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厳しい寒さの後、ようやく春の暖かさを感じる今日この頃、桜の花も満開になり、あち
らこちらで新入学生の初々しい姿を見かけるようになりました。
今年は冬季オリンピックがソチで開催され、選手の皆様の闘志を燃やし奮闘する姿に感
動されたことでしょう、私たちもその姿に励まされながら頑張りたいものです。近頃は
暗いニュースばかり飛び込んできて日本の行く末も心配されますが、明るい話題もたく
さん聞けることを期待します。

花粉症の疫学
花粉症は誰もが認める増加している病気ですが、調査によると有病率は全国平均で15.6%
で、近年では花粉症発症年齢の低下が叫ばれています。スギ林の面積は全国の森林の18%、
国土の12%を占めていて、花粉症の患者さんの約70%はスギ花粉が原因です。
花粉症を引き起こす風媒花（風によって花粉を運ぶ植物）に
は、樹木ではスギやヒノキの他にシラカンバ、ハンノキ、ケヤキ、
コナラ、ブナなどが、草本ではカモガヤなどのイネ科、ブタクサ、
ヨモギなどキク科の植物があげられます。
花粉の飛散する時期はスギ、ヒノキなどの樹木では春が中心で
すが、イネ科の場合は初夏に、キク科の場合は真夏から秋口に
飛散します。

花粉症による症状
花粉が鼻粘膜に入ると、線毛がベルトコンベアのように働き、鼻の外に運び出されます。
運びきれなかった花粉は鼻の粘膜に付着し、抗原成分を鼻粘膜にしみこませます。する
と鼻の粘膜のアレルギー細胞（肥満細胞）が活性化し、反応を生じヒスタミンが放出さ
れ鼻粘膜を刺激し、くしゃみを起こし反射的に鼻汁の分泌を生じさせます。
さらにヒスタミンは血管を刺激して鼻づまりの症状を引き起こします。結膜もヒスタミ

ンの放出により神経を介して痒みを生じ、反射性に涙の
分泌が増え、神経の過敏によって異物感が強くなります。
花粉症では発熱などの全身症状は少ないものの、口の渇
き、咽の違和感、皮膚の痒みなどの、鼻や目以外の症状
を訴える方も多いことが分かって来ています。

花粉症について

新年度を迎えて
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花粉症の治療
治療法を大きく分けると、症状を軽減する対症療法と根本的に治す根治療法の二つがあ
ります。
　対症療法：内服薬による全身療法
　　　　　　点眼、点鼻薬などによる局所療法
　　　　　　鼻粘膜への手術療法
　根治療法：原因抗原（花粉など）の除去と回避
　　　　　　減感作療法
対症療法として抗ヒスタミン薬、科学伝達遊離抑制薬、ロイコトリエン拮抗薬などの内
服や点鼻、点眼、そしてステロイドの点鼻、点眼などが組み合わせられます。
アレルギー治療薬の使用方法として、花粉飛散開始とともに薬剤の投与を始める初期治
療が一般的であり、季節が始まって症状が出現してから薬剤を服用し始めるより、効果
が高いことが分かっています。

花粉症のセルフケア
ご自分でできるセルフケアとしては、外出時にマスクや眼鏡をして、原因の花粉を少し
でも体の中に入れないようにする努力が必要です。
飛散が多いときには無駄な外出は避け、家にいる場合でも窓の開け
閉めに注意をしましょう。また、外出から帰ってきてもすぐに顔を
洗い、うがいをすることをお勧めします。

プ メチ モ
わかりやすく解説すると、直径2.5μm以下の微粒子の物質です。PM2.5の発生する原
因としては、燃焼による煤塵、黄砂のような飛散土壌、海塩粒子、工場や建設現場で生
じる粉塵などが考えられます。
日本の環境基準では、一日平均35μg/㎥の濃度までとなっており、それが70を超える
と身体に悪影響が出る可能性があると言われております。PM2.5を吸い込むと、気管支
炎や喘息などの症状の原因となると言われています。また、PM2.5が付いた花粉を吸い
込むことで花粉症の症状が悪化すると考えられています。さらに、粒子が小さいため肺
胞などに付着し肺の血管を傷つけ、そこでできた血栓が脳の血管を詰まらせて脳梗塞を
起こす可能性も指摘されています。
未だデータ不足のため、どれ位の量を吸い込めばどんな影響が出るということはハッキ
リとは分かっていないのが現状です。余りに怖がって日常生活に支障を来たすようでも
困るので、必要以上に神経質になりすぎないことも大切です。

PM2.5とは？
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行 事 ダ イ リア ー

2月20日、新鮮な鰤とサーモンを厨房で
解体し、お刺身にして提供しました。入
院患者さんを対象に行っている嗜好調査
でリクエストの多かったお刺身を、冬の
イベント食として実現しました。普段は
なかなか提供することのできないお刺身
と、それに合わせた赤飯・茶碗蒸し等華
やかな献立で、大変喜んでいただきまし
た。これからも患者さんに喜んでいただ
ける食事づくりに取り組んでまいりたい
と思います。

病棟での取り組みについて
療養病棟では月に1回勉強会を開催しています。
2月4日、「インフルエンザ」について、検査技師よりウイ
ルスの特徴や感染予防法などを学びました。スタッフの中
で勉強したいことを出し合って、その中から取り上げて勉
強会を行っています。他部署からの参加も増えています。

