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◎ JR 東海道線「南草津」駅下車　徒歩 15 分
◎近江鉄道バス・帝産バス「東矢倉南」バス停下車　徒歩 1 分
◎タクシー／JR「南草津」駅から約 5 分　JR「草津」駅から約 15 分
◎乗用車／［栗東方面行］京滋バイパス「東矢倉南」交差点右折後すぐ　［瀬田方面行き］京滋バイパス「東矢倉南」交差点左折後すぐ

受付時間：平日 AM8:00 〜 11：30 ／PM16:00 〜 19：30
　　　　　土曜 AM8:00 〜 11：30 のみ

健康診断・人間ドックの料金ご案内

※ドックの健診項目等、お気軽に健診センター（TEL：077-567-3610）までお問い
　合わせください。

受付時間（日曜・祝日を除く）　8：30 ～ 11：30
電話予約（日曜・祝日を除く）13：00 ～ 17：00
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検査項目により異なりますのでお問い合わせください。 

健診項目・料金などお問い合わせください。 
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電子カルテシステム
導入のお知らせ

　この度、電子カルテシステムを平成26
年11月より導入しました。
　システムの導入により待ち時間の短縮、
会計の迅速化が見込まれます。
　電子カルテシステム導入と同時期に自動
精算機も新しくなっています。
　今後とも患者様への医療サービスの向上
のため努力してまいります。

近江草津徳洲会病院ロゴデザイン

近江草津徳洲会病院広報誌 「かがやき」

県の木「もみじ」 、郷土の花「しゃくなげ」 、県の鳥「かいつぶり」、「地域の人々」 、「琵
琶湖の水」、そして「徳洲会のロゴ」をあしらい、自然豊かな滋賀県を、木をモチー
フにあらわしました。「徳洲会のロゴ」の鳥がー羽その木にとまることで、滋賀県に
おける地域医療の 1 ピースとして存在したいことを表現しています。
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　近江草津徳洲会病院の永年勤続の表彰を受けら
れる皆様、おめでとうございます。
　当病院は、今年で、創立11周年を迎えました。
現在、68あります、徳洲会病院グループの53番目の
病院として産声をあげております。
　10年ひと昔と言われますが、当病院は創立から
最初の5年間は、経営的には苦難の連続であり、後
半の5年間は独り立ちの準備期間であったと言える
でしょう。兎に角、「継続こそ力」であると考えると、
一重に職員の皆様の頑張りによるもの、特に、本日、
表彰される皆様の頑張りであると感謝いたしており
ます。
　昨年の営利団体である徳洲会MSグループの事件
が、非営利団体である医療法人グループとの社会的
混同によって、職員の皆様が多大の迷惑を被りまし
た。この件に関しましては、裁判により、一応、決
着をみております。新しく、新理事長になられた鈴
木隆夫先生を中心に、グループ運営の新体制が取
られ、再スタートがきられております。
　さて、本年 4月より、大型の医療保険改正が行わ
れました。2,025年問題に向けての政府の舵取りが
始まりました。所謂、団塊の世代が後期高齢者とな
り、それに社会の少子化問題が重なって、高齢化社
会のピークとなるに時期に対処するためであります。
　現在、100兆円といわれる福祉産業の約50%を

占めるといわれる医療事業の中で、我々は、いかなる
病院形態でもって、どのように関与していけるのか。
これは、病院職員全体の意識と頑張りにかかって
おります。
　同時に、徳洲会グループでは、建設されて30年
以上たち、老朽化した大型病院の建て替えが始まって
おります。これは、2,500億円事業であると聞いて
おりましたが、先の徳洲会グループの全国経営戦略
セミナーでは、平成26年11月現在、投資金額を
600億円にまで縮小したと聞いております。いずれに
しても、これから向こう10年間は、グループのどこを
見ても、決して安閑として、平坦な道を歩ける病院は
無いようです。
　間違いなく、国の存亡をかけて我が国は激動して
いきます。我々も負けずに変化していかなければ、
世の中の動きに取り残されてしまいます。変化しつつ
も、我々は医療人であります。研鑽に研鑽を重ねて、
自己の良心に従って、"生命だけは平等だ "の理念の
もと、質の高い医療を地域の皆様に提供していかな
ければなりません。皆で頑張りましょう。
　永年勤続の皆様の病院に対する愛情は並大抵の
ものではないと信じております。近江草津徳洲会
病院のさらなる発展を目指して頑張って頂きたいと
思います。
　本日はまことにおめでとうございます。
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永年勤続表彰式 祝いの言葉

