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副院長 光岡 直志

平成 23 年 6 月 25 日（土）は、岡山大学消化器・腫瘍外科学教室（旧第一外科）平成 6 年入局の同期会

がありました。今年の幹事は庄原赤十字病院外科部長の先生でしたので「かんぽの郷庄原」に午後 7 時集

合しました。比較的交通の便が悪いためか 17 名のうち 9 名の参加となり、出席率が悪かったのですが、

愛媛県松山市、山口県岩国市などの遠方からも参加してくれて、いつものように何でも

遠慮なしに話せる楽しい会になりました。

乾杯の後は、職場のこと、家族のこと、それぞれ近況報告や昔話に花を咲かせました。

2 次会に入ると少し愚痴なんかも出てきはじめました。

その中に「最近の研修医ときたら・・・」と臨床研修病院（いわゆる大病院）の外科部

長さんたちがこぼし始めました。自分たちが研修医だった頃は朝から晩まで馬車馬のよ

うに働き、眠たい眼をこすりながら勉強していたのに、平成 15 年からの新臨床研修医制

度発足以来医師不足で研修医が売り手市場となり、彼らは興味があることしかせず、

お客様状態だというのです。

「でも本当にそうなのか？」とある議論好きの先生が噛み付いたのをきっかけに話は白熱しました。確か

に医療は政府の施策によって大きく左右されます。

しかし研修医をそのようにしたのは誰なのか？将来困るのは誰なのか？

厳しくて研修医が辞めてしまっては困る、研修病院としての評判を落としたくないといって、厳しく指導

しない指導医に責任があるのです。

そして将来困るのは、物事がうまくいかないことを政府と制度のせいにしてしまった人達です。我々同期

も 17 年前には「最近の若い奴らは・・・」と言われましたし、今でも言われています。でもそういう人達

も、そのまた昔は「最近の若い奴らは・・・」と言われていたでしょう。すなわち遠い昔から言われ続け

ているのです。

ということで卒後 18 年目にもなるとそれぞれ各地で後輩を指

導する立場になっていますが、今回の意見交換が我々同期の仕

事にどのように影響するのか、来年の湯郷温泉での同期会が今

から楽しみです。
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外来看護部

ご存じ、紫外線は人を老けさせるとも言われ、体に様々な障害を与えます。以前は夏のバカンスで日焼けして健康

肌などと言われてきましたが、実はとんでもないことだったのです。特に肌への老化影響は絶大で、見た目年齢、若

さを保つ秘訣は、紫外線をいかにカットするかということが鍵だと言われるほどです。

●シミ：肌のメラニンを作る色素細胞の遺伝子が変異し、メラニンを過剰に作るため肌へたくさんのシミが出来る。

●シワ：皮膚にあるコラーゲンやエラスチンなどのハリや弾力に関わる繊維を細かく切ってしまう酵素を

生成してしまうため、肌にシワが出来る。

●髪へのダメージ：髪のメラニンが変異し、髪の色が茶色になったりキューティクルが痛み、結果髪がぱさつく。

●白内障：眼球にある角膜を通過し水晶体へダメージを与えてしまうため、白内障の危険がある。

●免疫力の低下：皮膚の免疫を担当する細胞を紫外線が破壊してしまうため、細菌やウイルスに感染しや

すくなり、結果体調を崩すことがある。

●皮膚癌：紫外線が皮膚細胞に吸収され、遺伝子を傷つけてしまうため、皮膚癌になる可能性がある。

その① 日焼け止めのススメ

紫外線の攻撃を弱め、その名の通り日焼けを防ぐ効果があります。

その② 紫外線をカットする素材

ポリエステル素材と綿素材。襟・長袖であれば尚Good！厚手の物は強く紫外線をカットします。

その③ サングラス

UVカットされた薄い色の物を！色の濃いサングラスは視界が暗くなり目の瞳孔が開いたところへ散乱紫

外線が入り込んでしまい結果、目を傷つけてしまいます。

その④ 日傘

黒い日傘は紫外線遮断効果が高い。日傘の持ち方は、なるべく柄を短く持って肌から離さないように

さすのがコツ！レジャーなどには帽子をかぶりましょう。

その⑤ 食べ物

紫外線を浴びやすい時期に備えて、あらかじめコラーゲンを合成するビタミンCを多く摂取しβカロチン

・ビタミンB12・亜鉛・アミノ酸などの栄養素を蓄えておくとよいです。

その⑥ 日焼けの対処

日焼けをしたら冷水に浸けたり、冷水タオルをあて日照りを沈める。皮膚科などで処方されるアスピリン

（消炎剤）を飲む対処が必要なこともある。

★曇りの日にも油断せず、外出するときはしっかりと対策して出かけるようにしましょう
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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。

