
まだまだ寒い日が続いており、特に朝は一段と冷えを感じます。私は自動車通勤で1時間ほどかかるため、

到着する頃には車内は暖房でポカポカになります。そのため、それほど着込んでおらず、車を降りてから室内に

入るまで、歯がガチガチ震えるほど寒くてしょうがありません。早く歩いたり走ったりと、とにかく身体を動かして

寒さをしのいでいます。急な寒さは身体によくないと分かっていつつも、毎朝この調子です。これからは身体の

ために防寒を怠らず、ちょっとした距離でも暖かく快適に過ごせるようにしていきたいと思います。
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すべては患者さんのために

虫垂炎について
外科医長　板橋英教

今回は一般的には盲腸といわれていますが、虫垂炎に
ついてお話しさせて頂きます。
虫垂とは右下腹部にある盲腸から出ている細長い

器官で、その部分に炎症が起きる病気です。1,000人に
1～1.5人の割合で発生頻度が報告されています。
虫垂炎の発症のピークは10～20代ですが、小児や
高齢者も含めてどの年齢層でもみられます。
虫垂炎の原因はまだ完全にはわかっていませんが、

糞便（糞石）や異物、稀には腫瘍などで虫垂の入り口が
塞がること、狭くなることがきっかけになると考え
られています。これにより、虫垂の内圧が上昇して
血行が悪くなりそこに細菌が進入して感染を起こす
ことで急性の炎症が起こると考えられています。
典型的な症状としては、上腹部が突然痛み出し、
次に発熱、吐き気や嘔吐、食欲不振が起こります。
その後右下腹部に痛みが移ってきます。しかし、
こうした症状は虫垂炎に特有というわけではなく、
その他の病気（尿路結石、急性腸炎、大腸憩室炎、
骨盤内での炎症）などでもみられます。この為、診断に
際しては、これらの他の病気も視野に入れながら、
おなかの所見（触診）や採血、腹部のX線撮影、CT検査や
超音波検査などの結果を総合的に診断します。
また、おなかの所見が非典型的または不確かな
場合、特に訴えのあいまいな子どもや、症状・発熱、

白血球増多などの現れにくい高齢者では腹部超音波
検査やCT検査等の画像検査により虫垂の形態的な
変化を確認して診断します。これにより、虫垂内部の
糞石や、虫垂の周りのうみ（膿瘍）や腹水、腸管の麻痺像
も確認できます。
治療法としては、炎症が軽い場合は抗生物質に
よる点滴の治療で改善する場合もありますが、
10～20%で再発するとされています。
中等度から高度の炎症の際は、手術が必要です。
現在、当院では腹腔鏡を用いた手術を行っています。
腹腔鏡による手術は、おなかに小さな穴をあけ、
お腹の中をカメラで見ながら虫垂を切除する手術
です。傷が極めて小さく、入院期間も3～4日程で早期
退院が可能です。
腹痛、嘔吐、発熱という虫垂炎の主症状がそろって
いる場合にはもちろんですが、典型的な症状が出て
いなくても、虫垂炎を疑った場合には、医師の診察を
早く受けるべきと考えます。虫垂炎は自然によくなる
ことはなく、放っておくと、穿孔して腹膜炎を起こし
命にかかわる場合もあります。とくに小児の場合は、
症状が出現してから穿孔を起こすまでの時間が短いと
言われていますので、注意頂ければと思います。

社会医療法人 将道会
〒989-2483 宮城県岩沼市里の杜1丁目2番5号
TEL：0223-23-3151　FAX：0223-23-3150
http://www.minamitohoku.jp/
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右記のQRコードから当院の
ホームページにアクセスできます。
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個人情報保護法施行により、紙面に掲載されている写真はご本人の承諾を得て掲載しております。

※（　）内は平成28年12月の件数
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12月の救急車搬入件数
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58（47）台

　　20（  23）台

　　9（    5）台

　　231（228）台

仙　南

その他

合　計

彩り鮮やか！彩り鮮やか！プチヴェールのサラダ

フランス語で「小さな緑」という意味のプチヴェールは、
ピンポン玉位の大きさで若々しい緑色の葉が特徴的です。
芽キャベツとケールを掛け合わせた新しい品種の野菜で、
12月から3月頃までが旬となります。見た目は小さいキャベツ
のようですが、キャベツよりも糖度が高く、葉の甘さを強く
感じることが出来ます。プチヴェールに豊富に含まれるカロテン
には、抗酸化作用や免疫力を高める効果があります。調理する
際は程よい歯ごたえを残すように、さっと湯がくのがお勧めです。
サラダや和え物のほか、春先の彩りとしてパスタや炒め物に
加えるのも良いですね。

