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ごあいさつ

●急性期の医療も引き続き ●より一層、地域の
お役にたてる病院に
一方で、3 階病棟は急性期の外科系患者様に

主に入院して頂く病棟となり、外科、整形外科、
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脳神経外科など、例えば、外科では、胃がんや

正章

大腸がん、胆石、鼠径ヘルニア、痔などの手術
のための入院、整形外科では四肢の骨折や脊椎
たり、ゆっくり療養して頂けるようになってい

●病棟を再編して、
病院の機能充実を
桜が咲く季節となりました。当院にも新しい
職員を迎えて、さらに病院を充実させていきた

ます。但 し 、こ こ に も 2 か 月 経 っ た 時 に は 、
自宅もしくは自宅と同等と考えられる施設（特
別養護老人ホームやサービス付き高齢者住宅な
ど）に退院して頂かないといけないという条件
がついています。

いと考えております。
本年 4 月より、これまで地域包括ケア病床とい
う形で 3 階で行っていた回復期の機能をもつ
ベッドを 4 階西病棟に移すことになりました。

の手術などのための入院、脳神経外科では脳梗
塞や慢性硬膜下血腫の患者様などを診ていきま
す。また外科系ではありませんが、小児科の患
者様も 3 階に入院して頂くことになります。4
階の東病棟は、これまで同様に主に内科系の患
者様に入院して頂く病棟になります。一般内科、
消化器内科、呼吸器内科、腎臓内科などの先生
が主に診ていくことになります。4 月から新し

●在宅医療の充実も
地域包括ケア病棟に入院して頂いた患者様は、

く消化器内科の先生が赴任されましたので、消
化器疾患に対する治療をより充実させていくこ
とができると思います。

これに伴って、担当の看護師なども大幅に異動

退院後は自宅で療養して頂くということになり

して、準備をしてきました。4 月からは病院内

ますが、通院が困難な患者様には医師が自宅ま

の機能を大きく変えて運用していくことになり、

で伺って診療させて頂く訪問診療や、退院後に

気持ちを新たにして、より一層病院を充実させ

自宅でも引き続き看護師によるケアが必要な患

るように取り組んでいこうと考えています。

者様には、訪問看護師も増員して、在宅医療を

救急医療については、これまでも小児科は毎

最近、「地域包括ケア」という言葉をよく聞か

充実させていく予定です。今年度中には訪問看

週木曜日に輪番といって、湖南地域の小児救急

れるかもしれませんが、これから更に進んでく

護ステーションを立ち上げて、よりきめ細かな

を担当するようになっておりましたが、4 月か

る「超高齢化社会」を乗り切るために、国が考

在宅医療ができるようにしていこうと考えてお

ら成人についても不定期ですが、平均して月に

えているシステムです。当院で 4 月から行おう

ります。また、どうしても自宅で療養するのが

2 回ほど金曜日や振り替え休日の月曜日に救急

としている地域包括ケア病棟は、これまでの急

難しいと思われる患者様は、自宅と同等とみな

を担当することになりました。月曜日から金曜

性期の一般病棟と違い、入院期間に余裕があり

される施設への退院を考えていくことになりま

日は夕方の一般外来も行っており、また夜間も

ます。現在、急性期の一般病棟は平均在院日数

すが、その場合には、ソーシャルワーカーや退

急に具合が悪くなった場合など、緊急の患者様

を 3 週間にしないといけないという国の規制が

院支援担当の看護師といろいろと相談して頂く

は 24 時間外来受診して頂くことができますの

あるため、あまり長期に療養して頂くのが難し

ことができます。また、在宅で受けられるサー

で、ご利用ください。

い状況になっています。これに対して、地域包

ビスも多数ありますので、それについても気軽

括ケア病棟では、2 か月間はリハビリをしたり、

に相談して頂ければと思います。

当院では、病気を未然に防ぐ予防医療として、
健診や人間ドックなどにも力を入れております。
この部門を担当している健診センターが手狭に
なっており、これまで皆様にもご迷惑をおかけ
していたと思いますが、現在、より広く、気持
ちよく健診などを受けて頂けるようなスペース
への改装を計画中です。引き続き、ご利用をお
願い申し上げます。
現在、駐車場が不足してお待たせすることが
あり、ご迷惑をおかけしております。当院の敷
地では、桜、梅、ツツジ、椿、山茶花、紫陽花など、
様々な花が咲き、いろいろ楽しませてくれます
が、これらをできるだけ残しつつ、駐車場を整
備していくことも考えております。
いろいろと病院のこれからについて、お話し
させて頂きましたが、引き続き、より一層、地

