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この程 80 列と 320 列、２台の X 線 CT 診断装置が稼働することになりました。
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急医療の CT 検査として全脳や全心臓を、最

放射線部 技師長
安達 幸秀

短１回転（0.275 秒）患者寝台移動無しで撮
影が終了します。動きやすく鎮静剤が必要だ
った小児検査や緊急外傷検査の診断に威力
を発揮し、また心臓の上端・下端の時間差が
無いため、画像に段差が生じません。撮影時
間が短いことで、被ばく線量や造影剤量を低
減させることができます。
従来の 64 列ヘリカル CT では広い臓器を撮
影する際には数秒～数十秒かけて患者寝台
をスライドしながら撮影しますが、移動しな
がらの撮影では血流情報・動きなど「臓器全
体の機能情報」を正確に捉えることができ
ず、AVM（脳動脈奇形）のような疾患の術前
検査等には血管撮影・ＭＲＩ撮影などを追加
的に行う必要が有りました。
ADCT 装置は撮影幅 160mm に収まる全脳や
心臓、腹部の重要臓器においては 4 次元的な
血流走行を観察できるだけでなく動態まで
も観察できる能力を持ち、血管撮影装置に近
い最先端の CT 装置です。多くの診療情報を
提供し、患者様の検査による負担も軽減され
ます。
当院ではかかりつけ医登録制を推進し、紹介率、逆紹介率を伸ばし、地域医療を支える病院と
して、安心して患者さまを紹介していただける病院、責任を持って患者さまをお預かりできる病
院を目指して職員一同 サポートさせて頂きます。
今後も当院をご利用頂きますよう よろしくお願い申し上げます。
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こんな看護をしています

―認定看護師の紹介―
2012 年に、救急看護認定看護師を所得し、ER や ICU で勤務をして
約 6 年が経過しました。救急看護認定看護師の活動としては主に、臨
床研修センター主催の院内 ALS・BLS 研修のコーディネートや、年 2
回当院で実施している ICLS（Immediate Cardiac Life Support
；体験型心肺蘇生研修）のコーディネートなどをさせてもらっていま
す。近々では６月 30 日を予定しております。院外の方も受講できま
救急看護認定看護師
すのでよろしくご参加いただけたらと思っております。（直接連絡い
吉田 修
ただけたらご案内させていただきます。参加費要）
その他にも災害対策マニュアル作成や、アクションカード、院内災害訓練のコーデ
ィネートなどをさせていただいております。この 4 月には災害看護の講師として初め
ての海外モンゴルに行くことが決まっています。院内だけにとどまらずグローバルに
院外でも活躍できる救急認定看護師を目指していきたいと考えております。偉そうな
ことをいいましたが、とりあえず、今できることを一所懸命にしていきたいと思って
おります。今年度もよろしくお願いします。

市立大津市民病院救急外来（ER おおつ）を受診される患者
様は年々増加の傾向にあります。なかでも、ご高齢で合併症
を伴い、様々な症状を呈している患者様の受診が多くなって
おります。
救急を受診される患者様の症状は苦痛を伴い、場合によっ
救急看護認定看護師は患者様の病態を考え、重症感を評価
し迅速で適切な救命技術を行えるように訓練された看護師
ては生命の危機状態に陥る可能性があります。救急で働く看
です。
護師がその危険なサインを捕らえ迅速に対応できるように、
救急看護の質の向上を目指しております。また、待合室で待
機していただいている患者様や患者様のご家族に対して、で
きる限りの苦痛緩和と精神的・社会的サポートが行えるよう
救急看護認定看護師
横田 耕治

に心がけています。
近年は滋賀医科大学附属病院、大津赤十字病院とともにワー
クステーション方式ドクターカーの運用も行っております。ド
クターカーに同乗する看護師が現場で迅速に救急対応できるよ
うに指導・教育にも取り組んでおります。

