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回）滋賀県病院大会は、去る２月８日㈰に、滋賀県知事、滋賀県議会議長、滋賀県医師会

34

て盛大に開催された。

ウム『院内感染対策の取

午後からは、シンポジ

には、長尾会長より賞状
梅村正様（議長代 『 ロ コ モ テ ィ ブ 症 候 群 と

り組み～院内連携・院外

時 分から始

式典は
―Ｑ

を紹介された。

の長尾会長から講演講師

で、シンポジスト５名に

センター病院長）が座長

松末吉隆先 （ ま た、 こ の 特 別 講 演 は、 よる発表と討議が行われ

れからの急速な高齢化社

生においでいただき「こ

県民公開講座としても開 （詳細は下段参照）

今年度で第５回目となる

病院長

会への進展が進む折、健

た。

三日月大造様、

続いて、ご来賓の滋賀
県知事
滋賀県議会を代表して厚

平成

年度滋賀県病院大会シンポジウム

「
 院内感染対策の取り組み～院内連携・院外連携～」

でも良くなり、一日でも

るために」と題し、院内

宮下 浩明

早く日常生活に戻りたい、 滋賀県立成人病センター

院長
ＳＡに感染して死亡した

各部署だけでなく他院と

近江八幡市立総合医療センター

ことが報道されたのが記

の連携も重要であるとお


昨 年 は、「 エ ボ ラ 出 血

感染管理室長、浅越康助

た。まず医師の視点から、 して現場との懸け橋にな

熱」が猛威を振るい世界

家族の待つ家に帰りたい

臨床検査技師の視点か

憶に新しい。名大病院で

ら、成人病センター臨床

を震撼させ、国内では「デ

していただいた。ＩＣＴ

検査部、西尾久明氏に「院

話しいただいた。

の構成は、感染制御医、

先生に「ＩＣＴ活動にお

者や職員の手を介して予

感染管理認定看護師、感

ける医師の役割」を発表

期せぬ感染症にかかり苦

と思って入院してくる。
せざるを得なくなった。

しみ死んでいったとした

それが病院内で、他の患

このような輸入感染症だ

院内感染は、病院機能

ＣＵとＧＣＵを一時閉鎖

けが脅威ではなく、もっ

にも大きな影響を及ぼす

ング熱」が話題となった。 は原因究明のため、ＮＩ

と身近に「院内感染」と

しいただいた。微生物検

内感染対策における微生

査、研修医の教育、サー

いう厄介なものがある。

あり、業務としてはＩＣ

ベイランスなどに力を入

物検査室の役割」をお話

Ｔラウンドや難治症例へ

染症専門医、感染制御臨

院内感染対策には、診

の介入、感染予防対策の

れ活動していると。

床微生物検査技師などで

断、細菌検査、薬剤感受

策定や実施、サーベイラ

らどうだろう。

情報共有などがあげられ

染防止対策加算１、２」が、 性、消毒法、予防対策、

ンス、職員教育、針刺し

が、その対策には十分な

るが、それぞれのセクシ

事故対応、アウトブレイ

時間と多大な労力が必要

連携病院には「院内感染

ョンが個別に対応しても

年名大病院ＮＩＣ

平成

Ｕ入院中の新生児がＭＲ

防止対策地域連携加算」

問題は解決しない。

今回のシンポジウムで

看護師の視点から、公

制とＴＤＭの現状報告を

や抗ＭＲＳＡ薬の届け出

計」と題し、広域抗菌剤

ンターの薬剤部、小川暁

は、県内の医療機関から

立甲賀病院感染制御部看

これに対して「感
•••••••••• となる。

が、診療報酬として認め

最後に近江八幡医療セ
られている。しかし院内
感染対策は報酬の問題で

現場で感染対策に取り組

護師長、木下桂氏は「こ

生氏には「薬学的視点に
はない。患者は恐怖心を

んでおられる各職種のス

基づく抗菌薬の投与設
