
◎ JR 東海道線「南草津」駅下車　徒歩 15 分
◎近江鉄道バス・帝産バス「東矢倉南」バス停下車　徒歩 1 分
◎タクシー／JR「南草津」駅から約 5 分　JR「草津」駅から約 15 分
◎乗用車／［栗東方面行］京滋バイパス「東矢倉南」交差点右折後すぐ　［瀬田方面行き］京滋バイパス「東矢倉南」交差点左折後すぐ

受付時間：平日 AM8:00 〜 11：30 ／PM16:00 〜 19：30
　　　　　土曜 AM8:00 〜 11：30 のみ

栄養科病院紹介
第6回

連載

　こんにちは、栄養科で主任をしている佐藤です。
　今日は栄養科について紹介させていただきます。
栄養科事務所、厨房、食堂は5階にあり、とても見
晴らしの良いところで、食堂は一般の方も利用でき
ますので、機会があればご利用下さい。
　栄養科の職員は年齢層が20～ 70代と幅広く、管
理栄養士（私を筆頭に3名）、栄養士（1名）、調理師

（6名）、調理補助（10名）計20名が働いています。
　栄養科の主な仕事は、まず入院中の患者さまに
食事を提供することです。
　患者さまは、赤ちゃんからお年寄りまで年齢層は
様々ですが、入院中の食事は、医師の治療同様、
患者さまの早期回復する上でとても重要な位置を
占めています。患者さまが満足して食べられて、早期
回復に繋がるよう個人の食生活や嗜好などを伺い
ながら、医師、看護師、栄養士などチーム医療で相談
して提供しています。
　高齢者社会を迎え、ご高齢の入院患者さまが増加
しています。ご高齢の方は高血圧症、糖尿病、高脂
血症などといった生活習慣病を持病にもつことが
普通です。そういった入院患者さまには、退院後の
食事に参考になればと、栄養のバランスのとり方や
味付けの工夫などについて指導を行っています。

　また外来通院患者さまには、栄養の自己管理を
継続してもらえるように、個々に合わせた食事療法の
提案を行っています。月2回程度地域で、栄養士の
視点から健康に役立つ医療講演も行っております
ので、ぜひ聞きに来て下さい。
　さて栄養に関する医療の大きな学会に、日本静脈
経腸栄養学会があります。
　この学会は、年に一度栄養に関しての学術集会が
開かれて 1万人以上の医療関係者が全国から参加
する非常に大きな学会です。
　今回私たちは、今年2月に神戸で開かれた第30回
日本静脈経腸栄養学会学術集会で発表しました。
大きな手術を受けた超高齢のかたが順調に回復した
ことに対して、栄養科が貢献し、成果が得られたこ
とを病院と栄養科を代表して私が発表してきました。
今回の経験を生かし、
今後も継続して、患者
さまの治療に役立てられ
るよう医師、看護師と
共に栄養科職員一同で
取り組んでいきたいと
思っています。

近江草津徳洲会病院ロゴデザイン
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県の木「もみじ」 、郷土の花「しゃくなげ」 、県の鳥「かいつぶり」、「地域の人々」 、「琵
琶湖の水」、そして「徳洲会のロゴ」をあしらい、自然豊かな滋賀県を、木をモチー
フにあらわしました。「徳洲会のロゴ」の鳥がー羽その木にとまることで、滋賀県に
おける地域医療の 1 ピースとして存在したいことを表現しています。
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「みんなでつくるみんなの病院
　　　　　  Change The  ○○」

