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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

2013年4月から渡辺胃腸科外科病院

私は幼少のころ風邪をひいて体調が悪

の常勤医として勤務しています渡辺伸一郎

くなるとこの病院で点滴をしてもらった

と申します。私は、2003年3月に香川

り、怪我をしたら処置をしてもらったり、

医科大学（現在の香川大学）医学部医学

骨折をしたときにはレントゲンをとって

科を卒業し福山市民病院、広島市立広島

もらったりと私自身もお世話になってき

市民病院の外科に勤務し、消化器外科を

ました。その当時、お世話になったスタ

中心とした研修を積んできました。その

ッフ の 中に は まだ 勤 続 して い る方 も 多

後、岡山大学病院を経て岡山大学医歯薬

く、私が医師となりそのスタッフの方々

学総合研究科（大学院）に入学し基礎研

と一緒に仕事ができていることを本当に

究に2年半ほどたずさわりながら、非常

嬉しくそしてありがたく思っています。

勤医として当院で週3回診療を行ってき

実際、こちらで診療をさせていただくよ

ました。

うになり、患者さまから「昔、病院の横
を自転車で通学しよったじゃろ」とか「病

私は倉敷で生まれ、30年前に渡辺胃

院の駐車場でキャッチボールしよったの

腸科外科医院が開院と同時に父の故郷で

覚えとるで」と、声をかけていただく機

ある玉島に帰ってまいりました。（当院

会が多々あります。私の幼少時代を覚え

は今年開院30周年を迎えることができ

てくださっている患者さまが、20、
30年

ました）その当時、私はまだ幼稚園にあ

経った今でも当院に来てくださっている

がったばかりでした。父（院長）は、仕

ということを改めて実感し、より一層こ

事が忙しく家にほとんど帰ってくること

の地域の方々のお役に立ち、喜んでいた

が出来ない日々を送っていたので、よく

だけるような病院にしていかなければな

母と一緒に病院に足を運んでいました。

らないと感じています。

夜間や休日に病院に来ては兄弟でよく待
合室にある水槽に明かりを灯し熱帯魚を

まだまだ、未熟ではございますがスタ

眺めていたことがつい最近のことのよう

ッフみんなと思いをひとつにして前進し

に思い出されます。（今ではその熱帯魚の

ていきたいと思いますので、今後ともど

水槽も大きくなって

うぞよろしくお願いいたします。

いますね）
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蒸しっとした暑い夏がやってきました。 食欲がないとお悩み
の方はいらっしゃいませんか？ 『麺類ならつるつると食べら
れるんじゃがな』という言葉もよく耳にします。 そこで今回は
さっぱりつるつるでしっかり栄養の摂れる変わり麺と、当院
で大人気のスイーツも紹介します！

