
広報誌 そよかぜ2014年１月発行 第２号

第２号医療法人 緑十字会

広 報 誌



−1−

広報誌 そよかぜ 第２号 2014年１月発行

新年おめでとうございます。
本年はアベノミクスを掲げた安倍政権にとって節目の年になりそう
です。昨年はとうとう国の借金（国債、借入金等）が1000兆円を
越え（6月）、経済政策に重く影響します。3月に参加を表明した
TPPでは関税全廃を求められ、国の産業基盤を揺るがしています。

11月には新しく駐日大使としてキャロライン・ケネディ女史が着任し、沖縄の基地負担
軽減等でもその動向が注目されます。福島原発での汚染水問題、国防にも関連する情報
収集や秘密保護法等問題が山積みです。ところで全国的な猛暑（特に四万十市で41℃国
内最高値）と、惨状をもたらした伊豆大島の26号、1万人の死者行方不明を出した30号
の如き巨大台風が頻発の昨年でしたが、今年こそ、天変地異に翻弄されることなく、この
国の子供達や弱者、高齢者等の生活と健康を守る制度に明るい兆しがもたらされる一年
であってほしいと念じてやみません。

いよいよ冬も本番、風邪やインフルエンザに注意が必要な季節となりました。
風邪やインフルエンザについてよく理解して、この冬を乗り切りましょう。

風邪とインフルエンザの違い

風邪 インフルエンザ

症状 鼻水や喉の痛みなどの局所症状 38℃以上の発熱や咳、喉の痛み。全身
の倦怠感や関節の痛みなどの全身症状

流行の時期 1年を通してひくことがある 1～2月に流行のピーク。ただし、4月、
5月まで散発的に流行することもある

インフルエンザの感染経路 
主に2つの経路があります。
①飛沫感染…�感染した人が咳やくしゃみをすることで飛んだ飛沫（＝小さなつば）に含

まれるウイルスを、別の人が口や鼻から吸い込んでしまい、ウイルスが体
内に入り込むこと

②接触感染…�感染した人が咳を手で押さえた後や、鼻水を手でぬぐった後に、ドアノブ、
スイッチなどに触れると、その触れた場所にウイルスを含んだ飛沫が付着
し、その場所に別の人が触れ、触れたその手で鼻や口に再び触れることに
より、粘膜などを通してウイルスが体内に入り込むこと

インフルエンザについて

ふりかえって新春におもう

院長　上田　祐造
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インフルエンザの感染対策
飛沫感染・接触感染といった感染経路を断つことです。そのためには、手洗い・うがいを
しっかりしましょう。予防接種も重要です。毎年、定期的に接種することが望ましいです。
予防接種はワクチンの効果が出るのが接種後約2週間かかるので、流行前に受けて下さい。

医療機関にかかる目安
比較的急速に38℃以上の発熱があり、咳や喉の痛み、全身の倦怠感を伴う場合はインフ
ルエンザに感染している可能性があるので、早めに受診して下さい。

一般療法
一般療法は生活療法とも呼ばれ、インフルエンザ治療の基本です。安静にして睡眠を十
分とること、また、高熱によって脱水症状がおこらないように、水分をしっかり補給す
ることが大切です。

薬物療法
インフルエンザの薬物療法には抗インフルエンザ薬を使う「原因療法」と、症状を和ら
げるための薬物を使う「対症療法」があります。「対症療法」では、高熱の場合には鎮痛
解熱剤を、黄色痰など細菌の二次感染が疑われる場合には、抗菌薬を使います。
「原因療法」には下記の薬物を使用します。

①タミフル(内服)
A型、B型両インフルエンザに有効な抗ウイルス薬です。�投与期間は5日間です。
発症して48時間以内に服用すればより効果的です。10代の患者さんには原則として
使用を差し控えております。�（異常行動等の副作用の可能性があるため）

②リレンザ(吸入)
タミフル同様両インフルエンザに有効な抗ウイルス薬です。5歳の小児以上で上手
に吸入できる方に使用します。投与期間は5日間です。

③イナビル(吸入)
リレンザ同様、吸入する抗インフルエンザ薬です。この薬は一回の吸入で治療が終
了しますので便利ですが上手に吸入できないと治療効果が十分に発揮できません。

