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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、質の高い医療に 

  取り組んでいきます。 

3. 安全な医療を提供します。 

4. 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。 

5. 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。 
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 新型コロナウイルス感染症 取り組み 

2月1日 

2月上旬 

2月中旬 

2月16日 

2月19日 

2月20日 

2月22日 

2月25日 

2月27日 

 

3月2日 

3月3日  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

3月3日 

3月4日      

3月5日 
 

3月5日 

 

3月9日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する患者対応ポスター院内掲示 

当院での新型コロナウイルス感染症患者に対するマニュアルを作成し施行開始 

感染予防のため院内行事中止を決定（セミナー、講演会、研修、健康教室など） 

外来患者に感染問診の聞き取り強化 

帰国者・接触者外来用コンテナ3棟新設【開始：3月5日】 

備中地域新型コロナウイルス感染症対策緊急連絡会議【岡山県備中保健所】 

新型コロナウイルス感染症医療連携会議【岡山県医師会館】 

新型コロナウイルス対策会議【院内】 

全国全ての小学校・中学校・高等学校・特別支援学校へ臨時休業要請 

 

笠岡第一病院健康管理センター「健康増進クラブONE」 臨時休業 

瀬戸いこい苑 利用者・家族面会禁止 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス対策会議【院内】 

新型コロナウイルスに係る診療報酬上の臨時的取扱い＜電話投薬＞開始 

帰国者・接触者外来開始【於：新設コンテナ】（P.3紹介） 

帰国者・接触者外来の患者に対する処方薬調剤・薬剤交付(院内処方) 

新型コロナウイルスPCR検査検体採取、検査院内講習 

   （日本臨床微生物学会より「COVID-19緊急Webセミナー」配信） 

個人防護具の適切な着脱方法実施訓練開催 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス発生から現在、そして今後へ 

 新型コロナウイルス感染症に関するニュースを日々目にし、外出の自粛や休業要請で人と会う機会も

減り、世界中の人々が目に見えない未知のウイルスに緊張や不安を感じ、心理的、経済的ストレスに苛

まれています。当院では地域医療を守るため、そして患者の皆様が安心して来院して頂けるよう、院内

感染対策、看護体制の見直し、病床の整備等、職員一丸となり多大な努力を行って参りました。 

 第3波+インフルエンザ襲来も危惧され、依然として感染防止対策の徹底と医療提供体制の確保が必

要です。感染リスクは身近に迫っています。「自身を守る」「病院を守る」ために、日々変化する状況に対

応しながら終息に希望を持って、職員一丸となって前に進んで行きたいと思います。 

１ 

 特集 

 来苑時タブレット端末「Skype」を利用し面会対応 
                                   瀬戸いこい苑 土師 典子 

 高齢で基礎疾患も複数合併している入所ご利用者の感染防
止を第一に考え、かつ、ご家族との面会の機会は継続することを
目的に、タブレット端末「Skype」を使用しての面会を行っておりま
す。間接的な対面ではありますが、お互いの顔、近況を確認し
合って安心され、ご利用者・ご家族ともに好評です。 

２月 

３月 

お問い合わせ 瀬戸いこい苑 0865-67-0770 【予約制です】 
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 １ 帰国者・接触者外来 

 病棟の感染症対応 

 今回、帰国者・接触者外来を開設するにあたり、「診察

室用」「検査用」「レントゲン室用」と専用のコンテナを3棟

新設しました。基本的に帰国者・接触者相談センター

（保健所）から依頼のあった患者が対象となります。 

 一般の患者と診療時間や動線を区別し、対象患者に

は車でコンテナ横の駐車スペースに来て頂く等、感染予

防に十分に配慮しています。私たち医療者も感染しない

ように、標準予防策であるサージカルマスク着用や手指

消毒励行の徹底、そして救急受け入れ時や検体を採取

する場合のエアロゾル発生の可能性のある手技を実施する場合には、必要な装備（N95マスク、フェイス

シールド、ガウン、手袋）装着により濃厚接触にならないよう、スタッフがお互いに感染防御がしっかりでき

ているか確認し、各部門と職種が同じレベルで対応できるよう研修の場をもち研鑽に努め、万全な体制

を整え実践しています。 

 今後も新型コロナウイルス感染症の対応においては病院に来院される一般の患者の皆様が安心して

受診できる病院であるよう、職員全体で協力しながら、感染予防対策を実施していきたいと思います。 

 

