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新年、明けましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になり、ありがとうございました。当院は、1983年9月に開院し、今年30周年を迎

えます。これも皆様方の御支援、御鞭撻の賜と心より感謝いたしております。

また2011年12月より導入した電子カルテと外来予約制は、皆様方のご協力をいただき外来待ち時間

の短縮に繋がっています。ただし、予約無しでも診察はさせていただきますので、病院への連絡又は来院

していただければ幸いです。そして多くの急性期病院が取り組んでいる入院でのＤＰＣ（包括支払制度）

も昨年4月から開始し、入院期間の短縮に繋がり現在、平均入院期間は約9日となりました。

医療の質を高める取り組みとして、苦痛が少なく精度の高い消化器内視鏡検査を心がけ、年間約8000

件の検査を行っています。それにより早期の食道癌、胃癌、大腸癌を発見し、手術することなく内視鏡的

治療で治るＥＳＤ（粘膜切開剥離術）を、現在までに食道で17例、胃で155例、大腸で24例行いました。

また、ＥＳＤができない胃癌、大腸癌については、お腹を大きく切らずテレビ画面を見ながら操作する腹

腔鏡下手術を行っています。腹腔鏡下手術では手術の精度も上がり傷が小さいために術後の痛みが少なく

回復が早いため、早期の退院が可能となっています。虫垂炎やソ径ヘルニアも、腹腔鏡下手術を取り入れ

ており、同様の理由で入院期間の短縮に繋がっています。

しかし癌は症状の無い事が多く、気付いたときにはすでに手遅れになっている場合が今だに多くみられ

ます。5年前に大腸癌の手術をされ、さらに肺転移をきたして2度目の手術をされた、ジャーナリストの

鳥越 俊太郎さんは「がんと共に生きる」という講演の中で、「検診は家族への愛の証である。早く見つけ

て早く治療することが大事」と話しておられます。

日本人の死因第1位が癌であり、一生のうちに2人に1人が癌になり、そのうち3人に1人が亡くなって

いる現状から癌検診により早期発見、早期治療を行うことこそ大切であると思います。

癌を予防する生活習慣で、老化予防に繋がる1～11。

１，腹７分目として、カロリーを摂りすぎない。（ＢＭＩを男性は21～27に女性は19～25に保つ。

食べ過ぎると長寿遺伝子（サーチュイン遺伝子）が働かない。）

２，タバコは吸わない。

３，一口、30回噛む。

４，朝食を摂り、バランスの良い食事をする。

５，お酒は飲み過ぎない。

６，新鮮野菜や果物を食べる（抗酸化物質は癌抑制、老化予防に働く）。

７，塩分を摂りすぎない。

８，ピロリ菌を除去する（胃癌の予防に繋がる）。

９，加工肉や牛、豚、羊などの「赤肉」を摂りすぎない（大腸癌のリスクが高まる）。

１０，休養をとり、ストレスを溜めない。

１１，全てのことに感謝し、明るく、楽しく、元気よく過ごす。

本年も職員一同、皆様方が尊い命を大切にされ、健康で幸

せに過ごしていただけるお手伝いをさせていただきたいと思

いますので、何卒よろしくお願いします。
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2012年10月より、渡辺胃腸科外科病院に勤務しております。

