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最近ピロリ菌という言

胃がんや胃 潰瘍を引き起こす原

葉をよく耳にされると

因の1つであるとされるヘリコバク

思います。ピロリ菌（右

ター・ピロリ菌について、厚生労

図参照）の正式な名前は

働省は2013年2月21日、胃炎の際の

「ヘリコバクター・ピロリ」(Helicob

除菌治療を保険適用として認めま

acter pylori)といい、胃の粘膜に

した。これまでは胃潰瘍などの重

生息しているらせん形をした菌です。

い病気でしか保険が適用されてい
ませんでしたが、今回製薬会社12

ピロリ菌に感染すると、この菌

社の薬が、保険の対象として慢性

は胃粘膜に定着し、慢性的に胃に

胃炎を加えることが認められまし

炎症（慢性胃炎）を起こします。

た。保険適用による早期治療で、

炎症が持続すると慢性胃炎（萎縮

胃がん予防につながることが期待

性胃炎）が進展し、胃粘膜の防御

されています。

能が低下して、潰瘍や胃がんなど
を起こしやすい胃の状態がつくら

ピロリ菌の除菌療法は、2種類の

れます。また、ピロリ菌と関連の

抗生物質と1種類の制酸剤の計3種

あるその他の病気も最近わかって

類を7日間服用します。1回目の除

きており、胃ＭＡＬＴリンパ腫、

菌療法（1次除菌）で成功する確率

胃以外では特発性血小板減少性紫

は80％前後といわれています。こ

斑病、慢性蕁麻疹、鉄欠乏症性貧

の1回目の除菌療法でピロリ菌が消

血の発症にも関与しているといわ

えなかった場合2回目の治療（2次

れています。

除菌療法）を行うかどうかご相談

但し、ほとんどの人がピロリ菌

させていただきます。この場合1種

に感染しても無症状で、慢性胃炎

類の抗生物質を他の薬に変えて行

のまま経過し、胃・十二指腸潰瘍

います。これらの治療の副作用と

を発症するのは、2～3％前後、胃

して、①軟便・下痢②味覚異常③

がんに至るのは約0.4％と推測され

肝機能障害が生じることがあります。

ています。
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ちょっと変わったコロッケ！ 具材を替えるだけで何となく
春の香りのするコロッケが、出来上がります。 ちょっとした
具材のヒントです。 色々な具材で、オリジナルのコロッケ
を作ってみてはどうでしょうか？

－材料（４人分）－
じゃが芋：３００ｇ

有塩バター：６ｇ

揚油：適宜

菜花：４０ｇ

塩：２ｇ

キャベツ：１２０ｇ

卵：６０ｇ

白こしょう：少々

トマト：１２０ｇ

ハム：４０ｇ

小麦粉：適宜

ブロッコリー：１００ｇ

とろけるチーズ：４０ｇ

卵：適宜

ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ：３２ｇ

玉ネギ：１２０ｇ

パン粉：適宜

ｳｽﾀｰｿｰｽ：２４ｇ

－作り方－
① 玉ねぎはみじん切りにし、菜花はさっと茹で、粗ミジンに切っておく。ハムは５㎜角。
卵は茹で、粗ミジンに切っておく。
② 玉ねぎとハムをバターで炒め、塩こしょうで味を調え、最後に菜花を入れ合わせておく。
③ じゃが芋は茹でて、熱いうちにマッシュしておく。
④ 付け合わせのブロッコリーは塩茹。キャベツは線切り。トマトは櫛形に切る。
⑤ ③を常温まで冷ましたら①のゆで卵②ととろけるチーズを加え８等分にし形を整える。
味を確かめ、足らなければ塩こしょうで整える。
⑥ 小麦粉⇒卵⇒パン粉の順に衣を着ける。
⑦ 油で揚げる。
⑧ お皿に盛り付けて、できあがり。
※ソースはトマトケチャップとウスターソースを合わせたモノ。

