新たな気持ちで新年をお

の皆様におかれましても

滋賀県病院協会の会員

ため直接的には景気の動

報酬にて規定されている

ます。しかし医療は診療

してきているように見え

て景気も久しぶりに回復

な状態からやっと脱出し

毎に変わっていく不安定

案するようですが、診療

れるかと言えば少しは勘

れに見合う補てんがなさ

上がる中で診療報酬でそ

税がこの４月より８％に

なりません。しかし消費

構造は変化していかねば

ですが、医療提供体制の

療費が増加するのは当然

邦彦

会長

病院団体は診療報酬によ

すれば病院が立ちいかな

費税が来年さらにアップ

欠かせず、このままで消

医療機器の更新・導入が

修・新築工事、また大型

病院は常に大規模な改

制が地域医療の崩壊をも

小泉政権の時の医療費抑

というのが論理ですが、

にかけることは出来ない

診療報酬での負担をさら

た。国民に消費税の上に

て抑制方針を提言しまし

の診療報酬の改定におい

はレジデントの増加が必

に研修医の獲得、さらに

をさらに発展させるため

問題です。滋賀県の医療

の取り組みは常に大きな

医師不足と看護師不足

てもらいたいと思います。 換等も重要と思います。

たらした再現だけは避け

病院あげての対策、協力

くなることは明白であり、 須であり、行政とともに

すので会員同士の意見交

をおよぼすこととなりま

直ちに病院の経営に影響

つ迅速に対応しなければ

ために各病院は適切にか

安定した経営を持続さす

今回の診療報酬の改定

対し行政も含めて早急な

歴志向もあり、これらに

想されます。一方で高学

中で今後さらに困難が予

看護師不足は少子化の

また今後増え続ける女性

の取り組みも必要です。

ドクターバンクなど種々

リアサポートセンター、

一体となっての医師キャ

要な事業であり、行政と

の活性化はこれからも重

成病院連携プログラム」

取り組んでいます「滋賀

なりません。病院協会が

に叡智を結集しなければ

も重要であり、そのため

魅力ある病院づくりが最

修医、若手医師にとって

すべきだと考えます。研

げて受け入れ体制を整備

が出来ることから全力あ

滋賀県は多くの研修医枠

各界の協力を得て、実り

片岡副会長を中心として

でいます。全国的にまだ

きな課題として取り組ん

の充実が望まれます。Ａ

が生じる前の人材、器材

に頭が下がります。問題

ん張っているからで本当

れは各病院がギリギリ踏

上がっていませんが、そ

点では大きな問題は持ち

は他府県に比較して現時

滋賀県の救急医療体制

ます。

り組む必要があると考え

認定看護師の養成にも取

教師の育成、専門看護師、

中で看護師養成のための

えます。医療が進歩する

よる対応が当然必要と考

病院に対する診療報酬に

と考えますが、それには

での相当な報い方が重要

への割り当てが見直され、 勤労働に対する報酬の面

し上げます。

いることに心から感謝申

まだ未解決な課題ですが、 確保にご尽力いただいて

医師への対応が課題です。 ｉについて病院協会は大

厳しくなる可能性があり、 レジデント（専修医）育

では多くの病院にとって

対応が求められています。 あるものが作成されるこ

ず、安全・安心な医療の

を守るため、昼夜を問わ

から、県民の健康と生命

また、皆様には、日頃

ます。

のこととお喜び申し上げ

の新春を健やかにお迎え

る』という考えのもとに

域社会の発展に貢献す

率的な医療を提供して地

安心・安全で良質かつ効

しました。

ど、甚大な被害をもたら

の浸水や田畑の冠水な

の崩落をはじめ、住宅へ

各地で河川の氾濫や路肩

別警報が発令され、県内

でも初めてとなる大雨特

県病院協会は歩んで行こ

して暮らせるように滋賀

協調しながら県民が安心

医師会、行政の施策とも

格別のご協力をお願いい

まいりますので、皆様の

制の確保、充実を図って

現を目指し、救急医療体

て暮らせる地域社会の実

（
 大津赤十字病院院長）

申し上げます。
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廣瀬

滋賀県病院協会

～地域の人々のために～

新年明けましておめで
とうございます。

高いと報じられています

引き下げられる見通しが

点では、診療報酬本体が

この稿を書いている時

という危惧の念が募って

当にこれで大丈夫なのか

ての立場で考えると、本

でいる中で、一国民とし

せる額でないほど膨らん

国全体の借金がとても返

向で大同団結すべきと考
えます。

今年もよろしくお願い

る関西広域連合のドク

ターヘリの基地病院を本

県に設置することが決定

年度からのドクター

されたところであり、平

ヘリ運航開始を目指し

成

らす猛烈な雨が本県を襲

て、積極的に準備を進め

てまいりたいと考えてお

今後とも県民が安心し

ります。

つきましては、昨年、貴

また、医師確保対策に

たします。

の救護にあたり、皆様に

ラムの開催、さらには女

協会において、研修医・

性医師ネットワークの構

は、献身的なご尽力をい

今回のような風水害な

築などに大変ご尽力をい

ただき、重ねて厚く御礼

どの自然災害や事故災害

ただきました。

若手医師のためのフォー

は、いつ襲ってくるか分

申し上げます。

この災害による被災者

この豪雨により、全国

いました。

嘉田 由紀子

滋賀県知事

年 滋賀県知事年頭挨拶

新年明けましておめで

皆様には、２０１４年

とうございます。

日に

さて、昨年は、９月

日から敬老の日の

からないことから、日頃

せよ国費によるものであ

であれ借金であれ何れに

さえあります。

まうか分らない不透明さ

のかも示されず、これを

うな理由で倒産している

元し、へき地医療などに

ような場合には社会に還

思います。そして、まさ

がるものであったように
このような状況の中で

んし、この競争社会の中

って行くはずはありませ

訳ですから、医療費が減

が収益を上げようとする

等における住民の健康管

所での医療支援や避難所

性期後においては、救護

での医療確保、また、急

ＤＭＡＴの派遣や被災地

は、災害急性期における

療提供体制につきまして

県の災害時における医

保健・福祉が一体となっ

予測される中で、医療・

後さらに高齢者の急増が

でまいります。

定着に粘り強く取り組ん

り一層図り、医師の確保・

団体の皆様との連携をよ

引き続き、関係者や関係

題と認識しております。

してなりません。

ではこの動きを止めにく

理を行うなど、万一の場

て生活を支える「医療福

確保は、県政の重要な課

いような気がします。過

合でも必要な医療が提供

祉」という考え方のもと

院長

清水

和也

側から形成して行く必要

公立甲賀病院

病院経営と国民医療費増大の挟間の中で

そもそも医療費の増大

剰診療や無駄な治療を排

できるよう人員や物資の

しげたくなります。また、

し、コストのかからない

確保に努めております。

の診療報酬の攻防ですが、 れていることには首をか

治療に変えていくという

報酬抑制に反対する側に

できました。老齢人口が

ようなコンセンサスを、

して行く傾向が顕著とな

増え続ける２０２５年過

っています。消費税を上

額医療の増加や高齢化社

ぎまで医療費は伸び続け

加を図ろうとします。皆

会における患者人口の増

加する負の要因をも育ん

に吸収されているか、さ

加などに負うところが大

が、医学の発達による高

らには医療機関の間での

この巨額の医療費がどこ

療休止件数の増加をさら