克服して手術を受け、副

ペシャリストに登壇願っ

ク時の緊急対応などがあ

作用に耐えながら癌化学

げられると。

療法を受けている。少し

搬送患者などにいかに対

する患者の診療中に重症

いう課題や、休日に集中

院間でどう分担するかと

大きく上回り、二次救急

療所の受診者数は予想を

ご診療により休日急病診

と大学の先生方の熱心な

ました。その後、医師会

所を移転新設するに至り

の急病時の対応や一次二

講座で出張し、お子さん

館や幼稚園保育園に出前

の小児科医が地域の公民

移転までの期間に各病院

種の種類の充実とその公

しており、これは予防接

る入院患者が大きく減少

た検討が必要となります。 髄膜炎などの感染症によ

より良い診療所をめざし

的助成の効果と考えられ

しています。特に肺炎や

に活躍していくか。地域

院小児科は今後どのよう

当院のような二次救急病

でも数か所必要とします。

修できる体制を滋賀県内

症例を若手小児科医が研

きる態勢、そして豊富な

いて議論されることはあ

性から小児科の存在につ

病院経営にとって採算

ます。

ことも大切な役割と考え

の小児の健康に貢献する

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
が生じないように担当病 に湖南広域休日急病診療 新たな課題も生じており、 数年間で大きな変化を示 者へ高度な医療を提供で げて医師会と協力し地域

要であるとの発表をいた

る関係を気付くことが重

院内の全部署に顔の見え

題し、組織横断的なＩＣ

と知ってもらうこと」と

ある。このシンポジウム

り苦労が絶えない現状が

は、チーム内はもとより、 食い違いや連携不足によ

Ｔを上手に活動させるに

を機会に円滑な活動が可

るが、各部署では意見の

横断的活動が不可欠であ

ださい。）

応するかなどが問題提起

病院が救急搬送患者など

お子さんたちの健康を守

県の将来を担ってくれる

ムで活動するために、そ

師、筒井俊博氏に「チー

民病院感染制御認定看護

だいた。二人目は守山市

とを切に願う。

染が少しでも減少するこ

能になり、不幸な院内感

積などの重症搬送患者数

入院診療体制を保持しな

の診療所などと連携した

力ではありますが今後も

ばと願います。当院も微



日時

会場
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時
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分～ 時

平成 年度
一般社団法人滋賀県病院協会
通常総会のご案内

り、その疾病に対応して

いくことは病院の使命と

考えます。各地域、病院

次救急受診の仕方などを

は減少しておらず、患者

ます。

引き続き御指導御協力

が良好に経過しています。 解説して回りましたが、

療保健圏域の中でも小児

と湖南保健圏域の四市の

小児医療に貢献していき

科医を擁する病院が多く、 体制作りなどについて年

行政と滋賀県、そして滋

がら、それぞれの医師の
に３―４回、時間も忘れ

救命のために三次救急ま
る議論を展開してきまし

ち時間の長さや診療担当

でを担える医療機関への

小児の救急対応について

賀医科大学の小児科医局

小児の医療状況はこの

たいと思います。

は比較的恵まれた地域と

た。年間を通じて小児二

医師の負担の重さなどの

専門性を生かした診療も

言えます。この圏域で小

のご協力により昨年４月

院内感染対策は、組織

されてきました。休日の

いただいた。

一次救急患者をどこでど

の人は“感染対策の人”

