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第26号医療法人 緑十字会

広 報 誌

至11月10日　職員旅行：宮島厳島神社
大鳥居は修繕工事中でしたが、天候に恵まれ、職員間の交流が深まった良い旅行となりました♪
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健康情報

「くすりの豆知識  〇×クイズ」

ちょっと知っ得！

Q1  薬は1錠ずつ切り離して保管する。
A…×　包装から薬を取り出すことなく包装のまま飲ん
でしまったり、薬を包装から取り出した後、空の包装を飲
んでしまうことがあります。包装は小さく切り離さないで
保管しましょう。

　新年おめでとうございます。多くの出来事があった令和元年が終
わり、初春が巡ってまいりました。どうか本年が皆さんにとって難
問の少ない、さわやかな一年でありますようにと願ってやみません。
　昨年の出来事といえば、天変地異があまりにも多かったようです。
大型地震（2月北海道、6月新潟，山形他）、酷暑（5月北海道39.5
度、8月新潟40.7度）、大型台風（9月首都圏への15号など何回も襲来）、
また「今までの記録にない雨量」の大雨に度々みまわれました。

　2月、はやぶさⅡが小惑星「りゅうぐう」に着陸し、本年末頃、地球に帰還の予定。10
月、再建が困難な首里城が焼失、11月、ローマ教皇が38年ぶりに来日されました。明る
い話題として、吉野博士がリチウムイオン電池でノーベル化学賞を受賞、4月に天皇退位
と新元号が制定され、歴史の転換期を迎えました。本年は東京オリンピック、パラリンピッ
クが開かれますが、マラソンの札幌開催などで話題をよびました。
　ところで、寿命には「平均寿命」と日常生活に制限のない「健康寿命」とがありますが、
厚労省の推進する健康寿命を延ばすための「スマートライフプロジェクト」では、①運動
（苦しくない程度で10分間の早歩き）、②食生活（普段とっている280g野菜にプラス70gの
野菜をとる）、③禁煙（友人たちの健康を損ない、肌のみずみずしさを失う喫煙をやめる）
を呼びかけています。我が国の平均寿命と健康寿命は、男性80.2歳と71.2歳、女性86.6歳
と74.2歳で、その差は男女ともに10年近くの開きがあり、この差を縮める取り組みが必要
です。
　さて近年、健康を取り戻すため進歩してきたものに、分子生物学的レベルの検査や治
療があります。ガンで死亡する人は年間40万人、世界では960万人（2018年）とされ、先
進国の中では唯一、日本のガン死数が増加中といわれます。尿中ジアセチルスペルミン
濃度の測定（肝、肺ガンの検出）や、一滴の血液で13種のガンを見つけ出す研究も進ん
でいます（3年で実用化？）。細胞スプレー法による心不全の治療も進行中です。iPS細胞
からガン免疫細胞を作り出すなど再生医療の臨床研究も進行しています。65歳以上高齢
者の15％～20％が認知症になるといわれていますが、運動や食事療法（大豆、玄米、ヤ
マブシタケ、卵黄など）で認知症、さらにガンを予防することが大切です。
　認知症もガンも生活習慣病なのです。

新年のご挨拶

院長　上田　祐造

お薬は１錠ずつ切り離さないで

ください！
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Q2  薬は決められた量の2倍飲んだり、決められた回数の2倍飲めば、2倍早く治る。
A…×　薬を飲む量が多いと副作用のリスクが高まり、少ないと効果が期待できません。飲
む量と飲む回数を守って使用しましょう。

Q3  錠剤やカプセルは水なしで飲んでも良い。
A…×　水なしで飲んだり水の量が少ないと、薬が食道に付着して炎症やただれを引き起こす
可能性があります。①コップ1杯の②水かぬるま湯で③そのまま(噛んだりカプセルをはずした
りしないで)使用しましょう。最近は水なしでも飲める口腔内崩壊錠というお薬もあるので、気
になれば薬剤師さんに相談してみましょう。

Q4  薬の飲み方に食間と書いてあったので食事中に飲んだ。
A…×　食間とは食事と食事の間、食事の2時間後が目安です。

Q5  サプリは薬でないのでドーピングにならない。
A…×　サプリの中にも禁止物質が入っていることがあるので注意が必要です。昨年話題に
なったラグビーワールドカップに出場していた山中亮平選手ですが、ひげの育毛剤が原因で、
2011年にドーピング検査で陽性になっています。購入する前、使用する前に薬剤師さんに相
談してみましょう。

Q6  1日1回朝食後の薬を飲み忘れたので、その日のお昼に飲んだ。
A…○　次回の服用までに目安として、1日1回の薬で8時間以上、2回の薬で6時間以上、3
回の薬で4時間以上、間隔が空けば使用してかまいません。決して2回分まとめて使用しない
でください。

Q7  目薬をさしたあと目頭を押さえるとよく効く。
A…○　目頭から目薬が流れ出てしまうことを防ぐために、使用後1～5分、目頭を押さえる
ことが望ましいです。難しければまぶたを閉じておきましょう。目薬は容器の汚染を防ぐため、
容器の先が目に触れないように使用しましょう。開封後は1ヶ月を目安に使用してください。

