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健康情報
手足口病Q＆A

ちょっと知っ得！

春らしいあたたかさを感じられる季節になりました。色とりどりの

花が咲きそろい心もぽかぽかしますね。まだまだ冷え込む日も少な

くありません。体に気をつけて楽しい時間を過ごしたいですね。

Q１．手足口病とはどのような病気ですか？

　手足口病は、口の中や手足などに、水疱性の発疹が出るウイルス感染症です。

子どもを中心に（5歳以下の乳幼児が殆ど）、主に春から夏にかけて流行します。

原因となるウイルスは、主にコクサッキーウイルスA6、A16、エンテロウイルス71

です。

Q２．どのようにして感染するのですか？

　感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞口感染が知られています。乳幼児が集団

生活をしている保育園や幼稚園などでは、集団感染が起こりやすいため注意が必

要です。

Q３．どのような症状がでますか？

　感染して3～5日後に、口の中、手のひら、足底や足背などに2～3㎜の水疱性

発疹が出ます。発熱は約3分の1にみられますが、あまり高くならないことがほと

んどです。ほとんどの発病者は、数日間のうちに治る病気です。しかし、まれで

すが、髄膜炎、小脳失調症、脳炎などの中枢神経系の合併症のほか、心筋炎、神

経原性肺水腫、急性弛緩性麻痺など、さまざまな症状が出ることがあります。
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文責：小児科医　竹迫　憲次

Q４．感染しないようにするために、どのようなことに注意すればよいですか？

　手足口病には有効なワクチンはなく、また発病を予防できる薬もありません。治っ

た後でも、比較的長い期間、便などからウイルスが排せつされることがあります。

また感染しても発病せず、ウイルスを排せつしている場合があります。乳幼児の集

団生活施設では、施設内での感染の広がりを防ぐことは難しいです。

　一般的な感染対策は、接触感染を予防するために手洗

いをしっかりすることと、排せつ物を適切に処理すること

です。手洗いは流水と石けんで十分に行ってください。また、

タオルの共用はしてはいけません。

Q５．治療方法はありますか？

　手足口病に特効薬はなく、特別な治療方法はありません。基本的には軽い症状

の病気ですから、経過観察を含め、症状に応じた治療となります。まれに髄膜炎

や脳炎など中枢神経系の合併症が起こる場合がありますから、経過観察をしっか

り行い、高熱が出る、嘔吐する、頭を痛がる、意識がもう

ろうとする、水分が取れずにおしっこがでない、ぐったりし

ているなどの症状がみられた場合は、すぐに医療機関を受

診しましょう。

Q６．日本での発生状況は？

　毎年春から夏にかけて発生し、7月下旬に流行のピークを迎えます。過去10年

間では、平成23年に最大の流行が発生しました。手足口病は、ほとんどの場合、

軽症で治りますが、重症化する場合もありますので、しっかりと経過観察をする

必要があります。

（厚生労働省ホームページより抜粋）
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岡山県栄養改善学会

当法人の地産地消活動が中国新聞に掲載されました！

12月27日、「帯状疱疹について　基礎から学ぶ」を
テーマに、マルホ株式会社　髙星瑛吏先生による研修
会がありました。帯状疱疹は、水ぼうそうにかかったこ
とのある人なら、誰でも発症する可能性のある病気で
す。特徴や症状、治療法など、分かりやすく丁寧に教え
ていただき、よい研修会となりました。

2月17日、第31日回岡山県栄養改善学会が開催され、「農林
水産省地産地消メニューコンテストへの挑戦」というタイトルで、
当院が取り組んでいる地産地消活動について発表しました。会場
では質疑応答が活発に行われ、地産地消活動に対する関心の高
さを感じました。今後も活動を継続し、研究データを積み重ねて
いきたいと思います。

全体研修会

中国新聞提供（2017年12月18日）
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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。
今年の冬は例年にない寒さでしたね。春の訪れが待ち遠しかったです!

デイサービスくじば

1月には初詣、1年の健康をお祈りしました。
おやつには、利用者さまがお抹茶を立てて下
さり手作りの練りきりと頂きました!!

2月には恵方巻きを作り「鬼は外!」
毎年好評の握りずしは「やっと食べられる♪」と初めての方
にも喜んで頂けました!

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）

「笑い多く」と福笑い!
おみくじでは「大吉」が出ました!!
今年度も「笑顔いっぱい」で楽し
く過ごしていきましょうね。

〈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：歯科医師　小野 達生

日時：平成30年4月23日月

　　　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

まちがった磨き方をしていては汚れ
はとれず、むし歯や歯周病の原因に
なってしまいます。正しい磨き方を身
に付けましょう。

参加費無料、予約不要です。
お気軽にお越しください。

「歯の正しい磨き方」について

お知らせ
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老人保健施設　くじば苑
ク　リ　ス　マ　ス　会

平成２９年1２月２２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。

恒例となった職員のハンドベ
ル！
少ない練習時間でしたが、
素敵な音色に、一生懸命、
聴いていました。
その他、クイズや体操と、楽
しいひと時を過ごしました。

目の前での素敵な演奏に、みなさん、聞き惚れていました。
毎年、素敵な演奏をありがとうございます。
素敵なカードのプレゼントに、みなさん、笑顔でした。

節 　 分 にぎり寿司

平成30年2月2日、くじば苑に鬼がやって来ました。
フレッシュな、赤鬼と青鬼です！！
力いっぱい、豆を投げて、鬼もタジタジ
だったようです。今年の邪気を払いました。

2月21日に、寿司屋が開店しました。
日清食品の協力で、昼食ににぎりたて
のお寿司を食べました。通所リハビリ
に来られている方は、にぎりの実演を
見ながら、その場で注文しながら食べ
る事ができました。「美味しかったよ」
とみなさんの笑顔が見られました。
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「かさおかみなとマルシェ」へ参加しました♪

ひよこルーム

『リトミック参観』
毎週木曜日のリトミックを親子で楽しみました。
いつもと違う雰囲気でしたが、お家の方と一緒で
喜んだ子どもたち。
親子で体を動かし楽しい時間になりました。

『まめまき』
自分で作った鬼のお面をつけ、鬼のパネルにボール
を投げて豆まきを楽しみました。
おこりんぼオニ、いじわるオニ、泣き虫オニをやっ
つけることに必死な子どもたちでしたよ。

「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。
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。

『楽しい英会話』
毎週月曜日と水曜日の英会話を楽しみにしてい
る子どもたちです。リズムに合わせて踊ったり、
手遊びをしたり…。動物や色など英語で答えるこ
とも出来るようになりました。
いろいろと吸収していく速さにびっくりですよ。

２月25日、笠岡市主催の「かさおかみなとマルシェ」に栄養
課が参加しました。
笠岡諸島連携事業として初開催されたイベントです。
当法人は笠岡諸島の食材を使用した地産地消活動の紹介や
介護食の試食を行いました。
会場は大盛況で、当法人の地産
地消活動と介護食について地域
住民の方々に広く知っていただ
くことができました。
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医療法人
緑十字会

厳しい冬をのりこえ、春の花々の息吹
を感じ、元気で働けていることに、感謝
しています。

（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
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 ― ― 治田　精一 ― ― ―

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 ― 山本　佳子 ― ― ― 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。
★　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。


