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この度、縁あって渡辺胃腸科外科病院に就職することに

なりました太田英孝です。もともとは、東京生まれ神奈川

育ちです。大学で宮崎県へ行きその後、栃木県で研修し、

この度岡山県倉敷市の渡辺胃腸科外科病院へ就職すること

となりました。

大学病院での研修では内科全般と皮膚科、消化器外科、

救急診療科などを勉強し、その後は消化器内科を中心に勉

強してきました。また、漢方診療も同時に学んできました。

消化器内科では、ERCP（内視鏡的逆行性胆管膵管造影）

や消化管粘膜切除など内視鏡的手術も手掛け、一部では外

科医のような仕事も勉強してきました。

今回、縁あって消化器疾患を中心とした診療を継続して行うことができ、いままで学ん

できた経験を活かせる職場である渡辺胃腸科外科病院に就職でき、とてもよかったと思っ

ています。渡辺胃腸科外科病院は専門性の高い優れた病院で、内科と外科の垣根無く消化

器疾患を中心に診療に当たることができ、非常に勉強になります。スタッフの皆さんにも

内視鏡治療を含め内科疾患治療においても期待していただき、とてもありがたく思ってい

ます。

これから、渡辺胃腸科外科病院のお役にたち、また、近隣の患者さんのお役にたてるよ

う必要とされる人物を目指して、更に努力していきたいと思っています。

ここ数か月間岡山県で過ごしてみて晴れの国である岡山では、海の幸、山の幸やフルー

ツなどもおいしく、交通も都内ほど混んでいないのでドライブも楽しく感じています。交

通の便がよく、近隣の県への旅行もしやすくとてもこの場所を気に入っています。

病院のスタッフの明るい雰囲気や内視鏡センターなどの設備も充

実しており、とても働きやすい職場だと感じています。これからも

頑張っていきますので、よろしくお願い致します。

医師：太田 英孝

担当：胃腸科、内科（漢方）
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－広報委員会－

虫さされは、日常的な皮膚病のひとつです。蚊・ムカデ・ハチなど身近な虫が原因となることが多く、完全に

予防することは、なかなかむずかしいものです。代表的な虫の刺されたときの症状および対応の仕方についてご

紹介しましょう。

個人差もありますが、刺された直後から激しいかゆみを感じ、また水ぶくれを生じる場合もあります。

なるべく早めに抗ヒスタミン薬あるいは抗ヒスタミン薬とステロイド成分を配合している外用薬をぬりま

す。腫れがひどい場合は絞ったタオルや氷で患部を冷やしておくのが効果的。

咬まれた瞬間に激痛が走り、しびれてきます。そのうち赤くなり腫れてきます。場合によってはショッ

ク症状（※）を起こすこともあります。流水でよく流して十分に冷やし、抗ヒスタミン薬とステロイド成

分を配合している外用薬を塗ります。

初めて刺されたときは痛みや発熱が出現して1日以内に軽快しますが、２回目以降はアレルギー反応に

よって強い腫れを生じたり、時には刺された直後にショック症状（※）を起こし、死亡する場合もありま

す。刺されて気分が悪くなるようであればすぐに救急車を呼びます。針が刺さっていたら、ガムテープ（強

く押さえないこと）などに付着させて抜く。口で毒を吸わない。流水でよく流して十分に冷やし、ステロ

イド成分を配合している外用薬を塗ります。大きなハチに刺されたときはすぐに病院へ。

毒針毛が刺さるとかゆみの強いじんましんのような症状や赤いブツブツができます。毛虫に触れた直後、

不用意に掻くと毒針毛を更にすり込み、症状を悪化させるので、ガムテープなどで付着した毒針毛をそっ

と取るか、あるいは流水でよく流して十分に冷やし、抗ヒスタミン薬とステロイド成分を配合している外

用薬を塗ります。かぶれやかゆい発疹などが強ければ病院へ。

※虫さされにあったあと短時間のうちに、血圧低下や呼吸困難、意識障害、全身けいれん等の症状（アナフィラキシ

ーショック）が現れたら、すぐに119番に通報し、心肺蘇生法を救急車が来るまで続ける。

昔から、ハチやブヨ（ブト）などはアンモニアをつけると良いと言われていますが、この対

応は効果が実証されていないためおすすめできません。

外用抗ヒスタミン製剤は、かゆみを軽減させることはできますが、かゆみの根本原因である

