●スマートフォンアプリで予約情報が確認できます
●不妊治療領域で4件の先進医療を開始しました
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●病院機能強化棟工事がはじまりました
●病院6階に展望レストラン｢然の膳｣がオープンしました
●病衣が新しくなりました
●本学救急・集中治療部 辻田講師が「令和４年度
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スマートフォンアプリで予約情報が確認できます
医療サービス課

患者案内アプリ「コンシェルジュ」登録のご案内
当院では、スマートフォンにインストールした患者案内アプリ「コンシェルジュ」を利
用し、診察の呼び出しや予約の事前確認ができるサービスを無料で提供しております。
既に利用されている患者さんからは「とても便利ですね」とのお声もいただいております。
是非、アプリ「コンシェルジュ」をご登録いただき、ご活用ください。

| 診察状況のお知らせ

待合スペース以外の場所で、診察の待ち状況を「コンシェルジュ」アプリで確認することができます。
診察順番が近づくとスマートフォンに自動で通知されるので、お好きな場所でリラックスしてお待ちい
ただけます。

| 予約情報の確認

いつでもどこでもご自身の予約情報を確認することができます。
診察や検査の前日に予約内容の通知を受けられるので、来院日時や検査前に食事を抜くことなど、
「うっかり忘れ」を防ぐことができます。

| ご家族の登録サービス

高齢者やお子様など、スマートフォンをお持ちでない患者さんでも、ご家族のスマートフォンにアプ
リをダウンロードし「家族登録」をすることで、同様のサービスが利用できます。
同じ患者さんの情報を、ご家族複数人のスマートフォンに登録することも可能ですので、予約がいつ
であるか、当日の診察は終了したかなどの見守りができます。

| 各種メッセージの受信

急な休診連絡や病院のイベント情報などを今後発信していく予定です。

こちらから
ダウンロードが
できます
▲iPhoneの方はこちら

重要

▲Androidの方はこちら

スマ ートフォン
に患者さんの情
報を登録する際
は、病院玄関フ
ロアの専用カウ
ンターにお越し
ください。

2022年10月1日から、選定療養費の料金が改定となります

診療報酬改定により、他の医療機関からの紹介
状をお持ちでない患者さんにご負担いただく選
定療養費の料金を、右記のとおり改定いたします。
何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

初診時選定療養費 ・・・

11,000円（税込）

再診時選定療養費 ・・・

3,300円（税込）

（紹介状を持たずに本院を初診で受診された場合）

（他の病院・診療所に対し文書による紹介を行う旨の申出を行っ
たが、患者さんの意志で本院を再診で受診された場合）

滋賀医科大学医学部附属病院

不妊治療領域で4件の先進医療を開始しました
女性診療科
| 女性診療科では、2022年7月から不妊治療領域で4件の先進医療を開始しています。
先進医療技術名

技術の概要

子宮内膜擦過術
（内膜スクラッチ法）

胚移植の前に子宮内膜に小さな傷をつける方法です。胚移植が予定されている前周期
の黄体期に本技術を実施し、翌周期に胚移植を行います。

子宮内膜刺激法
（SEET 法）

体外受精で得た受精卵を体外で5～6日間培養し、得られた胚盤胞を一旦凍結保存しま
す。この際、培養に使用した培養液を胚盤胞とは別に保存しておき、凍結していた胚
盤胞を移植する2～3日前に、保存していた培養液を子宮内に注入します。

子宮内膜受容能検査
（ERA）

着床期の子宮内膜組織を採取し、238個の遺伝子を網羅的に解析することで、子宮内
膜が Receptive（受容期）であるのか、Non-receptive（非受容期）であるのかを評
価します。この検査により、胚移植を行う最適なタイミングが正確に判定可能となり
ます。
受精後2～3日目の初期胚をまず移植し、さらにその2～3日後（受精後5日目）に胚盤
胞を移植する方法です。初めに移植された胚が子宮をより着床しやすい状態へと促し、
続けて移植された胚盤胞の着床率が高まることが期待されます。

二段階胚移植法

※2022年8月から開始

治療の対象となるのは、受精卵を子宮に移植しても妊娠しないことを繰り返す患者さんで、
これらの先進医療技術によって妊娠率の向上が期待できます。

TOPICS

先進医療とは

2022年4月 か ら 不 妊 治 療 に
対する公的保険の適用範囲が拡
大され、
「人工授精」「体外受精」
「顕微授精」などの技術が新た
に保険適用の対象になりました。

厚生労働大臣が定める最新で高度な医療技術を用
いた医療行為のことで、厚生労働省から承認された
特定の保険医療機関に限って行われます。「先進医
療にかかる費用」は自己負担となりますが、一般保
険診療と共通する部分は保険給付の対象となります。

