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診療部 髙岡 宗徳

みなさんも幼いころの憧れの職業やなりたい夢があったことでしょう。そ

の夢は必ずしも成就されるとは限りませんが、今の皆さんのお仕事のそれぞ

れが社会を活性化し、尊敬に値するものと思います。さてこのたび、当院広

報誌「ふれあい」編集チームより、「今回のお題は“医者になった理由”…

でお願いします！」と指定され、その実、随分と困ってしまいました。とい

うのも、あまり明確な理由が思い当たらないもので…そこで、思いつくものをとりあえず列記す

ることにしました。

たしかに、子供のころはよく病院のお世話になりました。現代っ子の最先端を行くような「も

やしっこ」で、特に眼科や耳鼻科にはよくお世話になったのですが、田舎ゆえ近隣に専門科がな

く、幼心にも不便を感じていました。それに、幼少期にはなぜかしら祖父から医業

の勧めがあったようにも思います（彼は医療従事者とは全く無関係でしたが）。も

う少し分別がつくようになって、高校生の時に担任の先生からやたらと医学の道を

勧められたことは今でもよく覚えています。で、結局、高校 2 年時のクラス分けで

理系クラスを選択した際に、ほとんど消去法で決めたような気もします。

振り返ってみると、ほとんどが洗脳教育の賜物のような気もしますが、それでも幸

いにして医師になることができ、かれこれ 15 年近くが経過しました。果たして自分

が患者さんだった頃の医者に対する憧れのイメージ通りに自分が医師を務めている

か？あるいは自分が今接している患者さんの考えや希望に則して医療を行えている

か？この病院に勤務し始め、院長や副院長の診療にあたる熱い姿勢を目の当たりにし、

これらのことを強く意識するようになりました。私は臨床経験も浅く、年齢の割に頼

りないところが多いのですが、まずは目の前の患者さんが、私の白衣姿をみただけでも、幾分か

の安心を得られるような人間性と医師としての資質を磨いていきたいと思う今日この頃でありま

す。

ところで、私が小学校 1 年の時に学校で書いた作文「しょうらいのゆめ」には、

「おひゃくしょうになりたい」と書いてありました。今の生業とは随分と違いますが、

いつかはそんな夢も叶えてみたいと思います。
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事務部

（★子宮がん検診は当院では受診出来ません）

早期発見・早期治療が大事

がん検診を受けましょう！

あなたは、「自分はがんにはならない！」と思っていませんか？

現在、3人に1人は「がん」が原因で亡くなっています。

早期に発見できれば、高い確率で治るがんが多くなっています。

あなた自身と、大切な人たちのためにも、年1回は検診を受けましょう！

対象者 40 歳以上の市民

検診内容 問診、バリウムによる胃の

レントゲン直接撮影

胃がん検診
対象者 40 歳以上の市民

検診内容 問診

２日分の便の潜血反応

大腸がん検診

当院では各種健診(検診)を、待ち時間短縮の

ため、原則予約制で行っています。お問い

合わせ・お申し込みは、1 階総合受付、又は

お電話(14:30 ～ 17:30)にて健診担当までお願

いします。

対象者 40 歳以上の市民
（H14 年度以降に受診したこと

がある人は対象になりません）

検診内容 問診、血液検査
(C 型･B 型ｳｲﾙｽ)

肝炎ウイルス検診
対象者 50 歳以上の市民(男性)

検診内容 問診

血液検査(ＰＳＡ検査)

前立腺がん検診

対象者 30 歳以上の市民(女性)

検診内容 問診、視触診

乳がん(視触診)検診
対象者 40 歳以上の市民(女性)

（視触診検診を受けて異常が

なかった人）

検診内容 問診・マンモグラフィ
(乳房のレントゲン撮影)

乳がん(ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ)検診

対象者 20 ～ 39 歳の女性

検査項目 問診、内科診察、
身長・体重測定、血圧測定
尿検査、血液検査(脂質･貧血)

