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「コスモス」

○ 「新 任医 師か らの ご挨 拶」 医師：高村 和人
○ 「Let's ヘ ルシ ーラ イフ」 栄養管理部
○ 「虫 垂炎 につ いて のお はな し」 手術部門

･･････････････

○ 「イ ベン ト実 施の ご報 告」
○ 「ス タッ フル ーム （部 署紹 介）」
○ 「新 入職 員紹 介」
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外来看護部

○ 「職 員コ ラム 」
○ 「外 来診 療担 当医 表」 ※平 成24年 10月 1日 現在
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渡辺胃腸科外科病院
倉敷市玉島 上成539-5
TEL：(086)525-2552
http://watanabe.or.jp

医師：高村

和人

担当：胃腸科、内科

8月から渡辺胃腸科外科病院で勤務をしております高村
和人と申します。出身は玉島です。長尾小学校、玉島北
中学校、玉島高校と進み、高校卒業後は関西方面や広島
を中心に学生生活や仕事をしておりましたが、この度、
生まれ故郷に骨を埋める覚悟で玉島に帰ってまいりました。
消化器疾患を中心とした内科系を担当しております。
渡辺胃腸科外科病院に私自身は、掛かったことはありませんでしたが、設立当
初から知っている病院でした。この病院に就職して気が付きましたのは、どうし
ても渡辺病院でなければだめ、他の病院にはかからない！と言われる患者様や、
何年も（あるいは何十年も）当院にかかっておられる患者様が多いことです。外
来で一人一人の患者様にあてることができる時間は、今まで経験してきた他の病
院より長く設定されており、ゆっくりと患者様と向き合うことが可能です（それ
でもお待たせすることがあります。申し訳ありません）。きっと創立以来の、患者
様を第一に考えるという病院のモットーが実践されている結果なのだろうと考え
ております。
それから病院給食がおいしいことにも驚きました。私たち職員も、
入院患者様と同じ食事（普通食）をいただいておりますが、いままで
勤めてきた職場ではピカイチのおいしさです。食事は元気の源です。
ここにも当院の患者様（そして職員）への熱い想いが込められている
のではないかと思うのは考えすぎでしょうか？
医療技術についても書いておかねばなりません。当院は消化器疾患を中心とし
た外科・内科の病院ですが、その医療技術は大きな病院にも負けていないと考え
ております。特殊な疾患や高度医療の分野を除けば、スキルの高い技術をむしろ
小病院であるがゆえにフットワークよく提供できているのではないかと思ってお
ります。
さて、実に３０年振りの故郷・玉島です。微力ではありま
すが、私の出身地・玉島の皆様の健康管理のお手伝いができ
ますことを幸せに思っております。
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－栄養管理部－

残暑もおさまって、ようやく過ごしやすい秋になりました。秋と言えば｢読書の秋｣、｢スポーツの秋｣、｢芸術
の秋｣…そして食べ物の美味しい｢食欲の秋｣です。秋の恵に感謝して食欲の秋を満喫しましょう。

そもそも、なぜ、｢食欲の秋｣と言うのでしょうか？
一説によると、秋になると気温が下がり、体温を維持するためにより多くのエネルギーが必要になります。
そのため、秋には食欲が湧いてくるのだそうです。糖質や高たんぱくの食材に恵まれる秋にしっかり食べて、体
にエネルギーを貯え、寒い冬に備えましょう。

秋に旬を迎えるものには、かぼちゃ、いも類、きのこ類、さけ、さんま、さばなど様々な種類の食材がありま
す。この中のきのこ類に注目してみたいと思います。きのこ類には食物繊維やビタミンDが豊富に含まれていま
す。食物繊維には便通を整え、腸の働きを良くする働きがあります。ビタミンDにはカルシウムの吸収を助ける
働きがあります。そのため、カルシウムが豊富な食品ときのこ類を一緒に摂ることで、骨粗鬆症の予防にも繋が
ります。

