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基 本 理 念 

1. 「豊かな健康」 それが私たちの願いです。 

2. 全人的視野に立ち、質の高い専門医療・ 

 看護に取り組んでいきます。 

3. 明日を担う子供達の「子育て支援」から、 

 充実した「高齢者福祉」まで見つめます。 

4. 生活習慣の改善・疾病の予防を提案し 

 健康で明るい家庭作りに役立ちます。 

5. 安全な医療を提供します。 

本年も地域医療の充実、質の高い医療を目指し、職員一同努めて参ります。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

医療法人社団清和会 職員一同 
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アンチエイジングに向けて  理事長 宮島 厚介 

 新年おめでとうございます。ご家族皆様でゆっくり新年を迎えられたこととお喜び 

申し上げます。 

 私たち医療・介護従事者、特に病院入院、介護入所担当者は２４時間交替勤務で

す。救急対応も２４時間待機して診療に当たっています。また、透析診療に携わって

います職員は日曜日を除いて祝祭日も休みなく交替勤務で業務に当たっています。

そのため、当法人の多くの職員は祝祭日の感覚が薄れています。私は戦後生まれで

すが、幼い頃親から「日本は資源のない国、一生懸命働く事で国は豊かになる。 

先進国に追いつくには働く事」と言われてきました。政府は欧米にならい働き方改革を重点項目にしていま

すが、日本は本当に余裕のある国でしょうか。医療・介護の現場は慢性の人手不足で厚生労働省の描い

ている改革に追従することは困難です。当法人も時間外労働を減らすようＩＴ化に努めていますが、安全な

医療提供の為、長い時間外勤務になる部署も多々あります。当院では、１５年前より年間１２０日の休日と

有給休暇を一部利用した７日間のリフレッシュ休暇、２年ごとの海外旅行を含めた最長６日間の研修旅行

を実施しており、激務の中にも制度として休養を取るよう努めています。今年はその研修旅行の年です。

職員で企画した楽しい旅行ができるものと思います。 

近年、フレイル（虚弱）予防、ロコモティブシンドローム、アンチエイジングなどの言葉を耳にすることが多く

なりました。少子高齢化が急速に進む中、健康を維持するためには、自らの努力しか方法がないことも

解ってきました。当院では約３０数年前から笠岡第一病院附属診療所（現附属健康管理センター）内に 

おいて、整形外科医の発案と岡山県立短期大学の指導により運動施設を開設しており、近年、新たな 

スタッフで厚生労働省認定の健康増進施設「ＯＮＥ」を開設し多くの方々に利用頂いています。アンチエイ

ジングには栄養、運動、休息が重要です。スタッフは、ご利用の皆様に厳しい指導もしていますが、運動の

有用性を実感して頂く様、体力に適した指導をし、黙々とご努力されている姿に感銘を受けます。多くの

方々に広く健康を維持する事の大切さを理解して頂く施設でありたい考えています。最近、日本アンチエイ

ジング学会会員でもあります整形外科 橋詰院長より、熱心にアンチエイジングに携われている整形外科

医師の紹介を受けました。老化を科学として捕らえ、その対応に取り組んでおられる先生のお話を伺い 

ながら「ＯＮＥ」の役割がまだまだあると感じました。この春にはスタッフの意見を取り入れ施設を一部改造

し、いずれ誰にでも訪れる加齢に対し、より科学的な理論に基づいた運動、栄養指導のできる施設として

「ＯＮＥ」のリニューアルを検討しています。厚生労働省も要介護状態に陥らないよう健康寿命をできるだけ

長くの目標に、いろいろな施策を打ち出してくるようです。年齢に関わらず元気な老人を目指しましょう。 

心も身体も 「ＯＮＥ」で楽しく鍛えましょう。 

秋の作品展示会  
「芸術の秋」にちなんで瀬戸ライフサポートセンター地域交流室で瀬戸内荘デイサービスと瀬戸 

いこい苑デイケア合同で、日頃の机上作業の成

果の作品展を開催しました。脳トレーニングで塗り

絵、貼り絵、折り紙、習字など、熱心に取り組み、

楽しく作成し完成させた様々な作品が並びまし

た。お互いの作品を見て良い刺激になり、次回の

作品展への励みとなりました。 

２０１８年１１月５日～９日 瀬戸いこい苑デイケア 青木 周子 
 

 新年のご挨拶 
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透析について学ぼう会 
患者さんを対象とした「第３回透析について学ぼう会」を開催しました。宮島理事長、橋詰院長、 

