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泌尿器科
泌尿器科 診療部長 長船 崇

1 TSUNAGU　Otsu City Hospital Otsu City Hospital　TSUNAGU 2

消化器外科
外科・消化器外科・乳腺外科 診療部長 大住 渉

腹腔鏡手術の技術的困難性を補う
ダヴィンチにおける手術の有用性とは

体の深部に届く細いロボットアームで
低侵襲な患者さんにやさしい治療の提供を

　ロボット手術とは、術者が患者さんの隣に置かれたコン
ソール（操縦席）に座り、ペイシェントカート（ロボット）を操
作し腹腔鏡下手術を行う低侵襲手術のことです。腹腔鏡下
手術と同様におなかに小さなport（穴）をあけて、カメラと3
本の鉗子を用いて手術を行います。
　2000年代から消化器外科領域の手術において、従来の
開腹手術から腹腔鏡下での低侵襲手術が多く施行される
ようになりました。腹腔鏡下手術の利点は、開腹手術と比
べて、小さな傷で整容性にすぐれ、術後の痛みが軽いことか
らより早い術後の回復および社会復帰が可能となることで
す。しかし腹腔鏡下手術では、長くて関節機能がない鉗子、
手振れなど複数の限界点があり、開腹術と比べて技術的困
難性が高くなります。手術支援ロボット「ダヴィンチ」を用い

る事で、術者は鮮明な3D映像を見ながら、手ブレ防止機能
や人間の手より自由に曲がる多関節鉗子などのロボットの
支援を受けつつ、より繊細で出血の少ない腹腔鏡手術手技
が可能となります。直腸の周囲には排尿や性機能の神経が
入り組んでおり、切除の際には神経は温存し手術を進める
事が必要です。ロボット支援下手術による精緻な手術は神
経温存の面で有用であり、術後機能においても患者さんに
優しい治療を行う事が可能です。

　前立腺がんは増加傾向にあり、2019年にがんと診断され
た男性の中ではもっとも多いがんとなっています。ただ比較
的進行が緩やかで、早期発見ができれば十分に根治が望め
ます。前立腺は膀胱の下、お腹の一番底の狭い場所にありま
す。従来の開腹手術では非常に見えにくく、出血も多い手術
でしたが、患者さんの負担が少ない腹腔鏡手術に、ロボット
機能を追加したことで、従来不可能とされていた角度からの
観察や、「つかむ」「切る」といった医師の指先やメスの機能
を持つ鉗子の自在で精密な動きを可能にしたのが手術支援
ロボット「ダヴィンチ（da Vinci）」です。 ロボットが自動で手
術を行うわけではなく、従来の腹腔鏡手術と同じように体に
開けたいくつかの小さな穴から内視鏡やメス、鉗子を入れ、
それらを医師が操作して手術を行います。最大の利点は細
いロボットアームが体の深部に楽々と届き、コンピュータ制

御で人の手よりも自由度の高い7方向360度、操作できるこ
とです。手ぶれ防止機能もあり、術者は拡大立体画像を確認
しながら、これまでの腹腔鏡手術よりも正確に複雑な手術
を安全に行うことができます。その結果がんの取り残しが減
少し、再発率の低下、手術後の尿失禁や性機能障害などの
合併症からの早期回復が期待されます。
　当院では2014年5月に「da Vinci Si」を導入し、前立腺が
ん、胃がん、腎臓がん、膀胱がん対するロボット支援手術を
行ってきました。2022年12月に最新の「da Vinci Xi」に更
新されました。より安全で迅速なセットアップが可能となり、
今まで以上に安心、低侵襲な治療の提供が実現できるよう
になりました。現在泌尿器科には３名のロボット支援手術の
認定指導者が在籍していますので安心してお任せください。

　2018年4月から直腸がん、2022年4月から結腸がんに対
して保険診療で手術を行う事が可能となり、現在では当院
においてすべての大腸がんに対してロボット支援下手術を
保険診療で行う事が可能となりました。当科では旧モデル
であるダヴィンチSiを用いて積極的に消化管手術を施行し

