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制限していた手術、処置、検査、内視鏡等の再開について

平素より当院の運営に多大なご協力を賜り、誠に有り難うございます。
ご存知のとおり、国内での新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する非常事態宣言
が５月２５日に解除されました。
つきましては、４月１６日付けで当院よりお知らせさせていただきました「緊急性の低い

手術、処置、検査、内視鏡等の実施延期について」を裏面のとおり６月１５日（月）
より解除し再開させていただきます。しかしながら、今後の状況等によっては再度制限を設
ける可能性がございますので、ご了承ください。
なお、COVID-19 院内感染等を防ぐため、当院では患者さんの受入れについて、以下のとおりと
しています。引き続きご理解とご協力を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
・新患患者さんの受け入れは、紹介状のある方に限らせていただきます。
・ご来院の際に付き添いのご家族様等がいらっしゃる場合は、病院施設内 3 密の状況を防ぐため、
必要最低限の人数とさせていただきます。
・受入れ判断のために、お問合せや診療情報提供書の追加送付依頼を差し上げたり、お返事をす
るまでにお時間をいただく可能性がございます。予めご了承願います。

当院の種々の制限によりまして、関係各所の皆様方には大変ご不自由をおかけいたしました。
お詫び申し上げるとともに、ご理解とご協力に心より感謝申し上げます。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

【制限を解除し再開となる手術、検査等の例（診療科別）
】
診療科

延期・中止となる手術、検査等

循環器内科

緊急性の低い心房細動へのアブレーション治療

お問合せ先
077-548-2540

→制限解除 ※詳細 別添 1 参照
呼吸器内科

077-548-2540

呼吸機能検査、気管支鏡検査
→制限解除 ※詳細 別添 2 参照

消化器内科

上部・下部消化管内視鏡検査（胃カメラ・大腸カメラ）

077-548-2544

→制限解除
脳神経内科

末梢神経障害や筋疾患の診断で行う神経伝導検査や筋電図、

077-548-2588

てんかん患者に対する脳波検査、舌や頸部の筋電図、脳波に
おける過呼吸負荷など
→発熱や渡航歴、感染者との濃厚接触について確認したう
えで、すべて実施。 ※詳細 別添 3 参照
消化器・乳腺一 肥満外科手術、成人鼠径ヘルニア（症状が軽微なもの）に対
般外科

077-548-2556

する手術、小児における陰嚢水腫および移動性精巣に対する
手術
→全て再開（但し術前に PCR 検査を受検）

脳神経外科

経鼻神経内視鏡手術（数か月延期が可能な症例）

077-548-2588

→制限解除（但し術前に PCR 検査を受検）
耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科の待機手術と内視鏡検査（悪性腫瘍、合併症の危

077-548-2573

険のあるもの、病状が悪化するものを除く）
嗅覚味覚機能検査、嚥下機能検査、めまい平衡機能検査と聴
覚機能検査の一部
→制限解除（術前に PCR 検査を受検）
ただし、嗅覚味覚機能検査は制限あり
放射線科（部） 緊急性の低いＣＴ、ＭＲ、核医学検査

077-548-2579

→制限解除
歯科口腔外科

エアロゾルが発生するすべての外来手術・中央手術（抜歯手

077-548-2583

術、歯根尖手術顎変形症手術、嚢胞摘出手術等）
→※詳細 別添 4 参照
その他

健診・定期実施、鑑別目的のスクリーニング等
→各診療科へ事前にお問い合わせください。

＜本件に関する問い合わせ先＞
滋賀医科大学医学部附属病院患者支援センター
（医療サービス課地域医療連携係）
事務担当：TEL 077－548－2513
メール hqchiiki@belle.shiga-med.ac.jp

別添 1
077-548-2213

077-543-5839

[内科科学講座（循環器内科）]

+81-77-548-2213

+81-77-543-5839

Division of Cardiovascular Medicine, Department of Internal Medicine

令和 2 年 6 月 12 日
関連病院各位
拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、滋賀医科大学医学部附属病院・循環器内科では
院内感染を防ぐ必要性から診療の一部に制限を設けておりましたが、新型コロナウイルス感染
症について、５月２５日付けで全国の緊急事態宣言が解除されたこと、関連学会からの勧告も緩
和されたことを受け、以下のように制限を変更（緩和）させていただきます。

制限を緩和する処置名：
「心房細動への待期的アブレーション治療」

説明
ア） 心房細動アブレーションについては、CT・胸部レントゲンでの肺野所見の確認のうえ、フ
ェイスシールド・ゴーグル、サージカルマスクの着用など飛沫感染防御を十分にほどこし
て施行させていただくこととします。これは、日本不整脈心電学会の勧告にも合致したも
のです。
イ） 心房細動以外の不整脈へのアブレーション治療や、虚血性心疾患への PCI、末梢動脈疾患
への PTA、大動脈弁狭窄症への TAVI は従来どおり行います。
ウ） 新型コロナウイルス患者ではない重症循環器内科疾患は緊急症例を含め受け入れさせて
いただきます。

