
OMIHACHIMAN COMMUNITY MEDICAL CENTEROMIHACHIMAN COMMUNITY MEDICAL CENTER

近江八幡市立総合医療センター

２０１９年７月発行

No.26

５つの基本方針

掲載項目

基本理念

１　地域の視点に立った信頼される医療を目指します。
２　安全性が保障された質の高い医療を追究します。
３　地域の医療機関や福祉・介護施設との連携を進めます。
４　活力に溢れ、誇りを生み出す組織風土を醸成します。
５　公営企業として、経営の健全化に努めます。

① 表紙《看護の日の様子》
② 新任医師のご紹介
③ こんにちは赤ちゃん
④ ボランティアさんのご紹介
⑤ 患者総合支援課通信
⑥ 健康いきいき公開講座のお知らせ 写真：看護の日 １階エントランスホールの様子

写真：看護の日 病棟の様子

多くの人々との出会いを通じて、新しい医療環境の創造に努めます。
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新任医師の

　　ご紹介！

今年４月から新しく赴任した医師を紹介します。
どうぞよろしくお願い致します！

　　　　　　亀　　　通　嗣
かめ ざき みち つぐ

　　　　　　砂　原　康　人
すな はら やす と

腎臓内科

　　　　　　塚　村　篤　史
つか むら あつ し

小　児　科 　　　　　　瀧　本　篤　朗
たき もと あつ ろう

小児外科

　　　　　　石　塚　義　崇
づか よし たか

　　　　　　落　合　都萌子
あい も こと

患者様との一期一会を大切にします。 患者さんの生活に寄り添い、共に診
療を組み立てていけるように頑張り
たいと思います。

出身は京都、出身大学は愛知医科大
学です。この度１０年ぶりに関西に
戻ってきました。皆様のお力になれ
るように頑張ります。

　　　　　　鬼　界　雅　一
き かい まさ かず

消化器内科を専門としています。微
力ながら、皆様のお役に立てるよう
に頑張ります。
宜しくお願い致します。

　　　　　　曽　我　幸　一
そ が こう いち

いし
循環器内科 代謝内分泌内科

消化器内科

近江八幡地域の皆様のお役に立てる
よう精一杯頑張らせて頂きますので、
宜しくお願い致します。

患者さんやその家族に寄り添う医療
を行っていきたいと思います。

この度今年度よりお世話になること
になりました。市民の皆様の為にな
れるよう日々精進してまいります。
宜しくお願いします。

６年半ぶりに近江八幡の地に戻って
参りました。地域の子どもたちの為
に頑張りますので宜しくお願い致し
ます。

腎臓内科

おち
消化器内科
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　　　　　　日　置　麻　里
ひ おき ま り

