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私たちは医療の担い手としての責務を自覚し研鑽を重ね、「人と人とのふれあい」を大切にし、
地域の住民のみなさまに一層の信頼を得られる医療を提供し地域社会に貢献します。
 1．患者のみなさまの立場を尊重し、納得と同意に基づく医療を実行します。
 2．医療技術と知識の習得に努め、良質で安全な医療を提供出来るよう努めます。
 3．地域のみなさまの診療、健康保持・増進に努めます。

理 念 と 基 本 方 針

〈 基 本 方 針 〉

〈 理　　 念 〉
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院長　島村淳之輔

※ ADL とは、日常生活動作（Activities of Daily Living）の略で、食事、排泄、着脱衣、入浴、移動、寝起きなど、
　日常の生活を送るために必要な基本動作のこと。

　新年明けましておめでとうございます。
　一昨年はインフルエンザ流行のため、年末の倉敷リバーサイド病
院恒例行事である餅つき大会ができませんでしたが、昨年末はイン
フルエンザ流行もたいしたことなく、皆様方のご協力を得て、餅つ
き大会を無事開くことができました。有難うございました。冬休み
が終わって学校が始まるとインフルエンザ感染の機会が増大する可
能性は残りますが、このまま流行がたいしたことなく終わってくれ
ることを願っています。

　昨年 4 月に事務長が代わりました。また、内科に
新しく常勤医が 1 人就任されました。どちらも、比
較的若い人で、病院に若い新しい風を吹き込んでくれ
る事を期待しています。
　一昨年夏から改修を始めた健康管理センターが昨年
１月に完成しました。広く、明るくなり、検査の流
れもスムーズになり、増加する健診受診者に対応出来
るようになりました。また、女性健診を受けられる方
のために、女性専用の待合室を設けました。職場健診
が定期的に行われる就業年齢時より、むしろ定年後の
色々な病気が出てき易くなった年齢での健診が重要と
考えます。OB 健診、人間ドック等皆様のご利用をお
待ちしております。

　2011 年には、緩和医療センターに相応しい病室、ADL※の低下
している患者さんと通常の患者さんの同室化を避ける等、個室化を
含め入院患者の皆様方のアメニティー向上のため、病棟改修を行う
予定です。改修は入院した状態を続けながら進めていく予定ですの
で、入院患者の皆様に騒音をはじめとした不快さ、不便さをおかけ
するかもしれません。部分的に改修を進めるので完成までに時間が
かかることが予想されます。また、外来のトイレもリフォームする
予定です。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
　2010 年の当院事業実績はおかげさまで目標を達成する事が出来
ました。地域連携も、紹介、逆紹介件数ともに年々増加傾向を示し
ています。これもひとえに皆様方のおかげと感謝しております。当
院の理念で掲げている「私たちは医療の担い手としての責務を自覚し研鑽を重ね、『人と人との
ふれあい』を大切にし、地域の住民のみなさまに一層の信頼を得られる医療を提供し地域社会
に貢献します。」を忘れず。安全安心の医療を提供し、地域の皆様方からいっそうの信頼を得ら
れるように、2011 年も職員一丸となって努力してまいりたいと思います。本年もどうぞよろ
しくお願い致します。
　皆様方の 2011 年のご健康と増々のご発展を祈念して新年のご挨拶とさせて頂きます。
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Dr. だより
　2010 年 4 月、神奈川県では受動喫煙防止条例が施行され公共性の高い施設が禁煙となり
ました。岡山県内でも喫煙場所が減り、喫煙する方は困っておられるのではないでしょうか？
2010 年 10 月にはタバコ税の値上がりもありました。