女性の一般検診 申込方法
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手術部門

胃癌の初期症状としては、胃のもたれや不快感、痛みなどがあります。しかし、特に

目立つものではないため、自覚があってもその時には軽く考えてしまいがちです。胃癌

が進行すると食欲不振や吐き気、嘔吐、全身のだるさ、吐血、おならの回数の増加、腹

痛、背中の痛み、下痢、などが現れるようになります。検診によって初期のうちに発見

することが重要ですので、定期的に受診しておく事が大切です。

胃粘膜細胞の遺伝子に傷が付き、その傷が積み重なることで癌細胞が出来上がると考

えられています。遺伝子に傷がつく原因としては、もともと遺伝子に傷が付きやすい事

(遺伝的要素)以外に日常生活の乱れとして、タバコ、刺激物、アルコ－ル、ストレス、

暴飲暴食などがあげられます。また、ピロリ菌感染により慢性胃炎となり、そのことも

原因の一つとなると言われています。

胃癌の治療は内視鏡を用いての切除、抗癌剤、外科治療、放射腺療法が中心となりま

す。当院では内視鏡治療、抗癌剤治療、外科治療を行っています。

☆内視鏡治療

もっとも早期の場合に用いられるのは内視鏡治療です。内視鏡治療は長足の進歩を

遂げており、大きくても粘膜内にとどまっている早期癌の場合、特殊な電気ナイフを

用いて一括切除できます。そのことをESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)といいます。

☆抗癌剤治療

抗癌剤治療は化学療法とも呼ばれています。特徴として、血液の流れで全身に効果

が運ばれていくため、遠隔転移がある場合にも有効な療法です。

転移があって手術ができない場合や術後の補助療法として使うこともあります。

主にこのような治療法がありますが、

今回は手術について取り上げてみました。

☆外科治療(手術)

癌が粘膜内にとどまっていない進行癌になると、開腹手術が必要となります。良性の胃潰瘍の

手術とは違い、リンパ節へ転移する可能性があるので、胃周辺のリンパ節も切除します。また、
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周囲の臓器に接しているときは、その臓器をいっしょに切除することもあります。

最も多く用いられている術式です。主に、胃上部、胃中部の胃癌に

対して適応されます。

胃の中下部(肛門側)2/3 － 4/5 の切除を行い、十二指腸と吻合します。

ただし、癌の状態、患者さんの体格等により、小腸(空腸)と吻合する事もあります。

残胃(残った胃)と十二指腸を吻合する『ビルロートⅠ法』と、小腸と吻合する『ビルロートⅡ

法』があります。

胃の切除範囲 ビルロート法

胃上部の癌、または胃全体に広がる癌に対して適応

されます。ただし、胃上部の癌でも早期癌でリンパ節

転移のないものは噴門側胃切除の適応になります。

胃の切除範囲

－胃全摘後の再建術式－

胃を全摘した後、十二指腸とつないでもよいのですが、逆流性食道炎(胆汁、膵液

が食道内に逆流して食道に炎症をおこすことで逆流感、胸やけなどを自覚する)をひ

きおこすことが知られています。したがって、食道に小腸をつなぐ術式が主に用い

られます。

胃の上部 1/3 の部位に存在する早期癌でリンパ節転移のないものに適

応されます。当院では、胃の上 1/2 － 1/3 を切除した上で小腸(空腸)と

食道を吻合し、残胃と小腸(空腸)を吻合する「ダブルトラクト法」を

行っています。この方法は、術後の逆流性食道炎や食道のうっ帯になりにくい優れた術式です。

胃の切除範囲 ダブルトラクト法

進んで受けよう“健康診断”
胃癌は自覚症状のない時期もあり、検診があっても“自分は無関係”

を決め込んで受診しないケースもあります。自覚症状がないからこそ、

検診は進んで受けなければなりません。検査で早期発見するしか方法が

ないのです。自覚症状のないことと、病気がないことは同じではありま

せん。胃癌の早期発見のために、年一回の定期検診をお勧めします。
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在宅医療部

