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新年明けましておめでとうございます。
平成２６年はソチ五輪のフィギュアスケートで羽生結弦選手が、テニスの全米オープンで錦
織圭選手、ノーベル物理学賞では米カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授の中村修二さ
んら３人が受賞を決めるなど日本人の活躍が目立つ年となりました。訪日する外国の人も１千
万人を超えるなど海外において日本が一番注目される国になったと言ってもいいかもしれませ
ん。しかし、国内に目を向ければ平成２６年４月に消費税が５％から８％に改定し、１２月には
安倍政権の衆院解散総選挙が行われるなど激動の１年でありました。２年毎の診療報酬改定
も実質引き下げられ、２０２５年を見据えての病床機能編成が国によって推し進められること
もあり、病院経営にとっては逆風が吹き続けています。
当院では、昨年７月に新たに患者支援センターを設置し、いままで以上に登録医の皆様と
の連携を深め、地域の中核病院として信頼され、地域において必要な病院であり続けるよう安
心で安全な医療を実践していきたいと思います。
今後とも引き続き地域の皆さんのご理解とご支援を賜りますようお願いを申しあげ、
新年のご挨拶とさせていただきます。
院長
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救急部
紹 介

365日24時間体制で受け入れ、
災害救護にも対応。救急部部長 岡本 文雄

当院は２次救急指定病院で、重症・軽症問わず救急患者さまや紹介患者さまを３６５
日・２４時間体制で受け入れる事を基本姿勢にしております（写真の上段３枚、一番左は心
肺停止患者さんの蘇生場面）。日勤帯は当番医が初療、必要に応じて各専門科へ引継ぎ
ます。また、かかりつけ医の先生方が診断をつけられてご紹介下さる場合は、担当専門医
が最初から診療を開始致します。夜間・休日は内科系・外科系の当直医が診療し、当直医
の専門外の緊急検査・手術・処置が必要な場合は各科のオンコール医師（＊）が登院して
迅速に対応致します。急性期の治療を受けられて退院可能となった患者さまは、地域医療
連携室を介して地域の診療所へお帰りいただき、当院の『地域医療支援病院』としての役
割を果たすように心掛けております。
また、写真下段のように、災害救護に関しても注力しており、
（なるべく災害のないこと
を願いつつも）非常時に備えて準備や訓練等を継続しています。来院された患者さまが安
心して医療を受けられるよう取り組んでいく所存です。
＊オンコール体制のある診療科；整形外科・呼吸器外科及び内科・消化器外科及び内科（緊急内
視鏡・ERCP等）・循環器科（緊急冠動脈造影及び冠動脈形成術・ペースメーカー植込み・
IABP/PCPS/低体温療法・緊急透析等）・麻酔科・皮膚科です。

◆上段 3 枚：救急診療中のスタッフの様子
◆下段 3 枚：高槻市全域大防災訓練では、当院救護チーム
（職員 25 名・救護車両３両）が、多重衝突事故現場（市役所前）
と電車脱線事故（JR 高槻駅付近）にて救護活動を実施
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乳腺外科は専門性の高い診療科です
小林

稔弘
（乳腺外科部長）

診 療 科 紹 介

◎乳房の疾患を診察します。

乳房に関する疾患をすべて対象とします。西洋医学が導入された明治時代から、乳房の病気は外科が扱っていま
す。近年、
【乳腺外科】
を診療科として独立させて、より専門性高く対処するようになってきました。
良性
（乳腺炎、女性化乳房症含む）
から悪性疾患
（癌、肉腫）
までの種々の疾患に対して、質の高い治療を行えるよう
に日々努力しています。

診 療 内 容・特色

◎検査と治療を迅速に進めています。

《診 断》
乳腺にしこりを感じてこられた場合にはまず「マンモグラフィー」
と
「超音波」
にて腫瘤の性状を調べます。
この段階で良性と判断される場合は、数か月から1年位の間をおい
て経過観察とします。さらに精査が必要な場合は、画像診断として
「CT」
「MRI」
を追加します。
続いて画像検査はあくまで腫瘤の影を見ているだけですので、サ
ンプルを採取する検査として
「吸引式針細胞診」
「針生検、」
「吸引式針
生検」があります。特に最近検診発見の多い「微小石灰化病変」
に対
しては、北摂エリアではまだあまり普及していない「ステレオガイド装
マルチスライスＣＴ
置」
を備えpin pointでの生検を可能としております。
検査にかかる予約待ちは極力最低限として、初診から10日前後で診断を付け、説明も行った上で、治療にかかれる
ように、迅速に進めています。