収益に著しい偏りはない

は、医療機関の倒産や診

に助長するという意見が

ていくことでしょうが、

性を感じます。

超高齢社会を迎え、今

り向けるという話はあっ

出ています。診療点数の

げて税収を医療福祉に振

り、その負担が年々増大

うではありませんか。

迎えになったこととお慶

向に左右されません。そ
報酬の本体部分が大きく

平成

び申し上げます。今年も

の診療報酬が今年は改定
抑制され、ネットでマイ

月に開かれた

よろしくお願い申し上げ

の年となり、増加か抑制

肉体的にも精神的にも過

す。昨年

ます。

かが大きな社会問題とな

が今後とも必要です。特

■ 新年挨拶

３年半にわたる混迷を

る補てんとか軽減税率な

そう言いながらも、私

からのしっかりした備え

号のもた

のような俄か経営者の病

が何より大切です。

かけて、台風

しく平均寿命が伸びまし

院長でも、病院経営の改

『地域の人々のために

回すべきであると思いま

善という名目で収入の増

に今年から研修医の各県

経済財政諮問会議が今年

深めた民主党政権から安
ナス改定になるとの政府

が、土壇場で何が起こる

きます。

県としましても、医師
理由に医療の危機と言わ

たが、逆にがんや骨関節

どではなく原則課税の方

とを期待します。

っています。

か分からない気もしてい

企業的にみれば、医療

兆円に近い国費
負担分に対して振り向け

このままでは医療財政が

ても、
長産業でしょうが、この

きいのは周知の事実と思

破綻して、我々に大津波

兆円を

兆円超、 は美味みのありそうな成

兆円超で、

ます。２０１０年の国民
総医療費が
２０１５年には

います。これまでの医学

に、県民の皆様が住み慣
かなども明らかにすべき

研究の大半は、廻り回れ

れた地域で健康で安心し

僅かな上昇で医療機関の

です。医療によって法外

さらに、更なる救急医
られる額は恐らく僅かで

な収入を得ることは許さ

国からではなく医療界の

膨らむ医療費を誰が負担

倒産が回避されるものな

兆円に届こ

のか、些か疑問に思うと

優に超して

口の中で噛み砕かれてし

しているのかを考えると、 あり、さらに政治家達の

て生き生きと暮らしてい

国民保険や健康保険が行

が襲ってくるような気が

療体制の充実強化とし

うとするような試算もな

ば長寿という目的につな

て、滋賀県全域および京

されています。その増加

れないことであり、その

（２面に続く）
ころがあります。どのよ

都府南部を運航範囲とす
まえば、どこへ行ってし

70

27
疾患等にかかる機会が増

の考えが喧伝されていま

15
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与 え た。 お も て な し の

念う・憶う・懐う」があ
一度、地に足をつけて、

今年こそ、自ら“智慧の

願いするだけではなく、

本一の滋賀」を実現して

た だ け る、「 住 み 心 地 日

んにお願いしてきた。お （１面から続く）

いかなければならないと

携して取り組みを進めて

の役割を担いながら、連

お願い申し上げます。

層のご理解とお力添えを

結びに、本年が皆様に

利他の心を“念う”医師

とりまして、幸多い年と

賀県病院協会の皆様の一

ついているということば

祈り申し上げます。

なりますことを心からお

行政が、ともにそれぞれ

の経営者が傾倒している

ですが、あたり前の事実

今後とも引き続き、滋

のをシンプルにとらえ直

のでしょう。

かもそのままなる真実を

をありのままに見て、し

し、直感力を磨くことを

報酬改定と社会保障・税

うなずきとることを意味

一般教養を重視する傾向

た社会保障制度改革国民

８月６日に取り纏められ

年に向けて、２０１３年

と、病院運営を担う者と

わたくしなりに解釈する

年をお迎えのこととお慶

皆様には、健やかに新
医療とは何かを問われる

国民にとって本当に良い

の見えないＴＰＰ問題、

消費税引き上げ、着地点

開催地選考プレゼンテー

昨年は、オリンピック

がありがたい。

ないことへの気づきこそ

執であり、あたりまえが

であるとの気づきが大切

一方的な自己満足的態度

こそが思い上がり的で、

を思いやる”という表現

思 い め ぐ ら せ ば、“ 相 手

の究極であると“想い”

びと感謝で満足する医療

であり、病めるヒトが喜

実なアートに昇華する道

こそが不確実な医療を確

ずすべからく貧なるべし。 の伴った知識や見識によ

祖道元は「学道の人はま

しています。曹洞宗の開

き道を心に決めたと明言

かけに自分自身の進むべ

って政策にあたっている

により、決断力や実行力

首相は「精神の貴族性」

を強調しています。安倍

こそ、普遍的で物事の本

きく左右される今だから

情報や外的要因により大

なっています。氾濫する

も長く通用しない時代に

錬し得る「精神の貴族性」 の価値観や手法について

スクが高く、また、従来

を促す要因になることは

大きな衝撃を与え、変化

な諸施策が、病院経営に

から打ち出される具体的

くとされています。これ

を見据えて取り組んでい

ところです。

迎えるにあたり強く思う

けることであると新年を

とを軸として向き合い続

員の生活の安定を図るこ

確実に担保し、そして職

再建の大きな課題の克服

な・し」が世界に感動を

からのリハビリテーショ

字表現には「思う・想う・

うに重点がおかれた課題

の 使 用 促 進 等 ）。 こ の よ

化する視点（後発医薬品

を“念う”という。もう

は高くあるべきで、最低

り。」 と、 貧 し く と も 心

仏諸祖の喜ぶところな

賢古聖の仰ぐところ、諸

されるとおり、複雑なも

んと単純の「単」で構成

『禅』は、「しめす」へ

のかもしれません。

ーブ・ジョブズなど多く

とした『禅』に、スティ

力・意思力を身につける

質を見抜く洞察力・忍耐

が横に、そして鼻は縦に

の通り、だれの顔にも眼

び ち ょ く ）」 は 読 ん で 字

「 眼 横 鼻 直（ が ん の う

もれなく集まってＴＱＭ

ン、平均在院日数の短縮

活動を行い、ＱＩを改善

等をより推進していくこ

定、③施設間の比較（ベ

には相当の困難が予想さ

て治療することが求めら

以

分間、ＴＱＭ委員会コ

上の部署の責任者が、各

発表の聴聞会では、

して行きます。ＴＱＭの

る医療の格差を Evidence- 患者・地域への情報発信
（ Ｅ Ｐ Ｇ ） と啓発などのＱＩを測定
Practice Gap

ン チ マ ー ク ）、 ④ 職 員 教

れ、物価上昇その他国民

強まるのではないかと予

理 事

育と情報共有、および⑤

とが盛り込まれています。 に適切な対応ができなけ

想されます。

れます。そして確立され

の負担増につながってい

ています。即ち、①充実

加えて病床機能報告制

アメンバー（医局代表、

産 期 医 療 等 の 推 進 ）、 ②

救急医療、小児医療、周

とした医療法改正の行方

機関の設置、等々を骨子

療事故調」に係る第三者

とうございます。当院の

新年明けましておめで

した。３つの視点（①構

質の評価方法を提唱しま

ＱＩ改善を目的として、
Ｑ Ｉ 向 上 に は Total 前で発表します。ＢＳＣ
）
従来から製造業界での行
Quality Management（ Balance Score Card
わ れ て き た Plan-Do-（ＴＱＭ）（総合的品質管 （ 財 務・ 顧 客・ 業 務 プ ロ
（ Ｐ Ｄ Ｃ 理）活動が必要です。病 セス・成長と学習・従業
Check-Action

