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お医者さんに
聞きました

超音波気管支鏡など
最新の検査も

〜呼吸器〜

「肺がん」

大阪府のがん診療拠点病院として、他科や他職種と連携しながら治療効

果と生活の質（QOL）の両立に取り組んでいます。各種画像検査に加えて気

管支鏡、超音波内視鏡、CTガイド下生検、胸腔鏡下生検などを用いて診断

し、化学放射線療法や分子標的薬などを入院や外来化学療法室で行ってい
ます。また、早期から院内緩和ケアチームと連携して治療を行っており、緩和
ケア病棟も完備されています。

「睡眠時無呼吸症候群のCPAP療法」

睡眠中に呼吸が一時的に止まる病気で、症状としては、いびきがひどい、寝

ている間に息が止まっていると人に言われる、昼間眠くてしかたがない、など

が見られ、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中などを合併することがあります。
治療は、鼻マスク式陽圧呼吸（nasal CPAP）療法を中心に行います。

「成人喘息パス入院」

入院が必要な発作が起こっている成人喘息の方を対象に喘息を抑える治

療をしながら、喘息の原因や増悪因子とその対処法について学び、吸入ステロ
イド治療を中心とした薬物療法の理解と実践を行っていきます。

また、ピークフローメーターを用いて喘息日誌の記載を学んでいただき、長

期にわたり自己管理を可能とする8日間のプログラム入院を行っています。入
院中は医師、看護師だけでなく、理学療法士や薬剤師とチームで問題点を解

決していきます。そうして外来での完全なコントロールと喘息により生活の質
(QOL)が影響されないことを目標とした管理につなげていきます。

「気管支肺胞洗浄検査（BAL）」

気管支鏡で肺の一部を洗い、得られた細胞の種類や性質を調べることで、

間質性肺疾患の診断に威力を発揮します。肺組織を採取しなくても診断がつ

くことがあります。呼吸器科医が慎重に適応を選び、検査部と協力して実施
しています。

「超音波気管支鏡（EBUS）」
気管支鏡検査はＸ線透視を

用いた従 来の経 気管 支 肺生

検では正診率が30〜50％と
いわれており満足のいくもの
ではありませんでした。また近
年、肺がん治療

特に非小細

胞肺がんの治療に関しては組

織型のみならずEGFRを代表

とする遺伝子変異の検討も重要であり、そのためには気管支鏡検査の正診

率を向上させるとともに癌組織の検体採取量を増やす必要があります。これ
らを解決する方法の一つとして超音波気管支鏡（EBUS）があります。
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「超音波気管支鏡ガイド下生検
（EBUS-TBNA）」

診 療 科トピックス

EBUS-TBNAは気管・気管支周囲の病変に対してリアル

タイムに針生検を可能とした手技であり、挿入部分先端外径

が6.9mmのコンベックス走査式超音波気管支鏡を用いてい
ます。気管支鏡と超音波が一体となった内視鏡であり、超

音波機能はBモードの他パワードップラーおよびカラードッ
プラーモードを備えており、穿刺ルート上の血管を避けて安
全で確実な穿刺が可能です。縦隔リンパ節病変において従

来の全身麻酔下での縦隔鏡に比較して低侵襲で、肺がんリン
パ節転移の有無やサルコイドーシスなどの診断に有用です。

「ガイドシース腔内超音波断層法
（EBUS-GS）」
肺抹消病変に生検鉗子などが到達したかの確認は以前

よりＸ線透視を用いて行われてきました。この方法では縦隔
や横隔膜に隠れる病変、小さい陰影などの位置確認は困難

であり、さらに生検や擦過の操作後に出血や気管支粘膜の

浮腫などが起こった場合、同一気管支に複数回鉗子やブラ
シを挿入することが困難でした。EBUS-GSは外径1.4mm
の細径調音波プローブにガイドシースをかぶせて病変まで誘
導しEBUSにて病変に到

達したことを確 認後 、プ

ローブのみを抜去し、残
したガイドシースに生検

鉗子やブラシを挿入する

呼吸器科部長

北

英夫

ことで同一の箇所を何度

でも生検や擦過できるよ
うになりました。
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適切で安心な医療・看護の提供に
邁進していきます
副院長兼看護部長