年より

が集まり、平成

草津保健所にまとめ役を

小児の救急医療体制について

する病院小児科医の代表

昨年４月に院長に就任
自主的に「湖南圏域小児

してから職務上高齢者の

救急医療医師連絡会議」

お願いし、草津栗東と守

を開くようになりました。

医療に携わることが多く
年間の経験を

踏まえ小児の救急医療に

重要となるでしょう。前

の実情に合わせながら小

今後も自宅で可能な急病

小児科医の集約化も重要

野々村和男
に専念できる診療の分担

時対応などの保護者向け

守山市民病院
医大小児科の代表者の参
のように診療していくか

一方で新しい休日急病診

出張勉強会を展開してい

述の出前講座なども含め、 の程よろしくお願い致し

山野洲の両医師会や滋賀

当院が位置する湖南圏

加も得て、湖南圏域を主

という課題については、

療所では、他圏域からの

な方向性と考えます。充

病院の外へ活躍の場を広

児科を育てていただけれ

域は、滋賀県内７つの医

とする小児の救急医療の

医師会の先生方のご尽力

受診者も増え、患者の待

くべきと考えます。

実したスタッフで重症患

す。

ついて述べたいと思いま

としての

なりましたが、小児科医

21

次救急医療体制を空白日

27

17

30

児の二次救急医療を担当

30 27

27

15

院長

りますが、各地域や滋賀

められており、本日は、

26

ています。他方で痙攣重

（勤務の都合で３名欠席） 生・産業常任委員会副委

康寿命を伸ばすことが求 （ 詳 細 は ２ 面 を ご 参 照 く

催された。）

院

といたしました」と座長 （ 近 江 八 幡 市 立 総 合 医 療

運動器疾患の治療

と記念品が授与された。

分

ＯＬ向上と健康寿命の延

また、同一病院で

時

理 ）、 滋 賀 県 医 師 会 長

長

分から

笠原吉孝様のお三方から

り、滋賀県病院協会
上勤務歴がある方への永
時
30

までの特別講演には、滋

12

年以

尾会長の開会挨拶に続い
年勤続会長表彰には、

連携～』が開催された。

て各種表彰式が執り行わ
病院３３３名が該当され、

長を目指して―』と題し

れた。まず病院業務功労
各位を代表して済生会滋

祝辞を頂戴し、式典は無

者知事表彰は、ご出席の
賀県病院の山本隆さんに、 賀医科大学医学部附属病

学術担当の宮下理事

三日月知事より、受賞者
会長から賞状と記念品が

たご講演をいただくこと

３名に一人ずつ賞状と記

30

事終了した。

念品が授与されその労を

名

続いて病院協会優秀職

は４面に掲載）

手渡された。

30

ね ぎ ら わ れ た。
（受賞者

員長

長 様 を は じ め 多 く の ご 来 賓 を お 迎 え し、 今 回 初 め て 栗 東 市 に あ る 栗 東 芸 術 文 化 会 館 「 さ き ら 」 の 中 ホ ー ル に

