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時
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病院２８２名が該当さ

は増えていくと思われま

すが、同時にその周辺環

境をいかに整えていくか

すが、実際は病院完結型

められている感がありま

ステム」は国策として進

在では「地域包括ケアシ

よく知られています。現

た「出張診療」の活動も

て若槻俊一氏が始められ

の佐久総合病院）におい

組むべき重要な課題であ

医療者自らが志向し取り

ら勧められるまでもなく

括ケアシステム」は国か

も し れ ま せ ん。「 地 域 包

として理解すべきなのか

姿としての歴史的必然性

の転換は医療のあるべき

療から地域完結型医療へ

てではなく病院完結型医

目のない医療と介護の連

たでしょうか。よく切れ

どのような印象を持たれ

ただきましたが内容的に

の立場からもご発表をい

院リハビリテーション科

ンの立場から、そして病

併設訪問看護ステーショ

院調整の立場から、病院

で看護部の立場から、退

が重要となります。そこ

••••••••••• 本シンポジウムにご発
ウム『地域包括ケアにお 表いただきましたシンポ

の医療に疑問を持ち地域

平成 年度 滋賀県病院大会シンポジウム
「地域包括ケアにおける病院の取り組み」を開催して

ジストの方々、また会場

完結型の医療へと踏み出

高島市民病院長

にご参集いただきました

髙山 博史

ける病院の取り組み』が

多くの参加者にまずはお

学術担当の髙山理事

開催された。

年も前の

令で初めて「地域包括ケ

厚生労働省が定めた法

が理解しあい意識改革を

す。結局は全ての医療者

ているのが実情と思いま

ところ多くの課題を抱え

少の将来問題に対処し、

高齢化、少子化、人口減

が今では病院の役割も強

うちは介護が中心でした

ことになります。初めの

に思います。

服に求められているよう

していくことが課題の克

るのは今から

アシステム」が見出され

協会の三木監事（済生会

他国においても歴史上

ると考えたいと思います。 携と言われますが実際の
シンポジウムの最初に

例をみない急激な高度の

した先達の努力の賜物と
長で、シンポジスト５名

私が簡単に述べさせてい

考えるべきなのかも知れ
から各病院の取り組みの

ただいたように「地域包

礼を申し上げたいと思い

務め、公益財団法人日本

成果や課題が発表され、

ます。

対がん協会会長、国立が

会場の参加者とともに討

括ケアシステム」の概念

同時に医療費の高騰を抑

によるものとされていま

ア」
）を始めた山口昇氏

医 療 」（ 今 日 の「 在 宅 ケ

合病院）において「出前

院（現在の公立みつぎ総

は尾道市）にある国保病

から広島県御調町（現在

医療者は医療費の抑制策

思われます。しかし、我々

打ち出した背景はあると

域包括ケアシステム」を

国が地域完結型医療「地

は２０１４年度診療報酬

ました地域包括ケア病棟

のご発表のテーマとなり

院・病棟運営の立場から

をおきました。最初の病

は病院の取り組みに視点

そこで本シンポジウムで

制する方策の一つとして、 く打ち出されています。

アシステム」を構築しな

域に合った「地域包括ケ

性をよく理解し、その地

かです。それぞれの地域

ことはできないのは明ら

ケアシステム」を論じる

から画一的に「地域包括

地域は多様であること

の誕生は昭和

年代初め

ません。

忠生先生をご紹介さ

んセンター名誉総長の垣
添

議が行われた。

ました。）
（詳細は２面をご参照

うかは不明ですが）とし

す。同様に戦後まもなく （ 実 際 に 抑 制 で き る か ど

一方でこれらの事業では

るように思われます。

雑な社会制度となってい

年後の自分自身を想定し、 供できる仕組みを地域で

えば“現在Ｘ歳の人がＹ

かは分かりませんが、例

受けたい医療や介護を提

く、近未来の自分自身が

要の一つになっていくと

域包括ケアシステム」の

したが、今後において「地
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都市部から離れた地域 での医療・介護の仕組み います。しかしながら、 てきた結果が、非常に複 法という名称が適切どう げるという考え方ではな 渡し役として新設されま

