












第５章 委員会等の活動実績
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第１節

委員会・チーム

令和２年度の委員会・チームは以下のとおりです。
①組織運営と
地域

102 病院機能改善委員会

104 動物実験室運営委員会

106 広報委員会

105 地域医療支援病院運営委員会
201 倫理委員会

②患者の権利
と安全確保

103 研究所運営委員会

203 診療情報管理委員会

202 医療安全委員会

205 院内感染防止対策委員会

107 地域医療連携委員会

206 短寿命放射性薬剤臨床利用委員会

207 臨床倫理コンサルテーション委員会
③療養環境と
患者サービス

301 サービス向上委員会
401 治験審査委員会

402 手術室運営委員会

404 保険医療委員会

405 外来診療運営委員会

407 がん医療推進委員会
④医療提供の
組織と運営

410 入院診療委員会
413 輸血療法委員会

⑦調査・検討
推進チーム

422 がん登録委員会

423 ゲノム医療推進委員会

502 医療の質向上委員会

418 脳死判定委員会
421 内科専門研修プログラム管理委員会
424 内視鏡室運営委員会

503 クリニカルパス委員会
505 透析機器安全管理委員会

504 放射線治療品質管理委員会

602 災害対策委員会

603 放射線安全委員会

605 組換えＤＮＡ実験安全委員会

608 臨床検査適正化委員会

609 医師事務等軽減対策委員会

610 医療機器整備委員会

611 病院統合医療情報システム委員会

613 医療機器管理委員会

614 防護委員会

705 ボランティア推進チーム

801 褥瘡対策チーム

612 図書委員会

707 地域包括ケア病棟運営チーム

802 緩和ケアチーム

804 栄養サポートチーム
⑧専門業務推
進チーム

415 血管内治療室運営委員会

417 臓器移植委員会

420 内科専門研修委員会

606 教育研修委員会

412 合同臨床研修管理委員会

414 がん化学療法委員会

604 医療ガス安全・管理委員会
⑥病院の運営
管理

409 材料委員会

411 栄養管理委員会

419 褥瘡対策委員会

601 地方衛生委員会

406 救急診療委員会

408 薬事委員会

416 緩和ケア推進委員会

⑤医療の質と
安全

403 集中治療室運営委員会

805 呼吸ケアチーム

807 感染管理実践者チーム（ＩＣＰ）

803 感染制御チーム（ＩＣＴ）
806 医療安全推進チーム

809 造血管細胞移植推進チーム
811 抗菌薬適正使用支援チーム（AST）

810 クリニカルパス推進チーム
813 認知症ケア・精神リエゾンチーム

814 開設50周年記念事業推進チーム

904 入院支援センター運用ワーキンググループ
<凡例>

診療報酬算定等根拠

院内運営関連
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 ．病院機能改善委員会


目  的 患者の視点に立った病院運営改善を行う。
審議事項 病院機能評価の受審に関すること
最新の評価項目の自己評価に関すること
業務改善に関すること
その他、病院機能の改善に関すること
委員長 川那辺圭一（病院機能評価担当副院長）
委  員 池口滋 入院診療担当副院長 、勝山和彦
（医療安全管理室長）、原田英樹（感染管
理室長）
、望月敬之（事務局次長）
、横江泰
典（医事課長）
、北居千明（薬剤部長）
、山
中寛惠（院長補佐（看護部長））、小菅邦
彦 教育研修センター長 
事務局 財務企画室


審議事項 動物実験室運営にかかる重要事項に関
すること
動物実験室業務にかかる他部門との連
絡調整に関すること
委員長 一山智（研究所長）
委  員 望月敬之（事務局次長）、新里修一（リ
ハビリテーション科副部長）、谷垣健二
（研究所専門研究員 、扇田秀章（研究所
専門研究員）
事務局 研究所

委員会の開催実績（議題）

 ○令和年月日（水）
  動物実験計画について（件）
 その他


105．地域医療支援病院運営委員会
目

的

審議事項






．研究所運営委員会
目  的 研究所の円滑かつ適正な運営を図る。
審議事項 研究所運営にかかる重要事項に関する
こと
研究実施申請に関すること
研究所業務と病院業務との連携調整に
関すること
委員長 一山智（研究所長）
委  員 望月敬之（事務局次長）
、津田圭紹（放
射線診断科部長）、山内浩（研究所副所
長）
、谷垣健二（研究所専門研究員）
事務局 研究所


 委員会の開催実績（議題）

 ○令和年月日（水）
  研究実施申請、終了報告について
   ・新規・継続課題（件）
   ・終了課題（件）
 その他







．動物実験室運営委員会
目  的 動物実験室業務の円滑かつ適正な運営を
図る。
審議事項 動物実験室運営にかかる重要事項に関
すること
動物実験室業務にかかる他部門との連
絡調整に関すること
委員長 一山智（研究所長）
委  員 望月敬之（事務局次長）、新里修一（リ
ハビリテーション科副部長）、谷垣健二
（研究所専門研究員 、扇田秀章（研究所
専門研究員）
事務局 研究所


委員会の開催実績（議題）

 ○令和年月日（水）
  動物実験計画について（件）
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委 員 長
委
員
事 務 局

地域における医療の確保および向上を支援
するために実施する業務が適切に行われる
よう審議する。
1. 共同利用の実施に関すること
2. 救急医療の提供に関すること
3. 地域の医療従事者に対する研修の実施
に関すること
4. 紹介患者に対する医療提供に関するこ
と
5.その他、地域における医療の確保および
向上のために必要な支援に関すること
一山 智（病院長）
川上 賢三（副院長）
、外部委員6名
地域医療連携室

委員会の開催実績（議題）
○令和2年11月2日（月）～11月9日（月）
＊メール意見交換
1.共同利用の実施について
2.救急医療の提供について
3.紹介患者に対する医療提供について
4.地域の医療従事者に対する研修の実施について
○令和3年3月22日（月）～3月26日（金）
＊メール意見交換
1.共同利用の実施について
2.救急医療の提供について
3.紹介患者に対する医療提供について
4.地域の医療従事者に対する研修の実施について


 ．広報委員会


目  的 広報活動の推進を図る。
審議事項 広報に関する基本方針の策定に関するこ
と
広報活動に関する各部局等との連携調整
に関すること
ホームページの管理運営に関すること
院内外の広報活動に関すること
広報誌の編集および発行に関すること
その他広報に関すること
委員長 山内智香子（放射線治療科長）
、長谷川浩史（地域医療
- 128 - 委  員 一山智（病院長）
連携室長）
、谷垣健二（研究所研究員）
、村
田昌史（事務局長）
、横江泰典（医事課長
心得）
、山中寛惠（院長補佐（看護部長）
）、
横田光明（医療情報室参事）
事務局 総務課
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審議事項 広報に関する基本方針の策定に関するこ
と
広報活動に関する各部局等との連携調整
に関すること
ホームページの管理運営に関すること
院内外の広報活動に関すること
広報誌の編集および発行に関すること
その他広報に関すること
委員長 山内智香子（放射線治療科長）
委  員 一山智（病院長）
、長谷川浩史（地域医療
連携室長）
、谷垣健二（研究所研究員）
、村
田昌史（事務局長）
、横江泰典（医事課長
心得）
、山中寛惠（院長補佐（看護部長）
）、
横田光明（医療情報室参事）
事務局 総務課

委員会の開催実績（議題）

○第回 令和年月日（水）
令和年度広報委員会の体制
年報のスケジュールについて
病院パンフレットの更新について
広報誌の発行予定について
その他
○第回 令和年月日（木）
「 仮称 滋賀県立総合病院の医療がわかる本」の作
成について
〇第回 令和年月日（水）
 「4 $でわかる病気と最新医療 滋賀県立総合病院」
の作成について
 令和年度オープンホスピタルの開催について
 病院パンフレットの作成について
 広報誌の発行予定について

＜広報委員会専門部会＞
〇第回 令和年月日（木）
 「 仮称 滋賀県立総合病院の医療がわかる本」の企
画について
〇第回 令和年月日（水）
 「 仮称 滋賀県立総合病院の医療がわかる本」の構成
案について


 ．倫理委員会


目  的 病院で行われるヒトを対象とした医学研
究、医療行為が、ヘルシンキ宣言の趣旨に
沿った倫理的、社会的配慮のもとに行われ
るために医の倫理に関する事項を審議する
ことを目的とする。
審議事項 病院で行われる医学研究および医療行為
に関し、実施責任者から病院長に申請さ
れた実施計画の内容およびその成果の発
表に関すること
病院長の諮問に基づき、病院における医
学研究および医療行為に関する倫理的、
社会的配慮についての基本的事項の調査
検討に関すること
その他、医の倫理のあり方に関連して、
病院長から諮問のあった事項および委員
会が必要と認めた事項に関すること
委員長 川那辺圭一（副院長）
委  員 勝山和彦（医療安全管理室長）、池口滋
（免疫内科主任部長）、中馬孝容（リハビ
リテーション科主任部長）、山中寛惠（看
護部長）、北居千明（薬剤部長）、中村由
紀子（臨床検査部主任技師長）、山田茂樹
（放射線部総括技師長）、山内浩（研究所
副所長）、望月敬之（事務局次長）、外部
委員名（医学分野以外の学識経験者）
事務局 総務課

委員会の開催実績（議題）


○令和年月日

 第回迅速審査

 医学研究・医療行
①

5HJLVWU\） 呼吸
②

究） 呼吸器内科

○令和年月日

 第回迅速審査

 医学研究・医療行

①  卵巣癌予後予

ー複合体測定の

6LJQLILFDQFH

FRPSOH[LQWKH

大阪赤十字病

○令和年月日

 第回迅速審査

 医学研究・医療行

①  【変更】根治

腔鏡下手術の妥
察研究 外科

②  未治療移植適

ルテゾミブを用

び大量 抗がん

性と有効性の検

（第回迅速審査分）

107．地域医療連携委員会

①  造血細胞移植および細胞治療の全国調査（血液・

科 科長 浅越
③

的

審議事項

委 員 長
委
員

事 務 局

地域における医療連携の適正な運営と円滑
な推進を図る。
1.病病診在宅連携に関すること
2.5大がんパス、緩和ケアパス等の地域連携
パスの実施と検証に関すること
3.地域連携に係る医療専門職の人材育成に
関すること
4.情報連携に関すること
5.その他、地域医療の連携に関し必要な事
項を審議すること
長谷川 浩史（地域医療連携室長）
川上 賢三（地域連携担当副院長）
、山本 秀
和（副院長・がん地域連携クリニカルパス
推進チーム長）
、池口 滋（副院長）
、川那辺
圭一（副院長）、中馬 孝容（リハビリテー
ション科）
、北居 千明（薬剤部長）
、吉田 千
春（看護部副部長（地域連携担当）
）
、谷 大
太（総務課）
、梶山 亮（財務企画室）
、田原
輸（医療情報室）
、三輪 真澄、
（地域医療連
携室）
、田中 幹也（地域医療連携室）
地域医療連携室

②  未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にしたボ
ルテゾミブ・レナリドミド・デキサメタゾンを用いた

析 血液・腫瘍内

④  京都造血幹細

ータを用いた移

寛解導入療法、自家末梢血幹細胞、ダラツムマブ・レ
ナリドミド・デキサメタゾンを用いた地固め療法及び
レナリドミドを用いた維持療法の臨床効果と安全性
を検討する第Ⅱ相臨床試験 血液・腫瘍内科 科長
浅越康助 

○令和年月日 第回倫理委員会

浅越康助 

○令和年月日

 第回迅速審査

 医学研究・医療行

① 【変更】+(5陽

高メチル化の有

第回迅速審査分 
医学研究・医療行為等の実施に関する申請について
①  急性非代償性心不全の実態に関する多施設観察研
究 （循環器内科 副部長 犬塚康孝）
②  内視鏡外科手術の多施設データベース構築 外科
副部長 山田理大 


 )/7,7'変異

阻害剤使用状況

腫瘍内科 科長 浅越康助）

目

 ファビピラビ

&29,'患者の

○令和年月日 第回倫理委員会
医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

 &29,'に関

山内智香子 


○令和年月日 第

 第回迅速審査

 医学研究・医療行

①  05,による呼吸
塩田哲広 
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○令和年月日 第回倫理委員会

○令和年月日 第回倫理委員会

研究および医療行為
から病院長に申請さ
およびその成果の発

き、病院における医
為に関する倫理的、
の基本的事項の調査

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

①

①  【変更】内視鏡外科手術の多施設データベース構築
外科 副部長 山田理大 

5HJLVWU\） 呼吸器内科 科長 塩田哲広 
②

 ファビピラビル等の抗ウイルス薬が投与された



&29,'患者の背景要因と治療効果の検討（観察研

○令和年月日 第回倫理委員会


○令和年月日 第回倫理委員会

①  乳房再建用組織拡張器および人工乳房の被膜に関
する研究 乳腺外科 部長 辻和香子 

・腫瘍内科 科長

①

る申請について

する多施設観察研

康孝）

ベース構築 外科

第回迅速審

①  ポジトロン断層撮影法（3RVLWURQ (PLVVLRQ7RPR

6LJQLILFDQFHRISODVPDVROXEOHILEULQPRQRPHU
FRPSOH[LQWKHSURJQRVWLFDWLRQRIRYDULDQFDQFHU

 【変更】卵巣

の重要性【&KD

JUDSK\：3(7 とタウイメージング用3(7薬剤：>)@3

SODVPD'GLPHU

03%%（IOXRUR 

FDQFHU 大阪赤

((   PHWK\ODPLQ



R S\ULGLQ\ｌ EXWDGLHQ\ｌ EHQ]R>G@WKLD]R



○令和年月日 第回倫理委員会

O\OR[\ SURSDQRｌ 別名：SURSDQROPRGLILFDW

○ 令和年月

 第回迅速審査分 

LRQRIS\ULGLQ\OEXWDGLHQ\OEHQ]RWKLD]ROH と

 医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

用いたタウ蓄積神経疾患の病態解析 研究所 副所

医学研究・医療行

長 山内浩 

①

①  【変更】根治可能な肉眼型分類型胃癌に対する腹
腔鏡下手術の妥当性に関する多施設共同後ろ向き観

 【変更】ポジ

LRQ7RPRJUDSK

的とした新規治療法の開発 脳神経外科 科長 北

：>)@303%%

条雅人 

WK\ODPLQR S\U

③  顔面神経麻痺検出,7アプリケーション開発のため

G@WKLD]RO\

び大量 抗がん剤併用自家末梢血幹細胞移植の安全

の顔データ収集と解析に関する研究 脳神経外科

RGLILFDWLRQR

性と有効性の検討：追加後方視的研究 血液・腫瘍内

科長 北条雅人 

OH を用いた

④  婦人科悪性腫瘍の腫瘍微小環境における悪性形質

科 科長 浅越康助 
③

第回迅速審

②  難治性下垂体腺腫に対する127&+および3523を標

 副所長 山内

 )/7,7'変異陽性急性骨髄性白血病における)/7

の機序の解明と新規治療法の探索 婦人科 科長



阻害剤使用状況調査及び治療予後に及ぼす影響の解

村上隆介 

○令和年月日

⑤  遺伝性乳がん卵巣がん症候群（+%2& へのリスク低

析 血液・腫瘍内科 科長 浅越康助 
④  京都造血幹細胞移植グループの造血幹細胞移植デ
ータを用いた移植成績の解析 血液・腫瘍内科 科長

第回迅速審

減予防的卵巣卵管摘出術について 婦人科 科長

医学研究・医療行

村上隆介 

①  低管電圧によ

⑥  遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対するリスク低減乳房

浅越康助 

哉 



全切除術および乳房再建手術 乳腺外科 部長 辻



○令和年月日 第回倫理委員会

和香子 

○令和年月日

 第回迅速審査分 



 医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

○令和年月日 第回倫理委員会

第回迅速審
第回迅速審査分 

① 【変更】+(5陽性+5陰性乳癌における遺伝子+6'%

会

○令和年月日

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

ー複合体測定の重要性

、ダラツムマブ・レ

臨床効果と安全性



①  卵巣癌予後予測における可溶性フィブリンモノマ

会

いた地固め療法及び

より  整形外

医学研究・医療行

ルテゾミブを用いた寛解導入・地固め・維持療法およ

サメタゾンを用いた

 大腿骨頭軟骨

○令和年月日 第回倫理委員会

②  未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にしたボ

者を対象にしたボ

医学研究・医療行



察研究 外科 科長 山本秀和 

の全国調査（血液・

○令和年月日

 医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

大阪赤十字病院 医長 芦原隆仁 

る申請について



①

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

 第回迅速審査分 

治 

第回迅速審
第回迅速審査分 

究） 呼吸器内科 科長 塩田哲広 

あり方に関連して、
った事項および委員
に関すること

理室長）、池口滋
中馬孝容（リハビ
）、山中寛惠（看
剤部長）、中村由
師長）、山田茂樹
、山内浩（研究所
事務局次長）、外部
の学識経験者）

（0RUSKLQH+)

 医学研究・医療行為等の実施に関する申請について
 &29,'に関するレジストリ研究（&29,'

 心不全患者の
効性と安全性

第回迅速審査分 

 第回迅速審査分 

対象とした医学研
シンキ宣言の趣旨に
配慮のもとに行われ
する事項を審議する

①

医学研究・医療行
①

 近畿*,67研究

高メチル化の有用性評価試験 放射線治療科 科長

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

の治療状況を把

山内智香子 

① Q&R9遺伝子検査法の基礎的検討 臨床検査部

山本秀和 

技師 中辻瑞穂 


○令和年月日 第回倫理委員会



 第回迅速審査分 

○令和年月日 第回倫理委員会

○令和年月日
第回迅速審査分 

 医学研究・医療行為等の実施に関する申請について
①  05,による呼吸運動の動的解析 呼吸器内科 科長



医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

医学研究・医療行
①

 +(5陽性唾液

ラスツズマブ・

塩田哲広 
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①



る申請について

設データベース構築

医長 牛呂幸司 

 心不全患者の症状緩和におけるモルヒネ投与の有
効性と安全性に関する多施設共同前向き観察研究



ビリテーション

（0RUSKLQH+) VWXG\） 循環器内科 科長 岡田正

○令和年月日 第回倫理委員会

ン科 主査 竹

第回迅速審査分 

治 


医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

○令和年月日 第回倫理委員会

①  成人における遺伝性（家族性）造血器疾患に関する

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について



①

○令和年月日 第回倫理委員会

る申請について

工乳房の被膜に関

和香子 

②  -&2*－バイオ

（血液・腫瘍内
③

遺伝子解析研究（血液・腫瘍内科 科長 浅越康助）


第回迅速審査分 



①  視覚障害者夫

 大腿骨頭軟骨下不全骨折の分類（&7と病理組織診断

ルテゾミブ・レ

寛解導入療法、

ナリドミド・デ

第回迅速審査分 

より  整形外科 科長 川那辺圭一 


医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

○令和年月日 第回倫理委員会

①  腹膜播種に対する&56+,3(&の意義に関する多施設
共同研究（外科 副部長 山田理大）

第回迅速審査分 

 未治療移植適

レナリドミドを

を検討する第Ⅱ
浅越康助）
④

 重度高次機能



医学研究・医療行為等の実施に関する申請について



獲得～多職種連

る申請について

①

○令和年月日 第回倫理委員会

ーション科 主

RQ (PLVVLRQ7RPR

 【変更】卵巣癌予後予測における血漿'GLPHU測定

第回迅速審査分 

の重要性【&KDQJHVLQ7ULDO3ODQ】6LJQLILFDQFHRI

用3(7薬剤：>)@3

SODVPD'GLPHULQWKHSURJQRVWLFDWLRQRIRYDULDQ

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

  PHWK\ODPLQ

FDQFHU 大阪赤十字病院 医長 芦原隆仁 

①  乳癌治療による経済的負担への意識に関する多施

ｌ EHQ]R>G@WKLD]R

URSDQROPRGLILFDW

設共同研究（放射線治療科 科長 山内智香子）


○ 令和年月日 第回倫理委員会

○令和年月日

第回迅速審

医学研究・医療行
①

○令和年月日 第回倫理委員会

第回迅速審査分 

Q]RWKLD]ROH と

析 研究所 副所





化が患者の緊張

第回迅速審査分 

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

 )'*3(7&7検

師 郷田紗耶

 【変更】ポジトロン断層撮影法（3RVLWURQ (PLVV

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について



&+および3523を標

LRQ7RPRJUDSK\：3(7 とタウイメージング用3(7薬剤

①  【変更】3,.$.7P725経路の遺伝子変異を含む稀

○令和年月日

神経外科 科長 北

：>)@303%%（IOXRUR  ((   PH

な遺伝子異常を有する小細胞肺癌の臨床病理学的、分

第回迅速審

WK\ODPLQR S\ULGLQ\ｌ EXWDGLHQ\ｌ EHQ]R>

子生物学的特徴を明らかにするための前向き研究（呼

医学研究・医療行

G@WKLD]RO\OR[\ SURSDQRｌ 別名：SURSDQROP

吸器内科 科長 塩田哲広）

①

①

ーション開発のため

研究 脳神経外科

○令和年月日 第回倫理委員会
第回迅速審査分 



○令和年月日



医学研究・医療行為

○令和年月日 第回倫理委員会

①  残胃がんに対する低侵襲手術の有効性・妥当性の検

①

討（外科 副部長 山本道宏）

第回迅速審査分 
医学研究・医療行為等の実施に関する申請について



①  低管電圧による造影&7 放射線部 主査 北野哲

○令和年月日 第回倫理委員会

 )'*3(7を用

る検討（研究所
緒）

②  院内製剤の使

第回迅速審査分 

哉 

するリスク低減乳房

乳腺外科 部長 辻

OH を用いたタウ蓄積神経疾患の病態解析 研究所

測因子の検討（

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について 

+%2& へのリスク低

て 婦人科 科長



 副所長 山内浩 

境における悪性形質

索 婦人科 科長

RGLILFDWLRQRIS\ULGLQ\OEXWDGLHQ\OEHQ]RWKLD]R

 膵癌治療にお



医学研究・医療行為等の実施に関する申請について 

○令和年月日 第回倫理委員会

①  【変更】5(7融合遺伝子等の低頻度の遺伝子変化陽

μJ」
（糖尿病・

③  手術中の限定

科長 吉川勝

性肺癌の臨床病理学的、分子生物学的特徴を明らかに



医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

するための前向き観察研究 YHU →【変更】アジ

○令和年月日

①

 近畿*,67研究会*,67登録事業 付随研究（*,67患者

ア人の非小細胞肺癌における個別化医療の確立を目

る申請について

の治療状況を把握するための疫学研究） 外科 科長

指した、遺伝子スクリーニングとモニタリングのため

医学研究・医療行

検討 臨床検査部

山本秀和 

の多施設共同前向き観察研究（呼吸器内科 科長 塩

①  内視鏡手術多

第回迅速審査分 



田哲広）



る申請について

介）

○令和年月日 第回倫理委員会

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について
①

援内視鏡外科シ



○令和年月日 第回倫理委員会

会

第回迅速審

②

第回迅速審査分 

 +(5陽性唾液腺導管癌切除不能再発例に対するト

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について

ラスツズマブ・ドセタキセル療法 耳鼻いんこう科

 子宮筋腫と子

ム作成のための
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○令和年月日 第回倫理委員会
第回迅速審査分 
医学研究・医療行為等の実施に関する申請について
①  視覚障害者夫婦の夫の脳卒中片麻痺発症にてリハ

①  【変更】病理診断のための人工知能（病理診断支援

ビリテーションは何に難渋したか（リハビリテーショ

ＡＩ）開発と統合的「ＡＩ医療画像知」の創出（研究

ン科 主査 竹村 壮司）

所 顧問 真鍋敏明）

会

②  -&2*－バイオバンク・ジャパン連携バイオバンク

る申請について

造血器疾患に関する
科長 浅越康助）


会

る申請について

意義に関する多施設

理大）

会

る申請について

意識に関する多施

 山内智香子）



る申請について

遺伝子変異を含む稀

の臨床病理学的、分

めの前向き研究（呼

会

る申請について 

有効性・妥当性の検

会

る申請について 

頻度の遺伝子変化陽

学的特徴を明らかに

 →【変更】アジ

化医療の確立を目

モニタリングのため

吸器内科 科長 塩

会

る申請について



（血液・腫瘍内科 科長 浅越康助）

 ．医療安全委員会
ルテゾミブ・レナリドミド・デキサメタゾンを用いた

寛解導入療法、自家末梢血幹細胞、ダラツムマブ・レ

ナリドミド・デキサメタゾンを用いた地固め療法及び
目  的 医療事故等を防止することにより、医療の
レナリドミドを用いた維持療法の臨床効果と安全性
質の向上を図る。
審議事項
医療事故報告症例の検討に関すること
を検討する第Ⅱ相臨床試験（血液・腫瘍内科 科長
医療事故防止対策に関すること
浅越康助）
医事紛争に関すること
④  重度高次機能機能障害者に対する自己管理能力の
医療事故防止対策に係わる職員の教育、
獲得～多職種連携と外泊訓練を通じて～（リハビリテ
研修に関すること
その他医療事故防止に関すること
ーション科 主任技師 岩永尚子）
委員長 一山智（病院長）

委  員 勝山和彦（医療安全対策室長）
、北条雅人
○令和年月日 第回倫理委員会
（医療の質安全委員長）村田昌史（事務局
第回迅速審査分 
長）
、横江康典（医事課長）
、川上賢三（診
療情報委員長）
、武田晋作（救急診療委員
医学研究・医療行為等の実施に関する申請について
長）
、川那辺圭一（手術室運営委員長）
、
①  )'*3(7&7検査における投与前や投与中の環境変
山本秀和（がん化学療法委員長）
、髙垣勝
化が患者の緊張度に与える影響の検討（研究所 看護
（臨床工学部主任技師長）北居千明（薬剤
師 郷田紗耶香）
部部長）
、山田茂樹（放射線部主任技師長）
、
中村由紀子（臨床検査主任技師長）、弘部

重信（リハビリテーション科主任技師長）
○令和年月日 第回倫理委員会
山中寛惠（院長補佐兼看護部長 、西田浩
第回迅速審査分 
美（看護副部長）
、西田和輝（感染管理者）
、

医学研究・医療行為等の実施に関する申請について
濱田滋子（医療安全管理者）
事務局 医療安全管理室
①  膵癌治療における集学的治療の成績と治療効果予

測因子の検討（外科 副医長 佐藤朝日）
委員会の開催実績（議題）


○令和年月日 第回倫理委員会
○令和年月日（木）
．インシデント・アクシデントレポートの報告
医学研究・医療行為等の実施に関する申請について
①新規事例報告・審議
①  )'*3(7を用いた原因不明の炎症反応の精査に関す
②年度集計報告
る検討（研究所画像研究部門 専門研究員 奥山智
③転倒転落集計報告
緒）
．令和年度の重点目標
○令和年月日（木）
②  院内製剤の使用「チラーヂン6坐剤μJおよび
．インシデント・アクシデントレポートの報告
μJ」
（糖尿病・内分泌内科 科長 山本泰三）
①新規事例報告・審議
③  手術中の限定的なピオクタニン液の使用（形成外科
②月集計報告
科長 吉川勝宇）
．令和年度の業務計画
．前年度業務報告

