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陽子

●潰瘍性大腸炎ってどんな病気？
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に潰瘍やびらん（ただれ）ができる、近年
急速に増えてきた病気です。厚生省から特定疾患（難病）に指定されてい
る病気で、治りにくい上に、一旦良くなっても再発しやすいという特徴が
あります。発病後は１０年・２０年と長期間にわたり、再発を繰り返すこ
とがあります。潰瘍性大腸炎が増加している背景には、大腸癌と同じよう
に食生活の欧米化、特に脂肪の多い食事のとりすぎがあると推測されます。

潰瘍性大腸炎の内視鏡画像

また、この病気の多くは２０～３０歳代の若い人に発症が多いことも特徴です。ちなみに男女差はありません。

●発生の原因はなに？
これまでに腸内に存在する細菌の関与や自己免疫反応の異常（本来は外敵から身を守る免疫機構が正常に機能
しない）、あるいは食生活の変化の関与などが考えられていますが、具体的な原因は不明です。潰瘍性大腸炎は
家族内での発症も認められており、何らかの遺伝的因子が関与している可能性もあると考えられています。

●どのような症状が起きますか？
便がだんだん緩くなることが最初の症状のようです。そして便は出血を伴い、腹痛と頻回の排便を催します。
下痢は徐々にあるいは全く突然に始まることもあります。症状が重くなると、発熱や体重減少、貧血などの全身
への症状が起こります。また腸管以外の合併症として、皮膚や眼の異常、関節の痛み、子供では成長障害が起こ
ることもあります。

●どのような治療法がありますか？
原則的には、薬による内科的治療が行われます。病気の原因は免疫異常によると考えられているので、基本的
には腸管の炎症を抑え、免疫反応を抑える薬を使います。しかし、重症の場合や薬物療法が効かない場合には手
術が必要となります。

●食事面で気をつけることは？
食事療法の基本は、消化吸収が良く栄養価の高い食事をとることです。豆腐・白身の魚・脂肪の少ない赤身の
肉など、良質のタンパク質をとるとよいでしょう。炎症がひどいときには、脂質の多い食品や、繊維の多い食品
は避ける必要があります。脂質の多い食事は、胃腸の負担を増大させますし、繊維質が多いと便の量が増えて、
大腸の粘膜の傷が刺激されやすくなるからです。また出血を伴う場合は、わさび・からし・こしょうなどの刺激
物や、アルコール類のように血管を拡張させるものも控えるようにします。ただし再発する可能性があるので、
体調がよいときも、脂っこいものやお酒はほどほどにしておくことを心がけましょう。
潰瘍性大腸炎は、原因不明で治療法が確立していないことや、療養が長期にわたる
こと、全身合併症を伴う、などの点から、１９７３年より厚生省特定疾患治療研究
対象疾患（いわゆる難病の一つ）に指定されています。最寄りの保健所で所定の
手続きをすれば、特定疾患医療給付制度が適応され、医療費の援助を受けられます。
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広報委員会
前回発行した広報誌「ふれあい」1 月号におきまして、皆様にアンケートのご協力をお願いさせていただきま
した。お忙しい中ご協力いただき、ありがとうございました。集計結果がまとまりましたので、ここでご報告さ
せていただきます。

●新聞記事の順位について
特に人気が高かったのは、下記の記事でした。

ありがとう

・渡辺院長／Dr.エッセイ「新年のご挨拶」

ございました！

・薬 剤 部／「ジェネリック医薬品についてのおはなし」
・手術部門／「大腸がんについてのおはなし」
毎年恒例となった渡辺院長の記事をはじめ、やはり医療についての記事に関心を持たれているようでした。し
かし、内視鏡セミナーやクリスマスコンサートについてご紹介した「イベント実施のご報告」や「職員コラム」
のページもご好評をいただいたようで、皆様が広報誌全体に渡って目を通していただいていることが伺える結果
となりました。

