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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。

『『  ココ  ロロ  ナナ  禍禍  のの  中中  でで  』』  
 

 明けましておめでとうございます。昨年来からのコロナ禍に全世界は翻弄され未だ収束

の気配は見られません。当院でも院内クラスター発生防止にできる限りの防御策を講じて

いますが見えない相手に悪戦苦闘しています。病院は一致協力体制の基盤が有り全職員で

この急場を凌いで行きます。患者の皆様にはご心配とご不便をおかけしますが、ご理解ご

協力を宜しくお願いいたします。 

 この様な状況下においても、一昨年来より働き方改革の一環として入院看護の効率化を目指し、日本で初め

てとなる看護支援システムが昨年末に完成いたしました。入院患者の皆様のベッド上での状態把握をするため

ベッド体動センサーやそれに連動した画像モニター、そして看護詰所外のモバイル電子カルテでの確認システ

ムなど、リモートで病棟患者全体の把握が可能となる看護業務に変わりました。また患者のバイタルサイン

（血圧、脈拍、体温、酸素飽和度など）がベッドサイドからの電子入力により電子カルテへの自動記載が出来

るようになり記載業務も軽減されました。加えて入院環境改善を目指し、床頭台、テレビ、冷蔵庫の更新及

び、多床室のベッド間のパーテーション設置などでよりプライバシーが保たれた病室になりました。 

 今年4月より附属診療所健康管理センターが病院に隣接した前特別養護老人ホーム 瀬戸内荘建物を社会福祉

法人からお借りして移転します。新たに大腸画像検査（CT-Colonography）のための、CT装置を設置し、

従来の苦痛を伴う大腸検査が簡便な負担の少ない検査法に変わります。また、病院では3TのMRIに追加し新た

に1.5TのMRIを導入予定しています。撮像技術の先進によりPET-CTに劣らない全身の癌の検出や精度が高

く痛みのない乳癌の検出に威力を発揮するものと期待しています。中小病院ですが癌の早期発見には大病院に

劣らない機能と医療水準を整備し、地域の皆様、診療所の先生方にお役に立つ病院・画像診断センター・健診

センタ－としてさらに歩んで参る所存です。

新年1月3日の山陽新聞に、橋詰博行院長が「手外科」のスペシャリストとして山陽新聞賞の受賞報道がな

されました。卓越した技術が評価されたものですが、それ以上に院内の職員教育、研修医への指導また地域に

いながら先進的な学会活動なども評価された受賞と、共に働いている者として感激いたしました。先生のます

ますのご活躍を願っています。 

 最後になりましたが、今年は経験したことのない厳しさの中を歩むことになります。牛歩でも一歩一歩進ん

で行きたいと思います。今年も厳しくも温かいご指導を宜しくお願い申し上げます。 

理理事事長長  宮宮島島  厚厚介介  
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令和3年の新春を迎えお慶び申し上げます。 

