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　新年おめでとうございます。2017年は混迷の一年でした。1月の
トランプ大統領誕生による“America First”が世界を翻弄していま
す。日本も小池都知事の台頭や政党の浮き沈み、天皇の退位問題、
加計学園の獣医学部新設、大阪の森友学園のこと、衆議院解散後、
安倍政権がかなり安定、世界各地でテロ事件多発、北朝鮮の挑発行
為などと多くの難問が今年に引き継がれました。

　そんな中、医療関連では少子高齢化、医療費増大、財政逼迫などに苦渋する厚労省は、
今年、医療と介護報酬などの施策の同時改定にふみきることになります。我が国の総人
口は2010年（1億3000万人）を境に減少していますが、今後高齢者(特に75歳以上)の占め
る割合は毎年増加していき、2025年には人口1億2000万人の18％（およそ5人に1人）が75
歳以上になる（ピークは2030年頃）と推測されています。75歳以下の若年者は一年に100
万人ずつ減少のため、その格差が広がって、大きな財政負担を強いられることになります。
　ところで、医師会の欧米視察や講演で取り上げられることに、各国の高齢者医療の話
題があります。欧米（スウェーデン，デンマーク，イギリス，アメリカなど）には原則
的に寝たきり高齢者はいないとのこと。例えば、高齢者が誤嚥性肺炎になれば、そこで
は患者さん自らが摂れるだけの水分や食事を与え、それ以外の抗生剤投与や点滴は行わ
ない。苦痛を与え続ける胃瘻も造設しない。施設も日本の特別
養護老人ホーム的なナーシングホームがあるだけです。自然の
経過で人生の最終段階を迎えます。
　本邦でも、寝たきり老人ゼロ作戦（1989年厚生省）で10ヶ条
の施策（高齢者に手は出しすぎず，目は離さず，早期からのリ
ハビリを，とじこもりの防止策など）や、かかりつけ医制度の
充実など、様々の施策が進行中です。
　ところで、郷土井原の偉人、平櫛田中（1979.12.30没107歳）の
生きざまの如く、「人間盛りは百五歳、七十八十は鼻たれ小僧、
わしも人生百歳で、これからこれから」と爽快に生きて、「ピン
ピンコロリ」と降参するのもいいかもしれないと思う年初めです。

年 頭 所 感

院長　上田　祐造

平櫛田中86歳時の大作：
鏡獅子

（田中美術館ホームページより）

健康情報
お魚のパワーで健康になろう

　お魚の栄養素といえば、青魚に多く含まれるEPA、DHAをご存知の方は多いと思います。

　EPA（エイコサペンタエン酸）、DHA（ドコサヘキサエン酸）どちらも体内でほとんど作る
ことができない必須脂肪酸の一種です。魚の油には必ずEPAとDHAが含まれており、特に
いわし、さば、ぶりなどの青魚に多く含まれています。

ちょっと知っ得！
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　11月22日、デイサービスくじばでサー
モンの解体ショーを、笠岡中央病院でお
刺身提供イベントを行いました。さばいた
ばかりの新鮮なお刺身を召し上がってい
ただいたり、病院のイベントの参加者に
は、目の前で握ってもらえる、握り寿司
のサービスつきです。皆さん、美味しい！
と大変喜ばれていました。全員に、安全
に美味しく召し上がっていただくため、嚥
下調整食（ムース食）も新鮮なお刺身を
使用して、手作りしました。
　管理栄養士からお魚の栄養についての

話、作業療法士からお食事前の嚥下体操、介護職員から魚へん
の漢字クイズと盛りだくさんのイベントでした。いつもと違う雰囲気で、皆さんで楽しそうに過
ごされている姿や、美味しそうに召し上がられている姿が印象的でした。

「血液をサラサラにする」と言われているように、血管・血液の健康維持に重要
です。「動脈硬化を起こす原因となる中性脂肪を下げる働き」や、「血圧を下げ
る働き」、「血栓をできにくくする働き」などにより、心臓病や脳梗塞を防ぐと考
えられています。

