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当院では、地球温暖化防止及び省エネルギー対策の一環として、事務所内の温度を 28℃程度に設定いたしますととも
に、以下の期間におきまして、クールビズ運動を実施させていただきます。この間、原則軽装（ノーネクタイ、ノージャ
ケット等）での勤務となりますので、何とぞご理解たまわりますようお願いいたします。
実施期間：2015 年 5 月 1 日(金)～9 月 30 日(水)終了予定

特集
・
「わが街健康プロジェクト。
」第 8 回講演会の呼び掛けをしました。
・特集 プレイバック公開医療介護講座（27 年 6 月）
「知っておきたい！！介護保険のおはなし」
トピックス等
・医療機器安全管理委員会主催「NPPV を学ぼう」院内研修会
・地域医療連携室発「七夕プロジェクト－2015－を開催しました」
・
「夏の節電対策－ムリ・ムダ・ムラをなくして、できることから始めよう！－」
・食材の底力～ゴーヤ～
・身近にある法律相談 Q＆A（第 6 回） お隣の土地の通り抜けについて。
・ようこそ！！オープンギャラリー「癒しの空間」へ
・優良防火管理者表彰について
・イングリッシュガーデンの鉢植え
・外来診療予定表、公開医療介護講座のご案内、当番医のお知らせ
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「わが街健康プロジェクト。」第 8 回講演会の呼び掛けをしました。

7 月 15 日(水)18:30 より約 15 分間、FM くらしき自社制作番組「夕方ワイ
ドくらもん」に「わが街健康プロジェクト。」宣伝部隊として、チクバ外科胃腸
科肛門科病院 地域医療連携室 井上智仁氏と当院 地域医療連携室
野田祥平 が生出演しました。
お二人とも生放送での出演ながら緊張感を感じつつも、パーソナリティ
を務められた杉本香子さんとのクロストークを楽しんでいるようでした。当日
は、数少ない応援部隊も駆けつけ、場を盛り上げることができたのではと思
います。
「わが街健康プロジェクト。」は、倉敷中央病院をホストとした倉敷市内１7
の医療機関が連携して、「わが街健康サポーター」を育成するものです。
3ヵ月に１度行われる講演会に参加して、テーマへの理解を深め、それ
を周囲に伝えていくのが役割です。プロジェクトは平成25年11月に始まり、
健康寿命や骨折予防、認知症、熱中症などをテーマにこれまでに7回、
医師をはじめとするコメディカルが講演してきました。市内外を問わず誰
でも参加でき、第7回開催までに延べ1,000人以上
の実績があります。
講演会に一定程度参加された方々は、地域医
療における問題意識を持っていただくため、その問
題点を共に考え深める「サポーターズミーティング」、
地域医療の現状などを広める「講演会企画・レポ
ート提出」などのステップへと段
階的に進んでいただきます。
講演会の参加回数によって三
つのランクを設定し、講演会 3 回
受講で「ブロンズ」▽計 6 回受講
し、ミーティングに 2 回参加すると
「ゴールド」▽講演会企画・レポー
ト提出を 2 回、ミーティング出席
計 4 回で「プラチナ」−−とランクア
ップ。現在、183 名のブロンズサ
ポーターが認定されています。今
後も多くの方々にご参加いただく
ため、健康測定や健康相談・介護

生放送でのワンシーン (左から井上さん、野田さん、パーソナリティ杉本さん)
三井アウトレットパーク倉敷「FM くらしきあいらぶスタジオ」にて

相談・お薬相談などの健やかブースやリハビリ体操も設けております。
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（地域医療連携室係長 安田浩二）

特集

プレイバック公開医療介護講座（27 年 6 月）

「知っておきたい！！介護保険のおはなし」
6 月 25 日（木）午後 2 時から、当院多目的ホールにおいて公開医
療介護講座“知っておきたい！！介護保険のおはなし”を開催いた
しました。
講師はケアプランセンター児島中央ケアマネジャー（介護支援専
門員）の宮本 由合子が務めました。
地域の方々をはじめ、
入院患者さま、そのご家
族さまを含む総勢 24 名の
方にご参加いただきまし
た。
介護保険そのものに関
ケアプランセンター児島中央ケアマネジャー
（介護支援専門員）の宮本 由合子（右）