－作り方－

－材料（４人分）－

① ⓐの材料を合わせ豆乳スープを作る。

中華麺：４玉

豆板醤：２ｇ

豚肉：２００ｇ

練りゴマ：２０ｇ

ザーサイ：２０ｇ

白こしょう：少々

生姜：１０ｇ

ⓐ

水を沸騰させ豆乳以外の材料を入れ最後に
豆乳を入れる。出来た豆乳スープは冷たく
冷やしておく。

塩：５ｇ

② ザーサイ・玉ネギをみじん切りにする。

炒め油：適宜

砂糖：６ｇ

キュウリ：１２０ｇ

濃口醤油 ：３６ｇ

トマト：１２０ｇ

水：５００ｃｃ

葉ネギ：２０ｇ

豆乳：５００ｃｃ

豚肉は２㎝ぐらいに切っておく。
③ ②を少量の油で炒め、火が通ったら①のス

鶏ガラスープ：２ｇ

ープとあわせておく。
④ 葉ネギは小口切り、トマトは湯剥きをし
１㎝角、キュウリは千切りにしておく。

⑤ 麺を湯がき冷水で冷やし器に盛る。その上から出来
上がった豆乳スープをかけ、キュウリ・トマト・
葉ネギを盛って出来上がり。

－材料（４人分）－
わらび餅粉：４０ｇ
水：２４０ｃｃ
砂糖：３２ｇ
牛乳：１００ｃｃ

コンデンスミルク：２０ｇ
あずき：２０ｇ
砂糖：２０ｇ
塩：少々

－作り方－
① わらび餅粉・砂糖・水をダマが綺麗になくなるまで
溶かす。
② ①を鍋に入れ火にかけ焦げないように透明になるまで
火を通す。それをバットに流し冷やし固める。
③ 小豆は煮て粒あんを作って冷ましておく。
④ 牛乳にコンデンスミルクを
溶かし冷たくする。
⑤ 出来上がったわらび餅を食
べやすい大きさに切り器に
盛る。その上から④をかけ
粒あんを盛って出来上がり。
－栄養管理部－
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がん・脳卒中･心臓病などの生活習慣病による死亡率は全体の約６０％を占めています。
生活習慣病は、長年の不健康な生活習慣によってつくられます。健診の目的は、現在の
からだの状態を理解し生活習慣改善の指標として活かすことです。毎年１回、定期的に健診を
受けましょう。

知っていますか？生活習慣病予防健診でわかること

メタボリックシンドローム

肝機能 脂質 糖尿病 貧血など

高血圧

低血圧

糖尿病

不整脈 心筋梗塞 心肥大など

腎機能など

具合の 悪い所をチ ェック

※年齢や受診券の種類により、実施する検査項目が一部異なります。

健診室が内視鏡センター奥に引越ました♪
今までは、予約コーナーの向かいのとっても窮
屈な部屋で身体測定から採血、血圧測定、心電図
等の検査をしていました。ちょっぴり広くなっ
た部屋で検査を受けていたただけるようになって
います。皆さまのお越しをお待ちしております。
（健診担当
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西脇）

あなたは、「自分はがんにはならない！」と思っていませんか？
倉敷市では、亡くなる人の約30％はがんです。
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！

胃がん検診

大腸がん検診

対象者 40歳以上の市民
胃（バリウム）のレントゲン撮影です

対象者 40歳以上の市民
２日分の便を提出いただきます

前立腺がん検診

乳がん(視触診)検診

対象者 50歳以上の市民(男性)
血液検査(ＰＳＡ検査)でわかります

対象者 30歳以上の市民(女性)
女医希望の方は予約時にご指定ください

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
乳房のレントゲン撮影です

・このほか、肝炎ウイルス検診、女性の一般検診
介護予防のための生活機能評価審査もあります。
・市の肺がん検診は、検診車のみです。
・子宮がん検診は、当院では受けられません。

特定健診・がん検診の予約承ります
（健康診断は完全予約制です）
健康保険証

下記の①～③のいずれかの方法で予約を承ります。
受 診 券

※まず、 健康保険証と受診券 をお手元に準備してください。
①予約方法

ご来院にて予約する
１階総合受付へお越しください。

②予約方法

お電話で予約する

TEL(086) 525 - 2552 (代表)

下記の時間内に健診担当者宛にお電話ください。
月曜日～金曜日
③予約方法

ＦＡＸで予約する

14:00～17:30

土曜日 9:00

～ 12:00

FAX(086) 525 - 6339

専用の申込み用紙を総合受付にご用意しております。
当院からの確定日連絡があって予約完了となります。
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５月１８日（土）に「病院・看護の日

ミニ健康フェアー」を開催しました。

当日は、70名程の方にご来場いただき、ありがとうございました。
まずは、成長してるかな（笑）と冗談を言いながら身長・体重・体脂肪チェック
コーナーへ。続いて、年齢より若くありたいと願いを込めて骨密度・動脈硬化・脂
肪肝検査コーナーへ。日頃、病院にかかっていない方からは「こんな検査しても
らったことないわ。また来年も来ます。」と大変喜ばれました。一通りチェックを
終えた方には、３階のホールに足をのばしていただきました。
3階のホールでは、マツケンサンバの健康体操や氷川きよしのズンドコ体操で
リフレッシュしていただき、今年は満点の星輝く☆プラネタリウム?!の下で足湯
をご用意いたしました。「はぁ～気持ちいい～」と癒されたあとは、お待ちかね
１階のカフェコーナーへ。ホールでは、栄養管理部のスタッフによる手作りケーキ
がずらり！コーヒー・紅茶・カプチーノもありました。もちろん皆さまからは「美味
しい!!」と大好評でした。
お忙しい中、参加してくださった皆さま、ありがとうございました。
来年も多くの方の参加をお待ちしております。

