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近江草津徳洲会病院ロゴデザイン
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」の鳥が一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。

Oumikusatsu
Tokushukai Hospital

医療法人　徳洲会

近江草津徳洲会病院
〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉 3 丁目 34-52

TEL：077-567-3610 / FAX：077-567-3650
http://www.oumi-kusatsu-hp.jp

■各種交通機関をご利用の場合

■お車でお越しの場合

●JR東海道本線（琵琶湖線） 「南草津」駅 東口より   (新快速電車停車)
◇徒歩にて約15分
◇近江鉄道バス（飛島線・南草津立命線）にて
　「南草津駅前バス停」より乗車、「東矢倉南バス停」で下車 徒歩1分
◇帝産バス
　（52系統 草津車庫行・72系統 若草・青山グリーンヒル行 かがやき通り経由）にて
　「南草津駅前バス停」より乗車、「東矢倉南バス停」で下車 徒歩1分
◇タクシーにて約5分

●国道1号線「東矢倉南」交差点右折スグ
●名神高速道路「草津田上I.C」下車、若草交差点左折、南草津駅方面へ1500m
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平成２８年度　
近江草津徳洲会病院　入職式

　当院は１９９床の急性期中心の病院です。整形外科 ( 医師３名 )、内科、小児科、心臓血管
外科 ( 医師各２名 )、他にも腹部外科、耳鼻科、脳神経外科、放射線科、麻酔科等の医局と、
そのまわりに、それぞれの職種の人が協力しつつ、各自が専門性を高めようと努力していま
すが、しかしみなさんが医療専門職を目指して世に出ていくには、まずはひとりの社会人と
して、人としての基本的な自覚をもつことが、前提になってきます。人として、人間として、
世の中に出て働く際の基本的な自覚、あるべき姿というものを心がけなければなりません。
そこで皆さん一人ひとりに、自覚し、意識していただきたい事を､今少しお話ししたいと思
います。それは　私自身の思いでもあります。

みなさん、ご人職おめでとうございます。
　近江草津徳洲会病院に入職されましたこと、職員一同がみな
さんを心から歓迎しております。今日からみなさんとともに一
緒に働けることを、とても心待ちにしていました。いろんな職
種が違う仲間に出会えた事を、私白身とても感謝しています。
　徳洲会病院グループは皆さんご承知かとは思いますが､前理
事長の徳田虎雄先生が昭和４８年に大阪府松原市に徳田病院を
開設したことから始まりました。
　現在、国内に７２施設、海外にもグルーブ病院が２施設

（2016.4 月現在）、他にも介護施設等があります。ここまで医
療法人として大きくなった理由は、前徳田理事長が９歳の時に、徳之島で３歳の弟さんを亡
くされたことがきっかけでした。お金もちであろうと、貧しい人であろうと、皆、命は平等
であるという思いから、徳洲会の理念である『生命だけは平等だ』がスタートしました。
　そうした創業者の過去の辛い思いを４０年間営々と受け継ぎ、今私たちも受け継ぎ、各施
設も実践しています。当施設は５３番目に開設し、現在１３年目になります。

院長　青嶋 實

( 当院の紹介 )

　一つ目は、礼儀正しく挨拶をしっかりして一日を始め
ていきましょうということです。『あしたから貴方がた
が接する人、関わる人達は、すべて年齢にかかわらず、
人生の先輩であるはずです。その先輩に対しては、敬う
姿勢が大事だと思います。』
　二つ目は、社会人として自分のやった事には、責任を
持ちましよう。ということです。責任ある行動や言動を

するためには、普段から正しい知識や、経験、教訓が必要ですが、そのためには普段の毎日の仕
事の中で、学びの姿勢、学ぼうとする姿勢を持っていることがとても大切です。どんな経験から
も知識を増やしていこう、教訓を得ていこう、技術を高めていこうと心がけていくことが大事です。
どんな経験も、決して無駄にはなりません。『人生には、無駄な事は何一つない。』そういう心掛
けが大切かと思われます。
　三つ目は、善いことと悪いこととを区別できる人間になることが大事です。善悪を判断すると
いうことは、立場や状況によっては難しいこともあるでしょうが、でも、　『これは人としてやっ
てはいけないことだ』ということが分かる人間になることが必要です。また、勇気ということも
大事です。悪いことを見ても、見ぬふりをしないように、よいことは勇気をもっておこなう、或
いは発言する。悪いことは勇気をもって思い止まる、注意し指摘する。目標には勇気をもってチャ
レンジする。そうしたことが大事です。
　以上、社会人として、人として、大切なとても基本的なことを述べました。それらを自覚して、
これから一歩を踏み出すみなさんがたが少しずつ着実に向上し、少しずつ着実に進歩していかれ
ることを心から願っています。以上が、今日皆さんがたに贈る言葉です。
本日は、誠にご入職おめでとうございます。