当院では、在宅で安心・快適な療養生活が送れることを目標に、訪問看護

や介護相談（介護保険を含む／無料）を行っています。患者様本位の療養生

活を支援します。現在の主な訪問エリアは、玉島全域・船穂・真備・小田郡

矢掛町・浅口市金光町・鴨方町ですが、これ以外でも可能な限り伺いますの

でご相談ください。

看護師がご家庭を訪問し、ご本人やご家族の方と話し合いな

がら、住み慣れた家庭で快適な生活が送れるように支援するも

のです。「病気やケガなどで通院が困難

な方」、「退院後の療養生活に不安をお持ちの方」、「在宅での看取りを希望

される方」などが対象です。それ以外のご要望にも、ご相談に応じます。

年齢制限はありません。介護保険で認定された方も対象となります。

＜よくあるご質問＞

Q：訪問看護では、どんなことをしてくれるの？

A：患者さまの状態に応じて内容は異なります。下記の表をご覧ください。

ご対応できる主な内容

健康に関する相談・助言 ○健康状態のチェック

○症状の観察

○精神・心理的な看護

日常生活の看護 ○食事・排泄・清潔のケア

治療促進のための看護 ○床ずれやケガなどの処置

○服薬指導・管理

○主治医の指示による処置・検査

○各種カテーテルや医療機器・器具使用者のケア

リハビリテーション看護 ○拘縮（※）予防のための関節運動・指導

※拘縮（こうしゅく）： 寝たきり状態など、身体を長期

間動かさないことが原因で筋肉や皮膚などが固くなり、

その結果関節の動きが悪くなる状態のこと

○日常生活動作訓練・指導

○ベッド上訓練・歩行訓練など

介護相談 ○介護指導・介護用品（福祉用具）のご紹介

○福祉制度・介護保険制度の利用支援

終末期看護（ターミナルケア）○安らかな終末を迎えるための援助

Q：訪問看護を利用するには？

A：まず主治医に「訪問看護を利用したい」という要望をお伝えください。その後、訪問看護担当

者が直接ご連絡し、具体的な話を進めます。介護保険の認定を受けている場合は保険給付の利

用となりますので、ケアマネージャーの「サービス計画」が必要になります。ケアマネージャ
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ーにもご要望をお伝えください。また「話だけでも聞いてみたい」という方も、遠慮なく在宅

