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外来のご案内

再来受付機と診察券が
新しくなりました
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インフォメーション–Information–

2022年7月より、南館1F受付に設置して
いる再来受付機と、診察券が新しくなり
ました。操作画面には、院内初となる、非
接触タッチパネルを導入し、感染防止を
図っています。

ご本人さまの受診が難しい場合は、ご家族の
方のみのご相談も承っております。 まずは
お電話でご予約をお願いいたします。

梅の里では、一般的な生活技術を取得する訓練として、様々なプログラムを実施して
います。その中の一つである「食事会プログラム」は、利用者さんと職員が一緒に
昼食を作るプログラムです。この日の献立は、タコライス、コールスロー、コンソメ
スープの3品で、彩り鮮やかに仕上がりました。
また、「料理でめぐる世界の旅」と題した各国の料理を楽しむメニューや、季節の行事に
合わせたメニューもあり、バラエティ豊かな献立を皆で楽しみながら調理しています。

画面に直接触れずに、指を近づけるだけで操作
ができます。

新病棟建設工事の
地鎮祭が行われました

2022年8月2日、新病棟建設に向けた地
鎮祭が行われました。建物の竣工は2024
年5月を予定しております。工事期間中
は、皆様にはご迷惑をお掛けいたします
が、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。

工事の無事や安全を祈願し、建設予定地にて
執り行われました。

予約制

初診予約：

内科

自立訓練（生活訓練）事業所 梅の里

「食事会プログラム」

ご予約は不要です。随時ご来院ください。

受付順番

献立は、楽しく盛り付けられるよう、
見た目の彩りも工夫しています。

自立訓練（生活訓練）事業所 
梅の里
お問い合わせ先 082-279-5004
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外来看護師の仕事
看護部
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患者さんとのコミュニケーションを大切にした取り組み
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草津さんぽ／インフォメーション　

Ｄr.に聞きたい！ 精神科のキーワード

［アルコール依存症］

広報紙「Sarani」（さらに） 命名の由来
更生会の「更」の字からイメージし、今までより“さらに”良い医療サービスを目指し、
いつでも初心を忘れず心を“さらに”して取り組みたいという2つの思いを込めています。
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特集

電話再診のご案内
対象：当院を定期的に受診されている方

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
臨時措置を受け、主治医が電話にて診
察を行う「電話再診」を行っております。
ご希望の方は、受診時またはお電話に
てお申し出ください。

※主治医が電話再診可否の判断を行い、可の
場合ご利用いただけます。

申し込み先

TEL.082-277-1001　
受付時間

9：00～16：30（月～土）※日・祝祭日除く
お手元にご用意いただくもの

診察券・保険証・お薬手帳



受診の流れ

問診

患者さん
ご家族 再診 他院医師からの

紹介

診察

再診の方初診の方

薬の処方
受診後の流れに
ついて説明

当院の外来では、精神科・心療内科・内科・神経内科の診療の他、
救急受け入れや、入退院のサポートなどを行っています。
また、地域の包括的な支援体制が重視されている現在、外来看護師
の仕事も少しずつ変化しつつあります。今回は外来の竹廣課長に、
日々の仕事の様子についてお伺いしました。

̶当院の外来の特徴について教えてください。
1日の受診者数は約200 ～ 300人と多く、1日あたり約10人のスタッ
フが対応しています。当院は、新薬の導入に積極的である他、持効
性注射剤やクロザピン（治療抵抗性統合失調症の治療薬）を選択さ
れる患者さんも増えてきているため、他の精神科病院と比較する
と、処置件数も多くなっています。
その他、地域連携室を窓口とした紹介患者さんの受け入れをはじ
め、法人内の福祉サービス事業所と連携して患者さんの退院後の
サポートを行うなど、幅広い業務を担当しています。

̶仕事の中で大切にしている事を教えてください。
精神科医療では、患者さんとのコミュニケーションを密に取っ
て現在の状態を把握し、その情報を治療に生かしていく事が
大切だと思っています。また、受診者数が多いと、情報量と作
業量も増えるので、基本的な作業をミスのないように行うこと
が大切です。ダブルチェックを行う他、集中力を高めるために
仕事にメリハリを付け、時間がある時にはスタッフ間の和気
あいあいとした会話を楽しむようにしています。

̶最近行っている取り組みについて教えてください。
2年前から外来夜勤が開始し、スタッフの配置転換が発生した
ため、長く勤めていたスタッフが少なくなりました。長く通院し
ている患者さんは、長く勤めているスタッフに馴染みがあるた
め、スタッフが変わると、病院から足が遠のきがちになり、通
院頻度が下がる傾向にあります。どうやってコミュニケーショ
ンを取るかが課題となりましたが、少しでも患者さんと関わる
時間を増やすために、診察の待ち時間に患者さんに挨拶して
回るように努めています。
一人でも多くの患者さんの顔と名前を一致させ、患者さんにも
スタッフを覚えてもらうことで、患者さんが気軽に声が掛けら
れるようにしています。

̶取り組んだ事について、何か変化はありましたか。
患者さんが新しいスタッフの顔を覚え、患者さんから声をかけ
ていただく事も増えました。昨年度に実施した患者さん満足度
調査の結果でも、診察の待ち時間を短く感じられた方が増え
ており、コミュニケーションを取る事が良い方向に向かってい
ると感じています。

̶今後の展望を教えてください。
医師と一緒に、しばらく来院のない患者さんや、事情があっ
て来院できない患者さんを訪問して様子を伺ったり、必要に
応じてその場で処置を行えるようにしていきたいと思っていま
す。現在も、患者さんの元に訪問する事はありますが、できる
だけ多くの患者さんが病院を身近に感じていただけるよう、
何らかの形でつながりを持てるようにしていきたいと考えて
います。

外来の対応は、病院の印象を大きく左右するので、次回も来
たいと思ってもらえるよう、皆で試行錯誤しながら接遇を強化
していきたいと思っています。

1994年入職。精神一般病棟で約
15年間勤務後、外来勤務、ストレ
スケア病棟勤務を経て、2018年
より現職。

詰所入口の両側に、本スピーカーが置
かれ、スタッフ間の会話が待合室に漏れ
にくいようになっています。

看護部

看護部 外来課  
竹廣  志保子 課長

外来の待合室で流れている音は？
－スピーチプライバシーシステムについて－

ここが
気になる!