●
●
●
●

[材料 ２人分]
プチヴェール…………………
スモークサーモン……………
モッツァレラチーズ…………
☆オリーブオイル……………
☆酢……………………………
☆醤油…………………………
☆粒マスタード………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：156kcal   塩分：1.1ｇ

栄養管理課　管理栄養士　佐藤香織

冬休み医療体験が行われました。詳しくは1ページをご覧ください。
冬休み医療体験が行われました。詳しくは1ページをご覧ください。

①プチヴェールを1/2～1/4の大きさに切り２分
ほど茹でる。

②スモークサーモンとモッツァレラチーズを食べ
やすい大きさに切り分け①と合わせる。

③☆を混ぜ合わせドレッシングを作り、②と和えて
盛り付ける。
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岩沼駅から車で5分、徒歩15分
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総合南東北病院
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VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

ご意見
外来患者さんより

大変失礼致しました。通常であれば、病棟にて、予約票に受診目的について記載するはずでしたが、
記載が抜けておりました。カルテを確認すると共に、詳細が不明な際は、病棟担当者へ確認することを
周知致しました。また、患者さん・ご家族の方が不安になる様な言動は慎む様、指導致しました。

病棟からの申し送りが適切にされていなかったのか、退院後、外来を受診すると
「何をしに来たの？」と聞かれました。その問いは、私達ではなく、
病棟にするものではないでしょうか。適切な連携と対応を行う様、改善をお願い致します。

入院患者さんより

励みとなる言葉を頂き、ありがとうございます。
これからもより良い医療・福祉が提供出来る様、スタッフ一丸となって取り組んで参ります。

先生や看護師はじめ、薬剤師、管理栄養士の方々の心のこもった対応に感謝しております。
体を大切にして、これからもお仕事を頑張って下さい。
短い間ではありましたが、本当にありがとうございました。お礼の言葉

病院からの回答
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第62回健康医学セミナーが開催されました
第62回健康医学セミナーが12月16日（土）13時から当院2階講堂で

開催され、41名の方が参加しました。
第1部では、座安清 呼吸器科科長が「この冬のインフルエンザの傾向

について」と題して講演しました。はじめに、都道府県別の感染状況や
警報・注意報が出ている地域の最新情報に関して、地図を用いて詳しく
解説しました。宮城県は昨年と比較して若干感染者数が多く、注意報も
発令されているとのことです。また、実際の症例を交えながら、具体的な

感染経路をいくつか挙げました。座安先生は「インフルエンザの感染経路は主に飛沫感染です。感染防止
には1.5～2mの距離をとることが重要のため、マスクの着用はもちろんですが、流行時には不要不急の
外出はしないようにしましょう」と呼びかけました。

続く、第2部では、感染防止対策室の佐々木みゆき 院内感染管理者・看護師長が「インフルエンザ
とRSウィルスについて」と題して講演し、それぞれの症状の特徴や予防法について解説しました。イン
フルエンザは急激に発熱し、筋肉痛などの全身症状が現れることが特徴とのことです。受診のタイミング
は、あまり早いと検査で陽性にならず治療が開始できないため、発熱後8時間経過してから受診すると良い
そうです。ただし、呼吸困難や嘔吐、下痢などの症状がある場合は、すぐに医療機関を受診し治療を受ける
必要があるとのことでした。

また、RSウィルスは小児だけに感染するものではなく免疫の弱まった高齢の方や、糖尿病・喘息・肺気腫
などの持病のある方に発症し重症化する場合があるそうです。飛沫感染と接触感染で広がりを見せる
ため、正しいマスクの着用や手洗い・うがいでの予防が大切とのことです。