 昨年はコロナ禍一色で、年が明けても第3波の猛威にさらされ続けています。当院では岡

山県のコロナ対策会議に合わせて令和2年2月上旬には対策を開始しました。内科医である

宮島理事長、呼吸器内科・病院感染防止委員会の中村副医局長のもと3月5日には専用のコ

ンテナを3棟設置し、週の担当者を決めて帰国者・接触者外来を開始しました。4月3日には

周辺のコロナ発生状況も見極めてStage分類を考案し、面会の規約にも応用しました。

30km圏内発生数を考慮してstageを決定するという概念は4月当時周辺がまだ低発生状況であり、かつ倉敷

福山の受療者人口の多い圏域を含んでいるため、中四国以外の他の地域と区分して一般診療を継続してゆく上

で役に立ちました。マスク・手袋・ガウンの生産が追いつかなくなり、宮島理事長自ら率先して「手作りガウ

ン」作成にも乗り出しました。サーマルカメラを購入するまでは夏の暑い最中にも職員が立って発熱トリアー

ジをしてくれたのにも頭が下がります。10月にはモバイル陰圧室が導入され、冬のインフルエンザとの同時

流行にも対処できる準備をしました。PCR検査も自前でもできるようになり、早々にワクチン接種に備えて 

-80℃までの冷凍庫も購入しました。

第3波はとてつもない猛威で、当院も軽症ですが入院患者を受け入れています。全国的には大変な状況が続

いており、主要人口密集地の緊急事態宣言も再度出て今日に到っています。コロナ危機に出口はなかなか見え

ず、アフターコロナではなくウィズコロナの状態でどこまで耐えられるか。そして、新しい生活様式を受け入

れることになると基本的感染予防対策を常に生活の一部とし、遠隔、タッチレスなどをキーワードとする様式

を加えた生活に移行する必要があります。 

 今後もコロナ対策には科学的根拠に基づいて対策を立て、検査や医療行為から体制づくりまでの技術を磨い

た上で、鋭い感性を持って診療から日常・社会生活全般にわたり再構築する必要があると考えます。 

本年もどうかよろしくお願いいたします。 

橋橋詰詰院院長長のの地地域域医医療療のの充充実実おおよよびび社社会会貢貢献献活活動動  

整整形形外外科科分分野野ののみみななららずず

社社会会・・地地域域医医療療にに貢貢献献  

地地域域へへのの講講演演  

「女性の健康セミナー」や、「骨粗鬆症予
防講演会」といった、地域の皆様への講演
を年に数回行っている。 

離離島島診診療療  ～～真真鍋鍋島島～～  

月1回、真鍋島で外来診療や外
来手術を行い、遠隔地診療に携
わっている。 

笠笠岡岡地地区区  リリウウママチチ勉勉強強会会  

平成20年度より、地域のリウ
マチ治療に貢献すべく、近隣の
先生方をお招きし、リウマチ研
究会・リウマチ懇話会併せて年
2回開催した。

上上肢肢外外科科ササママーーセセミミナナーー  iinn  KKaassaaookkaa  

平成17年度より毎年8月第一土曜日当院に
て開催。全国各地から同分野の専門家を招
き、50～100人の参加のもと上肢（肩・
肘・手関節）の講演や一般演題を発表・討
論をしている。 

井井笠笠地地区区画画像像診診断断・・治治療療勉勉強強会会  

平成17年度より、地域の医療連携
を高めていくことを目的に、近隣
の医療従事者の方に向けて年1回開
催している。 

アアンンチチエエイイジジンンググ講講話話

平成27年度より健康増進クラブ
ONE にて、健 康寿命を テーマ
に、Smart & Healthy Agingを
目指して一般の方を対象に年6
回行っている。 

『『  ウウィィズズココロロナナ時時代代にに向向けけてて  ～～ココロロナナにに敗敗けけずず地地域域貢貢献献をを～～    』』

院院長長  橋橋詰詰  博博行行  
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肘から指先までのけがや病気を治す「手外科」の

