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　下垂体近傍には下垂体腺腫、頭蓋咽頭腫、胚細胞腫
瘍などの腫瘍性疾患の他、下垂体炎などの炎症性疾患
の好発部位でもあります。そのなかには下垂体ホルモンが
過剰に出すぎるものから逆に分泌が足りないものまで
様々であり、身体への影響も多岐にわたります。そのため、
治療に当たっては、脳神経外科だけでなく糖尿病・内分泌
内科、小児科、産婦人科、泌尿器科など多数の診療科の
協力が不可欠です。下垂体専門外来では下垂体疾患に
携わる診療科と連携し、集学的な治療を行えるようにして
います。
　下垂体専門外来で治療を行う主な疾患は以下の通り
です。当院では、内視鏡を用いた経鼻下垂体手術、開頭
による腫瘍摘出術を行えます。

●下垂体腺腫（図１）
　下垂体前葉から発生する良性腫瘍で成人に多く発生し
ます。ホルモンを分泌しないタイプの腫瘍（非機能性下
垂体腺腫）とホルモンを過剰に分泌するタイプ腫瘍（機
能性下垂体腺腫）があります。

下垂体疾患に携わる診療科と連携

下垂体専門外来のご案内

●ラトケ嚢胞（図2）
　非腫瘍性の嚢胞性疾患です。発見されても増大するこ
とは稀であり、多くの場合、経過観察となります。嚢胞が
増大し、視機能障害が出現した場合には手術療法の適
応となります。嚢胞内に炎症を伴うと下垂体機能が障
害され、ホルモン補充療法が必要となることがありま
す。
●頭蓋咽頭腫（図３）
　下垂体の上にある下垂体茎から発生する腫瘍です。小
児から成人までどの年齢でも出来ます。良性腫瘍に位
置付けられていますが再発が多く難治性となります。脳
神経外科による経鼻手術や開頭術により摘出が行われ
ますが、術後、放射線治療が必要になることもあります。
治療後は多くの患者さんがホルモン補充療法を必要と
します。

　下垂体専門外来の受診希望の場合は、脳神経外科外
来にご連絡ください。下垂体専門外来、ないしは状態に応
じて適切な担当科の外来を案内します。

NEWS

姫路・加古川地域で初導入

冷凍アブレーションを導入しました

NEWS

図 1 図 2 図 3

第一脳神経外科部長　髙野 昌平

　循環器内科では発作性心房細動の治療法のひとつと
して、高周波アブレーションに加え、2019年4月より冷凍ア
ブレーション（クライオアブレーション）を開始致しました。
　冷凍アブレーションでは、肺静脈への迅速かつ効率的
なアプローチを行うことができます。クライオバルーンに
冷却剤を供給して心房壁を凍結し、心房細動の原因とな
る肺静脈起源の電気回路の遮断（肺静脈隔離）を可能と
しました。
　姫路・加古川地域において冷凍アブレーションの導入
は当院が初めてであり、積極的にアブレーションに取り組
んでいます。

第二循環器内科副部長　寺西　仁
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　がんと関連する遺伝子は数百種類あるといわれてい
ます。がん遺伝子パネル検査では、一度の検査で百種類
以上の遺伝子の変化を調べます。一人ひとりのがんの
特性に応じた治療薬を見つけることを目的とした新しい
医療です。がんゲノムプロファイリング検査と呼ぶことも
あります。
　2019年6月に2種類のがん遺伝子パネル検査が保険
収載されました。がんゲノム医療が全国で本格的に始ま
ります。
　固形がん患者のうち、標準治療がない方、または標準
治療が終了となった方、標準治療の終了が見込まれる
方が保険適応の対象です。

　がんゲノム医療の課題として、検査結果に応じた治療
を実際に行った割合が約1割程度にとどまっている点が
あります。今後の薬剤開発など医療の更なる進歩が望ま
れます。
　当院は全国156か所に指定されたがんゲノム医療連
携病院の一つであり、県内加古川以西で唯一の施設で
す。岡山大学病院と連携し、がんゲノム医療を地域に提
供致します。
　診察をご希望の場合は、地域連携室にご連絡をお願
いいたします。この地域のがんゲノム医療のプラットホー
ムとなるべく、職員一同、精進してまいりますのでご協力
よろしくお願い申し上げます。