●リニューアルについて
リニューアル後の紙面についてお伺いしました。その結果、
・全体的な読みやすさ：
・文字の大きさ：
・ページ数：

読みやすい、普通

丁度良い、大きい

丁度良い

といったご意見をいただきました。読みにくいというご意見が無く、編集担当者はホッと一安心といったとこ
ろです。ただ文字の大きさにつきましては、当院の患者さんはご高齢の方も多いため、そうした方に配慮した上
で現在の大きさにさせていただいております。今後も読みやすい紙面作りを心がけてまいります。

●今後の記事に対してのご意見・ご感想
皆様からいただいたご意見やご感想を、いくつかご紹介させていただきます。
・病の基は心から、老化も気からとのお話など、従業員の方も一体となって患者の心に取り組んで治療
され、専念されている意が理解できました。
・誌面が明るく、どんどん引き込まれて読んでしまった。
・写真やイラストをたくさん盛り込んであり、楽しく読ませて頂きました。
・一つ一つの病気について詳しく知りたいです。
・高齢者の食事について知りたい。（例：主食は柔らかい方がいいのか、便秘予防の献立について）
・潰瘍性大腸炎のことについて、もっと良く知りたいので取り上げてもらえると嬉しいです。
今回の 68 号では早速ご要望にお応えする形で、田淵医師による「潰瘍性大腸炎」についての記事をお届けし
ました。今後も皆さんからのご意見を参考に、記事の内容についてしっかり検討してまいります。
70 号近い歴史を重ねてきた広報誌「ふれあい」ですが、今回初めてアンケートを実施させていただきました。
広報委員会のメンバーにとって、とても励みになりました。今後も、
「ふれあい」をよろしくお願いいたします。
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内視鏡センター
当院では、胃や大腸の内視鏡検査（胃カメラ、大腸カメラ）を積極的に行っております。内視鏡検査は、がん
の早期発見に繋がることも多い大切な検査ですが、疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか？そこ
で今回は、当院での内視鏡検査における受付から会計までの流れや、よくいただく質問についてご紹介します。
是非参考になさってください。

