年度の病院医療
日に大

ンター構想について、④

⑤、⑥県警が医療現場に

する可能性があり、取り

に２億円の基金を積み

％増加すると見

齢者夫婦はそれぞれ

た。

況と今後の見込みはど

告があったが、進捗状

人の確保を目指すと報

ていないが、独居老人

老人の実態は把握でき

込まれる。個々の独居

％、

その手順が作成されてお

院の後方支援連携につ

Ⅱ．在宅医療の充実と病

立て、７年間で３００

り、費用負担、金額など

入れられないと発言され

ーズな運営に対する補助

も決められている。

Ａｉを望むケースでは、

について、⑤県警が医療

診断医育成を含めたスム

現場にＡｉを望むケース

周防理事

１．昨年の懇談会で県が

いて

計画では、特別養護老

１．第５期介護保険事業

山元課長：

うか。

するよう、マニュアル

を作成し、実態を把握

て、市町レベルで名簿

者への対策の一環とし

を含めた災害時要援護

その後、片岡副会長か

う場合の説明、費用負担、 の窓口を一本化してほし

示した特別養護老人施

年度

のアルゴリズムについて、

いと要望があった。間嶋

人ホームを平成

ら、警察が関与する場合

して現場任せの状態であ

金額などについて、の６

設や認知症対策の進捗

⑥県警ニーズでＡｉを行

ることが分かった。和歌

院長から、Ａｉにおける

年

うに行い、対策を立て

居老人の確認をどのよ

平成

年度に２６４床

度に１３９床整備し、

し支えあいＮＰＯ支援

行っている。また暮ら

に２０３床、平成
に放射線科医師の診断だ

ＣＴの読影は難しく、単
けでは不十分なのではな

作成や市町への啓発を

点の質問がなされた。
明２法に沿って、地方公

茂森課長：①今後死因究
共団体の役割が具体的に

状況はどうか。また独

山県からは滋賀県病院協
て調査した結果、滋賀県

会のアンケートを流用し
と同様であったことが報
病院協会からは廣瀬会長

１００万人に達するが、

片岡副会長

現在年間の死亡者数は

て―

調査を行った結果、問題

況について、アンケート

内の病院にＡｉの実施状

ず取り組み１として、県

の取り組みを行った。ま

滋賀県病院協会では３つ

問題を整備すべく非公式

賀県当局でＡｉに関する

年５月

日病院協会と滋

取り組み３としては、本

合会では新たな取り組み

告され、近畿病院団体連

③県としてのＡｉセンタ

祉部、病院協会、県警の

ルは必要であり、健康福

討していく。②Ａｉに関

ｉに対する県の立場を検

決められていく中で、Ａ

死後のＣＴを読影出来る

あった。廣瀬会長からは、

３者で協議していきたい。 まとめてほしいと要望が

期待されることになった。 する県内統一のマニュア

としての滋賀県モデルに

ー構想については、今後

といったコンセンサスを

像診断は参考にすぎない

に責任がかかるため、画

が難しく、診断した医師

院長からも、Ａｉは診断

いかと指摘があり、森田

に関わり、指導してい

りについて、どのよう

や死生観に対する関わ

在宅医療に対する意識

ほどか。また、県民の

をされた患者数はどれ

る患者数、在宅看取り

２．在宅療養を受けてい

を行っている。

介護支援専門員の研修

実践者やサービス業者、 ３．在宅医療支援病院は

療所の看護師、介護の

談員やサポート員、診

対応の充実のため、相

知症の早期発見と早期

認知症については、認

整備する予定である。

の基金を設けている。

での活動を支えるため

いように、地域レベル

齢者が地域で孤立しな

事業を委託したり、高

隆昭

をはじめ、院長・理事長

解剖による死因究明率は
点の共有化と標準化を目

に協議がなされ、問題意

金子

加し、冒頭の廣瀬会長、
２％程度と極めて低く、
指した新たなシステム構

滋賀県病院協会 理事

那須健康福祉部長の挨拶
死因に犯罪が絡んでいた
築が必要と考えられた。

年度までに２次医

現在６か所あるが、平

成
の役割を見極めながら健

たが、柏木病院長は、現

画像診断の提案もなされ

医大の先生方による遠隔

どのような対策を講じ

がまだ少ないが、今後

院を標榜する医療機関

３．県内には在宅支援病

１００人／月まで増加

り、平成

３，８０５人／月であ

療を受けた患者数は、

値目標を掲げた。在宅

か所は設けるように数

療圏内に少なくとも１
康福祉部、病院協会、県

状では死後のＣＴの診断

ているのか。

の後、長尾病院協会副会
ケースの報告もあり、Ｃ

くのか。

名参

長の司会進行で、病院協
Ｔによる死亡時画像診断

医師が少ないため、滋賀

あるいは事務長が

会から４題の問題が提議

国が策定する推進計画で

茂森課長：

され、県側が回答すると

識の共通化の必要性が認

年度に訪問診
識された。以上の３つの

警の３者で協議していき

２．平成

日近畿病院団体連合

取り組み２として本年３

取り組みをふまえて、①

たい。④診断医が不足し

基準がなく、法医学の医

が、それぞれの圏域に
ていることは理解してお

月

会において、Ａｉアンケ

対応について、②Ａｉに

ート調査の結果を報告し、 Ａｉに対する県の立場と

は大きい。また各都道府

いう形式で進められた。 （ Ａ ｉ ） に 対 す る ニ ー ズ
県に少なくとも１つのＡ

その際Ａｉセンターを設

以下に提案議題と質疑応
答を報告する。
ｉセンターの必要性が指

医療に協力できる病院

摘されているが、近畿地

年度には５、

時画像診断（Ａｉ）に