－その他のヒント－
○油で揚げないコロッケ
フライパンでパン粉を炒る。３／４程度色が変わったら火を止め、予熱で全体の色が変わる
まで炒め冷ましておく。衣の付け方は同じで、後はオーブンかオーブントースターで焼くと
出来上がり。
○具材について
チーズ入り

ライス入り

カレー味に枝豆入りなどなど

それだけ、じゃが芋というのがクセもなく色んな素材と合う万能素材かもしれません。
海老とキノコとアスパラ入りであったり、これからの季節、空豆やたけのこ、ツクシや
山菜もいいかも・・・・。

－栄養管理部－
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我が国では高齢化を背景に、がんになる人の数（罹
患率）や、がんで亡くなる方の数（死亡率）が増えて
きています。一方で、多くのがんも医療の進歩により
適切な治療を行うことができれば、治療することがで
きる疾患となってきています。しかし、もっとも多い
とされる消化器疾患（胃がんや大腸がん）に関しては、
従来の外科治療に加え、抗がん剤治療や放射線治療に
よって生存期間の延長は得られているものの、完全に

腹腔鏡下手術の様子

治すためには、「病巣の完全な切除」が唯一の手段であり、その完全な切除を可能にするた
めに、どのような治療法よりも大切なことは「早期発見」です。残念ながら、腹痛や吐き気
などの症状が現れた消化器がんのほとんどは進行がんであり、早期発見のためには症状のな
い、あるいは症状の軽い患者さまが、安心して検査を受けられる環境づくりが重要です。
当院では開院以来、がんの早期発見・早期治療に重点を置き、地域の皆さまができるだけ
抵抗感が少なく病院に足を運んでいただける環境づくりや、苦痛の少ない内視鏡検査が行え
るよう努めてまいりました。また近年は医療機器や技術の進歩により、がんと診断され病巣
の切除が必要になった患者さまに対して、身体への負担が少ない様々な治療法が開発され、
提供できるようになっております。ここでは主に、当院で積極的に行われている腹腔鏡下外
科手術についてご説明いたします。
腹腔鏡下外科手術（Laparoscopic surgery）は、
日本では1990年に胆のう摘出術に初めて導入され、
その低侵襲性（人の体に傷をつける範囲が狭いこと）
をはじめとした利点から、この20年の間にあらゆる
臓器に対して行われるようになりました。特に消化器
悪性腫瘍の中でも、早期胃がんや早期大腸がんに関し
ては、従来の開腹手術と同等以上の成績が証明され、
標準手術といって良い術式となっています。
具体的には、お腹を大きく開腹することなく4カ所

腹腔鏡下外科手術の例

に10mmほどの傷を入れ、二酸化炭素でお腹を膨らませた上で、腹腔鏡と呼ばれるカメラ
を挿入し、これにより映し出される画像をモニターで見ながら行う手術です。各種機器の進
歩と手技の向上に伴い、従来の開腹手術では得られなかったような繊細な手術が可能となっ
てます。
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□早期胃がんに対する腹腔鏡下手術
過去には著名なプロ野球選手に、最近ではお笑いタレントさんに行われた術式です。
切除した胃の取り出しや、残った胃と十二指腸を繋ぐ再建を目的に、みぞおちに約5c
mの小さな開腹創（傷）をおく手技を基本としていますが、最近では再建もモニターを
見ながらお腹の中で行うことも可能となりました。また臓器の取り出しについても、必
要最低限の傷（おへその周辺、約3cm）で行うことにより、術後の痛みがさらに軽減
した手技が可能となっています。

□早期大腸がんに対する腹腔鏡下手術
切除した大腸の取り出しと吻合を目的に、おへその上下に約5cmの小さな開腹創（傷）
を作る手技を行っています。肛門温存がかなわない下部直腸進行がんなどでは、会陰部
の傷から臓器を摘出するため、人工肛門を造設するために必要なもの以外に傷はできま
せん。傷が小さいため、術後の回復も従来の開腹術と比較して早く、経過に問題が無け
れば、ご高齢の方でも術後1週間ほどで退院が可能な状態になります。

