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◆地域医療従事者研修のご案内
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■湖北ブロック地域包括ケア研修会

■湖北がんフォーラム 2017
日 時：平成２９年７月２３日（日）13：30～16：30
会 場：長浜文化芸術会館ホール
テーマ：みんなで支える湖北の医療
内 容：第 1 部 シンポジウム
第 2 部 講演 ｢生活の中の死｣
野の花診療所 院長 徳永 進先生
問合先：がん対策推進室 電話 0749-68-2300（代表）

■がん看護研修（肺がん）

日 時：平成２９年８月１０日（木）18：30～20:30
会 場：市立長浜病院 講堂
テーマ：多職種が担う方向性について
講 師：兵庫県但馬県民局但馬長寿の郷 地域ケア課
小森 昌彦先生（理学療法士）
参加費：無料 申込締切：7 月 24 日（月）必着
申込先：滋賀県 POS 連絡協議会湖北ブロック事務局

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。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。7 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

◆安全な肝・胆・膵手術を目指して

■ELNEC-J ｺｱｶﾘｷｭﾗﾑ看護師教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

日 時：平成２９年８月１９日（土）8：45～12:15
会 場：市立長浜病院 講堂
講 師：市立長浜病院 呼吸器外科責任部長兼
がん対策推進室長 田久保 康隆先生
がん看護専門看護師 山岸 美紀
慢性呼吸器疾患看護認定看護師 山口 清香
がん放射線療法看護認定看護師 入江 桃好
問合先：がん対策推進室 電話 0749-68-2300（代表）

◆眼科からのお知らせ

日 時：平成２９年９月３０日（土）
・１０月１日（日）
いずれも 8:45～17:15
会 場：市立長浜病院 講堂
参加費：2,000 円 定員：30 名
申込締切：7 月 12 日（水）17 時必着
申込先：滋賀県成人病センター 緩和ケアセンター
電話 077-582-5114

◆放射線科（診断）からのお知らせ
５月１日よりＭＲＩチェックリストを変更させてい
ただいております。
体内金属や禁忌項目についてのチェック機構を強化
し、より安全に検査を受けていただきたく変更を行い
ました。検査依頼時にＭＲＩチェックリストを予約票
と共にＦＡＸさせていただきます。
従来のＭＲＩチェック
リストの使用は中止いた
だきますようご協力お願
い申しあげます。

８月９日（水）～８月１８日（金）
清水医師が夏季休暇のため、緊急手術は行いません
なお、通常の紹介はお受けします
が、緊急手術を必要とする治療が必
要な患者さまの紹介はお受けでき
ません。紹介内容を確認のうえ予約
を取ってくださるようにお願いし
ます。眼科医院以外の依頼は判断が
難しい場合があると思いますので、
わからない場合は症状を確認して
眼科へお問い合わせください。



外科部長

皆さん、こんにちは。昨年の４月に赴任して以来、専門分野である肝胆膵領域
の治療に主にかかわっております。お陰様で肝胆膵領域手術が赴任前年は１１件
でしたが、赴任後の平成２８年度は１６件と増加しました。今年度に入り半年で
すが、すでに１３件の手術に関わっており、当科で安全・安心して手術いただけ
ている結果と感謝しております。
肝臓の手術においては、従来の方法に加えて、ICG という肝機能検査に用いる
試薬を手術時に使用することによって腫瘍の範囲を同定したり、血流の範囲を同定できるために手術切除
の範囲をより見やすく確実な切除範囲決定のために用いたりしております。
この ICG という薬は通常では検査のための薬ですが、赤外線スコープに反応することがわかっており、
赤外線をあてると ICG の薬が流れた部分だけが光るという仕組みを利用して肝臓の切除範囲のみに薬を
流しておいてその血流の部分のみを赤外線で発色させることにより、より安全に切除部位の血流範囲のみ
切除することが可能となっております。
また、転移性肝腫瘍の場合には腫瘍周囲のみ ICG が蛍光発色することを利用して、正常な肝臓を温存
しつつ、治療として必要な腫瘍周囲のみを切除することを工夫しております。
肝臓は肝腎要の【肝】であるため、不要な部位は切除しますが、日常生活や治療にとって大きな切除が
負担になってしまうことも多くなります。そのため、当科ではいろいろな工夫をすることによって、必要
な肝臓はできるだけ残しつつ治療を行っています。
現在肝臓に腫瘍を指摘されている患者様あるいは、ご家族の皆様にも切除や治療が可能かどうか一度当
科にご相談いただきたく思います。
また残念ながら基礎疾患や肝臓の予備力の低下から、手術治療がすぐ
にできない場合もあります。そのような患者様の場合、化学療法や放射
線治療、血管内治療など複数の科でがん治療相談を行い、選択可能な治
療を相談しながら受けることも可能です。
今後もよりよく安心安全な医療提供のために工夫していきます。治療
対象の患者様がおりましたら是非一度ご紹介、ご連絡ください。

