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【名前】 熊野 健二郎 医師

【担当】 胃腸科、外科、肛門科

①趣味・特技は？

音楽鑑賞、映画鑑賞、洗車（？）

②好きな食べ物は？

鳥の唐揚げ、果物全般

③休日の過ごし方は？

家でダラダラ過ごす事が多いです…。

④仕事が楽しいと思う瞬間は？

外科医という仕事は大変やりがいのある仕事です。自分で診察し、検査を行い、診断をつける。必

要があれば手術を行い、患者さんを救う事ができます。現実はそう甘い事ばかりではないのですが、

こんなにも人に感謝される職業はそうないと思っています。

⑤医師を志した理由

小学校・中学校で読んだ手塚治虫の漫画「ブラックジャック」の影響が大きかったです。ブラック

ジャックの天才的な手術にあこがれを持ち、いつか自分もこうなりたいと思ったのを覚えています

（もちろん無免許はいけませんが）。

【名前】 久保 啓明 医師

【担当】 胃腸科、内科

①趣味・特技は？

音楽鑑賞、読書、歌うこと、サイクリング、パチンコも少々

②好きな食べ物は？

たこ焼き、お好み焼き

②休日の過ごし方は？

電車、車、自転車などでぶらぶら旅をしてます。

④仕事が楽しいと思う瞬間は？

患者様は自分の人生の先輩であることが多いので、いろいろな面で勉強さていただいています。日

々の仕事のなかでの患者様や家族、その他いろいろな出会いが楽しいと思う瞬間です。

⑤医師を志した理由

小学生のころ喘息で病院に通うことが時々あり、かかりつけの先生に治していただきました。自分

だけでなく、人の苦しみを和らげたり癒したりする仕事につきたいとその頃思ったのが医師を志し

た理由です。
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『よりそう(Side by Side)』～ボランティアで東北へ～

