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梅雨明けの候
ひまわりが日に日に背を伸ばすこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今年も夏祭りや花火大会の季節がやって参りましたね。
楽しいイベントがたくさんありますので、夏バテにならないように気をつけましょう。

食中毒とは？
原因となる微生物や、有害物質を含んだ食品を人が食べることによっておこる、急性の
嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの胃腸炎症状を主とする健康被害を食中毒といいます。

食中毒の原因
食中毒を引き起こす主な原因は「細菌」と「ウイルス」です。細菌の多くは湿気を好み、

また30～35℃位で最も増殖が盛んになるため、細菌性食中毒は夏場
（6月～8月）に多く発生しています。従ってこの時期は家庭内で
も特に注意が必要です。ちなみに食中毒ウイルスの代表格であるノ
ロウイルス感染は11月～3月の冬場に多く発症します。また、その
他、毒キノコ、フグなどの自然毒によって起きる場合もあります。

次に食中毒を引き起こす主な細菌やウイルスについて簡単に説明します。

細菌・ウイルス名 潜伏期 特徴

腸 管 出 血 性 大 腸 菌
（O157等）
カンピロバクター
サルモネラ

2～7日

2～7日
12時間～2日

牛、豚、鶏などの腸の中にいる菌。これ
らの食肉を生で食べたり、加熱が不十分
であったりすると発症することがある。
嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が強
い。血便がみられることもある。少量の
菌でも発症する。

腸炎ビブリオ 8～24時間 塩分を好み、海中に存在。魚介類の生食で
感染。激しい嘔吐、下痢、腹痛。発熱あり。

セレウス菌
1～3時間（嘔吐型）
8～16時間（下痢型）

河川、土壌中に広く分布。土のついた豆
類や穀類が主な原因。熱に強く、加熱に
よる殺菌が難しい。

ブドウ球菌 1～6時間

自然界に広く分布。人の皮膚や、粘膜に
も常在。汚染された食品中で増殖し、毒
素を産生する。この毒素は熱に強く、摂
取後短時間で発症し、嘔吐や下痢を引き
起こす。

食中毒について
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ノロウイルス 1～2日

冬場に多い。手指や食品（カキなどの生
食）を介して口から入り、腸の中で増殖し
て発症。嘔吐、下痢、腹痛など。発熱は軽
度。感染力が強く、非常に少量のウイルス
で発症するため、集団感染の原因となる。

食中毒の予防
食中毒の予防3原則は「つけない」「増やさない」「やっつける」

「つけない」
第一のポイントは細菌やウイルスをつけないこと。まず手洗いですが、外出から
帰宅後、食事前には必ず石鹸で丁寧に手洗いしましょう。更に
調理前はもちろん、調理中特に生肉、生魚、卵などを扱う前後
にこまめに石鹸で手洗いすることが大切です。また、調理器具や、
ふきんなどを介した菌の付着にも気を付ける必要があります。

「増やさない」
第二のポイントは細菌を増やさないこと。食材の消費期限を守りましょう。料理
や生ものは放置しておくと細菌が増殖してきます。作ったものはなるべく早く食
べましょう。保存は冷蔵庫や冷凍庫が原則ですが、冷蔵庫の中でも細菌はゆっく
り増殖するので、過信は禁物です。

「やっつける」
第三のポイントは、ほとんどの細菌やウイルスは熱に弱い特徴があるので、加熱

して食べれば安全性が高まります。特に肉や魚は中心までしっか
り火を通すことが大切で、中心部を75℃以上1分間以上加熱するこ
とが目安です。また調理器具も熱湯や漂白剤などで消毒すること
です。ただし、黄色ブドウ球菌などの毒素は熱に強いので、加熱
さえすれば大丈夫と思い込むのは危険です。

3原則をしっかり遵守することが大切なのです。

食中毒の治療
まず大切なことは水分、電解質のこまめな補給で、軽度の胃腸症状であれば一般的には
1日～2日で自然に軽快します。症状が激しい場合、複数の症状が続く場合などは病院
を受診しましょう。特にお年寄り、乳幼児、持病を持っている人などは頻回の嘔吐、下
痢により脱水症に陥りやすく、また基礎疾患の悪化を招く場合もあり
危険です。血便がみられた場合も受診が必要です。
また自己判断で薬を飲むのはよくありません。下痢や嘔吐は体内の毒
素を排出しようとする生体反応とも考えられるので、腸を止めるタイ
プの下痢止めは安易に飲んではいけません。
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行 事 ダ イ リア ー

4月24日、健康教室「そよかぜ教室」を開催
しました。今回は、内科の小野木医師と管
理栄養士の桒田が「ストップ！動脈硬化症」
をテーマに、動脈硬化とはどのような病気か、
食事の面からの予防法などについて講演し
ました。生活習慣病などが動脈硬化を引き起こし、進むと脳梗塞や心筋梗塞などの原因と
なることが分かりました。生活習慣を見直して、動脈硬化を防ぎましょう。

