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患者様、市民の皆様へ
　4月18日に市立大津市民病院院長を拝命いたしました
日野明彦です。
　昨秋の前経営陣と外科系常勤医師との人事トラブル
は、大学医局を巻き込み、当事者以外の診療科を含めて常
勤医師約20名が退職を申し出るという全国ニュースのス
キャンダルとなりました。患者様、市民の皆様に大変ご心
配をおかけしたことを深くお詫びいたします。

　そのようなトラブルがありましたが、当院は医師の補充
を進め、診療体制を整備して、診療レベルは完全に回復し
ています。外科では国内トップクラスの手術実績を持つ
チームが精力的に仕事をしており、脳神経外科は私自身が
担当しています。婦人科、呼吸器外科には、実績と技能を
兼ね備えた常勤専門医が着任しました。脊椎外科の分野
は整形外科が担当し、泌尿器科はロボット手術プロクター
(手術指導医)を含む４名が10月に赴任します。医師確保
に限っていえば、現状は全く困っていません。

　しかしながら、地域の医療施設を回って、「大津市民病
院は大丈夫です」「診療レベルは全く落ちていません」と
訴えても、なかなか安心していただけないのが実情です。
オーナーとシェフのトラブルが大きく報道されたレストラ
ンを（オーナーもシェフもすでに退職されていますが）、お
客さんが敬遠されるのは仕方がないのかもしれません。人
の生命を預かる病院であればなおさらだと思います。
　メディアでもアピールしてきましたが、良いニュースは
悪いニュースほど浸透しないことを実感しています。

　私たちに出来ることは、目の前の患者さん一人一人に、
全力で向き合うことだけです。患者さんが、自分やご家族、
ご友人であったらどうするかを考えて対応したいと思いま
す。当然ですが、患者さんの診療に、医師の出身大学医局
など全く関係がありません。

　その一方で、現場職員たちからは、新たな診療について
のアイディアが次々に出てきています。
　その一部をご紹介します。
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慢性腎障害のスクリーニングシステム

　検診データなどから腎不全のハイリスク群を選別して早
期に治療することで、将来の透析患者さんを減らします。選
別基準に腎臓内科、中澤部長の考案したLTEP（long term 
eGFR plot）システムを用いることで、従来は捉え難かった
潜在的腎不全の患者さんを早期かつ正確に選別できます。

下肢血行障害診療チーム

　皮膚科と循環器内科を中心とする下肢血行障害専門の
多職種連携診療チームを作りました。血管内治療と皮膚
科/形成外科治療を組み合わせて、様々な下肢血行障害を
治療します。

成人先天性心疾患外来

　小児期に先天性心疾患を治療され、成人となった患者さ
んは年々増加していますが、近隣に専門医がいないため、し
ばしば他府県や遠方まで通院されています。心臓血管外科
の宮﨑部長は先天性心疾患の専門家であり、元の医療機関
と連携しながらこのような患者さんの診療を担います。

　その他、外科では、初診日から最短１０日で手術を行う
新体制を設けました。外科、内科、放射線科専門医が緊密
に連携して、より迅速な対応に努めています。消化器内視
鏡センターでは、検診に麻酔で眠った状態での内視鏡検
査を新たに導入し、被検者さんのストレス軽減をはかって
います。また、呼吸器内科には最新鋭の超音波ガイド下気
管支鏡検査、胸腔鏡検査を導入し、末梢までの肺病変を安
全かつ正確に診断できるようになりました。年内には、第4
世代の最新鋭手術用ロボット、ダヴィンチXiの導入を計画
しています。

