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新年、明けましておめでとうございます。昨年の3月11日、国難とも言うべき東日本大震災では多くの尊い

命が失われました。心から哀悼の意を表すとともに、東北の復興を国民全体で支援しなければならないと思いま

す。そして私たち自身が自分たちの尊い命を大切にして、今できることをしっかり行い、日本を再生していかね

ばならないと思います。

当院は12月21日から電子カルテを稼働しました。院内のどこからでもコンピューターにより患者様の情報が

得られ、多くの医療情報をより早く共有でき、効率も良くなります。さらに、外来診療において長い待ち時間が

発生して御迷惑をおかけしていましたが、予約を取り入れることによりスムーズに診察を受けて頂けると思いま

す。疑問の点がおありでしたら、職員誰にでも遠慮無くお訊ねいただけたらと思います。

さて日本人の死因第一位は癌で、2人に1人は癌になるとされています。癌は老化現象の1つで完全に予防す

ることは困難かもしれませんが、癌になるリスクを下げることは可能です。人により癌になるリスクは異なるた

め、自分のリスクを知ることが重要です。その上で癌になりやすい生活習慣があれば、それを改善することでリ

スクが低下します。

約10万人に生活習慣を聞き、20年間にわたって癌になったかどうかを調査したことで「癌になりやすい生活

習慣」「癌になりにくい生活習慣」が分かってきました。

国立癌研究センターのホームページに「癌リスクチェ

ック」が公開されています。それによると「太りすぎ」

や「やせすぎ」が癌になるリスクを高めます。BMIとは

体格指数を表した数値ですが、当院でもBMIは計測可能

です。

その他、喫煙・飲酒・運動不足は癌のリスクが上昇し、感染についてもピロリ菌は胃癌、B型・C型肝炎ウイ

ルスは肝臓癌、ヒトパピローマウイルスは子宮頸がんの原因となります。

ピロリ菌の除菌には抗菌薬を1週間服用することで可能ですが、感染の有無にかかわらず胃癌の予防には、

①禁煙 ②塩分は控え目・野菜は毎食・果物は1日1回・よく噛んで食べるなどの食生活の注意 ③毎年、胃カメ

ラ・レントゲンなどの検診を受けること が大切です。

続いて大腸がんのリスクを上げるとされているのは、ハム・ベーコン・ソーセージなどの加工肉や、牛・豚・

羊などの「赤肉」です。赤肉の摂取量は1週間に500gを超えないように推奨されています。

熱い飲食物は、食道癌のリスクを上げるため、ある程度冷ましてからとるようにしましょう。またコーヒーは

肝臓癌や大腸癌のリスクを下げますが、膀胱癌のリスクを高めるため、飲み過ぎは禁物です。

これらの生活習慣の改善は癌のリスクを下げるだけでなく糖

尿病、心臓病、脳卒中などの予防にも有効で健康長寿であるた

めの秘訣とも言えます。

本年も職員一同、皆様方が健康に過ごして頂けるお手伝いを

させて頂きたいと思いますので、よろしくお願い致します。

癌予防の適正体重は、男性：BMI 21～27

