大津赤十字病院
大津赤十字病院
広報誌

通信 12
vol.

ご自由に
お持ちください

2020.7

特集

黄斑疾患治療

眼科部長 山城 健児

視能訓練士の
紹介

協力医療機関のご紹介
ぜぜ診療所・まつだ内科胃腸科

びわ湖あさがおネットのご案内

特 集︻眼科︼

黄斑疾患治療

Feature
当院の黄斑疾患治療について
人の目はよくカメラに例えら

浮腫に対しては薬剤を眼球内に

す。特に加齢黄斑変性について

れますが、フィルムの役目を果

注射します。黄斑部は人体の中

は世界中の眼科医が研究を続け

たしているのが網膜で、網膜に

でもかなり繊細な部分で、一度

ているため、その診断基準や治

景色が映ることで、ものが見え

でも病気になってしまうと治療

療方針は変わり続けています。

ます。字を読んだりするときに

をしても完全に元通りに治すこ

黄斑浮腫に対する治療薬も

重要なのは視野の中心部で、そ

とは不可能ですが、最善の治療

次々と開発されています。当科

のときに働く網膜の中心部を黄

を行って、少しでも元の状態に

では、診断や治療をより良いも

斑部と呼びます。

近づけるためには専門的な知識

のにしていくために発信を続け

と技術が必要です。

ながら、最新の基準を取り入れ

黄斑部には黄斑円孔や黄斑前
膜、黄斑浮腫など様々な疾患が

黄斑浮腫の原因としては加齢

た診断とそれぞれの患者さんに

生じます。黄斑円孔や黄斑前膜

黄斑変性、強度近視、糖尿病網

適した最新の治療を提供してい

に対しては手術を施行し、黄斑

膜症、網膜静脈閉塞症が有名で

ます。

当院の眼科について

滲出型加齢黄斑変性

当院の眼科では６人の常勤医と１人の非常勤医師とで、
白内障、緑内障、網膜硝子体疾患、涙道疾患と幅広い領域
の疾患に対する診療をしていますが、最近注目されている
黄斑疾患の診療にも力を入れています。

モノが歪んで見えませんか
片目を閉じて表の中央の黒い点を見てください
セルフチェック

眼科部長

山城 健児

中心がぼやける

中心が黒くなる

中心がゆがむ

目から表を離して片目ずつ行ってください。
老眼鏡やコンタクトレンズをした状態で
行ってください。

Profile
• 京都大学 平成７年卒
• 認定専門資格
日本眼科学会指導医・専門医、
眼科 PDT 認定医
• 専門分野
網膜硝子体疾患、白内障
• 代表疾患
加齢黄斑変性、黄斑変孔、黄斑上膜、
糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症
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アムスラーチャート

このように見える方は病院での検査をおすすめします
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視能訓練士

Certified Orthoptist

（略称 CO）

乳幼児からお年寄りまで世代を超えて
皆様の目の健康を守るお手伝いをします

「視能訓練士」というのは、あまり聞きなれない専門職かもしれません。
今回は、大津赤十字病院の視能訓練士についてご紹介し、

当院のロービジョンケアについて

その役割と存在を知っていただく機会にしたいと思います。

当院の視能訓練士とは

当院は、常に高度医療を提供することを目標としていま

2 0 2 0 年 3 月より運用開始になったロービジョンケア

すが、急速に進む少子超高齢化社会に対応すべく、診断・

情報提供ツールである滋賀県版スマートサイトリーフレッ

治療の延長上にロービジョンケアがあるという考えのもと

ト「びわこ瞳ネット」の作成にも携わり、ラジオ出演など

「治す医療」と「支える医療」の 2 本立てで、患者様の

視能訓練士は、50 年近い歴史を持つ国家資格
で現在 16,000 人程度の有資格者がいます。当院
には、認定視能訓練士 3 名、視能訓練士 2 名、

びわこ瞳ネット

の啓発活動も行っています。

QOV（視覚の質）と QOL（生活の質）の向上に努め「そ

見えない、見えにくいでお困りのことがありましたら、

の人らしい生活」を実現するためにロービジョンケアにも

「びわこ瞳ネット」をご活用いただき、ぜひご相談下さい。

力を入れています。

眼科検査員 1 名が勤務しています。視能訓練士
は、
「視能」を検査し、訓練する唯一の職業です。

相談したいこと

主な業務は、視力、視野、眼底写真撮影などの
眼科一般検査（視機能検査）、専門性が発揮さ

□
□
□
□
□
□
□

れる子どもの弱視や斜視の検査・訓練（視能矯
正）、目の健康を守る人間ドックでの健診（検診）
業務、視力低下者へのリハビリ指導（ロービジョ
ンケア）です。
認定視能訓練士・歩行訓練士
たに