平成 26 年 12 月 1 日
近江草津徳洲会病院

院長  山口 勝通

虫垂炎の治療の今昔
輝きコラム 第4回

最終回

　外科の common disease（ありふれた病気）

の最終回は、虫垂炎の治療の今昔です。

　約30年前は虫垂炎の診断、腰椎麻酔と虫垂

切除をできることが新人外科医の課題でした。

　虫垂炎は盲腸の先端から出る虫垂突起の炎症

を指します。典型的な症状は、心窩部の鈍痛と

嘔気から始まり、右下腹部に限局した鋭い痛み

となります。

　虫垂炎はありふれた病気ですが、診断が非常

に難しい疾患の一つです。解剖学的には盲腸の

先端の位置が人によって違うこと、また虫垂その

ものが固定されておらずブラブラの状態であるこ

とにあります。また、右下腹部痛を起こす疾患

だけでも、腸炎、大腸憩室炎、盲腸癌、クローン

病、卵巣炎、卵管炎、卵巣捻転等があるからです。

　詳細な問診と、正確に腹部所見とることが診

断で最も重要ですが、最近の画像診断（超音波

検査、CT検査）の進歩が、虫垂炎の診断に大

きく寄与しました。特に最も間違いやすい盲腸

憩室炎との鑑別は容易になりました。

　さて、虫垂炎の手術適応は、腹部症状・炎症

所見が強い場合、虫垂内に糞石がある場合、進

行が急速で穿孔しやすい幼児、重症度の判断が

難しい妊婦が挙げられます。一方、「散らす」と

は強力な抗生剤を使用して、虫垂炎を抑え込ん

でしまう内科的治療のことです。

　最終的には患者さんおよび家族の方との話し

合いで治療方針が決定されます。

　虫垂炎の手術ですが、現在は全身麻酔下に、

臍より筒を挿入して腹腔鏡下に虫垂切除を行う

ことが多くなっています。当初は、臍以外に孔を

開ける多孔式（3孔が多い）でしたが、最近は

臍のみの一つの孔で行う単孔式が多くなってい

ます。単孔式で初めて腹膜炎の程度がひどく多

孔式に移るといった場合もあり、状況によって使

い分けています。

　従来の開腹術（右下腹部斜切開もしくは傍腹

直筋切開：3～7㎝の創）で行うことと比較して、

腹腔鏡下手術は、腹腔内の観察と正確な診断が

できる、創が小さく目立たない、十分な腹腔内

洗浄を行える、必要があれば盲腸部分切除・回

結腸切除へ移行できる等のメリットがあります。

その結果、入院期間の延長となる腹腔内膿瘍、

創感染、癒着性腸閉塞の減少が顕著です。また、

肥満あるいは創感染から派生する腹壁瘢痕ヘル

ニアは全く見られません。

　以上のことをより本院では、虫垂炎の手術は

腹腔鏡下に行っています。

　外科医を志した 1980年と 2015年の現在で

は、その当時の外科学の常識が随分覆されまし

た。特にこの15年の変化には驚かされます。経

験に頼らない科学的思考、情報の共有とその伝

達の迅 速化、診断機 器の進歩、用具の開発、

薬剤の開発と全てが加速度的に変わっているよう

に感じます。外科の common disease（ありふれた

病気）であるヘモ（痔核）、ヘルニア、アッペ（虫垂炎）

ですらも、その例外ではありませんでした。　

　最 後に、4回の連載にお付き合いいただき

ありがとうございました。

副院長  泉  浩



平成26年10月23日・24日 パシフィコ横浜にて
透析センター 

病院紹介
第5回

連載

　当院の透析センターでは医師、看護師、臨床工
学技士が在籍しており各職種の専門スキルを発
揮しチーム医療の実践を展開しています。また血
液浄化に関わる様々な治療に対応できる設備が
整っており、緊急の患者様が来られても断ること
なく治療を行うことが出来ます。我々スタッフ一
同は常に患者様に安全・安心な治療をして頂ける
ように心掛けています。
　維持期の患者さまに透析を理解していただき、