の質の指標）となります。【ＴＱＭ活動】

看護部代表、事務部代表、
改定の基本方針」が策定

患者等から見て分かりや

を注視していく必要があ

最近の取り組みを紹介し、 造、②過程および③結果）

徹

されていますが、その重

すく納得でき、安心・安

る年になろうかと思われ

杉 本

た治療と実際に行ってい

また、改定の視点として

が求められる分野を適切

度の導入、地域医療ビジ

安倍新政権が誕生して

点課題として医療機関の

全で質の高い医療を実現


下記の４項目が挙げられ

翻って医療界に目を転

に評価していく視点（癌

ョンの策定、いわゆる「医

して、当院のＱＩを開示

く懸念は拭いきれないよ

じてみますと、今年は二

医療、精神疾患に対する

れば、結果としてマイナ 病院の品質管理の
ス改定となる危惧はより
向上をはかる

年に一回の診療報酬改定

医療、認知症への対策、

と言います。ＥＰＧの程

うにも思われます。

ぶ気概を持ち、自らを鍛

び申し上げます。
地域医療のあり方、ラッ

貧しうして道を思うは先

やスキルは陳腐化するリ 「２０２５年の医療の姿」 療の提供と患者の安全を

この道元のことばを、

が強まっていますが、変

します。

一体改革は、団塊の世代

年度診療

さて、平成

現在、幅広い知識や人

ています。

修業の目的のひとつとし

（大津市民病院長） れる皆様、病院、そして

考えております。

原点である︱このことは、
院長就任からずっと皆さ

理 事

禅を通じて新年に思う



いくため、医療に従事さ

でありたい。双方向的な

満ちて涵養の道を歩むに

扉”を開けたい。

り、それぞれ奥深い意味

は、発想の転換から自己

心の寄り添いが医療者の

心はホスピタリティ

）のあるべき姿その
tal
ものである。医療者には

変容が必要である。今こ

）」 の 語 源 が込められている。不透
（ hospitality
からして、病院（ hospi- 明な閉塞感漂う日々にあ
って、医療者が達成感に

ビスの精神での実践医療
そ、日本人が古来生きる

“相手を思いやる”サー
が望まれる。しかし、医

す厳しさを増してきた。
東日本大震災から原発事
た「利他の心」が求めら

知恵として大切にしてき

とは、サーブする精神と
れている。ヒトをおもう

療がサービス業でないこ

規模での台風・津波など
結果を伴った医療行為の

故、そして未曾有の地球
の自然災害、領土・領海

歳を迎える２０２５

化が激しい今、身につけ

して、適切で質の高い医

が

ト と し て の“ マ ナ ー”、

会議報告書も踏まえて

間性を身につけるための

他者を思いやる心は“お

たばかりの専門的な知識

それを形にしたものがヒ

報酬が同じということか 「 利 他 心 」 は 思 い や り、

もてなしの礎”といわれ

らも明らかである。営利

さらには防空圏の問題な

る。利他の心の表現型と

ど、生きることへの不安

しての医療の実践、これ 『 禅 』 と の 交 わ り を き っ

畑 下 嘉 之

誤った経営戦略は刹那的

の世の様相を予感させる。 の本質である。本質を見

さえ覚える末法から法滅

で虚しい。もう一度、よ

「年頭に思う」という

たい。心に刻む強い思い

が目的でないことは医療

新 年 早 々、“ 思 う ” 題 材
くよく医療というものを

テーマをいただきました。 トレースのような診療報

で あ る。“ お も う ” の 漢

副会長

長 尾 昌 壽

年度診療報酬

の時期に当たります。既

１年余、参院選を経て、

機能分化・強化と連携、

する視点（医療安全対策、 ますが、今年もどうぞよ

に「平成

この新しい年が皆様に

いわゆる「ねじれ」が解

在宅医療の充実等が挙げ

深く感謝申し上げます。

 （セフィロト病院長）

ションでの「お・も・て・

原発問題が未解決なまま
での社会全体の先行き不

新年ご挨拶

新年明けましておめで

とりまして素晴らしいも

消され「決められない政

られています。この中で

新年と抱負とさせていた

から、臨床の質、経営の

Ａ）のマネジメントサイ

院全体で統一された品質

提示して、次年度の予算

に基づく各部署のＱＩを

員の意識・能力らの視点）

昨年副会長にご推挙い

管理の取り組み方法を作
す。

クルを年度毎に回転させ
明細書無料発行等の推

ますと、不思議なことに、 成し、前記のＰＤＣＡを

とりわけ「７対１入院基

質、制度の質を評価する
本料」に焦点が当てられ、 進 ）、 ③ 医 療 従 事 者 の 負

方法です。確立された医

長戦略に代表される景気

病院診療では医療の質
の回復へ向けてのさまざ

だきます。

ただき瞬く間に９ヶ月が

（
 社会保険滋賀病院長） の向上が大変重要です。

ろしくお願い申し上げま

過ぎ去った感がいたしま

担を軽減する視点（救急

編成、人材確保計画にこ
算定要件を厳格化して該

廻してＱＩを改善して行
まな取り組みに拍車がか

れらのＱＩを利用します。

す。この間、廣瀬会長・

療（
病院の医療の質が少しず
Evidence-based
） が 重 要 と 言 つに向上してきます。そ
medicine

そして報告書を作成し、

イスラエル出身の米国人

きます。全部署（診療各
外来の機能分化、チーム

科、看護各部門、事務各
医 療 等 の 推 進 ）、 ④ 効 率

して、①診療現場の品質

当病床数を当面３割程度

われています。診療では
減少させるとの意向があ

↖

部門、各委員会など）が



管理、②経営上の意思決

かることと期待したいも

が、１９６８年に医療の

確立された医療に基づい

のです。

化余地がある分野を適正

片岡副会長からのご指導

るようです。その他早期

はもとより、会員の皆様

ただ、景気回復と財政

氏
の Avedis Dnabedian
からいただいたご協力に

診療支援部代表など）の

のとなりますようお祈り

治」からの脱却により、

度 を 示 す 指 標 が Quality することが可能となりま
（ＱＩ）（医療 した。
Indicator

60

金融緩和、財政出動、成

とうございます。

20

を取り巻く環境はますま

酬改定など、医療や病院

一国を担う安倍首相は、 の生活・最高の理想を尊

無明を嘆く無知こそが我

透明感、電気料金の高騰、 は明るくない。しかし、

片 岡 慶 正

副会長

年頭に思う
年頭に念う

明けましておめでとう

26

容易に予想できます。

ございます。

75

申し上げます。

26
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が低賃金を軸とした介護

の面倒を自分で見る、或

しくなっていく中で自分

家族、職員、他病院と

いは自分だけでも余裕が

の頭部ＣＴ検査施行まで

体制に他ならない。多職

無いのに伴侶の面倒を見

分

種連携という誰も反対で

る、なけなしの年金を介

しました。現在は、

きそうに無い美辞麗句が

護保険にどんどん吸い取

↙

過去の医師・看護師の往

られて行く訳です。核家

ています。代表的なＱＩ

のＱＩに増加し

た部署を表彰するシンポ
の表題を６つ紹介します。 者さんの door to balloon りに役立つ、③経営の
時間の各々の４年間の年 安定化に繋がるなどの
意義が考えられます。