NEWS

がんゲノム医療が全国で本格化

がん遺伝子パネル検査について

　昨年、手術支援ロボット“daVinci（ダヴィンチ）”を使っ
た肺がん手術が保険適用になり、当院でも本年7月から開
始しました。兵庫県下で6番目ですが、中播磨・西播磨では
最初になります。ロボット操作には医師の資格取得が必要
ですが、実際は助手の医師、麻酔医、看護師、臨床工学技
士と連携してチームで行う手術です。当院は泌尿器科の
ロボット支援手術の豊富な実績によりコメディカルの準備
は万全でした。
 1例目は認定プロクターの指導が必要で、私の国立がん
センター研修時代のご縁で、日本で最もダヴィンチ執刀数

が多い順天堂大学の鈴木健司教授にご来院頂けました。
　ダヴィンチは鮮明な拡大3D画像下に、自由度の高い道
具による複雑な動きが可能で、個人的には昔ながらの開
胸手術を“胸腔内に入って”行っているイメージで、長い道
具を使用する胸腔鏡手術とはコンセプトが異なると感じま
す。しかしまだ安全性、費用などの課題があり、当科も病
期、肺の分葉、喫煙歴などから条件を決めて実施していま
す。ロボットはこれから確実に進歩していきます。がん診療
連携拠点病院として地域の皆様へ最先端の治療を提供
することを責務とし、今後もスキルアップしてまいります。

NEWS

地域の皆様へ最先端の治療を

肺がんに対するロボット支援手術を開始しました

がん診療連携課長　井上 豊子

第一呼吸器外科部長　水谷 尚雄
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　放射線治療は当院の重点課題の一つであるがん診療
において、低侵襲的集学治療として年々その需要は高
まってきており、放射線治療体制の更なる充実が望まれ
ています。当院では1974年よりテレコバルト治療装置を
皮切りに、2002年１月より三菱電機社製リニアックを経
て、2014年6月よりVarian社製・CLINAC iXが稼働し
ています。この装置は、より細やかな照射野設定が可能
となる5mm幅マルチリーフコリメータや診断用X線撮
影装置を搭載し、治療装置を回転することで横断CT画
像も撮影できます。これにより治療部位の正確な把握
が可能となり、治療計画時の画像と治療直前に撮影し
た画像とを重ね合わせることで照射位置の誤差を微調
整できます。この方法を画像誘導放射線治療 (Image 
Guided Radiation Therapy: IGRT)と呼び、毎回の
治療を再現性良く行うことで病巣に対して正確に照射
することが可能となります。現在１日あたり35-40人の
照射を行っていますが、治療装置１台体制としては限界
の症例数であり、マシンタイムの問題から、より高精度
な治療が困難な状況でした。

　この状況を打開すべく、新治療棟に2台目の治療装置
が追加設置され、本年9月頃より稼働予定となりました。
この装置Varian社製・TrueBeamは、現在行っている
IGRTはもとより、将来には、転移性脳腫瘍や肺腫瘍等
に対してピンポイントに照射する定位放射線治療
(Stereotactic Radiotherapy: SRT)、前立腺がんや頭
頚部がん、原発性脳腫瘍等に対する強度変調放射線治
療(Intensity Modulated Radiotherapy: IMRT)、血
液疾患に対する骨髄等の移植前の全身照射(Total 
Body Irradiation: TBI)を行うことが可能となります。
　放射線治療専門医・放射線治療担当技師・放射線治
療担当看護師が協働して、がん治療の3本柱の一翼を担
うべく、より高精度・安全・確実な放射線治療を行うこと
を心がけてまいりますので、今後ともよろしくお願いいた
します｡
 

NEWS

より高精度で安全な治療のために

新規放射線治療装置(リニアック)Varian社製・TrueBeamについて

第一放射線治療科部長　武本 充広

追加設置された放射線治療装置 Varian 社製・TrueBeam
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バングラデシュ南部避難民 保健医療支援事業 帰国報告