栄養管理部 M・H

８月の末から９月にかけて、４度目のボランティアで岩手県遠野市に足を運んだその時の思いを、拙い文章にしてみた。

９月１１日で、震災から半年が経つ。被災地はガレキが撤去され、更地には緑が生い茂って、私が初めて5月

の連休後に目にした光景からは大きく様変わりした地域もあった。

しかし、未だに行方不明者の捜索や泥出しを必要としているところもあり、これから無彩色の厳しい季節へと

移行する前に、ひとりでも多くの人たちに足を運んでもらって、この現状

を瞠ってほしいと、そして薄れ行く報道や人々の心に忘れないでと被災地
みは

でそっと呟いてみた。

２年後、３年後、被災地はどうなっていくのだろう？そして、日本はど

うなっていくのだろう？そんな未来図を描くためにも、まずは島国日本で

起こったこの惨状を、語り継ぐことの大切さを知って欲しい。そして決し

て風化させてはいけないと･･･。

私の関わってきた大槌町では避難所から全員の方が８月の末をもって、

仮設へ移られた。仮設の大方は今度こそ津波の被害がない高台や、林をか

き分けての本当に奥まった場所に位置する。復興の通り道として仮設へ移

られることは『自立への一歩』でもある。しかし多くの“人”“物”を亡く

された方々の中には、［自立が孤独］という言葉に置き換わってしまう方も

いる。多くの方は仮設に移られたところで「隣は誰？」と言う具合で、知

らない場所での生活が始まっている。

被災者の心のケアは、『一人にしない』『体験を分かち合う』『生活再建』の３段階である。遠野まごころネッ

トでの合い言葉でもある『よりそう』がまさに心のケアを集約した表現だと思う。

震災後、時間の経過と共に被災者の向き合う相手は自然から人間に移り、苦痛の質も変わってきており、まさ

にこれからが人の手のぬくもりを必要としている。今回は大槌町の仮設を沢山回らせて頂き、多くの方々と膝を

つき合わせお話をさせてもらった。しかし、何かが違っていた。以前では考えられなかった苦しい体験をはき出

すように、多くの被災者が私たちに浴びせかけるようにあの地震大津波での体験を具体的に話してきた。そして、

私はただただその言葉を聞き、うなずき、背中にそっと手を回すことしかできなかった。

遠野市を後にする時、私はマザーテレサの大海の一滴を思い出した。

『わたしたちのすることは 大海のたった一滴の水にすぎないかもしれません。 でも、その一滴の水があつまっ

て、大海となるのです。』

名ばかりの私のボランティアは、一滴にも満たない小さな事かもしれ

ない。それでも、たった一滴から始まるのだ。そう自分に言い聞かせ、

そしてこれからも被災者の苦しみに思いを重ねることをずっと続けてい

こうと思った。

－崩壊した防潮堤－

－津波が壊した物－

－被災地に咲く向日葵－
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－リクライニングチェアー－

－化学療法チーム－

化学療法といえば、抗がん剤の使用や副作用の管理が難しいため、入院治療以外に選択肢があ

りませんでした。

現在、化学療法の副作用に対する予防策や対応策を効果的に実践することで、入院だけでなく

外来でも化学療法が可能となりました。化学療法が患者さまの日常生活に支障を与えないように

配慮し、化学療法を「より安全に、より快適な環境で」という要望にこたえるため、当院でも化

学療法チームを設置し治療を行っています。

★ご家族とともに慣れた自宅での生活が続けられることで、精神的にリラックスした状態で治

療を受けることができます。

★仕事を継続できることにより、経済的に安定した生活を送ることができます。

治療を行う部屋は他の患者さまとは違い別室となっているため、周りに気

を使うことなく治療を行うことが出来ます。

部屋内は、プライバシー保護のためカーテンでベッドを囲むことができま

す。ベッドは通常よりも広く、リクライニングチェアーを完備しており、D

VDや音楽を鑑賞することも出来ます。又、各ベッドにテーブルを設置し治

療中飲食も自由に出来るなど、ゆったりとした時間を過ごして頂けるように

配慮しています。

薬の種類によっては在宅での化学療法が可能です。

★外来化学療法室で5時間程度数種類の点滴をした後、ポンプを装着し

たまま帰宅し、約４５時間後病院にて針を抜きます。

★持続して点滴をしていますがポンプは小型で軽量なので、日常生活も

ほとんど制限されません。

★点滴棒や電源コードの必要もありません。

－ＤＶＤ－

－携帯型ポンプ－

－携帯型ポンプ装着時－
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化学療法を行っている患者さまに、高い頻度で発現する副作用が口内炎です。口内炎は痛みを

伴うため食欲も低下してしまい、患者様にとって非常に苦痛を感じる副作用の一つと言われています。

口内炎を予防する対策として、口の中に氷を入れて口の中を冷やすことにより、口の中の血液

の流れを抑える方法があります。これをクライオセラピーと呼びます。

当院では味のついた氷を３種類用意しており、好みの味を選ぶことが出来ます。

クライオセラピーは患者さまの希望により行うか否か決めることができます。

★クライオセラピーを実施した患者さまの意見

『口の中がさっぱりした』

『はちみつ味がおいしかった』

『口内炎ができても治りが早い気がする』

『しゃっくりがとまった』

当院では月に1度、医師、病棟看護師、外来看護師、薬剤師、管理栄養士が集まり現在治療をお

こなっている患者さまについて、1人1人個別のケアが行えるように現在の問題点、改善点等を話

し合い、部署間で情報交換を行っています。又、院内全体で勉強会を開き、新しい薬剤について

の知識を共有しています。

このように当院では、化学療法中も安心で安全に治療が受

けられるように副作用の予防に努め、副作用出現時に早期発

見ができるように細心の注意を払い行っています。
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9月6日（火）、病院内に撮影隊が！？