お問い合わせは下記連絡先まで頂きますようお願い申し上げます。
敬具
滋賀医科大学 医学部 内科学講座 循環器内科
教授 中川 義久
医局長 小澤 友哉
Tel 077-548-2213

別添 2
077-548-2212

077-548-2212

[内科学講座（呼吸器内科）]

+81-77-548-2212

+81-77-548-2212

Division of Respiratory Medicine, Department of Internal Medicine
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関係医療機関各位

呼吸器内科よりのお知らせ

平素より滋賀医科大学医学部附属病院 呼吸器内科の診療にご支援いただき有難う
ございます。
さて、当科では新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、日本呼吸器学会や日本呼吸
器内視鏡学会からの指針に従い不急の呼吸機能検査や気管支鏡検査の延期を行って
おりました。
しかし、滋賀県を含む全国で緊急事態宣言が解除され、また、当院におきましても
院内 PCR 検査の態勢などが整ってきたことから、新型コロナウイルス感染症に対す
る対策を十分にとりつつ、延期を行っておりました呼吸機能検査や気管支鏡検査を再
開させていただきます。
これまでの 2 ヶ月間大変ご迷惑をおかけいたしました。今後も滋賀医科大学医学部
附属病院 呼吸器内科は患者さんや医療従事者への感染拡大を防ぎつつ、特定機能病
院としての役割を果たして参ります。引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。

滋賀医科大学医学部附属病院
呼吸器内科 教授
中野 恭幸

別添 3
077-548-2111

Department of Neurology

+81-77-548-2111

077-548-2160

内科学講座 脳神経内科

+81-77-548-2160

医療施設関係者各位
脳神経内科から検査再開のお知らせ
平素より滋賀医科大学医学部附属病院

脳神経内科のご支援をいただき誠にありがとうござい

ます。
さて、４月１６日付で本学よりお送りした文書にて、COVID-19 感染拡大予防の観点から、検
査室の密閉性の高い検査について実施を延期させていただいておりましたところでございます。
先生方には大変ご不便とご不自由をおかけしたことをお詫びするともに、ご理解とご協力に心よ
り感謝いたしております。
非常事態宣言解除に伴い、神経筋疾患に対する末梢神経伝導検査や筋電図、てんかん患者に対
する脳波検査を再開させていただきますので、該当する患者様がおられましたらご紹介ください。
尚、検査当日は問診と体温測定を行い、検査の際はマスク着用をお願いしたく存じます。
COVID-19 の感染リスクが高いと考えられる場合は、検査を中止延期させていただく可能性があ
ることをご了解いただけますと幸いです。
新たな感染症の克服に臨みつつ、県内唯一の大学病院脳神経内科として先生方のお役に立てる
よう尽力してまいる所存でございます。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

令和２年６月１２日
滋賀医科大学医学部附属病院
脳神経内科
教授・診療科長 漆谷 真

別添 4
077-548-2354

077-548-2347

[歯科口腔外科学講座]

+81-77-548-2354

+81-77-548-2347

[Department of Oral & Maxillofacial Surgery]
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歯科口腔外科における手術の制限緩和についてのお知らせ

平素より滋賀医科大学医学部附属病院 歯科口腔外科にご協力頂きまして、誠にありがとう
ございます。
新型コロナウイルス感染症流行拡大に伴い、当科では緊急を要する悪性腫瘍・外傷・蜂窩
織炎以外の処置を延期させていただいておりましたが、その間に当院では院内で PCR 検査を
行う体制を整備しました。院内 PCR 検査の場合、検査結果が出るまでの日数が短縮され、より感
染予防効果が期待できます。

そのため、当科では、6 月１日から 8 割程度の全身麻酔管理手術を再開しております。手
術に際しては、事前に PCR 検査及び胸部 CT 撮影を行った上で手術を行います。
また、外来手術（智歯抜歯手術など）におきましても 6 月 15 日より事前に PCR 検査を行った
上で手術を行います。周術期口腔機能管理や外来診療についても段階的に再開していく予定
にしております。
ご紹介いただく患者さんに事前に PCR 検査および胸部 CT 検査を実施させていただくことで、
安心して安全に手術を受けて頂けるよう体制を整えておりますので、引き続きご協力いただ
きますようお願い申し上げます。

滋賀医科大学医学部附属病院

歯科口腔外科

教授 山本 学
外来医長・病棟医長 越沼 伸也