ここで、秋の食材を使ったレシピを紹介します。
ビタミンDが含まれたきのこを使い、骨粗鬆症を予防しましょう！

～材料（４人分）～
甘塩鮭：３切れ

しめじ：１００ｇ

しいたけ：４枚

玉ねぎ：１／２個

バター：１５ｇ

小麦粉：大さじ３

ピザ用チーズ：３０ｇ

牛乳：３００ cc

塩：小さじ１／２

こしょう：少々

～作り方～
１．鮭は骨を除いて、一口大のそぎ切りにする。
２．フライパンにバターを溶かし、１を焦がさないように両面３～４分焼いて取り出す。
３．２に玉ねぎの薄切りを入れて、しんなりするまで２～３分炒める。４等分に切ったしいた
けと、小房に分けたしめじを加えて炒め合せて小麦粉を振る。
４．焦がさないようにさらに２～３分炒め、牛乳を注ぐ。混ぜながら煮立たせて塩・こしょう
する。
５．耐熱皿に油（材料外）を薄く塗り、２で焼いた鮭と４を入れてチーズを乗せる。グリルに
入れ、焼き色がつくまで弱めの中火で３～４分焼く。
※牛乳ときのこを一緒に摂ることで、カルシウムの吸収率がアップします。
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ー 手術部門ー

小腸から大腸に移った直後の大腸が盲腸です。その末端になっ
たところから約７～８㎝の長さで鉛筆ぐらいの太さの突起物を虫
垂といいます。その虫垂内部が何らかの原因で、細菌感染を起こ
したのが虫垂炎です。一般に「盲腸」とよばれている病気です。

急性虫垂炎になると、上腹部の不快感、鈍痛から始まり、下腹部がズキズキと痛み出し、
時間が経つにつれ強く痛むようになり、飛び跳ねたときや、歩いて踵をトンと点いた時など
に強い痛みが現れるのも特徴です。そして３７～３８度の発熱、吐き気、食欲不振などの症
状を伴います。放置すれば、ついには虫垂壁に穴が開き、内部の膿汁や腸液が腹腔内へと流
れ出て極めて危険な状態となります。

腹膜への炎症が始まってきた時には、腹筋の緊張を緩めるために、
おなかを抱えて丸くなる姿勢をとることがよくみられます。
このような症状がみられた時には早めに受診しましょう！！

はっきりした原因はわかっていません。
ただ、便や異物などが原因となり、虫垂が閉塞してしまうケースもあります。

急性虫垂炎の診断では、まず触診と血液検査が行われています。
必要に応じ腹部超音波検査、ＣＴスキャンなどで検査します。
しかし、急性虫垂炎の検査では、虫垂炎だけに特有な症状や検査所見があまりないので正確
な診断は難しいこともあります。右下腹部痛の原因は、虫垂炎の他にも数多くあるためです。
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（１）保存的治療
炎症が軽度であれば、適切な抗菌薬の投与が行われる場合があります。

（２）外科的治療
虫垂炎に対する治療法は、基本的に虫垂の切除になります。
強い腹膜炎がなく、壊死性（えしせい）虫垂炎を併発していない場合は一週間の入院期間
で退院できます。

虫垂切除術（周囲膿瘍を伴わないもの）
入院期間 … 約１週間
負担金額（１割負担） …
（３割負担）

…

約３０，０００円
約９０，０００円

※負担金額には、部屋代など自己負担分については含まれていません。
入院期間や使用薬剤などにより負担金額が変わってきます。
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－癒しの環境作 り委員会－
9月1日、皆様のおかげで当院は開院 29周年を迎えることができました。
『笑いは健康の良薬』をテーマに、今年も毎年恒例の健康講演会が開催され、87
名もの方にご来院いただきました。

