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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。 
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体に優しい血管内治療のご紹介                    特集 

高度な血管内治療を可能にするのは高精細な

血管造影装置と優秀なスタッフが必要ですが、 

当院にはドイツ シーメンス社製の最新型装置が 

導入されており、さらに循環器内科 阿曽沼医師、

浦川医師との協力もあり、盤石な体制であります。

岡山、倉敷、福山などに出向かなくても難度の高い

症例に対して血管内治療が可能となっております。 

2018年7月17日に第1例を経験しましたが、

2019年3月末日までに計29例の治療を行い、 

いずれも良好な結果を得ております。 

当院には第2世代のレーザー焼灼装置が導入され、

切開してバイパス手術をしていた第1世代に比べ血管

内レーザー焼却術は出血、疼痛が圧倒的に少ないと

いう特徴があり、患者満足度の高い治療が可能と 

なっております。井笠地区では唯一当院にのみ設置 

されております。 

2018年7月26日に第1例を経験し、2019年3月末日

までに計71例の血管内レーザー焼灼術を行いました。

治療効果も良好で、口コミで当院を希望される方も 

増えつつあります。 ※機材紹介P8参照 

血管外科では、下肢の動脈が詰まって歩けない、足が痛む、足が腐るという下肢閉塞性動脈硬化症と

静脈が累々と腫れる下肢静脈瘤の診療等を行っています。 

その中の診療としてカテーテルという細い治療用の管を使う治療法があり、これを血管内治療といい 

ます。従来の手術治療は全身麻酔下に大きな切開を必要とし、体に対する負担が大きかったのですが、

血管内治療は局所麻酔下に細い管を挿入して行う体に優しい手術方法です。下肢閉塞性動脈硬化症は

下肢の動脈が詰まって、足が冷たくなったり、長い距離を歩けなくなったり、最悪の場合足が腐って切断が

必要となったりする病気ですが、最近ではほぼ90％の症例で血管内治療が可能になっています。大きな

切開をして、バイパス手術をすることは少なくなりました。また下肢静脈瘤は伏在静脈という下肢の表面 

近くを走行する長い静脈に逆流が起こり、その結果枝の部分がふくれて瘤になる病気です。進行すると 

足がだるくなったり、静脈炎になったりして歩行が困難になる病気です。この病気も最近では先端から 

レーザー光線の出る細い管で逆流のある伏在静脈を焼灼する血管内レーザー焼灼術がほとんどの症例

で行われるようになりました。いずれの血管内治療も当院で行うことができます。今回、血管内治療と笠岡

第一病院で経験した血管内治療症例を紹介します。 

●下肢静脈瘤血管内レーザー焼灼術 

下肢閉塞性動脈硬化症 

術 前 術 後 

●下肢閉塞性動脈硬化症に対する血管内治療 

下肢静脈瘤 

術 前 術 後 
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                    血管外科 部長 松前 大                

