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新手術棟の運用を開始しました
病院再開発事業の一環として行っ
ていました新手術棟の増築工事
が平成２１年１０月に無事完了し、
１１月２４日には実際の運用を開
始しました。
増築により、手術室を新たに６室
整備するとともに、最新の設備・
機器を導入し、環境の充実を図り
ました。

附属病院 小児病棟プレス向け見学会を実施
また、「暖かさ」と「遊びこころ」を持っ
た空間となるよう、小児病棟内の廊
下の天井・床・壁面に、「瀬田の森」を
イメージし、様々な絵（小児アート）を
描きました。子どもたちが森の中で遊
んだり、発見したり、考えたり、楽しん
Ａ病棟の改修（平成２１年１０月完了） だりできるような病棟となっています。
にともない、小児病棟（５Ａ病棟）はＮＩ
ＣＵ（新生児特定集中治療室）やＧＣ 当日は、複数の報道機関が訪れ、病
Ｕ（新生児回復室）の増床・機能充実 棟内の小児アート・ＮＩＣＵ等の撮影が
行われたほか、病棟作りのポイント
等を行いました。
や小児医療の現状等について取材
が行われました。
本学附属病院 小児病棟の特徴等に
ついて、広く地域のみなさま方に知っ
ていただけるよう、平成２１年１２月１
５日（火）に報道機関向けの小児病棟
見学会を行いました。

病棟を案内する
藤野看護部長

滋賀大学と共同で緊急記者会見を行いました
平成２１年１２月７日（月）に滋賀大学大津サテライトプラザにおいて、滋賀
大学と共同で緊急記者会見を行い、「国の知的基盤である大学の教育研究
の振興と大学予算の確保・充実に向けて〜県内２国立大学法人学長の緊
急アピール」と題した緊急共同声明を発表しました。
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業務改善ポスター発表会を実施
各部署における業務の改善状況を
全学で共有し、さらなる業務改善に
向けての動機付けとなるよう、また
相互の改善に役立てられるよう、学
長の発案のもと、第１回目となる業
務改善ポスター発表会を９月２９日
〜１０月１日に開催しました。
各部署がそれぞれ作成した業務改
善事例ポスターを期間中掲示すると
ともに、１０月１日午後２時からは、
発表者の説明及び全体討論会が行
われました。それを受け、学内外４
名の審査員による審査が実施され、
全２０件のポスターの中から、各賞
が次のとおり選出されました。

最優秀賞： 栄養治療部 「エネルギ
ーコスト削減への取組」
グッドデザイン賞： 病院管理課 「職
員証を使った参加者受付・集計の
効率化」
全体討論会では、「このような取り
組みを今後も継続し、各部署が互い
に良い影響を与えあいながら、大学
全体として、業務改善に取り組んで
いくことが重要。」という意見があり
ました。今後も全学一丸となって、さ
らなる業務改善・サービス向上等に
取り組んでいきます。

発表者による説明

バイオジャパン２００９に出展

マイクロン滋賀 展示ブース

１０月７日から９日の３日間パシフィ
コ横浜にて、「バイオジャパン２００９
−ワールドビジネスフォーラム−バ
イオ再生元年」が、健康、環境（グリ
ーンバイオ）、食糧（機能性食品・Ｇ
ＭＯ）、クラスター＆バイオベンチャ
ーの４つを主軸テーマに開催されま
した。

ム」の研究成果を展示・発表致しま
した。 また、本学外科学講座・ＭＲ
医学総合研究センター・生化学・分
子生物学講座・臨床検査医学講座
等が行っている都市エリア産学官
連携促進事業（発展型）の成果報告
の展示・発表も滋賀県産業支援プラ
ザが行いました。

本学からは、大学発ベンチャー企業
である株式会社マイクロン滋賀が、
「マイクロ波関連次世代手術システ

各ブースともユニークな内容で関心
を呼び、熱心な質問に丁寧な説明
が行われました。

第３５回解剖体慰霊式を執り行いました
１０月１５日（木）午前１０時から本学
体育館において、ご遺族、ご来賓、
しゃくなげ会会員及び教職員・学生４
６０余名の参列の中、厳かに第３５
回滋賀医科大学解剖体慰霊式を執
り行いました。このたびは系統解剖
３６霊、病理解剖３２霊、法医解剖８
６霊、計１５４霊を新たにお祀りし御
霊のご冥福をお祈りしました。