Ⅰ．滋賀県における死亡

関する県内統一のマニュ

おける医療連携体制の

置している府県からの助

中で後方支援病院とし

区では滋賀県と和歌山県

すると見込まれる。ま

関する実態調査結果を

ていくのか。

された。県からは那須健

て組み込まれるような

えて、必ずしも家族が親

場合がほとんどです。加

決定することが出来ない

題が異なるからです。

いては、どの時点を終末

しかし、老年期医療にお

能な癌なれば、自ずと対

く、最終的には「生命の

まず、患者自身が選択

た、平成

年度の死亡

医療を担う看護師対策

４．昨年の懇談会で在宅

者 数 は １ １、８ ８ ４ 人

師もトレーニングされて

体制づくりを進めてい

いないため誤った解釈を

く。

り、その育成の必要性に

であり、（病院以外の）

つ い て 認 識 し て い る。

在宅での死亡者数は、

アル作成の方向性につい

２、５ ０ ３ 人 で あ る。

業した。看護師の地域

て、③県としてのＡｉセ

とによって死生観の形成

２０３０年には、死亡

言を求めたが、各府県と

を促しています。恐らく、

者 数 は １ ７、０ ０ ０ 人、

もＡｉセンターは形骸化

安らかに眠らせてあげた

このような「死」を直視

偏在解消に対しては、

には設置されていない。

いとも考えるでしょう。

する環境が整っているか

訪問看護ステーション

このような状況を鑑み、

のジレンマを避けて通る

諸外国に比べて「寝たき

在宅での死亡者数は２

への就職の説明会、職

ふまえて―問題意識の

ことはどうしても出来ま

り」が多いといわれる理

倍になると見込まれる。

共有と標準化を目指し

価できます。一方で、寝

せん。内閣府の高齢者調

らなのでしょう。翻って

訪問看護ステーション

名、

ある程度の余命予測が可

たきりで話せない・嚥下

査によると、延命を望む

由も、こんな葛藤の結果

日本の教育現場では、と

期とするか自体も曖昧な

であるのに対して、家族

名が訪問
うでしょうか。評価不能

処が導き出されてきます。 できない患者の場合はど

人に一人程度

もすれば宗教的な意味合

身になってくれるとは限

の充実も重要だが、県

Ⅲ．てんかん患者の治療

広報もしていく。

場復帰研修などを行い、

看護ステーションに就

４．昨年度は

とせざる得ないことが多

高齢者は

なのでしょうか。欧米で

康福祉部長、苗村理事、
角野次長をはじめ

私たちが日常臨床で遭遇

いを含むが為か、避けら

民の在宅医療や週末期

年から

環境について

医療との関わりについ

しかし、生命が

年に延びたとはいえ、

ての啓発が大切と考え

れている印象を覚えます。

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

「 人 間 五 十 年、 化 天 の

する老年期終末医療にお
矛盾を感じることが多く

敦盛の一説から見えるもの

け

治亮

石田理事

１．滋賀県におけるてん

青木

ており、住民向けのフ

かん患者数の実態はど

院長

未だ永遠ではありません。

ォーラムや講演会を開

うか。

一般社団法人水口病院

必ず終末期医療は存在し

催し、今年度からは電

あります。本邦でもその

ます。せめて医学教育に

きか」これは、信長公が

はこのような問題は少な

議論はされるようですが、
の立場では７人に一人が

子媒体を用いた情報も

対象として語られる中心
意味」といった根源的な

おいては終末医療のあり

惟任日向守の夜襲を受け

のです。そして、ＱＯＬ

いと聞きます。また、ア

た際に舞ったとされてい

らないこともあります。

延命を望んでいるとあり

は神経変性疾患や悪性新

ます。ただ、その家族と

ます。この頃の死生観は

の評価が難しいことです。 問題に行き着いてしまい

（２面に続く）

る計画はあるのか。

ムレスな治療を提供す

２．てんかん患者にシー

場合によっては、あまり
生物です。一方で老年期

発信している。

相当にシンプルだったよ

方について熟慮する機会

に早い段階で治療放棄を

年

メリカの教育では初等高

医療についてはそれほど

年度から

度の間に独居老人、高

１．平成

瀬古課長：

癌の緩和ケアにおいては、 悩まされることがしばし

うです。当時の医療水準

ばです。

を設けるべきではないで

疼痛制御といった身体要

しょうか。

因と日常に戻るといった

等問わず「死ぬまでに何

希望されることもありま

がしたいか」そして「ど

す。次に、治療の反応性

て同様の葛藤があるはず
熱心に語られてきません

です。少しでも可能性が
でした。この領域におけ

いて、いろいろな悩みや

夢幻の

うちを比ぶれば

28

終末期の「延命治療を

からすれば自然なことか

一度生を享

17

29
う死にたいか」を問うこ

もしれません。さて、平

滅せぬもののあるべ

26

平成 年度「病院医療懇談会」開催される


平成
懇談会が、８月

大津市京町四丁目3－28
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あるならと思う一方で、
社会的要因とによって評

50
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津プリンスホテルで開催
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法人