　我が国の B 型肝炎ウイルス（HBV）感染者は約 130 万人で、全人口の約 1％が HBV に感

染していると推定されている。

1986 年より母子感染予防ワクチンが実施された事で HBV 持続感染者数は減少しているが、

現在でも HBV 関連肝癌は全肝癌の約 15％を占めているため、肝癌に至らない段階（B 型慢

性肝炎・肝硬変）での HBV 治療が重要である。

　B 型肝炎の抗ウイルス療法には、ペグインターフェロン（Peg－IFN）と核酸アナログ製剤（当

院ではエンテカビル（商品名 : バラクルート ）が使用され、前者は抗ウイルス蛋白誘導と免

疫賦活作用が主で、治療期間は 24 ～ 48 週間と限定され、副作用はインターフェロン単独

より減少しているが、微熱・倦怠感を伴うインフルエンザ様症状などが見られる。妊娠中の

女性や非代償性肝硬変への投与は禁止されている。治療反応例（血中の HBV 消失）は HBe

抗原陽性例で 20 ～ 30％、HBe 抗原陰性例で 20 ～ 40％で核酸アナログ治療より劣る。

一方核酸アナログ治療では HBV 複製課程を直接抑制する薬物で、HBV に感染した肝細胞を

排除する作用は弱い。継続して投与する事で効果が発揮され、投与を中止すると高頻度に

HBV が再増殖し肝炎が再燃する。

　当院で使用されている核酸アナログはエンテカビル（バラクルート ）で耐性ウイルスの出

現率が低く、現在核酸アナログの第一選択薬になっている。

核酸アナログ中止の必要条件は①投与後 2 年以上、②中止時に血中 HBVDNA（－）、③血中

HBe 抗原（－）と言われる。（表に日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会：B 型肝

炎治療ガイドライン 2015 より引用を示す。）

　次に最近の HBV の話題はグローバル化により、若年層に主に性感染による急性肝炎が増

加している事が上げられる。この場合は HBV の遺伝子（ゲノム）A が多く見られ、従来我

国に多いゲノム C と異なり、経過が遷延化し慢性化する症例が多いと言われる。

　第３に HBV 再活性化が挙げられる。HBV 再活性化は HBV キャリアからの再活性化と

既往感染者（HBsAg（－）、かつ HBc 抗体または HBs 抗体陽性）に分けられ、後者から

の再活性化による肝炎は denovoB 型肝炎と呼ばれる。再活性による肝炎は重症化し易く、

発症そのものを阻止する事が重要である。免疫抑制剤、副腎皮質ホルモン剤及び化学療

法剤使用時には、免疫状態が低下し HBV 再活性化が生じ易いため、予め患者さんの HBs

抗原・HBs 抗体・HBc 抗体の有無を調べ、いずれかが陽性の場合 HBV－DNA 量を測定し、

2.1logcopies/ml 以上の場合、核酸アナログ投与を薦めている。

　臨床的にはリウマチ性関節炎、悪性リンパ腫、HIV（エイズ )、各種進行癌、移植後の

患者さんなどで HBV の再活性化抑制が重要である。
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B 型肝炎：最近の話題から
近江草津徳洲会病院　内科顧問

日本消化器病学会・肝臓学会 専門医

結城　武彦

表　Peg-IFN と核酸アナログ治療の比較

Peg-IFN 核酸アナログ ( エンテカビル )

作用機序

投与経路

治療期間

薬物耐性

副作用頻度

催奇形性・発癌

妊娠中の投与

非代償性肝硬変への投与

治療反応例の頻度

抗ウイルス蛋白の誘導
免疫賦活作用

直接的ウイルス複製阻害

皮下注射 経口投与

期間限定（24～48週間） 原則として長期継続投与

なし

なし

まれ

禁忌 可能

高頻度かつ多彩 少ない

催奇形性、および長期投与
での発癌の可能性不明

原則として不可 危険性は否定できない

HBe抗原陽性の20～30％
HBe抗原陰性の20～40％

非常に高率

R

R
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「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」でも推奨され、
骨折リスクの高い腰椎・大腿骨の骨密度を測定する装置です。