平成

平成 年度
（第
26

26
10

員会長表彰受賞の

11

46

24

34
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滋賀県病院協会報
（1） 平成27年４月１日

■ 病院大会特別講演
長浜赤十字病院

院長

濱上

洋

この後ロコモに関連す
るサルコペニア（筋肉量

平成

止に対する意識の高さが

第２部は、滋賀医科大

のと思います。

での感染対策に役立つも

内容をご紹介頂き、施設

改めて学びました。実践

ことの難しさと重要性を

を具体的ケアにつなげる

頂きました。エビデンス

院内対策や血液曝露対策

し、疾患の特徴に応じた

した。標準予防策を遵守

う先生の言葉が印象的で

策は特別ではない”とい

ＩＶ／ＡＩＤＳの感染対

機 会 と な り ま し た。“ Ｈ

ＩＤＳについて理解する

教えて頂き、ＨＩＶ／Ａ

に感謝申し上げます。

た、森下先生、小泉先生

貴重なご講演を頂きまし

最後になりましたが、

防止に繋がると思います。

滋賀県での医療関連感染

きましたことは、今後の

加頂き、研修会が成功で

せて頂きました。この研

ワークの主催にて開催さ

策を周知するための工夫

下幸子先生に「標準予防

感染管理認定看護師

広会法人本部島田病院

ました。ＨＩＶ／ＡＩＤ

と題し講演していただき

者に向き合うために～」

か訪れるかもしれない患

感じました。

することが求められると

測され、施設対策を強化

機会が増加することが予

設でもＨＩＶ患者を看る

を整備することで対応で

とつでも当てはまるとロ
修会は、滋賀県内の医療

そしてひらめき」と題し

Ｓは増加傾向で、拠点病

小泉祐介先生に

コモが疑われる）や、ロ
従事者に対し、医療関連

て講演して頂きました。

院だけで対応する疾患で

液内科

学付属病院

消化器・血

年度院内感染防止対策研修会について
市立長浜病院 看護局
感染管理認定看護師

中村 寛子

度院内感染防止対策研修
伺えました。

参加頂き、皆様の感染防

の低下を伴った状態）の
会」を、滋賀県病院協会

年

概念について紹介され、

日に「平成

会は「運動器の障害のた
ロコチェック７項目（ひ

月

めに要介護になっていた

の低下と筋力や移動能力

病院長に就任した関節外
り要介護になる危険性の

そこで日本整形外科学

た。

に大切であると強調され



） ついて ■
 （第５回県民公開講座に

今年の病院大会の特別
講演は、滋賀医科大学整

科の大家の松末吉隆先生
高い状態」をロコモティ
コモを予防するためのロ
感染防止を目的として、

感染対策の基本は“標準

はなくなってきています。 立つ講演をして頂きまし

きるものです。今後、患

ブ症候群（以下ロコモ）
コトレ（スクワットと開
毎年、講師の先生をお招

予防策”ですが、基本を

疾患から感染対策までを

第１部は、医療法人永

関心の高まるロコモティ
と定義し、骨・関節・筋
眼片脚起立）について説
きして開催しています。

実践現場で活用するポイ

者の高齢化により介護施

ブ症候群について紹介し
肉などの運動器の重要性

医師や看護師、薬剤師、

ントをわかりやすくお話

知っていますか？～いつ

て頂きました。
について啓蒙している。
明されました。個人的に

臨床検査技師、介護福祉

「ＨＩＶ／ＡＩＤＳを

歳以上の後

まず、日本では団塊の
しかしメタボリック症候
はロコチェック７項目の

士など１１６名の方にご

命との差は男性で９年、

した。平均寿命と健康寿

い問題について話されま

期間）がさほど伸びてな

立して健康に生活できる

きりになったりせずに自

形性膝関節症は有病者

状者１１００万人）
、変

３８００万人（うち有症

変形性脊椎症が有病者

がきわめて頻度が高く、

疾患として変形性関節症

ロコモに関係する運動器

やすく解説して頂きまし

民公開講座らしく分かり

病態や治療について、県

を来たす代表的な疾患の

骨折等の運動機能の低下

骨粗鬆症・大腿骨近位部

管狭窄症・肩腱板損傷・

形性膝関節症・腰部脊柱

後半には各論として変

せることを目指している。 た。

平成

たが、多くの方々にご参

木下利彦先生による「う

る社会構造の変化、核家

と非正規雇用の拡大によ

現代は終身雇用の崩壊

ことができました。

いについてもお聞きする

リー、従来型うつ病の違