原田透析統括部長、職員を含む1２６名の参加がありました｡ 

橋詰院長から「透析中にかかりやすい骨と関節の病気」に

ついて、臨床心理士から「自分にあったストレス対処法」、 

看護師から「自分の大切な足を守る」「かゆみについて」の

講演がありました。会の中盤では患者さんによるウクレレ演

奏と合唱もあり、和やかで有意義な時間を過ごしました。 

 ２０１８年１１月１１日 タカヤ  クリニック 太田 祐策 
 

 「二刀流」と鍛錬  院長 橋詰 博行 

 明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になり、 

ありがとうございました。 

 さて、本年は改元の年であり、世の中が大きく変わろうとしています。 

二度目となる東京オリンピック開催を目前に控えて、わが国内・外に課題が山積して

います。医療界においても私共中小病院にも直接関係してくると思われる具体的な

問題があります。例を挙げると、１）消費税増税に伴う医療費の問題：どのように補填

できるのか、２）地域医療構想と病床数削減：地域における各病院間のバランスを 

どう取るのか、３）働き方改革と、さらにはＡＩ＆ＩＴ化vs外国人雇用：益々医療人確保が難しくならないか、 

４）新専門医制度の充実：専攻医の先生方に満足して頂ける研修を提供できるのか、などです。 

本年は新専門医制度の流れが地域の中小病院にも波及して、当院でも多くの専攻医の先生方を受け

入れることとなります。全職員共々、充分な研修をして頂けるように、環境作りをしてゆきたいと考えます。

研修の時代は地域の病院であっても技能の習得が重要な課題となるかも知れません。技能習得につい

ては、例えば外科領域の修練では理論に基づく術式の選択や手術適応の学習に加えて、本人のラー 

ニングカーブの問題があります。日本古来の武道や芸事と同じで、いわゆる「守・破・離」の世界であり、 

基本型を守りながら訓練してうまくなり、そして教えを破って新たな領域に挑戦し、さらに離れて独自の 

境地を開くことが必要です。これら匠の世界は非言語的・包括的な知、いわゆる「暗黙知」の世界であり、

体感や直感も大切になります。ここでは科学的思考と技術・技能との相克があり、それは統計学の世界と

「暗黙知」の相克とも言え、両者を調和する必要がでてきます。 

 昨年の大リーガー大谷選手の活躍ですっかり有名になった「二刀流」という言葉ですが、宮本武蔵の 

「五輪書」に二天一流、二刀一流として使われています。その中では両手を使うことは同時に使うことでは

なく、まさに大谷選手が怪我のために投・打の二刀流から打者一本にしぼったように、右手が使えなく 

なったときは左手をつかってでも命を全うすることなのです。そして、余さず道具あるいは自分の能力は 

使い切るべしと述べています。さらに、いろんな鍛錬は常日頃から繰り返し行うことが大切とされます。鍛は

千日（約３年）、練は万日（約３０年）の修行です。広島大学名誉教授の生田義和先生の近著の「手術の

道を究めるために：五輪書から学ぶ」の中にも同じような外科医としての心構えが記されています。 

 私共の病院で研修を受けて頂くに当たっても、内科系、外科系を問わずいずれの分野でもしっかりと 

鍛錬して頂く必要があると考えます。それをもって地域医療の志を感じ、さらに引き継いで頂けるよう当方

も努めてゆきたいと思います。地域に根ざした病院として、本年も職員一丸となって頑張ってゆきますので 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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【健康管理センター】  科長 石部 豪 

