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ひよこルーム／豆まき

院内研修会／褥瘡予防

院内イベント／寒ぶり解体ショー

笠岡干拓地／菜の花畑
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暖かな春の日差しがうれしい季節となり、
木の芽や草花も息を吹き返し活気づき始めました。
春の陽気に誘われて外に出かけたくなる気分になりますね。
とは言っても花冷えの季節であり、天候の定まらない季節です。
体調を壊しやすい時期なので、しっかり体調管理をなさってください。

8020運動とは、1989年（平成元年）より厚生省（当時）と日本歯科医師会が推進して

いる「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という運動です。

智歯（親知らず歯）を除く28本の歯のうち、少なくとも20本以上自分の歯があれば、ほ

とんどの食物を噛み砕くことができ、おいしく食べられます。（図1）

80歳高齢者を対象とした調査から、歯の喪失が少なく、よく噛めている人は生活の質

および活動能力が高く、運動や目や耳の機能が衰えていないことが明らかになっていま

す。また、要介護者における調査においても、口腔衛生状態の改善や、咀嚼能力の改善

を図ることが、誤嚥性肺炎の減少や、ＡＤＬ（日常生活動作）の改善に有効であること

が分かっています 。

8020運動を
　　　　　ご存知ですか？

図1
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厚生労働省は6年に一度、達成率を調べていますが、それによると、運動開始当初は7％

程度、平均残存歯数は4~5本でしたが、平成23年度の調査では達成率が38.3％、残存歯

数は12本で、この20数年の間に30ポイント以上改善しています。（図2）

どうして我々は歯を失うのでしょうか？

歯を失う一番の原因は歯周病で、なんと成人の8割が歯周病にかかっています。（図3，

図4）若いうちは歯周病の中でも軽度の歯肉炎の罹患率が高いため、ほとんどがむし歯

で歯を失います。しかし、年齢とともに歯周病の有病者も増加し、重度の歯周炎の罹患

率が増えて歯を失っていきます。

むし歯はもちろん歯周病も口の中を清潔にすることで予防ができま

す。毎日のお口のケアが大事です。そして、悪いところがあればすぐ

に歯医者さんを受診しましょう。

（文責：歯科医　小野 達生）

図２

図３ 図４
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行 事 ダ イ リア ー

12月12日、院内研修を開催しました。今回
は「身体にかかる圧と影響と対策」がテー
マで、株式会社モルテンの方による講演が
ありました。体のどの部位に圧がかかりや
すく褥瘡ができやすいか、またその対処法
について再確認することができました。

院内研修12月

2月25日、患者食堂にて寒ぶり解体ショー
を開催しました。
九州より活きのいい寒ぶりを仕入れ、入
院患者さんの目の前で解体し、新鮮なお
刺身と握り寿司を提供いたしました。板
前さんの見事な包丁さばきで芸術的な舟
盛りも完成し、歓声があがりました。皆
様大変喜ばれ「とても美味しい！」「ま
た食べたい！」と大絶賛でした。患者さ
ん、スタッフ一同、旬の味覚を堪能し、
笑顔があふれた1日でした。これからも
皆様に喜んでいただけるお食事を提供で
きるよう頑張ります。

栄養課一同

寒ぶり解体イベント２月

1月31日、岡山県看護学会（於：岡山県看護会館）がありました。
「在宅ターミナルを支えた訪問看護師のストレスに関しての1事
例」と題し、日頃の訪問看護の一端を発表させていただきました。

岡山県看護学会発表１月

入院患者さんの目の前で寒ぶりをさばきました。

舟盛り完成

お
し
な
が
き

赤
飯

ぶ
り
、サ
ー
モ
ン
、甘
エ
ビ
の
刺
身

茶
碗
蒸
し

か
ぼ
ち
ゃ
の
煮
つ
け

豆
腐
の
赤
だ
し
汁

ムース食の患者さんには
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4月より現在土曜日午前中の診療に加えて、

毎週火曜日午前中 木村徹子 医師の診療が
始まります。（受付時間　9:00～11:45）

〈そよかぜ教室のご案内〉当法人では年2回、健康教室「そよかぜ教室」を開催しています。

第1部「高血圧症とは」 講師：内科 医師　仙石 宣彦
第2部「塩分を摂りすぎていませんか？
  ～食生活を見直してみよう～」

講師：管理栄養士　粟村 三枝
日時：平成27年4月23日木　午後2時より（約1時間）
場所：老人保健施設くじば苑1階　ボランティアルーム

放置すると恐い高血圧症。その
診断法や合併症、治療法などに
ついてお話しします。

参加費無料、予約不要です。
お気軽にお越し下さい。

「 高 血 圧 症 」に つ いて

お知らせ

「デイサービスくじば」は、介護保険の在宅
サービス「通所介護」の事業所です。場所は
ケアハウスやすらぎの南隣で、昨年11月に地
鎮祭を行い、現在まだ建設中ですが、外からみるとおおむね完成に近づいています。