ていましたが、昨年12月より最新機種のダヴィンチXiが導
入されました。従来の開腹手術・腹腔鏡手術、最新のロボッ
ト手術も含めて、患者さんにあった最適の手術治療を迅速
で行っていきますので、消化器疾患でお困りの方は是非ご
相談ください。

手術支援ロボット
ダヴィンチ 更新

腹腔鏡下手術の利点

●傷が小さい
●術後の痛みが少ない
●術後の回復・社会復帰が早い

ロボット支援下手術では、より患者さんに優しい医療が可能

ロボット支援下手術

●より繊細な手術が可能
●術後の排尿・性機能が温存
●出血量が少ない

＋

［手術支援ロボットダヴィンチ　イメージ画像：提供］インテュイティブサージカル合同会社様［手術支援ロボットダヴィンチ　イメージ画像：提供］インテュイティブサージカル合同会社様

コンソール

ペイシェントカート



高額療養費制度 を
ご存じですか？

患者さん

保険者 病院

呼吸器外科
呼吸器外科 診療部長 常塚 啓彰
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　高額療養費制度は、医療費の自己負担額が高額になる場合
に、一定の金額（自己負担限度額）を超えた分が保険者から払
い戻される制度です。払い戻されるとはいえ、一度は高額な医
療費を用意しなければならないため、一時的に大きな負担に
なります。
　『限度額適用認定証』を提示することで、病院での支払いを
自己負担限度額以内に抑えることができます。加入している
保険者に申請し発行した『限度額適用認定証』と保険証を併
せて提示することで、医療機関が高額療養費分の請求を加入
する公的医療保険に直接行います。
年齢や所得に応じて支払う医療費の上限が異なります。

（右図参照）

※差額ベッド代、食事代などは含まれません。

70歳以上の自己負担限度額（月額）

70歳未満の自己負担限度額（月額）

限度額適用
認定証を交付

限度額適用
認定証の
交付を申請

限度額適用
認定証を提示、
自己負担
限度額を支払

自己負担限度額
超過分を請求

自己負担限度額
超過分を支払い

保険の種類 申請する窓口（保険者）

国民健康保険 市役所・区役所・町村役場

全国健康保険協会管掌健康
保険 全国健康保険協会の各支部

組合保険・共済保険 各保険者の窓口

対象者（70歳以上）
自己負担限度額（月額）

多数該当世帯単位
（入院・外来）

個人単位
（外来）

● 現役並み所得者

現役並みⅢ（年収約1160万円以上）
標準報酬月額83万円以上/課税所得
690万円以上

252,600円+（医療費−842,000円）×1％ 140,100円

現役並みⅡ（年収約770万～1160万円）
標準報酬月額53万～79万円/課税所得
380万円以上

167,400円+（医療費−558,000円）×1％ 93,000円

現役並みⅠ（年収約370万～770万円）
標準報酬月額28万～50万円/課税所得
145万円以上

80,100円+（医療費−267,000円）×1％ 44,400円

● 一般（年収約156万～370万円）
　標準報酬月額26万円以下/課税所得145万円未満 57,600円 18,000円

（年間上限144,000円） 44,400円

● 低所得者 Ⅱ住民税非課税
Ⅰ住民税非課税/所得が一定以下

24,600円
15,000円 8,000円

★高額長期疾病患者（慢性腎不全、血友病、HIVの患者）（※）：自己負担限度額（月）は1万円。

70歳以上の自己負担限度額は、世帯単位（入院・外来含む）・個人単位（外来のみ）別―に適用。
保険外併用療養費の自己負担分や入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担分については対象外

対象者（70歳未満） 自己負担限度額 多数該当
●区分ア
　（年収約1160万円以上）

健保：標準報酬月額83万円以上
国保：年間所得901万円超 252,600円＋（医療費−842,000円）×1％ 140,100円

● 区分イ
　（年収約770万～1160万円）

健保：同53万円～79万円
国保：同600万～901万円 167,400円＋（医療費−558,000円）×1％ 93,000円

●区分ウ
　（年収約370万～約770万円）

健保：同28万～50万円
国保：同210万～600万円 80,100円＋（医療費−267,000円）×1％ 44,400円

●区分エ
　（年収約370万円以下）

健保：同26万円以下
国保：同210万円以下 57,600円 44,400円

●区分オ
　（住民税非課税） 35,400円 24,600円

★高額長期疾病患者（慢性腎不全、血友病、HIVの患者）（※）：自己負担限度額（月）は1万円。ただし、人工透析を要する上
位所得者（標準報酬月額53万円以上）は2万円