女性：BMI 19～25

※BMI（体格指数）

BMI＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

院長：渡辺 哲夫
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ー広報委員会ー

■つかれ残さず、体調崩さず

人それぞれの入浴方法をすでにお持ちでしょうが、正しい入浴方法も知っておいた方がよろしいのでは？

仕事疲れを翌日に残さない入浴法、体調を崩さない入浴法をお教えしましょう。

１.入る前に湯船のふたを開け、脱衣場は２２度以上に

日本家屋は往々にして風呂場が北向きに設計されている場合が多く、とくに寒くなりがちなので、脱衣場

と風呂場の温度差を少なくすることです。

２.風呂の温度は３９度前後に

この時期、カラダを芯から暖めたいからといって真っ赤になるまで湯船につかっているのは、もっとも良

くない入浴方法です。血圧が急に上がり、心臓への負担も大きくなります。さらに交感神経も優位になるの

で、目が冴え、寝つきが悪くなります。

３.全身浴と半身浴を繰り返す

肩までどっぷりと湯船につかると、なんと５６０キロの水圧がかかります。疲れるだけでなく、心臓に負

担がかかるのです。ですから、全身浴と半身浴を繰り返すぐらいが良いでしょう。温まった血液は１分間で

体をひと回りします。

４.寝る前に水分補給を

脳梗塞、心筋梗塞予防のために、風呂上りは充分な水分補給をして、血液の濃縮を防いだほうが良いでしょう。

５.湯船の中でジャンケンポン、パソコン疲れを緩和

パソコンの使い過ぎで指やひじに痛みを抱えるサラリーマンも多いでしょう。そんな時は湯船の中でジャ

ンケンをするように、グー・チョキ・パーと手のひらを動かします。

６.肩の上下運動でコリを取る

肩は上下運動を２０回程度、次にグルグルと回す。首は左右に、そしてグルグルと回す。湯船で運動する

と筋肉の新陳代謝が高まり、乳酸や老廃物が、入浴後、尿として排出されます。

子供の入浴方法こそが最善のようですよ。「子供は熱いお湯に入りたがらないし、もし入っても立ったま

まの半身浴だけです。ぬるま湯なら湯船で泳いだり、バチャバチャとはしゃいで体を動かします。浮力を使

い、体の負担を減らすとともに、筋力をたかめているのです。」

風呂でも、老いては子に従え・・・、ということでしょうか。

■スーパー銭湯の入り方

自宅の風呂では飽き足らず、近所のスーパー銭湯に行かれる方も多いのではないでしょうか。浴槽が大き

いのが利点です。浮力で水圧を減らし、広い風呂ほど、アルファ波が出て、リラックスできます。

しかし、温度が高すぎるのが欠点です。長湯は厳禁です。２～３分で出たり、入ったりがいいでしょう。

毎日入るお風呂、健康を害することになってはいけません。
そこで、正しい入浴法を、お伝えします。
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医師：熊野 健二郎

