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フィルムはネオパン ® という白黒のもの

趣味の写真を始めてかなり経ちますが、
最近は調子に乗ってちょっとだけですが写

を長尺の缶入りで買ってきて暗袋の中でパ

真の販売などもしております。美観地区の

トローネ（フィルムをカメラに装填すると

備前焼のお店・竹宝堂さんに写真ハガキを

きのお馴染みの金属のパッケージです。写

置いてもらっていますのでぜひお立ちより

真屋さんでもらってきます）に適当な長さ

ください(ご購入いただけるととても嬉しく

に切ったものを詰めて使います。フィルム

思います♡）。

を現像して暗室で焼き付けるのですが、こ
れが面白くて当時は撮影よりもDPE（←死

さて、私の写真との出会いですが、小学生
のときに、確か天満屋でおもちゃのカメラ

語になりました）に凝ってました。

を買ってもらったのが最初だったと思いま

今は写真も急速にデジタル化されて、あ

す。しかし子供にとってはフィルムも現像

っという間にフィルムは絶滅寸前となって

も高いですし、撮影は旅行やイベントのと

しまいました。夏は暑く、冬は寒い暗室の

きに限られていました。何ヶ月もかけてフ

中でわくわくしながらやっていた画像の調

ィルム1本を使うペースでしたから、現像

整も今はパソコンでできます。

したらいつ撮ったものかわからない写真が

撮影もデジタルですからあまりコストも

何枚かあるなんて状況も当時はよくありま

かかりません。たくさん撮って気に入らな

した。

いショットはポイポイと削除・・・その

1970年代後半になると各社が比較的安
いカメラを出すようになってきて、私も無

分、”一球入魂”的なシャッターは少なく

事玉島高校に入学できた祝いにキヤノンA

なった感じもします。

E－１という廉価版の一眼レフカメラを買

一枚一枚を大事に撮

ってもらい、その勢いで部活は写真部に入

影し、気に入ったものを

りました。

丁寧に暗室で仕上げた、そんな時代が今では
少し懐かしくも思います。ただ、もう戻れ
ませんし、戻ろうとは思いませんが・・・。
左の写真は高校に入りたての昭和54年頃の早朝の撮影だと思いま
す。場所は山陽本線の西阿知～新倉敷間です。時期は夏休みだった
と思います。張り切って早起きして、当時ブームだったブルートレ
インを撮りに行ったものの暗過ぎて撮れず・・・悔しまぎれに、少し
明るくなってからヤラセで弟達を配置して普通電車を撮りました。
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今回も麺料理ですが、ひと味違った家庭で出来るお店
の味！“五目あんかけ焼きそば”です。ｶﾘｯと中華麺を焼
きその上に熱々の五目あんをかけると出来上がり。季節に
よってあんの中身は変えるといいでしょう。秋はきのこたっぷ
り春は山菜なども入れるといいでしょう。工夫して我が家の
オリジナル焼きそばを作ってみてはいかがでしょうか！

－作り方－
① 人参(短冊切り)玉ねぎ(くし切り)

－材料（４人分）－

筍(短冊切り)白菜(2cmの短冊切り)

中華麺：４玉

砂糖：３ｇ

豚肉：２００ｇ

料理酒：２０ｇ

人参：２０ｇ

濃口醤油：１４ｇ

玉ねぎ：１０ｇ

ⓐ

塩：６ｇ

筍の水煮：８０ｇ

白こしょう ：少々

白菜：２００ｇ

コンソメ：４ｇ

生椎茸：４０ｇ

水：３２０ｃｃ

ブロッコリー：４０ｇ

片栗粉：１２ｇ

イカ：６０ｇ

炒め油：適宜

むきえび：４０ｇ

ゴマ油：適宜

椎茸(３mm薄切り)を切り、ブロッコ
リーは小房に分けて塩茹でしておく。
② 中華鍋を熱し油をしき、豚肉を入れ
炒め、色が変わってきたら硬い野菜の
人参から順に入れ炒めたら、 ⓐを入
れ炒め煮る。
③ 味見し足りないようなら塩こしょうで
調味し、水溶片栗粉でトロミを付ける。
仕上げにゴマ油で香り付けをする。
④ 熱した別の中華鍋にゴマ油をしき、