●受診から手術までの流れ 

血管造影装置 

こんなお悩み症状があったら･･･ 

血栓・瘤なし 

経過観察 

内服治療 

● 運動やマッサージ 

● 弾性ストッキング着用 

火曜 午前  9：00～12：00 

水曜 午後  3：00～  5：00 

金曜 午前  9：00～12：00 

診
察
日 

血管外科 
受診・検査 

超音波検査（下肢血管） 

下肢造影CT-A 

足がやたらと 

浮腫む､痛いな 

● 日本脈管学会脈管専門医 

● 日本血管外科学会血管内
治療医 

● 下肢静脈瘤血管内焼灼術
実施指導医 

● 日本外科学会専門医 

レーザー焼灼術 
1泊2日  

カテーテル治療 
1泊2日 

代表 0865-67-0211 
 血管外科予約・受診に関する 

お問い合わせ 

血栓・瘤あり 

手術適応なし 手術適応あり 

下肢閉塞性動脈硬化症と下肢静脈瘤に対する 
 体に優しい治療 《カテーテル治療とレーザー焼灼術》 
【講師】血管外科 診療部長 松前 大医師  

日時：５月２９日（水）午後１時３０分～２時３０分  
場所：笠岡第一病院 ５階 多目的ホール 

健やかライフメンバーズ健康教室 でもこの治療についてお話しをします 

参加無料! 予約不要! 
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①満足
63.0%

②まあ満足
35.3%

③やや不満
1.5%

④不満
0.1%

①満足 ②まあ満足

③やや不満 ④不満

①満足

75.6%

②まあ満足

23.8%

③やや不満

0.5%
④不満

0.1%

①満足 ②まあ満足

③やや不満 ④不満

①十分
72.4%

②まあ十分
25.8%

③やや不足
1.7%

④不足
0.1%

①十分 ②まあ十分

③やや不足 ④不足

■調査時期：2019年3月  ■回答者数：外来患者809名、健康管理センター142名（健診38名・ONE104名） 

サービス向上委員会では患者・利用者の方々の評価、満足度を把握し、より良い医療の提供、医療サービス

の充実を図ることを目的として、2005年より定期的に患者アンケートを行っております。今回は外来患者の皆様

と健康管理センターの利用者の皆様を対象に実施致しました。 

職員一同、質の高い医療を目指して、皆様に満足して頂くために日々業務に取り組んでおりますが、今回頂き

ました皆様のご意見の集計より、年々、高い水準の医療や治療環境を求められている現状をひしひしと感じ、 

身の引き締まる思いです。 

頂きました多くの貴重なご意見を、各部署で改善できることはすぐに対応を始めました。ご意見の一部を抜粋

してご報告致します。尚、「患者アンケートの集計」は1 階待合に置いております。今後もご意見やお褒めの 

お言葉を励みとし、よりご満足いただける病院を目指して、さらに努力して参ります。このアンケートの集計結果

をご覧頂き、さらなるご意見、ご提案等もお待ちしております。宜しくお願い致します｡ 

   

 桜が満開になりました                    

第10回 皆様の声 患者アンケ ト集計結果報告  サービス向上委員会 

■職員の言葉遣いや態度、 
  対応はいかがでしたか？ 

■医師からの説明は 
   十分ありましたか？ 

■診療内容は 
   いかがでしたか？ 
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①分かりやすく

迷うことはな

かった
64.8%

②だいたい

分かった

30.2%

③やや分かりに

くかった

4.8%

④分からなくて

困った

0.1%

①分かりやすく迷うことはなかった

②だいたい分かった

③やや分かりにくかった

④分からなくて困った

①予想していた

より短い

29.8%

②まずまずの待ち

時間である

45.3%

③やや長い

15.6%

④予想していた

より長い

9.3%

①予想していたより短い

②まずまずの待ち時間である

③やや長い

④予想していたより長い

①良い

58.9%

②まあ良い

40.2%

③やや悪い

0.8%

④悪い

0.1%

①良い ②まあ良い

③やや悪い ④悪い

                    今年4月も立体駐車場から当院に向かう通路には花道ができました。  

 

●もう長くお世話になっております。医師はじめスタッフの方にも 

    馴染みました。色々新しい改革も行われ良くなっていますね。 

 ●皆さん優しく子供も安心して診察してくれます。 

 ●待ち時間もゆったり子供と待てる環境で良いと思います。 

●とても優しく聞いて下さり、説明もよく分かって有り難かったです。お陰様で楽になっています。 

●科によっては予約していても待ち時間が長い。  ●待ち時間に少し暇を感じます。 

各診療科や関連部署で検討しておりますが、診療科によっては長時間化しておりご迷惑をお掛けしております。 

診察の目安時間の表示、細やかな声掛け等を行って参りたいと思います。少しでも快適にお待ち頂けるよう、

待合の椅子を海が見えるよう外に向けたり、パンフレットの充実や雑誌の配備などの工夫も行っております。 

また、「呼出し専用PHS」を貸し出しています。使用可能範囲は、病院敷地内(病院・

瀬戸ライフサポ－トセンター)に限られます。 

「いこい苑に入所している友人に会ってくる」「海萌で食事をしてくる」 

「家族の病室にいるので順番がきたら呼んでほしい」などご利用になる方も

増えています。PHSをご希望の方は、外来の検査案内・手外科センター・

小児科へお気軽にお申し出下さい。 

 

