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広 報 誌

デイサービス作品 病院夏祭り

「地域包括ケアシステム」とは 「地域包括ケア病床」とは
地域で生活する高齢者の住まい・医療・介護・
予防・生活を総合的に支援する、国が進める
システムです。高齢者が
住み慣れた地域で、これ
らのサービスを継続して
受けるための施策です。

地域のご自宅や施設等で生活する方が、体調を崩
され入院が必要な時に受け入れする病床です。入
室後60日の間に退院へ向けた支援を行い、自宅
や施設など入院前の環境への復帰を目指します。
自宅への退院が困難な方は、ケアハウスや有料老
人ホーム、グループホームなどの居住施設、特別
養護老人ホームなどの入所へも向けていきます。

笠岡中央病院は　よりいっそう地域に根ざした医療を提供するため
地域包括ケア病床を中心とした病院に変わりました。
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健康情報
乾燥からおこる皮膚疾患

秋空が高く澄み渡り、心地よく感じられる季節となりました。
ささやかな月かげが、凛とした美しさをみせてくれる夜空もいいも
のです。
今しばらく、いろいろな秋を存分に楽しみましょう。

　皮膚の表面にある角層の水分保持機能が低下すると、皮膚は乾燥しカサカサした状態に
なります。軽度であれば加齢に伴う自然な変化とも考えれますが、放置すると乾燥が進み、
皮脂欠乏症の状態になります。かゆみを伴う場合もあります。さらに掻くなどの刺激が続
くと炎症を伴い、皮脂欠乏性湿疹の状態となります。湿疹になると保湿では治らず、ス
テロイド薬の外用が必要となります。

文責：皮膚科医　淺沼 由美子　

ちょっと知っ得！

かゆみに対して

炎症に
対して

・掻かない
・抗ヒスタミン薬の内服

・ステロイ
　ド外用

自然な変化 皮脂欠乏症 皮脂欠乏性湿疹

乾燥を予防するために

・保湿する
・石鹸の使いすぎに注意する
・熱すぎるお風呂や長湯は控える
・加湿器を使用する

か
ゆ
み

炎
　
症

乾
　
燥



−2−

広報誌 そよかぜ2017年10月発行 第17号

　8月20日、笠岡グランドホテルにて、看護・介護就職フェアが開催されました。
かなり暑い日でしたが、お子様連れの方や就職活動中の学生さんなど、たくさんの方が来場
され大盛況でした。
　採用予定のある井笠地域 25施設の法人や事業所が、各ブースで職場紹介や求人情報の
説明を行ったり、AEDを使って救命救急体験が出来るコーナーなどが設けられ、皆さんいく
つもブースをまわられていました。
　また、井笠地域の“ゆるキャラ”も大集合し、子供たちはもちろん、大人も
一緒に写真を撮るなど、大変盛り上がりました♪

皮膚科医紹介

　2017年4月より、毎週火曜日の午前中に皮膚科診察をさせて

頂いております。皮膚科では、お子様からご高齢の方まで年

齢によらず、さまざまな疾患の診察をしております。

　少しでも皆様のお役に立てるよう頑張りますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。淺沼 由美子

第2回 看護・介護就職フェア 2017  in 井笠地域開催！！

当法人のブースに寄
ってくださっ

た皆さん、お待ちし
ております。

私たちと一緒に働きま
しょう！



−3−

広報誌 そよかぜ 第17号 2017年10月発行

感染対策勉強会

院内研修会

7月4日、「結核」をテーマに感染対策勉強会を開
催しました。第一三共株式会社の　小山克義　先
生に講演していただき、結核の基礎知識について
再確認できました。

8月9日、「退院支援における連携と課題～入院
前から始まる退院支援～」をテーマに、ケアマネ
ジャーの坂本による研修会がありました。患者さ
んやご家族は、退院後、在宅や施設へ戻るのに多
くの不安をかかえています。不安を少しでも解消
するには、多職種が連携し、入院時からのきめ細
やかな支援が必要であることを学びました。また、
在宅療養と看取りの実際として、いくつか事例発表もあり、本人の意思や権利を尊重
することや、またそのご家族を支える重要性を、再認識しました。

7月15日、18日、職員が自宅で使わないもの、いらなくなったものなどを持ち寄り、院内
でバザーをしました。物品だけではなく、メダカすくいもあり、大盛り上がりでした。

7月26日、入院患者さんを対象に夏祭りイベントを開催しました。
今年は、ひよこルームの子供たちによる歌の披露や、リハビリス
タッフによる、嚥下体操とゲームなど、楽しい内容が盛りだくさ
んでした。今年のメニューは、患者さんの夏祭りの思い出や、好
きな食べ物を参考に決定し、美味しい！豪華だ！という喜びの声
をたくさんいただきました。
単調な病院生活の中に、ちょっとした楽しみや刺激を与えられる
ように、このようなイベントなどをこれからも取り入れていきた
いと思います。
夏祭りの詳しい内容はブログをご覧ください。

バザー

病院夏祭り
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運営理念
　私たちは、お一人お一人の気持ちを大切にし、安心して笑顔
で過ごして頂ける環境作りに、心を込めて取り組みます。
実りの秋、食欲の秋…毎日の手作りおやつは皆様にご好評いただいて
おります ! 9月より土曜日の利用を開始し、ますます皆様との楽しい
時間が増えております!