代 型 う つ 病、 メ ラ ン コ

ができました。また、現

ていただき理解すること

なく多くの絵画を紹介し

できました。文字だけで

リーマンなどに典型的に

が あ り ま す。 若 い サ ラ

るといった現代型うつ病

かわらず旅行には出かけ

いにする、休職中にもか

めるのではなく上司のせ

を示す一方で、自分を責

といった「うつ」の症状

や職場で激しく落ち込む

るメランコリーや、不眠

大きくなっていき発病す

て手が抜けない、負担が

高く几帳面で仕事に対し

ことができました。研修

あふれるひと時を過ごす

をもやしながら、笑いの

楽しいゲームでは闘争心

や思いを語り合い、また、

理者としての日々の悩み

開催されました。看護管

ピアザ淡海にて懇親会が

研修会終了後、ホテル

修会でした。

く感じられる有意義な研

た２時間の予定時間が短

ので、質疑応答など含め

ても興味ある内容でした

高島市民病院
看護部長

つ病の変遷と統合失調症

族化や結婚・離婚に対す

みられるこの症状は、私

小谷 清美

の世界」のテーマで講義

る考え方の変化など、職

年度看護部長研修会に参加して

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

森

期高齢者となる２０２５
比してその認知度は低く、 一つ、片足立ちで靴下を

群（いわゆるメタボ）に
はく、これは少しハード

世代が全て
年にむけて対策が進めら

ルが高い印象を持ちまし

年もあり、この
２６００万人（うち有症
た。

今回は、実践現場に役

れているが、平均寿命の
％にまで増加さ

これを広く周知して将来

差を縮めることが重要で
状者８００万人）も居る

国民の

延伸に比べて健康寿命

ある。寝たきりや要介護
とのこと。更に骨粗鬆症

（ 介 護 を 受 け た り、 寝 た

状態になる原因は、脳卒

骨折や関節疾患などの運

骨折を生ずれば運動機能

を来たし、大腿骨近位部

腰背部痛でＡＤＬの障害

害が上位を占めているが、 も脊椎の圧迫骨折による

たす上記の疾患に罹った

ますが、一旦ロコモを来

ような長寿を念願してい

分でできる、誰もがこの

で歩き、自分のことは自

一生痛みなく自分の足

おいて開催されました。

研修会がコラボしが

滋賀県病院協会看護部長

女性で

中や認知症等の脳機能障

があり、県内の看護部長

業的にも家族的にも不安

21

病院から

精神神経科学教室

教授

日（金） 今年度は、関西医科大学

動器疾患によるものの割

の低下、要介護の原因と

年１月

合も大きい。また痛みな

なることが多い。

に

く歩行等の日常生活が送

平成

名の

をはじめ副部長・看護師
長など

くの絵画を通して、うつ

リューゲルの作品など多

講演は、中世の画家ブ

あります。現在多く見ら

若者が増えている現状も

るにもかかわらず未熟な

また、社会が成熟してい

必要であることなど、と

ぐ受診するなどの対応が

ること、症状があればす

でいることを相手に伝え

ことです。関わる気持ち

み出せたと思いました。

そして明日への活力を生

内の看護管理者が元気に、

会や懇親会を通して、県

病の変遷を知り統合失調

れるうつ病は、成熟度は

定な時代になっています。 たちの職場でも経験する

症の世界に触れることが

参加がありました。

H66mm×W240mm

26

16

75

れることがＱＯＬの向上

場合、その診断・治療・
リハビリにより速やかに
回復させることが我々病
分かりやすく、興味深

院の使命でありましょう。
い講演をして頂いた松末
吉隆先生に深謝いたしま
す。

94

滋賀医科大学医学部附属病院病院長
プロフィール
滋賀医科大学

滋賀医科大学副学長・理事
（医療担当）
年３月

整形外科教授
滋賀医科大学附属病院
副院長併任
滋賀医科大学附属
図書館長併任
滋賀医科大学副学長・
理事（医療担当）・
附属病院長

ロゴ 8ｍｍ
Better 44
社名 28ｍｍ

形外科教授で、昨年附属

26
26

に、超高齢社会を迎えて

12
と滋賀県感染制御ネット

11
27

80
現在に至る

51

13

松末 𠮷隆氏


平成

年２月

年４月

年４月

13

17

25

26
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大津市民病院

