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2021年6月 笠岡第一病院広報誌(No.68) 

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。 

 

 

医療法人社団清和会笠岡第一病院 

〒714-0043 岡山県笠岡市横島1945 

TEL(0865)67-0211 FAX(0865)67-3131 

 

健康管理センターロビーの様子 新医療機材 MRIの導入 放射線科の様子 健康管理センター 



2 

 

健康管理センター移転しました 2021年4月5日 

笠岡第一病院健康管理センター改築移設について 

理事長 宮島 厚介  

 1989年より国道2号線沿いの番町地区で開始した笠岡第一病院附属診療所は2018年に一般診療を終了

し、健康管理センターとして健診業務をしておりました。併設に健康増進施設「ONE」を開設し、健診に来ら

れる方々の体力測定など、健診と健康増進の実践をして参りましたが、本年春より笠岡第一病院の画像診断機

器の新設に伴い、精度の高い健診が可能となりました。 

 このたびご利用の皆さまの利便性向上のため、社会福祉法人かぶと会の計らいで、旧特別養護老人施設瀬戸

内荘をお借りし、笠岡第一病院健康管理センターとして開設いたしました。そして新たに内視鏡検査器材、 

レントゲンテレビ、CTなどの器材も更新いたしました。CTは低被ばく装置で肺癌健診、CT-Colonography

（大腸CT検査）に威力を発揮するものと期待しています。また、病院に隣接し乳がん検診（MRIを使用した 

痛みのない乳がん検診）、全身MRI検査、脳ドッグも移動なく苦痛のない検査が可能になりました。健診費用

も出来るだけ抑え、新鋭の器材で地域の方々の健康管理、癌の早期発見に貢献できるものと考えています。 

 現在、器材の性能をフルに発揮出来るよう職員一同研鑽に励んでいます。 
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健康管理センターのご案内 健康管理センター長 医師 矢木 晋 

 健康管理センターは、昨年末より旧瀬戸内荘３階への移転のための工事が開始され、3月末には完成し４月５日 

より新規業務開始となりました。以前の笠岡市二番町の施設と比較し大変広くなり、またCTを含む種々のレント 

ゲン装置、内視鏡検査機器などの各種診断装置も一新されました。更に当院と併設する事で迅速に臨床検査結果が 

得られるようになり、各種健診結果処理能力の著しい向上も期待されます。 

 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2020年全国のがん検診受診者は2019年に比べて30.5％減少して 

います。現在、日本人の2人に1人は一生のうちに何らかのがんに罹患すると言われており、がんは全ての人に 

とって身近な病気です。年に1度は健診を受け、早期発見に努め早期治療につなげることがとても大切です。 

 健康管理センターでは、感染症対策はもちろん皆様のニーズに合った健診メニューと新鋭器材による安価な 

オプション検査を設定し、来診をお待ちしております。4月より新たに健康管理センター赤迫圭太事務部長を迎えまし

た。スタッフ一同地域の方々の健康づくりの推進と健康寿命の延伸に貢献したいと考えています。 

【 当センターで取り扱っている健診 】 

● 生活習慣病予防健診 

 全国健康保険協会管掌健康保険に加入している被保険者（35歳～75歳  

 未満のご本人）の方が対象です。 

● 特定健診 

 生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームに着目したこの  

 健診は40～75歳未満の医療保険加入者の方が受けることが出来ます。 

● 企業健診 

 労働基準法に基づく雇用時や定期健診の内容となります。採血・心電図  

 検査があるものとないものの2種類があります。 

● 乳がん検診(単独費用：6,500円、オプション費用：5,000円) 

 視触診とマンモグラフィーにより総合的に診断を行います。 

 ※但し、笠岡第一病院にて検査・診察を行います。 

★ 笠岡市特定健康診査・後期高齢者健康診査・がん検診も実施しています 

【専門ドック】 

● 脳ドック※1  （22,000円） 

● 痛くない乳がん検診※2  （16,500円）

● 全身DWIBS※2（33,000円） 

※1 頭部MRI・MRA検査、専門医による

診察があります。 

※2 DWIBSとは･･･ MRIを用いたがん 

検査法の１つです。検査の時間が短く

放射線を使用しないため被ばくの恐れ

もありません。しかし、閉所恐怖症の

方や妊娠中の方・ペースメーカーなど

がある方は検査が行えません。 

     【詳しくは4ページをご覧ください】 

① 各機材が一新され鮮明な画像でより正確な診断が可能です。 

② 内視鏡は検査中に特殊な光を当てることで、癌組織の判別が 

 容易になる最新機能を備えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 待合室が広くなり、ゆったりと過ごしやすくなりました。 