参照　参天製薬

Q8  薬はなるべく冷蔵庫で保管する方が良い。
A…×　冷蔵庫の中は湿気が高いため不適当です。一般的に薬は高温、多湿、直射日光を避
けて保管しましょう。

文責：薬剤師　碇本高之　　

食　前 食事をする、およそ30分前に使用
食　後 食事が終わった後30分以内に使用
食　間 食事と食事の間、前の食事からおよそ2時間後に使用

就寝前 寝るおよそ30分前に使用
※睡眠導入剤など眠る直前に使用するものもあります。

頓　服 症状が出たときに使用　例：解熱薬、痛み止め
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そよかぜ教室

9月20日、笠岡諸島が日本遺産に認定されたことを記念して、笠岡諸島の食材を使用
した地産地消御膳の提供を、緑十字会・緑風会の施設で行いました。ひよこルームでは、
食育講座を含んだ親子給食会、デイサービスくじばでは、笠岡諸島の魅力を伝える交流会
も同時に行われました。

10月25日、当法人の健康教室「そよかぜ教室」を開催しました。
今回は薬剤師の碇本が、「くすりの豆知識～お

薬に関するウソ、ホント～」をテーマに、〇×で
答えるクイズ形式で講演しました。薬を飲み忘れ
た時の対処法や目薬のさし方など、皆さんクイズ
に答えながら、楽しく学ぶことができました。
また高齢者に多い、薬のシートの誤飲・誤食事
故についての話題も取り入れ、注意を呼びかけま
した。

笠岡諸島　日本遺産認定を記念した地産地消御膳の提供！

今回の講演資料は、受付待合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、整形外科医の村尾による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＞

9月30日の中国新聞に掲載されました。
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2020年　あけましておめでとうございます！　　
昨年は、地域の皆さまにもたくさん支えられ「令和」を迎えました。デイ

サービスにも新しい方々がたくさん来てくださり、うれしく思っています。
　今年も笑顔あふれる1年にしましょうね!!	

デイサービスくじば

11月吉日、干拓のコスモス畑に行ってきました!気持ちがいい
お天気で、みんな「歩いて行くぞ!」とやる気満 !々もちろん、そ
の後の買い物も一生懸命です(*̂ ^)v	 	 	

公文の「学習療法」が、
1０月から本格的に始
動しました!「私はや
るよ!」「待ち遠しい」
「こんな歳になって
も勉強ができるなん
て」そんな前向きな言葉がぞくぞくと…
みなさんの学習意欲の高さに、こちらも
力が入ります!!	

春から植えていた「ピーナッツ」11月にようやく収穫出来ました!	収穫や、
殻むきももちろん利用者さまが中心です。美味しいおやつになりましたー!

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）

笠岡市役所の農業塾に参加して、さつまいもを育てました！

　笠岡市役所農政水産課農業塾に管理栄養士が参加してい
ます。収穫の体験だけでなく、苗の植え付けや、草刈り、水や

りなどの、その後の手入れも
一緒に行うことで、農業に対
する理解を深めることができ
ました。
　今回収穫したさつまいもは、10月の地産地消御膳の天ぷら
に使用しました。
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老人保健施設　くじば苑
敬 　 　 老 　 　 会

９月13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さまも一緒に楽しみました。
マジックシンガーズの皆さんが、歌やマジックを披露してくれました。

『くじば
苑からの
プレゼン
トです。』

行　事　献　立

地産地消御膳の写真は９月に笠岡諸島日本遺産認
定記念の献立です。

敬老の日 秋祭り

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、
今の現状などを伝えました。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。

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。

紅白饅頭！！手作りの紅白饅頭は、好評でした。
「美味しいよ」と皆さん、ニッコリでした。

『赤とんぼ』や『月がとっても青いから』『河内男
節』などなど、たくさんの歌を披露してくれました。
マジックもあり、皆さん、どうなるのかと一生懸命
見ていました。
「きよしのズンドコ節』に合わせて、体操もしました。
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ひよこルーム

『おいもほり』
「見て見てーおっきいよー！」と大興奮の子ども
たち。
「うんとこしょ、どっこいしょ」のかけ声と共に、
みんなで芋ほりを楽しみました。

『親子給食』
　毎日、喜んで食べている大好きな給食を親子で
食べました。
　今年は地産地消メニュー。食材について話を聞
いたり、親子で楽しく会話をしながら、おいしい
給食を食べました。

『うんどうかい』
　今年の運動会も、子どもたちの笑顔で
いっぱいでした。
　はちまきをして気合もはいって、やる気マ
ンマンの子どもたち。たくさんの方の応援
も嬉しく、楽しい時間になりました。

「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。

　10月13日、笠岡湾干拓地で開催された第5回
ファミリーウォーキング大会に、職員10名程が参
加しました。
　天候に恵まれ、気温は上がりましたが、適度な
風が吹き快適に歩けました。きれいなコスモスや
どんぐりを見ながら、普段運動不足の職員も無事
13km完歩できました。運動後は豚汁、カレーな
どでお腹を満たし、大満足な1日でした。
　毎年開催されているようなので、皆さんも参加
されてはいかがでしょうか。

ファミリーウォーキング大会に参加しました！



広報誌 そよかぜ 第26号 2020年1月発行

医療法人
緑十字会

令和になって初めてのお正月を迎え、いつも
より清々しさを感じていらっしゃる方も多いの
ではないでしょうか。
この一年が皆さまにとって幸多きものとなり
ますよう、お祈り申し上げます　（K.H）
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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 ― 浅沼　由美子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

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～） ―

※2020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。
★　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。

この度、2019年12月末日を以って歯科外来を休止することになりました。ご了承ください。