★市の健診は予約制です。

★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、またはお電話

(受付時間14:30～17:00)にて

予約をお受けしております。

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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５月１１日（水曜日）、「病院・看護の日 健康フェアー」を開催しました。今年は場所を１階外来待合・診察フロ

アに移し、そのスペースを存分に活用して行われました。

あいにくの雨天の中、70 名以上の方に参加して頂き、３時間３０分の病院あげてのイベントを、参加者も職員

も、笑顔の内に楽しく和やかに終わることが出来ました。ありがとうございました。

一部を紹介します。栄養管理部からは、毎回手作りのデザートが用意されますが、今年は前

回よりパワーアップしたカップケーキ・プリン・抹茶などが用意され、参加者の満面の笑顔

を集めていました。検診コーナーでは普段なじみの血圧測定・身長・体重計測から、最近ちょ

っと気になる骨塩定量・超音波検査による脂肪肝チェックなど体験して頂きました。

相談コーナーも大盛況で、次々と健康や栄養について、アドバイスを受ける人であふれてい

ました。そして、今回初めて職員が各部門毎で撮影したフォトコンテストを行いました。

院内の様子・病院から見た風景・日常の写真を廊

下の壁面に飾り、印象に残るものを皆様に投票し

て頂き、ベスト３が選ばれました。

１位：在宅医療部 「絆」

２位：検査部 「わたなべのわ」

３位：保育部 「かわいい笑顔でハイポーズ」

次回は、今年以上により多くの皆様に参加して頂けるような企画を考えていきたいと思います。

９月は開院記念イベントを予定しています。楽しみに待っていてください。

病院看護の日フォトコンテスト ベスト 3
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6 月 15 日（水）、16 日（木）の 2 日間、地元の商業高校から「職場体験学習」として 3 名の

生徒が来院してくれました。今回のメンバーは女性 2 名、男性 1 名。しかも全員看護師志望と

いうことで、これまで受け入れさせていただいた中学生とは違って、看護師の仕事を中心に見

学してもらったり、可能な範囲で作業を手伝ってもらいました。最後のまとめの時間に「どう

だった？」と尋ねてみると、「2 日間だったけど楽しかったです」と言ってくれました。さらに

「看護師になりたいと思った？」と尋ねてみると、「なりたいです！」と意を強くしてくれた

様子。病棟看護師長と二人、とても嬉しい瞬間でした。

「自分に合った、やりがいのある仕事選び」はとても難しいことです。看護師という仕事はとても幅広く、責

任も重い大変な仕事です。でもその分やりがいや喜びは、とても大きい仕事です。2 日間という短い時間で、看

護師の仕事のすべてはお伝えできませんでしたが、彼らにとって良い職業選択の材料になれば良いなと思ってい

ます。

当院の「私たちの 4 つの使命」には「地域のベストパートナーとして／健康情報

の提供や催し物を通じて、患者さまとそのご家族、さらには地域の皆様とのつなが

りを大切にし、頼れる地域の医療機関を目指します。」とあります。今後もこの使命

を大切にし、こうした機会を通じて地域への貢献を続けて参ります。

※会場の都合上、定員１００名の募集となっております。(お申し込みは当院受付にて)

お問い合わせ番号 ０８６－５２５－２５５２

皆様、いかがお過ごしでしょうか？当院では開院二十八周年を記念いたしまして健康講演会を

計画いたしました。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

13：30 ～ 15：30(会場受付 13：15 から）

場所：渡辺胃腸科外科病院 3 階多目的ホール

プログラム

１部「落語」 桂米裕

リラックスタイム 「ストレッチ」

２部「記念講演」 院長：渡辺哲夫

桂米裕さん プロフィール

噺家と僧侶の二足のわらじを履く矢掛町のお寺に住

む本物のお坊さんです。

落語説法、坊主漫談、講演等幅広く活動しています。
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皆さんがお使いのエアコン、冷房時の設定温度を何度にしていますか？