が必要な老人は在宅療養

来、そして、多くの療養

ます。超高齢者社会の到

ールとして期待されてい

ネットワークは重要なツ

ているさなかです。ＩＴ

うです。医療の標準化の

てくれる時代ではないよ

それを目当てに病院に来

を雇い入れ、患者さんが

以前のように著名な医師

和されたとはいえず、地

るので、今のように病院

とこの世を去る時代に入

代が十年後にはバタバタ

になったのは、団塊の世

が此処に来て大きな課題

の雇用は困難を極めます。 とでしょうか？在宅医療

方都市での医師・看護師

で死亡することが続けば

棲家にしなさいというこ

ば今住んでいる所を終の

れています。一言で言え

令と共に津々浦々で叫ば

在宅医療が厚労省の号

して埋め合わせる。それ

ころをマンパワーを駆使

でしょうね。金のないと

引き上げ改定は望めない

定の繰り返しで実質的な

はプラス改定マイナス改

を押さえ込む。診療報酬

少させ、そして総医療費

増やさず、否、むしろ減

もかさみます。ベッドは

院すればそれだけ医療費

感からでしょう。勿論入

なるという為政者の危機

肉体的、精神的余力が乏

には辛いことなのです。

侶を介護する後期高齢者

老いた独り者、病める伴

ればならない。しかし年

在宅看取りを覚悟しなけ

の無い病態に陥った人は

た。要するに治る見込み

の末期を含むようになっ

末期だけでなく慢性疾患

ケアもいつの間にかガン

く掏り替えている。緩和

杞憂なのでしょうか？

ような負の視点は本当に

看取りと言うとき、この

らない。在宅医療、在宅

で最後を迎えなければな

耐えながら住み慣れた家

す。結局親たちは孤独に

分達の生活に支障を来た

以上、「病院の品質管

の名のもとに居宅に取り
中で自院だけが持つ魅力

とてもベッドが足りなく

次推移です。

ジウムを年に２回行いま

【ＱＩの公開】

残されてしまいます。独

をより高め、どのように

周 防 正 史

名で調整してみ

△：そうですか。とりあ

と思うのですが。

らいなら何とかいける

府県で一括受け入れ、

すよね。研修医は都道

里で働く法律の結果で

９年間に最短３年は郷

ます。ところで、今、

成プログラムも至れり

補助金も十分ですし養

えず

指導医の欠員のお話が

尽くせりですよね。

しかし地域連携は診療所

から注目されています。

の質改善や医療安全の方

ては地域連携よりは医療

が、「 院 内 連 携 」 に つ い

良好な連携ではないでし

況によって偏移するのが

りと、時によってまた状

署の守備範囲が拡大した

ある時にはまた違った部

部署にまで拡大したり、

その守備範囲が大きく他

様々な風水害にも耐えう

石 垣 を 築 い て ゆ け ば、

わせて病院という大きな

局の△ですが、統括指

滋賀臨床研修管理事務

△：もしもし、公益法人

運営会議で決まったよ

修医の件ですが、前回

ています。来年度の研

△：いつもお世話になっ

○：○ですが。

します。

導医の○先生をお願い

うですよ。

りの数の登録があるそ

医取得医師など，かな

ニアレジデント、専門

ャリアセンターにはシ

どうですか。今年はキ

ですよ。連絡されたら

郷医師が入られるよう

あ
｢っ、夢かぁ！ ｣
新年おめでとうざいま

絡してみます。…

キャリアセンターに連

を感じますよね。早速

くれることに生きがい

も、いい医者が育って

が厳しいですから。で

しました。

居老人や、老老介護に疲

医療・看護を志す人たち

新春雑感

診に取って代わろうとし

族化した社会では子が親

開業の先生、行政、救

ている訳ですよね。厚労

の面倒を見ることがほと

急隊に選ばれる病院造

省の官僚はさすがに頭が

んど不可能になっている。

に要した時間、⑥救急搬

理向上をはかる」の表

良い。総医療費をどう頭

子は誰かに任せないと自

送された急性心筋梗塞患

題で済生会滋賀県病院

打ちさせるかを団塊の世

野、計

①患者さんの満足度、②

①ＴＱＭ活動を通じて

生率の頻度、④救命救急 【ＱＩ公開の意義】

平均在院日数、③褥瘡発

医療サービスの中核であ

代の死に場所問題に上手

優秀な取り組みを発表し

す。優秀な発表は、患者

センターである「当院の
る品質と診療成績の向上、 の最近の取組みを紹介

れた家族を追い込まない

に示していくのかが問わ

事

さん向けにポスターにま

看板」ですが、救急車受
②情報提供する公正な姿

理

とめて玄関ロビーに掲示

入台数、救急車・ホット

よう、適切で効率のよい

れる時代になったことを

年１月に京滋の

運用が必要です。

痛感します。不透明な時

平成

います。急性期医療の担
当院はリハビリ棟を増

雅 衛

と広報をします。

ライン応需率、⑤救急搬
勢 を 示 し て、「 患 者 さ ん、（済
 生会滋賀県病院長）

い手の拠点病院、そのサ
設し、地域医療の核とな

年頭に思う

明けましておめでとう
テライトとしての私共の

事

ございます。昨年も医療
ような亜急性期や慢性期

代だからこそ、地域医療

理

に携わるものにとって激
るために、訪問看護ステ

動力が必要です。今年も

（守山市民病院長）

動の一年だったと思いま
を受け入れる中小の病院

しかし、新臨床研修医制

群が整備されてきました。 ーションも拡大しました。 を支える明確な姿勢と行

でましたね。医師キャ

院も大変ですよ。評価

○：引き受ける我々の病

→病院→院内連携→病院

ょうか。ちょうどお城の

桑 原 正 喜



す。私どもの病院がある
さらに在宅診療が滞りな

課題がつきません。

名ほどの指導医の帰

リアセンターに今年は

→診療所の連携で成り立

夢かぁ！

東近江医療圏では、病院

度が始まって以来医師の

事

の機能分化がすすみ、地
く受けられるように地域

大都市への集中はまだ緩 （ヴ
 ォーリズ記念病院長）

事

っており、院内連携は医

たりしながら、あのすば

り、角の尖った石であっ

最後になりましたが、本

はないでしょうか。

すか。

引き受けていただけま

名になり

ませんので…、

医師均等法の法律が制
定されてからキャリア
センターもかなり人気
がありますね。



（草津総合病院長）

りお祈り申し上げます

皆々様のご多幸を心よ

います
うにお宅の病院で
地域連携の一環としても

○：ああ、そうですか。

るものができあがるので
注目されなければならな

名
療安全からだけではなく、 石垣が大きな石であった
えていて、年始のめでた

名ですか。２年次
を入れると

○：

年も皆様にとりましてよ
い年になりますようお祈
ます。ここで言う連携と

らしい石垣の曲線が出せ
飛んでしまいそうな勢い

ているように、各部署の

唐突ですが、相変わら

の偏在解消が社会保障

△：そうですよね。医師

ずの医師不足・看護師不

ます。最近、指導医が
ではないかと考えます。

り申し上げますとともに、
は自分の決められた守備