 病院内には小児から高齢者まで様々な病気を持たれ

ている方が多数おられます。コロナ禍となり当院では、

患者の皆様の安全な療養環境を確保するため、4月3

日より面会を制限させて頂きました。また感染拡大の状

況を注視し、7月21日からは面会制限から面会禁止へ

強化しております。 

 長期にわたる面会の制限と禁止に伴い、ご入院中の

患者の皆様、およびご家族の皆様にはご心配、ご不便

をおかけしております。面会禁止中においては、患者の

皆様の状態やご家族のお気持ちを考慮し、主治医が許

可した近親者の方が面会可能です。その際の面会時

間は13時～17時としております。 

 病状説明や退院時の来棟もご家族お一人のみとし、

来棟の際はマスクのご準備と受付での体温チェック、手

指消毒のご協力をお願い致します。 

２ 

外来 看護師 小見山 ひと実 

5階病棟 看護師 稲村 美穂 

2020年3月5日開始 

当院の面会規約（詳細は入院時説明させて頂きます） 

 通常（Blue Stage） 

 面会可能 

 中等度非常事態（Yellow Stage:初段階面会制限） 

Yellow Stage①（感染症未解決の場合） 
 近親者のみ面会可能 
 面会時検温・マスク着用・手指消毒 

Yellow Stage② 
（30Km圏内及び岡山県に1人以上発症した場合） 
 主治医の許可した近親者のみ面会可能 
 面会時検温・マスク着用・手指消毒 

 重度非常事態時（Red Stage） 

 30Km圏内及び岡山県に10人以上発症した場合 
 原則面会禁止 

最重度非常事態時（Cluster Stage）  

 院内クラスター発生時 
 病院が許可した医療従事者以外、院内立ち入り禁止 

旧瀬戸内荘前広場 

 このような状況の中、患者の皆様もご家族と面会することができず、寂しく思っておられることに心苦しく

思っております。患者と面会が出来ずご様子が気になる方はお電話での対応とはなりますが、患者様の

ご様子をお伝えさせて頂きます。また、心配事などありましたらご遠慮なくお申し出ください。 

 洗濯物などお荷物の受け渡しに関しては、病棟までお越し頂き、看護師が承ります。面会制限および

面会禁止により感染のリスクを減らす効果は大きいと考えております。今後も感染対策にご理解とご協力

をお願い致します。 

2020年4月3日面会制限開始 
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3月15日 

3月18日 

3月21日 

 

4月3日 
4月6日  

4月7日   

4月9日 

 

4月13日   

4月15日 
 

 

 

 

4月16日 

4月17日   

4月23日 

4月24日 

4月28日 

 

5月1日   

5月7日  

 

 

5月11日 

 

5月11日 

～5月21日 

回診用X線撮影装置（ポータブル装置）導入→帰国者・接触者外来でX線撮影可能に 

井笠地域新型コロナウイルス感染症対策連絡会議【備中県民局井笠地域事務所】 

新型コロナウイルス感染症研修会【岡山医師会館三木記念ホール】 

 

入院患者への面会制限開始（Ｐ.3紹介） 

外部実習生（川崎医科大学Student doctor・看護実習生等）受入中止 

7都府県『緊急事態宣言』発令 

委員会等の開催場所制限 

研修会・イベント等の開催禁止 

内視鏡検査・肺機能検査受け入れ制限 

各部署受付・問診等ビニールカーテン設置／手作りガウン作成開始（P.5紹介） 
職員家族への感染予防対策：社宅の職員臨時使用対応 

 （美の浜寮・清和ハイツの全12部屋の整備、若葉寮のシャワー室整備） 

次亜塩素酸水配給開始（スプレーボトル、主要部署にタンク配給） 

外来待合雑誌撤去／小児科外来待合プレイマット・絵本撤去 

全国『緊急事態宣言』発令  

歯科診療規模縮小／外来リハビリ中止 

新型コロナウイルス感染症対策に関する圏域連絡調整会議【倉敷国際ホテル】 

新型コロナウイルス対策会議【院内】 

エレベーター使用制限（Ａエレベーター：2階～5階のみ利用） 

 

笠岡第一病院健康管理センター「健診センター」健診業務中止 

スペイン広場発熱トリアージ開始（P.5紹介） 

Zoom契約＜クラウドコンピューティングを使用したWeb会議サービス＞ 

 第一カンファレンス室にインターネット端末設置、オンライン研究会・面談開始 

新型コロナウイルス対策会議【院内】 

シャトルバスの運行一時休止 

休校措置中の職員のお子さん対象 

   小学生預かり事業『わくわく・キッズ』運営（P.10紹介） 

 

４月 

５月 

安心してご来院下さい                   法人事務局 畑中 真一 

 笠岡第一病院内及び瀬戸ライフサポートセンター内各エリアの全般的な清掃クリーニ

ングは、クリーンキープ課10人のスタッフが担当しています。外来、3階～5階病棟、瀬戸

ライフサポートセンター各階の、床のクロスモップ掛け、トイレ内の洗面台・便器の洗浄等の業務や、

日中数回トイレ美化チェックを実施しています。 

 近時は新型コロナウィルス感染防止対応として、外来

待合ロビー設置のソファーや各廊下に沿う両脇の手摺り

の消毒業務も定期的に実施しています。 

 今年度に入り4月、5月と新人3人入職したこともあり、

今一度感染防止対策を徹底する意味でクリーンキー

パー全員を対象に、5月「感染症予防対策（消毒編）」、 

6月「病院の清掃について」、8月「接遇研修会」をテーマ

に勉強会を実施し日々の清掃業務に役立てています。 クリーンキーパー勉強会の様子 

２ 

３ 

４ 

 新型コロナウイルス感染症 取り組み 
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スペイン広場 発熱トリアージ 