両面に焦げ目が付きカリッとするまで麺を焼き、お皿に移
し五目あんをかけ、彩りに塩ゆでブロッコリーをのせる。

－作り方－

－材料（６人分）－
白玉粉：１００ｇ
絹豆腐：１００ｇ
きなこ：１／２カップ
砂糖：大さじ４」
塩：小さじ１／２

① ボウルに白玉粉を入れ、絹豆腐を練り込むように混ぜ
耳たぶぐらいの柔らかさに、よくこねる。
適当な大きさに丸め、熱湯で茹でる。
浮き上がってきたら冷水で冷やす。
② きな粉と砂糖塩を合わせ、半分はきな粉団子
半分は小豆を絡ませて出来上がり。

あずき缶：１００ｇ
※白玉粉と豆腐で作った団子なのでいつまでも
柔らかいのが特徴です。
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渡辺胃腸科外科病院では、今日に至るまで、あらゆる疾患の患者さまに、できるだけ負担が少なく、
かつ効果の高い治療を提供すべく日々精進して参りました。今回は、内視鏡を用いた消化管の早期がん
の治療法について御紹介させていただきます。

● ESD とは？
従来の内視鏡治療の方法では取り切れず、開腹手術となっていた早期がんを、内視鏡下で開腹せず
に切除できる手術です。
2007年に、まず早期胃がんに対するESDが保険診療の適応を受けました。その後2008年に早期
食道がんが、2012年に早期大腸がん・大腸腺腫が保険適応された、新しい早期がんに対する内視鏡
治療です。当院でも早期からこの治療技術を用いて、内視鏡専門医による最新の治療が行われています。
ESDは病変部を一つのブロックとして切除することができ、より正確な病理検査によるがん治療
が可能になりました。また、一般的な開腹手術と比べて患者さまの負担が軽く、入院日数が短期間で
済みます。

● ESD の適応
基本的に原発病変切除を行う治療法であり、筋層切除やリン
パ節切除ができないため、「リンパ節転移のほとんど無い、が
んの浸潤が粘膜下浅層にとどまる深達度の浅い早期の病変」が
治療適応対象です。
また、早期がんで小さくても粘膜下層以深に浸潤が及ぶもの
は適応外となり、基本的には外科的手術の適応になります。
詳しくは主治医とご相談ください。

● 手技の流れ
マーキングした部分より外側に穴をあけ、そ
の穴から電気メスを用いて病変のある粘膜を

病変の存在を内視鏡下に確認

削いでいくように切り取っていきます

病変を確実に切り取るために、拡大機
能付きNBI内視鏡や色素撒布を利用して

切除完了です

切除境界を決定し、病変の周りに切除
範囲のマーキングをします

局注液を注射して、病変を筋層から離します

この後取り残しはないか、出血はないか、病変の深さはどの程度かなどを観察して終了です。
処置時間は病変の大きさ、占拠部位によって異なりますが、おおよそ1～3時間です。通常の内視
鏡検査より時間がかかりますので、十分な鎮静のもとで行います。
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● ESD 後の経過
当院でのESDは、術後出血や穿孔などの合併症に備えて、上部消化管（胃・食道）で約9日間、下
部消化管（大腸）で約5日間の入院経過観察が必要です。

●胃 ESD の手技
胃の前庭部小弯にある径15mmの早期胃がん

切除範囲のマーキングを内視鏡下
に電気メスで行います

拡大機能付きNBI内視鏡を用いて、
病変の性質と境界を診断していきます

局注液を粘膜下層に注入し、
内視鏡下に電気メスで病変を剥離
していきます

病変を取り去ったあとの胃と
切除標本です。切除完了です

↓
インジゴ色素を撒布し、
さらに病変の精密検査を行います

●大腸 ESD の手技
直腸に認められた径15mmの早期大腸がん

局注液を粘膜下層に注入し、内視鏡
下に電気メスで病変を剥離していき
ます

病変を取り去ったあとの大腸と切
除標本です。切除完了です
拡大機能付きNBI内視鏡を用いて、病変の
性質と境界を診断していきます

インジゴ色素を撒布し、さらに病変の精密
検査を行います

● 最後に
がん治療は早期発見が第一です。早期胃がん・大腸がんの半数以上は無症状で、健診など
で偶然発見されることの多い病気です。そのため、早期発見で早期治療を行うためには、
普段からの胃・大腸内視鏡検査などの健診が大切です。ご自分のためにも、そして大切な
方の為にも、症状はなくても定期的な検査をお勧めします。
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↓