出身は広島県の福山市で、現在は岡山に住居を構え生活してお

ります。岡山労災病院で10年弱、消化器疾患の責任者として勤

務したのちに、この9月までの2年間は福山市民病院で主に消化

器外科手術の後進外科医への指導に重きをおいて仕事をしてま

いりました。

学生時代は硬式テニスを一生懸命やっていましたが、この2年は周りの誘いもあり、月100km

を維持して走っております（スピードはえらいゆっくりですが、、、）。昨冬、いい気になって吉備

路のフルマラソンに参加したものの、30km地点でグリコーゲンの枯渇をきたし体が全く動かな

くなる現象を、身をもって体験することとなってしまいました。今回はもう少し考えた走りで再

挑戦したいと思っております。

専門は外科腫瘍学一般で、なかでも腹腔鏡手術は岡山県内

で最も早くから消化管疾患へ導入し、比較的難易度の高いと

言われる腹腔鏡下手技を、確実で定型化された手術とすべく、

様々な工夫を施してきました。この渡辺胃腸科外科病院にお

いて恒常的に腹腔鏡手術が行える基盤づくりを行うことが私

のすべき仕事と認識しております。

まだ勤務を始めてわずかではありますが、玉島のみならず、他の地域でも評判の高い理由を理

解するにはそう時間は必要でありませんでした。地域に根差した基本的な診療とともに、胃腸科

という単科病院でその領域では一流の医療を行っていこうとするスタッフの意識の高さには感銘

を受けました。検査にあたる医師の意識の高さから、比較的早期に病変が見つかる患者様の数は

多いことが予想され、それ故に、より低侵襲な腹腔鏡手術を行う環境整備は当然なくてはならな

いと感じております。

われわれの仕事は“一期一会”であります。治療が必

要となった患者様に渡辺胃腸科外科病院で診てもらって

ホントに良かったと思っていただけるよう、微力ながら

持っているものを余すことなく提供できればと考えて

おります。

腹腔鏡手術で使う器具

左から熊野医師・大村医師・光岡副院長

医師：大村 泰之

担当：胃腸科、外科
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医師：太田 英孝

「漢方」とは、約2000年前の中国で創案され、それが日本に伝わり日

本で独自の発展をとげた医学療法です。漢方薬は、「植物、動物、鉱物」

の中から多彩に選ばれたさまざまな生薬の組み合わせで作られています。

現在の漢方は、江戸時代以降日本国内で急速に発展進化し、日本人に合うよ

うアレンジされ確立されました。

漢方薬は一般的に西洋薬よりも比較的副作用は少なく、西洋医療が苦手とする冷えなどの症状

にも対応できます。また、漢方は西洋医学と違い、長期の服用で体質改善を目指す治療でもあり

ます。体質改善により冷え症が治り、風邪を引きにくくなる、などの効果が期待でき、最近では

本格的な病気になる手前「未病（みびょう）」の状態で悪化する前に対処する予防医学的側面の

治療が注目されています。もちろん、西洋医療の得意分野は、癌治療や、緊急を要するほどの痛

みや発作など多々ありますが、漢方にも得意分野があります。漢方が得意とするのは慢性の疾患

や風邪の治療などです。自分では調子が悪いと思うのに、病院で検査しても異常が認められない

ものの、それでもどこか調子が悪いという症状にも漢方は適しています。虚弱体質、アレルギー

体質、更年期障害、自立神経失調症、慢性疼痛、冷え、ほてり等の様々な症状にも漢方による治

療法があり、漢方診療は多岐にわたって対応が可能です。このように漢方治療には西洋医学を補

完する優れた特徴を持っています。

西洋医学は病名で処方薬が決まりますが、漢方は個人個人に合わせた体質改善を目指す治療の

ため、同じ病名の人でも、年齢や体型、体力、胃腸や便の調子、精神状態など、その人全体をと

らえて処方されるため漢方薬は異なってきます。その人が本来あるべき健康な状態にカラダを戻

すためのオーダーメイド治療です。当院の漢方外来では個人の体質に合わせたオーダーメイドの

処方を検討していきます。漢方外来診療（私、太田が行っています）をご希望のかたは予約を受

け付けておりますので、どこか体調がすぐれないようなことがあれば受付などでお気軽にご相談

ください。

日本東洋医学会認定施設大学病院の東洋医学部門において指定の

研修を積み、日本東洋医学会に在籍し、漢方専門医資格試験に合格し

『日本東洋医学会認定 漢方専門医』の資格を取得した、漢方

専門医による漢方治療が可能です。今後、皆様のお役にたてるよう診

療させていただきたいと考えています。

もちろん、東洋医学診療一辺倒ではなく必要があると判断されれば、採血や画像検査、内視鏡

検査など必要な検査を必要な時に、西洋医学の視点も含めて総合的に判断し行っていきます。漢

方治療と西洋治療を併用することが望ましい状態であれば、もちろん併用して治療を行います。

漢方治療は西洋学的治療と同様に健康保険診療で行えます。

患者様一人一人に合ったBestな方法を選びながら診療にあたり、治療方針を決定していきます。

どこか体調がすぐれずお困りの方は、ご相談ください。
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―広報委員会―

