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職員旅行／下関海響館のフグ

ひよこルーム／ハロウィン

ひよこルーム／電車ごっこ

職員旅行／防府天満宮
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新年おめでとうございます。昨年は未曾有の大きな災害に世界中が翻弄されました。尾を
引く福島原発の汚染水問題があります。8月には西アフリカ中心にエボラ出血熱の感染拡
大が起こり、WHOが非常事態宣言をし強固な対応を呼びかけていますが、患者は18000
人以上，死者7000人となっています。日本では代々木公園から蚊によるデング熱感染が
広がり160人に達しています。発生総数は少ないですが巨大な台風がいくつも生じ、大き
な被害をもたらしました。920～930hPa，風速55ｍ，瞬間的には75ｍもの風と、100㍉/時
間と平年の7倍量の豪雨を各地にもたらし、広島市では大型トラック8万台分の土砂流
出により70人の犠牲が出ました。御嶽山では9月に水蒸気爆発が発生し3067ｍの山頂付
近で57人が死亡するという、戦後最悪の噴火災害となりました。Ａ香港型を中心とする
インフルエンザも流行期に入り対策急務です。
ところで青色ＬＥＤの開発で3名の邦人がノーベル物理学賞に輝き、また当法人でも看
護や介護、事務部門などで多大の社会貢献が認められ、計10名の職員が表彰され大きな
励みになるという明るいニュースもありました。
さて「日本を今一度洗濯致したく候」という龍馬の言葉の如く、日本に降りかかる災害
やＰＭ2.5などで汚れた国土を、石鹸できれいに洗い直したい気持ちになります。釈迦が
その堅い実を108個繋いで数珠を作り、弱い人間の平穏を祈り、故無くして亡くなった人
の霊を手厚く弔うようお命じになったという「無患子（ムクロジ）」という有り難い木が
あります。果皮は「延命皮」といわれるお薬で、その中に大量のサポニンを含むため「セッ

ケンノキ」といわれ、リスや小鳥たちに食べられて
もよい季節になると、カランカランと木魚のような
音がします。今年はそんな、私たちに役立つ、ムク
ロジの実にあやかりたいものです。

ノロウイルスとは
ノロウイルスは非常に感染力の強い小型の球形ウイルスで、わずかなウイルス量（10～
100個程度）で感染します。感染者の嘔吐物や糞便中には大量のウイルスが含まれており、
小さなお子様やお年寄り、その他体力の落ちている人が多く集まる施設内での集団感染
には、十分に気をつけなければなりません。

ノロウイルス感染症

新年に思う
院長　上田　祐造

ムクロジの実



−2−

広報誌 そよかぜ2015年１月発行 第６号

ノロウイルスの感染経路
①カキなどの二枚貝を生、あるいは十分に加熱処理しないで食べて感染する。
②家庭や施設内で感染者を看病することで人から人へ感染する。
③嘔吐物や糞便などで汚れた環境表面（トイレや食器、衣類など）に触れ、手を介して

口から体内に入り込んで感染する。
④感染者の嘔吐物や糞便が飛び散り、しぶきを吸い込んで感染する。
⑤カーペットなど嘔吐物の処理が不十分であり、乾燥し歩行などにより空中に舞い上がっ

たウイルスを吸い込んで感染する。

ノロウイルス感染症の潜伏期間、おもな症状、特徴
感染の潜伏期間は12～48時間で、おもな症状として「吐気、嘔吐、下痢、
腹痛」などがあり、「発熱」は軽微です。また「嘔吐」が突然強力に起き
る場合があります。これらの症状が1～2日続いた後、自然に消失します。
しかし、症状が治まった後も1週間から10日、長い場合は1ヶ月も便からのウイルスの排出
が続きます。また、ウイルスに感染していても下痢や嘔吐などの症状が出ない人もいます。

