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モザイク・石刻（縦1.84ｍ×横11.24ｍ）
素材としてベース部分にポルトガル産の大理石「ライムストーン」、色彩に主にイタリア産
のモザイク大理石をそれぞれ使用。壁画の題材になった「パティパタパン」とは、ワイン産
地で有名な東フランス・ブルゴーニュ地方の民謡の中で唄われる “囃子ことば” のことで、
壁画にはこの民謡に合わせて楽しく踊る人々が描かれています。

山本容子画伯プロフィール
銅版画家。1952年生まれ。京都市立芸術大学西洋画
専攻科終了。都会的で軽快洒脱な色彩で、独自の銅板
画の世界を確立。絵画に音楽や詩を融合させるジャン
ルを超えたコラボレーションを展開。数多くの書籍の
装幀、挿画を手がける。又、モザイク壁画やステンド
ガラスの制作、ライフワークのひとつとして医療現場
でのアート《ホスピタル・アート》にも取り組み、幅
広い分野で精力的に創作活動を展開している。

2016年１月　外来待合ホールに壁画を設置しました！2016年１月　外来待合ホールにモザイク壁画を設置しました！
パティパタパン－Pati  Patapan－　

山本　容子画伯作



膀胱癌（膀胱ファイバー）

血尿とは、字の通り血の混じった尿のことです。健診の検尿で尿鮮血陽性の結果のため、２次健診目的でよく外
来受診をしていただいていますが、その際には見た目には赤い尿でないことも多く、外来での検尿では、試験紙を
用いた尿定性に加え、尿定量や尿沈渣(顕微鏡による検鏡)により、尿中に赤血球が混じっているかどうか、混じっ
ているのであればどの程度か、という評価を行います。尿中に赤血球が混じっている＝「血尿」の診断になり、肉
眼的に血色でなければ「顕微鏡的血尿」、赤血球量が増え、見た目でも赤くなれば「肉眼的血尿」になります。
血尿をきたす原因疾患で、比較的多いものとして、尿路感染症、特に尿道が短い女性に多い膀胱炎があります。
排尿痛、残尿感、頻尿などの膀胱刺激症状とともに、血尿を伴うことがよくあります。生活習慣病との相関があり、
年々日本人では増加している尿路結石（症）も、血尿になる代表的疾患です。
注意しないといけないのは、血尿以外は何も症状がない「無症候性血尿」
です。無症候性血尿は、尿路悪性腫瘍（癌）の典型的な臨床症状であり、
精査する必要があります。中高年、喫煙歴、骨盤臓器に対する放射線治療
の既往などは危険因子であり、検尿や理学所見に加え、尿細胞診、超音波、
造影CT、さらには尿路癌の最多臓器である膀胱の確実な精査となる膀胱
鏡検査（膀胱ファイバー）をおすすめしています。
診察室で椅子に座り、壁に目を向けていただくとすぐ分かる場所に、『血
尿スケール』の画像を貼っています。肉眼的血尿の程度を、色によって５
段階のスケール（ScaleⅠ～Ⅴ）にしたものです。外来診察室では、必要
に応じてスケールを見てもらい、「左から何番目の色でしたか？」という
感じで、血尿の程度を確認させてもらっています。病棟では、カルテ記載
やスタッフ間の報告の際の、血尿の程度の情報共有ツールとして使ってい
ます。インターネットで、『血尿スケール』で検索すると、上位で出てく
るこの血尿スケールの画像は、実はmade in 日野記念病院です。現泌尿器
科医長が、14年前の日野記念病院勤務時に、初めてオリジナルの血尿ス
ケールを導入した際の写真画像であり、その後の転勤先の病院でも、同じ
画像を用いて血尿スケールを導入してきました。昨年３月まで勤務してい
た草津総合病院では、病院公式ブログに掲載したこともあって、非常に限
られた領域ではmajorな画像となってしまいました。
血尿スケールは、新鮮血による血尿の指標ですが、「黒い」「茶色っぽい」
血尿もあります。出血はすでに止まっているものの、尿路で血が固まって