■待ち時間の長さは 
    いかがでしたか？ 

■移動される際、迷うことは 
  ありませんでしたか？ 

■当院の総合評価を 
  お聞かせください 

お褒めの言葉 
その他ご意見より

《 抜粋 》 

呼出し 
専用PHS 

改善点 
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新任医師紹介   内科 内藤 修子医師  

初めまして。 

今年度より勤務させていただくことになりました、内藤修子と申します。 

卒後4年目の後期研修医で、前任は福山市民病院で内科医（消化器内科とし

て内視鏡検査も含む）として勤務していました。私は岡山大学出身なのですが、

岡山県地域枠出身の医師としてこの度当院へ配属・勤務する運びとなりました。 

 外来、内視鏡を含めて地域の皆様の力になれるよう精一杯頑張ります。

ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 

臨床検査技師 大橋 雛乃      （臨床検査科） 

          平井 紀之      （臨床検査科） 
  
理学療法士    橋本 南奈江   （ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科） 

            村上 綾奈 （ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科） 

            平野 愛結 （ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科）  
  
心理士       永易 奈三 （ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科） 
  
診療ｱｼｽﾀﾝﾄ  植田 眞弓       （外来） 

           小寺 志帆  （外来）  
 
事務        末友 歩 （地域医療連携室） 

           濵田 奈美      （医事課） 

            田代 菜来  （医事課） 

            渡邊 加奈子  （医事課） 

新入職員の紹介（辞令交付式 2019年4月1日 ） 

 医療法人社団清和会では4月1日に辞令交付式を行い、医師を含め25名の新入職員を迎え、法人 

全体の職員数は407名になりました。新入職員は4日間の研修を受け、職員としての心構えや基本理念・

地域における当院の役割などについて学びました。 

【辞令交付式での新入職員代表挨拶】  看護師 樋口桃子 

清和会の一員として入

社出来たことを光栄に思

うとともに、人の命に携わ

る責任の重さを痛感して

います｡専門職としてだけ

でなく人としても成長し、 

一日も早く清和会の一員

として貢献できるよう自発

的、積極的に精進してい

きたいです。 

看護師 森尾 沙紀 （3階病棟）  

 髙橋 小夏 （3階病棟） 

 稲葉 美沙 （4階病棟） 

 樋口 桃子 （5階病棟）  

 藤田 沙希 （5階病棟）  

 谷 千紗子 （手術室） 
 
臨床工学技士 小野 舞菜 （手術室） 

 木曽 紗由里 （透析ｾﾝﾀー） 

 杉野 隼人 （ﾀｶﾔｸﾘﾆｯｸ） 
 
栄養管理士 中野 有季 （栄養管理科） 

 矢吹 咲乃 （栄養管理科） 
 
調理師 奥 穂風 （栄養管理科） 
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2018年8月21日（火）、22日（水）の2日間に渡り、病院機能

