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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29年10月の件数

寒さが本格的になってきました。今年も残すところ、あと 1ヶ月。これからクリスマス
や忘年会などと行事が盛りだくさんですが、体調管理に気を付けて風邪を引かぬよう
過ごしていきたいと思います。

編 集

後 記

10月の救急車搬入件数
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68（65）台

56（59）台

72（74）台

18（  24）台

　3（    5）台

217（227）台

仙　南

その他

合　計

さっぱりヘルシー！さっぱりヘルシー！大根餃子 [材料 2人分]

作り方作り方

栄養価（１人分）
エネルギー：194kcal   塩分：1.0ｇ

栄養管理課　管理栄養士　渡辺莉帆

①大根はスライサーで薄切りにし、塩をふって
10分置く。

②ねぎ・キャベツをみじん切りにする。
③豚ひき肉、しょうが、にんにく、塩こしょう、

②で刻んだ野菜を混ぜる。
④①の大根の薄切りに③のタネを包む。
⑤フライパンに油をひき、④で包んだ大根餃子を

のせ、焦げ目がついたらひっくり返して焼き、
両面焦げ目がついたらふたを閉め、中火で4分
程蒸し焼きにする。
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岩沼駅から車で5分、徒歩15分
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

年間を通して出回っている大根ですが、12～2月に旬を迎え
ます。旬である冬に出回る大根は、寒さでぐんと甘味が増して
よりおいしく感じられます。大根は全国各地で気候などに合わせて
様々な品種が栽培され200品種を超えるといわれていましたが、
現在日本で出回っている大根のほとんどは根の上部が緑色の
「青首大根」です。水分が多く、根の上部は特に甘く、下部は
ほどよい辛みがあるといわれています。

大根は、おでんや煮物に使われることが多い食材ですが、
今回は餃子の皮の代わりに大根の薄切りを使用した大根餃子を
ご紹介しました。見た目は餃子そっくりですが、少しシャキシャキ
した新しい食感の餃子です。大根は葉にも栄養がたっぷり入って
いますので、葉付の大根を購入された際には、ねぎやキャベツの
代わりに大根の葉を刻んでタネに加えて頂くのもオススメです。