いです。

が皆様の参考になれば幸

点で今回のシンポジウム

長野県の佐久病院（現在

カバーしきれない地域住

思われます。地域包括ケ

午後からは、シンポジ

ください）

では対応しきれない多く

民も少なからず存在して

構築することが、医療資

 （詳細は下段参照）

れ、垣添先生からは「人
か？」と題したご講演を

れ、各位を代表して青葉

て表彰式が執り行われま （ 受 賞 者 は ４ 面 に 掲 載 ）
また、今回記念の年であ

この特別講演は、今年度

い た だ き ま し た。（ な お、

した。まず病院業務功労

で第６回目となる県民公

込山利志栄さんに

会長から賞状と記念品が

年表彰・

病院

は２種類（

三日月大造様

続いて、ご来賓の滋賀

手渡されました。
県知事

開講座としても開催され

るので永年勤続会長表彰

池永肇
年表彰）が用意され、同

日月知事（代理
一病院で
がある方への表彰には、

池永副知事）、滋

の問題点があるといわれ

そのときに自分が受けた

賀県議会議長西村久子様、

病院３６４名が該当さ （代読

にあるＮＨＯ東近江総合

ています。現在の医療介

造を想定し、それに必要

ければなりません。その

医療センターにおける４

います。地域の住民のニ

将来の理想的な社会構
年間の自己完結型地域医

護の事業には、指定居宅

決定されている医療や介

家族や社会の都合のみで

療制度の一部において、

と思われます。現在の医

療を経験し、さらに都市
２０００年ごろから近未

ア病棟を設置される病院

来型医療という言葉をよ

源の有効活用につながる

外科の領域では、１９

い医療・介護を現在の（Ｘ

９０年頃までは拡大手術

く使うようになりました。

近未来型地域医療の提案

護が、本人を中心とした

体制に変革することで、
検討されていますが、医

実践するような医療介

＋Ｙ）歳の人に投影して

あると思います。

造に変革できる可能性が

独立行政法人 地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）滋賀病院長

療関係者が一個人として

良誠

な医療資源の投入方法を

が追及され、内視鏡外科

在と未来の間にあります

手術が導入されてからは、 近未来という言葉は、現
低侵襲手術をめざした縮

小手術の方向に修正され、 が、永久に到達しない未

適のシーズを提供できる

将来の理想とする社会構
社会を構築するようにこ

このような近未来型地域

来で、方向性があると同

護支援事業・介護保健施

賀病院での勤務を通じて、 型サービス事業・居宅介

護”のタイプを、近未来

医療を実践していきたい

時に躍動感があり、私が
近未来型の地域医療が必

型地域医療と名付けたい

その後、適正手術という

大事にしている言葉の一

このことに真剣に取り組

と思います。地域住民（特

言葉のもとに個々人に応

つで、大学に勤務してい

んでいるとは言い切れな

じた過不足の無い適正な

設・介護保険外事業など、 れまでも行政が努力して

いように思います。自己

手術が最良のものとされ

対応されてきましたが、

10

ＪＣＨＯ滋賀病院では、

要ではないかと考えるよ

その間隙を縫って発生す

るときには、近未来型医

様々な事業がきめ細かく

るようになって参りまし

展開されており、多くの

うになりました。
高齢者が急増するこれ

療としてナビゲーション

と考えています。

外科の構築を研究テーマ

に高齢者）に何かしてあ

た。このように時代とと

投影法あるいは疑似体験

もに目指す医療が変わる

る新たなニーズに対応し

からの

住民がその恩恵に浴して
としていました。

年間は、これま
こ と に 気 づ き、 私 は、

来見

ーズを適確に把握し、最

れ、各位を代表して市立
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三木

恒治

の実例をいくつかお話

滋賀県済生会病院長

ていることにかなり以

ではなく、その後３ヶ
しした。

実例のいくつかをお話

どの達成をする。その

年度 院