○令和年月日（木）
○令和年月日 第回倫理委員会
．インシデント・アクシデントレポートの報告
第回迅速審査分 
①新規事例報告・審議
医学研究・医療行為等の実施に関する申請について
②月集計報告
③転倒転落集計報告
①  内視鏡手術多施設データベース構築および情報支
．その他
援内視鏡外科システム構築（婦人科 科長 村上隆
  ①腎障害患者の造影&7の対応
介）
   ②医療安全マニュアル改正に伴い医療安全対策室
②  子宮筋腫と子宮肉腫を術前に鑑別するアルゴリズ
の名称は医療安全管理室に変更



③特定行為安全管理小委員会設置について
○令和年月日
第回倫理委員会
ム作成のための研究（婦人科
科長 村上隆介）
○令和年月日（木）
第回迅速審査分 

．インシデント・アクシデントレポートの報告
医学研究・医療行為等の実施に関する申請について
①新規事例報告・審議
①  【変更】病理診断のための人工知能（病理診断支援
 ②月集計報告
 ③転倒転落報告
ＡＩ）開発と統合的「ＡＩ医療画像知」の創出（研究 - 132 
．患者確認行動「フルネームで名のってもらう」
所 顧問 真鍋敏明）
   職員遵守率調査について

○令和年月日（木）

③

 未治療移植適応多発性骨髄腫患者を対象にしたボ
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．インシデント
①新規事例報
②月集計報
③転倒転落集
 ．05,検査前セル
 ○令和年月日
 ．インシデント・
①新規事例報
②月集計報
③転倒転落集
．その他
  ①医療安全相
応
  ②医療安全講
  ③国際規格コ
○令和年月日（
．インシデント・
①新規事例報
②・月集
③転倒転落集
 ．その他
  ①05室安全対
②第一回医療
③医療安全週
 について
○令和年月日（
．インシデント
①新規事例報
②月集計報
③転倒転落集
 ．その他
①医療安全週
○令和年月日（
．インシデント
①新規事例報
②・月集
③転倒転落集
 ．その他
  ①医薬品の安
ハイリスク
○令和年月日（
．インシデント
①新規事例報
②月集計報
③転倒転落集
 ．その他
  ①05室への金
  ②第回医療
 
その他の活動実績等

①第回医療安全
日時：令和年
演題：「全員で
講師：長尾
名古屋大学
配信：院内/$
対象者：全職
出席総数：
②第回医療安全

22/02/28 14:21

   ②第回医療安全講演会受講率の報告
 ．その他
①腎障害患者の造影&7の対応
 


①腎障害患者の造影&7の対応
   ②医療安全マニュアル改正に伴い医療安全対策室 その他の活動実績等
その他の活動実績等
   ②医療安全マニュアル改正に伴い医療安全対策室

の名称は医療安全管理室に変更

の名称は医療安全管理室に変更
①第回医療安全講習会
   ③特定行為安全管理小委員会設置について
①第回医療安全講習会



③特定行為安全管理小委員会設置について
日時：令和年月日（木）～月日（月）
○令和年月日（木）
日時：令和年月日（木）～月日（月）
○令和年月日（木）
演題：
「全員で取り組む医療安全」
．インシデント・アクシデントレポートの報告
演題：
「全員で取り組む医療安全」
．インシデント・アクシデントレポートの報告
講師：長尾
能雅 教授 
①新規事例報告・審議
講師：長尾
能雅 教授  副院長
①新規事例報告・審議
名古屋大学医学部附属病院
 ②月集計報告
名古屋大学医学部附属病院
②月集計報告
配信：院内/$1での動画視聴 副院長
 ③転倒転落報告
配信：院内/$1での動画視聴
 ③転倒転落報告
対象者：全職員（委託業者含む）
 ．患者確認行動「フルネームで名のってもらう」
対象者：全職員（委託業者含む）
出席総数：名 出席率：％ 
 ．患者確認行動「フルネームで名のってもらう」
 職員遵守率調査について
出席総数：名 出席率：％ 



職員遵守率調査について
②第回医療安全講習会
○令和年月日（木）
②第回医療安全講習会
日時：令和年月日（金）～月日（月）
○令和年月日（木）
演題１：「クレーマー患者の対応について」
．インシデント・アクシデントレポートの報告
   講師：松村 由美 教授
①新規事例報告・審議
    京都大学医学部附属病院 医療安全管理室室長
②月集計報告
   演題２：「05の0 知ってますか？」
③転倒転落集計報告
   講師：院内放射線部
 ．05,検査前セルフチェックシートの運用について
とにより、医療の
配信：院内/$1での動画視聴
 ○令和年月日（木）
対象者：全職員（委託業者含む）
 ．インシデント・アクシデントレポートの報告
討に関すること
出席総数：名 出席率：％ 
①新規事例報告・審議
すること
  ③日本医療機能評価機構からの医療安全情報の院内
②月集計報告

配信
③転倒転落集計報告
わる職員の教育、
  ④日本医療安全調査機構からの医療事故の再発防止
．その他
に向けた提言の配信
  ①医療安全相互ラウンド訪問は中止、メールで対
関すること

応

  ②医療安全講演会の方法・配信について
策室長）
、北条雅人


③国際規格コネクタ導入について

村田昌史（事務局
○令和年月日（木）
長）
、川上賢三（診
203．診療情報管理委員会
．インシデント・アクシデントレポートの報告
作（救急診療委員
①新規事例報告・審議
室運営委員長）
、
②・月集計報告
法委員長）
、髙垣勝
目
的 診療情報管理業務の円滑かつ効率的な運営
③転倒転落集計報告
）北居千明（薬剤
を図る。

．その他
射線部主任技師長）
、
審議事項
1.診療情報（診療録・フィルム・心電図等）


①05室安全対策の配信について
主任技師長）、弘部
の様式・管理に関すること
②第一回医療安全講演会の受講率について
ン科主任技師長）
2.診療情報の質の向上、改善に関すること
③医療安全週間の取り組み、患者誤認防止の掲示
看護部長 、西田浩
3.医療情報の利用・活用に関すること
 について
和輝（感染管理者）
、

4.その他診療情報に関すること
○令和年月日（木）
理者）
委 員 長 川上 賢三(経営企画・医療情報担当副院長)
．インシデント・アクシデントレポートの報告
委
員 北条 雅人（医療情報室室長）、岡田 正治
①新規事例報告・審議
（循環器内科）
、竹田 昌弘（医事課）
、村木
②月集計報告
一成（臨床検査部）
、金子 雅一（放射線部）、
③転倒転落集計報告
中島 彰信（薬剤部）
、小田 裕美子（看護部）
、
 ．その他
伊藤
朱美（看護部）
、土井
麻由美（医療情
①医療安全週間取り組み報告
ポートの報告
報室）
、北村 麻美（医療情報室）
○令和年月日（木）
．インシデント・アクシデントレポートの報告
事 務 局 医療情報室
①新規事例報告・審議
②・月集計報告
委員会の開催実績（議題）
③転倒転落集計報告
 ．その他
○令和2年6月24日（水）
ポートの報告
  ①医薬品の安全使用のための業務手順
1. 電子カルテ 診療記録等作成状況について
ハイリスク薬取り扱いにインスリン追加
① 入院診療計画書作成状況について
○令和年月日（木）
② 退院サマリ作成状況について
③ 研修医の記載に対する指導医の記載に
．インシデント・アクシデントレポートの報告
ついて
①新規事例報告・審議
④
手術記録について
②月集計報告
ポートの報告
⑤
電子カルテの文書一覧への文書取込み依頼
③転倒転落集計報告
について
 ．その他
2. 診療録管理要綱改訂について
  ①05室への金属持ち込み防止対策について
3. 滋賀県立総合病院スキャン保存運用管理規程に
  ②第回医療安全講演会受講率の報告
ついて
 
○令和2年11月25日（水）
その他の活動実績等
伴い医療安全対策室
1. 電子カルテ 診療記録等作成状況について

変更
① 入院診療計画書作成状況について
①第回医療安全講習会
設置について
② 退院サマリ作成状況について
日時：令和年月日（木）～月日（月）
③ 研修医の記載に対する指導医の記載に
演題：
「全員で取り組む医療安全」
ポートの報告
ついて
講師：長尾 能雅 教授 
④ 手術記録について
名古屋大学医学部附属病院 副院長
⑤ 電子カルテの文書一覧への文書取込み依頼
配信：院内/$1での動画視聴
について
対象者：全職員（委託業者含む）
のってもらう」
- 133 2. 診察記事のタイトルについて
出席総数：名 出席率：％ 
3. 説明・同意書について
②第回医療安全講習会
4. 令和2年度診療記録監査について（医師同僚監査）
5. スキャン取込みのタイムスタンプと電子署名に
ついて
○令和3年2月24日（水）
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4. 「説明書」
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○令和年月日（

 定例報告
○令和年月日（月）
 院内感染対
 定例報告

抗菌薬使用
 院内感染対策サーベイランス報告

感染管理室
 抗菌薬使用状況報告

連絡事項
 感染管理室報告
 $病棟給排気不
 連絡事項
○令和年月日（
 新型コロナウイルス感染症患者受入体制について
 定例報告
○令和年月日（月）
 院内感染対
 定例報告
 抗菌薬使用
 院内感染対策サーベイランス報告
 感染管理室
 抗菌薬使用状況報告

連絡事項
 感染管理室報告

抗菌薬適正使用
 連絡事項
（第Ⅴ章、第Ⅵ
 令和元年感染管理室各種報告
○令和年月日（月
 デバイスサーベイランス報告
 定例報告
○令和年月日（月）
 院内感染対
 定例報告
 抗菌薬使用
 院内感染対策サーベイランス報告
 感染管理室
 抗菌薬使用状況報告
 連絡事項
 感染管理室報告
 結核発
 連絡事項
 9&0の供給停止
 感染管理加算合同カンファレンスについて
 抗菌薬適正使用
 令和年度第回院内感染防止対策講演会について
（第Ⅶ章）
○令和年月日（月）
○令和年月日（月
 定例報告
定例報告
 院内感染対策サーベイランス報告
 院内感染対策
 抗菌薬使用状況報告

抗菌薬使用状
 感染管理室報告
会

感染管理室報
 連絡事項

○令和年月日（月）
．院内感染防止対策委員会
 定例報告
○令和年月日（月）

かつ効率的な運営
 院内感染対策サーベイランス報告
 定例報告
 ．院内感染防止対策委員会
抗菌薬使用状況報告
 院内感染対策サーベイランス報告

ィルム・心電図等）
感染管理室報告
 抗菌薬使用状況報告
 目  的 院内感染の危険を防止し、安全な医療体制
こと
 連絡事項
感染管理室報告
の保持を図る。
目

的
院内感染の危険を防止し、安全な医療体制
改善に関すること
 連絡事項
院内感染防止対策マニュアルの改訂 9HU について

審議事項 の保持を図る。
院内感染防止対策の確立に関すること
に関すること
（新型コロナウイルス感染症に関する新章追加）
 院内感染防止対策マニュアルの改訂
9HU について
院内感染予防の実施、監視および指導に
審議事項
院内感染防止対策の確立に関すること
ること
○令和年月日（月）
（新型コロナウイルス感染症に関する新章追加）
関すること
院内感染予防の実施、監視および指導に
療情報担当副院長)
 定例報告
○令和年月日（月）
感染源の調査に関すること
関すること
室長）、岡田 正治
 院内感染対策サーベイランス報告
 定例報告
院内感染防止に関する情報の収集に関す
感染源の調査に関すること
弘（医事課）
、村木
抗菌薬使用状況報告
 院内感染対策サーベイランス報告
ること
院内感染防止に関する情報の収集に関す
雅一（放射線部）、
感染管理室報告
 抗菌薬使用状況報告
院内感染が発生した場合の緊急対策に関
ること
裕美子（看護部）
、
 連絡事項
感染管理室報告
すること
院内感染が発生した場合の緊急対策に関
井 麻由美（医療情
 連絡事項
外来患者向けのインフルエンザワクチン接種について

その他院内感染の防止に関すること
すること
情報室）
 外来患者向けのインフルエンザワクチン接種について
抗菌薬適正使用マニュアルの改訂 9HU について

委員長 その他院内感染の防止に関すること
原田英樹（感染管理室長、外科部長）
○令和年月日（月）
 抗菌薬適正使用マニュアルの改訂 9HU について
委員長
委  員 原田英樹（感染管理室長、外科部長）
一山智（病院長、副委員長）
、山中寛惠（院
 定例報告
○令和年月日（月）
長補佐兼看護部長）
、村田昌史
（事務局長）
、
委  員 一山智
（病院長、副委員長）
、山中寛惠
（院
 院内感染対策サーベイランス報告
 定例報告
中村由紀子（臨床検査部主任技師長）
、北
長補佐兼看護部長）
、村田昌史（事務局長）
、
抗菌薬使用状況報告
 院内感染対策サーベイランス報告
居千明（薬剤部長）
、浅越康助（血液腫瘍
中村由紀子（臨床検査部主任技師長）
、北
感染管理室報告
 抗菌薬使用状況報告
内科長）
、北条雅人（脳神経外科長）
、上野
居千明（薬剤部長）
、浅越康助（血液腫瘍
状況について
 連絡事項
感染管理室報告
ひとみ（看護部主任看護師長）
、北野哲哉
内科長）
、北条雅人（脳神経外科長）
、上野
について
 連絡事項
安全機構付ペン型インスリン用注射針の採用について

（放射線部主査）、木村薫（栄養指導部主
ひとみ（看護部主任看護師長）
、北野哲哉
いて
○令和年月日（月）
 安全機構付ペン型インスリン用注射針の採用について
任主査）
、岩崎香織
（臨床検査部主任技師）
、
（放射線部主査）
、木村薫（栄養指導部主
導医の記載に
 定例報告
○令和年月日（月）
出羽祐基（薬剤部主査）
、中川祐介（看護
任主査）
、岩崎香織（臨床検査部主任技師）
、
 院内感染対策サーベイランス報告

定例報告
部主査）、西田和輝（感染管理室主任看護
出羽祐基（薬剤部主査）
、中川祐介（看護
 院内感染対策サーベイランス報告
抗菌薬使用状況報告

師） 、西田和輝（感染管理室主任看護
部主査）
の文書取込み依頼

感染管理室報告

抗菌薬使用状況報告
事務局 師）
感染管理室

連絡事項

感染管理室報告
 事務局 感染管理室
 連絡事項
令和年度第回院内感染防止対策講演会について

委員会の開催実績（議題）

存運用管理規程に
○令和年月日（月）

令和年度第回院内感染防止対策講演会について
委員会の開催実績（議題）
 定例報告
○令和年月日（月）
○令和年月日（月）
 院内感染対策サーベイランス報告

定例報告
 定例報告
○令和年月日（月）
状況について

抗菌薬使用状況報告

院内感染対策サーベイランス報告
院内感染対策サーベイランス報告
定例報告
について

感染管理室報告

抗菌薬使用状況報告
抗菌薬使用状況報告
 院内感染対策サーベイランス報告
いて

連絡事項

感染管理室報告
感染管理室報告
 抗菌薬使用状況報告
導医の記載に
 連絡事項
$病棟給排気不具合に係る健診報告

連絡事項
感染管理室報告
○令和年月日（月）

$病棟給排気不具合に係る健診報告
 連絡事項
新型コロナウイルス感染症患者受入体制について

 定例報告
○令和年月日（月）
○令和年月日（月）
 新型コロナウイルス感染症患者受入体制について
の文書取込み依頼
 院内感染対策サーベイランス報告

定例報告
 定例報告
○令和年月日（月）
 院内感染対策サーベイランス報告
抗菌薬使用状況報告

院内感染対策サーベイランス報告
定例報告
- 134 
感染管理室報告

抗菌薬使用状況報告
抗菌薬使用状況報告
 院内感染対策サーベイランス報告

連絡事項

感染管理室報告
感染管理室報告
 抗菌薬使用状況報告
て（医師同僚監査）
 連絡事項
抗菌薬適正使用マニュアルの改訂 9HU について

連絡事項
感染管理室報告
ンプと電子署名に
（第Ⅴ章、第Ⅵ章）

抗菌薬適正使用マニュアルの改訂
9HU について
 連絡事項
令和元年感染管理室各種報告

○令和年月日（月）
（第Ⅴ章、第Ⅵ章）
 令和元年感染管理室各種報告
デバイスサーベイランス報告

 定例報告
○令和年月日（月）
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○令和年月日（月）
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デバイスサーベイランス報告
状況について

ついて
○令和2年11月25日（水）
1. 電子カルテ 診療記録等作成状況について
① 入院診療計画書作成状況について
② 退院サマリ作成状況について
③ 研修医の記載に対する指導医の記載に
ついて
④ 手術記録について
⑤ 電子カルテの文書一覧への文書取込み依頼
について
2. 診察記事のタイトルについて
3. 説明・同意書について
4. 令和2年度診療記録監査について（医師同僚監査）
5. スキャン取込みのタイムスタンプと電子署名に
ついて
○令和3年2月24日（水）
1. 電子カルテ 診療記録等作成状況について
① 入院診療計画書作成状況について
② 退院サマリ作成状況について
③ 研修医の記載に対する指導医の記載に
ついて
④ 手術記録について
⑤ 電子カルテの文書一覧への文書取込み依頼
について
2. 令和2年度診療記録監査の結果について（医師同
僚監査）
3. ＵＳＢメモリの利用方法についての調査
4. 「説明書」様式について

報告

入体制について

報告

報告

について
講演会について

報告

 定例報告
 院内感染対策サーベイランス報告
 抗菌薬使用状況報告
 感染管理室報告
 連絡事項
 $病棟給排気不具合に係る健診報告
○令和年月日（月）
 定例報告
 院内感染対策サーベイランス報告
 抗菌薬使用状況報告
 感染管理室報告
 連絡事項
 抗菌薬適正使用マニュアルの改訂 9HU について
（第Ⅴ章、第Ⅵ章）
○令和年月日（月）
 定例報告
 院内感染対策サーベイランス報告
 抗菌薬使用状況報告
 感染管理室報告
 連絡事項
 結核発生報告（検診前）
 9&0の供給停止について
 抗菌薬適正使用マニュアルの改訂 9HU について
（第Ⅶ章）
○令和年月日（月）
定例報告
 院内感染対策サーベイランス報告
 抗菌薬使用状況報告
 感染管理室報告
 連絡事項
 抗菌薬適正使用マニュアルの改訂 9HU について
（第Ⅶ章）
 令和年度感染管理室%6&について

その他の活動実績等 

◇院内感染防止対策講演会、講習会
・令和年月日 月 ～月日 金 動画配信
テーマ：&29,'における当院の対応
 講 師：呼吸器内科 塩田哲広
精神科 伴敏信
感染管理室長 原田英樹
 出席率：

・令和年月日 金 ～講演会
 令和年月日 月 ～令和年月日 金 動画配
信
テーマ：新型コロナウイルス感染症
「クラスター発生の予防と発生時の対応に
ついて」
 講 師：滋賀県健康医療福祉部医療政策課
鈴木智之先生
 出席率：



審議事項

委員長
委  員

るための安全性を確保することにより、そ
の臨床利用の円滑化と研究の推進を図る。
短寿命放射性薬剤（以下「放射性薬剤」
という）の製造方法に関すること
放射性薬剤の品質管理方法に関するこ
と
放射性薬剤の人体に関する使用目的お
よび使用方法に関すること
放射性薬剤の投与による副作用および
放射線被曝に関すること
ＰＥＴ検査対象疾患の承認に関するこ
と
その他放射性薬剤の安全確保と臨床利
用に必要なこと
一山智（研究所長）
池口滋（副院長兼循環器内科主任部長）
、
南俊介（放射線診断科科長）、北居千明
（薬剤部長）
、山内浩（研究所副所長）
、加
川信也（放射線取扱主任者（研究所主任研
究員）
）
研究所

事務局

委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（水）
 新規3(7薬剤：［)］303%%（タウイメージング剤）
の臨床応用




 ．臨床倫理コンサルテーション委員会


目  的 日々の臨床における倫理的問題について
組織的に対応し、当該問題の解決を支援す
る。
審議事項 臨床における倫理的問題への対処にか
かる相談対応
委員長 川那辺圭一（副院長）
委  員 犬塚康孝（救急部）、伴敏信（精神科、
緩和ケア科）、勝山和彦（心臓血管外科部
長、医療安全管理室長）、栗山勝利（消化
器内科）、吉田智美（緩和ケアセンター副
センター長）、松本修一（ＩＣＵ副看護師
長）、大嵜明美（６Ａ副看護師長）、濱田
滋子（医療安全管理室）、笹田彩（緩和ケ
アセンター）、深尾かおり（５Ｂ看護師
長）、二井田静代（８Ａ副看護師長）、野
田智子（専門看護師）、服部洋輔（放射
線部）、鍬田千草（薬剤部）、本城誠（リ
ハビリテーション科）、寉田美菜子（医療
ソーシャルワーカー）、保科あずさ（腎臓
内科）、谷大太（総務課）、野間幸夫（医
事課）
事務局 総務課

委員会の開催実績（議題）



 ．短寿命放射性薬剤臨床利用委員会


○令和年月日（火）
目  的 短寿命放射性薬剤について、人体に投与す
当院における臨床倫理コンサルテーションの実施に
るための安全性を確保することにより、そ
ついて
の臨床利用の円滑化と研究の推進を図る。
臨床倫理研修会の開催について
審議事項 短寿命放射性薬剤（以下「放射性薬剤」
○令和年月日（火）
という）の製造方法に関すること
当院における臨床倫理コンサルテーションの実施に
放射性薬剤の品質管理方法に関するこ
ついて
と
委員会規程等の検討について
放射性薬剤の人体に関する使用目的お
臨床倫理研修会の開催結果について
よび使用方法に関すること

放射性薬剤の投与による副作用および

放射線被曝に関すること
- 135 -その他の活動実績等
ＰＥＴ検査対象疾患の承認に関するこ

と
その他放射性薬剤の安全確保と臨床利
○臨床倫理研修会
用に必要なこと
日時：令和年月日（金） ～
委員長 一山智（研究所長）
場所：新館階講堂他（=RRPによる遠隔講義）
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 員 池口滋（副院長兼循環器内科主任部長）
、
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臨床倫理研修会の開催について
○令和年月日（火）
当院における臨床倫理コンサルテーションの実施に
ついて
委員会規程等の検討について
臨床倫理研修会の開催結果について


その他の活動実績等

○臨床倫理研修会
日時：令和年月日（金） ～
場所：新館階講堂他（=RRPによる遠隔講義）
講師：独立行政法人国立病院機構東京医療センター
尾藤誠司先生
内容：倫理的ジレンマを含む臨床意思決定と、臨床倫理
コンサルテーションの実際
聴講：名

．サービス向上委員会

．サービス向上委員会
目  的
審議事項

 ラウンドについて
○令和年月日（月）第回
 患者満足度調査報告
 院内ラウンド結果
 接遇研修結果
 クリスマスコンサートについて
 ふれあいサロンについて

その他の活動実績等

◇患者満足度調査
外来：令和年月日（月）
・月日（火）
入院：令和年月日（水）～月日（金）
◇院内ラウンド令和年月日（金）
 班：放射線治療棟コース
班：日帰り手術コース
内容：清潔さ、安全さ、見つけやすさ、利便性中心に実
施
◇接遇研修
 日 時：令和年月日（木）：～
 場 所：新館階講堂
 内 容：職員同士のコミュニケーション
  ～良い関係づくりの実践～
  櫻井悦子先生   
 参加者：名出席
 講
師：コミュニケーションオフィスブロッサム
  ◇クリスマスの飾りつけ
   櫻井悦子先生   
 日 時：令和２年月日～月日
 参加者：名出席

場 所：新患階外来ロビー
◇クリスマスの飾りつけ

 日 時：令和２年月日～月日
 所：新患階外来ロビー
 場
 
 

患者サービスの向上を図る。
安心と満足と信頼の得られる医療の提

供にあたっての改善に関すること
目  的 患者サービスの向上を図る。
患者等からの要望、苦情等の対応およ
審議事項 安心と満足と信頼の得られる医療の提
び改善に関すること
供にあたっての改善に関すること
ボランティアの改善提案に関すること 
患者等からの要望、苦情等の対応およ

患者満足度調査の分析評価、改善に関

び改善に関すること
．治験審査委員会
すること
ボランティアの改善提案に関すること

職員等の接遇に関すること
患者満足度調査の分析評価、改善に関

その他、サービス向上に関すること
すること
委員長職員等の接遇に関すること
中馬孝容（リハビリテーション医療部部
目
的 治験および臨床試験の適正かつ円滑な実施
長）
その他、サービス向上に関すること
を図る。
委  員中馬孝容
辻和香子
乳腺外科副部長 、市川篤志
委員長
（リハビリテーション医療部部
審議事項 総合病院治験標準業務手順書、治験審査
（総務課主査）
、野間幸夫（医事課主幹）
、
長）
委員会標準業務手順書に関すること
白崎恵子（がん相談支援センター副主
委  員 辻和香子
乳腺外科副部長 、市川篤志
幹）
、山田幸子（臨床検査部主任技師）
医薬品等の治験に関すること
（総務課主査）
、野間幸夫（医事課主幹）
、 、
岸辺喜彦
（放射線部主任主査）
、
橋本智
白崎恵子（がん相談支援センター副主
医薬品等の製造販売後調査に関すること
咲（薬剤部技師）、山田瑞希（栄養指導
幹）
、山田幸子（臨床検査部主任技師）
、
委 員 長 川那辺圭一（副院長）
部管理栄養士）
、高田沙織（リハビリテ
岸辺喜彦
（放射線部主任主査）
、橋本智
委
員 山本秀和 副院長 、岡諭 血液・腫瘍内科
ーション科技師）
、鈴木菜穂美（看護部
咲（薬剤部技師）
、山田瑞希（栄養指導
副部長 、山内浩 研究所副所長 、北居千
看護師長）、深尾かおり（看護部看護師
部管理栄養士）
、高田沙織（リハビリテ
長）
明 薬剤部長）、西田浩美（看護副部長）、
ーション科技師）、鈴木菜穂美（看護部
事務局看護師長）
看護部・総務課
望月敬之 事務局次長 、中西英之 施設用
、深尾かおり（看護部看護師

長）
度係主幹）、鍬田千草 薬剤部主任専門員
委員会の開催実績（議題）
事務局 看護部・総務課
大辻貴司 薬剤部主任専門員 、外部委員２
 
名
○令和年月日（木）第回
委員会の開催実績（議題）
事 務 局 薬剤部
 令和元年度委員会事業計画（案）について

そよ風への投書について

○令和年月日（木）第回
 接遇研修について
令和元年度委員会事業計画（案）について
委員会の開催実績（議題）
令和  年度事業計画（案）について
 
そよ風への投書について

患者満足度調査について
 
接遇研修について
○令和年月日（月）

 令和ラウンドについて
 年度事業計画（案）について
．治験について（継続審査）
 ○令和年月日（月）第回
患者満足度調査について

患者満足度調査報告
 ラウンドについて

・治験薬｢.03｣（ 株 京都医療設計、循環器内科）
 院内ラウンド結果
○令和年月日（月）第回
【重篤な有害事象等】
 接遇研修結果
 患者満足度調査報告

・治験薬｢11｣ ノボノルディスクファーマ 株 、
 クリスマスコンサートについて
 院内ラウンド結果
循環器内科

 ふれあいサロンについて
 接遇研修結果

【重篤な有害事象・安全性情報・変更申請】
 クリスマスコンサートについて
その他の活動実績等
ふれあいサロンについて
・治験薬｢1=｣ 日本臓器製薬 株 、消化器内科 

- 136 【重篤な有害事象・変更申請】
◇患者満足度調査
その他の活動実績等
．各診療科に対する治験の打診件数（令和元年度）
外来：令和年月日（月）
・月日（火）

入院：令和年月日（水）～月日（金）

．収支報告について（令和元年度）
◇患者満足度調査
◇院内ラウンド令和年月日（金）
外来：令和年月日（月）
・月日（火）

 班：放射線治療棟コース
入院：令和年月日（水）～月日（金）
○令和年月日（月）
滋賀県立総合病院年報
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班：日帰り手術コース
◇院内ラウンド令和年月日（金）

外科）

【審査依頼】

・リティンパ耳

耳鼻いんこう

【審査依頼】


○令和年月日

治験について

・治験薬｢$31

滋賀県立総合

【治験依頼書

・治験薬｢5
科 

【治験依頼書

・治験薬｢.03

【重篤な有害

・治験薬｢11
循環器内科

【安全性情報

・治験薬｢*6.

