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関係医療機関の皆様には永らくご迷惑をおかけしておりました当院の ICU 増床工事ですが、
このたび無事に工事も終わり 11 月 1 日からベット数を 6 床から 8 床に増床し、稼動する運びと
なりました。
当院は救急車を断らないことを宣言していますが、今回の増床工事により ICU 入室適応の重
症な救急搬送患者をさらに積極的に受け入れ、地域の救急医療に貢献できるのではないかと考
えております。
ICU は、生命の危機に瀕している重症患者を救うため、24 時間濃密な診療体制・看護体制を
とり、各種先進生命維持装置・モニタリング機器を備えています。全国的に必ずしも ICU 専従
医がいない施設が多い中、当院は以前より ICU 専従医の配置や様々な ICU 機能充実に取り組ん
できました。
ICU において重症患者の救命は相当高いレベルで達成されるようになりましたが、近年、「命
は助かったが運動機能、認知機能や精神機能が著しく低下する」ICU-AW (ICU acquired weakness:
ICU 獲得脆弱)が大きな問題となっています。患者によっては永続的に障害を残すとされ、ICU
関連医学会では近年、最大のテーマとして扱われています。
今回の増床工事では新たに立位のとれるベッドを関西初導入しましたが、これにより安全性
を高めた上で、より積極的に早期離床・早期リハビリに取り組むことをめざしています。

トータルリフト
ベットの説明中

様子が分かる
大きなモニター

4 室に増えた個室

広いオープンスペース

関西初導入となる立位のとれるベッド（トータルリフトベッド）につきましては、同封の文書
にて詳しい説明をさせていただいておりますので、是非ご一読下さい。

地域医療連携室からのお願い
関係医療機関の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、診察・検査予約の FAX が各医療機関から
同時間帯に届く関係で、地域医療連携室の FAX が大変繋がりにくい状況が続いております。
皆様にはお手数をおかけして大変申し訳ありませんが、届かなかった場合は時間をおいて
再度の FAX をしていただきますようお願い致します。
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放射線部より
超高齢化社会における健康上の大きな問題が骨粗鬆症です。
患者さんは認知症に関しては、
「自分もなるのでは」と心配していらっしゃいますが、骨粗鬆症
には、関心すら示さない方が大勢いらっしゃいます。
寝たきり・要介護になった原因の大きな割合を占めるのが、転倒による骨折や高齢による衰弱
で、どちらも骨粗鬆症に起因している場合を多く認めます。
骨粗鬆症は骨強度の低下によって、骨折のリスクが高くなる骨の障害で、主な症状として「椎
体圧迫骨折・大腿骨頸部骨折・手関節骨折」があげられ、診断には骨密度検査が必要です。
国内では骨粗鬆症治療が普及しているとは言えず、年々患者数は増加傾向にあります。わが国
における大腿骨頚部骨折の発生数は年間 12 万件で、その約 10％の患者さんが 1 年以内に死亡さ
れています。しかし危険とされている大腿骨骨折ですが、実際に圧倒的に多いのは脊椎骨折です。
新骨塩定量測定装置 Horizon