まだまだ寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか？

今回は、暖房効果を高める秘訣や体感温度についてお伝えしたいと思います。

◆重ね着・ひざ掛け・靴下で体感温度アップ「寒いときは服を1枚プラスしよう！」

家庭の省エネ大事典2009（財：省エネルギーセンター）によるとカーディガンを着用すれば体感温度が

2.2度アップ、ひざかけで体感温度2.5度アップ、靴下を着用するだけでも体感温度を0.6度アップさせるこ

とができます。また、フローリングの場合は、スリッパを履くだけでも体感温度は変わってきます。

何枚も重ね着をすると動きにくくなって、過ごしにくいかもしれないですが、少しの工夫で体感温度を大

幅に上げることが可能なので、ぜひ利用されてみてはいかがでしょうか？

◆ホットカーペットの下には断熱シートを敷く

冬場に足元を暖めてくれるホットカーペットを重宝している方も多いのでは？ホットカーペットの場合は、

暖房効果を更に高めるために、カーペットの下に断熱シートを敷くのがオススメです。冷たい床に熱が逃げ

にくくなるので、ホットカーペットの設定を強にしなくても十分暖めることができるようになります。

使い捨てカイロや湯たんぽ、電気ごたつ、電気カーペットなど、温かいと感じる程度の温度で長時間カラ

ダの同じ個所を接触させていると、その部分の皮膚が損傷を受け、低温やけどを起こします。このように低

い温度でゆっくりとしたやけどの進行は、痛みを感じにくく自分でも気づきにくいため、いつの間にか体の

深い所まで熱が到達して広い範囲にやけどが生じます。電気ごたつやホットカーペットでのうたた寝も危険

が潜んでますのでご注意くださいね。

湿度によって体感温度は変わるものです。人は、湿度が15％増えると気温が1～2度上昇した感じになると

もいわれます。これは、湿度が高いと汗の蒸発が妨げられ、身体に熱がこもり易くなるからです。暖房時は

室温20℃前後、湿度45％にすると体感温度も高まり、省エネにも効果的です。

また、湿度が上がるとウイルスの活動は弱まります。

空気が乾燥すると人間の体は呼吸器系の粘膜を傷め、風邪などのウィルスや微生物、インフルエンザなどが

体内に入り易くなり、体調不良の原因になります。 乾燥を防ぐためにも、またウィルスなどへの感染予防の

ためにも、一定以上の湿度を保つことが重要になります。湿度を40～60%に調節することで、感染予防に

つながる結果がでています。インフルエンザ対策にも湿度管理は非常に重要です。「湿度」と「温度」を上

手くコントロールして快適な空間を心がけましょう。

冬の星空がキレイに見える理由の一つとして、大気中の水蒸気があります。夏は冬に比べて空気中の水蒸気

が多く、遠くが霞んで遠い山陰など見えなくなります。空の色も文字どおり空色で、薄い色です。季節によ

って空の色が違うってご存じでしたか？

冬になって、空気中の水蒸気量が減少すれば（乾燥すると）、霞がなくなり、遠くまで見通せ、また空も抜

けるような青色になります。星空や夜景も冬の方がきれいに見えるというわけです。

晴れてたら今晩、冬の夜空を見上げてみませんか？とってもロマンチックですよ。
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部署紹介 コーナー