禁煙の話
倉敷リバーサイド病院では、2011年1月から禁煙補助薬
（チャンピックス）が採用になります。

内科　楠葉藍子 先生

喫煙による健康被害

禁煙の薬物療法

● 喫煙は様々ながんのリスクを高めます。

● ニコチンパッチ　ニコチンガム

● バレニクリン（チャンピックス）

● 動脈硬化が促進されることにより心筋梗塞・脳卒中のリスクも高めます。

● 呼吸器疾患はもちろんのこと、消化性潰瘍、２型糖尿病などの発症リスクも高めます。
● 喫煙者本人だけでなく、周囲の人にも被害をもたらします。

相対危険度･････喫煙しない人と比較して何倍の危険があるか。

ニコチンパッチ、ニコチンガムともにタバコのかわりにニコチンを体内に補うものです。少しずつ量を
減らしていきます。（心疾患のある方には使えません。）病院でなくても、薬局でも手に入ります。

ニコチンに似たものが体内に入ることによって、禁煙に伴う離脱症状を緩和します。
ニコチンの結合を妨げる作用もあるので喫煙による満足感も抑えます。

右から最優秀賞　玉野市ｽﾎﾟｰﾂ振興
財団さん、岡山県環境保全事業団理
事長　関谷洋輔さん、三宅映子

　前回のvol.27でも掲載しました、(財)岡山県環境保全事業団主催の
“緑のカーテンコンテスト”にて12月25に優秀賞を頂きました！受賞
理由は、70mに及ぶ長さもさることながら、一つの事に100人もの参加
者で取り組んだことが評価されました。ひとりの力は小さいけれど、み
んなが集まって一つのことに取り組むことで大きな力になるということ
が分りました。今後も継続していけたらと思います。    外来　三宅映子

子供の発育・発達障害の原因にもなります。
　禁煙後、数ヶ月で咳や息切れなどの自覚症状が改善します。心筋梗塞・脳卒中のリスクは禁煙後5年
程度で非喫煙者と同レベルに、10年程度で各種がんのリスクは喫煙者の半分程度になります。

禁煙が困難であったとき、薬の力を借りる方法もあります。

男 女

1.65 がん（全部位） 1.32

喉頭癌 3.29

4.45 肺癌 2.34

男 女

3.64 心筋梗塞 2.90
2.17 脳卒中 3.91

32.5



2011 Vol .284

ワクチンの種類 対象年齢 接種回数

子宮頸がん予防ワクチン 中学１年生～高校１年生
相当の女子 *注意 ３回

Hib（インフルエンザ菌b型）ワクチン 生後２ヶ月～４歳の乳幼児 接種開始年齢により１～４回

小児用肺炎球菌ワクチン 生後２ヶ月～４歳の乳幼児 接種開始年齢により１～４回

任意予防接種ワクチンが無料に！！

どのワクチンが無料になったの？？

接種期間は？いつまで？

無料になる前に接種してしまった方も！？

どんな人が無料の対象になるの？?

～無料になったワクチンって何？？～

任意予防接種のうち今回無料化されたワクチンは、子宮頸がん・Ｈｉｂ・小児肺炎球菌の3種です。

平成２２年１１月２６日～平成２４年３月３１日の期間

倉敷市に住民票のある方で無料になる前にワクチン接種された方も、平成22年11月26日～無料化
開始までの間であれば還付が受けられます。必要書類・届出等に関しては倉敷市役所へご確認下さ
い。尚、還付申請の提出期限は平成23年3月31日までです。

という訳で、前号ふれあいvol.26で特集した子宮頸がんワクチンに加え、２種類のワクチンが
無料となりました。さてこのワクチンは何を予防するためのワクチンでしょうか？？

NEXT　 Hib・小児肺炎球菌ワクチンについて知りたい！！見てね!(^^)!

