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院長：渡辺 哲夫

新年、明けましておめでとうございます。早いもので、昭和 58 年 9 月に開院して本年、当院は 28 年目

を迎えます。また、新病院の開院から早 5 回目の正月を迎えました。これも、ひとえに皆さま方のご支援

の賜物と深く感謝しております。

昨年の 9 月 4 日に行われた当院の 27 周年記念講演会で、「病は気から・老化も気から」という話をさせ

ていただきました。若さとは筋力ではありません。気持ちの持ちようで、20 歳の老人もいれば 80 歳の青年

もいるのです。一生感動・一生青春で、明るく、楽しく、元気よく振る舞うことが健康につながり、老化

予防につながります。今日という日を笑って楽しく生きると、人間の持っている免疫機能が高まり、がん

細胞と戦うナチュラルキラー細胞を活性化し、がん予防や老化予防につながります。この世のすべてのこ

とに感謝し、歓びあるものみな美しく、起こることすべて善しのプラス思考で生きることが長寿につなが

ります。

日本では、平成 12 年（西暦 2000 年）に早世を減らし要介護期間を短縮して、自立生活のできる長寿（健

康長寿）をめざす”健康日本 21”計画を発足させました。健康で長生きするための、容易に実行できる分

かりやすい具体的数値目標が 9 領域に設定されています。

＜9領域とは＞

①栄養・食生活： 肥満の人(BMI 2.5 以上)と、やせた人（BMI 18.5 未満）両方を

減らす。朝食を食べるようにする。食塩摂取量を 1 日 10g 未満とする。

②身体活動・運動： 運動習慣者を増やす。日常生活の歩数を 8300 歩以上とする。

③休養・心の健康づくり： 睡眠不足の人を減らす。

④タバコ： 禁煙を広げる。

⑤アルコール： アルコール多量飲酒者を減らす。

⑥歯の健康： 歯間ブラシを使用する。自分の歯を 80 歳で 20 本以上保つ。

⑦糖尿病： 糖尿病の予防と治療。

⑧循環： 動脈硬化の予防と治療。心筋梗塞、脳卒中の予防。

⑨癌： 癌の予防と治療。

これらの項目の中には、医療機関の担う役割もありますので、特定健診やがん検診は必ず受けられるこ

とをおすすめします。検診は、ご家族への愛の証です。

尊い命を大切にして、明るく楽しい幸せな人生を歩んでいただけるよう

職員一同頑張りますので、本年も宜しくお願いいたします。
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薬剤部

現在、CM 等で良く宣伝されている「ジェネリック医薬品」をご存知でしょうか？医療機関で処方

される薬（医療用医薬品）には、同じ成分・同じ効き目でも、価格の高い薬と安い薬があります。高

い方の薬は「新薬（先発医薬品）」と呼ばれ、安い方のお薬が「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」