今年は、「ちくわ笛奏者」としていまや全国に知られている住宅正人さんをお迎えして、
『音楽を楽しむくらし』をテーマに、ちくわ笛の演奏と民謡で楽しませていただきました。
住宅さんがしきりにおっしゃっていた言葉、それは「音を楽しむのが音楽」という言葉です。
毎日の生活の中でも、風の音、自然の音を敏感に感じ、常に音を楽しむことで笑顔になる。
参加された皆様も、童謡や民謡を一緒に口ずさみ、楽しい話に大声で笑い、心も体も元気
になったことでしょう。

続いて毎年首を長くして待たれている方も多い、院長の講話『笑って長生き』がありました。
冒頭からとても印象的な言葉がありました。「人生には、上り坂、下り坂、まさかがある。このまさかが、病
気であり様々な困難である。私たちには、このまさかを乗り切る力が必要である。」というものでした。その
ほかにも、「和顔愛語」「温顔無敵」「一生感動 」「一生青春」など、いつも笑
顔で人にやさしく、生涯ドキドキ、ワクワクできるような心を持つことが大
切だ、明るい挨拶の習慣が長寿の心と体を作るなどという話を聞き、皆様は、
うなずきながら聴かれていました。

今年の開院29周年健康講演会も、皆様に大変喜んでいただき、私たちスタッフもとても嬉しかったです。
来年は開院30周年という大きな節目を迎える当院を、今後とも末永くよろしくお願い致します。

9月12日から 14日までの3日間、中国短期大学・総合生活学科の皐月 里紗さんが
医療事務実習として当院に来院されました。短い期間ではありましたが、受付・会計
業務を始めとした医事業務や、各種検査業務の見学などをしていただきました。
ご本人からメッセージをいただきましたので、ご紹介いたします。
3日間、渡辺胃腸科外科病院で実習させていただきました。医療事務としての実習だったのですが、各部門
の見学や検査の見学までさせていただき、本当に充実した3日間となりました。受付・会計業務では、事務員
の方々が患者さま一人一人に対応されている姿がとても印象に残っています。実際、受付に立ってみると患者
さまがずっと私を見ているような気がして緊張しました。身だしなみ・言葉遣いなど、心配りが必要な職業だ
と感じました。実習を担当していただいた方がおっしゃっていた”病院で働いてこそ味わえる感動”を私も経
験できるように、今回の実習で学んだことを活かし、日々勉強していきます。
お忙しい中、実習に協力してくださった職員の皆様、本当にありがとうございました。
中国短期大学

皐月 里紗

当院では、基本方針である「地域社会への積極的な貢献を果たします」を基に、医療機関での勤務を希望さ
れている学生の実習を多数受け入れております。今後も積極的にお引き受けし、日頃から支えていただいてい
る地域の皆様へのご恩返しを続けてまいります。
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－教育研修委員会－
8月22日、教育研修委員会が主催の研修を開催しました。
今回は、瀬戸内寂聴さんの講話のＤＶＤ視聴を行いました。

生きるとは何か、死とは何か、この世に存在していることの意味などを笑いを交えなが
ら語られた内容のものでした。90才とは思えない元気なパワーが感じられ、人生は70才
から、と言う言葉に皆、納得させられました。
DVD視聴の後に、視聴者全員に一言ずつコメントを記入してもらい、今回の研修は終了としました。

メモの内容を少し紹介します。
・「忘己利他」自分が幸せになる為には他人を幸せにする事。
・「感謝」の気持ちを忘れないようにします。
・寂聴さんの前向きな明るく楽しく生きている姿に感動しました。

当院ではあまり行ったことのないスタイルの研修でしたが、忙しい合間のリラックスできる時間を過ごすこ
とができたという意見もあり、今後もいろんなスタイルでためになる研修を提案していこうと考えています。

9月27日に消防訓練を実施しました。

まずは、火災発生時の対処方法について、
当院事務次長より説明がありました。もし火
災が発生してしまった時には、職員一人一人
がそれぞれの役割を自覚し、いかに的確に状
況を把握して対応できるかが重要です。各自が自分の役割を再確認し、どのように対応するのか頭の中でシミ ュ
レーションしながらの講義となりました。