する解説に加えて、介護
保険申請の流れから認定
を受け、利用できるサー

ビスの紹介や訪問介護、居宅介護支援（ケアマネジメント）など具
体的な事例を織り交ぜての講座内容でした。
後半では、福祉用具購入から住宅改修までの流れを資料や福祉用
具をもとに分かりやすく解説していただきました。講座終了後もご来院のみなさまで実際に福祉用具にふれ、
その使用感を確認したりしていました。

次回の公開医療介護講座
・8 月 12 日（水） 14 時より
健康紙芝居「おしえて！ももたろう」
講師：川崎医療福祉大学 医療福祉デザイン学科
ホスピタルデザイン専攻 学生
・9 月 24 日（木） 14 時より
「誰にでもできる！一次救命講習」
講師：地域医療連携室 野田 祥平
（日本救急医学会認定ＩＣＬＳコースインストラクター）

公開医療介護講座にご来院の方には“いきいき健康ノート”をお渡ししています。
本講座では、看護師による血圧測定やケアマネジャーによる介護相談も行っていますので、日ごろの健康管
理にお役立てください。
また講座に 3 回参加されますと粗品をご用意しております。
皆様、お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

（地域医療連携室 田邉絵理奈）
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医療機器安全管理委員会主催

「ＮＰＰＶを学ぼう」院内研修会
平成 27 年 7 月 8 日（水）17 時 15 分から多目的ホールにて、医療機
器安全管理委員会主催の「NPPV を学ぼう」院内研修会を開催しました。
NPPV（非侵襲的陽圧換気）とは人工呼吸器による換気補助の一種で、
気管チューブの挿管や、気管切開することなくマスクを介して換気を行
う治療法で、患者さんにやさしい人工呼吸療法です。また、NPPV は在
宅でも使用できるため、最近ますます注目されてきています。
当院は、4 月より着任された内科山本真也先生のご指導の下、NPPV
療法を積極的に取り入れています。今まで NPPV 療法の知識はあって
も実際携わったことのないスタッフもいたため、業務時間外にもかかわ
らず、様々な部署から 82 名の参加者があり、その関心の高さが伺えま
した。
今回は、NPPV の適応疾患、導入の実際とマスクフィッティング、
アセスメントなどについて研修を行いました。研修会終了後には、実際
の機器に触っていただきながら、日頃の疑問などを活発に聞かれる姿が
見受けられました。
参加者からは、
「とても分かり易い説明でよく理解できた」「NPPV は
初めて見たので、説明を聞くと理解が進んだように思う」と言う声の反
面、「呼吸器の知識があまりないので、細かいところまで理解出来なかった、何回かに分けて教えてほしい」
「日を改めて病棟ごとに個別に講義してほしい」など研修時間内だけでは足りなかったという意見も多くあり
ました。当院では、人工呼吸器を ICU でしか扱ったことがなく、日頃から人工呼吸器に携わらないスタッフ
もいるため、今後も病棟ごとに研修を行っていくなどし、NPPV の知識向上に努めていきたいと思います。
（医療機器安全管理委員会（臨床工学科）藤原香）

地域医療連携室発

「七夕プロジェクト

-2015-

を開催しました」

例年恒例となりました季節企画『七夕プロジェクト』は、今年度も 7 月 1 日より約 4 週間に渡り、1 階受付
ロビーとリハビリセンターに設置しました。
これは、入院中・通院中の患者さまやそのご家族に少しでも元気を取り戻していただこうという思いから始
まった企画で、近隣の山間から竹笹を用意し、七夕にちなんだ飾り付けをみなさまに施していただくようにセ
ッティングしました。
≪飾り付け短冊より≫
〇『早く元気になって家に帰れますように』
〇『じいじがはやくたいいんできますように』
〇『おとうさんリハビリがんばって元気になりましょうね』
〇『家族みんなが元気で笑ってすごせますように』
〇『おいしゃさんになれますように』
〇『優しい看護師になれますように』
〇『福祉の勉強がもっと学べますように』
〇『いつまでもみんなが元気でいられますように』

「病気や怪我をした人たちが早く治るように」との思いが込められた飾り付けは、患者さまや御見舞いに来
館された方々からは、「季節感があって癒される。」と好評でした。
期間中は、みなさま方に多くの願い事を短冊にしたため、思い思いに飾っていただきました。
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お一人おひとりの願い事が、どうか叶いますように。