炎症を抑えるはたらきはありません。炎症が悪化すれば、腫れやかゆみなどの苦痛が増します

し、掻きむしることによってさらに炎症が悪化し、子どもの場合は「とびひ」などの細菌感染

や「水イボ」のようにウイルス感染を引き起こすおそれもあります。子どもの虫さされにステ

ロイド外用剤を使いたいという場合は、年齢と症状を伝えて薬剤師に相談すると安心でしょう。

虫さされでも症状が強い場合は、内服薬の抗ヒスタミン剤やステロイド剤による治療が必要

なこともあります。腫れがひどいときや、全身に熱が出たときは病院を受診しましょう。
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特定保健指導
国保特定健診を受診された方で、生活習慣病の発症のリスクが高く、生活習慣の改善による効果が

多く期待できる方に、倉敷市から保健指導の利用券が送られてきます。

保健指導利用券が届いたら、ぜひ保健指導を受けましょう。当院でも予約制で、専任の管理栄養士が

保健指導を行っていますので、お気軽にお電話下さい。

長寿健診
対象者

76歳以上の後期高齢者医療制度加入者及び65歳

以上の障害認定による後期高齢者医療制度加入者

(75歳を除く)

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･肝機能･血糖）

国保特定健診
対象者

40～74歳の倉敷市国民健康保険加入者

検査項目

問診、内科診察、心電図検査

身長・体重・腹囲測定、血圧測定、尿検査

血液検査（脂質･肝機能･血糖･貧血）

★眼底検査は医師の判断より実施します

介護予防のための
生活機能評価

対象者

65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない

倉敷市介護保険加入者

検査項目

基本チェックリスト、問診、内科診察

身長・体重測定、血圧測定

７５歳健診
対象者

・75歳の倉敷市国民健康保険加入者

・後期高齢者医療制度加入者

検査項目

問診、内科診察、心電図検査、身長・体重

腹囲測定血圧測定、尿検査

血液検査（脂質･肝機能･血糖･貧血）

★眼底検査は医師の判断より実施します

★受診券に、あなたが受診

できる健診項目と料金が印

字されています。

★市の検診は予約制です。

★予約時や受診当日は、こ

の受診券と健康保険証が

必要です。
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★子宮がん検診は当院では受診出来ません

申込方法
★1階総合受付にお越しいただく

か、または予約専用ダイヤルへ

おかけ下さい。

TEL：086-525-2554

乳がん(視触診)検診
対象者

30歳以上の市民(女性)

検診内容
問診、視触診

胃がん検診
対象者

40歳以上の市民

検診内容
胃（バリウム）のレントゲン直接撮影、問診

乳がん(ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ)検診
対象者

40歳以上の市民(女性)
★視触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)

肝炎ウイルス検診
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
血液検査(C型･B型ｳｲﾙｽ) 、問診

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！

大腸がん検診
対象者

40歳以上の市民

検診内容
２日分の便の潜血反応、問診

前立腺がん検診
対象者

50歳以上の市民(男性)

検診内容
血液検査(ＰＳＡ検査)、問診

女性の一般検診
対象者

20～39歳の女性

検診項目
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)
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４月に岡山大学病院初期研修医２年目の河野藍子先生が当院に来院されました。

無事１ヶ月の研修期間を終えられた河野先生から感想の声を頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