昨年12月、1部署で柴田久美子先生による「看取り」の講演会を
開催しました。参加したスタッフは皆、感銘を受け、看取りについ
てより深く考えるようになった、という感想を聞きました。
今回の研修は、その時に参加できなかったスタッフはもちろん、
多くのスタッフに、「看取り」とは何か、を、終末期医療に携わって
いく上での参考にできたらという思いで、「抱きしめて
NPO法人 なごみの里

送りたい」

柴田久美子講演集のＤＶＤ視聴を開催しました。

内容は、島根の離島で「なごみの里」を立ち上げ、「島で死にたい」という高齢者と共に死と向
き合い看取りを実践されている柴田先生の講演集で、「看取りとは･･･看取る方も魂が磨かれる大事
な時間で、命のバトンを受け取り受け継ぐことができる瞬間を感じることができるものである」と
おっしゃっていました。
感謝の気持ちを大切にし、「生きること」「死ぬこと」をしっかり受
け止めていかないといけないことを教えていただきました。今回は、
医療人としてではなく、一個人として命について考えさせられた研修
でした。研修終了後には、個々で感じた内容をカードに書き留め、「病
院スタッフの心の声」として職員食堂に貼り出しました。
皆さまも一度、機会があれば柴田久美子先生の講演など参加してみてはいかがでしょうか？

9月26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、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理解し、いかに
的確に状況を把握して対応できるかが重要となってきます。各自が自分の役
割を再確認することができましました。
講義のあとは屋上に出て、まず水消火器を使った訓練を行いました。快晴
の中、目標物に向けて水を噴射！！普段触ることのない消火器なので、緊張
しながらの訓練でした。
そして避難袋を使用した訓練を行いました。今回は、たくさんの職員に避
難袋を使って脱出をしてもらいました。この避難袋を使った訓練の際、当院職員親睦会からサプラ
イズな出来事が･･･！！９月末で退職となる大村医師が避難袋から降りてきた時を狙って･･･花束贈
呈！大村医師の驚いた表情がとても印象的でした。サプライズ大成功です！
今回の消防訓練で50人を越える職員が参加して訓練を行う事ができ
ました。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。

大村先生、
お疲れ様でした！
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とき
平成２５年11月17日（日）9：30～12：30（開場9：00）
ところ
倉敷市玉島市民交流センター 玉島湊（みなと）ホール
●一部
＜演者＞

9：30～11：30

渡辺哲夫

光岡直志

渡辺伸一郎

太田英孝

高村和人

佐藤直嗣

●休憩

11：30～11：45

●二部

記念コンサート

＜ゲスト

30

医療講演

他

11：45～12：30

金光混声合唱団＞
当日は、イベントが重なり、駐
車場の混雑が予想されます。予

※入場には「事前申し込み」
が必要です。病院まで問い合
わせ下さい。

めご了承くださいませ。

■お問い合わせ
渡辺胃腸科外科病院・事務部
〒713-8101 岡山県倉敷市玉島上成539-5
TEL : 086-525-2552
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ス タ ッ
部署紹介 コーナー

