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　肩こり、首こりは、多くの人が経験したり、長年付き合っている人も
多いと思います。多くは筋肉から起こるものですが、様々な病気によっ
て起こるものもあり、長引いている方は一度診察を受ける事が大事です。
今回は、筋肉からの症状に対する生活の工夫、対処法について説明します。

　筋肉はある程度の疲れが溜まると、だるさや痛みといった症状が現れます。

１つは、日々の負担を減らし、疲れを溜めない様にすることです。

具体的には、姿勢を良くし、肩、首にある一部の筋肉に、負担が集まることを防ぐ事が

肩こり・首こりについて

　新年おめでとうございます。
　どうか今年こそは、病院を取り巻く人達や私どもが穏やかに過ご
せる年であってほしいと思うのですが、世相はといえば、我国はじ
めアジア、中東や欧米に高い波風が立っているのが現状です。この
処の天変地異は激しく、今年の春頃まで続くものと観測されている
スーパーエルニーニョ現象と相まって、イルカや鯨、カラスの大量

死（茨城、埼玉）、ザリガニ大発生（宮城、和歌山、岡山など）、さらに世界の各地で大
地震や火山活動、大雨洪水、パキスタンやインドの熱波（45℃）で多数の犠牲者、チリ
の砂漠地帯などでも大洪水、62年ぶりの札幌ドカ雪と、観測史上初めてといった災害が
頻発しました。また地中海での移民・難民船と欧州の駆け引き問題なども起きています。
　こんな世相ですが、昨年も二人の日本人がノーベル賞（医学生理学と物理学賞）に輝く
という明るい話題もありました。本年は、伊勢志摩サミット（5月）と関係閣僚会合、マ
イナンバー制度の普及、選挙年齢の引き下げ、ＴＰＰ協定の運用問題、沖縄の基地問題、

「一億総活躍社会」の実現への踏み出し、国
防問題など難しい課題が山積しています。
　ところで今年の干支、サルが好んでほお
ばる山の幸に、マタタビ科のサルナシ（図1）
という木の実があります。甘酸っぱいその
実を田舎でたまに手に入れては、キウイに似たその味を楽しんだものですが、別名をシ
ラクチカズラといって、その強靱なツルで祖谷のかずら橋ができています。サルナシは
親戚筋のマタタビ（図2）とともに、疲労困憊時に立ち直らせてくれる高栄養価の果実です。
襲いかかってくる諸問題に疲れきったら、サルナシやマタタビの実を漬け込んだお酒を
頂いては元気を取り戻して、肩腰にガタがきたり、骨盤筋群が緩んできた井笠地域の人々
の健康を、少しでも取り戻すための汗を流したいと念じている年初めです。

図：おくやまひさし著「山菜と木の実の図鑑」より引用

年頭のご挨拶

院長　上田　祐造

図1　サルナシ 図2　マタタビ
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大事です。猫背、顎が前に出ている、肩をすぼめる様な

姿勢を避け（図①）、胸を張るような姿勢が良いでしょう。

次は、疲れが溜まって硬くなった筋肉をほぐす体操が必

要になります。

年齢とともに、筋肉は硬くなりやすく、硬い筋肉は疲れ

やすく症状が出やすいです。

肩、肩の裏（肩甲骨のまわり）では腕を伸ばし、肘を反対の手で胸に引きつけるような

体操が良いでしょう。（図②）

首では首の力を抜き、顎を引くような体操が良いでしょう。慣れてくれば手で軽く後押

ししても良いでしょう。（図③）

どの体操も、力を抜いて行うことが大事です。

それぞれ、軽い痛み、突っ張りを感じる所で10～20秒程止めてください。

簡単な体操を紹介しましたが、テレビ、雑誌等で様々な体操が紹介されており、実践さ

れている方もおられると思います。

今回紹介した以外のものでも、馴れた体操でも、もちろん効果はあります。

しかし、どんな体操でも力を抜いて行うことが大事ですので、それを心掛けて下さい。

長年付き合っている、肩こり・首こりの生活の工夫、体操により筋肉のお手入れをする

ことで、少しは楽になると思います。

長年困っている人は一度、病気が無いか診察を受け、姿勢に気を付け、体操でお手入れ

してみてはいかがでしょうか。
（文責：整形外科医　村尾 力矢）

（図③）

（図①）
顎（あご）が
前に出ている

猫背

（図②）
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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。