耳鼻いんこう

【安全性情報
報告事項

・治験薬｢.03
【終了】

．製造販売後調

・オフェブカ

インゲルハイ

【審査依頼】

・エンハーツ点

消化器内科）

【審査依頼】
 

○令和年月日（
22/02/28 14:21

．治験について

○令和年月日（月）
報告事項
報告事項
．治験について（継続審査）
．治験について（継続審査）
・治験薬｢.03｣（ 株 京都医療設計、循環器内科）

・治験薬｢.03｣（ 株 京都医療設計、循環器内科）

・治験薬｢.03｣（ 株 京都医療設計、循環器内科）

・治験薬｢.03｣（ 株 京都医療設計、循環器内科）

【終了】
【終了】
【重篤な有害事象等】
【重篤な有害事象等】
．製造販売後調査について（受託審査）
．製造販売後調査について（受託審査）
・治験薬｢11｣ ノボノルディスクファーマ 株 、

・治験薬｢11｣ ノボノルディスクファーマ 株 、

・オフェブカプセルPJ・PJ（日本ベーリンガー
・オフェブカプセルPJ・PJ（日本ベーリンガー
循環器内科 
循環器内科 
インゲルハイム、呼吸器内科）
インゲルハイム、呼吸器内科）
【重篤な有害事象・安全性情報・変更申請】
【重篤な有害事象・安全性情報・変更申請】
【審査依頼】
【審査依頼】
・治験薬｢1=｣ 日本臓器製薬 株 、消化器内科 
・治験薬｢1=｣ 日本臓器製薬 株 、消化器内科 
・エンハーツ点滴静注用PJ（第一三共（株）
、外科、
、外科、
・エンハーツ点滴静注用PJ（第一三共（株）
【重篤な有害事象・変更申請】
【重篤な有害事象・変更申請】
消化器内科）
消化器内科）
．各診療科に対する治験の打診件数（令和元年度）
．各診療科に対する治験の打診件数（令和元年度）
【審査依頼】
【審査依頼】
 ．収支報告について（令和元年度）
 ．収支報告について（令和元年度）
 
 


○令和年月日（月）
○令和年月日（月）
○令和年月日（月）
○令和年月日（月）
．治験について（継続審査）
．治験について（継続審査）
治験について（継続審査）
治験について（継続審査）
・治験薬｢11｣ ノボノルディスクファーマ 株 、


・治験薬｢11｣ ノボノルディスクファーマ 株 、
、

・治験薬｢*6.｣（グラクソ・スミスクライン（株）
・治験薬｢*6.｣（グラクソ・スミスクライン（株）
、

循環器内科 
循環器内科 
耳鼻いんこう科）
耳鼻いんこう科）
【安全性情報等】
【安全性情報等】
【治験依頼書】
【治験依頼書】
・治験薬｢*6.｣（グラクソ・スミスクライン（株）
、
、
・治験薬｢*6.｣（グラクソ・スミスクライン（株）

・治験薬｢11｣ ノボノルディスクファーマ 株 、
・治験薬｢11｣ ノボノルディスクファーマ 株 、

耳鼻いんこう科）
耳鼻いんこう科）
循環器内科 
循環器内科 
【安全性情報等・変更申請】
【安全性情報等・変更申請】
【重篤な有害事象・安全性情報・変更申請・状況報
【重篤な有害事象・安全性情報・変更申請・状況報
・治験薬｢5｣ キッセイ薬品工業 株 、血液･腫瘍内
・治験薬｢5｣ キッセイ薬品工業 株 、血液･腫瘍内
告書】
告書】
科 
科 

・治験薬｢.03｣（ 株 京都医療設計、循環器内科）
・治験薬｢.03｣（ 株 京都医療設計、循環器内科）

【安全性情報等】
【安全性情報等】
【開発の中止報告書】
【開発の中止報告書】
．製造販売後調査について（受託審査）
．製造販売後調査について（受託審査）
・治験薬｢1=｣ 日本臓器製薬 株 、消化器内科 
・治験薬｢1=｣ 日本臓器製薬 株 、消化器内科 
・ローブレナPJ・PJ（ファイザー（株）
、呼吸器
、呼吸器
・ローブレナPJ・PJ（ファイザー（株）
【終了報告書】
【終了報告書】
外科）
外科）
製造販売後調査について（受託審査）
製造販売後調査について（受託審査）
【審査依頼】
【審査依頼】
、乳腺
・エンハーツ点滴静注用PJ（第一三共（株）
・エンハーツ点滴静注用PJ（第一三共（株）
、乳腺

外科）
【審査依頼】

・リティンパ耳科用μJセット（ノーベルファーマ、
耳鼻いんこう科）

正かつ円滑な実施

【審査依頼】


手順書、治験審査

に関すること

ること

○令和年月日（月）
治験について（継続審査）
、
・治験薬｢$31｣ $35,12,$7KHUDSHXWLFV（株）

調査に関すること

滋賀県立総合病院研究所 
【治験依頼書】

諭 血液・腫瘍内科

副所長 、北居千

美（看護副部長）、

中西英之 施設用

剤部主任専門員

門員 、外部委員２

・治験薬｢5｣ キッセイ薬品工業 株 、血液･腫瘍内
科 
【治験依頼書】

治験について（継続審査）
・治験薬｢11｣ ノボノルディスクファーマ 株 、

循環器内科 
【安全性情報等・変更申請】
、

・治験薬｢*6.｣（グラクソ・スミスクライン（株）
耳鼻いんこう科）
【安全性情報等・変更申請】
・治験薬｢5｣ キッセイ薬品工業 株 、血液･腫瘍内
科 
【安全性情報等】
報告事項
・治験薬｢$31｣ $35,12,$7KHUDSHXWLFV（株）
、


・治験薬｢.03｣（ 株 京都医療設計、循環器内科）

滋賀県立総合病院研究所 

【重篤な有害事象等】

【終了】


・治験薬｢11｣ ノボノルディスクファーマ 株 、
循環器内科 
【安全性情報等】
、
・治験薬｢*6.｣（グラクソ・スミスクライン（株）

製造販売後調査について（受託審査）
・サークリサ点滴静注･㎎（サノフィ（株）
、血
液･腫瘍内科）
【審査依頼】

耳鼻いんこう科）
【安全性情報等】
報告事項

設計、循環器内科）


クファーマ 株 、



・治験薬｢.03｣（ 株 京都医療設計、循環器内科）
【終了】
．製造販売後調査について（受託審査）
・オフェブカプセルPJ・PJ（日本ベーリンガー
インゲルハイム、呼吸器内科）

変更申請】

株 、消化器内科 

（令和元年度）



○令和年月日（月）

【審査依頼】
- 137 ・エンハーツ点滴静注用PJ（第一三共（株）
、外科、

消化器内科）
【審査依頼】
 
○令和年月日（月）
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 ．手術室運営委員会


目  的 手術室業務の円滑かつ効率的な運営を図
る。
審議事項 手術室業務の計画実施に関すること
手術室業務に関して他部門との連絡調
整に関すること
委員長 川那辺圭一（手術部部長・副院長）
委  員 丹野和美（手術室看護師長）、山本秀和
（外科長）
、川上賢三（副院長）
、四元文
明（乳腺外科科長）北条雅人（脳神経外科
長）
、山田知行（心臓血管外科長）
、村上隆
介（婦人科科長）
、吉田徹（泌尿器科長）
、
中川雄仁（皮膚科長）
、山名隆幸（眼科科
長）
、藤野清大（耳鼻いんこう科科長）
、鬼
頭幸一（麻酔科長）
、齋藤翔太（歯科口腔
外科長）
、吉川勝宇 形成外科長 、岩佐葉
子（病理診断科部長）
、坂口初美（臨床検
査部主任主査）、中山功 放射線部主任専
門員 、森井淳夫 臨床工学部主任主査 
事務局 手術室

委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（木）メールにて意見交換
 ．新型コロナウィルス感染症に対する診療科の手術に
関する今後の対策
○令和年月日（木）
年度稼動報告
新委員紹介
術前3&5検査について
手術患者入室時のマスク装着について
その他連絡事項（中山放射線部主任主査専門員）
○令和年月日（木）メール配信
 長時間手術でのアルバイト麻酔科医師の麻酔業務に
  ついて
○令和年月日（木）
 手術麻酔検査同意書の様式について

絡調整に関すること
その他集中治療室の運営に関すること
委員長 武田晋作（救急部長）
委  員 山本秀和（副院長）
、疋田訓子（,&8責任
医師）
、犬塚康孝（+&8責任医師）
、三條場
裕代（,&8看護師長）
、藤本泉子（+&8看護
師長）
、鬼頭幸一（麻酔科長）
、山田知行
（心臓血管外科長）
、塩田哲広（呼吸器内
科長）
、北条雅人（脳神経外科長）
、柴野昌
子（看護部副部長）
、高垣勝（臨床工学部
技師）
事務局 ＨＣＵ病棟


1.令和 2 年度
2.診療報酬点
3.未請求レセ
4.注射薬剤査
5.2000 点超
6.DPC 検討部

404．保険医療委員会
目
的
審議事項

委 員 長
委
員

事 務 局

保険診療の円滑かつ効率的な運営を図る。
1.保険医療担当者としての診療方針の改善
および合理化に関すること
2.個別指導等に関すること
3.診療報酬の請求方法の改善に関すること
4.診療報酬明細書の予備調査に関すること
5.診療報酬の再審請求に関すること
6.その他保険診療に関すること
池口 滋(保険審査委員医師)
山本 秀和(保険審査委員医師)、北条 雅人
(医療情報室長)、横江 泰典(医事課長心得)、
北居 千明(薬剤部長)、川上 賢三(呼吸器外
科)、川那辺 圭一(整形外科)、松村 和宜(消
化器内科)、南 俊介(放射線診断科)、鬼頭 幸
一(麻酔科)、花木 宏治(緩和ケア科)、村上
隆介 (婦人科)、吉田 徹(泌尿器科)、長谷川
浩史(脳神経内科)、岡田 正治(循環器内科）
、
遠藤 修一郎(腎臓内科)、中川 雄二(皮膚
科)、浅越 康助(血液・腫瘍内科)、山名 隆
幸(眼科)、山本 泰三(糖尿病・内分泌内科)、
山田 知行(心臓血管外科)、中馬 孝容(リハ
ビリテーション科)、藤野 清大(耳鼻いんこ
う科)、山内 智香子(放射線治療科)、齋藤 翔
太(歯科口腔外科)、伴 敏信(精神科)、四元
文明(乳腺外科)、塩田 哲広(呼吸器内科)、
吉川 勝宇(形成外科)、吉田 千春(看護部)、
土井 麻由美(医療情報室)、宮村 茂樹(財務
企画室)
医事課

その他の活動実績
①

保険診療に関
令和 2 年 12
テーマ：
「診療
講師：（株）
対象者：全職
出席人数：動

②

保険診療に関
令和 3 年 3 月
テーマ：
「医
の方向性につ
講師：株式会
対象者：全職
出席人数：動

委員会の開催実績（議題）


 ．集中治療室運営委員会


目  的 ＨＣＵ病棟およびＩＣＵ病棟業務の円滑な
運営を図る。
審議事項 ＨＣＵ病棟およびＩＣＵ（以下「集中治
療室」という）業務の総合調整に関する
こと
集中治療室業務に関し各診療科等との連
絡調整に関すること
その他集中治療室の運営に関すること
委員長 武田晋作（救急部長）
委  員 山本秀和（副院長）
、疋田訓子（,&8責任
医師）
、犬塚康孝（+&8責任医師）
、三條場
裕代（,&8看護師長）
、藤本泉子（+&8看護
師長）
、鬼頭幸一（麻酔科長）
、山田知行
（心臓血管外科長）
、塩田哲広（呼吸器内
科長）
、北条雅人（脳神経外科長）
、柴野昌
子（看護部副部長）
、高垣勝（臨床工学部 - 138 技師）
事務局 ＨＣＵ病棟
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令和 2 年 7 月 1 日（水）
1.令和元年度結果（査定率・減率・保留数）
令和 2 年度目標設定（査定率・減率・保留数）
2.診療報酬点数査定状況
3.診療報酬額査定状況
4.診療報酬額収入済額・減率状況
5.未請求レセプト状況（入院分、医師等別)
6.注射薬剤査定状況
7.2000 点超減点レセプト状況
令和 2 年 10 月 16 日（金）
1.令和 2 年度途中結果（査定率・減率・保留数）
2.診療報酬点数査定状況
3.未請求レセプト状況（入院分、医師等別)
4.注射薬剤査定状況
5.2000 点超減点レセプト状況
6.DPC 検討部会報告（7 月 29 日開催分）
7.その他（救急医療管理加算について）
令和 3 年 2 月 1 日（月）
1.令和 2 年度途中結果（査定率・減率・保留数）
2.診療報酬点数査定状況
3.未請求レセプト状況（入院分、医師等別)
4.注射薬剤査定状況
5.2000 点超減点レセプト状況
6.DPC 検討部会報告（10 月 30 日開催分）
令和 3 年 3 月 12 日（金）

22/02/28 14:22

的な運営を図る。
の診療方針の改善
こと
と
改善に関すること
調査に関すること
関すること
ること
師)
医師)、北条 雅人
典(医事課長心得)、
上 賢三(呼吸器外
科)、松村 和宜(消
診断科)、鬼頭 幸
和ケア科)、村上
泌尿器科)、長谷川
治(循環器内科）
、
、中川 雄二(皮膚
瘍内科)、山名 隆
病・内分泌内科)、
、中馬 孝容(リハ
清大(耳鼻いんこ
治療科)、齋藤 翔
信(精神科)、四元
広(呼吸器内科)、
田 千春(看護部)、
、宮村 茂樹(財務

委員会の開催実績（議題）

令和 2 年 10 月 16 日（金）
1.令和 2 年度途中結果（査定率・減率・保留数）
2.診療報酬点数査定状況
3.未請求レセプト状況（入院分、医師等別)
4.注射薬剤査定状況
5.2000 点超減点レセプト状況
6.DPC 検討部会報告（7 月 29 日開催分）
7.その他（救急医療管理加算について）
令和 3 年 2 月 1 日（月）
1.令和 2 年度途中結果（査定率・減率・保留数）
2.診療報酬点数査定状況
3.未請求レセプト状況（入院分、医師等別)
4.注射薬剤査定状況
5.2000 点超減点レセプト状況
6.DPC 検討部会報告（10 月 30 日開催分）
令和 3 年 3 月 12 日（金）
1.令和 2 年度途中結果（査定率・減率・保留数）
2.診療報酬点数査定状況
3.未請求レセプト状況（入院分、医師等別)
4.注射薬剤査定状況
5.2000 点超減点レセプト状況
6.DPC 検討部会報告（1 月 29 日開催分）

○令和2年7月22日（水）
1.外来看護体制について
2.リンパ浮腫ケア外来設置について
○令和3年3月10日（木）
1.令和3年度の外来診療体制について
2.待ち時間調査について
3.今年度開設した看護外来について
4.その他




 ．救急診療委員会


目  的 救急診療業務の円滑な運営を図る。
審議事項 救急診療の円滑な運営のための連絡調整
に関すること
救急診療体制の改善に向けた検討に関す
ること
委員長 武田晋作（救急部長）
委  員 池口滋（循環器内科）、原田英樹（外科）、
額田正之（眼科）、森浩子（麻酔科）、
北条雅人（脳神経外科）、上田康祐（消
化器内科）、中山真之介（消化器内科）、
横江泰典（医事課長心得）、田中繁（放
射線部）、西海朋子（臨床検査部）、大野
進（臨床工学部）、南祐一（薬剤部）、鈴
木菜穂美（看護部）
事務局 医事課

委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（木）
二次救急の輪番制に参加について
ホットラインについて
時間外の当該科不明入院について
救急診療手順書の改訂について
月以降の日勤帯のウォークインによる初期対応につ
いて
その他

その他の活動実績等
①

保険診療に関する研修
令和 2 年 12 月 21 日（月）17:30～18:30
テーマ：
「診療報酬勉強会（レセプト精度調査報告）
」
講師：（株）セラム
対象者：全職員
出席人数：動画配信で開催

②

保険診療に関する研修会
令和 3 年 3 月 25 日（木）16:00～17:00
テーマ：
「医師等の働き方改革、今後の診療報酬改定
の方向性について」
講師：株式会社 メディセオ 秋永英稔氏
対象者：全職員
出席人数：動画配信で開催

405．外来診療運営委員会
目
的
審議事項

委 員 長
委
員

・保留数）
減率・保留数）

医師等別)
事 務 局

外来診療業務の円滑な運営を図る。
1.外来診療業務の総合調整に関すること
2.外来診療業務に関し他診療部門との連絡
調整に関すること
3.その他外来診療業務の運営に関すること
山本 秀和（副院長）
長谷川 浩史（地域医療連携室長）
、山名 隆
幸（眼科主任部長）、水野 展寿（栄養指導
部長）
、横江 泰典（医事課長心得）
、鈴木 菜
穂美（看護部外来師長）、小田 裕美子（看
護部外来師長）、齊城 順子（臨床検査部専
門員）
、中山 功（放射線部主任専門員）
、湊
山 祐一（地域医療連携室主幹）
、渡部 賢太
（医師クラーク担当主任主事）
医事課

407．がん医療推進委員会
目

審議事項

委 員 長
委
員

委員会の開催実績（議題）

減率・保留数）

医師等別)

催分）
いて）

減率・保留数）

○令和2年7月22日（水）
1.外来看護体制について
2.リンパ浮腫ケア外来設置について
○令和3年3月10日（木）
1.令和3年度の外来診療体制について
2.待ち時間調査について
3.今年度開設した看護外来について
4.その他

都道府県がん診療連携拠点病院の円滑な運
営を含め、包括的ながん医療について適正
な推進を図る。
1. がん診療の水準の向上および標準化に関
すること
2. 都道府県がん診療連携拠点病院の指定更
新および機能強化に関すること
3. 滋賀県がん診療連携協議会および部会の
運営･調整等に関すること
4. 院内がん登録に関すること
5. その他都道府県がん診療連携拠点病院の
運営に関し必要な事項を審議すること
山本 秀和（副院長）
村田 昌史（事務局長)、川上 賢三（副院長)、
山中 寛惠(院長補佐)、花木 宏治(緩和ケア
科長)、吉田 徹(泌尿器科長)、山内 智香子
(放射線治療科長)、速水 猛(臨床検査部主
任主査)、山田 茂樹(放射線部総括技師長)、
八尾 尚樹(薬剤部主査)、三輪 真澄(地域医

- 139 -

療連携室主幹)、柳 香里(医療情報室副主
事 務 局

医師等別)

開催分）

的

幹)
財務企画室

委員会の開催実績（議題）
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委 員 長
委
員

運営に関し必要な事項を審議すること
山本 秀和（副院長）
村田 昌史（事務局長)、川上 賢三（副院長)、

委 員 長
委
員

山中 寛惠(院長補佐)、花木 宏治(緩和ケア
科長)、吉田 徹(泌尿器科長)、山内 智香子
(放射線治療科長)、速水 猛(臨床検査部主
任主査)、山田 茂樹(放射線部総括技師長)、
八尾 尚樹(薬剤部主査)、三輪 真澄(地域医

事 務 局

療連携室主幹)、柳 香里(医療情報室副主
事 務 局

幹)
財務企画室

委員会の開催実績（議題）
○令和2年8月20日（月）
1. CyberOncologyによる共同研究事業について
○令和2年10月8日（木）～10月13日（火）メール会議
1. 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件の充足
状況の確認について
がん診療教育推進部会の開催実績（議題）
○令和3年3月25日（木）
1.がん診療セミナーについて
その他の活動実績等
◇セミナー開催 「がん診療セミナー」
○令和2年9月24日(木) 18:00～19:00
「患者さんの意向を尊重した意思決定支援のために私
たちができること～当院のACPの取組みについて～」
参加者36名
○令和2年12月17日(木) 18:00～19:00
「チームで挑むがん治療」
参加者36名
○令和3年1月28日(木) 18:00～19:00
「がん薬物療法の新しい取り組み2021」
参加者80名
○令和3年3月25日(木) 18:00～19:00
「当院におけるロボット支援手術の適応と現状」
参加者58名

408．薬事委員会
408．薬事委員会
目

的

委員会の開催実績（議題）
○令和2年5月15日（金）
1.申請医薬品について
2.採用中止医薬品について
3.令和元年度報告および令和 2 年度計画案について
4.販売中止、安定供給不可医薬品、自主回収製品について
5.常備医薬品の追加・削除願いについて
○令和2年7月17日（金）
1.申請医薬品について
2.採用中止医薬品について
3.販売中止、安定供給不可医薬品、自主回収製品について
4.後発医薬品の切替採用について
5.常備医薬品の追加・削除願いについて
○令和2年9月18日（金）
1.申請医薬品について
2.採用中止医薬品について
3.販売中止、安定供給不可医薬品、自主回収製品について
4.後発医薬品の切替採用について
5.常備医薬品の追加・削除願いについて
○令和2年11月20日（金）
1.申請医薬品について
2.採用中止医薬品について
3.販売中止、安定供給不可医薬品、自主回収製品について
4.後発医薬品の切替採用について
5.常備医薬品の追加・削除願いについて
○令和3年1月15日（金）
1.申請医薬品について
2.採用中止医薬品について
3.販売中止、安定供給不可医薬品、自主回収製品について
4.後発医薬品の切替採用について
5.常備医薬品の追加・削除願いについて
○令和3年3月19日（金）
1.申請医薬品について
3.販売中止、安定供給不可医薬品、自主回収製品について
2.採用中止医薬品について
4.後発医薬品の切替採用について
3.販売中止、安定供給不可医薬品、自主回収製品について
5.常備医薬品の追加・削除願いについて
4.後発医薬品の切替採用について
6.アリナミン注射液10mgの採用中止撤回について
5.常備医薬品の追加・削除願いについて
6.アリナミン注射液10mgの採用中止撤回について

薬事について円滑かつ効率的な運営を図
る。
目 審議事項
的 薬事について円滑かつ効率的な運営を図
1.薬事業務の計画実施に関すること
る。
2.新規採用医薬品の決定に関すること
審議事項 1.薬事業務の計画実施に関すること
3.後発医薬品の導入に関すること

2.新規採用医薬品の決定に関すること
4.採用医薬品の中止、廃棄に関すること

3.後発医薬品の導入に関すること
5.医薬品の適正な使用、
保管管理に関する

4.採用医薬品の中止、廃棄に関すること
こと

5.医薬品の適正な使用、
保管管理に関する
6.医薬品集や約束処方集の編纂および改
こと
訂に関すること
6.医薬品集や約束処方集の編纂および改
7.薬事業務に関して他部門との連絡調整
訂に関すること
に関すること
7.薬事業務に関して他部門との連絡調整
8.医薬品の副作用に関すること
委 員 長 に関すること
山本 秀和（副院長）
委
員 8.医薬品の副作用に関すること
北居 千明（薬剤部長）
、池口 滋（副院長
委 員 長 山本
秀和（副院長）
（循環器内科）
）、
山中 寛惠
（院長補佐(兼）
委
員 北居
千明（薬剤部長）
、池口 滋（副院長
看護部部長）
、浅越 康助（血液・腫瘍内科
（循環器内科）
）、
山中 寛惠
（院長補佐(兼）
長）
、松村 和宜（消化器内科長）
、
看護部部長）
、浅越
康助（血液・腫瘍内科
渡部 賢太（医事課主任主事）
、松村 和宜（消化器内科長）
、
事 務 局 長）
薬剤部
- 140 渡部 賢太（医事課主任主事）
事 務 局 薬剤部
委員会の開催実績（議題）
委員会の開催実績（議題）
○令和2年5月15日（金）
1.申請医薬品について
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○令和2年5月15日（金）

7.薬事業務に関して他部門との連絡調整
に関すること
8.医薬品の副作用に関すること
山本 秀和（副院長）
北居 千明（薬剤部長）
、池口 滋（副院長
（循環器内科）
）、
山中 寛惠
（院長補佐(兼）
看護部部長）
、浅越 康助（血液・腫瘍内科
長）
、松村 和宜（消化器内科長）
、
渡部 賢太（医事課主任主事）
薬剤部

．材料委員会
目  的 材料の円滑かつ効率的な整備を図る。
審議事項 材料の選定、新規診療材料の審査に関す
ること
物品の在庫管理、購買管理、消費管理の
適正化に関すること
ＳＰＤセンターの運営に関すること
診療材料に関する情報の提供と伝達に
関すること
その他院内物流物品に関すること
委員長 川上賢三（呼吸器外科科長・副院長）
委  員 山本秀和（外科科長・副院長）、岡田正
治（循環器内科科長）、山田知行（心臓血
管外科科長）、北条雅人（脳神経外科科
長）
、宮村茂樹（経営企画室室長）
、中西
英之（総務課施設用度係主幹）
、丹野和美
（看護部看護師長）
、赤松俊二（臨床工学
部主任主査）
、山﨑賢（63'ｾﾝﾀｰ）
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ること
物品の在庫管理、購買管理、消費管理の
適正化に関すること
ＳＰＤセンターの運営に関すること
診療材料に関する情報の提供と伝達に
関すること
その他院内物流物品に関すること
委員長 川上賢三（呼吸器外科科長・副院長）
委  員 山本秀和（外科科長・副院長）、岡田正
治（循環器内科科長）、山田知行（心臓血
管外科科長）、北条雅人（脳神経外科科
長）
、宮村茂樹（経営企画室室長）
、中西
英之（総務課施設用度係主幹）
、丹野和美
（看護部看護師長）
、赤松俊二（臨床工学
部主任主査）
、山﨑賢（63'ｾﾝﾀｰ）
事務局 総務課