 新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

 高齢化がすすむ昨今、高齢化率が最も低い沖縄県でも昨年、高齢化率が２１.１％と発

表されました。ついに、「超高齢社会 日本」が、名実ともにやってきました。世界的に見て

も飛躍的な推移で、今後の超高齢社会対策は注目を集めるところです。当施設では、健

康寿命の延伸や健康長寿社会を目指しています。 健康増進クラブ ＯＮＥ(ワン) では、健康な体を自身

で維持するために体力の維持、向上を前向きに続けていける 

よう、 健診センター  では、各種検診、人間ドック、保健指導

を行い生活習慣病の予防、早期発見が行え、治療につなげて 

いけるよう、それぞれの特性を活かして活動しています。利用

者の皆様自身が体、健康に注意を傾け積極的に予防、改善

を安心して行える施設が提供できるよう今年も皆様とともに 

研鑽してまいります。 

 新年のご挨拶と地域に向けての私達の目標 

【瀬戸いこい苑】  副  施設長 矢木 晋 

 新年おめでとうございます。 

 ２０１８年４月より笠岡第一病院へ勤務させて頂き、同時に瀬戸いこい苑のお世話をさせ

て頂く事となりました。専門は内科、呼吸器、感染症であり入所の方々が御高齢でもあり、

呼吸器感染症を始め全身管理には看護・介護職員の方々共々、日々細心の注意をはら

い、お世話をさせて頂いています。 

更に看護部門と介護部門がより密に連絡をとり、今まで以上に各専門領域の知識等を共有し、入所

の方々がより良い入所生活が送れるようにスタッフ共々密に協力し合い努力してゆく所存です。 

平成も後４か月少々となり、新元号に変わります。新しい第一歩を踏み出してゆく年でもあり、

心機一転更に飛躍していく年にしたいと思いますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

【タカヤ クリニック】   所長 木曽 光則 

 地元の患者さんの熱意により、２０１１年１０月３日に透析施設タカヤクリニックが新規 

開設となりました。現在、約７０名の患者さんに透析用ベッド４６床で午前透析と月、水、金

のみ午後透析を行っております。高齢により自家用車での通院困難となられた患者さんも

多く、タクシー相乗りを利用しての送迎通院を行っております。 なお、川崎医科大学腎臓

内科より月５回医師の派遣を頂き、最新の治療と、患者さんの指導を行い、また、笠岡第一病院栄養科

よりの派遣で患者さんの食事指導、栄養管理が行われ、より 

よい透析治療を目指しております。シャントトラブルに対しては、

シャント造影や、シャントエコー検査でシャント狭窄を早期に 

診断し、笠岡第一病院を始め多くの病院での早期のＰＴＡ（経

皮的血管拡張術）・新たなシャント作製をお願いし、透析治療

が継続できるようになりました。 

今後も事故のないように継続していきたいと考えております。 

健康管理センター   

タカヤ クリニック   

瀬戸いこい苑   
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当院では１９９８年より春・秋の年に２回、ロビーコンサートを開催しています。 