ル ー ム

～安心・安全な検査で治療をサポートします～
今回は診療部よりバトンを受け取り、放射線部の紹介をさせて頂きます。
放射線部は診療放射線技師男女１名ずつの2名、院内最小の部署です。待合室の裏側にレント
ゲン受付、撮影室があります。撮影室は４部屋、５つの装置を扱い撮影を行っています。その４
つの部屋でどのような撮影を行っているのか説明していきましょう。
１番の部屋では一般撮影、いわゆるレントゲン撮影ですが、胸部・腹部・骨等の撮影を行って
います。胸部レントゲン撮影は肺や心臓の状態、腹部レントゲン撮影はお腹のガスや便の状態な
どが撮影によりわかります。
２番の部屋ではＣＴ撮影を行っています。放射線部の主力装置です。大
きな機械の穴の中に入っていただき撮影を行います。体を輪切りにしたよ
うな画像が撮れます。胸部・腹部・頭部の撮影を主に行っています。肺・
心臓・肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・脳等あらゆる臓器の形態や病変を
調べることができます。ＴＶの健康番組等で注目されることもありますが、
皮下脂肪や内臓脂肪もわかります。
３番の部屋では透視撮影を行っています。主に食道・胃・小腸・大腸のバリウムを使った撮影
を行っています。口からの飲用またはおしりから薬剤（バリウム）を入れ、その上ご自身で動い
ていただきながら撮影を行うため、最も患者さまの協力が必要な撮影かもしれません。市の胃が
ん検診はこの部屋で撮影しています。また、胆嚢・胆道系の検査では内視鏡を使用し撮影をする
方法もあり、その検査はこの部屋で行います。
４番の部屋には２台の撮影装置があります。１つは骨塩定量測定装置、
いわゆる骨密度を測る装置です。利き腕とは逆の腕を撮影し、骨の状態を
調べます。そしてもう１つはマンモグラフィ装置です。男性にはあまり縁
がないと思いますが、乳房専用の撮影装置です。乳房の病変の有無を調べ
るための撮影装置です。乳房をひっぱり機械に挟み込んでの撮影となるた
め、恥ずかしさと痛さで敬遠されがちな撮影です。しかし乳がんが増えている中、有用な撮影で
す。４０歳以上の女性には是非撮影をお勧めします。市の乳がん検診では４０歳以上の女性は医
師による視触診後、異常がない場合にマンモグラフィ撮影が可能です。マンモグラフィ撮影は主
に女性技師が行うようにしています。レントゲン受付付近に、マンモグラフィ、乳がんについての
説明パネルを作成し掲示しています。待ち時間にちょっと足を運んで参考にしていただけると幸いです。
放射線部では、診断に有用な画像を提供できるように医師と連携をとり撮影を行っています。
また患者さまの不安を出来るだけ取り除き、安心して検査を受けていただけるように心掛けてい
ます。撮影時間はレントゲン撮影では数秒、患者さまと接する時間は３分ほどの場合もあります。
撮影が無ければお会いできる患者さまも少ないかもしれません。一期一会を大切に
し、温かみのある対応を心掛けてい
ます。撮影に対する質問、不安などあ
りましたら遠慮なくお声かけ下さい。

笑顔でハイタッチ！！
次号のスタッフルームは『薬剤部』です。
お楽しみに～ ！！
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おか

だ

ゆ

み

ふるみち

外来看護部／岡田 祐美
７月より外来で勤務しております。
以前 は保 健師、 がん相談 員、治験
コー ディ ネータ ーとして 働いてい
ました。私は15歳の時からある病
気の ため 、杖を 必要とす るときが
あり 、外 来勤務 の際、杖 をつき勤
務を して いるこ ともある かと思い
ます 。渡 辺胃腸 科外科病 院は患者
さま へ思 いやり のある医 療を提供
するだけではなく、職員にも優しい病院で、皆さま
の温かさを感じながら仕事をしています。
患者さまとそのご家族が納得の出来る人生を送れ
るような看護を行っていきたいと考えております。
どうぞよろしくお願いします。

わた

み

ま

り

まだまだ緊張はしますが、常に笑顔で患者さまに
接することを心がけています。早く在宅医療部の一
員として働けるよう頑張りたいと思います。

ば

き

よう

こ

検査部／射場 今日子

９ 月１ 日から 病棟 看護師とし て
勤務 して おりま す。 以前は婦人 科
で働 いて いたた め、 男性の患者 さ
まと接し、最初は緊張しましたが、
患者 さま の笑顔 でそ の緊張もほ ぐ
れま した 。次は 私が 患者さまに 笑
顔に なっ てもら うよ うな看護が 提
供出来るようにしたいです。

はじめまして。７月１日に入職
しました射場と申します。縁あっ
て、渡辺胃腸科外科病院で検査技
師の仕事ができますことを、そし
て、あたたかい玉島の地とつなが
りができましたことを大変うれし
く思っています。気分はピカピカ
の一年生です。

いろいろとご迷惑をおかけすると思いますが、精一
杯頑張りますので、これからよろしくお願いします。

よう

な

6月から在宅医療部で勤務して
おります。以前は、大阪の病院に
勤めていましたが、NICU病棟で1
年間しか働いていないため、看護
師経験もほとんどなく、岡山での
土地勘もないため不安でした。し
かし、病棟や外来で研修させてい
ただき少し自信が持てるようにな
りました。

い

病棟看護部／渡見 万里

たていし

み

在宅医療部／古道 美奈

皆さまに安心して任せていただけるように、また、
何を聞かれてもお答えできるように毎日がんばって
います。趣味は散歩、読書、音楽です。
どうぞよろしくお願いいたします。