（地域医療連携室係長 安田浩二）

「夏の節電対策―ムリ・ムダ・ムラをなくして、
できることから始めよう!－」
今年の５月に経済産業省は、猛暑となるリスク、直近の経済成長の伸び、企業や家庭における節電の定着
などを織り込み、老朽火力の最大限の活用を前提として、いずれの電力管内でも電力の安定供給に最低限必要
な予備率３％以上を確保できるとしています。
しかし、これは関西電力と九州電力管内が単独では予備率３％が確保できないため、他の地域からの受電を
しなければならないという厳しい状況を前提としており、中国電力管内では、2010年度最大電力比を節電の定
着分としてマイナス３．７％の節電を目安としています。
当院としては今まで当院本部省エネ対策室等と連携して、地球温暖化防止や省エネルギー対策に取り組んで
きています。今年は例年よりも２週間はやい５月１日からクールビズも始めました。組織として取り組むこと
は当然ですが、大切なのは職員一人ひとりの意識です。
今年も「ムリ・ムダ・ムラをなくして、できることから始めよう!」をスローガンに、経済産業省が医療機
関用に示した夏季の節電メニュー（※以下に掲載）を出来うる範囲で、継続可能な形で、かつ積極的に活用し
ていきたいと考えています。

（事務長 山田達也）

「夏季の節電メニュー（医療機関）」経済産業省（２７．５）〈抜粋〉
５つの基本アクションをお願いします
照明

・事務室の照明を半分程度間引きする。
・使用していないエリア（外来部門、診療部門の診療時間外）は消灯を徹底する。
・病棟、外来、診療部門（検査、手術室等）、厨房、管理部門毎に適切な温度設定を行う。

空調

・使用していないエリア（外来部門、診療部門の診療時間外）は空調を停止する。
・日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。

メンテナンスや日々の節電努力もお願いします
・従来型蛍光灯を、高効率蛍光灯や LED 照明に交換する。（従来型蛍光灯から Hf 蛍光灯又は直管形 LED
照明

照明に交換した場合、約４０％消費電力削減。）
・病棟では可能な限り天井照明を消灯し、スポット照明を利用する。
・フィルターを定期的に清掃する（2 週間に一度程度が目安）。

空調

・搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流出を防止する。
・電気以外の方式（ガス方式等）の空調熱源を保有している場合はそちらを優先運転する。
・調理機器、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。

コンセント
動力

・電気式オートクレーブの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。
・電気式給湯器、給茶器、温水洗浄便座、エアタオル等のプラグをコンセントから抜く。
・自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時期の延長等を行う。

～ゴーヤ～
夏野菜としても有名ですが、苦いことでも評判のゴーヤ！キュウリや
トマトの 5 倍以上のビタミン C を含み、加熱してもそのビタミン C は壊
れません。苦み成分には、食欲増進・肝機能を高める・血圧を下げると
いった効果もあります。苦みが苦手な方は、塩もみしてサッと熱湯をか
けると苦みが抜けるのでぜひ試してみてください！！
<栄養管理科>
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身近にある法律相談Ｑ＆Ａ（第 6 回）

お隣の土地の通り抜けについて。

Ｑ

私の家は山に面した奥まったところにあり、昔から代々お隣の土地を通らな
いと行き来できません。今は軽自動車で通行しているので特に問題ないのです
が、出来ればこの先の事を考えると普通車で通行できる位の道幅にして貰えればと思っています。
普通車の通行に障害になるのは大きな松の木だけなのですが、お隣にこの松の木を切るように
お願い出来るものなのでしょうか。ちなみにこの辺りは昔、田畑でしたが、宅地化が進み、賃貸
の駐車場もないので、誰か個人的に土地を借りて普通車を駐車するしかありません。