患者さんやご家族からの電
話での問い合わせや、来
院が難しい方などの電話
相談に対応しています。

外来看護師の仕事
患者さんとのコミュニケーションを大切にした取り組み

外来におじゃましてみました！

電話対応

患者さんがスムーズに入退
院できるよう、医師や地域
連携室のスタッフと情報共
有を行っています。

他部署との情報共有

効率的にベッドコントロー
ルを行うため、毎日各病棟
の管理者が会議を行って
います。

外来の待合室では、川のせせらぎや小鳥のさえずりのように
も聞こえる不思議な音声が流れているのをご存じでしょうか。
これは、会話の音声をカモフラージュして包み隠し、周囲に聞
こえにくくするための「スピーチプライバシーシステム」の音
声です。人の声から作られた情報マスキング音に、心地よい
自然の音や楽器音が重ねられていま
す。個人情報の保護のため、10年ほど
前に導入し、現在に至ります。

病床会議

医師の指示に基づき、採血
や注射などの処置を行いま
す。間違いのないよう、慎
重に準備物を確認します。

処置の準備

※日によって業務内容は異なります。

今回お話をお伺いしたのは…
受診対応

救急受け入れ

病床管理

退院前の病棟訪問

多職種カンファレンスへの参加

主な仕事 内容

問診／診察の補助／処置・検査／患者さん・ご家族への説明など

精神科救急医療施設として、24時間体制で対応

病床(429床)の利用状況や入退院の把握／受け入れ可能な空床の確保

退院が決まった方を訪問し、外来通院に向けて病状を把握

各職種の専門性を生かし、多方面から患者さんをサポート

特集
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ている患者さんは、長く勤めているスタッフに馴染みがあるた
め、スタッフが変わると、病院から足が遠のきがちになり、通
院頻度が下がる傾向にあります。どうやってコミュニケーショ
ンを取るかが課題となりましたが、少しでも患者さんと関わる
時間を増やすために、診察の待ち時間に患者さんに挨拶して
回るように努めています。
一人でも多くの患者さんの顔と名前を一致させ、患者さんにも
スタッフを覚えてもらうことで、患者さんが気軽に声が掛けら
れるようにしています。

̶取り組んだ事について、何か変化はありましたか。
患者さんが新しいスタッフの顔を覚え、患者さんから声をかけ
ていただく事も増えました。昨年度に実施した患者さん満足度
調査の結果でも、診察の待ち時間を短く感じられた方が増え
ており、コミュニケーションを取る事が良い方向に向かってい
ると感じています。

̶今後の展望を教えてください。
医師と一緒に、しばらく来院のない患者さんや、事情があっ
て来院できない患者さんを訪問して様子を伺ったり、必要に
応じてその場で処置を行えるようにしていきたいと思っていま
す。現在も、患者さんの元に訪問する事はありますが、できる
だけ多くの患者さんが病院を身近に感じていただけるよう、
何らかの形でつながりを持てるようにしていきたいと考えて
います。

外来の対応は、病院の印象を大きく左右するので、次回も来
たいと思ってもらえるよう、皆で試行錯誤しながら接遇を強化
していきたいと思っています。

1994年入職。精神一般病棟で約
15年間勤務後、外来勤務、ストレ
スケア病棟勤務を経て、2018年
より現職。

詰所入口の両側に、本スピーカーが置
かれ、スタッフ間の会話が待合室に漏れ
にくいようになっています。

看護部

看護部 外来課  
竹廣  志保子 課長

外来の待合室で流れている音は？
－スピーチプライバシーシステムについて－

ここが
気になる!

患者さんやご家族からの電
話での問い合わせや、来
院が難しい方などの電話
相談に対応しています。

外来看護師の仕事
患者さんとのコミュニケーションを大切にした取り組み

外来におじゃましてみました！

電話対応

患者さんがスムーズに入退
院できるよう、医師や地域
連携室のスタッフと情報共
有を行っています。

他部署との情報共有

効率的にベッドコントロー
ルを行うため、毎日各病棟
の管理者が会議を行って
います。

外来の待合室では、川のせせらぎや小鳥のさえずりのように
も聞こえる不思議な音声が流れているのをご存じでしょうか。
これは、会話の音声をカモフラージュして包み隠し、周囲に聞
こえにくくするための「スピーチプライバシーシステム」の音
声です。人の声から作られた情報マスキング音に、心地よい
自然の音や楽器音が重ねられていま
す。個人情報の保護のため、10年ほど
前に導入し、現在に至ります。