生活の中にうまく取り入れていただけることを目指
しています。患者さまが自分らしい透析ライフを
過ごしていただけるように、スタッフ一同ご支援
させて頂いています。
　送迎を希望される患者様には自宅から透析室
までの無料送迎を行っています。

　当センターには患者様用の休憩室があり、患者
様の休憩やお食事・コミュニティーの場としてご
利用頂けます。大型テレビが設置してあり、透析
前後にゆっくりとお食事ができるテーブル・ソファ
も設置しています。透析中は各ベッドにテレビを
設置しており、無料でご覧頂けます。
　また、本やラジオなどの持参も可能です。治療
中にお困りの事があれば、スタッフが近くにおり
ますので、お気軽にお声を掛けて下さい。
　治療時間外でも連絡頂ければ対応できる環境
が整っています。

透析室スタッフ一同

診療時間

設備：ベッド 18床（うち個室1床・体重測定可能ベッド2床）
食事：希望の患者様に昼食をご用意できます。（有料）

月 火 水 木 金 土
午前  8：00～ ○ ○ ○ ○ ○ ○
午後12：30～ ○ ○ ○
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　自分たちの看護を振り返ることや看護の質向上を
目指した取り組みである臨床看護研究は、日々多忙
な業務を行っている看護実践者にとって、なかなか
簡単に行えることではありません。また、一般的に
私達民間病院では、臨床看護研究に対する十分な
支援・教育体制がない場合も多く、臨床看護研究を
困難なものにしています。このような環境で臨床看
護研究を行う意義を考えてみると、新しい科学的知
識を発展することが、看護・医療の質の維持・向上
に寄与するだけではなく、看護実践者個人の、エビ
デンスに基づく看護実践や業務遂行に繋がり、非常
に有益だと考えられます。私たち 4西病棟の看護師
たちは、多忙な業務の中でキャリアや好奇心に合わ
せた看護研究を積極的に行い、その成果を発表して
臨床看護実践に活かしています。
　今回、平成 26年 10月 23日・24日に、横浜の
パシフィコで行われた第 45回日本看護学会学術集会
―急性期看護－に、筆頭発表者の病棟看護師 3名、
共同研究者の私と木脇看護部長で参加しました。
　この学会は日本看護協会が主催する看護師生涯
教育のために、年1回開催される学術集会で、急性
期看護、慢性期看護、在宅看護、精神看護、ヘルス
プロモーション、看護教育および看護管理の7領域
があります。今回の会場であるパシフィコ横浜は、

日本最大のコンベンションセンターで国際学会や多種
の全国医学会学術集会が開催される一流の会場です。
　このような盛況な学会に参加する機会が得られた
のは、現在行っている研究の中から、一般演題で3題
も私たち 4西病棟から採択されたからです。滋賀県
下に多数病院がある中で採択された一般演題は6題
しかなく、その中で私たち4西病棟から3題も採択
されたのは、看護研究に対する病院の多大な理解と
支援、教育体制があったからだと思います。
　学術集会では、急性期看護に関心のある全国の
仲間たちが横浜に集まり、事例検討、最新の看護
方法について様々な研究発表を行い、議論を行い
ました。学術集会に参加、発表することは、とても
刺激的で科学的知識を深める経験でした。全国レベル
で研究発表することは、私たち近江草津徳洲会病院
看護部で働く看護師の士気を高めるだけでなく、なに
より病棟で様々な困難に直面している患者さんに
対して、更に良い看護を提供できること、それが今後
の看護実践につながっていくことが最大の功績では
ないかと考えます。
　私たちが、これからも自信を持って患者さんに向き
合っていけるよう、日々努力していきたいと思います。
みんなで頑張りましょう。