医療社会事業副部長　髙原 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（以下、日赤）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4月
まで現地代表としてバングラデシュ南部避難民　保健医
療支援事業に従事しました。2017年・2018年の派遣
に続き本事業には3回目の参加となります。（前回の
ERU：緊急対応ユニットでの活動は当病院だより20号
を参照ください）

●ミャンマーからバングラデシュへ避難した人々の健康を
　守る
　日赤は、ミャンマーのラカイン州で 2017年8月に始まっ
た暴力行為から隣国バングラデシュへ逃れてきた90万人
以上の避難民を支援するため、バングラデシュの避難民
キャンプに診療所を設置し 、 現地医療スタッフやボラン
ティアとともに医療活動を継続してきました。 帰還に向け
た動きが見えない中、現地では長期的な支援が 必要と
なっています。

　ゴミや汚水の処理が不十分で衛生環境が良くないうえ
に、栄養状態が悪く、予防接種も十分に受けられていな
いキャンプ内では、病気や怪我の患者さんが多く、日赤は
1日100人前後の診療をしています。
　昨年4月までは緊急対応という形の支援を行ってきまし
たが、以降は中長期的にキャンプの避難民の健康を支え
ていくことを目指し、診療所を拠点に、病気の予防に向け
た健康教育活動と、生活習慣病などの慢性疾患を抱えた
患者や妊産婦のフォローアップにも力を入れ、地域保健ボ
ランティアとの連携を強化して活動を進めています。
　また、サイクロンやモンスーンの雨風に耐えられる診療
所を整えるために、診療所の地盤強化と建て替え工事を
計画し、関係各団体との調整を行いました。
　避難民は、どこからも国民として認めてもらえないとい
う想像を絶する困難な状況に追い打ちをかけるような、
過酷な環境下での先の見えない暮らしが続き、心身とも
に厳しい状況の中　必死で生きようとされています。皆
さまからのあたたかいご理解・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。
　皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



6

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTERTOPICS

　当院は地域医療支援病院の役割として地域の医療機
関と連携を図り、医学・医術の発展を目的に平成18年8月
より地域連携カンファレンスを開催しており、5月16日当院
大会議室にて令和最初の地域連携カンファレンスを開催
しました。第41回は水谷靖司第一産婦人科部長が「姫路
赤十字病院における周産期母子医療センターの取り組
み」、久呉真章第一小児科部長が「新生児聴覚スクリー
ニング」と題して当院の取り組みについて報告させていた
だきました。今回は過去最高の85名の参加者があり、医
師だけでなく助産師、保健師の参加が多くありました。参
加者からは「出産時の現状を知り、どのような治療を受け
て地域に帰ってこられるのかイメージしやすくなった。」

第41回地域連携カンファレンス

第41回地域連携カンファレンスを開催しました

「聴覚スクリーニングの必要性について理解できた」等、
多数の好意的なご意見をいただきました。ありがとうござ
いました。
　次回の第42回は「救急搬送編～心筋梗塞患者の搬送
から治療まで～」と題しまして、姫路市消防局職員、当院
の藤尾栄起脳・心臓血管センター長、篠原麻記集中ケア
認定看護師が一つの事例に対してそれぞれの立場で
行った医療についてお話しさせていただきます。8月8日
（木）18時30分から管理棟5階の大会議室で開催します
ので、是非ご参加いただき当院と連携を深める場となれ
ばと考えております。

　南スーダン共和国は2011年7月にスーダン共和国か
ら独立した世界で一番新しい国です。2018年9月に政府
と反政府勢力の間で停戦合意が取り交わされましたが、
依然として治安は不安定な状態です。赤十字国際委員会
（ICRC）は長年にわたり同国の首都ジュバや国内各地で
医療支援を行っており、日本赤十字社からも継続的に医
療要員を派遣しています。今回私は、南スーダン東部の
州、アコボというところの病院に病棟看護師／小児科看
護師として2019年7月から2020年1月まで6か月間派遣
されます。