医療部の直通番号にお電話いただくか、当院スタッフにお声がけください。

Q：訪問看護の料金は？

A：医療保険での利用： 健康保険の自己負担割合分（３割もしくは１割）をご負担ください。

介護保険での利用： 介護保険（下表参照）で定められた費用の１割をご負担ください。

介護保険での利用料金表

２０分未満（早朝・夜間・深夜のみ ２３０円

３０分未満 ３４３円

３０分以上１時間未満 ５５０円

１時間以上１時間３０分未満 ８４５円

緊急時訪問看護加算（該当の方のみ／月１回） ２９０円

特別管理加算（該当の方のみ／月１回） ２５０円

ターミナルケア加算（該当の方のみ／月１回） １，２００円

（Ｈ２０年４月１日現在）

※早朝（６時～８時）・夜間（１８時～２２時）は２５％加算

※深夜（２２時～６時）は５０％加算

Q：夜間や休日に体調不良になったら？

A：ご安心ください。当院では「緊急時２４時間連絡体制」を整えています。普段から訪問させて

いただいている看護師が、携帯電話にて緊急連絡に対応します。

当院では、「渡辺病院介護支援相談室」を開設しています。

介護支援専門員（ケアマネージャー）が介護に関する問題

や悩み、介護保険に関するご相談に無料で応じ、適切な保

健・医療・福祉サービスなどが受けられるようにお手伝い

します。

＜よくあるご質問＞

Q：具体的なサービス内容は？

A：お気軽にご相談ください。秘密厳守で対応いたします。

①介護保険の説明や申請代行

②介護、療養生活に関する不安や悩みの相談

③ケアプラン（介護計画）の作成

④各種介護サービスや住宅改修、福祉用具などの紹介

⑤介護サービス実施状況の継続的な把握、評価

⑥介護保険施設、介護サービス事業者などの紹介

Q：相談するには？

A：直通電話をご利用ください。相談を希望される方は、できれば事前にご連絡ください。主治医

や看護師、受付、当院スタッフにお申し出くださっても構いません。

＜訪問看護・介護相談についての連絡先＞
営 業 日： 月～土（ただし国民の休日、および８／１４・１５、１２／３０～１／３はお休み）

営業時間： 午前８：３０～午後５：３０

連 絡 先： 在宅医療部（直通電話） ０８６－５２５－２５９３
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しま
せんか？

