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

◆ＣＧＭＳ（持続血糖測定システム）検査ご予約の取り方
地域医療連携室で予約させていただきます
１）センサーの取り付け・解析のみ
２）専門医によるコメントをつける
予約可能な日として 毎週水曜日 15 時
毎週金曜日 14 時半とさせていただきますが、
希望に応じて検査日時を調整させていただきたいと考えております。
３）治療方針の変更を行ってほしい
治療方針を変える時は、腎臓代謝内科病診予約枠でお受入れさせていただきます。
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市立長浜病院患者総合支援センター 地域医療連携室
〒526-8580 長浜市大戌亥町 313 番地
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謹啓 入梅の候、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。6 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

◆医師の異動 （６月）
着任 (H29.6.1 付)

市立長浜病院

脳神経外科（嘱託医） 小林 雅子（こばやし みやこ）

◆ ＣＧＭＳ（持続血糖測定システム）検査予約開始について


◆地域医療従事者研修のご案内
■看護局 教育研修会（認定看護師主催）

■第１回緩和ケア講演会

参加費無料
定員：40 名

日 時：平成２９年６月２９日（木）17：30～19：00 日 時：平成２９年７月６日（木）17：30～19:00
会 場：市立長浜病院 講堂
会 場：市立長浜病院 講堂
テーマ：脳疾患看護 異常の早期発見
内 容：多職種連携地域カンファレンス
講 師：杉山慎太郎
■第 2 回 CPC(予定)
（脳卒中リハビリテーション看護認定看護師）
申込先：看護局教育支援室 電話 0749-68-2300(代表) 日 時：平成２９年７月１３日（木）17：30～
会 場：市立長浜病院 講堂
テーマ：呼吸器疾患


◆脳卒中メンテナンスリハビリテーション入院について
目
的：
対 象 者：
入院期間：
申込方法：

脳卒中後のリハビリテーションの再提示と教育
脳卒中後の患者
月曜日に入院し、翌週および翌々週の月曜日退院（8 日間か 15 日間のいずれか）
かかりつけ医の先生に相談し病診連携を通じて外来予約をする。
（その際メンテナンスリハビリテーション入院希望とお知らせください）
脳神経外科外来看護師と調整し外来診察日時を決定します。
外来診察予約日に入院についての説明と希望時入院日時を決定します。

腎臓代謝内科責任部長（診療局長補佐） 森田 善方
2017 年1 月より当院で行えるようになった持続血糖測定検査についてお知らせし
ます。ごく簡単に装着できるセンサーを用いた検査で血糖の詳細なプロファイルが
分かりますので、より効果的な治療を行う事ができます。さらには無自覚低血糖を
見つけることができます。
フリースタイル・リブレプロというセンサーを用いて 24 時間連続で 2 週間の血糖
測定を行えます。センサーは図１のように上腕に取り付けます。碁石程度の大きさ
です。皮下にごく細い針金（端子）が入るのですが、今まで 100 人近く装着してご
くごく軽い痛みを訴えた方が 1 名おられただけでした。
このセンサーが 15 分おきに
自動的に皮下の糖濃度を読み取り、図２のように 24 時間の血糖を測定する事ができます。2 週間にわた
りデータを蓄積しますので、2 週間後に受診していただくか、ご自分でセンサーを取り外して
（簡単です！）次の受診時に持参いただければ解析をいたします。金属を用いたセンサーですので MRI の
撮影のみ禁止となります（※１）
。緊急で MRI を行う時は取り外していただければ大丈夫です。
簡単な検査です。地域医療連携室を通じ、検査予約を受け入れていきます。ご利用ください。
（※１）CT、レントゲンも注意となっております。撮影部位によりセンサーが画像に映り込みますが、
本人には害はありません。

図１

図２

お申し込み先・お問い合せ先
地域医療連携室 担当：北村


 編集後記  
昨年に株分けをして植え替えた君子蘭の花。私にとっては家庭訪問の時期に咲くというイメージ
があり、毎年楽しみな花の一つとなっています。しかし春先の管理を間違えて葉がしおれてしまう
という失敗をしてしまいました。何とか花を咲かせてくれたのですが、今年こそは最後まで気を抜
かず管理をしたいと考えています。どなたか管理を方法をおしえてくださると嬉しいです。
４

Pink-Bu

ご予約の取り方については、4 ページをご覧ください
１

新 任 医 師 のご紹 介

歯科・歯科口腔外科

呼吸器内科

杉藤 雅孝

呼吸器外科部長

小松 輝也

この度 4 月より当院呼吸器外科でお世話になっている小松と申します。
これまでは初期研修では内科、外科、小児科、救急、その後は一般消化器外科、
呼吸器外科に取り組んできました。
現在は呼吸器外科を専門にしております。
自然豊かな長浜地域で毎日とても癒やされております。
湖北地域の医療体制にしっかりと貢献したいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

産婦人科

麻酔科
上村 真央

岩﨑 愛

今年度より産婦人科でお世
話になっております上村真央
と申します。出身は兵庫県で
すが大学時代より滋賀県に来
て、滋賀医科大学で研修を積
み今回市立長浜病院に赴任と
なりました。この度、もうすぐ 2 歳になる長男と同
じく市立長浜病院に赴任した夫の一家で長浜に移住
しました。色々な方に長浜の魅力をお聞きしたので
今後が楽しみです。産婦人科医として(母としても)
まだまだ未熟者ではございますが、皆様と誠心誠意
向き合い、日々努力し精進していきますのでどうぞ
よろしくお願いいたします。