当院の新型コロナウイルス感染症対策「手作りガウン」  

 病院、介護老人保健施設ともに災害など緊急時に対応するため、消耗材料

は一定量備蓄しています。食料、水なども最低3日間は、供給が遮断されても

入院入所の方々に提供できるよう準備しています。医療材料備蓄も約１ヵ月間

程度は診療可能な状態でしたが、今回、世界的に急速に蔓延した新型コロナ

ウイルス感染症のため全世界で医療材料不足が起こりました。医療スタッフを

感染から守る予防資材（マスク、ガウンなど）の入荷困難となる中、連日の不足

の報道に「娘が病院で働いているけれど大丈夫か」「家に買い置いたマスクが

あるけれど必要なら提供します」とご心配や励ましを頂きました。院内感染が発

生すると多大なご迷惑をかけることとなり、職員の防御を徹底することが急務で

したが、防御用ガウンは全く入手不可能な状況になりました。そして職員の不

安を軽減する意味でも早急に対策が必要でした。 

 病院スタッフで知恵を絞りながら、たまたま笠岡はブドウの産地、よく見かける

ブドウ栽培用ビニールシート（幅1.8ｍ、長さ100ｍ）の利用することを思いつきま

した。無駄のない裁断と袖付けなど試作に悪戦苦闘しましたが、職員の慣れない中での献身的な手作

業で数千枚の使い捨てガウンを準備し、感染疑いの患者さんへの対応時に着用することが出来ました。 

職員の知恵と結集力に脱帽です。  

 新型コロナウイルス感染症が世間を賑わせ始め、4月に

入り、まずは来院者全員の院内発熱チェックを開始しまし

た。緊急事態宣言の発令に伴い当院では、面会禁止とな

り、院外発熱チェックとして、2階スペイン広場を利用し、来

院者全員を対象に発熱トリアージを開始しました。加えて、

感染予防のために新型コロナウイルス感染症に関する問診

を院内に入る前に行い、患者の状態を把握する事で早期

対応が可能となるようにしました。まだ肌寒い時期でもあり、

患者からは労いの言葉を掛けて頂くことも励みとなりました。 

 緊急事態宣言解除後、スペイン広場は一旦終了し、院

内発熱チェックへと切り替え、世間の状況も少し和らいでい

ましたが、再び、目に見えないウイルスは日本中を震撼させ

ています。いつ終息するかは未知ですが、病院として安全

な医療の提供が確保できるよう、職員一丸となって対応を

していきたいと考えています。 

３ 

４ 外来 看護師 道廣 奈々 

理事長 宮島 厚介 

 ガウン作成の様子 

ガウン着用 

実施期間：2020年5月7日～5月14日 
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5月14日     

5月15日 

 ～5月31日 

5月15日 

5月19日 

5月21日 

5月25日  

5月26日  

  

6月1日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月11日 
6月16日 

6月19日 

6月24日 

 

7月7日 

 

7月20日 

7月27日 

7月31日 
 

8月4日 

8月6日 

8月8日 

8月14日 

 

 

 

 

 

 

 

10月1日 

秋頃 

『緊急事態宣言』一部解除（8都府県を除く39県） 

スペイン広場での発熱トリアージ中止→院内にて入館者全員発熱チェック実施 

                        小児科外来：自動ドア前で待合分別案内開始 

新型コロナウイルス対策会議【院内】 

永年勤続表彰（全職員に動画配信）（P.11紹介） 

岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部から 当院に実地訪問される。 

『緊急事態宣言』全面解除 

外来リハビリ再開 

 

笠岡第一病院健康管理センター「健康増進クラブONE」再開（段階的解除へ） 

 6月より段階的に会員の受け入れ開始。フィットネス協会ガイドラインに準じ体制の完備。 

 各機器の距離を離し、換気の徹底を行う。利用者に対しマスク着用、手洗い手指消毒、 

 検温をチェックリストでチェック。各人へ消毒用のタオル配布。機器の適時の消毒清拭。 

 ●6月1日～：個別利用会員、通所型サービスC利用者の受入れ再開。 

 ●6月15日～：人数制限・利用時間制限を行い、予約制での機器の利用再開。 

           （職員の利用開始） 

笠岡第一病院健康管理センター「健診センター」再開 

内視鏡検査・肺機能検査等 通常へ 

岡山医学検査センター（OML）へ新型コロナウイルス検査LAMP法での検査依頼開始 

               （新型コロナウイルス感染症疑い患者、全身麻酔患者対象） 

新型コロナウイルス肺炎を経験して【院内講習：藤井研介医師講師】（P.7紹介） 

新型コロナウイルス感染症情報交換会【井原市立井原市民病院】 

全国移動解禁 

新型コロナウイルス感染症患者の死亡時対応について検討（井笠広域斎場から当院に訪問） 

 