委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（金）
 新規診療材料の審査について
 診療材料消費実績の報告（令和元年度、月分）
 新型コロナウィルス感染症発生に伴うマスク等衛生
 材料の在庫状況について
○令和年月日（金）
 新規診療材料の審査について
 診療材料消費実績の報告（月分）
○令和年月日（金）
新規診療材料の審査について
診療材料消費実績の報告（月分）
 誤接続防止コネクタ（神経麻酔分野）の導入について
○令和年月日（金）
 新規診療材料の審査について
 経腸栄養分野の誤接続防止コネクタへの切替につい
  て
○令和年月日（金）
新規診療材料の審査について
診療材料消費実績の報告（月分）
経腸栄養分野の誤接続防止コネクタへの切替につい
 て
○令和年月日（金）
新規診療材料の審査について
診療材料消費実績の報告（上半期・月分）
○令和年月日（金）
 新規診療材料の審査について
○令和年月日（金）
 新規診療材料の審査について
 診療材料消費実績の報告（月分）
〇令和年月日（金）
 新規診療材料の審査について
 診療材料消費実績の報告（月分）

審議事項

委員長
委  員

事務局

滑な遂行を図る。
病床基本定数に関すること
病床の効率的運用および入退院業務の
円滑な遂行に関すること
長期在院患者の把握と早期退院の取り
組みに関すること
その他、
病床管理に必要な事項に関する
こと
池口滋（副院長（病床管理責任者）
）
望月敬之（事務局次長）
、横江泰典（医
事課長）
、犬塚康孝（病棟管理医師・+&8）、
岡田正治（病棟管理医師・%病棟（循環
器科長）
）
、川那辺圭一（病棟管理医師・
%病棟（整形外科長）
）
、浅越康助（病棟
管理医師・%病棟（血液・腫瘍内科長）
）、
松村和宣（病棟管理医師・%病棟（消化
器内科長）
）
、中馬孝容（病棟管理医師・
%病棟（リハビリテーション科長）
）
、大植
学（病棟管理医師・,&8病棟（麻酔科）
）
、
山本秀和（病棟管理医師・$病棟（外科
長）
）
、塩田哲広（病棟管理医師・$病棟
（呼吸器内科長）
）
、村上隆介（病棟管理
医師・$病棟（婦人科長））
、北条雅人（病
棟管理医師・$病棟（脳神経外科長）
）、花
木宏治（病棟管理医師・$病棟（緩和ケ
ア科長）
）
、山本泰三（病棟管理医師・$
病棟（糖尿内分泌科長）
）
、吉田徹（病院
長指名医師（泌尿器科長）
）
、山中寛惠（院
長補佐兼看護部長）
、山添浩美（看護部長
が指名する看護師長）
、中川みゆき（看護
部長が指名する看護師長）
、林めぐみ 看
護部長が指名する看護師長）
、沖道子 病
床管理担当者 看護部副部長）
）
看護部 医事課


委員会の開催実績（議題）

 ○令和年月日（金）
 １．診療科別病床数の再配置について
    新型コロナウイルス感染症の患者受け入れによ
    り適宜病床編成を運用上実施しているためメー
    ルにて審議し月日からの病床配置に関して承
    認を得て通知した。

 ○令和年月日（月）
  １．診療科別病床数の再配置について
    新型コロナ対応看護師確保のため、%病棟が閉鎖
    となったリハビリ科の病床を暫定的に$・$病棟
    に配置する案に関して検討。
    月日より$・$病棟に各床ずつ配置とする。


 ．栄養管理委員会





目  的 栄養指導の充実ならびに患者の食事提供

の質の向上等栄養食事指導管理の円滑か
目  的 病床の効率的運用ならびに病棟運営の円
つ効率的な運営を図る。
滑な遂行を図る。
審議事項 栄養指導業務の計画実施に関すること
審議事項 病床基本定数に関すること
入院患者の食事提供業務の計画実施に
病床の効率的運用および入退院業務の
関すること
円滑な遂行に関すること
食事内容の調査および改善に関するこ
長期在院患者の把握と早期退院の取り
と
組みに関すること
連携調整に関すること
その他、
病床管理に必要な事項に関する
委員長 水野展寿（栄養指導部長）
こと
委  員 山本泰三（ＮＳＴリーダー）、原田英樹
委員長 池口滋（副院長（病床管理責任者）
）
（外科部長）
、丸木仁（リハビリテーシォ
委  員 望月敬之（事務局次長）
、横江泰典（医 - 141 ン科医長）
、鵜飼珠美（医事課主査）
、深尾
かおり（看護部看護師長）
、山岡亜也子 看
事課長）
、犬塚康孝（病棟管理医師・+&8）、
護部看護師長 、巽達也（栄養指導部主任
岡田正治（病棟管理医師・%病棟（循環
栄養士長）
、山元喜代子（栄養指導部専門
器科長）
）
、川那辺圭一（病棟管理医師・
員）
、山田瑞希（栄養指導部管理栄養士）
%病棟（整形外科長）
）
、浅越康助（病棟
事務局 栄養指導部
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管理医師・%病棟（血液・腫瘍内科長）
）、

．入院診療委員会
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審議事項

委員長
委  員

つ効率的な運営を図る。
栄養指導業務の計画実施に関すること
入院患者の食事提供業務の計画実施に
関すること
食事内容の調査および改善に関するこ
と
連携調整に関すること
水野展寿（栄養指導部長）
山本泰三（ＮＳＴリーダー）、原田英樹
（外科部長）
、丸木仁（リハビリテーシォ
ン科医長）
、鵜飼珠美（医事課主査）
、深尾
かおり（看護部看護師長）
、山岡亜也子 看
護部看護師長 、巽達也（栄養指導部主任
栄養士長）
、山元喜代子（栄養指導部専門
員）
、山田瑞希（栄養指導部管理栄養士）
栄養指導部

修センター長兼循環器内科主任部長）、松
村和宜（レジデントセンター長兼消化器
内科部長）
、長谷川浩史（地域医療支援セ
ンター長兼脳神経内科長）
、北条雅人（脳
神経外科部長）、柴野昌子（看護部副部
長）
、外部委員名
総務課

事務局

［令和年度 初期臨床研修医］
年目 加藤美和、参島祐介、佐藤達哉、菅原悠、

加藤健人、西村哲也、日野嵩仁、谷本晴加

年目 石田侑希也、武井由衣、中村翼、和田達也、
大道一輝、田中翔、鳥塚元、安達千草

○令和年月日（金）時～時
臨床研修修了者の認定について
 修了者の進路について
 令和３年度研修医について
 令和３年度研修医ローテーションについて
 令和４年度研修医採用スケジュール等について
 その他


事務局

委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（水）
 ．小児医療センターとの合併における取り組みについ
て
 ．診療報酬改定後の業務について
その他
   令和元年度業務実績について
新型コロナ対策について
 ．輸血療法委員会
   スプーン、フォークについて



○令和年月日（水）
目  的 血液業務の適正かつ円滑な推進を図る。
 小児医療センターとの合併における取り組みにつ
審議事項 血液製剤の有効利用に関すること
いて
血液製剤の適正利用に関すること
 診療報酬改定後の業務について
血液製剤の保管管理に関すること
 その他
「輸血療法の実施に関する指針」および
スプーン、フォークについて
下膳ごみについて
「血液製剤保管管理マニュアル」等厚生
軟菜食の主食パンについて
労働省通知の運用に関すること
医師検食担当変更について
その他血液業務に関すること
入院案内の変更について
委員長 岡諭（血液・腫瘍内科副部長）
食事アンケート結果について
、矢澤武史（外
委  員 藤本昌澄（消化器内科部長）

科医長）山田知行（心臓血管外科主任部

長）
、鬼頭幸一（麻酔科主任部長）
、永濱美

奈子（看護部看護師長）、綾井泰子（看護

部副看護師長）
、南加奈（医事課主事）
、大
 ．合同臨床研修管理委員会
堀健史（薬剤部技師）
、村木一成（臨床検

査部主任主査）、黒木絵莉（臨床検査部主

任技師）
目

的
病院群臨床研修病院における臨床研修医

事務局 臨床検査部
の研修を円滑かつ十分に運営管理する。


 審議事項 全体の研修プランの作成と各診療科か
委員会の開催実績（議題）
ら提出された実施プログラムの検討と

調整等、研修プログラムの管理に関する
○第回：令和年月日（火）
こと
通常業務報告
各診療科の指導体制の確認および研修
（令和年月）
医の配置計画に関すること
輸血管理料Ⅱ実績報告
研修医の研修成果の評価に関すること
（令和年月）
研修医の受入、採用に関すること
副作用報告集計
その他、臨床研修のために必要なこと
（令和年月）
委員長 一山智（病院長）
その他
委  員 池口滋 副院長 、山本秀和（副院長）
、望
①血液製剤の院内在庫について
月敬之（事務局次長）
、小菅邦彦（教育研
②「輸血療法の実施に関する指針」の主な変更点
修センター長兼循環器内科主任部長）、松
③血液製剤持ち出しの運用変更について
村和宜（レジデントセンター長兼消化器

内科部長）
、長谷川浩史（地域医療支援セ
ンター長兼脳神経内科長）
、北条雅人（脳
○第回：令和年月日（火）
神経外科部長）、柴野昌子（看護部副部
通常業務報告
長）
、外部委員名
（令和年月～月）
事務局 総務課
輸血管理料Ⅱ実績報告

（令和年月～月）
［令和年度 初期臨床研修医］
副作用報告集計
年目 加藤美和、参島祐介、佐藤達哉、菅原悠、

（令和年月～月）
加藤健人、西村哲也、日野嵩仁、谷本晴加- 142 その他

 ①輸血説明・同意書の変更について
年目 石田侑希也、武井由衣、中村翼、和田達也、
 ②アルブミン製剤を用いた血漿交換の運用につい
大道一輝、田中翔、鳥塚元、安達千草
  て


○令和年月日（金）時～時
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○第回：令和年月日（火）
臨床研修修了者の認定について

  ①輸血関連イン
  ②「特定生物由
   更
  ③輸血セットの

○第回：令和年
 通常業務報告
（令和年月～
輸血管理料Ⅱ実
（令和年月～
 副作用報告集計
（令和年月～
 その他
  輸血セットの選

○第回：令和年月
 通常業務報告
（令和年月～
輸血管理料Ⅱ実
（令和年月～
副作用報告集計
（令和年月～
 その他
  ①輸血セットの
  ②貯血式自己血

○第回：令和年月
 通常業務報告
（令和年月～月
輸血管理料Ⅱ実
（令和年月～月
 副作用報告集計
（令和年月～月
 その他
  ①来年度%6&目標
  ②体重NJ以下
について
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な推進を図る。
関すること
関すること
関すること
する指針」および
ニュアル」等厚生
すること
ること
部長）
長）
、矢澤武史（外
臓血管外科主任部
主任部長）
、永濱美
、綾井泰子（看護
（医事課主事）
、大
村木一成（臨床検
莉（臨床検査部主

」の主な変更点
ついて

③血液製剤持ち出しの運用変更について

○第回：令和年月日（火）
通常業務報告
（令和年月～月）
輸血管理料Ⅱ実績報告
（令和年月～月）
副作用報告集計
（令和年月～月）
その他
 ①輸血説明・同意書の変更について
 ②アルブミン製剤を用いた血漿交換の運用につい
  て

○第回：令和年月日（火）
通常業務報告
（令和年月～月）
 輸血管理料Ⅱ実績報告
（令和年月～月）
 副作用報告集計
（令和年月～月）
 その他
  ①輸血関連インシデント（令和年月～月）
  ②「特定生物由来製剤に関する説明・同意書」の変
   更
  ③輸血セットの使用に関して

○第回：令和年月日（火）
 通常業務報告
（令和年月～月）
輸血管理料Ⅱ実績報告
（令和年月～月）
 副作用報告集計
（令和年月～月）
 その他
  輸血セットの選択について

○第回：令和年月日（火）
 通常業務報告
（令和年月～月）
輸血管理料Ⅱ実績報告 
（令和年月～月）
副作用報告集計
（令和年月～月）
 その他
  ①輸血セットの選択について（経過報告）
  ②貯血式自己血の採取について

○第回：令和年月日（火）
 通常業務報告
（令和年月～月）
輸血管理料Ⅱ実績報告
（令和年月～月）
 副作用報告集計
（令和年月～月）
 その他
  ①来年度%6&目標について
  ②体重NJ以下の患者を対象とした貯血式自己血
について

 その他
  ①来年度%6&目標について
  ②体重NJ以下の患者を対象とした貯血式自己血
について


 ．がん化学療法委員会


目  的 安全で効率的ながん化学療法の提供とがん
医療の質恵の向上を図る。
審議事項 がん化学療法のレジメンの審査および登
録・管理に関すること
外来化学療法室の整備および運営に関す
ること
外来化学療法パスの審査および運用に関
すること
がん化学療法に係る教育・研修に関する
こと
その他がん化学療法の実施および推進に
関すること
委員長 山本秀和（がん化学療法委員会委員長）
委  員 四元文明（化学療法部長）
、後藤知之（外
来化学療法センター長）、川上賢三（呼吸

○令和年月日（
報告事項
連携充実加算に
診療前面談アン
パクリタキセル
&\EHU2QFRORJ\に

○令和年月日（
報告事項
倍量隔週レジメ

○令和年月日
報告事項
2.長時間レジメン
$&7+とコルチゾ
+%9検査について

○令和年月日
報告事項
病棟での抗がん

器外科副院長）、浅越康助（血液腫瘍内科

&9ポート自宅抜

主任部長）、北条雅人（脳神経外科主任部

オプジーボの添

長）
、原田英樹 外科部長 、石床学（呼吸


○令和年月日（
報告事項
静脈注射レベル
ファシールのチ
外来化学療法セ

○令和年月日（
報告事項
抗がん薬投与時
ゾレドロン酸投
について
サイラムザの投

○令和年月日（
報告事項
/2+3再投与時の
免疫チェックポ
外来化学療法セ

、
器内科医長）
、西澤恒二（泌尿器科副部長）
牛呂幸司（耳鼻いんこう科医長）
、澤山咲
輝（婦人科医員）
、大辻貴司 薬剤部主任専
門員 、近野祐里（薬剤部主任技師）
、鈴木
菜穂美 看護部副看護師長 、東出千鶴（看
事務局

護部認定看護師）
、田中佳子（栄養部）
薬剤部


委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（木）
報告事項
臓器横断的に使用されるがん化学療法レジメンの登録
方法について
．外来化学療法センターの当番表について
がん化学療法に関する医師向けの事務連絡の実施につ
いて
診察前面談について
抗がん薬投与時の個人防護具について

○令和年月日（木）
報告事項
がん化学療法中の患者における発熱への救急外来での
対応について
診察前面談について
外来化学療法センターカンファレンスについて

○令和年月日（木） 
報告事項
連携充実加算について
外来がん化学療法患者に対する栄養指導について
．病棟における看護師による末梢血管確保について
厚労省寄付プラスチックガウンの使用について
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換の運用につい
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会

療法の提供とがん
。
ンの審査および登

および運営に関す

査および運用に関

育・研修に関する

実施および推進に

委員会委員長）

）
、後藤知之（外

川上賢三（呼吸

○令和年月日（木）
報告事項
連携充実加算について
診療前面談アンケート結果について
パクリタキセル投与時の患者確認について
&\EHU2QFRORJ\について

○令和年月日（木） 
報告事項
倍量隔週レジメンについて

○令和年月日（木）
報告事項
2.長時間レジメンのベッド予約について
$&7+とコルチゾールの院内測定について
+%9検査について

○令和年月日（木） 
報告事項
病棟での抗がん薬穿刺について

助（血液腫瘍内科

&9ポート自宅抜針について

脳神経外科主任部

オプジーボの添付文書改訂について情報提供

委員長
委  員

事務局

ること
血管内治療室業務における、多職種間
の連絡調整に関すること
血管内治療室業務にかかる財務管理
に関すること
その他、血管内治療室業務に関するこ
と
岡田正治（循環器内科長）
川那辺圭一（整形外科科長・副院長）
、
山田知行（心臓血管外科長）、武田晋
作（救急部部長）
、北条雅人（脳神経外
科長）、池内高志（放射線診断科副部
長）
、赤松俊二（臨床工学部主任主査）
、
光真理子（薬剤部主任技師）、鈴木菜
穂美（看護部看護師長）
、藤本泉子（看
護部主任看護師長）
、北野哲哉（放射線
部主査）
、中西英之（総務課施設用度係
主幹）
、渡部賢太（医事課主任主事）
総務課


委員会の開催実績（議題）

 ○令和年月日（水）
  非常通路の取扱いについて
  ハイブリット室の機器選定について



 ．緩和ケア推進委員会
、石床学（呼吸



泌尿器科副部長）
、
○令和年月日（木） 
目  的 緩和ケアの推進に関する検討を進め、県
報告事項
科医長）
、澤山咲
内、施設内において診断の時期からの緩和
静脈注射レベルⅢ&（抗がん薬）について
司 薬剤部主任専
ケア提供体制の推進を図る。
ファシールのチャンバーの破損について
部主任技師）
、鈴木
審議事項 緩和ケア推進に関すること
外来化学療法センターの予約枠について
緩和ケアチームによる専門的緩和ケア

、東出千鶴（看
の提供に関すること
○令和年月日（木）

佳子（栄養部）
その他、緩和ケアセンターの運営に関す
報告事項
ること
抗がん薬投与時の個人防護具について
委員長 花木宏治 緩和ケア科科長 
ゾレドロン酸投与時のプライミングおよびフラッシュ
委員 山本秀和 緩和ケアセンター長 、吉田智
について
美（緩和ケアセンター副センター長）
、冨永
サイラムザの投与時間の短縮について
千鶴 緩和ケアセンター主任看護師 、笹田

彩（緩和ケアセンター主任看護師）、吉永
○令和年月日（木） 
法レジメンの登録
則良 血液・腫瘍内科主任部長 、栗山勝利
報告事項
消化器内科副医長 、野原淳 呼吸器内科
/2+3再投与時のアレルギー対策について
いて
副医長 、疋田訓子 麻酔科医長 、山内智
免疫チェックポイント阻害剤の検査セットについて
務連絡の実施につ
香子 放射線治療科科長 、伴敏信 精神科
外来化学療法センターの運用状況について
科長 、犬塚康孝 救急部副部長 、弘部重
信 リハビリテーション科総括技師長 、大
て
辻貴司 薬剤部主任専門医 、山元喜代子

栄養指導部主任主査 、辻森弘容 看護部

師長 、岡村理 がん相談支援センター主

査医療ソーシャルワーカー 、田中幹也
への救急外来での 
地域医療連携室主査 、野間幸夫 医事課
目  的
血管内治療部門の安全・効率的な診療体
主幹 、松永麻友子（財務企画室主事）
制と、安定的財務管理体制を確立するこ
事務局 緩和ケアセンター
とを目的とする。
スについて

審議事項
血管内治療室業務の計画実施に関す
委員会の開催実績（議題等）
ること

○第回 令和年月日（水）～
血管内治療室業務における、多職種間
緩和ケア委員会の活動について
の連絡調整に関すること
指導について
緩和ケアの提供状況について
血管内治療室業務にかかる財務管理
確保について
緩和ケアセンターの活動について
に関すること
用について
その他
その他、血管内治療室業務に関するこ

緩和ケアチーム医一般診療科カンファレンス参加
と
について
委員長
岡田正治（循環器内科長）
  緩和ケアチーム依頼手順改訂について
委  員
川那辺圭一（整形外科科長・副院長）
、
  今年度の緩和ケア研修について
山田知行（心臓血管外科長）、武田晋 - 144   審議事項：
作（救急部部長）
、北条雅人（脳神経外
意思決定支援を提供できる体制整備について
科長）、池内高志（放射線診断科副部
 $&3リレー推進プロジェクト（マニュアル作成）
長）
、赤松俊二（臨床工学部主任主査）
、
について
光真理子（薬剤部主任技師）、鈴木菜

穂美（看護部看護師長）
、藤本泉子（看
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○第回 令和年月日（水）～

緩和ケアセン
その他
 令和元年度第
絡協議会緩和
 緩和ケアマニ
 がん性疼痛ポ
審議事項：
意思決定支援
 次年度：本
日程・担当



．血管内治療室運営委員会
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会

る検討を進め、県
断の時期からの緩和
図る。
ること
る専門的緩和ケア

ンターの運営に関す

科長 
ンター長 、吉田智
センター長）
、冨永
主任看護師 、笹田
主任看護師）、吉永
任部長 、栗山勝利
野原淳 呼吸器内科
酔科医長 、山内智
、伴敏信 精神科
部副部長 、弘部重
科総括技師長 、大
門医 、山元喜代子
、辻森弘容 看護部
談支援センター主
カー 、田中幹也
、野間幸夫 医事課
財務企画室主事）

～

て

ンファレンス参加

ついて


○第回 令和年月日（水）～
緩和ケア委員会の活動について
緩和ケアの提供状況について
緩和ケアセンターの活動について
その他
 緩和ケアチーム医一般診療科カンファレンス参加
について
  緩和ケアチーム依頼手順改訂について
  今年度の緩和ケア研修について
  審議事項：
意思決定支援を提供できる体制整備について
 $&3リレー推進プロジェクト（マニュアル作成）
について

○第回 令和年月日（水）～
緩和ケアの提供状況について
緩和ケアセンターの活動について
その他
 緩和ケアチーム活動の手引きについて
緩和ケアマニュアル（改訂）について
  審議事項：
意思決定支援を提供できる体制整備について
 $&3リレー推進プロジェクト（マニュアル修正）
について

○第回 令和年月日（水）～
緩和ケアの提供状況について
緩和ケアセンターの活動について
その他
 令和元年度第回都道府県がん診療連携拠点病院連
絡協議会緩和ケア部会（報告）
 緩和ケアマニュアル（改訂）について
 がん性疼痛ポケットマニュアルについて
審議事項：
意思決定支援を提供できる体制整備について
 次年度：本人の意向を尊重した意思決定研修
日程・担当について



 ．臓器移植委員会


目  的 病院において行われる臓器の提供から摘
出、移植に至る移植医療およびそれに準ず
る医療行為の適正な実施を図る。
審議事項 院内で行われる臓器移植に関すること
脳死判定に関すること
移植臓器の摘出支援に関すること
移植医療の評価に関すること
移植コーディネーターの支援に関するこ
と
その他移植医療に関し、必要と認められ
ること
委員長 川那辺圭一（副院長）
委  員 村田昌史 事務局長 、北条雅人（脳死判
定委員会委員長）、鬼頭幸一（麻酔科長）、
武田晋作（救急部長）、内海貴彦（院内
臓器移植コーディネーター）、丹野和美（院
内臓器移植コーディネーター）、谷大太（院
内臓器移植コーディネーター）、長谷川浩
史（脳神経内科長）、柴野昌子（看護部副
部長）、中村由紀子（臨床検査部）、永濱
美奈子（病棟看護師長）、臓器提供または
移植に関わる当該科長、臓器提供または移
植に関わる主治医
事務局 総務課



 ．脳死判定委員会


目  的 病院における臓器移植にかかる脳死判定に
ついて審査する。
審議事項 脳死判定基準に関すること
脳死判定医を選出し、その名簿を作成す
ること
脳死判定および臓器移植に関する記録の
保存に関すること
その他脳死判定等に関わる審査 に関す
ること
委員長 北条雅人（脳神経外科長）
委  員 安藤充重 脳神経外科医長 、宮川祐子（臨
床検査部主任主査）、吉田千春（看護部副
部長）
事務局 総務課


．褥瘡対策委員会

目 的 院内の褥瘡対策を討議、検討し効果的な推
進を図る。
審議事項 褥瘡・創傷の予防のためのマニュアル作
成に関すること
褥瘡予防及び発生後の治療についての
診療計画に関すること
褥瘡対策チームに関すること
褥瘡予防及び発生後の治療ケアについ
ての教育研究に関する指導
褥瘡発生に関連する調査に関すること
委員長 中川雄仁（皮膚科科長）
委 員 丸木仁（リハビリテーション科医）、吉川
勝宇（形成外科医）、中島悠希（形成外
科医）、大髙淳輝（形成外科医）、堀口
亜有未（皮膚科医）、川本潔 リハビリテ
ーション科技師 、小菅裕也（薬剤師）、
中村結香（薬剤師）、山元喜代子（管理
栄養士）、山本かおる 看護師 、中井広
導（看護師）、藤本三佳（看護師）、高崎
葉子（皮膚・排泄ケア認定看護師）竹田
昌弘（医事課）
事務局 大門めぐみ（皮膚・排泄ケア認定看護師）

委員会の開催実績（議題）

 ○令和年月日（木）


 令和年月、令和年度の褥瘡発生状況・ハイリスク
患者状況について
  レンタルエアーマットレスの使用状況 
 （月から新システムで行っていくフローチャート参
  照）
  褥瘡ハイリスクケア加算に伴う看護記録について
  褥瘡診療計画書専任医師について
  今後の褥瘡会議、褥瘡回診について
 ○令和年月日（木）

整備について
（マニュアル作成）

～
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 令和年月月の褥瘡発生状況・ハイリスク患者状況
について
  褥瘡ハイリスクケア加算に伴う看護記録状況につい
  て
  スキンテアの処置、初期対応についての確認・イン
シデント報告

○令和年月日
 令和年月月の
ついて
 新しい委員のお
 褥瘡予防ケア法
の紹介
 スキンテア 処
 Ｒ２年度 褥瘡
 特定行為研修に
○令和年月日
 令和年月月
について
 手術準備物品の
 Ｒ２年度 褥瘡
 スキンテア 処
 特定行為研修に
○令和年月日（
 令和年～令和
者状況について
23室での発生件
 令和年度褥瘡講
配信期間は
については、紙ベ
 スキンテアの処
スタッフのスキ
図っている。
 専任医師 担当
 創傷被覆材 既
よるスキンテア
サンプル商品を
 エアーマットレ
 その他
 前回の会議で、
不足の申し出あ

その他の活動実績等

◇褥瘡回診 チーム
皮膚・排泄ケア認
◇褥瘡研修 令和
令和年月日
視聴人数名
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 令和年月、令和年度の褥瘡発生状況・ハイリスク
患者状況について
  レンタルエアーマットレスの使用状況 
 （月から新システムで行っていくフローチャート参
  照）
  褥瘡ハイリスクケア加算に伴う看護記録について
  褥瘡診療計画書専任医師について
  今後の褥瘡会議、褥瘡回診について
 ○令和年月日（木）
















、検討し効果的な推

ためのマニュアル作

の治療についての
と
すること
の治療ケアについ
る指導
調査に関すること
）
ション科医）、吉川
中島悠希（形成外
成外科医）、堀口
川本潔 リハビリテ
裕也（薬剤師）、
山元喜代子（管理
看護師 、中井広
佳（看護師）、高崎
認定看護師）竹田

泄ケア認定看護師）


生状況・ハイリスク

用状況 
くフローチャート参

看護記録について
て
いて

ハイリスク患者状況

看護記録状況につい

 前回の会議で、$の車椅子用の体圧分散クッションの
不足の申し出あり、中央管理の分を個支給した。

その他の活動実績等

◇褥瘡回診 チーム回診：第・木曜日
皮膚・排泄ケア認定看護師回診：第・木曜日
◇褥瘡研修 令和年度 褥瘡講演会
褥瘡発生状況
令和年月日～月日まで配信
視聴人数名
集計期間令和2年4月１日～令和3年3月31日