　当院は確かに危機に直面していますが、職員の士気は
上がっています。当院は以前よりもっと良い病院となって、
これからも診療を続けます。

市立大津市民病院　院長

日野	明彦



病院探訪
～そこが知りたい～

3 TSUNAGU　Otsu City Hospital Otsu City Hospital　TSUNAGU 4

栄
養
部
の
病
院
で
の
役
割
と
は
？

　当科は、食道から肛門までの“がん”だけでなく、良性疾患の胆石・虫垂炎・ヘルニア・痔に
至る全ての消化管・肝胆膵領域の疾患、ならび乳腺疾患の診療・手術を行っております。
　なかでも、他院と比べて欲しい当科の特徴は、

ハイ! こちら
一般・乳腺・消化器外科です！
一般・消化器外科のご紹介

診療部長
廣川 文鋭

『乳腺外科』
松本 沙耶(月曜日)
奥山 結香(水曜日)

栄養サポートチーム

摂食嚥下チーム

大住 渉

駕田 修史

深山 華子

　当科には日本内視鏡外科学会技術認定医が在籍しています。キズが小さく痛みの少ない
患者さんに優しい内視鏡手術を、麻酔科の協力のもと食道がん・胃がん・大腸がん・肝がんな
どの悪性疾患や胆石症や鼠径部ヘルニアなどの良性疾患など、可能な限り積極的に施行で
きる体制を整えています。また現在
ロボット支援結腸・直腸がん手術も
行っております。

　当科には日本肝胆膵外科学会高度技能指導医が在籍しています。切除困難な肝臓がん、
胆管がん、膵臓がんなどの肝胆膵領域疾患に対しても、十分な手術器材、麻酔科とICUによ
る充実した管理体制を備え、関係各科と協力のうえ積極的な切除を行っています。

　当科では、痔核は「切らずに治療」を原則としており、ジオン注による硬化療法を導入して
います。当科には四段階注射法（ジオン注）修得医が在籍し痔核の治療に携わっています。そ
の他、痔瘻・裂肛・直腸脱などあらゆる肛門疾患に対応しています。

　女性の方から、同性に見ていただきたいとの要望もあり、特に乳腺疾患や肛門疾患におい
ては強く、当科では月曜・水曜日に乳腺専門の女性医師、月曜日には消化器専門の女性医師
が診察を行い、女性の皆さんが気軽に受診していただけるよう心がけております。

　今や2人に1人が“がん”になる時代であり、手術の待ち時間も1ヶ月を越えることがしばし
ばです。そこで、かかりつけ医の先生方と協力し、1日1名の“消化器がん”患者さんに対して、
最速で必要な検査を行い、初診日から最短10日で手術を行う新体制を設け、より迅速な対応に
努めております。

①キズの小さな腹腔鏡やロボット手術を積極的に取り入れています

②肝胆膵領域の高度進行がん手術も行っています

③注射による痔核の治療も行っています

④女性外科外来も開設しています

⑤迅速な外科治療を行っております

【栄養部について】
　栄養部は栄養管理を中心とした「クリニ
カル部門」と、治療に適した食事を提供す
るための「フードサービス部門」の2つの部
門から成り立っており、患者さんの栄養を
サポートする事が主な業務です。

　ご存知のとおり、栄養状態が悪化すると疾病治療に不可欠な抵抗力や体力の低下を招く事になって
しまいますので、入院中は入院中の食事の摂取状況を確認しながら、患者さんの状態に合わせた栄養
管理を行っています。

　外来では、疾患管理に必要な食事療法を説明する栄養指導を実施しています。その中でも、手術前
の低栄養患者さんへの栄養指導では、手術後の創傷治癒や合併症の予防に繋がるような栄養指導を。
また、通院治療室でがん化学療法中の食欲不振や低栄養状態の患者さんに対しては、効果的な治療
が行えるように、栄養指導を通じて支援をしています。

　院内のチーム活動にも積極的に参加しており、①栄養サポートチーム②心臓リハビリチーム③糖尿病
チーム④摂食嚥下チーム⑤褥瘡対策チーム⑥入退院センター⑦ICU⑧外来化学療法室 にて多職種
連携を図りながら、より良い栄養管理が行えるように切磋琢磨しております。