④ ラピアクタ点滴薬
静脈から全身に投与する抗インフルエンザ薬です。急速に進行する重症肺炎やイン
フルエンザ脳症が疑われるなど重症な患者さんに対して使用します。
※薬の選択につきましては、医師に御相談下さい。

プ メチ モ
予防に用いる場合には、原則として、インフルエンザを発症している患者の同居家族ま
たは共同生活者である下記の者を対象とする。

１）65歳以上　　　　　　　　　　　　２）慢性呼吸器疾患または慢性心疾患患者
３）代謝性疾患患者（糖尿病等）　　　　４）腎機能障害患者
通常の体力がある方への予防内服は勧められておりません。

※尚、保険適応外ですので、自費での御請求となります。

抗インフルエンザウイルス薬の予防内服について
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行 事 ダ イ リア ー

10月18日、院内研修を開催しました。今
回は「インフルエンザ対策と環境整備」
がテーマで、株式会社エスアールエル医
療環境管理士の門田浩氏による講演があ
りました。些細なことで感染経路が拡大
するということや、手指衛生の大切さを
改めて学ぶことが出来ました。

院内研修10月

10月19日、健康教室『そよかぜ教室』を開
催しました。今回は、歯科医師の小野が「歯
周病」をテーマに行い、歯周病とはどのよう
な病気か、対策は、全身の病気との関わり
などについて講演がありました。歯周病は身
近な病気で、体の健康にも影響することが
分かりました。予防が大切で、日頃から80歳
になっても20本以上自分の歯を保つことを目
標にして、お口と体の健康を目指しましょう。

そよかぜ教室10月

11月16日、院内看護研究発表会を開催し
ました。今回で13回目となり、外来と訪
問看護ステーションくじばから2題の発
表がありました。川崎医療短期大学の太
田栄子准教授に講評も頂き、充実した発
表会となりました。

看護研究発表会11月

お知らせ
今回の講演の資料は、当院の玄関入口に置
いてありますので、ご自由にお持ち下さい。
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放射線部
放射線部では、病気の診断・治療のため各種検査
を実施しております。X線（レントゲン）を用いて、
胸部や腹部、骨などの身体のあらゆる部位の撮影
をする一般撮影、脳血管疾患などの初期診断や各
種臓器の疾患の診断に欠かせないＣT検査、高齢
化による骨祖しょう症を調べる骨塩定量、予防医学を推進する検診業務などを実施し
ております。これらの業務は、全て国家資格を持った診療放射線技師が担当し、「安
全で安心かつ質の高い医療の提供」を目標に日々努力しております。

リハビリテーション部
リハビリテーション部は、作業療法士（OT）2名、
理学療法士（PT）1名、助手1名が在籍しています。
リハビリテーション（ｒｅｈａｂｉｌｉｔａｔｉｏｎ）とは、ｒｅ（再び）
＋ｈａｂｉｌｉｓ（適した）、すなわち「再び適した状態
になること」「本来あるべき状態への回復」などの
意味を持ちます。
入院・外来の患者様の個々の能力に応じたリハビリを行い、心身の機能の維持・回復
を図ることを目的として活動しております。

部 紹署 介

臨床検査部
臨床検査部では、大きく分けて二種類の業務を行っ
ています。
一つは検体検査。患者様から採取した血液・尿・
便など、様々な検体が検査室に集まってきます。
これらを分析装置にかけたり、顕微鏡で見たりし
て、色々な項目を測定しています。
もう一つは生理機能検査。心電図・呼吸機能・動脈硬化検査など、患者様に直接接し
て行う検査です。
患者様に接する機会は少ない部署ですが、正確な検査データを提供し、病気の診断や
治療の補助となって、少しでもお役に立てれる様、業務に努めています。
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老人保健施設　くじば苑
今回は、通所リハビリ（デイケア）の様子を紹介します。
くじば苑通所リハビリは、皆さんの顔のみえる環境と和気あいあいとした雰囲気の中で、リハビリ、
入浴、食事等のお世話をしています。ご利用者様のご自宅で、自立した生活の支援とご家族の介護
負担軽減などを目的として、サービスを提供しています。