６月１２日、１３日と岡山県立玉島商業高等学校より、職場体験学習の
ため、高校２年生の学生２名を当院に迎えました。
２日間の体験学習では、手術室の見学や看護業務の手伝い、当院で行わ
れるアフタヌーンティ（お茶会）に参加したりなど、病院での看護師の業
務について学びました。高校生らしい笑顔がとてもすてきな生徒さん達で、
元気な挨拶で患者さまとも笑顔でコミュニケーションをとったり、時には
患者さまより「ありがとう」・「頑張って下さいね」などと喜ばれたり励ま
されたりで、二人にとってとても有意義な実習が出来たのではないかと感
じました。
実習を終えた生徒さん達は、看護師の仕事の多様さに、自分が思い描いていた看護師像とのギャ
ップもあったようですが、体験を終えて、ますます看護師を目
指そうという気持ちが強くなったと言ってくれました。
是非、看護師の道に進み、今と変わらず笑顔が素敵な看護師
になってくれたらと願っています。そして、いつの日か看護師
として活躍する日を楽しみに待っています。
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6月27日に医療安全と院内感染について院内で全体研
修を行いました。
講師として、川崎医科大学附属川崎病院の感染管理認定
看護師の松田氏をお招きし、感染対策での標準予防策＆
感染経路別予防策を詳しく話していただきました。
医療スタッフが一人でも感染予防策が出来ていなければ、院内感染の
拡大をまねき、また自分の身を守ることも出来なくなることもあります。
そのため、院内スタッフ全員が同じ意識で標準予防策を実行していかな
くては院内感染を減少・防止することは出来ません。当院でも、感染対
策委員会と昨年に発足されたＩＣＴ（感染制御チーム）とで、積極的に
院内感染防止の取り組みを開始しました。
今回の研修で学んだ感染対策の“秘訣”と、感染対策に必要な知識を
院内スタッフが共有し、院内感染防止に日々取り組んでいきたいと改め
て意識させられました。全体研修を通して、よりよい病院環境を目指し
て努力していこう！という意識が高まった研修でした。

職員親睦会の主催による日帰り旅行に行ってきました。今回は職員とお子さんを
合わせて５４名で「大阪鶴橋にて本場焼き肉ランチ 食品サンプル作り体験の旅」へ
行きました。
まずは、芸能人も数多く訪れている「吉田」で焼き肉を食べました。その後コリアタウンへ行き、
韓国の食べ物や韓流アイドルのグッズなど買い物を楽しみました。食品サンプ
ル作りではイチゴパフェを作り、楽しい体験ができました。
梅雨の期間で雨も心配されましたが、無事晴天に恵まれました。とても暑い
日でしたが、楽しい１日となり職員の親睦が深まりました。

渡辺胃腸科外科病院 開院３０周年記念講演会 ～過去・現在・未来に向かって～
今年で 30 周年を迎えるにあたり、記念講演会を開催いたします。
開始時刻などは、決まり次第連絡をさせていただく予定です。
日時・場所：平成25年11月17日(日)・玉島文化交流センター
長 渡辺

哲夫

将来に向かっての展望

副院長 光岡

直志

当院の医療技術の公開

講 演 者：院

(他 当院の医師)
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ス タ ッ
部署紹介 コーナー

ル ー ム

～地域医療のスペシャリストとして～
皆様、こんにちは。盛夏の候、いかがお過ごしでしょうか？
今回は栄養管理部よりバトンを受け取り、診療部の紹介をさせて頂きます。

診療部は大きく内科系と外科系の二つに分かれます。常勤の内科
系医師は3名、外科系医師は6名、計9名で構成されています。
診療部の業務は外来診療、内視鏡検査・治療、手術、病棟業務、
往診など多岐に渡りますが、ここでは近年、医療の世界で話題の二
つのキーワードについてお話しましょう。それは「チーム医療」と
「オーダーメイド医療」です。
現代の医療は複雑細分化され、高い専門性(知識と技術)を基に、高度な医療が求められています。
しかし実際には一つの専門領域だけでは解決できない症例が多々あり、様々な専門分野を組み合
わせる事で初めて実現される診断・治療があるのも事実です。だからこそ、他科の医師同士が協
力し合って治療を進めていく必要性が出てくるのです。
さらに医師間の連携に留まらず、看護師や薬剤師、検査技師、栄
養士など治療に携わる全ての職種が連携し、それぞれの専門性を十
分に発揮できる環境が整っている事、これこそが「チーム医療」な
のです。
すなわち「チーム医療こそが、質の高い医療を提供できるカギである」と言っても過言ではな
いのです。そして医師にはそのリーダー的存在が求められています。幸い当院では診療部内を含
め、他職種との垣根はほとんど無く、日々気軽に相談しあえる環境にあり、様々な定期カンファ
レンスが行われています。この風通しの良い職場こそが当院の自慢の一つであり、実際に当院の
医療内容は決して大病院にも劣るものではないと自負しております。
最後になりましたが、「オーダーメイド医療」についてです。一般的には、例えば癌治療におい
て個人の遺伝子情報を基にした個別化治療の意味で用いられますが、もっと広い意味では患者様
一人一人の生き方を大事にした「全人的な医療」の事だと思っています。
私達診療部は地域医療のスペシャリス
トとしてこの二つの言葉を胸に、妥協な
き姿勢で、今後も診療に当たらせて頂き
ます。