我が家のエコ取り組み
―こまめプロジェクト―

今回はピンチヒッターKさんからの家庭で出来るエコ知識です

皆さん、水道の蛇口から流れる水って１秒間にどのくらいか知っていますか？なんと１秒間で２０

０ｃｃ！５秒間で１リットルも無駄に流れていくそうです！日本人が１年間で飲む炭酸飲料は１人平

均約２４リットルと言われており、わずか２分間蛇口を開けっ放しにしておくだけで、同じ量の水を

流していることになります。顔を洗う、歯を磨く等々、日常生活の中で水を使うことはたくさんあり

ますよね。ついつい必要もないのに流したままにして水を無駄にしていませんか？水を無駄にしない

ようにお風呂の水を洗濯に利用したり、食器洗いの時に水を溜めて利用したりと、少し工夫するだけ

でかなり節水出来ます。皆さんも、日常生活の水の使い方を見直してみてはいかがでしょうか？

今年の夏は異常に暑かったですね。９月に入っても暑い日が続いて、もう秋がやってこないんじ

ゃないかと思いましたが、最近やっと、徐々に秋を感じるようになりました。ゴーヤのグリーンカ

ーテンは猛暑の中本当に頑張ってくれました。今年は窓際の温度を測り、グリーンカーテンの効果

で温度の差がどのくらいあるか調査しました。結果、約２℃の違いがありました。他にも見た目に涼

しいという効果があり、十分職場を癒してくれましたよ。

さてゴーヤの収穫数ですが、昨年２２２個に比べ、今年は３７０個収

穫することが出来、外来や病棟の患者さんに何度かお持ち帰り頂きまし

た。お味はいかがでしたでしょうか？またご来院の際にはぜひ感想をお

聞かせ下さい。今後もこまめプロジェクトでは、工夫しながらエコ取り

組みを続けていきたいと思います。

エコキャップを回収し始めて１年と少し経ちまし

た。今年の夏は暑かったせいか夏場だけでグンとキ

ャップの収集数が伸びました。皆さんきっとペット

ボトルのジュースをたくさん飲んだのでしょうね。

これまで集まった数約８３，２００個。ポリオワク

チン１０４人分に相当します。今後も頑張って集め

ていきたいと思います。ご協力いただける方は、

受付職員まで気軽にお声掛け下さい。

エコキャップ総数

約８３，２００個

１０４人の子供の命を

救うことが出来ます。
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癒しの環境づくり委員会

９月４日土曜日、開院２７周年を記念して、毎年恒例となった「健康講演会」が３階多目的ホ

ールで行われました。９月に入ってもまだまだ猛暑が続いていましたが、患者さんやそのご家族

の方など、たくさんの方にお越しいただきました。

副院長・光岡による開演のご挨拶に続き、まずは岡山市在住の落語家・東

家三ん生さんによる落語が行われました。『カラオケ病院』と題された落語で

は、風邪・胸やけ・水虫・痔など病院にまつわる言葉を替え歌にし、会場を

明るい笑いでいっぱいにしていただきました。また、落語のミニ講座として、

小道具の紹介など落語の楽しさを教えていただきました。さらに、そば・うどんの食べ方の見分

け方では実演を交えていただき、大きな笑いと拍手が巻き起こりました。短い時間ではありまし

たが、とても楽しい時間になりました。

続いては休憩時間を利用したリラックスタイム。当院の石井看護助手

を中心に、横溝看護師・吉田看護師が講師を務め、「ストレッチ体操」を

みんなで行いました。最後には頭の体操として「後出しじゃんけん」を

行いましたが、間違ったり、正解したりと大盛り上がり！和やかなリラ

ックスタイムになりました。

最後に、『明るく楽しく輝いて生きる』と題した当院院長・渡辺による講演が行

われました。「亡くなる 3 分前に、神様から『あなたの人生どうだった？』と聞か

れたら皆さんはどう応えますか？」との問いかけから始まり、和顔愛語の精神・

感謝・思いやり・感動・いたわりの心、そして長寿の秘訣など、お得意の（？）

ダジャレを交えながらユーモアたっぷりの講演となりました。最後は「たった一

度の人生、明るく楽しく輝いて生きましょう！」と締めく

くられました。講演の後には、多くの患者さんから「とて

も良い講演だった」、「院長先生の顔を見るだけでなんだか病気も良くなる」

など、喜びの声をたくさん頂きました。

当院は、今年の９月１日で開院２７周年を迎えることができました。当日お配りしたパンフレ

ットに、【全職員が一つになって、皆様が元気で日々輝き、長生きしていただくためのお手伝いを

誠心誠意させていただきます。「訪れると心も体も安らぎ、癒される」と言っていただける病院で

あること。それが私達の願いです。】と書かせていただきました。これをこれからもずっと続けら

れるよう、職員一同、今後も精進してまいります。

大変お暑い中でしたが、健康講演会にお越しいただいた皆様、ありがとうご

ざいました。そして今回残念ながら参加できなかった皆様、次回のご参加をお

待ちしております！
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栄養管理部／吉岡 理恵

７月２１日から栄養管理部調理員として勤務させて頂いております。病院での

勤務そして調理の仕事は初めてなので、戸惑いとわからない事への不安ばかりで

す。職員皆様のご指導に日々感謝しながら、少しでも早く仕事に慣れるように一

生懸命頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

在宅医療部／仲谷 範子

８月より在宅医療部で勤務させていただいております。在宅で療養されておら

れる患者様やご家族の方に安心して在宅生活を過ごしていただけるよう応援させ

ていただけたらと思っています。 以前にも訪問看護の経験はありますが新たな気

持ちで地域連携を図りながら頑張っていこうと思いますのでどうぞよろしくお願

いします。

病棟看護部／川上 真由美

８／２１より病棟で勤務させて頂いています。消化器専門病院での経験はなか

ったので勉強の毎日ですが、新たな知識を得られることに感謝しています。病棟

ではスタッフのまとまりも良く、とても働きやすいので、一生懸命頑張っていき

たいと思っています。よろしくお願いいたします。

介護支援相談室／西村 沙織

８月２１日付で、在宅医療部の介護支援専門員として働かせて頂いています。

短大卒業後～９年弱、体が資本の介護福祉士として現場でやってきましたが、介

護支援専門員は頭が資本であり、混乱の毎日を送っています。しかし、優しい先

輩達に助けられ、失敗ばかりですが、楽しく仕事に取り組んでいます。渡辺病院

のスローガンでもある“和顔愛語の精神”をモットーに、在宅で生活されている

方がよりよい生活を送れるように勤めていきたいと思います。

検査部／小出 ゆかり

８月２６日から検査部で勤務させていただいております。以前は、検査センタ

ーで勤務していたため、病院での勤務は全く経験がありません。初めての事ばか

りなので、戸惑うばかりですが、少しでも早く仕事に慣れるよう頑張りますので、

よろしくお願いいたします。
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（平成２２年１０月１日現在）

