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謹賀新年

「サンライズ－所沢－」

夜明けは時々ドラマチックな輝きを見せる。この光に勇気を得ることが多い。
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質の高い医療をめざします

お手持ちの携帯電話でも当院の診療情報の一部がご覧いただけます。
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院 長 新 年 挨 拶
西埼玉中央病院

院長

池内健二

新年あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話
になりありがとうございます。昨年は大変喜ばしい出来事が
ありました。それは新病棟の完成と附属看護学校の新校舎の
完成です。それまで多くあった環境へのお叱りが少なくなり
ました。汚い，不衛生などのご意見が減りました。しかしな
がら無くなったわけではありません。減っただけです。病院
として治療環境の整備清掃はとても重要なことです。少しで
も過ごしやすい環境の中での治療を提供する必要がありま
す。この点は職員全員で取り組む問題だと思っています。そ
れでも新しい病棟はやはりありがたいです。奇麗なところで
最適な医療を目指す気持ちも新たになります。私自身は外科
医であり新しい手術室で働けることは大変うれしく思ってい
ます。周産期センターも新しくなり県内でも最も充実した施
設の一つであると思います。NICU（新生児集中治療室）の
ベッドを6床から9床へ増やしました。わずか３床と思われ
ますが、地域の周産期医療に貢献できることをうれしく思い
ます。きっと以前と比べて多くの赤ちゃんの助けになること
と思います。周産期医療を含めて全職員が新しい病棟で働け
ることに喜びを感じ、それぞれのモチベーションが上がりさ
らによい医療の提供につながることを期待しています。今後
とも地域連携を強め、西埼玉中央病院が地域医療に貢献でき
るよう、職員一同頑張ってまいります。
もう一つの喜びは、附属看護学校において、プレハブのよ
うな校舎から一変いたしました。新校舎が完成しました。学

生さんも皆喜んでいます。卒業
生の多くは西埼玉中央病院へ就
職しますが、よりよい教育をす
ることで立派な看護師が育ち医
療レベルが向上するものと確信
しています。思いがけない効果もありました。それは看護学
校への受験者が増えたことです。まだ指定校からの推薦と社
会人からの応募数しかわかりませんが、確実に増えました。
一般入試の受験者数はこれから入試が行われるのでまだわか
りませんがきっと増えるものと思います。受験者が増えるこ
とはより優れた学生が入学するということです。そして適切
な教育を行えば、それだけよい看護師が育つことにつながり
ます。大変ありがたいことと感謝しています。工事に関して
は今も続いていて皆様には大変ご不便をおかけして申し訳あ
りません。
私事ですが昨年院長に就任して初めての新年を迎えます。
昨年は新病棟完成、新校舎完成など行事が多く戸惑いの中で
過ごしてまいりました。新年を迎えるにあたり身が引き締ま
る思いです。まだまだいたらない院長かもしれませんが職員
一同一丸となってよりよい病院、地域医療に貢献できる病院
を目指してまいります。今年もどうぞご指導のほどお願い申
し上げます。最後に皆様にとりまして実り多き年になります
ようこころからお祈りいたします。

新 任 医 師 挨 拶
平成22年11月より西埼玉中央病院消化器科に勤務させて頂くことになりました石田仁也です。私は平成
16年に熊本大学医学部を卒業後、東京慈恵会医科大学での初期研修、後期研修を経て、同大学消化器・肝臓
内科に入局しました。大学では非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)
の病態、メタボリックシンドローム、睡眠時無呼吸症候群(SAS)との関連性について臨床研究を中心に行って
きました。当院では、専門領域である肝疾患の治療を中心に、一般内科医として幅広く日々の診療に携わって
いきたいと考えています。精一杯頑張っていきたいと思っていますので、どうぞ宜しくお願い致します。
消化器科 石田