今年度キャッチフレーズ

第30回
日本静脈経腸栄養学会
学術集会に参加



　近江草津徳洲会病院に御入職されました皆様、
誠におめでとうございます。
　当病院は、国内に68施設あります徳洲会グループ
の、53番目の病院として設立されました。
　許可病床数は、199床でありまして、155床が急
性期病床、その内８床が地域包括病床、44床が療
養型病床でございます。
　この病院の理念；「生命だけは平等だ」は、創業者 
徳田虎雄先生の、いのちに対する深い平等愛、慈しみ
の精神がその根底にあります。
　社会的境遇がどうあろうと 区別することなく病の
苦しみから救ってさしあげたい
　そうした想いが、私たちグループの共通の理念で
ございます。
　さて、新しい職場に就く皆様は、仕事への姿勢と
して当然、新人としての、『謙虚な気持ち』を、ごく
自然にお持ちであろうと思います。
　今まで、何年かの経験があって「環境が変わった
だけだ」と思う人であっても、今日から心を新たに
して、新たな人間関係に入るという意味では、ゼロ
からの再スタートという気持ちをお持ちであろうと
思います。そうした、謙虚さとか再出発の際の、白
紙の気持ちとかをどうか大事に、記憶しておいて頂
きたいと思います。
　仕事に慣れて、いつか先輩となり、また、周り
から認められることもあったりして、いつの間にか、
当初の謙虚さはうせてきて、知らないうちに横柄に
なったり、知らないうちに増上慢になったり、知ら
ないうちにまわりが、自分の意のままにならなけれ
ば愚痴、不平不満をぶちまけるような人が、時折出
てきます。
　そうした、魔境 (心の危機）ともいうべき、環境
やひとのせいにするような気持ちに、陥らないため

にも、或いは、人を批判し、攻撃だけして、事足れり
とするような人間にならないためにも、皆様は、志を
高く持って頂きたいと思います。目標を高く持って頂き
たいと思います。
　自分はまだまだである。これからである。他人と
比較して勝った負けたと、思ってはいけない。
　 自 分 自 身 の な か の 志 、 目 標 の 高 さ 。 これ を
version up して、その内部理想に向けて常に努力
する皆様方であってほしいと思います。
　他人との比較で、悩むなかれ。
　比較すべきは、現在の自分と、未来の自分のある
べき姿です。自分のなかにおいての現在と未来の
理想像とを比較して下さい。
　そういう意味では、戦う相手は、他人ではありま
せん。競争相手は、他人ではありません。『自分自身
との闘い』です。
　いつも謙虚に努力し、前進するならば、たとえ
失敗し、挫折したとみえるようなことがあっても、そこ
から教訓を学びとって、再び立ち上がったならば、
それは、挫折ではありません。失敗ではありません。
前進したのであり、進化したのであり、人生に勝利
しているんです。
　奢ることなく、威張ることなく、常に努力を重ねる
皆様であって下さい。
　以上が皆様に贈る、
私からの言葉です。
皆で頑張りましょう。　　

　この度、平成 27年4月1日付けで当院副院長の任を
拝命いたしました。若輩者の自分がこのような重要な
職務を任せていただけたのも、これまで皆様方のご指
導、ご鞭撻のあったおかげであると感謝しております。
　今までは自分の診療科である心臓血管外科を中心
に考えてまいりましたが、今後は病院全体のことを
考えていかなければならないと決意しております。
　心臓血管外科の診療は、チーム医療の大切さを痛感
する診療科です。最近では心臓血管外科の診療に対して、
ハートチームという言葉も海外より発信されており、国
内外においてチーム医療の重要性が謳われております。
　ハートチームは心臓血管外科、循環器内科、放射
線科、麻酔科のドクターが協力して傷病の治療を行う
ものと定義されております。しかし本当のチーム医療
はドクターだけでなく、看護師はもちろん薬剤師、
臨床工学技士、リハビリ、検査技師、放射線技師、
栄養士、病院事務員等が協力して医療を行うことだと
思っています。
　徳洲会創業者の意志である、「生命を安心して

任せられる病院」、を目指すためにもチーム医療は
不可欠です。近江草津徳洲会病院が本当のチーム
医療を行えるために何が必要で何が不必要なのか、
自分にできることは何なのかをもう一度見つめ直し
て実行していきたいと決意しております。
　幸い、青嶋院長先生の計らいで副院長就任後に
医療安全の責任者に任命していただきました。
　生命を安心して任せられる病院にするためには
医療安全の充実なくして実現不可能と考えておりま
したので、身が引き締まる思いとともにやってやろう
という強い決意を新たにしております。
　地域の皆様から安心して生命を任せられる病院を
目指して頑張ってまいりますので、
今後とも末長くご指導、
ご鞭撻のほど宜しく
お願い申し上げます。
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近江草津徳洲会病院 入職式平成27年度