　　　　　　西　川　亜希子
にし かわ

　　　　　　小　野　哲　男
お の てつ お

　　　　　　藪　本　和　也
やぶ もと かず や

　　　　　　中　村　　陽
なか むら あきら

整形外科

こんにちは 赤ちゃん
当院で生まれた赤ちゃんを紹介します！

ママからひとこと
蒼空くん
そら なの

2019年5月7日生まれ／2400ｇ 2019年5月7日生まれ／2824ｇ

ママからひとこと

●保護者の方から掲載希望をいただいた赤ちゃんを掲載しております。

生まれて来てくれて
ありがとう。

笑顔いっぱいの
毎日を過ごそうね♡

パパもママもお姉ちゃん
お兄ちゃんも菜乃ちゃん
の誕生を心待ちにしてい
ました。我が家に生まれ
てきてくれてありがとう。

菜乃ちゃん

皮　膚　科 眼　　科

産婦人科 産婦人科

地域の皆様のお力になれるよう尽力
してまいりますので、宜しくお願い
致します。

皆様の眼の健康のお役に立てるよう
努めたいと思います。宜しくお願い
致します。

地域の患者様、産婦人科医療に貢献
できるよう精進して参ります。

周産期を専門としています。東近江
医療圏の妊婦さんが安全にお産出来
るよう全力を尽くします。宜しくお
願いします。

当院赴任前は滋賀医科大学で脊椎脊
髄外科を専門に診療を行っていまし
た。これから宜しくお願いします。

整形外科

き こあ

当院の研修医から新任医師になられた先生方

研修医から新任医師になられた先生方は７名です。
引き続きよろしくお願い致します！

・循環器内科　木村　英希（きむら ひでき）

・循環器内科　宗像　　潤（むなかた じゅん）

・消化器内科　向井　啓起（むかい ひろき）

・小　児　科　奥末　直耶（おくすえ なおや）

・小　児　外　科　武内　悠馬（たけうち ゆうま）

・整　形　外　科　蝶勢　友也（ちょうせい ゆうや）

・脳神経外科　卯津羅泰徳（うづら やすのり）



 院内・院外で活躍している
　ボランティアさんをご紹介します！(Vol.1)
 院内・院外で活躍している
　ボランティアさんをご紹介します！(Vol.1)

ボランティアを取り組もうと思ったきっかけボランティアを取り組もうと思ったきっかけ

今後の抱負今後の抱負

医事課ボランティアの活動内容や、やりがいは？医事課ボランティアの活動内容や、やりがいは？

いつもありがとうございます！

　私は勤めていたころから何かボランティアをしたいと思っていました。ボランティアをとおして地域に貢献
したいと思ったからです。しかし、在職中は中々時間がとれず、そのような機会を得ることができませんでし
た。退職後、総合医療センターの職員の方から声をかけていただき、医事課ボランティアを始めました。

　身体が動く間は続けたいですね。現在は月曜日と金曜日の
２回、ボランティアとして活動していますが、それが私の生
活サイクルになっています。今年の７月でボランティア１０
年目です！（笑）
　総合医療センターは広いため、業務中はよく歩きます。私
は日頃、万歩計をつけていますが、１日の業務で約５,０００歩
歩いています（笑）。自身の健康にも良いと思いますので、今
後もボランティアを続けていきたいと思っています。

　機器の取り扱いや行きたい場所の経路が分からない患者さんには丁寧に
説明することを常に心がけています。患者さんに「ありがとう」と言って
もらったときは、ボランティアをやってて良かったなと感じます。自分の
取り組みが人の役に立つということはうれしいことですし、やりがいにも
繋がります。

　医事課ボランティアの業務は大きく３つあり、内容は次のとおりです。

　当院では様々な場面でボランティアさんが活躍しています。今回は医事課でボランティアに従事されてい

る中谷義光さんにお話を伺い、その活動内容ややりがいなどをお聞きしました。
なかたによしみつ

医事課ボランティア

中谷　義光さん
なかたに よしみつ

１．当日予約機・処方箋送信機・自動精算機の操作補助
２．院内のご案内
３．フロアの落とし物や忘れ物のチェック

医事課ボランティアの業務



特定医療費（指定難病）小児慢性特定疾病にかかる医療費助成について特定医療費（指定難病）小児慢性特定疾病にかかる医療費助成について
医療費助成とは・・・？

支給認定の申請手続きは・・・？
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患者総合支援課通信

　昨年、小児慢性特定疾病の対象疾病に３５疾病が追加され７５６疾病となりました。また、対象指定難病
は３３１疾病となっています。今回、医療費助成についてご案内させて頂きます。

　原因が分からない、症例が少ないなどのために治療法が確立していない難病や、幼少期から長期にわたり
治療が必要な慢性疾患があります。これらは、治療が長引き完治しにくいことから、肉体的、心理的負担に
加えて、医療費や介護費などの大きな経済的負担を患者さんや家族が抱えることになります。
　こうした難病や子どもの慢性疾患治療にかかった費用を、公費により負担する制度が医療費助成です。疾
病ごとに厚生労働省が定めた認定基準があり、滋賀県指定難病審査会・滋賀県小児慢性特定疾病審査会にお
いて審査を行い、認定されたものについて医療費助成が受けられます。助成対象となるのは、承認された
疾病に関する治療です。関わりのない治療や、各種保険が適用されない医療費（差額ベッド代など）は対
象となりません。