外

科 三好

仁也

勲

平成23年1月1日から、西埼玉中央病院に勤務となりました三好勲と申します。昭和60年3月に東京慈恵会医
科大学を卒業後、慈恵医大病院外科にて研修、慈恵医大第三病院外科学講座に入局しました。講座では胸部外科
（呼吸器・食道外科）を専門に学びました。その後外科学講座の統合を経て、神奈川県立厚木病院、東急電鉄
（株）東急病院、町田市民病院、熊谷外科病院に赴任し、一般外科・消化器外科・呼吸器外科の臨床畑を歩ん
でまいりました。埼玉北部の熊谷での診療にて、地域の中核病院の重要性を痛感致しましたので、西埼玉中央病
院においては、地域の病院や開業医の先生方との連携を密に行い、診療にあたりたいと思っております。また、
院長の池内先生は外科学講座の先輩であり、副院長の小野寺先生は大学の同級生ですので、心強いかぎりですし、
両先生を盛り立てて行けるよう努力してゆく所存です。新しい職場で皆さんにご迷惑をおかけする事もあるかと思
いますが、一生懸命頑張りますので宜しくお願い致します。
平成23年1月1日より、西埼玉中央病院整形外科に勤務させていただきます木島永二と申します。私は慈恵
医大附属柏病院で研修を修了後、慈恵医大附属病院、富士市立中央病院で診療に従事しておりました。富士市
立中央病院では、様々な外傷の患者様の手術加療を中心に診療してまいりました。西埼玉中央病院は地域の中
核病院としての役割を担っておりますので、私も地域の皆さまのお役に立てるよう微力ながら懸命に頑張って
いきたいと思っております。新しい職場に期待とやりがいを持って診療させていただく所存です。どうぞ今後
とも宜しくお願い申し上げます。

整形外科 木島
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婦人科がん治療への取り組み
産婦人科医長 工藤
はじめに
婦人科がんとは、子宮、卵巣などに生じる女性特有のがん
のことで、子宮の出口にできる「子宮頸がん（図１）
」
、赤ちゃ
んが育つ部屋の壁にできる「子宮体がん（図２）
」
、および「卵
巣がん（図３）
」に分けられ、日本ではそれぞれ16000人、
8000人、8000人のあたらしい患者さんが毎年見つかって
います。

図１ 子宮頸がん

図２ 子宮体がん

図３ 卵巣がん

筆者は２年前に婦人科がんの専門医として着任しました。
同僚４名とともに、積極的に婦人科がん診療に取り組んでい
ます。
１）婦人科がんの症状
婦人科がんの中で増加しているのは、子宮体がん、卵巣
がん、および若い女性の子宮頸がんです。これらのがんは、
次のような症状でみつかることが多いようです（表１）。
表１

婦人科がんとその症状

子宮頸がん

子宮がん検診の結果、精密検査を勧められた、または、
性交後などに出血する

子宮体がん 以前に閉経したのに、また出血した
卵巣がん

中年期におなかだけが急に太った、または、子宮内膜
症性（チョコレート）のう胞がある

このような症状をきっかけに多くの患者さんが来院され、
当科で治療を受けられました。また、県内、都内の医院か
らの紹介患者さんも多く、その場合、当科での検査、治療
経過を記した詳細な返信をできるだけ早くお送りし、以後も
スムーズな連携がとれるよう、心がけています。 どうぞ、こ
のような症状があるとき、何かおかしいな、気になるな、と
いうときは、いつでも当科、または最寄りの医院へご相談く
ださい。
２）定期検診が大切な子宮頸がん、早期発見がむずかしい
卵巣がん
子宮頸がん（図１）は、検診で早期発見すれば多くが完治
しますが、現状では日本人女性の5人に１人しか検診を受け
ておらず、進んでから見つかる例が増えています。いま話題
の子宮頸がんワクチンも100%の予防効果はありませんの
で、若いうちから毎年検診を受けることが大切です。これに
対して、子宮体がん
（図２）
の定期的な検診は、特別な場合
（乳
がんの再発予防薬を長期内服しているなど）を除き、推奨
されません。出血などの症状が出てからでも、8割の患者さ
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んが早期に発見されます。卵巣がん（図３）を早期発見する
方法は、多くの研究にもかかわらず、まだ見つかっていませ
ん。卵巣がんのおよそ6割は、1〜2カ月で急速に進んでし
まうタイプのものだからです。 ただし、3割ほどの卵巣がん
は、子宮内膜症性（チョコレート）のう胞、という、卵巣に
できる良性の病気から徐々に生じることがわかったため、予
防や早期発見できる例が増えました。この病気が見つかった
ら、かかりつけ医とよく相談することが大切です。
３）婦人科がんの「標準治療」とは
世界中の治療成績を分析した結果から、この病気には、
この治療をしっかりと行うことが望ましい、とされる最良の
目標を、
「標準治療」と言います。よく誤解されますが、最
小限の治療、という意味ではありません。婦人科がん患者さ
んにしっかりとした「標準治療」を提供することが、婦人科
がん専門医の使命です。具体的な治療法の内容は、治療ガ
イドラインとして、インターネット（
「JSGO」で検索、ピン
ク色のページにつながります）にも公表されています。私た
ち専門医は、このガイドラインを熟知し、その根拠をはば広
く理解しています。その内容を、患者さんやそのご家族と共
有することが、治療の第一歩となりますので、時間をかけて
詳しく説明します。
４）医者の説明はむずかしい？
医学の勉強を始める前の自分には、きっと分からなかった
だろうな、という言葉は、たとえば、
「病理検査」とは、
「手
術で取り出して、顕微鏡専門の先生に調べてもらうこと」
、
と、長くはなりますが、一般のことばに置き換えながら、ゆっ
くりと時間をかけて説明します。外来では十分な時間を確保
していますので、わからないことは、なんでもお聞きくださ
い。ご主人や息子さんも、どうぞ同席してください。男性に
とって婦人科はなじみの薄い場所ですが、遠慮はいりません。
ご家族にご理解いただくことは、がん患者さんにとって大き
な支えとなります。患者さん、ご家族、主治医のすべてが同
じ認識に立つことで、良い治療が始められます。
５）婦人科がん治療の３本柱
手術、抗がん剤、放射線治療の３つが、婦人科がん治療
の3本柱です（表２）
。
表２