近江草津徳洲会病院
院 長  青 嶋 實

近江草津徳洲会病院

副院長  小池 雅人

近江草津徳洲会病院

副院長  佐々木 英幸

　平成16年7月に、当院に整形外科部長として赴任
して以来、整形外科の診療を中心に行なってきま
した。
　特に骨折などで早急に手術を必要とする患者さん
を積極的に受け入れ、ここ数年は、年間 600件くら
いの手術を整形外科全体で行なってきました。
　今後も手術や入院加療を必要とする患者さんを積
極的に受け入れるとともに、整形外科だけでなく、
病院全体を見渡して、この病院を必要とする患者さん
に、良質な医療を提供できるような体制をつくって
いくよう努力します。

　医療機器が発達しても、医療は器械が行うもので
はないので、やはり一番大事なのは人材だと思いま
す。よいスタッフを育てる、働きやすい環境を整える、
やりがいを感じられる職場作りをすることなどに留
意していくつもりです。



最近注目されるインターフェロン（IFN）・フリーの治療について
C型肝炎：

　我国では人口の高齢化に伴い、高齢者の肝癌も増加し、年間
約3万人が肝癌で亡くなっている。その約70％はC型肝炎ウイルス
（HCV）感染で、約200万人のC型肝炎の患者が認められる。
　輸血や血液製剤などによりHCVに感染すると、約30％は自然
治癒するが、約70％は慢性化（慢性肝炎）し20～30年間で肝硬変、
更に肝癌に進展する。
　慢性 肝炎のステージは肝 組 織の線 維化によりF1～F4（F4
は肝硬変）に分けられ、肝発癌率は年間でF1：0.5％、F2：1.5％、
F3：3％、F4：7％と高くなる。それ故慢性肝炎のうちにHCVを
消失させ、肝癌への発症を抑える治療が望まれる。
　C型慢性肝炎は症状がないか、時に全身倦怠感が見られる
程度で、健診や献血でHCV抗体陽性を指摘される事が多い。
　C型慢性肝炎の治療にインターフェロン（IFN:肝細胞でのHCV
増殖抑制作用、免疫調整作用を持つ）や、抗ウイルス 剤（リバビ
リン：RBV 製品名 レベトール）が用いられて来たが、HCVが排除
された著効（Sustained Viral Response:SVR）はIFN単独で約5%
併用で約50%と、難治性慢性肝炎患者（HCV I 型高ウイルス量）

に、成績は今一つ振るわなかった。
　昨 年9月に認可された新規 抗ウイルス剤（D i re c t  Ac t i ng 
A nt i v i r a l s：DA A s）、経口薬 2剤ダクラタスビル（製品名：
ダクルインザ）アンナプレビル（同スンベプラ）療法は下記図の如く、
①IFN+RBVなど前治療無効例、②同不耐容、不適例、③代償性
肝硬変にもSVR：80～90%に見られ、優良な成績が得られて
いる。
　しかしSVRが100%にならない理由として、HCV遺伝子変異に
よる薬 剤耐性が上げられ 、新規 DA A s療法ではダクルインザ
に対し、HCV遺伝子L31、Y93変異の有無が重要で、変異がある
とSVRも40～50%に低下する。
　新規DAAs療法の副作用として鼻咽頭炎、発熱、肝機能障害が
上げられるが頻度は少ない。
　当科ではC型慢性肝炎患者さんに、DAAs療法前に採血でHCV
変異の有無を調べ、一泊入院の肝生検により慢性肝炎のステージ
を決め、その後外来でのDAAs療法を24週間行い、多くの患者
さんのC型肝炎よりの治療を目指している。

顧問  結城  武彦

近江草津徳洲会病院
消化器内科
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「育児休暇期間があけて」

看護の日

「この仕事の責任とやりがい」

6階西病棟 看護補助者
河野 法代さん

　私が近江草津徳洲会病院に入職させていた
だいて、1 年 9 ヶ月が経とうとしています。
　こちらに入職する前は、工場で物相手の仕事
をしていましたので、病院に入職すると人生で
初めて、人間相手の仕事をする事になります。
　面接の時、看護部長さんにその事を話すと

「物と人相手ではまったく違いますが大丈夫で
すか？」といわれました。
　今思えば、人間相手の仕事の厳しさや大変さ、
責任の重さを仰っていたのだと分かりました。
　当時、そんな部長さんの思いも分からずに、
私は「やります！」と言い切った事を今でも覚
えています。あの時、何の自信も無かった私を
採用して頂き、本当に感謝しています。
　無事に入職できましたが、実際に仕事をして
みて看護部長さんから言われた言葉の意味が
よく分かりました。