笑顔でハイタッチ！！
次号のスタッフルームは
『放射線部』です。
おたのしみに～！！
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にし やま

み

く

かざ はや

外来看護部／西山 未来
5月１日より外来で勤務しております。
以前は外科・泌尿器科病棟で勤務して
おりました。外来は初めてで戸惑うこ
とも多いですが、日々皆さんに助けら
れながら働いています。早くスタッフ
の一員として病院の力になれるように
頑張りますので、よろしくお願いいた
します。
ふじ さか

４月１日から外来勤務をしております。
外来勤務は初めてで２年間のブランク
もあり、教えていただくことばかりで
ご迷惑をおかけしていますがスタッフ
の皆さんに温かく接していただき感謝
しています。少しでも早く仕事に慣れ、
気遣いのできる看護をしていきたいと
思います。よろしくお願いします。

ひさ み

こう ざい

外来看護部
（内視鏡）
／藤坂 文美

る

み

なか むら

あき こ

病棟看護部／中村 晃子

４月より病棟看護部で勤務しており
ます。以前も外科病棟に勤めていまし
たが、約１年ブランクがあり忘れてし
まっていることも多く、患者様をはじ
めスタッフの皆さまには多々御迷惑を
おかけしています。まだまだ慣れない
事も多いですが、笑顔を忘れず精一杯
頑張りますのでよろしくお願いしま す 。
さと み

４月から新しく、渡辺病院のスタッ
フとなりました。渡辺病院のスタッフ
の方々は、優しく丁寧な対応で、とて
も感動しました。私もこちらの一員と
して、丁寧でわかりやすく、ホッとす
る対応ができるよう頑張っていきます。
よろしくお願いいたします。

やな い

事務部／赤沢 里美

けい こ

事務部／柳井 景子

今年の３月に専門学校を卒業し、
こちらで勤務しております。まだ慣れ
ないことばかりで、ご迷惑をおかけす
るかと思いますが、いつも笑顔で丁寧
な対応を目指して頑張っています。
お気軽にお声かけ頂けると嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。

もり の はら

き

４月１日より病棟看護部で勤務してお
ります。玉島での勤務も初めてで、病
院によっても違うことが多く、戸惑う
こともたくさんあります。早く業務に
も慣れて、患者様の思いに添った看護
を行っていきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

病棟看護部／舩橋 瑠美

あか ざわ

ゆ

病棟看護部／香西 友紀

4月１日から内視鏡センターで勤務
しております。内視鏡での勤務は久し
ぶりで、日々スタッフの方に支えてい
ただきながら業務をがんばっています。
１日も早く業務に慣れ、患者さまが安
心して検査を受けていただけるような
看護をできるように頑張りたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。
ふなはし

なお こ

外来看護部／風早 直子

ゆう き

３月より事務部で勤務しております。
初めて社会人になり、分からないこと
や戸惑うことばかりですが、職場の皆
様に親切にご指導頂き、勉強と感謝の
毎日です。渡辺病院のスタッフの一員
として、１日でも早く業務になれ、地
域社会に貢献できるよう精一杯頑張り
ますので、よろしくお願いいたします。
もと たけ

在宅医療部／森野原 夕貴

あや の

栄養管理部／本竹 彩乃

５月から在宅医療部で訪問看護師と
して勤務しております。学生の頃から
夢だった訪問看護師として働く事がで
き、とても嬉しく思っています。まだ
まだ未熟な所もありますが、家庭で過
ごされている患者さまやご家族さまの
支えになれるように精一杯頑張ります。
よろしくお願いします。
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5月から、管理栄養士として勤務し
ております。栄養士の仕事は初めてで
学ぶことが多く不安や緊張もあります
が、スタッフの方々に温かくご指導い
ただき日々感謝しています。一日でも
早く業務になれ患者さまをサポートし
健康を取り戻していただけるよう努め
たいと思います。よろしくお願いします。