　当院で無料の対象となっているのは今のところ、倉敷市に住民票のある方のみとなっています。今
後、各自治体間での相互乗り入れ契約が行われた後、県内に住民票のある方は、倉敷市の方でなくて
も当院にて無料で接種できるようになるそうです。詳しくは各自治体でご確認下さい。
　対象年齢は、各ワクチンによって異なっています。以下の表で確認して下さい。

平成22年11月26日～平成23年３月31日の期間に

平成22年度に高校1年生に相当
（平成6年4月２日～翌年4月1日
生まれ)の方は右記表に注意して
ください。

1回以上接種した。 平成23年度中に残りを無料
で接種できます。

医師の判断の下、接種で
きなかった。

平成23年度中のみ1回目から
無料で接種できます。

接種しなかった。 無料での接種はできません。

！ 注意
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pick
up!!

Hib・小児肺炎球菌ワクチンについて知りたい！！

小児細菌性髄膜炎とは？？

原因は何？？予防するには？！

副反応にはどんなものがあるの？？

予約について

～小児細菌性髄膜炎について知ろう！！～

　脳や脊髄の周りは、髄膜という膜や脳脊髄液(髄液)という液体があり、これらは脳や脊髄を
保護する役割を持ちます。小児細菌性髄膜炎とはこの髄膜や髄液に細菌が侵入し感染する事で
引き起こされる病気です。一般的には0歳児や、1歳前後の赤
ちゃんがかかりやすい病気ですが、まれに5歳を過ぎてもかか
ることがあります。
　日本では毎年約1000人の子どもたちがかかり、まれに重い
後遺症を残したり、命を落としたりする場合があります。

　一番多いのはHib(インフルエンザ菌(Haemophilus 
influenzae)b型)で約60％、次に多いのが肺炎球菌で
約20％です。一見、肺炎球菌による発症が少なく見え
Hibワクチンだけでもいいと思われがちですが、後遺
症等のリスクが高いのは肺炎球菌によるものです。

　これらの予防を促進するために今回無料化されたのが、Hibワクチン
と小児肺炎球菌ワクチンです。この2種のワクチンは諸外国では定期接
種が行われその効果が示されています。今回、日本で定期接種となっ
たわけではありませんが暫定的に無料化された事で更にその効果が期
待されます。

　最も多くみられるのは注射部の赤みや腫れ｡そして発熱です。接種された人の数％におこります。
　その他、ショック・アナフィラキシー様症状（じんましん、呼吸困難など）、けいれん、血小板
減少性紫斑病が海外でまれに報告されています。

当院でも、子宮頸がん・Hib・肺炎球菌をはじめ各種ワクチン接種を
行っています。
受付日時に関しては、下記までお問い合わせ下さい。

問い合わせ：TEL 086（448）1111　小児科まで

小児における細菌性髄膜炎の原因菌
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中本恵美子
吉田裕美 稲葉美穂 中村知代

安田千比呂

　平成11年の卯年に国家試験に
合格しこの病院に就職、看護師
として働き始めて12年、再び年
女を迎えました。昨年、健康や
体力について考える機会があり
今年は「プライベート時間の充
実」を挙げました。特に休日ダ
ラダラしがちなので2年前に始
め、１年半休んでいるゴルフを
再開しようと思います。運動習
慣を身につけ体力を維持・増進
し、あわよくばナイスボディー
になりたいです。仕事も充実で
きるように頑張ります。

3階病棟　中本恵美子

　昨年は就職２年目ということ
もあり、仕事にも慣れ、他の職
種のスタッフの顔もだいぶわ
かってきました。そして、検査
室には新しいスタッフが二人も
増え、今まで先輩方に指導して
いただいたことを、自分が教え
るなど、少し自分の成長を感じ
ることのできた一年でした。し
かし、まだまだ学ぶべきことが
山積みなので、今年は一つ一つ
自分のものにしていくために一
生懸命頑張っていきたいと思っ
ています。

　　　　　検査室　中村知代

　明けましておめでとうござい
ます。今年は昨年よりもっと知
識と技術を習得すること、さら
に昨年以上に院内スタッフの顔
と名前を覚えたいです。そして
今年も毎日笑顔で看護を行って
いきたいと思います。また今年
はダイエットし元の体重に戻し
ます！夏に自信を持って水着が
着れるように頑張ります。いい
ダイエット法があれば教えてく
ださい！（笑）

