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

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容
 7/3 成果報告 感染予防について
10/2 医療安全 看護補助者としての医療安全について

新規採用者対象研修 新規採用研修
2/20 守秘義務・個人情報と倫理について 個人情報・守秘義務・倫理・メンタルヘルスについて

▶看護補助者

実施予定日時　　 　研修名 　テーマ・主な内容　　
5/28 看護研究(基礎編) 看護研究
6/24 赤十字と看護倫理Ⅱ 赤十字の原則・倫理的感受性を高めるために
  7/9 急変症状のアセスメント 急変症状のアセスメント
  8/9 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

キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について
看護と受容的態度 アサーションの基本・看護者としての必要な受容的態度

  2/5 後輩育成 新人支援・後輩育成

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容
4/18 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
5/17 研修企画 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
6/13 リーダーシップ研修 リーダーシップについて・職場の状況分析と課題解決課程
  7/5 コーチング 後輩育成とコーチングスキル
10/4 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析

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

     12/4.5.6 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の展開・実技の支援

1/24 実地指導者研修 新人看護職員の理解・実地指導者の役割の理解

▶レベルⅡ研修

▶レベルⅢ研修

10/21

         10/31

 11/13

12/4.5.6

11/18

11/12

12/11

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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令和元年度　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。

NEWS

採用・退職

採用医師・退職医師のご案内
【採用医師】

副部長(小児外科)
久松 千恵子

医師（内科）
姫井 人美

医師（内科）
櫻武 敬真

医師（内科）
松本 和也

医師（小児科）
井上 翔太

医師（小児科）
井上 翔太郎

医師（小児科）
京野 由紀

医師（小児科）
呉 東祐

医師（小児科）
半澤 愛

医師（小児科）
明神 翔太

医師（外科）
坂田 寛之

医師（外科）
西江 尚貴

医師（外科）
畑 七々子

医師（外科）
福本 侑麻

医師（外科）
藤本 卓也

修練医（病理診断科）
塩原 正規

医師（産婦人科）
小山 美佳

医師（産婦人科）
中澤 浩志

医師（リハビリテーション科）
松本 瑠以子 

医師（循環器内科）
増田 拓郎

修練医（泌尿器科）
上田 進

修練医（泌尿器科）
前田 光毅

副院長
奥新 浩晃

副院長
最所 裕司

副部長(第二腎臓・膠原病内科)
井上 達之

副部長(乳腺外科)
湯淺 壮司 

副部長(第一泌尿器科)
楠田 雄司

肝臓内科部長
多田 俊史 
(ただ としふみ）

第二消化器科副部長
三浦 公
(みうら こう）

小児外科副部長
岡本 光正
(おかもと みつまさ）

医師（内科）
飛田 春那
(とびた はるな）

医師（内科）
藤原 悠紀
(ふじわら ゆき）

医師（内科）
庄野 文恵
(しょうの ふみえ）

医師（内科）
松尾 優
(まつお ゆう）

医師（内科）
赤路 啓
(あかじ けい）

医師（外科）
金平 典之
(かねひら のりゆき）

医師（外科）
山内 悠輔
(やまうち ゆうすけ）

医師（外科）
髙倉 竜彦
(たかくら たつひこ）

医師（外科）
高橋 利明
(たかはし としあき）

医師（小児科）
寺﨑 英佑
(てらさき えいすけ）

医師（小児科）
石田 貴裕
(いしだ たかひろ）

医師（小児科）
山根 弘美
(やまね ひろみ）

医師（小児科）
河南 幸乃
(かわなみ ゆきの）

医師（小児科）
清水 彩香
(しみず あやか）

医師（循環器内科）
飛田 諭志
(とびた さとし）

医師（循環器内科）
村上 篤志
(むらかみ あつし）

医師（泌尿器科）
藤本 卓也
(ふじもと たくや）

医師（泌尿器科）
安野 恭平
(やすの きょうへい）

医師（リハビリテーション科）
髙橋 惇司
(たかはし あつし）

医師（病理診断科）
猪飼 信康
(いかい のぶやす）

医師（泌尿器科）
戸邉 泰将
(とべ たいすけ）

【退職医師】

平成31年4月1日付採用

平成31年3月31日付退職



実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容

  4/8 医療者としてのマナーと
コミュニケーション

医療者としてのマナーとコミュニケーション
看護師としての接遇 ・コミニュケーションスキル

  4/9 キャリア開発支援Ⅰ キャリア適応過程について ・キャリア開発について
  4/9 夜勤前の心構え 夜勤前の心構えについて
4/10 基礎看護技術「感染予防」 感染予防対策について ・オムツ交換
4/10 基礎看護技術「褥瘡管理」 褥瘡・褥瘡管理について
4/11 基礎看護技術「医療安全①」 医療安全について
4/11 看護専門職者としてのリフレクション リフレクションについて