そのように他職種という

守備範囲も可変的なもの

です。さて、診病連携、

範囲を厳格に守りその範

の根幹であると国が強

囲から逸脱しないという

１名留学したばかりで

病診連携、病病連携など

まだ後任が決まってい

多くの取り組みが地域連

（市立長浜病院長）

どうぞよろしくお願い申

足、さらに４月からは診



し上げます。

療報酬の改訂と消費税５

様々な石を巧みに組み合

力に推し進めて、卒後

連携ではなく、ある時は

い連携であると考えてい

多 賀 俊 明

理

他職種連携、院内連携に
ついて最近考えること

新年あけましておめで

10
名ぐ

携の中でなされています

さもあっという間に吹き

12
10

24

とうございます。

10

理

域のネットワークインフ
を担う診療所群を構築し

辻

他病院に先駆け、当院ホ
入された脳卒中患者さん

11

ームページにＱＩを公開

64

ラが構築されようとして

24

％→８％の引き上げが控

12
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年度は、例年の

宮下

浩明

整備、各担当責任者の任

カードの作成、連絡網の
情報を把握するために本

を立ち上げた。錯綜する

多少の混乱はあるが、

り活動を開始した。

断力を醸成しており、想

定外の状況に陥った時に

この経験を活かすことで、

成、各担当者の配置、準

毎年行うことによってマ

備資材の確認を行った。
部には、ホワイトボード

撃し、レイテ島が壊滅状

当センターは免震構造

搬送のためヘリポートを

が飽和してしまい、広域

すると当センターの容量

名を

災害の被害を最小限にと

態となった。災害拠点病
練を開始。東近江地域で
で建造物には問題なく、

利用した。今回の訓練で

命を行った。医師

どめることができると確

日午前７

ニュアルが洗練されてき

信する。

月

ているのを実感した。ま

年
を整然と配置。各チーム

た、マニュアルを見直す

平成
含む病院職員１４８名、
には必ずサブを置き、情

院は、あらゆる大規模災
は震度６強を観測し多数
水食料の備蓄も３日は確

分に鈴鹿西縁断層帯
報伝達に抜けが生じるこ

ことそのものが現場の判

害を受け入れねばならな
の死傷者が発生、ライフ
保できていた。電源は非

時
関係業者７名、学生さん
とを回避した。しばらく

いが、今回は地震に対し
ライン・交通網も寸断さ

24

れた。震度５強以上で登

号がフィリピンを直
を震源とする大規模地震
名を合わせ総勢

27

ての訓練となった。

は
が発生したとの想定で訓
など

10

常用を利用し、一時紙カ

災航空隊ヘリが２機到着

は、滋賀県と福井県の防

修会が開催されました。

病院

しが

月 日～

名の参加の下、平

年度第２回事務長研



植松

良夫

度急性期は現在のＤＰＣ

Ⅰ群Ⅱ群が想定されてお

り、 Ⅱ 群 に つ い て は 約

１００病院相当が追加さ

万床を想定さ

れている。②一般急性期

れ、合計

は

防災訓練（

大津赤十字志賀病院
事務部長

平成 年度第２回
事 務長研修会に参加して

ルテを使用するも直ちに

第１部は来年度の診療報

日（火）コラボ

院が義務付けられており
電子カルテが復旧した。

近隣のＤＭＡＴ十数チー

月

私は近江八幡市立総合
ぞくぞくと職員が参集。

ムが当センターに到着し

に於いて、県内

医療センターでの防災訓
直ちに２階リハビリセン

この間、院外から被災者

号では特別
練に参加した。例年通り

が押し寄せてきたため、

大島で土石流が生じ多数

酬改定を見据えて「厚生

年となり、
事前に防災訓練勉強会を
ターに災害対策本部を設

月 日）と近畿府県合同
警報が初めて適用される

置、院内の被災状況の把

合わせて近江八幡市、近

院内ＤＭＡＴと連携を取

万床を予定されてい

早急にトリアージエリア

滋賀県病院協会
副会長
（大津市民病院長）
像についてのビジョンと

る環境整備の現況と将来

副会長片岡の司会により

療のあり方とも直結する

医師の将来像や今後の医

講演内容でした。続いて、 ずれも夢のある内容で、

形成と支援のあり方につ

師、女性医師のキャリア

協会副会長から「若手医

日の参加者は県内

病院

挨拶で閉会しました。当

いた」というまとめのご

滋賀県への若手医師定着

外にも広く情報発信して

後は、県内だけでなく県

者が２名ありました。今

医療担当部長の岡安保雄

行法人マーケティング部

て」と題して、みずほ銀

ルと急性期病床群につい

労働省の２０２５年モデ

ＤＰＣ病院以外の一般病

に入るのだろうか？また

病院においてはこの分類

の病院がない滋賀県の

るそうだが、今現在Ⅱ群

ンター長で滋賀県医師

附属病院医師臨床教育セ

実体験としての女性リー

医としての激務の中で、

と支援 」
—の講演をいた
だきました。消化器内科

師のためのフォーラム」

の「研修医および若手医

催で、滋賀県医師会後援

賀県と滋賀県病院協会共

年先の自分をイメージし

りました。当時も

講演を拝聴する機会があ

ことに進路決定前にも御

として着任され、幸運な

合医療・医学教育学教授

が京都府立医科大学の総

でも有用なお話をいただ

病院マネジメントのうえ

いかに女性医師が休暇後

葉に圧倒されながらも、

おいてください」との言

れない男性医師も聞いて

将来その夫になるかもし

性医師だけではなくて、

教 授 の、「 こ こ に い る 女

ご指導頂きました。白鳥

リア形成と支援に関して

講演では女性医師のキャ

続いて、白鳥病院長の

きな糧となったと思いま

のキャリアを創る上で大

ホームページからの参加

名と若干少なかったが、

膠原病についてという実

昨年のこの会は腹痛と

心の高さが伺えました。

があり、この話題への関

なく男性医師からも質問

会場の女性研修医だけで

と感じました。講演後、

る強い意志が必要である

をもってキャリア形成す

し、女性医師もプロ意識

ことが大切だと思います

くの医療機関でなされる

れらの取り組みがより多

は新たな発見でした。こ

極的になされていること

復帰を支援する試みが積

欲しいと痛感しました。

への道標の一助となって

ています。増大する医療

の削減が行われようとし

正においては７：１病床

床群が提唱され、４月改

療法改正案では急性期病

を頂きました。今年の医

の現在時点での情報提供

に行われる診療報酬改定

方向性を示し、来年４月

の厚生労働省の考え方や

第１部において、現在

だきました。

て」の２題をご講演いた

業主への助成金につい

の両立支援に取り組む事

向けて」と「仕事と家庭

スメントの予防・解決に

よる「職場のパワーハラ

で第２部は滋賀労働局に

だきました。休憩を挟ん

氏をお招きしご講演いた

分化を目的に熊本方式の

が推進する在宅へ拍車が