評価更新審査（一般病院１ 3rdG Ver2.0）を受審し、2019年

1月4日付で認定が更新されました。 

病院機能評価というのは、日本医療機能評価機構と 

いう第三者機関が中立な立場で行う、質改善活動の推進を

目的とした審査です。病院が提供する医療の質と効率性を

評価するもので、認定継続には5年に1度の更新審査を受

審する必要があります。当院は昨年が更新審査の年にあた

り、2003年に初回の認定を受けて以来、今回で4度目の 

受審となりました。 

橋詰院長を筆頭に病院が一丸となり約8ヵ月の準備を経て

審査に臨みました。 

審査では当院の立地やサービス面は勿論、最新の電子 

カルテシステムやナースコールシステムなど、最新設備を 

積極的に導入していること、３名の看護師が内視鏡の専門

的な技師免許を取得していることなど、人的・設備的にも充実した体制にあることが評価されました。 

特に人的な面においては放射線科常勤医始めとして必要な人材確保及びリフレッシュ休暇など、働き 

やすい職場づくりと離職防止のための取組み、年間単位での職員教育研修の実施など、必要な人材 

確保と育成を評価頂きました。   

一方で、審査では鋭い指摘もいただき、審査を通じて数々の課題も明らかになりました。今後、当院が

目指すべき姿も明確になったものと思います。 

 地域に愛される、信頼される病院づくりを目指して、職員一同、一層の革新を推進して参ります。 

病院機能評価更新  法人事務局 

地域枠卒業医師の配置病院に選定されました  

岡山県では、岡山大学と広島大学の医学部医学科に「地域枠」を

設け、卒業後に県内の医師不足地域等の医療を支える医師の養成

をする制度があります。 

今年度は地域の医師不足の状況を岡山県が分析し、 

２次保健医療圏別に勤務候補病院数を決定し、その地域

の配置を希望する病院から、「教育指導体制」や「地域で

果たしている役割」等の7つの項目 により総合評価され 

ました。 

当院は県内で最上位の病院の評価を得て、勤務候補病

院に選定されました。 

地域枠卒業医師と勤務候補病院の双方の希望を踏まえて

マッチングの結果、当院では今年4月から内科常勤医として

内藤修子医師が勤務しています。 

① 地域で果たしている役割 

② 教育指導体制 

③ 待遇（学会出張・給与・諸手当・福利厚生制度） 

④ 救急車の受入状況（日直・当直体制） 

⑤ 新専門医制度への取組状況 

⑥ 経営状況 

⑦ 地域の受入体制 

   （自治体の調査：笠岡市） 
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・深層静脈血栓防止用フットポンプ 
 ウィズエアーDVT本体 38014-001  

◆下肢静脈瘤血管内レーザー EL1470 TLAポンプ TLA-P  

・泌尿器内視鏡手術用ELITE光学視管 WA2T412A  

・深部体温計測用 BISコンプリートモニタリングシステム A-3100C 

・骨手術用機器 VAハンド器械インプラント 

・除細動器 デフィブリレータ TEC-5601  

               

・除細動器 デフィブリレータ TEC-5601  

        

・一般X線撮影モバイルシステム CALNEO Smart 16525337 

        

・動脈血酸素飽和度測定装置 オキシパルR OLV-4201 

・心電･呼吸送信機 LX-8100  

・マイコ汚物洗浄消毒器 022040  

・除細動器 デフィブリレータ TEC-5601  

・床ずれ防止用高機能エアーマット 
 ネクサスRセット840タイプ CR-660   

・シャワー入浴装置「美浴」NS5000 

        

・トレーニング機器 

 ・エレメント＋チェストプレス  

 ・エレメント＋レッグプレス 

 ・エレメント＋レッグエクステンション  

 ・セレクションPROラットマシン 

 ・セレクションPROトータルアブドミナル  

 ・セレクションPROアッパーバック 

 ・エキサイト リクライン1000 

 ・Kinesis One  

・マルチ周波数体組成計 MC-780A 

                    

・心肺運動負荷試験装置 エアロモニター AE-310SRC  

2018年度新規導入機材の紹介  ～年度報より～ 

2018年度に「医療の質の向上」「医療安全」「患者さんの診療環境の改善」を目的として下記の多くの

機材の新設・更新を行いました。 

 
◆下肢静脈流血管内レーザー （TLAポンプ） 

血管外科が開設され、下肢の静脈瘤の手術をするために新規に購入しました。 

① 静脈弁不全を伴った伏在静脈内にレーザー光を照射し、収縮・閉塞させて静脈逆を止めて、  

   これまで以上に低侵襲治療を目的としています。 

② 下肢静脈瘤手術の標準的麻酔に使用する機器です。 

 血管内焼却術では疼痛抑制、皮膚、周囲組織の熱傷予防に加え、治療静脈径を減少させる   

  ことができるため、効率的な治療が行えます。 

                

・超音波診断装置 Xario100G  

・                

・超音波診断装置 Xario200G  

        

・電動診察台 EX-CS3  

・レーザードップラー式血流計 ナハリレーザ 

               

・汎用分光光度計分析装置  

・βｰDグルカン測定装置 ESアナライザー 59570  

・全血血小板凝集能測定装置 
 ヘマトレーサーZEN S12HTZ1001  

・LED透過型顕微鏡(一眼レフカメラシステム) CI-L  

        

・内視鏡洗浄消毒装置 OER-4 

・消化管内視鏡ビデオスコープシステム 
 EVIS LUSERA ELITE 

        

・大型吸引器TAF-S2型 TAFS2  

・内視鏡洗浄消毒装置 OER-4 

        

・エアマッサージ器 ドクターメドマー DM-6000 

・ベッドサイドモニター バイタルセンサS TM-2590N  

・シャワー入浴装置「美浴」NS5000 

・上肢対応エアロバイク 
  リカベントトータルサイクル BT-6572 

                   