◎最新の治療法とチームワークで患者さまを支えます。

《治 療》
乳腺手術は適応に応じて
「温存手術」
「乳房切除術」
を行っております。
さらに希望に応じて形成
外科と共同で
「乳房再建術」
も行っています。
「化学療法」
「ホルモン療法」
「分子標的療法」
などの薬物治療は再発予防のための補助療法と、再
発者に対する治療として行います。当院は
「外来化学療法室」
を有し、常駐の化学療法専門看護師、
薬剤師とのチームワークで患者さまを支えます。放射線療法も、北摂地域では数少ない「放射線治
療装置」
を有し、放射線治療専門医、専任放射線技師と連携して治療に当たっています。
さらに
【緩
和ケア診療科】
との連携により、癌と診断された時から、相談に乗れるサポートチームも含めて、患
者さまが安心を得られるように努力しています。
当院では、
日本および海外から発信される最新の治療法を導入するように心がけております。担
当スタッフも大病院に比べると少ないかもしれませんが、
その分一人ひとりの患者さまと顔の見え
る関係で、
さまざまなニーズに対応できるよう心がけております。病にかかることは心配で不安なこ
とだらけですが、あなたの笑顔が見られるように、われわれも全力を尽くします。乳房に異常を感じ
たら、
ご相談ください。
ステレオガイド装置
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慢性心不全看護認定看護師について
佐々木 千惠
（3病棟）

近年、高齢や生活習慣病などにより心不全症状を発症する方が増えて

います。そこで、2012年に心不全看護を専門にした慢性心不全看護認定

看護師が出来ました。
まだ認知度も低いため、多くの皆様に知っていただ
けるよう取り組んでおります。
実際の活動は、心不全症状の発症により入院された患者さまが、退院

後の生活を、
後の生活
後の
生活 安全に安心して送ることが出来るようにお手伝いをさせていただいて
おります。
おります
おり
ます その一つとして、心臓リハビリテーションのチーム活動があります。患者さ

まを取り
まを
まを取り巻く環境は様々です。一人一人の患者さまに、医師・理学療法士・薬剤師・
栄養士
栄養 ・医療ソーシャルワーカー・看護師が、個々に合わせた関わりが出来るよう、
それぞれ
それぞれ
それぞれの専門性を発揮して協同しています。
週に一回、話し合いの場を持ち、患者
さまの病状や退院後に心不全症状が再燃しないための注意点などについて
さま
情報
情報共有しています。
そして、その結果を患者・家族さまへお伝えし、心不全
症状に気を付けながら日常生活を送ることができるように一緒に話し合って
症状

いきます。
今後、
慢性心不全看護認定看護師の活動の場が広がり、患者・家族
いき
さまに多く活用していただけるように努めてまいります。
さま

がん相談

支援センター

だより
第３回
ご紹介

「がん患者サロン」のご紹介
がん相談支援センター 看護師 原武

麻里

『がん患者サロン』はがん患者さま・ご家族がお互いの体験を語
り合い交流できる場です。

がんの体験を話すことで、ご自分の気持ちが整理されたり、ほか
の患者さま・ご家族の体験談を聞くことで悩みを解決し
たり、がんとうまく付き合うためのヒントを得ていただけ
ればと思っております。

当院のがん患者サロンは月に1回開催しており、ミニ
講義とフリー座談会の2部で構成しています。サロンに

は、がん相談員（看護師、医療ソーシャルワーカー）もお
ります。
「誰かと話したいな・・・」
「他の人はどうしているか

な・・・」というとき、一人で悩まないで、立ち寄ってみてく
ださい。当院に受診されている方も、そうでない方も予約
なしに、お気軽にお越しください。

対
象：がん患者さま、ご家族
開催日時：毎月 第 3 水曜日 13 時〜15 時（出入り自由）
13：00 〜 13：30 ミニ講義（詳細は下記参照）
13：30 〜 15：00 フリー座談会
場
所：2 階 がん相談支援センター
日 程