　私にとってICRCの要員として情勢の不安定な地域に
派遣されるのは今回が初めてですので、まずはヨルダンで
10日間程のトレーニングを受けてから現地に入ります。ア
コボの病院では日本人は私一人のようで現地や他国の
医師や助産師、看護師とともに患者さんの治療にあたる
こととなります。日本のように人員や設備が整っておらず、
緊張や不安もありますが、命の危険にさらされている患者
さん達や子どもたちの支えとなるように姫路赤十字病院
で培った知識や経験を活かしてがんばりたいと思います。

NEWS

患者さん達や子どもたちの支え

南スーダン共和国・アコボへの派遣

NEWS

　地域連携係長　中杉 かおり

看護係長　津田 香都
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　7月27日（土）ホテルモントレ姫路にて第16回地域医療
連携交流会を開催しました。ご多忙の折、今回は154施
設、425名のご参加をいただき誠にありがとうございまし
た。
　当院の交流会は例年、第一部を講演会、第二部を交流
会という構成で行っており、今年は第一部に前バレーボー
ル女子日本代表監督で現在は今年度よりVリーグ1部に
昇格した株式会社姫路ヴィクトリーナ取締役球団オー
ナー眞鍋政義氏をお招きし「逆転発想の勝利学～チーム
のスイッチを入れる～」と題して、「男性監督が女子アス
リート集団をどのようにしてモチベーションを上げたのか」
「常識にとらわれない発想がチームの活性化につながる」
等、大変興味深いお話を講演していただきました。

　来賓として姫路市医師会の山本一郎会長、たつの市・
揖保郡医師会の井上喜通会長、神崎郡医師会の藤川泰
博会長をお招きし、代表で山本会長のご挨拶を賜り交流
会に華を添えていただきました。
　姫路赤十字病院は今年で111周年を迎えています。こ
れも一重に地域医療機関関係者の皆様方が当院の機能
を理解し、お互いが密な連携を行い「顔の見える関係」を
継続して大切にしてきたからこそ成しえた事と考えており
ます。今後も地域医療機関を含む地域住民から選んでい
ただける「日赤さん」を目指していきます。

地域医療連携課長　前田 智成

NEWS

地域医療連携交流会

地域医療連携交流会を開催しました
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形成外科部長　髙田 温行

スタッフ紹介

髙田 温行　形成外科部長
（平成９年卒／形成外科一般／再建外科／創傷外科）

沼 美由紀　医師
（平成２５年卒／形成外科一般）

最所 裕司　感染管理室長
                    （兼）DPCコーディング管理室長
                     医師　
（昭和５３年卒／顔面・四肢先天性異常／皮膚悪性腫瘍
顔面外傷（顔面骨骨折）／褥瘡／眼瞼下垂）

スタッフ紹介

01

形成外科

当科の診療方針
　現在当院の形成外科は３名の形成外科医（専門医２名）で日々の診療を
行っています。紹介患者様を中心に、唇裂、口蓋裂や多指症、臍ヘルニアな
どの小児先天異常、あざ、皮膚腫瘍（良性、悪性）、外傷、傷痕、ケロイド、
足壊疽などの難治性皮膚潰瘍、眼瞼下垂や陥入爪、様々な組織欠損に対す
る再建術（乳房再建や頭頚部再建）等、ほぼ形成外科領域のすべての疾患
を対象としています。最近では、これまでWait & See、もしくはLASER治療
が中心であった乳児血管腫に対してのプロプラノロール内服療法を導入し、
良好な結果が得られています。なお、当院では治療開始時に６日間入院での
管理を行っています。また、近年、足壊疽症例も増加しています。当院では総
合病院の強みを生かし、循環器内科、血管外科、糖尿病内科、腎臓内科、リ
ハビリ科等との垣根の低いチーム医療を展開し、可能な限り足を温存するこ
とを目指し治療にあたっています。

地域の医療機関の先生方へ
　日頃よりたくさんの患者様をご紹介いただきましてありがとうございます。で
きるかぎり早期に患者様の望まれる治療を、また十分なご理解を頂けるよう、
丁寧な説明をこころがけた診療を提供していきたいと思っています。
　今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

 JAPANESE RED CROSS SOCIETY診療科の紹介 HIMEJI HOSPITAL NEWSLETTER
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平成30年度診療実績