「地域医療研修として４月の１か月間、渡辺胃腸科外科病院で研修させて

いただきました。私は岡山大学病院で１年間研修してきましたが、渡辺病院

での１か月は本当に充実した１か月間でした。外来や在宅医療、内視鏡、

エコーなど幅広く経験させていただきました。一番印象的だったのは、患者さ

んと医療スタッフとの距離感が近いという事です。患者さん一人一人のニーズ

にできるだけ合うよう、様々な工夫（検査・薬剤・食事形態の選択、在宅医療

の介入など）がされていると感じました。

勉強不足、力量不足を痛感する日々でした。しかし、患者さんとの会話や先生やスタッフの方々の働く姿から、

医療人としてどうあるべきかというヒントをたくさんいただけたように思います。こちらでお会いしたみなさま

との出会いを糧に、地域や社会に貢献できる医師になれるよう頑張っていきたいと思います。本当にありがとう

ございました。」

河野先生、１ヶ月間お疲れ様でした。毎日とても熱心に研修に励んでいらっしゃい

ました。私達職員も先生の姿勢から何かを学ばせてもらった気がします。河野先生

の今後の活躍を心よりお祈り致します。また、検査や診察の際、

研修にご協力を頂きました皆様、ありがとうございました。

内視鏡検査の研修中です！

指導医の光岡副院長と

パシャリ☆

５月１２日（土）に、毎年恒例の『病院の日・看護の日 ミニ健康フェア』を開催

致しました。当日は、８０名以上もの方にご来場いただき、ありがとうございました。

今年のフェアは1階の診察フロアと、さらにスペースを広げて3階のホールにも会

場を設けました。１階診察フロアでは、身長・体重・体脂肪から、動脈硬化や骨密度、

脂肪肝チェックなど、多くの検査を受けて頂いたり、相談コーナーでは、健康相談・

栄養相談をされる多くの方々で終始にぎわっていました。検査を受けられた方はご自

分の数値を見て、びっくりされる方、年相応と見て安心される方など様々でした。

待合ホールには毎年好評のティーサービスコーナーを設け、栄養管理部のおいしい手作

りデザートとお茶をご用意致しました。召し上がった方からは多くの笑顔があふれていました。

３階のホールでは健康体操、AED講習を行いました。皆さん楽しく、いきいきと

参加して頂きました。また、写真展示コーナーも設置し、当院看護師の普段の仕事の

様子をパネルでご紹介させて頂きました。

来年も皆様の笑顔がたくさん見られるような『病院の日・看護の日 ミニ健康フェア』

を開催したいと思いますので、多くの方のお越しをお待ちしております！

－癒しの環境作り委員会－
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5月23日に、当院教育研修委員会主催の職員研修を行い