どこまでするべきか」そ

が予測し難いことです。

80
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傷外科治療を実施してい

し ４ 秒 で撮 像 で き る 最

（１面より続く）
考えている。

運転については、医師

てんかん患者の自動車

れた場合には従前通り

診断書の交付を申請さ

法人が設立された旨の報

後の運用に向けてＮＰＯ

クシステムの現状と、今

の届け出は任意であり、 医療情報連携ネットワー

笹田理事

笹田理事より、滋賀県

の診断書が必要となり、

の対応でよい。

３．道交法の改正により、 ３．医師が診断した場合

医師の負担が増えてい

関係機関等との調整に支

新のＣＴが備え付けら

援を送ると発言があった。

た体制から、他科協力の

告がなされた。

山元課長から基盤シス

国の推奨する医療体制
構築の計画はあるかとの

るが、県としての対応
はどうか。

と返答された。柏木院長

既に運用されている地域

れ、Ｖｉｔａｌ確認と

から、てんかん診療に関

のシステムを全県的に連

同 時 に 撮像 し Ｃ Ｔ 台 上

患 者 は １、１ ８ ６ 人、

わる神経内科医の不足が

結できるのかとの柏木院

もと疾病救急（脳・心臓

小児慢性特定疾患研究

問題提起され、金子理事

血管疾患等）にも対応す

平成 年度 救
 急医療施設医師研修に参加して
大津市民病院
集中治療部部長

の問題から実機を見学す

事業を利用しているて

から高齢者のてんかんは

テム立ち上げ時には地域

なっています。血管障
ることはかないませんで

人とな

道彦

害疑いの症例に関して
した。救急搬送手段の高

んかん患者は

福井
数 も 約 ９ ０ ０ 例（ 疾 病
は、アンギオ台で初療を
度化を目的としたドク

る。国の調査では２、



６００、外傷３００）へ
始める体制もとられてい
ターヘリの運用が、今後、

医療再生基金を活用して

と増加していることで
ます。救急診療はその施

どのように予後改善につ

石田理事の質問に対し、

といえます。私たちは中
す。外傷に加え増加する
設なりに、最終治療への

嶋村課長：

之島の「特救（特殊救急
血管障害に対する救急診
最短を目指すことが求め

在宅療養を阻害するため、 長の質問に対して、笹田

で外科手術も可能に

９月４日、大阪大学吹
部）
」から発信される各
療の予後をどのように最

０ ０ ０ 人 ～ ３、０ ０ ０

る体制になり、年間症例

田キャンパス内にある高
時代における最先端の救
適化するのか…外傷と血

ながっていくのか楽しみ

ＮＰＯ法人に支援を行い、

度救命センターを訪問し
急診療情報に注目してき
られます。阪大の最先端

嶋村課長は国のモデルは

ました。私のみならず多
ました。１９９３年、吹
管障害に対する阪大の最
です。

滋賀県の実情に合わない

くの救急関係者にとって
田に拠点を移し、現在は
「ＣＴは死へのトンネ

先端診療に注目しました。 の取り組みや医療機器の

利用しているてんかん

大阪大学は本邦救急医療
どのような「最先端」に

１．自立支援医療制度を

の牽引者であり、その歴
取り組んでいるのか、そ

センター長 嶋津教授の説明

史的役割は極めて大きい

25

年度

意見交換では、救急で

２．必要な専門医数や医

人と報告されている。

討してほしいとの意見が

在宅療養と関連させて検

システムを成功させるに

た廣瀬会長からは、この

できると返答された。ま

理事は技術的にはクリア

進歩を注視しながら、各

出された。

施設におけるＣＴ・アン

制など、具体的業務運営

療機関の受け入れ状態

ルである」救急における

におよび、阪大の現状や

の人材確保育成、勤務体

の中から何を我々は参考
ギオ利用を最適化する必

は県の援助が必要である

要があると感じました。

トワークシステムの構

重症外傷対応において生