□その他の腹腔鏡下手術
当院では、胆のう摘出や虫垂炎、ヘルニアの手術についても腹腔鏡下手術を導入して
おります。いずれも従来の手術に比べて傷が小さいため、術後の回復が早いことが大き
な特徴です。

開腹手術と腹腔鏡下手術の傷跡の比較
このように、腹腔鏡下手術は患者さまへの負担をできるだけ少なくできる大変優れたもの
ではありますが、病気の種類や、特にがんの場合は進行の度合い、もしくは患者さまの状態
によって治療法が変わります。早期がんについては、腹腔鏡下手術よりもさらに患者さまへ
の負担が少ない「内視鏡下粘膜剥離術（ESD）」が可能な場合もあります。逆に進行がんと
診断された場合、従来どおりの開腹手術を行わざるを得ないこともあります。がんの早期発
見・早期治療のためには、定期的な内視鏡検査がとても大切です。皆さまが幸せな人生を送
っていただけるよう、定期的な内視鏡検査を是非受けていただくことをおすすめします。
もしも内視鏡検査でがんが発見された
場合は、今回ご紹介した腹腔鏡下手術
を含めた、患者さまにとってベストな
手技の選択と治療をさせていただきま
す。何か気になることがありましたら、
遠慮無く医師にご相談ください。
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ス タ ッ
部署紹介 コーナー

ル ー ム

～栄養管理は患者様の笑顔のために～
こんにちは(*^_^*) 一年で１番いい季節がやってきました。木々は芽吹き花
が咲き、爽やかな風が頬を撫でていってくれます。健やかにお過ごしでしょ
うか？ 今回は在宅医療部よりバトンを受け取り、栄養管理部の登場です！

栄養管理部の主な業務は
①入院患者さまへの食事の提供と患者さまの栄養管理
②入院・外来における栄養指導（相談）
入院中の食事は治療の一環としてとても重要であり
患者さまにとっては入院中の楽しみでもあります。患者さまがおいしく楽しんで食べていただけ
るよう、個々の嗜好や状況を充分に考慮することはもとより、衛生面での配慮をしながら、安全
な食事を提供できるように献立作成や調理を実施しています。食欲不振や嚥下障害のある方に対
しても、きめ細やかな個人対応をし、食の支援をしていきたいとスタッフ一同励んでいます。
また、入院・外来の患者さまに対し管理栄養士による栄養指導は、治療の効果をより高めるた
めに、患者さまの食生活に必要な知識をわかりやすく説明することを心がけ、患者さま自らが望
ましい食生活に変えていこうとするきっかけの場となるよう努めています。入院されてきた患者
さまに対しては、適切な栄養管理が行えるよう食事摂取量、検査結果や病状などの情報を確認、
栄養状態について把握し、病状の改善に努めています。院内では医療チーム（栄養サポート 化学
療法 緩和ケア 褥瘡対策 感染対策等）の一員としても専門性を生かし積極的に取り組んでいます。
入院患者さまにとって食事は、内服薬や点滴などと同じ様に治療の一環でもあります。栄養管
理部は直営で行っておりその良さを生かし、スタッフ一丸となり単調になりがちな入院生活の楽
しみとなっていただけるよう「安全」で「おいしい食事」をいつも提供できるように、そして「患
者さまの笑顔のために」これからも日々努力をしていきます。