　入院中の食事は、患者さんにとって楽しみにしていた
だいているものであり、また病状に合わせた食事内容を
提供することで治療効果を高める事もできるものです。
安全安心な食事はもちろんのこと、少しでも楽しんでい
ただけるように常に見直しを行っており、今年度は嚥下
調整食の改定と、付加栄養食品の見直しを行いました。
次年度は、その他の食事内容や食器についても見直しを
行う予定です。

　これからも、全ての患者さんと「食」を通じて寄り添え
るような栄養部を目指して参ります。お食事や栄養管理
で心配な事がございましたら主治医にご相談いただき、
栄養指導にお越し下さい。

クリニカル部門

フードサービス部門

［趣味］
登山・ジョギング

スポーツ観戦
［座右の銘］

志し高く雑巾がけ



理学療法士、作業療法士、
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　患者相談支援室は、患者さんやご家族が、安心して治療を受け、より快適な療養生活を送っていただくための相談窓口
です。ご相談内容に応じた各専門職の担当者がご相談者の気持ちに寄り添いながら相談に応じるとともに、必要な支援
をさせて頂きます。お気軽にご利用ください。
　がん相談では、がんや様々な病気に関する不安や悩みのご相談に看護師や専門スタッフが対応します。
　この他、がんに関するパンフレットや閲覧用の図書があります。

Topics

相談室 がんに関する図書閲覧コーナー

NEW 患者相談支援室リニューアル

●受診科の相談について
●病気について不安や心配事
●治療など意思決定に迷うとき
●在宅医療や介護に関すること
●難病に関すること
●就労や医療安全に関すること
●カルテ開示に関する相談
（手続きについては平日9：30～16：00）

●セカンドオピニオンについて
（セカンドオピニオン外来は行っておりません。通常の
紹介受診をご案内しています。）

●がんについて不安なこと、心配なこと
●がんに関するお薬のこと
●栄養や食事のこと
●抗がん剤治療に関すること
●リンパ浮腫に関すること
●緩和ケアに関すること
●生活に関すること
●就労・セカンドオピニオンのこと
●アドバンスケアプランニングについて（ACP）
●その他困っていること

患 者 相 談 が ん 相 談

＊ご相談にて知り得た個人情報等は厳守します。

＊相談は無料です。（がん相談は原則予約制です）

［場所］本館２階　

［お問い合わせ・予約］
077-522-4607（病院代表）　平日8：30～17：15

リハビリテーション部で働く3つの専門職のお仕事について聞いてみました。

技師長!!

リハビリテーション部 技師長
松尾 洋史

［趣味］ スポーツ吹矢

教えて

　リハビリテーション（rehabilitation）の語源は、ラテン語
で、reは「再び」、 habilisは「人間らしい、できる」を表し、「再
び人間らしく生きる」「再びできるようにする」という意味に
なります。世界的に、リハビリテーションという言葉が使用
されるようになったきっかけは、二度の世界大戦で、戦争で
負傷した兵士の短期回復（戦場復帰）だったようです。
　リハビリテーション=機能回復と誤解されがちですが、「リ
ハビリテーションとは…（中略）…単に運動障害の機能回復
訓練の分野だけをいうのではない。」（厚生白書、1981年）と
されています。このリハビリテーションには、医学的リハビリ
テーション、社会的リハビリテーション、教育的リハビリテー
ション、職業的リハビリテーションという4つの側面があり、
療法士は、これらの一角を担っているに過ぎません。
　当院のリハビリテーション部で働いている職種は、3つで、
理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）です。

　理学療法士は、身体に障害のある方に対して、運動療法
や物理療法を用いて、起きる、立つ、歩くなど日常生活に必

要な基本的動作能力の回復を図ります。
　作業療法士は、心身に障害がある方に対して、作業を通し
て、応用的動作能力や社会適応能力の回復を図ります。
　言語聴覚士は、音声機能、言語機能、聴覚機能、嚥下機能
に障害のある方に対して、検査、訓練、指導を行い機能の回
復を図ります。

