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第９号医療法人 緑十字会

広 報 誌

笠岡干拓地：ひまわり畑

ひよこルーム：ミニトマト栽培水やり

ひよこルーム：夏まつり

立派に実りました♪
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日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、いかがお過ごしですか。
食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋･･･皆さんそれぞれの秋を楽しんでおられることと思
います。
これからは冷え込みが厳しくなりますので、お身体にはお気をつけ
下さいね。

『水虫』は医学的には白癬菌というカビの一種が皮膚に感染した状態のことをいいます。
夏に来院される事が多い水虫ですが、実は夏が終わってもいなくなることはありません。
今回は水虫の知識をクイズ形式で知っていきましょう。

《問　　題》

水虫は必ずかゆくなる。

塗り薬は皮がめくれている所だけ塗ればよい。

塗り薬はきれいになっても塗り続けなければならない。

水虫はうつる。

《答え&解説》

水虫だからといって必ずかゆくはなりま

せん。症状がない水虫のほうがむしろ多い

のです。また、かゆくてもかぶれといった

他の病気の可能性があります。自分では水

虫と思っていても実は違うかもしれません。

水虫のウソ、ホント!?

Q.1

A.1 ×

Q.2

Q.3

Q.4
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例えば指の間だけに皮めくれがあった

としても、足の裏や足の縁には白癬菌が

ついている可能性があります。病変だけ

に塗っても今後再発する可能性があるの

で塗り薬は足全体に塗りましょう。

白癬菌の住む角層は生まれ変わるのに1か月かかるので、皮膚がきれいになってもそれ

以上は塗り続けましょう。

水虫患者さんから剥がれた爪や皮膚のかけらからうつることがあります。家族に水虫

の方がいる場合には部屋の中を清潔にしましょう。また、多くの人が使うスリッパや足

ふきマットなどには注意をしましょう。

いかがでしたか？全問正解できたでしょうか。もし“水虫かな？”と思ったら市販の

薬を使う前に、まずは皮膚科に相談しましょう。

（文責：皮膚科医　木村 徹子）

図：ヤンセンファーマ『みずむし気になっている方へ』、POLA『5人に1人は水虫!?』より引用
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皮膚科医紹介

　4月から、土曜日の診療に加えて火曜日午前中の診療が始まり、
毎週火曜日に外来を担当させていただいている木村徹子と申します。
普段は川崎医科大学附属病院で働いています。趣味はイラストを描
くことです。
　笠岡の皆様の、皮膚トラブルを少しでも改善できるように頑張っ
ていきますので、よろしくお願いします。

全国老人保健施設協会機関誌「老健」に当法人職員の投稿が掲載されました

＜認知症の方のためのアロマ療法＞
　昨今、香りを使ったアロマ療法には、脳を刺激する効果とリラックス
させる鎮静効果があり、初期の認知症予防にも働きかけるといわれてい
ます。当施設では、問題行動のある中等度の認知症の方にも効果が出る
のか、3か月間を通して実施してみることにしました。
　年齢は77歳から96歳までの女性11名。香りは、午前中は脳活性に
効果のあるレモン+ローズマリー、夜間は鎮静効果のあるラベンダーの
香りを選びました。それぞれ匂い袋を作成し、車椅子やベッド柵にかけ、
香りを感じてもらうようにしました。
　評価は、HDS-Rや作業効率のテスト、日中の行動評価等の観察を行いました。その結果、
記憶力や作業効率の向上、独語が減った、夜間の寝つきが良く深い眠りができるようになっ
た等の、効果的な反応が得られました。また、日中の生活も意欲的となり、ご利用者同士の
交流も、匂い袋を通して見られるようになりました。
　ただ残念なことに、徘徊やオシメいじり等の問題行動に対しては、明らかな効果は得られ
ませんでした。今後も個別的な対応や関わりが必要だと思われます。
　このように、目の前にはまだまだ課題は沢山ありますが、これからもアロマ療法を通して、
ご利用者の生活や精神面での支えとなれるよう、よりいっそう頑張りたいと思います。

くじば苑　理学療法士　山本　智子　

〈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。

講師：整形外科 医師　村尾 力矢
日時：平成27年11月2日月　午後1時30分より
　　（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

　「肩こり・首こり」にお困り
ではありませんか？痛みへの対
応や治療、日々のお手入れ等に
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。

「肩こり・首こり」について

お知らせ
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行 事 ダ イ リア ー

笠岡中央病院は昭和56年８月１日に現在の場所へ移転し、
今年で34周年を迎えました。昭和１6年に小野外科医院と
して開業したのが、病院の始まりです。その後、昭和36年
に笠岡中央病院へ改称を経て、70年以上にわたり地域に
根付いた医療を提供しています。毎年、開院記念日には
松花堂弁当を提供し、患者様に好評をいただいております。
今後も地域の皆様のかかりつけ病院として、良質で信頼性
の高い医療を提供してまいりたいと思います。