Ⅳ．全県型医療情報ネッ

理的評価安定化を図らな

を把握したうえで、滋

にできるのか…期待を膨

賀県の実情に合った診

ら ま せ な が ら、 広 大 な

療体制の構築が必要と

と発言があった。
問題点も提示いただきま

築（現状について）
した。対応いただいたセ

Ｔの診断的重要性は増す

搬送されたとのことでし

名が滋賀県内に問題なく

たことに感謝いたします。

意で充実した研修になっ

ンタースタッフ他のご厚

阪大ドクターヘリの滋
年度）で

ばかりです。阪大の初療

～

賀県からの要請は、

いまま安易にＣＴ撮像す

キャンパスをさ迷うよう
ることへの戒めです。他

名

に救命センターにたどり
中之島からの移転に伴

た。見学当日は、天候上

着きました。
う最大の変化は、特救時
室内には、全身を３ない

方、救急診療におけるＣ （ 平 成

代は年間約３００例の外

のみで健診における診

診センターは、１フロア

提供されていました。健

為、個室のような空間が

良い医療が提供される事

の構想、構築を経てより

賀病院においては長期間

来るかだと思います。甲

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

平成

医事研究会
病院見学を終えて

参加者は 病院 名でし

究会が開催されました。

公立甲賀病院にて医事研

問診がとれるもので、東

方が個々の言語に応じて

外国の方や聴覚障害者の

ステム』でした。これは

のが『多言語医療受付シ

一番興味を示されていた

平成 年８月 日
（木） た他病院の方々の間でも

ターで移動出来る事でし

ポートと一つのエレベー

送となれば屋上のヘリ

階にＩＣＵや手術室、転

についは１階で治療、３

でした。救急患者の動線

シーが尊重されている点

確にされ個人のプライバ

効率よく患者の動線が明

なのは、いかに患者に

移転に際し一番重要

るなと感じました。

し っ か り考 慮 さ れ て い

が、その点においても

抗があると思います

女性であればかなり抵

移動する事になり、特に

検査着で一般患者の前を

アで検査を受ける場合、

診の方が外来と同じフロ

ざいました。

の職員の方々、有難うご

明下さいました甲賀病院

院見学をさせて頂きご説



期待致します。

今回の内容は、公立甲

近江でも外国の方が多く

た。初診等受付窓口は、

最後に、お忙しい中病

察、検査を全て行うこと

賀病院、望月事務部長よ

生活されていますが通訳

１席ごとに区切られて相

ができる構造でした。健

り新病院を改築するにあ

の人材確保は難しく受付

沿った構造に出来る

裕美

たり構想から稼働される

での対応も困難なことか

か、新たな病院の方向

伊藤

までの経緯や新病院とな

談しやすい窓口になって

性 を し っか り と 打 出 し

東近江敬愛病院 医事課長

り新たな医療体制への取

らとても参考になりまし

おり、病室に関しては大

た。

り組みなどの説明と新病

部屋でありながら間仕切
甲賀病院において私が

それに伴った構築が出

た。

した。

85

第５回 研修医および若手医師のためのフォーラム
日 時：平成25年11月９日（土） 15：30～18：00
場 所：大津プリンスホテル コンベンションホール 淡海２階
対象者：前期・後期研修医、下記演題に関心のある若手医師、指導医等 約100名
参加費：無 料
研修会等の内容：
講 演／15：40～16：40
講 師／山脇 正永 先生（京都府立医科大学 総合医療・医学教育学教室 教授）
演 題／
「自分で創る医師のキャリア：これからの医療を見据えて」
講 演／16：50～18：00
講 師／白鳥 敬子 先生（東京女子医科大学病院 病院長・東京女子医科大学消化器内科 主任教授）
演 題／
「女性医師がもっと輝くために ―プロフェッショナルをめざしたキャリア形成と支援―」