外傷
先天異常
腫瘍
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド
難治性潰瘍
炎症・変性疾患
その他
Extraレーザー治療

109例
98例
506例
23例
29例
32例
53例
15例

手術・検査・処置等名

沼

髙田

最所
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顔面の皮膚腫瘍と再建

　当科では顔面の皮膚腫瘍を多く扱います。中でも皮膚悪性腫瘍の症例を多数扱っており、基本的には
切除を行っています。顔面には眼瞼、鼻、口唇などがあり、機能、形態ともに重要な部位でありますため、
切除後の機能障害、傷跡、変形を最小限にするための工夫を行っています。顔はエステティックユニット
と呼ばれるいくつかのパート（額、眼瞼、頬部、 上・下口唇、外鼻、下顎など）に分けられます。さらにそ
れらを細かく分けたサブユニットといわれる概念があり、それぞれユニットに沿った再建を行うと整容的に
良好な結果が得られます。腫瘍の大きさ、部位、年齢、社会的背景等を考慮し、それぞれの患者様に適
した切除、再建術を計画しています。
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スタッフ紹介

02

病理診断科

当科の診療方針
　病理診断科の業務は、手術や生検で採取された検体を組織診断する組織
診と、細胞診と、病理解剖の3本からなります。患者さんやそのご家族、地域
の医療機関など、外部と接することは少なく、縁の下の力持ちとして、総合病
院である姫路赤十字病院の診療を支えています。
　当科の診療体制は、伏見(部長職務代理)、堀田(副部長)、猪飼(修練医)
のスタッフの医師3名で、岡山大学や近隣の病院からの非常勤医師の援助も
受けて診療しています。ただ、病理診断科の業務は病理医だけで行えるもの
ではなく、骨髄穿刺塗抹標本などを用いた血液病診断を主に行っている臨床
検査科(和仁部長)、病理組織標本の作製などを行う検査技術部の臨床検査
技師などとの協働によってなされています。近年は、医学研究の進展による疾
患概念の変遷のみならず、検査技術の進歩に伴って、がんゲノム診療に代表
されるような新しい検査も次 と々登場し、検査の精度管理や検体管理も重要
になってきています。
　病理診断科として、レベル維持・向上を図り、姫路赤十字病院の総合力を
高めるべく努力をしています。

地域の医療機関の先生方へ
　当科は外来を設けておりません。外来のある一般臨床科あてにご紹介下さ
い。貴施設での病理組織標本、細胞診標本などがあれば、患者様とともにご
紹介ください。病理診断科・臨床検査科の医師がその標本を再度鏡検・診
断し, 当院の臨床医とディスカッションしています。この再評価のプロセスによ
り、不要な追加検査をなくし、効率的で安全な診療につながっていくものと確
信しております。患者さんの負担の少ない安心な医療につながれば幸いです。
　実績は少ないものの、他施設の新規診断(術中迅速診断を含む)にも対応
しています(病病連携)。必要時には前もってご相談いただきたいと存じます。

伏見 聡一郎　病理診断科部長
（平成１４年卒／外科病理学）

堀田 真智子　病理診断科副部長
（平成１８年卒／外科病理学）

猪飼 信康　医師　
（平成２８年卒／外科病理学）
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平成30年度診療実績

組織診断（総数）

細胞診
病理解剖

12,215件

8,954件
12件

手術・検査・処置等名

（うち術中迅速診断：398件
うち術中迅速診断：　2件）

病理診断科部長　伏見 聡一郎

堀田
伏見

猪飼
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がんゲノム医療とは

　「がん」は遺伝子の変異によって起こるので、同じ臓器に発生した「がん」といえども、変異は症例ごと
に異なります。次世代シークエンサーという機械にかけ、発症に関連した変異遺伝子を網羅的に調べ、治
療や診断に役立てる医療を「がんゲノム医療」といい、その検査を「がん遺伝子パネル検査」と呼んでい
ます。過去の手術や生検で採取された病理標本を主に検査に用いています。

　厚生労働省によって、全国の11病院が、「がんゲノム医療中核拠点病院」に指定されていて、姫路赤
十字病院では最も近い中核拠点病院である岡山大学病院と連携し、がんゲノム医療を実施しています。
手続きや詳細については、まずは、外来主治医にご相談ください。