病床会議

医師の指示に基づき、採血
や注射などの処置を行いま
す。間違いのないよう、慎
重に準備物を確認します。

処置の準備

※日によって業務内容は異なります。

今回お話をお伺いしたのは…
受診対応

救急受け入れ

病床管理

退院前の病棟訪問

多職種カンファレンスへの参加

主な仕事 内容

問診／診察の補助／処置・検査／患者さん・ご家族への説明など

精神科救急医療施設として、24時間体制で対応

病床(429床)の利用状況や入退院の把握／受け入れ可能な空床の確保

退院が決まった方を訪問し、外来通院に向けて病状を把握

各職種の専門性を生かし、多方面から患者さんをサポート

特集
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アルコール依存症

アルコール依存症の症状とは?
簡単に言えば飲み方のコントロール障害です。「量」、
「時間」、「状況」の3点でコントロールできなくなる状
態です。例えば1杯だけ、22時までと決めても、深夜
遅くまで何杯も飲んでしまう、重要な用事の直前など
本来飲むべきではない状況でも我慢できないなどで
す。もっと分かりやすく言うと、本来なら飲まない方が
良いけれどお酒の方を選んでしまう、このような状態
になったらアルコール依存症が始まっていると考えて
良いと思います。

アルコール依存症の診断は?
医学的な診断基準もありますが、ここではAUDIT（オー
ディット）というスクリーニングテストをやってみましょう。
どうでしょう、自分は大丈夫だと思っていても案外高い
点数になった方は多いのではないでしょうか。実際、私
自身がやってみて、予想以上に高い点数に驚いたこと
があります。

心理教室プログラム（HIKARPP）のご案内

今回のテーマ

精神科　髙橋 雪輝 医師

通院、自助グループ、薬物療法が以前より治療の3本柱と言われています。医療機関が提供
する治療プログラムもあります。当院でも肥前精神医療センターのプログラムに準じた
HIKARPP（ヒカープ）というプログラムを行っており、入院でも通院でも参加することができ
ます。少しでもアルコールに関して問題や不安を感じたら、あるいは家族に心配を感じたら、
1人や家族だけで抱え込まず、ぜひ相談してください。

医療法人社団 更生会 草津病院　デイケアセンター　TEL.082-277-6301
【お問い合わせ先】

当院で行っている回復へのサポート

今回お話を聞いたのは

精神科の
キーワード

V o l . 4

D r .に聞きたい！
各 施 設からのお 知らせ や 近 況をお 届けします！

ワークネクスト

就労移行支援の利用者さんを主な対象
に毎月ジョブガイダンスを開催し、就労
に関する様々な情報を発信しています。
ハローワークから講師をお招きするな
どし、より良い働き方が考えられるよう
な機会にしています。興味のある方はぜ
ひお問い合わせください。

すべての職員が就労をめざす皆さんを応援して
います。働くことを通じて自信を取り戻していき
ましょう。

最近、プログラムで「パン作り」を始めま
した。パンの工程は、生地をこねる→一
次発酵→休ませる→分割→形成→二次
発酵→焼成です。生地の伸ばし作業で
は「難しい」との声が上がりましたが、皆
さん楽しんで取り組まれ、実際に焼き上
がったパンに感動されていました。

パン生地は思ったよりも弾力があり、なかなか
思うように伸びませんでしたが、皆さん一生懸命
に力を込めていました。

現在、地域の支援事業所様（約100事業
所）と一緒に「障がい者支援事業所
MAP」と「障がい児支援事業所一覧」を
作成中です。西区の支援事業所の連絡
先や特徴等が一目でわかる情報を掲載
します。秋頃には完成して皆様に見てい
ただける予定です。

皆で意見を出し合い、試行錯誤しながらMAP
作成の打ち合わせを行っています。

本フォーラムは、若年性認知症の啓発とともに、本
人とご家族、支援者をひとつにし、継続的な活動に
つながるネットワークづくりを目的としています。

薬剤師の指導のもと、患者さんご自身で服薬を
管理できるよう、お薬カレンダーやお薬ボック
スの準備を進めています。

デイケア

（就労移行支援）

リハビリテーション課

梅の里
自立訓練（生活訓練）事業所　

2022年4月24日、「第12回全国若年性認
知症フォーラムin広島」がオンラインで開
催されました。センター長より若年性認知
症の診断後支援「告知のあとの時間」に
ついて講演、精神保健福祉士より当院の
精神科デイケア・若年性認知症女性グ
ループ「アンダンテ」の当事者活動発表
を行いました。

当院では、HIKARPP（ヒカープ）というア
ルコール等の依存症治療プログラムを
実施しています。これまでの問題行動の
パターンを振り返り、依存症を抱える仲
間と率直に話し合える場として運営して
いますが、今後は、地域の自助グループ
等とのつながりを更に強化するため、
色々なイベントを企画していく予定です。

薬局課

怠薬、紛失、過量服薬の危険性などの理
由により、精神科病院では、入院患者さ
んの薬は基本的にスタッフが管理してい
ます。しかし、精神科医療においては、早
期の退院支援が進んでおり、退院後の服
薬管理を考えると入院中から支援が必
要です。現在、薬局では様々な管理方法
で患者さんのエンパワメント（自己コント
ロールする力）強化を目指す支援を整備
しています。

広島市西部認知症疾患
医療センター

広島市西区障害者
基幹相談支援センター

開催日
時間
場所
回数
対象者

HIKARPP 概要

毎週 火・金・土 曜日　※土曜日の回は現在休止中　

13：30 ～ 15：00頃
北館1階 作業療法室／北館2階 デイケアセンター
週に2～3回(全36回)
当院入院患者またはデイケア利用者で、アルコール(薬物)依存症の
再発予防をしたい方　

アルコール依存症は、長期にわたってお酒を飲み続けた結果、体
や心がお酒に依存状態になる病気です。現在、コロナ禍による環
境の変化により、アルコール依存症の患者さんが増加している
と言われています。

core AUDIT
あなたに当てはまるもの1つを選んで○をつけてください。

1．あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度でのみますか？
0．飲まない 1．１ヶ月に１度以下 2．１ヶ月に２～４度
3．１週に２～３度 4．１週に４度以上