最新鋭X線全身骨密度
測定装置導入しました！

腰椎・股関節連続撮影し、５分以内で検査可能です。

X線による被ばくも胸部レントゲン撮影の約１/６という安全性と安心を実現しています。

骨密度のみならず全身体組成測定の機能も有しています。

＊全身体組成とは、四肢の筋肉量・脂肪量・体脂肪率を計測します。（計測時間 10分）

骨粗鬆症とは
骨の量（骨量）が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。日本には約

1000 万人以上の患者さんがいるといわれており、高齢化に伴ってその数は増加傾

向にあります。特に 50 歳以上女性の 3 人に１人は骨粗鬆症患者といわれています。

早めの検査で骨の状態をしっかり把握しましょう。

最新鋭X線全身骨密度測定装置
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新入職医師の紹介

新入職員の紹介

Q1: 診療科を選んだ理由は　Q2: 休日の過ごし方は
Q3: 地域の皆様へ　Q4: やりがいを感じるのは　Q5: 今後の抱負

Q1: その職種になったきっかけ　Q2: 職場で頑張りたいこと
Q3: 趣味・特技　Q4: みなさん ( 病院利用者様 ) へのメッセージ

A3

A4

A5

A1

A2

A3

A4

看護師　梅原　　緑

A1

A2 常に笑顔で人と接し、学ぶ姿勢を大切にする。

A3

A4

バスケットボール、スポーツをすること

看護師　小谷　葉月

A1

A2

A3

A4

趣味：カラオケ　映画鑑賞

患者さんに元気になってもらえるよう、
笑顔で頑張りたいと思います。

看護師　久保山　麻耶

まずは何でも笑顔で乗り越える。患者さん、ま
たは自身のために、常に向上心をもち、勉強し
たいという気持ちで仕事にのぞむ。

A1

A2

看護師　松井　裕理子

A1

A2

A3

A4

A3

A4

食べること。

笑顔で精一杯お力になれるように頑張ります。

看護師　稗田　笑子

A1

A2

A3

A4

看護師　番度　　葵

A1

A2

A3

A4

ドライブ、美味しいものを食べに行く

看護師　塩見　友英

A1

A2

A3

A4

温泉旅行にいくこと。

一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。

看護師　杉本　高広

A1

A2

A3

A4

パン作り。

看護師　小林　美恵子

患者様一人ひとりの個別性を理解し、今できる

患者様の心の声を聞いて、身体的な援助だけで
なく心に寄り添える看護をしていきたいです、

常に笑顔を絶やさず、患者様の要望や気持ちを
くみ取ることや、学習を継続し、様々なことを吸
収、習得していく。

小さい頃、自身が入院を経験し、その際に担当看
護師に優しくしてもらったことがきっかけと
なった。

将来、人の役に立つ仕事に就きたいと考えてい
た際、人と関わる事が大好きで、元気な私に母が
看護師を薦めてくれ、祖母が入院していた頃、実
際に看護師をみて、私もそのようになりたいと
思ったためです。

和・洋・中と幅広いジャンルの料理ができること。４
年以上料理教室にも通っており、冷蔵庫の余った材
料で料理を作ることができます。

私は持ち前の明るさが一番のセールスポイントです。患
者様の活力を取り戻すムードメーカーとして貢献してい
くので、よろしくお願いします。

幼少期、通院していた際にお世話になった看護
師に憧れたことと、人の役に立ちたいと思った
事がきっかけ。

友人と買い物やCaféへ行って、たくさん笑うこ
と、寝ること。小学１年から高校まで続けていた水
泳と茶道

笑顔を絶やさず、皆さんを笑顔にできる看護師に
なれるよう努力し、頑張ります。よろしくお願いし
ます。

母に看護師の魅力を聞いているうちに自分も
看護師になりたいと思う気持ちを持ちはじめ
たため。

皆様が早く良くなりますよう、精一杯努力し、
笑顔で接します。よろしくお願いします。

交通事故にあったことがあり、その時、声をかけ
て下さった看護師さんのようになりたいと思い
看護師を目指しました。

笑顔でいること、話しかけやすい看護師になり
たいと思います。

至らないこともあると思いますが、初心を忘れず
頑張りたいと思います。宜しくお願い致します。

自分が病気になった時の、対応してくださった
看護師さんに憧れて。

注射を上手にできるように、しっかりと練習し
て技術を身につけたい。

以前にケガや病気で入院した時に、看護師さん
に良くしてもらったことがあり、自身も看護師
になりたいと思いました。

少しでも早く仕事に慣れ、スタッフの一員とし
て働けるよう頑張りたいです。

患者さんに安心して検査、処置、治療を受けて頂
けるよう頑張りたいと思います。よろしくお願い
致します。

ケアを患者様の立場となり考え、安全安楽に寄り
添った看護が提供できるよう頑張りたい。

幼い頃よりあこがれていたから、落ち着いたら
何か自分にできることをしたいと思ったため。

あせったりすることもあるが、謙虚な気持ちで
仕事をすること。自分でも学びながらもすぐに
相談して、安全な看護を行えるように日々学ば
せて頂きたいです。

病院に受信した際、不安な気持ちが大きかった
のですが、看護師さんが笑顔で優しく接して下
さり、安心感が得られました。私も人に安心感を
与えられるような、また、人の役に立ちたいと思
い、看護師を目指しました。