4/12 基礎看護技術
「フィジカル入門：バイタルサイン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 ・事例検討

4/12 基礎看護技術
「与薬①（輸液管理・採血）」 看護業務と技術について（輸液管理・採血技術）

4/12 社会人基礎力 社会人基礎力について
4/15 医療と診療情報「看護記録」 医療と診療情報について ・個人情報保護について ・看護記録の記載について
5/27 基礎看護技術「与薬②」 医療麻薬について ・医療麻薬管理について

6/26 フィジカル入門③
「救急看護（BLSコース）」 急変時の看護 ・救急蘇生術の基礎知識

7/29 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

8/16 看護技術研修「ポジショニング」 床上臥床による身体の影響 ・ポジショニングについて
  9/6 マインドセルフケア ストレスマネジメントについて ・ストレス自己評価 ・ストレス対処法について

看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について

看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理について ・グルーバルヘルスについて
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の展開 ・実技

3/13 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

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容
 7/3 成果報告 感染予防について
10/2 医療安全 看護補助者としての医療安全について

新規採用者対象研修 新規採用研修
2/20 守秘義務・個人情報と倫理について 個人情報・守秘義務・倫理・メンタルヘルスについて

▶看護補助者

実施予定日時　　 　研修名 　テーマ・主な内容　　
5/28 看護研究(基礎編) 看護研究
6/24 赤十字と看護倫理Ⅱ 赤十字の原則・倫理的感受性を高めるために
  7/9 急変症状のアセスメント 急変症状のアセスメント
  8/9 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

キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について
看護と受容的態度 アサーションの基本・看護者としての必要な受容的態度

  2/5 後輩育成 新人支援・後輩育成

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容
4/18 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
5/17 研修企画 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
6/13 リーダーシップ研修 リーダーシップについて・職場の状況分析と課題解決課程
  7/5 コーチング 後輩育成とコーチングスキル
10/4 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析

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

     12/4.5.6 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の展開・実技の支援

1/24 実地指導者研修 新人看護職員の理解・実地指導者の役割の理解

▶レベルⅡ研修

▶レベルⅢ研修

10/21

         10/31

 11/13

12/4.5.6

11/18

11/12

12/11

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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久松 千恵子
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姫井 人美
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櫻武 敬真

医師（内科）
松本 和也

医師（小児科）
井上 翔太
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井上 翔太郎
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京野 由紀