　脳梗塞（右上下肢麻痺・失語症・嚥下障害）を例に療法士
の介入を示すと、
　理学療法士は、基本的な動作能力を高めるために、移乗
練習、歩行練習、階段昇降などをすすめ、作業療法士は、獲
得されつつある基本動作を利用して、書字練習、食事動作練
習、買い物、調理など生活にかかわる応用的動作を高めてい
きます。言語聴覚士は、コミュニケーション能力の評価・訓
練や嚥下訓練を進めていきます。これらが、かなりの部分で
重なりながら、同時に進められます。
　退院に向けては、医師、看護師、退院支援相談員、療法士、
ケアマネージャー、介護サービス事業者、家族（もちろん本
人も）などが協力して対応していきます。

リハビリテーションについて

3つの専門職のお仕事

脳梗塞のリハビリテーションの場合

医師

介護スタッフ

看護師

言語聴覚士
医療ソーシャルワーカー

管理栄養士薬剤師

理学療法士

作業療法士

患者様・ご家族

患者相談支援室
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新任診療部長のご紹介Pick Up

　先天性心疾患という病気は生まれつき心臓に何らかの異
常がある病気です。およそ100人に1人の赤ちゃんが生まれ
たときから心臓に何らかの問題を抱えていることになりま
す。先天性心疾患にはいろいろな種類があるので、治療の
必要がないもの、自然治癒するものから、すぐに手術が必要
なものや重症なものまでさまざまな病態があり、治療の時
期や方法は様々
です。最も多い先
天性心疾患は心
室中隔欠損症で
心臓の中の左心
室と右心室を仕
切る壁に穴が開
いています。

（図1）

　大きな穴の場合は、多くの方が乳児期から幼児期に手術
でこの穴を塞ぎます。手術が不要な方でも歯科治療や他部
位の手術時、怪我などでは感染性心内膜炎と言って心臓に
菌の塊ができて重症化することがありますので注意が必要
です。日本全国では1年間に約9000件の先天性心疾患の手

術が行われていますが、残念ながら滋賀県ではこれらの手
術を手がけている施設はありません。
　ところで、“先天性心疾患は子供の病気”というイメージ
はありませんか？実は成人になられた先天性心疾患の患者
さんが日本全国に約50万人、滋賀県内に約5600人いらっ
しゃると推定され、今後も更なる増加が見込まれます。実は
子供の頃に心臓手術を受けて大人になられた方も、先天性
心疾患と診断されたけれど手術が必要でなかった方も、年
齢とともに手術を含めた治療が必要となることがあります。
ですから、先天性心疾患を有する方が適切な時期に適切な
治療を安心して受けていただくためには、一生涯を通じた
経過観察が必要です（図2）。残念ながら、小児科から成人の
循環器内科への移行がスムーズにいっていなかったり、学
校や仕事、家庭など忙しく、定期受診が途絶えている方が少
なくありません。
　当院の心臓血管外科では滋賀県では数少ない先天性心
疾患を専門領域とした医師が在職し、心疾患を抱える患者
さんを診療しています。滋賀県は全国で2番目に子どもの割
合が高くなっています。子供から大人までの先天性心疾患
を有する方が笑顔で暮らせるようにお手伝いさせていただ
きたいと思います。お気軽にご相談ください。

でみる の数字 病気 はなし

120 この数字は滋賀県内で一年間に出生する先天性
心疾患患者のおおよその数です。

心臓血管外科
診療部長

宮﨑 隆子
［趣味］

読書
［座右の銘］

明けない夜はない

外来通院手術部 貫野 賢

2022年4月より外来通院手術部診療部長
を拝命しました貫野と申します。

　外来通院手術部では、外来通院手術(手術当日に帰宅)、短
期滞在手術(術後1～3泊入院)だけでなく、自己血貯血や尿路
結石の体外衝撃波破砕術にも対応しています。外来通院手術
部を利用することにより、手術前日からの入院が必要なくな
り、日常生活を変えることなく、外来受診をするような感覚で
手術を受けることが可能になります。看護スタッフ・各診療科
との連携を密に取りながら、安全で快適な治療・手術への架
け橋となりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