看護研究の大切さを考える
〜第45回 日本看護学会学術集会
　　–急性期看護–に参加、発表して〜

４西病棟 師長  関  千雅
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「家族看護の研究」「実習指導者研修」

「みなさんに
   教えて
　  頂いた事」

４階西病棟 看護助手
 川部 まことさん

　私は去年から看護研究で家族看護につ
いて研究をしています。今回、家族看護に
ついて研究を行い看護師として患者・その
家族との関わり、家族看護の重要性を改め
て実感しその大切さを再認識しました。そ
の中で、手術を終えて元気になって帰られ
る患者・家族の方、また末期のため病院で
最後を迎えお見送りに携わった患者・ご家
族さんなど様々な患者・家族との関わりを
学ばせていただいています。看護師は患者

だけでなく家族にも視野を向けて看護を行
うことで看護の視野が広がります。そして、
看護師としてのやりがいを感じます。
　私が看護師になろうと思ったきっかけは
祖父が入院していた時の看護師との関わり
でした。この時の看護師さんは祖父だけで
なく私や家族にも優しく接していただき私
は、これがきっかけで看護師への憧れが強
くなりました。今思うとその時、看護師さ
んは私たち家族にもしっかり視野を向けて
看護をしてくださっていたのだと改めて感じ
ます。今度は看護師になった私が患者とそ
の家族によりよい看護を提供できるように
頑張りたいと思っています。
　家族看護とは家族も同様に援助の対象だ
と言われています。研究を通して看護師が
家族への配慮を行い、家族への声かけや、
時には家族と一緒に援助を行うことも重要
です。患者とその家族の背景を把握し個別
性をしっかり生かした看護の方法を考える
のも看護師の仕事です。このため、入院時
に看護師が行っているアナムネの聴取など
家族背景を知ることはとても重要だと感じ
ます。また、面会に来られたご家族様とコ

ミュニケーションを図ることで看護師との
距離が縮まり患者・家族にとってよりよい
看護の提供につながります。
　これらをもとに、看護師は得た情報の共
有を行い、よりよいチーム医療につなげて
いきます。研究では、研究対象であった、
患者・家族の方から退院時に「看護師さん
がいろいろ聞いてくれたからうれしかった」
と感謝の言葉をいただきました。私はこの
ような感謝の言葉が看護師として働く上で
一番うれしい言葉だと思っています。このよ
うに、患者・家族さんより感謝の言葉をい
ただけることで看護師として働く意欲がわく
と思います。研究で得たことを生かし、入
院中の患者さんに寄り添い一つ一つ患者さ
んにあったケアを行い、家族を含めた看護
を行うことで、またこの病院へ来たいと思っ
ていただけるような環境を作っていきたい
と思っています。

　私は正看護師の免許取得後今年で5年が
経過し実習指導者研修のお話をいただきま
した。研修を受けるに対して、始めは人に
指導、教育することができるか研修について
いけるか不安と心配しかありませんでした。
しかし師 長さんに実習指 導 者の資格を
得ることで自分の強みになるからの一言に
背中をおされ研修に参加する決心がつき
ました。
　いざ研修が始まると、63名が同じ目的、
目標に向かって学んでいく中で自分の中
で 固定された指導や教育方法を変えて

みようと感じました。
　まずは教育、指導の意味から研修は始
まりました。午前、午後各 3 時間の座学は
いつも動き回って仕事をしている私には
かなりきついものがありました。しかし
それも 2週目に入ると慣れ、学び、知る事が
楽しくなってきました。看護学生だった頃、
実習が嫌で仕方なく胃痛で救 急を受 診
するくらい良い思い出がありません。何故、
実習が嫌だったのか？それは実習病棟の
スタッフがあまり学生に関心がなく受け
入れられていないのではと感じていたから
でした。
　そして指導に当たる指導者はと言うと、
厳しい質問が多く、こちらから質問しても
調べて来なさいで終わっていました。
　常に何故、どうしての質問が多く指導者と
はそう言うものだと思っていました。しかし
それはすぐに違う、間違った指導であると
気づかされました。指導とは目的に向かっ
て教え導くことであり、指導者も共に学び成
長するのだと。そして学生の頃には絶対にし
てもらっていない、褒める、認める関わり
にビックリさせられました。
　褒める教育とは単なる甘やかしではなく
相手を承認し自己肯定感を養うものである。