　患者さんの症状の悪化や、お亡くなりになる
のを目の当たりにしたり、初めて聞く医療用語
や経験した事も無い事が沢山あったりと、この
仕事の大変さを痛感しました。しかし、何も分
からない私に先輩から丁寧な指導をして頂き、
ゆっくりですが仕事にも慣れてきました。
　今は、勤務の前に患者さんの様子や情報を
自分から聞いて、仕事に役立てるように心がけ
ています。日々体調の変わる患者さんの様子
に早く気づいて、看護師さんに報告することに
より、患者さんが少しでもより良い療養生活が
送れる手助けが出来たらいいなと思っています。
　この仕事をはじめて、あらためて命の大切さ
やその重みを感じると共に、責任とやりがいを
感じています。これからも学ぶことが沢山ある
と思いますが、ご指導のほどよろしくお願い
します。

　私は 1 月に、2 回目の 1 年間の育児休暇が
明けて、4 西に復帰しました。復帰の際 4 西
に戻りたいと希望した事には 2 つの理由があ
ります。1 つは急性期の看護でまだ学びたい
事がたくさんあること、もう一つが妊娠中に
大切にして下さった方に一生懸命業務をする
事でお礼をしたいと思ったことです。
　今回この育児休暇の復帰前、病棟にたくさ
んの妊娠中のスタッフが 4 西病棟におられる
と知りました。1 年前妊娠中には思う様に体
も動かず、精神的にもどかしい気持ちで辛く
なる事が多かった事を思い出しました。
　看護業務の中には力仕事が多い中周囲は
私をその作業からさけてくれました。しかし、
多忙な仲間を見ると周囲に迷惑をかけて重荷
になっていないか不安な毎日でした。しかし
周囲は優しく気づかってくれました。時折そん

な気持ちを申し訳なく思い仕事を続ける事が
周囲にとって自分にとって良い事なのか悩み
ました。妊娠に足を引っ張られている様な思
いになり自己嫌悪に陥ることもありました。今
はかわいい子どもたち 2 人を見ると周囲への
感謝が止まりません。
　今、出産を終えて職場に復帰して思う事は
今妊娠中の仲間やこれから妊娠・出産を迎え
る方には、無理をせず仕事を続けて元気な赤
ちゃんを産んでほしいということです。
　看護師はまだまだ女性が多い職場です。妊
娠・出産を経験したばかりの今の気持ちがきっ
と役に立つと思います。自分が病棟で大 切
にしてもらえた様に自分の経験をいかし、妊
娠中の方がすごしやすい環境づくりを全力で
行っていきたいと思います。

　当院では 5 月14 日（木）10 時半から14 時、当院の
1 階特別診察室にて「看護の日」のイベントを開催
いたしました。
　「看護の日」とは近代看護を築いたフローレンス・
ナイチンゲールの誕生を記念して全国各地で様々な
記念イベントが開かれています。当院でも血圧、身体、

脳年齢等の健康チェックや栄養相談、退院後の相談
コーナーを設けさせていただきました。壁には職員の
子供たちの絵が飾られたり、職員家族による写真が
展示されたりして非常に和やかな雰囲気で沢山のかたに
ご来場いただきました。
　ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

朝のスピーチとは…。当院では毎朝の朝礼時、スタッフの代表者が医療に対する思いから
自身の趣味まで自由にスピーチを述べています。その一部を皆様にご紹介させていた
だきます。朝のスピーチ

4階西病棟 看護師
寺田 恵美さん

院内
イベント

紹介



❶臨床検査技師　　　　　　　　　　　　　　
医療系の仕事に就きたいと、中学の頃から
考えていたので、大学進学の時に、医療系の
仕事に何があるかを調べ自分に一番あって
いるのは臨床検査技師だと思ったからです。

❷徳洲会グループの一員として、皆様の役に立
てるよう自分の技術を向上させたいです。

❸読書、映画鑑賞
❹社会人として、これから頑張ります。よろしく
お願いします。

馬場 麻世さん

❶理学療法士　　　　　　　　　　　　　　　
高校生の頃に部活の試合で怪我をしてしま
い、リハビリを受けました。そのとき、お
世話になった理学療法士に憧れ目指すよう
になりました。