④ 各検査場所へ、案内図やランプでスムーズにご案内します。 

⑤病院と併設しており、より短時間で検査結果等が報告されます。 

LCI光源による上部腫瘍性病変の拾い上げ 

 

 

 

 

 

 

 ※LCIとは…  Linked Color Imaging画像強調技術。 

  色調が変化した粘膜を認識する技術。 

白色光 ＬＣＩ  

 

パワーアップポイント！ 

電話か健診窓口にて事前にご予約ください 

【予約受付時間】  

※祝日を除く 

笠岡第一病院 健康管理センター 

 ０８６５ - ６７ - ５１１１ 

０８６５ - ６７ - ５２５２ ＦＡＸ 

電 話 

  土曜 ： ８時30分～12時30分 

月曜～金曜 ： 8時30分～17時30分 
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部署紹介 ～放射線科～ 放射線科 診療放射線技師 小橋 高郎 

 放射線科専門医 笹井医師が赴任され3年が経過しました。リアルタイムに近い状態で画像診断レポートが作成され、 

素早い治療方針決定へ移行する環境が整っています。カンファレンスによる症例検討においても画像診断の重要性を 

認識する機会が多く、我々の撮影技術や画像をチェックする力が求められていることを実感します。 

 2021年は4月に健康管理センターの移設に伴う装置の更新、さらに6月には新しいMRI装置の導入とマンモグラフィ 

装置の更新、8月には病院のCT装置の更新と環境が大きく変わります。特にMRI装置は健診部門での活用を大きな柱 

として計画しており、『痛くない乳がん検診』を取り入れ、6月の乳腺外来の移設も含めて女性が検査を受けやすい 

環境が整います。このため4月に女性技師を1名増やし、それぞれの検査にきめ細かい対応ができるように準備を進め

ています。 

 CT装置が新しくなることで、従来よりも被ばく線量を抑えて

撮影することが可能です。また今後は健診で大腸CT（CTコロ

ノグラフィ）が行えるような環境を整え、井笠地区での大腸が

んの早期発見という宮島理事長の目標に沿えるように準備を進

めています。 

 今後も笹井医師の指導の下、患者の皆様に優しく最適な画像 

診断が提供できるように研鑽を続けてゆきます。 

医療機材導入のお知らせ 放射線科 診療放射線技師 小橋 高郎 

 2021年4月より健康管理センターが当院に併設され、80列のCT装置

（キャノンメディカル Aquilion Lightning Helios）・X線TV装置・ 

一般撮影装置が更新されました。また同6月には笠岡第一病院に2台目の

MRIが新設されます。 

 この装置はフィリップス社製のIngenia 1.5T Evolutionで、さまざま

な最新技術が搭載されています。特に健診部門での活用を柱としており、

痛くない乳がん検診や全身をターゲットにしたMRI（Body Diffusion：

DWIBS法）によるがん健診が可能となります。 

 撮影環境も . MR（ドットエムアール）というコンセプトのもと斬新な 

デザインを導入し、室内の照明の工夫や検査中の動画鑑賞※1 といった 

患者の皆様に優しい撮影環境が提供できる予定です。現在使用している 

3テスラの装置との併用で、患者の皆様の病状にあった検査を行うことが

可能です。 

 さらに8月には病院の80列のCT装置（キャノンメディカルAquilion 

Prime SP）の更新も予定されており、昨今厳しくなっているCT検査の

被ばくに関しても、健康管理センターの装置とあわせて低線量・低被ば

くでの撮影が行えます。最新の医療器材が提供され、皆様に安心安全な

画像診断が提供できるように今後も頑張ってゆきます。 

※1 主に小児を対象にしています。頭部固定器具に鏡が付いており映像を見ることが出来ます。 

YouTubeによる動画配信「おうちで健康教室」の 

6月配信分 「ともに」健康な未来へ～新しい時代のMRI検査～では、 

実際の検査や検査室内の様子を動画も交えて、より詳しく紹介しています。 

※視聴方法については11ページをご覧ください。 
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【新入職員代表挨拶】 （入社式より抜粋） 医事課 小籔 利恵 

