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ここ何年か夏と冬が長く、爽やかで過ごしやすい秋は、あっとい

う間に過ぎ去る気がします。この短期間を、スポーツ、レジャー、

収穫など、十分に活用したいものです。

もうすぐ山の紅葉に目を奪われる季節、日本に生まれて幸せと思

う、そんな秋を楽しみましょう。

肺炎について

肺炎とは肺胞に炎症が起こった状態をいいます。肺胞というのは気管支の先についている袋のよ

うなものです。この肺胞では、体の中に取り込まれた酸素と、体の中でできた二酸化炭素が交

換されます（ガス交換）。

原因による分類
細菌性肺炎

・肺炎球菌、肺炎桿菌、インフルエンザ菌などによるものがあります。肺炎の中 
　で最も多く、肺炎球菌によるものは肺炎全体の約30％を占めています。

ウイルス性肺炎

・原因はインフルエンザウイルス、麻疹ウイルス、水痘ウイルスなどです。

マイコプラズマ肺炎

・マイコプラズマという病原性微生物による肺炎です。

真菌性肺炎

・カビによる肺炎で、高齢者やがん患者など免疫力が低下した人に多くみられます。
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肺炎の症状

38℃以上の発熱(熱が出ない場合もあります)と体
のだるさ、痰(黄色や緑色のものが多い)がからむ
咳と、咳き込みによる息切れや胸の痛みなどがあ
ります。

肺炎の治療

安静と栄養補給のうえ、抗菌剤などの治療薬を
使用します。水分や食事が充分摂れないときは輸
液療法を、酸素がうまく摂れない場合は酸素療法
を併用します。

誤嚥性肺炎は、誤嚥したものの中で細菌やウイルス、カビなどが繁殖し、

炎症を起こしたものです。

予防策としてうがいや手洗いがあります。また虫歯や歯周病からの発生

もあるので、歯磨きなど口腔内の保清も重要です。

文責：内科医師　小野木 俊也
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行 事 ダ イ リア ー

5月24日、「医療廃棄物の分別」についての研修会を
開催しました。伊藤化学株式会社の藤原さんと看護
師の檜垣による講演で、安全で確実な医療廃棄物の
処理方法について再確認することができました。

6月20日、「摂食・嚥下障害」についての研修会を
開催しました。小野裕子歯科医師による講演で、摂
食・嚥下能力のレベルの把握、誤嚥や栄養障害のリ
スク管理、専門職種がチームをくんで摂食機能療法
を行うことの重要性などを学びました。

8月18日、19日の2日間、第2回中国地区介護老人保健施
設大会が岡山で開催され、理学療法士の山本が「認知症高
齢者のためのアロマ療法」、管理栄養士の藤田が「給食会社
と協働で取り組む地産地消推進活動」について発表しました。

院内感染防止対策研修会

医療安全管理研修会

中国地区介護老人保健施設大会in岡山

〈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：内科 医師　仙石 宣彦
日時：平成28年10月13日木
　　　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

　脂質異常症は動脈硬化の主な原
因の1つです。しっかり対策を立
て、合併症予防に努めましょう。

参加費無料、予約不要です。
お気軽にお越しください。

「油断大敵！脂質異常症」

お知らせ

5月

6月

8月
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2016年4月から制度の改正により、｢地域密着型通所介
護｣ の事業所に変わりました。
今まで以上に、地域の皆様を大切にしたデイサービス
を目指していきます。

デイサービスくじば

爽秋の候、デイサービスくじばはにぎやかな毎日を過ごしています。今年の猛暑を乗り切る企画として、夏はやっぱ
りそうめん!!7月と8月にはそうめんを竹の香りと共に…手巻き寿司、いなり寿司も手作りしました。

9月の壁飾り作り。みんなで担当を振り分け…
秋の壁画ができました!!月はちぎり絵、うさぎは折り紙、すすきは毛糸で。みんなが
意見を出し合い完成しました。

見学、一日体験など、ご希望の方はお尋ねください。
（TEL 0865-63-1690）

循環器内科医の紹介

萩倉　新 医師
出身地：静岡県
趣　味：球技、
最近はマラソン

山根　弘基 医師
出身地：岡山県
趣　味：ピアノ

　平成28年の4月から、循環器（心臓と血管）の内科外来を担当させていただいている萩倉新と山根
弘基と申します。二人とも普段は福山市の福山循環器病院で働いています。
心臓や血管の病気は、急を要する病気というイメージがあるかもしれませんが、適切な治療を受ける
事ができればもう少し普段の生活が楽にできるのに…、という慢性的な病気を抱えていらっしゃる方
がいます。そういった病気を適切に診断するためには場合によっては専門的な診断機器が必要で、今
我々が勤務している福山循環器病院での検査をすすめさせていただくことがあります。
　脚の血管が狭くなるために長い時間・距離を歩けない方、弁膜症があるといわれているのに高齢だ
からと我慢されてい
る方など、気になる
事がありましたら何
でも相談をしてくだ
さい。よろしくお願
いします。
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老人保健施設　くじば苑
夏　祭　り

