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寒ぶり解体ショー

ひよこルーム：クリスマスデイサービス：お雛かざり

院内看護研究発表会
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　ひとくちに頭痛といっても、いくつかの種類があることをご存じです

か？その中でもっとも多い頭痛のタイプが、片頭痛、緊張型頭痛、群発

頭痛があげられます。これらの頭痛は「一次性頭痛（慢性頭痛）」といわれ、ほかに原因

となる病気がなく、頭痛自体が治療対象となります。一方、脳出血や脳腫瘍など、何ら

かの病気の症状として起こる頭痛を「二次性頭痛」といい、命にかかわるような疾患が

原因の場合があります。今回は一次性頭痛（慢性頭痛）についてお話したいと思います。

　緊張型頭痛とは

　慢性頭痛のなかで一番多いのは緊張型頭痛です。無理な姿勢や過度な緊張、ストレス

などが重なって起こると考えられています。頭の周りを何かで締め付けられるような鈍

い痛みが30分～7日間続きます。肩や首のこり、めまい、ふらつき、全身のだるさなどを

伴うこともあります。子どもから高齢者まで、どの年齢層でもみられます。予防するた

めには、心身のストレスを上手に解消することが大切です。日頃から適度な運動を心が

け、同じ姿勢を続けないように心がけましょう。こまめに休憩をとって気分転換をはかり、

時々背筋を伸ばすなどして、筋肉をほぐすように努めましょう。ゆっくりお風呂につかっ

たり、首や肩をマッサージするのも効果的です。ウォーキング

やストレッチを習慣化し、のんびりした時間をもつことが何よ

りの予防法です。

頭痛について

うららかな春の日差しが心地よい季節となりました。
4月はたくさんの一年生たちのスタートです。大きなランドセルを背負って必死に歩く姿
に、思わず「頑張れ！」と声をかけたくなります。
皆さんも新しい事を始めてみるのもいいかも知れませんね。
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　群発頭痛とは

　ある時期に集中しておこり、男性に多くみられます。目の奥がえぐられるような痛み

が特徴で、アルコールが引き金になります。

　この頭痛は患者数が少ないため、聞きなれないかもしれません。この名称は群発地震

のように、ある期間に集中して頭痛がおこるところからつけられました。一度痛みがあ

らわれると毎日のように頭痛を起こすようになります。１～２か月続くのでこの期間を

「群発期」と呼んでいます。群発期以外の期間は頭痛はすっかり治まってしまいます。20

～40歳代の男性に多く、理由ははっきりしていません。

　治療は酸素吸入法とトリプタン系薬剤で効果が認められています。日常生活のなかで

は飲酒やタバコなどが誘因になるといわれています。群発期間は禁酒を守り、喫煙も控

えてください。

　片頭痛

　片頭痛は繰り返し起こる頭痛のなかでも日常生活に支障が大きいため、悩んでいる人

が一番多い頭痛です。日本人の840万人が片頭痛に悩まされているといわれています。女

性に多くみられ、30歳の女性では5人に1人が片頭痛といわれています。たいていの場合、

10歳代からあらわれはじめ、痛みは数時間から長い場合は3日間続きます。頭のこめかみ

から目のあたりが脈打つように痛むことが多いのですが、頭の両側や後頭部が痛むこと

もあります。ズキンズキンと脈打つような痛みが起こる片頭痛は、頭の中の血管が拡がり、

拍動に合わせて周囲の神経に刺激が伝わることにより起こります。しかし診断は脳の器

質的疾患を除外して、はじめて診断が可能になる場合もあります。

　治療は大多数の患者さんに対しては、トリプタン製剤が有効とされています。

　頭痛の程度が軽い場合には、まず消炎鎮痛剤から試み、これが有効でない場合にトリ

プタン製剤を試みるという治療法も行われます。

　日常生活においては、頭痛の誘因をさけることが大切です。片頭痛は、過労やストレ

スによっておこりやすくなります。日頃からストレスをため込まないようにすることが

大切です。空腹や寝不足寝過ぎも片頭痛が誘発されることがあります。

普段から規則正しい生活を送ることを心がけましょう。

（文責：小児科医　竹迫 憲次）
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行 事 ダ イ リア ー

11月25日、患者食堂にて寒ぶり解体ショーを開催しました。
九州より新鮮な寒ぶりを当日に仕入れ、入院患者さんの目の前で解体し、新鮮なお刺身と握り
寿司を提供しました。「とても美味しい！」と多くの方々に喜んでいただくことができました。栄養
課ではこれからも新鮮な旬の食材を使用し、皆様に喜んでいただけるお食事を提供したいと思
います。

看護部門では、2年ごとに看護研究に取り組んでいます。
昨年11月に院内発表会を行い、更に2月20日、井笠
地区の研究発表会で、療養病棟が研究の成果を報告し
ました。

寒ぶり解体ショー

看護研究発表会

11月

2月
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循環器内科を開設しました

　循環器内科とは、内科系の病気の中で、特に心臓や血管に関する病気を診療する科の
ことです。（狭心症・心筋梗塞・不整脈・動脈硬化など）

　次のような症状がある方は、お気軽にご相談ください。

・胸や背中が痛くなったり、苦しくなる
・息切れがする、息苦しくなる
・動悸がする、脈が速い、脈が遅い、脈がとぎれる
・めまいがする、意識がなくなる
・足がはれる、むくむ など　　