講演後にはそれぞれの講師へ多くの質問が寄せられ、感染予防に対する関心の高さがうかがえました。

ポリファーマシーについて
薬局　薬剤師　菅沼健人

薬局だより がん治療と医療費の話
がん化学療法看護認定看護師　佐藤あや

認 定
看 護 師コラムコラム
がんの治療はとても費用の負担が大きいというイメージがあります。実際、がん化学療法を行う

際は、使用する抗がん剤や治療サイクルによって違いはありますが、一度に高額な費用がかかって
しまうことがあります。今回は、医療費の負担をサポートしてくれる制度をご紹介します。

1ヶ月に支払う医療費の負担が一定の金額を超えた場合、それ以上支払わなくても良いという「限度額
適用認定証」をご存じでしょうか。自己負担額は一定の金額となり、年齢や所得、保険種別によって
設定され、年収に応じて5段階に区分化されています。加入している健康保険組合にあらかじめ申請を
すると「限度額適用認定証」が交付され、医療機関窓口で保険証と併せて提示すれば、限度額以上の
支払いは不要となります。

その他、支払いをした後に申請する「高額療養費制度」の利用も可能です。この場合は、一旦支払った
金額のうち、限度額を超えた金額が払い戻されます。

これら2つの制度は健康保険加入者であればどなたでも申請が可能です。抗がん剤は高額であり、
一度の支払いの負担が大きくなってしまうことがあるため、あらかじめ限度額申請を活用頂き少しでも
医療費負担の軽減に役立てて頂ければと思います。詳しくは医療ソーシャルワーカーや、医事課職員に
お尋ねください。また、厚生労働省のホームページにもわかりやすく掲載されていますので、インターネット
なども有効に活用することをお勧めします。

（参考　厚生労働省：70歳未満の方で高額な医療費をご負担になる皆さまへ
  http://www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000068630.pdf）

皆さんは「ポリファーマシー」という言葉を耳にされたことはありますか。ポリファーマシーとはお薬の多剤併用の
ことで、最近の医療の問題として頻繁に取り上げられています。また、メディア等でも紹介され話題となっています。
今回は、ポリファーマシーと残薬についてお話しします。

ポリファーマシーは、治療に必要以上のお薬が投与されている、あるいは不必要なお薬が処方されている状態の
ことを指します。ポリファーマシーの問題点は、薬の飲み間違い、薬剤費の増大に伴う医療費の高騰、薬物有害
事象（副作用など）の発現頻度の増加、残薬の増加などが挙げられます。患者さん（75歳以上）の残薬の年総額は
推計で475億円（厚生労働省調べ）までに上ると言われています。調剤薬局では、処方せんと一緒に残薬を持参
された場合は、処方せんの日数調節（残薬調整）をする取り組みも行っています。

処方されたお薬で飲み忘れてしまうことが多い、飲みづらいなどお困りのことがある場合や、ご不明な点が
ある場合には、医師又は薬剤師までご相談ください。

冬休み医療体験が行われました
冬休み医療体験が12月26日（火）当院２階講堂で行われ、県内の中高生５名が参加しました。このイベントは、

近隣の中学生・高校生を対象に病院の仕事を知ってもらいたい、将来の進路の選択に役立ててほしいと春休みや
冬休みなどの長期休み期間に開催しており、今回で７回目になります。

会場には、縫合体験や電気メス体験、ラパロ体験など５つのコーナーが設けられていました。参加者の皆さんは
外科・麻酔科の医師と手術室の看護師からレクチャーを受け、それぞれの体験を楽しみながら学びました。

看護師を目指している枡田屋さんは「たくさんの方に上手と声を掛けて頂きとても嬉しかったです。
外科系の体験が多くできて興味がわきました。また機会があれば参加したいと思います」と感想を話していました。

次回は春休み期間に実施を予定しています。皆さんのご参加をお待ちしております。（※病院内掲示等で随時
お知らせいたします。）

皮膚パッドを使用した縫合体験 鶏肉を電気メスで切り、中に
詰めてあるものを取り出しました

ラパロ体験
内視鏡を使用し、鉗子でピンを移動

医療用の人形を使用し、気道を確保 模擬血管を使用した採血体験 記念に一枚！にっこり笑顔
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岩沼市介護予防普及事業
介護予防教室「いきいき100歳体操」を開催しました