　4月に、居宅支援事業所くじば坂本ケアマネジャーによる「認知症予防」についての
講演を予定しております。詳細は後日、院内掲示やホームページ等でお知らせ致します。
参加費無料、予約不要ですので、お気軽にお越し下さい。

＜次回のご案内＞

行 事 ダ イ リア ー

10月30日、院内研修会を開催しました。今回は臨床検
査技師の小見山が「感染予防」をテーマに、感染症の
標準予防策として、手洗いの重要性を中心に講演しまし
た。日常的に行っている手洗いも、感染予防ということを
意識して行うことが必要だということを再認識しました。

11月2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「肩こり・首こり」をテー
マに、主に筋肉から起こる肩こりや首こりについて、原因
や予防法など講演しました。良い姿勢を意識し、使い過ぎや疲れを貯めないようにすることが大
事です。生活習慣を見直し、日常生活に簡単な体操を取り入れるなど、予防を心掛けましょう。

11月13日、避難訓練を行いました。日中くじば苑か
らの出火という設定で、声を掛け合いながら利用者役
の職員を避難させました。三宅消火器の方より消火器
の使い方も教わり、日頃からどこに設置してあるのかを
把握し、いざという時に慌てず使用できるようにしておく事が大事だと再認識しました。また、
災害時の備蓄食の試食も行い、皆で意見を出し合いました。

院内研修会

そよかぜ教室

避難訓練

10月

11月

11月
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ホームページがリニューアルしました！
これまで以上に法人の情報や魅力を発信していきたいと思いますので、是非ご覧下さい♪

表 彰　当法人の職員が各部門で表彰されました。（順不同、敬称略）

おし ら せ

◦岡山県病院協会　病院優良職員　檜垣 智美、幸﨑 舞子
◦備中保健所長　地域医療功労者　小山 由実子
◦笠 岡 市 優 良 介 護 従 事 者　河田 由美子、坂本 賢治

また栄養課が、岡山県備中保健所長から「優良特定給食施設」として表彰され、長年にわた
る優秀な衛生管理が評価されました。この受賞を励みに、今後も栄養課全員で安心・安全な
美味しい食事の提供を目指していきたいと思います。

「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

9月、3日間にわたり、敬老の日をお祝いしました。
琴の演奏、子供達との触れ合い、民謡、お抹茶を頂
くなど楽しい時間となりました。皆様のご長寿を心
よりお慶び申し上げます。

お誕生日のお祝いにケーキや巻き寿司作り!中々の出
来栄えです!!

10月、笠岡干拓へコスモスを見にいきました。秋晴れ
のなか、風に揺れるコスモスに皆様とても良い笑顔が
見られました。ベイファームでの買い物にも熱が入り
ました!

かつて、ほとんどの利用者様が経験されていた真田組
み。3本の麦を使って編む「三平（さんぴら）」や、4本で
編む「四菱（しびし）」。広告を使って四菱でかごを編み
ました。力を合わせて作った共同作品です!