幸香

研修医

郷町地域包括医療局総院
患者様に貢献するため医

療の奥深さがあり、また
る医師になりたいと改め

問題を含めたケースワー

の連携のみならず、経済

考察され、精神科病院と

経験された症例について

佐藤先生には、ご自身の

報告していただきました。

年度自殺防止対策
研修会をふりかえって
滋賀県自殺対策連絡協
議会 会長
琵琶湖病院 理事長・院長

石田 展弥

キングの必要性について

お話しくださいました。

日ピア

絡連携をどのようにして

合司会と第１部座長を石

年２月

ゆくか、一般科のスタッ

総合討論では、未遂者の
めました。１部の岸先生

フの対応を向上させるた

主治医と救急病院との連
のご講演では、まず自殺

田、第２部座長水口病院
しましたので、ご報告い

者数、自殺率についての

院長青木治亮先生ですす
病院

ザ淡海において、自殺予

たします。協会の

防対策研修会を開催いた

だけでなく患者様の今を

と長浜保健所、県障害福

れがスムーズな診療につ

観る心が必要であること

ながること、そして治療

目の前の患者様を親身に

を痛感し、今後の励みに

めに臨床救急医学会のＰ

観る」という演題で、医

支えていこうという内容

ＥＥＣガイドブック（今

療従事者が一体となって

あっても、患者様の性別・
で、自らが日々患者様に

概観を話され、自殺未遂

形式のご講演をしてくだ

年齢・生活歴・既往歴と

していければと思います。 祉課から参加され、総数

さいました。同じ主訴で

いった背景から鑑別診断
接している時の心を振り

回参加者に配布）や同会

ついて、討論が行われま

の研修会の有用性などに

が全く異なってくるとい

者対策の重要性、身体疾

際感染症センター長の大

金丸

吉昌先生

大曲
宮崎県美郷町地域包括

貴夫先生

独立行政法人国立国際
医療局

総院長

医療研究センター病院

患と自殺の関連の深さ、
救急医療現場での対応の

した。長時間にわたりま

は、２部構成とし、１部
重な機会を設けてくだ

コ ツ、 暴 力 を 受 け た ス

今 回、 こ の よ う な 貴

さったことに深く感謝し、 は、日本医科大学武蔵小

タッフへのフォローの重

返るきっかけとなりまし
た。 時 間 に 追 わ れ る と

杉病院精神科教授岸泰宏

う推理過程について実践

先生にご講演いただき、

先生の４氏にシンポジス

クリニック院長佐藤啓二

藤村俊雅先生、メープル

字病院精神神経科副部長

奥田由子先生、長浜赤十

大津市保健所臨床心理士

者支援の取り組みについ

が行っている、自殺未遂

先生から、大津市保健所

きました。続いて、奥田

の必要性をお話しいただ

報告と今後の未遂者対策

者の現状と対策について、

滋賀県における自殺未遂

２部では、辻本先生に、

的に学ばせて頂き大変勉

焦ってしまう自身の診療

日々努力を続けていきた

トとして発表いただき、

て、救急病院に入院した

強になりました。鑑別を

いと思います。本当にあ

生も加わっていただき総

りが大切とのことでした。 その後に４氏に加え岸先

弱みを見せない体制づく

合討論をしていただきま

に反省し、いつも自分の

したが、参加者の皆さん

不当要求については、暴

１対１の対応ではなく、

した。開会のあいさつは、 未遂者のフォローにおけ

家族であればどうしてあ

は熱心に聞いてくださっ

力・損壊・金銭要求・ク

組織としての毅然たる態

しっかりして検査を必要

要性など示唆に富んだご

力団だそうです。ここ数

レーム・迷惑行為等の多

度の対応が不当要求防止

なものに絞り、確定診断

２部では、県精神保健セ

年は組織数、暴力団員数

岐にわたり考えられます

に繋がるとのことでした。 長尾会長にお願いし、総



平成

にする等が考えられます。 き、またマニュアル等を

を無視する、担当者任せ

要性を認識させていただ

克宏

を持ち、「暴対法」と「暴

研修会は

中岡

医療法人友仁会
友仁山崎病院 事務長

年１月 日
（火）
滋賀県警

時から、滋賀県病院協

排条例」に目を向けるこ

と精神科の連携について
のお話をいただきました。
３番目には、藤村先生か
ら、精神科病床のある救
急病院の立場から、救急
受診した自傷・自殺企図
患者の現状について、１
年分のデータを分析して、
既遂者の特徴として、精
神科受診者が少なく、高
齢者が多いなどの傾向を