4階病棟　吉田裕美

　明けましておめでとうござ
います。12月に入社し、4階病
棟に配属になり一ヶ月が経ち
ました。初めての科というこ
ともあり分からないことばかり
ですが、毎日新しい発見と学び
でいっぱいです。2011年は年
女！！毎日笑顔で患者様が1日
でも早く自宅へ戻れるよう援助
していきたいと思います。まず
は整形外科の看護について知識
や技術を深めていきたいと思い
ます。

4階病棟　安田千比呂

　昨年は仕事を覚えることに必
死であっという間に過ぎた一年
でした。振り返ると、仕事のた
どたどしかった最初の数ヶ月は
先輩に助けていただいてばかり
でした。今では仕事で戸惑うこ
とも少なくなり、12月には倉
中へ研修に行かせて頂きと経験
を積んで、立派に一人前！とま
では言えませんが、少しでも一
人前に近づけたらいいなぁ…と
思っています。2年目に入る今
年は、昨年以上に仕事でも私生
活でもウサギのように飛躍でき
る年にしたいです。

臨床検査室　稲葉美穂

　今年の抱負というか、今年の
私の願いは…。大好きな家族
が、支えてくれる友達が、そし
て私自身が毎日穏やかに過ごせ
ますように…。というのが、今
年の願いです。毎日「穏やか
に」過ごせるってことは、普通
のようで、実はすっごく幸せな
ことだから…。1日１日に感謝
して、穏やかに過ごすことがで
きますように…。　

5階病棟　井手祐美
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倉敷第一中学校
平成22年11月16日～18日
　3 日間にわたって職場体験
学習をさせてくださりありが
とうございました。仕事や心
遣いの大切さを学ぶことが出
来ました。
　看護師さんや看護アシスタントさん達の仕事を間近で
見たことがあまり無いので今までより看護師さん達の仕
事を知ることが出来ました。私は少し前から医療関係の
仕事に興味がありましたが、今回の職場体験学習で小さ
い頃からあこがれである看護師を目指して高校の看護科
に希望を戻そうと思いました。でも倍率が高いので今出
来る勉強をしっかりがんばりたいです。薬局や MRI やレ
ントゲンの事について詳しく説明して下さったのでその
仕事について知ることが出来ました。今回の職場体験で
は私たちに優しく接していただき、沢山説明してくださ
り本当にありがとうございました。

本田把瑠奈　

倉敷福田中学校　平成22年11月24日～26日

　私は、薬剤師の仕事に興味があったので薬
局に行った事が、一番心に残っています。たく
さんの薬があってとても驚きました。また、レン
トゲンでは機械に乗せていただき面白かった
ことと、お腹を見るのも初めてだったので、印
象深かったです。リハビリでも、たくさんの患
者さんと関わることができ、「がんばってね。」
と言われ、とても励みになりました。たくさん
体験させていただいていい経験になりました。
これから寒くなりますが、風邪など引かれませ
んようお元気でお仕事がんばって下さい。

吉川遥　

　平成 22 年 12 月 11 日（土）に餅つき、ふれあいバザーを開
催しました。昨年は新型インフルエンザの影響で中止になって
しまったので、今回を楽しみにしてくれていた大勢の方が来て
くださいました。
　私はもち米を蒸す担当だったので、最初は調理場にいて会場
へ戻ると、ふれあいバザー、野菜市に人だかりができていて、
その熱気にビックリ＼ ( ◎ o ◎ ) ／！　お餅がつき上がると、
その人だかりが大移動。師長さんの威勢の良い掛け声に合わせ
て杵を打つのは重くて思った以上に大変でしたが、とても楽し