17
16

院の見学をさせて頂きま



24

り家具が設置されている

第２回 滋賀県女性医師交流会
日 時：平成25年12月７日（土） 13時00分～16時30分
会 場：ホテルボストンプラザ草津リンカーンボールルーム
対象者：女性医師、男性医師、病院関係者 約100名
参加費：無 料
交流会の内容：
講 演／13：05～14：00
講 師／桃井 眞里子 先生（国際医療福祉大学副学長、前・自治医科大学小児科学教授）
演 題／
「～より良い医療のために、より良い人生のために～」
報 告／
「女性医師の就業とキャリア形成に関するアンケート結果」
座談会／14：30～
テーマ「医療現場でのワーク・ライフ・バランス！」～男も女も輝き続けるために～

23

一番驚き感心した事は、

中
集
募

25
29

62

まず、研修に参加され

公立甲賀病院にて

者
加
参

25

33
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■平成

年度第１回近畿病院団体連合会事務長会に参加して■
ベルアンサンブルとは、

護老人ホームである。入
テイ定員

名、通所介護

名、ショートス

居定員

プ、ベルヴィオロンの３

ベルピアノとベルアル

施設見学：ベルアンサンブル（大阪府堺市）
る、そのことではないの
かな、と実感した。ちな
みに生長会の理念は、使

はそのままピアノ、アル

ぞれ楽器の名称でピアノ
住宅である。戸数

サービス付き高齢者向け

る。 ベ ル ヴ ィ オ ロ ン は


社会医療法人誠光会
草津総合病院
事務長代行
祉 の 実 現 」、 会 是、 法 人
プはフランス語でハープ
学時には１室のみ空室と

名枠で運営されてい

と し て あ る べ き 考 え、
のこと、ヴィオロンはフ
のことであった。その空

を

モットーが「地域と職員
ランス語でヴァイオリン

施設の称号である。それ

と共に栄えるチーム、Ｙ
のこと。ピアノとハープ、 室の部屋を見せてもらっ

命として「愛の医療と福

を推し進めているが、先
ｕ・ｋｉ・ｔｏ・ｄｏ・
ヴァイオリンのアンサン

貴久

思うに理念を明確に
取りした形で構想を実現
ｋｕ、ゆき届いたサービ

吉田

し、その理念にぶれず、
化されているものと驚愕
ス」を掲げておられる。

やっぱ、ちゃんとして
ブル、統一、調和と言う

約

たが、居住面積としては
㎡、バルコニー約

東京オリンピックのプレ

病診連携、更には、在宅

テムを基盤に病病連携、
員への思いがある。ほぼ

行く施設の特徴に必ず職

いった一歩も二歩も先を
るＹｕ・ｋｉ・ｔｏ・ｄ

ｎａ・ｓｉにプラスされ

ゼンのＯ・ｍｏ・ｔｅ・

床、内、回リハ病床

床、

病院で療養病床１９２

具体的にベルピアノは

円 で 合 計 ２ ０ ７、６ ５ ０

と。 食 費 が ５ １、０ ０ ０

１ ５ ６、６ ５ ０ 円 と の こ

時 代、 ま さ に 厚 労 省 が

れてきている。今、この

てシステムとして整備さ

年後の今、形とし

想として打ち出した結

ス、在宅医療の連携を構

慢性期医療と福祉サービ

う。思いだと思う。組織

たものだけでもないと思

した福利厚生、そういっ

ではないだろうし、充実

も給与を単に上げるだけ

員を大切にしている。何

している医療機関は、職

充実した医療機関、安定

先がベルアンサンブル。

研修は、施設見学。見学

今回の近病連事務長会の

ベルアンサンブル？？

想を述べさせて頂いた。

してるよね。と、先に感

るものと思う。しっかり

は無く、具現化されてい

り続く理念を言葉のみで

た。ベルアルプは特別養

どを取り入れておられ

ラオケや習い事、手芸な

サービスにプラスしてカ

常のリハビリや入浴等の

ている。通リハでは、通

も１００名枠で運営され

通所リハビリテーション

医療療養病床１４４床で

成

築工事を進めており、平

担うベルランド病院の新

設とは別に急性期医療を

できるやら？

た。はたして自分は入居

円になるとの事であっ

年夏に完成するとの

この３施

２０２５年に向けての病
全体が職員への思いがあ

平成

第

年９月 日、滋

小谷

高島市民病院
看護部長


清美

ことであった。

構の合意のもとに機能種

中で、病院と機能評価機

じて設定された５区分の

ら講演がありました。

機能種別にかかわらず４

価するため、領域構成を

良質な医療の実践」を評