［座右の銘］
初心忘れるべからず

［趣味］
子供と虫取り

脳神経内科 山田 真人

　本年４月より脳神経内科診療部長を
命ぜられました山田真人です。十数年前より当院脳神経
内科に勤務しており、お見知りおき頂いていれば幸いです。
自己紹介にかえまして当科の紹介をさせていただきます。
Q.脳神経内科って何をする科？
A.脳や脊髄、末梢神経、筋肉の病気を扱う内科です。

症状としてはしびれやめまい、うまく力がはいらない、
歩きにくい、ふらつく、つっぱる、ひきつけ、むせ、しゃべ
りにくい、ものが二重にみえる、頭痛、かってに手足や
体が動いてしまう、物忘れ、意識障害などがあります。

Q.精神科や心療内科とどう違うの？
A.精神科は精神の問題を扱う科であり、心療内科は精神的

な問題がもとで体に異常をきたした病気を扱う科です。
脳神経内科はこれらの科と異なり、精神的な問題や、
そこから起こる体の問題ではなく、物質である脳や
脊髄、末梢神経、筋肉の問題から体が不自由になる
病気を扱います。

　どうぞよろしくお願いいたします。

［座右の銘］
人事を尽くして

天命を待つ

［趣味］
読書

感染症科 辻 桂嗣

　2022年４月１日より感染症科診療部

長を拝命いたしました辻桂嗣と申します。

　2017年4月より前任の京田辺市にあります田辺中
央病院より赴任し、小児科医として地域の先生方と共
に大津市の子ども達の健康を守るべく診療に勤しんで
まいりました。
　さて2020年初頭からの新型コロナウイルス感染症
の世界的流行は我々の生活に絶大な影響を及ぼし続
けています。市立大津市民病院は滋賀県下唯一の第１
種感染症指定医療機関として新型コロナウイルス感染
症の患者さまを重症軽症問わず受け入れ続けてまいり
ました。内科系、外科系を問わず多くの医師、多数の看
護師やスタッフが協力して診療する体制を構築し、未
知のウイルスと戦っております。
　今後とも小児科医としての役割に加え、感染症科の
仕事を通して地域の皆さまから“頼られる”存在であり
続けられるように院内の医師やスタッフと頑張ってま
いりたいと思います。

［座右の銘］
一隅を照らす

［趣味］
テニス

産婦人科 安尾 忠浩

本年4月より産婦人科診療部長として着任
しました安尾（やすお）です。診療において、今

年度は常勤医師1名と非常勤医師2名（ともに女性医師で1名は
育児休暇中のため11月より勤務予定）という構成で、基本的に
は妊婦健診などの産科診療は行わず、子宮がん検診や子宮筋
腫・子宮内膜症・卵巣腫瘍などの良性疾患を中心とした婦人科
診療になります。手術が必要と考えられる症例は良性疾患の腹
腔鏡手術までであれば当院にて対応します。しかしながら悪性
腫瘍で手術が必要と判断した場合、近隣の病院へご紹介させて
いただく形になります。
　本年度よりHPVワクチン定期接種の積極的勧奨が再開さ
れました。それに伴い、定期接種の機会を逸した対象者に対し
キャッチアップ接種も行われております。
　より安心・安全な医療を提供できるよう邁進してまいります
ので、よろしくお願い申し上げます。