⑴70歳未満の自己負担限度額は、①医療機関ごと、②医科・歯科別、③入院・外来別－に適用。保険外併用療養費の自己負担分
や入院時食事療養費・入院時生活療養費の自己負担分については対象外
⑵多数該当：直近1年間における4回目以降の自己負担限度額（月額）
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　日本では2018年4月から肺悪性腫瘍（原発性肺がん、転
移性肺腫瘍）に対する肺葉切除術に対し基準を満たした施
設においてロボット支援下手術を保険診療で行うことが可
能となりました。更に2020年4月からは肺区域切除術が追
加されています。2020年には国内で4322件が実施され、そ
の後もロボット手術の割合が増加しています。
　ロボット手術は3次元の拡大視野で行う精緻で自由度の
高い手術にその特徴があります。一般的な胸腔鏡手術では
2次元で直線的な操作で手術を行いますが、ロボットでは奥
行を感じながら幅広い角度からの操作が可能です。また昨
年末に肺がんの中で2㎝以下の小型のものについては肺区
域切除術が標準手術の１つとなり近年ではその割合が増え
てきました。手振れ防止などの補助機能も備わっているた
め細かい複雑な操作を必要とする区域切除ではロボットの
メリットも大きいと考えます。
　当院では私が着任以降の2020年からロボットの肺
切除を行っております。昨年末に最新のロボットである
INTUITIVE社のDa Vinci Xiが導入されました。旧モデル
から大きく改良され、新たな手術器具や機能が追加されて
います。これにより幅広い場面に対応できるようになってい
ます。患者様の立場で言いますと、器具が細くなり痛みの軽
減につながるといったメリットがあると思います。今後もロ
ボットは改良が加えられ進化を続けると思います。通信環
境も整備されてきており遠隔医療などの研究も進められて
います。それにより多くの患者様に恩恵が得られることが期
待されます。
　また費用について質問をお受けすることがありますが肺
の手術では一般的な胸腔鏡手術と費用負担は同額となりま
す（手術によっては高くなることがありますのでご注意くだ
さい）。

　　　　　　　を提示することで
病院でのお支払いの費用を抑える
ことができます

　　　　　　　 の制度を利用する
場合の流れ

プチ健診の
ご案内

限度額適用認定証

限度額適用認定証

予約不要!!

詳細は各保険者の窓口にお問い合わせください。

保険の種類と申請、問い合わせ窓口

❶ ❷

❸

2階総合受付
にて申込み 採  血 帰  宅 検査結果は2週間

以内にご自宅に

プチ健診とは、「人間ドックや健診に行く時間がない」、「症状はないから受診はちょっと」という方に
オススメの検査のひとつです。面倒な手続きや保険証なしで短時間で簡単にがんや生活習慣病の
採血チェックを受けていただけます。詳しくは病院ホームページをご覧ください。

こちらのQRコードを読み込むと
詳細が表示されます。

料金（一部）

腫瘍マーカーコース

●肺がん		 ￥1,100
●消化器がん	 ￥1,100
●前立腺がん	 ￥550　　など
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カテーテル検査、治療での私たちの役割

血管造影装置とは？
　昨年はサッカーW杯での日本代表の活躍に日本中が熱
狂しました。サッカー選手にとって自分の武器となるのは
スパイクですが、我々循環器内科医にとって武器となるの
が血管造影装置です。2022年10月に11年ぶりに当院の
循環器専用血管造影装置が最新機器に更新されました。
SIEMENS社のARTIS one Edition X、なんと、当院が
世界で第1号の導入となりました。
　循環器内科の治療は、急性心筋梗塞や狭心症のカテー
テル手術、不整脈に対するアブレーション手術やペース
メーカ手術、心肺停止患者や重症コロナ患者へのECMO
治療、心臓だけではなく下肢動脈や腎動脈、シャント血管
などの全身血管病変に対するカテーテル手術など多岐に
わたりますが、全て血管造影装置を用いて行います。