また、褒めることには時間もお金もかからず、
褒められた相手の脳にとっても報酬を得る
程の効果があるそうです。私自身も今まで
褒められることがなく受けてきた指導を
そのまま後輩にやりがちになっていました。
しかしこれからは認める、褒める事を学生
や病棟のスタッフにも積極的にしていきた
いと思っています。
　今回の研修ではたくさんの方 と々出会い、
多くの学びを得ることができました。また
自分の看護観を振り返る良い機会にもなり
ました。看護学生への実習指導は指導者一
人では決して良い指導はできません。病院、
病棟のスタッフみんなが学生をウェルカム
な気持ちで受け入れてあげてください。
　そして病棟スタッフの方々は実習の目的、
目標を理解して学生に関心を持って関わって
みてください。業務の間に学生を指導する
のは大変ですが、未来の看護師の卵達の
為にも協力をお願いします。
　これから私も実際に指導者として学んだ
ことを活かして指導できるか不安もありま
すが、指導者として良き看護師モデルとな
るように学生と共に学ぶ姿勢を忘れずに、
自己研鑽に努めていきたいです。

　私は、去年の 6 月に３階東病棟から４階西病
棟に移動してきました。病棟の専門分野が違う
ことやエンゼルケアのお手伝い、点滴台の物品
補充など３階東ではやっていなかった仕事が４
階西病棟では看護助手業務に含まれていること
もあり病院は変わっていないのに全く違う病院
に来たような感覚でした。右も左も分からない私
に、４階西病棟のスタッフさん全員で１つずつ優し
く教えて頂きました。
　例えば整理整頓やそうじ、物品の片付けなど
もどの場所から始めたら良いのかや、どこまで
やるのか基本的なところから教えて頂きました。
　ゴミ箱のフタに付いた汚れを拭き取ること、
衛生面もチェックされるので電子レンジの奥の
隅まできれいにすること、流し場のシンクはク
レンザーだけで洗うと傷がつくだけなのでハイ
ターをまいてきれいに磨いていくことなど看護

助手の先輩に教えて頂いたり、物品を１つ１つ
丁寧に整えたり向きを揃えたりするだけでも
きれいに見えることを病棟の師長さんに教えて頂
きたくさん勉強になりました。
　初めてのことばかりで迷惑ばかりかけてしま
い、注意されることが多々あります。しかし、４
階西病棟のスタッフの皆さんは注意するだけで
なく私が理解するまで教えてくださり「私と一緒
に一歩ずつ歩んで行って下さっているんだ」と
思い凄く嬉しい気持ちになりました
　皆さんが必死になって私の指導をして下さって
いる姿を見て、４階西病棟の皆さんの頑張りに応え
ていかないといけないなと思うようになりました。
　たくさん助けて頂いているので、日々のご恩
を忘れずに私なりに私のペースで４階西病棟の
皆さんのお力になれるよう今後も頑張っていき
たいと思います。

朝のスピーチとは…。当院では毎朝の朝礼時、スタッフの代表者が医療に対する思いから
自身の趣味まで自由にスピーチを述べています。その一部を皆様にご紹介させていた
だきます。朝のスピーチ

４西看護師
小林 綾香さん

4東病棟看護師
麓 須美子さん

病院の正面入口ではチューリップをはじめ様々な球根を植えて
います。
チューリップなどはまだ芽が出たばかりですが、春に向けて徐々
に成長していく植物達を見て楽しんでいただければ幸いです。
チューリップの見頃は4月～5月頃となっています。


