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新年おめでとうございます。
多難の平成30年が去り、行事の多い一年が始まりました。本年は
様々の分野での出来事が目白押しで、私たちも上手に適応していか
なければパニック障害をおこしかねません。
ところで最近、生活習慣病に関しての報道の多さに驚きます。心
地よい響きで、しかも嫌味っぽい「メタボ」ですが、ふだん何気な
く生きていることそのものが、疾病であると教えてくれている言葉
のように思われてきます。食事、運動、休養、喫煙、飲酒などがも

たらし、また進行を促す病で、今日すべての国民が一つや二つ、三つと持ちあわせてい
ることは間違いありません。高血圧、糖尿病、脳卒中、心疾患、動脈硬化、がん等、日
常でくわす疾患の9割以上はこの類いです。昨年9月のWHOの調査では、世界の成人の14
億人が運動不足であり、男性の1/4、女性の1/3がその不足に起因する心臓病、糖尿病等
のリスクにさらされていて、心の不健康やQOL（生活の質）低下を招くと警告しています。
具体的には、中等度の運動を150分/週、またはランニング、縄跳び等の激しい運動を75
分/週以上行うよう勧めています。さらに摂取カロリー30％制限により、霊長類の健康寿
命を延長し、生活習慣病を予防することが明らかになりました（2009年「サイエンス」）。
健康成人ではがんが発生しやすい生活をしているため、一日に約5000個のがん細胞が生
じるが、自己の持っている力でがん発生を抑えているらしい（京府医大吉川ら）。健康寿
命を延ばすため、内臓脂肪の蓄積を防いで、この自己防衛力をアップして、三大死因と
されるがん、心疾患、脳卒中等の予防に努めなければなりません。
ところで、岡山県の人口が33年ぶりに190万人以下となり、超高齢化社会に近づいてい
ますが、沖縄県でも昨年3月には65歳超の人口が21.1％となり、地域に合った包括ケアシ
ステムの構築が求められています。
さて、昨今の自然現象には、そら恐ろしいものを感じます。昨夏の熱暑（熊谷市41.1度、

8月には五大都市すべてで40度超）、台風の三重県から福岡への逆走と巨大化、また岡山
県の成羽、真備、矢掛、広島県を襲った豪雨災害等、「観測史上初めて」
という言葉を何度も耳にしました。
本年は天皇退位となり、5月1日より新元号が始まります。
どうか天変地異の少ない穏やかな一年であってほしいと、
願わずにはいられません。「ボーっとして･･･！」と喝
を入れるセリフを聞くたびにギクッとなる私ですが、
何とかチコちゃんに叱られないですむように、気
をひきしめて一日一日を過ごしていきたいと思う
年始めです。

年 頭 所 感

院長　上田　祐造
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健康情報ちょっと知っ得！

文責：薬剤師　碇本　高之

インフルエンザのお薬について

2019年現在、日本国内で使用できる主な抗インフルエンザウイルス薬を一覧
にまとめました。

商品名 タミフル リレンザ イナビル ゾフルーザ

剤型 カプセル、
ドライシロップ

吸入 吸入 錠剤

治療日数 1日2回5日間 1日2回5日間 1回使い切り 1回使い切り
販売開始 2001年 2000年 2010年 2018年
予防適応 ○ ○ ○ ×
後発医薬品 ○ × × ×

どのお薬でも共通していることは、発症後48時間以内に使用することで効果
が得られることです。
昨年、10代の患者さんへタミフルが使用可能になったと、新聞等でも大きく
取り上げられました。しかしお子さんに関しては、発熱から少なくとも2日間は、
保護者の方がしっかり見守りを行うことが大切です。
十分な水分補給を行い、安静にして休養をとることが大切です。

当院ではインフルエンザ検査を最新機器で行っています。

・発症から6時間で検出が可能。
・�高感度の試薬と専用の最新機器を使用して検査を行って
いますので、より精度よく正確な判定ができるようになっ
ています。
早期治癒、また感染拡大防止のためにも、早めの受診
をお奨めいたします。
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表彰

この大会は、笠岡市内で活躍する福祉関係者
が一堂に会し、実践発表を通し地域福祉活動を
広く周知するため、開催されています。当法人
からは管理栄養士の粟村が、「医療・福祉施設
における地産地消活動」について事例発表をい
たしました。
美味しい食事が、食べられる方の生きる喜び
になり、そしてこの活動が、地元の活性化にも
繋がっていくという事を、知っていただくことができました。

栄養課が、岡山県保健福祉部長より「優良特
定保健施設」として表彰され、長年にわたる優
秀な衛生管理が評価されました。
この受賞を励みに、今後も給食委託事業者の
日清医療食品㈱と協力し、栄養課全員で安心・
安全な美味しい食事の提供を目指していきたい
と思います。