ミニ講義テーマ

講 師

2月18日
（水）

緩和ケアって何？

緩和ケア認定看護師

3月18日
（水）

リンパ浮腫のケア

緩和ケア認定看護師
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みんなで予防インフルエンザ

医療安全課 感染対策係 松下 めぐみ

インフルエンザは例年12月から3月頃まで流行し、1月下旬から2月がピークとなります。病院
には高齢者や小児など免疫力が低下した患者さまが入院されており、インフルエンザに感染す
ると重症化したり治療に影響を及ぼします。当院では職員が感染源とならないよう、手洗い研
修、咳エチケット、ワクチン接種などによる健康管理やインフルエンザ対策の強化に取り組んで
いるところです。しかし、毎年流行するインフルエンザを遮断することは病院職員の取り組みだ
けでは完全とは言えません。病院内へウイルスを「持ち込まない！拡げない！持ち帰らない！」た
めに、ご入院や外来受診の患者さまをはじめ、ご家族など面会の方にも感染防止対策へご協力
いただきますようお願い致します。

●咳エチケット

病院からの
お願い

・咳やくしゃみが出る方は他の方にうつさないために
マスクを着けましょう
・鼻汁や痰をぬぐったティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう

●こまめに手洗い
・患者さまのところに行かれる時、帰られる時は病室の入口にある
アルコール手指消毒剤をお使いください

●面会制限
・体調不良
（発熱、咳、
くしゃみ、関節痛、全身倦怠感など）や７日以内

にインフルエンザと診断された方と接触がある方、高校生以下の
方は面会をご遠慮ください
インフルエンザは学校を起点に地域へ拡大すると言われていま
す。学級閉鎖の際には、
お子様連れの面会はお控えください

「地域医療研修」
ઘࠨਆƤƝ
レポート
ϺໞƤݭՁơଫษƍƕ§
ŸƙƞźżգƤ  Ɓڕ
【熊澤

佑介】

私は、平成26年8月に
「地域医療研修」
を行いました。研修先は、奄美諸島の一
島、徳之島にある中規模病院です。大阪から約500kmも離れている島で、
どのよ
うな研修が待っているのか？不安と緊張を感じつつ、徳之島での研修は始まりま
した。
行った先で待ち受けていたのは、押し寄せるように来る外来患者さまと訪問診
療の毎日でした。事前に大量の本を読み、今までの知識・技術を総動員して臨み
ますが、一筋縄ではいきません。
ハブに噛まれた高齢者から火傷外傷を負った若
者まで、来院される患者さまは多種多様。常勤の先生の助けも借りて何とか1人
の患者さまを診終える、その繰り返しで息つく暇もありませんでした。その一方
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国
国際
際学
学会
会報
報告
告
9月22-24日にバンクーバーで
開催された第14回国際食道学会
(ISDE)に参加し、食道切除後の
回結腸再建法について講演して
きました（写真1）。食道切除後の

1

再 建には 通 常 胃 管を用 います
が、胃切除後の方には結腸再建 2
が行われます。
しかし結腸は血流
が悪く縫合不全が高率であるこ
と、
皮下経路を通すため美容上の
問題があることなどが欠点です。
私どもは回結腸動静脈を温存し
て終末回腸を長く残してこれを
挙上し、血流が良くかつ見た目も
優れている再建法を考案し、良好
な成績を収めています。

2 日 目 の 夜 は ディナ ー パ ー
ティーにも出席してきました。同

3

じテーブルの先生方と
（写真2）。
前列中央は次回プレジデントの 4
Kenneth, K. Wang教授、その
後ろは香港のSimon Law教授、
あとは慶応の北川教授、千葉の
松原教授、虎ノ門の宇田川先生
達と。熱く楽しいお話で盛り上が

りました。

副院長 平松 昌子

10月17-19日には日本・ハンガ
リー・ポーランド外科学会(JHPSS)

が東京で開催されました。慶応の北
島 政 樹 前 教 授 とハ ン ガリー の
Semmelweis大学のJozsef
Sandor教授が立ち上げられた会
で、今回からポーランドも加わるこ