 令和年月月の褥瘡発生状況・ハイリスク患者状況
について

◇褥瘡保有状況
 褥瘡ハイリスクケア加算に伴う看護記録状況につい

 て
 スキンテアの処置、初期対応についての確認・イン

シデント報告

 褥瘡保有の患者の退院後のフォローについて（紹介
状）

 褥瘡回診時の指示の記載

 Ｒ２年度 褥瘡講演会について
○令和年月日（木）

 令和年月月の褥瘡発生状況・ハイリスク患者状況

について
 褥瘡診療計画書 医師のサインについて（在院日数

 短く対応困難な現状）

 自立度の評価、褥瘡に関係する看護問題立案につい
 て

 スキンテア 処置について

 Ｒ２年度 褥瘡講演会について
○令和年月日（木）
 令和年月月の褥瘡発生状況・ハイリスク患者状況に
ついて
 新しい委員のお知らせと専任の担当について
 褥瘡予防ケア法 体位変換方法 スモールチェンジ法
の紹介
 スキンテア 処置について
 Ｒ２年度 褥瘡講演会について
 特定行為研修におけるご協力のお願い
○令和年月日（木）
 令和年月月の褥瘡発生状況・ハイリスク患者状況 
について
◇褥瘡'(6,*15状況
 手術準備物品のバスタオル排除について
 Ｒ２年度 褥瘡講演会について
 スキンテア 処置について
 特定行為研修におけるご協力のお願い
○令和年月日（木）
 令和年～令和年月の褥瘡発生状況・ハイリスク患
者状況について
23室での発生件数が多く原因究明中
 令和年度褥瘡講演会について
配信期間は～の予定・アンケートの回収方法
については、紙ベースで回収予定
 スキンテアの処置について
スタッフのスキンテアにおける知識、技術の底上げを
図っている。
 専任医師 担当割の変更のお知らせ
 創傷被覆材 既存のパット付きテガダームでテープに
よるスキンテアや、テープかぶれの発生があり。現在、
サンプル商品を検討中。
 エアーマットレス購入依頼について
 その他
 前回の会議で、$の車椅子用の体圧分散クッションの
不足の申し出あり、中央管理の分を個支給した。


その他の活動実績等
◇褥瘡発生率

分子：褥瘡（ｄ以上）の院内新規発生患者
◇褥瘡回診 チーム回診：第・木曜日
皮膚・排泄ケア認定看護師回診：第・木曜日
 分母：入院延べ患者数           
◇褥瘡研修 令和年度 褥瘡講演会
令和年月日～月日まで配信
- 146 視聴人数名

令和年度褥瘡ハイ

















×






ついての確認・イン
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令和年度褥瘡ハイリスク加算状況

31日

目

的

審議事項



委 員 長
委
員



事 務 局

施設内で研修する専攻医の研修を管理し、
基幹施設に設置されているプログラム管
理委員会と連携を図る。
1.研修実施プログラムの作成に関するこ
と
2.施設内で研修する専攻医の研修の管理
に関すること
3.専攻医の研修成果の評価に関すること
4.プログラム管理委員会との連携に関す
ること
5.その他、
院内の専門医臨床研修に必要な
こと
山本 泰三（糖尿病・内分泌内科長）
池口 滋（副院長）
、小菅 邦彦（教育研修
センター長兼循環器内科主任部長）
、松村
和宜（レジデントセンター長兼消化器内科
長）
、岡田 正治（循環器内科長）
、塩田 哲
広（呼吸器内科長）、長谷川 浩史（地域支
援研修センター長兼脳神経内科長）
、内海
貴彦（免疫内科指導医）
、浅越 康助（血液・
腫瘍内科長）
総務課







［令和２年度 内科専攻医］
３年目 西本 光希（消化器内科）
２年目 冬野 貴之（消化器内科）
２年目 回渕 祥太（循環器内科）
１年目 水谷 駿希（循環器内科）
１年目 吉田 駿男（糖尿病・内分泌内科）










生患者

    

420.内科専門研修委員会



×
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内科専門研修プログラム管理委員会

目  的 当院基幹の研修プログラムに登録してい
る専攻医の研修を円滑かつ十分に運営管
理する。
審議事項 研修プログラムの作成と各連携病院か
ら提出された実施プログラムの検討と
調整等、研修プログラムの管理に関する
- 147 こと
各連携病院の指導体制の確認および専
攻医の配置計画に関すること
専攻医の研修成果の評価、修了判定に関
すること
専攻医の採用に関すること
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内科専門研修プログラム管理委員会
目  的 当院基幹の研修プログラムに登録してい
る専攻医の研修を円滑かつ十分に運営管
理する。
審議事項 研修プログラムの作成と各連携病院か
ら提出された実施プログラムの検討と
調整等、研修プログラムの管理に関する
こと
各連携病院の指導体制の確認および専
攻医の配置計画に関すること
専攻医の研修成果の評価、修了判定に関
すること
専攻医の採用に関すること
その他、専門医臨床研修に必要なこと
委員長 池口滋（副院長）
委  員 山本泰三（糖尿病・内分泌内科長）
、小菅
邦彦（教育研修センター長兼循環器内科主
任部長）
、松村和宜（レジデントセンター
長兼消化器内科長）
、岡田正治（循環器内
科長）
、塩田哲広（呼吸器内科長）
、長谷川
浩史（地域支援研修センター長兼脳神経内
科長）
、内海貴彦（免疫内科指導医）
、浅越
康助（血液・腫瘍内科長）外部委員名
事務局 総務課


［令和２年度 内科専攻医］
 ３年目 西本光希（消化器内科）
 ２年目 冬野貴之（消化器内科）
 ２年目 回渕祥太（循環器内科）
１年目 水谷駿希（循環器内科）
１年目 吉田駿男（糖尿病・内分泌内科）

委員会の開催実績（議題）

 ○令和年月日（金） ～
  令和年度在籍専攻医について
 研修進捗状況
 連携施設について
 令和年度（年度）プログラムコースについて
令和年度プログラム責任者および管理委員長の変
更について
 その他

 
 ．がん登録委員会


目  的 院内がん登録の運用上の課題の評価及び
活用に係る規程の策定等を行う。
審議事項

423．ゲノム医療推進委員会
目

的

審議事項

委 員 長
委
員

がんゲノム医療連携病院として適切かつ円
滑な運用を図る。
1. がんゲノム医療連携病院としての課題に
関すること
2. がんゲノム医療に関する規定等の策定に
関すること
3. がんゲノム医療に関する体制整備に関す
ること
山本 秀和(副院長)
山内 智香子(放射線治療科長)、北条 雅人
(脳神経外科科長)、勝山 和彦(心臓血管外
科部長)、後藤 知之(消化器内科医長)、吉
田 智美(緩和ケアセンター副センター長)、

事 務 局

岡村 理(がん相談支援センター主査)
財務企画室

委員会の開催実績（議題）
○令和2年7月7日（火）
1. 遺伝性腫瘍に関する自費スクリーニングについて


 ．内視鏡室運営委員会


目  的 内視鏡室の円滑な運営を図る。
審議事項 内視鏡室の運用に関すること
委員長 松村和宜（消化器内科科長・内視鏡部長）
委  員 石原真紀（消化器内科副部長）
、栗山勝利
（消化器内科医長）、吉田千春（看護部副
部長）
、鈴木菜穂美（看護部看護師長）
、小
田裕美子（看護部主任看護師長）
、深尾か
おり（看護部看護師長）、寺澤律子（看護
部副看護師長）、杉村昭代（看護部副看護
師長）
、中川祐介（感染管理室主査）
、渡部
賢太（医事課主任主事）
事務局 医事課


がん登録委員会について
検討・報告事項の確認
山本秀和（副院長兼外科科長）


 ．医療の質向上委員会
委員長

委員 野村康子（医療情報室主査兼看護部副看
 ．開放型病床運営委員会
護師長）、柳香里（医療情報室副主幹）、
目  的 医療の質の向上を図る。
米澤寿裕（医療情報室主査）
審議事項 病院業務の標準化に関すること
クリニカルインディケーターに関するこ
事務局 医療情報室
と

その他医療の質の向上に関すること
チームの開催実績（議題等）
委員長 北条雅人（医療情報室長）

委  員 川那辺圭一 手術部長 、武田晋作 救急部
○令和年月日（水）
長 、原田英樹 感染管理室長 、勝山和彦
がん登録委員会について
医療安全対策室長 、中村直美 薬剤部 、
確認事項
鮎川宏之 臨床検査部 、岸辺喜彦 放射線
報告事項
部 、山元喜代子 栄養指導部 、西田浩美

- 148 看護部 、吉田智美 緩和ケアセンター 、

横江泰典 医事課 、八木彰太（財務企画
室）
、土井麻由美 医療情報室事務局）
事務局 医療情報室

委員会の開催実績（議題）
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クリニカルインディケーターに関するこ
と
その他医療の質の向上に関すること
委員長 北条雅人（医療情報室長）
委  員 川那辺圭一 手術部長 、武田晋作 救急部
長 、原田英樹 感染管理室長 、勝山和彦
医療安全対策室長 、中村直美 薬剤部 、
鮎川宏之 臨床検査部 、岸辺喜彦 放射線
部 、山元喜代子 栄養指導部 、西田浩美
看護部 、吉田智美 緩和ケアセンター 、
横江泰典 医事課 、八木彰太（財務企画
室）
、土井麻由美 医療情報室事務局）
事務局 医療情報室

バリアンス部会の進捗報告
パス大会部会の進捗報告
学会部会の進捗報告
○令和年月日（水）
月パス統計報告
パス大会部会の進捗報告
①パス大会について
②新人看護師対象のパス勉強会について
学会部会の進捗報告
○令和年月日（水）
月パス統計報告
バリアンス部会の進捗報告
①近江八幡市立総合医療センターからの見学依頼
②外科パスの疼痛について

パス大会部会の進捗報告
委員会の開催実績（議題）
学会部会の進捗報告

○令和年月日（水）
○令和年月日（金）
月パス統計報告
．医療の質向上委員会の役割について
バリアンス部会の進捗報告
．ＱＩ公表事業のフィードバックデータについて
①近江八幡市立総合医療センターからの見学報告
○令和年月日（月）
②外科パスの疼痛について
 ＱＩ公表事業のフィードバックデータについて
③クオリティ・インディケーターについて
     年度第三四半期（月～月）結果報告
アウトカム評価表の発表
①整形外科右7.$／右人工膝関節置換術

②脳神経外科慢性硬膜下血腫
②脳神経外科慢性硬膜下血腫
 ．クリニカルパス委員会
パス大会部会の進捗報告
パス大会部会の進捗報告
 ．クリニカルパス委員会
○令和年月日（水）
○令和年月日（水）

月パス統計報告
月パス統計報告
 目  的 院内のクリニカルパスの作成・運用・評価・
バリアンス部会の進捗報告
バリアンス部会の進捗報告
目  的 院内のクリニカルパスの作成・運用・評価・
パス大会部会の進捗報告
改善の推進。
パス大会部会の進捗報告
クリニカルパスの作成・登録に関するこ
アウトカム評価表の発表
審議事項 改善の推進。
アウトカム評価表の発表
 と
審議事項 クリニカルパスの作成・登録に関するこ
①外科胃切除術
クリニカルパスの適用に関すること
と
①外科胃切除術
②呼吸器外科肺区域切除・肺切除以上
クリニカルパスの適用に関すること
クリニカルパスの評価に関すること
②呼吸器外科肺区域切除・肺切除以上
パスの設定入院期間について
クリニカルパスの評価に関すること
クリニカルパスの改善に関すること
パスの設定入院期間について
パスのアウトカム評価のプレゼンテーション
クリニカルパスの改善に関すること
クリニカルパス作成を通して病院業務の
パスのアウトカム評価のプレゼンテーション
○令和年月日（水）
クリニカルパス作成を通して病院業務の
改善に関すること
○令和年月日（水）
 回クリニカルパス大会
改善に関すること
委員長 山本秀和（副院長兼外科主任部長）
 回クリニカルパス大会
「当院パスのベンチマーキングによる調査」
委員長
委  員 山本秀和（副院長兼外科主任部長）
北条雅人 医療情報室長）
、栗山勝利 消化
○令和年月日（水）
「当院パスのベンチマーキングによる調査」
委  員 北条雅人
医療情報室長）
、栗山勝利 消化、
器内科医長）
、関淳也 循環器内科副医長）
○令和年月日（水）
月パス統計報告
器内科医長）
、関淳也
循環器内科副医長）
、
長嶋秀明 整形外科医長 、中江卓郎 脳神
月パス統計報告

バリアンス部会の進捗報告
長嶋秀明
整形外科医長
、中江卓郎
脳神、
経外科医長）
、八田原広大
泌尿器科医員
 バリアンス部会の進捗報告
①アウトカム評価表について
経外科医長）
、八田原広大
泌尿器科医員
、
矢内晶太 婦人科医員
、牛呂幸司
耳鼻い
①アウトカム評価表について
②アウトカム修正について
矢内晶太
婦人科医員
、牛呂幸司
耳鼻い
んこう科医長）
、赤田直軌
リハビリテーシ
②アウトカム修正について
アウトカム評価表の発表
んこう科医長）
、赤田直軌 リハビリテーシ
ョン科主査 、室井千香子
臨床検査部主
アウトカム評価表の発表
婦人科悪性腫瘍（子宮体癌・卵巣癌）
ョン科主査
、室井千香子
臨床検査部主
査）、八尾尚樹 薬剤部主査）
、巽達也 栄
婦人科悪性腫瘍（子宮体癌・卵巣癌）
勉強会
査）
、八尾尚樹 薬剤部主査）
栄
養指導部栄養士長）
、沖道子、巽達也
看護部副部
勉強会
$病棟呼吸器内科パス活用が進まない要因
養指導部栄養士長）
、沖道子
看護部副部
長）、寺嶋純一 看護部主任看護師 、祖上
$病棟呼吸器内科パス活用が進まない要因
パス大会部会の進捗報告
長）
、寺嶋純一
看護部主任看護師
、祖上
麻衣
看護部主任看護師
、高島知良
看護
パス大会部会の進捗報告
パスのアウトカム評価のプレゼンテーション
麻衣
看護部主任看護師
、高島知良
部看護師 、阪口晶子 看護部看護師 看護
、赤
パスのアウトカム評価のプレゼンテーション
改訂パスについて
部看護師
、阪口晶子 、大林大輔
看護部看護師看護部
、赤
井翔貴 看護部看護師
改訂パスについて
○令和年月日（水）
井翔貴
看護部看護師
、大林大輔
看護部
主任看護師
、岩田一孝
看護部主任看護
○令和年月日（水）
月パス統計報告
主任看護師
、岩田一孝
看護部主任看護
師 、佐々真千佳 看護部看護師 、小林由
月パス統計報告
バリアンス部会の進捗報告
師
佐々真千佳 看護部看護師
小林由
紀 、
看護部看護師長
、鵜飼朱美、
医事課主
バリアンス部会の進捗報告
不眠時の薬剤について
紀
看護部看護師長
、鵜飼朱美 医事課主
査）
、堀田弥果 医療情報室主事

不眠時の薬剤について
勉強会
、堀田弥果 医療情報室主事 
事務局 査）
医療情報室
勉強会
$病棟新人看護師のパス活用について
事務局
医療情報室

$病棟新人看護師のパス活用について
尿道カテーテル留置のケア項目追加について
委員会の開催実績（議題）
 尿道カテーテル留置のケア項目追加について
改訂パスについて
委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（水）
改訂パスについて
○令和年月日（水）
○令和年月日（水）
月パス統計報告
○令和年月日（水）
月パス統計報告
月パス統計報告
バリアンス部会の進捗報告
月パス統計報告
バリアンス部会の進捗報告
バリアンス部会の進捗報告
勉強会
バリアンス部会の進捗報告
パス大会部会の進捗報告
勉強会
%病棟ペースメーカ留置のパス等について
パス大会部会の進捗報告
学会部会の進捗報告
%病棟ペースメーカ留置のパス等について
改訂パスについて
学会部会の進捗報告
○令和年月日（水）
改訂パスについて
○令和年月日（水）
○令和年月日（水）
月パス統計報告
○令和年月日（水）
月パス統計報告
月パス統計報告
パス大会部会の進捗報告
月パス統計報告
バリアンス部会の進捗報告
パス大会部会の進捗報告
①パス大会について
 バリアンス部会の進捗報告
パス大会部会の進捗報告
①パス大会について
②新人看護師対象のパス勉強会について
 パス大会部会の進捗報告
勉強会
②新人看護師対象のパス勉強会について
学会部会の進捗報告
 勉強会
$ 病棟問題志向型システムとアウトカム志向につ
学会部会の進捗報告
○令和年月日（水）
 $ 病棟問題志向型システムとアウトカム志向につ
いて等
○令和年月日（水）
- 149 月パス統計報告
いて等
 % 病棟患者アウトカムと医療者アウトカムの違い
月パス統計報告
バリアンス部会の進捗報告
 % 病棟患者アウトカムと医療者アウトカムの違い
について等
バリアンス部会の進捗報告
①近江八幡市立総合医療センターからの見学依頼
について等
+&8バリアンス等について
①近江八幡市立総合医療センターからの見学依頼
②外科パスの疼痛について
+&8バリアンス等について
 改訂パスについて
②外科パスの疼痛について
パス大会部会の進捗報告
○令和年月日（水）
改訂パスについて
パス大会部会の進捗報告
学会部会の進捗報告
○令和年月日（水）
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月パス統計報告
学会部会の進捗報告

バリアンス部会
勉強会
%病棟ペース
改訂パスについ
○令和年月日（
月パス統計報
バリアンス部会
 パス大会部会の
勉強会
 $ 病棟問題志
いて等
 % 病棟患者ア
につい
+&8バリアンス
 改訂パスについ
○令和年月日（
月パス統計報告
パス大会部会の
勉強会
 ,&8クリニカル
いて
 薬剤部(%0を用
 改訂パスについ
○令和年月日（
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について

ーからの見学依頼

ーからの見学報告

ーについて

節置換術

勉強会
%病棟ペースメーカ留置のパス等について
改訂パスについて
○令和年月日（水）
月パス統計報告
バリアンス部会の進捗報告
 パス大会部会の進捗報告
勉強会
 $ 病棟問題志向型システムとアウトカム志向につ
いて等
 % 病棟患者アウトカムと医療者アウトカムの違い
について等
+&8バリアンス等について
 改訂パスについて
○令和年月日（水）
月パス統計報告
パス大会部会の進捗報告
勉強会
 ,&8クリニカルパスにおけるアウトカムの活用につ
いて
 薬剤部(%0を用いたパスの作成
 改訂パスについて
○令和年月日（水）
月パス統計報告
バリアンス部会の進捗報告
学会部会の進捗報告
勉強会
 臨床検査部'97 発生リスクの高い整形外科パスの下
肢エコーの存在意義について等
リハビリテーション科7+$パスのアウトカム評価


 ．放射線治療品質管理委員会


目  的
質の高い放射線療法を提供し、医療事故を
防止する。
審議事項
放射線治療における品質管理に関する
こと
放射線治療におけるインシデントに関
すること
その他放射線治療に関すること







．透析機器安全管理委員会
目  的 透析装置の安全管理と適切な運用を図
る。
審議事項 透析機器の把握に関すること
透析機器の安全管理に関すること
関連委員会との連携に関すること
委員長 遠藤修一郎（腎層内科部長）
委  員 大野進（臨床工学部主査）
、南波宏彰（臨
床工学部主査）
事務局 臨床工学部


委員会の開催実績（議題）

 ○令和年月日（水）
 今年度の透析用水水質検査結果報告
  滋賀県における透析実施医療機関に対する人工腎
   層      
   装置及び患者調べについて県庁の調査結果報告
  災害時の対応について
  新型コロナ患者の透析対応について


 ．地方衛生委員会

 ．診療情報提供審査委員会
目  的 職員の安全と健康の保持増進を図る。
審議事項 職場環境に関すること
職員の健康管理に関すること
教育・啓発に関すること
委員長
山内智香子（放射線治療科長、放射線治療
その他安全衛生に関すること
部長）
委員長 一山智（病院長）
委  員
津田圭紹（放射線部長）
、山田茂樹（放射
委  員 小菅邦彦（産業医）
、勝山和彦（医療安全
線部総括技師長）
、四元文明（外科主任部
対策室長）
、原田英樹（感染管理室長）
、吉
長）
、奥山智緒（研究所専門研究員）
、掛谷
田千春（衛生管理者）
、沖道子（看護部）、
理恵（看護部副主幹）、岩崎甚衛（放射線
有田知浩 衛生推進者 、佐野寛恵（看護
治療部専門員）
、竹田昌弘（医事課主任主
部主任看護師）
、山脇克哉（地域医療連携
事）
、市川篤志（総務課）
、松木清倫（放
室主査）、宮川祐子（臨床検査部主任主
射線治療科主査）
査）
、塩田哲広（呼吸器内科主任部長）
、番
事務局
放射線治療品質管理室
野仁司（放射線部主任主査）、森井淳夫

（臨床工学部主任主査）
委員会の開催実績（議題）
事務局 総務課


○令和年月日（月）
委員会の開催実績（議題）
放射線治療におけるインシデント・機器故障について

放射線治療装置、関連機器の品質管理状況について
 毎月１回開催
5,治療における品質管理について
・時間外勤務の実績について
がん患者カウンセリングの実施状況について
・３６協定について
その他
・院内ラウンドについて

・その他
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目  的 放射線障害予防対策の万全を図る。
審議事項 放射線業務従事者の健康管理に関する
こと
放射線障害予防施設および設備の整備
に関すること
その他
委員長 一山智（病院長・研究所所長）
委  員 望月敬之 事務局次長 、山中寛惠（看護
部長）
、山田茂樹（放射線部総括技師長）
、

602．災害対策委員会

奥山智緒（研究所専門研究員）
、岩崎甚衛
放射線部専門員 、高橋昌章（研究所専門

目
的
審議事項

委 員 長
委
員

事 務 局

災害対策事業を円滑かつ適正に推進する。
1.災害対策の方針、計画に関すること
2.災害対策マニュアルの策定、運用に関す
ること
3.災害に関する院内教育および啓蒙に関す
ること
4.防災訓練の実施に関すること
一山 智（病院長）
川上 賢三（副院長）
、山中 寛惠（院長補佐
（看護部長）
）
、小菅 邦彦（部会長）
、武田 晋
作（救急部長）
、村田 昌史（事務局長）
、望
月 敬之（事務局次長）
、横江 泰典（医事課
長）
、髙垣 勝（臨床工学部技師長）
総務課

委員会の開催実績（議題）
○令和2年7月15日（水）
1.令和2年度災害対策本部員名簿
2.令和元年度災害対策関連事業報告
3.全館停電の振り返り
4.新型コロナ対策の振り返り
5.災害対策マニュアルの改善
○令和3年1月20日（水）
1.令和2年度 災害対策年間計画表について
2.災害対策マニュアル改定案について
その他の活動実績等
◇消防・防災訓練実施（新規採用職員・転入職員対象）
令和2年4月9日（木）
・消防設備概要の説明
・通報訓練
◇災害対策講演会の開催
令和2年12月2日（水）～ 令和2年12月22（火）
「県立総合病院の災害対策-実践を踏まえて」
講師：滋賀県立総合病院 災害対策検討部会長
小菅 主任部長
◇緊急地震速報訓練の実施
令和2年10月22日（木）～ 令和2年11月20日（金）
・各所属における緊急地震速報発砲時の初動訓練

員）、加川信也（研究所主任研究員・総括
放射線取扱主任者）、西谷拓也（放射線取
扱主任者）
事務局 放射線部 樋口大介（放射線部主査）
     久米大智（放射線部主任技師）

委員会の開催実績（議題）

 年月日（本委員会）出席者名

活動実績等

放射線安全講習会
◆（医師、診療放射線技師、研究所職員、その他の
放射線業務従事者対象）
【開催場所】
:HEにて開催
【開催日】
 年月日 月 ～日 金   
【講習内容】
・なぜ放射線安全講習会を行うのか？
  放射性同位元素等の規制に関する法律及び放射線障
害予防規程

◆放射線安全管理

 ・年月日

◆主任者定期講習

・年月日 月

        

その他の活動実績等


◆放射線取扱主任

・松木→西谷（月

◆放射線管理状況

・毎年月日ま

力規制委員会に

◆密封線源の受け
・総合病院 

腔内照射装置 ,U

火 、年月日
・研究所 

3(7&7装置校正用
金 
◆業務改善

・法令改正に伴う

め、施設検査、書

射線安全に関わる

現し（'R）
、結果
 $FWLRQ 。

◆放射線管理用サ

・低エネルギーβ

  水晶体の等価線量限度
・放射線とは？
 放射線の人体に与える影響
・院内で放射線が出ている場所は？
 放射線発生装置の安全取扱
・その他
 放射線障害防止に関して必要な事項
【参加者数】
  参加者名

教育訓練
◆放射線業務従事者
（新規）
・総合病院 診療放射線技師名
・研究所  研究所職員名
放射線業務従事者として登録
◆新規採用者（放射線業務従事者以外）


 ．放射線安全委員会
．放射線安全委員会


目
目  的
的 放射線障害予防対策の万全を図る。
放射線障害予防対策の万全を図る。
審議事項
審議事項 放射線業務従事者の健康管理に関する
放射線業務従事者の健康管理に関する
こと
こと
放射線障害予防施設および設備の整備
放射線障害予防施設および設備の整備
に関すること
に関すること
その他
その他
委員長
委員長 一山智（病院長・研究所所長）
一山智（病院長・研究所所長）
委
委  員
員 望月敬之
望月敬之 事務局次長
事務局次長 、山中寛惠（看護
、山中寛惠（看護
部長）
、山田茂樹（放射線部総括技師長）
、
部長）
、山田茂樹（放射線部総括技師長）
、

・年月日
・年月日 新規採用者、転入者に対して実施
新規採用者、転入者に対して実施
  講師
講師 山田
山田 茂樹
茂樹 放射線部総括技師長
放射線部総括技師長

講習会参加
講習会参加
◆放射線安全管理講習会
◆放射線安全管理講習会
 ・年月日
・年月日 月
月  
総括放射線取扱主任者
総括放射線取扱主任者 加川信也
加川信也
◆主任者定期講習会
◆主任者定期講習会

・年月日
・年月日 月
月 ～日
～日 水
水 
総括放射線取扱主任者
総括放射線取扱主任者 加川信也
加川信也
          放射線取扱主任者


西谷拓也
放射線取扱主任者   西谷拓也

その他の活動実績等
奥山智緒（研究所専門研究員）
、岩崎甚衛
奥山智緒（研究所専門研究員）
、岩崎甚衛 - 151 - その他の活動実績等

放射線部専門員
放射線部専門員 、高橋昌章（研究所専門
、高橋昌章（研究所専門
◆放射線取扱主任者選任解任届の提出
◆放射線取扱主任者選任解任届の提出
員）
、加川信也（研究所主任研究員・総括
員）、加川信也（研究所主任研究員・総括
・松木→西谷（月）
・松木→西谷（月）
放射線取扱主任者）
、西谷拓也（放射線取
放射線取扱主任者）
、西谷拓也（放射線取
◆放射線管理状況報告書の提出
◆放射線管理状況報告書の提出
扱主任者）
扱主任者）

・毎年月日までに、前年度の管理状況について原子
滋賀県立総合病院年報
49巻_05-05章.indd
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事務局
放射線部
樋口大介（放射線部主査）
・毎年月日までに、前年度の管理状況について原子
事務局 放射線部 樋口大介（放射線部主査）
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健康管理に関する