見学、一日体験も随時募集しています。
（TEL 0865-63-1690）
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老人保健施設　くじば苑

　９月１５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。平日に行ったので、
通所リハビリの利用者様も参加されました。
　今年は、『マジックシンガーズ』の皆さんが来てくれて、歌や手品を披露してくださいました。

美　味　し　い　物　特　集 100歳御祝

敬　　老　　会

　入所者の方が、１0月１日に１00歳
のお誕生日を迎えられました。
　笠岡市役所の方、ご家族様も来
られ、１00歳のお祝いの会を開催
しました。１00年前の誕生当日に
発行された新聞のプレゼントもあ
りました。これからも長生きして
いただける様、職員一同お手伝い
出来たらと思っています。

「きよしのズンドコ節」等、
馴染みの曲を、たくさん披露
してくれました。歌の合間に
マジックもあり、次は何が起
こるのか、みんな、ドキドキ
しながら見入っていました。

平日にも関わらず、多くの御
家族様も来て下さり、楽しい
ひと時を過ごしました。
これからも皆さんが、元気で
過ごしていけるよう、お手伝
いしていきたいと思っており
ます。

栄養課で、おやつの紅白饅頭を手作
りしてくれました。「とっても美味し
かった」と、利用者様も大喜び！！

敬老会終了後、家族会を開催
しました。くじば苑の現状や、
介護保険の改正などをお伝え
しました。
何か気になる事などあれば、
遠慮なく職員に一声おかけく
ださい。

地産地消メニュー！！
「すずき」に「連島のレンコン」！！

まだまだあるので、また紹介しますね。

ハロウィンのお昼ご飯です！！

体育の日運動会弁当！

笠神社のお祭りに合
わせて、ちらし寿し！！

祝

さ～て、何が始まるのでしょう
か！？
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ひよこルーム

10月24日～25日、1泊2日で毎年恒例の職員旅行がありました。今年
は愛媛方面で、両日とも天気は快晴で絶好の旅行日和でした。

　初日は今治城に立ち寄り、奥道後の温泉宿に宿泊。翌日は大洲の町並
みを散策し、アサヒビール園で昼食をとった後、今治タオル美術館に行
きました。
　道中の美しい瀬戸内海や色付き始めた山々など、景色も素晴らしく、
また、他部署の方との交流も深まり、楽しい良い旅行となりました。

　先般、特定の職員の言動等についてご指摘をいただきました。敬老会の家族会でも触れさせていただきま
したが、本人には今後そのようなことのない様に厳しく注意いたしました。今後につきましても気になること
等ございましたら、ご意見いただければ幸いにございます。そよかぜでのお返事が遅れましたことをお詫び申
し上げます。 事務長　池　田　美　郎　

『勤労感謝の日』
いつも、おいしい給食を作ってくださる方へのプレゼント！牛乳パッ
クで【ペンたて】を作りました。手型のひよこもかわいい表情にでき
ました。「いつも給食をありがとうございます」と持って行きました。
とても喜んでくださり、「これからもおいしいの作るね」と声をかけ
てもらい「やったー」と喜んだ子どもたちです。

職 員 旅 行

ご意見箱の苦情について

『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。おじい
ちゃんやおばあちゃんにも「かわいいねぇ」と大
好評でした。リズムのあとには、お菓子をもらっ
てニッコリの子どもたちでしたよ。

『敬老会』
デイサービスの敬老会に行ってきました。初めはクッキング。
一緒にクッキーの型抜きをさせてもらいました。真剣な顔を
していた子どもたちです。その後、リズムや歌を披露しまし
た。たくさんの拍手をもらって喜んだ子どもたちです。今年
は自分たちのおじいちゃんやおばあちゃんを招いて一緒に遊
んだりパネルシアターを見たり…。楽しい時間になりました。

「ひよこルーム」は、平成２７年７月１日より地域型保育事業に移行しました。
地域のお子さんも受け入れ、「仕事と子育て」を両立できる環境を整えて、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。（毎週金曜日は２４時間体制で
稼働しています。）
また、子供向けオンライン英会話「ハッチリングジュニア」をはじめ、「リトミック」など
保育内容も充実しています。
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　なかなか布団から抜け出せない冬の朝と格闘し
ながら、寒い日々ですが、感動、楽しい瞬間を積み
重ねたいと思っています。
皆さん、体調管理にお気をつけ下さい。

（Ｈ.Ｈ）
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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）

※2016年1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。