ました。岡山にある操山労務管理事務所の中谷優子先生にお

越し頂きました。中谷先生による接遇研修は今までにも色ん

なテーマで研修をお願いしましたが、今回は『気配りのススメ』

という内容で、講義をしていただきました。

自分達が病院を第三者側の立場から観た風景を想像して、感じたこと、気になった事を話し合いました。ま

た、外来で診察待ちをされている患者様の質問や、異変に自分達がどう対応する事が出来るのかグループで討

議をし、実際にその場をイメージしてロールプレイを行いました。本来「接遇」には身だしなみ・挨拶・態度

・言葉遣いが基本となり相手に不愉快な思いをさせないよう配慮する事が大切であり、当院職員も研修を重ね

ながら日々取り組んでいますが、一歩進んだ「気配り」が出来る様、頑張りたいと思います。

ロールプレイ中です。

ちなみに事務長は患者様役で、

スタッフ役は事務部のＴ君です。

なかなかの熱演ぶりでした。

－教育研修委員会－

6月27日に、『医療施設における感染管理のポイント』という内容で、感染研修を行いました。

岡山医学検査センター検査部・細菌検査室の近藤貴之先生をお招きし、講義をして頂きました。

研修は、感染対策の基礎知識からはじまり、近年問題となっている多剤耐性菌（多くの

抗生物質が効かない細菌）についても詳しく説明がありました。その中で、他施設で実際に

起こった多剤耐性菌が原因の院内感染の実例も提示され、職員一同身の引き締まる思いでした。

こういった院内感染を防ぐために大切なのは『手洗い・手指消毒の徹底』です。日頃から感染対策委員が

中心となって徹底を心がけていますが、「手洗い・手指消毒」、「1処置1手洗い」の大切さをさらに実感しました。

最後に、「知識こそ最良のワクチンということを認識し、一人一人が感染症に対する知識を持ち、日々実践

することにより、院内感染対策につながります。」という言葉で研修

は締めくくられました。感染防止の基本の大切さを知り、全員が実

施しなければ意味がないということです。

今回の研修で、感染防止に職員全員が取り組むことの大切さを改め

て実感しました。今後も皆様に安心して来院していただけるよう、

職員全員、真剣に取り組んで参ります。

－院内感染対策委員会－



- 8 -

ス タ
ル ー

ム
ッ

部署紹介 コーナー

－快適な環境のもと家庭的な看護を－

皆様、こんにちは。太陽の日差しがまぶしい暑い暑い夏

がやってきました。ふれあい新聞今月号より、渡辺病院の

部署紹介を行うこととなりました。トップバッターとして、

病棟看護部が選ばれましたので紹介させていただきます。

２階病棟は、一般病床数４０床の急性期病棟です。主に

消化器疾患や内科の患者様が入院されており、胆石症の腹

腔鏡下での手術、胃がん、大腸がん、肛門疾患、各種ヘル

ニア（そけい・大腿・腹壁・臍）等の手術療法を行っています。虫垂炎、腸閉塞など緊急手術にも対応

できる体制を整えています。その他にも炎症性の腸疾患（潰瘍性大腸炎・大腸憩室炎・クローン病など）、

糖尿病、肺炎、誤嚥性肺炎、肝炎、栄養管理の必要な患者さんも入院されています。

２階病棟メンバーは、看護師２４名 看護補助者４名 総勢２８名で構成され院内で最も大きな部署で

す。家事・育児と仕事の両立を目指すママさんナースも大活躍です。

当院の看護体制は２チームで固定チームナーシングを取り入れています。固定チームナーシングは、

看護チームを固定し継続的に関わることで患者様に責任を持って継続した質の高い看護の提供を目指し

ています。各チームにはリ－ダ－として、スタッフの面倒みがいい土橋主任と、いつも明るく周りを元

気にしてくれるイベントリ－ダ－でもある高橋主任の２人が中心となり病棟を盛り立て

ています。昨年は、２人が中心となり看護研究にも取り組みました。

早期在宅復帰支援では、在宅部門と連携を図り情報共有やチームカンファレンスを行っています。

入院される患者様は、手術を受けられる方も多いので、私たちは患者様が安心して手術が受けられるよ

う十分な説明や手術前訪問などで不安の軽減に努めています。手術前訪問では手術室担当者である気配

り上手な島田主任と、優しい笑顔で患者さんを安心させてくれる坂本看護師の２名が中心に行っています。

スタッフは、団結力が強くチームで相談したり協力しあう体制がとれています。医療の現場では、看

護の質を高めるために看護補助者の方も欠かせない存在となっています。患者さんと身近に接して排泄、

清潔、食事などのお世話をするという大事な役割を担っています。４名の看護補助者は、毎日、親しみ

やすい笑顔で明るく働いています。

ナースステーション前の食堂・談話コ－ナ－は、レースのカーテン超しに陽が差し込んで、ほっとす

る場所です。テーブルには花が飾られ趣のある空間が楽しめます。病棟では経験豊富なお母さん的存在

でもある小松原看護師がお花係として、ちょっとしたユーモアをまじえたアレンジで患者

さんに癒しを提供しています。患者さんだけでなく職員からもとても好評です。

私たち病棟スタッフは、患者様やご家族の方の笑顔をみるたび励まされ元気をもらって

います。渡辺病院の入院ベッドは地域の皆様のものです。地域の皆様に少しでもお役に立

てられるよう、病院理念でもある【常に患者様の立場に立ち、心の通った医療の提供】を目指し努力し

ていきたいと思っています。

笑顔でハイタッチ ・・・ 次号のスタッフルームは外来看護部です。楽しみにしてくださいね～
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在宅医療部／和田 麻衣子
わ だ ま い こ

４月から在宅医療部で訪問看護
師として勤務しております。訪問
看護は未経験のため、全てがケー
スバイケースの看護に日々戸惑う
ことも多いですが、先輩方が細か
いところまで丁寧に指導して下さ
るおかげで、少しずつ業務にも慣
れてきました。まだまだ患者様や
ご家族への気配りに欠けますが、

「安心の在宅生活を応援します」を目標に、笑顔を
忘れず精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願
いいたします。

栄養管理部／高嶋 さゆり
た か し ま

４月より、栄養管理部で勤務し

ております。社会人１年目という

ことで初めてのことも多く、毎日

勉強をさせて頂くことばかりです。

今はまだ、日々の業務をこなして
いくことに必死ですが、「責任」と

「やりがい」の感じられるこの渡

辺病院で、しっかりと成長してい

きたいと思っています。まだまだ名ばかりの管理栄

養士ではありますが、１日でも早く患者様のお役に
立てるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。