 理事長をはじめ諸先輩方からの心のこもった温かいお言葉や激励を頂戴し、

感謝の気持ちでいっぱいです。頂いた言葉を肝に銘じ、当院の一員として地域

のみなさんを支え、基本理念である豊かな健康を守り、人に地域に寄り添って

いけるよう全力を尽くしたいと思っています。 

 コロナ禍での医療のあり方も日々変化していく中で、次のステップへと歩み

ながら、適切な医療提供をしている先輩方の姿をみて、私たちも受け継いで 

いけるよう、日々精進してまいります。 

 社会へ一歩足を踏み入れたばかりの未熟

者ですが、先輩方にはご迷惑をおかけする

ことも多々あると思います。 

 一日も早く一人前の職員になれるよう努

力してまいりたいと思いますので、ご指導

ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

新入職員のご紹介  

 今年度、医師4名､看護師7名など28名の新入職員が仲間に加わり、4月12日時点で総

勢428名となりました。コロナ禍ではありますが、当院は密を避けた対面での入社式を

行い研修を頑張っています。どうぞよろしくお願いします。 

医師  門田 康孝 

藤井 研介 

新川 平馬 

田邉 綾 

看護師  塚原 綾香 

中林 詠子 

岡本 貴志 

小西 花苗 

岡森 麻由香 

田中 輝美 

村上 侑加 

事務 赤迫 圭太 

森谷 春香 

小籔 利恵 

臨床検査技師  岡部 美里 

診療放射線技師 渡邊 靖美 

臨床工学技師  宮本 悠平 

原 諄貴 

理学療法士   西尾 みさき 

小林 元彰 

徳井 大翔 

作業療法士   滝 壮一郎 

前田 航太郎 

管理栄養士   加瀨 有華 

健康運動指導士   戸田 駿也 

視能訓練士         臂 洸太郎 

内視鏡検査アシスタント 大内 公一 

診療アシスタント 出原 真由美 

大石 育美 

＼ よろしくおねがいします ／   
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【担当診療科】 整形外科 医長 門田 康孝
かど た  や す たか

  

【資格】 日本整形外科学会専門医 

 日本リウマチ学会専門医 

 日本整形外科学会認定リウマチ認定医 

【出身地】 高知県  【趣味】 バレーボール、数学 

【働いてみての感想】 海のすぐそばに病院があり、病棟やリハビリ室から 臨む景色に心癒やされながら

日々診療しています。 

新任医師紹介 

 2021年4月より整形外科に勤務することとなりました門田康孝です。2015年から2018年の3年間勤務して

いた当院で再度、診療に当たることとなりました。患者様から「また、お願いしますね！」と、声をかけてくだ

さり、覚えていただいていたことを嬉しく感じています。 

 診療では、手・上肢の外科、一般外傷、整形全般について診察をしております。整形外科は運動器全般を扱う

診療科であり、運動器は生活を支える大きな柱です。運動器の障害は当たり前に行なっていた日常生活の動作を

損なってしまいます。人生100年時代と言われる現代において、元気に、笑顔で生きていくためには運動器診療

は非常に重要な役割であると思います。この地域の皆様の運動器を支える一助となれるように、日々の診療に取

り組んでいく所存です。なにとぞ、よろしくお願い致します。 

【担当診療科】 外科 医長 藤井 研介
ふ じ い  け ん す け

   