職員コラム
我が家には５歳と２歳の子供がいます。いろんな事に興味を持つ年頃の上の子は「なんで○○なの？」 が
口癖で家でよくこの言葉が飛び交っています。ひとつひとつ答えるのは大変だなぁと思っていると、ある時、
「全部ちゃんと答える必要はないみたいよ。」と先輩ママから教わりました。
「ほんとだね。」
「なんでだろうね。」
と共感することで子供は自分なりに答えを考えようとするのだそうです。その日から私は気持ちがずいぶんと
楽になり、子供は子供で「○○だからかなぁ？」と考えるようになりました。
ちなみに２歳の下の子からは「これ何？」の質問攻めの毎日です･･･。
薬剤部

Ｎ・Ｎ

「もし月がなかったら、音楽は生まれなかった」という授業をされている先生がいます。
月と音楽の不思議な関係は、宇宙の神秘と生命の不思議を思わずにはいられない、「へぇ～」
満載のお話です。先生曰く、地球に原始惑星がぶつかった時にできた破片が、約３ヶ月でま
とまって出来たのが月です。月の引力は地球上の水を引っ張っています。その影響で起こる
1日２回の潮の満ち引きが、地球の自転にブレーキをかけています。今の地球は１日２４時間
で自転していますが、月がなかった時は、１日８時間で回っていました。今の３倍のスピードです。すると地
表に吹き荒れていた風は最低でも風速300ｍあったはず。そんな風が吹いていたら、すごい音がして音楽どこ
ろではないでしょう。人間だって生まれてこなかったかも。これが、「もし月がなかったら、音楽は生まれて
こなかった」という理由です。ちなみに、月の引力の影響で地球の自転はだいたい１億年くらい先には止まっ
てしまうそうです。今ここに生きていて音楽を楽しめる幸せに感謝しつつ、月を眺めてみてはいかがでしょうか。
事務部

M・N

皆さんは産後クライシスと言う言葉を聞いたことが有りますか？待ちに待った子供を出産後、夫婦仲が悪く
なり離婚の危機に陥るということだそうです。NHKの朝の番組で放送されました。
出産後、妻が育児、家事と忙しくなるにつれ、夫は無関心！！自分にも経験があり、テレビを見入ってしま
いました。私の夫も無関心で育児は手伝ってくれませんでした。解消法として、自分が何をして欲しいかを言
葉で夫に話す事が大事だそうです（私の解決方法は、パートにでて迎えは夫に頼み
ました）。
誰もが陥りやすいそうです。一人で悩まずに誰かに相談しましょう。
外来看護部
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Ｔ・Ｓ

（平成25年7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

後

太田
山下

５

診

診

担当医

担当医

哲正

中島

宗徳

休

一毅

（14:00～17:00）

（14:00～18:00）

（第1・3・5）

（月1回）

小池

５

英孝

（漢 方 専 門 ）

髙岡

診

良和

（14:00～17:00）
（第2・4）

◎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：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）

予約受付時間：月～金／9:00～18:00

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。

土／9:00～12:00

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

（川﨑医科大学附属川﨑病院／外科副部長（総合外科学准教授 ））

認定医：山下 哲正、小池 良和（川﨑医科大学附属病院／乳腺甲状腺外科）
※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、上記の医師が担当しております。
中島医師の診察日は院内掲示板とホームページにてご案内しております。
◎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ことができます。
◎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。

梅雨も明け、いよいよ夏の暑い時期を迎えました。節電も大切ですが、エアコンや扇風機なども上手に使
いながら、熱中症には十分お気を付けください。
さて、以前この編集後記でお伝えした新しいホームページですが、だいぶ形になってきました。これまで十
分にお伝えできていなかったことも盛り込んであり、「渡辺病院はこんなこともできるのか！」と感じていた
だけるホームページに仕上がることと期待しています。完成までもう少しお時間をいただければ幸いです。
また今年は開院30周年の記念すべき年であり、様々なイベントの企画が進行中です。何しろ30周年ですから、
イベントが目白押しです。ご期待いただきながら、正式にお知らせできるまで今しばらくお待ちくださいませ。
皆さん、素敵な夏をお過ごしください。

（広報委員会）
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