＜内視鏡検査の流れ＞
患者さんの状況により順番や内容が異なりますが、基本的には下記のように進みます。

◎検査前にしていただくこと
①事前の診察

②検査の予約

検査は、医師の判断が必要です。

内視鏡 セン ター の受付で、 検

また検査で使用する薬の量を決

査の予約をしていただきます。

定します。

日時や検査担当医師のご要望、

※服用中の薬がある方は、分か

ご不明 なこ とな ど、何でも 気

るもの（お薬手帳や薬そのもの）

軽にご相談ください。

をお持ち下さい。

◎検査当日の流れ

※内視鏡検査当日は、車の運転は避けてください（眠くなる注射をします）。

①受付

②着替え

③準備

④検査

総 合受付にお越し頂くと

大腸の内視鏡検査は、

検査室にお入りいた

内視鏡検査を行いま

き と、直接内視鏡センタ

検査着に着替えていた

だき、麻酔など検査

す。検査中は楽にし

ー にお越し頂くときがあ

だきます。

の準備（※）を行い

ていてください。

り ます。ご予約の際にご

胃の内視鏡検査は着替

ます。

案内します。

えはありませんが、楽

※のどの麻酔薬（ス

※ 内視鏡センターで受付

な服装でお越し下さ

プレー）や、注射で

の 際は、診察券も内視鏡

い。

鎮静剤を投与しま

センターにお出し下さい。

す。
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⑤リカバリー（回復）

⑥説明

⑦会計

検査が終わったら、麻酔が覚める

検査結果を、医師からご説

総合受付で会計していただ

まで休んでいただきます。（個人

明します。ご不明なことは

き、お帰りいただけます。

差はありますが、1 時間程度です）

何でもご相談ください。

お疲れ様でした。

内視鏡検査について、お尋ねの多い質問をまとめてみました。
Ｑ：内視鏡って痛くないの？
Ａ：当院では、開院当初から苦痛の少ない内視鏡検査の手法を取り入れて、患者さんに喜ばれています。
痛みや不安感を抑える鎮痛剤および鎮静剤の使用と熟練の技術で、ほとんど苦痛を感じません。検査
後の感想も、
「眠っている間に終わった」、
「思っていたよりも簡単だった」という方がほとんどです。
Ｑ：レントゲン検査との違いは？
Ａ：レントゲン検査は、バリウムという液体を飲んでいただいてレントゲン写真を撮ります。もしも異変
が見つかったら、さらに詳しい検査として内視鏡検査を行います。倉敷市の胃がん検診は、このレン
トゲン検査を行います。また内視鏡検査は、レンズを内臓した細長い管を挿入し、消化器などの体内
を観察します。体内を鮮明に映すため、小さな病変でも発見されやすい検査です。
Ｑ：事前の診察は、必ず必要なの？
Ａ：内視鏡検査につきましては、事前に医師の診察を受けていただき、検査が必要と判断された場合に受
けて頂くことができます。また、問診で鎮静剤や鎮痛剤の量を決定したり、検査の説明なども行いま
すので、まずはご来院の上、医師の診察を受けて頂きますようお願いいたします。
Ｑ：時間はどれくらいかかるの？
Ａ：受付からお会計まで、胃・大腸いずれの検査もだいたい 2 時間ほどかかります。検査は胃の内視鏡が
10 ～ 15 分、大腸の内視鏡が 30 分ほどですが、検査終了後に麻酔が覚めるまで一時間ほど横になっ
ていただきます。また細胞を取っていない場合は、検査担当医師より検査結果をご説明いたします。
Ｑ：検査の結果はいつ教えてもらえるの？
Ａ：細胞を取っていない時は、検査後に検査を行った医師から写真を見ながらの説明があります。
細胞を取った時は、約 1 週間後にご来院いただき、外来で医師からの説明を受けていただきます。
※先生の希望がなく、午後であればご予約いただけます。詳しくは看護師にお尋ねください。
Ｑ：検査はいくらくらいかかるの？
Ａ：ご自身が加入されている保険の負担
割合をご確認の上、右の表をごらん
下さい。ただし病変がある場合は、
その一部を医師が採取することが
あり（痛みはありません）、採取した

検査項目
胃・十二指腸
内視鏡検査
ピロリ菌検査

1割負担

3割負担

約\1,500～\4,200 約\4,500～\12,600
約\210

約\630

約\2,000～6,050

約\6,000～18,150

数によって検査料金が異なります。
詳しくは、総合受付の職員まで

大腸内視鏡検査

お尋ね下さい。
※この他に診察料が別途必要な他、使用する薬剤や処置の内容によって多少上下する可能性があります。
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地域医療部
当院では、地域医療部を設置しており、専門の相談員（医療ソーシャルワーカー）が様々なご相談をお受けし
ております。入院や病気についてなど、様々な不安や疑問に対する相談をお受けし、より良い療養生活を送って
いただけるようにお手伝いをさせていただきます。ご相談は無料でお受けし、もちろんプライバシーにも十分に
配慮しております。どうぞお気軽にご相談ください。

◎例として…

○退院後の生活や介護について不安がある
○利用できる施設や、転院できる病院を知りたい
○療養生活の不安がある
○医療費がかかりそうなので心配だ
○介護保険や福祉制度について知りたい
○その他、誰に相談して良いか分からない
など

保険・医療分野において、社会福祉の立場から患者や家族の疾病に伴う心理的・経済的・社会的
問題の解決や調整を支援し、社会福祉の促進を行います。
今後、高度化・専門分化する医療の中で「保険・医療・福祉」のサービスの調整や、活用の
支援を行います。
「メディカルソーシャルワーカー」を略して、「ＭＳＷ」とも呼ばれています。

☆お問い合わせ先☆
渡辺胃腸科外科病院
T

E

L：

受付時間：

地域医療部

担当：難波

(086)525-2552（代表）
月曜～土曜

朝８：３０～夕方５：３０

※不在時には、後ほど折り返しお電話させていただきます。

相談中の様子
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こまめ通信
－こまめプロジェクト－

エコ情報
皆さん、春がやって来ました！緑が生い茂り、桜も咲いてポカポカとしてきたらドライブに出掛け
たくなりますね！しかしガソリン代が高騰しています。なるべく車を使いたくないと思っているかも
しれませんが、せっかくの春ですからエコドライブをして燃費良く、地球に優しく、お財布にも優し
くお出掛けしましょう☆