慰霊式は、出席者全員で御霊に黙
祷を捧げ、諸霊芳名拝誦、馬場学長
及び学生代表による慰霊の辞、山中
しゃくなげ会理事長の献辞、出席者
全員による献花が行われました。
最後に、ご遺族代表のご挨拶に続
き、本学教授代表として病理学講座
の杉原教授から挨拶があり、閉式と
なりました。
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参列者による献花

外国人留学生等の学外研修を実施しました
平成２１年１０月２０日（火）に、留学
生等の学外研修としてバス旅行を実
施しました。今回は、滋賀県の文化
施設と地域理解を図るため、信楽の
ミホミュージアムと陶芸の町並みを訪
れました。

信楽では陶芸を体験しました

湖南アルプスの山中にあるミホミュー
ジアムは、I.M.ペイ氏により信楽の自
然に融合した「桃源郷」をテーマに建
築されたもので、南館のエジプト、西
アジア、ギリシャ・ローマ等の古代美
術、西館の日本美術の素晴らしいコ

レクションの数々に触れることがで
き、心を豊かにすることができまし
た。
また信楽の町では、陶芸の代表作で
ある「たぬき」の由来説明を受け、和
気あいあいとした雰囲気の中、ろくろ
体験として実際に土にふれ、コーヒー
カップや花瓶など力作を完成させまし
た。信楽焼きの素朴な温かみに惹か
れ、手には大きな荷物も見られ、後
日届く自分の作品の焼きあがりを楽
しみに帰路につきました。

高校生らを対象に体験授業を実施
学園祭「若鮎祭」期間中の１０月２４
日（土）に、生化学・分子遺伝学講座
分子遺伝学部門 小島准教授を講師
に「遺伝子治療：できることとできない
こと」というテーマで体験授業を開催
しました。当日は、県内外から高校
生、保護者等合わせて５１名の参加
がありました。
アンケートの結果から、テレビ等で頻
繁に取り上げられている「インフルエ
ンザ」、「ｉＰＳ細胞 とＥＳ細胞との違

い」等について関心が特に高く、熱心
に興味深く受講していただきました。
また、パワーポイントのスライドを使
用した講義は、「高校生にも大変わ
かりやすくてよかった」「思っていたよ
り本格的なものだった」との感想が多
く、「滋賀医科大学に入学したくなっ
た」「勉強に対するモチベーションが
上がった」という感想も多数ありまし
た。

51 名の参加者がありました

平成２１年度滋賀医科大学学生表彰を実施
平成２１年１０月２４日（土）第３５回若鮎祭の開会式に引き続き、学生表彰
の表彰式が執り行われました。平成２０年９月から平成２１年８月までの間
に優れた実績・評価をおさめた下記の２名及び５団体に馬場学長より、表
彰状と副賞が渡されました。表彰式は快晴のもと、多くの学生の見守る
中、和やかな雰囲気で、かつ盛大に行われました。

表彰式の様子

受賞者
医学科第５学年
池田 瑞穂
端艇部
端艇部男子舵手
付きフォア
端艇部
塩見 一徳
ラグビー部
女子硬式庭球部
男子 バレー ボー
ル部

受賞理由
病理学講座で研究に従事。その結果、英文論文の共同発表者として、
2009 年 8 月に Vaccine 誌（インパクトファクター3.3）に受理された。
第６１回西日本医科学生総合体育大会 ボート部門総合優勝
第６１回西日本医科学生総合体育大会 男子舵手付きフォア部門優勝
第６１回西日本医科学生総合体育大会 男子シングルスカル部門優勝
第６１回西日本医科学生総合体育大会 優勝
第６１回西日本医科学生総合体育大会 優勝
第５回日本医歯薬大会 優勝
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第 23 回滋賀医科大学公開講座を開催
演を、 10 月 19 日は、地域医療シス
テム学講座 高橋教授と越田講師に
よる「滋賀県における周産期医療の
現状と将来」の講演を、 10 月 26 日
は、病理学講座 杉原教授による「が
んをどう理解したらよいか」、泌尿器
10 月 5 日は、脳神経外科学講座 野 科 岡本講師による「前立腺がんを
崎教授による「頭の検査で病気が見 通じて癌を考える」の講演を行ない、
つかったら」、病理学講座 伊藤准教 参加者は熱心にご聴講されました。
授による「新型インフルエンザ」の講
去る 10 月 5 日・19 日・26 日に、草津
市立まちづくりセンターにおいて、延
べ 117 名のご参加をいただき第 23
回滋賀医科大学公開講座を開催しま
した。