８月１日　開院記念日

「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。
明るく家庭的な雰囲気を大切にしています。

デイサービスくじば

麦わら帽子の小物入れ作り
指先を使っての作業。麻紐
を巻いて麦わら帽子に見立
てました。皆様、集中して取
り組まれ、驚くほど綺麗に
仕上がりました！！

七夕飾り
ひよこルームの園
児たちと一緒に七
夕の飾りつけ。可
愛い子供たちの
姿に皆様思わず
にっこり。園児たちから歌のプレゼントもあり、
和やかな時間となりました。みんなの願いが届
きますように…

ぶんずのぜんざい作り
笠岡地方で古くから栽
培されているぶんず（緑
豆）。「懐かしい」とい
う声や「初めて」という

方も。ぶんずには解熱、解毒作用、さらには
美容効果もあるそうです。

地産地消御膳
こだわりの県内産食材をふんだんに使用しました。

お
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見学、一日体験も随時募集しています。
（TEL 0865-63-1690）

８月

毎日のお食事の写真とメニュー
を管理栄養士ブログで紹介して
います。是非、ご覧ください。

　赤　飯　　　　　　　刺　身
　ごま味噌和え　　　揚げだし豆腐
　赤だし汁　　　　　　水ようかん

お品書き
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老人保健施設　くじば苑

 ８月１日、くじば苑とケアハウスやすらぎ合同で、夏祭りを開催しました。屋台の食事を食べて、
利用者様、ご家族と楽しいひと時を過ごしました。

おやつレクリエーション特集 七　　夕

夏　　祭　　り

 栄養課と協力をして、入所と通所でおやつレクレーションをして
います。５月～８月までに、色々なおやつを利用者様と一緒に作り
ました♥♥

７月７日、
七夕会を行
いました。
利用者様・
職員一緒に、
短冊に願い事を書きました。

サンドウィッチ、
おはぎ、フルー
ツポンチ、ピザ
を作ったよ！
美味しかった
よ～☆

誕 生日会
をしました。
ケーキを皆
で食べた
よ！

願いは届いたかなあ．．．。

やぐらを囲んで、利用者様と
職員で、『東京音頭』『笠岡よっ
ちゃれ』を踊りました。

屋台の御馳走が、たくさん
ありました。
美味しかったですよ～！
ボランティアでお手伝いに来
て下さった皆様、本当にあり
がとうございました
ｖ^ ・^ v

今年は、職員が出し物をし
ました。びっくり！？女装も
ありましたが．．．。緊張のせ
いか、表情堅いです！！
かっこよく、ソーラン節も披
露してくれました。
くじばのギター侍も帰ってき
ました～！
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ひよこルーム

『たなばた』
デイサービスのおじいちゃんやおばあちゃんと一緒にた
なばたの飾り付けを楽しみました。飾り付けが終わった
あと歌を聴いてもらったり、一緒に歌ったり…。さかな
つりゲームもさせてもらい、盛りあがった子どもたちで
す。楽しい時間を過ごすことができました。

『夏まつり』
親子で夏まつりを楽しみました。わな
げやボーリングなどのゲームにも夢中に
なっていましたよ。浴衣や甚平姿もかわ
いらしく、にぎやかな夏まつりになりま
した。

　行事食やレシピ、栄養課の日々の業務について紹介したブログを、当法人の管理栄養士が書いています。
緑十字会のホームページに掲載していますので、ぜひご覧下さい。

　ひよこルームのミニトマトをおすそわけしてもらい、ハヤシライスに使わせて
いただきました。子どもたちが一生懸命お世話をしてくれたミニトマトは、真っ赤に熟れてと
ても美味しそうです！旨味成分たっぷりのミニトマトのおかげで美味しいハヤシライスが出来
上がりました！ハヤシライスに入れた牛肉は、おろし玉ねぎに漬け込んで酵素のチカラでやわ
らかく仕上げ、高齢者に喜ばれるようひと工夫しています。酵素は火を通したり、時間が経
過すると失活してしまうので、生のものを使う直前にすりお
ろして使うことがポイントです！漬け込み時間の目安は30分
ほど。分量はお肉30gに玉ねぎ7g程度でOKです。お肉は大
好き！でも、硬くて噛み切れないという時に是非試してみて
ください♪

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)。

『水あそび』
今年も「プールびらき」ということでスイカ割りを楽しみました。
その後、大きなプールに入って大喜びの子どもたちでしたよ。ジョ
ロを使ってシャワーを楽しんだり、水でっぽうで水のかけあいを喜
んだり…。「今日、プールはいる～？」と楽しみにしていた子どもた
ちでした。

緑 十 字 会 管 理 栄 養 士 ブ ロ グ の 紹 介

2015年8月21日のブログより　「トマトのハヤシライス」

QRコードは、
こちら
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　緑十字会、緑風会合同のビアホールが開催され
ました。サーバーで注いだ冷たいビールを片手に、み
んなで楽しく談笑しながら飲んだり食べたり。他部
署の方との交流も深まり、良い会となりました。早
いもので、今年も残すところ後3ヶ月。皆さん、体調
管理に気をつけて頑張りましょう！� （M.Y）
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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）
デイサービス くじば

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10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。