黒色調の血腫を形成し、その色調を反映
している状況を疑うことになります。血
腫が小さい間はそれほど悪さをしません
が、膀胱内で血腫の量が増えると、血腫
が尿の出口の栓となり、排尿障害を引き
起こします。尿が出ないことで、膀胱が
膨満し、強い尿意を伴うものの尿がしっ
かり出ないという苦痛を伴いますし、さ
らなる出血を引き起こして膀胱内の血腫
がどんどん増大するという悪循環に陥り

ます。このような病態を「膀胱タンポナーデ」と言います。成人の膀胱容
量は300ml程度ですが、膀胱壁の過伸展（目安として800ml以上）は膀
胱機能障害をきたし、しばらく自排尿ができなくなってしまうので、その
間は尿道にカテーテルを留置して過ごしていただかないといけません。さ
らに尿が貯留し、上部尿路である腎臓も腫れてくると、腎不全（尿毒症）
や重篤な感染症を合併することもあり、なるべく早く血腫除去等の処置を
行う必要があります。

なかなか足が向きにくい『泌尿器科』ではありますが、敷居は低く、プライバシーは高く、痛みの少ない低侵襲
な診療を心がけていますので、排尿症状等でお困りなことがあれば、お気軽にご相談ください。

泌尿器科　西川　全海血尿について

血尿スケール

膀胱内で増大した血腫（超音波）

CT Urography



電子カルテの導入および診察予約の増加に伴い、
７月より受付時間を変更させていただきます。ご理
解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
　　　変 更 日　平成28年７月１日（金）～
　　　受付時間　８：00～ 11：30

初めまして。2016年１月１
日に日野記念病院耳鼻咽喉科に
赴任した加藤智久と申します。
耳鼻咽喉科では耳、鼻、のどの
病気の内科的治療や、手術加療
を行っています。最近では、ス
ギやダニに対する舌下免疫療法

を当院でも始めました。花粉症などアレルギー性鼻
炎でお困りの方は、ご相談ください。

５/14（土）看護週間のイベントとして「高校生プチ
ナース体験」を開催しました。日野高生徒９名が参加し
てくれました。まず、白衣に着替え院内を見学。モニタ
ー装着、足浴体験をしてもらいました。目を輝かせなが
ら参加してくださる姿に感動！多くの方が将来看護に携
ってくれることを願います。同様のイベントが７月、
10月にも開催予定です。看護に関心のある高校生の方、
是非ご参加下さい。

午前診受付時間の
変更について 加藤　智久

 か とう　　 ともひさ

新しいドクターよりごあいさつ

耳鼻咽喉科医師

はじめまして、この4月から
内科に赴任した萩原です。平成
７年に、福島県立医科大学を卒
業し、東京医科大学、東京労災
病院、北総白井病院、滋賀医科
大学に勤務していました。専門
は、消化器内科です。今までの

経験と知識を生かして、診療にあたります。よろし
くお願い致します。

萩原　恭史
はぎわら　　ただ  し

病理診断科医師

４月から赴任しました児玉
泰一と申します。生まれ育った
滋賀県の医療に貢献したいと考
えています。患者さまには思い
やりを持った対応を心掛け、相
談しやすい身近な存在となり、
地域の皆様に必要とされ信頼さ

れる医師となるよう頑張ります。よろしくお願いい
たします。

児玉　泰一
 こ だま　　 ひろかず

外科医師

地域連携室では主に医療機関からの依頼による
受診予約や、当院から医療機関への患者様のご予
約ご紹介、またご入院されている患者様の退院支
援業務を行っております。

●医療機関からのご紹介について

当院では標榜する全診療科で患者様のご紹介予
約を承っております。
予約依頼表と紹介状をFAXでご連絡頂ければで
きる限り早急にお返事をお返しできるよう日々努
めております。その他受診に関するご相談等も受
け付けておりますのでお気軽にお電話を頂ければ
と思います。

●退院支援について

当院では現在、退院支援業務専任の看護師1名
と地域連携室専従の社会福祉士1名で退院支援業
務を行っております。
主にご支援させて頂く業務として、ご担当され
る地域のソーシャルワーカー様との情報交換や、
かかりつけ医の先生への情報提供や、ご家族の方
と退院後のご支援を頂く方々、病院スタッフを交
えてのカンファレンス等を行い、安心してご家庭
にお戻りいただく為のお手伝いをさせて頂きま
す。また退院後の生活に不安を覚えておられる患
者様のご相談についてもお伺いしております。