み な・み な・ねっと 12 月 号

歯について
院長　松島忠夫

私の歯は現在25本ある。古稀前の年ではこんなもの

でしょうか。40数年前、医師となり初めての5日間

ほどの夏休みがとれた際に、群馬の実家のある町の

歯科医院にいくことにした。虫歯で穴があきだした

のが数本あり気になっていた。私が子供の頃から

ある歯科医院があったが、いつも混んでいて治すのに

日数がかかるといわれていた。その近くに歯科医院が

新たに開業し、また早く治すとの評判があったので、

そこに行った。奥歯（臼歯）の4つが虫歯になっていた。

早速治療が始まり、ドリルで臼歯に大きな穴をあけ、

詰め物をしてくれた。4ヶ所を連日でやってもらった。

週が開けて仕事に戻った。数日して、食事をしていて

3ヶ所の詰め物がとれてしまった。仕事は休めない。

噛むのに不都合であったが、しばらくほっておくこと

になった。当然虫歯が進行し、歯肉まで調子がわるく

なり、勤めていた大学病院の歯科口腔外科を受診

することにした。歯はもうだめであった。虫歯の状況

から抜くしかないとのことで、臼歯3本がなくなって

しまった。左右の噛むバランスから慣れるまで困った

が、これでやっていくしかない。

その後10年ほどして、当地に赴任した。現在の歯科

医院にお世話になるようになり、20年以上になるで

しょうか。年とともに歯も歯肉も衰えるようで、ある

とき、右上の残っていた臼歯が浮くような感じに

なったので、すぐ相談にいった。歯周病であった。痛く

もないし、しみる感じもないが、噛む時に歯が浮く

ような感じになり、しっかり噛めている感じがない。

抜けてしまうことを心配したが、治してもらった。

現在は、半年に1回定期受診を続けているが、その度

に無症状の早期の虫歯が見つかったり、噛み合わせ

調整もしたり、ブラッシングの指導を受けたりと、

お世話になっている。40数年前に3本の臼歯が無く

なってしまったが、その後は幸いに、歯の数は同数を

保ち続けている。虫歯に大きな穴をあけて、詰め物を

する治療は今はなされていないようだ。4本の虫歯の

治療してもらった歯科医院はほどなく閉院したと

聞いた。

これまでの医療経験からも、健康を保つのに歯の

管理は非常に大事だと思っている。自分の歯で噛み

食べることができるのは幸せなことだが、年をとると

ともに難しくなることは確かと思う。定期的な歯科

受診、管理、適正なブラッシングなども指導受けながら

継続することが自分の歯を守るために本当に大切

だと実感している。尚、11月の定期受診の結果、今後

月1回受診チェックしてもらうことになった。

総合南東北病院

大根…………………………

豚ひき肉……………………
ねぎ…………………………
キャベツ……………………
しょうが、にんにく………
塩こしょう…………………
油……………………………
ポン酢や餃子のタレ………

200g

120g
10cm
20g
少々
少々
少々
お好みで

（７cmくらい）

＊事前予約制です。
　開催日の1ヶ月前から予約受付を開始しております。

これまでのツアーの様子

日　時　12月26日（水）14:00～15:00
対　象　小学校3年生から6年生まで（先着10名）
申込み／問い合わせ

　℡:0223-23-3151　総務課まで
）0 ※祝日を除く：071～03:8 　日曜土～月（ 　　　　　　　　　　　

当院では、小学生の皆さんに病院の仕事を知ってもらうことを目的として、年に2回病院探検
ツアーを開催しております。病院には医師・看護師の他に、どのような仕事があるのでしょうか。
一緒に見学してみましょう♪お気軽にお申込みください。

お子様向けミニ健康講話
「病院探検ツアー」のご案内



1 ２みな・みな・ねっと12月号 みな・みな・ねっと12月号

がん治療と食事
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
がん治療中の患者さんから食事に関する相談を受けることがよくあります。治療の時期によって、食事についての

相談内容や対策は様々です。特に、化学療法治療中には悪心や嘔吐、口内炎の痛み、味覚障害などの副作用により
食欲不振や食事量が低下したり、食の楽しみが減るなどの影響を及ぼしてしまうことが多くあります。吐き気や
口内炎などは制吐剤や鎮痛剤で症状を緩和できることもありますが、味覚障害は、食事が苦みなどの不快な味に感じ
たり、全く味を感じなくなる期間が長く続いてしまい、楽しい食事も苦痛なものになってしまうことがあります。

少量でも食事がおいしく摂れることで、元気になることもあります。口から食べることで、胃腸の働き、消化液の
分泌、神経の活動など様々な機能が本来の働きを取り戻してきます。

がん治療中の食事に関する悩みや相談などありましたら、管理栄養士による栄養指導なども行っておりますので、
医師や看護師にご相談下さい。

薬とグレープフルーツの関係について、耳にしたことはありますか？血圧の薬など一部の薬は、グレープフルーツを
食べると効果が強く出たり、副作用が現れやすくなることが知られています。

グレープフルーツ以外の柑橘系でもそのようなことがありますので、ご紹介します。

薬と食べ物の飲み合わせ
薬局　薬剤師　菅生亮太薬局だより

一般社団法人日本手外科学会 研修施設に認定されました

第72回健康医学セミナーが開催されました
第72回健康医学セミナーが10月20日（土）亘理町中央公民館 大ホールで

開催され多くの方に参加頂きました。
今回は西村真実 院長代行兼脳神経外科部長兼脳卒中センター長が「脳外科

手術で治る病気―脳動脈瘤・脳腫瘍 その他の疾患―」と題して、くも膜下
出血や脳腫瘍、顔面けいれん、三叉神経痛などの診断・治療法について詳しく
説明しました。

講演前に開催された医療相談会では、参加者の方から寄せられた相談や
質問に関して丁寧にアドバイスをしました。

（社医）将道会 総合南東北病院は平成30年7月29日付で「一般社団法人
日本手外科学会 研修施設」に認定されました。手外科専門医が常勤して
おり、日本手外科学会 専門医を目指す医師の研修が可能な施設となりました。