ボランティアさんに生けていただいた
桜が満開に咲き、患者様に春の訪れを感
じていただいています。
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平成 30 年 3 月 15 日（木）14：30～16：30、当院 9 階大会議室にて、
大津市医師会/市立大津市民病院共催の学術講演会/病院見学会を開催
・80 列 X 線 CT し、大津市医師会から
装置 キャノンスキャナ
Aquilion Prime SP
12 名の先生方、当院からは
9 名の参加がありまし
TSX-303B
た。
・320 列 X 線 CT 装置
キャノンスキャナ Aquilion ONE TSX-305A
学術講演会では、当院小児科医長の木原明生医師による「小児アレル
ギー診療の今昔(いまむかし)」と題した講演が約１時間に渡り行われま
した。当日ご参加いただいた大津市医師会の先生方は、小児診療に携わ
っておられる方が多かった影響もあり、その後のディスカッションでも
小児アレルギー診療に関する有意義な意見交換が行われました。
その後の病院見学会では、今年度新装オープン
した「小児科未熟児室」を見学していただきまし
た。新生児室のご案内は当院小児科診療部長の中
嶋医師が担当し、ご参加いただいた先生方は興味
深そうに耳を傾けておられました。
日常診療の大変お忙しい中、ご参加いただいた
先生方には心より感謝申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

医師の異動
本年４月より下記の医師が着任しました。ご支援よろしくお願いいたします。
内科

吉田 尚平
富永 洋之

消化器内科

皆川 優季

循環器内科

車古 大樹

精神心療内科

内藤 英人

外科 消化器内科
乳腺外科

青山 太郎

心臓血管外科

池本 公紀

脳神経外科
産婦人科

山田 大輔

小児科

西川 幸佑

吉田 正太

皮膚科

山本祐理子

菅田 佳奈

放射線科

有本 麻耶

春日 摩耶
徳地 弘

泌尿器科

千葉 玲哉
救急診療科

牧野 雄樹

川合 喬之
松本 悠吾

大塚 光

本年３月末をもちまして下記の医師が退職となりました。在職中は大変お世話になりました。
今後も当院をご利用頂きますよう よろしくお願い申し上げます。
院長補佐
(小児循環器内科)

総合内科
内科
消化器内科
循環器内科

早野 尚志
今村 政之
磯野 元秀
祖父江秀晃
松本 尚之

精神心療内科
外科
脳神経外科

前林 佳朗

泌尿器科

平田 渉

濵田 彬弘
八田原広大

桃野 鉄平

皮膚科

井岡奈津江

横山 洋平

放射線科

尾谷 智史

山中 利之

木村 英憲

産婦人科

信田 侑里

金児奈瑠香

小児科

宮垣 知史

23

宮﨑 勇輔
救急診療科

小田 裕太
横峯 辰生

ロビーコンサート
３月１４日（水）市立大津市民病院正面玄関ロビ
ーにおいて当院、小児科診療部長 中嶋敏宏医
師によるピアノコンサートを開催しました。
スライドショーを駆使して、演奏を聴きながら、タ
イトルの意味やキャラクターの特徴、絵が描かれ
た背景、友人である画家のガルトマンへのムソル
グスキーの思いなどがわかりやすく解説されてい
ました。
力強く重厚な低音から、一転
して軽やかな高音のメロディー
へ、そして有名な「キエフの大
門」の荘厳なメロディーで締めく
くられた迫力ある演奏に、会場
の誰もが大きな拍手をおくって
いました。
３０分ほどの演奏で
したが、いい意味での緊
張感があり、会場に集ま
った方々も息を詰めて
演奏に聴き入っていて、
奏者と会場の一体感を
感じることができたコ
ンサートでした。

３月２３日（金）、市立大津市民病院正面
玄関ロビーにおいて『ニューファンタジアアンサン
ブル』“春をむかえてコンサート PartⅡ”を開催し
ました。
中国の伝統楽器、二胡のやわらかく美しい
音色とクラシックギターとが調和し、まさに春を
迎えるのにふさわしい華やかな演奏会とな
りました。
多くの方が一度は耳にしたことがある童
謡やクラシック、ポップの演奏と会場の皆様
との合唱もまじえた和やかで楽しいひととき
を過ごしました。

作：まきろん

地域医療連携室より…

『限界はまだまだ上』
春、新年度がスタートしました。4 月から新し
い環境で働くことになった方も多いことでしょ
う。受け入れる側も飛び込む側も、くじけそうに
なっても大丈夫。そう、限界はまだまだ上(のハ
ズ)なのです！
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作

：たってぃー
：まきろん