看護講座が行われました

12月2日（土）13時30分～15時に当院2階講堂で、今年度
2回目となる介護予防教室「いきいき100歳体操」を開催しました。

これから寒さに向かう折、ますます体を動かす機会が減って
しまいます。そうするとあっという間に筋力は衰えてしまい、秋まで
できていたことが春になったらできなくなっていた…ということ
にもなりかねません。そのため、体を動かす習慣と無理のない筋力
トレーニングでより一層元気になっていただけるように、今回の
教室を開催しました。

「100歳体操」はDVDを見ながら椅子に座って行う筋力トレーニングで、自分のペースに合わせて回数を
決められ、重りをつけて強度を調整することもできます。週1回、この運動を継続することにより、高齢者の
筋力が向上し、歩行距離が延びたりスピードが速くなったりしたことが立証されている運動です。

今回は株式会社 健生の渋谷裕子先生を講師にお招きし、100歳体操のDVDを見ながら体を動かす
ポイントを詳しく、丁寧に教えて頂きました。渋谷先生は「運動は、1人だと習慣的に行うことは困難なことが
多いため、皆で気軽に集まり行える100歳体操を、岩沼市の皆さんにも取り入れて頂きたいと思います」と
話していました。参加者の皆さんからは「これなら続けられそう」「自分の町内でも広めたい」等の感想が
聞かれ、関心の高さがうかがえました。

肩の痛みについて
リハビリテーション科　作業療法士　伊藤あやめ

ワンポイント

リハビリリハビリ
みなさんは肩の痛みで困ったことはありませんか？今回は、肩の構造や痛みの原因、代表的な

肩の病気や症状を紹介したいと思います。

（参考：ビジュアル実践リハ　整形外科リハビリテーション　カラー写真でわかるリハの根拠と手技のコツ
神野哲也監修、相澤純也・中丸宏二編、羊土社、2012年発行）

【肩の構造と痛みの原因】
肩の関節は、肩甲骨と鎖骨と上腕骨(腕の骨)で構成されており、腕は

胴体の肩にぶら下がるようについています。肩にぶら下がる腕を筋肉と
靭帯でつないでいるため、他の関節と比べると肩の関節はとても不安定な
構造となっています。そのため、重い腕をぶら下げている筋肉と靭帯には
負担がかかりやすくなります。

肩 の 筋 肉には、表 面 の 筋 肉 群 (アウターマッスル )と深 部 の 筋 肉 群
(インナーマッスル ) が あります。表 面 の 大きな筋 肉 群は、肩を大きく
動かしたり、重い物を持ったりするときに働きます。深部の筋肉群は、肩甲骨の関節面に腕の骨を引き付けて
おく役割があり、腕が動くときに関節周囲の筋肉や腱などの組織をはさんだり、傷つけたりしないように
安定させる働きがあります。深部の筋肉の働きが十分でないと、肩の動きが安定しないため筋肉や腱などが
関節に挟みこまれ、痛みや炎症を引き起こす原因になります。

【肩関節周囲炎(五十肩)】
40～60代の女性に多くみられ、肩に鋭い痛みやしびれが起こる病気を肩関節周囲炎(五十肩)と言い

ます。加齢とともに筋肉が衰え、肩を安定させる働きが弱くなることで痛みやしびれが起こります。鋭い
痛みは肩から腕にかけて感じることが多く、徐々に腕が上がらなくなります。痛みは半年から1年で自然に
軽くなることが多いですが、関節が固くなり腕が上がらないなどの運動制限が残る場合もあります。

このような症状がある方は専門医の受診をおすすめします。また、疑問等がありましたらお気軽にリハビリスタッフ
までお声がけください。

次回はこれらの肩の痛みに対するトレーニングメニューを紹介していきます。

・肩の痛みが1週間以上続く　・腕が肩より上がらなくなった　・手や腕にしびれがある

鎖骨

上腕骨

肩甲骨

午後 14:00 ～ 15:00　　　　  当院 1 階売店前（3 月 8 日は 2 階講堂で行います）時間 場所

地域の皆さんが健康で楽しく生活するための「良い生活習慣」のヒントとなれるよう、セミナーを
開催しています。事前予約は不要です。お気軽にご参加ください。

※演題名は変更になる場合がございますので、ご了承ください。 

生活習慣病セミナーのご案内

■糖尿病教室
・糖尿病のくすりを知ろう!(薬局)

■ミニ健康講話
・つら～い肩の痛み　―予防体操講座―（リハビリテーション科）
・認知症サポーター養成講座(南東北地域包括支援センター)

