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 （１１月）
着任 (H30.11.1 付)
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。

平成 30 年 11 月 1 日号 No.167

◆地域医療従事者研修会のご案内
■第６回感染管理専門コース研修

■第 301 回 開放型病床生涯教育研修会
兼第８回化学療法研修会

市立長浜病院患者総合支援センター 地域医療連携室

日 時：平成３０年１１月２１日（水）17：45～19：00
会 場：市立長浜病院 講堂
テーマ：疾患別感染対策：ノロウイルス、インフルエンザ
講 師：市立長浜病院 感染管理認定看護師
問合先：看護局教育支援室 電話 0749-68-2300（代表）

日 時：平成３０年１２月６日（木）17：30～19：00
会 場：市立長浜病院 講堂
テーマ：経口抗がん剤のマネジメント（仮）
～乳がんを中心に～
講 師：大阪大学大学院医学系研究科
■フットケア研修会
乳線・内分泌外科学講座 吉波 哲大 先生
日 時：平成３０年１１月３０日（金）18：00～19：00
問合せ：がん対策推進室 電話 0749-68-2300（代表）
会 場：市立長浜病院 講堂
■滋賀県緩和ケア研修会（集合研修）
テーマ：
『糖尿病患者のフットケアについて』
日 時：平成３０年１１月１１日（日）9：00～17：00
講 師：DM-NURSE-LAB（愛知県） 土川 睦子 先生
会 場：市立長浜病院 講堂
主 催：外来 参加費：無料、事前申込丌要
問合先：がん対策推進室 電話 0749-68-2300（代表） 問合せ：地域医療連携室 電話 0749-68-2300（代表）

◆お知らせ（お願い）
■電子カルテシステム入れ替え後の外来受診時の変更点について
先月号でお伝えしておりますとおり、当院では平成３１年１月１日から新しい電子カルテシステムが稼
働します。新しい電子カルテの稼働に併せて、外来受診の運用に変更がございます。
また、電子カルテの入れ替え及び外来運用の変更により、ご迷惑をおかけいたしますがご理解ご協力
をよろしくお願いいたします。ご丌明な点がございましたら、お気軽にスタッフまでお尋ねください。
次回、詳しい内容についてはお伝えいたします。

■地域医療連携室からのお知らせ
地域医療連携室では、新システム導
入による事前準備により右記日時での
対応ができません。緊急対応が必要な
際には、病院代表から救急へご連絡い
ただきますようお願い申しあげます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろ
しくお願い申しあげます。
電話：0749-68-2300（代表）

〒526-8580 長浜市大戌亥町 313 番地
T E L：0 7 4 9 - 6 5 - 2 7 2 0 FAX：0 7 4 9 - 6 5 - 2 7 3 0

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。１１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

◆新任医師のご紹介
歯科・歯科口腔外科責任部長

近藤 定彦

このたび歯科・歯科口腔外科責任部長に、福井県立病院から１０月１日着任しま
した近藤定彦でございます。
口腔外科専門医を習得してから２５年になります。
福井県立病院では、口腔外科疾患に関しては、外傷、炎症、口腔腫瘍等の入院患
者を中心に手術や治療を行ってまいりました。また歯科口腔外科の立場から、陽子
線治療や、血液腫瘍内科との治療に携わらせていただきました。
当院では、入院治療の必要な歯科口腔外科疾患の患者と、地域の医科や歯科、院
内医科の先生方と、安心安全な地域に根ざした医療を行っていきたいと思います。
歯科医療の分野において、医療改革の影響により以前は入院医療を受けておられた患者さんが、今は外
来通院やかかりつけ医に受診されています。それはかかりつけ歯科医院も同じです。そのため今後ますま
す医療全体の中に歯科医療が溶け込んでいきます。その橋渡しとして当科も、地域のかかりつけ医院や歯
科医院の先生と連携を深め、より安全で確実な歯科口腔外科医療を目指し努力してまいります。

ほっとひといき



 編集後記  
一雨ごとに寒さを感じ、より秋を感じるようになってきました。
今年は台風の影響で樹木の葉が枯れ落葉しているとのニュースを見ま
した。なんだか湖北近辺の山も元気のなさを感じています。
（関係ないか
もしれませんが）秋の楽しみが訪れますように。
４

医師５名（非常勤医師１名含む）
歯科衛生士５名
歯科技工士１名
歯科助手１名
Pink-Bu

睦
睦月
月
１

◆新任医師のご紹介
消化器内科責任部長

今枝 広丞

この度、１０月１日付で消化器内科責任部長を拝命いたしました今枝広丞と申します。
前任地の滋賀医科大学消化器内科では、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患
の診療に主に携わってきました。炎症性腸疾患の分野では、近年、特に抗体製剤に代表さ
れる生物学的製剤を組み込んだ治療戦略が重要となってきたとともに、新しい製剤が年々
次々と適応されたためその選択肢が多岐に渡るようになってきました。長浜病院にて診療
を行うにあたって、治療方針決定にこれまでの知識と経験を十二分に生かした医療を提供
できれば幸いと考えております。
また大腸疾患のみならず、上部消化管疾患や肝胆膵疾患など幅広い分野において、地域
の皆様の期待に応えられますよう精進したいと考えております。今回の長浜着任は初めてではなく、以前、平成
１６年から１７年にかけて市立長浜病院に、平成１９年から２０年にかけて長浜赤十字病院で勤務をしておりました。
粉骨砕身がんばってまいりたいと思います。どうぞ、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申しあげます。