●24時間、365日オープン

域に密着して、地域の皆様のお役に立てるよう
な病院にしていけるよう、職員一同務めてまい
りますのでよろしくお願い申し上げます。

自宅に退院するためにいろいろな準備をし
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内視鏡室のひとりごと

細いと画像が粗いのでは？ちゃんと見えるの？などの
ご質問も頂きましたがそれも安心してください。
御覧のように、画像は経口とほぼ変わ

りません。そして、
『 ちょっと怪しいな
〜』と思う物があれば組織を採って病

理診断に出す事も可能です！おえっ！
となるのが心配な方はぜひ鼻からのカ

健やかな胃腸を取り戻しましょう
なんとなく胃の調子が悪い。食欲がない。胸やけをしたり・・・

でも飲み会に誘われて、おいしいものがたくさんあって、ついつい食べ過ぎ、飲みすぎになっ
たりしませんか？ちょっと調子は良くないかも･･でも、日々の忙しさで放置してしまいます

よね。そのうち症状もおさまり「まあ、
いいか」ということになりますが、それはいけません。
胃腸が必死に訴えているサインです。見逃さないでください。原因を見つけてあげてくださ

メラに挑戦してみてください。

胃カメラが終わった後、患者さんから
聞かれる言葉が、
「辛い、苦しい、しんど

い」から「意外と楽、おえっ！とならな

かった、これならまた受けられる」とい
う言葉に変わってきました。
大変うれしく思います。

い。そして健やかな胃腸を取り戻しましょう !
胃の検査といわれて真っ先に思い浮かべるのは
きっといやな胃カメラだと思います。

けれど 5 分〜 10 分の検査でたくさんの病気や
症状の原因がわかります

たとえば
食道・・逆流性食道炎、食道がん、食道静脈瘤
胃・・・胃炎、胃潰瘍、胃がん、ポリープ
十二指腸・・十二指腸潰瘍
などなど

経鼻内視鏡の特徴を紹介させて頂きます！
症状があれば検査は必要ですが、症

状がなくても治療が必要な病気を早
期にみつけるために定期的な検診が

必要です。
「胃カメラは怖い、苦しい、
つらい」と思いがちですが安心して
ください！

昨年から鼻からも入る細いカメラ

が当院の内視鏡室で大活躍していま
す。定期健診を受けている方からも

「とてもらくです。これなら毎年受

けられる」と言っていただきました。

症状が無いから検査を受けなくてよいではなく、症状が無いか

▲フジフィルム内視鏡システム経鼻内視鏡

らこそ定期検査を受けて病気を早期に発見することが大切で
す。早期に発見することで体に負担の少ない治療を受けること
につながります。

検査をうけて大切な胃腸をいたわりましょう。

私たちもささやかではありますがお力になりたいと思います。
内視鏡室でお待ちしています。
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2019 年度

近江草津徳洲会病院

新入職医師の自己紹介

入職式

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

整形外科

当院では今年も 4 月 1 日に入職式が行われ、医師 3 名、看護師 11 名、
その他診療放射線技師や臨床検査技師、臨床工学技士など
23 名の新しい仲間が加わりました。

A5

Saito Hideki

齋藤 英貴

医長

A1

小さい頃からスポーツで怪我をすることが多く、
整形外科に興味を持ちました。

A2

野球、ゴルフ。

A3

一人ひとりに最適な治療を提供していきたいと
思います。

A4

患者さんの痛みや悩みが少しでも改善したときです。

皆様のお役に立てるように頑張ります。よろしくお願いします。

消化器内科

A5
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医員

齋藤 萌加

A1

消化器内科医である父の姿をみて興味を抱き、
内視鏡を用いた診療に魅力を感じたからです。

A2

お家でゴロゴロしたり、旅行に行ったり、
買い物に出かけたり。

A3

滋賀にも、病院にも不慣れですが、頑張りますので
よろしくお願いします。

A4

患者さんが笑顔で退院されるとき

家庭と仕事の両立をほどほどにがんばります。

整形外科

A5

Saito Moeka

Sugimoto Kazuki
医員

杉本 一樹

A1

もともとスポーツ(バスケ、野球)をしていたのもあり
整形外科疾患を身近に感じていたため。

A2

家でゆっくり、育児に奮闘中!

A3

骨折、外傷の患者さんのお役に立てればと思います。

A4

患者さんが元気になり、笑顔が見られた時。

まだまだ至らぬところもあるかと思いますが、患者さんのお役に立てれるように
精一杯頑張ります。
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弟・スモモ

兄・モモ
リンゴ大好き!