講義のあとはみんなで屋上に出て、避難袋を利用した訓練を行いました。避難袋の設置を、病棟看護師2名
が代表して実践してみたのですが…意外と重そうです！また、設置された避難袋を見ると使用するのはなんだ
か怖そうですが、実際に訓練をした職員は意外にも余裕の表情でした。どうやら、実践するより外から見てい
る方が怖いようです。
もちろん、火災が発生することなどないよう、常に安全を心がけること
が第一です。しかし、万が一の事態があった場合、いかに被害を食い止め
ることができるか、我々スタッフの判断や行動がとても重要な鍵となります。
今後も常にスタッフ全員が防災に対して意識を持ち続け、定期的な消防訓
練に努めて参りたいと思います。
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ス タ ッ
部署紹介 コーナー

ル ー ム

～笑顔のコミュニケーションを大切に～
皆様、こんにちは。朝夕毎に涼しくなり日増しに秋の深まりを感じられる季節とな
りました。先月号より渡辺病院の部署紹介が始まりました。今回は外来看護部を紹介
させていただきます。
外来看護部は現在、看護師１９名（外来１２名

内視鏡センター７名）看護助手３名

総勢２２名で

構成されています。患者様と最初に接する立場である私たち外来看護部は、患者様がリラックスして受
診できる環境づくりを第一に、常に笑顔で対応し、患者様の思いに答えられるよう心がけています。
問診室では看護師がゆっくりと患者様の話を聞き、問診を行います。病状や療養生活に関することは
もちろん、どんな小さなことでもお気軽に相談して頂きたいと思っています。また、外来では生活習慣
の改善や日常生活への援助など看護独自の視点でも患者様のお手伝いをさせて頂いています。糖尿病の
方には栄養士などが協力し生活習慣で自己管理に必要な知識の習得のお手伝いや、合併症の早期発見の
お手伝いもさせて頂いています。
外来看護部の中にもう一つ内視鏡センターがあります。内視鏡検査は、胃や大腸、
食道、十二指腸などに対して苦痛が少なく、正確で迅速な診断ができる検査手法
です。さらに開腹しない内視鏡手術は、患者様の身体への負担が少なく、術後の
回復が早いことで注目されています。年々増加し続ける内視鏡検査をスムーズか
つ安全に行うために、ベテランの内視鏡専門医と認定内視鏡技師、看護スタッフが協力して、質の高い、安
全で苦痛の少ない内視鏡検査・治療が行われるよう介助しています。検査に対する不安や疑問など些細なこ
とでもご相談いただければ、何でもお答えします。
外来看護部は、とても明るく笑顔の絶えない部署です。地域のみなさまがいつでもどんなことでも安心し、
そして気軽に受診できる病院を目指しがんばっています。外来に来られた時には、是非、何でも声をか
けて下さいね 。

ハイポーズ
パシャ！！
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外来看護部／福永 陽子

外来看護部／平野 千晴

7月から外来看護部で勤務してお
ります 。以 前は 関西 の病院 の循 環
器内科 病棟 で勤 務し ていま した 。
外来も 外科 も初 めて で、患 者様 に
もご迷 惑を おか けし ている こと と
思いま す。 毎日 新し い発見 ばか り
で日々 勉強 する こと の大切 さを 感
じています。（ち なみに岡山弁も勉
強中です）。
忙しい時も笑顔を忘れず、思いやりのある看護が
できるよう努力していこうと思っています。一生懸
命頑張りますので、よろしくお願いします。

５月21日より外来看護部・内視
鏡セ ンター で勤務 してお ります 。
個人 病院そ して外 来部門 と初め て
の分 野で、 戸惑う ことが 多く毎 日
が勉 強です 。関わ る全て のスタ ッ
フが 、いつ でも丁 寧に向 き合っ て
指導 して下 さる姿 に心が 温かく な
り、 助けら れなが ら業務 に専念 し
ております。
当院の病院理念である「患者さまの立場に立った、
心の通った医療を提供する」ためのチームの一員と
して貢献できるよう、日々努力します。どうぞよろ
しくお願い致します。