みなさんは自分の食べた物がどのように消化、吸収され、排泄されるかご存知ですか？

まずは右図をご覧ください。一般に私達が口から食べた物は食道から胃、十二指腸、小

腸へと運ばれその間に消化されて、大部分は小腸で栄養分が吸収されます。そして大腸

で水分を再吸収され、残りは便になって肛門から出ていくのです。

さて人間は食物の消化・吸収のために胆汁や膵液といった消化液を体の中で作ってい

ます。消化液の中には消化酵素というものが含まれており、これが食べたものをブドウ

糖やアミノ酸、脂肪酸といった小さい分子にまで分解する事によって体に吸収する事が

できるようになるのです。

今回は先程出てきた「胆汁」という消化液に注目しましょう。簡単に言う

と胆汁は脂肪の吸収を助けてくれる消化液です。右図をご覧ください。図の

ように胆汁は（常に）肝臓で作られ、総胆管とよばれる胆汁の通り道を通っ

て十二指腸に分泌されています。食物は十二指腸で胆汁と混ざり合い、小腸

に運ばれていくのです。その総胆管の途中には胆嚢と呼ばれる袋状の胆汁の

貯蔵庫があります。つまり肝臓で作られた胆汁の一部（約1/5の量）は胆嚢で

蓄えられており、食事の時に胆嚢が収縮する事により、総胆管へ排出される

のです。そしてこの胆嚢にできる石が胆石なのです。

それではなぜ胆石はできるのでしょうか？正確に言うと胆石にも数種類あって、それぞれ成因は違うのですが、

胆石で一番多いコレステロール結石では食習慣による原因が大きな要因を占めています。すなわち脂肪分の多い

食事、過食などのアンバランスな食生活、ホルモンや薬の作用、ストレス、肥満などの生活習慣などが言われて

います。さらに胆嚢の働き（収縮機能）が鈍っている事も関与しています。ここで大事なのは胆石自体はただの

石ころですから、治療の対象ではありません（取り除く必要はありません）。しかしこの「ただの石ころ」が様

々な「悪さ」をすると放っておけなくなるのです。それを次のパートで説明します。

①胆嚢炎
胆石が胆嚢の出口あたりに詰まると胆汁の流れをせき止めてしまうため、胆

嚢が収縮すると内圧が上昇します。つまり胆嚢に無理がかかり、痛みが出現し

ます（疝痛発作）。痛みの場所は心窩部や右季肋骨部、背中が多いのですが、

時に右肩に放散する痛みとして感じる事もあります。痛みの程度は違和感程度

のものから転げ回るぐらいの激痛まで様々です。そしてこれを食事の度に繰り返すと次第に胆嚢は腫れ上がっ

てきます。また胆嚢内のよどんだ胆汁には細菌（腸管から胆管を通って上がってきます）が繁殖しやすくなり

ます。これらにより炎症が起こった状態が胆嚢炎です。胆嚢炎では腹痛に加え、発熱や黄疸などの症状や血液

検査で炎症反応などの上昇を認めることがあります。重症のものは胆嚢が破れて腹膜炎を起こす事もあります。
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②胆管炎
胆石が胆嚢にひっかからず、胆管に落ちたらどうなるでしょうか？石が