そもそもエコドライブとは地球環境保護の為、排気ガスを少しでも出さな

い運転方法ですが、ガソリン代が高騰している現在ではエコドライブで燃費効果を期待してガソリン
代を節約するために注目されている運転方法です。皆さんもご存じかもしれませんが、エコドライブ
の方法をお伝えします。ぜひご参考になさって下さい。意識して継続するのは容易ではありませんが、
簡単に出来ることばかりです。地球のためにもぜひチャレンジしてみて下さい☆
ふんわりアクセル
「ｅスタート」
やさしい発進を心掛けまし ょう

早めの
アクセルオフ

加減速の少ない運転
車間距離は余裕を持って、交通
状況に応じた安全な定速走行に
努めましょう

エンジンブレーキを積極的に
使いましょう

エアコンの使用

アイドリング
ストップ

控えめに
車内を冷やしすぎないように

無用なアイドリングは

しましょう

やめましょう

道路交通情報
の活用

暖気運転を適切に

出掛ける前に計画・準備をして、
渋滞や道路障害などの情報を
チェックしましょう

エンジンをかけたらすぐ出発
しましょう

タイヤの空気圧を

不要な荷物は

こまめにチェック

積まずに走行

タイヤの空気圧を適正に保つなど、

不要な荷物は積まないように
しましょう

確実な点検・整備を実施しましょう

エコキャップ収集

駐車場所に注意
渋滞などをまねくことから、
違法駐車はやめましょう

当院のエコ取り組み

職員や患者様のご協力によりこれまで

当院では光熱費の無駄を省くため、院内の温

集まった数は 約１１２,０００個。

湿度をこまめにチェックし、エアコンの設定

ポリオワクチン１４０人分に

温度などの調整を行っています。皆さんが過

なります。今後も頑張って

ごしやすい環境の上、無駄が出ないようにし

集めていきた いと思ってい

ようと思っています。

ます。ご協力頂ける方は

暑かったり、寒かったり感じ

受付職員まで 気軽にお声

るようなことがありましたら、

がけ下さい。

気軽にお声がけ下さい。
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が放送されました！
テレビせとうちのドキュメンタリー番組「医療現場からの報告
がんと闘い

～消化器

地域に寄りそう～」に当院が取り上げられ、平成 23 年 1 月 31

日（日）の 12 時から放送されました。
最初の打ち合わせが行われたのは 10 月。「当院の良さをどのようにお伝え
するか？」、「医療ドキュメンタリーとしてふさわしい内容は？」といったこ
との話し合いを続け、12 月の撮影を迎えました。撮影は 4 日間に渡り、当院
の外観、手術（胃がん・ESD）の様子、当院職員へのインタビューなど、様々なところが記録されました。さら
に年が明けてからの編集作業やナレーションの収録を経て、1 月 24 日に 28 分のドキュメンタリー番組が完成し
ました。
番組のディレクターの方が、渡辺院長・光岡副院長をはじめとした当院職
員の想いをきちんと理解していただきました。大変濃厚なドキュメンタリー
番組となり、ご覧になった方からもご好評の声をたくさんいただきました。
この番組に恥じることのないよう、当院の理念である「患者さんの立場に立
ち、心の通った医療を提供します」を改めて見つめ直し、日頃の業務に励ん
でまいります。
※「医療現場からの報告」のホームページで、映像をご覧いただくことができます。是非ご覧ください！
アドレス：