こ

検査部／立石 陽子
6月21日より検査部で検査助手
とし て勤 務して いる立 石陽子と申
します。
毎 朝通 勤時に 通る高 梁川の美し
さが 大好 きで、 更衣室 で白衣に手
を通 すと 気持ち が引締 まります。
患者 さま に廊下 や採尿 室の窓越し
から、「ありがとう」や「お世話に
なります」と声を掛けていただいた時など嬉しく、
とても励みになっています。
検査部の方々や皆さまにたくさんのことを教えて
いただきながら一日でも早くお役に立てられるよう
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。
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今年の夏休みに、我が家でキャンプに出かけました。
キャンプは去年に引き続き２回目。去年はテントを張ったのですが、長女がテントではほとんど眠れず「もう
嫌！」とのことで今年はコテージに宿泊となりました。
とってもキレイな川で遊び、流されて3人娘は大喜びでした。夜はみんなで
炭をおこしバーベキュー。お腹いっぱいになるまで食べてあっという間に眠り
についてしまいました。
家族みんなで過ごし、いろいろな体験をして楽しかった2日間でした。
病棟看護部

K・K

今年の夏、家の畑にプチトマトが沢山なりました。あまりにも沢山なりすぎて食べきれず
「もったいないなあ･･･」と思っていたところ、以前食べたトマトゼリーがおいしかったこと
を思い出し、作ってみようと思いました。プチトマトをジュースにしてハチミツを加え味見
をしたところおいしくて！子供が「飲みたい。」と言ったのでそのままジュースで飲むように
なりました。
プチトマトのリコピン＋ハチミツで今年の夏は元気に過ごせました。来年も夏になったらまた作ろうと思い
ます。
薬剤部

K・M

おめでたいニュースです。２０２０年東京オリンピック決定！
暗く悲しい出来事の多かった日本に明るいニュースですね。決定のニュースをＴＶ
で見ながら、１８歳になる息子が『２０２０年、７年後の俺はなにしてるかなぁ･･･』
としみじみとポツリ。彼はまだ夢に向かって勉強中です。最近シワの気になるお年頃の母
は、『仕事にも少し慣れてバリバリ働いている頃かな。オリンピック生でも見られるかもよ。東京なら行ける
し、一緒に行く？』と、冗談のつもりで聞いてみました。期待しながらドキドキしてる間もなく『それはない！
俺は仕事が休めないだろうし無理。もし行くとしても、それはない！』なんと寂しいお言葉でしょう。子供の
成長を喜ぶべきですね。
何はともあれ、２０２０年が楽しみです。世界中のアスリート達が夢に向かって、頑張る姿が見られること
でしょう。ガンバレ日本！ガンバレ若者達！
栄養管理部
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Ｔ・Ｋ

（平成25年10月1日現在）
診察室

午

午

前

月

火

水

木

金

土

１

診

渡辺

哲夫

渡辺

哲夫

佐藤

直嗣

光岡

直志

高村

和人

担当医

２

診

光岡

直志

光岡

直志

太田

英孝

佐藤

直嗣

太田

英孝

担当医

３

診

渡辺伸一郎

渡辺伸一郎

渡辺

哲夫

高村

和人

渡辺

哲夫

４

診

田淵

陽子

佐藤

直嗣

高村

和人

田淵

陽子

佐藤

直嗣

５

診

１

診

佐藤

直嗣

太田

英孝

高村

和人

佐藤

直嗣

田淵

陽子

２

診

田淵

陽子

渡辺

哲夫

光岡

直志

光岡

直志

高村

和人

３

診

渡辺

哲夫

渡辺

哲夫

５

診

太田

（漢 方 専 門 ）

後

山下

診

渡辺伸一郎

哲正

中島

（14:00～18:00）

（第1・3・5）

（月1回）

宗徳

（第3以外）

休

一毅

（14:00～17:00）

小池

５

英孝

(第１以外）

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。

今年も残すところあと3ヶ月になりました。月日が流れる速さに驚かされながら10月を迎えた今日この頃
です。今年最後のふれあい新聞は、いかがでしたでしょうか？何か変わったところに気付いた方はいたでしょ
うか？先月号よりふれあい新聞の表紙を飾る写真は、専属カメラマンに撮影していただくことになりました。
専属カメラマンは、和杜という写真家の名前を持つ当院の医師です（今月号を読んだ方はすぐ答えに気付くと
思いますが・・・）。
当院の受付・内視鏡センター・待合ホールなど、至る所に写真を飾っております。とてもきれいで心が癒さ
れる写真でいっぱいです。ぜひ、来院された皆さまも病院各所に設置している和杜の写真をご覧下さい。一瞬
立ち止まってしまう程の美しさですよ。最後に一言、編集後記の書き手も変わりました（気付いた方は・・・）。
それではまた次号でお会いしましょう～。
（広報委員会）
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