あ ん ど う

ま さ ゆ き

つ

ぼ

い
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地域医療部／安藤 雅之

診療部／坪井 緋奈

８月 １日 より 地域 医療部 に配 属
になり まし た。 安藤 雅之と いい ま
す。今 回が 初め ての 医療の 現場 の
ため、毎日が勉強の日々です。
私の仕事は入院相談、退院相談、
各種サ ービ スや 助成 につい ての 申
請、提案などになります。
まだ まだ 未熟 では ありま すが 、
一歩一 歩前 進し て患 者様に 安心 し
て、退院していただけるようにがんばりますので、
よろしくお願い致します。

キ ャリア プラン ニング からの 派
遣で 、７月 より医 師事務 作業補 助
者として勤務しております。
私 自身こ の職種 を知っ たのは 最
近の 事で、 分から ない事 が多く 日
々勉強中です。
多 忙な先 生方が 患者様 の治療 に
専念 出来る ように 、書類 の下書 き
や、 カルテ の代行 入力、 スケジ ュ
ール管理などを行っております。ちなみに現在パソ
コンの早打ちを練習中です。少しでも早く、皆様の
お力になれるように頑張りますので、よろしくお願
い致します。

や ま も と

さ

お

り

に し わ き

事務部／山本 沙央理

事務部／西脇 みゆき

7月1 3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 。以 前から 医療 機
関の受 付で 患者 様と 接する 仕事 を
してい まし た。 最近 では業 務に も
慣れ、患者様からの「ありがとう」
の言葉 で元 気づ けら れやり がい を
感じ毎 日充 実し た日 々を過 ごし て
います。主に受付窓口にいますので顔をみかけたら
気軽に声をかけていただきたいと思います。
まだまだ至らない点ばかりでご迷惑をおかけする
かと思いますが、明るく笑顔で精一杯頑張ります。
よろしくお願い致します。

７月 １日 より 、健 康診 断担当 と
して勤 務し てお りま す。 患者様 と
直接ふ れあ える 仕事 がし たいと の
思いを 叶え て頂 き、 十数 年ぶり に
病院に 勤め るこ とに なり ました 。
現在 の病 院で は、 電子 カルテ や
予約シ ステ ム等 新し いシ ステム が
多く導 入さ れて いて 戸惑 うばか り
ですが 、初 心に 返っ てス タッフ の
皆さんにいろいろ教えて頂きながら頑張っています。
今後は、少しずつ健康診断を充実させて地域住民
の皆様や地場企業の皆様の健康管理のお役に立てる
よう一生懸命努めて参りたいと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
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6月に東京スカイツリーに登ってきました。現在 では 一般 公開 をし て通 常購 入
できますが、一時期、入場券の購入が抽選だった期間に根気よく申込をし、やっと
当選しました。6月の終わりでしたが、皆さんより一足早く登る事ができました。
表現力、語彙力がなくて大変申し訳ないのですが、
「高い！」の一言につきます。
今ま で国 内のい ろん な高い ビル やタワ ー登 ってき まし たが、 今ま で経験 した 事
のない高さでした。そのため、エレベータから降りて目の前に広がる景色を見た時、
一瞬足がすくんでしまいました。
展望台の中は当選した人だけなので人数がさほど多くなく、ほとんど混雑する事
なく 入場をし 見学を すること ができ ました 。当日 はあいに くの曇 り空でし たが、
展望台には雲がかからなかったため、なんとか東京23区は見渡す事ができました。ガラス張りの床があるの
ですが・・・僕は高いところが苦手なため、傍まで行くことはできましたが、上に乗ることはできませんでした。
再度、東京スカイツリーに登る予定があるので、リベンジしたいと思います！
事務部