今後も当院では、手外科疾患、およびその原因となる疾患の診断・治療に
尽力して参ります。よろしくお願い申し上げます。

講演する西村先生 医療相談会の様子

14:00 ～ 15:00　　　　  当院 1 階売店前時間 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。

生活習慣病セミナーのご案内

■ミニ健康講話
・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）
・塩分を減らす食事について（株式会社 明治）

■ミニ健康講話
・花粉症のくすりについて（薬局）
・つらい膝・腰の痛み　改善運動 　（リハビリテーション科）

■糖尿病教室
・糖尿病のくすりを知ろう!（薬局）

■糖尿病教室
・糖尿病足病変の予防 －フットケア－（看護部）

■糖尿病教室
・糖尿病予防のための運動療法※1（リハビリテーション科）

日　時 講座名（講座担当）

12 月 13 日(木)

１ 月 10 日(木)

１ 月 24 日(木)

２ 月 14 日(木)

２ 月 28 日(木)

平成31年

※1　平成31年1月10日の糖尿病教室と２月28日のリハビリテーション科の講座では、軽い運動を行いますので動きやすい服装でお越しください。
※2　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。

※１

そのようなときは
１. だしを濃いめにとったり、洋風料理ならバターや乳製品を使って旨みやコクをきかせる。
２. 酸味をきかせることで塩味の代役にする。柑橘類のしぼり汁も効果的。
３. 塩味や甘味、旨みは熱すぎても冷たすぎても感じにくいので、人肌くらいに冷まして食べてみる。
４. からしや、カレー、しょうが、梅など少量でアクセントになる香辛料や調味料を加えてみる。
５. 亜鉛不足が原因になることもあるので、亜鉛を多く含む食品（そば、レバー、卵黄、チーズ、ナッツ類等）を
　  摂取する。

等の対策を紹介しています。

【参考】
・Saita T et al. Screening of furanocoumarin derivatives in foods and crude drugs 
by enzyme-linked immunosorbent assay. Jpn. J. Pharm. Health Care Sci. 2006; 32:693-699.
・公益社団法人日本薬学会ホームページ

Q．そもそも、どうしてグレープフルーツが薬に影響するの？

A．　グレープフルーツ等の柑橘系は薬を分解する代謝酵素を阻害してしまう物質を含んでいる
　 ためです。薬の作用や副作用を増強させてしまい、このような相互作用の可能性がある場合
　 には無理に摂取せず、代用可能なもので対応されるほうがいいでしょう。すべての柑橘系が  
　 食べられないわけでもありません。
　　以下に摂取を控えるべき柑橘系と摂取してもよいとされる柑橘系の一部をお示ししますが、相互作用が
　 懸念される薬を飲んでいる方や今飲んでいる薬との飲み合わせが気になる方は、かかりつけの医師や薬剤師
　 にご相談ください。

・グレープフルーツ以外にも摂取を控えるべき柑橘類
　スウィーティー、バンペイユ、ダイダイ、ブンタン、
　ハッサク、夏ミカン、パール柑etc.

・摂取してもよいとされる柑橘類
　温州ミカン、デコポンetc.



1 ２みな・みな・ねっと12月号 みな・みな・ねっと12月号

がん治療と食事
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
がん治療中の患者さんから食事に関する相談を受けることがよくあります。治療の時期によって、食事についての

相談内容や対策は様々です。特に、化学療法治療中には悪心や嘔吐、口内炎の痛み、味覚障害などの副作用により
食欲不振や食事量が低下したり、食の楽しみが減るなどの影響を及ぼしてしまうことが多くあります。吐き気や
口内炎などは制吐剤や鎮痛剤で症状を緩和できることもありますが、味覚障害は、食事が苦みなどの不快な味に感じ
たり、全く味を感じなくなる期間が長く続いてしまい、楽しい食事も苦痛なものになってしまうことがあります。

少量でも食事がおいしく摂れることで、元気になることもあります。口から食べることで、胃腸の働き、消化液の
分泌、神経の活動など様々な機能が本来の働きを取り戻してきます。

がん治療中の食事に関する悩みや相談などありましたら、管理栄養士による栄養指導なども行っておりますので、
医師や看護師にご相談下さい。

薬とグレープフルーツの関係について、耳にしたことはありますか？血圧の薬など一部の薬は、グレープフルーツを
食べると効果が強く出たり、副作用が現れやすくなることが知られています。