　ご不明なことがありましたら、お住まいの地域を管轄する保健所、もしくは患者総合支援課までおたずね
下さい。

　対象となる疾病に関しては、主治医におたずね下さい（下記ホームページでも確認できます）。
　該当する疾病の場合、必要書類（申請書類は保健所、滋賀県のホームページにも情報掲載あり）
をそろえて、お住まいの地域を管轄する保健所に申請して下さい。
【対象疾病掲載ホームページ】
　●指定難病　「難病情報センター」　（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｎａｎｂｙｏｕ.ｏｒ.ｊｐ/ ）
　●小児慢性特定疾病　「小児慢性特定疾病情報センター」　（ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｓｈｏｕｍａｎ.ｊｐ）

お住まいの地域 名　称 所　在　地 電　話　番　号
大津市

甲賀市・湖南市

草津市・栗東市
守山市・野洲市

東近江市・日野市
近江八幡市・竜王町
彦根市・愛荘町
豊郷町・甲良町・多賀町
長浜市・米原市
高島市

大津市保健所

甲賀保健所

長浜保健所
高島保健所

草津保健所

東近江保健所

彦根保健所

大津市浜大津四丁目１－１

草津市草津三丁目14-75

東近江市八日市緑町8-22

彦根市和田町41

甲賀市水口町水口6200

長浜市平方町1152-2
高島市今津町今津448-45

077‒522‒6766

077‒562‒3534

0748‒63‒6148

0748‒22‒1300

0749‒21‒0283

0749‒65‒6610
0740‒22‒2419
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近江八幡市立総合医療センター
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町 1379番地
 TEL 0748-33-3151　FAX 0748-33-4877

＊病院へのご意見・ご質問をお寄せください。
　　　　　　　　　　　 発行：広報委員会

当センターで医療を受けられる方の権利
１.人権が尊重され、良質で適切かつ安全な医療を、平等・公正に受ける
　 ことができます。
２.自分の受ける医療について説明を受け、検査や治療方法などを自分で
　 選ぶことができます。
３.診断や治療について、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める
　 ことができます。
４.診療情報の提供、又は診療記録の開示を求めることができます。
５.診療上の個人情報やプライバシーが守られる権利があります。

  世界禁煙デー・日本禁煙週間記念

　　  「第９回健康いきいき公開講座」を開催します！

  世界禁煙デー・日本禁煙週間記念

　　  「第９回健康いきいき公開講座」を開催します！

参加無料！

　タバコは喫煙者だけではなく、周りの人も受動喫煙にさらされると、呼吸機能が低下したり、肺がんや心
筋梗塞など健康への悪影響を及ぼす危険があります。この機会に合わせて、喫煙と健康について考えてみま
せんか。

　日　時：2019年７月６日（土）13時00分～15時30分（開場12時30分）
　場　所：近江八幡市立総合医療センター １階　よしぶえホール

～　内　　　容　～
　　　第Ⅰ部　健康講演会（13時00分～14時40分）
　　　　　　　①きれいな空気で健康都市づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副院長　細川洋平
　　　　　　　②子どもの受動喫煙の実態
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀県立大学人間看護学部講師　川端智子
　　　　　　　③喫煙と心疾患・肺疾患
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　循環器内科副部長　深井邦剛
　　　　　　　④肺寿命の延ばし方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病理診断科非常勤医師　濱田新七
　　　　　　　⑤タバコと血糖値の意外な関係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代謝内分泌内科専攻医師　石塚義崇
　　　　　　　⑥タバコで腎臓が悪くなるって本当ですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腎臓内科医員　原　将之
　　　　　　　⑦認知症を予防し、いきいき生きる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳神経内科主任部長　松尾宏俊
　　　第Ⅱ部　無料検査（12時30分～15時30分）
　　　　　　　肺機能検査（スパイロメーター）
　　　　　　　呼吸中ＣＯ測定
　　　　　　　骨密度検査
　　　　　　　健康啓発資料提供