外来化学療法室を増床しました
年200～300件のペースで増加
（件数）

がん診療連携拠点病院（高度型）である当院は、
滋賀県全域からがん治療が必要な患者さんを受け入

化学療法室による薬物療法実績
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すが、年200～300件のペースで患者さんの治療数
が増加したため、病院機能強化の一環として2022
年４月から化学療法室を５床増床し25床としまし
た。外来がん診療機能の充実により、高度ながん薬
物療法を必要とする患者さんをより多く受け入れる
ことが可能となり、地域医療機関と連携することで
切れ目のないがん医療を患者さんに提供しています。

病院機能強化棟工事がはじまりました
病院機能強化棟は、高次広域救命
センターの新設をはじめ、高度急性
期医療を提供する体制の維持・強化
を行うことで、大学病院としての使
命と地域の中核病院としての使命を
果たすことを目的とした建物です。

工事に伴うお願い

（完成予定：2026年1月30日）

完成イメージ
工事中は病院正門
からご入場ください。

入場ゲートの位置が
こちらに変更となります。

病院機能強化棟の建設中は、病院東側の駐車場への入場が病院正門から
のみ可能となります。大学西門から病院内を通行して駐車場へ入場すること
は出来ませんのでご注意ください。また、駐車場入場ゲートが現在の位置か
ら南側に変更いたします。来院される皆様には長期間にわたりご迷惑をおか
けいたしますが、ご理解ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

病院6階に展望レストラン｢然の膳｣が
オープンしました
2022年4月15日より、附属病院6階展望レストランは、

OPEN

『｢然の膳｣滋賀医科大学医学部附属病院店』として生まれ変わりました。

Hospitality Everyone（すべてのお客様におもてなしを。）をコンセプトとし、 食材や水にこだわり調理した美
味しいメニューを数多くご用意しているほか、 新たな試みとして気軽にテイクアウトでき るお弁当も販売しています。
日替わり定食やうどん、どんぶり、ラーメンなど豊富に
そろえておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

営業場所

D 病棟６階

営業時間

11：00～19：00

休業日

※コロナ禍においては15:00までの営業です

土日・祝日・年末年始（12/29～１/3）

病衣が新しくなりました
入院中の患者さんが着用される病衣につきまして、生地の劣化等に配慮し、患者さんにより快適な入院生活
を送っていただけるよう、病衣を刷新しました。

病衣代改定のお知らせ
病衣代（1日につき）改定日：2022年8月1日
改定前…100円

改定後…130円

病衣の変更に伴い、物価上昇等の諸般の事情を考
慮し、左記のとおり病衣代を改定させていただきます。
今後も患者さんにより一層満足していただける
病院を目指し、サービスの向上に努めてまいります。
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

デザインも一新しました

本学救急・集中治療部 辻田講師が
「令和４年度 滋賀県救急医療功労者知事表彰」
を受賞しました
救急・集中治療部
令和４年９月２日、滋賀県庁において行われた「救急医療功労者表彰式」において、本学救急・集中
治療部の辻田講師が、
「令和４年度 滋賀県救急医療功労者知事表彰」を受けました。
この表彰式は、救急医療週間（救急の日：９月９日を含む一週間）にちなんで開催されており、多年
にわたり地域の救急医療の確保、救急医療対策の推進に貢献のあった個人および団体に対し、その功績
を称え行われるものです。
辻田講師は、① ICUの責任者として、
集中治療が必要な救急患者の受け入れ
態勢の構築に尽力したこと、② 特に重
症の救急患者の受け入れにおいて、良好
な治療成績により、県内の重症救急患者
の救命率向上に大きく寄与したことが
評価され、表彰されました。
三日月知事と受賞者（下段右から二人目が辻田講師）

第16回「まごころ職員大賞」が決定
患者サービス向上委員会
「まごころ職員大賞」とは…
職員の患者サービス・接遇意識の向上を啓発することを目的に、患者さんやご家族
の方々から「対応が良かった」等とご推薦をいただいた職員を表彰する制度です。
患者サービス向上委員会において、
投票数258票の中から6名の職員に
決定しました。
2022年3月16日（水）に表彰式
が行われ、田中病院長から表彰状と
記念品の贈呈があり、ねぎらいの言
葉がかけられました。
これからも、心あたたまる医療の
提供を目指し、接遇向上に向けた取
り組みを実施してまいります。

「信頼と満足を追求する
『全人的医療』」
滋賀医大病院ニュース第63号
編集・発行：滋賀医科大学広報委員会
〒520ｰ2192 大津市瀬田月輪町
TEL：077（548）2012（総務企画課）
過去の滋賀医大病院ニュース（PDF版）はホームページでご覧いただけます。