ノロウイルス感染症の予防対策
①手洗いを頻繁に行う。爪は短く、指輪をはずし、石鹸で30秒以上もみ洗いする。
②嘔吐物などの感染源は、早期に正しく処理する。
③ウイルスで汚染された箇所は、ウイルスに効果のある次亜塩素酸ナトリウム（ミルト

ンなど）や熱で消毒する。
④食事はなるべく火を通す。
症状が無くなっても1～3日は職場や学校に行かないようにするのが望ましいので、復
帰は、受診された病院の担当医に相談されるとよいでしょう。

ノロウイルス感染症にかかった場合の注意
嘔吐や下痢で体の水分やミネラル分が足りなくなりがちなので、室温程度に温めたスポー
ツ飲料を飲んで水分やミネラル分を補充する必要があります。冷たい状態のスポーツ飲
料は胃腸の働きが鈍くなる可能性があるので、お勧めできません。また、下痢止めは腸
の中に大量のウイルスを閉じ込める事になるので、服用は好ましくありません。
ノロウイルス感染症は1年を通じて発生していますが、これからの12～1月がピークで
す。インフルエンザもこの時期に流行しやすいので、普段から手洗い、うがいなどの感
染予防をしっかり行いましょう。

プ メチ モ
簡易検査がありますが、健康保険で適応されるのが3歳未満か65歳以上、もしくは特殊
疾患のある方のみです。また、この検査は結果が出るのが早いのが利点ですが、感染し
ていても陽性にならないこともあるので、陰性でも感染していないとは言えない不利点
があります。当院でも行っていますので、詳細はお尋ね下さい。

ノロウイルスの検査や診断について

（文責：小児科医　竹迫 憲次）



−3−

広報誌 そよかぜ 第６号 2015年１月発行

行 事 ダ イ リア ー

9月12日、院内研修を開催しました。「褥瘡、
創傷のケアについて」がテーマで、岡山
市立市民病院 萩野香央里先生（皮膚・排
泄ケア認定看護師）による講演がありま
した。褥瘡、創傷のケアにおける基礎知
識について再確認することができました。

院内研修９月

10月27日、健康教室「そよかぜ教室」を開催しま
した。今回は、整形外科の村尾医師が「膝の老
化について」をテーマに、膝の痛みの原因や治
療法について講演しました。膝の関節は長年体
を支えてきている為、骨やその周囲がだんだんと
すり減っていき、やがて痛みが生じます。膝の体
操は自分で出来る治療法の1つですので、無理を
しない程度に日々の生活に取り入れてみましょう。

そよかぜ教室10月

そよかぜ教室 次回のご案内
4月に、内科の仙石医師による「高血圧」についての講演を予定しております。
詳細は後日、院内掲示，ホームページ等でお知らせ致します。予約不要，参加
費無料ですので、お気軽にお越し下さい。

お知らせ

9月27日、病院敷地内，近隣の清掃活動を行いました。
約1時間程の作業で、側溝や駐車場の草刈りやごみ拾いなどを行いました。

清掃活動９月

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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看護部

部 紹署 介

看護部の理念

1.私たちは　人間の生命と　人間としての尊厳を　尊重します
2.私たちは　患者様に心の通う看護を提供し信頼されるよう努力します
3.私たちは　患者様ひとりひとりに合った質の高い看護が提供できるよう
　　継続的学習に努めます
4.私たちは　明るい職場づくりに努めます

外来の特徴

子供からお年寄りまで幅広く診察する体制を整えています。
また、各種検診、予防接種、往診なども行っています。
診察介助はもとより、医療・介護など皆様からのご相談内容に応じ、医師をはじめ
専門スタッフと連携を図り、適切な助言をするように努めています。

病棟の特徴

◦一般病棟　　　52床（地域包括ケア病床　9床を含む）
当院外来だけでなく、他の医療機関、介護保険関連施設からの
紹介入院を積極的に受け入れています。
介助を要する高齢者、認知症のある患者さんに対応する為に、
看護補助者も夜勤体制をとっています。
治療、リハビリを行い、在宅復帰を目指します。