●外来診療のご予約について（患者様向け)

地域連携室では、外来診察予約の変更について
お伺いをしております。
診療科毎に予約ルールが決まっており、患者様
のご希望に添えない場合もございます。また診療
計画上、予約の変更が不可能な場合もございます
が、予約変更を希望される場合は、下記番号まで
ご相談頂きますようお願いいたします。
・予約変更専用ダイヤル　0748（53）1224
・受付時間　平日　９：00～16：00
　　　　　　土曜　９：00～12：00
※お電話が繋がりにくい場合はお時間をおいておかけ直

しください。

地域連携室のご紹介地域連携室のご紹介

看護部　業務委員会　委員長　中川　聖子

看護の心をみんなの心に

5月12日は
看護の日

『看護の日～高校生プチナース体験』
開催しました！

地域連携室　上田　和典
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日野記念病院への交通アクセス
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車でお越しの場合
〈八日市ICより〉
●名神八日市ICより国道421号を約２㎞東進、御園交差点を
　右折し国道307号を約９㎞南進、日野記念病院前交差点を
　右折（20分）
〈蒲生スマートICより〉
●蒲生スマートICを出て左折し約８㎞南進、三十坪地先の突
　き当たりを左折し国道477号線を約３㎞東進、松尾北交差
　点を右折、国道307号線日野記念病院前交差点を右折
　（15分）

電車・バスでお越しの場合
●ＪＲ近江八幡駅から、近江バス「北畑行き」で日野高校
　前下車、徒歩５分（45分）
●ＪＲ貴生川駅から近江鉄道に乗り換え、日野駅下車、近江
　バス「北畑行き」で日野高校前下車、徒歩５分（30分）
●近江鉄道日野駅からタクシーで10分

SUBARUKAI MEDICAL GROUP

地域社会の信頼に応えよう

思いやりと感性にあふれた医療で
地域社会の信頼に応えよう

思いやりと感性にあふれた医療で

日野記念病院
各病医院と連携をとるとともに、22
の診療科を標榜することにより、地域
密着完結型医療を目指しております。

湖東記念病院
地域の病院、医院との連携を深め、住
民の方々が安心して利用して頂ける病
院づくりに努めています。

介護老人保健施設リスタあすなろ
看護・介護・リハビリテーション、そ
の他必要な医療ケアで、家庭に復帰し
ていただく支援をする施設です。

訪問看護ステーション ひの
住み慣れた地域で快適な療養生活が送
れるよう、ご自宅に看護師がうかが
い、看護ケアを提供いたします。

〒529-1642
　滋賀県蒲生郡日野町上野田200-1　
　TEL（0748）53-1201
　FAX（0748）53-1455
ホームページアドレス
　http://www.hino-hp.jp/

〒527-0134
　滋賀県東近江市平松町2番地1
　TEL（0749）45-5000
　FAX（0749）45-5001
ホームページアドレス
　http://www.koto-hp.jp/

〒529-1642
　滋賀県蒲生郡日野町上野田246番地
　TEL（0748）52-6000
　FAX（0748）52-6003
ホームページアドレス
　http://www.subarukai.jp/cms_asunaro/

〒527-1601
　滋賀県蒲生郡日野町大字松尾988-1
　TEL（0748）52-8161
　FAX（0748）52-8162
ホームページアドレス
　http://www.subarukai.jp/sthino/

東近江市立能登川病院
東近江市の西の玄関であるJR 能登川
駅から近く、古くから親しまれた病院
として近隣の診療所、病院と連携し、
地域密着型の医療に貢献します。
〒521-1223
　滋賀県東近江市猪子町191　
　TEL（0748）42-1333
　FAX（0748）42-6571
ホームページアドレス
　http://notogawa-hp.shiga.jp/

医療法人社団 昴会
SUBARUKAI MEDICAL GROUP

鋳物師

至
近
江
八
幡

機関誌のバックナンバー
（過去号）は、ホームページに
掲載していますので、是非
ご覧ください。