と呼ばれています。新薬は、最初に開発・発売される薬で、開発メーカーは特許期間中、独占的に製造・販売す

ることができます。その特許期間が満了した後に、厚生労働省の承認のもとに発売される薬がジェネリック医薬

品です。新薬に比べると、開発期間は 3 ～ 4 年と大幅に短く、開発コストも安く抑えられています。

日本では、国民皆保険制度によって比較的個人負担が少ないこともあり、これまではほとんど知られていませ

んでした。2005 年 1 月の医薬工業協議会の発表によると、平成 15 年度の日本でのジェネリッ

ク医薬品のシェアは 16.4%でした。アメリカ、ドイツ、イギリスなどの医療先進国は 50 ％以

上のシェアを占めるほど普及しており、そうした国々と比べるとまだまだ低い数字です。しか

し最近では厚生労働省も、国民医療費の負担を軽減するひとつの手段として注目しており、世

間一般への情報の公開も進んできました。

それでは、新薬とジェネリック医薬品は全く同じものなのでしょうか？長所と短所を比較してみました。

①『新薬に比べて開発費を抑えることができるため、価格が安い』

価格が新薬の約 2 割～ 7 割に設定されているので、お薬の代金負

担が軽減されます。特に高価な薬を使っている方や、長期間服用さ

れている方にとっては、大きなメリットとなります。

②『新薬を改良して使いやすく工夫しているものがある』

新薬より形を小さくして飲みやすくしたり、新薬で出現した副作用が出ないようにして作られているものもあ

ります。

①『効き目が必ずしも新薬と同じではないものがある』

添加物、剤形（医薬品を患者に投与できる形に整えたもの。

投与方法に応じて錠剤・散剤・注射剤などがある）、製造工程

などは製薬会社によって様々なので、新薬と比べて体の中での溶け方や吸収率が異なったり、

薬の含有量も新薬と異なる場合があります（合格基準には幅があるため）。そのため、

医師の期待より効果が強く出てしまったり、逆に効果が出にくいことがあります。

②『添加物が新薬と同じでないものがあり、副作用症状を起こすことがある』

薬の成分を安定させる添加物が新薬と異なる場合があるため、新薬と安全性 (副作用の発現率) などに差が出

る可能性があります。

③『医療機関への薬の情報提供と安定供給は、製薬会社により大きなバラつきがある』

『新薬と比較して利益率が低いため、製薬会社が販売を突然中止する場合がある』

ジェネリック医薬品を作るメーカーはたくさんあり、１つの新薬に対して５～６種類ものジェネリック医薬品

が存在する場合があります。医療機関は、信頼できる製薬会社からジェネリック医薬品を選ぶ必要があります。

当院が発行する処方箋は、患者さまのご希望があれば、調剤薬局で

ジェネリック医薬品へ変更可能な書式になっています（診療上の理由で、医師

が変更不可としている場合もあります）。調剤薬局では、「ジェネリック医薬品

があるかどうか」、「値段はいくらか」、「メリットやデメリット」などをお尋ね

いただき、ご自身で納得したうえで処方してもらいましょう。
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手術部門

血便、便が細くなる、残便感、腹痛、下痢と

便秘の繰り返しなど排便に関する症状がありま

す。また血便に伴う貧血症状、腸の内腔が狭く

なりおこる嘔吐、腹痛や腹鳴、腹部膨満感や痛

みを伴うしこりが初発症状のこともあります。

大腸がんの原因は遺伝性と生活習慣が影響さ

れます。肥満、飲酒、喫煙、インスタント食品

などは、大腸がんリスクが高くなるとされてい

ます。 日本人ではS状結腸と直腸に大腸がんが

できやすく、50歳代付近から増加し始めます。

●検便…大便の潜血反応を調べます。食事制限なく簡単に受けられる検査です。

●注腸造影検査…肛門からバリウムと空気を注入し、X線写真をとります。この検査でがんの正確

な位置や大きさ、腸の狭さの程度などがわかります。

●大腸内視鏡検査…肛門から内視鏡（ビデオスコープ）を挿入して、直腸から盲腸までの全大腸を

詳細に調べる検査です。

●採血（腫瘍マーカー）…血液の検査で、身体のどこかに潜んでいるがんを診断する方法です。

●画像診断（CT、MRI、超音波検査、PETなど）

※当院では上記のほとんどの検査を行えます。お気軽に医師・職員にご相談ください。

●内視鏡的治療：内視鏡的粘膜切除術（EMR）

●化学療法：抗がん剤治療

●外科療法：手術

（１）結腸がんの手術

大腸がんの治療は外科療法が基本で、早期がんの場合

でも手術が必要になる場合があります。結腸がんの場合、

切除する結腸の量が多くても、術後の機能障害はほとん

どおこりません。リンパ節郭清（かくせい）と呼ばれる

リンパ節の切除とともに結腸切除術が行われます。がん

ができる場所により、切除範囲が変わります。

（２）直腸がんの手術

結腸がんの手術

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。
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結腸がんと同様に、直腸がんの治療でもっとも効果が期待できるのは外科手術です。