～あなたらしく生きるために～
皆様、こんにちは。厳しい寒さが続いておりますが、庭の梅がいつほころぶのかと気にかかる

季節となりました。外来看護部よりバトンを受け取り、今回は在宅医療部を紹介させて頂きます。

在宅医療部は、訪問看護と介護支援相談室の二つの業種から構成されており、訪問看護は看護

師１０名（内1名は介護支援専門員と兼務）、事務員２名、介護支援相談室は介護支援専門員３名

（内1名は看護師と兼務）の合計１4名で頑張っております。

まず、訪問看護ついてご紹介します。対象となられる方は、

・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

・自宅での看取りを希望される方・身体が不自由で何らかの支援が必要な方

・自宅での健康管理について相談したい方

など、家での生活を続けていきたい、と考えている患者様やそのご家族のお手伝いをさせて頂きます。

訪問看護で行うことは、患者様の健康状態のチェック・症状の観察、排泄ケアや保清ケア・入

浴の介助、必要な方には褥瘡（床ずれ）などの医療的処置、拘縮予防のリハビリ、精神・心理的

な看護などを行っています。さらに、希望される方・必要な方には月２回、医師による訪問診療

を行っています。

当院は在宅療養支援病院という認定を受け24時間連絡可能な体制を整えております。急病など

の場合には連絡を頂き、必要であれば訪問させて頂いております。

次に、介護支援相談室についてです。

相談室では、日常生活で困っていること、介護保険を利用したいなど、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、介護保険に関する相談に応じ、適切な保健・医療・

福祉サービス(ヘルパー・福祉用具・施設・デイサービスなど)が受けられるようにお手伝いします。

在宅医療部のモットーは『あなたらしく生きるために』です。患者様のみならず家族の方の『自

分らしく生きる』というお手伝いをしたいと思っております。

訪問看護と介護支援相談室といった違う業種ではありますが、思いは一つです。

私たちが出来る精一杯のお手伝いをさせて頂きたいと思います。

笑顔でハイタッチ！！

次号のスタッフルームは

栄養管理部です。

おたのしみに～！！
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１２月１５日に第２９回クリスマスコンサートが開かれました。当院に関わって下さる皆様に日頃の感謝の