❷新卒ですので、知識・技術ともに未熟ですの
で、日々勉強していきたいです。

❸バドミントン、車でドライブ
❹みなさん、よろしくお願いします。

大辻 徳恭さん

❶臨床工学技士　　　　　　　　　　　　　　　　
　元々医療に興味があった事や、品質管理の仕事を
していましたので、医療機器の品質向上に役立て
るのではないかと思い臨床工学技士になりました。
また、殺菌、滅菌に自分の性格上興味があり学ん
でみたいという思いがあったのも理由の一つです。

❷臨床工学技士としての専門性を高め患者様としっか
り向き合っていける様になっていきたいです。ま
た臨床工学技士としてだけではなく医療人としても
成長し仕事に従事していける様頑張ります。医療人
として在宅医療にも興味があり機会があれば勉強
していきたいと思っています。

❸読書、旅行、掃除、卓球
❹患者様の疑問や不安についてしっかりと答えていける様
に頑張っていきます。理解や納得をしていても不安は
あると思います。患者様の心の支えにもなれる様に努
めてまいります。

森本 健仁さん

❶保育士　　　　　　　　　　　　　　
　幼い頃から小さい子どもと触れ合うことが好
きだったからです。又、大きくなってもたく
さんの子どもと関わりたいと思ったからです。

❷子どもたちが毎日笑顔でいられるよう私自身
も笑顔で過ごしたいと思っています。

❸体を動かすこと
❹保育所で働かせて頂きます。新人で分から
ないことも多くあると思いますが、精一杯
頑張りますのでよろしくお願い致します。

長谷 智佳さん

❶薬剤師
　小さい頃から体調が悪くなった時に飲む小さな
粒や粉で元気になれることが不思議に思い
薬に興味を持ち始めたことがきっかけです。

❷私が力を入れてやりたいことは患者様のお話を
しっかり聞くということです。当たり前のこ
とではありますが、患者様のお話を聞くこと
で患者様にとって一番良い治療になるように
関わっていけたらと思います。

❸映画鑑賞、犬と遊ぶ、ピアノ
❹まだまだ未熟者ですが、患者様としっかり向
き合い、一緒に治療に取り組んでいきたいと
思いますので、よろしくお願いします。

田中 愛美さん

❶医事課
　私は 20 歳の時に母親を亡くしました。母の死を
経験し、様々なことを考えていく中で、人の命に
関われる場所で働きたいと考えるようになりま
した。医師や看護師の皆様、患者様をサポートし
支えられる存在になりたいと思い、病院での事務
職を志望しました。
❷皆様に、「徳洲会病院に来てよかった。また利用
したい。」と思っていただける理由の一つに、少し
でも多く関われる存在になることが目標です。
❸バスケットボール、料理
❹まだまだ分からないことばかりで、ご迷惑をおかけ
すると思いますが、精一杯頑張りますので、よろ
しくお願いします。

田中 みくさん

❶臨床検査技師
　様々な検査をこなしており、やりがいのある
仕事だと思ったからです。

❷迅速に正確な検査結果が出せるよう頑張りた
いです。

❸本屋でアルバイトをするほど本が好きです。
観光も好きです。

❹精一杯頑張りますので、これからよろしく
お願いします。

澤 弘視さん

❶臨床工学技士
　看護師の母親からの紹介です。
❷自分の技術向上と患者様との接し方の習得に
励みたいです。

❸写真
❹未熟者で至らない点も多いかと思いますが、
よろしくお願いします。

木村 友紀さん

❶看護師
　小学生の頃発熱で近くの病院を受診した際
優しい看護師さんに出会った事がきっかけと
なりました。

❷長年離島に勤務していましたが、離島では勉強
の場が少なかったため、機会があれば何でも
挑戦していきたいと思います。

❸楽器（ギター、ピアノ）水中カメラ、ダイビング、
水泳、マラソン、ロードバイク、料理、手芸

❹患者様が安心して入院をしていただける様
最善を尽くします。

表 幸代さん 宮古島徳洲会病院より転勤

❶看護師
　私は入退院することが多く、看護師さんとの
関わりが多かったため、私も同じような
看護師になりたいと思いました。

❷自分の看護師としての能力を高めていきたい
です。

❸車でドライブすることです。
❹皆様が元気になれるように、笑顔で頑張り
ます。

関本 彩加さん 宇治徳洲会病院より転勤

❶看護師
　看護・介護必要とされている方々の力にな
りたいと思ったからです。

❷医療（看護）について学んでいきたいです。
❸音楽鑑賞、映画鑑賞、美容研究
❹日々笑顔を絶やさず一つ一つ丁寧な看護を
行い少しでも患者様、ご利用者様の力にな
れるよう頑張っていきたく思います。