松井

就任挨拶

和世

平成 27 年 4 月 1 日付をもちまして、三重県の伊勢赤十字病院から
高槻赤十字病院へ異動し、副院長兼看護部長を任命され就任いたしま
した松井和世でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
高槻赤十字病院は、地域医療支援病院、がん診療拠点病院として救
急医療・地域医療連携の更なる強化に職員が一丸となって取り組んで
いる病院です。
地域の皆さんが、住み慣れた土地でその人らしい暮らしを人生の最
後まで続けることができるよう、もとより微力ではございますが、職
員の皆さんと共に適切で安心な医療・看護の提供に邁進していく所存
です。
赤十字医療施設近畿ブロックでは、看護職副院長の存在は稀有です
が、病院経営への参画と人材育成を職務と捉えより一層努力してまい
りたいと思っております。何卒ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。

緩和ケアサポートチーム紹介

2014年度は全国トップクラスの
341件のケアを提供 緩和ケア診療科副部長

金村 誠哲

◎連携しながらチームで

当院の緩和サポートチームは医師2人、専従看護師１人、専任看護師１人、薬剤師１人、アロマセラピー担
当の看護師２人を中心として、放射線科看護師、訪問看護師、退院調整看護師、医療ソーシャルワーカーと
も連携をしながら患者さまへ緩和ケアを提供しています。

◎早期の段階からサポート

原則として主治医の先生から患者さまをご紹介いただくことではじめて私たちは患者さまに関わらせてい
ただく訳ですが、２０１４年度は３４１件のご紹介をいただきました。これは全国的に見てもトップクラスの件
数です。緩和ケアといえばどうしても最期のイメージがありますが近年は逆にがんの早期の段階から関わって
いくことが求められています。そういった意味でも主治医の先生のご理解もあり約半分の患者さまは癌初
期、あるいは治療中の患者さまです。そして、痛みなどの身体症状の緩和をお手伝いさせていただき苦痛なく
治療を続けられるようにサポートしたり、あるいは、家で生活する上で必要なサポートをしたりしています。

◎安心の体制づくり

一般病棟から緩和ケア病棟へ移られる患者さまも４分の１程度おられますが、その際には緩和サポート
チームの医師が原則主治医をさせていただくことで病棟が変わっても安心してお過ごしいただけるような体
制となっています。これからも主治医の先生方やスタッフとともに患者さま、ご家族のサポートをしていきた
いと思います。
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当院の糖尿病・内分泌・生活習慣病科
部長

金子至寿佳先生が５月１４日放送

のＢＳ−１１「ドクターニッポン 今日の健
康ワンポイント」に出演しました。
ＭＣである安田美沙子さんと全国の
各地で活躍するドクターとの対 談 形式
で、健康へのアドバイスはもちろん、ドク
ターが掲げる 医師としてのポリシー
などの話を聞き、健康的な生活のヒント
を届ける番組です。

「患者さんに幸せを届ける」
これは、先生のポリシーであり、理想の医師像にも
通じることだそうですが、詳しく教えて下さい。
患者さんにとって何が一番幸せであるか、患者さんお
一人おひとりにとって、
もっともよいと思われる医療や健
康に対する考え方は異なります。その患者さんに寄り
添って同じ方向を向いてその患者さんにとって良いと思
われる医療を提供できるよう日々、心がけています。
たとえば末期がんの患者さんが糖尿病の場合、
たとえ
インシュリン注射による治療が好ましいほど血糖が高く
とも、
インシュリン注射をするのは可哀想だと考えて患者
さんに提案をしない医師もおられます。
しかし、患者さん
の中には「がんのない方と同じようにインスリン注射を
することで日々生きていると実感する人もいる」
このよ
うに、人によって幸せは異なります。
患者さんとの話の中でこの患者さんは本当は何を望
んでいるのか、何を幸せと感じるのかをみつけるよう心
がけ、時に患者さんの将来を考え厳しくいう役割のとき
もあれば、患者さんの望むことと、患者さんの身体の状
態について確認を入れながら折り合いをつけていくこと
も医師の仕事だと考えています。

