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第23号医療法人 緑十字会

広 報 誌

理事長室で育てている「ドラセナ」（幸福の木と呼ばれているそうです）に花が咲きました！
十数年に一度くらいしか咲かないらしく、上品で甘い良い香りが、部屋中いっぱいです♪
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健康情報ちょっと知っ得！

　吹く風も柔らかな季節となりました。
日中はポカポカして外を出歩くのも楽しいです。
その分、夜は睡眠を十分とり、体調を崩さないように気をつけたいですね。

昨年から５年ぶりに風疹が流行しています。はじめは関東を中心に拡大、その後西
日本にも拡がり、今年になっても患者数の増加が続いています。風疹といえば子供の
病気というイメージを持たれている方もおられると思いますが、現在の流行の中心は、
過去に予防接種を受ける機会が無いか乏しく、免疫を持たない人の多い、30～50代
の男性となっています。

風疹とは
風疹ウィルスによって起こる急性感染症です。咳やくしゃみなどの飛沫を吸い込む
ことによって感染し、症状が出るまでの潜伏期間は平均2～3週間です。感染力は強く、
インフルエンザの2～4倍といわれています。
主な症状は、発熱、発疹、首の後ろのリンパ節の腫れなどですが、なかにははっ
きりした症状が出ず、気づかないうちに治ってしまう人もいます。子供では症状は比
較的軽いですが、まれに脳炎などの重い合併症を来すこともあります。大人が罹ると
子供に比べ症状が長引く傾向があり、関節痛が強いことが多いのが特徴的です。
診断は症状の他、血中抗体検査などによって行います。特異的な治療はなく、発
熱や関節痛などを和らげるような対症療法が中心で、大半は自然に軽快します。

先天風疹症候群
風疹自体は基本的に自然治癒する疾患ですが、最も警戒する必要があるのが先天
風疹症候群（CRS）です。妊娠20週頃までの妊婦が風疹にかかると、風疹ウィルス
が胎児に感染して、出生後に特徴的な障がいを残すことがあり、このような病名で
呼ばれています。今回の流行中にも1例の発症が報告されています。
CRSの3大症状は、先天性心疾患、難聴、白内障ですが、ほかに精神や身体の発
達の遅れなど多岐にわたった症状が認められます。感染が妊娠初期であるほど発症
率は高く、1ヵ月では50％以上とも言われています。これらの症状は、比較的軽症例
から心疾患や白内障に対する手術を要する場合まで、重症度は様々ですが、いずれ
にしても、生まれてくる赤ちゃんに重荷を背負わせないようにするための予防策を講

風 疹 に つ い て
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じておくことが求められます。

CRSを防ぐために
妊娠初期の感染を防ぐためには、まず妊娠を希望する女性が十分な免疫を持って
いることが必要です。それと同時に日常的に身近に接する人の感染予防も重要です。
そのため現在、⑴妊娠を希望する女性、⑵その配偶者などの同居者、⑶風疹抗体価
が低い妊婦の配偶者などの同居者、を対象に風疹抗体検査が無料で受けられるよう
になっています（除外規定もあるので詳細は各自治体のホームページなどでご確認く
ださい）。抗体がない、もしくは不十分な場合、ワクチン接種を行います。妊娠中は
風疹ワクチンの接種は受けられず、受けた後は２ヶ月間妊娠を
避ける必要があることから、早めの検査が奨められます。妊娠
後に抗体が無いか不十分であることが判明した場合は、出来る
だけ人混みを避ける、不要不急の外出を控える、といった対応
と同時に、同居の方での必要なワクチン接種を急ぐなど、感染
予防に努める必要があります。
一方、初めに述べたように現在の流行の中心は中年男性です。現在では風疹ワク
チンは男女とも幼児期の定期接種となっていますが、男児が接種対象となったのは昭
和54年4月2日生まれからです。それ以前の世代の男性はワクチンを受ける機会がな
く、また自然流行も減少していたため抗体のない人が多く、今の流行に繋がっている
と考えられます。なお、昭和37年4月1日生まれ以前は男女とも定期接種はありませ
んでしたが、その頃は自然流行により大半の人が十分な抗体を持っていました。従っ
て現在の感染拡大を阻止するためには、該当世代男性での風疹に対する免疫力の低
い人を早急に減少させる必要があり、今年の4月から約3年間かけて、国の追加対策
が実施されることになりました。
対象となるのは昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性で、具体的には
本年4月以降、市町村から順次通知が送られて無料での抗体検査が可能となり、免
疫力が弱いと判断されたら、無料で予防接種を受けることができます。なお本年中
に通知されるのは昭和47年4月2日～昭和54年4月1日生まれの方で、それ以前の方
への通知は来年度以降となる予定ですが、希望者は早めに受けることも可能なので、
各市町村役所にお問い合わせください。
また、過去に風疹に罹ったと思っていても別の病気を風疹と誤認している場合があ
ります。医療機関で明確な根拠のもとに診断されていた場合は別として、やはり抗体
検査を受けることをお勧めします。
個人の感染を防ぐことが流行の拡大を阻止し、CRSのリスクを低下させることにな
ります。子どもの未来を守るための社会的責務として、是非とも抗体検査を受け、結
果に応じた対応をしていただきたいと思います。