【資格】 日本外科学会外科専門医  日本消化器病学会消化器病専門医 

 日本消化器外科学会消化器外科専門医 

 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 

 日本乳癌学会乳腺認定医  日本がん治療認定医機構がん治療認定医 

 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 

【出身地】 岡山県笠岡市  【趣味】 サッカー、フットサル 

【働いてみての感想】 すばらしい環境と設備のもと、みんな活き活きと働いてると感じました。 

今後も個人と組織でしっかり目標をもち、お互い刺激しながらよりよい医療を目指していきます。 

 2021年4月より笠岡第一病院で診療させて頂いております、藤井研介です。大学から大阪に渡り、卒後11年間、主

に外科（消化器）と救急科で診療を行って参りました。高齢化やコロナ禍などありますが、地元笠岡で向き合うべき医療

を真剣に考え、皆様のニーズにお応えできるように頑張ります。 

 消化器領域では胃・大腸カメラ、手術、化学療法、緩和治療まで一貫して行います。がんなど悪性疾患に関して適切な

検査と診断のもと、一人一人に合った治療を一緒に考え解決のお役に立てたらと思います。また、胆石症や鼠径ヘルニア

（脱腸）などに対しても腹腔鏡下手術、痔(ぢ)に対しては硬化療法、といったより侵襲の少ない手術も行いますので良性

疾患に関してご相談ください。 

 救急領域では消防や基幹病院との連携を図り、迅速かつ正確に診療を行うことを心掛けます。笠岡第一病院の救急科の

医師を中心に、地域の皆様の安全と健康に取り組んで参ります。これからどうぞよろしくお願いいたします。 

  常勤医師 

  常勤医師 

 【小児科】 原 成未 （月曜日午前） 

【小児科】 近藤 篤史 （第2・4火曜日午後・水曜日午後交代） 

【小児科】 平場 敬之 （第2・4火曜日午後・水曜日午後交代） 

非常勤医師 
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【腎臓内科】 近藤 恵 （月曜日/タカヤ クリニック第1・3金曜日） 

【腎臓内科】 平野 憲 （タカヤ クリニック木曜日・第1土曜日）  

【麻酔科】 谷野 雅昭 （水曜日午後：手術） 

【消化器外科】 上野 綸 （木曜日午後：手術）  

【消化器内科】 葉 祥元 （木曜日午後） 

【血液内科】 竹内 麻子 （金曜日午前）  

【神経内科】 柚木 太淳 （第1・3土曜日午前） 

【神経内科】 山下 徹 （第2・4土曜日午前） 

【循環器内科】 難波 悠介 （第3・4土曜日午前） 

【担当診療科】 救急科・内科  田邉 綾
た な べ  り ょ う

   

【出身地】 岡山県笠岡市  【趣味】 ラジオ、お笑い、症例報告 

【働いてみての感想】 何より院内からみえる瀬戸内海の景色に日々癒されています。

笠岡第一病院をより良い病院にできるようスタッフの一員として努力します。 

2021年4月より笠岡第一病院で救急科として勤務を開始しております田邉綾と申します。生まれ育った笠岡

の地で、「命に関わる病気」に対して「速やかに正しい治療」を住民のみなさまに提供したく、この度倉敷中央

病院救急科より異動して参りました。みなさまの「万が一」の時にお力添えできるよう日々精進しております。 

専門は救急科ではありますが、内科、麻酔科、外科、小児科と幅広く診療にあたっています。命に関わらない

小さな悩みでも、解決のお手伝いをさせていただきます。何科を受診すればよいのかわからない時は、「救急

科・内科 田邉」をお選びください。 

若輩者ではありますが、みなさまにより沿った医療を提供します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【担当診療科】 泌尿器科 新川 平馬
に い が わ  へ い ま

   

【出身地】 大阪府富田林市  【趣味】 ドラム、エレキベース、釣り、料理 

【働いてみての感想】 初めての市中病院での勤務、常勤泌尿器科医が自分を含め 

2人と言うこともあり、最初は不安なことばかりでした。しかし、いざ働いてみると科を越え

て相談がしやすく、他職種との連携もスムーズで安心して仕事ができています。 

 令和3年4月より泌尿器科医師として勤務しております、後期研修２年目の新川 平馬（にいがわ へいま）と 

申します。以前までは川崎医科大学附属病院に勤めておりました。大学では主に病棟業務や手術に携わっており

ましたが、当院ではそれに加えて患者様の訴えに真摯に対応できるよう、外来でも日々研鑽を積みたいと考えて

おります。 

 泌尿器科領域において入院外来問わず排尿困難を訴える患者様は多いかと思われます。対応に困った場合は、

是非気兼ねなくご相談下さい。もちろん、血尿やデリケートな悩みにも対応致しますので、気軽に声をかけて 

頂ければと思います。まだまだ未熟なところも多いかと思われますが、患者様に優しい治療ができるよう精進致

しますので、何卒よろしくお願い致します。 

非常勤医師 

  常勤医師 

  常勤医師 
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 2月17日から医療従事者を対象に新型コロナワクチンの先行接種が始まりました。 

当院でも病院職員を対象に3月16日から1回目の接種を開始し、4月15日に2回目の 

接種を無事終了しました。引き続き、当院以外の医療従事者に対する接種や高齢者施

設の入所者に対する接種、そして5月17日から一般の高齢者に対する接種も開始して 

います。この地域で使用できるのはファイザー社製のワクチンの１種類のみです。 

このワクチンは21日間隔で2回接種が必要で、通常左上腕部の筋肉内に接種します。

そして、有効性は95%といわれています。  

 