磯谷 麻衣さん

❶看護師
　幼い頃からの夢であったからです。また、
実習を通して患者さんの笑顔や言葉に喜び
と楽しさをおぼえました。

❷現在は内科病棟にローテーションでお世話に
なっています。そのため内科病棟の特徴を把握
し日々学習しつつ今は自分に出来ることをしっ
かりとやっていきたいと思います。

❸音楽鑑賞です。
❹精一杯努力いたします。よろしくお願いし
ます。

北田 理恵さん

❶看護師
　今まで職を転々と変えていました。介護職に就
いた時に、もっと人として成長し出来ることが
あるのではないかと思い看護師を目指しました。

❷患者様に丁寧に接する事はあたり前ですが、気
持ちに寄り添い個別性のある対応をこころがけ
ていきたいです。まず「笑顔」で挨拶ができる
こと。安全・安心・快適さをサポートできる看
護師として患者様に寄り添えるようになりたい
と思います。

❸趣味／旅行、サーフィン　特技／洋裁
❹地域の特殊性、患者様の社会的背景はもちろん、
患者様の思いに寄り添い、回復へのお手伝いが
出来ればよいと思います。

光岡 直美さん

❶看護師
　私が小学生の頃に入院した時の看護師さん
にあこがれて目指しました。

❷患者さんの身体も心も気遣え、小さなことにも
目を向けていきたいです。今後も学習を積み重
ね早く業務に慣れて先輩方についていけるよう
に毎日業務を行っていきたいです。

❸ダンス
❹笑顔を忘れず患者さんに寄り添える様に
頑張っていきたいと思います。よろしくお
願いします。

谷 菜留美さん

❶看護補助
　現場を通して医療・福祉の勉強をしたいと
思った為。

❷現場を通して医療・福祉の勉強
❸読書、水泳
❹頑張りたいと思っていますのでよろしく
お願いします。

瀨古 朋未さん

❶看護師
　中学生の時に入院した経験があり、その際に看護師、スタッフ
の方々に大変よくしていただきました。それが一番最初の
ナースを目指すきっかけです。また、看護の学校での実習を
通して、患者さんの笑顔や「ありがとう」の言葉を聞くと、
嬉しく感じました。

　看護師とは大変なお仕事ではありますが喜びを感じるこ
ともできました。あらためて看護師という職種に魅力を
感じました。

❷知識の習得はもちろんのこと、看護ケアの技術面でも患者さん
にあの人にしてもらいたいと思ってもらえるように頑張って
いきたいと思います。病棟は6カ月のローテーションであり
ますが急性期の病棟にこれからもお世話になるため術後の
症状、状態、手術のことを含め勉強を頑張っていきます。

❸映画鑑賞、ショッピング、ウォーキング
❹新社会人、新人看護師として日は浅く行えることも数少
ないですが、笑顔で皆さんと接していきたいと思います。

森谷 綾乃さん

❶看護師
　高校3年生の夏頃母方の祖父が亡くなり、それまでに何度か
病院へ行きました。その時に祖父の看護をされた看護師さん
は笑顔で話しかけており祖父が認知症で誰が誰か分からない
状態になっていても最後まで懸命に看護されている姿を見て
看護師を目指しました。

❷まだまだ看護に関して右も左も分からない状態であるため
先輩からの指導を受けて何をするべきなのか考えながら行動
していきます。任せてもらえるような看護師になることが
一つの目標です。一人前の看護師になれば次はよりよい
看護を提供するためにも講習を受けたり、自ら勉強し更に
スキルアップを目指します。

❸ドライブ、音楽鑑賞、映画鑑賞
❹昔見た看護師像を忘れず、いつも笑顔を心がけて全力で看護
致します。

金尾 勇太さん

近江草津徳洲会病院に17名の新入職員が加わりました。新旧のスタッフが一丸となって、
これまで以上に皆さんの『元気』を支えていきます。

新入職員への質問
❶ 職種およびその職種になったきっかけ

❷ 近江草津徳洲会病院で力を入れたいこと

❸ 趣味・特技

❹ 皆さんへ一言メッセージ

新入職員
を
紹介します！
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