グレープフルーツ以外の柑橘系でもそのようなことがありますので、ご紹介します。

薬と食べ物の飲み合わせ
薬局　薬剤師　菅生亮太薬局だより

一般社団法人日本手外科学会 研修施設に認定されました

第72回健康医学セミナーが開催されました
第72回健康医学セミナーが10月20日（土）亘理町中央公民館 大ホールで

開催され多くの方に参加頂きました。
今回は西村真実 院長代行兼脳神経外科部長兼脳卒中センター長が「脳外科

手術で治る病気―脳動脈瘤・脳腫瘍 その他の疾患―」と題して、くも膜下
出血や脳腫瘍、顔面けいれん、三叉神経痛などの診断・治療法について詳しく
説明しました。

講演前に開催された医療相談会では、参加者の方から寄せられた相談や
質問に関して丁寧にアドバイスをしました。

（社医）将道会 総合南東北病院は平成30年7月29日付で「一般社団法人
日本手外科学会 研修施設」に認定されました。手外科専門医が常勤して
おり、日本手外科学会 専門医を目指す医師の研修が可能な施設となりました。

今後も当院では、手外科疾患、およびその原因となる疾患の診断・治療に
尽力して参ります。よろしくお願い申し上げます。

講演する西村先生 医療相談会の様子

14:00 ～ 15:00　　　　  当院 1 階売店前時間 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。

生活習慣病セミナーのご案内

■ミニ健康講話
・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）
・塩分を減らす食事について（株式会社 明治）

■ミニ健康講話
・花粉症のくすりについて（薬局）
・つらい膝・腰の痛み　改善運動 　（リハビリテーション科）

糖尿病教室
糖尿病のくすりを知ろう!（薬局）

糖尿病教室
糖尿病足病変の予防 －フットケア－（看護部）

糖尿病教室
・糖尿病予防のための運動療法※1（リハビリテーション科）

日　時 講座名（講座担当）

12 月 13 日(木)

１ 月 10 日(木)

１ 月 24 日(木)

２ 月 14 日(木)

２ 月 28 日(木)

平成31年

※1　平成31年1月10日の糖尿病教室と２月28日のリハビリテーション科の講座では、軽い運動を行いますので動きやすい服装でお越しください。
※2　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。

※１

そのようなときは
１. だしを濃いめにとったり、洋風料理ならバターや乳製品を使って旨みやコクをきかせる。
２. 酸味をきかせることで塩味の代役にする。柑橘類のしぼり汁も効果的。
３. 塩味や甘味、旨みは熱すぎても冷たすぎても感じにくいので、人肌くらいに冷まして食べてみる。
４. からしや、カレー、しょうが、梅など少量でアクセントになる香辛料や調味料を加えてみる。
５. 亜鉛不足が原因になることもあるので、亜鉛を多く含む食品（そば、レバー、卵黄、チーズ、ナッツ類等）を
　  摂取する。

等の対策を紹介しています。

【参考】
・Saita T et al. Screening of furanocoumarin derivatives in foods and crude drugs 
by enzyme-linked immunosorbent assay. Jpn. J. Pharm. Health Care Sci. 2006; 32:693-699.
・公益社団法人日本薬学会ホームページ
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　 ためです。薬の作用や副作用を増強させてしまい、このような相互作用の可能性がある場合
　 には無理に摂取せず、代用可能なもので対応されるほうがいいでしょう。すべての柑橘系が  
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　 懸念される薬を飲んでいる方や今飲んでいる薬との飲み合わせが気になる方は、かかりつけの医師や薬剤師
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ワンポイント
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前回は運動を行う上での注意点についてお話しさせて頂きました。今回は自宅でできる簡単な自主
トレーニングをご紹介したいと思います。
転倒を予防するためには抗重力筋を鍛えることがとても大切です。