推奨されている冷房の設定温度は２８℃です。しかし、２８℃の設定で涼しいかと言えば…ちょっ

と微妙な所かもしれません。そんな時にオススメなのが扇風機です。風があるのとないのでは、人

の体感温度は、２℃違ってくると言われています。

暑いのを我慢するのはイヤ、でも節電やエコも気になります。エアコンの設定温度を１℃上げると、

約１０％の節電です。

快適に過ごしつつ、いかにエアコンの設定温度を控えめにできるのかというのがエアコンの

節電ポイントになるのではないでしょうか？

今年の夏もエアコンを使用しないで過ごすというのは、

かなり厳しい暑さになりそうです。

エアコンと扇風機を併用し、エアコンの設定温度を２℃上げて

快適に節電しましょう。

職員や患者様のご協力によりこれまで集まった数は 約１６２,０００個。

ポリオワクチン２０２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。

暑い季節が来ました。ペットボトルの消費が多くなるご家庭

もあると思います。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。しかし、回収してお持ち頂ける

とワクチンとなり子供の命が救えます。

ご協力頂ける方は受付職員まで 気軽にお声がけ下さい。

エコキャップ総数

約１６２，０００個

２０２人の子供の命を

救うことが出来ます。

当院では、省エネ、省資源活動に積極的に取り組んでいます。

取り組みとして、院内の照明を調節したり、エアコンの設定温度を高め

にしています。

一人一人が少しずつ努力することで、省エネ、省資源に繋がります。

皆さまにもご理解ご協力をお願い致します。

こまめ通信

エコ情報
－こまめプロジェクト－

エコキャップ収集
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内視鏡センター／上村 敬子

４月より内視鏡センターで勤務しております。

以前は乳腺甲状腺外科、婦人科、消化器内科等で病棟勤務をしていました。まだまだ慣れ

ないですが、心の通った医療が行える様頑張りますのでよろしくお願い致します。

外来看護部／貝原 幸子

４月から外来で勤務しております。

今は毎日仕事を覚えるだけで精一杯ですが、少しずつ業務だけではなく患者さんのニーズ

に合った看護が提供できるよう努力していきたいと思っています。よろしくお願いします。

外来看護助手／岡田 奈美

３月よりキャリアプランニングからの派遣で、外来看護助手として勤務しております。

医療の現場は初めてなので戸惑いますが、丁寧に指導して頂きうれしく思っています。

一つ一つ覚え、少しでも早く患者様の立場に立って対応できるよう、努力していきたいです。

外来看護助手／鴨崎 歩

３月よりキャリアプランニングからの派遣で、外来看護助手として勤務しております。

病院での仕事は初めてで、スタッフの方々に迷惑かけながらも支えられています。早く病

院に慣れ、患者様の立場に立ち、心の通った対応を心がけたいと思っています。よろしく

お願いします。

臨床検査部／山本 景子

４月より検査部で勤務しております。

スタッフの皆様の優しさと細やかな指導に感謝の日々です。渡辺の一員として、一日も早

く皆様のお役に立てるよう努めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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先日、友人 2 人と倉敷市の福山で初級者登山を楽しんで来ました。