 ・年月日 月  
総括放射線取扱主任者 加川信也

および設備の整備

◆主任者定期講習会
・年月日 月 ～日 水 

所所長）

総括放射線取扱主任者 加川信也

、山中寛惠（看護

          放射線取扱主任者   西谷拓也

その他の活動実績等


線部総括技師長）
、

研究員）
、岩崎甚衛

昌章（研究所専門

．組換えＤＮＡ実験安全委員会

◆放射線取扱主任者選任解任届の提出

主任研究員・総括



・松木→西谷（月）

谷拓也（放射線取

目  的 センター内で行われる組換え'1$研究の安
全かつ円滑な推進を図る。
審議事項 組換え'1$実験およびこれに準ずる実験
（以下「実験」という。）に対する適合
性に関すること
実験にかかる教育訓練および健康管理
に関すること
実験に伴う事故発生の際の必要な処置
および改善策に関すること
その他実験の安全確保に関する必要な
事項に関すること
委員長 一山智（研究所長）
委  員 望月敬之（事務局次長）、山内智香子（放
射線治療科科長）、谷垣健二（研究所専
門研究員 、扇田秀章（研究所専門研究員）

事務局 研究所

◆放射線管理状況報告書の提出
・毎年月日までに、前年度の管理状況について原子

放射線部主査）
放射線部主任技師）

力規制委員会に報告
◆密封線源の受け入れ・払い出し
・総合病院 
腔内照射装置 ,U ：年月日 火 、月日

名

火 、年月日 火 
・研究所 
3(7&7装置校正用線源の交換 *H ：年月日
金 

職員、その他の

◆業務改善
・法令改正に伴う放射線予防規程項目内の業務改善のた 
め、施設検査、書類審査及び3'&$サイクルとして、放
射線安全に関わる目標や施策を考え 3ODQ 、施策を実



現し（'R）
、結果を評価 &KHFN して改善を行う

？

 $FWLRQ 。

る法律及び放射線障

◆放射線管理用サーベイメータの更新
・低エネルギーβ線用サーベイメータの更新










委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（水）
 遺伝子組換え実験申請について（件）
その他


．医療ガス安全・管理委員会

606．教育研修委員会

目  的 医療ガス設備の安全管理を図る。
審議事項 医療ガスの保守点検指針に基づき、保守
点検業務を行う
医療ガス設備に係わる新設および増設工
事、修繕等に当たって周知徹底を図り、使
用に先立って安全を確認する
医療ガスに関する知識の普及・啓発に努
める
委員長 鬼頭幸一（麻酔科長）
委  員 山内浩（研究所副所長）
、藤野清大（耳鼻
いんこう科部長）、中村直美（薬剤部副部
長）
、森井淳夫（臨床工学部主査）
、吉田千
春（看護部副部長）
、市川篤志（総務課施設
用度主査）
事務局 総務課

事項

従事者として登録
外）

目

的

審議事項

委 員 長
委
員


委員会の開催実績（議題）

 ○令和年月日（火）
  医療ガス安全・管理委員会について
  定期点検および日常点検について
 その他

事 務 局

必要な人材を育成していくための研修を
行う上での協議、調整を図る。
1.全体研修の計画および策定、
報告の整理
2.部門研修、派遣研修の報告の整理
3.関係部署等の連携
4.研修の実施に関する助言、指導
5.その他、院内の職員研修の必要な事項
小菅 邦彦（教育研修センター長）
池口 滋（副院長）
、長谷川 浩史（地域支
援研修ｾﾝﾀｰ長）
、吉田 智美（ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌｾ
ﾝﾀｰ長）
、松村 和宣（レジデントセンター
長）
、柴野 昌子（看護部副部長）
、有田 知
浩（総務課長）、瀬 大和（リハビリテーシ
ョン科主査）
、赤松 俊二（臨床工学部主任
主査）
、宮川 祐子（臨床検査部主任主査）
、
中山 功（放射線部専門員）
、南 祐一（薬
剤部主任主査）
、
木村 薫
（栄養指導部主査）
総務課

委員会の活動実績（議題）
○令和2年6月25日（金）
1.令和2度の教育研修センターの構想について
2.ファシリテーター研修について
3.各部局の令和元年度実績および令和2年度計画につい
て
4.その他
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○令和3年3月5日（金）
1.教育研修センターの活動の振り返り
2.ファシリテーター養成研修会の報告
3.ジャンプアップセミナーの報告
4.教育研修センターの整備の報告
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委員会の活動実績（議題）
○令和2年6月25日（金）
1.令和2度の教育研修センターの構想について
2.ファシリテーター研修について
3.各部局の令和元年度実績および令和2年度計画につい
て
4.その他
○令和3年3月5日（金）
1.教育研修センターの活動の振り返り
2.ファシリテーター養成研修会の報告
3.ジャンプアップセミナーの報告
4.教育研修センターの整備の報告
5.各部門の今年度の研修結果の報告
6.新規採用職員オリエンテーションの日程について
7.その他

○第回 令和年月日 火 
令和年月～月精度管理報告
令和年月～月検査実績
&29,'関連検査について現状報告
令和年度執行体制ヒアリングについて
医師・看護部・医事課から報告事項
新規検査項目
 医師・看護部・医事課から審議事項
 その他

○第回 令和年月日 火 
令和年月～月精度管理報告
 令和年月～月検査実績
&29,'関連検査について現状報告
 $/3、/'測定方法変更について
 備品購入について
医師・看護部・医事課から報告事項
新規検査項目
医師・看護部・医事課から審議事項
その他
医師・看護部・医事課から審議事項

その他
○第回 令和年月日（火 

令和年月～月精度管理報告
○第回 令和年月日（火 
 令和年月～月検査実績
令和年月～月精度管理報告
&29,'関連検査について現状報告
 令和年月～月検査実績
 備品購入について
&29,'関連検査について現状報告
$/3、/'測定方法変更について
 備品購入について
 医師・看護部・医事課から報告事項
$/3、/'測定方法変更について
新規検査項目
 医師・看護部・医事課から報告事項
医師・看護部・医事課から審議事項 
新規検査項目
その他
医師・看護部・医事課から審議事項 
その他


 ．臨床検査適正化委員会


 ．臨床検査適正化委員会


目  的 臨床検査の適正な実施に関する事項を検討

する。
目  的 臨床検査の適正な実施に関する事項を検討
審議事項 臨床検査内容の適正化に関すること
する。
精度管理に関すること
審議事項 臨床検査内容の適正化に関すること
新規検査および検査機器の導入に関する
精度管理に関すること
こと
新規検査および検査機器の導入に関する
委員長 大澤漢宇 臨床検査部長 
こと
委  員 藤本昌澄 消化器内科部長 、岡諭 血液・
委員長 大澤漢宇 臨床検査部長 
腫瘍内科副部長 、吉田千春 看護部副部
委  員 藤本昌澄 消化器内科部長 、岡諭 血液・
長 、南加奈 医事課主事 、中村由紀子 臨
腫瘍内科副部長 、吉田千春 看護部副部
床検査部主任技師長 、齊城順子 臨床検査
長 、南加奈 医事課主事 、中村由紀子 臨
部専門員 、坂口初美 臨床検査部主任主

床検査部主任技師長 、齊城順子 臨床検査
査 

部専門員 、坂口初美 臨床検査部主任主
事務局 臨床検査部

査 


事務局 臨床検査部
委員会の開催実績（議題）
目  的 医師及び医療関係職員と事務職員等と


の間での役割分担の推進を図る。
委員会の開催実績（議題）
○第回 令和年月日 火 
審議事項 医師及び医療関係職と事務職員等と

 本委員会の構成および設置要綱について
○第回 令和年月日 火 
の間等での役割分担の推進に関する
 令和元年度業務実績について
 本委員会の構成および設置要綱について
こと
 令和年月～月精度管理および検査実績について
 令和元年度業務実績について
3&5検査の現状報告
医師等の業務軽減・改善に関すること
 令和年月～月精度管理および検査実績について
医師・看護部・医事課から報告事項
その他医師事務等の業務改善に必要
3&5検査の現状報告
 新規検査項目
な事項に関すること
医師・看護部・医事課から報告事項
医師・看護部・医事課から審議事項
委員長 川上賢三（副院長・呼吸器外科長）
 新規検査項目
 その他
委  員 一山智（病院長）、山名隆幸（眼科科
医師・看護部・医事課から審議事項
 その他
長）
、長谷川浩史（脳神経内科科長）
、長
○第回 令和年月日 火 
嶋秀明（整形外科医長）、西田浩美（看

 令和年月～月精度管理報告
護部副部長）、メディカルスタッフ連絡
○第回 令和年月日 火 
 令和年月～月検査実績
会議担当者（月：山田総括技師長、月：
 令和年月～月精度管理報告
&29,'3&5検査の現状報告
北居薬剤部長、月：巽主任栄養士長、有
 令和年月～月検査実績
医師・看護部・医事課から報告事項
田知浩（地方衛生委員会担当者・総務課
&29,'3&5検査の現状報告
新規検査項目
課長）
、横江泰典（医事課課長心得）
、横
医師・看護部・医事課から報告事項
田光明（医療情報室参事）、渡部賢太
 医師・看護部・医事課から審議事項
新規検査項目
医師事務軽減担当者 
 その他
医師・看護部・医事課から審議事項
医事課
事務局

 その他

○第回 令和年月日 火 

委員会の開催実績（議題）
令和年月～月精度管理報告
○第回 令和年月日 火 

令和年月～月検査実績
令和年月～月精度管理報告
○令和年月日（木）
&29,'関連検査について現状報告
令和年月～月検査実績
．医師事務作業補助者配属状況について
令和年度執行体制ヒアリングについて
&29,'関連検査について現状報告
．令和年度医師・看護師の負担の軽減及び処遇の
医師・看護部・医事課から報告事項
令和年度執行体制ヒアリングについて
改善に資する計画の策定について
新規検査項目
医師・看護部・医事課から報告事項
○令和年月日（木）
 医師・看護部・医事課から審議事項
新規検査項目
．令和年度医師・看護師の負担の軽減及び処遇の
 その他
医師・看護部・医事課から審議事項
改善に資する計画の中間評価について
- 153 
計画に係るアンケート（医師、看護師評価）の実
 その他
○第回 令和年月日 火 
施について

令和年月～月精度管理報告
次年度のドクターエイドの体制について
○第回 令和年月日 火 
 令和年月～月検査実績
○令和年月日（木）
令和年月～月精度管理報告
&29,'関連検査について現状報告
令和年度医師・看護師の負担の軽減及び処遇の
 令和年月～月検査実績
 $/3、/'測定方法変更について
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改善に資する計画の評価について

．医師事務等軽減対策委員会
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611．病院統合医療情報システム委員会

委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（木）
．医師事務作業補助者配属状況について
．令和年度医師・看護師の負担の軽減及び処遇の
改善に資する計画の策定について
○令和年月日（木）
．令和年度医師・看護師の負担の軽減及び処遇の
改善に資する計画の中間評価について
計画に係るアンケート（医師、看護師評価）の実
施について
次年度のドクターエイドの体制について
○令和年月日（木）
令和年度医師・看護師の負担の軽減及び処遇の
改善に資する計画の評価について
計画に係るアンケート（医師、看護師評価）の結
果報告について
次年度ドクターエイド配属、リーダーの決定につ
いて



目

審議事項

委 員 長
委
員


 ．医療機器整備委員会


目  的 整備する医療機器について審議を行う。
審議事項 医療機器等備品の整備に関すること
高額医療機器等の仕様検討および機種
選定の審査に関すること
委員長 一山智（病院長）
委  員 川上賢三（副院長）、川那辺圭一（副院
長）
、池口滋（副院長）
、山本秀和（副院
長）
、山中寛惠（院長補佐）
、村田昌史（事
務局長）
、望月敬之（事務局次長）

事 務 局

病院情報システムの円滑な構築、及び運用
を図る。
1.次期病院情報システムの全体構想に関す
ること
2.システム導入にかかる問題項目の対応策
検討に関すること
3.システム運用を円滑に進めるための検討
に関すること
4.他の情報システムとの調整に関すること
北条 雅人（医療情報室長）
川上 賢三（経営企画・医療情報担当副院
長）、山本 秀和（外科主任部長）、松村 和
宜（消化器内科科長）、岡 諭（血液・腫瘍
内科副部長）
、武田 晋作（循環器内科部長）
、
梅村 茂人（臨床検査部主任主査）
、田中 繁
（放射線部主任主査）、大野 進（臨床工学
部主査）
、小菅 裕也（薬剤部主査）
、柴野 昌
子（看護部副部長）、釘宮 徳子（看護部看
護師長）
、横江 泰典（医事課課長心得）
、石
田 敏秀（医療情報室副主幹）
医療情報室


 ．図書委員会


目  的 図書、文献の整備および図書室の円滑かつ
効率的な運営を図る。
審議事項 図書室整備計画の策定、実施に関するこ
と
図書室の運営に関すること
図書業務に関する他部門との連絡調整
に関すること
委員長 藤野清大（耳鼻いんこう科科長）
委  員 新里修一（リハビリテーション科副部
長）
、扇田秀章（研究所専門研究員）
、秋井
啓輔（臨床検査部技師）
、亀井大志（放射
線部主任技師）、美濃部奈都（薬剤部主
査）
、山田瑞希（栄養指導部管理栄養士）
、
柴野昌子（看護部副部長）
、山本直（総務
課主任主事）
、鵜飼朱美（医事課主査）
事務局 研究所

委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（水）
 令和年度図書費予算見込みについて   
「医書MSオールアクセス」および「メディカルオン
ライン」
、
「その他和雑誌」について
図書室における資料の除籍（廃棄）について


事務局 財務企画室

委員会の開催実績（議題）

○令和年月日（火）
 令和年度備品予算の執行状況について
 整備機器の決定について          
○令和年月日（木）～月日（火）
（メール会議）
 整備機器の決定について
○令和年月日（火）～日（金）
（メール会議）
 整備機器の決定について
○令和年月日（火）
 整備機器の決定について
○令和年月日（金）～月日（水）
（メール会議）
 仕様検討について
○令和年月日（火）
 整備機器の決定について
○令和年月日（火）
 仕様検討について
 整備機器の決定について
○令和年月日（月）～日（火）
（メール会議）
 整備機器の決定について

611．病院統合医療情報システム委員会

的






．医療機器管理委員会

目  的 総合病院で使用されている医療機器の把
握とその適正配置、適正運用、安全管理を
図る。
目
的 病院情報システムの円滑な構築、及び運用
審議事項
医療機器の把握に関すること
を図る。
医療機器の適正配置に関すること
審議事項 1.次期病院情報システムの全体構想に関す
医療機器の安全管理に関すること
ること
関連委員会との連携に関すること
2.システム導入にかかる問題項目の対応策
検討に関すること
委員長 竹内 雄三（臨床工学部部長・循環器内科
3.システム運用を円滑に進めるための検討 - 154 部長）
に関すること
委  員 山田 知行（心臓血管外科）、松村 和宜（消
4.他の情報システムとの調整に関すること
化器内科）、加井 良美（放射線部）、森 真
委 員 長 北条 雅人（医療情報室長）
奈美（臨床検査部）、弘部 重信（リハビリテ
委
員 川上 賢三（経営企画・医療情報担当副院
ーション科）、髙垣 勝（臨床工学部）、中西
長）、山本 秀和（外科主任部長）、松村 和
英之（総務課）、高橋 昌章（研究所）
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◆防護区域一時立ち入り者

目  的 総合病院で使用されている医療機器の把
握とその適正配置、適正運用、安全管理を
図る。
審議事項 医療機器の把握に関すること
医療機器の適正配置に関すること
医療機器の安全管理に関すること
関連委員会との連携に関すること
委員長 竹内 雄三（臨床工学部部長・循環器内科
部長）
委  員 山田 知行（心臓血管外科）、松村 和宜（消
化器内科）、加井 良美（放射線部）、森 真
奈美（臨床検査部）、弘部 重信（リハビリテ
ーション科）、髙垣 勝（臨床工学部）、中西
英之（総務課）、高橋 昌章（研究所）
事務局 臨床工学部

防護区域一時立ち入り者は、防護従事者と共に入室し、
被ばく線量はポケット線量計により管理
・ 名 機器点検：管理区域一時立入者リスト（千代田
テクノル）で確認
清掃：名札で確認（委託業者）

（新規）
・総合病院 医師名、事務名
放射線防護従事者として登録
講習会参加
◆特定放射性同位元素防護管理者定期講習 
 ・年月日 火 ～月日 月

放射線防護管理者 岩崎甚衛

その他の活動実績等




 ．防護委員会

．防護委員会
 目  的 特定放射性同位元素の防護のために必要な

措置を講ずることにより、特定放射性同位
目  的 特定放射性同位元素の防護のために必要な
元素の盗取の防止を図ることを目的とす
措置を講ずることにより、特定放射性同位
る。
元素の盗取の防止を図ることを目的とす
審議事項 防護区域の防護措置に関すること
る。
防護に関する教育及び訓練に関すること
審議事項 防護区域の防護措置に関すること
特定放射性同位元素運搬に関すること
委員長 防護に関する教育及び訓練に関すること
岩崎甚衛 放射線部専門員 
委  員 特定放射性同位元素運搬に関すること
望月敬之 事務局次長 、山内智香子（放
委員長 岩崎甚衛 放射線部専門員 
射線治療科科長）
委  員 望月敬之 事務局次長 、山内智香子（放
事務局 放射線部 樋口大介（放射線部主査）
射線治療科科長）

事務局
放射線部 樋口大介（放射線部主査）
委員会の開催実績（議題）

委員会の開催実績（議題）
年月日 :HE開催  出席者名
年月日（:HE開催）
出席者名
年月日
:HE開催  出席者名

年月日（:HE開催）
出席者名
活動実績等

活動実績等
放射線防護措置に係わる教育訓練
 ◆（防護従事者対象）
放射線防護措置に係わる教育訓練
【開催場所】
◆（防護従事者対象）
:HEにて開催
【開催場所】
【開催日】
 :HEにて開催
年月日 木 ～日 水   
【開催日】
【講習内容】
・放射線の人体に与える影響
年月日 木 ～日 水   
【講習内容】
・特定放射性同位元素に係る防護措置の概要
・放射線の人体に与える影響 
・緊急時を想定した検討案
・特定放射性同位元素に係る防護措置の概要
【参加者数】
・緊急時を想定した検討案

 参加者名
 【参加者数】
 参加者名
教育訓練
 ◆防護従事者立入前教育訓練  名（医師  名、事務  名）

◆防護区域一時立ち入り者
教育訓練
◆防護従事者立入前教育訓練
 名（医師  名、事務  名）

防護区域一時立ち入り者は、防護従事者と共に入室し、
◆防護区域一時立ち入り者
被ばく線量はポケット線量計により管理
防護区域一時立ち入り者は、防護従事者と共に入室し、
・
名 機器点検：管理区域一時立入者リスト（千代田
被ばく線量はポケット線量計により管理
テクノル）で確認
・ 名
機器点検：管理区域一時立入者リスト（千代田
清掃：名札で確認（委託業者）
テクノル）で確認


Hラーニング

 ◆運搬に関する取り決め締結：届出販売業者（公益社団
◆線源交換のため密封放射線源購入・譲渡を回実施
法人日本アイソトープ協会）
 ◆放射線防護従事者点検実施
 ◆線源交換のため密封放射線源購入・譲渡を回実施
（設備・機器点検、防護区域の出入口の鍵に係る報告、
 ◆放射線防護従事者点検実施
防護設備保守点検、通信機器等点検管理報告）
（設備・機器点検、防護区域の出入口の鍵に係る報告、
防護設備保守点検、通信機器等点検管理報告）






．ボランティア推進チーム
目  的 病院ボランティアの自主的な活動と運営
の推進を図る。
審議事項 ボランティア活動内容に関すること
ボランティア活動の研修に関すること
その他ボランティア活動の推進に必要
な事項に関すること
チーム長 山名隆幸（眼科科長）
チーム員 齋藤翔太（歯科口腔外科長）
、ボランティ
ア代表名、樋口大介（放射線部主任技
師）
、吉田千春（看護部副部長）
、寺澤律
子（看護部副看護師長）
、中務敬子（看護
部主任看護師）
、伊藤朱美（看護部副看護
師長）
、奥田美幸（看護部副看護師長）
、
谷大太（総務課係長）
、渡部賢太（医事
課主任主事）
事務局 総務課



活動実績等

 新型コロナ感染症対策のため院内を活動拠点とする
グループは活動を休止しています。
  令和年度は新たな試みとして、おりがみボランティ
アグループに登録いただきました。主に緩和ケア病棟入
院患者対象に季節のグリーティングカードの作成、外来
エリアの飾りつけの作成をいただいております。

清掃：名札で確認（委託業者）
（新規）
・総合病院 医師名、事務名
（新規）
放射線防護従事者として登録
・総合病院 医師名、事務名
- 155 講習会参加
放射線防護従事者として登録
 
◆特定放射性同位元素防護管理者定期講習
講習会参加
 ・年月日 火 ～月日 月 Hラーニング
◆特定放射性同位元素防護管理者定期講習 
放射線防護管理者 岩崎甚衛
 ・年月日 火 ～月日 月 Hラーニング
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その他の活動実績等
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2020
年月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
計

る緩和ケアの質の向上を図る。
活動項目


 ．地域包括ケア病棟運営チーム


目  的 地域包括ケア病棟の円滑な運営を図る。
審議事項 地域包括ケア病棟の運用に関すること
チーム長 池口滋（入院診療担当副院長）
チーム員 山本泰三（糖尿病・内分泌内科主任部長）
、
吉田千春（看護管理室副部長）、沖道子（看
護管理室副部長）、弘部重信（リハビリテ
ーション科総括技師長）、寉田美菜子（地
域医療連携室地域連携係主査）、土井麻由
美（医療情報室主査）

チーム長
チーム員

事務局 医事課

活動実績等

 令和年度につきまして、当該病棟は新型コロナウイル
ス感染症の受入病棟として使用している為、会議の開催及
び活動の実績についてはありませんでした。
事 務 局

．褥瘡対策チーム


目  的 院内の褥瘡対策（スキンテア・0'538含む）
を討議、
検討しケア実践が効果的となるよ
う推進を図る。
チーム長 中川雄仁（皮膚科科長）
チーム員 丸木仁（リハビリテーション科医）、吉
川勝宇（形成外科医）、中島悠希（形成
外科医）、大髙淳輝（形成外科医）、堀
口亜有未（皮膚科医）、川本潔 リハビ
リテーション科技師 、小菅裕也（薬剤
師）、中村結香（薬剤師）、山元喜代子
（管理栄養士）、山本かおる 看護師 、
中井広導（看護師）、藤本三佳（看護師）、
高崎葉子（皮膚・排泄ケア認定看護師）
竹田昌弘（医事課）
事務局 大門めぐみ（皮膚・排泄ケア認定看護師）


1.チーム医療を円滑に行うため、各専門職間
の意志の疎通を図り活動の調整を行う
2.院内において緩和ケアを必要とする患者に
ついて、身体症状や精神症状などの苦痛の
緩和を提供する
3.患者を支えるための専門科を適切に配属
し、効率的な患者支援を行う
4.地域連携を促進する
5.その他、院内における緩和ケアの提供につ
いて必要な活動を行う
花木 宏治（緩和ケア科科長）
山本 秀和(副院長・緩和ケアセンター長・外
科科長),川嶋 信吾(緩和ケア科部長),伴 敏
信(精神科科長/緩和ケア科医長),吉永 則良
(血液腫瘍内科医長),山内 智香子(放射線治
療科科長）,犬塚 康孝(救急部副部長・循環器
内科副部長),吉田 智美(緩和ケアセンター副
センター長・がん看護専門看護師),辻森 弘容
(看護部主任看護師長･緩和ケア認定看護師),
冨永 千鶴(緩和ケアセンター主任看護師・緩
和ケア認定看護師)笹田 彩(緩和ケアセンタ
ー主任看護師・緩和ケア認定看護師),岡村 理
(地域医療連携室・医療ソーシャルワーカー・
がん専門相談員),中江 基満(リハビリテーシ
ョンセンター医療部主査・理学療法士),大辻
貴司（薬剤部主任専門員・がん薬物療法専門
薬剤師）,美濃部 奈都（薬剤部主査・緩和薬
物療法認定薬剤師）,山元 喜代子(栄養指導部
主任主査・がん病態栄養専門管理栄養士),木
村 薫(栄養指導部主任主査),田中 桂子(栄養
指導部主査)
緩和ケアセンター

活動実績等
◇緩和ケアチームミニカンファレンス：毎週月曜日
◇緩和ケアチームラウンド：毎週水曜日
◇緩和ケアチームカンファレンス：毎週木曜日
◇緩和ケアチーム運営会議：10回/年
◇日本緩和医療学会
緩和ケアチームセルフチェックプログラム参加 5回目
◇がん疼痛コントロールポケットマニュアル
令和３年３月 第1版 作成
◇国立がん研究センター 都道府県指導者養成研修
（緩和ケアチーム研修企画 フォローアップ研修）
地域がん診療連携拠点病院5施設と合同参加 冨永千鶴
◇緩和ケアチーム介入実績
年度

人数

年度

人数

H27

335

H28

315

H29

347

H30

310

R元

238

R2

209


◇緩和ケア診療加算 H28年6月から算定開始
コアメンバー：チ ー ム 長：花木 宏治（身体担当）
◇緩和ケア診療加算 H28年6月から算定開始
副チーム長：伴 敏信（精神担当）
コアメンバー：チ ー ム 長：花木 宏治（身体担当）
チーム専任薬剤師：美濃部 奈都
副チーム長：伴 敏信（精神担当）
悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心
チーム専任看護師：4～12月 笹田 彩
目
的
チーム専任薬剤師：美濃部 奈都
不全に罹患している患者およびその家族のＱ
1～3月 冨永 千鶴
悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心
チーム専任看護師：4～12月 笹田 彩
目
的
ＯＬ（生活・生命の質）向上のため、チーム
不全に罹患している患者およびその家族のＱ
医療を円滑に推進するとともに、院内におけ
1～3月 冨永 千鶴
2020
依頼
加 算 算 定
ＯＬ（生活・生命の質）向上のため、チーム
る緩和ケアの質の向上を図る。
医療を円滑に推進するとともに、院内におけ
年月
件数
緩和
栄養
1.チーム医療を円滑に行うため、各専門職間
2020
依頼
加 算 算 定
活動項目 る緩和ケアの質の向上を図る。
4月
19
35
6
の意志の疎通を図り活動の調整を行う
年月
件数
緩和
栄養
1.チーム医療を円滑に行うため、各専門職間
活動項目
2.院内において緩和ケアを必要とする患者に
5月
28
30
6
4月
19
35
6
の意志の疎通を図り活動の調整を行う
ついて、身体症状や精神症状などの苦痛の
6月
16
27
5
2.院内において緩和ケアを必要とする患者に
緩和を提供する
5月
28
30
6
7月
15
43
3
ついて、身体症状や精神症状などの苦痛の
3.患者を支えるための専門科を適切に配属
6月
16
27
5
緩和を提供する
し、効率的な患者支援を行う
8月
15
23
4
7月
15
43
3
3.患者を支えるための専門科を適切に配属
4.地域連携を促進する
9月
22
19
7
し、効率的な患者支援を行う
8月
15
23
4
5.その他、院内における緩和ケアの提供につ
10月
12
21
4
4.地域連携を促進する
いて必要な活動を行う
9月
22
19
7
11月
19
27
2
花木 宏治（緩和ケア科科長）
チーム長 5.その他、院内における緩和ケアの提供につ
10月
12
21
4
いて必要な活動を行う
山本 秀和(副院長・緩和ケアセンター長・外- 156 12月
17
21
3
チーム員
11月
19
27
2
花木 宏治（緩和ケア科科長）
チーム長
科科長),川嶋 信吾(緩和ケア科部長),伴 敏
1月
19
45
8
山本 秀和(副院長・緩和ケアセンター長・外
12月
17
21
3
チーム員
信(精神科科長/緩和ケア科医長),吉永 則良
2月
16
42
8
科科長),川嶋 信吾(緩和ケア科部長),伴 敏
1月
19
45
8
(血液腫瘍内科医長),山内 智香子(放射線治
3月
11
42
7
信(精神科科長/緩和ケア科医長),吉永 則良
2月
16
42
8
療科科長）,犬塚 康孝(救急部副部長・循環器
計
209
375
63
(血液腫瘍内科医長),山内 智香子(放射線治
3月
11
42
7
内科副部長),吉田 智美(緩和ケアセンター副
療科科長）,犬塚 康孝(救急部副部長・循環器
センター長
・がん看護専門看護師),辻森 弘容
計
209
375
63
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内科副部長),吉田 智美(緩和ケアセンター副