そよかぜ教室４月

患者さんに安全
安心の看護技術
を提供出来る看
護師を目指して
頑張ります。

大津　ゆかり
（看護部門）

初心を忘れず気
を引き締めて、
日々の業務に取
り組んでいきた
いと思います。

日高　佳澄
（リハビリ）

患者さん、家族の方、
スタッフなどの信頼を
得られるように共感力
を身に付け、確かな状
況判断の出来る介護士
を目指して頑張ります。

藤原　麻由
（介護部門）

少しでも早く病
院や仕事に慣れ
ることが出来る
ように頑張りま
す。

藤井　祐希
（事務）

患者さんにきち
んと寄り添う看
護師になれるよ
う、まず仕事を
覚えます。

齋藤　千歩
（看護部門）

オリエンテーションで各部署の紹介や、救命法、感染防止法、接遇などの研修がありました。

新入職者紹介　今年度の新入職者です。よろしくお願いします。

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
帰り下さい。
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医事課
私たち医事課は、受付や病棟の窓口で来訪者の応
対や、請求業務、その他の事務的な業務を行って
います。また、職員同士のチームワークを大切に、
医師や看護師など各分野のスタッフの活動が円滑
になるように、サポートを行っています。 
私たちは『親切丁寧』を日々心がけています。
ご不明な点などございましたら、お気軽に声をおかけ下さい。

栄養部
栄養部には病院3名、老人保健施設1名の管理栄
養士が在籍しています。
それぞれ独立した厨房があり、各対象者に合わせ
た食事内容できめ細やかな栄養管理を行っていま
す。給食提供に関わる業務は給食委託会社と協力
し、食事を治療の一環と考えると共に、生活の中の楽しみの1つと捉え、おいしく召
し上がって頂けるよう日々努めています。
栄養指導を予約不要で随時行っています。ご興味のある方は病院職員にお気軽に声を
おかけ下さい。

部 紹署 介

薬剤部
薬剤部は、当院に入院されている方のお薬や注射
の管理を行っています。
◎ 処方の監査：お薬の処方内容の確認を行います。

投薬ミスが起こらないようにチェックしています。
◎ お薬を調剤：医師の処方せんに基づいて、お薬

を飲みやすいように粉砕したり、一包にまとめたりするなど、個々の患者さんの服
用する状態に合わせて調剤を行います。

なお、外来の方のお薬については、院外処方を行っておりますので、「かかりつけ薬局」
でお尋ね下さい。
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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。

できたての
『きんとん』です。
飾り付けも、上手にで
きました。
できたきんとんを、み
んなで食べました。美
味しかったですよ～。

花 見 ４月７・８・１０日に、井戸公園へお花見に行きました。御家族の方も来て下さり、
楽しいひとときを過ごしました。

３月８日に、寿司屋が開店しました。日清医療
食品のご協力で、昼食に、にぎりたてのお寿司
を食べました。通所リハビリに来られている方
達は、実演を見ながら食べました。

３月２５日に入所者、２６日に通所リハビリ
の利用者と、さつま芋で、
『きんとん』を作りました。

に り 司ぎ 寿 お つ クや レ

おやつに、フーマ
ンを食べました。
甘酒も美味しかっ
たですよ！！
皆さん、花より団
子でした・・。

おかわり、にぎるよ～！
海老、サーモン、うなぎ！！

今年は、天気にも恵まれ、桜の花も満開で、とても綺麗に咲いていました。春を満喫しました。
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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

『発表会』
1年間の成長と、かわいい姿を見てもらった発表会。

ハンドベルやリズム、劇あそびなど、たくさんの方の前で
恥ずかしがりながらも頑張った子どもたち。
お家の方にい～っぱい拍手をもらいました。

一番のご褒美ですよね。楽しい時間になりましたよ。

『お花見（さんぽ）』
桜が満開の『井戸公園』まで、お花見に行きました。
少し距離はありましたが「あ、さくら～ぁ。」など、
いろいろと発見しながら歩いていきました。
公園では桜が満開の中、すべり台やシーソーで
しっかり遊んで大満足の子どもたちでした。

『製作（こいのぼり）』
【こどもの日】に向けて大きな『こいのぼり』をみんなで
作りました。輪っかをウロコに見立てて貼っていきました。
部屋の入口に飾ると「これ、みんなでつくったよねぇ。」と

喜んだ子どもたちです。
今年もこいのぼりのように元気いっぱいで過ごしたいですね。

暑い夏がやってきました。気温の上昇とともに、炭酸飲料やスポーツ飲料等、
甘いジュースを飲む量が増えていませんか？
甘いジュース500mlにはおよそ55ｇの糖分が含まれています。角砂糖にする
と、なんと約15個分！糖分の摂り過ぎは食欲の低下につながります。また、糖の代謝にはビタミ

ンB1を必要としますので、ビタミンB1が不足しやすくなり、疲れが抜けず夏バテ
の原因になってしまいます。運動等でたくさん汗をかいた時には、汗と一緒に失わ
れる塩分等を補給できるスポーツ飲料の利用が良いとされていますが、汗をかいて
いないのにたくさん飲んでいると、塩分・糖分の摂り過ぎになるため注意が必要で
す。普段の水分補給にはお水かお茶を選ぶことをお勧めします。
上手な水分補給で暑い夏を元気に乗りきりましょう！！

暑い夏の上手な水分補給法食
コラム
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訪問看護師となって16年目を迎えた。最近は、自
分よりも若い利用者の方々の最期を看取ることも
ある。つらいことも多いが、１人１人の方から、
かけがえのない命の輝きを感じている。
これからも日々感謝の気持ちを忘れず、仕事をし
ていきたいと思う。� （A.S）
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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 小野木 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）

※2014年６月１日現在
★　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


