救急告示病院
日本医療機能評価機構認定病院
地域がん診療連携拠点病院
厚生労働省臨床研修指定病院
周産期協力病院
地域医療支援病院

◆医師の異動 （５月）
医師の異動はありません

市立長浜病院

理念
地域住民の健康を守るため、「人中心の医療」
を発展させ、地域完結型の医療を進めます。

外科部長
池野 嘉信（いけの よしのぶ）
◆外来のブロック受付化について
産婦人科部長
脇ノ上 史朗（わきのうえ しろう）
次の診療科でブロック受付を実施しております。
受付丌在でご迷惑をおかけすることなくスムーズなご案内
ができるようになりました。
 外科で受付（心臓血管外科、外科、脳神経外科、神経内科）
 泌尿器科で受付（泌尿器科、皮膚科）
 耳鼻咽喉科（耳鼻咽喉科、小児科）
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本館１階

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は当院病院事業に格別のご高配を賜り、厚く御
礼申しあげます。５月の外来診察担当医師表を別添資料でお届けいたしますので、ご査収ください。 敬白

泌尿器科で受付
本館２階

泌尿器科
皮膚科

◆地域の皆さまとともに

外科で受付

院長

心臓血管外科
外科
脳神経外科
神経内科

耳鼻咽喉科で受付
耳鼻咽喉科
小児科

◆地域医療従事者研修のご案内
■第 296 回 開放型病床生涯教育研修会

皆さん
ぜひご参加ください

日 時：平成３０年７月５日（木）17：30～19：00
会 場：市立長浜病院 講堂
テーマ：地域包括ケアを目指した栄養サポート～京都の試み～
講 師：愛生会 山科病院 京滋摂食嚥下を考える会代表
消化器外科部長 荒金 英樹 先生
問合先：地域医療連携室 電話 0749-68-2300（代表）

◆地域での医療福祉の推進に向けて

ほっとひといき

 編集後記 
藤の花もきれいに咲きそろってきました。花の色
が本当に鮮やかに感じ、過ごしやすい季節が尐しで
も長く続くことを願っています。今年は季節が早送
りされているかのように夏日を感じる日もあります
が、穏やかに新緑の時を楽しみたいものです。

Pink-Bu
４

市立長浜病院は３月２７日に、地域医療支援病院の名称の承認を受けました。
「かか
りつけ医を支援し地域医療の充実を図ること」を目的とします。地域における医療の確
保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に取り組みます。１）他の病院又は診療
所から紹介された患者に対して医療を提供する。２）病院の建物の全部若しくは一部、
設備、器械又は器具を、市立長浜病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師、
その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制を整備する。
３）２４時間救急医療を提供する。４）地域の医療従事者の資質の向上を図るための研
修を行う。
まだまだ丌十分なところがありますが、地域医療の確保のために、地道に努力を重ねてまいります。
３月２６日に、藤井勇治長浜市長から、
「持続可能な地域医療の確保のため、長浜市健康福祉部に病院事業
連携支援調整監と病院事業連携支援担当課長を新設し、市立長浜病院と長浜赤十字病院との一体的連携を図
り、高度医療環境の充実を図っていくことを強力に推し進める配置にした」とのコメントがありました。
湖北地域では既に人口減尐が始まりました。限られた医療資源を有効に活用するために、長浜赤十字病院を
はじめとする湖北の医療関連機関との連携・協力を強化していきます。地域の皆様のご協力をお願いします。

事務局長
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ゆ
ゆめ
め

藤居 敏

このたび事務局長に着任しました藤居敏と申します。昨年まで長浜市役所健康福祉部
長として大変お世話になりましてありがとうございました。
尐子高齢社会、人口減尐社会にあって、医療福祉の運営が非常に厳しくなってきてい
る昨今、国は地域における「わがごと、まるごと」の取組みを推進しています。これ
は、地域の様々な課題を地域のあらゆる方面からの施策・支援で解決していこうとする
ものです。地域医療にあてはめてみますと、これまでから諸先生方が献身的に取り組ん
できていただいていますとおり、かかりつけ医や病院そして福祉機関が多面的に連携し
て支援を進めていこうとするものです。
当院は、地域完結型の医療を、医療・福祉の関係者はもとより、地域の皆様と一緒になって取り組んでおり
ます。引き続き、地域での医療福祉の推進に尽力してまいりたいと存じますので、皆様のご指導ご協力を賜り
ますようよろしくお願いします
１

◆理事就任のご挨拶
診療局理事

小室 太郎

当院脳神経センター脳神経外科に着任しましてから７年間が過ぎ、この春から８年目を
迎えます。この間に滋賀県下初の脳卒中ケアユニット（ＳＣＵ）の開設・日本脳卒中の外
科学会技術指導医１名認定・日本脳神経血管内治療学会専門医２名認定を経まして、脳動
脈瘤治療１２５件・頸動脈狭窄の治療７５件・頭蓋内腫瘍の手術１１０件などの治療に携わ
って参りました。
今年度からは脳神経外科診療に加えまして、診療局理事および病院機能強化推進室副管
理監という立場で市立長浜病院の診療体制整備のお手伝いをさせていただくこととなりま
した。病院機能強化推進室では市立長浜病院がどうあるべきかをソフト・ハードの両面か
ら議論をしておりますが、これが机上の空論とならないようにすることが私の使命だと心得ております。院内外
の先生方のご指導の下、また行政のプロのお知恵を拝借しながら、湖北医療圏の先生方のお役に立てますように
市立長浜病院の改善を実行いたします。どうか今後とも相変わりませずご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申
しあげます。