 

 このワクチン接種によるさまざまな副反応が報告されていますが、いずれも1～2日間

で自然軽快します。まれにアナフィラキシーといわれる重い副反応が報告されています

が、適切な処置をおこなうことで対処可能です。このワクチン接種を受けた方は、副反応

の有無の確認のため接種後15～30分間、様子観察します。 

※アナフィラキシーとは 

アレルギーの原因物質に接したことで極めて短い時間のうちに複数の臓器や全身にあらわ

れるアレルギー症状（発疹やじんま疹、呼吸困難や喘鳴、血圧の低下、腹痛や嘔吐など）  

  

 

● 心臓血管系疾患、腎臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者 

● 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者 

● 過去にけいれんの既往のある者 

● 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

● 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 

※「基礎疾患を有する者」に関し、抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者については、

 接種後に出血又は挫傷があらわれることがあり、接種要注意者に該当することに留意。 

※  基礎疾患などがあり治療を受けている方は、かかりつけ医や主治医に接種が可能かの確認をしておいて下さい。 

 

 

● 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で該当予防接種を行う必要がないと認められる者 

● 明らかな発熱を呈している者 

● 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

● 当該疾患に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 

● 上記に該当する者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

 

 岡山県では高齢者を対象に5月10日から、インターネットや市町村コールセンターを通じて「岡山県共通予約シス

テム」を利用した予約が、5月17日からは接種が始まっています。 

 その後、ワクチンの供給量や地域の実情などを踏まえて、基礎疾患のある人、さらにそれ以外の人に対して順次、

接種が開始される予定です。 

〈ファイザー社添付文書などから作成〉 

  新型コロナワクチン接種について 呼吸器内科 医師 中村 淳一 

主な副反応 頻度 

注射部位の痛み 84.3％ 

疲労感 62.9％ 

頭痛 55.1％ 

筋肉痛 37.9％ 

関節痛 23.7％ 

発熱 14.8％ 

アナフィラキシー 0.0011％ 

アナフィラキシー とは…  アレルギーの原因物質に接したことで、極めて 

短い時間のうちに複数の臓器や全身に現れるアレルギー症状 

（発疹やじんま疹、呼吸困難や喘鳴、血圧の低下、腹痛や嘔吐など） 

  ワクチンの 副反応 について 

  ワクチン接種 要注意の方 

  ワクチン接種についての問い合わせ・予約について 

  ワクチン接種に 不適当な方  

6月末現在、当院では、直接、予約は受付しておりません。 

お問い合わせは各市町村のコールセンターに連絡して下さい。今後、対象者によって変更になる可能性があります。  
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 当院では2020年5月の奈良県立医科大学の「オゾンによる新型コロナウイルス

不活化を確認」の発表を受け、オーニット社製の高濃度オゾン発生装置を導入 

いたしました。 

 この研究では、新型コロナウイルスをオゾン濃度6ppmで約1時間曝露した 

ところ、その1/1,000～1/10,000まで不活化したことが確認されております。 

 この高濃度オゾン発生装置を有効に活用し、当院での新型コロナウイルスの 

クラスター発生を防いでいきたいと考えております。 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、人工透析センター、タカヤクリ