2．飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか？
ただし、日本酒1合＝2ドリンク、ビール大瓶1本＝2.5ドリンク（中瓶1本＝2ドリンク）
ウイスキー水割りダブル1杯＝2ドリンク、焼酎お湯割り1杯＝1ドリンク
ワイングラス1杯＝1.5ドリンク、梅酒小コップ1杯＝1ドリンク

0．1～ 2ドリンク 1．3～ 4ドリンク 2．5～ 6ドリンク
3．7～ 9ドリンク 4．10ドリンク以上

3．1度に6ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

4．過去1年間に、飲み始めると止められなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

5．過去1年間に、普通だと行えることを飲酒をしていたためにできなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

6．過去1年間に、深酒の後体調を整えるために、朝迎え酒をせねばならなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

7．過去1年間に、飲酒後罪悪感や自責の念にかられたことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

8．過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

9．あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰かがけがをしたことがありますか？
0．ない 2．あるが、過去1年にはなし 4．過去1年間にあり 

10．肉親や親戚、友人、医師、あるいは他の健康管理にたずさわる人が、あなたの飲酒について心配したり、
      飲酒量を減らすように勧めたりしたことがありますか？

0．ない 2．あるが、過去1年にはなし 4．過去1年間にあり 

Core AUDITを採点する際は、各質問の回答番号を合計する　　　　（　　　　点/40点）

問題飲酒の重症度判定

アルコール依存症
疑い群

危険な飲酒群

危険の少ない
飲酒群

非飲酒群

24点：アルコール依存症の平均点

20点：アルコール依存症を疑う
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アルコール依存症

アルコール依存症の症状とは?
簡単に言えば飲み方のコントロール障害です。「量」、
「時間」、「状況」の3点でコントロールできなくなる状
態です。例えば1杯だけ、22時までと決めても、深夜
遅くまで何杯も飲んでしまう、重要な用事の直前など
本来飲むべきではない状況でも我慢できないなどで
す。もっと分かりやすく言うと、本来なら飲まない方が
良いけれどお酒の方を選んでしまう、このような状態
になったらアルコール依存症が始まっていると考えて
良いと思います。

アルコール依存症の診断は?
医学的な診断基準もありますが、ここではAUDIT（オー
ディット）というスクリーニングテストをやってみましょう。
どうでしょう、自分は大丈夫だと思っていても案外高い
点数になった方は多いのではないでしょうか。実際、私
自身がやってみて、予想以上に高い点数に驚いたこと
があります。

心理教室プログラム（HIKARPP）のご案内

今回のテーマ

精神科　髙橋 雪輝 医師

通院、自助グループ、薬物療法が以前より治療の3本柱と言われています。医療機関が提供
する治療プログラムもあります。当院でも肥前精神医療センターのプログラムに準じた
HIKARPP（ヒカープ）というプログラムを行っており、入院でも通院でも参加することができ
ます。少しでもアルコールに関して問題や不安を感じたら、あるいは家族に心配を感じたら、
1人や家族だけで抱え込まず、ぜひ相談してください。

医療法人社団 更生会 草津病院　デイケアセンター　TEL.082-277-6301
【お問い合わせ先】

当院で行っている回復へのサポート

今回お話を聞いたのは

精神科の
キーワード

V o l . 4

D r .に聞きたい！
各 施 設からのお 知らせ や 近 況をお 届けします！

ワークネクスト

就労移行支援の利用者さんを主な対象
に毎月ジョブガイダンスを開催し、就労
に関する様々な情報を発信しています。
ハローワークから講師をお招きするな
どし、より良い働き方が考えられるよう
な機会にしています。興味のある方はぜ
ひお問い合わせください。

すべての職員が就労をめざす皆さんを応援して
います。働くことを通じて自信を取り戻していき
ましょう。

最近、プログラムで「パン作り」を始めま
した。パンの工程は、生地をこねる→一
次発酵→休ませる→分割→形成→二次
発酵→焼成です。生地の伸ばし作業で
は「難しい」との声が上がりましたが、皆
さん楽しんで取り組まれ、実際に焼き上
がったパンに感動されていました。

パン生地は思ったよりも弾力があり、なかなか
思うように伸びませんでしたが、皆さん一生懸命
に力を込めていました。

現在、地域の支援事業所様（約100事業
所）と一緒に「障がい者支援事業所
MAP」と「障がい児支援事業所一覧」を
作成中です。西区の支援事業所の連絡
先や特徴等が一目でわかる情報を掲載
します。秋頃には完成して皆様に見てい
ただける予定です。

皆で意見を出し合い、試行錯誤しながらMAP
作成の打ち合わせを行っています。

本フォーラムは、若年性認知症の啓発とともに、本
人とご家族、支援者をひとつにし、継続的な活動に
つながるネットワークづくりを目的としています。

薬剤師の指導のもと、患者さんご自身で服薬を
管理できるよう、お薬カレンダーやお薬ボック
スの準備を進めています。

デイケア

（就労移行支援）

リハビリテーション課

梅の里
自立訓練（生活訓練）事業所　

2022年4月24日、「第12回全国若年性認
知症フォーラムin広島」がオンラインで開
催されました。センター長より若年性認知
症の診断後支援「告知のあとの時間」に
ついて講演、精神保健福祉士より当院の
精神科デイケア・若年性認知症女性グ
ループ「アンダンテ」の当事者活動発表
を行いました。