お

谷生

えり

当院のロービジョン外来について

令和元年度 検査業績
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項目内容
角膜曲率半径計測
角膜内皮細胞顕微鏡検査
眼筋機能精密検査（コージオメーター）
眼筋機能精密検査（正切スカラによる眼位検査）
眼底カメラ（蛍光眼底法）
矯正視力検査
眼鏡処方
屈折検査
斜視視能訓練
弱視視能訓練
色覚検査（色相配列検査）
色覚検査（定量的色盲表検査）
精密眼圧測定
静的量的視野
中心フリッカー試験
超音波検査（Ａモード）
動的量的視野
網膜電位図（ＥＲＧ）
立体視検査
両眼視機能精密検査（バゴリニ線條試験）
涙液分泌機能検査
ロービジョン
健診（検診）業務
総 計

件数
3,238
1,435
81
139
224
12,948
157
2,324
15
7
9
3
12,358
844
185
760
266
4
32
22
10
48
4,780
39,889

◆予約制：２名
◆日 時：偶数月の第２金曜日 午後
＊身障手帳の有無は問わない
◆内容
① 問診、視機能評価
② 所持補助具の使用状況と評価
③ 補助具の選定と使用練習
④ 生活における問題の相談
⑤ 福祉施設などの紹介
患者様の視覚に関することでお困りがある時は、
視能訓練士にご相談ください。

本や新聞が読みたい
まぶしくて見づらい
１人での外出は不安
便利な道具が欲しい
生活面で不安
仕事の継続・職探し
就学・進路相談

→
→
→
→
→
→
→

①
①
②
①
②
③
①

②
③
②
③⑤
⑥
④

① 医療
【参考サイト】※かかりつけ医で確認を
日本眼科医会ホームページ
ロービジョンケア施設一覧（滋賀県）

② 生活訓練・支援・図書貸出
【代表窓口】
滋賀県立視覚障害者センター ☎ 0749-22-7901
＜対応時間＞平日：9時30分〜18時

③ 福祉・制度
【参考サイト】
滋賀県庁ホームページ
各市町障害福祉担当一覧

④ 教育
【代表窓口】
滋賀県立盲学校 ☎ 0749-22-2321
＜対応時間＞平日：8時30分〜16時30分

⑤ 視覚障害者団体
†「ロービジョン」とは

いろいろな病気により視力低下や視野・色覚異常や複視などで眼鏡
やコンタクトで矯正しても日常生活で視覚的に不自由を感じる状態
をいいます。

†「ロービジョンケア」とは
Quality of Life（QOL）の向上⇨
困っていることやニーズを把握し、現在、保有する視機能を最大限
に活用して生活や仕事がスムーズに出来るよう医療、福祉、教育な
ど様々な分野からサポートしていくことです。

【代表窓口】
滋賀県視覚障害者福祉協会 ☎ 0749-23-3833
＜対応時間＞平日：9時30分〜18時

⑥ 就労支援
【参考サイト】
滋賀労働局ホームページ
公共職業安定所一覧（ハローワーク）

★相談先がわからない場合…

滋賀県立視覚障害者センター（☎0749-22-7901）
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協力医療機関のご紹介

びわ湖あさがおネット のご案内

協力医療機関のご紹介

ICT がつなぐ、あなたの医療と介護

びわ湖あさがおネット とは？

お手続きの流れ

情報通信技術を活用したコミュニケーション（ICT）を用

窓口にて『びわ湖あさがおネット』に関する

1 説明をお聞きいただきます。

いて、安全に診療情報や在宅療養支援情報を関係機関（病院・
診療所・薬局・在宅医療・介護に携わる機関・施設・事務所）

説明内容についてご理解いただいた上で情報

2 共有に同意いただければ、患者参加同意書に

の間で、患者さんの診療情報・介護情報・療養情報を共有す

必要事項（同意書氏名・記入日等）をご記入
いただきます。

るとともに、将来は情報を活用して、医療の研究や施策の推

ぜぜ診療所

東

所長

まつだ内科胃腸科

昌子

松田

ぜぜ診療所
ぜ長 ぜ
療
［所
］ 東診
昌子
◆ アピールポイント

です。

ご自宅 から再び自宅 まで、 地域が一体となって
患者さまをサポートします。

अһৗƞЎƨ

紹介しますね。

退院できますよ。引き続き、
情報公開してもいいでしょうか？

■ 大津日赤との医療連携について

ש
※共有する情報（同意された患者さまの情報のみ）

◎カルテ

◎医療画像

◎お薬
（処方）
情報など

T大津市昭和町
E L 077-524-8114
2-17 TEL. 077-524-8114
診診療科目
療 科目 内科、
小児科、家庭医療科
内科、小児科、家庭医療科