 内感染防止対策研修会に参加して

お力をお借りしたくご講

演をお願いいたしました。

抗菌薬の切り札であるカ

職業感染制御研究会のコ

ているほどの先生です。

ルーリボン賞を授与され

講演いただきました。笠

科細菌について詳しくご

刺し・切創、粘膜・皮膚 と な っ て い る Ｃ Ｒ Ｅ カ:
曝露対策につきましても、 ルバペネム耐性腸内細菌

今回の職業曝露予防、針

原先生は、日本感染症学

道でも取り上げられ話題

テーマとして、昨今、報

何？その現状と対策」を

せられた有意義な研修会

施設の対策強化を考えさ

まで詳細な内容であり、

抗菌薬の適正使用に至る

ＲＥのスクリーニング、

フのコホーティング、Ｃ

しての手指衛生・接触予

治療戦略から感染対策と

ラム陰性桿菌について、

ルバペネムが効かないグ

せていただいております。 アメンバーとしてご活躍

会、日本化学療法学会、

次長

であり、ＥＰＩＮｅｔ（エ

日本臨床微生物学会、日

彦根市立病院 感染対策室

ピネット：針刺し損傷な

月８日にコ

感染防止対策研修会」に

された「平成

多湖 ゆかり

感染管理認定看護師

看護科長

今年の研修会も盛況で、

どによる血液体液曝露を

看護部

医師や看護師、薬剤師、

るべき存在なのだ、とい

防策や患者およびスタッ

において開催

臨 床 検 査 技 師 な ど、 約

うことをお伝えした。が

ラボしが

この度、

平成

像を絶する達成もする。
こうした、いわばスー
パーマンの話だけでな
くて、市せいに住む一
般の人たちも生きる意

月から１年の私の生活
この三つの話題から、

欲さえあれば、驚くほ

は破滅的だった。医療
人はどんな状況に置かれ
ても、希望をもって生き

関係者は患者さんのみ
りが求められる。特に

ならず、家族にも目配

「人はがんとどう向き合うか？」

病院大会特別講演
第６回県民公開講座について


今年の滋賀県病院大会

年度院内

遺された遺族のグリー

前に気づきながら、場
フケアを医療の中にと

所が場所だから恥しい
医療はある」ことをお

し て、「 人 間 の 強 さ、

の特別講演は、公益財団

伝えした。

弱さをすべて包摂して

法人日本対がん協会会長、
とか、どんどん悪くな

し上げます。

画してくださいました役

ニア大学医学部客員研究

員の皆様、ご講演いただ

員のご経歴もあり、日米

員などを務められ学術奨

に精通されたご高名な先

量のデータを元に、ワク

後のサポート体制に至る

生で、私が初めて笠原先

第一部は、神戸大学医
感染管理認

学部附属病院

まで、私たちが対策すべ

生の講演を拝聴したのも、

きました先生方に感謝申

感染制御部

李宗子先生に

き点について多くの内容

米国感染管理疫学専門家

励賞なども受賞されてい

感染対策に対して適正に

定看護師

をお話しされ、大変興味

協会：ＡＰＩＣというア

ます。また、ペンシルバ

対応する為、研修会等を

より「針刺し・粘膜曝露

深く拝聴することが出来

メリカの学会のサマリー

チン接種の重要性・安全
開催し、指導助言、普及

予防」をテーマにご講演

ました。

感染症センター

第二部は、奈良県立医

セッションでした。今回、

器材の必要性から針刺し

たが、あっという間に過

啓発を行い、感染の予防・

生は２００３年には、す

と。」を目的として、毎年、 をいただきました。李先

拡大の防止に努めるこ

でに感染管理認定看護師

科大学

そのご縁で滋賀県の感染

看護部

ぎてしまい、余人にはか

同時期に滋賀県病院協

の資格を取得され活躍さ

感染管理室長

分でし

えがたい先生のヒューマ

会・感染制御ネットワー

れていましたから、私た

准教授

制御の知識向上のために

が全神経を集中して妻

され、各細胞内にある

取り組みについても紹介

したコグニサイズという

医療研究センターが開発

ことが重要で、国立長寿

性化を図る機会を増やす

には運動と食事と脳の活

つの症状を予防するため

フスタイルを少しでも長

いくことや、自分のライ

て生涯現役で仕事をして

今回の研修は看護職とし

大切であると思いました。