婦人科がんと主な治療法
手術

抗がん剤

放射線

子宮頸がん

◎

○

◎

子宮体がん

◎

◎

○

卵巣がん

◎

◎

（◎：良く行われる、○：補助的に、あるいは、時に行われる）

多くの場合、手術が先行しますが、これらの治療を単独
で、あるいは順番に行い、根治をめざします。根治とは、が
んを治しきり、再発させないことです。子宮頸がんで４人の
うち３人、子宮体がんは６人のうち５人、卵巣がんでは２人
に１人が、治療により根治します。がんと診断された患者さ
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んは不安な毎日を過ごされますので、できるだけ早く治療を
開始できるよう日程を調整し、検査を急ぎます。幸い、当院
の各検査部門（病理検査、CT/MRIなどの画像診断、採血、
心電図、超音波など）は、大変正確かつ迅速に分析結果を
返してくれます。また、検査で余病がみつかれば、直ちに各
診療科の専門医に診察していただきます。この2年の勤務経
験から、西埼玉中央病院はスタッフがみな大変協力的で、連
携しやすい、患者さん本位のとても良い病院であると、自信
をもって申し上げることができます。むずかしい病気を治す
のは、病院の総合力であることを実感し、主治医としても常
に感謝しています。
６）婦人科がんの手術
手術、と一口にいっても、１０分で終了するものから、５
～６時間を要するものまで、がんの種類と広がりで大きく異
なります。ちょうど良い手術（やりすぎない、無意味に省略
しない）を安全に行うことが、私たちに婦人科がん専門医に
求められています。最近当科で行った婦人科がん手術の一覧
とのべ件数をお示しします（表３）
。
表３

婦人科がんの手術

手術名
子宮頸がん 子宮体がん
円錐切除
◎
子宮全摘（単純・拡大）
◎
◎
*子宮全摘（広汎）
◎
○
リンパ郭清（骨盤）
◎
◎
○
◎
*リンパ郭清（傍大動脈）
卵巣卵管切除
○
◎

卵巣がん
◎
◎
◎
◎

実施数
28
54
12
35
14
67

（◎：良く行われる、○：補助的に、あるいは、時に行われる）

なかでも、＊印をつけた手術は、産婦人科手術のなかで
最も高度な技術と長い時間を必要とする手術です。広汎子
宮全摘術とは、広がりのある子宮頸がんを取りきるため、子
宮を支える周辺の組織を含めて、広い範囲で摘出する手術
で、周囲の臓器を傷つけず、かつ、できるだけ排尿にかかわ
る神経を温存すように、細心の注意が必要です。傍大動脈
リンパ節郭清とは、骨盤を超えてリンパ節転移が起こりやす