当院では、HIKARPP（ヒカープ）というア
ルコール等の依存症治療プログラムを
実施しています。これまでの問題行動の
パターンを振り返り、依存症を抱える仲
間と率直に話し合える場として運営して
いますが、今後は、地域の自助グループ
等とのつながりを更に強化するため、
色々なイベントを企画していく予定です。

薬局課

怠薬、紛失、過量服薬の危険性などの理
由により、精神科病院では、入院患者さ
んの薬は基本的にスタッフが管理してい
ます。しかし、精神科医療においては、早
期の退院支援が進んでおり、退院後の服
薬管理を考えると入院中から支援が必
要です。現在、薬局では様々な管理方法
で患者さんのエンパワメント（自己コント
ロールする力）強化を目指す支援を整備
しています。

広島市西部認知症疾患
医療センター

広島市西区障害者
基幹相談支援センター

開催日
時間
場所
回数
対象者

HIKARPP 概要

毎週 火・金・土 曜日　※土曜日の回は現在休止中　

13：30 ～ 15：00頃
北館1階 作業療法室／北館2階 デイケアセンター
週に2～3回(全36回)
当院入院患者またはデイケア利用者で、アルコール(薬物)依存症の
再発予防をしたい方　

アルコール依存症は、長期にわたってお酒を飲み続けた結果、体
や心がお酒に依存状態になる病気です。現在、コロナ禍による環
境の変化により、アルコール依存症の患者さんが増加している
と言われています。

core AUDIT
あなたに当てはまるもの1つを選んで○をつけてください。

1．あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度でのみますか？
0．飲まない 1．１ヶ月に１度以下 2．１ヶ月に２～４度
3．１週に２～３度 4．１週に４度以上

2．飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか？
ただし、日本酒1合＝2ドリンク、ビール大瓶1本＝2.5ドリンク（中瓶1本＝2ドリンク）
ウイスキー水割りダブル1杯＝2ドリンク、焼酎お湯割り1杯＝1ドリンク
ワイングラス1杯＝1.5ドリンク、梅酒小コップ1杯＝1ドリンク

0．1～ 2ドリンク 1．3～ 4ドリンク 2．5～ 6ドリンク
3．7～ 9ドリンク 4．10ドリンク以上

3．1度に6ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

4．過去1年間に、飲み始めると止められなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

5．過去1年間に、普通だと行えることを飲酒をしていたためにできなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

6．過去1年間に、深酒の後体調を整えるために、朝迎え酒をせねばならなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

7．過去1年間に、飲酒後罪悪感や自責の念にかられたことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

8．過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

9．あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰かがけがをしたことがありますか？
0．ない 2．あるが、過去1年にはなし 4．過去1年間にあり 

10．肉親や親戚、友人、医師、あるいは他の健康管理にたずさわる人が、あなたの飲酒について心配したり、
      飲酒量を減らすように勧めたりしたことがありますか？

0．ない 2．あるが、過去1年にはなし 4．過去1年間にあり 

Core AUDITを採点する際は、各質問の回答番号を合計する　　　　（　　　　点/40点）
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14点：殆どの配偶者が
 悩みを持つ
10点：過半数が周囲から酒量
 減量の忠告を受ける

7点： 50歳男性の平均点

ゾーン1
20点以上

ゾーン2
10～19点

ゾーン3
1～9点

ゾーン4
0点

アルコール依存症

アルコール依存症の症状とは?
簡単に言えば飲み方のコントロール障害です。「量」、
「時間」、「状況」の3点でコントロールできなくなる状
態です。例えば1杯だけ、22時までと決めても、深夜
遅くまで何杯も飲んでしまう、重要な用事の直前など
本来飲むべきではない状況でも我慢できないなどで
す。もっと分かりやすく言うと、本来なら飲まない方が
良いけれどお酒の方を選んでしまう、このような状態
になったらアルコール依存症が始まっていると考えて
良いと思います。

アルコール依存症の診断は?
医学的な診断基準もありますが、ここではAUDIT（オー
ディット）というスクリーニングテストをやってみましょう。
どうでしょう、自分は大丈夫だと思っていても案外高い
点数になった方は多いのではないでしょうか。実際、私
自身がやってみて、予想以上に高い点数に驚いたこと
があります。

心理教室プログラム（HIKARPP）のご案内

今回のテーマ

精神科　髙橋 雪輝 医師

通院、自助グループ、薬物療法が以前より治療の3本柱と言われています。医療機関が提供
する治療プログラムもあります。当院でも肥前精神医療センターのプログラムに準じた
HIKARPP（ヒカープ）というプログラムを行っており、入院でも通院でも参加することができ
ます。少しでもアルコールに関して問題や不安を感じたら、あるいは家族に心配を感じたら、
1人や家族だけで抱え込まず、ぜひ相談してください。

医療法人社団 更生会 草津病院　デイケアセンター　TEL.082-277-6301
【お問い合わせ先】

当院で行っている回復へのサポート

今回お話を聞いたのは

精神科の
キーワード

V o l . 4

D r .に聞きたい！
各 施 設からのお 知らせ や 近 況をお 届けします！

ワークネクスト

就労移行支援の利用者さんを主な対象
に毎月ジョブガイダンスを開催し、就労
に関する様々な情報を発信しています。
ハローワークから講師をお招きするな
どし、より良い働き方が考えられるよう
な機会にしています。興味のある方はぜ
ひお問い合わせください。

すべての職員が就労をめざす皆さんを応援して
います。働くことを通じて自信を取り戻していき
ましょう。

最近、プログラムで「パン作り」を始めま
した。パンの工程は、生地をこねる→一
次発酵→休ませる→分割→形成→二次
発酵→焼成です。生地の伸ばし作業で
は「難しい」との声が上がりましたが、皆
さん楽しんで取り組まれ、実際に焼き上
がったパンに感動されていました。