かったです。もちろん、そのお餅が
おいしかったことは言うまでもあり
ません。

　来年も、また大勢の人と楽しい餅
つきができたらいいなと思います。
みなさん、お餅をつきに来てくださ
いね～☆　　

診療サービス　河手朋子　

　倉敷第一中学校から4名と福田中学校から3名の2年生の学生さんが当院に職場体験へ来られました。
今まで見たことや経験したことのない仕事を体験し、将来の夢を見つけてくれたでしょうか！！

倉敷チャレンジ・ワーク 14

ふれあいバザー、野菜市の収益についてのお知らせ
　ふれあいバザーや野菜市の収益で車椅子を２台購入致しました。当院正面玄関の車椅子置き場に設置してお
りますので、患者の皆様にご利用いただければと思います。皆様のご協力、誠にありがとうございました。

ふれあいバザー、野菜市も大好評でした。

バザー& 開催しました！！

餅つきの掛け声を掛けながら、手
慣れた感じで杵を打つ杉田先生の
フォームを観察し、私もちゃっかり人生
初の餅つきをさせてもらいました。

知っている薬は
あったかな？
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　Uターン右折して側道に入ってください。

水玉ブリッジライン本線
側道側道

側道側道

※

※ 第１・３土曜日は睡眠時無呼吸症候群専門外来（完全予約制）、第４土曜日のみ神経内科外来

■編集後記■
●明けましておめでとうございます。大晦日からお正月は食べて飲んで寝てというグータラで過ごしました。そ

のせいか少しお腹がでたような・・・年末年始はみんな平均 1.5ｋｇくらい太るみたいですね。年始の目標は
頑張って体重を戻します！今年も皆様にとってよい年でありますように。　ふれあい隊ミッチー　尾島　　充

●実家でのお餅つき、今回は両親共に急用の為、急遽母方の祖父母の所へ。相変らず元気な祖父母と会え安心
すると共に帰りには " お年玉は ??" とのお声が（笑）お正月に改めて行った時、気持ちばかりのお年玉を渡し
ましたが、色々な意味で小さい時とは立場逆転だなとほのぼの思いました。皆さんのお正月は如何でしたでしょ
うか ??　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ふれあい隊ヨッシー　渡邉　佳也

●明けましておめでとうございます。昨年は行けなかった初詣に今年は最上稲荷へ行ってきました。予想
していた通り大渋滞。着いたときには家族全員お腹が空いていたため、参拝は軽く済ませ、その後時間
をかけてたくさんの屋台を巡り食事をしました。一体何をしに最上稲荷へ行ったのか・・・？屋台を見る
と大人になっても心がウキウキするのは私だけでしょうか？　　　　ふれあい隊ナカちゃん　宇渡  仲子

●華やかな成人式を見ると、ほんの数年前？を思い出し、もどりたいあの頃に・・・。未だに大学院に通う
友人からの年賀状を見て、まだまだ大学生で私もいけるかも！！

　　　　　　　　　　　　  ふれあい隊イカちゃん　渡部 ゆかり

患者のみなさまの権利について
当院では、患者のみなさまとの相互理解により
医療が行われるよう、患者のみなさまの権利を
尊重します。
１. 医療を平等に受ける権利があります。
２. 説明と十分な理解による同意をもとに、

適切な医療を選ぶ権利があります。
３. 当院で行われたご自身の診療に関する情

報の提供を受ける権利があります。
４. 医療の過程で得られた個人情報は厳守され、

患者のみなさまの承諾なしには開示いた
しません。

患者のみなさまへのお願い
私たちが良質で安全かつ効率的な医療を提供する
ために次のことをお願いします。
　１. ご自身の健康に関する正しい情報の提供
　２. ご自身の医療への積極的な参加
　３. ご自身の治療に必要な診療上のルールの遵守
　４. 他の患者のみなさまの診療に支障をきたさ  
　　 ないためのご協力
患者のみなさまが、私たちと力を合せ、治療に専
念され、少しでも早く回復されますよう心よりお
祈り申し上げます。

平成 20 年 10 月改定　