最高水準の治療を行うために
　超高齢社会で動脈硬化が進行した患者さんの血管は、
複雑な病変を呈していることが多く、ときには0.5mm単
位の繊細な調節を要求されることがあります。しかも我々
が相手にしている心臓という臓器は、休むことなく動き続
けています。見えにくいからちょっと止まって、などとお願
いすることはできず、高度な画像処理が必須となります。
一方で高画質の画像を得るためには放射線照射量を上
げる必要があり、患者さんや術者の放射線被曝が増えて
しまうというデメリットがあります。つまり、最高水準の治
療を行うためには、我々が技術を磨くことはもちろんです
が、放射線被曝を低減しつつ、クリアな画質を得るという
難題を解決しなければなりません。

　そんな我々の要求に応えてくれるのが新しい血管造影
装置です。頼もしい強力な武器を手にして、すでに多くの
患者さんに従来より少ない被曝量で、最高の治療を行うこ
とができています。

　急性心筋梗塞や心肺停止の患者さんの命を救うために
は、1分1秒でも早く正確で安全な手技を行わなければな
りません。そのために欠かせないのが信頼できるチームで
す。医師はもちろん、バイタルサインの変化をいち早くとら
えて素早く薬剤を投与したり、患者さんに寄り添って不安
を軽減したりする看護師、血管造影装置を扱う放射線技
師、カテーテル手術には欠かせない血管内超音波装置や
複雑な不整脈手術の機器を制御する臨床工学技士、心電
図やエコーのスペシャリストである臨床検査技師など、多
職種が力を合わせて治療に当たっています。

循環器内科診療部長
木股 正樹

放射線技師
野々山 裕己

看護師
猪飼 真理

臨床工学技士
上田 紘平

臨床検査技師
山藤 隆晃

［趣味］
読書

目標年間50冊
［座右の銘］

Hope for the best and 
prepare for the worst

［趣味］
コロナ禍より睡眠
［座右の銘］

いいかげんはいい加減

［趣味］
スポーツ観戦

映画鑑賞
滋賀観光

［座右の銘］
笑門福来

［趣味］
ロッククライミング
［座右の銘］

雲の上はいつも晴れ

［趣味］
スポーツ全般、旅行
［座右の銘］

初志貫徹

放射線技師の役割
　私の業務は適切な画像取得とリアルタイムな画像処理、
加えて放射線の専門家として患者様・施行医師及び看護
師等の放射線防護に関する支援を行います。医師、看護師
等と十分に医師疎通を行い、アンギオ施行医が手技に集中
し、円滑に治療が進むように手技の流れを理解し、迅速か
つ正確に画像情報を提供するように心がけています。

看護師の役割
　アンギオ室は、心臓・脳・肝臓のほか血管内病変に対し
て、カテーテルを用いて検査・治療を行う所です。定期検
査・治療に加え24時間365日緊急治療にも対応します。
看護師は、検査の準備、術中の医師の介助を行います。患
者さんが安全・安楽に治療を受けることができるよう笑顔
で対応するよう心掛けています。

臨床工学技士の役割
　検査の一連を記録するためのコンピュータ操作、治療に
必要な血管内超音波診断装置の操作を行っています。また
補助循環装置（ECMO）などの操作や管理も行っています。
　チーム医療で大切なこと、心掛けていることは、万が一、
患者さんの急変に遭遇したときでも、リカバリー治療がス
ムーズに進行できるようあらゆる事態に対応するための
知識と技術の向上に努めています。

臨床検査技師の役割
　臨床検査技師は心臓カテーテル検査・治療時に患者様
に心電図等を装着し、検査や治療中に心電図変化がどう
か、危険な不整脈が出ていないか、血圧がどうかなど、生体
モニターを監視し、適宜術者（循環器医師）へ迅速に伝え
るのが私の役割です。