◎受付時間： 午前 ８：３０ ～ 午後１２：００ （診療開始 ９：００～）

午後 ３：００ ～ 午後 ６：３０ （診療開始 ３：３０～）

※急患はこの限りではありません。

●正面玄関は、診療日の朝８時３０分に開きます。

それまで玄関は開扉できませんので、ご了承ください。

◎休 診 日： 水曜日午後・日曜日・祝日

◎専門医による乳腺外来を行っています。（火曜日１２：００～１６：００／予約制）

専門医： 中島一毅（かずたか） （川崎医科大学／乳腺甲状腺外科講師）

※乳腺疾患（乳がん検診などの一般的な疾患）の診察は、主に渡辺と田淵が担当

いたしますが、専門的な診察は中島が担当しております。

中島の診察は予約制で行っており、事前の予約が必要となります。

詳しくは、職員または看護師にお問い合わせください。

◎手術、検査、学会出張等により診療担当医を変更することがあります。

◎最新の外来診療担当医表は、総合受付カウンターや、待合ホール西側（総合受付右側の

外来診療担当医表掲示板付近）で配布しております。

また、当院ホームページにも掲載しておりますので、どうぞご利用ください。

※当院のホームページアドレス： http://watanabe.or.jp/

☆医師勤務変更のお知らせ
急なお知らせとなり大変恐縮ですが、１０月１日より髙岡宗徳医師が非常勤勤務となることが

決まりました。１０月から髙岡医師の診察は、毎週土曜日の午前中のみとなります。

髙岡医師が主治医となっている患者さんには、髙岡医師または当院医師より今後の治療につい

て診察時にご説明いたします。ご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承下さい。

診察室 月 火 水 木 金 土

午 前

１ 診 渡辺 哲夫 光岡 直志 佐藤 直嗣 渡辺 哲夫 渡辺 哲夫 光岡 直志

２ 診 光岡 直志 田淵 陽子 渡辺 哲夫 佐藤 直嗣 光岡 直志 渡辺 哲夫

３ 診 佐藤 直嗣 佐藤 直嗣 渡辺伸一郎 田淵 陽子 佐藤 直嗣 高岡 宗徳

４ 診 渡辺伸一郎 田淵 陽子

午 後

１ 診 渡辺 哲夫 田淵 陽子

休

診

田淵 陽子 田淵 陽子 佐藤 直嗣

２ 診 佐藤 直嗣 担 当 医 佐藤 直嗣 担 当 医 渡辺 哲夫

３ 診
中島 一毅

(12:00～16:00)
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広報誌「ふれあい」６６号はいかがでしたでしょうか？リニューアルしてから２回目の発行

となりました。前号はたくさんの方にお持ち帰りいただき、本当に嬉しく感じています。しか

し「ふれあい」は、以前から一方通行での情報発信しかできておらず、「本当に患者さんが望ま

れている情報が発信できているのだろうか？」という思いがありました。そこで今回、患者さ

んへアンケートのお願いをさせていただきます。「こんな記事が読んでみたい！」というご要望

がありましたら、是非お寄せ下さい！ ※締め切りは 11 月末日といたします

おかげさまで当院は、９月１日で開院２７周年を迎えることができました。記事でご紹介し

たように、９月４日には毎年恒例の健康講演会も開催しました。お集まりいただいた皆さんの

笑顔は、私達職員にとって本当に大きなパワーになります。現在、恒例のクリスマスコンサー

トの準備も進めております。今年も職員参加のコーラスが予定されており、楽しく練習に励ん

でいるところです。お越し頂く皆さん、そして参加する職員にとっても良い思い出になるよう

頑張ります！今後の渡辺胃腸科外科病院にも、どうぞご期待ください。（広報委員会／久保田）

病 院 理 念
渡辺胃腸科外科病院は、常に患者さまの立場に立ち、

心の通った医療を提供します。

基 本 指 針
１.私たちは、医療人としての自己研鑽に励み、
安全で良質の医療を提供します。

２.私たちは、十分な説明と同意に基づいた、
安心と信頼が得られる医療を提供します。

３.私たちは、患者さまのプライバシーと個人情報を
守り、尊厳を重んじた医療を提供します。

４.私たちは、尊い命を預かるという職業に従事する
ことに感謝し、何事にも真剣に取り組みます。

５.私たちは、地域医療機関との連携を通じて、
地域社会への積極的な医療貢献を果たします。