診療日 担当医毎週水曜日（祝日を除く）午前のみ 萩倉医師、山根医師（交替制）

４月より循環器内科の診療が始まりました。
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「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は昨年5月にオープンし、皆様に支えられ、早１年を迎えようとしています。
これからも職員一同、更なるサービス向上に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。

デイサービスくじば

創作活動もますます力が入り、牛乳パックを使って
の椅子作り。24本を組み合わせ六角形に、仕上げ
はパッチワークでカラフルに!!　桃の節句に合わせて、
ハマグリで貝雛作り。細かい作業でしたが、可愛く
仕上がりました♪

寒い時は、やっぱり鍋!　ふぐ鍋に鯛しゃぶ鍋、祭り
寿司と…朝から皆様で準備し、美味しく頂きました。

毎日行う料理療法のおやつ作りもすっかり板につき、
パンに大福、ガトーショコラと様々なジャンルに取り
組み「今日は何？」と楽しみにされています。

節分には恵方巻き作り。今年の恵方は南南東でした
ね。「福を巻き込み」多くの福が、皆様に訪れます
ように…。

見学、一日体験も随時募集しています。
（TEL 0865-63-1690）

〈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：居宅支援事業所くじば
　　　ケアマネジャー　坂本 綾子
日時：平成28年4月22日金　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

　認知症は誰にも起こりうる脳の病
気です。認知症予防は、日常のちょっ
とした心がけも大切です。今回は、
ゲームや軽い運動で楽しみながら、
認知症予防についてお話します。

参加費無料、予約不要です。
お気軽にお越しください。

「認知症予防」について

お知らせ
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老人保健施設　くじば苑

　昨年の１２月２4日に、クリスマス会を開催しました。笠岡高校　吹奏楽部の皆さんが演奏に
来てくださいました。

節　　　分 書　き　初　め

ク　リ　ス　マ　ス　会

　２月３日、くじば苑に鬼が来ました。ひよこルームの
子ども達も一緒に
豆まきをしました。　　

　１月２日『書き初め』をしました。墨を
する、本格的な
入所者の方もい
らっしゃいました。
皆さん、真剣に書
かれていました。
　とても、お上手
でした。

高校生に負けじと、職員によ
るハンドベルを披露しました。
一昨年より披露していますが、
今回も、一生懸命練習しま
した。フレッシュな職員も加
わり、素敵な音色を披露しま
した。いかがでしたでしょう
か？？

昼の食事も、特別メニュー！！
生ハム！？とびっくりした入所者の方
もおられました。

目の前での素敵な演奏に、皆
さん聴き惚れていました！
迫力がありました！！
毎年、本当にすばらしい演奏
をありがとうございます。
来年も楽しみにしています。

可愛いひよこルームの子ども
達も歌やダンスを披露してく
れました。やっぱり可愛いで
すね～！みんな、上手でした。
入所者一人ひとりに握手をし
てくれました。可愛い手に癒
されました。

鬼が来たぞ～！
悪い子はいないか～！

通所リハビリで
は、利用者の方
とケーキを作りま
した。美味しそ
うでしょう。
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岡山県知事認定「おかやま地産地消協力施設」として登録されました！

ひよこルーム

『スカイプによる英会話』
ひよこルームでは毎週月曜日と水曜日の15時30分から、フィリ
ピンの先生との英会話を楽しんでいます。リズムや歌、アルファ
ベットを教えてもらい興味津々ですよ。りんごやバナナなどの
発音もばっちりの子どもたちです。「今日、英語ある～」？と楽
しみにし、電話がかかってくると「ハロー」と言いながらテレ
ビ画面に向かって手をふってます。これからが楽しみです！！

『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…。今年は小さい子が多かっ
たので泣き声の大合唱でしたが、「おには～そと！
ふくは～うち！」と、しっかり豆まきができました。

『クリスマス会』
「サンタさんがきてくれますように…」とみんなでツリーの飾り付
けをしました。自分たちよりも大きなツリーを目の前にして「たか
いなぁ」と言いながらも楽しくかざりました。今年はクリスマス
会の中で、親子製作も楽しみました。
親子でツリーを完成させました。作っているときにサンタさんが…。
プレゼントをもらって、うれしい顔をしていた子どもたちです。

「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。

「山陽新聞社提供」
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　車窓より、ふと目に入る花々に、心やすらぐ今日
この頃。私達の仕事は、この花々のように、療養者
の方々にやすらぎをもたらすものでなくてはと思っ
ています。

（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）
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

午
　
　
　
前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 
９：00

～

11：45

外　科 上　田
（肛門科） 小　野 上　田

（肛門科） 小　野 曽我部 上　田
（肛門科）

内科① 仙　石 小野木 仙　石 田　辺 田　辺 仙　石

循環器内科 萩倉（交替）山根
小児科
内科② 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫

小児科予防接種
（予約制）

竹　迫
9：00～11：00

竹　迫
9：00～11：00

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① 小野木 小野木 仙　石 田　辺 田　辺

小児科
内科② 竹　迫 竹　迫 竹　迫 竹　迫

小児科予防接種
（予約制）

竹　迫
3：00～5：00

竹　迫
3：00～5：00

乳児健診 竹　迫
3：00～4：00

竹　迫
3：00～4：00

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4月１日現在

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。
★　内科は2診です。健康診断、または、症状により、30歳までの方は竹迫の診察になります。
★　歯科は、予約診療になります。初診、急患は随時診療いたします。
★　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。