がんゲノムの流れ（がんゲノム情報管理センター公開資料より）
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　近年は、集中豪雨による災害や地震の発生など、全国
各地で自然災害が相次いでおり、赤十字の救護班も災害
現地に派遣される機会が増えてきています。
　災害への救護活動は、初動対応が大変重要で、派遣さ
れた救護班は、医療救護活動だけではなく、現地での避
難所などの現地の実態調査活動を行うなど、多岐にわた
る活動も求められています。
　赤十字では、兵庫県下の各施代表者が中心となって研
修を企画し、初動対応に順応出来る要員養成のたに、基

一人でも多くの人の命を救う

救護員基礎・実践研修を実施

礎となる講義や「現地災害対策本部」を想定した場面や
「避難所」の設定など実践さながらに体験する実践研修
会を開催しました。
　本年は、5月25日（土）に三木市の日本赤十字社兵庫
県支部災害救護支援センターで開催し当院からは53人
の参加となりました。
　また、29日には、通信機器の取り扱いを中心に主事要
員だけの研修も行われました。

　赤十字の使命である災害救護の支援活動を行うため、
姫路赤十字病院における「日本赤十字社救護員」の辞令
交付式が5月10日（金）に執り行なわれました。
　辞令の交付にあたり、日本赤十字社兵庫県支部長に替
わり支部事務局長から救護員の氏名を呼びあげ、一人一
人に辞令が手交されました。

　兵庫県の施設全体で、計15個班の救護班が必要とさ
れており、3月に閉院した柏原赤十字病院の救護班を引
き継ぎ、姫路赤十字病院では8個班体制で対応すること
となり、支援要員やこころのケア要員も含め102名が登録
されました。

NEWS

救護員のレベルの向上へ

救護員辞令交付式を開催

NEWS

社会課長　大西 勝彦

社会課長　大西 勝彦
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　スキルアップ研修は今年で6年目を迎えました。今年度
は、家族支援編として「地域包括ケアにおける家族支援
の視点から」をテーマで企画・開催をしています。
　第1回目の5月18日は、渡辺裕子先生をお迎えして「家
族看護のあり方」についての講義のあとグループワーク
を行いました。医療・介護で支援していくためには、家族支
援は非常に重要となります。79名という予想以上に多く
の参加をいただきました。これは家族支援への関心の高
さの表れと考えます。参加者からは、「多職種の方が参加

されており、色々な意見も聞け、発見したことも多かった。」
「楽しかった。」「日々の疲れが少しとれ、軽い気持ちに
なった。」などの感想が聞かれました。活発な意見交換と
事例検討で有意義な時間となり、これからの家族支援へ
のヒントがたくさん得られる満足度の高い研修になったよ
うでした。
　8月、11月、2月にも開催予定にしていますので、どうぞ
たくさんの参加をお待ちしております。

NEWS

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

 がん患者全体の約3割は、診断時の年齢が就労可能な
20～64歳となっています。そして、がん治療の場は入院
中心から通院治療へとシフトしており、治療中にずっと仕
事を休むのではなく、状況が整えば治療と仕事を両立す
ることも可能となっています。
 しかし、がん患者を対象に調査を行った結果、がんの診
断後、勤務者の34％が依願退職、解雇されており、自営
業等の者の13％が廃業しているという結果がでました。
 平成30年3月に制定された第3期がん対策推進基本計
画でも、がん患者の離職防止や再就職等の就労支援が
課題としてあがっています。
 当院では就労支援事業のひとつとして社会保険労務士
による就労に関する相談会を行っています。
　毎月第4金曜日13時30分から、社会保険労務士と、両
立支援コーディネーターの役割をもつ看護師が同席して、
仕事に関する困りごとを相談者と一緒に考えています。
　相談会はがん患者に限らず、疾病や障害を抱える患
者・家族であればどなたでも利用可能です。当院への受
診の有無に限らず対応いたします。