当院では、本年度中に「病院のご案内」パンフレットのリニューアルを計画

しております。パンフレットに掲載する写真も一新！ということで、9月6日に

プロのカメラマンに依頼し、丸一日かけて写真撮影を行いました。

病院のあらゆる場所にカメラマンと撮影隊がいたので、見かけた方は「一体

何が行われているんだ？」と不思議に思われたことでしょう。驚かせてしまっ

て申し訳ありませんでした。また、撮影にご協力頂いた皆様、ありがとうござ

いました。

撮影の日程はかなりのハードスケジュールでしたが、撮影隊一

致団結してスムーズに撮影を終えることができました。

完成までにはまだまだ構成を練る時間が必要ですが、手にとっ

てくださったみなさんに満足して頂けるようなパンフレットになれ

ばいいなと思っております。

パンフレットが完成しましたら、ぜひ一度ご覧下さいね！

― 広報委員会―

毎年恒例の職員親睦旅行に９月１０・１１日と９月２５・２６日の２班に分かれて行ってきました。

今年の旅先は･･･九州の長崎&福岡です！！ 九州新幹線が開通した事もあり、記

念になると思い、行き先を九州に決定しました。

１班の日程の時、ちょうど台風が九州に接近しておりみんなで心配をしましたが、

渡辺院長をはじめ、院内スタッフの日頃の行いが良かったからでしょうか、天候に

も恵まれ、晴天の中旅行を楽しむ事が出来ました。もちろん２班も良い天気でした。

１日目は長崎観光！！長崎平和記念公園やグラバー園などを観光しました。２日

目は福岡まで移動して、水族館とちょっとリッチにクルージングを楽しみながらラ

ンチを堪能しました。

仕事とは違った職員の一面も見ることができ、楽しいひとと

きを過ごしました。

―職員親睦会―

院長の撮影風景です！

すごい機材ですね！

ご協力ありがとう

ございました！
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―病棟看護部―

花粉症の季節というと春先のイメージが強いですが、最近は秋の花粉

症や夏の花粉症というのもあります。秋の花粉症の原因となっているの

はやはり花粉です。夏から秋に飛散するといわれているブタクサや、セ

イタカアワダチソウ、イネやキクなどが秋の花粉症の原因であると考え

られています。

症状は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、充血、のどの痛みなどがあり、そこに加えて頭痛や頭が重

く感じてぼーっとするなどという症状もありますから、非常に風邪と似ているわけです。そのために内科を受診

しても「風邪を悪化させてしまった」と誤診されやすく、花粉症はますます悪化していきます。秋口にくしゃみ

や鼻水が止まらないと思ったら、花粉症かどうか検査してもらいましょう。

レーザー治療や、薬の服用、漢方の服用など多くのものがあります。しかし、薬に頼らずに花粉症対策をした

いと思っている方も多いのではないのでしょうか。そこで・・・

これから起きるかもしれない『秋の花粉症』の身近にできる予防・対策を御紹介します！！

●マスク・服装

マスクを着用し、花粉がつきにくいツルツルした素材の衣服を着て、室内に入る前には花粉を払いましょう。

●花粉症対策の食事

①．バランスのとれた食事に心がけましょう

高たんぱく質（肉、魚、卵など）の食品を多量に摂取すると、それが引き金となってアレルギーを起こす

事があります。高たんぱくの食品にかたよることなく、バランスよく摂取しましょう。

②．花粉症には発酵食品？

花粉症はアレルギー反応の症状の一つで、腸の働きがよくない場合に起こりやすいといわれています。発

酵食品(ヨーグルト､味噌、納豆など)は腸内環境を整える作用があり、花粉症の症状を軽減させるのに効

果的です。

③．お茶で花粉症改善

花粉症対策のお茶として甜茶、緑茶が挙げられます。甜茶ポリフェノールや緑茶のカテキンに

は免疫能を増進させるなどの作用があり、花粉症に効くとされています。花粉のシーズンが始

まる前から日常的に飲むことによって花粉症の改善に役立ててみましょう。

●アロマで花粉治療

花粉症のアロマにはティートリーやユーカリがあり、強い殺菌作用と精神を落ち着かせる効果があるとい

われています。しかし、即効性は期待できませんので、花粉症シーズンに突入する前から使用するのが賢

い使い方です。花粉症対策でアロマを使用する利点はリラックス効果にありますので、自分に会った香り

のものを使うのが良いようです。

花粉症対策
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家電製品を買い替えるとCO2を減らせることをご存じでしたか？ 地球温暖化の原因にもなって