パン生地は思ったよりも弾力があり、なかなか
思うように伸びませんでしたが、皆さん一生懸命
に力を込めていました。

現在、地域の支援事業所様（約100事業
所）と一緒に「障がい者支援事業所
MAP」と「障がい児支援事業所一覧」を
作成中です。西区の支援事業所の連絡
先や特徴等が一目でわかる情報を掲載
します。秋頃には完成して皆様に見てい
ただける予定です。

皆で意見を出し合い、試行錯誤しながらMAP
作成の打ち合わせを行っています。

本フォーラムは、若年性認知症の啓発とともに、本
人とご家族、支援者をひとつにし、継続的な活動に
つながるネットワークづくりを目的としています。

薬剤師の指導のもと、患者さんご自身で服薬を
管理できるよう、お薬カレンダーやお薬ボック
スの準備を進めています。

デイケア

（就労移行支援）

リハビリテーション課

梅の里
自立訓練（生活訓練）事業所　

2022年4月24日、「第12回全国若年性認
知症フォーラムin広島」がオンラインで開
催されました。センター長より若年性認知
症の診断後支援「告知のあとの時間」に
ついて講演、精神保健福祉士より当院の
精神科デイケア・若年性認知症女性グ
ループ「アンダンテ」の当事者活動発表
を行いました。

当院では、HIKARPP（ヒカープ）というア
ルコール等の依存症治療プログラムを
実施しています。これまでの問題行動の
パターンを振り返り、依存症を抱える仲
間と率直に話し合える場として運営して
いますが、今後は、地域の自助グループ
等とのつながりを更に強化するため、
色々なイベントを企画していく予定です。

薬局課

怠薬、紛失、過量服薬の危険性などの理
由により、精神科病院では、入院患者さ
んの薬は基本的にスタッフが管理してい
ます。しかし、精神科医療においては、早
期の退院支援が進んでおり、退院後の服
薬管理を考えると入院中から支援が必
要です。現在、薬局では様々な管理方法
で患者さんのエンパワメント（自己コント
ロールする力）強化を目指す支援を整備
しています。

広島市西部認知症疾患
医療センター

広島市西区障害者
基幹相談支援センター

開催日
時間
場所
回数
対象者

HIKARPP 概要

毎週 火・金・土 曜日　※土曜日の回は現在休止中　

13：30 ～ 15：00頃
北館1階 作業療法室／北館2階 デイケアセンター
週に2～3回(全36回)
当院入院患者またはデイケア利用者で、アルコール(薬物)依存症の
再発予防をしたい方　

アルコール依存症は、長期にわたってお酒を飲み続けた結果、体
や心がお酒に依存状態になる病気です。現在、コロナ禍による環
境の変化により、アルコール依存症の患者さんが増加している
と言われています。

core AUDIT
あなたに当てはまるもの1つを選んで○をつけてください。

1．あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度でのみますか？
0．飲まない 1．１ヶ月に１度以下 2．１ヶ月に２～４度
3．１週に２～３度 4．１週に４度以上

2．飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか？
ただし、日本酒1合＝2ドリンク、ビール大瓶1本＝2.5ドリンク（中瓶1本＝2ドリンク）
ウイスキー水割りダブル1杯＝2ドリンク、焼酎お湯割り1杯＝1ドリンク
ワイングラス1杯＝1.5ドリンク、梅酒小コップ1杯＝1ドリンク

0．1～ 2ドリンク 1．3～ 4ドリンク 2．5～ 6ドリンク
3．7～ 9ドリンク 4．10ドリンク以上

3．1度に6ドリンク以上飲酒することがどのくらいの頻度でありますか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

4．過去1年間に、飲み始めると止められなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

5．過去1年間に、普通だと行えることを飲酒をしていたためにできなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

6．過去1年間に、深酒の後体調を整えるために、朝迎え酒をせねばならなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

7．過去1年間に、飲酒後罪悪感や自責の念にかられたことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

8．過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかったことが、どのくらいの頻度でありましたか？
0．ない 1．１ヶ月に1度未満 2．１ヶ月に1度
3．1週に1度 4．毎日あるいはほとんど毎日

9．あなたの飲酒のために、あなた自身か他の誰かがけがをしたことがありますか？
0．ない 2．あるが、過去1年にはなし 4．過去1年間にあり 

10．肉親や親戚、友人、医師、あるいは他の健康管理にたずさわる人が、あなたの飲酒について心配したり、
      飲酒量を減らすように勧めたりしたことがありますか？

0．ない 2．あるが、過去1年にはなし 4．過去1年間にあり 

Core AUDITを採点する際は、各質問の回答番号を合計する　　　　（　　　　点/40点）

問題飲酒の重症度判定

アルコール依存症
疑い群

危険な飲酒群

危険の少ない
飲酒群

非飲酒群

24点：アルコール依存症の平均点

20点：アルコール依存症を疑う

17点：月1回以上の泥酔・
 朝酒をする者の平均点
15点：アルコール性
 肝障害患者の平均点
14点：殆どの配偶者が
 悩みを持つ
10点：過半数が周囲から酒量
 減量の忠告を受ける