地域の皆様や、入院・入所中の患者の皆様及び御家族の方々、 

私たち職員が生の音楽を楽しみ心身のリフレッシュを目指して 

おり、毎回１００人近くのご参加をいただいています。 

【瀬戸ライフサポートセンター】  センター長 阿曽沼 由加里 

 明けましておめでとうございます。 

 平成最後のお正月を迎え、平成天皇の思い出と共に感慨深い年明けを迎え 

られた方も多いかと思います。天皇のお言葉にもありましたが、平成年号の間、紛争や 

戦争が無かった事は、最も感謝すべき事だと思います。その反面、自然災害による被害

は多大で、地球も熟年期に入りつつあるのかなと感じます。 

人も地球も同じで、歳を重ねると様々な弊害を生じてきます

が、按排つけながら、予覚しながら、平穏に充実して生き抜く

ことが大切だと思います。かぶと会はそういった皆様の人生

を、介護の専門性を活かして大切に支えてまいります。医療と

介護の連携を更に充実させ、おひとりお一人のいのちの重さを

大事に、皆様の人生に寄り添って歩みたいと思いますので、 

よろしくご指導お願い致します。 

第４１回ロビーコンサート 2018年11月10日 

１階ロビーにて、ピアノ：能登泰輝さん、ソプラノ：

藤原香織さん、ヴァイオリン：田中郁也さん、箏：

田中真澄さんによる、第４１回となるロビーコン

サート 『名曲コンサート』 が開催されました。 

ピアノとヴァイオリンの二重奏に始まり、箏とソプ

ラノ歌手の歌声も交えた名曲アンサンブルの数々

を奏でてくださいました。ピアノソロやヴァイオリンと

箏など、様々な組み合わせで演奏もしてくださり、

来場者は次はどんな曲だろうとわくわくしながら、

心地よい音色と美しい歌声に癒やされ、楽しい

トークに終始笑顔がこぼれていました。 

また、コンサート終盤では『ふるさと』『雪』などを

会場全員で歌い、素敵なひとときとなりました。 

瀬戸ライフサポートセンター   
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大腸ＣＴ検査 

大腸がんは他の主要ながんと比べて治りやすいがんです。早期であれば５年生存率は９割以上です。

一方で、大腸がんの死亡率は他の先進国と比べて高いです。大腸がんの治療は優れているのに死亡が

多い大きな原因は、検診および精密検査の受診率が低いことです。 

大腸がんの検診を受けていますか？検診で異常があったときに病院で精密検査を受けていますか？ 

検診や精密検査をきちんと受けることで大腸がん死亡を確実に減らすことができます。大腸がんは治り 

やすいのに、これで亡くなる 

のは残念なことです。 
 

●大腸ＣＴ検査とは 

大腸ＣＴ検査は放射線科  

領域の大腸がん検査として  

優れたもので、多くの情報を 

一度に得ることができます。 

大腸がんの検査法の中で、 

負担が少なく多くの方に安心 

して受けていただけます。 

検査全体の流れをご紹介 

します     。 
 

●通常のＣＴ検査との違いは 

通常のＣＴ検査では大腸を観察するために必要な前処置や大腸の拡張を行いません。この状態では

病変を識別することができません。大腸病変をＣＴで診断するためには専用の大腸ＣＴ検査が必要です。 
 

●前処置はどう行いますか 

便を標識するバリウムと、大腸内をある程度きれいにする下剤を使います。食後にバリウムを少量飲む

ことで、便に標識をします。こうすることで、病変と病変でない便をＣＴで識別できるようになります。バリウム

は大腸ＣＴ検査のために開発されたもので、便秘になることはありません。少量の下剤は大腸内をある程

度きれいにするために使います。大腸内視鏡検査の前処置と比べてはるかに楽で、より多くの方に検査を

受けていただけます。 
 

●どのような場合に大腸ＣＴ検査が勧められますか 

まず、大腸がんを疑う症状がある場合です。例えば、腹痛、腹部不快感、出血、貧血、体重減少です。

これらの症状があると必ず大腸がんがあるわけではありませんが、症状の原因をはっきりさせることが必要

で、なんらかの大腸検査をするのが良いでしょう。内視鏡検査が苦手であれば、大腸ＣＴ検査は良い適応

です。大腸がん検診で便潜血陽性の場合は、通常より大腸がんリスクが高い可能性がありますから、大腸

検査が必要です。内視鏡検査でも、大腸ＣＴ検査でもいいですから、精密検査を受けてください。 

特集 

図1 

大腸がんについて知っておきたいこと 

図1 
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内視鏡検査に抵抗があれば、大腸ＣＴ検査をどうぞ。大腸内視鏡検査は優れた検査法ですが、技術

的問題で検査ができないことがあります。カメラのついたチューブを観察する場所まで挿入する必要があり

ますが、大腸の癒着や狭窄で挿入できないことがあります。また、高齢者では安全に挿入できないことがあ

ります。また、検査のための前処置が苦手であったり、検査に不安を感じることもあります。こういった場合

は大腸ＣＴ検査が適しています。  
 

●ＣＴ検査の被ばくが心配です 

大腸ＣＴ検査の被ばく線量は、同部位の通常ＣＴ検査の約

半分です。Ｘ線被ばくは十分コントロールされているので不利

益になることはありません。安心してください。 
 

●この検査で大腸はどう見えますか 

これは大腸だけを抽出して、大腸全体を見ることができる

画像です （図２ 。形態的異常や病変の位置を知ることがで

きます。 
 

●どのような診断をするのでしょうか 

検査で得られた約１０００画像をコンピュータで処理して、

大腸の観察に必要な画像を作成します     。診断は、

様々な画像を組み合わせて大腸全体をくまなく観察して行い

ます。つまり、大腸を内側から外側から、色々な断面で見て

いきます。このために死角がないことが大きな利点です。 
 

●どんな病変でもわかりますか 

５ｍｍより小さなポリープは診断に限界があります。通常、

大腸ＣＴ検査では６ｍｍより大きいポリープを標的にしていま

す。５ｍｍより小さなポリープは成長速度が遅く大腸がんに発育する危険性は低いので、経過観察をする

ことができるとされています。一方で小さなまたは平坦な病変でも大腸癌の危険性があることが知られてい

ます。これらは大腸ＣＴ検査では発見が難しいとされています。あらゆる病変を検出することには限界があ

りますが、重大な病変を簡単に検出ができることは重要です。 

図２

図３

図２ 

図３ 

放射線科 笹井 信也 医師 （放射線診断専門医） 

ＣＴとＭＲの診断を専門に行います。放射線診断が重要となる場面が多く 

なり、信頼される放射線科を目標としてスタッフとともに努めていきます。   

好きな言葉：イタリアでアリタイ 

健やかライフ メンバーズ健康教室  『大腸ＣＴ検査 大腸がんを楽にみつけることができます』 

日時：２０１９年２月１３日（水）午後１時３０分～２時３０分 場所：５階 多目的ホール 
大腸がんは早くみつけさえできれば、治すことができます。しかし、みつけるための検査はあまり楽なものではありませんでした。