延べ 117 名の方に
ご参加いただきました

「医の倫理」の先駆者 中川米造 回顧著作展を実施
本学附属図書館で、資料展示会 「医
の倫理」の先駆者 中川米造 回顧著
作展 -“医”とは何かを問い続けてを開催しました。
期間：平成 21 年 10 月 30 日（金）〜
11 月 30 日（月）

中川米造先生が、本学広報誌「勢多
だより」に執筆された記事など、滋賀
医大にゆかりのある資料の展示も行
いました。また、 記念誌（全 69 頁）に
は 佐野晴洋元学長もご寄稿ください
ました。

図書館前のポスター

しが医工連携ものづくりネットワーク会議が開催されました
文部科学省と経済産業省が共同で
実施する平成 21 年度「産学官連携
拠点」に、「しが医工連携ものづくり産
学官連携拠点」として採択されまし
た。
１１月４日（水）は、その第１回しが医
工連携ものづくりネットワーク会議が
コラボしが２１にて開催され、本学か
らは、福井 浩司 研究協力課長が、

「本学における産学官連携への取
組」について紹介を行い、MR 医学総
合研究センター長 犬伏 俊郎 教授
が、「新規金ナノ粒子の医療分野へ
の応用展開」について講演発表を行
いました。
産学官あわせて約１００名の参加で、
それぞれの発表に対し、熱心な質問
が行われました。

犬伏教授による講演

平成２１年度研究動物慰霊式を執り行いました
11 月 12 日（木）午後 3 時から、滋賀
医科大学研究動物慰霊碑前におい
て平成 21 年度研究動物慰霊式を執
り行いました。

鳥居教授による慰霊の辞

慰霊式には、学長、副学長をはじめ
100 名余りが出席し、出席者全員に
よる黙祷を行った後、動物生命科学
研究センター長の鳥居隆三教授、利
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用者会議議長の相見良成准教授よ
り慰霊の辞が述べられました。
その後、出席者全員が献花を行い、
過去一年間（平成 20 年 10 月〜平成
21 年 9 月）に実験に供された動物の
冥福を祈り、厳粛のうちに終了しまし
た。

新手術棟・小児科病棟完成内覧会及び懇談会を実施
平成２１年１１月１５日（日）に新手術
棟及び小児科病棟の完成内覧会を
開催しました。
当日は、滋賀県選出の国会議員、地
方自治体（滋賀県、大津市、草津市、
守山市）、滋賀県医師会等の来賓を
お招きし、最新設備が整備された新
手術室、及び小児科病棟のＮＩＣＵや
廊下・壁・天井に描かれた「小児アー
ト」を内覧していただきました。

引き続き行われた馬場学長、柏木病
院長及び本学関係者との懇談会で
は、地域医療の充実に向けた本院へ
の要望や期待などを拝聴しました。ま
た、馬場学長からは「今後も地域の
中核医療機関としての役割を果たし
ていきたい」との抱負が述べられるな
ど、貴重な意見交換の場となりまし
た。
小児科病棟を内覧する
三日月政務官

クリスマスイルミネーション点灯式が行われました
附属病院では、玄関前のスペース等
を利用して「クリスマスイルミネーショ
ン」を設置しています。この催しは看
護広報活動推進委員会が中心となっ
て、毎年実施している季節行事で、
患者さん、地域住民の方々、病院ス
タッフに大変親しまれています。
初日となる１１月２４日の午後５時か
らは、患者さんやご家族にもお集まり

いただき、柏木病院長らによる点灯
式を行いました。一斉に浮かび上が
った幻想的なイルミネーションに歓声
と拍手がわき上がりました。
点灯期間：平成２０年１１月２４日
（火）〜平成２０年１２月２５日（金）

点灯式の様子

平成２１年度地震防災訓練を実施
平成２１年１２月４日（金）に平成２１
年度地震防災訓練を実施しました。
平成２１年６月１日付け消防法令の
改正を踏まえ、琵琶湖西岸断層帯で
発生した震度７の地震を想定し、初
動態勢訓練、避難及び避難誘導訓
練、初期消火訓練、応急処置及びト
リアージ訓練、情報伝達訓練等を実
施しました。