紅茶に10個の角砂糖を入れては飲めないのですがペッ
トボトルジュースですと、一気に飲めるのですね。
このことからもわかるように今後もっと食育が重要と
なってきます。
子供の頃、親がつくってくれた魚と野菜がたっぷりの
一昔前の日本食が日本人にとっての理想的な食事です。
また前日に食べたものを意識して、今日は何を食べるか
を考えることも大切です。
しかし、現在たいへん残念なことに10歳代ですでに糖
尿病を発症してしまっている方を診察する機会も増えて
おります。
さらに10〜20歳代の食生活が悪いことで、社
会を支えるべき30〜40歳代に心筋梗塞やすでに腎機
能が低下し始めていたり失明の危険がある糖尿病網膜
症に至ってしまっている患者さんが増えています。
逆に若い女性はやせ願望から摂取カロリーを十分に
取らず栄養価が偏った状態で妊娠期に入ってしまい子
供への影響も懸念されています。
外食でも、栄養価のかたよらない安心な食事がとれる
ように、社会全体で将来の健全な社会を作り出すよう考
えていかなければならない、
と考えております。

一般の方へ
「健康管理のアドバイス」
を
お願いします。
食事に対する知識をもち、知恵を使うことが、
自分と自
分の大切な人を守るいちばん完璧な武器になると思い
ます。
たとえば脂肪摂取は30%以下に抑えることが推奨さ
れていますが、出されたから食べる、のでなく、自分が口
にする料理にどれだけ脂がふくまれているか、
どんな料
理にしたら脂をおさえられるかを考えることが重要と考
えています。
運動しても
「スポーツドリンク」
などを注意して飲まな
いと角砂糖が５、
６個、口当たりの良いペットボトルジュー
スの中には10個入っている場合もあります。
コーヒー、

糖尿病を担当する医師として女性医師が
ふさわしい点は？
糖尿病は生活習慣病の代表ですので、患者さんの生
活習慣を思い描き、改善すべき点を見出しアイデアや知
恵の使い方を提案できます。
この作業には忍耐が必要で
すが女性の忍耐強いところも負担と思うことなくこなす
ことができているかと思います。
また具体的には食事内容の提案に具体的なレシピを
伝えることができます。
心のひだを理解し細やかなケアができるのは女性の
性質と思います。
そのためか女性の患者さんが多く集まってくださって
います。

Q

Q

Q
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患者支援センターの
ご紹介 第１回

今回は医療福祉相談係の業務についてご紹介
します。
様々な保健医療機関において社会福祉の立場
から患者さまの抱える経済的・心理的・社会的問
題の解決と調整を援助し、円滑に社会（地域）復帰
できるよう医療ソーシャルワーカーは、高度化、専
門化する医療の中で「保健・医療・福祉」のそれぞ
れのサービスの調整、活用の援助をしています。

当院の医療
ソーシャルワーカーも
次のようなご相談に
対応しています。

医療福祉相談係
相談は無料、予約制ではありません。
相談内容については当院の個人情報保護規定に基づき
対応しますので、安心してご相談ください。

◎相談時間：8：40〜17：00
◎相談受付場所：1階 患者支援センター

すずらんのお見舞い
社会課長

濵田

健司

平成２７年６月３日（水）、
ＡＮＡグループからすずらん
の鉢植え３鉢としおり４００枚を寄贈いただきました。
ＡＮＡグループでは昭和３１年から社会貢献活動の一環
として、
「すずらん」の贈呈を全国の医療機関で行って
おり、今年で６０回を迎えます。
贈呈式の後には、客室乗務員の皆さんが入院患者の
みなさんを励まそうと、
フィギュアスケート羽生結弦選
手とANA社員のメッセージの書かれたすずらんの香り
が漂うよう工夫されたしおりを７病棟の入院患者さま
一人ひとりに手渡されました。
すずらんには
「幸せ」の花
ことばがあり、
しおりを受け取られた患者さまは笑顔に
なって、
「とってもいい香りがします」
「うれしいです」
と
いった喜びの声が聞かれました。
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●リハビリ病院や療養型病院への
転院について相談
●施設入所についての相談
●福祉制度の申請手続きについての相談
●介護保険のサービスについての相談
●病気・怪我等の不安に伴う生活の悩み
●在宅療養についての相談
●医療費についての相談

副院長 玉田の登録医療機関訪問記

No.3

今回は高槻市宮田町にある、宮田診療所を訪問しました。
初期研修医の諸君が当院で平成２５年度の夏から行っている地域医療研修の指導を受ける
ための打ち合わせが目的です。
島津先生は形成外科を専攻されて
いて、簡単な皮膚腫瘍の切除も月に1
例くらいあるとのこと。また、診察室
は超音波診断装置が診察机の隣に配
置されていて、患者さまの診察にず
いぶん機能的で役立っている印象で
した。
当院の若い研修医諸君も実地医療
の刺激を受けて、腕を上げてもらい
たいと思います。
島津先生ご指導よろしくお願いし
ます！
宮田診療所