組みは、病院の特性に応 「 患 者 の 視 点 に 立 っ た、

新たな病院機能評価の枠

つの領域で評価されます。 も確認され、退院後の支

間評価されます。また、

改善に取り組むことが中

問により外来診療・ケア

されます。また、外来訪

面への取り組み等を確認

や、医療安全・感染制御

院、そして退院への対応

例を通じて外来から入

ひかり病院

大津赤十字志賀病院

滋賀八幡病院

高島市民病院

琵琶湖大橋病院

近江温泉病院

大津赤十字病院

東近江敬愛病院

滋賀県立精神医療センター

公立甲賀病院

近江八幡市立総合医療センター

青葉病院

長浜赤十字病院

︵辞退︶

甲南病院

今津病院

守山市民病院

彦根市立病院

友仁山崎病院

大津市民病院

済生会滋賀県病院

彦根中央病院

︵辞退︶

草津総合病院

水口病院

ヴォーリズ記念病院

セフィロト病院

南草津病院

野洲病院

滋賀県立成人病センター

マキノ病院

生田病院

豊郷病院

市立長浜病院

琵琶湖中央病院

長浜市立湖北病院

より「新たな病院機能評

日本医療機能評価機構

がありました。

８施設、１５３名の参加

認定から３年目に状況確

項

た項目構成にすることで

セスの評価に重点をおい

療 養 環 境 等 を 確 認 し、

明がありました。中でも、 は、病棟をラウンドして

目に集約されたことの説

ナースステーション内で

行われます。病棟概要で

沿って評価項目の確認が

各部門の業務の流れに

新しい評価手順では、

分担。第４領域では、看

機能における看護の責任

際。第３領域では、構成

セスにおける看護の実

第２領域では、ケアプロ

向けた取り組みの実践。

第１領域では安全確保に

がされることでさらなる

て、実践レベルでの評価

の取り組みや課題につい

看護サービスの質改善へ

と他職種との連携状況や

おける看護の役割・機能

されます。チーム医療に

習指導体制について審査

価要素にあり、手順の整

ある場合の対応方針が評

の暴力等を受けた疑いの

がい者虐待・配偶者から

童虐待・高齢者虐待・障

患者支援体制として、児

からは、特に第１領域の

事務管理サーベイヤー

だということを強く感じ

質の向上につなげる機会

評価し、さらに改善して、

向けての継続的な改善を

ゴールではなく質向上に

東近江総合医療センター

フォーラム」が開催され

価の枠組みについて」事

認として書面による報告

管理・責任体制や薬剤の

護職員の能力評価や能力

施設、県外より

ました。公益財団法人日

務管理サーベイヤー

管理状況等も確認。ケア

1

質の向上につながります。 備や現場で十分に確認さ

ました。

病院機能評価受審は、

話されました。

れていることが望ましと

•••••••••••••••••••••••••••••

開発の仕組みと学生の実

看護領域については、

本医療機能評価機構より

合 茂 樹 氏、
「新しい評価

を行い、初回の審査や期

プロセス調査では、訪問

回病院医療機能評価受審

講師を招き、新しい評価

間中に確認された内容・

病棟における典型的な症

88
重点をおき、継続的に質

１３０以上の項目が

項 目 の 解 説 を 中 心 に、

項目体系について」診療

課題への取り組み状況に
いただきました。
今回は、 大石浩子氏の３名の方か

佐

サーベイヤーからの助言

小野充一

県内の

市立長浜病院

サーベイヤー

援体制なども問われます。

別を決定すること、プロ

回病院医療機能評価受審フォーラムに参加して

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

果、

床再編、機能分化、連携

㎡で１カ月の基本料金が

へのサービスを提唱し、
ｏ・ｋｕである。創業よ

事である。

るよね。と、同時にこう

、見

真摯に取り組んでいけば
この上ない。

年前に情報シス

65

急性期医療、
回復期医療、 ほぼ先進的な医療機関、

れた。

のか、と甚だ感心させら

理念は実現化するものな
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氏、看護サーベイヤー

賀県病院協会主催「第
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琵琶湖大橋病院
済生会滋賀県病院
近江八幡市立総合医療センター
準優勝
第３位
第４位