http://www.webtsc.com/prog/iryou/

岡山情報ビジネス学院の実習生が来院しました！
平成 23 年 2 月 21 日（月）～ 3 月 12 日（土）までの 3 週間、岡山情報ビジネ
ス学院から平田久美子さん（玉島在住）が実習生として来院され、当院の事務
部で受け入れを行いました。受付や会計、カルテの準備作業などの医療事務員
としての業務を始め、各部門の見学やインタビューなどの実習を行ってもらい
ました。実習期間中には、開腹手術や内視鏡検査などを見学する機会にも恵ま
れ、とても充実した実習となりました。
最終日に平田さんからお礼の文書をいただきましたので、一部を抜粋してご紹介します。「どの部門の方も言
われていたのが「チーム医療」です。一人がどれだけ頑張っても、患者さんに良い医療提供はできません。お互
いに協力し合い、患者さんのことを第一に考えることがとても大切だと思い
ました。今回の実習では、私にとって忘れることのできない、貴重な体験を
させていただきました。学んだことをこれからの学校生活に活かして行きた
いと思います。本当にありがとうございました」
「医療現場からの報告」でも触れられていたように、当院は「地域への貢
献」を積極的に行っていく考えです。今後もこうした実習生の受け入れなど
の機会を通じて、この地域への貢献が出来ればと考えております。
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「チーム活動発表会」、「職員全体集会」を行いました！
平成 22 年度の活動のまとめとして、平成 23 年 3 月 11 日（金）に「チーム活動
発表会」を、また 3 月 23 日（水）に「職員全体集会」を開催しました。当院では
現在 12 の部門をはじめ、14 の委員会・チーム・プロジェクトが精力的に活動し
ており、それぞれの活動内容や活動計画が報告されました。
4 月 1 日からは、平成 23 年度の活動がスタートしています。今年度は新たに設
置される委員会もあります。またメンバーが入れ替わる委員会やチームもありま
す。職員同士でしっかり協力して、笑顔で年度末を迎えられるように頑張ります。
今年度はホームページにおいて、委員会やチームなどについてご紹介することを計画しております。患者さん
のことを考え、実行している職員の姿にどうぞご注目ください。

診療部／山口

慶子

昨年 11 月より、医師事務作業補助者として勤務しております。聞き慣れない職種だと思われる
かと思いますが、医師の事務作業（書類作成等）を一部代行するという仕事に携わっております。
私は医療機関での勤務が初めてで、分からない事が沢山あります。その戸惑いを先輩方に親切に
ご指導頂き、勉強・感謝の毎日です。渡辺病院のスタッフの一員として、一日でも早く患者さん
を始め、皆さんに貢献できる様になりたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します！

薬剤部／林

美津子
昨年 11 月 22 日より薬剤部で勤務させていただいています。外で働くのは４年ぶり、病院で働く

のは 13 年ぶりで浦島太郎状態ですが 、スタッフの皆さんに 1 から教えて頂きながら頭と体をフル
回転させる毎日です。まだまだ知らないことばかりで、回りの方々に迷惑を掛けることも多いで
すが感謝の気持ちを忘れず、渡辺病院の一員として早く一人前になれるよう精一杯頑張りますの
で、よろしくお願いします。

よろしく
お願いします。
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毎日テレビや新聞、インターネットで地震関連の情報が続々と入っており、皆さんも様々な心境になっている
事と思います。そんな中、あるアナウンサーが避難所の人にこんな質問をしていました。「何か困っていること
は無いですか？」と。質問された方はこう答えました。「何もありません」と。
現実何も無いわけがありません。風呂も何日も入っていないでしょうし、食事だって十分とれていたわけでは
無かったはずです。しかし、マスクはされていて表情は分からなかったのですが、決してつらそうな表情ではあ
りませんでした。「何もありません」。そう答えた人の心の強さを感じました。現実を目の前にして、前に進ま
ざるを得ない状況の中での強い心を持たれていたのだと私は思います。それを見て、自分が今どれだけ幸せで、
何と小さな事に悩んでいるんだろうと思い知らされました。
地震や津波に遭われた方々に対して力になれることは小さな事しかありませんが、一刻も早い復旧をお祈りし
ます。