９月１５日に敬老会を開催しました。
みたけ少年少女合唱団の皆さんが来て下さり、
素敵な歌声を聴かせて下さいました。
入所利用者全員が参加し、きれいな歌声や演
奏に耳を傾けていました。

これからも、元気に過ごしていただけるよう、
努力していきます。

９月13日、敬老の日に先駆けて、「敬老のお
祝御膳」を提供させて頂きました。
通常のお食事が食べにくい方にも、出来るだ
け同じ物を食べていただきたいと言う思いか
ら、ムース食を同じ食材を使用し全て手作り
しております。今
後も、皆さまに喜
んで頂ける食事作
りを目指し、栄養
課一同努力して参
ります。

通所リハビリに通い、リハビリをしたいと
思われている方は、担当ケアマネージャー
にご相談下さい。見学もご自由にどうぞ。

美味しいおやつが
できました。

ご利用者様の身体の
状態により、個別の
プログラムを考えて、
専門職が個別リハビ
リをしています。

いろんな色を貼って、何ができるのかなぁ？

素敵なプレゼントも
いただきました。
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事業所内保育施設「ひよこルーム」は働きやすい環境を整えて、安心して仕事に打ち込める

よう、働くお母さんを応援しています（現在、毎週金曜日は２４時間体制で稼働しています）。

ひよこルーム

10月26日～27日、１泊２日で毎年恒例の職員旅
行がありました。今年は出雲大社が60年振り
に大遷宮を行ったということで、山陰方面に出
掛けました。
初日はあいにくの雨。予定の松江城散策は希
望者のみになりましたが、夜は宍道湖が望め
るホテルで、山陰の美味しい料理とお酒を頂き
ながらの大宴会。大いに盛り上がりました。
２日目は快晴！新しい出雲大社を参拝し、ワイ
ナリーでバーべキューとワインを楽しみ、日御
碕できれいな景色を眺めたり…。日頃あまり交
流のない他部署の職員同士、話も弾み、賑や
かな楽しい旅行となりました。

『ハロウィン』
可愛い姿に変身して、お家の人が待つ場所へ行き
「お菓子くれなきゃ、いたずらしちゃうぞ～」と…。

たくさんお菓子をもらって
ニッコリの子供たちでした。

『親子遠足』
「バスに乗って動物園行くんよなあ。」と

楽しみにしていた子供たち。
当日は雨が降ったりやんだりの天気でしたが、
いろんな動物を見てまわり大喜びでした。
親子でバス遠足を楽しんできました。

職
員
旅
行
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毎日腹筋していると痛みを感じ、最初は筋肉痛だと思い4
日間我慢し、不安が募ったので診察を受けたら、盲腸と診
断されました。その後、激痛が走り、腹膜炎も合併してい
たため、緊急手術を受けることになり1週間入院生活を送
りました。少しの痛みでも診察を受けることが重要だと改
めて感じました。
早目の受診をお勧めします。	 （S.T）
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私たちは地域に根ざした医療・福祉のサービスを提供いたします。
笠岡中央病院 老人保健施設 くじば苑
訪問看護ステーション くじば 居宅介護支援事業所　くじば
ヘルパーステーション くじば 笠岡市北木島診療所（※笠岡市指定管理者）

医療法人 緑十字会

医療法人　緑十字会

笠岡中央病院 診療日割表 TEL 0865-62-5121
FAX 0865-62-2706

外科　内科　小児科　（胃腸科　肛門科は各科で対応）
※整形外科は週2回の診療です。※歯科は原則予約診療です。（初診・急患は除く）

午
　
　
　
前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 ９：00

～

11：45

外　科 上　田 小　野 上　田 小　野 曽我部 上　田

内　科 仙　石 小野木 仙　石 田　辺 田　辺 仙　石

小児科 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫

整形外科 村　尾

歯　科 小野達
小野裕

小野達 小野達 小野達 小野達 小野達

午
　
　
　
後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部 小　野 小　野 曽我部 曽我部

内　科 田　辺 小野木 仙　石 田　辺 田　辺

小児科 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫

整形外科 村　尾 長　久
（4：30～）

歯　科
（2：30～）

小野達
小野裕

小野達 小野達 小野達

★　日曜日、祝日は休診です。
★　乳児健診は毎週火曜日(午後3:00～午後4:00）
★　学会、出張などにより、変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

診療科目