休休診
土曜日午後、
日曜日、祝日
木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日
診日
日 木曜日午後、
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住
T

所
E

L

大津市雄琴北１丁目6-14
077-577-3210

大津市雄琴北１丁目 6-14

TEL. 077-577-3210

診 療 科目 内科、胃腸内科

診療科目 内科、胃腸内科

休 診 日 水曜日、土曜日午後、
休 診 日 水曜日、土曜日午後
日曜日午後(月末の最終日曜は休診)、祝日
日曜日午後 ( 月末の最終日曜は休診 )、祝日

調子が悪い。
いつもの先生の
ところに行くよ。

詳しく調べた方が
良いので病院を

かかりつけ医さんに診ていただきましょう。

◆ 大津日赤との医療連携について

すべての診療科において専門医の先生方に御高診をいただ
すべての診療科において専門医の先生方に御高診をい
き、特に消化器内科ではポリペクトミーはじめ消化器疾患の処
ただき、特に消化器科ではポリペクトミーはじめ消化器
置や手術でお世話になり感謝申し上げます。また、先生方から
疾患の処置や手術でお世話になり感謝申し上げます。ま
のご丁寧な経過報告と逆紹介もしていただき助かっております。
た、先生方からのご丁寧な経過報告と逆紹介もしていた
どこの科に紹介していいのか困る時でも、地域医療連携室
だき助かっております。どこの科に紹介していいのか困
の皆様が丁寧に対応してくださりありがたく思っております。
る時でも、地域医療連携室の皆様が丁寧に対応してくだ

ƄࠢછƗżଛƛƚƓƏƘŽ

ŻŻƺƔƁϴƅǃƨ
（病院、医師・歯科診療所）

՟ٙֆ՟żǤ»ȃƗϴ໘ǘȀ»ǫ

患者さまメリット1

びわ湖
あさがおネット

病院の情報も閲覧できるの
で、切れ目なく、最新の状況
から医療を継続して受ける
ことができます。

同意する場合は、
同意書
同意書を
記入いただきます。
同意されなければ、
情報公開は行われません。

家族・生活環境
の情報

治療に対する
意思

地域包括
支援センター

調剤薬局

ש

患者さまメリット2
ご自宅での継続治療・療養ができるた
め、日常生活を送りながら療養できます。

訪問看護
ステーション

ށƣŻŻƺƔƁϴƅǃƨ
（病院、医師・歯科診療所）

ƄࠢછƗٲਫ਼ࠚ໘¥໘ຑ

自宅療養で様子を
見ましょう。病院と
同じ薬を出しますね。

A

Q 同意の撤回はできるの？
A いつでもできます。
停止申請書にご署名が必要となるため、ご来院をお願いいたします。

大津市昭和町2-17

情報共有が可能となります。

ませんか？

よくある Q &

所

4 手続き完了後、施設間での

果、処方を踏まえて診療を受けられると安心だと考えになり

たいと思います。

さりありがたく思っております。

住

ための手続きを行います。

違う薬局でお薬を受け取る際、それまでの治療経過や検査結

◆ アピールポイント

■ アピールポイント
おごと温泉駅前に開業し 21 年になりますが、駅に近い
おごと温泉駅前に開業し２１年になりますが、駅に近いことや
ことや日曜診療など患者様の利便性も考えてやってまい
日曜診療など患者様の利便性も考えてやってまいりました。
りました。
消化器内科の経験を生かして胃、大腸の内視鏡検査や超
消化器内科の経験を生かして胃、大腸の内視鏡検査や
音波検査などを駆使して消化器疾患の診療や、様々な症状を
超音波検査などを駆使して消化器疾患の診療や、様々な
抱えた患者様のプライマリ・ケアや、慢性疾患の患者様のかか
症状を抱えた患者様のプライマリ・ケアや、慢性疾患の
りつけ医として、地域医療に貢献していきたいと思います。
患者様のかかりつけ医として、地域医療に貢献していき

3 当院にて、情報を共有する

かかりつけ以外の病院や診療所を受診する場合、いつもと

ש

救急患者搬送時に迅速に対応いただけるので、大変感
■ 大津日赤との医療連携について
謝しております。
救急患者搬送時に迅速に対応いただけるので、大変感謝し
専門科での診療の情報を適切にフィードバックいただ
ております。
けると、診療所医師も患者さんも安心して療養ができ、
専門科での診療の情報を適切にフィードバックいただけてい
心強いです。
るので、診療所医師も患者さんも安心して療養ができ、心強い