「滋賀医科大学防災マニュアル」及び
「滋賀医科大学医学部附属病院防災
マニュアル」に基づき、自らの安全を
確保、迅速な防災体制に移行等一連
の対応行動を身に付け、防災意識の
高揚を図ることにより、教職員、学生
並びに附属病院における患者さん等
の生命身体の安全を図ることを目的
としたものです。
トリアージ訓練
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生協食堂に TABLE FOR TWO のメニューが
新たに加わりました
本学の生協食堂に、TABLE FOR
TWO のメニューが新たに加わりまし
た。

での学校給食のために寄付する試み
です。 20 円はちょうど支援先での給
食 1 食分に相当します。

TABLE FOR TWO とは、開発途上国
の飢餓と先進国の肥満や生活習慣
病の解消に同時に取り組む、日本発
の社会貢献運動です。具体的には、
日本の食堂において、カロリーを抑
え、栄養バランスに配慮したメニュー
を提供し、1 食につき 20 円をアフリカ

現在、日本各地 200 以上の大企業
や大学食堂で導入が進んでおり、延
べ 103 万 5,359 食（21 年 6 月時点）
がアフリカのウガンダ、ルワンダ、マ
ラウィといった国々の子どもたちのた
め支援されました。

TABLE FOR TWO のメニュー

附属病院 院内クリスマスコンサートを開催
当日は約７０名の来場者があり、バイ
オリン、ピアノ、パーカッションによる
演奏を楽しんでおられました。
コンサートは、クリスマスにちなんだ
曲目（「赤鼻のトナカイ」、「ジングルベ
これは主に入院患者さんを対象とし
ル」）、「美女と野獣」、「となりのトト
たイベントで、「病院にいることを忘れ ロ」などが演奏されたほか、「川の流
られるようなひと時を」との思いで、本 れのように」では来場者全員が合唱
学卒業生等が毎年開催しているもの するなど、なごやかな雰囲気の中で
です。
行われました。
１２月１８日（金）午後５時から附属病
院Ｄ病棟６階の展望レストランにて、
恒例のクリスマスコンサートを実施し
ました。

コンサートの様子

５Ｄ病棟 看護師有志によるハンドベル演奏会を開催
１２月２４日午後、附属病院の５Ｄ病
棟デイコーナーにて看護師有志によ
るハンドベルの演奏会を開催しまし
た。クリスマスイブ当日の開催となっ
た今回は「きよしこの夜」「星に願い
を」の２曲が披露されました。

会場には透き通るような鈴の音が響
き渡り、詰めかけた入院患者さんら
は手拍子を打つなど思い思いに楽し
んでおられ、アンコールの声が掛か
るなど、盛況のうちに終了しました。

５Ｄ病棟看護師有志の演奏

国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2012
-6-

平成 22 年 1 月〜3 月の行事予定

１月１６・１７日

大学入試センター試験

１月３０日

市民の健康を考える会「栄養で防ごう脳の病気」

２月２５・２６日

一般選抜試験

３月

一般選抜試験合格発表

９日

３月２５日

卒業式

大学概要

所在地：
〒５２０−２１９２
滋賀県大津市瀬田月輪町
開学：
１９７４年１０月１日

役員：
学長
理事（教育等）
理事（医療等）
理事（経営等）
理事（総務等）

馬場忠雄
服部隆則
柏木厚典
村山典久
脇坂信夫

活動内容：
教育・研究・診療

担当
企画調整室

TEL:
077-548-2012

FAX:
077-543-8659

E-MAIL:
hqkouhou@belle.shiga-med.ac.jp
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本学 Web サイト URL:
http://www.shiga-med.ac.jp/

報道された滋賀医科大学

（平成 21 年 10 月〜平成 21 年 12 月）

教育関係
朝日
各紙（2 紙）
朝日
朝日
京都
京都
中日

滋賀医大で史上最高齢の博士号取得者
滋賀医科大学管弦楽団第 51 回定期演奏会
｢医学生 残って」切り札は「里親」.
｢環境世紀」へ‐バイオが拓く
医学・哲学・倫理シンポや研究発表
６１歳医師に博士号
６１歳 山崎さん 博士号取得

中日
読売
朝日
産経
日経
中日
日経産業

在日ブラジル人女性の出産や育児支援
寝室の環境整え熟睡
枕を使って安全採血
歯周病が血糖管理に悪影響
マウスの ips 細胞 精子のもとを作製
眠気対策、進行せず 鉄道運転士「ヒヤリ」
アルツハイマー病早期診断