・全自動血圧計 TM2657P-JC 

・電動ギプスカッター OSCIMED2000 396-002-01  

・除細動器デフィブリレータ TEC-5601  

 

・小型高圧蒸気滅菌器 OSクレーブ75 

 手術室 

 画像診断センター 

 病棟 

 健康増進クラブONE 

 リハビリテーション科 

 血管造影室 

 タカヤクリニック 

 生理機能検査室 

 臨床検査室 

 内視鏡センター 

 健診センター（内視鏡室） 

 瀬戸いこい苑 

 外来 

 MEセンター（血管外科使用） 

 歯科 

オリンピック選手村の 

トレーニング機材にも 

採用されている 

テクノジム社の製品 
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制服がかわりました 

この度、病院では診療アシスタント、リハビリ、瀬戸いこい苑では入所、通所リハビリ、居宅介護支援事業所、

訪問看護ステーションの制服を変更しました。そしてカラーバリエーションの追加を行いました。 

笠岡第一病院では、診療アシスタントは緑色のものからホスピタルカラーである青を基調としたワンピース

に変更しました。白の襟とカフスが落ち着いた雰囲気の中にも清楚感と若々しさを出しています。リハビリは

これまでの白を基調とした制服に加えて少し緑がかった青色を基調とした制服も加えました。アシンメトリー

なネイビーの襟元が自由さを感じさせます。 

瀬戸いこい苑では、入所、通所リハビリ、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーションの制服について

もデザインを一新しました。デザインとしては統一性を持たせ、それぞれの部署が視認できるようカラーを

変更しました。入所、通所リハビリはライム（緑）、紫、ロイヤルブルーの3色を採用しています。居宅介護 

支援事業所はピーチ、訪問看護はバーガンディーを採用しています。いずれの部署も利用者様のケアに

奔走しますので、動きやすく、汗をすばやく吸収し、サラっとした肌触りの素材を重視しました。カラーについ

ても利用者様が戸惑わないようこれまで採用していた制服のカラーをなるべく踏襲しました。 

今回は発足14年目を迎えた高齢者対策プロジェクトをご紹介します。 

高齢者対策プロジェクトは病棟看護師8名、リハビリスタッフ3名、管理栄養士1名、病棟アシスタント1名

の計13名で構成し、月に1～2回リハビリ体操やお菓子作りなど、職種の得意分野を活かして協力して

行っています。 

プロジェクト活動の目的は、高齢者の情緒の安定と気分転換の場を提供し、離床時間を増やすことで

す。業務が多忙のなか時間は限られていますが、2018年度は地域包括ケア病棟を主体に活動を行い、

14回開催し106名の参加がありました。 

参加の患者様からの「久しぶりに習字が出来て本当にうれしい」 

「今日は来て良かった」などの声と、普段以上の笑顔を見られること

が私たちの励みになっています。 

今年度も、高齢者の情緒安定と気分転換の場として、活動回数を

増やし、より多くの患者様に癒しのひとときを提供できるようにして 

いきたいです。 

居宅介護支援事業所 

通所リハビリ 診療アシスタント 

瀬戸いこい苑 入所 リハビリ 

訪問看護ステｰション 

『高齢者対策プロジェクト』紹介     4階病棟 重政 暁宏 
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【管理栄養士の健康レシピ】 

 鉄分いっぱい枝豆コロッケ 
栄養管理科 

管理栄養士 

矢吹 有梨 

「コグニサイズ」とは、コグニッション（認知）とエクサ 

サイズ（運動）を組み合わせた造語です。 

認知症の予防、軽度認知障害の方の認知機能の維持

向上に役立つ運動として、国立長寿医療研究センター

が開発しました。 

認知課題と運動課題を同時に行うことで、脳とからだの

機能を効果的に向上させることをねらいます。 

これは単に運動だけでなく、認知課題（頭の体操）を含

めたさまざまな取り組みから成り、いつでもどこでもできる

のが特徴です。 

ぜひ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。 

-国立長寿医療研究センター認知症予防に向けた運動コグニサイズより- 

 
【作り方】 

①     じゃがいもは茹でてつぶす。 

②     枝豆は茹でてから身を出し、干しひじきは水で戻し水切りする。 

③     玉ねぎはみじん切りにする。 

④     鶏レバーは水に５分浸けた後、心臓と脂を取り除き、再度水に 

 さらして血のかたまりを取り除き､細かく切りミンチ状にする。 

⑤     フライパンにサラダ油を引き、鶏レバー、玉ねぎ、干しひじき、 

 枝豆の順に炒め、〈Ａ〉加えて調味する。 

⑥     ⑤に①のじゃがいもを加えて2等分にし、俵型に丸める 

⑦     薄力粉、卵、パン粉の順につけ、少なめの油で揚げ焼きにする。 

  【材料】 ２食分 

・じゃがいも 120g(小2個) 