とになりました。規模は小さいので
すが、その分非常にフレンドリーに

自由な雰囲気で意見交換ができる
会です。私は組織委員を拝命してお

り 、今 回 は「 E x p e r i m e n t a l

Clinical Trials」のセッションでハン
ガリーのAndrea Ferencz先生と
座長を務めてきました（写真3）。数
少ない女性外科医が座長席にふた

り並んで座ることはまず見られない
光景で、北島先生の粋な計らいかと
思います。

また当院から恒松一郎先生が、
Reduced port surgeryにおける
3Dモニターの有用性について発
表してくれました（写真4）。腹腔鏡
手術はさらに進化し、当院でも単孔
式などポートの数を減らした手術を
行っていますが、2013年より導入

した3Dモニターを用いることによ
り、
より難しい手術も安全にスムー
スに行えるようになります。

学会参加中は外来休診などでご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、国内のみならず世界に向けて私共の成果を発表
し、
また最新の知見を取り入れていくことは、
スタッフの育成や当院のレベルアップのために重要なことと考えております。
どうぞご理
解をお願い致します。

で、徳之島は本当に綺麗な海に囲まれており、釣りやダイビングには最高でした。
また徳之島恒例行事の一つである闘

牛観戦など、
都会ではできない事を体験でき、
休みの日も満喫出来ました。
忙しい毎日でしたが、あっという間に1ヶ月の研修期間が過ぎました。短い期間で身に付いた技術はほんの僅かでしょ

うが、医療の根幹に直面していたように感じます。
この経験が高槻での地域医療にも活かせるよう、今後とも研鑽を積ん
でいきたいと思います。
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副院長 玉田の登録医療機関訪問記

No.2

高槻市北部の南平台にある、けやきクリニックを訪問しました。外観はペンションを思わせるよう素敵なレン

ガ造り様です。開設者の木下良太先生は小生にとってはまさに 師匠 にあたる先生です。小生は今からさかのぼ
ること30年以上前に京大の内科医局に研修医として採用されましたが、消化器特に肝臓の指導は木下先生にし

て頂きました。その後木下先生が高槻赤十字病院の内科部長になられた時に、ちょうど大学院を修了した小生に
声をかけていただき小生が本院に赴任するこ
ととなりました。木下先生は、高槻赤十字病院

在職当時から、飄々とされ 仙人 のような印
象の先生ですが、京大伝統の自由の文化を具

現化したような部長先生で現在の高槻赤十字

病院消化器科の基礎を作っていただきまし
た。一方、川口先生も元々本院の呼吸器科に在

籍されて、御二人協力してけやきクリニック
を運営されています。絶妙のコンビで楽しく

御仕事をされ、地域医療に貢献されています。
当院の登録医療機関として、医療連携関係も

深く、また当院訪問看護ステーションの患者
さまもかかりつけ医療機関で、大変お世話に
なっています。これからも高槻赤十字病院が

地域に根ざした医療機関として、顔のみえる
関係を強化できればと思います。

登録医の
先生の
ご紹介

けやきクリニック

木下良太 院長

川口英人 医師

高槻市南平台 3-28-14
TEL.072-668-5561

新規登録医療機関のご紹介

さいとう内科クリニック
●内科 ●アレルギー科 ●泌尿器科 ●在宅医療
住所：高槻市西冠1-12-8

T E L：072-676-7666

この度、当院との地域医療連携機関として
登録をいただきました齊藤先生をご紹介
いたします。今後も齊藤先生との連携を深め、
地域住民の皆さまの健康を支えていきたいと
思います。
◎院長