 編集後記  
空梅雨の合間の大雨のように、急な天候の変化に戸惑っています。気温も不安定であり雨天時
の服装選びに迷う毎日です。
Pink-Bu
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平良 薫
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◆職員のご紹介

◆新任医師のご紹介
脳神経外科

小林 雅子

この度６月より脳神経外科でお世話になります小林雅子と申します。平成２５年に大
阪医科大学を卒業後、倉敷中央病院での初期・後期研修を経て、この度長浜へまいりま
した。湖北地域の医療を担う当院にて、一人一人の患者様と温かく真摯に向き合う皆様
の医療の中で、尐しでも多くのことを学びたいと考えております。まだまだ未熟な身な
がら、尐しでも地域医療の担い手としてお役に立つため邁進してまいりますので、ご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

◆新規採用職員のご紹介

看護師
今年は２１名の新人看護師を
迎えました。
みんな毎日元気に頑張ってい
ます。
よろしくお願いいたします。
新人看護師指導担当：山田

臨床検査技師

薬剤師
４月に入職しました安田将樹と
申します。私は、生まれも育ち
も滋賀であり、生まれ育った滋
賀の医療に貢献したいと思って
います。どうぞよろしくお願い
いたします。

臨床工学技士

４月から臨床検査技師として入職しました。
１日でも早く市立長浜病院の力となれるよう精一
杯頑張りますのでよろしくお願いします。
（写真左から高田、北庄、堀田）

患者総合支援センター 訪問看護ステーション
大依 福太朗
今年度より、当院訪問看護ステーション
に専従の理学療法士として配属となりま
した。昨年度まで、当院の院内リハビリ業
務に１６年間従事してきました。訪問リハ
ビリにおいては、経験に乏しいため知識、
技術に不足しておりますが、以前から非常
に興味のある領域でしたので、これまでの
院内業務の経験を活かして、励んでいきた
いと思っております。
また在宅医療では、各施設およ
び他職種との情報共有がより必要
となりますので、連携を密に取り
合うことで、利用者により良いリ
ハビリを提供できるように努めて
いきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願いします。
訪問リハビリの様子

がん対策推進室
金武 李佳
４月から当院がん
対策推進室でお世話
になっております。
３月に大阪大学大
学院人間科学研究科
を卒業後、今回初め
て総合病院にて勤務
させていただくことに
なりました。
今年秋に臨床心理士試験を控えており、現
在は勉強しつつ勤めさせていただいており
ます。まだまだ未熟な修行中の身ではありま
すが、ひとつひとつのケースを大切に日々励
みたいと思っております。今後ともよろしく
お願いいたします。

◆６月２日（木） 第２８８回生涯教育研修会を開催しました
講師は、当院外科部長兼患者総合支援センター副センター長の川島和彦先生で、｢最新の
胃がん治療～高度進行胃がんの一症例をとおして～｣と題しご講演をいただきました。
講演の内容としては、がん診療のながれから始まり、治療の種類や適応について、最新の
治療ガイドラインやエビデンスとあわせて紹介いただきました。具体的には、大腸がんに対
する化学療法、胃がんに対する内視鏡治療、手術療法、化学療法、および最近話題となって
いるがん免疫療法まで多岐にわたりました。非常に専門的な内容であったにも関わらず、写
真や動画を多用することにより、分かりやすく講演をしていただきました。また、症例をと
おして当院で提供している治療の実際につ
いての報告や、世界最大のがんセンターで
ある、アメリカの M.D.アンダーソンがんセ 講師：川島 和彦先生
ンターの紹介もありました。
研修会には 135 名の参加があり、
胃がん治療への関心の高さがう
かがえるとともに、研修会後に実施したアンケートにおいて、研修
内容については 82％、講師の説明については 83％の方がよかった
との回答が得られ、とても有意義な研修会となりました。

◆健康フェスティバルが開催されました
今年も長浜バイオ大学で「第 8 回いきいき健康フェスティバル 2017」が 5 月 28 日（日）
に開催されました。当日は晴天に恵まれ、当院ブースには沢山の市民の皆さんにご来場い
ただきました。

理学療法士
４月より新規職員として入職
しました理学療法士の東光成
浩です。今後ともよろしくお願
いいたします。

４月から ME として入った宮村
です。出身は長浜です。頼られ
る ME を目指してがんばります。
よろしくお願いします。
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縫合（ナート）・腹腔鏡体験

整形外科医による骨関節の悩み相談

３

がん相談・乳房検診モデル体験