◇緩和ケアチーム依頼

依頼内容
身体症状

身体症状への対応
疼痛
呼吸困難
倦怠感
咳・痰
悪心・嘔吐
腹部膨満
浮腫
便秘・下痢
その他
精神症状
精神症状への対応
精神科介入希望
心理士によるカウ
不安
抑うつ
せん妄
不眠
眠気
焦燥感
その他
その他
社会的苦痛
MSW介入希望
スピリチュアルペ
家族ケア
在宅への移行
緩和ケア外来から
緩和ケア病棟入棟

802．緩和ケアチーム
802．緩和ケアチーム
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年月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
計

うため、各専門職間
動の調整を行う
を必要とする患者に
神症状などの苦痛の

専門科を適切に配属
を行う

緩和ケアの提供につ

科長）
ケアセンター長・外
ケア科部長),伴 敏
科医長),吉永 則良
内 智香子(放射線治
急部副部長・循環器
緩和ケアセンター副
門看護師),辻森 弘容
和ケア認定看護師),
ター主任看護師・緩
彩(緩和ケアセンタ
認定看護師),岡村 理
ソーシャルワーカー・
基満(リハビリテーシ
・理学療法士),大辻
・がん薬物療法専門
薬剤部主査・緩和薬
喜代子(栄養指導部
専門管理栄養士),木
査),田中 桂子(栄養

：毎週月曜日
日
週木曜日

グラム参加 5回目
ュアル

導者養成研修
アップ研修）
合同参加 冨永千鶴

度

人数

8

315

0

310
209

件数
19
28
16
15
15
22
12
19
17
19
16
11
209

緩和
35
30
27
43
23
19
21
27
21
45
42
42
375

栄養
6
6
5
3
4
7
4
2
3
8
8
7
63

◇緩和ケアチーム依頼内容
依頼内容

依頼件数

身体症状
身体症状への対応
疼痛
呼吸困難
倦怠感
咳・痰
悪心・嘔吐
腹部膨満
浮腫
便秘・下痢
その他
精神症状
精神症状への対応
精神科介入希望
心理士によるカウンセリング
不安
抑うつ
せん妄
不眠
眠気
焦燥感
その他
その他
社会的苦痛
MSW介入希望
スピリチュアルペイン
家族ケア
在宅への移行
緩和ケア外来からの継続
緩和ケア病棟入棟相談

194
153
44
98
20
38
36
31
18
9
126
25
16
91
33
17
26
3
6
5
57
12
8
43
11
12
85

．感染制御チーム
ＩＣＴ
．感染制御チーム
ＩＣＴ 


チーム長
チーム員

原田英樹（感染管理室長、外科部長）
中野哲志（感染管理室非常勤医師）
、岩
崎香織（臨床検査部主任技師）、中辻瑞
穂（臨床検査部主任技師）
、出羽祐基（薬
剤部主査）
、中島彰信（薬剤部主任技師）
、
近野祐里（薬剤部主任技師）、上野ひと
み（看護部主任看護師長）
、丹野和美（看
護部主任看護師長）
、三條場裕代（看護部
看護師長）
、佐藤真哉（総務課施設用度係
主任主事）、中川祐介（看護部主査）
、西
田和輝（感染管理室主任看護師）
感染管理室

事務局

活動実績等

○,&7会議：毎週月曜日
  院内検出菌状況報告、薬剤耐性菌・,&7環境ラウンド
報告、針刺し・切創血液・体液曝露報告、相談対応
報告
問題となる検出菌、ラウンド結果については状況を確
認する
○,&7環境ラウンド：回月
〇,&7デバイス感染ラウンド：適宜
○感染防止対策加算１地域連携加算
 市立野洲病院と連携
 カンファレンス・相互ラウンドを開催
 令和年月日（木）
、令和年月日（木）
○感染防止対策加算 
連携施設：高島市民病院、滋賀県立小児保健医療セン
ター
カンファレンス開催日：
令和年月日（水）オンライン
令和年月日（水）オンライン
令和年月日（水）
令和年月日（水）



 
 ．栄養サポートチーム


目  的 入院患者の栄養状態改善のため、専門医療ス
タッフが協力し、チーム医療を推進する。
審議事項 栄養管理の実施、調査、監視および指導に
関すること
栄養管理の情報の収集に関すること
在院日数の短縮と費用の低減に関するこ
と
職員の教育に関すること
チーム長 山本泰三（糖尿病・内分泌内科主任部長）
チーム員 原田英樹（外科部長）、丸木仁（リハビリ
テーション科医長）
、吉田駿男（糖尿病・内
分泌内科）、岩崎由紀（臨床検査部主任主
査）、大歳菜央（臨床検査部主任技師）、美
濃部奈都（薬剤部主査）、岡﨑清美（薬剤
部主査）
、山元喜代子（栄養指導部専門員）
、
木村薫（栄養指導部主任主査）、田中佳子
（栄養指導部主査）
、山田瑞希（栄養指導部
管理栄養士）、本郷美都里（看護部主査）、
後藤奈津子（看護部副看護師長）、楠美佐
江（看護部副看護師長）
、市木美由紀（看護
部主任看護師）
、平川圭子（リハビリテーシ
ョン科主査）
、鵜飼朱美（医事課主査）




目
目  的
的 院内サーベイランスを含め、感染防止のた
院内サーベイランスを含め、感染防止のた
めの諸活動を行う。
めの諸活動を行う。
審議事項
審議事項 感染防止のための諸活動に関すること
感染防止のための諸活動に関すること
チーム長
チーム長 原田英樹（感染管理室長、外科部長）
原田英樹（感染管理室長、外科部長）
チーム員
、岩
チーム員 中野哲志（感染管理室非常勤医師）
中野哲志（感染管理室非常勤医師）
、岩
崎香織（臨床検査部主任技師）
、中辻瑞
崎香織（臨床検査部主任技師）、中辻瑞
穂（臨床検査部主任技師）
、出羽祐基（薬
穂（臨床検査部主任技師）
、出羽祐基（薬
事務局 栄養指導部
剤部主査）
、中島彰信（薬剤部主任技師）
、
剤部主査）
、中島彰信（薬剤部主任技師）
、
近野祐里（薬剤部主任技師）
、上野ひと

近野祐里（薬剤部主任技師）、上野ひと
み（看護部主任看護師長）
、丹野和美（看
活動実績等
み（看護部主任看護師長）
、丹野和美（看
護部主任看護師長）
、三條場裕代（看護部

護部主任看護師長）
、三條場裕代（看護部
◇ＮＳＴ会議年回
看護師長）
、佐藤真哉（総務課施設用度係
看護師長）
、佐藤真哉（総務課施設用度係

主任主事）
、中川祐介（看護部主査）
、西
主任主事）、中川祐介（看護部主査）
、西 - 157 - ○令和年月日（金）～日（金）
令和年度委員の紹介
田和輝（感染管理室主任看護師）
田和輝（感染管理室主任看護師）
令和年度活動報告
事務局
事務局 感染管理室
感染管理室
令和年度目標、予定について

．規約改正について
活動実績等
活動実績等
．ＮＳＴ回診について
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※新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、
メール上
○,&7会議：毎週月曜日

 「摂食機能療法

22/02/28 14:22

（栄養指導部主査）
、山田瑞希（栄養指導部
管理栄養士）、本郷美都里（看護部主査）、
後藤奈津子（看護部副看護師長）、楠美佐
江（看護部副看護師長）
、市木美由紀（看護
部主任看護師）
、平川圭子（リハビリテーシ
ョン科主査）
、鵜飼朱美（医事課主査）
事務局 栄養指導部

活動実績等

◇ＮＳＴ会議年回
 ○令和年月日（金）～日（金）
令和年度委員の紹介
令和年度活動報告
令和年度目標、予定について
．規約改正について
．ＮＳＴ回診について
 ※新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、メール上
で開催
○令和年月日（火）
令和年度活動報告
規約改正について
．広報紙の発行
．摂食機能療法の進捗状況について
その他

◇チーム活動（ＮＳＴによる栄養管理実施）
   ミーティングとラウンド
：令和年月～月 毎週金曜日
令和年月～令和年月 毎週火曜日

◇広報誌
令和年月発行
    
◇ＮＳＴ勉強会 
  年回開催
 令和年月日 火 
 「令和年度栄養サポートチーム研修に参加して」
 「摂食機能療法とは～その意義と治療効果」
 「摂食機能療法の実際～%病棟での実情と課題」

ム

のため、専門医療ス
医療を推進する。
、監視および指導に

に関すること
の低減に関するこ

と
分泌内科主任部長）
丸木仁（リハビリ
駿男（糖尿病・内
臨床検査部主任主
査部主任技師）、美
）、岡﨑清美（薬剤
栄養指導部専門員）
、
任主査）、田中佳子
瑞希（栄養指導部
里（看護部主査）、
看護師長）、楠美佐
市木美由紀（看護
子（リハビリテーシ
（医事課主査）



（同）、安居早紀（同）佐野寛恵（同）
事務局 臨床工学部


 ．呼吸ケアチーム

 ．呼吸ケアチーム
 目  的 人工呼吸器使用患者の尊厳を大切にしなが

ら安全な呼吸管理が行えるような業務の標
目  的 準化を目指す。
人工呼吸器使用患者の尊厳を大切にしなが
ら安全な呼吸管理が行えるような業務の標
審議事項 人工呼吸患者に対するケアに関わること
準化を目指す。
呼吸ケアで使用するデバイスの標準化に
審議事項 人工呼吸患者に対するケアに関わること
関わること
呼吸ケアで使用するデバイスの標準化に
人工呼吸患者の早期抜管に関わること
関わること
人工呼吸器関連肺炎の予防に関わること
人工呼吸患者の早期抜管に関わること
チーム長 石床学（呼吸器内科）
人工呼吸器関連肺炎の予防に関わること
チーム員 武田晋作（循環器内科）、石床学（呼吸
チーム長 器内科）、橋本健太郎（同）、山下暖
石床学（呼吸器内科）
チーム員 （
武田晋作（循環器内科）、石床学（呼吸
歯科口腔外科）、 高垣勝（臨床工学
器内科）、橋本健太郎（同）、山下暖
部
）、大野進（同）、石井菜緒美
（ 歯 科 口 腔 外 科 ） 、 高 垣 勝 （ 臨 床 工 学
（同）、吉田仁美（リハビリテーション
部）、
、松
大尾
野舞
進（（看同護）
美
科
部、
）石
、井
高島菜 緒
知良
（同）、吉田仁美（リハビリテーション
（同）、安居早紀（同）佐野寛恵（同）
科）、松尾舞（看護部）、高島知良
事務局 臨床工学部
（同）、安居早紀（同）佐野寛恵（同）

事務局 臨床工学部
チームの開催実績（議題）

チームの開催実績（議題）
○令和年月日（火）

新年度メンバーについて
○令和年月日（火）
新型コロナ患者に対する人工鼻、閉鎖式吸引の交換頻
新年度メンバーについて
度の変更について
新型コロナ患者に対する人工鼻、閉鎖式吸引の交換頻
人工呼吸器再開忘れに関する看護手順の見直しについ
度の変更について
人工呼吸器やハイフローセラピーで使用する滅菌蒸留
人工呼吸器再開忘れに関する看護手順の見直しについ
水の採用について
人工呼吸器やハイフローセラピーで使用する滅菌蒸留

水の採用について
○令和年月日（火）

人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
○令和年月日（火）
看護師による人工呼吸器設定変更について
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チームの開催実績（議題）

○令和年月日（火）
新年度メンバーについて
新型コロナ患者に対する人工鼻、閉鎖式吸引の交換頻
度の変更について
人工呼吸器再開忘れに関する看護手順の見直しについ
人工呼吸器やハイフローセラピーで使用する滅菌蒸留

水の採用について

○令和年月日（火）
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
看護師による人工呼吸器設定変更について
アンカーファストとバイトブロックの固定について
ビデオ喉頭鏡について
(7&2モニタの設置状況について

○令和年月日（火）
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
看護師による人工呼吸器設定変更について
人工呼吸器の一時停止対応について
アンカーファストとバイトブロックの固定について

○令和年月日（火）
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
ハイフローセラピー用カニューレの変更について
人工呼吸器増台について
コロナに関わる腹臥位療法について
$コロナ病棟における人工呼吸器の運用について

○令和年月日（火）
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
$コロナ病棟における人工呼吸器の運用について
看護師による人工呼吸器設定変更について

○令和年月日（火）
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
看護師による人工呼吸器設定変更について

看護師による人工呼吸器設定変更について
○令和年月日（火）


人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
○令和年月日（火）
呼吸ケアチームメンバー変更について
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
マックグラスのバッテリーについて
呼吸ケアチームメンバー変更について
看護師による人工呼吸器設定変更について
マックグラスのバッテリーについて
看護師による人工呼吸器設定変更について
○令和年月日（火）

人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
○令和年月日（火）
看護師による人工呼吸器設定変更について
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告

看護師による人工呼吸器設定変更について

○令和年月日（火）

人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
○令和年月日（火）
看護師による人工呼吸器設定変更について
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
人工呼吸器を使用したコロナ患者に対する腹臥位療法
看護師による人工呼吸器設定変更について
について
人工呼吸器を使用したコロナ患者に対する腹臥位療法
&29,'急性呼吸不全への人工呼吸器管理と(&02管理
について
&29,'急性呼吸不全への人工呼吸器管理と(&02管理

について
○令和年月日（火）

人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
○令和年月日（火）
+&8所有の気管支ファイバーについて
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
看護師に
よる人工呼吸器設定変更について
+&8所有の気管支ファイバーについて
&29,'対応人工呼吸器について
看護師に よる人工呼吸器設定変更について
救急室に設置している呼吸器の追加について
&29,'対応人工呼吸器について
救急室に設置している呼吸器の追加について
○令和年月日（火）

人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
- 158 -人工呼吸器シミュレーショントレーニングについて
○令和年月日（火）
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
人工呼吸器関連研修について
人工呼吸器シミュレーショントレーニングについて
看護師による人工呼吸器設定変更について
人工呼吸器関連研修について
看護師による人工呼吸器設定変更について
その他の活動実績等


について

○令和年月日（火
人工呼吸器に関わ
+&8所有の気管支フ
看護師に よる人
&29,'対応人工
救急室に設置して

○令和年月日（火
人工呼吸器に関わ
人工呼吸器シミュ
人工呼吸器関連研
看護師による人工

その他の活動実績等

◇院内活動
人工呼吸器ラウン
実施日：毎週火曜
内 容：人工呼吸

22/02/28 14:22

鎖式吸引の交換頻


○令和年月日（火）
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
+&8所有の気管支ファイバーについて
看護師に よる人工呼吸器設定変更について
&29,'対応人工呼吸器について
救急室に設置している呼吸器の追加について

○令和年月日（火）
人工呼吸器に関わるインシデント・アクシデント報告
人工呼吸器シミュレーショントレーニングについて
人工呼吸器関連研修について
看護師による人工呼吸器設定変更について

その他の活動実績等

◇院内活動
人工呼吸器ラウンド
実施日：毎週火曜日～
内 容：人工呼吸器使用中患者のチーム回診

寺垣麻己香・深尾かおり（%病棟）
西藤ひとみ・辻恵（%病棟）
奥田美幸（%病棟）
市木仁美（%病棟）
有賀雅人・十川初音（%病棟）
西田浩美（看護部）
事務局 医療安全管理室


チームの開催実績（議題） 
順の見直しについ

使用する滅菌蒸留
○令和年月日（木）
．医療安全推進チームについて
医療安全対策室室長より、医療安全対策室兼務
者：名に業務発令
アクシデント報告
．医療安全委員会の報告（月・月）
ついて
）インシデント・アクシデントレポート報告
の固定について
①月・月分集計報告
）令和元年度報告及び令和度年度計画について
①令和元年度インシデント・アクシデント集計
②令和元年度ヶ月統計分析報告
③令和年度の業務計画 重点目標について
アクシデント報告
  ）医療安全委員会での連絡事項
①医療安全推進チーム会議の開催

ついて
．医療安全推進チーム活動について
②医療安全推進チーム班活動について


①医療安全推進チーム会議の開催
③班リーダー指名、サブリーダーの選定
 ．医療安全推進チーム
の固定について

②医療安全推進チーム班活動について
④連絡網について
 ．医療安全推進チーム

③班リーダー指名、サブリーダーの選定
．ファントルくんレポート記載上の注意点について


④連絡網について
  説明
アクシデント報告
 目  的 各部門、各部署における医療安全対策を推
．ファントルくんレポート記載上の注意点について
 ．班活動計画作成・現状報告
進する。
変更について
  説明
目  的 各部門、各部署における医療安全対策を推
○令和年月日（木）
審議事項 進する。
インシデント・アクシデントレポートの
 ．班活動計画作成・現状報告
．医療安全委員会の報告（月・月）
積極的な提出の励行と収集に関すること
○令和年月日（木）
審議事項 インシデント・アクシデントレポートの
）インシデント・アクシデントレポート報告
各部門、各部署での改善策の提案に関す
運用について
．医療安全委員会の報告（月・月）
積極的な提出の励行と収集に関すること
①月・月分集計報告
ること
）インシデント・アクシデントレポート報告
各部門、各部署での改善策の提案に関す


）医療安全委員会での連絡事項
医療安全委員会で決定した事故防止策お
①月・月分集計報告
ること
 ．医療安全推進チーム班活動目標、活動状況報告
よび安全対策の職員への周知徹底ならび
アクシデント報告
  ）医療安全委員会での連絡事項
医療安全委員会で決定した事故防止策お
．ノンテクニカルスキルの分析視聴
に実施状況のチェック等に関すること
運用について
 ．医療安全推進チーム班活動目標、活動状況報告
よび安全対策の職員への周知徹底ならび
○令和年月日（木）
チーム長 濱田滋子（医療安全管理者）
ついて
．ノンテクニカルスキルの分析視聴
に実施状況のチェック等に関すること
．医療安全委員会の報告（月・月）
チーム員 濱田滋子（医療安全管理者）
四元文明（乳腺外科）
○令和年月日（木）
チーム長
）インシデント・アクシデントレポート報告
原田英樹（外科）
．医療安全委員会の報告（月・月）
チーム員 四元文明（乳腺外科）
①月・月分集計報告
長谷川浩史（神経内科）
アクシデント報告
）インシデント・アクシデントレポート報告
原田英樹（外科）


）医療安全委員会での連絡事項
石原真紀（消化器内科）
①月・月分集計報告
長谷川浩史（神経内科）
  ）有害事象となった事例と対策について
岡﨑清美（薬剤部）


）医療安全委員会での連絡事項
石原真紀（消化器内科）
．各班活動状況報告
黒木絵莉（臨床検査部）
  ）有害事象となった事例と対策について
岡﨑清美（薬剤部）

．ノンテクニカルスキル、コニュニケーション動画
金子雅一（放射線部主査）
．各班活動状況報告
黒木絵莉（臨床検査部）
視聴
田中佳子（栄養指導部管理栄養士）
 ．ノンテクニカルスキル、コニュニケーション動画
金子雅一（放射線部主査）
○令和年月日（木）
竹村壮司（リハビリテーション部技師）
視聴
田中佳子（栄養指導部管理栄養士）
．医療安全委員会の報告（月・月）
領毛一雅（臨床工学部技師）
○令和年月日（木）
竹村壮司（リハビリテーション部技師）
）インシデント・アクシデントレポート報告
竹田昌弘（医事課）
．医療安全委員会の報告（月・月）
領毛一雅（臨床工学部技師）
①月・月分集計報告
山本直（総務課）
）インシデント・アクシデントレポート報告
竹田昌弘（医事課）
）医療安全委員会での連絡事項
今井民子（手術室）
①月・月分集計報告
山本直（総務課）
．各班活動状況報告
西藤ひとみ（,&8病棟）
）医療安全委員会での連絡事項
今井民子（手術室）
．05室安全対策の周知徹底について
岡田奈央・青木和美・小磯崇司（+&8）
．各班活動状況報告
西藤ひとみ（,&8病棟）
．ヒューマンエラーｅラーニング視聴
杉村昭代（外来）
．05室安全対策の周知徹底について
岡田奈央・青木和美・小磯崇司（+&8）
○令和年月日（木）
松村憲吾・綾井泰子（$病棟）
．ヒューマンエラーｅラーニング視聴
杉村昭代（外来）
．医療安全委員会報告（月・月）
冨田悦子・伊庭幸代 $病棟 
○令和年月日（木）
松村憲吾・綾井泰子（$病棟）
）インシデント・アクシデントレポート報告
横田八千代（$病棟）
．医療安全委員会報告（月・月）
冨田悦子・伊庭幸代 $病棟 
①月・月分集計報告
丹治舞・坂本知広（$病棟）
）インシデント・アクシデントレポート報告
横田八千代（$病棟）
  ）医療安全委員会での連絡事項
楠田直美（$病棟）
①月・月分集計報告
丹治舞・坂本知広（$病棟）
．各班活動状況報告
福田身江子（$病棟）
  ）医療安全委員会での連絡事項
楠田直美（$病棟）
○令和年月日（木）
寺垣麻己香・深尾かおり（%病棟）
．各班活動状況報告
福田身江子（$病棟）
．医療安全委員会報告（月・月）
西藤ひとみ・辻恵（%病棟）
○令和年月日（木）
寺垣麻己香・深尾かおり（%病棟）
）インシデント・アクシデントレポートの報告
奥田美幸（%病棟）
．医療安全委員会報告（月・月）
西藤ひとみ・辻恵（%病棟）
①月・月分集計報告
市木仁美（%病棟）
）インシデント・アクシデントレポートの報告
奥田美幸（%病棟）
  ）医療安全委員会での連絡事項
有賀雅人・十川初音（%病棟）
①月・月分集計報告
市木仁美（%病棟）
．各班活動報告会、
西田浩美（看護部）
  ）医療安全委員会での連絡事項
有賀雅人・十川初音（%病棟）
）班取り組みまとめをＢ１階更衣室前に展示
事務局 西田浩美（看護部）
医療安全管理室
．各班活動報告会、
 広報班：患者誤認防止の標語コンテスト、世界患者安
事務局 医療安全管理室
）班取り組みまとめをＢ１階更衣室前に展示
全の日、ホームページ更新
チームの開催実績（議題） 
 広報班：患者誤認防止の標語コンテスト、世界患者安


ラウンド班：毎週火曜日の院内ラウンド、５Ｓ活動

全の日、ホームページ更新
チームの開催実績（議題） 
チェックリスト、改善写真
○令和年月日（木）
 ラウンド班：毎週火曜日の院内ラウンド、５Ｓ活動


レポート班：転倒転落、内服薬患者確認、点滴自己抜
．医療安全推進チームについて
チェックリスト、改善写真
○令和年月日（木）
- 159 針の院内通信の配信
医療安全対策室室長より、医療安全対策室兼務
 レポート班：転倒転落、内服薬患者確認、点滴自己抜
．医療安全推進チームについて

薬剤関連班：年計画での自己管理薬のステップアッ
者：名に業務発令
針の院内通信の配信
医療安全対策室室長より、医療安全対策室兼務
プ表導入の効果と今後の課題
．医療安全委員会の報告（月・月）

薬剤関連班：年計画での自己管理薬のステップアッ
者：名に業務発令
．医療安全活動目標の期末評価（所属・班）提出と
）インシデント・アクシデントレポート報告
プ表導入の効果と今後の課題
．医療安全委員会の報告（月・月）
月からの活動継続について
①月・月分集計報告
．医療安全活動目標の期末評価（所属・班）提出と
）インシデント・アクシデントレポート報告

滋賀県立総合病院年報 49巻_05-05章.indd
159
）令和元年度報告及び令和度年度計画について
月からの活動継続について
①月・月分集計報告

○令和年月日（木
．医療安全委員
）インシデント
①月・月
  ）医療安全委員
．各班活動報告会
）班取り組みま
 広報班：患者誤
全の日、ホ
 ラウンド班：毎
チェックリ
 レポート班：転
針の院内通
 薬剤関連班：年
プ表導入の
．医療安全活動目
月からの活動継

活動実績等 

．医療安全推進週
医療安全標語
テーマ：「患者
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病棟）

%病棟）

療安全対策室兼務

月）
レポート報告

度計画について
クシデント集計
告
目標について

て

．医療安全委員会報告（月・月）
）インシデント・アクシデントレポートの報告
①月・月分集計報告
  ）医療安全委員会での連絡事項
．各班活動報告会、
）班取り組みまとめをＢ１階更衣室前に展示
 広報班：患者誤認防止の標語コンテスト、世界患者安
全の日、ホームページ更新
 ラウンド班：毎週火曜日の院内ラウンド、５Ｓ活動
チェックリスト、改善写真
 レポート班：転倒転落、内服薬患者確認、点滴自己抜
針の院内通信の配信
 薬剤関連班：年計画での自己管理薬のステップアッ
プ表導入の効果と今後の課題
．医療安全活動目標の期末評価（所属・班）提出と
月からの活動継続について

活動実績等 

．医療安全推進週間
医療安全標語ポスターコンテスト
テーマ：「患者誤認防止！」
）対象：入院・外来来院患者・家族
日時：令和年月日～月日
内容：期間中に職員が作成した標語ポスターを掲示
投票を行い表彰
結果：作品
結果：投票数枚
．職員啓発
 ）患者確認
 ）お知らせ発行
 ）医療安全情報発行
 ）委員会、師長会で周知
．院内ラウンド 
 ）定時ラウンド 
）医療安全推進者（セーフティマネージャー）ラウン
 ド
）環境ラウンド
）転倒・転落ラウンド
）患者確認状況ラウンド
．病院医療安全対策室ホームページ更新



恵（%病棟主任看護師）、奥井有美（%病
棟主任看護師）、西堀美智子（手術室主任
看護師）
、竹本広美（外来主任看護師）
、上
野ひとみ（看護部主任看護師長）
、中川祐
介（看護部主査）、柴野昌子（看護部副部
長）
事務局 感染管理室