初級者コースなのですぐ分かるだろうと、下調べもせず行ったところ、入り口を

間違えるアクシデントはありましたが、何とか無事に登ることが出来ました。山頂から見た景色は、倉敷市が見

渡せる素晴らしいものでした。仕事や中学生になってもまだまだ手の掛かる子供の世話や家事で疲れ気味な毎日

ですが、ひととき日常から離れリフレッシュすることが出来ました。

登山は 2 度目で本当に初級者です。でも、近い将来（？）大山に登るつもりです。

そして、最終目標は『富士山』です！

今回の登山の後も筋肉痛であっちこっち痛く、湿布のお世話になりました。

年々、体力の衰えを感じますが、いつか夢を叶えたいと思います。

在宅医療部 E・U

山手から見下ろした玉島港は小船が漂い、海べりを車で走ると潮の満ち引きがよ

く分かる。春の山は梅から桃に色を変え、富田や陶の景色が変わる。雨上がりは

矢掛の山々から水煙が上がり、山の稜線がもやけて神秘的。強くて雄々しい冬の沙美、日差しをよけながら仲間

とバーベキューを楽しむ初夏の沙美海岸。私は訪問看護の部署に勤め、毎日４０キロ前後の距離を運転している。

自宅で待つ患者さんの所へ行くと、『看護婦さん、今日はどこ方面から来たん？』と聞かれれば、自分の見てき

た風景をお話しさせてもらう。季節や景色の移り変わりを外出がままならない

方へお話しする。季節が厳しい折には、暑い・寒いの愚痴がつい出てしまうが・・。

患者さんも外の景色に思いを寄せ、相槌を打つ。山・川・海・古い町並み、

玉島がこんなにいろんな顔を持つ町だとは思っていなかった。

天気や季節にアンテナを張りながら、今日も玉島周辺を走っている。

在宅医療部 Ｋ・Ｓ

今春、小学 5 年になる長男が剣道を習いたいと言いだしました。今まで親子共

に剣道に無縁だっただけに意外でしたが子供の気持ちを大切にし習い始めました。

趣味にしろ、何かを続けると言うのは簡単なようでいて案外難しいものです。特に、ある程度のレベルまで上達

するのには、それなりの時間と努力が必要です。なかなか上達しない自分に疲れてしまい、途中でやめてしまう

ケースも多いかと思います。そういった時にモチベーションを保つコツとして想像力を利用する方法が提唱され

ています。上達したときの自分を鮮明にイメージして、楽しそうにしている姿を想像すれば、

萎みかけた“やる気”を再び奮い立たせることが出来るのではないかというわけです。

現状を楽しもうとする気持ちも大切ですが苦労を乗り越えた先の幸せを信じることも、

同じくらい重要だといわれています。

まだまだこれからですが苦労をともに乗り越え、継続していってもらいたいと思います。

在宅医療部 Ｎ・N
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（平成２３年７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/

☆外来診療担当医表を変更しました☆
熊野 健二郎医師、久保 啓明医師が常勤勤務することになり医師が増員したため７月１日より

外来診療担当医表を変更しました。よろしくお願いします。

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 熊野健二郎 田淵 陽子 久保 啓明 久保 啓明

４ 診 佐藤 直嗣 渡辺伸一郎 渡辺伸一郎 久保 啓明 担 当 医 髙岡 宗徳

午 後

１ 診 田淵 陽子 担 当 医

休

診

渡辺 哲夫 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 久保 啓明

３ 診
中島 一毅

(12:00～16:00)

http://watanabe.or.jp/
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3 月の震災から、早くも 4 ヶ月が経とうとしています。この原稿を書いている時点ではまだ梅雨明けしてい

ませんが、今年の夏はどうなることやら？去年は皆さんも本当にしんどい思いをされたことでしょうが、今年

も暑い夏になるのでしょうか？暑い方が夏らしいのは確かですが、常識外れの暑さは勘弁して欲しいですね。

震災の影響を受けて、全国的に節電ムードになっています。今のところ中国電力は大きな影響は受けないよう

ですが、特に東北・関東地方はかなりの努力が求められそうです。こちらでも精一杯の協力や、「節電しなき

ゃ」とか「被災地の皆さんはもっと大変だ」といった気持ちを持つことは必要ですが、「出来る範囲での協力」

が大切ではないでしょうか？まずはご自身の体調を大切にしていただきたいと考えています。

当院でも、出来る範囲での節電などを始めております。男性職員のクールビズ・スタイルの開始を早めたり。

職員しかいないスペースでは、業務に差し支えの無いところで電気を消してみたり。出来る限りエアコンの使

用を控えたり。病院という施設の性格上、出来ることはどうしても限られてしまいますが、職員同士でアイデ

アを出し合い、この暑い夏を「エコに」乗り切りたいと思います！

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。