Ａ

お願いは可能。お隣との話し合いによる合意が望ましい。

お隣の土地を通行することは，お隣との合意があれば可能です。お隣に松の木を切るようお願いするというの
は，合意による通行権（通行地役権といいます。
）について，普通車の通行が可能となるよう話し合いをするとい
うことになり，お隣と合意することができれば，松の木を切ってもらうことができます。
他方，相手方と合意ができない場合であっても，普通車の通行を前提とする通行権（囲繞地通行権といいます。）
が認められる場合があり，これを前提に松の木を切るよう求めることも考えられます。囲繞地通行権は，公道に
通じない土地を死蔵させないという社会的要請により認められるもので，普通車による囲繞地通行権が認められ
るかどうかは，
（ア）普通車による通行を認める必要性，
（イ）周辺土地の状況，
（ウ）普通車による通行を前提と
する囲繞地通行権が認められることにより土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断されること
になります。
本件では，周辺に駐車場がなく，普通車を利用する場合は他に土地を借りなければならないといった事情（イ）
と，松の木を切ることにより受ける不利益の大きさ（ウ）が判断のポイントになると思われますが，現在軽自動
車の利用で問題がないということであれば，認められる可能性が必ずしも高いとはいえません。
お隣の方との関係は今後も継続していくでしょうから， 森脇法律事務所
南本 一志（右上写真）
松の木の切除に関する償金の支払い等の条件を用意して， 弁護士
〒700-0816 岡山市北区富田町一丁目２番１３号
お隣との合意ができるよう話し合いを持ちかけるのが
TEL：086-226-1215 FAX：086-226-1239
よいのではないでしょうか。
MAIL： info@moriwaki-lawoffice.com

ようこそ!! オープンギャラリー

「癒しの空間」へ

今回の「癒しの空間」はリサイクルをテーマに展示をしています。
3 枚の風景画は、フリーマーケットで購入したパズルです。ダンボールで作成した額縁に入れて飾りました。
ペンギンや波はペットボトルで作りました。爽やかなブルーでまとめた「癒しの空間」で、皆様に少しでも涼
しさを感じていただければと思います。
（外来スタッフ一同）
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優良防火管理者表彰について
3 月下旬、児島消防署より｢児島中央病院の防火管理者である総務課長の私を優良防火管理者として表彰し
たい｣との連絡がありました。表彰理由は長年に渡って消防避難訓練の実施、消火技術訓練大会への参加、消
防設備の維持管理などに取組んでいる当院に対し、施設を代表して防火管理者を表彰するとのことでした。
表彰は、平成 27 年 4 月 23 日(木) 14：00 児島消防署 3 階にて開催される、倉敷市防火協会児島支部総
会の席において執り行なわれました。
当日は児島自立支援センターひまわりが優良会員事業所表彰、㈱ホテル金波鷲羽ハイランドホテルが消火技
術訓練大会出場表彰、そして旧野崎家住宅と当院が優良防火管理者表彰を受けました。
私個人としては畏れ多いことと思いましたが、当院の日頃からの防火管理の取り組みに対する評価と理解し、
謹んでお受けしました。
病院という公的な施設との認識を持って、今まで以上に防火管理体制の充実を図り、不測の事態に備える所
存でありますので、今後とも、よろしくお願いいたします。

（防火管理者 総務課長 野村昭夫）

イングリッシュガーデンの鉢植え
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平成2 7 年8 月1 日現在
診療科