チームの開催実績（議題）

○令和年月日（木）
 感染対策実力テスト（手指衛生つのタイミングにつ
いて）
,&3会に関するオリエンテーション
,&3メンバー自己紹介
院内感染防止対策委員会報告
手指衛生実施状況報告（月）
その他・連絡事項
感染制御支援システム（,&7ZHE）操作方法の説明
 審議事項
針刺し・切創血液・体液曝露の再発防止対策検討
 グループワーク
○令和年月日（木）
感染対策実力テスト（標準予防策の実施について）
院内感染防止対策委員会報告
手指衛生の実施状況報告（月）
その他・連絡事項
審議事項
手術室入室時のマスク着用について
各グループ活動報告
グループワーク
○令和年月日（木）
感染対策実力テスト（標準予防策全般について）
院内感染防止対策委員会報告
手指衛生の実施状況報告（月）
その他・連絡事項
クリーンパーティションの貸し出し運用について
清拭時の33(の使用・適切な活用について
審議事項
各グループ活動報告
グループワーク

○令和年月日（木）
感染対策実力テスト（経路別予防策について）

院内感染防止対策委員会報告
○令和年月日（木）


手指衛生実施状況の報告（月）
感染対策実力テスト（経路別予防策について）
 ．感染管理実践者チーム ,&3 
その他・連絡事項
目  的 院内の感染防止活動を円滑に推進する。
院内感染防止対策委員会報告

ユニバーサルマスキングについて
手指衛生実施状況の報告（月）
 審議事項 感染防止対策の周知徹底と推進
審議事項
チーム長
西田和輝（感染管理室主任看護師）
その他・連絡事項
目  的 院内の感染防止活動を円滑に推進する。
休憩中や会議等の工夫について
チーム員 感染防止対策の周知徹底と推進
木村優志（臨床工学部主任技師）
、伊藤未
ユニバーサルマスキングについて
審議事項
各グループ活動報告
希（放射線部主査）、山口良美（リハビリ
審議事項
チーム長 西田和輝（感染管理室主任看護師）
静脈留置針における安全装置の使用確認についての
テーション科主査）、井元勇希（薬剤部主
休憩中や会議等の工夫について
チーム員 木村優志（臨床工学部主任技師）
、伊藤未
勉強会、体験学習（*職業感染対策班）
任技師）
、秋井啓輔（臨床検査部技師）
、中
各グループ活動報告
希（放射線部主査）、山口良美（リハビリ
グループワーク
務敬子（,&8主任看護師）、田中雅代（$
静脈留置針における安全装置の使用確認についての
テーション科主査）、井元勇希（薬剤部主
○令和年月日（木）
病棟主任看護師）、安居早紀（$病棟看護
勉強会、体験学習（*職業感染対策班）
任技師）
、秋井啓輔（臨床検査部技師）
、中
感染対策実力テスト（経路別予防策について）
師）、髙岡愛弥（$病棟看護師）、濱口紀
グループワーク
務敬子（,&8主任看護師）、田中雅代（$
院内感染防止対策委員会報告
子（$病棟主任看護師）、藤野結衣（$病
○令和年月日（木）
病棟主任看護師）、安居早紀（$病棟看護
手指衛生実施状況の報告（月）
棟看護師）
、中村幸（$病棟主任看護師）
、
感染対策実力テスト（経路別予防策について）
師）、髙岡愛弥（$病棟看護師）、濱口紀
その他・連絡事項
小藪玲子（+&8主任看護師）
、吉澤菜摘（%
院内感染防止対策委員会報告
子（$病棟主任看護師）、藤野結衣（$病
院内感染防止対策マニュアル改訂に伴う差し替えに
病棟看護師）
、山口優香（%病棟看護師）
、
手指衛生実施状況の報告（月）
棟看護師）
、中村幸（$病棟主任看護師）
、
ついて
村上義和（%病棟主任看護師）
、川尻貴美
その他・連絡事項
小藪玲子（+&8主任看護師）
、吉澤菜摘（%
審議事項
恵（%病棟主任看護師）、奥井有美（%病
院内感染防止対策マニュアル改訂に伴う差し替えに
病棟看護師）
、山口優香（%病棟看護師）
、
感染性廃棄物の管理について
棟主任看護師）、西堀美智子（手術室主任
ついて
村上義和（%病棟主任看護師）
、川尻貴美
各グループ活動報告
看護師）
、竹本広美（外来主任看護師）
、上
審議事項
恵（%病棟主任看護師）、奥井有美（%病
グループワーク
野ひとみ（看護部主任看護師長）
、中川祐
感染性廃棄物の管理について
棟主任看護師）、西堀美智子（手術室主任
○令和年月日（木）
介（看護部主査）、柴野昌子（看護部副部
各グループ活動報告
看護師）
、竹本広美（外来主任看護師）
、上
感染対策実力テスト（インフルエンザ感染対策・呼
長）
グループワーク
野ひとみ（看護部主任看護師長）
、中川祐
吸器衛生・咳エチケットについて）
事務局 感染管理室
○令和年月日（木）
介（看護部主査）、柴野昌子（看護部副部
院内感染防止対策委員会報告

感染対策実力テスト（インフルエンザ感染対策・呼
長）
手指衛生実施状況の報告（月）
チームの開催実績（議題）
吸器衛生・咳エチケットについて）
事務局 感染管理室
その他・連絡事項

院内感染防止対策委員会報告

デバイスサーベイランス入力の確認について
○令和年月日（木）
- 160 - 手指衛生実施状況の報告（月）
チームの開催実績（議題）
審議事項
 感染対策実力テスト（手指衛生つのタイミングにつ
その他・連絡事項

手指衛生実施状況の改善について
いて）
デバイスサーベイランス入力の確認について
○令和年月日（木）
各グループ活動報告
,&3会に関するオリエンテーション
審議事項
 感染対策実力テスト（手指衛生つのタイミングにつ
手指衛生直接観察法の勉強会、体験学習（*手指衛
,&3メンバー自己紹介
手指衛生実施状況の改善について
いて）
生推進班）
院内感染防止対策委員会報告
各グループ活動報告
,&3会に関するオリエンテーション
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グループワーク
手指衛生実施状況報告（月）

審議事項
感染性廃棄物の
各グループ活動
グループワーク
○令和年月日（
感染対策実力テ
吸器衛生・咳エ
院内感染防止対
手指衛生実施状
その他・連絡事
デバイスサーベ
審議事項
手指衛生実施状
各グループ活動
手指衛生直接観
生推進班）
グループワーク
○令和年月日（
,&3講習会
効果的な感染対
公益社団法人
護師教育課程感
子）
耐性菌の理解、
ティブラーニン
院内感染防止対
手指衛生実施状
その他・連絡事
審議事項
各グループ活動
グループワーク
○令和年月日（
感染対策実力テ
路感染予防につ
院内感染防止対
手指衛生実施状
その他・連絡事
安全機構付ペン
食事や休憩中の
審議事項
手術室の感染性

．感染管理実践者チーム ,&3 
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感染性廃棄物の管理について
院内感染防止対策委員会報告
各グループ活動報告
手指衛生実施状況の報告（月）
グループワーク
その他・連絡事項
○令和年月日（木）
抗菌薬適正使用マニュアルの改訂（9HU）に伴う差
感染対策実力テスト（インフルエンザ感染対策・呼
し替えについて
吸器衛生・咳エチケットについて）
審議事項
院内感染防止対策委員会報告
,&3委員活動に対する表彰・感想
手指衛生実施状況の報告（月）

その他・連絡事項
その他の活動実績等
デバイスサーベイランス入力の確認について

審議事項
つのタイミングにつ
*（,&3ラウンド班）
手指衛生実施状況の改善について
内容：環境整備の必要性、33(の正しい着脱方法等の適
各グループ活動報告
ン
切な感染対策についての啓発メール配信
手指衛生直接観察法の勉強会、体験学習（*手指衛
,&7:HEを使用した院内感染対策に関するラウン
生推進班）
ド（令和年月～令和年月 回月）
グループワーク
各部署での感染対策に関する改善策の提案と実
○令和年月日（木）
施状況の確認、ラウンド結果のフィードバック、
,&3講習会
操作方法の説明
アンケート実施、来年度への提案
効果的な感染対策の伝え方～頼れる,&3への道～

公益社団法人日本看護協会看護研修学校認定看
再発防止対策検討
*（手指衛生推進班）
護師教育課程感染管理学科玉城裕子、髙島美和
内容：手指衛生直接観察法の勉強会、体験学習の企画・
子）
運営
耐性菌の理解、感染対策の協力を得るためのアク
の実施について）
,&3による手指衛生つのタイミングテスト、
ティブラーニングの実施、グループ発表
手指衛生直接観察機会の実施 令和年月～ 
院内感染防止対策委員会報告
月 
手指衛生実施状況の報告 月 
手指衛生遵守に向けて個人使用量の計測の実施、
その他・連絡事項
フィードバック
審議事項
て
既存の直接観察のフォームの見直し、当院用の新
各グループ活動報告
規観察フォームの作成、アンケート実施、評価
グループワーク

○令和年月日（木）
*（職業感染対策班）
感染対策実力テスト（環境管理、カテーテル関連尿
全般について）
内容：静脈留置針における安全装置の使用確認について
路感染予防について）
の勉強会、体験学習の企画・運営
院内感染防止対策委員会報告
各部署へ模擬血管と安全機構付き静脈留置針の配
手指衛生実施状況の報告（月）
布・訓練の実施 令和年月～月 
その他・連絡事項
し運用について
職業感染対策の啓発、針刺し事象の注意喚起につ
安全機構付ペン型インスリン注射針の導入について
について
いてのメール配信
食事や休憩中の感染対策について
針刺し・切創／血液・体液曝露事象事例の分析
審議事項
各グループ活動報告
事象発生後の適切な対応についての簡易フロー
手術室の感染性廃棄物を廃棄する際の容器について
グループワーク
チャートの作成、来年度への提案
事象発生後の適切な対応についての簡易フロー
各グループ活動報告
○令和年月日（木）

チャートの作成、来年度への提案
グループワーク
感染対策実力テスト（針刺し・切創血液・体液曝露
○,&3講習会

○令和年月日（木）
について）
令和年月日（木）～
○,&3講習会
感染対策実力テスト（針刺し・切創血液・体液曝露
院内感染防止対策委員会報告
内容：効果的な感染対策の伝え方～頼れる,&3への道～
令和年月日（木）～
について）
手指衛生実施状況の報告（月）
   （公益社団法人日本看護協会看護研修学校認定
内容：効果的な感染対策の伝え方～頼れる,&3への道～
院内感染防止対策委員会報告
その他・連絡事項
    看護師教育課程感染管理学科玉城裕子、髙島 
   （公益社団法人日本看護協会看護研修学校認定
手指衛生実施状況の報告（月）
審議事項
    美和子）
    看護師教育課程感染管理学科玉城裕子、髙島 
その他・連絡事項
令和年度,&3活動報告会について
参加者：名
    美和子）
審議事項
各グループ活動報告

参加者：名
令和年度,&3活動報告会について
グループワーク
○令和年度活動報告会

各グループ活動報告
○令和年月日（木）
令和年月日（木）～ 
○令和年度活動報告会
グループワーク
感染対策実力テスト（手術部位感染・感染症について）

テーマ：,&3活動報告
令和年月日（木）～ 
○令和年月日（木）
院内感染防止対策委員会報告
内容：各グループが取り組みの目標、活動内容、結果・
テーマ：,&3活動報告
感染対策実力テスト（手術部位感染・感染症について）

手指衛生実施状況の報告（月）
評価、次年度の課題について報告
内容：各グループが取り組みの目標、活動内容、結果・
院内感染防止対策委員会報告
その他・連絡事項
参加者：名
評価、次年度の課題について報告
手指衛生実施状況の報告（月）
審議事項
参加者：名
その他・連絡事項
各グループ活動報告
審議事項
グループワーク
各グループ活動報告
○令和年月日（木）
グループワーク
809．造血幹細胞移植推進チーム
令和元年度,&3活動報告会
○令和年月日（木）
院内感染防止対策委員会報告
令和元年度,&3活動報告会
手指衛生実施状況の報告（月）
院内感染防止対策委員会報告
目
的 県民の疾病予防・健康づくりに寄与する体
その他・連絡事項
手指衛生実施状況の報告（月）
制を検討する。
抗菌薬適正使用マニュアルの改訂（9HU）に伴う差
その他・連絡事項
審議事項
１.造血幹細胞移植におけるチーム医療に
し替えについて
抗菌薬適正使用マニュアルの改訂（9HU）に伴う差
関すること
審議事項
し替えについて
２.移植治療の栄養管理・口腔内ケア・合併
,&3委員活動に対する表彰・感想
審議事項
症管理に関すること

,&3委員活動に対する表彰・感想
３.移植患者のリハビリテーション・社会
その他の活動実績等

的・心理的サポート等の社会復帰のため

その他の活動実績等
の援助に関すること
*（,&3ラウンド班）
- 161 
チーム長
浅越
康助(血液腫瘍内科科長)
内容：環境整備の必要性、33(の正しい着脱方法等の適
*（,&3ラウンド班）
岡
諭
（血液腫瘍内科副部長）
、吉永 則良（血
チーム員
切な感染対策についての啓発メール配信
内容：環境整備の必要性、33(の正しい着脱方法等の適
液腫瘍内科医長）
、齋藤
翔太（歯科口腔外
,&7:HEを使用した院内感染対策に関するラウン
切な感染対策についての啓発メール配信
科科長）
、藤本 泉子（看護部看護師長）
、村
ド（令和年月～令和年月 回月）
,&7:HEを使用した院内感染対策に関するラウン
井
裕美(看護部副看護師長)、
森川
展江
（看
各部署での感染対策に関する改善策の提案と実
ド（令和年月～令和年月
回月）
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護部主任看護師）
、大堀 健史（薬剤部）
、梅
施状況の確認、ラウンド結果のフィードバック、

智子（手術室主任
来主任看護師）
、上
看護師長）
、中川祐
昌子（看護部副部

14:22

目

的

審議事項

チーム長
チーム員

事 務 局

県民の疾病予防・健康づくりに寄与する体
制を検討する。
１.造血幹細胞移植におけるチーム医療に
関すること
２.移植治療の栄養管理・口腔内ケア・合併
症管理に関すること
３.移植患者のリハビリテーション・社会
的・心理的サポート等の社会復帰のため
の援助に関すること
浅越 康助(血液腫瘍内科科長)
岡 諭（血液腫瘍内科副部長）
、吉永 則良（血
液腫瘍内科医長）、齋藤 翔太（歯科口腔外
科科長）
、藤本 泉子（看護部看護師長）
、村
井 裕美(看護部副看護師長)、森川 展江（看
護部主任看護師）
、大堀 健史（薬剤部）
、梅
村 茂人（臨床検査部主任主査）
、南波 宏彰
（臨床工学部主任技師）、樋口 大介（放射
線治療部主査）木村 薫（栄養指導部主任主
査）
、上田 将之（リハビリテーシ科）
、岡村
理（地域医療連携室 MSW）
、中西 恵（血液腫
瘍内科 DrAID）
血液・腫瘍内科


 ．クリニカルパス推進チーム


目  的 院内のクリニカルパスの作成・運用・評価・
改善の推進。
審議事項 クリニカルパスの作成・登録に関するこ
と
クリニカルパスの適用に関すること
クリニカルパスの評価に関すること
クリニカルパスの改善に関すること
クリニカルパス作成を通して病院業務の
改善に関すること
チーム長 山本秀和（副院長兼外科主任部長）
チーム員 北条雅人 医療情報室長）
、栗山勝利 消化
器内科医長）
、関淳也 循環器内科副医長）
、
長嶋秀明 整形外科医長 、中江卓郎 脳神
経外科医長）
、八田原広大 泌尿器科医員 、
矢内晶太 婦人科医員 、牛呂幸司 耳鼻い
んこう科医長）
、赤田直軌 リハビリテーシ
ョン科主査 、室井千香子 臨床検査部主
査）、八尾尚樹 薬剤部主査）、巽達也 栄
養指導部栄養士長）、沖道子 看護部副部
長）、寺嶋純一 看護部主任看護師 、祖上
麻衣 看護部主任看護師 、高島知良 看護
部看護師 、阪口晶子 看護部看護師 、赤
井翔貴 看護部看護師 、大林大輔 看護部
主任看護師 、岩田一孝 看護部主任看護
師 、佐々真千佳 看護部看護師 、小林由
紀 看護部看護師長 、鵜飼朱美 医事課主
査）
、堀田弥果 医療情報室主事 、山田知
行 心臓血管外科主任部長 、渡辺寿規 呼
吸器内科副部長 、中馬孝容 リハビリテー
ション科主任部長 、小味由里絵 乳腺外科
医員 、塚田佳代子 眼科医長 、渡邊裕加
歯科口腔外科医員 、菊地柳太郎 呼吸器
外科副部長 
事務局 医療情報室

クリニカルパス委員会と同時開催
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 抗菌薬適正使用支援チーム $67 


目  的 院内サーベイランスを含め、抗菌薬適正使
用支援のための諸活動を行う。
審議事項 抗菌薬適正使用支援のための諸活動に
 関すること
チーム長 原田英樹（感染管理室長、外科部長）
チーム員 小林勇吾（脳神経内科医員）
、中野哲志
（感染管理室非常勤医師）
、岩崎香織（臨
床検査部主任技師）
、中辻瑞穂（臨床検査
部主任技師）、出羽祐基（薬剤部主査）、
中島彰信（薬剤部主任技師）
、近野祐里
（薬剤部主任技師）
、上野ひとみ（看護部
主任看護師長）
、丹野和美（看護部主任看
護師長）
、三條場裕代（看護部看護師長）
、
佐藤真哉（総務課施設用度係主任主事）
、
中川祐介（看護部主査）、西田和輝（感
染管理室主任看護師）
事務局 感染管理室

活動実績等

○$67会議：毎週月曜日
  院内各種培養検査検出菌報告、抗菌薬使用状況調査結
果報告、指定抗菌薬届出状況報告、相談対応報告
  問題となる検出菌、抗菌薬の使用については状況を確
認する
○$67ラウンド：毎週水曜日
  感染症医とともに重症感染症患者、治療に難渋する感
染症患者について、身体診察を行うとともに対応を検
討、担当医へ提案する
○$67カルテラウンド：適宜
  培養検査未実施例、7'0未実施例、要届出抗菌薬未提
出例、長期投与例等に対して確認・指導を行う
○重症感染症患者ラウンド：適宜



 認知症ケア・精神科リエゾンチーム


目  的 認知症を含めた精神障害者の入院中のＱＯ
Ｌ向上を、また退院後の生活を送りやすく
なるよう支援する。また院内スタッフの精
神疾患に対する対応力強化・支援を目的と
する。
審議事項 精神障害者の入院中・退院後の治療・生
活について
せん妄対策について
精神疾患に対してのスタッフ教育につい
て
自死症例の緊急対応について
病院スタッフのメンタルフォローについ
て
グリーフケアについて
意思決定困難例の対応について
チーム長 伴敏信（精神科科長）
チーム員 伊達泰彦（精神科医師）
、濱田滋子（医療
安全管理者）
、野田智子（看護師）
、大嵜明
- 162 美（看護師）
、松本修一（看護師）
、山田美
智代（看護師）
、鈴木則夫（心理判定員）
、
芝田和果（公認心理師）
、山脇克哉（医療
ソーシャルワーカー）
、畑亜希代（作業療
法士）
、井元朋子（作業療法士）
事務局 鈴木京子（ドクターエイド）
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精神疾患に対してのスタッフ教育につい
て
自死症例の緊急対応について
病院スタッフのメンタルフォローについ
て
グリーフケアについて
意思決定困難例の対応について
チーム長 伴敏信（精神科科長）
チーム員 伊達泰彦（精神科医師）
、濱田滋子（医療
安全管理者）
、野田智子（看護師）
、大嵜明
美（看護師）
、松本修一（看護師）
、山田美
智代（看護師）
、鈴木則夫（心理判定員）
、
芝田和果（公認心理師）
、山脇克哉（医療
ソーシャルワーカー）
、畑亜希代（作業療
法士）
、井元朋子（作業療法士）
事務局 鈴木京子（ドクターエイド）

904．入 院 支 援 セ ン タ ー 運 用 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
目

的

審議事項


チームの開催実績（議題） 

相談件数（延べ）
年度 件
年度 件
その他、精神科の稿をご参照ください。


チーム長
チーム員

事 務 局

 ．開設周年記念事業推進チーム


目  的 当院の開設周年を記念する事業の検討
および実施。
審議事項 記念誌の作成
記念イベントの検討、開催
その他周年に関する事業の検討等
チーム長 山本秀和（副院長）
チーム員 村田昌史（事務局長）、山内智香子（広
報委員長）、菊池智瑛未（教育研修センタ
ー）、八木彰太（財務企画室）、山本直
（総務課）、横江泰典（医事課）、湊山祐
一（地域医療連携室）、田原諭（医療情報
室）、濱田滋子（医療安全管理室）、西田
和輝（感染管理室）、弘部重信（リハビリ
テーション医療部）、宮川祐子（臨床検査
部）、藤田喜治（放射線部）、西知子（臨
床工学部）、山本悦子（薬剤部）、山田瑞
希（栄養指導部）、沖道子（看護部）、冨
永千鶴（緩和ケアセンター）、下村滋典
（研究所）
事務局 総務課

委員会の開催実績（議題）


入院支援センターの運用システムの検討。
入院決定時から退院に向けての患者支援に
努めるとともに、看護業務の効率化を図る。
1.入院支援センター活動状況と課題
2.診療報酬改訂後の入院支援センター運用
について
3.入院支援センターと外来・病棟間の連携
に向けて
川上 賢三（副院長）
吉田 千春（看護部）
、小田 裕美子（看護部）
、
吉田 博子（看護部）
、横田 聡美（地域医療
推進室）、山本 悦子（薬剤部）、野間 幸夫
（医事課）
看護部、医事課

委員会の開催実績（議題）
○令和2年6月22日（月）
1．入院支援センターの活動状況と課題
2．入院にあたっての療養計画について
3. 中止薬の薬剤師の介入について
○令和3年2月17日（水）
1．入院支援センターの活動状況と課題
2．中止薬の薬剤師の介入について

○令和年月日（水）
記念誌の作成について
記念イベントの開催等について
○令和年月日（水）
記念誌の作成について
記念イベントの開催等について
○令和年月日（火）
記念イベントの開催等について
開設周年記念誌の総括と今後の活用について
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第２節 その他講演会
令和２年度セミナー・講演会等開催実績
開催日時

タイトル

開催場所

内容（テーマ、講師等）

対象者

「患者さんの意向を尊重した意思決定支援のために私たちができること
～当院のACPの取り組みについて～」
■アドバンスケアプランニングの概説
緩和ケア科 科長 花木 宏冶
9月24日（木）
第118回
総合病院
1
■ガイドラインに基づいた意思決定
18：00～19：00 がん診療セミナー 新館講堂
呼吸器内科 医長 野原 淳
■当院6B病棟でのACP試行結果、今後の取り組み
がんリンクナース委員 ６B看護師 土本 由香
■使ってみよう！ACP推進ツール
救急部 副部長 犬塚 康孝

当院職員

「チームで挑むがん治療」

2

12月17日（木）
18：00～19：00

第11回がん診療
グランドセミナー
（第119回がん診
療セミナー）

＜一般演題発表＞
■食道癌根治的科学放射線治療後の甲状腺機能低下によりCEAが上昇した1例
放射線治療科 医員 佐藤 玄基
■チームで成り立つ外科手術～腹腔鏡下大腸癌手術の技術認定医取得～
総合病院
外科 副医長 谷 昌樹
新館講堂 ■外来化学療法センターで栄養食事指導を始めました
栄養指導部 管理栄養士 田中 佳子
■保険適応になった予防的卵巣卵管切除の意義と課題
婦人科 科長 村上 隆介
＜ミニレクチャー＞
■腎障害患者におけるヨード造影剤使用時の注意点
腎臓内科 科長 遠藤 修一郎

当院職員

「がん薬物療法の新しい取り組み2021」

3

■連携充実加算について
1月28日（木）
第120回
総合病院
薬剤部 がん薬物療法認定薬剤師 八尾 尚樹
18：00～19：00 がん診療セミナー 新館講堂 ■診察前面談の導入
看護部 外来副師長 奥村 しづ子
■新型コロナウイルス感染症（COVID-19）流行期の外来化学療法
外来化学療法センター長 がん薬物療法専門医 後藤 知之

当院職員

「当院におけるロボット支援手術の適応と現状」
■泌尿器科ロボット支援手術
3月25日（木）
第121回
総合病院
泌尿器科 科長 吉田 徹
4
18：00～19：00 がん診療セミナー 新館講堂 ■呼吸器外科ロボット支援手術
呼吸器外科 副部長 菊地 柳太郎
■胃がんに対するロボット支援手術
外科 副部長 山本 道宏

当院職員
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第３節‒ 広報活動‒


広報誌・年報・ホームページ等

【広報誌 ふれあい+HDUW】
当院のスタッフや取り組みを周知するため計回（院内、
登録連携医を対象に各部）発行しました。

【第号】 ＜特集１＞
 新型コロナウイルス感染症について

月発行 ＜特集２＞
 聴覚・コミュニケーション医療センター

のご紹介

＜特集３＞

腎臓内科とはどんな科なのか

＜クローズアップ＞
新診療科長あいさつ
新任医師紹介
新任研修医紹介
＜お知らせ＞
セミナーのご案内
入館口および駐車場のお知らせ
【第号】 ＜特集１＞
滋賀県立総合病院は開設  周年を迎えま

した
月発行
＜特集２＞

%5&$ 遺伝子検査の保険適応について

＜特集３＞

特定看護師による特定行為について

＜特集４＞
 患者満足度調査結果をお知らせします
＜クローズアップ１＞
 ,&/6 コース、-0(&& コース開催報告
＜クローズアップ２＞
 新任レジデント紹介
＜クローズアップ３＞
病院ボランティアの活動紹介
【第号】 ＜特集１＞
 認知症ケア・精神科リエゾンチームの活

月発行  動
＜特集２＞
 エクモってなに？
＜特集３＞
放射線内用療法～体の中から放射線で治
療します～
＜クローズアップ＞
看護外来のご紹介
＜県総ふれあいレポート＞
 第  回滋賀県がん医療フォーラムを開催
しました

【年報第巻】
 令和元年度の当院の活動をまとめた「滋賀県立総合病院
年報」を月に発刊しました。

 レジデントの採用を進めるため、当院の取組活動やイベ
ント等の情報を積極的に発信しました。

【周年記念誌の発行】
当院開設周年にあたり記念誌部を発刊しました。


【その他の広報活動】
 ・守山野洲地域外来・検査センター（外来3&5センター）
開設に伴う施設案内、デモンストレーション（報道関
係向け）
  令和年月日（月）

 ・新型コロナウイルス感染症にかかる院内3&5検査の実
施について資料提供
  令和年月日（水）

 ・
「新型コロナウイルス感染症拡大に備えて」テレビ滋
賀プラス１放送
  令和年月日（日）

 ・病院パンフレットの更新
  令和年月～令和年月

 ・新型コロナウイルスの対応について中日新聞取材
  令和年月日（火）

・看護部<RX7XEH「未来のナイチンゲール」配信
  令和年月日（日）



【ホームページ】
 当院の診療や取り組み、お知らせ等について適宜更新し、
情報の発信を行いました。

【レジデントセンター)DFHERRNページ】
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