ていました。

ンター所長辻本哲士先生、 講演をいただきました。

共に減少傾向になってい

が、不当要求が起こる原

今回の研修会に参加さ

りがとうございました。

るそうですが、暴力団員

因としては相手側の問題

せて頂き、いつ起こるか

げたいか、そんな思いや

は新たな手法で資金獲得

はもちろんありますが、

りを持って治療にあたれ

活動をしており、暴力団

医療機関側にも問題があ

になるべく正確に早くた

が絡む犯罪は後を絶たな

わからない暴力団等から

どり着けるか。そこに医

①最近の暴

いそうです。これらの犯

の不当要求に対し、今一

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

②医

るようです。応対時の言

度、組織体制づくりの重

年度
（第

力団情勢について

葉遣いや態度、担当者の

平成

療機関における不当要求

罪の被害者にならないた

知識不足、意見・要望等

回）
暴力団等不当要求防止
対策研修会に参加して

会主催（後援

対策について、③ビデオ

めにもそれぞれが過信す

年 度（ 第

県内における暴力団の

る心理士の役割や、救急

察本部・公益財団法人滋

視聴「明日を拓く勇気」

タ ー）
「平成

現状としては、暴力団組

回）暴力団等不当要求

見直す機会を与えて頂き

防止対策研修会」がコラ

ましたことに感謝いたし

これらを防止するために

ます。

とが大切であることを再

は日頃の教育訓練は大変
だけではなく組織として

重要であり、また、個人

織数及び暴力団員等の人
７団体約１４０人で、そ

医療機関で起こり得る

た。

年 月末現在、 認識させていただけまし

の３階大会議室

ボしが

病院から

のすべてが山口組系の暴

会場：高島市今津総合運動公園

顧問

31

という内容でありました。 ることなく日頃から関心

26
27

において開催されました。 員は平成

12

９月27日（日）

11
25

日時：平成27年９月23日（水・祝日）

今世六感塾

90

賀県暴力団追放推進セン

27
21

今回は県内

69

雨天の場合

14
11

名の参加者でした。

平成27年度（第29回）ソフトボール大会

国際感染症センター長

名を数えました。今回

曲貴夫先生と、宮崎県美

平成



平成

長・今世六感塾顧問の金

気持ちの持ち方を振り返

本フォーラムは、医師

るきっかけとなり、研修

となった自分のスキルや

金丸吉昌先生は、地域
医１年目のこれまでを一

師としての頑張りどころ

に根差した医療の大切さ
度立ち止まって反省する

があると感じました。

大曲貴夫先生は「感染
について、金丸先生のご
ことができました。自ら

丸吉昌先生にご講演頂き

症診療のロジック」とい
経験を踏まえて非常に心
が勉強し知識を持てばそ

ました。

て思いました。

研修医および若手医師のためのフォーラム
渡邉

う演題で、実際に症例を
のこもったご講演をして

26
24

よび若手医師のための

今回のテーマは「感染
症診療」と「地域医療」で、 いくつか提示され代表者
く だ さ い ま し た。「 今 を

ました。

が問診をとり鑑別疾患を

年 月 日に大

挙げていくという参加型

平成

独立行政法人国立国際医

27

フォーラム」が開催され

津プリンスホテルにおい
て滋賀県と滋賀県病院協
療研究センター病院・国

13

会主催、滋賀県医師会後

26

援 の 第 ６ 回「 研 修 医 お

12

26
44
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受賞おめでとうございます
（病院協会からの推薦者のみ）