命を延ばすことがとても

構築するためにも健康寿

になり、用語について正 （

・

歳）女性が

・

・３歳）であるのに

位

対して、健康寿命は男性

しく理解して最新の知識 （
を得ることにしました。

位（

を延ばす鍵であり、厚生

い状態で人生の最後の生

決めた方も多いのではな

鍵を実践することを心に

業です。さっそく３つの

・７％から平成

年

地域包括ケアシステムを

増えることを考えると、

とても参考になりました。

く維持していくために、

が

労働省が推進している事

の野菜、禁煙が健康寿命

分、プラス一皿

がありました。適度な運

年度看護部長部会研修会に参加して

公立甲賀病院 看護部長

芳尾 邦子

病院から看護部

が最下位（

県内の

いう事実を知りました。

歳）と

長をはじめ、副看護部長

名の参加がありました。 つまり男性は９年間、女

・
や看護師長などの管理者

動毎日

歳）女性
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以上長丁場の

ニティーあふれる、心に

ク主催により開催されて

副センター長

、 メート

となりました。最後にな

っていくので悪い病気

ルの世界に漂う儚い

しみいるご講演に会場の

います。全国選りすぐり

ちの大先輩でもあります

生 に よ り「 Ｃ Ｒ Ｅ っ て

ｍは素

皆様方の盛大な拍手のも

のご高名な先生方による

が、その業績は素晴らし

ｍは宇宙、

粒子。この途方もない

いただきました。垣添先

きているように見える。 と、ご講演を終わらせて

スケールが自然界の広

生にあらためて厚くお礼

く海外の学会発表でもブ

で亡くなった人もいる。

核の中には伸ばすと

１・８ メ ー ト ル の Ｄ Ｎ

Ａが含まれている。す

笠原敬先

ご講演は、大変魅力的で
兆個の細胞で構成

化学療法と手術により

を自宅で看取った。
年来の配偶者を失う

このようにがんに向き

平成

合う際に、強い人もい

悲しみ、苦しみは尋常

ると一人の人間の身体
兆個、つまり地

の 中 に は １・８ メ ー ト
ル×

球と月の間を３００往
復する距離に相当する
ＤＮＡが詰っており、
しかもＤＮＡ上の遺伝

年間も健康ではな

活を送らなければならな

受けました。これらの３

性は

にコラボしが

いということです。この

命は男性が全国第２位

・１％まで上昇す

の高齢化についても話題

には

年
滋賀県病院協会看護部長

ると考えられ、世界にお

日本の高齢化は平成
僅かずつ違う。こうし

るにあたっては、病院の

研修会が開催されました。 た。このテーマを決定す

いでしょうか？

の
た事実から、人間の命

今年度は滋賀県成人病セ

衝撃的な事実を受けて、

健康寿命との関わりにつ
の大切さ、人間の個性

ンターリハビリテーショ

ける高齢化の先進国であ

いて」の講義がありまし
の重要性というものが

患者さんの高齢化に伴う

ロコモ・フレイル・サル
また、人間の集団であ

ル・サルコぺニア～最近

12
る国家が決意すると想

２０２５年に高齢者が

浮かび上ってくる。

コぺニアの詳しい講義を

日（金） 聞かれる３つのことば…

12
るといえるようです。滋

年１月

42

62
賀県においては、平均寿

平成

55
身体的機能の低下もさる

子の構成は一人ひとり

86 79

18
ことながら、看護者自身

52 27

40

究所に通って研究を続ける。1975年国立がんセンター病院泌尿
器科に勤務し、1987年同病院手術部長、第一病棟部長、副院長
を経て、1992年１月に病院長、同年７月に中央病院長、2002年
４月総長に就任し、2007年４月国立がんセンターを退職し、同
名誉総長、財団法人日本対がん協会会長に就任。専門は泌尿器
科学だが、発がん全般、特に膀胱発がん、前立腺発がんについ
ては今も強い関心をもっている。立場上、がんの診断、治療、
予防に幅広く関わり、全がんに目配りしてきた。がん予防、が
ん検診、緩和医療に対する関心も強い。国立がんセンター田宮
賞、高松宮妃癌研究基金学術賞、日本医師会医学賞、瑞宝重光
章などを受賞。