◦医療療養病棟　42床
医療依存度が高く、長期医療を要する患者さん、施設待機など退院調整中の方、
またターミナル期の患者さんを受け入れています。本人・家族の思いを受け止め、
優しく・丁寧に看護・介護を提供するように努めています。

支援相談室との連携　　＝患者さんやご家族の傍らで＝

入院（転院）相談、入院時の家族面談から退院までの諸々の相談・情報提供、他の
医療機関や関連施設との調整などに、2名の支援相談員が
積極的に関わっています。 何でもお気軽に

ご相談下さい
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老人保健施設　くじば苑

おやつの紅白饅頭で、お祝
いです。ムースのお饅頭も
作りました。
美味しかったですよ～！
やっぱり、“花より団子”で
すね　ｖ^ 。 ｖ^

ささやかな
プレゼント
です！！
どんなプレ

ゼントが入っているのかなぁ
～？！お楽しみ！！

皆さん、素敵な歌声に聞き惚れて
いました。色々な歌を聴かせてく
ださり、ありがとうございました。
また、聴かせて下さいね！
多くのご家族も参加して頂き、楽
しいひとときを過ごしました。

９月１４日、くじば苑の１階ホールにて、くじば苑敬老会を開催しました。
みたけ少年少女合唱団の皆さんの来訪があり、素晴らしい歌声を聴かせてくださいました。

これからも皆さんが、元気で過ごし
ていただけるよう、お手伝いしてい
きたいと思っております。

くじば苑 職員一同

小さな子供達も、
歌声を披露して
くれました！ バ
イオリンの演奏
もとても素敵で
したよ！

敬老御膳 おやつレク

敬  老  会

霜 月 膳
おやつ作りで、パフェを作り
ました。みなさん美味しそ
うにみかん等をのせて、チョ
コレートやクリームを盛り
付けておられました。色々
なパフェが出来上がってい
ましたよ！

昼食に、季節にちなんだ食
材を使って、霜月膳がふる
まわれました。お寿司、湯
葉合え等、美味しそう！！

敬老の日に先立ち、敬老御
膳でお祝いをしました。ムー
ス食提供の方も食べれるよ
うに、調理しました。 
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11月15日～16日、1泊2日で毎年恒例の職員旅
行がありました。今年は山口・下関方面で、両
日とも天候に恵まれ、温かく旅行日和でした。
初日は日本最初の天神様　日本三大天神と称
されている防府天満宮を参拝し、夜は湯田温
泉でフグ・瓦そば・ヒレ酒など山口名物の美味
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、門司港・唐戸市場・海響館などを回
り、観光や買い物を楽しみました。
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。

職
員
旅
行

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

『秋まつり』
みんなで「おみこし」を作りました。

病院の駐車場まで、ワッショイ!!ワッショイ!!と
元気よくかついで行きました。

お家の人や、おばあちゃんたちに
楽しく踊るのを見てもらい、アンコールまで…。

法被姿がかわいい子どもたちでしたよ。

『ハロウィンパーティー』
今年も、可愛い衣装を着て歩きました。

リズムが大好きな子どもたち。
♪モンスタップ♪の曲に合わせて
楽しく踊る姿を見てもらいました。

夕方は、お家の人と一緒に
クッキングを楽しみました。

クッキーに模様を描いていく顔は真剣でしたよ。
楽しい時間になりました。
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昨年の箱根駅伝、途中棄権した山梨学院大の上田
監督の言葉「…その受け止め方によって未来は変
えることは出来る。」その言葉を胸に、選手は今年
どんな走りをするか。目が離せない２日間になり
そうです。
選手の皆さん頑張れ!!	 （Y.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、皮膚科は週1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

皮膚科 川崎医大
皮膚科医

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９月１日現在

診療科目

初診受付
11：30まで

初診受付
５：30まで

★　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。