放射線部

Ｍ・Ｙ

私には小学２年生の息子がいます。1月に息子とあるマラソン大会に参加しました。ファミリー部門で参加し
たので、３㎞を一緒にゴールするのがルールです。わたしは３２才、息子は２年生。
「ついてこれるかな～」、
「最
後まで走れるかな～」と心配していましたが、当の本人は「大丈夫じゃろ」とケロっとした顔で言います。「こ
いつ、３㎞がどれだけ長い距離か全く分かってないな…」スタートの時間がきました。バーンと音がした瞬間、
みんなが一斉にスタートしました。私はスタートした瞬間しか息子の背中を見ることができず大きく差をつけら
れ、ゴール前で私の帰りを待っていました。息子にスポーツで負けたのは初めてです。しかし息子に負けるとい
うのはとても喜ばしいことで、息子の成長、頼もしさを感じた１日でした。

放射線部

Ｎ・Ｋ

春といえば新しいことが始まったり、暖かくなって気分もウキウキして大好きな季節ですが、一つだけ憂鬱に
なることがあります。それは花粉症！みなさんはどうですか？花粉症の方々はつらい日々を過ごしていません
か？私の場合、一人暮らしを始めた１０年くらい前から症状が出始め、毎年３月から５月末まで辛い日々を過ご
しています。少しでも症状が軽くなればと思い調べてみると、食べ物ではヨーグルト、緑茶、青魚が良いとのこ
と…。そう言えば実家にいた頃は、毎日緑茶を飲んでいました。だから症状が出ていなかったのかもしれません。
そこで、今年の春は緑茶にヨーグルトをプラスして乗り切ろうと思います。
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検査部

Ｙ・Ｋ

（平成２３年５月１日現在）
診察室

午

午

月

火

水

木

金

土

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

佐藤 直嗣

髙岡

宗徳

４

診

佐藤 直嗣

渡辺伸一郎

熊野健二郎

田淵

陽子

渡辺伸一郎

熊野健二郎

１

診

田淵 陽子

牟田 裕紀

田淵

陽子

渡辺 哲夫

佐藤

直嗣

当 医

田淵 陽子

渡辺

哲夫

前

後 ２ 診
３

◎受付時間：

担

当 医

担 当

医

中島 一毅

診

休

担

診

(12:00～16:00)

午前

８：３０ ～ 午後１２：００

（診療開始

９：００～）

午後

３：００ ～ 午後

（診療開始

３：３０～）

６：３０

※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/

☆「看護の日」イベント開催のお知らせ☆
毎年恒例の「看護の日」のイベントを、今年も開催いたします！色々な検査や栄養
相談、健康相談などを行います。お茶やおやつ、粗品もご用意してお待ちしております。
◎2011年5月11日（水）

13:30～17:00

1階待合ホールにて開催

※骨密度検査と動脈硬化検査は、事前のご予約が必要です。詳しくは総合受付にお声がけいただくか、
お電話でお問い合わせください。

TEL:

(086)525-2552

「ミニ健康フェアー検査予約係」まで

（電話受付時間／月～土（祝日を除く）
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9:00～18:00

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。

今年の冬は、何だかとても長く感じてしまったのは私だけでしょうか？首を長～くして待ちわびてい
た春の季節を、ようやく迎えられました。とても気持ちの良いこの季節、仕事中も運転中も居眠りには
十分気をつけましょうね。ああ、眠い…ｚｚｚ。
さて本文中で触れておりますように、「ふれあい」のアンケートにご協力頂いた皆さん、本当にありが
とうございました。「ふれあい」は、広報委員会が中心となって毎号悩みに悩んで編集し、皆さんにお届
けしています。皆さんがどのような情報を望まれているのか？常に患者さんの立場に立って発信してい
るつもりです。今後も時々皆さんにご意見を伺いながら、より良い病院広報誌を目指していきます。
話はがらりと変わります。2011 年 3 月 11 日。この日は一生忘れられない日になることでしょう。東日
本大震災で被害に遭われた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。私も 16 年前の阪神・淡路大震災の
事は良く覚えていますし、今回の災害で改めて思い出しました。しかし恐怖心や不安感といったものは、
家族を持つようになって大きく変化しました。「備えあれば憂いなし」とは良く言ったものですが、果た
してどこまで備えていれば憂いがなくなるのか？不安は尽きませんが、まずは自分たちを信じて、でき
ることを精一杯やっていこう！と改めて考えている今日この頃です。
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（広報委員会／久保田）