27

私も毎年楽しみに参加さ

３．ヒトは

りましたが、研究会を企

ではないか？という恐
私の妻は僅か４ミリで

２．妻の場合、私の場合
存在。

本環境感染学会など、日

怖心、そんなことから
発見した小細胞肺がん

本の多くの学会でも評議

国立がんセンター名誉総

受診が数ヶ月遅れた。
を治せなかった。その

予防するためのサーベイ

長の垣添忠生先生に、「人

自分の身体の異常に対
１年半の斗病ぶりと、

がりで、その中に一人

ランスシステム）から大

はがんとどう向き合う

処する際、人によって
妻を在宅で看取った後

ひとりの人間は儚く生

１１１名の参加があった

か？」と題して、三つの

こんな大きな違いが生
の私の喪失と再生の記

と聞いております。

話題をとりあげていただ

じる。
録をお話した。

しかし、一人の人間の

参加させていただきまし

きました。垣添先生から

あるいは、進行大腸が
再々発した時、妻は自

生物学的実在はまた巨

申しあげます。

た。 こ の 研 修 会 は、「 滋

直接抄録をいただきまし

ん術後に、肺、肝転移
分の命は３ヶ月とわか

大である。人間の身体

んと向き合うのは、その

たので、以下に掲載させ

を６回手術して生還し
っ て い た の で、「 家 で

は

一部と考えることができ

ていただきます。

た人がいるかと思うと、
死にたい」と強く希望

り入れる必要性を痛感

わずかな聴力異常に気
十分な知識をもちなが

し、私は４日間だった

する。

づいて聴神経腫瘍を治

才で食道がん

らお酒とタバコを繰り

27
12

賀県内における医療関連

し、直ぐに社会復帰し
返して

10-35

10-35

数ヶ月の治療を経て生

基礎研究に携わり、大学の勤務終了後、夜国立がんセンター研

還した人もいる。この

東京大学医学部泌尿器科文部教官助手。この頃から膀胱がんの

れば弱い人もいる。そ
1967年東京大学医学部医学科卒業。同年東京大学附属病院で研
修し、都立豊島病院、医療法人藤間病院外科に勤務後、1972年

人は精巣が大きくなっ

【プロフィール】

21

よう。

た人がいるかと思うと、

1027

による「ロコモ・フレイ

において

10

70

73

43

36

21

忠生 氏

垣添



60

会長
公益財団法人 日本対がん協会
国立がんセンター 名誉総長

90

27

22

60

その人間が決意すると、 ン科科長の川上寿一先生

62

26

出生地：大阪
生年月日：昭和16年４月10日

28

59

１．人の多様性

超進行した精巣腫瘍で、

1027

講師ご紹介
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年１月 日に琵

寛司

やる心を醸成する―まず

十分な配慮が必要になり

の取り組みに対する支援

ステムに基づく医療機関

環境改善マネジメントシ
なる臨床研修医のマッチ

を目的に、その第一歩と

県内における医師確保

カ」において、新医師臨

台にクルーズ船「ビアン

１日目は、琵琶湖を舞

果が大いに期待されます。

今年からのマッチング結



〝湖上と現場で考える
はここからのスタートだ
「滋賀県地域医療フォーラム２０１６」＂
を開催
と再認識しました。
当院は昨年度、厚生労

なく、相手の人格に向け
ます。

働省の「医療分野の勤務
られていなかったかとい
これらのことから、私

日

ング率向上に向けたフォ

東診療所長の松井善典先

床研修制度経験者で浅井

ったことも判定の重要な
の充実を図るための調

～

たちは「ハラスメント」

じた場合には、迅速な対

と同時に、万一紛議が生

の違いを正しく認識する

医療労務管理アドバイザ

務環境改善支援センター、

業に参加し滋賀県医療勤

魅力を発信し、病院施設

各臨床研修病院や滋賀の

現役医学生を対象に、

２日目は、臨床研修病院

同の「湖上説明会」を、

の二日間で開催しました。 生によるファシリテート

ーラムを、３月

ポイントになるというこ
と「適正な業務上の指導」 査・研究」と、モデル事

ハラ、マタハラの三大ハ
応とあわせ、相手に対し

また、パワハラ、セク

とでした。

ラスメントのほかにも、

病院合

ハラスメントと名のつく

徹先生よ

今回は、特定社会保険
うでないかの判断による

て認められるものか、そ

務上の指導の範囲内とし
形態はどうあれ、また、