る病院も続出し、厚労省

きな転換を余儀なくされ

残れるのであろうか？大

院は一般病院として生き

か？ＤＰＣ病院以外の病

て生き残れるのだろう

性期又は一般急性期とし

県のＤＰＣ病院は高度救

れており、その中で滋賀

度、平均在院日数等の算

集約化として、看護必要

されている。医療資源の

４万床の削減計画を検討

１０３万床とし現状より

は

厚労省が効率化と機能

かかる改正と思われる。

予定し、④長期療養病床

③亜急性期等は

棟もここに属するのか？

名、研修医は

滋賀県病院協会主催で滋
キャリアサポートセン

ダー、女性教授、女性院

が開催されました。今回

て進路を決定することが

復帰するか、更にキャリ

臨床で役立つ内容であり

ニーズに病床数増ではな

推奨を診療報酬で誘導す

から計

問題解決型の講演内容で

賀県医師会後援の第５回
ター専任医師の太田茂座

強力なメッセージとして

は医師としてのキャリア

大切だというお話をして

アを形成していくかにつ

ましたが、今回のような

く、機能分化、集約化、

ると思われる為、滋賀県

いて若手医師はもとより

で消化器内科主任教授の

ともに県および病院協会、 東京女子医科大学病院長

「研修医および若手医師

長の司会で開始され、最

印象深いものでした。本

形成をテーマに、京都府

下さり、とても印象的で

いて学ばせて頂きまし

医師のキャリア形成とい

連携にて対応するといっ

の各病院が方向を見誤ら

医師会が一体となって若

のためのフォーラム」が

来、男女は共同して助け

立医科大学総合医療・医

はありましたが、目先の

た。医師の育成にかかる

うテーマも非常に興味深

た姿勢であると言われて

ず改正に対峙するには絶

慶正

開催されました。研修医

合う関係であり、増加す

大学総合医療 医
･ 学 教 育 長としてのお話は、若手
学教室の山脇正永教授で、 医師、特に女性医師への

初の演者は京都府立医科

る女性医師を社会的財産

学教育学教室の山脇教授

費用や、女性医師数の増

く、このような機会を設

います。２０２５年には

片岡

と若手医師を対象として

講演タイトルは「自分で

として活かし続けるシス

と、東京女子医科大学の

ことで頭がいっぱいだっ

加を考えると、育児休暇

けて下さったことに対し

急性期病床群とするため



滋賀県に定着していただ

れからの医療を見据え

テム構築への取り組みと

今回再び、専門科決定

後復帰できない、もしく

て深く感謝し、今後の医

ルにおいて滋賀県および

な話題提
た now-update

した。

平成

年

滝本とも子

年

たのを覚えています。

研修医

大津市民病院

月９日に滋

現在の臨床研修医制度

万床を

くきっかけづくりを目的

て 」 で し た。 卒 前 卒
･後
医学教育の人材育成サイ

定着してきた研修会です。 創る医師のキャリア：こ

に例年開催され、着実に

クルについてご自身の神

しての男女共同参画推進

白鳥病院長に御講演頂き

のこの時期に山脇教授の

はキャリアアップしてい

師としての人生に役立て

ありました。

昨年までは、疾患別の専

経内科医から地域医療・

局、女性医師再教育セン

ました。

講演を拝聴し、当然では

けないということが医療

白鳥敬子先生から「女性

門的知識習得を目的とし

在宅医療を通して総合医

ターや女子医大ファミ

では、医学生は５回生頃

ありますが、医学生の頃

界において損失であると

手医師を育成する熱意を

供が主体でしたが、今回

療学教授へのキャリア形

リーサポートなどを披露

から病院見学を開始し、

よりも自分の立場に照ら

月９日

は将来を見据えたキャリ

成、チーム医療のシステ

していただきました。会

６回生の秋に研修先病院

し合わせることができ、

万床となって合計

26

年

ア形成の心構えと支援に

ム化と医学教育、地域に

場からも多くの質問に対

を決定するシステムと

最後に、長尾昌壽病院

ついての特集が組まれま

根ざした教育プログラム

して適切なアドバイスで

なっています。私が大学

医師がもっと輝くため

フォーラムは副会長片

から総合医の育成、内的

多くの若手女性医師の眼

講演は、滋賀医科大学

岡の司会で進行し、角野

要因と外的要因分析から

が輝いていたように思い

強調されました。

文彦滋賀県健康福祉部次

自分の強みを活かした将

好の研修会と感じられた。

（土）
、大津プリンスホテ

長と、続いての廣瀬邦彦

来選択のあり方などにつ

ていけるよう邁進します。 の改革シナリオは、①高

に プ
— ロフェッショナル
をめざしたキャリア形成

病院協会会長のご挨拶で

は感じておりましたが、

す。

始まりました。滋賀県に

我々研修医にとって今後

14
５回生の冬に、山脇教授

定要件の見直しが検討さ

24

平成

35

ました。今回の講演はい

24

いて若手医師の心に響く

20

11

11

11

おける医療人育成におけ

10

25

25

40
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握 し、 次 い で 登 院 登 録

成

も京滋に甚大な被害がも
院内で開催しマニュアル

37

ＤＭＡＴがシナリオを作

27
の犠牲者が出た。海外で

し、患者搬送を行った。

日）が東近江土木事務所
の見直しを行った。院内

１７１名が参加した。

16

号では伊豆

た。今年は台風の当たり

ターの防災訓練も行われ

 院長

近江八幡市立
総合医療センター

▪■ 防 災 訓 練 に 参 加 し て ■▪

平成

25

30

たらされ、

滋賀県総合防災訓練（

25

22

30

管内で同時に行われた。

10

25

江八幡市立総合医療セン

18

10

45 21

25

26

18
26

10

27

「研修医および若手医師の
ためのフォーラム」
に参加して
講師 山脇 正永先生 講師 白鳥 敬子先生

第 102 号 （4）

滋賀県病院協会報
平成26年１月１日

「臨床研修指導医講習
 ―第１回ブラッシュアップセミナー―」 開催
臨床研修指導医の皆さんには、育成と定着という重要な役割とともに、相当な負担も担っ
ていただいています。
年度から継続してきた指導医養成講習は、講習会の適正規模確保の観点から隔年で

や意見交換の時間も積極

に参加して

年度退院調整関係者全体研修会」

草津総合病院
継続看護課看護師長

雅弘先

れる役割と課題」でご講

院調整関係職種に期待さ

生をお招きし、演題「退

第一室長、川越

…在宅療養支援を目指した関係各種の役割と連携…



「平成

的にそれぞれの指導につ
いて話し合った。二人の
講師の話を聞き、多忙な
医療のもとでつい忘れが
ちな後輩を育てる意義を
改めて感じたのは私だけ
ではないだろう。
ピアザ淡海からながめ
る琵琶湖は大きく美し