海外渡航者ビジネスマン対象「COVID-19 PCR検査陰性証明書発行」開始 

                  ＜予防接種センター：海外渡航ワクチン外来＞ 

新型コロナウイルス対策会議【院内】 

院内発熱チェック開始 

サーマルカメラ＜検温アラームシステム＞導入（P.7紹介） 
 

スペイン広場発熱チェック用ブーステント設営 

岡山医学検査センター（OML）新型コロナウイルス検査 LAMP法→PCR法に変更 

スペイン広場 院外発熱チェック再開＜サーマルカメラ使用＞ 

院外発熱チェックから院内発熱チェックへ＜サーマルカメラ使用＞ 

 

 

 

 

 

 

 

PCR検査室稼動 予定 （※リアルタイムPCR検査装置を有した感染症専門の検査室） 

モバイルクリニック（陰圧診察室）稼動 予定（P.7紹介） 

コロナ禍の中、コロナウイルス社会規制の段階的解除に向けて 

６月 

７月 

８月 

９月 
院外発熱チェック（スペイン広場） 

院内発熱チェック 
（2階皮膚科･眼科前） 

 新型コロナウイルス感染症 取り組み 
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■日時：6月11日（木）  17：00～17：50 

■場所：笠岡第一病院  5階多目的ホール 
 
新型コロナウイルスの感染拡大期の大阪医大救急部の医療体制 

逼迫の様子、心構え・注意点をわかりやすく講演して頂きました。 

 

●今回の講演で盲点の感染経路により院内感染が起こったという事例があり、瀬戸いこい苑では 

  各パソコンに消毒液を設置し使用前後の手指消毒と、各自が消毒ボトルを携帯しこまめな消毒に 

   努めています。                                 <瀬戸いこい苑 看護師> 

●生死を左右する一瞬の判断・正確な処置能力、感染しない・させない為に、手指消毒が必要で 

  あることを実感しました。                                          <リハビリテーション科 言語聴覚士> 

●医療が興廃するか否か、秋山真之の名言を胸に最前線で戦っている姿に緊張感が伝わりました。 

   ありがとうございました。                                              <放射線技術科 放射腺技師> 

参加者の感想 

『新型コロナウイルス肺炎を経験して』 
                  講師：大阪医科大学 外科 藤井 研介医師 

当院では4月より来院者の発熱チェックを始めました。 

非接触体温計でお一人お一人に声かけを行ないながら体温計測を
行なっておりましたが7月31日にサーマルカメラを導入しました。導入
したのは高性能のサーマルカメラで画面に映る対象者の体温を0.5
秒で計測ができます。これによりお一人お一人お声掛けをしなくても
サーマルカメラに映っていただくだけで体温計測ができるようになりま
した。ただ、長時間暑い中におられたりすると体表面温度が上昇し、
サーマルカメラが発熱者と誤認識する場合がございます。その場合
はスタッフが正確な体温を測らせて頂いておりますのでご協力をお願
い致します。 

Covid-19は飛沫感染、接触感染の他にエアロゾル（空気中
に漂う微粒な粒子）でも感染するのではないか、と言われて
おります。エアロゾル感染の可能性がある以上は空気の流
れが感染防止の観点から非常に重要な要素となります。 

今秋に導入を企画しておりますモバイルクリニック（陰圧診察
室）は中四国で初となるものです。室内は陰圧状態となって
おり、室内の汚染された空気はフィルターでウイルス等の汚
染物質を取り除いた形でしか外部に排出されません。 

また室内においても空気の流れが発生しており空気中にウイ
ルスが漂うことがないため診察にあたる医療者に二次感染
する可能性を限りなく低くすることができます。 

当院の新型コロナウイルス感染症対策 法人事務局 友國 雅也 

サーマルカメラ 

モバイルクリニック（陰圧診察室） 

<外観(イメージ図)> 

<室内(イメージ図)> 
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 2020年4月看護部長を拝命いたしました､中尾留美と申します。3月まで外来師長と
して外来・救急を中心に活動して参りました。コロナ禍となり挨拶が遅れましたことをお
許しください。微力ながら全身全霊で取組む所存です。当院の救急搬送は、15年前と
比較し2.5倍の受け入れが可能となりました。そんな中看護部は、地域に根差した急性
期病院としての自覚を持ち、地域の皆様が住み慣れた場所で暮らす為に、予防・医
療・介護・福祉が連携し切れ目のないサービスを提供できるよう頑張っている集団で
す。健康教室や出前講座などの予防医学から、医療においては患者の皆様の個性を

理解し、そばに寄り添うことの大切さや専門性を有する仲間と共に、質の高い看護を提供できるよう心を
配っています。また入院時から退院を意識し、多職種が連携した退院支援を行う体制をとっています。 