脳の構成成分として、成長期の乳幼児の脳や神経の発達に必要と言われていま
す。EPAは体内でDHAに変換されるため、EPAが多く含まれる青魚などを食べ
ていれば、不足することはありません。

 血液や血管、そして脳の健康のために、メインのおかずには魚を取り入れるようにしましょう！
　青魚が苦手な方でも、白身の魚にもEPAやDHAは含まれていますので、食べる回数を増
やしていきましょう。
　手軽に調理するには、さばの水煮などの缶詰がおすすめです。その際は缶詰の汁に栄養
が含まれているので、捨てずに使用してくださいね。

EPA

DHA

管理栄養士　西谷　早織

デイサービスくじば おさかな解体ショー&笠岡中央病院

お刺身提供イベント 開催

嚥下調整食（ムース食）
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　4月に、歯科医師による口腔関係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いたします。参加費無料、予約不要ですので、お気軽にお越し
ください。

今回の講演資料は、当院受付向かい側の棚に置いてありますので、ご自由にお取りください。

＜次回のご案内＞

医療安全研修会

「看護師がマスクを着用している印象」についてのアンケート調査

10月20日、当法人の健康教室「そよかぜ教室」を
開催しました。今回は「お年寄りの脱水と経口補
水液」をテーマに、株式会社大塚製薬工場　三谷
尚史先生に講演していただきました。
体にとって大切な体液は主に「水」と「塩分」で
できていますが、年を重ねるごとに体液の割合は
減少し、失われると脱水状態に陥ります。脱水と
は、単なる水分不足ではなく、体の塩分も失われ
た状態の事で、特に、子供や高齢者は、脱水状態になりやすいので要注意です。子供
は大人と比べて汗をかきやすい、高齢者は食事や水分の摂取量が減っている、などい
くつか理由があります。もし脱水状態になってしまったら、水と塩分と糖分をバラン
スよく含んでいる「経口補水液」がよいそうです。冬場でも起こる事がある脱水。こ
まめな水分補給と規則正しい食生活を心がけ、予防しましょう。

11月25日、院内看護研究発表会が行われ、外来看護師が上記についてアンケート調査
を行い、発表しました。患者様にはアンケートにご協力いただき、ありがとうございま
した。
その結果、「感染対策」の面で、75％の方が好印象を持たれており、マスクを着用して
いることへのマイナスイメージは、私たちが想像するほど持たれていませんでした。し
かし、「声が聞き取りにくい」の質問で、4割の方が配慮が必要だとの回答を得ました。
患者様に接する時、音域や話し方などに気を付け、優しい眼差しで対応するように努
めたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護部長　三木　
　

10月27日、「ヒューマンエラーと医療安全」を
テーマに、損害保険ジャパン日本興亜株式会社　
官尾憲樹先生による研修会がありました。ヒュー
マンエラーは、思い込み，聞き間違い，見逃し，
感情や気分によってなど、あらゆる過程で誰でも
起こす可能性があるものです。ヒューマンエラー
対策を学び、重大な医療事故発生を防止しなけれ
ばいけないことを再認識しました。

そよかぜ教室
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新年あけましておめでとうございます。
地域の皆さまのおかげで今年も無事に新しい年を迎えることが
できました。更なる良い年になるよう盛り立てていきたいと思
います！

デイサービスくじば

9月、敬老の日をお祝いし写真立を作りました。
みんなの笑顔がいっぱいです!!

ハロウィンには、ひよこルームの子供たちが
可愛い仮装をして遊びに来てくれました♡

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）（管理者：坂田）

クリスマスリースづくり

11月18日、職員対象のクリスマスリース作りをしました。職員の子どもも参加し、わいわい楽しく、まつぼっくりや木の実、リボンなどを使って作成しました。職員同士の交流の機会にもなり、有意義な時間になりました。

10月、気持ちのいい秋晴れの
中コスモス畑に行きました!
外で食べるお弁当は格別です!!