☆栄養管理部スタッフ
管理栄養士３名
調理師(員）６名

笑顔でハイタッチ！！
次号のスタッフルームは
『診療部』です。
おたのしみに～！！
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今回の研修はKYT（危険予知トレーニング）です。一昨年の７月、昨年
の２月に続いて３回目のKYTです。
KYTとは危険を予知し訓練する活動です。効果はリスクアセスメントや
医療安全教育となり、結果的に事故を未然に防ぐことにつながると言われ
ています。危険（人の不安全行動や環境）に対する感受性・集中力・問題
解決能力・実践への意欲を高め、そしてまだ起きていない事故や事故の可能性を察知して、事前に
適切な対処をする能力を身につけます。
前回までは架空の事例をアレンジして行いましたが、今回の研修から当院で実際に起こった事例
をレポート形式や写真で作成し、グループトレーニングを行いました。回を重ねるごとに参加者も
要領を得てグループ毎に各事例について様々な気づきおよび明確な目標設
定ができていました。目標設定の発表時には「～よし」と指さし呼称しな
がら確認しました。
KYTは今後の業務に活かすことがねらいですので、危険を予測するアン
テナを常にたてて業務を行い、また今回各グループが考えた目標設定は今
すぐ現場で役に立つ項目でもあったので、是非活用していって欲しいと思
います。

当院では、クリニカルパス・ストーマ・NST・褥瘡・化学療法＆緩和と、５つ
のチーム活動を行っています。毎年３月に開催される活動発表報告では、各チー
ムが１年間の活動内容と反省、そして来年度の活動目標を報告することになって
おり、チームに関わっていない職員にも分かり易く、有意義な報告会となりました。
クリニカルパス：入院中の検査・処置・指導・看護・食事など、退院までタイムスケジュールを標
準化した疾患別計画表のことを言い、入院時に退院までの予定が分かるようになります。この計画
表の作成や運用を検討するチームです。
ストーマ：消化管や尿路の疾患などにより、手術によっておなかに新しく作られた便や尿の排泄の
出口のことを言い、人工肛門や人工膀胱の種類があります。ストーマを造られた患者さまが少しで
も早く入院前の生活に近づけるようにサポートするチームです。
NST：栄養状態の悪化は術後の回復遅延や感染症の発症など、様々な弊害をもたらします。このような
患者さまに適切な食事・点滴・内服薬などを提供するためのチームです。
褥瘡：褥瘡（床ずれ）対策にとって最も重要なのは予防であり、リスク評価、体位変換の実践、適
切な体圧分散マットレスの選択などを行い、予防に努めるとともに、発生時には原因を
検討してそれを除去し、適切な治療を行えるようサポートするチームです。
化学療法＆緩和：抗がん剤の点滴や内服薬による治療の副作用や苦痛、不安が少しでも
軽減し治療が続けられるよう、また治療が終わった後も引き続きサポートしていくチームです。
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毎年当院では３月に職員全体集会が行われ、院長始め副院長、事務長から次年度の病院年間計画や
今後の抱負などが全職員に対して伝えられます。まずは、事務長から次年度は開院３０周年記念として
の記念行事を行う事が伝えられ、患者さまとのふれあいも前年度以上充実したものを行う事が発表さ
れました。
続いて院長の今後の抱負と職員が向かうべき目標についての話があ
りました。「スタッフ同士はしっかりとした絆で結ばれた信頼関係を持
たねばならない、感謝と謙虚さをベースにした思いやりと愛に満ちた
心が大切」「地域の患者さまに愛される病院になる！我が渡辺病院は
永遠に不滅です！」と力強い決意を持って話されました。
続いて副院長の話では、当院の各部署に宛てた作文を書いて来て下さり職員の労
をねぎらい、そして「守るべきものは守り、すべて変化し続けるより良い病院にな
る様に・・・腹腔、緩和で一番、岡山県下一番の消化器外科になる！」と目標を
かかげて話は終わり、最後に職員で集合写真を撮りました。
職員全員、地域の皆さまに愛される病院を目指して、また一年
頑張ろうと決意を新たにした集会でした。