40
40
26

勝
平成25年度第27回ソフトボール大会
鮮やかに優勝！
市立長浜病院

48

や受審に関する様々な疑

22

問点について回答などを

11

平成25年9月23日（月・祝）

滋賀県病院協会平成25年度第27回ソフトボール大会

25

11
11

優

会員病院相互の親睦と職員の体位向上を目的に、昭和59年から開催してきた滋賀県病院協会ソフトボール大会。今年は、
第27回大会として、９月23日「秋分の日」に今津総合運動公園で開催されました。
58病院中37病院の申し込みがあり、２病院の出場辞退はありましたものの35病院、500名を超える職員とその家族が集い、
熱戦を繰り広げました。
  昨年は、雨と台風接近により中止となった本大会。２年間温めていただいた優勝旗・賞杯の返還とレプリカ授与に始まっ
た開会式、廣瀬会長のあいさつ、一日お世話になる公式審判員の審判団（12名）の紹介と続き、いよいよ９時、試合開始。
会長の始球式に続いて８面で一斉に試合が始まりました。
鍛えぬかれた技、こだまする球音、一瞬の静寂、そして、歓喜の声のなか、５戦を勝ち抜いた「市立長浜病院」が見事
に優勝。準優勝には「琵琶湖大橋病院」、第３位が「済生会滋賀県病院」、そして第４位は「近江八幡市立総合医療センター」
という結果でした。
   勝っても負けても互いの健闘をたたえ合う…スポーツの秋、いいものです。参加してくださった選手の方々、応援いた
だいた皆様、本当にありがとうございました。

30

30
25
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受章おめでとうございます

浩三
氏

平成 年度救急医療功労者厚生労
働大臣表 彰 受 賞
年９月９日）

石川

大津赤十字病院
副院長兼形成外科部長



日）

篤司
氏

平成

年９月 日（祝日／月）

滋賀県病院協会前会長
冨永芳德先生の叙勲受章
祝賀会が開催される。




平成 年春の叙勲で瑞宝中綬章を受章され
た冨永芳德先生（公立甲賀病院名誉院長・特
別顧問）の叙勲祝賀会が東京（全国国民健康
保険診療施設協議会主催）に引き続き、平成
年９月 日に大津プリンスホテルで盛大に

開催されました。当日は、台風 号の影響で

会員病院の紹介

病院全てが病

年９月１

月末にて退会の医療法人医誠会神崎

神崎中央病院（病床数 ４００床）
昨年
中央病院が、この程再加入（平成
日付）されましたので、県内
院協会の会員となりました。

月

日（水） 病院協会

年度第７回理事会

年

月

日（火） コラボしが

年度第２回事務長研修会

年

年

月

日（木）

３階

草津総合病院あおばなホール

日（日） 東近江地域

月１日（金） 病院協会

月

日（月） 病院協会

年度第４回看護部長部会

年

会議室

会議室

年度退院調整関係者養成事業第３回検討委

年

年度滋賀県地震災害総合訓練

月

年度第３回医事研究会（未収金について）

年

会議室

病院協会今後の行事予定─
○平成
平成
○平成

心配されましたが、多くの方々に参加頂き、
滋賀医科大学学長の馬場忠雄先生、京都大学
平成

平成

○平成



平成

○平成

医学部長の湊 長博先生、発起人の公立甲賀病
院組合管理者谷畑英吾様（湖南市市長）から
冨永先生の今までの功績が披露され、壇上の
冨永先生からは、御礼の挨拶とともに、地域
医療の充実のためさらに頑張ってまいりたい
とその抱負を述べられた。