T・T

私は今年の3月に大学を卒業してから、毎月 1回定期的に大学時代の友人と会う機会を作っています。みん
なで自分の失敗談や、仕事内容、職場のことなどについて話しています。それぞれ働いている場所は異なりま
すが、失敗しているのは自分だけではないと勇気づけられたり、こんなこともあるんだと
新しい発見もあります。また、社会に出てみて様々な職業や年齢の方がいることが改めて
分かりました。
まだまだ薬剤師として足りない部分ばかりですが、これからたくさんの事を学んで
いきたいと思います。不安なこともありますが今までの仲間を大切に、また、これから
の新しい出会いも楽しみにしていきたいです。
薬剤部

S・Y

今年 の夏、 ６歳の 娘が幼 稚園 よりラ ジオ体 操の カード を持っ て帰っ てき ました 。「明日 からラ ジオ体 操
に行く！」と言い、初めてのラジオ体操に翌日から行くことに。普段はなかなか起きない娘ですが翌日ちゃんと
早起きをしておばあちゃんと一緒に行きました。そこで近所の子ども達とも仲良くなり、その翌日からは近所
のお 姉ちゃ んと 一緒に 行くよ うに なりま した。 初めは ３日坊 主にな るだろ うと経 過を見 守って いまし た
が、なんと２０回のラジオ体操に一回も欠かさず行ったのです。小学生の子ども達に
も負けず毎日通っている娘を見て、『成長したなぁ。私も娘に負けず何か続けてみよ
うかなぁ』なんて思った出来事でした。
外来看護部
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Ｋ・Y

（平成24年10月1日現在）
診察室

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

担当医

２

診

光岡

直志

田淵 陽子

渡辺

哲夫

大村 泰之

光岡 直志

担当医

太田

英孝

高村

和人

高村 和人

熊野健二郎

午 前 ３ 診 大村 泰之
４

診

太田

英孝

大村

泰之

熊野健二郎

佐藤 直嗣

大村 泰之

５

診

佐藤

直嗣

熊野健二郎

渡辺伸一郎

光岡 直志

田淵 陽子

１

診

田淵

陽子

高村

和人

太田

英孝

佐藤 直嗣

田淵 陽子

２

診

佐藤

直嗣

牟田

裕紀

高村

和人

田淵 陽子

佐藤 直嗣

渡辺伸一郎

大村

泰之

熊野健二郎

太田 英孝

午 後 ３ 診 渡辺 哲夫

中島
５

診

髙岡

宗徳

休
診

一毅

(13:00～17:00)
（第 ２・第4のみ）

◎受付時間：午前 ８：３０ ～ 午後１２：００ （診療開始 ９：００～） 正面玄関は、診察日の朝 8 時 30 分に
午後 ３：００ ～ 午後 ６：３０ （診療開始 ３：３０～）
開きます。それまで玄関は開扉
※急患はこの限りではありません。
◎休 診 日：

できませんので、ご了承下さい。

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/
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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。

読書の秋、芸術の秋、食欲の秋…皆さんはどんな秋を過ごされますか？お出かけにもぴったりな時期を迎
えました。今年の夏も暑い日々が続きましたね！仕事から帰ると、いつも部屋はまるで蒸し風呂…。エアコン
にお世話になりながらも、家族で何とか乗り切ることができました。気がつけば10月を迎えて涼しく感じら
れる日々が続き、朝晩は寒く感じることもあります。くれぐれも体調管理にはお気を付けください。
さて当院の広報委員会では、現在ホームページの全面リニューアルに向けて目下活動中です。閲覧してくだ
さる皆様が、必要な情報をスムーズに得られたり、また当院の名前をご存じない方でも検索しやすくなるよう
に工夫をこらし、よりタイムリーに情報がお届けできるよう検討を続けています。先日は制作会社とより良い
イメージが共有できるよう、各部署の代表者へのインタビューも行われました。公開は年明けを予定しており
ます。皆さんに喜んでいただけるよう広報委員一同頑張って参りますので、どうぞご期待ください。

（広報委員会／久保田）
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