食後の買い物は良い運動に
なりました！

すき焼きにお魚解体ショー、
行事食も盛りだくさん!!
目の前で揚げた天ぷらを頂い
たり…。
サクサクで美味しかったなぁ。

小物づくり

11月中旬、デイサービスくじばでクリスマスの小物

作りをしました。材料のまつぼっくりや柊はデイサー

ビスの職員や利用者の方が自宅から持って来てくだ

さったものです。小物の配置によって、皆さんの個

性が出てかわいい小物ができました。
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老人保健施設　くじば苑
敬　老　会

　９月15日、くじば苑の1階ホールにて、敬老会を開催しました。平日に行い、通所リハビリの
利用者様も一緒に楽しみました。
　今回も『マジックシンガーズ』の皆さんが来てくれました。歌や手品を披露してくださいました。

平日にも関わらず、たくさ
んの御家族様が来てくださ
り、楽しいひと時を過ごし
ました。
これからも、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います。

敬老御膳に紅白饅頭！！
「美味しいよ」と皆さん、ニッコリでした。

馴染みの曲を、たくさん披露してくれました。
きよしのズンドコ節の曲に合わせ、体操もしました。会場が一つになり、
一生懸命、体を動かされていました。後ろから見ていて、素晴らしい一体感
でした（^ 。^ ）

お や つ レ ク 100歳祝

焼きあがるまでは待ち遠しかったですが焼けるとクリームや
あんこで飾り、美味しくいただきました！！

10月16日、100歳になられた利用者様のお
祝をしました。
笠岡市役所の方や、ご家族も来てくださり、
ささやかながらお祝をしました。
これからも長生きしていただけるよう、職
員一同お手伝い出来たらと思っています。

お めでとう
ございます

南瓜入りのホットケーキ
を作りました。飾りのク
リームも、混ぜるところか
らしました。
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「ままちゃりGP　　 笠岡ふれあい空港」へ参加しました♪in

ひよこルーム

『水あそび』
暑い夏は水あそびが一番！「今日もプールある？」と毎日
楽しみにして遊びました。ジョロや空き容器の水鉄砲が
大人気。子どもも大人もビシャビシャになって楽しみま
した。にぎやかな声を響かせながら…（*^_^*）

『ハロウィン』
今年もかわいい姿に変身しました。「これ着るの？」など
楽しみにしていた子どもたちは、衣装を着るとポーズ！い
い笑顔を見せていましたよ。デイサービスのおじいちゃ
んやおばあちゃんにも「かわいいね」と声をかけてもらっ
て喜んでいました。お菓子をバッグに入れてもらってニ
コニコでしたよ。

「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。

『うんどうかい』
ひよこルーム初めての『うんどうかい』。当日はたくさん
の応援や拍手をもらう中ではりきった子どもたち。行
進や体そう、かけっこなど頑張りました。親子競技で
は車に乗せてもらって喜んでましたよ。みんなが笑顔
で楽しい運動会になりました。

10月29日、「ままちゃりGP ㏌ 笠岡ふれあい空港」へ職員12
名が参加しました。
このレースは6時間のうち、笠岡ふれあい
空港をお買い物自転車（ままちゃり）で何
周走れるか競い合うレースです。台風が近
づきあいにくの空模様でしたが、12名と応
援者皆で力を合わせて、101周走りました。
お揃いのTシャツを作成したり、レース中は
お鍋やバーベキューをしたり、職員の仲も
より一層深まりました♪
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医療法人
緑十字会

人工衛星の名前を募集していたので応募
すると、驚くことに当選しました！新聞や
インターネットを見ていると愛称募集の記
事を時々見ます。皆さんも応募してみては
いかがでしょうか。　　　　　　（Y.M）

広報誌　そよかぜ
2018年1月発行
医療法人 緑十字会
編集／広報委員会
〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡5102-14
http://www.midorijujikai.or.jp/
印刷／(有)国輝堂印刷所

第18号

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

※2018年1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。