ニックの両施設で感染防止に努めてまいりました。透析治療では同室内

で多くの人数が同一時間帯で透析を受ける環境になり、感染の危険 

性が高まります。透析室の入室前には患者様、スタッフとも体温測定、

手指消毒の徹底、透析開始前の待ち時間・開始時間帯の分散を図って 

います。 

 感染が疑われる患者や感染者では、通常の透析室と隔てられた透析 

隔離室での透析が必要となります。元々、透析隔離室には2床の透析装

置が設置されており、様々な感染の高い症例に対し透析を行っていまし

た。新型コロナウイルス感染防止の取り組みとして、2020年9月に 

透析隔離室にHEPAフィルター搭載陰圧クリーンブースを1台設置しま

した。このHEPAフィルター搭載陰圧クリーンブースは透析治療に携わ

るスタッフにとっても感染防止、業務負担の軽減にも貢献しています。 

 当院人工透析センターは岡山県医師会透析医部会から、2020年12

月に軽症ないし中等症の新型コロナウイルス感染透析患者の受け入れ 

病床の指定を受けています。岡山県南西部では新型コロナ 

ウイルス感染透析患者受け入れ病床は9床 

（2020年3月31日現在）しかなく、その 

うちの2床を当院が担っています。 

 他医療機関からの透析患者受け入れ体制も 

整えています。 

当院で設置する箇所 

■ 検体検査室 

■ 手術室①②③ 

■ 泌尿器科処置室 

■ 人工透析センター 

■ 小児科点滴室 

■ 小児科処置室 

■ 中央材料室 

人工透析センター感染への取り組み 

オゾン発生装置導入のお知らせ 法人事務局 友国 雅也 

Ｑ：オゾンって何？ 

オゾンは強力な酸化能力を持ち、脱臭・殺菌等に効力を発揮します。優れた

殺菌能力を持つにも関わらず有害な残存物を残さず、時間が経過するととも

に酸素へ変化していくという特性を持っています。また、気体なので私たち

が清拭できない部屋の隅々まで均一に殺菌することができます。 

Ｑ：オゾンは新型コロナウイルスにしか効かないの？ 

オゾンは新型コロウイルス以外にもインフルエンザウイルスや 

ノロウイルスなど感染率が高く、毒性の強いウイルスにも効果が

確認されております。また、オゾンの耐性菌が出た、という報告

もないため病院では強い効果を発揮するものと期待しています。 

隔離室：陰圧クリーンブース 

通常の人工透析センター 
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【管理栄養士の健康レシピ】 

簡単 サバ缶でさっぱり冷や汁 

栄養量 
(1食分) 

エネルギー タンパク質 脂質 食塩相当量 

199ｋｃａｌ 17.7ｇ 9.6ｇ 2.1ｇ 

【材料】 ２食分 

・サバの水煮缶 1/2缶（1缶190g） 

・木綿豆腐 1/2丁（1丁350g） 

・きゅうり 1/2本 

・ミニトマト 4個 

・いりごま 小さじ1/2 

・味噌  大さじ1 

・水 200ｍｌ 

最近の缶詰は常備食としても人気が高く、お手頃なものから高級なものまで幅広く見かける

ことが出来ます。そんな缶詰の中から今回はサバ缶を使って調理をしてみました。 

サバにはDHA（ドコサヘキサエン酸）、EPA（エイコサペンタエン酸）という「体に良い

油」が豊富に含まれています。DHA、EPAは脳の働きを高めたり、中性脂肪を低下させる 

働きや動脈硬化を予防する効果があります。 

手軽に食べられる缶詰を利用しながら、食事に取り入れてみましょう。 

豆 識 知 

あまり料理をしない方にも「作ってみたい」と思って 

いただけるよう、簡単で美味しいレシピを考えました 

栄養管理科 管理栄養士  池元 奈津子 

【作り方】 

①     豆腐の水気を切る。 

②     キュウリは包丁またはスライサーで薄切りにする。 

③     ミニトマトは1/4に、大葉は千切りにする。 

④     豆腐を、食べやすい大きさにくずす。 

⑤     味噌に水を少しずつ加えて伸ばす。 

⑥     ⑤にくずした豆腐とキュウリを入れる。 

⑦     サバ缶を食べやすい大きさにほぐし、加える。 

⑧     全体を混ぜ合わせる。 

⑨     皿に盛り、ミニトマト、大葉、いりごまをのせたら完成！ 

大葉の他にも みょうが、すりおろし生姜などの薬味 を入れるのも

さっぱりと食べられてオススメです。 

缶詰を使うことで火を使わずに簡単に調理することができます。 

夏にぴったりの冷や汁。食欲のない日などにぜひお試し下さい。 

 