診療時間
午前

８：３０～１２：００

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

山本真也

井関裕義（禁煙外来）

大貫敬三

鏡原康介

大貫敬三

井関裕義

木村泰彦

内科

（内科系）

午後

１３：３０～１７：００

夜診

１８：００～２０：００ 内科系医師
８：３０～１２：００

呼吸器内科

午後
午前

１３：３０～１７：００
８：３０～１２：００

胃腸内科

午前

８：３０～１２：００

大貫敬三

午前

８：３０～１２：００

古山輝将

※②循環器内科

午後

総合診

午前

８：３０～１２：００

午後

１３：３０～１７：００

午前

８：３０～１２：００

小児科

１３：３０～１４：３０

午後夜診

１５：３０～２０：００
８：３０～１２：００

午前

外科

（外科系）

整形外科

午後

夜診
午前

※①井原章裕

山本真也

（9：00～12：00）

木村泰彦

山本真也

木村泰彦

井原章裕

内科系医師

内科系医師

内科系医師

内科系医師
中山富雄

池田征樹

中山富雄
非常勤医師

鏡原康介

福原健三

※⑤玉田智子 ※②第1・3・5

鏡原康介

福原健三

阿部公亮

16：30受付終了

9:00～11:30

古谷 保
中島英和

中島英和

中島英和

中島英和

予防接種・アレルギ－ 予防接種・乳幼児健診 予防接種・アレルギ－

乳幼児健診
中島英和
宮本善文

アレルギー・検査日

（13:30～17:00）

中島英和

中島英和

予防接種・アレルギ－

予防接種・アレルギ－

乳幼児健診

乳幼児健診

乳幼児健診

中島英和

中島英和
宮本善文

中島14：30～17：00

院長 田邉秀幸 院長 田邉秀幸

※③9：30～12：00

8:30～10:00

宮本善文
第1・4

院長 田邉秀幸

※③岡﨑（下肢静脈瘤）

１８：００～２０：００ 院長 田邉秀幸 院長 田邉秀幸 院長 田邉秀幸 院長 田邉秀幸 外科系医師
８：３０～１２：００ 加川明彦
加川明彦
加川明彦
※④１３：３０～１６：３０

脳神経外科・脳卒中科

午後
午前

脳卒中科

午前

※⑤９：００～１１：３０

耳鼻いん こ う科

午前
午後

８：３０～１２：００
１４：３０～１７：００

形成・美容外科

※⑥

※⑥

皮膚科

午前
午後

※⑤９：３０～１２：００

泌尿器科
婦人科

午前
午後

１０：００～１２：００
１５：００～１７：００

加川明彦
渡邊 良
８：３０～１２：００ 木村知一郎 ※⑧木村知一郎

加川明彦
木村知一郎

8:30～10:00

東川康彦
東川康彦

東川康彦

※⑧木村知一郎
第4金8：30～10：00

植村順一
東川康彦

加川明彦

加川明彦

東川康彦
東川康彦

東川康彦
東川康彦
※⑥（第3・5）宗内

桑原千晶
越智安奈

※④１４：００～１６：３０

非常勤医師
第1・2・3・4

８：３０～１２：００

小國達郎

小國達郎

午後
午前※⑦

１３：３０～１７：００
８：３０～１２：００

山本・猿山

石口・猿山

小國達郎
猿山・米満

小國達郎
石口・猿山

石口・仲田

石口・猿山

午後※⑦
夜診※⑦

１３：３０～１７：００
１８：００～２０：００

山本・猿山
猿山雅典

石口・猿山

石口・米満
石口満津子

山本・猿山

石口・仲田
石口満津子

石口満津子

東 良平

藤井 守

小國達郎

小國達郎

東 良平

佐藤 暢

（予約のみ）
午後
１３：３０～１６：００
東 良平
藤井 守
※①内科・井原医師の午前診（火・木曜日）は9時からの診察となります。

小國達郎

婦人科健診のみ

東 良平

放射線科
歯科・
歯科口腔外科
健診

午前

井関裕義

内科と併診

１３：３０～１７：００ ※④古山輝将

（ 内科系）

（9：00～12：00）

鏡原康介

午前

糖尿病外来

※①井原章裕

午前

８：３０～１２：００

※②循環器内科は月・水・木・金・土曜日の診察となります。（月・水・木・金・第1土曜日は予約制です。）なお、8月の土曜日診療は第1・3・5土曜日となります。

※③8月の外科・下肢静脈瘤外来（岡﨑医師の診察）は第1・4金曜日午前診（9時30分からの診察）となります。
※④整形外科[午後診]・皮膚科[金曜午後診]・循環器内科[月曜午後診]は16時30分受付終了となります。整形外科の診療[午後診]は手術
の為、急遽休診となる場合があります。
※⑤脳卒中科の木曜午前診・循環器内科の金曜午前診は9時から診察、11時30分受付終了、皮膚科の月曜午前診は9時30分から診察を行います。

※⑥8月の形成・美容外科外来は第3土曜日午前診（9時からの診察）・第5土曜日午後診（14時からの診察）となります。
※⑦歯科の受付時間は各日ともに診療終了時刻の1時間前となります。
※⑧毎週火曜日と第4金曜日の脳神経外科外来は10時までの受付となります。

公開医療介護講座のご案内
日

時：8 月 12 日（水）午後 2 時 00 分～（約 1 時間程度）

会

場：児島中央病院 多目的ホール（新館 2 階）

テーマ：『健康紙芝居

おしえて！ももたろう

～クイズに答えて知識を得よう！～』
企画：川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部
医療福祉デザイン学科 ホスピタルデザイン専攻

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

当番医のお知らせ
8 月 16 日（日）は、地区の当番医です。
8

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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