「まごころ職員大賞」に選出されたスタッフと田中病院長

⃝患者さんと共に歩む医療を実践します
⃝信頼・安心・満足を提供する病院を目指します
⃝あたたかい心で質の高い医療を提供します
⃝地域に密着した大学病院を目指します
⃝先進的で高度な医療を推進します
⃝グローバルな視点をもち、人間性豊かで優れた医療人を育成します
⃝将来にわたって質の高い医療を提供するため、健全な病院経営を目指します
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まぶたが重いと感じたら〜眼 瞼 下垂の話〜
形成外科学講座

荒田

順

まぶたの役割
まぶたには上まぶたと下まぶたがあ

護しています。そして、ものを見ると

ります。さて、どんな役割をしている

きはまぶたをしっかりと上げてものを

のでしょう？

見ます。上の方を見るときは、さらに

みなさん、何かが目の前に飛んでき

まぶたを上げて見える範囲が広がるよ

たりしたらぎゅっと目を閉じますよね。

うにします。つまり、まぶたには眼球

人の体は反射的にそうなるようにでき

の保護と視野を確保する役割がありま

ています。そうすることで、眼球を保

す。

眼瞼下垂ってどんな病気
眼瞼下垂とはまぶたが下がっている、

たそうな顔しているね」、「顔が変わっ

もしくは上げにくいことによって、特

たね」と言われてしまうこともありま

に上の方の視野が狭くなる病気のこと

す。他にも視野が狭いことから、いろ

です。まぶたが下がることによって見

いろな症状がでます。

た目の印象も変わり、
周りに人から
「眠

頭痛や肩こりの原因って本当？
上の方が見えにくくなるために、一

ことがあります。そのため、眼瞼下垂

生懸命まぶたを上げようとして、おで

の治療を行うことで、頭痛や肩こりが

こなどに変な力が入ってしまったり、

良くなったとおっしゃる方がたくさん

まぶたを上げる筋肉自体の異常が原因

いらっしゃいます。

となって、頭痛や肩こりの原因となる

コンタクトレンズで眼瞼下垂になるの？
眼瞼下垂には大きく２つの種類があ

クトが原因となるこ

り、１つ目は年齢を重ねることでまぶ

とが圧倒的に多いで

たの皮膚が垂れ下がって視野が狭くな

す。コンタクトレン

る皮膚弛緩性症（図１）で、２つ目は

ズによる刺激でまぶ

まぶたを上げる筋肉の機能低下が原因

たに炎症が生じ、腱

の腱膜性眼瞼下垂（図２）です。２つ

膜のすべりが悪くな

目の腱膜性眼瞼下垂はコンタクトレン

ることが原因と考え

ズの装着が原因で起こることがありま

られています。

す。ハードとソフトではハードコンタ

皮膚弛緩性症（図１）

腱膜性眼瞼下垂（図２）

滋賀医科大学医学部附属病院

治療法は？
手術で治療可能（図１、図２）ですが、

を上げやすくする手術が必要になるこ

切除や、まぶたを上げる筋肉の修復を

生まれつき上まぶたが下がっている方

とがあります。

行います。ほとんどの方がいずれかの

は、おでこの筋肉を利用して、まぶた

手術によって、垂れ下がった皮膚の

図１

皮膚弛緩性症

治療前（左）
、治療後（右）

皮膚の被さりがとれ、上の方も見
やすくなった。

皮膚が垂れ下がって上の方に傘が被っ
たようになり上の方が見えづらい。
図２

腱膜性眼瞼下垂

治療前（左）
、治療後（右）

まぶたの縁が上がったため、黒目
の出てる範囲が広がり、視野が広
がっている。

まぶたが上がらず、まぶたの縁が低い状態。
両まぶたとも低いが、左のまぶたが特に
低い。

見た目も変わるの？変にならない？
眼瞼下垂の手術を受けることで、眼

喜ばれる方も多いです。そんな風に、

が大きく二重になることが多いので、

視野も広がり、見た目も良くなったと

見ためは多少なりとも変わります。手

言ってもらえるような手術を心がけて

術を受けたあと、見た目が若返ったと

います。

「信頼と満足を追求する
『全人的医療』
」
滋賀医大病院ニュース第63号別冊
編集・発行：滋賀医科大学広報委員会
〒520ｰ2192

大津市瀬田月輪町

TEL：077
（548）
2012
（総務企画課）
過去の TOPICS
（PDF 版）
はホームページでご覧いただけます。

滋賀医科大学医学部附属病院ホームページ

◦患者さんと共に歩む医療を実践します
◦信頼・安心・満足を提供する病院を目指します
◦あたたかい心で質の高い医療を提供します
◦地域に密着した大学病院を目指します
◦先進的で高度な医療を推進します
◦グローバルな視点をもち、人間性豊かで優れた医療人を育成します
◦将来にわたって質の高い医療を提供するため、健全な病院経営を目指します

(https://www.shiga-med.ac.jp/hospital/)