う話を聞いて驚きました。 ないことを説明できなけ

ものが三十以上あるとい
ればなりません。そのた

てハラスメントに該当し

きました。今回の研修会

環境の改善に取り組んで

の訪問支援を受け、勤務

よう、名称を“湖上と現

望登録に繋げてもらえる

確認し、関心をもって希

る使命と役割などを直に

や周辺環境、地域におけ

国

今までにない盛況で、全

スツアー」を行いました。

ジェストで見学する「バ

を３ルートに分けてダイ

と臨床研修病院

パワハラに該当するか

労務士の鈴木

に参加し、より一層働き

大 学 か ら、「 湖 上 説

防止をはじめとする人権

本人の意図にかかわらず、 めには、ハラスメントの
人に対する発言・行動が

ことに加え、その時の言

場で考える「滋賀県地域

明会」には

名の参

名とフロア
のある職場づくりを進め

相手を不快にさせたり、
研修の充実・強化、コミ

間の長さ、言動の回数、

は満席になり、また「バ

現代社会におけるパワハ

スツアー」にも

風通しの良い職場づくり

では、まず、滋賀医大臨

ム重視での改善が検討さ

いても、同様のアウトカ

こと、初期臨床研修にお

取り組みが始まっている

実など世界標準に向けた

診療参加型臨床実習の充

教育プログラムの構築、

ました。

余地があることが分かり

修医獲得に向けた改善の

き、さらに多くの初期研

ことなどをお話しいただ

良や和歌山よりは少ない

の同規模の県である、奈

こと、それでも近畿地区

「県立医大がある和歌山

用を行う」（特に大学）、

修プログラムの柔軟な運

修医の声に耳を傾け、研

には特別なペイを」、「研

機会を増やす」、「指導医

医のレベルアップを図る

催のものなどを含め指導

北・湖西など）、「今回開

どでの強みを訴える」（湖

な地域連携、総合診療な

生かし高齢化社会で重要

「高齢化先進地の特色を

後を通して参加型の実

由でした）では卒前・卒

した。私の周辺（席は自

発な情報交換が行われま

れましたが、そこでも活

ました。

主幹にもお聞きいただき

療人材確保係の太田智暁

きました県健康医療課医

の議論は、ご臨席いただ

が出されました。これら

わるものまで多くの意見

楠井

隆

長浜赤十字病院 副院長

滋賀県病院協会指導医 講 習
 第 回 ブラッシュアップセミナーに参加して

現在の初期臨床研修制
年以上が

授から、我が国における、 れていること、後期臨床

度も開始から

料の共有化などが話題と

経過し、ようやく定着し

なっていました。有意義

習・研修が増えてくるの

師確保問題への県のコミ

なだけでなく、楽しいプ

に応じた医療安全確保の
解説していただきました。 授にタスクフォースをお

ットメントをお願いす

ログラムでした。どうも

や奈良での取り組みに習

願 い し て、「 滋 賀 県 の 若

る 」「 滋 賀 県 北 部 寄 り に

ありがとうございます。

後半のワークショップ

手医師育成の問題点を探

進学校を誘致して医師の

研修では新専門医制度開

次に、滋賀医大医師臨床

る 」「 そ の 具 体 策 を 検 討

子の教育の機会を確保す

卒前、卒後の医師教育の
解説いただきました。卒

教育センター長の西田保

する」の２題で活発な討

てきた感があります。病

前教育では世界医学教育

裕教授から臨床研修に関

議が行われました。やは

手立て、動画など教育材

単なる指導者の養成のみ

連盟（ＷＦＭＥ）などが

する滋賀県の動向につき

い、より大きな予算措置

ならず、そのレベル維持

提唱する、世界水準に従

解説いただきました。近

を伴う形での研修医・医

にも目が向けられるよう

った教育体制の必要性が

では、これらお二人の教

になってきました。さる

認識されるようになり、

るブラッシュアップセミ

これからも定期的に開催
されることをお願いいた

る」、「滋賀医大の入試で

します。

り、研修医のさらなる確

滋賀県への愛着を評価す

年滋賀全体としてマッチ

る」など身近なものから
街づくりや県行政にかか

保、医師不足解消が重要
らえ方の参加者が多く、

なポイントとなるとのと

単位積み上げ型から卒業

修医が１００名を超える

傾向で、新年度には新研

だきました

時のアウトカムに基づく

な時間を過ごさせていた （ＪＡＣＭＥ）
が設立され、 ングのマッチ者数が増加