○平成
員会
平成
○平成
平成

月９日（土） 大津プリンスホテル
年度退院調整関係者研修会

年

○第５回研修医および若手医師のためのフォーラム
平成
○平成

日（月）


○平成
平成
○平成

月

滋賀県庁東館７階大会議室

日（火） 草津市立交流センター

年度感染対策スキルアップ研修会

年

月

日（木） 大津プリンスホテル

年度第８回理事会
年

年

月

日（木） 大津プリンスホテル

回県医師会・病院協会連絡協議会

平成
○第

平成

月

月

日（土・祝）

ピアザ淡海

日（木） コラボしが

年度医療安全対策研修会

年

ホテル

月７日（土）

月

月

日（火）

３階

会議室

大会議室

ボストンプラザ草津３階

コラボしが

日（水）病院協会

年度第９回理事会
年

日付）

３階

年度院内感染防止対策研修会―

年

年度第２回滋賀県女性医師交流会

年

２０７会議室

年度臨床研修指導医講習会―ブラッシュア

年

ップ研修会―

○平成

平成

平成

○平成

○平成
平成

○平成
平成

○平成
平成

年７月

対策の実践につながった

氏

ところ、培養の必要性を

と考えています。

卓司

た感染対策の実践につな

改めて感じる結果となり

加藤

琵琶湖養育院病院

新任病院長の紹介
（平成

○医療法人華頂会

からは患者別シートを作

げられます。同じ病棟か

ました。同期間のＣＤ抗



成し、患者個々の検査状

性の検体は全体の

陽性患者が発生した場合、 原陽性、ＣＤトキシン陽

ら連続してＣＤトキシン

した。ＣＤ抗原陽性、Ｃ

月

況や治療薬の使用方法、

アウトブレイクの予兆と

年

感染対策についてＩＣＴ

して対応しています。
査は、トキシンＡ／トキ

ＣＤトキシンの迅速検

培養検体でのＣＤトキシ

り、早期より接触感染対

下痢に対する意識も変わ

治療薬・用法用量の選択
年５月から導入された感

シンＢの両方を検出でき

％で

をされる医師が増えてき
染管理システムを活用し

ン陽性の検体は約

ました。病棟スタッフの
てサーベイランスを継続

るキットを使用していま

Ｄトキシン陰性の検体は

しています。システムを

した。平成

クロストリディウム・

フィシルによるアウトブ

ロストリディウム・ディ

ィシル関連下痢症のサー

ストリディウム・ディフ

シン陽性患者の早期把握、 イランスが簡便になった

スの目的は、①ＣＤトキ

だけでなく、副次的な効

ＣＤトキシン陰性の患者

ＣＤ抗原も測定できるよ

がトキシン陽性だったと

うになり、ＣＤ抗原陽性、 扱っていた患者の約４割

ＣＤトキシン陰性として

した。つまり、従来では

スを継続し、医療関連感

た。今後もサーベイラン

れるようになってきまし

策を実施する傾向が見ら

び感染対策の徹底が必要

跡サーベイランス、およ

のサーベイランスを開始

りＣＤトキシン陽性患者

性患者の病棟別カウント

当初は、ＣＤトキシン陽

す。サーベイランス開始

このことで、より徹底し

きるようになりました。

スを拾い上げることがで

治療を開始しているケー

成

した。平成

年月から平

は培養を行うようにしま

実施することによって感

いう結果でした。培養を

考えています。

染の低減につなげたいと

年８月から

ディフィシルは、抗菌薬

果として、未検査で内服

施設内での集団発生事例

だと考えます。当院では

年

年７月までの１年間

24

のデータを分析してみた

25

当院では、平成

の報告も多く、感染対策

のみでしたが、平成

らし、より効果的な感染

染対策未実施の患者を減

においても注目されるよ

しました。サーベイラン

24
ＩＣＴやＣＮＩＣがクロ

21

うになってきました。ク

年よ

②アウトブレイクの徴候

全体の

導入したことで、サーベ

％で、その中で

ガイドラインに基づいた

スを実践することにより、

ＩＣＴがサーベイラン
で指導するように変化さ

％で
せています。現在は、今

平成

21

（平成

年９月

平成 年度救急医療功労者知事表
彰受賞 （当協会からの推薦者）
（平成

粟津

氏

21

大津赤十字病院
健診部長
兼第二心臓血管外科部副部長



年 月２日）

諭

1

産科医療功労者の厚生労働大臣表
彰受賞
（平成

卜部

草津総合病院
周産期センター長
兼産婦人科部長



感染制御ネットワークだより 

19

21

21

23

28

10

18

15

44

クロストリディウム・ディフィシル関連
下痢症のサーベイランスについて

11

を早期に発見することで



12

ベイランスを積極的に実

智美

12

践しています。

藤木

12

レイクを起こさないため

感染管理認定看護師

25

16

関連下痢症の起因菌とし

市立長浜病院
医療安全管理室

25 25 25 25

25

11
11
11
25 25

58

25 25 25 25
31

25 25

25 25
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10
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11
11
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25

19

10

25

25

25

25

25
25

て知られています。また、 に、日頃からの監視と追

お孫さんからの花束贈呈
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