　予約制としております。相談を希望される方がいらした
場合は、相談支援センターへご連絡をお願いいたします。

NEWS

就労支援事業

社会保険労務士による就労に関する相談会について

当院では社会保険労務士による
就労に関する相談会を実施しています。

お仕事に関する
　　　気がかりがある方へ
お仕事に関する
　　　気がかりがある方へ

お仕事に関する支援のご案内

：姫路赤十字病院　相談支援センター　
：月曜日～金曜日（土日祝日を除く）
　8時 30 分～ 17 時 00 分まで
：来訪により対面相談もしくは電話相談（原則予約制）
：無料
：姫路赤十字病院　相談支援センターブース　

一緒に考えていきましょう！

休職したら収入が
なくなるけど、
経済的な保障は
あるの？

病気のことを職場に
伝えたら辞めさせら
れないかな

仕事がきついので
配置転換を
して欲しい 就職活動で

企業に病気のことを
伝えた方が良いの？
伝えない方が良いの？

治療をすると
今までどおり仕事を
続けられるか心配

「最善を尽くして、最悪に備える。」

相 談 先
日 時

方 法
相 談 料
相談受付

079-294-2251（代表） 079-299-0037（直通）☎

まずは
ご相談
下さい。

※完全予約制

毎月第 4金曜日
13 時 30 分～

開催日

8：30 ～ 17：00

総合相談支援課長　内波 久美子

がん診療連携課長　井上 豊子
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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。
NEWS

研修開催情報

患者さんの回復への願い

令和元年度　姫路赤十字病院　研修開催予定一覧

「しあわせの花 すずらん」寄贈式
　ANAグループでは、昭和31年から全国の赤十字病
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。今年で64回目を迎え、今年度は全国51の 

赤十字施設でこの寄贈式が行われ、5月29日に当院に
もお越しいただくことになりました。「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。
　エントランスホールで行われた寄贈式では、姫路市出
身の客室乗務員（CA）、高砂市出身の旅客担当、グラン
ドスタッフから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入院患者さんの代表の方に手渡
された。来院した人々に切り花やしおりが配付されると、
すずらんのさわやかな香りと患者さんたちの笑顔で和や
かな雰囲気に包まれました。また、病室でも配付されたし
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、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。

NEWS

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

7/29 13：30～14：30 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

8/16 13：30～14：30 看護技術研修 床上臥床による身体の影響 看護係長 レベルⅠ

  9/6 13：30～14：30 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 臨床心理士 レベルⅠ

10/21 13：30～14：30 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 看護係長 レベルⅠ

11/13 13：30～14：30 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 看護係長 レベルⅠ

12/10
～12

8：30～12：00
13：30～17：00

看護技術シミュレーション
（半日コース） 
※日程はご相談ください

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・実技演習

教育担当師長・看護
係長・実地指導者 レベルⅠ

3/13 13：30～15：30 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 看護係長 レベルⅠ

▶レベルⅠ研修

実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

  7/9　13：30～14：30　 急変症状のアセスメント 脳梗塞の急変症状のアセスメントと初期対応について
抗凝固剤中止時の脳梗塞発症事例について 集中ケア認定看護師 レベルⅡ

  8/9　13：30～14：30　 看護と診療報酬 診療報酬制度・保健医療福祉の動向・医療経済の仕組
みについて 看護部長 レベルⅡ

10/31　13：30～14：30 キャリア開発支援Ⅱ キャリア開発について 看護副部長 レベルⅡ
11/25　13：30～14：30 看護と受容的態度 受容的態度でコミュニケーションスキルを理解する 看護係長 レベルⅡ
   2/5　13：30～14：30 後輩育成 後輩育成/リフレクション 教育担当師長 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
  7/5　　13：30～14：30 コーチング 後輩育成とコーチングスキル 看護師長 レベルⅢ
10/4　13：30～14：30 看護倫理Ⅲ 倫理的問題分析 緩和ケア認定看護師 レベルⅢ
12/10
～12

8：30～12：00
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
（レベルⅠ）のサポート

教育担当師長・
看護係長 レベルⅢ

 1/24 13：30～14：30 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 看護師長 レベルⅢ

▶レベルⅢ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
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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
  7/3　13：30～14：30　 感染予防 標準予防策について 感染管理認定看護師 看護補助者
 10/2　13：30～14：30 医療安全 医療安全について（危険予知） 看護係長 看護補助者
 2/20　13：30～14：30 守秘義務・個人情報と倫理 個人情報保護に基づく守秘義務・倫理・ハラスメントについて 看護副部長 看護補助者

