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院長　 梶原 正章

令和３年度 入職式ごあいさつ

入職式の冒頭、梶原院長から挨拶と激励のことばがあり、新入職員一同真剣な面持ちで聞
き入っていました。続けて新入職員代表からの決意表明、一人ひとりへの辞令交付が行わ
れました。入職式の後は入職オリエンテーションを実施しました。感染対策の下、接遇や
仕事の進め方など、社会人として・医療人として・徳洲会の仲間としてステップアップを
目指し、研修が行われました。
これから一日も早く地域の医療・福祉に貢献するスタッフとして活躍することを期待す
ると共に、フレッシュなパワーで病院全体を盛り上げていってほしいと願います。

令和３年度入職式を行いました
4月1日、新年度が始まりました。今年度は23名の新入職員を迎えることができました。
新入職員のみなさん、おめでとうございます。

文責 :  リハビリテーション科　田村　遼

　2021年春に新型コロナウイルスが出現して1年半になろうとし

ています。4月には23名の新入職員を迎えて、病院に新たなパワー

が吹き込まれました。

　新型コロナウイルスとのたたかいはまだまだ続いており、皆様

も不便な生活を強いられておられると思います。当院では、昨年春

より一般外来とは分けた形での発熱外来を続けており、入院加療

とワクチン接種の三本柱で少しでも地域のお役に立てるように努

めております。

　外来においては、いつでもPCR検査はできるようにしています。

器械が空いているときであれば1時間余りで結果が出ますが、流行

期にたくさんの検査をしなければならないときには一度にできる件数が限られているため不

十分でした。このたび古くなった検査機器を新しくして、抗原定量検査という検査が可能にな

りました。PCR検査には少し劣りますが、必要な時にはPCR検査にほぼ近い精度で多量の検査

が一気にできるようになりました。

　4月からは医療従事者へのワクチン接種を始め、5月からは高齢者へのワクチン接種を開始

しました。平日は当院主体で接種を行い、週末は草津市の集団接種会場として使用していない

外来のエリアを使って頂き、医師会の先生方や草津市で募集された看護師さんたちとともに、

当院医師、看護師、職員が協力する形で接種を続けています。6月に入って、接種をより早く進

められないかという依頼があり、夕診帯まで接種時間を延長しました。ワクチン接種の進め方

は次々と変化しており、大阪の方で大規模接種が始まったり、職域接種が始まったり、その影響

を受けながら当院で協力できるところはできるだけしていこうと考えております。慣れない作

業を模索しながら、よりスムーズに接種を受けて頂けるよう職員一同考えながら進めておりま

す。外来受診の患者様や入院の患者様、御家族様にはご迷惑がかからないように注意しており

ますが、できるだけ多くの皆様に受けて頂けるようにと人数も多くなっているため、ご迷惑を

おかけするところもあるかと思われます。何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

　皆様がより安心して生活できるように当院としてできることを微力ながら続けていこうと

考えております。今後とも、よろしくお願い申し上げます。



Q1 : 医療における専門分野　Q2 : 休日の過ごし方／趣味は?　
Q3 : どのような医療を心がけていますか?　
Q4 : どのようなことに挑戦されていますか?　Q5 : 今後の抱負を教えて下さい。
Q6 : 地域の皆様へメッセージをお願いします。