2月下旬と4月上旬の計13日間、岡山情報ビジネス学院の太田夏未さんが
医療事務の実習に来院されました。総合受付での受付・会計や、カルテ出し
の補助業務をはじめ、手術や検査の見学や往診の同行などを経験してもらい
ました。ご本人から感想をいただきましたのでご紹介いたします。
今回の実習で学んだことは多くあります。業務内容だけでなく、患者さまとの接し方など、病院
という場でしか学べないようなことばかりでした。職員の皆様は親切丁寧に教えてくださり、また
患者さまも暖かく接してくださいますので、私も頑張ろうという気持ちが強くなり、同時に感謝の
気持ちでいっぱいになりました。患者さまとの会話や笑顔が原動力でしたので、私が患者さまに助
けられていたと思います。私はこの実習を通じて「自分はまだまだだ」と実感しましたし、また「少
しずつでも変わっていきたい」という新たな気持ちも芽生えました。どの部署の方も、患者さまへ
の熱い気持ちを持っていらっしゃいます。渡辺病院で学ばせていただいたことを、今後にしっかり
活かしていきます。
太田さんは最初は緊張気味でしたが、徐々に笑顔が見られるようになり、
朝礼でのスピーチを堂々と行うなど、とても積極的に実習に参加してもらえ
ました。今後も医療の世界への就職を希望される方のお手伝いをさせていた
だくべく、実習生の受入を積極的に行ってまいります。
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当院では今年度にホームページのリニューアルを計画しており
ます。それに伴い、2月14日に新しいホームページに掲載予定の
写真撮影を行いました。
プロのカメラマンさんとホームページ制作会社の担当者様にお
越し頂き、当院広報委員会のメンバーも一緒に各部署をまわって、
光岡副院長

多くの写真を撮影しました。

撮影中です！

時には、「ハイ笑って～！」「いいね～！」なんて、まるでモデルさんの撮影でも行っているよ
うな楽しい雰囲気で撮影が行われました。当日は、あっちに行ったり、こっちに行ったりで、ち
ょうど来院されていた患者さまにはバタバタとお騒がせしてしまったことと思います。
できあがった写真をちらりと拝見しましたが･･･さすがプロ！本当に素敵な写真でいっぱいで
した。新しいホームページが完成するまでにはもう少し
時間が必要ですが、当院の魅力満載のホームページにな
るよう今後も制作を続けていきますので、完成を楽しみ
にしておいてください！

大変お世話になりました！！
by 広報委員会一同

やす

だ

みち

き

こ

しな

とき

え

外来看護助手／木科 時江

外来看護助手／安田 路子

今年の2月1日からキャリアプラ
ンニ ング から派 遣とし て外来看護
部で 勤務 してお ります 。医療機関
での 勤務 は初め てで学 ぶ事も多く
戸惑 いや 緊張も ありま すが、看護
師さ んを はじめ スタッ フの方々に
丁寧 にご 指導し ていた だき日々感
謝しております。
一日も早く業務に慣れ、患者さま
の立場にたち、安心していただける対応
をしていきたいと思います。精一杯
頑張りますので、よろしくお願いい
たします。

昨 年の １２月 ２５日よ りキャリ
アプ ラン ニング からの派 遣として
外来 看護 部の看 護助手と して勤務
して おり ます。 医療機関 での勤務
は初 めて で、慣 れない事 の連続で
した がス タッフ の方々の 温かいご
指導 のお かげで 、日々の 業務もな
んと かこ なせる ようにな ってきま
した。
微力ではありますが、心の通った
医療をサポートできるよう頑張ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

よろしくお願いします。
-9-

私は韓国ドラマが好きで自宅でよく見ています。字幕放送で見るので3歳の娘は興味を示すことなく傍らで
遊んでいます。ある日公園でお友達と遊んでいた時のことです。 楽しそうに遊んでいるなぁと眺めていると、
うちの娘がちょうちょをみつけては「オモ！」、つまづいて転びそうになっては「オモオモ！」と言っている
のです。「オモ」というのは韓国ドラマでよく出てくるのですが、日本語で言う「あら」というような言葉で
す。教えたこともないのに聞きかじりで覚えて、的確に使っている娘に驚いたと
同時に、「オモオモ」言ってる 娘がおもしろくて大笑いした１日でした。おちゃ
めでかわいい娘に笑顔と元気をもらって今日もまたがんばります！
外来看護部