◎直腸（低位）前方切除術…直腸がんで肛門を温存し、人工肛門にせずに腸をつなぐ術式です。

◎腹会陰式直腸切断術（マイルズ手術）…お腹とおしりの両方から、がんを直腸、肛門をひとかたまりに切除す

る方法です。肛門のすぐ上で無理につないでも肛門が機能しなくなるため肛門を閉鎖し、お腹の上に人工肛門

を造ります。

◎経肛門（経括約筋）手術、後方切除術…下部直腸で、肛門管に近い早期癌にかぎり、肛門を広げたり肛門括約

筋を一部切開して腫瘍を切除することもあります。仙骨側（後ろ側）より切除する場合は”後方切除術”と呼

びます。

◎腹腔鏡下手術

がんが盲腸、上行結腸やS状結腸、上部直腸に位置し、内視鏡的治療が困難な大きなポリープや早期がんの場

合、炭酸ガスで腹部を膨らませて、腹腔鏡を腹部の中に入れその画像を見ながら小さな孔から器具を入れて手術

を行う方法もあります。

◎自律神経温存について

直腸の周囲には、前立腺・膀胱・子宮・卵巣等の臓器や膀胱機能・性機能を司る神経があります。直腸がんの

進行の度合いや、排尿機能と性機能を支配する自律神経繊維を手術中に確認し、必要なだけのリンパ節を切除し

た上で自律神経の温存に努めます。

◎肛門括約筋温存について

自動吻合器という筒状の機械を使って、がんの切除後に短くなった直腸端と結腸の先端を縫合し、本来の肛門

からの排便を可能にする手術法です。

◎人工肛門造設について

肛門に近い直腸がんや肛門にできたがんでは、人工肛門を造設する直腸切断術（マイルズ手術）という手術を

行わなければなりません。また、高齢者は肛門括約筋の力が低下しており、無理して括約筋温存術を採用すれば

術後の排便コントロールが難しい場合もあるので、多くの医師が人工肛門による排便管理を勧めています。

便秘にならないようにする事が予防に効果的です。また、大腸がんの早期発見の

ために検診・内視鏡検査・検便を定期的に行う事は非常に大切です。左のページに

あるように、当院でも内視鏡検査をはじめとした検査を受けていただけます。

ご自身や大切な方のために、ぜひ定期的に検査されることをおすすめします。

直腸がんの手術（前方切除術） 腹会陰式直腸切除術（マイルズ手術）
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2010 年 10 月 30 日土曜日、当院多目的ホールにて「～

内視鏡でここまで分かる、最新医療について 渡辺胃

腸科外科病院での内視鏡検査と治療の実際～」と題して

の内視鏡セミナーが行われました。寒い中でしたが、内

視鏡について関心や興味をお持ちのたくさんの方が参加してくださいました。

まず、光岡副院長による講演が行われました。年間死亡順位として第一位は肺がん、第二位は

胃がん、第三位は大腸がんとなっており、その中でも年々増加傾向にあるのは、胃がんと大腸が

んです。光岡副院長自身が家族を癌で亡くしていることもあり、内視鏡検査の大切さを身をもっ

て体験し、年に一回は必ず内視鏡検査を受けている事をお話しました。最近の治療事例も交えな

がらの、非常に濃密な講演となりました。

続いて内視鏡センターへ移動していただき、内視鏡検査で使用するカメラなどの

機器についてご説明しました。光岡副院長が胃カメラや大腸カメラを手に取り、カ

メラの先端を動かしたりすると、参加者の方々は「わぁー」と歓声を上げて興味津

々に聞かれていました。

最後に、当院の赤木管理栄養士考案の旬のさつま芋を使用した３種類のデザート

を食べていただきながら、質疑応答の時間を設けました。中には「他院では経鼻内

視鏡をしているところもあるが、経口内視鏡と比較したときのメリット・デメリットについて教えてください」

という質問がありました。経鼻内視鏡検査は、従来の検査よりも多少楽に検査が受け

られますが、まだまだ発展段階にあり画質が良くないことなどがあるため、当院では

今のところ経鼻内視鏡は行っていないことをお答えしました。その他にもいくつかご

質問をいただきましたが、光岡副院長がひとつひとつ丁寧にお答えしました。

当院としては、今回初めての内視鏡セミナーでしたが、「今まで内視鏡を受けたことがない方や若い年齢層の

方にも内視鏡について知ってもらい、病気の早期発見の重要性について認識してもらいたい」という願いを込め

て開催いたしました。今回参加していただいた方々に、内視鏡について少しでも理解を深めていただけたなら幸

いです。当院では、内視鏡を用いた診療を数多く実施しております。今後もこうした機会を通じて内視鏡検査の

大切さを知っていただき、一人でも多くの方の早期発見・早期治療に繋がることを願っております。

2010 年 11 月 15 日月曜日からの 3 日間、

玉島西中学校の 2 年生の生徒 3 名が「チャ

レンジワーク（職場体験学習）」として来

院しました。最初は緊張していましたが、

生徒たちは「将来は医師や薬剤師など、人の役に立てる仕事に就きたい」というし

っかりした目標を持っており、とても積極的に参加してもらえました。

まず「病院の役割や現状」についての講義を受けてもらった後、順番に院内の各部署を廻ってもらいました。

在宅医療部では訪問看護に同行し、患者さんとふれあいの場を持ってもらいました。また、薬剤部では調剤業務

を体験してもらったり、病棟では患者さんの清拭や洗髪なども体験してもらいました。最後は渡辺院長による講

話を聴いてもらいましたが、「なぜ医師という職業を志したのか？」、「なぜ玉島のこの地に開院したのか？」な

ど、第一線で活躍する”人生の先輩”からの話は、彼女たちの心に残るものがあったようです。
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14 歳という年齢は、勉強に遊びにと、様々なことを吸収する年頃です。そ