齊藤

純 先生からのコメント

◎当院

玉田副院長からのコメント

「患者さまの抱える健康問題のトータルケア」
をモットーに専門分野として腎臓・泌尿器科領域に取り組むとともに、
呼吸器、循環器、消化器、糖尿病といった内科疾患を中心に救急、在宅医療にいたるまであらゆる疾患に対応できる
環境に身をおいてきました。
これまでの経験と知識を活かして、
一般的なかぜ、
発熱、
腹痛や高血圧、
糖尿病、
脂質異常症などの生活習慣病はも
ちろん、腎臓・泌尿器科の診断・治療にいたるまで、
あらゆる健康問題に対応できるクリニックとして地域医療に貢献し
て参ります。
末永く皆様に親しまれ、何か健康上の問題が生じたときに真っ先に受診していただけるクリニックを目指し、解りや
すく、
正確で丁寧な診療を心がけて参ります。
齊藤先生は地域医療に精通され、ちょうど1年前に開業された、魅力あふれる新進気鋭の先生です。高槻赤十字病
院から医院までは距離がありますが、
今後当院通院中の患者さまのかかりつけ医としての御活躍を期待しています。
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最終回
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博文
社会課 河野

Ｑ3

ȅȒȜǯǌǋԗƝƤԉƍƵƥ
ҐƝƏƁ®

年齢の違う人達と一緒に話ができる事もボランティアな
らではの醍醐味です。丁寧にガーゼを折ったり、切ったりす

今回は、
ボランティアグループ さくら の
方々にお話しを伺いました。

Ｑ1

ȅȒȜǯǌǋǈ߮Ʒƕ
ƃƙƁƇǈžƜƅƖƋź¨

お友達からの紹介で始めました。 立ち仕事ではなく手
作業なので 手先を使うと頭の回転もよくなるからいいわ
よ と勧められました。始めてみると、
ガーゼを折ったり、袋

る中で、患者さまが早く良くなって下さるように心運びで
きる楽しみもあります。

Ｑ4

ޞơƟƤƾżƠȅȒȜǯǌǋ
ԗǈƋǂƜźǁƤƝƏƁ®

看護師さんのお手伝いで、色々なガーゼを折ったり、
縫ったり、袋に入れたり、前立腺の検査用紙の作成や耳用
ガーゼ、
紙を指定の大きさに切ったりしています。

に入れたり細かい作業ばかりで、折り方一つも間違えない
ように毎回気持ちを込めて作業しています。
今年で活動を始めて12年目です。

Ｑ2

ȅȒȜǯǌǋԗǈƇƿǂǁ
ڔƥƠǉƝƏƁ®

人の役に立ちたいという思い 。
ガーゼ1枚にしても、綿
棒の袋入れにしても、使われる患者さまの事を思いながら
一つ一つを作業しています。

Ｑ5 ۪ވơЁۅƀշźƍƴƏ¨
この活動の中で、
こんな私でも人のために役立つ活動
ができる事について、大変幸せに思います。毎回4〜5時間
の作業ですが、皆で作ったものが形となり、それが患者さ
まの役に立つと思うと、
とてもやりがいがあります。机の上
での作業なので、年齢に関係なく取り組める事も大きな魅
力です。

ҙƝ๏ໂƚ๑Ƥ༺
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平成26年度冬期（2月〜3月）糖尿病教室のご案内
年間テーマ

四季使える糖尿病教室

当院では、糖尿病学会認定の専門医、糖尿病看護認定看護師、療養指導士、管理栄養士等が中心となり、市民の皆様が日
常生活の中で正しい知識をもって健康管理が行えるよう、お手伝いさせて頂いております。毎月開催される当院の糖尿病教
室を是非お役立て下さい。

◎日
◎場

時
所

冬期 2 月〜 3 月 11 時 〜 13 時 20 分（受付は 10 時 30 分から開始）
※ 講師、テーマは予告なく変更する場合があります
当院 3 階 第一会議室・講義室

（注1） 参加者多数の場合は、
未受講者の方を優先させていただきます。
（定員２０名）
（注２） 受講を取り消される場合は、必ず一週間前までにご連絡ください。※ お車で来院し受講される方は、駐車券をお持ちになってご来場ください。

時間

2月10日(火)

3月10日(火)