スペシャリストとして、最先端の技術を取り入れ、

県内外から年間約1,300件の手術をこなしつつ、患

者さんに寄り添う治療を行っている。 

 平成17年、笠岡第一病院長に就任。研修医など

後進の育成や病院全体の医療水準向上に注力しつ

つ、多方面に視野を広げ、業務の検証や課題の発

見・改善を行っている。 

    おおめめででととううごござざいいまますす  

QQ..））笠笠岡岡第第一一病病院院院院長長就就任任かからら  ここれれままででのの活活動動ににつついいてて教教ええてて下下ささいい。。  

橋橋詰詰院院長長にに  QQ&&AA  イインンタタビビュューー  

AA..））就任してすぐに始めたことは、年度報の発刊、上肢の外科サマーセミナー in Kasaoka他、多くの

研修会主催、近隣の先生方への直接訪問、医業経営コンサルタント資格の取得でした。新しい技術の

導入と保持、それをアピールする発信力と地域での連携を心掛けてきたことに全て通じています。 

QQ..））今今回回のの受受賞賞にに関関ししててののごご感感想想ををおお願願いいししまますす。。  

AA..））手外科という特殊で狭い領域の専門性が評価されたことは大変うれしい。技術が高いというわけで

なく、専門医なら誰でもできる手術を数多くしたことでの貢献という意味では、術前・術後の外来、

手術場、入院中の療養、リハビリなど数多くのスタッフの支援のお陰であり、病院全体で受けたもの

と思っています。 

QQ..））備備南南地地域域ににおおけけるる整整形形外外科科分分野野のの充充実実にに関関ししててははいいかかががででししょょううかか？？ 

AA..））断らない整形外科救急を念頭に、整形外科のみならず他科の先生からも紹介を受けています。 

 また、困った症例はより高次の病院にお願いできるよう連携体制を取っています。中小病院にしては

多くの研修医を受け入れて研修の場を提供できていると自負しています。 

QQ..））今今後後にに向向けけててどどののよよううににおお考考ええでですすかか？？  

AA..））コロナ禍を乗り越えた後では、随分と先のことと思われた世界が出現する

と思います。遠隔医療やタッチレス、ロボティックやA I 診療です。それを

見据えて、次世代を担う方々と共に準備をしていきたいと考えています。 

上肢外科サマーセミナー 

真鍋島診療所にて 

健康増進のため定期的に開催 

  日日本本整整形形外外科科学学会会  功功労労賞賞((令令和和22年年55月月))  

  山山陽陽新新聞聞賞賞  社社会会功功労労((令令和和33年年11月月))  
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  日日本本整整形形外外科科学学会会  功功労労賞賞((令令和和22年年55月月))  
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6 

 
 

 食育プロジェクトでは，子ども達が自身の体に興味を持ち

自分の健康を自分で守る意識を育むことを目的に活動してい

ます。コロナ禍となり、今年度は実施を見合せておりました

が、感染が落ち着いた時期に、近隣の幼稚園と小学校へ参り

ました。子ども達からのお手紙には、「好き嫌いしないで食べるよ」

「早寝早起きをして、朝ごはんも

食べる」など、日々の食事や生活

の気づきやお約束を多くいただき

ました。このような状況の中です

が、子ども達のはじける笑顔や元

気な姿を目の当たりにして、私達

も元気と前に進む力を頂きまし

た。今後も活動を通じて、子ども

達の健やかな成長発達に貢献して

いきたいと考えています。 

 

生生活活リリズズムム「「元元気気にに遊遊びび、、おおいいししくく食食べべてて、、よよくく眠眠るる」」  

エエププロロンンシシアアタターー  ～～ううんんちちののははななしし～～  

 

 

 

 

      

          

 

  