登録医の
先生の
ご紹介

島津 保生 院長

高槻市宮田町 2-5-28
TEL072-696-0139

新規登録医療機関のご紹介

もりた内科・胃腸内科
住所：高槻市川添2丁目15-8 TEL：072-669-7676

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森田先生をご紹介
いたします。
今後も森田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

森田

勇

先生からのコメント

大阪府高槻市出身で、私立関西大倉高校を卒業後、福岡大学医学部に入学いたしました。平成9年4月に福岡大
学第一内科に入局し、一般内科の研修を受けた後に平成12年4月より福岡大学消化器内科に所属し、食道、胃、大腸
の消化管疾患を中心とした臨床を行い、多数の内視鏡検査、治療を施行してきました。また、研究については大学院
にて腸炎メカニズムの研究で博士号を修得しました。平成25年3月まで、福岡市医師会成人病センターにて消化器
内科部長として勤務いたしておりましたが、今後これまでの経験を生かし、出身地である高槻で地域のホームドク
ターとして貢献できればと考え平成25年11月に開院いたしました。当院は、内視鏡
（胃カメラ、大腸カメラ）
について
は、基幹病院なみの最新式の機械を設置しており、楽に検査を受けて頂ける様に配慮いたしております。御希望の方
はお気軽にご相談ください。

7

あなたは大丈夫ですか？
ロコモ体操

リハビリテーション科係長

永本

和弘

1) 片脚立ちで靴下がはけない
2) 家の中でつまずいたり滑ったりする
つの
3) 階段を昇るのに手すりが必要である
ロコチェック
4) 横断歩道を青信号で渡りきれない
5) １５分くらい続けて歩けない
6) ２ｋｇ程度の買い物
（１リットルの牛乳パック２個程度）
をして
持ち帰るのが困難である
7) 家の中のやや重い仕事
（掃除機の使用、布団の上げ下ろし
など）
が困難である

Ⅰ-①

７

Ⅰ-②

今日はロコモの話をさせて頂きます。
ロコモとはロコモティブシンドロームのことで、筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板と
いった運動器のいずれか、もしくは複数に障害が起き、歩行や日常生活に何らか
の障害をきたしている状態のことを言います。
上の『7つのロコチェック』
に当てはまる項目がありませんか？
1つでも当てはまれば、ロコモの心配がありますので、以下の体操を朝昼夜
1日3回行うことをお勧めします。

Ⅰ

歩行に杖やシルバーカーなどが必要な方や、杖や伝い歩きなどで
室内の移動されている方には

①机に手を突いて開眼片脚立ち
机などしっかりした物に手をついて開眼片脚立ちを行います。
両手を突いた状態で開眼片脚立ちを行い、
できれば片手、指というように手で
支えることを減少させることも可能です。
②机に手を突いてスクワット
机の前に立ち、後ろに椅子を置いた状態で、机に両手をつき、椅子に座る要
領でスクワットを行います。膝の角度はできる範囲で結構です。10〜12秒かけ
てゆっくり行います。

Ⅲ

室内の移動はできないが椅子に座ることはできる方には

椅子に腰かけた状態から机に両手を突き、腰を浮かせて5〜10秒間その姿
勢を維持します。椅子から立ち上がる動作を行い、途中で5〜10秒間静止する
要領で行います。
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（ｂ）

足腰が弱っていてもどこへでも外出できるレベルの方には

①開眼片脚立ち
片足を床につかない程度にあげ、1分間維持します。ふらついたりして維持
が困難な場合は無理せず、足をあげた側の手を椅子や机について行ってくだ
さい。これを左右1分間ずつ行いましょう。
②スクワット
足を肩幅程度に開いて、踵から足先は30度ほど開き、体重が足の裏の中央
にかかるように立ちます
（a）
。お尻を後方に突き出すように膝をゆっくり曲げて
いきます。膝は90°
以上曲げないようにします
（ｂ）
。ゆっくり膝を伸ばして元の
立位に戻します
（a）
。10〜12秒かけてゆっくり行い、5〜10回を1セットとして
行います。