C・M

脳は本来｢知りたい｣｢生きたい｣｢仲間になりたい｣という本能を持っているそうですが、
中でも、脳の思考や記憶に大きく関わっているのが、｢知りたい｣という本能だそうです。
人の脳にとって興味を持つことが全ての始まりなのです。
最初に｢面白くない｣｢好きでない｣などのマイナス感情を持った情報はしっかり理解出
来ないため、思考が深まらず記憶もしにくくなるそうです。子供の頃から興味があった
ことや、感動した出来事は大人になっても覚えていますが、親に強いられ嫌々我慢して
勉強したことなどはキレイさっぱり忘れています。人に言われたからではなく、プラス思考で自分から覚えよ
うとしなければ脳は記憶してくれません。記憶力を高めるには、まず記憶すべき対象に興味を持つことだそう
です。
どんなことにも興味を持ち、特徴をつかむことが大切だと知りました。小さいことにも楽しく取り組み、感
動する心を持つことが若く居られる秘訣だと思います。気になることもそうでないこともメモを取る習慣付け
をし、再度脳に記憶させるよう心がけています。
事務部

S・O

我が家には4歳の娘がいます。保育園でいろいろな言葉を覚えてくるためか、私に対
してするどいダメ出しをしてきます。私も大人げなく言い返してしまい、いつも言い過
ぎたなと反省しています。休みの日は、日頃出来ない家事などに追われて、娘とじっく
り遊ぶ時間がなく、よくあるダメな母親なんだろうなと、日々モヤモヤしていました。
ある日、娘が「ママみたいに、看護婦さんになって、渡辺病院でお仕事したい。お仕
事教えてね。」と言ってきました。よくあるドラマみたいな言葉を実際に聞くとうれし
いものですね。
病棟看護部
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M・A

（平成25年4月1日現在）
診察室

午

午

前

月

火

水

木

金

土

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

渡辺伸一郎

４

診

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

田淵 陽子

佐藤 直嗣

１

診

佐藤

直嗣

田淵

陽子

高村 和人

大村 泰之

田淵 陽子

２

診

田淵

陽子

佐藤

直嗣

渡辺 哲夫

佐藤 直嗣

太田 英孝

３

診

渡辺

哲夫

高村

和人

担当医

担当医

５

診

後

太田 英孝
（漢 方 専 門 ）

髙岡

中島 一毅
（13:00～17:00）

診

◎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：

休
診

（第2・第4のみ）

５

宗徳

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。

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。
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、中島医師と本後医師が担当しております。
◎専門医による漢方外来を行っております。
専門医：太田 英孝
※『日本東洋医学界認定 漢方専門医』の資格を取得した、専門医による漢方治療が可能です。
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う事ができます。
◎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。

今年の春は早い訪れでしたね。「もう一週間はかかるだろう」なんて思ってたら、私
のように花見に行くタイミングを逃した方もおられるのでは？やはりこの時期は桜を目
にしておきたいので、業務の合間を見て、当院の駐車場に咲いている桜を見に行きました。
やっぱり桜はキレイというか、美しいですね。今年の当院は、開院30周年を記念する
おめでたい一年になります。桜のように美しく、力強く咲き誇る渡辺病院でありたいも
のです。
さて当院では、「ふれあいの声」という用紙を外来や病棟に設置し、当院にお越しいただいた皆さんか
らのご意見やご感想、ご要望を頂戴しております。先日、「広報誌に、栄養管理部のレシピ掲載を復活し
て欲しい」というお声をいただきましたので、早速今回から再度掲載いたしました。いかがでしょうか？
本誌「ふれあい」はプロの手を一切借りず、広報委員が毎回試行錯誤しながら作成しております。ご意
見やご感想をお持ちであれば、ぜひ「ふれあいの声」にてお聴かせください。 （広報委員会／久保田）
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