気持ちをお伝えしたいと、職員が全て手作りで作り上げたクリスマス会です。クリスマスと聞くだけでワクワク

した気持ちになりますよね。雨が降る寒い日でしたが、来て下さった皆様の期待にあふれるワクワクした表情

がとてもすてきで、一緒に楽しい時間を過ごすことができる喜びで私の心は温かくなりました。

さぁ、結成２年目、チーム哲夫座による影絵でスタートです。「栄光の架け橋」に

のせて様々な動物が登場し、言葉による説明はなくてもそれぞれの想像力に任せて

ストーリーを思い描きます。繊細な手の動きに会場はざわめき、涙を流している方

もいらっしゃいました。それくらい演者の心が伝わる温かい影絵の世界でした。

続いてはチームてっちゃんによるハンドベル演奏。７人のお姫様と１匹の野獣

の緊張した表情に、「入院中お世話になった看護師さんが失敗しやしないか？」と冷や

冷やしている方がいらっしゃいました。心配してくださる気持ちはまるで家族のよう

ですね。きれいで澄み切った音色を聞いていると心が穏やかになりました。

休憩時間にはフィンランドからやってきた（？）２人のサンタと一緒にストレッチ

でリフレッシュ。ただで休憩はさせません（笑）。

そして待ちに待った『なべてつサンタ』の登場です！登場とともに歓声があがり、会場

は一気にヒートアップ！ 年々上達しているとうわさのサックスで、「ジングルベル」

や「ホワイトクリスマス」を軽快に聴かせてくれたかと思うと、９９歳になられたお母様

に思いを馳せて「母さんの歌」や「いい日旅立ち」をしっとりと聴かせてくれる場面もあ

りました。また、「私は感謝の気持ちを大切にしています。毎日寝る前にありがたいなぁ、

幸せだなぁと思いながら寝ます。そうすると毎日が元旦のような新しい気持ちでハッピー

に過ごせます。」という話がとても印象的でした。その気持ちが職員や患者様に伝わり、

アットホームな病院になっているんだなぁと感じました。リクエストの美空ひばり「りんご

追分」を情感たっぷりに吹き上げ、最後までかっこいい『なべてつサンタ』なのでした。

最後は金光混声合唱団による合唱です。東日本震災復興ソング「花は咲く」

は、人と人がつながりあって生きていく大切さ、「幸せなクリスマス」は

いろんなことがあったけどみんなの笑顔はうれしいプレゼント、というメッ

セージがこもった楽曲を披露してくださいました。メンバーの皆様からの

手書きメッセージが入ったプレゼントまでいただきました。「歌を通して色々な

方と心がふれ合える幸せを思いながら、心を込めて歌わせていただきます。

来る年が皆様にとってどうぞお幸せな一年でありますように・・・」手作りのメッセージカードから伝わる歌

を楽しむ気持ち、周囲の幸せを願う気持ちに、人の温かさを感じました。会場全員で「空より高く」を合唱し、

楽しいクリスマス会は幕を閉じました。

参加してくださった皆様、ありがとうございました。今年参加された方もされなかった方

も、来年も一緒に楽しいクリスマスを過ごしましょう。お会いできることを楽しみにしています。

－癒しの環境作り委員会－
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11月28日に、「ICTの紹介、抗菌薬マニュアルについて、感染対策連携加

算取得について」という３つの議題について職員院内研修がありました。

院内感染の問題は国内でとても深刻なものとなっており、職員一人一人の心

がけや感染予防・対策に対する知識が必要となってきます。感染を防ぐには

「正しい手洗い・手指消毒」や、「感染性廃棄物の適切な処理」など、他にもたくさんの事が求められます。

それに加え、当院ではICT(感染制御チーム)を立ち上げ、さらに院内感染防止に力を入れています。ICTの

メンバーが院内感染状況についてよく把握しておくことや、客観的に手洗いの仕方や、環境整備・衛生管理の

現場を見て回ることで、より細やかな感染対策に繋がるのだと学ぶことができました。

これからも職員全員が決して院内感染を軽視することなく、常に院内感染防止

に対する意識を高く持って日々取り組んでいきたいと思います。

－院内感染対策委員会－

毎年恒例の職員親睦旅行に11月10・11日と11月17・18日の２班に分かれて行ってきました。

今年の旅先は、東京です！何年か前にも親睦旅行で東京に行ったこ

とがありますが、当院職員に人気の旅行スポットです。そういうわけ

で、今回も東京に行ってきました。

初日はなんと自由行動。ディズニーリゾートではしゃいだり、ス

カイツリーに上ったりと、グループに分かれてみんながそれぞれに

楽しみました。

2日目は、バスに乗って東京タワー、ソラマチなどを観光しま

した。お昼には、高層ビルのレストランで大都会東京を眺めながら、

とてもおいしい懐石料理を頂きました。みんな大満足でした。

残念ながら、お天気に恵まれない時もあったの

ですが、みんながそれぞれ楽しむことができ、

無事帰ってくることが出来て何よりでした。職員

同士の交流も深め、気持ちもリフレッシュでき、

充実した時間を過ごすことができました。

－職員親睦会－
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外来看護部／友次 ちえみ
と も つ ぐ

昨年の１２月２１日から外来看
護部で勤務しております。消化器
疾患中心の病院勤務も、電子カル
テも初めてで、戸惑うことが多く
毎日が勉強です。

患者様およびスタッフの方には、
ご迷惑をおかけしているにも関わ
らず、温かく接していただき感謝
しております。

一日も早く業務に慣れ、患者様
とたくさんふれあえる看護をめざし、努力してまい
ります。一生懸命頑張りますので、どうぞよろしく
お願い致します。

事務部／三澤 優妃
み さ わ ゆ う ひ

昨年の１１月1日よりキャリアプ
ランニングからの派遣として事務
部で勤務しております。

医療機関での勤務は初めてで戸
惑うこともありますが、日々丁寧
に指導して頂き、ようやく慣れて
きたように思います。受付にいる
と患者様に「ありがとう」「またよろ
しくね」と声をかけて頂くこともあ
り、やりがいを感じている毎日です。