薬剤部／矢部 志乃
や べ し の

4月より薬剤部で勤務しておりま
す。初めて社会人となり新しいこ
とばかりで戸惑うこともあります
が、周りの方の指導の下、日々勉
強させて頂いております。
少しでも早く患者様のお役に立て
る薬剤師になれるよう一生懸命頑
張ります。
よろしくお願いいたします。

以上6名、

よろしくお願いします。

事務部／石井 裕之
い し い ひ ろ ゆ き

以前は、清掃会社の職員として
渡辺病院にお世話になっていまし
たが、4月1日より渡辺病院の職員
となり、事務部でお世話になる事
になりました。医療の仕事は初め
てですが、病院の理念でもある「常
に患者様の立場に立ち、心の通っ
た医療」を届けられるように、日
々精進していきたいと思います。

事務職員として受付やご案内で玄関先に立つ事が多
いので、目配り気配りをしっかりし、多くの患者様
に顔を覚えて頂いて、たくさんの笑顔を患者様に届
けたいと思います。よろしくお願いいたします。

在宅医療部／宗田 郁美
そ う た い く み

今年４月１日より在宅医療部で
勤務しております。以前は呼吸器
病棟に勤務していました。訪問看
護師として働くのは初めての経験
であり、戸惑うこともありますが、
在宅医療部の明るい雰囲気の中先
輩方に丁寧に教えて頂きながら新
しい発見と刺激を受けて日々働く
ことができています。訪問看護師

として一人前になれるよう、精一杯がんばりますの
でよろしくお願いします。

病棟看護部／新幟 真衣
し ん のぼ り ま い

５月から病棟看護部で勤務して
おります。前職でも消化器外科病
棟で３年間勤めていましたが、ま
だまだ半人前でスタッフの皆さん
にはたくさんご迷惑をかけており
ます。覚えることがたくさんあり
毎日大変ですが、皆さんがとても
優しく指導して下さるおかげで、
少しずつですが仕事にも慣れてき

たかと思います。就職し２ヶ月が経ちますが、患者
様にもご迷惑をかけておりますが、患者様との「心
と心のふれあい」を忘れず、日々努力し続けていき
たいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
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エコ・クッキングって何だと思います？これは、地球に暮らす私たち一人ひとりが、環境のことを考えて、

「買い物」「料理」「片づけ」をすることです。エコ・クッキングの「エコ」は「エコロジー」のエコ。これは、

地球環境を大切にしようという意味です。私たちが毎日かかわる「食」は、「買い物」「料理」「片づけ」のそ

れぞれのシーンで、食材を買ったり、水やエネルギーを使ったり、ゴミを出したりと環境問題の縮図的存在です。

ちなみに私は毎日お弁当を３～５食分作らなければならないので、環境にも優しく、私のお財布にも優しい、

そして時間をもエコすることをモットーにしているのです。今回は、ちょっとした私のエコ取り組みをご紹介

します。

①下ごしらえの時、いかに途中でまな板を洗わなくて済むかを考えながら順序よく切る!! ②炒め物の時、

途中でフライパンや鍋を洗わなくて済むように、味の濃い物は最後に炒める!! ③残っただし汁（煮魚はダメ）

は、次に使える料理はないか考え、出来るだけ捨てない!!

