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健康情報ちょっと知っ得！

帯状疱疹とはどんな病気？

　身体の左右どちらか一方に、ピリピリと刺すような痛みと、これに続いて赤い

斑点と水ぶくれが帯状にあらわれる病気です。帯状疱疹は、身体の中に潜んで

いた水痘・帯状疱疹ウイルスによって起こります。水ぼうそうにかかったことの

ある人なら、 誰でも帯状疱疹になる可能性があります。

　加齢やストレス、過労などが引き金となってウイルスに対する免疫力が低下す

ると発症します。 

　虫の音に秋の深まりを感じる季節となりました。
　さわやかな風を体いっぱいに感じながら、何か新しいことを始めて
みるのもいいですね。
　夏の疲れが出やすい時期でもあります。体調に気をつけ、秋を楽し
みましょう。
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文責：皮膚科医　山本　佳子
マルホ,日本皮膚科学会,NHK健康チャンネル ホームページ 参考  

治療法は？

　抗ヘルペスウイルス薬の飲み薬が治療の中心です。必要に応じて、消炎鎮痛

薬が使われます。重症なものは、入院して点滴が必要です。抗ヘルペスウイルス

薬は、発病早期に服用を開始するほど、治療効果が期待できます。

治療が遅れたらどうなるの？

　発疹は治療しなくても20日ほどで治りますが、治療が遅れたり治療しなかっ

た場合には、「39度以上の熱」や「頭痛」をはじめ、全身的な症状が現れるこ

とがあります。また、治療が遅れると、発疹が消えたあとに、後遺症として神

経痛（帯状疱疹後神経痛）が残る場合があるので、できるだけ早く治療を開始

することが大切です。体の片側に痛みを感じたあと、痛みのある部位に発疹が

現れます。そのような場合は早めに皮膚科を受診してください。 

（調査人数：1,065人）
石川博康ら　日皮会誌　、113（8）、1229（2003）改変

お年寄りに多いって本当？

　60歳代を中心に50歳代〜70歳

代に多くみられる病気ですが、過

労やストレスが引き金となり若い

人に発症することも珍しくありま

せん。

　季節的には決算期、連休後、お

盆後、12月の暮れなど疲労が重

なる時に多くみられます。
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全体研修会

　西日本を広範囲に襲った豪雨は平成になっての最悪
の豪雨災害となりました。お見舞いを申し上げます。
　このたび私は、岡山県看護協会の災害支援ナースと
して、自宅が全壊するなどの被害が大きかった真備地
区の方が多い避難所で、活動させていただきました。
　仕事内容も多岐にわたり、救護所に来られる方や熱
中症の方の対応、消毒、包帯の巻き直し、風邪薬の処方、血圧測定、心のケアなどさ
せていただきました。
　本当にたくさんの避難者の方、医療他職種の方、市や県職員の方、学校職員の方、
自衛隊の方、ボランティアの方と関わり、とても心に響いた４日間でした。
　今後の看護活動に活かしていきたいと思います。　　　　病棟看護師　畠山　和美

　7月25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。
　今年も、ひよこルームの子どもたちによる歌の
披露や、理学療法士による嚥下体操、管理栄養士
による脱水予防のお話など、盛りだくさんでした。
　メニューは、昨年も大好評だった祭り寿司やたこ焼きなどで、食べやすさに配慮し
た手作りの嚥下調整食も、見た目からも楽しめるように再現しました。サイダーゼ
リーは、直接お届けし、2種類のソースから選べる楽しさを味わっていただきました。
今年も、美味しい！嬉しい！という声をたくさんいただきました。
　来年は、より一層楽しい夏祭りにしたいと思います。

　7月2４日、丸石製薬の奥田、楠田両氏をお招きして、
感染対策の基本である手指衛生についての勉強会を開催
しました。
　専用の器具を使用し自分の手洗いの癖を把握する事が
でき、手洗いの方法を見直す良いきっかけになりました。

災害支援ナースの活動

病院夏祭り

嚥下調整食
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　今年の夏はいつになく猛暑になりましたね。
　デイサービスでも熱中症、脱水に気を付け、元気に乗り
切りました!!
　最近は、豪雨や台風など災害も多かったですが、お元気
な顔が揃い「ホッ」とする毎日です。

デイサービスくじば

夏野菜「きゅうり」と「オクラ」を植えました!
大量の収穫!は実現しませんでしたが…成長
の楽しみが味わえました!!