医

療

連

い卵巣がんや子宮体がんで、みぞおちの奥ぐらいまでの範
囲のリンパ節をすべて取り去る手術で、これには腸を根元か
らよける必要があります。それぞれ、患者さんの負担も大き
いのですが、根治のためには、この手術が必要なかたも多
くいらっしゃいます。可能な限り合併症を避け、確実に、安
全に手術を完遂することを、常に心がけています。
７）産婦人科医療の、いま
本誌7月号の新生児科中村周産期医療センター長の記事
にもありました通り、当院では驚くほど多くの分娩を扱って
います。私を含め、5名の医師が交代で病院に泊まります。
私は婦人科がんの専門医ではありますが、これまで多くの分
娩にも従事してきたので当直中はお産も担当し、母児の病
状が急激に悪化する産科救急の現場では緊急帝王切開を執
刀します。もちろん当直の夜が明ければ、そのまま次の日の
勤務がはじまります。産婦人科医が5名いる当科では、同僚
の理解を得て大きな手術の前日は当直から外れることがで
きます。このような配慮を得られる当院は、私にとっても、
また、婦人科がん患者さんにとっても、恵まれた病院と言え
ます。というのも、産科医療崩壊が問題となっている昨今、
地方では産婦人科医がたった1～2名で勤務する病院も多く、
徹夜明けの手術も常態化しているからです。ちなみに、私は、
大きな手術を終えた夜に、そのまま当直に入ることにしてい
ます。そのほうが、私にとっても、患者さんにとっても、安
心につながると思うからです。
おわりに
婦人科がんの診断と治療について、私たちの取り組みを述
べました。筆者は、前任地宮城県立がんセンターで、田勢亨
婦人科部長の下、多数の高度な手術を担当しました。母校
である防衛医大では、当時の産婦人科教授菊池義公先生
（現
菊池がんクリニック院長）に師事し、治療上の大きな問題点
である、抗がん剤が効かなくなる現象（耐性、と言います）
を専門に研究してきました。次の機会には、抗がん剤治療の
ことを、述べたいと思っています。
工藤一弥

携

医療連携係長

交

換

水曜初診、セカンドオピニオン担当

会

浜岡 幸加子

11月４日に近隣医療機関の医師、看護師、コメディ

療機関とのよりよい医療連携を発展していくための情報

カルの方々等33名のご出席を頂き、医療連携交換会を

や意見交換の場を今後とも作っていきたいと考えます。

開催いたしました。
内科医師による「糖尿病治療における病院と診療所と
のよりよい連携のために」、感染症看護専門看護師によ
る「湿潤環境における感染対策」という２テーマの講演
をさせていただきました。講演後は当院職員とご出席い
ただいた方々との懇親会を催し、日頃の病診連携につい
ての意見交換や各医療機関の現況についての情報交換な
ど行ないました。
地域医療の発展に貢献し得る講演会の開催や地域の医
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放射線科Q＆A

マンモグラフィって痛いの！？
診療放射線技師

阿部

優

Ｑ：マンモグラフィって痛いの！？
Ａ：痛い人もいます。

マンモグラフィは乳房Ｘ線撮影装置に乳房を出来る限りはさんだ状態

で撮影するため、女性にとって痛い検査の一つかもしれません。
では、痛いマンモグラフィの検査を受ける意味はあるのでしょうか？
以前は、医師による触診のみで検査できました。痛くないのなら触診の
みが良いと思いませんか？
昨今、乳癌の発生率は増加傾向にあります。この背景には生活習慣の
欧米化による高脂肪食の過剰摂取、ホルモンバランス、遺伝などがあげ
られます。
自覚症状としては、乳房のしこり、乳房皮膚の没落、乳頭から粘液や
血液が出る、脇の下のリンパ節のしこり等があります。又、進行すると、
乳癌が皮膚表面に出てきて、潰瘍になったり、肋骨に浸潤して痛みを感
じるようになります。また、男性にも発生する事もあります。
このように増加傾向にある乳癌をいかに早くみつけて治療するかが重
要です。
マンモグラフィ検査では、触ってもわからないような早期の乳癌や、
しこりを作らない非常に小さな乳癌を、乳房をはさんで薄くする事で見
つけることができます。またしこりが悪い物か大丈夫な物かをカテゴリー
分類する事で、より正確な診断を可能としています。
当院では、2010年に最新の乳房X線撮影装置を導入し、マンモグラ
フィの認定を持つ医師と診療放射線技師が常時在籍しています。
乳腺に不安がある方はまず外科外来へ受診してみてください。

しこり

2010 年に導入した当院の乳房Ｘ線装置
SIEMENS 社製
MAMMOMAT 1000

正常例

にしさいたまちゅうおう

疾患例
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クリスマスコンサートを終えて
埼玉県立所沢西高等学校