大きい場合、胆管で詰まって閉塞を起こす事があります。こうなると胆管

炎を起こし、さらに細菌感染が起こると化膿性胆管炎となり、石を取り除

く緊急処置（内視鏡治療が多い）が必要になります。

③膵炎
図を見てください。膵液の通り道である膵管は実は十二指腸に出る前に

総胆管と合流して1本道になります。すなわち総胆管から落ちてきた胆石が

この合流部付近で詰まると膵管が塞がれて、膵炎を起こしてしまうのです。

④胆嚢癌
胆石自体が癌に変わる事はありません。しかし胆石によって胆嚢炎を操

り返した胆嚢は癌が発生しやすいと言われています。

①超音波（エコー）
最も一般的です。患者様に副作用もなく、胆石を疑った場合は第一に行うべき検査です。

②腹部ＣＴ
胆嚢以外の臓器も広い範囲で同時に見ることができます。被曝という副作用があります。またＣＴでは見え

にくい胆石もあります。

③ＭＲＩ
胆石に合併する病変（良性や悪性の腫瘍、総胆管結石）の検索に適しています。胆嚢や胆嚢管の位置関係の

把握も容易です。

④ＥＲＣＰ
内視鏡検査とレントゲン透視を併用して行う検査です。総胆管結石が疑われる場合などに行います。診断と

治療（総胆管結石除去など）を同時に行える利点がありますが、それなりの合併症もあります。

←↑色々な検査で見える胆石

（黄色矢印が胆石または総胆管結石です。）

さていかがだったでしょうか？

長々と話してきましたが、紙面の都合上この辺りで

終わりにしたいと思います。次号は胆石の治療法に

ついての話しをする予定です。

お楽しみに～。
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２０１１年１２月１０日

今年もクリスマスコンサートが開催されました。クリスマスムード

一色の会場内では、にぎやかにコンサートが始まりました。

まずは病棟看護師による影絵です。

コブクロの「蕾」にあわせ、たくさんの動物たちの物語が表現されました。

幻想的な雰囲気のなか、会場からは「あ！ネコ」や「ひよこが生まれた～」

など声が飛び、楽しんで頂けたようでした。影絵で表現された動物たちの

愛らしい姿に感動しました。

次は当院スタッフを含む２名による琴演奏です。

クリスマスソングを含め、3曲が演奏されました。すばらしい音色と弦さばきに

思わず聞き入ってしまいました。せわしい日常を忘れ、ホッとできるひととき

を過ごす事ができました。

そして、コンサートの醍醐味！！渡辺院長によるサックス演奏です。

この瞬間を待ちわびているお客様も多くいらっしゃるのではないでしょうか！？心が

ホッコリと温かくなるトークのあとは、心に響くサックスの音色に酔いしれました。

美空ひばりの「愛燦燦」が流れたときには割れんばかりの拍手でした。診察室での院長

とは違った一面を見ることが出来ました。

最後は金光混声合唱団による合唱です。

息がぴったりと合った、絶妙なハーモニーがすばらしかったです。途中、プレゼントを

配るというサプライズもあり、歌・パフォーマンス共に楽しいひとときでした 。

最後は観客を含め「ふるさと」を合唱し、会場が一体となりました。

感動と共にクリスマスコンサートは幕を閉じました。

毎年クリスマスコンサートが開催でき、皆様から笑顔を頂けることを、心から感謝しています。

今後も、渡辺胃腸科外科病院は地域の皆様とのつながりを大切にするとともに、常に患者様の立場に立ち、心

の通った医療を提供してまいります。

－癒しの環境づくり委員会－

ご来場
ありがとう

ございました！
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当院では平成23年12月2１日(水)より医療の質や安全・サービスの向上などを目的に電子カルテシステム

を導入いたしました。

システムトラブルを防ぐために万全の体制を整えて参りますが、操作の問題やシステム上の問題が発生した

場合、事務職員や導入業者が診療現場に立ち入ることもございます。ご協力をお願い申し上げます。

12月2１日の導入までに、さまざまな準備を行ってまいりました。

職員一人一人が操作研修を受けたり、実際に模擬患者を準備してのリハーサル、

またどのようにすればスムーズに運用ができ、医療サービスの向上につなげることが

できるか、検討に検討を重ねてきました。

導入当初は、操作等に慣れておらずお待たせする時間が長くなるなど一時的にご迷惑をおかけすることもあるか

と存じますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

電子カルテの導入によって業務内容が大きく変わったりして、職員にとっても今は課題が

多い時期です。一日も早く、職員一人一人が操作に慣れ、正確でスムーズな対応が出来るよう

みんなで力を合わせて頑張ります！

そして、今まで以上に安全で良質な医療・サービスが提供できるよう努めて参りますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

電子カルテとは？
紙カルテではなく、コンピューターを使って診療記録や指示を行うものです。

※導入後もしばらくの間は過去の記録閲覧のために従来の紙カルテも使用します。
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★身体を温める食べ物★