日本医学教育評価機構

２月

日には第２回とな

始前夜にあることなどを

最後に懇親の場が持た

床教育講座の伊藤俊之教

参加した医学生は、現

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ４年生、５年生が中心で、

た。

医療フォーラム２０１

相手に不利益や脅威を与

が何より必要になります。

６」“ と し て、 昨 年 に 続

場所等も関係してくるこ
えた場合はすべてハラス

ていく決意を新たにしま

とや、客観的事実に基づ

メントにあたりますので、 相手を尊重し、人を思い

相手の尊厳を傷つけたり、 ュニケーションのとれた

ラの現状と防止策、認識
いて話したか、注意の対

した。

すべきこと等について詳
象が業務遂行上の問題で

加がありました。

細にお話があり、改めて

18
く第３弾として行いまし

パワハラ防止に真剣な対

62

89

の防止と対策」と題して、 葉遣い、声の大きさ、時

り「パワーハラスメント

識しました。
否かは、それが適正な業

ー（ 社 会 保 険 労 務 士 ）、

応が必要であることを認

森永

医療法人幸生会
琵琶湖中央病院 事務長

平成 年度院長・事務長合同研修会
「パワーハラスメントの防止と対策」に参加して

平成
年度院長・事務長

琶湖ホテルで開催された
平成
合同研修会に参加しまし

14

やすく、そして働き甲斐

た。

13

院協会での指導医講習も、 歴史と今後の展望につき

10

ナーがあり、私も有意義

27

最初のミニレクチャー

「ビアンカ」船上にて

28

27

13

27

13
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受賞おめでとうございます

年３月８日）

宮下

元純

辰治

浩明
氏

氏

氏

 平成 年度公衆衛生事業功労者表彰
○厚生労働大臣表彰
（平成

岡本

大津赤十字病院 副院長


年３月８日）

○日本公 衆 衛 生 協 会 長 表 彰
（平成

大野

大津赤十字病院 副院長




日）

近江八幡市立
総合医療センター院長

年２月

○知事表 彰
（平成

芥田

博樹

敬三

氏

氏

大津赤十字病院
高度放射線治療センター長



橋倉

済生会滋賀県病院
呼吸器内科部長



日）

一
氏

○公益財団法人滋賀県健康づくり
財団理事長表彰
年２月

稲本

滋美
氏

日）

氏

氏

氏

平成 年度病院業務功労者知事表彰  滋 賀 県 病 院 協 会 優 秀 職 員 会 長 表 彰
（５名）
（ 名）
年２月

光信

俊之

一朗

義嗣

氏

○病院協会永年勤続会長表彰
（勤続 年以上）

３６４名

２８２人

日付）

大佛 正隆

青葉病院

伊藤 正寛

氏

氏

施設長

本年は病院協会創立 周年記念のため、特
に同一病院にて職種の如何を問わず勤続
年以上の方の表彰を行った。

病院

○病院協会永年勤続会長表彰
（勤続 年以上）

病院

新任病院長の紹介

年１月１日付）

年３月

○びわこ学園医療福祉センター野洲

（平成



（平成

○医療法人社団幸信会



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

１．日時：平成 年５月 日（水）
時 分～ 時 分
１．会場：大津プリンスホテル

チバイオグラム・材料別

れています。また２０１ “ 耐 性 菌 検 出 状 況・ ア ン

動しいろいろな対策をさ

検出菌”などを各施設比

（平成

荒堀

琵琶湖中央病院 副院長



金盛

守山市民病院 副院長



駒田

地域医療機推進機構
滋賀病院
耳鼻咽喉科診療部長



藤田

大津赤十字志賀病院
副院長・整形外科部長
リハビリテーション科部長



大津市民病院 診療局参事（兼）
診療局外科・消化器外科・

また院内感染対策チーム

２年から始まった地域連

較資料として使用してい

氏

を中心に施設内で制御・

携もより一層協力し、で

ます。

健

対策を行う場合も、人に

きる限りでの情報を共有

滋賀県感染制御ネット

幡 市 民 病 院 長（ 現

柳橋

乳腺外科診療部長

くが死亡すると報告され

定着しやすいため減らす

し対策をしていく必要が

ワーク、大津地区地域連

セ ン タ ー） と し て 活 躍 さ れ、 同 時 に 病 院 協