［座右の銘］
なせば成る

［趣味］
DIY

（図2）

呼吸器内科 竹村 佳純

初めまして、今年4月に京都鞍馬口医療セ
ンターから赴任して参りました。呼吸器診療

は感染症や悪性疾患、アレルギー疾患など、幅が広いと言われ
ますが、これまで広く一通りの呼吸器疾患を診てまいりました
ので、胸部所見/疾患でお困りの際には一度ご相談ください。中
でも肺がんの診断・治療、内視鏡診断は当科が専門性を発揮で
きる領域と考えています。この地域の呼吸器診療のお役に立て
ると幸いです。

［趣味］ テニス・大型バイク・自作パソコン

（図1）
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　私は、手術を受けられる患者さんに、術前、術中、術後と関
わる手術室の看護師として勤務しています。
　コロナ禍であるため、私は学生時代の病院実習を例年
のようには経験できず、患者さんと関わる機会が少ない状
態での就職となりました。そのため、患者さんとのコミュニ
ケーション、看護技術には自信がなく、こんな私が看護師に
なれるのかと不安を抱えて入職しました。しかし、入職して
からは業務の中で先輩看護師さんから沢山の知識と技術を
教えて頂いています。
　入職後は社会人として慣れない生活に加え、自身の行動が
患者さんの命に直結することの責任の重さ、毎日の手術室業務
に伴う緊張を感じ、手術室看護師に向いていないのではない

か、このまま続けることができるのかと悩むことがありました。
　このような不安は今もありますが、悩んだ時に相談できる
先輩看護師さんたちがいて、職場の方々に沢山サポートを
して頂きながら続けることができていると思います。
　手術は患者さんにとって人生の中で大きな出来事であ
り、様々な思いを抱いて手術に臨まれると思います。そのた
め、術前から実際に患者さんとお会いして、手術に対する不
安や要望をお伺いした上で看護を行うことで、安心して手
術に臨んで頂けるように取り組んでいます。
　手術室で働いていると患者さんとコミュニケーションを
とる機会は病棟と比べて少なくなります。しかし、問題なく
手術が終了し、ほっとした表情で手術室から退室される患
者さんの姿を見ると、手術室ならではの嬉しさも感じること
ができます。
　私は看護師として未熟で、患者さんから見て頼りない部分
もあるかもしれません。しかし、正確な看護技術と患者さん
への温かい声かけなど、目標となる先輩方の姿が近くにあり
ます。そのため、私も正確な知識と技術の習得
に励みながら、患者さんに温かい看護を提供で
きる手術室看護師になれるよう、先輩看護師さ
んを見習い努力したいと思います。

　こんにちは。2022年4月から市立大津市民病院で働いて
いる研修医1年目の坪倉正行です。今回は当院の研修医の
日々について簡単に紹介させていただきます。
　当院には現在、1年目12人、2年目10人の計22名の研修
医が在籍しています。出身地や大学、年齢、医師を志した理
由やタイミング、今後考えている進路などは様々ですが、皆
同じ医療に対する志を持ち日々当院にて研鑽しています。
　私たちは1年間もしくは2年間を当院で研修医として過ご
すことになります。この期間では1か月ずつ内科や外科、麻酔
科、救急科など様々な診療科で研修しています。産婦人科や
精神科、2年目の地域研修などでは1か月間大津市民病院以
外の病院で研修する期間もあります。各診療科ではカルテの
記載の仕方や診察の仕方など基本的な臨床業務に加えて、