■糖尿病教室
・糖尿病お悩み相談会②(看護部、薬局、リハビリテーション科、栄養管理課)

日　時 講座名（講座担当）

2 月   8 日(木)

2 月 22 日(木)

3 月   8 日(木)
※2階講堂

南東北地域包括支援センター管理者　小菅瑠美

ノロウィルス等による感染性胃腸炎が猛威をふるう季節となり、
突然ご家族が嘔吐をしたらどのような対応をすればよいので
しょうか？ 12月12日（火）当院1階売店前で行われた「看護講座」
では、看護師長らが中心となり、家庭にあるもので出来る正しい
吐物処理の仕方について話しました。

まず、感染防止対策室の佐々木みゆき 院内感染管理者・
看護師長が、吐物に見立てた液体で処理を実演しました。マスクや

エプロンの着用方法や吐物が広がらない工夫など細かなポイントを指摘しました。次に、佐藤祥恵 
看護主任と三浦英恵 看護副主任が、大きめのビニール袋で処理用エプロンの作り方を実演。
エプロン紐は前で結ぶと、ほどく際に汚れに触れる可能性が高いため、後ろで結ぶことが大切とのことです。
終了後には多くの質問が寄せられ感染予防に対する関心の高さがうかがえました。

佐々木看護師長は「ノロウィルスの吐物処理は感染の恐れがありテクニックが必要です。今回の講座を
感染予防に役立てて頂ければと思います」と話していました。

参加者の皆さんや外来
患者さんへ、ビニール
エプロンやマスクなど
吐物処理に役立つセット
が配布されました。
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まだまだ寒い日が続いており、特に朝は一段と冷えを感じます。私は自動車通勤で1時間ほどかかるため、

到着する頃には車内は暖房でポカポカになります。そのため、それほど着込んでおらず、車を降りてから室内に

入るまで、歯がガチガチ震えるほど寒くてしょうがありません。早く歩いたり走ったりと、とにかく身体を動かして

寒さをしのいでいます。急な寒さは身体によくないと分かっていつつも、毎朝この調子です。これからは身体の

ために防寒を怠らず、ちょっとした距離でも暖かく快適に過ごせるようにしていきたいと思います。
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すべては患者さんのために

虫垂炎について
外科医長　板橋英教

今回は一般的には盲腸といわれていますが、虫垂炎に
ついてお話しさせて頂きます。
虫垂とは右下腹部にある盲腸から出ている細長い

器官で、その部分に炎症が起きる病気です。1,000人に
1～1.5人の割合で発生頻度が報告されています。
虫垂炎の発症のピークは10～20代ですが、小児や
高齢者も含めてどの年齢層でもみられます。
虫垂炎の原因はまだ完全にはわかっていませんが、

糞便（糞石）や異物、稀には腫瘍などで虫垂の入り口が
塞がること、狭くなることがきっかけになると考え
られています。これにより、虫垂の内圧が上昇して
血行が悪くなりそこに細菌が進入して感染を起こす
ことで急性の炎症が起こると考えられています。
典型的な症状としては、上腹部が突然痛み出し、
次に発熱、吐き気や嘔吐、食欲不振が起こります。
その後右下腹部に痛みが移ってきます。しかし、
こうした症状は虫垂炎に特有というわけではなく、
その他の病気（尿路結石、急性腸炎、大腸憩室炎、
骨盤内での炎症）などでもみられます。この為、診断に
際しては、これらの他の病気も視野に入れながら、
おなかの所見（触診）や採血、腹部のX線撮影、CT検査や
超音波検査などの結果を総合的に診断します。
また、おなかの所見が非典型的または不確かな
場合、特に訴えのあいまいな子どもや、症状・発熱、