地球温暖化の影響か昔の方が寒かったと言われますが、やっぱり冬は寒いです。まだまだ寒さが続き

そうですが、省エネも気になるし、暖房器具に頼らなくても、体の中から温まる方法があります。

手っ取り早く温まるのは、食べ物です。寒い冬の日に体が温まる食べ物といえば、鍋料理☆ですよね。

とりあえず暖かいコーヒーやお茶も欲しくなりますね～。体の中から温まる…これも冬の寒さ対策のひ

とつではないでしょうか。しかしこれらは、一時的に体を温めるだけのもので、根本的な体づくりとし

て、食物には、体を冷やすものと、温めるものがあります。簡単な目安は、暑い地方でとれるものは体

を冷やし、寒い地方でとれるものは体を温める作用をする、と覚えておけばよいでしょう。

日本には四季があるので、夏野菜は体を冷やす、冬野菜は体を温める、と覚えてもOK。（例外もあり

ますが）食べるもので、体を冷やしたり暖めたりするという考え方は、東洋医学の見地からです。体を

温めるものを「陽性」、冷やすものを「陰性」、あまり体に影響のないものを「平性」といいます。まだ

エアコンなどなかった時代には、夏の暑さを防ぐために「陰性」の食品をとって体の中から冷やしてい

たといいます。

今の日本では、スーパーマーケットでいろいろな野菜が販売されているため、どの季節のものなのか、

どこの原産のものなのか、知らずに食べているものもたくさんあります。「地産地消」という言葉があ

りますが、住んでいる土地で作られたものを、その土地の人々で消費する、という意味です。

農業の衰退を防ぐ意味もあるのですが、人間の体にとっていちばん合うものは、住んでいる土地から

生まれたものである、という考え方もあるのです。また、国内で作るために多少の値段がかかったとし

ても、安価な輸入品を口にする不安を解消できるし、流通の無駄を防ぐという意味では「エコ」発想で

もあります。

職員や患者様のご協力によりこれまで集まった数は ２０６,４３０個。

ポリオワクチン約２５８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と

なりますが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。

エコキャップ収集

エコキャップ総数

約２０６,４３０個

２５８人の子供の命を

救うことが出来ます。

－こまめプロジェクト－

こまめ通信

◆陽性食品（体を温めるもの）

もち米・あずき・黒豆・麩・長ねぎ・生姜・かぼちゃ・人参・煮大根・小松菜

かぶ・蓮根・紫蘇・にら・パセリ・からし菜・くり・くるみ・あんず・さくらんぼ

あなご・うなぎ・かつお・あじ・鮭・ふぐ・あじ・ぶり・いわし・海老

鶏肉・羊肉・牛肉・酢・酒・酒粕・黒砂糖・水あめ・山椒・からし・わさび

エコ情報
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名前： 宮城 光恵

所属： 外来看護部

9月から外来看護部（内視鏡センター）で勤務

しております。内視鏡室での勤務は初めてで、

ゼロからのスタートでしたが、先輩方の丁寧な

ご指導のおかげで少しずつ業務にも慣れ、必死

に取り組んでいる毎日です。忙しいとつい検査

をこなすことだけに集中してしまい、患者様の

話に耳を傾けることを忘れてしまいがちです

が、何よりも不安を抱え検査を受けに来られて

いる患者様を第一に考え、安全に検査を受ける

ことができるよう介助していこうと思います。

よろしくお願い致します。

名前： 向原 小都恵

所属： 薬剤部

昨年の10月11日より薬剤部に勤務しており

ます。この病院で初めて経験することも多く、

先輩方に色々指導を頂きながら新鮮な気持ちで

日々つとめております。

今までの業務経験もいかして患者様のお役に

立ち、安心して薬を使って頂けるよう一生懸命

頑張ります。よろしくお願い致します。

よろしくお願いします。

名前： 大住 恵美

所属： 外来看護部

12月よりキャリアプランニングの派遣で外来

看護部で勤務しております。3年ほどブランク

があり、外来も初めてなので新人に戻ったつも

りで１つ１つ業務を覚えて行きたいと思ってい

ます。始めのうちはご迷惑をお掛けすると思い

ますが、笑顔で対応し、少しでも患者様の訴え

が聞けるようにしていきたいです。どうぞよろ

しくお願いします。

名前： 村上 理絵

所属： 保育部

逸見先生の育児休暇の代わりとして11月7

日より半年間勤務することになりました。最初

は様々なことに戸惑いを感じていましたが、日

を追うごとに子ども達が「村上先生！」と笑顔

を向けてくれるようになり気持ちが軽くなるよ

うでした。また、保育士の先生方、院内の職員

の方々、子ども達の家族の方々からも温かく声

を掛けていただき不安な心持ちに、とても励み

になりました。わずかな期間ではありますが、

にこにこ保育室の一員として精一杯頑張ります。

よろしくお願いします。
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我が家には、２歳になった息子がいます。その息子が、今まさに、『魔の２歳児』まっただ中なのです…。お片付