私の大切にしたい看護観は、「患者中心の看護を提供できる看護師でありたい。」です。看護師にとっ
て多くの患者の中の一人かもしれませんが、患者にとって本日の担当看護師は一人です。「患者の目線
で看護が提供できる。」「心のこもった対応できる。」患者中心の看護の提供ができる『対応力』のある看
護師の育成と、それを支援し合える体制づくりをスタッフ一同で築きあげていきたいと思っています。 

最後に、コロナ禍において患者の皆様には多大なご迷惑をおかけしております。来院時のマスク着用、
手指消毒、体温測定、面会など院内感染予防対策にご理解、ご協力頂きまして本当にありがとうござい
ます。笠岡第一病院は橋詰院長の「もう、コロナの前には戻れない！」を合言葉に次のステップ
に進んでいます。しばらく続くであろう、この現状を受け入れ、外来・入院中の患者の皆様の
安全の確保と、職員の安全確保を行いながら治療に当たれる体制を構築して参ります。
変化を恐れず、対応できる医療・看護を目指して参ります。 

看護部長就任のご挨拶       中尾 留美 

氏 名 部 署 職 種 氏 名 部 署 職 種 

森本 恵梨子 病棟クラーク 事 務 川頭 法子 ３Ｆ 看護師 

原田 雅子 医事課 事 務 田中 紗世 ３Ｆ 看護師 

木原 智紀 リハビリテーション科 理学療法士 高森 博規 ４Ｆ 看護師 

坂本 絵里 リハビリテーション科 作業療法士 神原 奈波 ５Ｆ 看護師 

山成 裕子 栄養管理科 管理栄養士 木山 京子 外来（小児科） 診療アシスタント(保育士) 

池元 奈津子 栄養管理科 管理栄養士 宍戸 彩乃 外来 診療アシスタント 

笠原 萌々華 栄養管理科 管理栄養士 笠原 美香 居宅介護 介護支援専門員 

佐藤 亜美 健康管理センター(ONE) 健康運動実践指導者 杉本 理沙 地域医療連携室 社会福祉士 

2020年度 新入職員 

リハビリテーション科 木原 智紀 
 2020年度新入職員を代表しましてご挨拶を
申し上げます。この度は、私達を当院の一員と
して温かく迎えて頂き感謝するとともに、その
責任の重さを痛感しております。 
 私達が一職員として役割を果たせるか不安な
気持ちもある一方で、患者の皆様と過ごせる
日々を楽しみにもしています。当院
の基本理念にあるように患者の皆様
に満足して頂ける医療提供ができる
医療従事者になりたいと思います。 

 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32名の新入職員を迎え、 

法人全体の職員数は425名になりました。新入職員は延べ3日間の研修を受け、基本理念、 

地域における当院の役割、職員としての心構えなどについて学びました。 

新入職員代表挨拶 

 新入職員辞令交付式（2020年4月1日） 
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 【診療担当科】泌尿器科部長 杉山 星哲 医師<2020年4月～11月勤務> 

  

 【診療担当科】小児科医長 森田 啓督 医師 
 

 【所属学会・資格】小児科専門医、周産期（新生児）専門医、 

                  こどもの心相談医、新生児蘇生法インストラクター 

  

 【診療担当科】麻酔科部長 藤田 喜久 医師 
 

 【所属学会・資格】麻酔科指導医・専門医・集中治療専門医 

             日本老年麻酔学会認定医 

  

 《非常勤医師》 

ふじた   よしひさ 

2月より勤務しております。小児科全般（必要時、

他科の先生方にも相談しながら）、可能な範囲で

丁寧に診察していきたいと思っております。 

お気軽にご相談ください。よろしくお願いします。 

 はじめまして。2020年4月より泌尿器科 部長として勤務させていただくこととなりま

した杉山星哲と申します。前任は川崎医科大学附属病院で泌尿器科（臨床助教）と

して勤務しておりました。尿路生殖器がんを中心に泌尿器科一般を診察させていた

だきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 か らだのことで気になること 

 さ   さいなことでも大丈夫です 

 お  ―ぷんな雰囲気で 

 か  っちり診察します 

■小児科・救急科 

■小児神経 

■整形外科 

■消化器外科 

■歯科  

■腎臓内科  

小原 隆史（火曜日）  

近藤 英輔（第1木曜日午後） 

菊岡 亮介（第3木曜日午後） 

田中 宏典（火曜日午後） 

田中 祐貴（火曜日）   

岡本 叡明（月曜日） 

■小児科 

■神経内科 

■神経内科 

 