第9回かさおかハートフル社会福祉大会

10月19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「おむつの選び方と正しい使い方」をテーマ
に、ユニ・チャーム株式会社の岩﨑智萌氏に講演して
いただきました。
体の状態に合わせた選び方から、使用時のちょっと
したコツまで、おむつを使用している方やこれからの方、また介護をされている方にも、
とても参考になるお話でした。

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。

4月に、ケアマネジャーの坂本による「終活について」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。

＜次回のご案内＞

そよかぜ教室
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すっかりデイサービスのアイドルに!!10月には
ハロウィンの衣装に。魔女になりました！

新年あけましておめでとうございます。
平成最後の新年を無事に皆様と迎えられ、うれしく思って

おります。今年も元気いっぱい楽しみましょう!!

デイサービスくじば

9月に手作り
した案山子。
案山子と書い
て「かかこ」
と名付けまし
た！

いただき物の「すだち」や「渋柿」。1人では面倒な作業もみんなですれば「アッ」
という間！季節を感じながら…美味しいおやつになりました！

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）

「次は何着せ
る？」とまだ
まだ人気者！
11月という
ことで七五三の振袖♪着物もす
べて手作りです！

昨年の7月より首都圏を中心に患者が増加し、全国に拡大、5年ぶりに2000人
を超えています。患者の8割以上が男性で、特に予防接種が不明な30代～50代が
中心となっています。妊婦がかかると赤ちゃんに障害が出る可能性があり、厚生
労働省は抗体検査や予防接種を呼びかけています。希望される方は、お問い合わ
せください。
なお、次号の健康情報は風疹について掲載する予定です。

風疹流行中です
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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。平日に行ったので、通所リハ
ビリの利用者様も一緒に楽しみました。
今回は、様々な所でピアノ演奏をしている、前川さんが来てくださいました。

『くじば苑か
ら、気持ちの
こもったプレ
ゼントです。
受け取ってく
ださいね。』

敬老会の後、家族会を開催しました。
多くのご家族が参加してくださり、制度の話や、今の現状
を伝えました。これからも、みなさんに満足いただけるよ
う、努力していこうと思っています。

100歳祝

9月18日、100歳になられた利用者様のお
祝をしました。
笠岡市長がお忙しい中、お祝に来てくだ
さいました。ご家族も当日は来てくださり、
ささやかながらお祝をしました。
誕生日を迎えたお礼を、しっかりと挨拶さ
れ、これからも元気で頑張りますと言わ
れました。

敬老御膳に紅白饅頭！！手作りの饅頭は、好評
でした。
「美味しいよ」と皆さん、ニッコリでした。

懐かしい曲から、聴いた事のある曲まで、たくさん披露してくれ
ました。
利用者様やご家族と、ピアノ演奏に合わせ、一緒に歌いました。
ピアノの響きと素敵な歌声で、会場が一つになっていました。

平日にも関わらず、たくさんのご家族が来てく
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。
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ひよこルーム

『お散歩で…』
　お天気の時には、みんなで散歩に出かけます。
　よく行く公園に大きなイチョウの木があり、
落ち葉を拾って集めて大事に持って帰る子ども
たちです。
　今年もイチョウの木の下で、しっかり遊びま
した。

『ミニ運動会』
楽しみにしていた運動会。おそろいの体操服
を着て頑張りました。
　行進や体そう、かけっこ…。はりきっていた
子どもたちです。たくさんの方が見に来てくだ
さり、いっぱい拍手してもらいました。
　少しの時間ではありましたが、笑顔いっぱ
いで楽しく過ごすことができました。

『ハロウィンパーティー』
　今年も、可愛い衣装を着て歩きました。
　リズムが大好きな子どもたち。♪モンスタップ
♪の曲に合わせて楽しく踊る姿を見てもらいま
した。
　かわいい壁面をバックに「ハイ、チーズ！！」と、
ごきげんでした。

「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。
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。

10月28日、毎年恒例の職員旅行がありました。
絶好の行楽日和で、今年は海の見える神戸のホテルで、少し贅沢

なランチバイキングを楽しみました。食事を終えたあとは自由行動
ということで、中華街やメリケンパーク、ハーバーランド、布引ハーブ
園など、皆さん思い思いに楽しまれました。
職場では普段見ることのない、職員の意外な一面!?も発見でき、

充実した一日となりました。

職員旅行
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医療法人
緑十字会

今年の干支『亥』は無病息災で病気になりにくい
年とされているそうです。
皆さんが一年間、健康で過ごせますように･･･。

　（Y.M）
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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 現在調整中
休診の日もございますので、お問い合わせください。

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～）

現在調整中
休診の日もございますので、お問い合わせください。

※2019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。