7点： 50歳男性の平均点

ゾーン1
20点以上

ゾーン2
10～19点

ゾーン3
1～9点

ゾーン4
0点



「深夜特急1  －香港・マカオ－」

宮島街道にて、草津東と草津本町・浜町を結ぶ草津橋は、
昭和10年頃まで思案橋と呼ばれていたそうです。（思案橋
とは、歴史上の著名な人物などが渡ろうか渡るまいか思案
したとされる橋で、全国に存在しています。）広島城下より、
宮島や草津梅林へ出かけた帰り、このまま城下に帰ろうか、
それとも鍛冶屋町（草津東に存在した繁華街）で飲んで帰ろ
うかと思案したのが由来とされています。橋の側面には、草
津を象徴する「魚」「牡蠣」「蒲鉾」の絵が飾られています
が、昔の草津の住民のほとんどは、この3つのいずれかの
仕事に関わっていたそうです。

嚴島神社の御神酒をつくっている酒蔵が草津にあることをご存知でしょうか?江戸時代より酒造を
行っている小泉本店は、広島の米と水を使い、風土に根差した酒造りをモットーとしています。明治18
年8月1日の明治天皇行幸を記念して命名された、代表銘柄の「御幸（みゆき）」は、飲むシーンに合わ
せて様々なラインナップを展開しており、店頭での購入も可能です。また、道を挟んで〈みゆきギャラ
リー〉（きき酒と絵はがき美術館・要予約）もあるのでこの機会にぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

＊麺類は噛む回数が少なくなるため、
食事時間が短くなる傾向があり、食後
に空腹感を感じやすくなりますが、小
鉢にさつま芋のサラダを取り入れるこ
とで満腹感が得られます。

＊スパゲティの具材（きのこ類）は手で
裂くことで味が染みやすく、簡単に
調理することができます。

＊さつま芋サラダのさつま芋はよく焼き
付けることで甘味が増します。栗パン
ナコッタは混ぜる、溶かす、冷やすの
3つの手順で手軽に手作りできます。

辛味、旨味、酸味、薬味の利用により、調味料が少量で済み、減塩の効果があります。1日の塩分摂取量の基
準は男性7.5g、女性6.5gとなっていますが、本レシピではきのこやにんにく（旨味）、酢（酸味）やしそ（薬
味）、カイエンペッパー（辛味）を使用し、1食1.5gと減塩食になっています。また、鮭にはアスタキサンチン、
EPA、DHA、ビタミン類、コラーゲンが多く含まれ、免疫力向上、老化防止、生活習慣病予防に繋がります。

物語の方が好きな私が何のきっかけでこの
本を読んだのか、今となっては全く思い出
せないが、この有名な旅行記の面白さに引
き込まれ、シリーズ6巻まであっという間に
読み終えた。香港からロンドンまでの道程
は臨場感にあふれ、目の前でその光景を見
聞きしているような錯覚に陥る。1970年代、
20代後半の筆者の旅は非常にスリリング
でもある。今はコロナで国内旅行すらも難
しい状況だが、この本では旅行の醍醐味を
存分に楽しめる。

時代が変わり社会情勢は刻々と変化してい
るが、世界には人々の悲喜こもごもの暮ら
しがあり、自分が見聞きしている世界は実
にごく一部なのだという当たり前のことを
再確認する。
それにしても「日本を出よう」「ユーラシアを
陸路で行こう」という思いから、今あるもの
を一旦置き、それを実行する行動力には圧
倒される。しようと思えばなんでもできる自
由を私達は持っている。

新潮社（新潮文庫） 発行 238頁 605円(税込)

秋鮭のきのこパスタ さつま芋サラダ 栗パンナコッタ

■材料（2人分）

栄養課　栄養士 山田 あかり、調理師 日比野 ヴィニシオ、調理師 宮本 朱理

■作り方

秋鮭のきのこパスタ

さつま芋サラダ

秋鮭のきのこパスタ さつま芋サラダ 栗パンナコッタ
スパゲティ…80g
骨無しさけ…50g1切
しめじ…30g
エリンギ…30g
ほうれんそう…10g
しそ…2g

カイエンペッパー適量
無塩バター…6g
しょうゆ…6cc
塩（パスタ茹でる用） 水の量に対し1％
塩（味調整用） 適量
にんにく…0.4g

さつま芋…50g
きゅうり…20g
にんじん…20g
酢小さじ…1/2杯（3cc）
塩…0.2g
油…0.8g

栗ペースト…50g
牛乳…125g
砂糖…10g
ゼラチン…1.8g
カラメルソース
　（砂糖6g　水30cc）

沢木耕太郎 著

医療サポート部
医療福祉相談室 
主任 山中 理恵子

My 
  Recommed!マイリコメンド

旅好きの方もそうでない方も、
旅の楽しさを思い出せます。

紹介して
くれたのは

草津橋（西区草津東1丁目）

株式会社小泉本店（西区草津東3-3-10）

草津さんぽの～んびり楽しむ！　

1

2

スタッフおすすめの
本や映画をご紹介いたします。

エネルギー：691kca　
炭水化物：107.9g
たんぱく質：29g
脂質：19g
食物繊維：8.5g
塩分：1.5g

栄養価：1人前

①草津橋は、ひろしま男子駅伝の中
継地でもあり、毎年ここでたすき
を繋ぎます。

②橋のたもとには、思案橋の石標と
詳しい歴史が書かれた案内板が
あります。

①さつま芋、きゅうり、にんじんをスティック状に切
る②きゅうりは塩もみしておく③にんじん、さつま
いもは油で炒める④③を冷やす⑤きゅうりと混ぜ
て酢で味付け

栗パンナコッタ
①栗ペースト、牛乳、砂糖を鍋で加熱する。②沸騰前にゼラ
チンを加える③容器に濾したものを流し、冷却する④水半
量に砂糖を溶かした物を鍋で加熱し、茶色になったら残り
の水を加えてソース状にし、冷却する⑤③に④のソースを
かけ、お好みで栗の甘露煮をのせる