栄養管理科 管理栄養士 池元 奈津子 
永年勤続表彰 2021年4月12日 

 永年勤続表彰は病院の日・看護の日に合わせて

毎年行われており、今年は20年表彰2名、10年

表彰10名、5年表彰14名の合計26名の職員が表

彰を受けました。 

20年 勤続 

松枝 由美 看護師 稲村 美穂 看護師 

10年 勤続 

山崎 恵    皮膚排泄ケア認定看護師 

塩谷 佳代 看護師 神原 真理子 準看護師 

中本 由起 臨床工学技士 俵 千紘       臨床工学技士 

藤江 祐輔 臨床工学技士 藤江 祐輔    臨床工学技士 

田中 睦樹 診療放射線技師 中山 佳子    理学療法士 

前田 晶子 歯科衛生士 土井 江莉奈 事務 

5年 勤続 小川 奈緒  作業療法士 妹尾 幸恵 病棟ｱｼｽﾀﾝﾄ 

秋田 三永子 看護師 黒木 梨砂 臨床工学技士 森 京子   介護福祉士 宮本 明美 病棟ｱｼｽﾀﾝﾄ 

田口 早希  看護師 齋藤 教子 理学療法士 髙橋 美佐子 病棟ｱｼｽﾀﾝﾄ 勝田 伴果 病棟ｸﾗｰｸ 

松田 直子  看護師 藤井 結花 理学療法士 兼武 由美  病棟ｱｼｽﾀﾝﾄ 小野 奈美 事務 
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 広報誌作成中に桜が終わり、初夏の季節になりました。 

新型コロナウィルスに対して社会全体で立ち向かって

います。それぞれの立場で、できることを行い、健康

と笑顔を保って欲しいと思います。自分はインライン

スケートで体力を維持しています。1人風を切って進

むのが魅力です。 

 適度な運動は、ストレス解消にもなりますので皆様

好きな運動をしてみてはどうでしょうか。 

編集：毛受 裕貴・山田 恵 

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 

日本麻酔科学会麻酔科認定病院 

 サ－ビス向上委員会ではYouTubeによる健康情報の動画配信「おうちで健康教室」を開設しています。 

パソコン、タブレット、スマートフォンから、見たい時に、いつでも、どこでも、自由に視聴することが 

できます。毎月定期的に動画を配信致しますので、ご家庭で過ごされている皆様の健康増進と気分転換に 

ぜひご活用下さい。皆様からご意見やご要望を頂き、今後よりよいものにして参りたいと考えております。 

【第1部】健やかな生涯につながるライフステージに

 合わせた運動習慣の獲得について 

【第2部】健やかな生涯につながるライフ 

 ステージに合わせた運動の実践 

2020年12月配信 

【第1部】下肢静脈瘤って思ったら？ 

     ～自己チェックしてみましょう～ 

      血管外科 看護師 

【第2部】下肢静脈瘤に対する体に優しい治療 

      血管外科 松前 大 医師 

お薬に対する不安解消 

  薬剤師からみなさんにお伝えしたいこと 

  ～お薬手帳や薬剤師活用方法～ 

     薬剤管理科 薬剤師 

   めまい入門 －良性発作性頭位めまい症－ 

    脳神経外科 渡辺 明良 医師 

負担の少ない新しい検診 

  ～大腸・乳腺～   

   画像診断センター 診療放射線技師 

鼻呼吸と口呼吸 どっちがいいの？ 

  ～口呼吸、お口ポカンの弊害～ 

     歯科 坂本 隼一 医師 

「ともに」健康な未来へ  

  ～新しい時代のMRI検査～   

   画像診断センター 診療放射線技師  

 Withコロナ時代における運動不足に要注意！ 

      リハビリテーションセンター 

        理学療法士 高橋 正弘 

2021年1月配信 

2021年2月配信 2021年3月配信 

2021年4月配信 2021年5月配信 

2021年6月配信 2021年7月配信予定 

視聴方法 

笠岡第一病院のホームページ 

http://www.kasaoka-d-hp.or.jp  
おうちで健康教室のページより視聴して下さい。 

こちらの二次元バーコード 

を読み取って視聴して 

下さい。 

携帯電話・スマートフォンの場合 パソコン・タブレットの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院の状況 
（２０２１年５月）  
平均在院日数 

一般病棟 
１１.１日 

地域包括ケア病棟 

１８.０日 

病床利用率 
６１.３％ 

 
１日あたり 

外来患者数 
５１４名 

file://KASAOKASRV4/media/12_情報室/おうちで健康教室/2020_12/完成/2020_12-1.mp4
file://KASAOKASRV4/media/12_情報室/おうちで健康教室/2020_12/完成/2020_12-1.mp4
file://KASAOKASRV4/media/12_情報室/おうちで健康教室/2020_12/完成/2020_12-2.mp4
file://KASAOKASRV4/media/12_情報室/おうちで健康教室/2020_12/完成/2020_12-2.mp4