白血球増多などの現れにくい高齢者では腹部超音波
検査やCT検査等の画像検査により虫垂の形態的な
変化を確認して診断します。これにより、虫垂内部の
糞石や、虫垂の周りのうみ（膿瘍）や腹水、腸管の麻痺像
も確認できます。
治療法としては、炎症が軽い場合は抗生物質に
よる点滴の治療で改善する場合もありますが、
10～20%で再発するとされています。
中等度から高度の炎症の際は、手術が必要です。
現在、当院では腹腔鏡を用いた手術を行っています。
腹腔鏡による手術は、おなかに小さな穴をあけ、
お腹の中をカメラで見ながら虫垂を切除する手術
です。傷が極めて小さく、入院期間も3～4日程で早期
退院が可能です。
腹痛、嘔吐、発熱という虫垂炎の主症状がそろって
いる場合にはもちろんですが、典型的な症状が出て
いなくても、虫垂炎を疑った場合には、医師の診察を
早く受けるべきと考えます。虫垂炎は自然によくなる
ことはなく、放っておくと、穿孔して腹膜炎を起こし
命にかかわる場合もあります。とくに小児の場合は、
症状が出現してから穿孔を起こすまでの時間が短いと
言われていますので、注意頂ければと思います。

社会医療法人 将道会
〒989-2483 宮城県岩沼市里の杜1丁目2番5号
TEL：0223-23-3151　FAX：0223-23-3150
http://www.minamitohoku.jp/

総合南東北病院

検索岩沼　総合南東北病院

右記のQRコードから当院の
ホームページにアクセスできます。
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個人情報保護法施行により、紙面に掲載されている写真はご本人の承諾を得て掲載しております。

※（　）内は平成28年12月の件数

編 集

後 記

12月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

89（81）台

55（72）台

58（47）台

　　20（  23）台

　　9（    5）台

　　231（228）台

仙　南

その他

合　計

彩り鮮やか！彩り鮮やか！プチヴェールのサラダ

フランス語で「小さな緑」という意味のプチヴェールは、
ピンポン玉位の大きさで若々しい緑色の葉が特徴的です。
芽キャベツとケールを掛け合わせた新しい品種の野菜で、
12月から3月頃までが旬となります。見た目は小さいキャベツ
のようですが、キャベツよりも糖度が高く、葉の甘さを強く
感じることが出来ます。プチヴェールに豊富に含まれるカロテン
には、抗酸化作用や免疫力を高める効果があります。調理する
際は程よい歯ごたえを残すように、さっと湯がくのがお勧めです。
サラダや和え物のほか、春先の彩りとしてパスタや炒め物に
加えるのも良いですね。

●
●
●
●

[材料 ２人分]
プチヴェール…………………
スモークサーモン……………
モッツァレラチーズ…………
☆オリーブオイル……………
☆酢……………………………
☆醤油…………………………
☆粒マスタード………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：156kcal   塩分：1.1ｇ

栄養管理課　管理栄養士　佐藤香織

冬休み医療体験が行われました。詳しくは1ページをご覧ください。
冬休み医療体験が行われました。詳しくは1ページをご覧ください。

①プチヴェールを1/2～1/4の大きさに切り２分
ほど茹でる。

②スモークサーモンとモッツァレラチーズを食べ
やすい大きさに切り分け①と合わせる。

③☆を混ぜ合わせドレッシングを作り、②と和えて
盛り付ける。

岩
沼
駅

旧
国
道
４
号
線

国
道
４
号
線（
バ
イ
パ
ス
）

仙
台
東
部
道
路

警察署

岩沼駅から車で5分、徒歩15分

仙台空港

消防署

市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

み な・み な・ねっと２月 号

総合南東北病院

6個
40ｇ
40ｇ
小さじ2
小さじ1
小さじ1/2
小さじ1/2

VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

ご意見
外来患者さんより

大変失礼致しました。通常であれば、病棟にて、予約票に受診目的について記載するはずでしたが、
記載が抜けておりました。カルテを確認すると共に、詳細が不明な際は、病棟担当者へ確認することを
周知致しました。また、患者さん・ご家族の方が不安になる様な言動は慎む様、指導致しました。

病棟からの申し送りが適切にされていなかったのか、退院後、外来を受診すると
「何をしに来たの？」と聞かれました。その問いは、私達ではなく、
病棟にするものではないでしょうか。適切な連携と対応を行う様、改善をお願い致します。

入院患者さんより

励みとなる言葉を頂き、ありがとうございます。
これからもより良い医療・福祉が提供出来る様、スタッフ一丸となって取り組んで参ります。

先生や看護師はじめ、薬剤師、管理栄養士の方々の心のこもった対応に感謝しております。
体を大切にして、これからもお仕事を頑張って下さい。
短い間ではありましたが、本当にありがとうございました。お礼の言葉

病院からの回答