放射線科（診断部門）

4 月より麻酔科でお世話に
なっております岩﨑愛と申し
ます。
兵庫医科大学を卒業後、滋
賀医大病院で研修を行い同院
麻酔科で 2 年間勤務し、今回
が初めての異動となります。出身は長浜市高月町で
すので長浜市には馴染みがあり、今回地元の医療に
貢献できることをとても光栄に感じています。
手術室にいることが多く、医局ではなかなかお顔
をお見せできないかもしれませんが気軽にお声がけ
いただけると嬉しいです。
まだまだ未熟ではございますが、精一杯努力して
まいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

平山 陽子

本年 4 月より歯科口腔外科
でお世話になっております杉
藤雅孝と申します。平成 27
年に神奈川歯科大学を卒業し、
京都大学医学部附属病院の口
腔外科で研修しました。昨年
度は南和歌山医療センターにて麻酔科研修し、再度
京大病院口腔外科にて医員をしておりました。寒が
りなので今から湖北の冬に怯えております。4 月から
赴任し大学病院とは違う新たな環境に戸惑いながら
も楽しく勤めさせて頂いております。まだまだ未熟
ではございますが、皆様の健康につながるよう診療
に努めたいと考えておりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

2017年4月より呼吸器内科に
お世話になっております平山
陽子と申します。出身は群馬県
ですが、大学入学を機に滋賀県
に来て早 10 年が過ぎ、現在は
第 2 の故郷のように感じていま
す。滋賀医科大学を卒業後、滋
賀医科大学附属病院で初期研修し、その後は同院の呼吸
器内科で勤務しておりました。出身は群馬県ですが地元
はあまり雪の降らない地域であったため、今から長浜の
雪がどのくらいであるのか心配しております。
まだまだ未熟ではありますが、
一人一人の患者様に向
き合いより良い医療を提供できるよう努めていきたい
と考えております。湖北地域の医療貢献できるよう頑張
ってまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

腎臓代謝内科

腎臓代謝内科

平井 太郎

島本 綾子

はじめまして。このたび 4
月から腎臓代謝内科でお世話
になっております平井太郎と
申します。3 月まで金沢医科
大学の糖尿病内分泌内科で研
修し、この度後期研修医とし
てこちらに赴任いたしました。まだまだ未熟ではあ
りますが、日々成長できるように精一杯努力し、そ
して患者様にご満足いただける医療を提供できるよ
うに努めていきたいと思います。腎臓、糖尿病問わ
ず外来を受け付けておりますので、お気軽にご相談
ください。今後ともよろしくお願いいたします。

2017 年 4 月より市立長浜病
院腎臓代謝内科に所属してお
ります島本綾子と申します。
2012 年から 2014 年 3 月まで、
市立長浜病院で初期研修を行
い、2014 年 4 月から 2017 年
3 月まで大津市民病院で総合内科医として勤務して
おりました。今後は腎臓代謝内科をしっかりと学び、
その知識を主軸に将来的には総合内科医として地域
医療に貢献できればと思っております。患者さんと
ご家族さんに寄り添いながら、他職種の方々と力を
合わせて医療を行っていきますので、なにとぞよろ
しくお願いいたします。

腎臓代謝内科

上村 諒

霍田 裕明

はじめまして、今年度 4 月
から新しく放射線科診断部門
に赴任させていただきました
上村諒といいます。僕は滋賀
医科大学を卒業後、滋賀医科
大学附属病院で 2 年間の初期
研修を行い、同放射線科に入局して 2 年間勤務しま
した。画像診断や IVR(Interventional Radiology)
に携わらせていただいており、IVR などの処置・治療
以外では、他の科の先生方と違い、主治医になった
りなど直接患者さんに関わることは少ないのですが、
この地域の医療に貢献できるように勉強しつつ頑張
っていきたいと思っていますので、よろしくお願い
します。
２

この度 4 月より当院の腎臓
代謝内科に赴任しました霍田

循環器内科

眼科
小林 勇介

裕明と申します。以前は滋賀

この度 4 月より循環器内科

医科大学附属病院で初期研修

でお世話になっております小

期間を過ごし、同院の糖尿病

林勇介と申します。卒後、こ

内分泌・腎臓内科に勤務しておりました。湖北に住

れまで奈良県立医科大学循環

むのは初めてなので冬の雪がどれほどのものか今か

器内科、川崎医科大学循環器

ら心配してます。まだまだ修行中の身ですが患者さ

内科で研修しました。まだまだ未熟ではございます

んに親しみと安心感を持てる医療を提供できる様に

が、患者様により良い医療を提供出来るよう診療に

日々精進し、あらゆる事に挑戦していきたいと思い

努めたいと考えております。今後とも何卒よろしく

ますのでどうぞよろしくお願いします。

お願い申しあげます。

西村 初夏
眼科の西村初夏と申しま
す。平成 19 年に京都大学医学
部を卒業し、眼科では大学病
院、日赤和歌山医療センター
にて研修し、平成 24 年に市立
長浜病院に赴任させていただ
きました。その後育児等を経て、再度当院に復帰さ
せていただきました。今後さらに質の高い医療を目
指して精進し、患者様のよりよい視機能のためにお
一人お一人と向き合い日々の診療に励みたいと存じ
ます。今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。
３