デイサービス（通所介護）とは？？

通い（お車での送迎）により、日中を過ごしていただくサービスです。介護保険で
「要支援」や「要介護」状態と認定された方が対象となります。

◦体操や運動など、お身体をメンテナンス
◦絵手紙・習字・パッチワーク・将棋などの趣味活動
◦読書やいろいろな学びの活動
◦お食事やお風呂など日常生活の場に

今後は、随時お知らせしていきます。

デイサービスくじば
5月オープン予定

皮膚科の
外来診療について
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ひよこルームの子供達も歌
やダンスを披露してくれま
した。とても可愛かったで
すよ～！みんな、上手でした。
サンタクロースからのプレゼント！中はなにか、お楽
しみ～！！！

♪職員による、ハンドベルの演奏
♪を披露しました。
この日の為に、一生懸命練習をし

ました。いかがでしたか？？
緊張で、手が震えていたそうですよ　～^ 。 ～^

老人保健施設　くじば苑

素敵なカードのプレゼ
ント♥
手作りで、世界に一つだけのカードです♥

生演奏に聴き
惚れていまし
た！素敵な演
奏でした。
また、聴かせ
て下さいね。

12月24日に、クリスマス会を開催しました。
今年も、笠岡高校　吹奏楽部の皆さんが演奏に来て下さいました。

豆　ま　き １００歳御祝

ク　リ　ス　マ　ス　会

2月３日、くじば苑に鬼が来ました。1年の
無病息災を願いました。通所リハビリの利用
者やひよこルームの子供達と一緒に、豆をま
きました。

入所者の方が、１２月1日に
１００歳の誕生日を迎えられ
ました。笠岡市役所の方も
来られ１００歳のお祝の会を
開催しました。
家族の方も出席して下さい
ました。

これからも、長生きしていただけるよう、職
員一同、お手伝いでき
たらと思っています。
本当に、おめでとうご
ざいました。

鬼は外！福は内！
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12月11日、医療法人緑十字会と社会福祉
法人緑風会合同の忘年会が開催されまし
た。くじば苑内で立食形式で行われ、美
味しい料理を頂きながら、普段あまり交流
のない他部署の方とも楽しく賑わいました。
今年１年の労をねぎらい、来年に向けて決
意を新たに、結束を深められたと思います。また、 食事や会場設置等、準備を
して頂いた福山ニューキャッスルホテルの皆様方、ありがとうございました。

忘
年
会

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

『クリスマス会』
今年もサンタさんがきてくれました!!

子どもたちもかわいいサンタさんになって
プレゼントを持ってリズムも楽しみました。

「くじば苑」では、おじいちゃんやおばあちゃんに
クリスマスカードを渡して喜んでもらいましたよ。
ひよこルームにも「おりこうさんはどこかな？」と

プレゼントを持ってきてくれました。
うれしい顔していた子どもたちでした。

『まめまき』
「おにくる？」と少々不安な子どもたち。
おにのお面やマスの製作の時には、

へっちゃらな感じでしたが、赤おに、青おにの
登場に涙が出る子や、かたまってしまう子が…。
それでも、「おには～そと！ふくは～うち！」と
しっかりと豆まきができました子どもたちです。

『キッズハウス』
ひよこルームの部屋が広くなり遊ぶ部屋が増えました。

新しくできた部屋に「キッズハウス」を
設置したところ「これなに～」と興味津々。

扉を開けて中に入ってみたり、
カラーボールで遊んだり…。

お家ができたと喜んで遊んでいますよ。
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最近、国際アンデルセン賞を受賞された上橋菜穂
子さんの「守

も

り人シリーズ」を読んでいます。短
槍使いの女バルサが活躍するファンタジーの世界
に踏み込んでみて下さい。
きっと、大人のあなたも虜になります。  （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・皮膚科は、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

皮膚科 木　村 川崎医大
皮膚科医

歯　科 小野（達）
小野（裕）

小野（達） 小野（達）
小野（裕）

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（裕）

小野（達）

※2015年４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。