いるＣＯ２は、消費電力を抑えた家電製品に替えることで、その排出量を抑えることができるのです。

もちろん、電気料金も安上がり。「エコ家電」は、地球にも暮らしにも優しい家電製品です。

古くなったり、なんだか調子が悪くなった冷蔵庫や洗濯機……。まだ使える？と悩むなら、いっそ買

い換えてはいかがでしょう。最近の家電は進化して、すっかりエコ仕様なんです。ちょっと前は贅沢

と思われていた食器洗い乾燥機やIHクッキングヒーターも、エコの視点で見てみると、さらに頼れる

優れもの。省エネは地球にも家計にも優しいのです。

高いけど買い換えることで電気代がぐんと安くなり、

数年で元が取れる商品も多くあります。どんどん

家電業界も進化していて、種類もたくさんあり、

どれを選んだらいいか悩んでいる方もいるかもし

れません。そんな時は家電量販店の家電アドバイザー

に気になる事や、商品について詳しく聞いてみましょう。

お得な情報や、自分にあった商品を教えてくれる

はずです。

職員や患者様のご協力によりこれまで集まった数は 約１１２,０００個。

ポリオワクチン１４０人分になります。今後も頑張っ

て集めていきたいと思っています。

飲み終わった後のペットボトルのフタをそのまま捨

ててしまうとゴミ、しかし、回収してお持ち頂けると

ワクチンとなり子供の命が救われます。

ご協力頂ける方は受付職員まで、気軽にお声がけ下さい。

こまめ通信

エコ情報
－こまめプロジェクト－

エコキャップ収集
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外来看護部／赤畠 千里

６月より外来で勤務しております。外来業務は初めてで迷惑をかけることも多いですが、スタッ

フの皆様に優しく丁寧に指導して頂き支えられています。いつも笑顔で心の通った医療が提供で

きるよう頑張ります。よろしくお願いします。

外来看護助手／和泉 明日香

外来看護部の助手として８月１６日から勤務しております。助手としての経験はまだまだ浅く至

らない点も多くありますが、皆さんに支えられながら多くの事を学んでいます。笑顔を絶やさな

いスタッフとして、良質の医療が提供できるように自己研鑽していきますので、よろしくお願い

致します。

外来看護助手／岡本 亜弓

キャリアプランニングからの派遣で８月から外来看護部の看護助手として勤務しております。初

めてのことばかりで迷惑を掛けていますが、皆様に優しくご指導して頂いております。早く仕事

を覚え、頑張って行きたいと思いますのでよろしくお願い致します。

病棟看護部／三上 優子

5月21日から病棟看護部で看護師として、勤務しております。外科の経験は無く、毎日、先輩方

にご迷惑を多々おかけしていますが、温かい御指導を頂きながら頑張っています。まだまだ業務

で一杯ですが、先輩方を見習い和顔愛語で看護が出来るよう努力していきます。

病棟看護部／安藤 淳子

6月21日から病棟で勤務しております。病棟での勤務は15年ぶりで、新鮮な気持ちと緊張感を

持ちながら頑張っています。なかなか仕事が覚えられず、皆さんに御迷惑をお掛けしますが、1日

でも早く仕事を覚え、患者さんから信頼される看護師を目指してがんばります。よろしくお願い

します。

栄養管理部／鍬野 倫子

８月２２日から栄養管理部で管理栄養士として勤務しております。 当院独自のアフタヌーンテ

ィーや個別対応での食事提供に驚きを隠せず、１日でも早く仕事を覚えたいと日々奮闘していま

す。患者様へ食べることの楽しみや、笑顔に繋がる食事提供ができるよう頑張っていきたいと思

っています。よろしくお願い致します。

栄養管理部／川手 誓子

キャリアプランニングからの派遣として、７月１３日より栄養管理部で管理栄養士として勤務し

ております。経験はまだまだ浅く、毎日多くのことを学ばせて頂いております。一日でも早く仕

事が覚えられるように頑張ります。よろしくお願い致します。
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相手がニコッと笑いかけてくると、反射的に自分もニコッと返していませんか？