新しい血管造影装置

チーム医療で命を救う

2022年9月に新設した血管造影装置2022年9月に新設した血管造影装置

チーム医療でつなぐチーム医療でつなぐ
信頼の輪信頼の輪
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入
退
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と
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【入退院センターについて】
　入退院センターは、患者さんが安
心して入院していただき、退院後の
生活が不安なく退院していただけ
るように多職種と連携しながら、入
院支援、退院支援、病床管理を担当
しています。

　入院支援では、予約入院の方を対象に入院前に看
護師が病気や生活のことをお聞きし、入院生活の説
明を行っています。必要に応じて薬剤師が服用中のお
薬の確認を行い、栄養士も食事についてお聞きしてい
ます。その内容を病棟スタッフや退院支援チームと共
有することで患者さんが安全に安心して入院していた
だけるよう支援しています。待ち時間なく利用していた
だけるよう昨年3月に説明室を9室準備いたしました。
　また手術を受けられる患者さんには、麻酔科や歯科口腔外科の受診の予約なども行い、患者さんの
利便性を考え、入退院センター内に麻酔科診察室を設けました。手術室の看護師とも連携しています。

　退院支援では、専門の相談員が入院支援チームと連
携し、入院前から患者さんの状況を把握するよう努めて
います。入院後は病棟スタッフや多職種と定期的にカ
ンファレンスをもち、退院に向けて必要な支援を行って
います。また、退院に向けた様々な相談に応じ、介護保
険の申請や利用調整、転院調整をおこない、在宅支援
機関とも連携をもちながらスムーズな退院に向けてサ
ポートしています。

　病床管理部門では、患者さんの入退院を把握しな
がら、病棟師長と常に連携し、病床を効率的に運用す
るためにベッド調整を行っています。

入院支援

退院支援

病床管理

入退院センター
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Topics 副院長就任あいさつ
地方独立行政法人市立大津市民病院　副院長　田中 慶太朗

地方独立行政法人市立大津市民病院　副院長　髙見 史朗

　令和5年1月1日付で地方独立行政法人市立大津市民病院 副院長を
拝命いたしました田中慶太朗でございます。
　私は大阪府高槻市にある大阪医科薬科大学　一般・消化器外科学
教室で腹腔鏡下手術を中心とした消化器癌に対する低侵襲手術の普
及・発展に従事してまいりました。腹腔鏡下手術では患者さんへの外科
的侵襲が軽減され術後の回復が飛躍的に向上するため、患者にやさし
い手術治療として多くの先生方ともその効果を共有してまいりました。
最近ではロボット支援手術の恩恵も加わり、さらに安全・確実な低侵襲
手術が可能となってきています。
　大津市民病院の消化器外科は昨年より大阪医科薬科大学に所属す
る外科医が担当させていただくこととなりました。現在４名の消化器外
科医が常勤で診療しており、４月からは乳腺外科医も2人が常勤となり
消化器外科医1人も加わり7名の常勤スタッフで診療にあたらせていた
だきます。当院では最新の手術ロボットda Vinci Xiをはじめ、最先端
の医療機器を導入しており、大学病院と同様の環境で手術・診療を受
けていただくことが可能です。大津市民の皆様に安心して通院していた
だける一致団結した市民病院として新たな一歩が開始できるように全
力を尽くす所存です。
　120年以上、大津市の雄大な自然環境の下で市民の皆様に寄り添っ
て歩んできた病院を、明るい次世代にも貢献できる病院として利用い
ただけますように、一歩一歩進んでいきたいと考えております。
　これからの病院に対する要望や質問など、皆様の忌憚のないご意見
をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　令和5年1月1日、副院長を拝命いたしました消化器内科の髙見史朗
です。
　学生時代はボート部に所属し、瀬田の艇庫で生活していた時期もあ
り、大津は思い出深いところです。1997年、その大津に赴任し、今年度
で26年目、医師としてのキャリアの約4分の3を当院で過ごさせていた
だきました。赴任当時から増加していたウィルス性肝炎、肝癌など、専
門領域の肝疾患を中心に診療にあたってまいりました。最近は脂肪肝
の患者さんが増加しており、特に力を入れて診療しております。
　平成31年4月に診療局長を拝命し、病院の様々な業務に関わらせて
いただきました。なかでも、ちょうど3年前に我が国にも発生した新型コ
ロナウィルス感染症は、大きな出来事でした。県下唯一の第一種感染症
指定医療機関である当院では、病院職員が力を合わせて、多くの患者さ
んの診療にあたってきました。3年間におよぶコロナの診療を通して、
社会のニーズに応えることが病院の最大の責務であることを改めて強
く感じました。超高齢化社会を迎え、社会のニーズも刻々と変化してい
くものと思われます。コロナ診療で得た経験を生かし、病院一体となっ
て、この変化に対応していきたいと考えています。
　医師個人としても、目の前におられる患者さんニーズに応えることを
モットーにして、研鑽していく所存です。精一杯努めてまいります。どう
ぞ宜しくお願いいたします。
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−2SD
　SDスコア（標準偏差）とは、統計で用いられる用語で平
均からどれくらい離れて（ずれて）いるか？を示すもので
す。逆に＋2SDは平均（±0SD）よりSD（標準偏差）の2倍大
きいことを表します。医学的には−2SDより小さい身長が
低身長の定義となっており、頻度としては100人中2.3人
の児が当てはまります。
　低身長児は何らかの病気が隠れているものが3割程度
といわれており、また−2SD以下ではないものの急に身長
の伸びが悪くなってきた場合も病気が隠れている可能性
があります。低身長の原因としては成長ホルモンや甲状腺
ホルモンの不足、ターナー症候群やプラダーヴィリ症候群
など染色体異常、小さく産まれたことが関係しているもの