11:00〜 11:20

糖尿病とくすり
薬剤師

患者体験談
意見交換会

11:20〜 11:40

糖尿病の検査について
検査技師

患者体験を通して
糖尿病認定看護師

11:40〜 12:00

食事療法 ２
管理栄養士

食事療法 ３
管理栄養士

12:00〜 12:45

糖尿病食試食会

12:45〜 13:00

休
ミニ健康講座
糖尿病と運動
理学療法士

13:00〜 13:20

憩
ミニ健康講座
糖尿病について
糖尿病・内分泌・生活習慣病科部長

主
催：高槻赤十字病院
受 講 料：食事代実費800円を当日に頂きます。 つり銭のないようにご準備ください。
※ 下記申込書にご記入のうえ、医療社会事業部社会課までご持参下さるか、お電話にてお申込ください。
〒569-1096 高槻市阿武野１丁目１番１号 072-696-0571 ( 内線 481 番 )
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豆乳ホワイトソース
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無調整豆乳 120ｇ
じゃがいも
40ｇ
塩
0.2ｇ
こしょう
0.1g
たまねぎ
25ｇ
にんじん
10ｇ
エリンギ
20ｇ
カレー粉
0.5g
塩
0.1ｇ
こしょう
0.1ｇ
油
2ｇ
パセリ
0.5g
飾り用にんじん 5g
（星型）

鶏胸肉
（皮なし） 30ｇ
にんにく
0.3ｇ
しょうが
0.5ｇ
小麦粉
1.5ｇ
片栗粉
2ｇ
油 3ｇ
（揚げ油・吸油分）
サラダ菜
10ｇ
キャベツ
40ｇ
葱
3ｇ
ごま油
0.5ｇ
酢
2.5ｇ
塩
0.5ｇ
濃口醤油
1ｇ
こしょう
0.1ｇ

トマト
たまねぎ
にんじん
黄ピーマン
塩
マギーブイヨン
バジル
（粉）

㧦㩀㩠㩅㩗㩅ߩ߰ࠆ㩄㨵㩤㩠㨸㧨
35ｇ
30ｇ
10ｇ
15ｇ
0.5ｇ
1ｇ
0.1ｇ

りんご
30ｇ
キウイフルーツ 15ｇ
パルスイート 2.5ｇ
（カロリーゼロ）
炭酸水
20ｇ
（無糖）
粉寒天
0.4ｇ

【油淋鶏】
揚げた鶏肉を調味液に
漬けた料理。漬けることで
油が少し抜ける

㯝ᣇ
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ィー・宴会
テーマ＝パーテ

＜ひとくちメモ＞

今回の試食会は、これから年末年始にかけて機会が多くなっていく
「パーティ･宴会」
がテーマで
す。グラタンや揚げ物は脂質
（例:油･バター）
の使用が多くなる料理です。脂質は食後しばらくたっ
てから血糖値が上がる原因となります。糖尿病の栄養
（エネルギー）
比率は脂質25-30％･蛋白質
15-20％･炭水化物50-60％といわれています。この範囲の中で1回の食事で脂質をとりすぎない
ようにしましょう。今回は下記の工夫で脂質を減らしました。

【グラタン】豆乳+じゃがいもでホワイトソースの代用としバターを使わずに仕上げました。
【油 淋 鶏】後述の 油を減らすためのポイント で油を減らし、唐揚げを野菜と合わせることで少量
でも見栄えがするように工夫しました。
エネルギー
炭水化物
たんぱく質
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478kcal
76.5g
20.0g

脂質
塩分
食物繊維

10.5ｇ
2.1ｇ
6.5ｇ

⑴調理法を変える→衣が多いほど油は多くなる。
油を
少
多
の
＜ 唐揚げ ＜ 天ぷら ＜ フライ●）
※付ける衣は薄くする
（●素揚げ
め
た
減らす
⑵素材を変える→油を吸いやすいもの
（水分が多い物
例：茄子･椎茸）
を避ける
！
ト
ン
ポイ