▶看護補助者研修

▶専門・認定看護師研修
実施予定日時 研修名 テーマ・主な内容 講師 対象者

 7/3 適正抗菌薬について 周術期の適正抗菌薬使用
適正抗菌薬に向けた取り組み 感染管理認定看護師 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

内容（講義形式です）
・モニター心電図について ・十二誘導心電図について 集中ケア認定看護師 全体

  7/5 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

7/9.8/13.9/10
10/8.12/10 がん患者の意思決定支援 講義と演習 がん看護専門看護師 全体

7/14 中播磨がん看護事例検討会 地域医療機関の看護師が集まり、事例検討会を実施。困難事例を通し
てがん看護を考える。

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

7/17.23(am) がん看護研修：緩和ケアベー
シックコース

緩和ケア概論・緩和ケアで使用する薬剤について・疼痛のアセスメ
ントと看護ケア・終末期の身体症状の緩和・看取り期のケア

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

7/23（pm）
8/30.9/13.9/27 がん看護研修：共通コース

がん看護における看護師の役割・がん患者の在宅療養支援・精神的苦
痛に対する看護・がん患者の社会的苦痛について・スピリチュアルペイ
ン・コミュニケーションスキル・症状マネジメント・がん患者への意思決定
支援・がん患者への家族看護・全人的苦痛（講義・演習）・専門科への
橋渡し/多職種連携・がん患者とリハビリテーション・社会資源の活用と
地域連携・がん患者の栄養管理

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

 7/26

小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
②急変時の初期評価
体系的アプローチ

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

7月日程未定 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
2019年7月頃 外回り看護（基礎編Ⅰ） 概要・術前評価・全身麻酔について・各種モニター 手術看護認定看護師 全体
2019年７月中旬
2019年８月中旬

せん妄勉強会　　　　　　　　　　　　　　　   
認知症ケア加算用研修 せん妄の定義・スクリーニングケア・認知症の定義・ケア事例　 認知症看護認定看護師 全体

 8/13 業務リーダーが押さえる！
アセスメント②

グループワーク形式・病棟で起こりそうな場面を提示・その事例から患
者の状態をアセスメントし、具体的な看護ケアプランを考え、リーダーと
してのることができる事を目的に研修をすすめていきます

集中ケア認定看護師 全体

 9/13 中播磨がん看護事例検討会 地域医療機関の看護師が集まり、事例検討会を実施。困難事例を通し
てがん看護を考える。

がん看護専門看護師・
緩和ケア認定看護師 全体

9月中

小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
③呼吸器系緊急事態の管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

10/4 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

10/4.18 がん看護研修：がん薬物療法
看護ベーシックコース

がん看護専門看護師・
がん化学療法看護認
定看護師

全体

2019年10月頃 外回り看護（基礎編Ⅱ） 腰椎麻酔・局所麻酔・麻酔記録の見方 手術看護認定看護師 全体

11月中

小児急変時対応スキルアッ
プコース
～PALS G2015準拠～
④心血管系緊急事態の管理
ショックの管理

小児の急変時対応についての6回シリーズコース 小児救急看護認定看
護師・小児科医 全体

12月（日未定） エンゼルケア 看取り前後のケア 緩和ケア認定看護師 全体

 1/10 ＮＣＰＲフォローアップ 事例を用いたNCPRの実践トレーニング 新生児集中ケア認定
看護師 全体

 2/7 NCPRアルゴリズム NCPRのアルゴリズムの理解を深める 新生児集中ケア認定
看護師 全体
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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

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】

眼科医師

森田 哲郎
(もりた てつろう）
令和元年6月1日付

麻酔科医師

岡部 大輔
(おかべ だいすけ）
令和元年7月1日付

整形外科医師

井上 拓哉
(いのうえ たくや）
令和元年6月30日付

眼科医師

渡邊 高志
(わたなべ たかし）
令和元年6月30日付