吹奏楽部長 大澤

利奈

こんにちは！所沢西高校吹奏楽部

私たちは多くの吹奏楽コンクールなどの音楽の腕を競い合

で す。 私 た ち1年 生35人、2年 生

う大会に出席してきましたが、この演奏会を通して、ただ上

20人の計55人で「常に本気」をモッ

手に演奏するだけでなく、音楽を通して何かを伝えようとす

ト ー に 毎 日 練 習 に 励 ん で い ま す。

る気持ちがとても大切であるのだと感じました。これからた

55人という大人数ですが、部員全

くさん演奏を発表する場があるのでこの気持ちを忘れずに、

員の仲がよく、部活を楽しみながら

聴いてくれている方々に感動を与えることができるような演

頑張っています。

奏ができるようになりたいと思います。またそのような演奏

先日はお招きいただき本当にありがとうございました。私
たちの演奏は楽しんでいただけましたでしょうか？まだまだ

ができるように部員一同、精一杯努力してこれからの練習に
励んでいきたいと思います。

未熟な演奏でしたが、楽しんでいただけたのならばとても嬉

これからもたくさんの行事に向けて、いい演奏ができるよ

しく思います。私たちはこの西埼玉中央病院で演奏させてい

うに努力しながら、私たちも毎日を楽しんで過ごしていきた

ただいて大切なものを得ることができました。それは「音楽

いと思います。まだまだ未熟な私たちですが、これからも応

でなにかを伝えようと演奏すれば、きっと伝わる」というこ

援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。

とです。私たちの演奏でも、一生懸命やれば聴いている方々
に感動を与えることができるのだということを、この演奏会
で強く感じることができました。なかでも私たちの心に響い
たのは、「こどものうた」をみなさんが一緒に歌ってくれた
こと、またそのときに涙を浮かべながら聴いてもらえたこと
です。そのとき私たちも本当に感動して思わず涙が出そうに
なりました。またこれを機に「聴いてもらった方々に感動し
てもらえるような演奏をしていきたい」と改めて思うことが
できました。また最後に演奏した「蘇州夜曲」でもたくさんの
方が歌いながら聴いてくれたことが本当に嬉しく思いました。

くすりになるおはなし
（5）
薬剤師

瀬川

誠

点眼薬（めぐすり）の使い方
１．手を石けんでよく洗ってください。
２．下まぶたを軽く引き、１～２滴を確実に点眼します。この時、容器の先がま
ぶたやまつげに触れないように注意しましょう。
３．点眼後は静かにまぶたを閉じて、まばたきしないで、１分ほど目をつぶって
ください。点眼後に軽く目頭を押さえるのも効果的です。
４．あふれた点眼薬は清潔なガーゼやティッシュでふき取ってください。
※懸濁型の点眼薬はよく振ってから使用してください。
※用時溶解型の点眼薬は溶解時に振って溶かしてから使用してください。
※２種類以上の点眼薬を使用する場合は、後の点眼薬は５分程度間をあけてから使
用しましょう。
※容器に記載されている使用期限は、開封前の期限です。開封後の使用期限は医療
用点眼薬で１ヶ月を目安にしましょう。
※光に弱い点眼薬は付属の袋に入れて保管しましょう。
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２本目は

５分以上あけて！！
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戴 帽 式 を 終 え て
看護学校

第 37 回生 上村

知世

族。「わからないことはわかるまで教えますよ。」とおっ
しゃって下さる先生方。そして、4月に出会い、これか
らもずっと一緒に乗り越えていく同期の仲間。また、学
校の先輩方や、病院の先生方や看護師の皆さんにも支え
られていると感じています。このように私たちを支えて
下さる方々の前で、ナースキャップを頂き、フローレン
ス・ナイチンゲールのロウソクの火を受け継ぎました。
すると、それと同時にナイチンゲールが持っていた看護
に対しての思いや、看護職者として、たくさんの力を注
いできた人の思いを、受け継ぐことができたように感じ
私たち37回生は、たくさんの方々の支えによって、