け「イヤ！」歯磨き「イヤ！」お風呂「お母さんと一緒じゃなきゃイヤ！」…結局私のカミナリが落ちて、泣き

ながら、片付けや、歯磨きをするんですが、こんな事が毎日…。正直疲れ果ててしまいます…。

最初はこんなハズじゃありませんでした。息子が産まれた時には、穏やか～に、ゆったりと

育児をするつもりだったのに、いつのまにか、ガミガミお母さんに…。それでも息子は、

こんな私に「お母さん、お母さん」と、カワイイ笑顔を見せてくれます。その度に反省、

反省の毎日です。『魔の２歳児』…先輩ママさんはみんな乗り越えてきた道ですもんね。

私も、もう少し心にゆとりを持って、魔の２歳児と付き合っていかなきゃなぁ…と思っています。

保育部 Ｍ・Ｈ

以前読んだ本に『いつも笑顔でいる人は賢い人。みんなから好かれる。人が引き寄せられてくるが、いつも笑顔で

いるというのは簡単そうでなかなか難しい。』と書いてありました。私は興味がありこの本を読みました。

確かに仕事で落ち込むこともあるし、上手くいかないことも勿論あります。でも、この本に

出会い考え方も変わりました。へこんだ時は、気持ちを明るく持つように楽しいことを考えたり

美味しい物を想像したり・・・。また、笑顔には不思議な力もあります。笑顔を向ければ相手も

笑顔で返してくれ、相手の笑顔をみれば自分も自然と笑顔になっています。笑顔は心に温もりを

届けてくれます。毎日の生活の中に笑顔を絶やさないことで自分自身の成長も、考え方も変わり、

心にゆとりを持つことに繋がっています。私のモットー！！『笑顔の素敵な女性』になって、

これからも人を引きつけるパワーあふれる女性を目指して頑張り続けていきたいです。

在宅医療部 Ｍ・Ｉ

みなさん、血液型の話しになると、結構盛り上がることがありませんか？あの人はＡ型だから几帳面だ、

Ｏ型とＢ型は相性が良い、など。科学的根拠が本当にあるのか分かりませんが・・・。そういう意味で

は血液型というのは「会話の調味料」だと言う人もいます。以前、耳にして気になったのが、「血液型に

よって蚊にさされやすい人がいる」という話。本当かな？と思ってインターネットで

調べたところ、Ｏ型が刺されやすく、Ａ型が刺されにくいという報告が実際にありました。

性格や相性以外にも、このような統計があることに驚きました。今まで血液型に興味

のなかった人も、是非、テレビやインターネットで見て下さい。結構おもしろいですよ。

検査部 Ｈ・Ｔ
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（平成24年1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。☆
１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

院内各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 渡辺伸一郎 熊野健二郎 熊野健二郎 久保 啓明

４ 診 佐藤 直嗣 熊野健二郎 久保 啓明 光岡 直志 久保 啓明 熊野健二郎

５ 診 熊野健二郎 久保 啓明 佐藤 直嗣 髙岡 宗徳

午 後

１ 診 田淵 陽子 渡辺伸一郎

休

診

田淵 陽子 田淵 陽子 佐藤 直嗣

２ 診 佐藤 直嗣 牟田 裕紀 久保 啓明 担 当 医 熊野健二郎

３ 診 渡辺 哲夫
中島 一毅

(12:00～16:00)
佐藤 直嗣

http://watanabe.or.jp/
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明けましておめでとうございます。2011年、皆さんはどんな

年だったでしょうか？3月11日の東日本大震災、そして原発事故。この2つの出来事は2011年を象徴

している気がします。被災地の皆さんは、寒い冬の季節を迎えても復興に向けて日々頑張っておられる

ことでしょう。皆さん様々な思いをお持ちでしょうが、困難を乗り越え、100年、200年と語り継がれ

るような「節目」であって欲しいと願っています。

私にとっては、「電子カルテ」に追われた1年でした。7月12日のキックオフから12月21日の稼働ま

で、本当に辛い日々が続きました。しかし職員の皆さんや業者さんに支えられて、無事稼働させること

ができました。今後も皆様にご迷惑をおかけしないよう、医師・職員一同努力を続けて参ります。私自

身の仕事は、導入から運用保守という段階に入ります。みんなが一生懸命使っているシステムが止まる

ことのないよう、2012年は「勉強の一年」にします！でもちょっと休みたい…。（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。