このために大腸がん検査を避け、早期発見の大事な機会を逃すことがありました。そこで新しい大腸がん検査、大腸CTを 

ご紹介します。最新の医療技術により、負担の少ない大腸がん検査が可能になりました。これにより多くの方に大腸がん 

検査を受けていただくことができます。ようこそ新しい大腸がん検査、大腸CTをご紹介します。 

 

健康教室でも 

大腸ＣＴについて 

お話しをします 

【お問合せ】 放射線科   0865-67-0211 
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小児科 家庭看護力向上活動「こどもの事故と応急処置」 

当院では『健やかライフ メンバーズ健康教室』を定期的に年間１０回開催しています。この健康教室は

２００４年から開始し、第１０５回目を迎えました。医師、看護師など専門スタッフが病気について分かりや

すくお話しをしたり、認知症予防、転倒予防など体や頭を使った体操や年１回『こども健康教室』など幅広

いテーマで行っています。毎回９０～１１０名と大変多くの方にご参加頂いており、参加者にスタンプカード

をお渡した総勢９７５名のうち、３回以上参加され健やかライフ メンバーズとして登録された方は１８１名

となっております。 

    

小児科では、家庭看護力向上を目指して、保護者の方や日頃

から子どもと関わり合いを持つ皆様が、子どもの病気やけがに関し

て悩む “こんなときどうする？”の疑問の解決に少しでもお役に立

てるよう、近隣の保育園・幼稚園、健康教室などで出前講座を

行っています。 

今回は、子どもの誤嚥時の応急処置の実技も参加者の皆様と

一緒に勉強し「分かりやすく勉強になった」と好評でした。 

今後も参加者のニーズに応えたアドバイスができるよう頑張って

いきたいと思います。 

 

 

食育プロジェクトでは、子ども達が小児期から食育を通じて自身

の健康を守り育てる意識を育むことを目的として、２００７年より手

作りのエプロンシアターなどを近隣の幼稚園、小学校で活動してい

ます。子ども達からは「バランス良く食べて早寝早起きするように

頑張ります」「すごく大切なことを教えてくれてありがとう」などの言

葉がありました。この活動を通して、子ども達の健やかな成長発達

に少しでも貢献できればと考えています。 

 

 出前講座 

 健やかライフ メンバーズ健康教室 

２０１８年６月２０日 吉田保育所 

２０１８年９月１９日 こども健康教室 

２０１８年９月２７日 笠岡市立神内小学校 

食育プロジェクト ”寝ること、遊ぶこと、食べ物の話” エプロンシアター ～うんちの話～ 

  
 

健康教室 参加者の声 ■ 体の見直しの機会を与えて下さり有り難うございました。 

  日々少しでも運動の機会を持ち頑張ろうと思います。 

  資料は大変役立ちます。他の人にも広めたいと思います。 

■ スライドもあり大変分かりやすく勉強になりました。体の事に 

  ついて学ぶこのような機会があるのは素晴らしいと思います。 

第 98 回 毎日の生活に運動を！目指せ。ピン・しゃん・生活！！（2018年4月14日） 
第 99 回 痛みについて知ろう、語ろう！ペインクリニック（2018年5月12日） 
第100回 痛いのは嫌じゃ！-帯状疱疹を予防・軽症化する方法-（2018年6月13日） 
第101回 今日から即実践！家庭できる床ずれ予防（2018年7月11日） 
第102回 上手に年を重ねるために（2018年8月29日） 
第103回 ＜こども健康教室＞こどもの事故と応急処置 こんなときどうする？（2018年9月19日） 
第104回 転倒予防教室～自分の歩行能力を知ろう～（2018年10月24日） 
第105回 糖尿病 予防も治療も先手必勝！（2018年11月10日） 
第106回 大腸CT検査 大腸がんを楽にみつけることができます（2019年2月13日） 
第107回 骨折してからでは遅い「転倒予防」（2019年3月16日） 