年３月

日）

成基
氏

 平成 年度公衆衛生事業功労者表彰
○日本公 衆 衛 生 協 会 長 表 彰
（平成

伊達

長浜市立湖北病院 院長





日）

重松

山中

晃

忠

氏

氏

済生会滋賀県病院 副院長

年２月



大津赤十字病院
呼吸器外科部長

年２月

日）

公益財団法人滋賀県健康づくり財団理事長表彰

（平成

○知事表 彰

○
（平成

田中

新司
氏

長浜市立湖北病院 副院長



（平成

横野

直人

文

セフィロト病院 副院長



西村

守山市民病院
放射線技術科科長



年２月８日）

誠悟

氏

氏

氏

氏

氏

 平成 年度病院業務功労者知事表彰

千景

木之下正彦

草津総合病院 名誉院長



田縁

大津赤十字病院
第一整形外科部長



三島

大津市民病院 副院長



新任病院長の紹介
年２月１日付）

年３月１日付）

遠藤

郁

○医療法人芙蓉会南草津病院 院長代行

（平成



氏

氏

○医療法人徳洲会近江草津徳洲会病院 院長

（平成

寛

ビアンカ船上で開催

『滋賀県地域医療フォーラム２０１５』



３ 月 ８ 日 ㈰ に、 滋 賀 県 の 臨 床 研 修 病 院 病 院 の 合 同
説明会が開催された。
合 同 説 明 会 は、 今 年 度 で ３ 回 目 と な る が、 今 ま で と
大きく趣を変え、＂湖上と現場で考える『滋賀県地域医
療フォーラム２０１５』＂と題し、琵琶湖のクルーズ船
「ビアンカ」を会場に開催した。
事 前 の 申 し 込 み も 上 々 で 当 日 は、 県 外・ 県 内 併 せ て
約 名の医学生の参加を頂いた。
セミナーの講師は浅井東診療所
長の松井善典先生。先生ご自身も
新医師臨床研修制度を経て医師と
なった経験から、研修病院を決め
る際の留意点や、家庭医を目指さ
れた経緯等をお話しいただいた。
その後の各病院からのプレゼン
もそれぞれ工夫され、活気のなか
で、参加した学生さんからは、
「印
象に残った一日。新しい発見があ
った。琵琶湖がきれい！」とのコ
メントあり。
翌日の９日㈪には、 病院を３
グループに分け、バスにて各病院
訪問を行った。
平 成 年 度 も、
『同フォーラム
２０１５・夏』として学生さんの
希望の多い６月（ ～ 日）に開
催します。

故 宮脇英夫 先生

ご逝去を悼む

滋賀県

この事業は滋賀県から

させていただきます。

この事業についてご紹介

に、３月末までに８施設

頼をされた事業所を対象

出前講座については、依

開催いたしました。②の

津市と米原市で研修会を

いても感染防止対策業務

護サービス事業所等にお

が、医療機関と同様に介

場へシフトしていきます

んは医療現場から介護現

が増えています。患者さ

護サービスを受ける機会

ています。

せていただきたいと考え

御ネットワークは支援さ

みに向けて滋賀県感染制

必要であり、その取り組

として実践されることが

青嶋

「一般社団法人

を訪問しました。研修会

を実施したいと考えてお



（医療法人社団英和会宮脇病院 理事長・院長）
永年にわたり当協会の事業の推進にご尽力を頂
きました宮脇英夫先生が、平成 年３月 日にご
逝去（ 歳）されました。
ここに哀悼の意を表し、謹んでご冥福をお祈り
申し上げます。

病院協会」に委託され、

は感染防止対策の基本を
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ります。研修費用等は無

（順不同）
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年度まで）の予

年度より３年間

ラウンドも含め、その施

性者等）の利用やインフ
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た内容にし、講義や演習、 少ないといえますが、病

業所内の感染防止対策の

会を利用していただき事

料ですので、是非この機

感染防止対策を講じ、実

ちろん、各事業所では、

念されるところです。も

等感染対策推進事業（以

に『介護サービス事業者

快適な生活が送れるよう

て高齢者の皆様が安心で

は、介護サービスにおい

このような中、滋賀県

目的としており、今回は
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理リスクマネジメント研
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