Ⅱ

（a）

Ⅱ-①

Ⅱ-②

Ⅲ

自覚と質の向上をめざして

ボランティア交流会を開催しました
平成27年2月24日（火）、当院にて「ボランティア交流会」を開催しました。
この交流会は、日頃から、当院で活躍いただく高槻日赤技能奉仕団や各ボランティアグループの
方々の労をねぎらい、赤十字ボランティアとしての自覚と質の向上を図り、各グループ同士の交流
を深めるために毎年開催しています。今回は、5つのグループから35名の参加がありました。
まず、田嶌院長から挨拶の後、職員の紹介を行い、各グループからの活動報告や次年度に向けて
の取り組みなどの発表をいただきました。他のグループの発表を聞きながら、その内容に興味を持
たれ、感心し、刺激を受けている方が多数いました。
当院から参加した田嶌院長をはじめ職員もボランティアの方々との交流を深め充実したひと時
を過ごすことができました。
社会課長 濵田 健司

天 理 教 ひ の きしん
今までで最多の５４４名がご参加

平成27年4月29日（昭和の日）に、天理教徒の皆さまによる「ひのきしん」が行われ
ました。この行事は毎年当院敷地内の清掃（除草）などをしていただいています。今年
は、これまでに無く総勢544名が参加し、今までで最大の規模で行われました。小さい
お子様からご年配の方々、ご家族で参加など様々な方がおられました。途中、鼓笛隊の
演奏もあり賑やかなひと時でした。天候も昨年は、雨に祟られ残念ながら途中で中止と
なりましたが、今年は曇り空で雨の心配もありましたが最後まで降ることもなく無事に
終わり、植栽もすっきり美しくなりました。
天理教ひのきしんに参加された皆さまに改めて感謝いたします。
社会課長

濵田

健司
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2015 年 3 月
糖尿病試食会より

おすすめ
レシピ
・サンドイッチ
茶チキン)
(おからサラダ・紅
・時短ピクルス
ュ
・ごぼうポタージ ﾙ）
ﾟ
・果物（ﾊﾟｲﾅｯﾌ

材料（1人分）

おからサラダ

紅茶チキン

豆腐マヨネーズ風

＜サンドイッチ＞

＜時短ピクルス＞

＜ごぼうポタージュ＞

食パン(12枚切) 3枚
（約90ｇ）
乾燥おから
8g
にんじん
10g
きゅうり
20g
酢
5ｇ
コショウ
適量
マヨネーズ
5g
鶏胸肉
（皮なし） 40g
紅茶パック
1パック
レタス
20g
トマト
20g
木綿豆腐
20g
酢
2g
コショウ
適量
塩
0.2ｇ
からし
適量
（好み）

にんじん
セロリ
黄パプリカ
赤パプリカ
酢
マービー(顆粒)
白ワイン
コショウ
レモン果汁

ごぼう
30g
玉ねぎ
30g
マギーブイヨン 1g
コショウ
適量
牛乳
100g

作り方
サンドイッチ
【おからサラダ】
①人参は薄いイチョウ切りにし、茹でておく。
②胡瓜は薄い輪切りにする。
③乾燥おからは熱湯で戻す。(熱湯の量は製品パッケージに従う)
④③に①②と酢、コショウ、マヨネーズをいれ混ぜ合わせる。
【紅茶チキン】
①鍋に水を沸騰させ、紅茶パックと鶏肉をいれ煮る。
②中まで火が通ったら、紅茶に入れたまま冷ます。
③食べやすい大きさにスライスする。
【豆腐のﾏﾖﾈｰｽﾞ風】
①豆腐を適当な大きさに切り、茹でて水気をしっかりきっておく。
②①と酢、コショウ、塩、からしをミキサーにいれ、なめらかになるまで混ぜる。

ひとくちメモ

＜果物＞
パイナップル

548kcal
80.0g
27.8g

脂質
塩分
食物繊維

からだにもや

75ｇ

14.6g
2.2g
12.1g

さしいサンド

イッチ

＜災害避難中の栄養管理＞
パンやおにぎり、カップラーメン、お菓子など炭水化物を多く含む食品がどうしても多くなってしまいます。
これらは重要なエネルギー源ですが、その一方で血糖値を上げる食品でもあります。食事の中にたんぱく質を
含む食品
（肉類や卵類、乳製品類、等）
や野菜類がある場合は、それらをゆっくりと噛んで食べ、炭水化物を後に
食べることで血糖の急激な上昇を抑えることができます。同時に満腹も最大限えることができます。
引用：公益社団法人 日本糖尿病協会ホームページより