2018年度 

今後の予定 
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 岡山大学医学部実習生 地域医療体験実習を終えて 
  2018年2月19日～23日  岡山大学医学部２年 青景珠実・アビ･イェボア･アサモア 

私たちは２月下旬に５日間行われた実習に参加させていただきました。笠岡第一病院が地域の健康 

維持の中核として、地域住民が抱える様々な問題に向き合っている姿を拝見し、日頃見なれている大学

病院の医療との大きな違いを感じました。患者さんが持つ疾患の治癒に限らず地域への教育から医療の

多岐に渡って携わり、地域住民に密着して包括的にケアを行えるところが地域医療の奥深さであると実感

しました。これから医師になった際にはぜひ地域医療に携わってみたいと思いました。 

職員の皆さんは院内ですれ違う際にいつも私たち実習生に挨拶をしてくださり、緊張感を持ちながらも、

笑顔の絶えない環境で実習に励むことができました。また患者さんをはじめ、地域の方々の優しさに触れ

ながらかけがえのない経験を得ることができま

した。私たち実習生の突然の訪問にもかかわら

ず、温かく迎え入れてくださったことに感謝の気

持ちでいっぱいです。実習中に得たことを胸に

深く刻み、立派な医師になれるようこれからも

精進していきたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 救急救命士の実習  3階病棟 西山 奈美子 

当院では２００５年より救急救命士の実習を行っています。実習は、救急救命士が持つ知識や技術の

再認識と、新たな知識や技術の習得を目指すものです。救急救命士とは、救急隊の中でも特別な教育を

受け、国家試験に合格した人達を指し、毎年笠岡地区消防組合から１５名前後受け入れています。 

医師の立会いの下、点滴留置実習を行い、病棟では看護師と検温やケア、処置などの見学や介助を

しました。また、実習は院内に止まらず、橋詰院長による真鍋島診療にも同行しました。島しょ部における 

予防救急の普及啓発や救急体制の充実強化を学ばれています。今後も習得した技術の検証と向上、 

医療機関との顔の見える連携を目指し、実習を積極的に受け入れていきます。 

 ノロウイルス感染症は、乳幼児から高齢者までの幅広い年齢層に 

急性胃腸炎を引き起こす感染症で主に冬場に多発します。潜伏期

は１～２日程度で、主な症状は吐き気、嘔吐、下痢です。 

 通常は２～３日でよくなりますが、幼児や高齢者は、嘔吐・下痢に 

よる脱水や窒息や誤嚥性肺炎などで死に至ることもあるため、注意が必要です。ノロウイルスには有

効な治療薬がなく対症療法が行われます。脱水症状がひどい場合には、点滴を行うこともあります。 

ノロウイルスは感染力が非常に強く、少量のウイルスでも感染・発症します。また、嘔吐物や便から

二次感染を起こすことがあるため、嘔吐物や便を掃除するときには、使い捨てのマスクと

手袋を着用し、汚物内のウイルスが飛び散らないように、静かに拭き取る必要があり 

ます。床に付着した嘔吐物や便は塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）で拭き取って

下さい。また、汚染を広げないために流水と石けんでの手洗いを徹底しましょう。 

感染だより 

 
胃腸炎について 
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今夏の岡山県内各地で発生した豪雨浸水による甚大な

災害及び多数の台風接近を鑑みて、当年度防災訓練は

「高潮時の１階浸水被害」を想定した避難訓練を実施しまし

た。１階から２階への速やかな避難誘導及び機材物品書類

等の移動、各電子機器の電源オフ、備蓄食の運び出し、災

害対策本部への報告伝達などの３０分程度の訓練内容でし

たが、参加者全員とまどいながらも緊張感をもち概ね落ち着

いて行動対処することができました。 

 防災訓練 2018年11月15日  防災防水管理委員会 畑中 真一 

 

 

【管理栄養士の健康レシピ】 

 豚肉とザーサイのスープ 

栄養管理科 

管理栄養士 

川口典子 

【材料】 ２食分 

・塩漬ザーサイ １６g 

・豚肉薄切り ３０g 

〈Ａ〉酒 小さじ１/２ 

〈Ａ〉塩 少々（０.２g） 

・片栗粉 小さじ１/２ 

・サラダ油 小さじ１/６ 

・水煮たけのこ ５０g 

・春雨 ８g 

・青ネギ ５センチ 

・生姜 １かけ 

・コンソメ １/２片 

・サラダ油 大さじ１/２ 

〈Ｂ〉酒 小さじ２ 

〈Ｂ〉醤油 小さじ１/５ 

〈Ｂ〉塩 少々（０.２g） 

・水 カップ１と１/２ 

 