・鶏レバー 30g  

・玉ねぎ 20g(1/8個) 

・枝豆 16g(16粒) 

・干しひじき 4g(小さじ1) 

・サラダ油 小さじ1/2 

醤油 小さじ1 

砂糖 小さじ1/2 

・薄力粉         

・卵        

・パン粉     

・サラダ油 

適量 

 
豆

知

識
 

 

 

いつもより大股でしりとりを交えて早く歩く！ 

 
カバ 

 
イノシシ 

 
シカ 

コグニサイズ  リハビリテーション科 池田 裕貴  

やってみよう ! コグニウォーク 

〈Ａ〉  

脳と体の活性化 

 鉄分が豊富な鶏レバーはミンチ状にしてコロッケの具材として混ぜ合わせる 

ことで、お子様でも食べやすく仕上げることが出来ます。 

 また、忙しいときやカロリーを抑えたいときは揚げずに  焼きコロッケ にすると、 

手軽に100kcalほどエネルギーを抑えられます。 

 枝豆は今が旬の夏野菜で、大豆を完熟前に収穫した未熟豆です。 

栄養価が高く、良質なタンパク質を豊富に含むため、夏バテや疲労回復に効果があります。 

エネルギー タンパク質 鉄 塩分 栄養量 
(1食分) 

脂質 

292ｋｃａｌ 9.8ｇ 2.6ｇ 0.8ｇ 13.3ｇ 
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2階 健診センター 

        

 

  

 新年度を迎え、当院にも新しい職員が  

入職し400人体制になりました。5月1日より

新しい令和の時代が幕を明けました。多くの

天災にみまわれた平成の時代でしたが、令

和はどんな時代になるのでしょうか。 

 あっという間に初夏の陽気で、体が慣れま

せんが、体調を崩さないよう皆様十分な  

体調管理をし暑い夏に備えましょう。 

編集後記  

のお知らせ 

当院の状況 
（２０１９年４月）  
平均在院日数 

一般病棟 
９.４日 

地域包括ケア病棟 

１７.１日 

病床利用率 
７４.４％ 

 
１日あたり 

外来患者数 
５４２名 

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 

1階は運動フロアに改修し、 

広さも約590㎡へと大きく 

なりました｡ 

シャワー室やレストルーム､ 

トレーニング機器も一新し 

信頼性の高いハイグレード 

なものが導入されました。  

■ 健康増進クラブONE 0865-62-6511 

■ 健診センター  0865-62-6900 

健康管理センターへのお問い合わせ 

１階 健康増進クラブONE 

日時：６月１９日（水）午後１時３０分～３時３０分（午後1時～受付） 

場所：笠岡第一病院 健康管理センター 健康運動増進クラブONE 

4月1日にリニューアルした健康増進クラブ 

ONE（2番町）で記念のイベントを開催します。 

皆様のご参加をお待ちしています。 

 会場は2番町の（旧）附属診療所です。ご来場の際はご注意ください！ 

■ 講演：「高齢化社会に向かって」【講師】 理事長(内科)  宮島 厚介 医師 

■ 健康増進クラブONEでの運動体験 ■ ハンドマッサージ 

■ ミニ教室：食事・運動・健診・介護について （各15分） 

■ 笠岡第一病院プロジェクト活動のポスタ－、患者様の作品、パンフラワ－の展示 など 

健康管理センター（旧笠岡第一病院附属診療所）リニューアル 

2階へ内視鏡検査室

を移設し、利便性が

向上しました。  

利用者の皆様の健康づくりの一助となるよう、また、スマート・エイジング（加齢に賢く対する）

やサクセスフル・エイジング（幸福な老い）を推奨・推進していけるよう地域貢献、地域に 

ひらかれた施設を目指して参ります。 

参加無料! 予約不要! 