　８月６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。屋台の食事や、
職員によるソーラン節を披露しました。今年は岡山龍谷高等学校　太鼓部の学生の皆さんが来て
くださり、素晴らしい演奏を披露してくれました。

お や つレ クリエー ション 特 集 手作業風景 〜その後〜

太鼓の迫力に圧倒されながら、皆さん
真剣に聞き入っていました。
龍谷高等学校の皆さん、ありがとうご
ざいました。また、演奏を聞かせてく
ださいね^ ・^

『東京音頭』『笠岡よっちゃ
れ』を、職員、利用者の方々
と楽しく踊りました。

定番となりつつある、ソー
ラン節！若い職員とそうでな
い職員で頑張りました！

うどんにおでん！フライドポテト
等 ！々今年も盛りだくさん！！
ボランティアの方々も大忙し
です。

６月は『ずんだ餅』、７月は『フルーツポンチ』を作りました。 通所リハビリで取り組んでいた『真田編み』
が完成しました。

枝豆から取り出す所からしました。口の中へ入れてし
まった方もおられました・・・。美味しかったそうです。

白玉をこねて、丸めました。出来上がったおやつを美味
しくいただきました！

リハビリの道具として活用しています。
皆さん、一生懸命されています。
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明治栄養ケア情報誌
「おいしいねVol.74」
に当法人の栄養課が
取材され、掲載され
ました。

ひよこルーム

『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。｢がんばれ～!!｣ と友だちの声援を受けなが
ら…。スイカに棒が当たるたびに大興奮の子どもたちで
した。スイカが割れ、赤い実が見えると「やった～」と
大喜びでしたよ。プールに入ったり、水あそびを楽し
んだり…。しっかりと水に触れて遊ぶことができました。
いい顔をみせてくれました。

『たなばた』
お家の方と一緒にたなばたの飾り付けをしました。たなばた会では初め
にお家の方と♪たなばた♪の歌をうたいました。上手に歌える姿を見て
もらうことができました。飾りを作ったり願いごとを書いたり…。｢これ
はここ｣ などと会話を楽しみながら親子の時間をゆっくりと過ごすこと
ができました。

「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。

『夏まつり』
親子で夏まつりを楽しみました。法被姿でおみこし
担いで登場し夏祭りの始まり!!ゲームやくじ引きなど
楽しんだあとは、親子で「ゼリー氷」を食べました。
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。

地産地消で喜ばれる食事と地域包括ケアに向けて -地域と積極的にかかわる知恵と工夫-



広報誌 そよかぜ 第13号 2016年10月発行

4年に一度のオリンピック、今大会は過去最多のメダル数も
あり、日本中を一段と湧かせてくれました。各選手の日々の
努力、頑張りは、たくさんの勇気と感動を与えてくれたと思
います。
お疲れ様、ありがとうと、心から伝えたいです。

（M.W）
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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
デイサービス 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

午
　
　
　
前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 
９：00

～

11：45

外　科 上田　祐造
（肛門科） 小野　泰生 上田　祐造

（肛門科） 小野　泰生 曽我部　興一 上田　祐造
（肛門科）

内科① 仙石　宣彦 小野木　俊也 仙石　宣彦 田辺　修久 田辺　修久 仙石　宣彦

循環器内科 ― ―
萩倉　新　山根　弘基
（交替）

― ― ―

小児科
内科② 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

9：00～11：00 ― ― 竹迫　憲次
9：00～11：00 ―

整形外科 村尾　力矢 ― ― ― ― ―

皮膚科 ― 木村　徹子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

歯　科 小野　達生
小野　裕子 小野　達生 小野　達生 小野　達生 小野　達生 小野　達生

午
　
　
　
後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部　興一 小野　泰生 小野　泰生 曽我部　興一 曽我部　興一

内科① 小野木　俊也 小野木　俊也 仙石　宣彦 田辺　修久 田辺　修久

小児科
内科② 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 ― 竹迫　憲次

休

診

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

2：00～4：30 ― ― 竹迫　憲次
2：00～4：30

乳児健診 ― 竹迫　憲次
3：00～4：00 ― ― 竹迫　憲次

3：00～4：00

整形外科 村尾　力矢 ― ― 長久　浩明
（4：30～） ―

歯　科
（2：30～）

小野　達生
小野　裕子 小野　達生 小野　達生 小野　達生 小野　達生

※2016年10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。