デイサービスくじば

楽しみの時間をご紹介!午後のひと時は、囲碁に塗り絵、合唱や読書など…ある日は高校野球の決勝戦をみん
なで応援!いつの間にかソファは満員でした。

今年も行ってきました、井原の葡萄浪漫館!この時ば
かりは、足の痛みも忘れて買い物に真剣!
風が気持ち良かったです。

「ごはんをいつも楽しみに来とる」「なかなか家じゃ
ここまでせんからなぁ」　たくさんの嬉しい声…私
たちも皆様と一緒に作るから、準備も楽しいんです!!

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）（管理者：坂田）

〈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：株式会社大塚製薬工場

　　　三谷 尚史 先生

日時：平成29年10月20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

　暑い時期に起こると思われている脱
水、実は冬場でも起こります。特にお年
寄りには脱水になりやすい多くの理由
があります。今回はそんな脱水と経口
補水療法について、お話いたします。

参加費無料、予約不要です。
お気軽にお越しください。

「お年寄りの脱水と経口補水療法」
水分と塩分、足りてますか？

お知らせ
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老人保健施設　くじば苑
夏　　祭　　り

一緒に、
踊ろう～！

　今年も、夏祭りを行いました。８月５日に、くじば苑とケアハウスやすらぎ合同で、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、ことぶき大学からハワイアンフ
ラダンスの皆さんをお招きして、素晴らしい踊りを披露してくれました。

ぐ じ ば 農 園

曲が変わるごとに衣裳
も変わり、素敵なフラ
の踊りに皆さん、うっと
りとされていました。
とても優しい気持ちに
なりました^ ・^

恒例の、ソーラン節！！今年は、お孫さんの飛び入り参加もあり、
大変、盛り上がりました。

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。忙しい中
の、笑顔も素敵です！！

たくさんの方にお手伝いにきて頂き、本当に
感謝しています。ありがとうございました。

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

7月に厨房職員より、赤シソの苗をもらい、
プランターで栽培をしました。8月21日に
利用者さんと一緒に収穫をし、『ゆかり』の
ふりかけに調理して昼食に食べました。

『瀬戸の花嫁』の
曲に合わせての踊
り。本当に素敵で
した。
また、踊りを披露し
てくださいね。
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ひよこルーム

『たなばた』
お家の方と一緒にたなばたの飾りを作って笹に飾ってい
きました。保育者による人形劇で七夕についての話も
喜んで見た子どもたちです。短冊には子どもの願いごと、
親の願いごとを書いて飾りました。みんなの願いがかな
いますように…。

『み～つけた!!』
梅雨ならではの「かたつむり」を散歩に出かけて見つけ
ました。お部屋で待っている友だちへ「おみやげよ～。」
と持って帰り見せてあげました。机やペットボトルを
ゆっくりと這うかたつむりにくぎづけの子どもたち。最
後は「またね。」と葉っぱのところに離しに行き「バイ
バイ」と手をふる可愛い子どもたちでした。

「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。

『リトミック』
毎週木曜日に行っている「リトミック」を親子で楽しみ
ました。タンバリンを使って友だちの名前を呼ぶのをが
んばったり、お家の人と手をつないで歩いたり…。保護
者の方も一緒に楽しんでいただきました。表現あそびや、
リズムあそびが大好きな子どもたちです。

　診療が終わった後も処方せんや会計までの待ち時間が長い。

　貴重なご意見ありがとうございます。さっそく関係部署において話し合いの場を設
けました。かかわる職員がそれぞれ意識付けを行うこと、来院した時間やその他情報
を共有すること等を周知し、少しでも待ち時間の短縮に活かせるよう行うことといたし
ました。
　なお、新患の方や、状態や症状によっては、少しお時間をいただく場合もありますこ
と予めご了承ください。

　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です。

事務長　藤　井　　仁　

ご意見箱の苦情・要望について
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医療法人
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だいぶ暑さもおちつき、朝の涼しい風を感
じられるこのごろです。
今日はなんだか、いい日になりそうです。
ワクワク!!
　　　　　　　　　　　　　　（F.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
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 仙石　宣彦 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ― 仙石　宣彦

循環器内科 ― ― 山根　弘基 ― ― ―

小児科
内　科 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 ― 浅沼　由美子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

歯　科 小野　達生 小野　達生 小野　達生
小野　裕子 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 小野木　俊也 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ―

小児科
内　科 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
4：00～4：30

竹迫　憲次
2：00～4：30

竹迫　憲次
4：00～4：30 ― 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　達生 小野　達生

小野　裕子 小野　達生 小野　達生

※2017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。
★　歯科、皮膚科は、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。