 
 

【作り方】 

① ザーサイは、洗って薄くそぎ切りにし、たけのこは薄切り、春雨は

 熱湯でもどし、食べやすい長さに切っておく。 

② 青ネギは２ｃｍ程の斜め切り、生姜は薄切りにしておく。 

③ 豚肉は一口大に切り、〈Ａ〉で下味をつけ、片栗粉をまぶし、 

 サラダ油を混ぜておく。 

④ コンソメは熱湯で溶いておく。 

⑤ 鍋にサラダ油を入れて、生姜を炒め、香りがでてきたら、豚肉を 

 加えて炒める。 

⑥ 豚肉に火が通ったら、スープを注ぎ入れ、強火で煮る。 

⑦ 沸騰したら火を弱め、アクを除き、ザーサイ・ 

 たけのこを加え、弱火で２～３分煮込む。 

⑧ ネギ・春雨を加え、〈Ｂ〉で調味する。 

寒い冬になり、身体の中から温まるスープの美味しい季節となりました。生姜には、血行を促

進することで、身体を温める効果や、免疫力向上の効果があり、寒い季節にぴったりの食材

です。また、ザーサイには、意外にも、ほうれん草の約１.５倍の鉄分が含まれています。 

しかし、塩分も多く含むため、食べすぎには注意が必要です。 

寒い冬、生姜の効いたあっさりとしたスープで、身体の中から温まってはいかがですか。 

エネルギー タンパク質 鉄 食塩相当量 
栄養量(1食分) 

１０５ｋｃａｌ ４.１ｇ ０.４ｍｇ １.２ｇ 

豆

知

識

 

 
塩漬ザーサイが手に入りにくい場合には、 

ほうれん草では約25g、小松菜では約20ｇ  が相当します。 ほうれん草では約25g、小松菜では約20ｇ 
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当院の状況 
（２０１８年１２月）  
平均在院日数 

一般病棟 
９.３日 

地域包括ケア病棟 

２１.４日 

病床利用率 
７６.４％ 

 
１日あたり 

外来患者数 
５６３名 

 サンタクロース来訪 2018年12月25日 

 

新しい年を迎え、早1ヵ月が過ぎようとしてい

ます。今年はどのような出来事が待っている

のでしょうか。明るい話題の多い年であって

ほしいと願うばかりです。皆様の一年が、豊

かで健やかな日々でありますように。 

今年も笠岡第一病院の取り組みや皆様へ役

立つ情報をお届けしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

編 集 後 記  日本医療機能評価機構認定病院 

臨床研修病院指定施設 

日本整形外科学会専門医研修施設 

日本手外科学会専門医研修施設 

日本リハビリテーション医学会研修施設 

日本リウマチ学会教育施設 

日本泌尿器科学会専門医教育施設 

日本臨床薬理学会専門医研修施設 

日本ペインクリニック学会指定研修施設 

 大忘年会 2018年11月24日           若葉会会長 石部 豪 

一足早い忘年会が福山のニューキャッスルホテルに

て清和会職員２８４名の参加のなか開催されました。  

美味しい料理と楽しい余興で大変盛り上がる会となり、 

良い一年の締めくくりとなりました。 

毎年恒例である新人職員の出し物は、洗練された 

パフォーマンスや隠れた才能、特技を活かしたものばかり

で会に華を添えました。 

また大福引大会では、全員が当たりを祈ってハラハラ

ドキドキ。短い時間ではありましたが清和会職員が一堂に

会し親睦を深めるとともに、今年一年の労をねぎらい、翌

年に向けての力を蓄える会となりました。 

 今日は子ども達がずっと楽しみにしていたクリスマスです！ 

小児科病棟と病児保育室になんと・・・サンタクロースがやってきてくれました！ 

 最初はサンタさんの突然の訪問に驚いていた子ども達ですが、プレゼントを 

受け取るとすぐに笑顔でいっぱいになりました。 

 ご協力を頂きました社会福祉法人 笠岡市 

社会福祉協議会の皆様ありがとうございました。 

メリー 

クリスマス！ 
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