んな多感な時期に、「将来自分はどのような職業に就くのか？」、「自分はど

のような人生を歩んで行くのか？」ということを身をもって学び、考えるこ

とができる「チャレンジワーク」は、とても有意義な経験になるはずです。

当院では、今後も積極的に「チャレンジワーク」に協力し、地域のお役に立ちたいと考えており

ます。

2010 年 12 月 11 日土曜日、毎年恒例

のクリスマスコンサートが開催されま

した。これまでは 1 階の外来待合ホー

ルで実施しておりましたが、今回は初

めての試みとして、3 階の多目的ホールで開催。会場も暗くし、職員による華やか

な飾り付けの中、クリスマスムード一杯で始まりました。

開会の挨拶に続き、まずは金光混声合唱団による合唱ステージ。「愛燦燦」、「空より高く」などの親しみやす

い曲を中心に、総勢 23 名による素敵な歌声を披露してくださいました。途中では、沖

縄県および琉球文化（沖縄音楽）を代表する楽器である「三線（さんしん）」も登場。

普段はあまり耳にすることのない音色に、心がホッと落ち着きました。

続いて、毎年恒例となっている渡辺院長によるサックス演奏。こ

れを楽しみにしていただいている方もたくさんおられるようですが、いかがでしたでしょうか？

今年も絶妙なトークとサックスの音色を披露しました。渡辺院長は、毎日「今日は平成何年で

西暦何年、昭和にすると何年。今日も一日に感謝」と考えながら就寝するそうです。いつも穏

やかでやさしい笑顔の秘密は、こんなところにあるのかもしれませんね。

休憩を挟んで、一昨年からお世話になっている倉敷男声合唱団による合唱が行われま

した。「あら野のはてに」から始まり、指揮者の西山さんによる軽妙なトークを挟みな

がら、計５曲を演奏してくださいました。クリスマス曲だけでなく、今回は「柳河」と

いう本格的な男声合唱曲も演奏されました。北原白秋の歌詞を、多田武彦による叙情的

なメロディで綴ったこの曲。いかがでしたでしょうか？

最後にいよいよ、金光混声合唱団＋倉敷男声合唱団＋職員コーラス隊による合同合唱が行われました。

演奏に参加してくださった方々は総勢 36 名！演奏した曲は「世界に一つだけの花」、

「二度とない人生だから」、「ふるさと」の 3 曲。ご協力いただいた合唱団の皆さん

のおかげで、今年は本格的な混声合唱に挑戦できました。職員はこの日のために夏

の暑い時期から練習を重ねてきました。患者さんやそのご家族など、お聴きいただ

いたすべての方に、私達の想いが届いていることを願っています。

2010 年の後半、当院では大きなイベントが目白押しとなりました。私達にとって、こ

のように地域の方々とつながりを持てる機会はとても大切なものです。当院はこれから

も、患者さんとそのご家族、さらには地域の方々とのつながりを大切にし、”頼れる地域

の医療機関”を目指してまいります。
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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―