■心臓血管外科 

■麻酔科 

北野 太一（木曜日午後） 

菱川 望（第1・3土曜日午前【9月まで】） 

森原 隆太 

       （第1・3土曜日午前【10月着任】） 

村岡 玄哉（木曜日）  

原 妹那（金曜日） 

■腎臓内科 梅野 怜奈（木曜日午前・第1土曜日・タカヤ クリニック）  

■消化器内科 門田 修蔵（木曜日午前・笠岡第一病院 健康管理センター）  

 30年間勤務した川崎医科大学を2016年に定年後、東日本大震災後の復興に役

立ちたいと3年余り福島県の浜通りの唯一の基幹病院であるいわき市立医療セン

ター麻酔科で勤務してまいりました。この4月から笠岡第一病院麻酔科で勤務させて

いただいています。全国的に住民のニーズに応え、各地域で医療と介護を維持して

いくことが求められています。 

 私はこれまでの経験を生かして、笠岡第一病院の医療チームの一員として手術室

を中心とした医療と重症患者の管理を通して病院と地域に微力ながら貢献したいと

決心しております。なにとぞよろしくお願いします。 

すぎやま せいてつ 

もりた ひろすけ  《常勤医師》 

もりた   ひろすけ 

 新任医師紹介 
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新型コロナウイルス感染拡大の状況からほとんどの小学校は休校措置がとられるなか、子ども達は休

校の長期化により家庭に籠もる日々が続き、留守番をする子どもや世話をする祖父母も含めて心身の疲

れが大きくなってくると思われました。なんとか院内の職員同士で対応はできないものかと、預かり事業

「わくわくキッズ」の検討をしました。職員の休校措置中の健康な小学生を対象に笠岡市二番町にある健

康管理センタ－において健康運動指導士、保育士を中心としたスタッフでの預かりを5月11日(月)より開

始し5月21日（木）まで計4日間実施し、延べ36名の子ども達の利用がありました。 

3密を避けながら、子ども自身が一日の宿題などの課題を決めて持参し、目標を持って活動に取り組

むとともに、からだを動かす時間なども取り入れた活動となりました。また、院内の職員が特別講師として

歯磨き教室や合唱、ゲ－ム大会など行いました。子ども達は初めての仲間と一緒に学び、遊び、そして

親たちが診療に使用する簡易エプロン作りに参加し職員から感謝され人の役に立つ喜びも知りました。 

幸いにも大きな怪我などもなく緊急事態宣言が解除され、学校の授業再開に伴い5月21日(木)の実

施を以て、一区切りつくことができました。利用した保護者、子どもの両方から、「楽しかった」「仕事で休

みが取りにくい中とても助かった」などありがたい声を頂ける事業となりました。 

  利用した子ども達の感想 

   新しい友達が出来て、とても楽しかった。勉強は全部終わったので良かった。＜小学6年生＞ 

   いっぱい運動したからいっぱい汗をかきました。＜小学3年生＞ 

  保護者の感想 

   ずっと家で祖父母と関わることが多かったので、本人自身も、祖父母も気分転換になりました。 

   参加前日から早寝、当日は早起きをし、いつもより規則正しい生活ができていました。 

   毎回、帰宅後今日は何をしたのか嬉しそうに話してくれました。 

事業を始めるにあたり、職員の皆様に家庭で不用になっ

た本や雑誌、静かに遊べるゲ－ムなどの寄付の呼びかけを

行い、たくさんの書籍・玩具などが集まりました。職員の皆様

にご協力頂いたおかげで、子ども達もより楽しく、イキイキした

時間を過ごすことができました。 

今までだれもが経験したことのない時局に医療者・介護

者にとって緊張とストレスの多い日々が続くなか、この事業を

通し仲間同士で協力してたくましく明るく前向きに対応してい

こうと再確認する機会となりました。 

    運動の時間     勉強の時間 

簡易エプロン作り体験 

お医者さんへ 

 

 

「がんばってね！」 

 小学生預かり事業 『わくわく・キッズ』 
健康増進クラブONE 
健康運動指導士 石部 豪 
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編集後記  当院の状況  
（2020年8月） 

平均在院日数  

一般病棟  9.7日 

地域包括ケア病棟 

15.0日 

病床利用率  

58.4％ 

１日あたり  
外来患者数  

483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 

日本麻酔科学会麻酔科認定病院 

20年勤続 

 小橋 高郎 診療放射線技師 

 丸田 洋 調理師 

10年勤続 

 高田 恵 看護師 

 桑田 千賀子 病棟アシスタント 

 出原 恵 透析アシスタント 

 関藤 紀子 病棟アシスタント 

 原田 薫 中材アシスタント 

 高見 智子 透析クラーク 

 山田 恵 病棟クラーク 

 2020年5月19日（火）永年勤続表彰を行いました。今年は20年表彰2名、10年表彰7名、5年表彰

11名の合計20名の職員が受賞されました。例年は職員が集まり行っていた表彰式ですが、今年は新型

コロナウイルス感染症予防対策とし、動画配信を行いました。理事長と20年表彰者2名との座談会形式

にて20年間の振り返りや今後の展望について等を対談されました。 

インフルエンザワクチン予防接種のご案内 

 私が入職した20年前は電子
カルテ稼動に向けての作業の
真っ最中でした。それ以降は毎
年のように高性能装置の導入や
データの電子化が進み、一昨年
より念願の画像診断専門医とし
て笹井医師をお迎えすることが
できました。 

座談会の様子 
(右から丸田 洋さん､小橋 高郎さん､宮島 厚介理事長) 