適度な運動を心がけ健康な体を目指しましょう。自宅でも簡単に行える運動なのでぜひ参考にして
みてください。

【参考】高齢者における身体活動の妥当性について（見正 冨美子）

■抗重力筋には…
脊柱起立筋、腹筋群、大殿筋、大腿四頭筋、ハムストリングス、
前脛骨筋、下腿三頭筋があります。

①腹筋群
仰向けに寝て軽く膝を曲げます。
息を吐きながらおへそを覗き込むようにゆっくり頭を上げましょう。
息を止めないように注意しながら行ってください。

⑤下腿三頭筋(かたいさんとうきん)：ふくらはぎの筋肉
⑥前脛骨筋(ぜんけいこつきん)：すねの筋肉

・座ってできる運動
椅子に腰かけます。
踵を上げると下腿三頭筋が鍛えられ、つま先を上げると前脛骨筋を鍛える
ことができます。それぞれ10回～20回ずつ繰り返してみましょう。

・立ってできる運動
必ず固定力の高いテーブルや壁を支えに使ってください。図のように踵を
床から離しましょう。この運動は下腿三頭筋を鍛えることができます。

②脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)：背中の筋肉
椅子に腰かけ、身体を丸めた状態がスタートです。そこからゆっくり
背筋を伸ばしましょう。息を吐きながら丸まり、息を吸いながら背筋
を伸ばすとよいです。

③大殿筋(だいでんきん)：お尻の筋肉
仰向けに寝ます。膝は90°くらいに曲げると良いです。腰をゆっくり
上げ下げしましょう。この時腰が反りすぎると腰痛の原因にもなるので
上げすぎには注意しましょう。

④大腿四頭筋(だいたいしとうきん)：太もも前面の筋肉
・寝てできる運動
仰向けに寝て片方の足を立てます。（腰痛を予防するため）
次に、膝を伸ばしたまま反対側の足を上げましょう。上げすぎてしまうと
効果が薄れるため、立てた足と同じ位の高さまでにしましょう。

・座ってできる運動
この運動はゆっくり行うことでハムストリングス(太ももの裏)も一緒に
鍛えられる運動です。
椅子に深く座ります。片足ずつ左右交互に足を伸ばしましょう。
この時股関節を使って上げないようにしましょう。
(太ももが座面から離れないように)

10月30日（火）当院正面玄関入口で、岩沼市献血推進事業の一環として献血バスによる献血が実施
されました。
今回は一般の方と当院職員合わせて18名（400㎖献血）の方の協力が得られました。皆さんの温かい
ご支援、ご協力ありがとうございました。

献血バスによる献血が行われました

各運動をまずは10回ずつ実施してみてください。
絶対に無理はせず回数は調整してください。

運動の頻度は週に3～5回が適当です。これらを目安に運動を実施してみてください。
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※（　）内は平成29年10月の件数

寒さが本格的になってきました。今年も残すところ、あと 1ヶ月。これからクリスマス
や忘年会などと行事が盛りだくさんですが、体調管理に気を付けて風邪を引かぬよう
過ごしていきたいと思います。

編 集

後 記

10月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

68（65）台

56（59）台

72（74）台

18（  24）台

　3（    5）台

217（227）台

仙　南

その他

合　計

さっぱりヘルシー！さっぱりヘルシー！大根餃子 [材料 2人分]

作り方作り方

栄養価（１人分）
エネルギー：194kcal   塩分：1.0ｇ

栄養管理課　管理栄養士　渡辺莉帆

①大根はスライサーで薄切りにし、塩をふって
10分置く。

②ねぎ・キャベツをみじん切りにする。
③豚ひき肉、しょうが、にんにく、塩こしょう、

②で刻んだ野菜を混ぜる。
④①の大根の薄切りに③のタネを包む。
⑤フライパンに油をひき、④で包んだ大根餃子を

のせ、焦げ目がついたらひっくり返して焼き、
両面焦げ目がついたらふたを閉め、中火で4分
程蒸し焼きにする。
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

年間を通して出回っている大根ですが、12～2月に旬を迎え
ます。旬である冬に出回る大根は、寒さでぐんと甘味が増して
よりおいしく感じられます。大根は全国各地で気候などに合わせて
様々な品種が栽培され200品種を超えるといわれていましたが、
現在日本で出回っている大根のほとんどは根の上部が緑色の
「青首大根」です。水分が多く、根の上部は特に甘く、下部は
ほどよい辛みがあるといわれています。