各診療科でのベースとなる考え方を習得し、実際に処置や検
査、手術などの補助を行っています。1か月ごとに診療科が変
わり、環境の変化や知識の膨大さなどに圧倒されることもあ
りますが、日々成長ややりがいを実感しながら働いています。
　研修医として最も診療に関わることのできる時間といえ
ば副直業務です。副直業務とは平日の時間外や土日祝日に
当院の救急外来にて救急診療に携わることです。この場で
は救急外来に来院された患者さんの初期対応をまず研修
医が担当し、問診・診察を行い、上級医とともにどのような
検査・治療を行えばよいのかを考え実施していきます。実際
の救急には様々な症状、背景をもつ患者さんが来院され、自
らの勉強・経験不足を痛感させられることもたくさんありま
すが、日々様々なこと学ばせていただいております。
　このようにして2年間の間に医師として必要な知識や技
術を学んでいきます。まだまだ未熟ではありますが、患者さ
んにとって最も身近な医師は研修医ではないかと考えてお
りますので、何か診療について分からないことやご相談な
どがあれば、いつでもお気軽にお声かけくださ
い。これからも初心を忘れず日々精進していき
たいと思っておりますので今後ともよろしくお
願いいたします。

かかりつけ医●ご紹介の

住　所：大津市皇子が丘2丁目2-12
ＴＥＬ：077-523-2078
診療科：内科、胃腸内科
　　　　消化器内科
　　　　循環器内科
ＷＥＢ：https://www.nishiyama-iin.com/

住　所：大津市松原町14-19
ＴＥＬ：077-548-6210
診療科：内科、消化器・肝臓内科、内視鏡内科、

循環器内科、呼吸器内科
ＷＥＢ：https://okumura-forestall.com/

医療法人 西山医院

理事長・院長　西山	順博
西山	順三・西山	邦子
西山	敬三(循環器内科担当非常勤医師)

院長　奥村	嘉章
森川	淳一郎（循環器内科担当非常勤医師）

オクムラ
フォレストール
クリニック

　当院は地域の皆様の「かかりつけ医」として、安心・信頼
できる医療を目指しております。
　消化器病（食道・胃・十二指腸・大腸・肝臓・胆嚢・膵臓の
病気）、消化器内視鏡（胃カメラ・大腸カメラ・経鼻内視鏡検
査・大腸ポリープの内視鏡日帰り手術）、循環器疾患（心臓
の病気、心エコー検査、血管年齢、ホルター心電図など）の
専門的な診療と、内科一般（高血圧症・高脂血症・糖尿病・
メタボリックシンドロームなど）の診療を行っております。

　消化器・循環器・呼吸器の専門医が交代で専門領域に
加え糖尿病・慢性腎疾患・甲状腺疾患・認知症診療など内
科全般の診療を行っています。 
　また専門診療として、上部下部内視鏡検査、大腸ポリー
プや早期がん切除などの日帰り手術、超音波内視鏡検査、
超音波検査（心臓・腹部・甲状腺・頸部下肢血管・乳腺）肺
機能検査などより専門性の高い診療を行っています。

診療時間
月 火 水 木 金 土

9：00〜
12：00 ○ △ 検査 △ ○ ○

12：30〜
16：00 検査・各種検診・訪問診療

17：30〜
19：30 △ ○ ／ ○ ○ ／

〇：内科・消化器内科　　△：内科・循環器内科
日・祝は休診

診療時間
月 火 水 木 金 土

9：00〜
12：00 ○ ○ ○ ○ ○ ○

17：30〜
19：30 ○ ○ ○ ／ ○ ／

【予約検査】
胃内視鏡検査／午前中 …… 月・火・木・金・土
大腸内視鏡検査／午後 …… 月・火・金・土
超音波検査／腹部、心臓、甲状腺、乳腺 ……金（夜診）

木曜土曜午後、日祝日は休診

WEBサイトWEBサイト

研修医　坪倉 正行

看護師　藤居 藍

［座右の銘］
継続は力なり

［座右の銘］
桜梅桃李

［趣味］
筋トレ　

［趣味］
YouTube

視聴

臨床研修
センター ▲

看護局 ▲
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大津市役所 健康保険部 健康推進課
TEL：077-528-2748
市立大津市民病院健診センター
TEL：077-526-8370

実施日 時間 予約受付
開始日

２０２２
年

10月16日
（日） 午前９時００分

～
検診終了まで
(12時30分頃)