 先生のご指導のもと、地域の画像診断センターとしての機能を 
十分に発揮できるように今後も精進してゆきたいと考えています。 

放射線技術科 科長 小橋高郎 

対象者 回数 料金 

生後６ヵ月～小学生の方  ※1 ２回 
1回目・2回目 無 料 (※12月31日まで） 

岡山県外の方は3,500円 

中学生の方  ※1 １回 3，500円 

高校生～６５歳未満の方 １回 4，000円 

６５歳以上の方 １回 追って行政から指示がある予定です 

    現住所のある市町村により補助が異なります。 
    各自治体からの補助等、詳細をご確認の上、ご予約をお願いします。 

※１･･･中学生以下の方は  

  母子手帳をお持ち下さい 

  前日までにご予約下さい  

 

 バタバタと時が経ち、今年も半年が終わろうとし

ています。上半期は、自粛生活や新しい生活様

式など初めて経験することばかりではなかったで

しょうか？ 

 広報誌も1回お休みを頂きましたが、今回無事

に発行することが出来ました。今後も手にとって

頂けるように、皆様に役立つ情報を提供できれば

と思います。どうぞよろしくお願いします。 

（サービス向上委員会） 

熱が出ると「コロナかな！？」とヒヤッとします。 
そのためインフルエンザワクチンを接種する人が増加すると
予想されます。今年は特にインフルエンザにも注意を払い、重症化の恐れが 
ある高齢者、持病がある方、妊婦、子ども達は特に同時流行を警戒し接種す 
ることをお勧めします。小児のインフルエンザワクチンは2週間あけて2回 
接種です。早めのご予約お願い致します。         
               <予防接種センター 小児科 寺田喜平医師> 

今冬は新型コロナウイルス 

感染症もある特別な年です 

※ワクチンがなくなり次第終了とさせていただきます 

 永年勤続表彰（2020年5月19日） 

小児科予防注射 

予約専用ダイヤル 

0865-67-5010 

ﾌﾟｯﾌﾟｯﾌﾟ･･･と鳴ったら 
2240と押してください 



土

午前
9:00～12:00

午後
2:00～5:00

午前
9:00～12:00

午後
2:00～5:00

午前
9:00～12:00

午後
2:00～5:00

午前
9:00～12:00

午後
2:00～5:00

午前
9:00～12:00

午後
2:00～5:00

午前
9:00～12:00

一　般
宮島　厚介
原田　和博

阿曽沼　裕彦
大木　史郎

宮島　厚介
浦川　茂美

中村　淳一
森元　裕貴

宮島　厚介
原田　和博
（予約制）

大木　史郎
西　隆司
3:00～

宮島　厚介
原田　和博
内藤　修子
浦川　茂美
10:00～

中村　淳一
宮島　厚介

越後谷　良介
（第2・4）

西　隆司
3:00～

宮島　厚介
3:00～5:00(予約制)

原田　和博
3:00～5:00(予約制)

担当医

循環器 浦川　茂美 阿曽沼　裕彦 浦川　茂美 阿曽沼　裕彦 阿曽沼　裕彦 浦川　茂美

呼吸器 中村　淳一 中村　淳一

消化器 内藤　修子 大木　史郎

肝　臓
森元　裕貴

(予約制)
森元　裕貴

(予約制)
森元　裕貴

(予約制)

糖尿病
内分泌

濱本　純子 濱本　純子 濱本　純子
濱本　純子
（第3のみ）

(完全予約制)

大木　史郎 西　隆司
西　隆司

内藤　修子

林　　知子
10:00～

アレルギー
外来

林　　知子
アレルギー

外来

湯本　悠子
発達･健診

赤池洋人(第2)
小児神経･発達
大野直幹(第4)

小児循環器

林　　知子
アレルギー

外来
近藤　英輔

(第1)小児神経

森田　啓督
健診･予注･

発達

小谷　一敏 田中　宏典 小谷　一敏 小谷　一敏

松前　大
松前　大
3:00～

松前　大

岡　博昭
3:00～

◆小坂　義樹
外傷･褥瘡対応
(完全予約制)

牟禮　理加
3:00～

◆小坂　義樹
外傷･褥瘡対応
(完全予約制)

鈴木　良典 鈴木　良典
3:15～

渡辺　明良
渡辺　明良

(2:00～3:00検査)
川大医師
9:15～11:30

渡辺　明良 渡辺　明良
(2:00～3:00検査)

渡辺　明良

八木　謙次
(第1･3･5)

渡辺　明良
(第2・4)

八木　謙次
(第1･3･5)

水野佳寿子 水野佳寿子 水野佳寿子 池田　賢太

渡邊　逸郎 渡邊　逸郎
(2:00～3:00検査)

渡邊　逸郎 検　査 渡邊　逸郎 渡邊　逸郎
(2:00～3:00検査)

渡邊　逸郎
渡邊　逸郎

(完全予約制)

渡邊　逸郎
(第1･3･5)