http://www.nittokyo.or.jp/kinkyu̲110323.html

家庭で役立つ薬の話

薬とアルコールについて

薬剤部

福井

美礼

「薬とアルコールを同時に飲むことは避けたほうが良い」ことはご存じですか？
アルコールと同時に薬を飲むと、薬の作用が強く現れることがあります。
例えば、高血圧の薬ではアルコールに血管を広げる作用があるため、血圧を下げる効果
が強くなり、めまい・ふらつきなどを引き起こすことがあります。また、アルコールには眠
くなる・判断力を低下させるなど、脳の働きを抑える作用があるため、睡眠薬や精神安定
剤との同時摂取により、効き目が強く現れてしまい昏睡状態に陥る危険性もあります。
アルコールが体に残っている状態で薬を飲むことも望ましくありません。なぜなら、薬
はアルコールと同様に肝臓で分解されるため、肝臓に更に負担をかけることになるから
です。その結果、長時間体に薬が残り、薬の作用が強くなる・副作用が強く現れるなどの危
険性が懸念されます。
少しくらい大丈夫と思いがちですが、体にとっては好ましくないため、薬とアルコール
を同時に飲むことは避けましょう。
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エネルギー
炭水化物
たんぱく質

20ｇ
20ｇ
20ｇ
20ｇ
5ｇ
1.5ｇ
2ｇ
適量
5ｇ

専門家がわかりやすくアドバイス

平成27年度夏期（7月〜9月）糖尿病教室のご案内
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 時
◎場 所

夏 期 7月〜9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

7月14日(火)

8月11日(火)

9月8日(火)

11:00〜 11:20

糖尿病との付き合い方
糖尿病・内分泌・生活習慣病科部長

糖尿病とくすり
薬剤師

患者体験談
意見交換会

知らないうちに忍び寄る！こわ〜い、こわ〜い糖尿病、
糖尿病患者さまが急増しています。その予防策とは！糖尿病教室で糖尿病を知って正しい予防を。

11:20〜 11:40

糖尿病について
糖尿病看護認定看護師

糖尿病の検査について
臨床検査技師

糖尿病について
糖尿病看護認定看護師

11:40〜 12:00

食事療法 １
管理栄養士

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
13:00〜 13:20

休

憩

糖尿病食を体験してみませんか？
毎回、管理栄養士さんによる工夫をした献立で美味しくいただけます。
直接、管理栄養士さんにいろいろ聞く事もできます。

ミニ健康講座
糖尿病と外科手術

ミニ健康講座
糖尿病と運動

ミニ健康講座
糖尿病と呼吸器疾患

主
催：高槻赤十字病院
受 講 料：お食事代実費800円
（税込）
を当日に頂きます。 つり銭のないようにご準備ください。
※ 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 )

車いすの寄贈を受けました
平成２７年６月２日（火）、株式会社ヤナセさまから創
立100周年記念事業として車いす６台が当院に寄贈され
ました。寄贈式では、同社関西営業本部理事池田勝彦
様より田嶌院長へ目録が手渡され、院長は、
「車いすは
病院では必要不可欠なものです。大切に使わせていただ
きます。」と謝辞を述べました。
寄贈いただきました車いすは、正面玄関など利用しや
すい場所に配置し、外来受診でお越しの患者さまへの貸
し出しや入院患者さまの病棟での療養に役立たせてい
ただきます。
株式会社ヤナセさまご寄贈ありがとうございました。
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平成26年度施設指定寄附金報告

治療に役立つ6種類10台の医療用機器を設置

平成26年度は、当院への施設指定寄附金として13,784,000円（法人1団体、個人30名 一
部平成25年度分を含む）のご協力をいただきました。
お寄せいただいた寄附金で、電動油圧手術台（写真）、ベッドサイドモニター、IABP駆動装
置、超低温フリーザー等6機種10台の医療用機器を整備することができました。誌面をお借り
して厚くお礼申し上げます。
これからも、当院の理念である
「地域の人々が誇りとする病院」
を目標に、職員一同努力を
続けてまいりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。

寄附金の受領について
今年度も株式会社セレマさまから２００万円のご寄附をいただき
ました。
そのご厚志に対しまして心より感謝を申し上げます。お寄せいた
だいた寄附金は、医療用機器等の整備に役立てさせていただきます。

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
私たちは人道・博愛の赤十字精神に基づき、
高度で安全な医療を提供し、地域の人々が誇りにする
病院となるよう努めます。

高槻赤十字病院の方針
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。
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。
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。
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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