また、患者様やそのご家族を笑顔にできる、頼りにし
てもらえる看護師を目指していきたいと思います。

趣味はお菓子作りです。また、ドライブやスノー
ボードも楽しみながら休日を過ごしています。

看護師１年目で至らない部分が多々ありますが、人
として、看護師として成長できるよう精一杯頑張り
たいと思います。よろしくお願い致します。

小児科　
多賀谷 翠 先生
A1 こどもが元気に成長してい

く中で、困った時に助けにな
れるような身近な医師にな
りたいと思ったからです。

A2 ケーキを食べたり、家族でお出かけしたりしています。

こどもさんの健康について身近な存在になれたらと思
います。ちょっとしたことでも、お気軽にご相談下さい。

「あのあと、すごく元気になりましたよ」とお母さんから
教えて頂いたとき。心配して受診された方が、安心して
帰られたとき。

地域のこどもさん達のすこやかな成長にお役に立てる
ようがんばります。

A3

A4

A5

整形外科　
川村　恭司 先生
A1 医師であった祖父、祖母の

影響

A2 家でのんびりしたり、スポーツ（バレーボール）をした
り、キャンプに行っています。

腰痛、肩こり、関節痛、手足のしびれや痛み、怪我、スポー
ツ外傷の治療や予防など、心配なことがありましたらお
気軽にご相談していただきたいと思います。

患者様が元気になられる手助けができたとき。

親切で信頼される医師を目指します。
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Q1: その職種になったきっかけ　Q2: 職場で頑張りたいこと　Q3: 趣味・特技　Q4: みなさん ( 病院利用者様 ) へのメッセージ Q1: その職種になったきっかけ　Q2: 職場で頑張りたいこと　Q3: 趣味・特技　Q4: みなさん ( 病院利用者様 ) へのメッセージ