大根は、おでんや煮物に使われることが多い食材ですが、
今回は餃子の皮の代わりに大根の薄切りを使用した大根餃子を
ご紹介しました。見た目は餃子そっくりですが、少しシャキシャキ
した新しい食感の餃子です。大根は葉にも栄養がたっぷり入って
いますので、葉付の大根を購入された際には、ねぎやキャベツの
代わりに大根の葉を刻んでタネに加えて頂くのもオススメです。

み な・み な・ねっと 12 月 号

歯について
院長　松島忠夫

私の歯は現在25本ある。古稀前の年ではこんなもの

でしょうか。40数年前、医師となり初めての5日間

ほどの夏休みがとれた際に、群馬の実家のある町の

歯科医院にいくことにした。虫歯で穴があきだした

のが数本あり気になっていた。私が子供の頃から

ある歯科医院があったが、いつも混んでいて治すのに

日数がかかるといわれていた。その近くに歯科医院が

新たに開業し、また早く治すとの評判があったので、

そこに行った。奥歯（臼歯）の4つが虫歯になっていた。

早速治療が始まり、ドリルで臼歯に大きな穴をあけ、

詰め物をしてくれた。4ヶ所を連日でやってもらった。

週が開けて仕事に戻った。数日して、食事をしていて

3ヶ所の詰め物がとれてしまった。仕事は休めない。

噛むのに不都合であったが、しばらくほっておくこと

になった。当然虫歯が進行し、歯肉まで調子がわるく

なり、勤めていた大学病院の歯科口腔外科を受診

することにした。歯はもうだめであった。虫歯の状況

から抜くしかないとのことで、臼歯3本がなくなって

しまった。左右の噛むバランスから慣れるまで困った

が、これでやっていくしかない。

その後10年ほどして、当地に赴任した。現在の歯科

医院にお世話になるようになり、20年以上になるで

しょうか。年とともに歯も歯肉も衰えるようで、ある

とき、右上の残っていた臼歯が浮くような感じに

なったので、すぐ相談にいった。歯周病であった。痛く

もないし、しみる感じもないが、噛む時に歯が浮く

ような感じになり、しっかり噛めている感じがない。

抜けてしまうことを心配したが、治してもらった。

現在は、半年に1回定期受診を続けているが、その度

に無症状の早期の虫歯が見つかったり、噛み合わせ

調整もしたり、ブラッシングの指導を受けたりと、

お世話になっている。40数年前に3本の臼歯が無く

なってしまったが、その後は幸いに、歯の数は同数を

保ち続けている。虫歯に大きな穴をあけて、詰め物を

する治療は今はなされていないようだ。4本の虫歯の

治療してもらった歯科医院はほどなく閉院したと

聞いた。

これまでの医療経験からも、健康を保つのに歯の

管理は非常に大事だと思っている。自分の歯で噛み

食べることができるのは幸せなことだが、年をとると

ともに難しくなることは確かと思う。定期的な歯科

受診、管理、適正なブラッシングなども指導受けながら

継続することが自分の歯を守るために本当に大切

だと実感している。尚、11月の定期受診の結果、今後

月1回受診チェックしてもらうことになった。

総合南東北病院

大根…………………………

豚ひき肉……………………
ねぎ…………………………
キャベツ……………………
しょうが、にんにく………
塩こしょう…………………
油……………………………
ポン酢や餃子のタレ………

200g

120g
10cm
20g
少々
少々
少々
お好みで

（７cmくらい）

＊事前予約制です。
　開催日の1ヶ月前から予約受付を開始しております。

これまでのツアーの様子

日　時　12月26日（水）14:00～15:00
対　象　小学校3年生から6年生まで（先着10名）
申込み／問い合わせ

　℡:0223-23-3151　総務課まで
）0 ※祝日を除く：071～03:8 　日曜土～月（ 　　　　　　　　　　　

当院では、小学生の皆さんに病院の仕事を知ってもらうことを目的として、年に2回病院探検
ツアーを開催しております。病院には医師・看護師の他に、どのような仕事があるのでしょうか。
一緒に見学してみましょう♪お気軽にお申込みください。

お子様向けミニ健康講話
「病院探検ツアー」のご案内