まつだ
内長 科
［院
］ 松胃
田腸
博科

進等に役立てるための仕組みです。

ש

◆ 大津日赤との医療連携について

博

まつだ 内 科 胃 腸 科

所

■ アピールポイント
各種健康診断、慢性疾患管理から虚弱老人、フレイル、
各種健康診断、慢性疾患管理から虚弱老人、
フレイル、認
認知症の相談、介護保険申請にも迅速に対応。通所リハ
知症の相談、介護保険申請にも迅速に対応。通所リハビリテー
ビリテーション「げんき」を併設。在宅訪問診察を毎日
ション「げんき」
を併設。在宅訪問診察を毎日実施。介護事業
実施。介護事業所との緊密な連携で在宅での看取りのご
所との緊密な連携で在宅での看取りのご要望にも積極的に対
要望にも積極的に対処。ボランティア喫茶室あり。医療
処。ボランテイア喫茶室あり。医療費負担の相談随時（無料低
費負担の相談随時（無料低額診療事業実施）。
額診療事業実施）。

院長

Q 医療費以外に費用はかかるの？
A 本ネットワークご利用に際して患者さんの費用負担はありません。
Q ウイルス感染などで情報が漏えいしないか不安…
A 高いセキュリティーを確保した専用回線を用いておりますので、
ご安心ください。

参加機関については
ホームページをご確認ください

https://www.biwako-asagao.net/

びわ湖あさがおネット

検索

お問合せ窓口

大津赤十字病院
当院担当部署

医療情報課・地域医療連携課

（平日：午前10時00分〜午後４時00分）
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大津赤十字病院

季節のレシピ

Blueberry tart

旬 の 食 材 の 料 理 のご 紹 介

大津赤十字病院
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黄斑疾患治療

ブルーベリー

眼科部長 山城 健児

栄養について

ブルーベリーに多く含まれるアントシアニンは目の網膜
細胞において光を伝達するロドプシンの再合成を助
け目の疲労を和らげます。
またビタミン C（いちご、キウイ等）、ビタミン E（アー
モンド等）、ビタミン A、ビタミン B 群などのビタミン
類も目に良い働きをすると言われています。

【材料】（1 台分）

◇タルト生地
無塩バター···················· 60g
グラニュー糖 ·················· 30g
卵黄··························1 個分
薄力粉 ························ 100g

◇カスタードクリーム
牛乳·························· 250 ㏄
卵黄··························3 個分
グラニュー糖 ·················· 50g
薄力粉 ·························· 10g
バニラエッセンス············ 少々

◇クレームダマンド
無塩バター···················· 40g
グラニュー糖 ·················· 40g
全卵······························1 個
アーモンドプードル·········· 60g
薄力粉 ···························· 5g
◇トッピング
ブルーベリー
季節の果物
ミント
粉糖（好みで）

One point

今回は本格的なレシピを紹介しましたが
市販のタルト生地を用いて、手作りカスタードクリームと
フルーツをトッピングすると簡単に作れます。

【作り方】

タルト生地を作る。
ボウルにバターを薄くのばし柔らかくなったらグラニュー糖を入れ少し練る。卵黄を入れ均
一になったら振るった薄力粉を加え混ぜる。ラップでくるんで冷蔵庫で休ませる。

カスタードクリームを作る。
ボウルに卵黄とグラニュー糖を入れ少し白くなるまで混ぜる。振るった薄力粉を入れ、沸騰
直前の牛乳を入れよく混ぜる。ザルでこしながら鍋に移し中火でツヤが出るまで練る。最後
にバニラエッセンスを加え容器に入れて冷ましておく。
クレームダマンドを作る。
ボウルにバター、グラニュー糖を入れ少し練る。常温の卵を数回に分けて加え、振るった
粉類を加えて混ぜる。
焼き上げる。
タルト型に 3mmくらいに伸ばしたタルト生地を敷き、フォークで
数か所 穴をあける。その上からクレームダマンドを入れて
170℃のオーブンで 25〜30 分焼く。好みでクレームダマンドに
ブルーベリーを混ぜ込んでも良いでしょう。
成形する。
生地が冷めたらカスタードクリームを塗り、たっぷりのブルーベ
リーや季節の果物を飾る。好みでミントや粉糖で飾りましょう。

視能訓練士の
紹介
京阪石山坂本線

〒520‑8511 滋賀県大津市長等1丁目1‑35
TEL.077‑522‑4131
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ご覧いただけます

協力医療機関のご紹介
ぜぜ診療所・まつだ内科胃腸科

びわ湖あさがおネットのご案内