医師（小児科）
呉 東祐

医師（小児科）
半澤 愛

医師（小児科）
明神 翔太

医師（外科）
坂田 寛之

医師（外科）
西江 尚貴

医師（外科）
畑 七々子

医師（外科）
福本 侑麻

医師（外科）
藤本 卓也

修練医（病理診断科）
塩原 正規

医師（産婦人科）
小山 美佳

医師（産婦人科）
中澤 浩志

医師（リハビリテーション科）
松本 瑠以子 

医師（循環器内科）
増田 拓郎

修練医（泌尿器科）
上田 進

修練医（泌尿器科）
前田 光毅

副院長
奥新 浩晃

副院長
最所 裕司

副部長(第二腎臓・膠原病内科)
井上 達之

副部長(乳腺外科)
湯淺 壮司 

副部長(第一泌尿器科)
楠田 雄司

肝臓内科部長
多田 俊史 
(ただ としふみ）

第二消化器科副部長
三浦 公
(みうら こう）

小児外科副部長
岡本 光正
(おかもと みつまさ）

医師（内科）
飛田 春那
(とびた はるな）

医師（内科）
藤原 悠紀
(ふじわら ゆき）

医師（内科）
庄野 文恵
(しょうの ふみえ）

医師（内科）
松尾 優
(まつお ゆう）

医師（内科）
赤路 啓
(あかじ けい）

医師（外科）
金平 典之
(かねひら のりゆき）

医師（外科）
山内 悠輔
(やまうち ゆうすけ）

医師（外科）
髙倉 竜彦
(たかくら たつひこ）

医師（外科）
高橋 利明
(たかはし としあき）

医師（小児科）
寺﨑 英佑
(てらさき えいすけ）

医師（小児科）
石田 貴裕
(いしだ たかひろ）

医師（小児科）
山根 弘美
(やまね ひろみ）

医師（小児科）
河南 幸乃
(かわなみ ゆきの）

医師（小児科）
清水 彩香
(しみず あやか）

医師（循環器内科）
飛田 諭志
(とびた さとし）

医師（循環器内科）
村上 篤志
(むらかみ あつし）

医師（泌尿器科）
藤本 卓也
(ふじもと たくや）

医師（泌尿器科）
安野 恭平
(やすの きょうへい）

医師（リハビリテーション科）
髙橋 惇司
(たかはし あつし）

医師（病理診断科）
猪飼 信康
(いかい のぶやす）

医師（泌尿器科）
戸邉 泰将
(とべ たいすけ）

【退職医師】

平成31年4月1日付採用

平成31年3月31日付退職



実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容

  4/8 医療者としてのマナーと
コミュニケーション

医療者としてのマナーとコミュニケーション
看護師としての接遇 ・コミニュケーションスキル

  4/9 キャリア開発支援Ⅰ キャリア適応過程について ・キャリア開発について
  4/9 夜勤前の心構え 夜勤前の心構えについて
4/10 基礎看護技術「感染予防」 感染予防対策について ・オムツ交換
4/10 基礎看護技術「褥瘡管理」 褥瘡・褥瘡管理について
4/11 基礎看護技術「医療安全①」 医療安全について
4/11 看護専門職者としてのリフレクション リフレクションについて

4/12 基礎看護技術
「フィジカル入門：バイタルサイン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 ・事例検討

4/12 基礎看護技術
「与薬①（輸液管理・採血）」 看護業務と技術について（輸液管理・採血技術）

4/12 社会人基礎力 社会人基礎力について
4/15 医療と診療情報「看護記録」 医療と診療情報について ・個人情報保護について ・看護記録の記載について
5/27 基礎看護技術「与薬②」 医療麻薬について ・医療麻薬管理について

6/26 フィジカル入門③
「救急看護（BLSコース）」 急変時の看護 ・救急蘇生術の基礎知識

7/29 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

8/16 看護技術研修「ポジショニング」 床上臥床による身体の影響 ・ポジショニングについて
  9/6 マインドセルフケア ストレスマネジメントについて ・ストレス自己評価 ・ストレス対処法について

看護技術研修「医療安全②」 医療安全について
新人看護師が起こしやすい事故事例傾向について

看護倫理Ⅰ 赤十字の基本原則 ・看護師にとっての看護倫理について ・グルーバルヘルスについて
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の展開 ・実技

3/13 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

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容
 7/3 成果報告 感染予防について
10/2 医療安全 看護補助者としての医療安全について

新規採用者対象研修 新規採用研修
2/20 守秘義務・個人情報と倫理について 個人情報・守秘義務・倫理・メンタルヘルスについて

▶看護補助者

実施予定日時　　 　研修名 　テーマ・主な内容　　
5/28 看護研究(基礎編) 看護研究
6/24 赤十字と看護倫理Ⅱ 赤十字の原則・倫理的感受性を高めるために
  7/9 急変症状のアセスメント 急変症状のアセスメント
  8/9 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

キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について
看護と受容的態度 アサーションの基本・看護者としての必要な受容的態度

  2/5 後輩育成 新人支援・後輩育成

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容
4/18 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
5/17 研修企画 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
6/13 リーダーシップ研修 リーダーシップについて・職場の状況分析と課題解決課程
  7/5 コーチング 後輩育成とコーチングスキル
10/4 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析

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

     12/4.5.6 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の展開・実技の支援

1/24 実地指導者研修 新人看護職員の理解・実地指導者の役割の理解

▶レベルⅡ研修

▶レベルⅢ研修

10/21

         10/31

 11/13

12/4.5.6

11/18

11/12

12/11

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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※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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　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）