 2020年10月27日（火）に岡山龍谷高等学校で「看護の出前授

業」を行い12名の生徒の皆さんが参加されました。聴診器を使っての

呼吸音や心音の聴診、血圧測定、包帯巻きなど初めてのことに「難し

い」と苦戦しながらも熱心に取り組み、できた時には笑顔がみられ和

やかな雰囲気で行うことができました。最後に当院新人看護師3名が看

護師を目指した動機、大学や専門学校でどのような学習をしたか、看護師として半年仕事をして日々感じ

ていることなどを動画撮影したものを視聴しました。授業後のアンケートでは「実際に聴診器で音を聞け

て楽しかった」「医療を身近に感じることができ興味が湧いた」「難しかったが良い体験ができた」「改

めて人のために何かをして喜んでもらうのが好きだと気づいた」などの感想をいただきました。今年は新

型コロナウイルス感染拡大に伴い、各地域で看護体験などの機会が減っているので、今回のような出前授

業は進路を考える上で良い機会となったと思います。私達看護師も、生徒の皆さんの一生

懸命に取り組む姿に頼もしさを感じました。 

 地域医療を担う病院として今後も機会があれば実施していきたいと思っています。 

  看看護護のの出出前前授授業業    

            ｉｉｎｎ  岡岡山山龍龍谷谷高高等等学学校校  

10月14日 
神内小学校1年生 
青空こども園年長組のお友達 

10月28日 
富岡幼稚園 
横江幼稚園のお友達 

食育プロジェクト：宮島裕子・定兼寛美・渡邊瑞穂・矢吹有梨 

４階病棟看護師 水ノ上 かおり 

   看護部長 中尾 留美 
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＜＜作作りり方方＞＞  

①乾燥ワカメは水で戻し、野菜・豆腐

は食べやすい大きさに切ります。生姜

は薄切りにします。

②鶏胸肉は皮をとり、余分な脂肪を取

り除き、一口大に切ります。

③切った鶏肉を肉たたきや包丁の背で

まんべんなくたたき、☆をふりかけ

しっかり揉みこみます。

④鍋つゆの材料を入れて沸騰させ、

肉・野菜・豆腐を入れてふたをして煮

込みます。

⑤鶏肉に火が通り、全体がしんなりし

たらワカメを入れて2～3分加熱して

出来上がり。

＜＜材材料料  44人人前前＞＞  

鶏胸肉   250g(1枚) 

☆酒 大さじ1 

☆醤油 大さじ1 

☆おろし生姜 小さじ1 

☆片栗粉  大さじ2 

絹豆腐   350g(1丁) 

白菜 1/4株           

長ネギ 1本  

人参 1/3本 

乾燥ワカメ 8g 

しめじ 1パック 

＜＜鍋鍋つつゆゆ＞＞  

水      800cc 

昆布   5×5㎝ 1枚 

生姜    1かけ 

醤油    45㏄ 

酒     45㏄ 

みりん 大さじ2 

＜＜ポポイインントト＞＞  

・鶏胸肉(皮なし)を入れることで、もも肉(皮つき)より約340kcalエネルギーが下がります。

・野菜やきのこ、海藻から不足しがちな食物繊維を補うことができます。

・昆布でだしをとり、生姜の風味をきかせることで、塩分を減らすことができます。

＜＜栄栄養養量量＞＞（1食分） 

エネルギー218kcal タンパク質22.7g 脂質4.3g 食物繊維4.7g 食塩2.6g

◎◎豆豆知知識識

鍋の美味しい季節になりました。野菜がたくさん食べられる鍋ですが、油断すると魚・肉・大豆製品と

いったたんぱく質の食べ過ぎにつながりやすいので注意が必要です。目安は肉や魚は片手に1杯程度、

野菜は両手にいっぱい程度です。野菜を先に食べてから肉や魚を食べるようにすると食べ過ぎを防ぐこ

とができるでしょう。

糖尿病看護認定看護師 水ノ上かおり 

「世界糖尿病デー（11月14日）」をご存じでしょうか？世界中に広がる

糖尿病の脅威に対応するために、国連で認定された日です。このことにちなん

で11月は世界中の名所がブルーライトアップされ、糖尿病に関するイベント

が開かれます。当院の糖尿病サポートチームも毎年11月の糖尿病月間に「健

やかライフ メンバーズ 健康教室」で糖尿病に関するイベントを開催してい

ます。残念ながら、今年は新型コロナウイルス感

染拡大のため開催できませんでしたので、かわり

に外来待合の一角で糖尿病発症・悪化予防のための掲示や展示を行いまし

た。多くの皆様が足を留め、掲示や展示物を見てくださいました。特に「果

物やジュースにはこんなに糖分が入っているのね。気をつけないと。」と驚

かれる声をよく耳にしました。皆さんご存じと思いますが、糖尿病は全身に

合併症を引き起こしてしまう病気です。最近では認知症や癌の発症に影響す

るとも言われています。日本ではいまや成人の5人に1人が糖尿病もしくは予備群であると報告されて

います。できるだけ多くの方に展示を見ていただきたいと思い、引き続き糖尿病内科診察室（53診）

前待合に展示をしていますので、ぜひ皆様お立ち寄りください。 

そして、糖尿病はなんと言っても食事療法が重要です。当院の「栄養指導」では病状に合わせた食事

を管理栄養士が一緒に考え支援しますので、ご希望の方は主治医にご相談下さい。 

糖糖  尿尿  病病  月月  
間間  

栄養管理科 管理栄養士 山成 裕子 

血糖目標値などの掲示 

健診のすすめ 
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2020年10月27日より、外来に中央カウンターを設置しました。 