（SGA性低身長）、骨や心臓、腎臓などの慢性疾患、過剰な
トレーニングや心理社会的要因など種々なものがあり、診
察や検査にてそれらの病気が隠れていないかどうかを調
べることが重要です。逆に７割ほどの低身長児は異常が見
つからず、体質性や家族性低身長、また二次性徴がゆっく
り進む思春期遅発（いわゆる晩熟）など特に病気ではない
と診断され、その場合は低身長を個性として受け入れてい
ただくことが必要です。
　SDスコアは、以前は表と電卓で計算して求めていまし
たが、最近は低身長でネット検索すると自動的に計算して
くれるホームページが多数見つかり、そこに現在の身長や
生年月日などを入力するとSDスコアを簡単に知ることが
できるようになりました。そこで身長SDスコアが−2SD以
下であった場合には、我々小児科医に相談されることをお
勧めします。最近は学校でも成長曲線を評価することにな
り学校から低身長で受診を勧められることも多くなりまし
た。受診の際には母子手帳と保育園や幼稚園、学校の成長
の記録を必ず持参していただくようお願いいたします。

でみる の数字 病気 はなし
−2SDは平均よりSD（標準偏差）
の2倍小さいことを表します。
小児科ではその年齢の平均身長と比べ
てどのくらい身長が低いか、すなわち
低身長の判定によく使われています。

副院長･小児科診療部長
中嶋 敏宏
［趣味］
ピアノの練習

男性

女性
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かかりつけ医●ご紹介の

住　所：大津市御殿浜23-11
ＴＥＬ：077-548-6663
診療科：内科、循環器内科、消化器内科
ＷＥＢ：https://nishiyama-smile.com/

住　所：大津市馬場2丁目12-61  ZEZE・ヒルズ2F
ＴＥＬ：077-510-0800
診療科：内科、消化器内科
ＷＥＢ：https://nishida-gastro.com/

にしやまスマイル
クリニック

院長　西山 敬三　西山 順博（消化器内科担当非常勤医師）副院長　西田 未由院長　西田 吉宏

にしだ
内科・消化器科
クリニック

　2022年8月大津市御殿浜に開院致しました。これまで
の経験と知識を活かし、循環器疾患（心不全・狭心症・不
整脈・弁膜症）・生活習慣病（糖尿病・高脂血症・高血圧な
ど）の専門家として良質な医療を提供させて頂きます。皆
様が住み慣れた地域で安心して笑顔で生活を継続して頂
けるように、健康増進・介護予防・訪問診療にも積極的に
取り組んでまいります。地域の皆様にとって気軽に相談で
きる『かかりつけ医』を目指してまいりますので、よろしく
お願いします。