がん相談支援センター
当院では、がんでお悩みの患者さんやご家族の方が安心してご相談いただける窓口として「がん相談支援センター」を設置しております。
当院の患者さんやご家族はもちろん、地域の方、当院かかりつけでない方もご利用いただけます。

また、当院2Fエントランスホールの相談支援センターブースでも相談・予約を承っております。

受 付 時 間

相 談 時 間

相 談 予 約 平日　8:30～17:00

1回60分程度

あらかじめ電話でのご予約をお願いいたします

病院代表：079-294-2251
直　　通：079-299-0037

［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権利があ
ります。

1.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.医療者とともに安全確認に参加し、治療に協力して
ください。

4.病院のルールに従い、他の患者さんへ迷惑にならな
いように努める義務があります。

5.医療費の支払い請求を受けた時は、速やかに対応
してください。

患者さんとご家族の義務

［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、患者とともにチーム医療
を実践します。

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…高度専門医療・急性期医療・救急医療をとおして、地域
完結型医療に貢献します。

4.優れた医療人の育成…教育・研修・研究を推進し、人間性豊かな医療人
を育て、医療水準の向上に努めます。

5.魅力ある職場づくり…働きやすい環境、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、患者とともにチーム医療
を実践します。

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…高度専門医療・急性期医療・救急医療をとおして、地域
完結型医療に貢献します。

4.優れた医療人の育成…教育・研修・研究を推進し、人間性豊かな医療人
を育て、医療水準の向上に努めます。

5.魅力ある職場づくり…働きやすい環境、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。』
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基本方針
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　この度、平成３１年３月３１日をもちまして姫路赤十字病院副院長を定年により退任いたしました。
　副院長拝命が平成２７年４月１日ですので、まる４年副院長職を務めました。昭和６１年の勤務以来３０年近く形
成外科部長として臨床を中心に業務をしておりましたので、はじめは慣れないことばかりで戸惑うことが多かったで
すが、徐々に病院管理運営のむずかしさが理解できるようになりました。
　副院長として私は主に感染管理関連、教育関連を担当しておりました。感染管理部門では、近年問題になってい
る耐性菌対策を重要課題として検討しました。これは、地域全体での抗菌
薬の適正使用を行う必要があります。当院では感染に関する講演会や、様々
な感染関連情報を発信しておりますのでご利用ください。また、教育関連
事業の一つとして、平成３０年２月に看護師特定行為研修の指定研修機関
となりました。始まったばかりですが、これからの地域医療を支える切り札
の１つになると思いますので活用ください。
　副院長退任後は姫路赤十字病院　形成外科の一医師として、臨床に戻っ
て診療を続けております。
　これからも姫路赤十字病院は人道をキーワードにこの地域の基幹病院と
しての役目を果たしてまいります。これからも引き続きご支援賜りますよう
お願い申し上げます。
　

形成外科　副院長　最所 裕司

　この度、平成 31 年 3 月 31 日をもちまして定年退職となりました。地域医療連携室長、相談支援・入退院・が
ん診療各センター長、薬剤部長、岡山大学医学部臨床教授を兼任し、佐藤院長とともに外科系・内科系の連携も深め、
充実した診療に努めてまいりました。
　医師会の諸先生方や多くの医療スタッフからの御支持をいただき、前方
後方支援をより円滑に進めさせていただくことが出来て、お陰様で紹介率
は平成 24 年度 64.9% から平成 30 年度 87.1%、逆紹介率も76.8% から
120.6% と著増しています。患者さんも遠方から数時間もかけてきて下さる
方も多く、不安な気持ちや症状を抱え、数多くある病院の中からわざわざ
選んで来て下さった患者さんをがっかりさせ、怒らせ泣かして帰らすことが
無いように、どうしたら少しでも喜んでいただけるかとの思いを常に持って
診療にあたって欲しいと言い続けてきました。これからも患者さんに優しい
病院であり続けて欲しいと願っています。地域の皆様と信頼関係ができ大
変お世話になりました。心から感謝・深謝です。これからも地域連携をど
うぞ宜しくお願い申し上げます。誠にありがとうございました。