中央カウンターでは、看護師がトリアージ（問診）、診療アシスタン

トが診察前の検査を案内しています。また、各種予約検査・手術や入院

等の説明業務も中央カウンターで一括対応しています。今までは、それ

ぞれのコーナーで行っていた業務を一箇所に集約することで、受付から

検査・診察、診察後に次回検査や手術の説明をスムーズにご案内出来る

ので、患者の皆様の待ち時間も短縮され、更なるサービス向上に繋がる

と期待しています。  

説説明明ののビビデデオオ化化  

 日帰り手術の「手根管症候群」、外来手術の「ばね指」は、ビデオ視聴後に看護

師から理解度に応じて補足説明をさせていただき、不安を感じている方にも、安心

して手術当日を迎えられるように努めています。 

 また、大腸内視鏡検査も視覚聴覚の両方からイメージしやすいようビデオを活用

して十分な説明を心がけています。 

患患者者のの皆皆様様のの声声  

 運用開始直後は、カウンターが以前と様変わりしている事に驚かれ、「カウンターが変わったなぁ」と戸惑わ

れている方がおられました。受付窓口と勘違いされて来られる方もおられましたが、以前と比べて場所が分かり

やすくなったという声も多くあります。また、椅子に座って対面でお話することも出来るので、気軽に声をかけ

て気になることなどが聞きやすくなったと喜ばれる方々や、車いすで来院の家族の見守りをお願いできて有難い

と言ってくださる方もおられて私達スタッフの励みになっています。  

今今後後のの課課題題  

 将来的に、中央カウンターで各科の集中問診を行うと共に、説明業務の充実を図ることで、診察室の負担軽減

と患者の皆様の待ち時間短縮と満足度向上に繋げていければと考えています。まだ課題は多いですが、いただい

たお声を真摯に受止めて、業務の改善を行います。皆様の心のよりどころになる窓口を目指してスタッフ一同知

恵を出し合いながら邁進いたします。 

新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策ととししてて    ～～発発熱熱ななどどああれればば電電話話連連絡絡ををおお願願いいししまますす～～  

 岡山県内でも日々新型コロナウイルス感染者が発生しています。クラスターを発生させないように院内感染対

策として、１階入口、２階入口で発熱チェックを行っています。また、院内ではソーシャルディスタンスを守

り、待合の椅子も間隔を空けて座っていただくようご協力をお願いしています。 

今後も院内感染防止に努めていきますので、ご来院の皆様には、マスク着用、手指消毒、ソーシャルディスタ

ンスの確保の徹底をお願いします。

おお  

中央カウンター 

２階発熱チェック（皮膚科・眼科前） ソーシャルディスタンス１階発熱チェック（正面玄関） 

外外  来来  らら  のの  かか  願願  いい  

手術説明ビデオ 

外来看護師 平井 由美 

診療アシスタント 水田 陽子 
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 入院患者の皆様によりよい環境で入院生活を送っていただくために、設備の更新を計画しておりま