パワーというと何だか大袈裟な感じがしますが、私自身、普段から職場や家族、色んな所で“笑顔”というパワ

ーをもらっています。仕事でミスをしてへこんでいる時、嫌な事があったりしても、子供の保育園へお迎えに行

き、自分の所へ駆け寄って来る時の子供のあどけない笑顔を見ると、そんなマイナスな気持ちも忘れ、心から笑

顔になれます。また、私の部署には笑顔がとっても素敵な先輩がいます。その先輩は

｢何かいい事があったのかな？｣というくらい、いつもニコニコされていて、私はその

先輩の笑顔を見る度に、安心と共にやる気を持たせてもらっています。

笑顔は、人を勇気づけたり、元気にさせたり、ホッとさせたり、病をも治すという、

魔法的なものですね。私もそんな人間になりたいものです。

在宅医療部 Ｓ・Ｎ

スーパーマーケットって楽しいですよね。でも、いろんな商品に目移りしたり、特売品を

見つけたりしたら、ついついカゴの中に手が動いてしまいませんか？私もレジまで行って

「こんなに買うつもりなかったのに･･･。」なんて経験があります。

そんな私の買いすぎ防止策はズバリ！カートを使わないこと！！カートを使うと重さを感じ

なくなり、ついカゴに商品を入れ過ぎてしまうそうです。みなさんも是非一度試してみて下

さい。カゴがだんだん重くなると、多少セーブがかかりますよ。ただし、たくさん買い物を

しなければならない時は無理をせず、カートを利用して下さいね。

検査部 Ｃ・Ｅ

我が家のペットは、イヌでもネコでもなくぷくぷく太った１０匹の金魚。庭の池で飼っているせいか、どれも

小さなコイくらいの大きさにまでなっています。１０年以上飼っているので、餌をくれる人はよくわかっていて、

夫が池のそばを通ると、どの金魚も口をぱくぱくさせ餌をねだっています。

私が通っても姿を見せず、池の底へ沈んだまま…。(餌をやらないからかな？）

どうも、足音を聞き分けているとしか思えないのです。

夫は、「僕にだけなついてくれている。うちの金魚はかわいいよ。」と自慢げに周囲の

人に話しています。金魚に好かれようとは思わないけれど「うちのペットはかわいい」

と自慢してみたい。私も餌をやってみようかなと思うこの頃です。

保育部 Ｋ・Ｈ
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（平成23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、主に渡辺院長と田淵医師が

担当いたしますが、専門的な診察は中島医師が担当しております。

中島医師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/

☆外来診療担当医表が変更になりました。☆
１０月１日より外来診療担当医表が変更になりました。新しい外来診療担当医表は総合受付な

ど各場所で配布しております、ご自由にお持ち帰り下さい。

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 田淵 陽子 佐藤 直嗣 熊野健二郎 田淵 陽子 熊野健二郎 久保 啓明

４ 診 佐藤 直嗣 担 当 医 渡辺伸一郎 久保 啓明 久保 啓明 髙岡 宗徳

午 後

１ 診 田淵 陽子 担 当 医

休

診

渡辺 哲夫 田淵 陽子 佐藤 直嗣

２ 診 佐藤 直嗣 牟田 裕紀 田淵 陽子 担 当 医 熊野健二郎

３ 診
中島 一毅

(12:00～16:00)

http://watanabe.or.jp/
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3月の大震災から半年が過ぎました。あの日以来、私たちにとって「節電」は今まで以上に大切なキーワー

ドになっています。しかし今年の夏も暑かったですね。「今年くらいは涼しくていいのに」と何度思ったこと

か…。気がつけば、朝晩はかなり涼しく感じられるようになってきました。これから寒い季節がやってきます

が、エネルギーの消費量は暑い季節を上回るのが一般的です。無理のない範囲で、上手に工夫しながら乗り切

っていきましょう。

さて、冬が近づくにつれ院内の緊張が高まっています。当院では電子カルテの導入を決定し、この冬から稼

働を開始する予定です。現在は運用方法の打ち合わせや導入作業などが行われており、間もなく操作研修もス

タートするという状況です。それに先立ち、10月1日からは医事会計のコンピューターが新しいものに入れ

替わります。まだまだ不慣れな部分が多く、ご迷惑をおかけすることもあるかと思います。より良い病院を目

指して職員一同努力して参りますので、ご協力をよろしくお願いいたします。（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。