鰤の解体２月
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訪問看護ステーションくじば
訪問看護ステーションでは、子供さんから高齢の
方まで、様々な利用者の方のご家庭に看護師が訪
問し、病状の観察、健康チェック、褥瘡の処置な
どを行い、要介護状態の軽減、悪化予防、機能の
維持回復を図ります。
「病気があっても最後まで住みなれた家にいたい。」と思われる方、在宅療養でお困
りではありませんか？
あなたの近くに訪問看護師がいます。ご連絡をお待ちしております。

居宅介護支援事業所くじば
居宅介護支援事業所では、要介護が必要となった
皆様の生活の支援を行っています。介護支援専門
員（ケアマネージャー）が利用者のご家庭に訪問し、
日常の生活の中でお困りになっていることなどお
尋ねして、居宅サービス計画を作成します。
自宅で介護を受けられている方や、介護を行っているご家族などの思いに寄り添い、
介護保険のサービスや福祉のサービスを利用し、希望通りの生活、よりよい生活が送
れるよう支援していきます。

部 紹署 介

ヘルパーステーションくじば
ヘルパーステーションでは、「住みなれた自宅で自
分らしく生きていきたい。」そんな要介護や要支
援状態の利用者の皆様を、専門職員が心を込めて
生活のお手伝いさせて頂きます。ご家庭に訪問し、
生活の中でお困りになる調理・掃除・洗濯などの
援助や、入浴・食事・排せつの介助など、日常のお世話を行います。
安心した毎日をお届けしたい、たくさんの笑顔にお会いしたい、このような気持ちで
日々努めています。
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老人保健施設　くじば苑
くじば苑では、いろいろな行事を計画しています。その様子を、紹介したいと思います。

素敵な演奏でしたよ。皆さ
ん、聴き惚れていました。
また、聴かせて下さいね。

みんなで丸めました。昔とった杵
柄ですね。たくさんできました！
おやつのお餅も美味しかった。み
んなで食べると楽しいね。

職員が手品を披露しました。
あらっ、不思議！？よ～く、見てて下さいね～。
ひよこルームの子供達も来て、楽しいひと時でした。

ク ス スリ マ 会 １２月２４日に開催しました。笠岡高校　吹奏楽部の皆さんが演奏
に来て下さいました。

１月１０日、１階のホールで、通所リハビリに来られている利用
者の方も一緒に行いました。

２月３日、くじば苑にも鬼が来
ました。１年の無病息災を願
いました。ひよこルームの子
供達と一緒に、豆まきをしま
した。邪気が払えたかなぁ？！

プランターで野菜を栽培しています。利
用者と一緒に植えた大根が実りました。

餅

豆

き

き

つ

ま 大 収 穫根

大 会

出来た大根を調理してもらいました。
美味しかったです。

鬼は外！福は内！

ヨイショ！！の掛け声も力が入っていました。利用者も杵を持ち、
ヨイショ！男性職員の餅つきも、なかなか力が入っていましたよ。
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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

玉ねぎには体内の老廃物の排泄を促してくれる成分が含まれており、老廃物を溜めないことで
免疫力アップが期待できます。そんな玉ねぎがまるごといただける簡単レシピをご紹介します。
春が旬で甘みの強い新玉ねぎを使うのがおすすめです。

＜まるごと玉ねぎの洋風レンジ蒸し＞
材　料：玉ねぎ　中1個　　　　コンソメ顆粒　小さじ1
　　　　刻みパセリ　適量
作り方：①玉ねぎの皮を剥いて上下を切り落とす
　　　　②玉ねぎのおしりに＊の形に切り込みを入れる
　　　　③耐熱容器に玉ねぎを入れてコンソメ顆粒をふりかける
　　　　④ふんわりとラップをかけてレンジで加熱する
　　　　　（500Wで5～8分が目安。様子をみながら加減してください）
　　　　⑤刻みパセリをふりかける
☆お好みでマヨネーズをトッピングしてもおいしく召し上がれます

『雪遊び』
空からの贈り物。

日頃見る事のない「雪」を見て大興奮!!
雪玉を作って雪合戦を楽しんだり、
可愛い雪だるまを作って楽しみました。

玉ねぎで免疫力アップ

『クリスマス会』
今年も「ひよこルーム」にサンタさんが来てくれました。
ツリーにかけてあった子供達の手紙がなくなっていたので
「絶対来てくれる!」と楽しみにしていたので大喜び。

プレゼントを手渡してもらってニッコリの子供達でしたよ。

『豆まき』
くじば苑のおじいちゃん、おばあちゃんと

一緒に豆まきをしました。
歌やリズムを見てもらう時は笑顔でしたが、

鬼の登場に涙が出ちゃう子も…。
涙をぐっとこらえて「鬼は～外」と頑張りました。

レシピ
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休日の午後は決まって孫を抱いて近所を散歩。南
天の実の赤と黄色、赤い花は椿かな。ゆっくり流
れる時間は最高のリフレッシュタイム。
さあ、明日からまた頑張ろう…。
	 （Y.I）
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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。
※日割表は2014年４月１日現在のものです。年度始めのため、変更になる場合がございます。

診療科目