内科　副院長　奥新 浩晃

副院長退任挨拶
　このたび 4 月 1 日付けで姫路赤十字病院副院長の拝命を受けました外科の甲斐恭平と申します。地域医療機関
の皆様とは紹介患者さんを接点として大変お世話になっています。平成 10 年 7 月に消化器外科医師として赴任し、
『高度医療を安全な形で患者様に提供する』『地域医療に貢献する』を診療の柱として、外科治療成績の向上に取
り組んできました。
　医療を取り巻く社会情勢・環境は日々変化しています。特にこの10 年間の変化は早く、多職種からなるチームが
発足し入院・外来診療をサポート、そして、多職種協働、チーム医療をスローガンとして入院から退院まで職員全
体が関わりを持つ医療へと、大きく変化しました。当院に求められている高度急性期機能は変わりませんが、地域
医療支援病院として地域包括ケアシステムを構築するため、そしてこの地域医療の基盤としてあり続けるためにも、
皆さまと共に、社会ニーズの変化に的確に対応していくことが当院の役割だと思います。
　今後は、外科医師として経験してきたこと、感じてきたことを土台として、この地域全体の
医療に広く関わりを持っていこうと思います。副院長職として至らぬ点も多々あると思いますが、
今後のご指導を含め変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。

姫路赤十字病院　副院長　甲斐 恭平

　学生時代はヨット部に所属していました。広い海原で瞬時にかわる環境に、耳をすませ、肌で風と波を感じ、
360℃周りを見渡し状況を分析しながら、仲間とともにヨットを操っていました。大自然の中でうまくいかず無力感
を感じることもありますが、うまく適応すると自然に包まれているような不思議な安心感・満足感も得られました。「出
来ないはない、やる」「小川のようにさらさらと清らかに」が私の座右の銘です。免疫チェックポイント阻害薬、遺
伝子導入 T 細胞療法、ゲノム医療など数年間での医療の進歩はめざましく、患者さんの要求も高まっています。一
方で特定行為看護師制度や働き方改革など新たな動きが始まりました。これらの変化に対応していくことは大変で
すが、仲間たちとベクトルを合わせ、よりよい環境づくりに取り組む機会があることを楽しみに
しています。起きているあいだの半分以上をすごす姫路赤十字病院が、お互いに尊敬、尊重し
あい、そして高めあい、もっともっと希望にあふれる良い環境になるといいなと思っています。
私は夢追いびとでしょうか？当院に赴任し１２年目になりましたが、これからも夢を追い続けた
いと思います。どうぞ宜しくお願いいたします。

姫路赤十字病院　副院長　平松 靖史

　このたび、副院長に就任致しました中村でございます。副院長という大役を仰せつかるにはまことに未熟でござい
ますが、先輩各位ならびに職員の皆様のご助言、ご協力を仰ぎ、職務に邁進してゆく決意でございますので、今後
とも何卒よろしくお願い申し上げます。
　私は平成 5 年に岡山大学を卒業し、今でいう初期研修の2 年間を終えた後、平成 7年から9 年にかけて当院に
勤務させていただきました。その後 19 年間岡山大学病院に勤務しておりましたが、1 年半前に再び当院に戻って参
りました。
　大学病院を出るに当たり、多数の関連病院の中で一番働きたい病院として当院を希望し、受け入れていただきま
した。私がこの病院で働きたいと感じた一番の理由は、職員の皆様がお互いに気持ちよく挨拶をされており、院内
の雰囲気が明るく、とても働きやすい職場だと感じたからです。また、院内には精度の高い診断、高度な治療を行
える環境が整っており、診療科同士や他職種との連携がスムーズであることも大きな理由でした。
　近年当院は安定した経営状況が続いておりますが、これで安泰かといえば必ずしもそうではないと感じています。
新しい県立病院の設立や、近隣の病院での医療提供体制の変化など、地域の状況が大きく変わってゆく中で地域
医療の中核としての当院の役割は増すばかりです。国全体で働き方改革を進めようという気運が高まる中、当院は
業績を伸ばしつつも職員の皆様が気持ちよく働ける環境を整え続けてゆかなければなりません。
　私がそうであったように、この病院で働きたい、働き続けたいと思えるように、佐藤院長のリー
ダーシップの元で改善を進めて参りたいと考えております。職員の皆様におかれましては、現場
で感じる、もう少しこのようにすれば効率が良いのではないか、患者さんにも満足して頂けるの
ではないか、など貴重なご意見を是非ともお聞かせ頂けますようお願い申し上げます。

姫路赤十字病院　副院長　中村 進一郎