ます。

10月27日に戴帽式を終えることができました。戴帽式

半年の学生生活が過ぎ、座学の勉強と同時に、患者さ

といえば、私にとって昔から憧れの式典でした。ロウソ

んへの援助方法も学んでいます。援助の方法としての決

クに火を灯し、看護師になることへの決意をするものだ

まり事もたくさんありますが、援助を練習していく中で

からだと思います。

も、患者さんの気持ちや、患者さんがどう感じるかとい

入学してから半年以上が経ち、この半年を振り返る

うことを考えながら、練習をしていきたいと思います。

と、本当にたくさんの出来事がありました。入学試験に

日々の生活の中で、試験がとても多く、大変なこともた

合格し、緊張しながらも、「これから本当に、看護学生

くさんあります。しかし、私たちはそれを乗り越えなが

の一人としてやっていくのだ」と、期待で満ち溢れてい

ら、今まさに夢の看護師へと、一歩ずつ近づいています。

ました。看護の道が厳しいものだと覚悟しながらも、授

戴帽式で、「乗り越えられない試練は与えられない。」

業が進むにつれて、本当に自分にできるのか、不安にな

とおっしゃって頂きました。自分自身で決めた道とはい

ることがたくさんありました。
「勉強しなければ…。」と

え、時には「やっぱり自分には厳しかったのか」、「本当

心の中ではわかっているのに、身体がなかなかついてこ

にやっていけるのか」と不安になることもあります。し

なかったりすることもありました。しかし、戴帽式を終

かし、これからの厳しい道も、戴帽式で改めて確かなも

え、たくさんの方々に支えられて、ここまで来ることが

のになった思いや、初心を忘れずに、これまでの半年間

できたのだ、と改めて感じることができました。疲れて

の様に、同期で支え合って努力をして、乗り越えていき

家に帰った時にも、さりげなく気を遣ってくれていた家

たいと思います。

にしさいたまちゅうおう
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斉藤室長の健康ワンポイント講座 Part7
＜手のひらサイズの食べ方＞
西埼玉中央病院ニュースをご覧のみな
さん、あけましておめでとうございます。
栄養管理室長の斉藤です。本年もみなさ
まに健康情報をお届したいと思います。
どうぞ、よろしくお願いします。
前号の減塩料理が好評だったようなの
で、今回は「手のひらサイズの食べ方」
についてご紹介したいと思います。
栄養指導は「何をどのくらい食べたらいいか？」カロリー
計算をさせられるという難しいイメージがついてまわりま
す。しかし、実際お越しになる方は、ご高齢だったり、忙し
い生活をされていて、それこそ「計算できるくらいなら、とっ
くにやれている」というお言葉がピッタリの方々です。
私たち管理栄養士が栄養指導で行っている点を順番にして
みると、
①病気と食事療法の重要性を知る
②食品の分類を知る
③食べる分量を知る
④自分の食事目標を定める
⑤目標に向け、実際にやってみる
⑥結果を評価し、次の目標を立てる
④～⑥を繰り返し、簡単料理や外食選びなど具体的方法で
患者・ご家族様ごとに合わせ、個別性の高い栄養支援を行っ
ています。
前述でお話しした「手のひらサイズの食べ方」指導は、初
めて或いは久しぶりに相談にお見えになる方に「②食品の分
類」と「③食べる分量」を知って頂きやすい方法です。
３大栄養素「主食（炭水化物）
」
「主菜（たんぱく質）
」
「副

菜（ビタミン）
」の理解が食事療法の基本ですが、これを理
解して頂くことが難しいのです。基本が理解できずに血糖値
が下がるお茶やウコン・黒酢など健康食品や民間療法に頼る
ことは、本末転倒です。栄養分類は言葉を聞いただけで敬遠
されるので、これを衣類にたとえ「肌着の役割」とご説明し
ています。患者さんにはよく「パンツをはかずして外出しな
いはず」とユーモアを交えお話しします。この理論を実践的
に示すため、患者さんの手のひらへ実物大の食品模型をの
せ、自身の食べるべき分量を体感して頂きます。手のひら学
習は、買い物選びや外食時にも道具なしで概ね確認できるの
で、食事量イメージを最初に確立して頂く導入期に適してい
ると思っています。
このように、当院では和やか且つわかりやすい栄養指導を
心がけており「薬をはじめる前にまずは食事から」をモットー
に力を注いでいます。現在、当院に受診されていなくても、
他の医療機関からのご紹介で栄養指導のみお引き受けする事
も今年は積極的に行う所存です。（詳しくは…医療連携室直
通☎０４－２９４８－２１１８へお問い合わせ下さい）

ところバス右回り７分
（同上）
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