⑶表面積を小さくする→大きいまま揚げて、後でカットするようにする。かき揚げは×

一人でも多くの人の救命を目的に

社会課 濵田 健司

平成26年9月13日
（土）
に高槻市立五百
住小学校で高槻市医師会主催の災害医療
救護訓練が実施されました。参加機関に
は、医療機関は勿論、高槻市・島本町、高槻
市消防本部・島本町消防本部・近隣自治会
など多数の参加がありました。当院には5
つの救護班が組織されており今回は1個班
が参加いたしました。
高 槻 赤 十 字 病 院 救 護 班 は、近 隣スー
パーで天井崩落事故あり、
その負傷者を救
護する想定でした。災害時では医療資源が
限られているので負傷者に対して
「トリアー
ジ」
を行い、
Ⅰ緊急治療群（赤）
Ⅱ準緊急治療
群（黄）
Ⅲ非緊急治療群（緑）
Ⅳ救命不能群
（黒）の4つのカテゴリーに選別して一人で
も多くの負傷者を救命します。
また、救護所
では負傷者の状態を安定させて消防の協
力を得て素早く病院へ負傷者を搬送します。
この訓練は、体育館で行われ地域の方々が、間近で見学できるようになっています。
みなさんも一度、地域で開催されるときは見
学に来られてはいかがでしょう。

看護スタッフ募集！

〜自分の能力や経験を活かせる職場です〜
当院では『温もりと安心の看護』を目指して、患者さまへゆとり
あるケアを提供していくため
７対１の看護体制を導入しています。そのため、この看護体制を
継続していくには看護師さんの確保が必要になってきます

仕
時

休
給

事
間

日
与

連絡先

病棟看護師（正職員）

日勤① 8：40 〜 17：10（45 分休憩）
日勤② 8：40 〜 18：06（60 分休憩）

夜勤 17：55 〜 9：05（94 分休憩）
4 週 8 休制（年間休日 122 日）
※パートは勤務時間・日数応相談
正職員 月給 253,240 円以上（夜勤手当 4 回含む）
（例：経験 5 年 301,952 円）
※経験による優遇

072- 696-0571 総務課人事係

※詳細はホームページをご覧ください。

正職員は
入職支援金が
あります。

研修制度も充実！
院内保育も完備！
働きやすい職場
です。
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きれいな空気と緑の安らぎをご提供します

「エコロジーガーデン」

当院では、院内緑化により患者さまにとって快適な空間を提供するため、外来待合などに
「エコロジー
「エコロジ
ガーデン」
を設置しております。
「エコロジーガーデン」
は、空気浄化能力の高い植物と特殊土壌を組み合わせて使用することにより、室
内の空気の質を高めることができるもので、
この導入により、患者さまにより一層の 癒しと安らぎ の空間
を提供していきたいと考えております。
なお、
この
「エコロジーガーデン」
は、下記企業等のご協力のもとに維持運営を行っています。
＜エコロジーガーデン協賛企業＞
都市クリエイト㈱
㈱播芳
東西化学産業㈱大阪営業所
興和防災㈱
大阪促成青果㈱
ワタキューセイモア㈱
㈱いずみ商事
㈱ニック
㈱国際興業大阪
㈱サクセスアカデミー
大阪神戸冷食㈱

( 順不同 )

高槻交通㈱
㈱マルヨシ
東ア建設㈱
茨木サンシャイン㈱
㈱コクミン
㈱幸蔵
アサヒカルピスビバレッジ㈱
㈱
コーベベビー㈱神戸支店
㈱ビー・エム・エル
くだもの ヤマ作
春日食品株式会社

フェイスブックはじめました。
ぜひご覧ください。 Facebookは病院ホームページ及び
URL:https://www.facebook.com/takatsuki.rc.hospから閲覧出来ます。

高槻赤十字病院の理念

高槻赤十字病院の方針

私たちは人道・博愛の赤十字精神に基づき、

1. 患者さまの人権と意思を尊重し、患者さま中心の医療をおこないます。

病院となるよう努めます。

3. 患者さまのホームドクターと緊密に連携し、地域で完結する医療をおこないます。

高度で安全な医療を提供し、地域の人々が誇りにする

2. 一人ひとりの患者さまを全職員が支援する、チーム医療をおこないます。
4. 常に向上心と研究心を持ち、最高最善の医療が実現できるように努めます。
5. 健全な病院経営と地域に貢献できる医療従事者の育成に努めます。
6. 災害救護活動をはじめとする赤十字に課せられた使命を果たします。

〒569 1096 大阪府高槻市阿武野１ １ １
TEL 072 696 0571
（代表）
URL：http://www.takatsuki.jrc.or.jp
mail：trc@takatsuki.jrc.or.jp
発行責任者 事務部長 神谷 尚孝
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