これから思いやりの心と笑顔を大切に皆様の思い
に寄り添えるよう、精一杯努力して参りますので、
よろしくお願い致します。

外来看護部／石山 桃子
い し や ま も も こ

昨年の11月１日より、内視鏡セ
ンターで働くことになりました石
山桃子といいます。

以前は倉敷市内の病院で５年半、
透析患者様と関わってきました。
内視鏡という新しい分野で分から
ないことが多く、周囲の方に助け
てもらいながら毎日新しい発見をし
働いています。

まだまだ勉強不足ですが、これ
からの学びを通してより良い看護が、内視鏡を受け
に来られた患者様に提供出来るようになっていきた
いと思います。これからよろしくお願いします。

在宅医療部／小川 裕美
お が わ ひ ろ み

昨年８月より在宅医療部の専任
事務員としてお世話になっており
ます。

病院での勤務は初めてで至らな
いところ、ご迷惑をお掛けするこ
とも多々ありますが、看護師さん
をはじめスタッフの方々にご指導
頂きながら日々業務に励んでおり
ます。

直接患者様にお会いする機会は
少ないですが、在宅医療部の一員として心の通った
医療をサポートできるよう頑張りますので、どうぞ
よろしくお願い致します。

昨年11月に、当院北棟屋上の看板をリニューアルいたしました。これまで長い間ご愛顧いただき、2号線バ

イパスや新幹線からもよく見えていた看板ですが、時代の流れと共にメンテナンスが難しくなったことから、

リニューアルすることになりました。新しい看板は、引き続き当院のイメージカラーである青色を基調として

おります。また照明はLEDタイプを採用し、夜になると文字とロゴマーク内が点灯するようになっています。

とても明るく綺麗な看板ですので、昼間だけでなく夜間も是非ご注目ください。

－広報委員会－

長い間ありがとう！ 昼間の様子 夜も美しい！
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みなさん、Ｆａｃｅｂｏｏｋって知っていますか？Ｆａｃｅｂｏｏｋとは、最初アメリカのハーバード大学