整形外科
Baba  Naoto

馬塲 直人A1

A2

A3

A4

A5

A6

令和３年度入職されました医師のご紹介致します

日本酒が好きで飲み歩きをします（最近は難しいですが）
旅先で蔵を訪れたり、蔵開きなどに参加します

医師

患者さんが社会復帰するために他業種、他科、他施設の
御協力が不可欠であり、連携して治療にあたっています。

コロナ禍で家庭菜園を始めました。昨年は茄子が美味しかったです。

外傷に加え、慢性疾患の診療の質を上げていきたいです。

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。

小児科
Nakai  Mayumi

中井 真由美A1

A2

A3

A6

映画館での映画鑑賞が好きです。

医師

子供自身だけではなく、親御様も安心してもらえる
医療を心掛けています。

7年ぶりに当院へ戻って参りました。これまでに学んだ経験と知識を、地域の
こども医療に役立て、また親御様の手助けが出来ればと考えています。
宜しくお願いします。

「自分らしい最期」をお手伝い
　当訪問看護ステーションでは、患者様やご家族様が希望された場合、

在宅でのお看取りをさせていただいています。患者様やご家族様は不安

を抱えながらも、「家に帰りたい」「最期は家で迎えたい」という思いを抱

き自宅へ帰ってこられます。私たちは実際にご自宅に訪問し、不安や苦

痛を少しでも和らげ安心して過ごしていただけるよう、お手伝いさせて

いただきます。また、訪問診療の医師とも連携し、より迅速に対応できる

よう努めています。あるAさんとの出会いがありました。ご自宅に伺うと

Aさんが休んでおられるベッドのまわりには、ご主人や娘さん、お孫さんなどたくさんの方々がい

らっしゃいました。ご結婚やお仕事でバラバラだったご家族様が集まり、Aさんとご家族様で過ごす

時間が持てるようにと家を借りられたとのことでした。そうして、Aさんはご家族様に囲まれた中で

過ごされました。全身状態が不安定だったため、私達は毎日訪問させていただきました。Aさんへの

ケアだけでなく、ご家族のみなさんの不安をお聞きし速やかに対応させていただきました。またた

くさんお話をさせていただく中で、Aさんやご家族様のことを知り、その方の人生に向き合うこと

で、ご家族様と一丸となって支えることができました。Aさんがお亡くなりになられた時、ご家族様

には悲しい表情はなく、「家に帰ってこれてよかったです。母と家で過ごせた時間は宝物です」と話

され、とても満足されているようにみえました。私は在宅での最期の大切な時間に関わらせていた

だきました。在宅療養のすばらしさをこのご家族様に教えていただいたように思います。これから

も、「家に帰ってきてよかった、家で過ごせてよかった」と思っていただけるように、ご本人様やご家

族様に寄り添える看護を目指していきたいと思います。

　看護師　白瀧　由奈

近江草津徳洲会
訪問看護ステーション

在宅医療の現場から新入職医師の紹介



■近江草津徳洲会病院 放射線科の紹介

放射線科は、
「患者さんの病気や痛みの原因を画像検査により見つける場所」です。
　原因を特定することにより、初めて次の治療につながります。
そのため当院では各種検査機器を揃えています。

・X線一般撮影装置 ( レントゲン )・・・胸や腹の異常、骨折
・X線 TV 装置・・・・・・・・・・・胃の異常（胃のバリウム検査）、X線透視
・3Dマンモグラフィ装置【女性技師が検査を担当します】
              ・・・・・・乳房の異常（例：乳癌の有無や性状） 
・X線全身骨密度測定装置・・・・・・骨の強さ ( 骨粗しょう症等）
・X線 CT (320 列 )・・・・・・・・・・骨折、脳出血、肺、心臓冠動脈、etc.
・MRI（1.5T）・・・・・・・・・・・・早期の脳梗塞、関節の痛みや四肢の痺れの原因、etc. 
・PET-CT・・・・・・・・・・・・・・がんの全身への広がり具合、健診用途ではがんの発見
・アンギオ装置・・・・・・・・・・・心臓カテーテル等の血管内治療 etc.
・ポータブル X線一般撮影装置・・・・ 病棟等で検査可能な移動型レントゲン

　古くは X 線を使用するレントゲンから始まった画像検査であり、また多くの検査装置が X 線を
用いるものであることもあり放射線科という名前がついていますが、今日においては画像診断を
担う部署となっています。近年この分野の発展は目覚しく患者さんに分かりやすい 3D 画像の提
供も容易になってきています。

　X 線 ( 放射線の一種 ) と聞くと、「被曝が心配」という声も聞きますが、主治医が被曝によるリ
スクと、検査によって得られる有益な情報 (ベネフィット )を十分に考慮した上で行われています。
また被曝低減にも努め、患者さん個々の被曝管理についても取り組んでいます。

　スタッフの構成は、放射線科専門医 2名、診療放射線技師 11 名（うち女性技師 4名）です。
　　業務内容は、各診療科の医師がオーダーした検査に対して診療放射線技師が検査を担当し、
適切な検査画像を得た後、放射線科医が読影を行い診断をして結果を主治医に伝えます。
　健診センターからの検査や、近隣地域の多くの病院・クリニックの先生方からの依頼の検査
も行い、当日または翌日には検査結果を返信しています。
　中規模病院では数少ない当直体制をとり、24 時間 365 日検査を行っています。

　初めて CT・MRI 等の検査を受けることに不安等をお持ちの患者さんも多く色々聞かれることも
ありますがスタッフ一同丁寧に説明することを心掛けています。

 CT

 MRI

マンモグラフィ

放射線科の紹介

文責 :  診療放射線技師　矢沢　好洋

X線全身骨密度測定装置



https://www.oumi-kusatsu-hp.jp

アクセスMAP

草津田上I.C
名神高

速道路

JR東
海道
本線
(琵琶

湖線
)

東海道
新幹線

出光GS

セブンイレブン

スターグリーンヒルズ

新名神高速道路

立命館大学
←大津 信楽→

栗東・
竜王→フレンドマート

セブンイレブン

セブンイレブン

ローソンマクドナルド

東矢倉南バス停

駅前バス停

P

医療法人 徳洲会
近江草津徳洲会病院

京滋バイ
パス

1

1
南草
津駅

西口

東口

草津3

南田山

野路町

若草

笠山

立命館大学前

医科大学北口

松下中央

野路中央

マツヤ
スーパー

病院
入口
病院
入口

2021
VOL.40

◎在宅医療の現場から　4P  ◎放射線科の紹介    5P ・ 6P

ごあいさつ
令和3年度 入職式

院長　梶原 正章    1P

     2P 新入職医師の紹介     3P

場所：滋賀農業公園ブルーメの丘、撮影者：医事課職員場所：滋賀農業公園ブルーメの丘、撮影者：医事課職員