上部・下部内視鏡及び胃瘻交換の休薬について
消化器内科医師の着任に伴い、当院でも抗血栓薬服用下内視鏡を実施することになりました。
休薬をしたことによるデメリットが明らかになり、休薬を避ける方向のガイドラインに沿
って実施させていただきます。
通常の内視鏡・生検・胃瘻交換の休薬は、単剤と２剤服用の場合は基本休薬丌要。３剤以
上の場合とワーファリン服用患者に関しては、消化器内科医師の確認後に指示させていただ
きます。
調整に時間を要すこともありますが、ご協力の程お願い申しあげます。
問い合わせについては、地域医療連携室 北村まで。
【電話：0749-65-2720】

◆開放型病床生涯教育研修会第３００回記念講演を開催します
開放型病床生涯教育研修会とは、昭和６１年に当院が県下
で初めてとなる開放型病床を設置したことをきっかけに、地
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
域の医療従事者の資質の向上に寄不するため昭和６１年７月
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
から毎月開催しています。このたび、第３００回を迎えるこ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
とから、滋賀医科大学医学部消化器内科 教授 安藤 朗先
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
生を講師にお迎えし、記念講演として開催します。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
■開放型病床生涯教育研修会 300 回記念講演（第１部）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日 時：平成３０年１１月１０日（土）16：30～18：00
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
会 場：北ビワコホテルグラツィエ（長浜市港町4-17）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
テーマ：
「腸内細菌と健康の関わり」
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
講 師：滋賀医科大学医学部 消化器内科
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
教授 安藤 朗 先生
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加費：無料 定員：１２０名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
問合先：地域医療連携室 電話 0749-68-2300（代表）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
■市立長浜病院地域医療連携交流会（第２部）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
研修会後の第２部では地域の先生方と当院の医師等との交流会
＿＿＿＿５００文字。
を開催します。
交流会：18：00～20：00
２

外科部長

奥村 晋也

本年１０月より当院外科にお世話になっております奥村晋也と申します。消化器疾患の外
科治療を中心に担当させていただいております。大学卒業後は市中病院で消化器一般外科
・内視鏡外科手術の修練を行い、その後、肝胆膵外科領域を専門として、京都大学病院で
肝胆膵外科および肝移植の臨床と研究に従事しておりました。奈良県出身で、滋賀県での
勤務は初めてですが、病院周辺の美しい環境に癒やされております。
市立長浜病院での勤務が始まって１ヶ月が経過しましたが、各科・各部署の垣根が低く、
各科の先生方、スタッフの皆様に助けていただきながら診療を行うことができ、とても働
きやすい環境であると実感しております。当院外科はベテランの医師が多い科ですが、敷
居を低く、他科の先生方やスタッフの皆様にとって、相談しやすく意見を言いやすい雰囲気を作っていきたいと考
えておりますので、何でもお気軽にお声かけいただけますと幸いです。消化器内科をはじめ各科の先生方、各部署
のスタッフの皆様のご指導・ご協力のもと、地域の皆様に信頼される安全で質の高い医療を提供できるよう努力し
てまいりますので、引き続き何卒よろしくお願い申しあげます。

◆リレー・フォー・ライフ・ジャパン２０１８滋賀医科大学
リレー・フォー・ライフとは、全国の各地においてがん患者さんやその
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ご家族を支援し、地域全体でがんと向き合いがん征圧をめざすチャリティ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ーイベントです。がん患者さんやご家族、そして支援者がグラウンドなど
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
を交代で２４時間歩き続け、
痛みを分かち合い、
勇気と希望を不え合います。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
当院は、地域がん診療連携拠点病院として、神田院長をはじめ総勢８名
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
の職員と２名の職員家族がブルーのユニフォームを着用し参加しました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
当日は心地よい秋風の吹き抜ける中、穏やかな秋を感じるリレーウォーク
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
となりました。また、同事業は寄付や協賛金で運営されており、院内各部
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
署において、募金及びルミナリエバックの購入にも協力しました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◆ピンクリボン湖北が開催されました
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
１０月１４日（日）セミナー＆カルチャーセンター臨湖にて「ピンクリボ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ン湖北（旧：ピンクリボン長浜）
」が開催されました。この催しは、一般の
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ボランティアを中心に運営されており、７回目となる今年度より米原市が
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿７００文字。
参加され、湖北地域全体のイベントとなりました。
当日は、乳がん検診や東出医師によるミニセミナー、行政や病院施設等
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
による啓発ブース、キッズコーラスや音楽演奏などのステージパフォーマ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ンスで賑わいました。夕刻からは長浜城がピンクに染まり、とても幻想的
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
な光景が広がりました。また、滋賀県の健康づくりキャラクター「しがの
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ハグ＆クミ」などのキャラクターが登場し、市民の皆さんが楽しみながら、
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
乳がんの早期発見と検診の重要性を考えていただく良い機会となりました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
◆第２９９回開放型病床生涯教育研修会を開催しました
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
「在宅酸素療法～スムーズな導入・継続のために～」をテーマに、当院呼吸
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
器内科責任部長
野口哲男先生と慢性呼吸器疾患看護認定看護師 山口清香さ
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
んにご講演いただきました。
研修会には院内外から８１名の参加がありました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ＣＯＰＤと酸素療法という全体像から、在宅酸素療法の導入・継続という
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
具体的な内容をご講話いただくなかで、地域の身近な事例が登場したこと
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
もあり、参加者は高い関心を持ちながら話を聞くことができました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿７００文字。
在宅酸素の指導内容や災害時対応のことが詳しく聞けて良かったといっ
た意見が多く聞かれました。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿３００文字。
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