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

原田
阿曽沼
大木

宮島厚

浦川
森元
田邉

原田
（予約制）

大木
西

3:00～

宮島厚

原田
田邉

中村淳
宮島厚

越後谷
（第2・4）

西
3:00～

宮島厚
3:00～5:00(予約制)

原田
3:00～5:00(予約制)

担当医

循環器 浦川 阿曽沼 浦川 阿曽沼 阿曽沼 浦川

呼吸器 中村淳 中村淳

消化器 ◇藤井 ◇藤井 葉 ◇藤井

肝　臓 森元
(予約制)

森元
(予約制)

森元
(予約制)

糖尿病
内分泌

濱本 濱本 濱本
濱本

（第3のみ）
(完全予約制)

大木 大木 西 西

林 10:00～
アレルギー

外来

湯本
発達･健診

林
アレルギー

外来

赤池(第2)

発達
(予約制)

大野(第4)
小児循環器

(予約制)

林
アレルギー

外来

宮島裕
（第2･4）
肥満･OD

赤池(第3)

小児神経
(予約制)

小谷 藤井 小谷 藤井 小谷 藤井

松前 松前 松前

岡
3:00～

◆小坂
外傷･褥瘡対応
(完全予約制)

牟禮
3:00～

◆小坂
外傷･褥瘡対応
(完全予約制)

鈴木 鈴木
3:15～

渡辺明
渡辺明

(2:00～3:00検査)

榎本
9:15～11:30

渡辺明 渡辺明
(2:00～3:00検査)

渡辺明

八木
(第1･3･5)9:15～

渡辺明
(第2・4)

八木
(第1･3･5)～4:15

水野 水野 水野 池田賢

渡邊逸 渡邊逸
(2:00～3:00検査)

渡邊逸 検　査 渡邊逸 渡邊逸
(2:00～3:00検査)

渡邊逸
渡邊逸

(完全予約制)

渡邊逸
(第1･3･5)

渡邊一
(第2･4)
9:30～

門田
(完全予約制)

* 橋詰
(完全予約制)

小坂
9:30～

(完全予約制)

* 橋詰
(完全予約制)

門田
(完全予約制)

小坂
(完全予約制)

* 橋詰
(完全予約制)

菊岡
(第3のみ)

山崎
(完全予約制)

* 橋詰
(完全予約制)

小坂
(完全予約制)

* 橋詰(第1･3)
(完全予約制)

小坂(第2･4)
(完全予約制)

担当医(第5)
(完全予約制)

野村
9:00～11:00

緒方

坂本 坂本
1:30～

田中祐
田中祐
1:30～

坂本 坂本
1:30～

坂本 坂本
1:30～

坂本 坂本
2:30～

西田
偶数月 月1回

月曜日(不定期)

赤木 火曜日

奥田 水曜日

中村淳 水曜日

村上 第1・3水曜日

浦川 木曜日

山本 木曜日

難波良 第1木曜日

渡辺明 木曜日

竹内 金曜日

中村一 第1･2土曜日  

難波悠 第3･4土曜日

種本 月1回土曜日(不定期)

柚木 第1･3土曜日

山下 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

湯本
(発達･健診)

若林

宮島裕

八代
9:30～

森田啓

内
　
　
科

内視鏡(予約)

小 児 科★

宮島裕

原
9:30～

森田啓

湯本
(第1･3･5)

尾内
(第2・4)

寺田
小原

寺田
森田啓

寺田
(第1･2･4･3偶数月)

森田啓(第1･3･5)

宮島裕
(第2・3奇数月)

湯本(第4・5)

外　　科

血管外科

形成外科

脳神経外科

森田啓

湯本～4:00

宮島裕4:00～

川大医師
(第2・4)

森田啓

湯本
池田恵
9:30～

寺田
2:00～4:00
予防接種

宮島裕
（第1・4）

4:00～肥満外来

川大医師

寺田
宮島裕

泌尿器科
古川
海部

検　査 新川 検　査 古川 検　査 新川 検　査 大平

皮 膚 科

眼　　科

整形外科

*手外科･上肢外科

乳　腺
甲状腺外科

歯　　科
(完全予約制)

◆　専　門　外　来　◆

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

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 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

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

心臓血管外科 午前9:30～12:00

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

血液内科（予約制） 午前10:00～12:00

心不全外来
午前9:00～12:00

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。
◇藤井研介医師は外科での受付となります。

2021年6月1日～

＜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）

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