　私たちはこれまで地域の中核病院で消化器内科・一般
内科の診療に携わり、消化器癌の内視鏡治療などの経験
を積んでまいりました。その中で、内視鏡検査に対する苦
手意識や恥ずかしさから検査のタイミングを逃しておら
れる方が多いことを知り、できるだけ検査のハードルを下
げ、苦痛が少なくまた質の高い検査・診療を届けたいとの
思いから当院を開院しました。高血圧、高脂血症、糖尿病
などの継続的な治療が必要な病気に関してもお一人お
一人に寄り添った医療が提供できるように細やかに心を
配ってまいりたいと思います。

診療時間
月 火 水 木 金 土

9：00〜
12：00 ○ △ ― △ ○ ○

14:30〜
16：30 ― 往診 ○ 往診 往診

16:30〜
18：30 △ ○ ― ○ ○* ―

午前 9：00〜12：00、午後 14：30〜16：30、夜診 16：30〜18：30
*　金曜のみ夜診 19：30まで
○　西山敬三　内科・循環器内科
△　西山順博　内科・消化器内科　（内視鏡検査）

診療時間
月 火 水 木 金 土

9：00〜
12：00 ○ ○ ○ ― ○ ○

13：00〜
16：00 ● ● ● ― ● ―

17：00〜
19：00 ○ ○ ○ ― ○ ―

木曜・土曜午後・日曜・祝日は休診
●13:00〜16:00は予約検査のみ
受付は診察終了の30分前までです。

WEBサイト WEBサイト

つなぐ vol.12　2023年2月 発行
地方独立行政法人 市立大津市民病院
〒520-0804 滋賀県大津市本宮二丁目9番9号
TEL. 077-522-4607 FAX. 077-521-5414
https://och.or.jp/



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

　身体に不調を感じるが、何
科を受診すればいいかわか
らないと、受診を先延ばしに
されている方はおられませ
んか？
　市立大津市民病院では、
身体の不調で受診する診療
科を迷われている方を対象
に、メールにて相談をお受け
しています。
　医療スタッフが、メールに
ご記入いただいた情報から
総合的に考え、受診する診
療科をご提案します。

　患者相談支援室では、がんの治療を継続しながら
社会生活を送れるよう外見の変化の悩みなどアピア
ランスケアのサポートを行っています。がん治療によ
る影響で脱毛が気になる方に情報の提供を行ってお
り、この度2023年1月20日より医療用ウィッグの展
示を始めました。個室で医療用ウィッグを手にした
り、試着することが可能です。
　滋賀県の大津市を含む一部の市町村では『がん患
者のアピアランスケア支援事業助成金』の取り組み
を行っています。
　お気軽にご相談ください。

平野学区健康フェスティバルに
参加しました。受診する診療科に

お悩みの方へ

患者相談支援室で医療用ウィッグの展示を始めました。

患者相談支援室
TEL：077-522-4607（代）

お問
合せ

地方独立行政法人
市立大津市民病院

寄
附
募
集
概
要

問い合わせ先

❶市立大津市民病院ホー
ムページにアクセスし

「受診する診療科にお
悩みの方へ」ページの　

【ご相談フォーム】に詳
細を入力し送信してくだ
さい。

❷病院から受診科につい
てのアドバイスをお送り
します。

※ご相談前に「お願いとお断
り」をお読みいただき、ご
了承いただいた方のみご
利用いただけます。

ご利用方法

　令和5年1月15日（日）に平野コミュ
ニティセンターで開催された平野学
区自治連合会主催の健康フェスティ
バルに参加しました。
　当院からは、血糖測定、
骨密度測定、救急医療体
験（心肺蘇生法・AED）の
コーナーを設け、当日は90
名を超える市民の方々に
ご参加いただきました。今
後も市民の皆様の健康の
保持・増進のための活動を
行っていきたいと考えてお
ります。