毎日の手作りおやつ!だんだん腕も上がって
きました!!葛餅、流し焼き、五平餅と、最近は
「和」のおやつにも力を入れてます! 

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）

今年で３回目の青野
「 葡 萄 浪 漫 館」!ど
れにしようか…迷う
うちに、気が付けば
よく歩きました!!

〈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：ユニ・チャーム株式会社　岩﨑智萌　先生

日時：平成30年10月19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

　様々な種類があるおむつを正しく選んで
正しく使うことで、その方の生活を快適にす
ることが可能です。その方に合ったおむつ
の選び方のポイント、モレ予防と効果的な
あて方について、お伝えいたします。

参加費無料、予約不要です。
お気軽にお越しください。

「おむつの選び方と正しい使い方」

お知らせ
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老人保健施設　くじば苑
夏　　祭　　り

　８月4日、今年も、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。
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。
皆さんと夏の楽しいひとときを過ごしました。

　7月1８日に、入所者の方のご家族を招待して、家族
給食を開催しました。初めての試みでした。利用者さ
んとご家族、昼食を一緒に食べました。

素敵な衣裳と、優しいフ
ラの踊りにうっとりでし
た。とても優しい気持ち
になりました^ o^

屋台の食事、今年も盛りだくさん！！
ボランティアの方々も大忙しです。
たくさんの方に手伝いにきて頂き、本当にありがとうござ
いました。お揃いのTシャツ！似合っていました^ o^

嚥下体操の『パ・タ・カ・ラ』！毎日、昼食前にしています。

お楽しみ抽選会では、当選した利用者さん
が、しっかり挨拶をしてくださいました。

男 性 職 員 恒 例 の
『ソーラン節』！新た
なメンバーも加わり、
披露しました。
アンコールもいただ
きました！

『東京音頭』『笠岡
よっちゃれ』を、職員、
利用者さん、ボラン
ティアの方々と楽し
く踊りました。

行事メニュー

トロミのお茶
やムース食
の試食もあ
りました。

『世界に一つだけの花』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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　7月23～26日の3日間、笠岡商業高校の2年生のイン
ターンシップがあり、病院で3名、くじば苑で2名の生徒
さんが職場体験をしました。
　病院では憧れの白衣を着て、笑顔と真剣なまなざしで
患者さんの食事介助を経験したり、多くの看護の模擬体
験や職場見学をしました。
　くじば苑では、利用者と同じリハビリを体験したり、
生徒さんが主体となって手作りのカードを使った「シル
エットクイズ」を行い、盛り上がりました。
　終了後に、目標に向かう意欲的な感想が寄せられ、接
したスタッフも心が温まりました。
　看護や介護を目指す方、いつでもご相談ください。

高校生が職場体験に来ました

ひよこルーム

『クッキング』
　栄養課の方と一緒に『豆腐入り白玉だんご』
を作りました。
　エプロンと三角巾をつけ、準備OK！の子ど
もたち。豆腐が大豆からできていることを手
作りパネルを使って教えてもらいました。
　豆腐とだんご粉を混ぜたり、クルクルと丸
めたり…。いろんな形のお団子ができました。
　自分で作ったお団子を喜んでたくさん食べま
した。

『夏まつり』
　今年も親子で楽しみました。
　おうちの方に準備していただいた甚平を着て、
みんなかわいい姿に変身！
　踊りをおどったり、ゲームを楽しんだり…。親
子で楽しい時間をすごし、子どもたちも笑顔で
いっぱいでしたよ。
　『たかいたかいゲーム』は、大人も子どもも盛
り上がりました。

「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。
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。
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医療法人
緑十字会

　食欲の秋です。
　病院の食堂には献立表が次の2週間分くらい貼っ
てあります。普通食でも3食合計で食塩が約7g、カロ
リーも約1800kcalに抑えられるようです。
　「ダイエットになるな」と、昼食後におまんじゅうを
食べながら、隣の人がつぶやいていました。　（T.I）
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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・通所リハビリ
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。