文責：内科医　仙石　宣彦　　
（総合内科専門医）
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12月19日、研修会を行いました。
「点滴ポンプのアラームが鳴ったら」という
テーマで、株式会社トップの宮野貴生氏に講演し
ていただきました。
どういう時に鳴るのかを分かりやすく教えてい
ただき、普段触ることのない職種の職員が遭遇し
たときの、患者さんやご家族への対応の仕方や看
護師への報告方法などを、学ぶことができました。

当法人栄養課が、農林水産省の地産地消等優良活動表彰で、中国四国農政局長賞を
受賞し、山陽新聞に掲載されました。

院内研修会

山陽新聞社提供（2019年1月31日）

「地産地消等優良活動表彰」中国四国農政局長賞　受賞！
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今年の冬は暖冬でしたね。菜の花もずいぶん早くから咲き
始めました！桜の開花も早まりそうで、花見の予定をいつに
しようか…暦とにらめっこです！！

デイサービスくじば

恒例の初詣。よいお天気に恵まれました!
「かかこちゃん」の晴れ着、
いのししの練りきり。
今年もみんなで楽しみ
ますよ!!

桃の節句。今年は皆様がお雛様に…
「わたしゃ、こんな顔しとったん？」と大笑い!
にぎやかな雛壇ができました!!

行事食におやつ作り!
みんなで楽しくクッキ
ング♪見た目も肝心!!
と盛り付けにも力が入
ります!

絵馬作り。今年の抱負と健康
を願って…「くじば神社」御利
益ありますように…

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：ケアマネジャー　坂本綾子
日時：平成31年4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

　終活って具体的に何をすることなんだろ
う？どんなメリットがあるんだろう？
一緒に考えてみませんか？

参加費無料、予約不要です。
お気軽にお越しください。

「終活のことを知ろう」　～私と大事な家族のために、今できること～

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30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来てくださり、素敵な演奏を披露してくれました。

平成31年2月4日、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、その合間にちょっと味見。鬼はタジ
タジだったようです。食べた豆は美味しかった
ようです ô̂ 今年の邪気を払いました。

クリスマスやお正月など、行事の日の食事です。

行事メニュー

お正月

節　分バレンタイン

海鮮
ちらし寿司

クリスマス

節　　分

昼食の時には、
管理栄養士が
見て回り、検討
もしてくれてい
ます。

恒例となった職員のハンドベル！
ベルのきれいな音色を、楽しみました。
真剣な職員に温かいまなざしでした。
ひよこルームのかわいい子供たちが来
てくれ、踊りと演奏を披露してくれま
した。みなさんの表情が、孫を見る顔
になっていました。楽しいひと時でし
た。

目の前での演奏に、みなさん、聞き惚れていました。
素敵な演奏をありがとうございます。
また、クリスマスカードのプレゼントに、みなさん、笑顔でした。
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ひよこルーム

『まめまき』
　自分で鬼のお面を作っている時から、「おにくる
の？」と不安顔…。でも、豆まきはしたい子どもたち。
当日は、リズムを踊ったあとで鬼のパネルに豆の
かわりにボールを投げて、泣きむし鬼、いじわる
鬼、おこりんぼ鬼を追い出しました。「おには～そ
と。ふくは～うち。」の声にも力が入っていました。
鬼の登場でたくさん涙がでましたが、しっかりと
豆まきができたので、今年も元気にすごせそうです。

『ひなまつり』
　親子制作を楽しみました。
今年はハンガーを利用した飾り雛。お家の方と一緒に
「かわいいね」と会話をしながら作りました。自分です
べて作る姿を見て「大きくなったなぁ」と驚かれたり…。
少しの時間でしたが、親子で楽しい時間を過ごしてい
ただきました。

「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。

12月2日、笠岡市主催の「大空と大地のカーニバル」で行われた「かさおか地産地消こだわ
りのマルシェ」に栄養課が参加しました。
当法人は、美星豚やごぼう・大根などの地場食材を使用した豚汁を販売しました。「素材の
旨味があり、美味しい！」などの声もいただき、無事完売しました。
このイベントに参加することで、地域住民や出店者の方々と直接お話しでき、当法人の地産
地消活動を知っていただくことができました。

「かさおか地産地消こだわりのマルシェ」へ
参加しました！
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医療法人
緑十字会

満開の桜に、待ちに待った春の訪れを感じられま
すね。真新しく大きなランドセルを背負った子ども
たちを見ると、自分にもあんな時代があったのかと
懐かしくなります。何十年も前のことですが･･･。
新生活に期待を膨らませて、心機一転、頑張りた
いと思います！　（M.H）

広報誌　そよかぜ
2019年４月発行
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〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡5102-14
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印刷／(有)国輝堂印刷所
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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 調整中で現在、火・木（小野裕）に診療しています。
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～）

調整中で現在、火・木（小野裕）に診療しています。
休診の日もございますので、お問い合わせください。

※2019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。