2009/12/28
2009/12/23
2009/12/18
2009/12/16
2009/12/16
2009/12/16
2009/12/09
2009/12/06
2009/12/06
2009/12/01

京都
毎日
PRESIDENT
各紙（4 紙）
京都
中日
朝日
読売
読売
読売

がん治療 情報共有化へ
小児病棟を大規模回収 天井などに楽しい絵
全国 4000 病院実力ランキング
搬送中の救急車衝突
滋賀医大附属病院小児病棟に「和みの森」
救急車が衝突事故
クリスマスイルミネーション
病院の実力 まずは原因見極めを
慢性化防止へ早期受診（ペイン福井先生）
病院の実力 関節リウマチ

2009/12/01
2009/12/01

滋賀報知新聞
京都

県下 8 病院 DMAT 体制確認
東近江に注目 地域医療の将来像

2009/11/30
2009/11/28
2009/11/24
2009/11/20
2009/11/07
2009/11/01
2009/10/29
2009/10/25
2009/10/21
2009/10/21
2009/10/11
2009/10/07
2009/10/07
2009/10/06
2009/10/04

京都
中日
朝日
読売
中日
読売
読売
読売
京都
中日
毎日
読売
京都
読売
京都

東近江市がフォーラム 地域医療在り方探る
あす地域医療フォーラム開催 東近江
診療所連携 科目日替わり
臨床研修医マッチング 山形大は充足率８０％、健闘際立つ
東近江、湖東、湖北医療圏 病院機能を再編
病院の実力（呼吸器の病気）
血液製剤の海外産切り替え続出
県内の乳児死亡率改善
入院生徒に教室を 院内学級へ署名協力呼び掛け
院内中学設置求める
新型インフルエンザワクチン接種 来月から
ワクチン 大津市 来月から接種へ
国の｢地域医療再生計画」.
2 医療圏 病院再編など
新型インフルエンザ脳症 守山男児死亡

2009/12/12
2009/12/01
2009/11/23
2009/11/04
2009/10/30
2009/10/02
2009/10/02

研究関係
2009/12/03
2009/11/27
2009/11/26
2009/11/14
2009/11/02
2009/10/24
2009/10/06

病院関係

国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2012
-8-

2009/10/04
2009/10/03

朝日
朝日

ご存知ですか HbA1c？今日からできる糖尿病対策
湖国の人たち（松田名誉教授）

社会連携関係
2009/11/25

日本古書通信

2009/11/17

読売

2009/11/11
2009/11/04
2009/11/01
2009/10/30
2009/10/30
2009/10/28
2009/10/23
2009/10/20

朝日
各紙（３紙）
読売
京都
中日
朝日
産経
読売
看護実践の科
学
朝日
読売
中日
産経
読売
中日
読売

2009/10/20
2009/10/14
2009/10/14
2009/10/08
2009/10/06
2009/10/06
2009/10/05
2009/10/01

「医の倫理」の先駆者 中川米造回顧著作展 滋賀医科大学
附属図書館
滋賀医科大学「眠りで滋賀を元気にする！」
市民公開講座「眠りで滋賀を元気にする」.
「医の倫理」先駆者 中川米造回顧著作展
中川米造追悼記念シンポジウム
故 中川教授の業績回顧
中川米造回顧著作展ー｢医」とは何か問い続けて
日本医学哲学・倫理学会特別講演シンポジウム
中川米造追悼記念シンポジウム 11 月 7 日、滋賀医科大学
第 2 回県脳卒中市民公開講座
｢医の倫理」先駆者 中川米造回顧著作展
中川米造回顧著作展 30 日から滋賀医大
検証 嘉田県政 子育て、環境に全力を
皮膚の日・市民フォーラム
滋賀医科大学が健康教育学習会を開催
滋賀医科大学健康教育学習会受講生募集
草津の 13 小学校で県内大学長が授業
学長が講師 小中で特別授業

管理運営関係・その他
2009/12/12
2009/12/08
2009/12/02
2009/10/29
2009/11/07

京都
各紙（5 紙）
朝日
東洋経済
京都

県「医工連携」ピンチ
滋賀大と滋賀医科大 予算消滅 異議有り
事業仕分け 産学官連携「廃止」憂慮
特集 本当に強い大学 2009
08 年度の国立大評価 中間目標達成、ほぼ順調
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