の学生向けのサービスでした。しかし、今や利用者が拡大し現在８億5千万人を突破したそうです。最近

そんなＦａｃｅｂｏｏｋを年甲斐もなく始めました。子供も大きくなり時間の余裕が出てきたからです。

そしたらなんと、高校の同級生を見つけました！遠く離れた東京の地でがんばっていました。

Ｆａｃｅｂｏｏｋってすごい！遠く離れた海外の人や見ず知らずの人と繋がることができるんですね。

テクノロジーってすごい！地球は一つ！みんなも一つ！

外来看護部 F・F

昨年の夏、初めて富士登山にチャレンジしました。急な岩場を高山病にならないようにゆっくりと登ってい

きます。1泊2日での『山頂からのご来光』目的の登山です。山小屋では人一人分のスペースしか与えら

れず寝返りすらできません。約3時間の仮眠の後、夜中の23時から頂上目指して再出発です。この日雨

は降らなかったものの風がとても強く、しっかり防寒対策をしていても非常に寒く、そんな中みんなで励まし合っ

て登っていきました。しかし風は落ち着くことはなく、９合目の手前まで登ったところで登山中止の指示が出

されました。頂上でのご来光やお鉢巡りを楽しみにしていたので、かなりショックでした。それでも8.5合目

で見たご来光は感動的でした。ご来光も素晴らしかったのですがもう一つ感動したのが、眼下一面に広がる雲海と

その上に輝く満点の星空と月でした。息をのむほどの美しさでした。富士山は高さだけではなく、たくさんの

日本一を持っていてたくさんの感動やパワーを与えてくれる、いろいろな意味で日本一の山だなと思い

ました。また登頂チャレンジしたいです。

病棟看護部 Ｍ・Ｏ

私はよくお腹が痛くなります。そんな時、無意識にお腹に手を当てます。そうするとだいぶ楽になることが

あります。ひざなどををぶつけた時も…。痛いところに手を添えるだけで、かなり状況が改善する（ことがある）

のはなぜでしょう？

「手当て」という言葉を調べてみると、この言葉は日本人の造語で、手のひらが湿気と熱を発散するので、軽

い温湿布の役目を果たし血行を盛んにして、患部を治す。昔の人はそれを知っていて、まずどこか具合が悪い

となると手のひらを当ててみたことから、けがや病気を治すことを「手当て」というようになったと・・・。

その他には、手を当てることで精神的にも安心感を与え、気持ちが和らぐことにより、神経系も同様に

落ち着くので痛みが和らぐ可能性があるのでは、とのこと。医学的な根拠はどれもありませんが、なるほどなぁ～

と感心しました。

もちろん、痛みがあるということは原因があっての事だと思うので、激痛時、持続性がある時は、当院の

ご受診をお待ちしています。

事務部 C・I



診察室 月 火 水 木 金 土

午 前

１ 診 渡辺 哲夫 高村 和人 佐藤 直嗣 光岡 直志 渡辺 哲夫 担当医

２ 診 光岡 直志 太田 英孝 渡辺 哲夫 熊野健二郎 光岡 直志 担当医

３ 診 大村 泰之 田淵 陽子 高村 和人 高村 和人 熊野健二郎 髙岡 宗徳

４ 診 太田 英孝
渡辺伸一郎

（渡辺 哲夫）
熊野健二郎 大村 泰之 大村 泰之

５ 診 佐藤 直嗣 太田 英孝 佐藤 直嗣 田淵 陽子

午 後

１ 診 田淵 陽子 高村 和人
太田 英孝

（漢方専門）
田淵 陽子 佐藤 直嗣

休

診

２ 診 佐藤 直嗣 渡辺伸一郎 高村 和人 熊野健二郎 田淵 陽子

３ 診 渡辺 哲夫 担当医 渡辺伸一郎 佐藤 直嗣 太田 英孝

５ 診

中島 一毅

(13:00～17:00)

（第２・第4のみ）
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（平成25年1月1日現在）

◎受付時間：午前 ８：３０ ～ １２：００ （診療開始 ９：００～）

午後 ３：００ ～ ６：３０ （診療開始 ３：３０～）

※急患はこの限りではありません。

◎休 診 日： 土曜日午後・日曜日・祝日

◎予約診察：当院では、診察の予約を受け付けております。

電話での予約も可能です。（予約専用ダイヤル：086－525－2554）

待ち時間短縮のため、できるだけ診察予約をお取り下さい。

予め予約が出来なかった時、急な体調不良の時などは、予約がなくても診察させていただきます。

但し、その際は多少待ち時間が長くなる可能性があることを予めご了承願います。

◎専門医による乳腺外来を行っております。（第2・第4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ください。

◎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/

正面玄関は、診察日の朝 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、ご了承下さい。

http://watanabe.or.jp/
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皆様、明けましておめでとうございます。

2012年は電子カルテの稼働開始、DPC算定の開始といった大きな「改革」が当院に起こりました。そし

て2013年！前回の編集後記でもお知らせしましたが、今年はまずホームページのリニューアルが行われます。

この拙文を皆さんにお読みいただいている頃は、公開に向けて大詰めの段階を迎えていることでしょう。また

当院は、医療ネットワーク岡山（通称「晴れやかネット」）に開示・閲覧病院として参加いたします。詳しく

は改めてお伝えしますが、興味を持たれたら一度インターネットで「晴れやかネット」と入力し検索してみて

ください。プライバシーにも十分配慮されており、患者様はもちろん、周辺病院の先生方にもとても大きなメ

リットがある仕組みです。今年も色々な挑戦の年になりそうですが、患者様の立場に立って一生懸命頑張りま

す。本年も渡辺胃腸科外科病院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。