年度（第 回）
病院協会ソフトボール大会

ています。幸い日本国内

ことは難しく、敗血症で

あると考えられます。地

携および大津赤十字病院

会の理事として永年にわたり協会の事業推

（平成

中村

大津赤十字病院 副院長



中島

氏

地域医療機能推進機構
滋賀病院 総合診療科部長



望

氏

氏

弘一

済生会滋賀県病院
健康管理センター長



冨樫

長浜市立湖北病院
診療局長


守山市民病院
看護部副部長

木村真奈美

平成



ではまだ多くはありませ

の死亡率もかなり高いた

域連携は大津地区でも７

ＩＣＴに関わらせていた



（病院協会からの推薦者）

１．日時：平成 年９月 日（木・祝）
雨天の場合 ９月 日（日）
１．会場：高島市今津総合運動公園

んが、すでにアジアでも

め大変重要となります。

施設（加算１の３施設・

だいている一人として、

課題も沢山ありますが、

隣の韓国や台湾などは数

しかし一施設だけでは制

加算２の４施設）が連携

感染制御ネットワークだより 

十％との報告もあり、い

御し続けることは不可能

し実施しており〈平成

大津赤十字病院

検査部

（元 近江八幡市民病院長）

年３月まで近江八

蔓延させないよう委員の

ＣＲＥをはじめ耐性菌を

平成

進にご尽力を賜りました中根

佳宏先生が

近江八幡市立総合医療

平成６年４月から平成

年 度 か ら は ８ 施 設 〉、 会

ではないので大変厄介な

ネットワークが幅広く活

病院協会のもと感染制御

滋賀県ではすでに、県・

査技師としてはまだまだ

菌 薬 Ａ Ｕ Ｄ ”、 微 生 物 検

いと考えています。

対策に取り組んでいきた

年３月

年２月

歳）されま

日 叙位 従五位

日 に ご 逝 去（

し た。 こ こ に 哀 悼 の 意 を 表 し、 謹 ん で ご 冥

議などでは看護師資料と

福をお祈り申し上げます。

に県や地域での協力や対

方々や県・地域の医療関

策はとても重要になって

して“手指消毒剤使用状

係者の方々と協力し感染

性遺伝子）が多く、しか
肺炎、血流感染症、尿路

況 ”、 薬 剤 師 資 料 は“ 抗
のは間違いありません。

とならない菌もあり一様

きます。
膿瘍等多様であり、特に
）
敗 血 症（ bacteremia
の際には、最大で半数近

平成

感染症、手術部位感染症、 もカルバペネム系に耐性

が多く、感染症としては、 ては、菌種および型（耐

このＣＲＥは腸内細菌

として追加されました。

感染制御認定臨床微生物検査技師

producing Enterobac- ＩＭ型などは欧州を中心
） と 呼 ば れ る に広がっています。しか
teriaceae

ご逝去を悼む

つ国内に広がってもおか

であり、全国規模での対

耐性菌の世界的蔓延と地域の重要性

しくない状況と考えられ

策はもちろんですが、特

故 中根 佳宏 先生

これらを検出（検査）
２０１４年にＷＨＯは耐
性菌に対する世界的な取
ています。国内において

り組みの必要性を提起し
年にはＣＤＣが警告を発

も、２０１４年９月に感

Ｃ Ｒ Ｅ（ carbapenem- も多岐にわたっており、
resistant Enterobac- ＫＰＣ型肺炎桿菌は米国
） と 言 わ れ る を中心に蔓延し２０１３
teriaceae
しており、ＮＤＭ型（Ｎ

染症法の５類に全数把握

ます。
する微生物検査技師とし

25
が大半であり人の腸管に

兼以

30

もこれらはすでに国や地

15

域を超えて拡散しており、 保菌として定着すること

木田

25

00

21

27

28

こともあります。ＣＲＥ

28

21

には様々な型があり菌種

28

、ＯＸＡ型、Ｖ
-）
carbapenemase ＤＭ １

16


耐性菌の出現と蔓延が
いま世界的な問題として

65

17

22

79

注目されています。特に

28

28

問題となっているのが、

30 28
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22

カルバペネム系に耐性の
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腸内細菌科細菌であり、
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