A1

A2

A3

A4

薬剤師　村上　由希子

A1

A2 超音波検査士の資格をとりたいです。

A3

A4

バトミントン、ヨガ

臨床検査技師　松田　綾香

A1

A2

A3

A4

サッカー、スノーボード

患者さんが笑顔になれるように努力したいです。

臨床工学技士　中岡　優晴

患者さんのために早く仕事を覚えて役に立ち
たい。

A1

A2

事務員　勝部　信子

A1 A3

A4

A3

A4

スポーツ観戦、旅行。　地理に強いこと。

事務員　荒木　亮太

A1 A3

A4

作業療法士　佐藤　友哉

A1

A2

A3

A4

サッカー、フットサル

理学療法士　千代　光太郎

A1

A2

A3

A4

特技は三段跳びです。

理学療法士　岩崎　　大

A1

A2

A3

A4

杖道(じょうどう)、ボウリング

臨床工学技士　細川　祐郁

信頼を得るために、専門知識の習得および、社会
人としての自覚をもった行動を心掛けます。

患者さんに心を開いてもらえる薬剤師を目指し
頑張ります。

A2 自分の仕事を全力で行います。

実習で透析をやったさいにやりがいを感じたか
ら。

高校の時、園芸療法を知り、その際OTを知りま
した。

カメラ

元気いっぱいでがんばります。

薬がどうやって体ではたらくのか興味をもった
からです。

卓球、バトミントン、山登りなど、運動が好きです。

皆さんのお役に立てるよう一生懸命頑張ります。
よろしくお願いいたします！！

学校の先生からのすすめです

早く仕事を覚え、子育てとの両立を頑張ってい
きたいと思いますのでよろしくお願いします。

医療関係の仕事に就きたいと思っていた中、臨
床工学技士という職種を知り、なりたいと思っ
たため。

患者さんに少しでも笑顔が増えるように、いつ
でも周りの状態を把握しながら自分のできるこ
とをする。

分からないことばかりで戸惑うこともあります
が、精一杯努力していき、みなさんと一緒に頑張
りたいと思っています。よろしくお願いします。

陸上競技部に所属していたのですが、その時ケ
ガをしてしまい、PTの方と関わりを持つことが
ありました。そこで自分も人のためになれるPT
を目指そうと思いました。

まずは職業に慣れ、理学療法士として１人立ち
できるようにしたいです。そして社会人として

高校時代にサッカー部に所属しており、私が怪
我をした際にリハビリをしてくださったコーチ
が理学療法士の免許を持っておられたことが
きっかけです。

患者様に楽しいリハビリテーションを提供でき
るように頑張りたいと思います。

A2 ほとんど知らないことばかりなので、何事にも
積極的にチャレンジしていきたい。まずは基本

笑顔いっぱいで頑張ります！

A1

A2

A3

A4

趣味はカラオケで歌うことが好きです。
あとは、踊ることも好きです。

准看護師　森本　美由菜

A1

看護師　吉田　三恵

A1

A2

A3

A4

看護師　本原　美咲
高校時代、ラグビー部マネージャーを経験し、選
手の怪我の手当をすることもあり、とてもやり
がいを感じていました。マネージャーの経験を
活かし、看護師として人の役に立ちたいと思い
目指すことを決意しました。

患者様やそのご家族に心から寄り添いながら、
笑顔で看護していきたいと思います。また、先輩

以前から人の役に立つ仕事に就きたいと考えて
いた。高齢の方と交流することが好きだったと
いうこともあり、看護師を目指した。

小さい頃から手話を習っていた時、通訳の人をつ
れていかないと通院できないと聞き、病院に通訳
のできる人がいればなと思ったことがきっかけ
です。

まだまだ勉強不足なことが沢山あるので、先輩
方に教わり、看護の知識をつけていきたいです。

今後、皆さんと関わる中で、皆さんに笑顔になっ
てもらえるよう頑張りますので、よろしくお願い
します。

自分の持ってるスキル（MOS取得）を生かせる
ために事務系の職種を志望していた。職種は祖
母が長い間病院にお世話になったので、自分も
患者様の為に役に立ちたいと思った。

日々、医療が進歩していく中で新しい概念に対
応し、医療関係者と患者さんをつなぐ縁の下の
力持ちになりたいと思ったからです。

趣味は野球観戦です。特技とまでは言えませんが、
最近はトランポリンに挑戦しています。

地域の皆様が安心して利用できる病院づくりをし
ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い
致します。

方からのご指導をもとに、日々学習し努力を惜し
まず頑張りたいと思います。

趣味はラグビー観戦です。一人暮らしを始めたの
で、料理が得意と言えるように頑張ります！！

明るく笑顔で看護師として知識、技術力を身に付
け成長できるように精一杯頑張ります。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

A3

A4

いるということを忘れずに気持ちに寄り添う看護
師になりたい。

おいしいご飯を食べることが好きです。

初めてのことも多く、ご迷惑をかけることもある
と思いますが、一人一人に合わせた看護が行える
ように関わる時間を大切にしていきたいと考えて
います。よろしくお願いします。

の責任を持ち、一人でも多くの人に感謝してもら
えるような理学療法士になりたいです。

今はまだ半人前ですが、これから１人でも多くの利
用者様のためになれるよう、一生懸命に知識、技術
等を磨いていきますのでよろしくお願い致します。

的な業務をすぐに覚えることから頑張っていきた
いです。

皆さんにまた来たいと思ってもらえるよう病院作
りを心がけます。一年目らしく何事にも積極的に
取り組みます。

学生とは異なり、仕事に追われ患者さんと関わ
る時間がおろそかになってしまうことが考えら
れるため、自分は患者さんのために仕事をして

A2
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近江草津徳洲会病院ロゴデザイン
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」の鳥が一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。

Oumikusatsu
Tokushukai Hospital

医療法人　徳洲会

近江草津徳洲会病院
〒525-0054 滋賀県草津市東矢倉 3 丁目 34-52

TEL：077-567-3610 / FAX：077-567-3650
http://www.oumi-kusatsu-hp.jp

■各種交通機関をご利用の場合

■お車でお越しの場合

●JR東海道本線（琵琶湖線） 「南草津」駅 東口より   (新快速電車停車)
◇徒歩にて約15分
◇近江鉄道バス（飛島線・南草津立命線）にて
　「南草津駅前バス停」より乗車、「東矢倉南バス停」で下車 徒歩1分
◇帝産バス
　（52系統 草津車庫行・72系統 若草・青山グリーンヒル行 かがやき通り経由）にて
　「南草津駅前バス停」より乗車、「東矢倉南バス停」で下車 徒歩1分
◇タクシーにて約5分

●国道1号線「東矢倉南」交差点右折スグ
●名神高速道路「草津田上I.C」下車、若草交差点左折、南草津駅方面へ1500m
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