した。この度11月の末に病床設備（アメニティ）の整備として、 

床頭台・テレビ・小型冷蔵庫更新、 多床室患者間仕切りパーテーション設置、 多床室患者間仕

切りカーテン更新、 個室目隠しカーテンの設置、 吊り戸棚目隠しカーテン設置および整備を致し

ましたので紹介させていただきます。多床室パーテーションの設置、個室目隠しカーテンの設置は、

入院患者の皆様の一人ひとりのプライバシーの保守ができる状態となりました。また、カーテンは

リースとなったことでいつも清潔な状況を保てる環境となりました。入院生活を快適に送っていただ

けるよう努めて参ります。 

また看護業務の効率化、IT化の取り組みとして、2017年に不穏・危険行動のある方にはプライバ

シーに配慮しながら「見守りカメラ」を導入し定着しています。看護師はすぐに対応できない場面で

はカメラ画面で確認できるので安心です。 

 またこの度、パラマウントスマートベッドシステムを西日本で初めて導入しました。スマートベッ

ドシステムとは、端末を電子カルテと連携させる事で、患者さんの状態や情報を表示するシステムで

す。患者さんの安静度や日常生活動作など職 

員間で共有したい情報をピクトグラムで表示して 

います。また離床センサー付きであるためベッド 

から起き上がった時のお知らせも把握できる状況 

となりました。さらに特殊機器で測定した体温や 

血圧などは、機器をかざすことでカルテに連動、 

反映する仕組みになっています。まだまだ使いこ 

なせるまでには至っていませんが、ベッドサイド 

の端末を通して患者さんの情報を、看護師だけで 

なく他職種の職員間でも共有し、安心・安全なケ 

アを実現していきたいと思っています。

次回は詳しく実践、

感想をお伝えしたいと 

考えています。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため入院患者の皆様の面会を原則禁止

としています。 

 患者さんは入院されてご家族との面会ができず心細い思いをされ、ご家族

の方も様子がわからず不安で落ち着かない気持ちでおられることでしょう。 

電話やSNSでは伝えられない思いを手紙にしてはいかがでしょうか？ 

ナースステーションの窓口・１階総合受付・２階受付に「メッセージ

カード」を用意しておりますのでご利用ください。

スマートベッドシステム
※イメージ

多床室患者間仕切りパーテーション 

多床室患者間仕切りカーテン  

床頭台 

  テレビ

  小型冷蔵庫  

吊り戸棚目隠しカーテン 個室目隠しカーテン 

看護部長 中尾 留美 

  大大切切ななごご家家族族へへメメッッセセーージジカカーードドをを    

  贈贈っっててみみまませせんんかか？？  ３階病棟看護師 仁井名 圭子 
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当院では地域医療研修の一環 として2016年度より倉敷中央病院、岡山大学病院より後期研修医・専攻医の受入

れを行っています。 

診診療療科科  期期間間  22001199年年 22002200年年

総合診療 6ヵ月 1名 2名 

倉敷中央病院 救急科 3ヵ月 2名 3名 

内科 3ヵ月 2名 - 

岡山大学病院 整形外科 3ヵ月 1名 - 

計 6名 5名 

後後期期研研修修医医・・専専攻攻医医受受入入れれ実実績績  

医医師師臨臨床床研研修修 

寺寺田田先先生生ににイインンタタビビュューー  

ししままししたた！！  

寺寺田田喜喜平平先先生生がが童童話話賞賞をを受受賞賞ししままししたた！！  

QQ..））いつから、どうして童話を書こうと 

 思ったのですか？ 

AA..））川崎医科大学退職後、ボケ防止と孫に 

 童話を読ませたいと思い、始めました。 

QQ..））童話を通して何を伝えたいですか？ 

AA..））ゲームやマンガ以外にもおもしろいことが 

 あるよ！ 

AA..））いろんな分野の知り合いが増えました。 

QQ..））童話を書いて良かったことは何でしょうか？ 

◆◆ 第第5555回回岡岡山山県県文文学学選選奨奨受受賞賞

童話・児童文学部門 佳作 「うちのママはロボットかも」 

主催：岡山県 公益社団法人岡山県文化連盟 おかやま県民文化祭実行委員会 

◆◆ 令令和和22年年度度  第第3366回回岡岡山山市市文文学学賞賞  市市民民のの童童話話賞賞

一般の部 入選 「おかあさん、いる？」 

主催：岡山市・岡山市文学賞運営委員会 

病棟薬剤師業務 
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