平成
かった。滋賀県で育まれ

動向

演頂きました。

の医療を背負っていける

ています。しかし、医療

療推進の基本方針の中で、 実施する機能が求められ

ひとみ

ように、私たちはより一

目指す姿＝医療・介護が

沢尾

苦しみ、その上で後進の
層の努力を重ねなければ

時ケアマネジメントの現



医師を少しでも向上さす

ならない。今回の研修は

状

②退院支援の機能

現に臨床研修医の育成・
太田先生からは「最近の

河本慶子先生であった。

田茂先生、関西医科大学

在宅で…と希望する患者

生活の場所は住み慣れた

医療依存度が高くても

宅関係者と連携する要の

者の存在は必須であり在

け橋となる退院調整関係

際です。病院と在宅のか

ターの方にも有意義な時

ジ ャ ー、 包 括 支 援 セ ン

た訪問看護師やケアマネ

じめ、在宅から参加され

で、退院調整関係者をは

④退院支援の機能強

③退院支援・退院

強化に向けた国の施策の

状況

「①退院支援を取り巻く

よう日々努力している指

の現場では、患者の生活

化に向けた課題」の内容

指導に取り組む指導医を
初期研修医に見られる傾

は多く在宅で最後を迎え

部署となっています。

者との連携もスムーズに

導医の実践力向上を目的

一体となって生活を支え

環境や家族の介護状況を

滋賀県における在宅医

にしたセミナーであった。 そのことを思い出させて

常に意識出来ないのが実

る＝地域包括ケア

対象に、効果的な指導方

る選択肢の実現をするた

践とされています。

法とともに病棟や外来に

向 と 対 策 」、 河 本 先 生 か

めには入院～在宅への円

くれた。

会から大西淳夫理事、浜

らは「医のプロフェショ

名に滋賀県医師

松医科大学臨床研修セン
おいて望ましい指導がで

ナリズム」について講義

集した

ター馬場恵特任講師を加
きる能力を身につけられ

講師は滋賀医科大学太

の実

た臨床研修医がこれから

（事務局）



の開催とし、その間に指導医として既に活躍中の皆さんの交流と技能向上にと、ブラッシュ
アップセミナーを初めて開催しました。

滋賀県病院協会臨床研修指導医講習

光一

―第１回ブラッシュアップセミナー― に参加して
中谷

月 日、 導医養成講習会を終了し、

滋賀県立成人病センター 呼吸器内科部長
年

25

るよう開催されたセミ

病院から参

23

民交流センター）で滋賀

ピアザ淡海（滋賀県立県
臨床研修指導医養成講習

ナーである。いままでの

話し合ったりした。それ

行っている指導法などを

を 受 け た。 皆 で 実 際 に

院内の他職種連携・協働

担う役割も多様化し、病

するに至っては、病院が

更に高齢者人口が増大

滑な移行が必要です。

ました。

修も活発に実施されてき

だけでなく、各圏域内研

修も会を重ね、全体研修

院調整関係者養成事業研

病院関係者と在宅関係者

を考えよう」をテーマに

職種として今できること

クでは、「自分たちの立場、

その後のグループワー

年

月

で積極的な意見交換が実

間になりました。

県病院協会臨床研修指導
会が指導医になるために

ぞれが日頃から研修医を

今回、平成

病院協会が主催する退

医講習―第１回ブラッ

薫陶しているもの同士な

は必然であり、在宅関係

行われた講習会であった

ので、コーヒーブレイク

のに対し、この講習会は

受講した。

実際の指導の現場で悩み

～コーチングコミュニ

療人のやりがいづくり

学の畑埜

義雄氏の「医

１題目は和歌山県立大

ニケーション力に依存し

頼できる職員間のコミュ

ム医療の中で、相互に信

そのケアマインドはチー

とく要求されるとの事。

聴する）重視が当然のご

アマインド（共感し、傾

れてきたが、最近ではケ

り、ケアの概念が軽視さ

でキュアに偏重してお

て、日本の医療はこれま

ヒネの消費量を例に挙げ

いう組織のあり方を教え

療安全にも強い、病院と

高めることができる。医

ためのモチベーションを

能性を広げ、自己実現の

する答えを引き出し、可

ンバー一人ひとりに内在

キルがコーチングで、メ

て組織を活性化させるス

職員にやる気を起こさせ

を持つ事が大切であり、

は、医療人がやりがい感

医療事故防止のために

ケーションエラーによる

つの支柱を安全３宝とし

スクが高まるとして、３

ニカルエラーを中心にリ

進むほど、特にノンテク

職種によるチーム医療が

内実を解説して頂き、多

医療事故の豊富な事例の

ディアにより報道された

大学での、その多くがメ

京都大学と現在の名古屋

連携と確認～、で前任の

療安全の支柱」～報告と

長尾

能雅氏による「医

２題目は名古屋大学の

いつもすぐそばにありま

も赤なのでした。危険は

ブル交差点で、赤のあと

ました。そこはスクラン

シーに轢かれそうになり

渡り始めて危うくタク

と思い込んで横断歩道を

で、赤信号の後は青信号

場を出たすぐの交差点

のあと余韻に浸りつつ会

最後に余談です。講演

た。

う言葉が私には新鮮でし

認する意味のハドルとい

員が手を止めて安全を確

トボール用語ですが、全

の中で、アメリカンフッ

た。

を、目的に実施されまし

解し、連携を強化する。」

互いの立場と関係性を理

院、在宅領域双方が、お

の充実を図る。更に、病

るようにそれぞれの機能

解し、その責任が果たせ

職種が、自らの役割を理

整に関わるすべての関係

を促進するため、退院調

から在宅への円滑な移行

療養支援を目指し、入院

今回の研修内容は「在宅

県庁で実施されました。

参加者の下、全体研修が

充実強化が必要です。

踏まえ、退院調整機能の

自身の専門知識と立場を

括ケアが実践出来るよう、

様々な知識を元に地域包

月

日

で開か

病院より

にコラボしが

28
82

主催の研修会が

わせて催される病院協会

国の医療安全週間に合

ていただきました。

て紹介されました。講演

す。皆さんも、お大事に。

洋

が必要である。コミュニ

濱上

の違いに言及され、モル



長浜赤十字病院長

25
21 11

人口問題研究所、企画部

今回の全体研修で得た

ケーションによるチーム

ており、職員自身が高い

施されました。

医療の構築～」で、いき

満足度を有していること

年度医療安全対策研修会」に参加して

れ、廣瀬会長の挨拶に続

なりエレファントマンの

「平成

いて、医療安全担当の辻

写真から、キュアとケア

演が県下

41

が参加して行われた。

研修は、国立社会保障・

名

理事の司会で、２題の講


さる平成
11

人は、琵琶湖湖畔

滋賀県内の

16 25

シュアップセミナー―を

えた

39

41

これまでに臨床研修指

18
日、県内から１６５名の

11

21

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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年 月