受付中12月18日
（日）

２０２３
年

2月19日
（日）

11月7日
（月）

　市立大津市民病院看護局では、公
式LINEにて採用情報や看護局の情報
を発信しています。ご興味がある方は
下のQRコードより友だち追加よろし
くお願いいたします。
　また、LINEVOOMでは就活生に
向けた院内見 学 会 、看 護局の院内
活動などの情報を発信しています。
LINEVOOMは友だ
ち登録をしていなくて
もご覧になれますので、
ぜひチェックしてみて
ください。

地方独立行政法人市立大津市民病院 法人事務局 経営管理課
☎︎077-522-4607㈹ 　  och1010@och.or.jp

ご寄附のお願い

　地方独立行政法人市立大津市民病院では、個人さまや法人・団体さまなどからの
ご寄附を受け付け、病院の運営に活用させていただきます。みなさまのご協力を宜し
くお願いいたします。

みなさまのご寄附を医療機器の整備、療養環境の改善に活かします!

●寄附金の使途…医療機器の整備、施設や療養環境の改善

●申込方法………当法人ホームページ「ご寄附のお願い」バナーより「寄附申
込書」をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、法
人事務局経営管理課にお申し込みください。（郵送・メール・
持参いずれでも可）
※詳しくは、当法人ホームページ「ご寄附のお願い」バナー
　をご覧下さい。

●優遇措置………当法人は、「特定公益増進法人」に該当します。
当法人への寄附金は、税制上の優遇措置が受けられます。

OCH NEWS

　当院は、令和４年６月１日、株式会社
ファミリーマート様とワタキューセイ
モア株式会社様と災害時における物
資調達に関する協定を締結しました。
この協定は、災害対策基本法に規定す
る地震、風水害その他の災害が発生し
た場合に、食料品、飲料水、日用品等
の必要な物資の調達を円滑に実施す
ることができるよう、株式会社ファミ
リーマート様とワタキューセイモア株
式会社様にご協力いただける内容と
なっています。
　滋賀県の地域災害拠点病院に指定
されている医療機関として、災害発生
時には、患者さま、地域の皆さま、そし
て治療にあたる医療従事者に対し、円
滑に物資の供給ができる
よう災害時の体制強化に
努めてまいります。

　市立大津市民病院健診センターで
は、大津市乳がん検診を日曜日にも
行っています。平日お仕事や子育てで
お忙しい方や、休日にゆっくり検診さ
れたい方におすすめです。

　2022年4月の診療報酬改定により、
2022年10月1日以降は紹介状がなく
当院を受診される場合の選定療養費
の負担額が、初診時7,700円、再診時
3,300円に変わります。（歯科の場合
は初診時5,500円、再診時2,090円）
　御理解のほどお願い申し上げます。
※選定療養費とは一般病床数200床
以上の地域支援病院を紹介状がない
状態で受診する場合において、初診時
または再診時に患者さんに
ご負担いただく費用のこと

　市立大津市民病院では、胃カメラが
苦手な方もストレスなく検査を受けて
いただけるよう、鎮静下(麻酔)での胃
カメラを行っています。人間ドック受
診者様限定で、完全予約制となってお
ります。ぜひご利用ください。
　お問い合わせは市立大
津市民病院健診センター
(077-526-8370)まで。

　消化器内視鏡センターではFacebook
とInstagramにて内視鏡センターの
日常や、内視鏡検査・治療についての
情報を発信しています。

※写真撮影のため、感染防止対策を
行ったうえでマスクを外しております

災害時における物資調達に
関する協定を締結しました。

選定療養費改定
（2022年10月1日より）

日曜日にも大津市乳がん検診

消化器内視鏡センターSNS

眠っている間に胃カメラを
受けませんか

看護局SNS

Instagram▲

otsuchendoscopy

Facebook▲

市立大津市民病院
消化器内視鏡センター
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合せ
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