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新入職医師の紹介

草津とその周辺の地域の皆様の健康に
少しでも貢献できるような病院を

　このたび 2018 年 4月より、近江草津徳洲会病

院に就任いたしました。

　当院は開院して 15年になりますが、多くの先

生やメディカルスタッフに支えられて、ここまで

続けてこられました。この積み重ねを引き継ぎ、

さらに充実させ、より多くの疾患に対応していけ

るように病院を発展させていきたいと考えており

ます。

　当院は急性期から慢性期までを担った病院ですが、まだまだ不十分なところもあ

ると思います。ますます深刻化する高齢化社会の中で、小児から高齢者まで、草津

とその周辺の地域の皆様の健康に少しでも貢献できるような病院を作って参りたい

と思っております。　徳洲会の理念でもある「生命を安心して預けられる病院」を

念頭にして、医療は商売ではありませんが、近江商人の教えにもある「三方よし」

の精神を見習い、患者様によく、地域にもよく、職員も生き生きと働けるような病

院になるように、微力ながら力を尽くしていきたいと考えております。これからも

皆様のご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　近江草津徳洲会病院　院長　梶原　正章

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
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整形外科
芝田　浩平 先生

Shibata Kouhei

A1 子どもの頃スポーツドクターにお世話になり、
その先生に憧れて。

A3 身体も心も元気になってもらえるよう
日々精進します !

A4 手術した患者さんが元気に退院された時。

A5 まだまだ発展途上ですが、精一杯頑張ります !

A2 家でゆったり、スポーツ、カラオケ !

呼吸器内科
夏原　 厚 先生

Natsuhara Atsushi

A1 もともと新聞記者でしたが、熱帯医学に
あこがれて医師になりました。

A3 喘息等のアレルギー疾患にお悩みの方の
お役に立てればと思います。

A4 医療のプロとして何らかのお役に立つことが
できたと思える時です。

A5「トラベラー外来」を開設し、海外赴任・留学で必要になる予防接種や
感染症の相談に応じられるようにしたいと思います。

A2 春と秋はサイクリング。
普段はブックオフめぐりです。

院長あいさつ
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花粉症対策は
　　　免疫力アップから

★腸内環境を整え、免疫力を高めるとともに
　　　　　　　　　　　花粉によるアレルギー反応を抑える。

現在、日本人の 4人に 1人が花粉症だといわれています。
もうすでに花粉症に悩まされている方も多いのではないでしょうか。
花粉症は免疫力をアップさせることで症状の悪化を防ぎ、予防してくれます。

免疫力アップは、

花粉症に効果のある食品の紹介

花粉症にはヨーグルトと言われる理由
① 体温を上げる

② 腸を活動的にする

③ 花粉症に効果のある食品を食べる

④ 食生活や運動、生活習慣を見直す などです。
ヨーグルトの食べ方

乳酸菌やビフィズス菌が花粉症を治すわけではない。
腸内環境を整えることが花粉症予防に繋がる。

花粉症対策は、症状が出る前から予防することをお勧めします。
免疫力を上げるために適度な運動を心掛け、花粉症に効果のある食材を日常の食生活に
取り入れる工夫をしましょう。

ヨーグルト
ヨーグルトに豊富に含まれる乳酸菌によって腸内環境が改善され、
免疫力が向上し花粉症の症状が和らぐ。ただし、乳酸菌の多くは
腸に届く前に死滅してしまうとされていますので、乳酸菌が腸ま
で届きやすいタイプのヨーグルトがおすすめです。

れんこん
レンコンに含まれるタンニンがアレルギー症状の
緩和に効果がある。

トマト
トマトのリコピンが花粉症の
症状緩和に効果がある。

生姜
ジンゲロールという成分を含み、ウイルスなどを殺菌する
働きがある。血行を促進して、体を温める効果もある。

食後に食べる 毎日続けて
食べる

花粉シーズン
前から食べる
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出張医療講演
『認知症の症状と予防について』
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　講演内容は、『認知症の症状と予防について』３０数名の高齢者の方が参加さ

れました。参加された方は、もちろんお元気な方ばかりでしたが、やはり今後の

事が心配で認知症にならない様に、少しでも参考になればと思い参加されました。

４０分余りのお話でしたが、認知症予防の体操・一人じゃんけん・ジョークを交

えての楽しい講演会ですごく熱心に聴いていただけました。また最後に質疑応答

が行われ、多くの質問が有り丁寧に回答させて頂き、皆さんに喜んで頂けた事と

思います。またの機会にお会いできる事を楽しみに終了いたしました。

自治会・老人会・婦人会等での出張での医療講演のご依頼が有りましたら、
担当者までお気軽にお問合せください。

平成３０年２月１３日（火）
近隣の老人クラブ主催の依頼講演が、自治会館にて行われました。
講師︓４階西病棟　　看護師　浜田副主任

総務課／内藤

近江草津徳洲会病院

出張医療講演のご案内
出張での医療講演も無料にて行っています。お気軽にご利用ください。

（自治会・老人会・婦人会・幼稚園・企業…など）

講演料
講師料

無料

●　生活習慣病予防   　●　ＰＥＴ検査ってな～に？ 
●　骨折しないためにできる事！ 　●　人間ドックで何がわかるの？ 
●　腰痛のお話（腰痛体操を含む） 　●　知っておきたい子供の病気 
●　骨粗鬆症について   　●　薬の正しい知識と飲み方 
●　乳幼児の健康管理について  　●　知って得する各放射線検査について 
●　高齢者の食生活について  　●　認知症の症状と予防について 
●　血液サラサラ食生活！ 　　　　●　便秘のお話！ 
●　介護保険について   　●　痔のお話！

★上記以外にもございます。下記までお気軽にご相談ください★

参考講演内容

近江草津徳洲会病院では、地域の病院として
　　　　　　皆様に親しまれる病院づくりをめざしています!

皆様の日常生活がより健康で、充実した毎日でいられるようなテーマで医療講演を
無料で行っています。講演内容に付きましては、担当者が打ち合わせ致します。

Oumikusatsu
Tokusyuukai Hospital

近江草津徳洲会病院
http:www.oumi-kusatsu-hp.jpお問い

合わせ
担当
総務課
内藤TEL：077-567-3610 / FAX：077-567-3650

E メール　oumi-c@oumi-kusatsu-hp.jp
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