～待機電力を無くしてエコしましょう☆～

「待機電力」とは、家電製品をコンセントにつないでおくだけで消費する電力のことです。部屋を

暗くしたとき、家電製品にぽつぽつとホタルのように小さな明かりが灯っていれば、それが待機電力

の証拠です。エアコン、テレビ、ビデオ、電話などが待機電力を消費する代表的な機器です。

機器によっては主電源を落としていても、コンセントをつないでいるだけでわずかながら電力を消

費するものや、テレビなどの指示待ち状態でも電力を消費しています。使用時以外はコンセントを抜

いたり、テレビは主電源を切ったりとこまめに気を付けてみましょう。ちなみに平均的家庭の待機電

力量は全消費の電力量 7.3 ％という調査結果も。電気料金にすると年間約 6,800 円！知らないうち

に思った以上の電力が使われているものです！待機電力…あなどれません！

寒～い冬はまだまだ続きます！そこで効果的に暖房し、エコで乗り切っちゃいましょう☆

冷暖房するときには、いろんな工夫が楽しめます。ちょっとした工夫で、大きな効果を得られます。

◎エアコンやファンヒーターのフィルターが詰まると、効率は約 10 ％も落ちます。掃除は２週間に

一度が目安（ご自宅のエアコンの説明書を確認してください）。

◎暖かい空気は上に逃げていきます。特に冬場はせっかく暖めた空気が天井近くにたまりがち。

うちわや扇風機で、空気を循環させるとまんべんなく暖まります。

◎窓は熱の逃げ道です。カーテンやブラインドを使って熱を逃がさないように。

◎ホットカーペットやコタツ敷きの下に敷いて熱効率を高めるアルミシートや断熱マット、

カーテンの裏に取り付ける保温カーテンなど、便利な小道具も増えています。

◎冬の暖房には、電気カーペットなど足元を暖める暖房器具との併用を。上手に使って、

エネルギーセービングで快適に毎日を過ごしましょう。

職員や患者さまのご協力によりこれまで集まった数、約

107400 個。ポリオワクチン 134 人分に相当します。気が遠く

なるような数字ですが、毎回着実に数が増えてきてます！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。

エコキャップ収集報告

エコキャップ総数

約１０７４００個

１３４人の子供の命を

救うことが出来ます。
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英語で「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ」、サンキューです。英会話の苦手