骨密度検査により自分の将来の骨折リスクを知ることで生活改善に繋がり、骨粗鬆症治療薬等
により骨密度を上昇させ将来の骨折防止効果を強めます。
薬剤では 3 年間の服用で新規椎体骨折発生頻度が 50％近く減少することが報告されています。
また骨粗鬆症の治療は骨折の防止だけではなく ADL 低下の抑制、死亡率の低下の効果もあります。
市立大津市民病院では昨年 10 月、最新骨密度測定装置を導入しました。新装置は、高精度・低
被ばく（X 線胸部撮影の 1/5）・高速測定に加え、骨折リスク判定に重要な骨質評価が可能です。
骨密度検査費用は検査代のみの、保険１割負担の方で約 450 円です。この料金は検査代のみの
ため、別途診察料や初診料・再診料等がかかります。
今後も当院をご利用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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日時：10 月 13 日（土）14 時～ 場所：大津市生涯学習センター
第一部では、当院 消化器内科 髙見医師が「肝臓がんのリスク
と最新の抗ウイルス治療」について講演を、第二部では、大津市医
師会・大津市保健所・滋賀県薬剤師会・滋賀肝臓友の会の方と「肝
炎患者の発見・受診勧奨に今必要なこと」と題しシンポジウムが行
われました。
質疑応答の時間ではたくさんの質問が寄せられ、メモを熱心に取
られながら聞いておられました。また終了後のアンケートでは「検
査の重要性がよく分かった」「啓発方法について考えたい」などの
感想をいただきました。
現在、滋賀県・大津市では「肝炎ウイルスの健診を受けていただ
ける」政策を立て、一人でも多くの方に肝炎ウイルスに関心をもっ
ていただくことや啓発活動を行っていくことを、関係機関一丸とな
って取り組んでいます。そういった面においても、今回の講座は大
変有意義なものになったように思います。

テーマ：『外来通院手術部-痔の注入療法、鼠径ヘルニアなど』
◆日時：10 月 18 日（木）14 時～15 時
◆場所：市立大津市民病院 ９階大会議室 ◆講師：外来通院手術部診療部長 橘 強
平成 30 年度第 4 回市立大津市民病院大学 健康講座を開催いたしました。
講師からは、主に痔の症例、治療方法についての講義がありました。当院で主として行われている
「ジオン（ALTA）注」の説明もさせていただきました。たくさんの写真やイラストを使用した大変
分かりやすい資料を元に講義が行われ、参加者の皆さんからは「来て良かった」というような感想
をたくさんいただきました。

① 名前
北岡 秀太
② 出身大学・卒業年度
山梨大学 平成 28 年度
③ 趣味
散歩
④ 医師を目指した理由
誰かのために生きてみたいと思いました。
⑤ どんな医師になりたいですか？
患者様の立場になって物事を考えることができる思いやりのある医師になりたいです
⑥ 研修医２年目の目標
将来進む科を決める。
⑦ 地域の先生方へのメッセージ
これまで研修してきたことをいかして少しでも役に立てればと思います
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作・画：まきろん

10 月 1 日（月）
・2 日（火）、市立大津市民病院本館正面玄関
ロビーで、池坊 森田鈴子社中のみなさんによる、ミニ花展
“花『遊・結う・YOU』”を開催しました。
森田先生の生け花展は、昨年初めて当院で開催していただき
ましたが、院内外の方々に大変好評だったことを受け、昨年
に続き 2 回目の開催となりました。
写真を撮影していると、花の前で立ち止まった見知らぬ方同
士が「きれいですね」と談笑されていて、「花が結ぶあなた
（YOU）と誰かの縁」だなと、花を生けられたみなさんの思い
がしみじみと感じられ ました。

研修会等のお知らせ
◎市立大津市民病院大学 健康講座
開催日時： 11 月 12 日（月）14：00～ 約 1 時間
場
所： 本館 9 階 会議室
テ ー マ： がん治療中のお口のトラブルとケア
講
師： 歯科衛生士 西山 祐子

お問い合わせは地域医療連携室まで
TEL：077-526-8192
（平日 13：00～17：00）

◎市立大津市民病院大学 公開講座
開催日時： 11 月 3 日（土・祝）9：30～12：30
場
所： 2 階外来ホール（A・B ブロックフロア）
テ ー マ： 糖尿病 110 番～糖尿病と認知症～
講
師： 脳神経内科診療部長 廣田 伸之 医師
管理栄養士 中井 和美、看護師 金山 美保
理学療法士 槻本 康人、田中 大

◎NST 勉強会
開催日時：
場
所：
テ ー マ：
講
師：

11 月 26 日（月）17：30～ 約 1 時間
本館 9 階 会議室
外科疾患と栄養管理
外科 藤田 覇留久 医師

4

お問い合わせは栄養部 西田まで
TEL：077-522-4607（代表）