例えば、麺類が好きな我が家は、煮豚のだし汁で翌日ラーメンスープを作っちゃいます。その他にも、筍の

煮物の煮汁は、翌日炊き込みご飯へ大変身です。また、カレーを作る日には同じ材料を多めに炒めて、今日の

カレーと明日の肉じゃが分の２つのメニューが楽しめちゃいます。結構時間エコにもなってますよ!! 他にも

まだまだありますが、こんな感じで頭を使いながら毎日の料理を楽しんでる私です。

在宅医療部 Ｍ・Ｏ

「お子さんの良い所をこの１年で１０個見つけて下さい。」これは、娘の学級懇談での先生からの課題でした。

改めて「娘の良い所」と考えても具体的には浮かびません。「早く起きなさい」「早く準備しなさい」子供を

叱ってばかりの自分に気付きました。その日、じっくり子供の様子を見つめると、娘は料理の手伝いをして

くれたので、子供の目線に合わせにっこり笑顔で「すごく上手に包丁が使えたね。とっても助かるわ。

ありがとう。」と誉めました。娘は満面の笑顔になりました。「誉められて、心がどんな感じ？」と尋ねてみました。

「心が”ニコニコ”してる。」と娘。「心も笑顔なんだ～」と私。「誉められる」＝「心も笑顔になる」。娘から

とても素敵な事を教えてもらいました。これからは、「心の笑顔」のために相手の良い所をしっかりと誉める

（伝える）そんなスタイルを行動の中に取り入れ、仕事にも活かしていきたい思います。

在宅医療部 Ｋ・Ｋ

去年の夏、保育室の食育の一環として、プチトマトを育てました。

公私共に、野菜づくりをしたことがない私にとって､小さな実が成った時には、とても嬉しくて感動しました。

その経験を生かして（大げさですけど・・）我が家でも今年、二十日大根としその種を蒔きました。

まだ小さい芽だけですが、毎朝ニヤニヤしながら、水やりも楽しんでしています。今夏は、自分で育て

た野菜を堪能したいと思っています。

保育部 Ａ・Ｍ
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（平成24年８月1日より）

◎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： 土曜日午後・日曜日・祝日

◎予約診察：当院は予約制となっております。

予約されていない方は、診察の空き順番をお待ち頂くことになりますので、待ち時間が長くなります。

また、その際は、診察医師の指名は受け付けられないため、予めご了承願います。

なお、診察予約は診察時に医師と相談のうえ受け付けます。

◎専門医による乳腺外来を行っております。（火曜日13:00～17:00／予約制）

専門医：中島 一毅 （川﨑医科大学付属川﨑病院／外科副部長（総合外科学准教授））

※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下さい。

◎不在の予定は、待合ホール西側の掲示板と当院ホームページのTOPICSへ掲載しております。

◎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。手術日は基本的に火曜日と

金曜日の午後ですが、他の曜日になることもありますので、ご了承願います。

◎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/

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 担当医

２ 診 光岡 直志 田淵 陽子 渡辺 哲夫 高村 和人 光岡 直志 担当医

３ 診 熊野健二郎 太田 英孝 高村 和人 田淵 陽子 熊野健二郎 髙岡 宗徳

４ 診 太田 英孝 佐藤 直嗣 太田 英孝 佐藤 直嗣 高村 和人

５ 診 佐藤 直嗣 熊野健二郎 渡辺伸一郎 光岡 直志 田淵 陽子

午 後

１ 診 田淵 陽子 高村 和人 太田 英孝 佐藤 直嗣 田淵 陽子

休

診

２ 診 佐藤 直嗣 牟田 裕紀 高村 和人 田淵 陽子 佐藤 直嗣

３ 診 渡辺 哲夫 渡辺伸一郎 渡辺伸一郎 熊野健二郎 太田 英孝

４ 診
中島 一毅

(13:00～17:00)
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この編集後記を書いている時点では梅雨まっただ中ですが、発行される頃は夏真っ盛り！となっています

でしょうか？今年もまた「節電の夏」ですね。関西など節電が強く求められている地域では、計画停電時に外

来を休診せざるを得ない病院もあるそうです。

当院でもこまめプロジェクトが主導となり、今年度から「電力マネジメントシステム」というものを導入し

ました。これは病院全体で目標値を設定し、院内の消費電力がそれより高くなると知らせてくれるという仕組

みです。電気が止まると、病院や鉄道などをはじめとしたライフラインに影響が出るなど、普段の生活が大き

く変わります。中国地方はそこまでは求められていませんが、当院でも診療に影響が無い範囲で、出来る限り

の節電に協力していきたいと考えています。

皆様も節電の意識が高まっておられることと思いますが、気象庁の長期予報によると、今年も暑い夏になり

そうです。熱中症には十分お気をつけいただき、こまめに水分を補給する・しんどいときは無理をせずエアコ

ンを利用するなど、お身体をくれぐれもご自愛ください。皆様に、素敵な夏が訪れますように。

（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。