な私でもそのくらいはわかります。英語圏の人たちはサンキューを

たくさん使います。たくさん使っても決して安っぽくはならないの

です。海外旅行先、身振り手振りでの会話も最後に笑顔で

「サンキュー、グッバイ」と言うと、相手も笑顔で「どういたしまして、

良い旅を」と返してくれます。すごく楽しい気分になります。

英語の先生が「日本人は謙虚で礼儀正しいが、サンキューが少ない」と言っていました。皆さんは、し

てもらえるのが当たり前の相手に「ありがとう」と言っていますか？相手が夫や姑でも、茶碗を手渡すだ

けで「ありがとう」と言ってもらえるとうれしいものです。だから私もなるべく言うように心掛けます。

笑顔でね！ Ｍ・Ｍ

「スピリチュアル…」という言葉に惹かれて購入した本に

書いてあった中で、とても為になることがありました。【１

日の汚れをとる方法】とは？！それは、お風呂に入ること。

でも、ただ入るだけでは効果はありません。

最低２０分間は湯船につかり、体をきれいに洗い流して、最後に水でシャワー

する。実はこれ、体ではなく心の汚れを落とす一番効率の良い方法だそうです。

湯につかり、水で流すのは１日の厄を落としてくれるのです。バタバタと

忙しい毎日ですが、心の疲れを感じたときにはゆっくり湯船につかって、

ピカピカになってみてください。 Ｎ・Ｍ

徳川家康の言葉だそうです。私が結婚する

時に父からもらった言葉です。「生活していく

中で、うまくいかない事やつらい事があった

としても、それが当たり前の事だと思ってし

まえば、イライラしたり、落ち込んだり、文句を言ったりする必要はないだろう。その当たり前の事にま

っすぐ向き合ったらいい」結婚生活を夫婦円満で送ることができるように考えて

くれたのだと思います。

そんな助言をすっかり忘れて、日々ちょっとしたことでイライラしたり、ケンカ

したり…。数日前に、落ち込んでいる私に父からメールがきて、思い出すことが

できました。実行するのはたやすくないですが、心にとめて生活していこうと

思います。 Ｙ・Ｗ



- 10 -

病棟看護部／漢那 香織
10 月より病棟で勤務させて頂いております。病棟勤務は 2 年間のブランクがあり、戸惑いや不安

もありましたが、スタッフの方々の親切なご指導を頂き日々感謝しております。患者様との関わり

の中で信頼関係を築きながら、患者様と向き合っていけるよう頑張りたいと思います。また患者さ

んに見合った看護が提供できるよう、精進していきたいと思います。まだ慣れないことが多く、ご

迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

病棟看護部／高田 有希
10 月より病棟で勤務させて頂いています。スタッフの皆さんにはとても優しく丁寧に御指導して

頂き、日々感謝しております。以前は、総合病院の消化器・呼吸器外科の病棟で勤務しておりまし

た。しかし、看護師になって 2 年目と臨床での経験が少なく、皆さまにご迷惑をお掛けすることも

多々あるかと思います。今は日々の仕事を覚え、業務をこなす事で精一杯ですが、患者さんに心の

こもった看護が行えるように努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

病棟看護部／桑山 夏子
昨年 11 月から看護助手として勤務させていただいています。病院での仕事は全く初めてで、不安

がありご迷惑をおかけしていますが、職員の方々に支えられ日々感謝の気持ちでいっぱいです。少

しでも早く仕事に慣れ、渡辺病院のスタッフの一員として責任をもって仕事が出来るよう一生懸命

がんばります。宜しくお願いします。

外来看護部／亀井 久美子
9 月 21 日より外来で勤務させて頂いております。病院での勤務は４年ぶりで変わっていることや

慣れないことが多く、日々頭と体をフル回転させながら頑張っています。病院の基本方針にある『地

域社会に貢献のできる医療』を心がけ、患者さんの声を身近で聞くことのできる看護師を目指して

おりますので、見かけたらお気軽に声を掛けてください。よろしくお願いいたします。

外来看護部／松本 恵美
9 月 21 日から外来で勤務させて頂いています。これまでに、呼吸器外科･外科病棟と耳鼻科外来

の経験がありますが、まだまだ慣れないことや新しく学ばせて頂いていることがたくさんあります。

皆様にご迷惑をお掛けすることもありますが、当院の理念である『患者さまの立場に立った心の通

った医療』が行えるよう頑張りますので、よろしくお願い致します。

事務部／岡本 幸子
キャリアプランニングからの派遣で、１０月より事務部で勤務しています。前職は金融関係で営

業事務をしていました。以前より医療機関に憧れがありましたので、今回の派遣の話しは、とても

嬉しくお受けいたしました。戸惑う事も多くありますが、職場の皆様に懇切丁寧にご指導頂き、日

々感謝しています。前職の経験を生かし、傾聴と患者様への気遣いを大切にしていきたいと思って

います。いち早く、皆様のお役に立てるよう一生懸命頑張りますので、宜しくお願いいたします。
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（平成２２年１２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/

☆テレビ番組放映のお知らせ☆
この度、当院がテレビせとうちの番組「医療現場からの報告」に取り上げられることとなりました。約

３０分のドキュメンタリーを通じて、当院の様々な取り組みをはじめ、医師や職員の「想い」が伝われば、

と考えています。是非ご覧ください！

放 送： ２０１１年 １月３０日（日） １２：００～１２：３０

再放送： ２０１１年 ２月 ２日（水） １０：３０～１１：００

◎「医療現場からの報告」ホームページ： http://www.webtsc.com/prog/iryou/

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 光岡 直志 佐藤 直嗣 髙岡 宗徳

４ 診 佐藤 直嗣 渡辺伸一郎 田淵 陽子 渡辺伸一郎

午 後

１ 診 田淵 陽子 田淵 陽子

休

診

佐藤 直嗣 渡辺 哲夫 佐藤 直嗣

２ 診 光岡 直志 担 当 医 田淵 陽子 田淵 陽子 渡辺 哲夫

３ 診
中島 一毅

(12:00～16:00)
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明けましておめでとうございます。どのような年末年始を過ごされましたでしょうか？

昨年の年末は、非常にバタバタとしてしまいました。通常の業務に加え、毎年恒例のクリスマスコン

サートや忘年会。続いて新年を迎えるための準備を行い、それに加えてテレビ番組の取材受け入れの対

応と、例年以上に慌ただしい年末となりました。「ふれあい」の編集作業も遅れてしまいましたが、無事

発行できて本当にホッとしています。

テレビ番組の取材では、事情が許す限り撮影に立ち会わせていただきましたが、私にとってとても良

い経験となりました。特に渡辺医師や光岡医師のインタビューは、改めて二人の想いを聴くことができ、

忘れられない経験となりました。また、真摯に番組づくりに取り組んでおられるディレクターの方との

出会いもありました。現在編集作業のまっただ中で、どのような完成形になるかまだ分かりませんが、

当院の医師や職員が、どのような想いを持って患者さんに接しているか？３０分の濃厚な番組で、少し

でも皆様に伝われば良いなと考えています。

いよいよ２０１１年がスタートしました。今年も忙しくなりそうな予感がしていますが、患者さんの

ために職員一同全力で頑張ります。今年も渡辺胃腸科外科病院と、広報誌「ふれあい」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。