和重
氏

年

月

日）

回理事会

光枝

年度（第 回）滋賀県病院大会

氏

平成 年度母子保健功労者表彰
健やか親子 全国大会における母
子愛育会会長表彰
（平成

寺田

草津総合病院 助産師



回理事会

年度看護部長部会研修会

日㈭ 医療安全対策窓口担当者研修会

女性医師ネットワーク検討委員会

日㈭ 平成

院長・事務長合同研修会

日㈬ 第

病院協会今後の行事予定─
○１月

○１月

○１月

年度自殺防止対策研修会

○２月３日㈪ 看護部長部会第５回委員会

日㈮

退院調整関係者養成事業第４回検討

日㈰ 平成

日㈬ 第

○２月５日㈬ 平成
○２月
○２月
○２月
委員会

日㈬ 第

回理事会

（ロイヤルオークホテル）

日㈯ 滋賀県臨床研修病院合同説明会

近畿病院団体連合会第２回委員会

日㈫ １日患者調査実施日（入院・外来）

○３月６日㈭ 第２回近畿病院団体連合会事務長会
○３月

○３月

○３月

年度滋賀県病院名簿

年度県予算への要望書提出」

病 院 協 会 理 事 会 内 で 協 議 を 行 っ た「 平 成

年の県予算への要望書」について、廣瀬会長、
片 岡・ 長 尾 両 副 会 長
と力石看護部会長の
年

日㈬県健康福祉

４人は、平成
月

部の那須部長と面談
し、個々の内容を説
明されると共に格別
のご高配を賜りたい
と要望書を手渡され
た。（ 写 真 は 那 須 部
長に手渡される廣瀬
会長）
要望の主な事項

滋賀県内の医師・看護師確保等について
⃝

臨床研修医の定着化にむけて
⃝
院内感染対策事業について
⃝

医療安全対策事業について
⃝
びわ湖メディカルネットの円滑な運用につ
⃝
いて

ＩＣＴを活用した滋賀県全域の医療専門職
⃝
を対象とした教育支援システムの構築につ
いて

健康情報発信事業について
⃝
高齢者地域保健医療対策推進費補助の拡充
⃝
について

題です。医師からの抗菌

投与量・投与期間・臓器

す。現段階では抗菌薬の

滋賀県内の外国人居住者に対する病院医療
⃝
通訳制度の整備について

薬コンサルテーションが

移行性や副作用の早期発

義宣氏

例報

業務を通じて感染症治療

増えていくことが期待さ

とが考えられるため、公

用の推進は困難であるこ

データをもとに、抗菌薬

ニタリング（ＴＤＭ）の

れまで、薬物血中濃度モ

いること、セミナーおよ

療法に５年以上関わって

師要件として、抗菌化学

えていますが、それをど

を導入している施設は増

薬等）の届出制や許可制

する抗菌薬、抗ＭＲＳＡ

抗菌化学療法認定薬剤 （ 広 域 ス ペ ク ト ラ ム を 有

しいと考えられています。 っています。特定抗菌薬

の認定薬剤師が活動を行

滋賀県内においても７名

名の薬剤師が認定され、

１日現在、全国に４２３

ことで円滑に業務を行う

ェックシートを活用する

成した抗菌薬ラウンドチ

の推進になり、事前に作

様々な視点は感染症治療

ておりますが、各職種の

で抗菌薬ラウンドを行っ

技師１名とＩＤＣＰ１名

ＩＣＮ２名、微生物検査

名（ 研 修 医 １ 名 含 む ）、

現在当院では、医師６

てまいります。

推進していくように努め

作成し抗菌薬適正使用を

薬ポテンシャル分類表を

別抗菌薬投与期間や抗菌

ています。また、各疾患

関与していきたいと考え

を理解し抗菌薬選択にも

後は感染症の種類や病態

に参加した症例を

れています。

織し、感染防止に係わる

益社団法人日本化学療法

の投与設計を医師に助言

び学術集会などに参加し

における医師への発言権
を、この認定を取ること
によって併せて持って欲

年３月

日 常 業 務 を 行 う こ と。
」

する“支援の役割”を担

期待が込められています。 あります。平成

とされています。未だ専

学会は２００８年に「抗

っていましたが、この制

また、抗菌薬許可制など

改定で、感染防止対策加

従までの要求はないもの

菌化学療法認定薬剤師

滋賀県感染制御ネットワーク運営委員会委員
済生会滋賀県病院薬剤科 中川

算の施設基準の中に「３

の、今後専従者が感染制



年以上の病院勤務経験を

御認定看護師（ＩＣＮ） （ＩＤＣＰ）」制度を発足

年度の診療報酬

持つ感染防止対策にかか

平成

わる専任の薬剤師を含む

ことが可能となっていま

見に努めていますが、今

告すること、その上で認

藤井

26

定試験に合格する必要が

→

リハビリテ―ションセンター長

義宜氏

26

平成 年度（第 回）滋賀県病院大会 「平成
日
時：平成 年２月 日㈰
時 分～ 時 分
会
場：ピアザ淡海 県民交流センター２階
（ピアザホール）
開
会：式典、表彰、来賓祝辞
特別講演：県民公開講座
座長 一般社団法人滋賀県病院協会
副会長 長尾 昌壽

演題 『平成 年診療報酬改定の概要と
医療提供体制の今後』

講師 社会保険中央総合病院
病院長 万代 恭嗣氏

中央社会保険医療協議会 委員
一般社団法人日本病院会 常任理事
シンポジウム
『大規模災害時における
病院の対応と連携について考える』

座
長 一般社団法人滋賀県病院協会
理事 金子 隆昭

基調講演 大津赤十字病院
救急部長 松原 峰生氏

シンポジスト
①医師の立場から
高島市民病院 脳神経外科
科長 市川 正春氏

②看護師の立場から
長浜赤十字病院 看護師長 赤井 信太郎氏
③看護師の立場から
彦根市立病院 看護師 佐伯 公亮氏
④ロジスティックの視点から
草津総合病院 看護師長 松田 昌子氏

平成

藤井

神崎中央病院

お詫びして訂正致します。



や病態に応じてどの抗菌
薬を選択し、どう使用し
たらいいのか」にまで関

10

（病院協会からの推薦者のみ）

日）

松林

セフィロト病院 診療部長



日）

氏

氏

氏

診療部長

光

京子

實應

いて）

日㈭ 第４回医事研究会（診療報酬改定につ

30

必要単位を取得すること、 のように活用するかが課

与、実践して欲しいとの

25

受章おめでとうございます

年 月

平成 年度精神保健福祉事業功労
者表彰
・知事表彰 受 賞
（平成

（平成

・精神保健 福 祉 協 会 表 彰

中島

看護師

古川

セフィロト病院



水口病院



中村

滋賀八幡病院
精神保健福祉士


○３月

感染制御ネットワークだより 

00 26

度 に は、「 感 染 症 の 種 類

抗菌化学療法認定薬剤師制度への期待

10

させました。薬剤師はこ

英則

16

33

23

15

26

21

17

だけでは、抗菌薬適正使

仲間の状況（平成25年11月30日現在）

10

25

25

感染防止対策チームを組

24

6,811名

22病院・加入員数

加入私立病院数

25

25

20
20

25

25

33

10

10

10
25
25

11
25

12

25

25
25

15
16
30
28 23 19
11
15
20 19
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