診療局理事

曽我 欣治

新緑の候、皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申しあげます。この度、
診療局理事就任にあたり、ご挨拶を申しあげさせていただきたく存じます。
当院に赴任して６年になります。四季折々の伊吹山や琵琶湖は明媚で居心地良く、これ
まで心臓血管外科の科長として
１． 患者第一、誠心誠意
２． 地域に信頼される病院づくり
３． 地域完結型の医療体系構築
を取り組み方針とし、高度急性期病院としての役割を果たし湖北・湖東地域の医療を支え
るべく精進して参りました。
しかしながら周辺の病院を見渡しましても全ての機能を持ち合わせる病院は見当たらず、一つの病院で全てのニ
ーズにお応えすることは困難です。近隣の病院群の一層の協力体制が必要ではないでしょうか。
地域住民に満足していただける医療サービスを提供できるよう、微力ではありますが尽力していきますので、ご
協力の程、宜しくお願い申しあげます。

◆新任医師のご紹介
外科部長

産婦人科部長
脇ノ上 史朗

池野 嘉信
本年４月より外科でお世話に
なっております池野嘉信です。
旧病院にて腹膜炎の手術をして
いただいてから３０年が経とう
としています。現在では消化器
疾患の外科的治療をさせていた
だいています。
社会情勢の変化に伴い、長浜病院の診療体制もやや
寂しいところもありますが、地域の開業医の先生方お
よび野田先生や神田先生などの尽力もあり、これまで
市民の皆様に安心できる医療の提供を維持されてき
ました。本当に感謝申しあげるばかりです。これから
も長浜病院が皆さんの身近な病院として持続されるよ
う、開業医の先生方と市民の皆さんとともに、私も尐
しでも力になれたらと思います。郷土の医療に尐しで
も貢献できるよう精一杯努めさせていただきますので
宜しくお願い申しあげます。

呼吸器外科医長
奥野 翔子
こんにちは！初めまして。４
月より市立長浜病院呼吸器外科
に赴任しました奥野と申します。
湖岸や病院周辺の長閑で美しい
風景に癒やされております。
長浜・湖北地域に根ざした医
療・患者様に寄り添う医療を提
供出来るよう日々頑張っていきたいと思っていますの
でどうぞよろしくお願い申しあげます。
２

２０１８年４月より産婦人科
でお世話になっている脇ノ上史
朗と申します。当院赴任前は滋
賀医科大学産婦人科にて主に婦
人科領域を担当していました。
長浜に以前赴任していた先生方
より、長浜は生活しやすくいい
所だよと聞いていたので、これから尐しずつ行動範囲
を広げていこうと思います。
当院産婦人科は私以外にベテランの責任部長と活力
あふれる若手医師が２名いて、バランスのとれたいい
チームだと感じています。地域の皆様に質の高い医療
を提供すべく、チーム一丸となってがんばっていきた
いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

整形外科医長
辻本 和之
４月より整形外科でお世話に
なっております辻本和之と申し
ます。
北海道大学を卒業後、出身地
の大阪で研修を積み、２年前よ
り滋賀守山で勤務をしておりま
した。久しぶりに冬は雪が身近
になるため楽しみにしています。まだまだ未熟ではご
ざいますが、質の高い医療を目指し、地域の皆様に貢
献できるよう精進して参りますのでよろしくお願い致
します。

産婦人科副医長
渡辺 智之
本年４月より産婦人科でお世
話になっております渡辺智之と
申します。
２０１２年に自治医科
大学を卒業し、出身である山形
県で勤務しておりましたが、こ
のたび縁ありまして市立長浜病
院に赴任となりました。生まれ
も育ちも山形県ですので、言葉が聞き取りにくい際は
ご指摘いただけますと幸いです。また、慣れない土地
でご迷惑をおかけすることが多いと思いますが、積極
的に診療に取り組んで参りたいと思いますのでどうぞ
よろしくお願い申しあげます。

泌尿器科医員
吹上 優介
本年４月より泌尿器科でお世
話になっております吹上優介と
申します。
福井県出身、福井県育ちで福
井大学を卒業後に福井県内で勤
務しておりましたので、人生で
初めて福井県から出て市立長浜
病院へ赴任させて頂きました。初めての土地に緊張し
ていますが、福井よりは天気がよく雪も尐ないそうで
気候としては住みやすいと感じております。
まだまだ未熟ではございますが、精一杯努力してい
きますので、どうぞよろしくお願いいたします。

整形外科レジデント
領木 勇人
２０１８年４月から整形外科
でお世話になっております領木
勇人と申します。出身は大阪府
で、東北大学を卒業後、大阪赤
十字病院で２年間の初期研修を
行いました。自然が好きなので、
初めての長浜での生活を楽しみ
にしております。整形外科領域の治療を通じて患者様
のＱＯＬ向上、健康寿命延長を目標に励みたいと思いま
す。まだまだ未熟ですが、一生懸命精進いたしますの
で、今後とも何卒よろしくお願いいたします。

外科（嘱託医）
西川 忠男
本年４月より当院外科にお世
話になります。生まれ育った故
郷・長浜（南郷里小学校・南中
学校・長浜北高校）に戻ってま
いりました。これまで外科（胸
部外科・消化器外科）の診療に
従事してまいりました。
回復期リハビリテーション病棟へ入院される方々の
診療にあたることになり、故郷の皆様方にお役に立てる
ように他職種の方と一緒に励んでまいります。今後とも
何卒よろしくお願いいたします。

３