渡邊　一郎
(第2･4)
9:30～

竹下　歩
(完全予約制)

* 橋詰　博行
(完全予約制)

小坂　義樹
9:30～

(完全予約制)

* 橋詰　博行
(完全予約制)

竹下　歩
(完全予約制)

小坂　義樹
(完全予約制)

* 橋詰　博行
(完全予約制)
菊岡　亮介
(第3のみ)

山崎　広一
(完全予約制)

* 橋詰　博行
(完全予約制)
小坂　義樹

(完全予約制)

* 橋詰　博行
(第1･3･5)

(完全予約制)
小坂　義樹
(第2･4)

(完全予約制)

森田　善仁
森田　善仁
1:30～4:00

森田　善仁
森田　善仁
1:30～4:00

森田　善仁
(第2・4)

野村　長久
9:00～11:00

緒方　良平

坂本　隼一
坂本　隼一

1:30～
田中　祐貴

田中　祐貴
1:30～

坂本　隼一
坂本　隼一

1:30～
坂本　隼一

坂本　隼一
1:30～

坂本　隼一
坂本　隼一

2:30～

森田　善仁 月･金曜日

西田　圭一郎
奇数月 第3月曜日

(不定期)

赤木　貴彦 火曜日

大槻　剛巳 火曜日

奥田　浩嗣 水曜日

中村　淳一 水曜日

村上　充 第1・3水曜日

浦川　茂美 木曜日

山本　稔也 木曜日

難波　良文 第1木曜日

渡辺　明良 木曜日

中村　一文 土曜日  

種本　和雄 月1回土曜日(不定期)

森原　隆太 第1･3土曜日

表　芳夫 第2･4土曜日

笠岡第一病院　診療日割表

診療科

月 火 水 木 金

森田　啓督
北野　太一
湯本　悠子
(第2･3･4)

宮島　裕子
岡大医師
9:30～

内
　
　
科

内視鏡(予約)

小 児 科★

宮島　裕子
池田恵津子

9:30～

森田　啓督
池田恵津子
(第1･3･5)　～4:00

尾内　一信
(第2・4)

寺田　喜平
小原　隆史

寺田　喜平
森田　啓督

寺田　喜平
(第1･2･3･4)
森田　啓督

(第1･3･5)
宮島　裕子

(第2・5)
湯本　悠子

(第4)

外　　科

血管外科

形成外科

脳神経外科

森田　啓督
湯本悠子～4:00
宮島裕子4:00～

川大医師
（第2・4）

森田　啓督
池田恵津子

9:30～

寺田　喜平
2:00～4:00
予防接種

若林　尚子
宮島　裕子
（第1・3）

4:00～予約制

寺田　喜平
宮島　裕子

泌尿器科
担当医

海部　三香子
検　査 杉山　星哲 杉山　星哲 杉山　星哲 検　査 大平　伸

皮 膚 科

眼　　科

整形外科

*手外科･上肢外科

痛みの外来
ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ
(予約制)

乳　腺
甲状腺外科

歯　　科
(完全予約制)

◆　専　門　外　来　◆

がんの痛み緩和ケア外来(完全予約制) 午後4:00～5:00

リウマチ外科（予約制） 午後2:30～4:30

リウマチ内科 午前9:00～12:00

血液内科（予約制） 午前9:30～11:30

海外渡航ワクチン外来
帯状疱疹予防ワクチン外来

(完全予約制)
寺田　喜平 火曜日 午後3:00～5:00

PEG外来（予約制） 午前9:00～12:00

禁煙外来･睡眠時無呼吸外来(予約制) 午後3:00～5:00

不整脈外来 午前9:00～12:00

ペースメーカー外来 午前10:00～12:00

腎臓内科（予約制） 午後2:00～5:00

関節外来(下肢)（予約制） 午後3:00～5:00

神経内科 午前9:00～12:00

ボトックス外来（予約制） 午後3:00～5:00

心不全外来 午前9:00～12:00

心臓血管外科 午前9:30～12:00

笠岡第一病院 （〒714-0043 笠岡市横島1945） TEL:0865-67-0211 FAX:0865-67-3131 http://www.kasaoka-d-hp.or.jp

☆予約をご希望の方は電話(℡0865-67-0211)でお問い合わせ下さい。
❤乳児健診･予防注射(予約制):できるだけ前日までに予約のお電話をお願いします。

(℡0865-67-5010のあとプップップッ…と鳴ったら『2240』)
乳児健診 10:00～/15:00～
予防注射 9:30～/14:00～/16:00～/土曜日9:00～10:00

★小児科では電話･インターネット･携帯Webによる診療予約が可能です。
(小児科予約専門ダイヤル℡0865-67-0555)

詳細は受付でパンフレットをご覧下さい。
◆小坂義樹医師は整形外科での受付となります。

＜休日対応日＞

土曜日午後・日曜日・祝日・年末年始（12月30日～1月3日）

2020年10月1日～

スマートフォン用スマートフォン用

日本医療機能評価機構認定病院

専
門
外
来