①しめじとエリンギは手で裂き、シソは細切りにする。②ほうれん草は一口サイズに切り、さっと茹でる。（電子レンジ
加熱でも可能）③加熱したフライパンにバターを溶かし、にんにくを加え、鮭を皮面を下にして焼く。（中火）④片面が
焼けたら、ひっくり返し、蓋をして3分（弱火）しょうゆを加え、魚を取りだす。⑤そのままのフライパンできのこを焼き、
お好みでカイエンペッパーを加える。⑥鍋でパスタを茹でる（1％の食塩水）⑦ゆであがったら④のフライパンにゆ
で汁お玉1杯分とパスタを入れ、混ぜ込む、塩を足して味を調整する。⑧⑦を皿に盛り付け後、②のほうれんそう、④
の鮭、①のしそを盛り付けて完成。

カンタン! 調理レシピ
栄養課監修

ワンポイントアドバイス

「深夜特急1  －香港・マカオ－」

宮島街道にて、草津東と草津本町・浜町を結ぶ草津橋は、
昭和10年頃まで思案橋と呼ばれていたそうです。（思案橋
とは、歴史上の著名な人物などが渡ろうか渡るまいか思案
したとされる橋で、全国に存在しています。）広島城下より、
宮島や草津梅林へ出かけた帰り、このまま城下に帰ろうか、
それとも鍛冶屋町（草津東に存在した繁華街）で飲んで帰ろ
うかと思案したのが由来とされています。橋の側面には、草
津を象徴する「魚」「牡蠣」「蒲鉾」の絵が飾られています
が、昔の草津の住民のほとんどは、この3つのいずれかの
仕事に関わっていたそうです。

嚴島神社の御神酒をつくっている酒蔵が草津にあることをご存知でしょうか?江戸時代より酒造を
行っている小泉本店は、広島の米と水を使い、風土に根差した酒造りをモットーとしています。明治18
年8月1日の明治天皇行幸を記念して命名された、代表銘柄の「御幸（みゆき）」は、飲むシーンに合わ
せて様々なラインナップを展開しており、店頭での購入も可能です。また、道を挟んで〈みゆきギャラ
リー〉（きき酒と絵はがき美術館・要予約）もあるのでこの機会にぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

＊麺類は噛む回数が少なくなるため、
食事時間が短くなる傾向があり、食後
に空腹感を感じやすくなりますが、小
鉢にさつま芋のサラダを取り入れるこ
とで満腹感が得られます。

＊スパゲティの具材（きのこ類）は手で
裂くことで味が染みやすく、簡単に
調理することができます。

＊さつま芋サラダのさつま芋はよく焼き
付けることで甘味が増します。栗パン
ナコッタは混ぜる、溶かす、冷やすの
3つの手順で手軽に手作りできます。

辛味、旨味、酸味、薬味の利用により、調味料が少量で済み、減塩の効果があります。1日の塩分摂取量の基
準は男性7.5g、女性6.5gとなっていますが、本レシピではきのこやにんにく（旨味）、酢（酸味）やしそ（薬
味）、カイエンペッパー（辛味）を使用し、1食1.5gと減塩食になっています。また、鮭にはアスタキサンチン、
EPA、DHA、ビタミン類、コラーゲンが多く含まれ、免疫力向上、老化防止、生活習慣病予防に繋がります。

物語の方が好きな私が何のきっかけでこの
本を読んだのか、今となっては全く思い出
せないが、この有名な旅行記の面白さに引
き込まれ、シリーズ6巻まであっという間に
読み終えた。香港からロンドンまでの道程
は臨場感にあふれ、目の前でその光景を見
聞きしているような錯覚に陥る。1970年代、
20代後半の筆者の旅は非常にスリリング
でもある。今はコロナで国内旅行すらも難
しい状況だが、この本では旅行の醍醐味を
存分に楽しめる。

時代が変わり社会情勢は刻々と変化してい
るが、世界には人々の悲喜こもごもの暮ら
しがあり、自分が見聞きしている世界は実
にごく一部なのだという当たり前のことを
再確認する。
それにしても「日本を出よう」「ユーラシアを
陸路で行こう」という思いから、今あるもの
を一旦置き、それを実行する行動力には圧
倒される。しようと思えばなんでもできる自
由を私達は持っている。

新潮社（新潮文庫） 発行 238頁 605円(税込)
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栄養課　栄養士 山田 あかり、調理師 日比野 ヴィニシオ、調理師 宮本 朱理
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さつま芋サラダ

秋鮭のきのこパスタ さつま芋サラダ 栗パンナコッタ
スパゲティ…80g
骨無しさけ…50g1切
しめじ…30g
エリンギ…30g
ほうれんそう…10g
しそ…2g

カイエンペッパー適量
無塩バター…6g
しょうゆ…6cc
塩（パスタ茹でる用） 水の量に対し1％
塩（味調整用） 適量
にんにく…0.4g

さつま芋…50g
きゅうり…20g
にんじん…20g
酢小さじ…1/2杯（3cc）
塩…0.2g
油…0.8g

栗ペースト…50g
牛乳…125g
砂糖…10g
ゼラチン…1.8g
カラメルソース
　（砂糖6g　水30cc）

沢木耕太郎 著

医療サポート部
医療福祉相談室 
主任 山中 理恵子

My 
  Recommed!マイリコメンド

旅好きの方もそうでない方も、
旅の楽しさを思い出せます。

紹介して
くれたのは

草津橋（西区草津東1丁目）

株式会社小泉本店（西区草津東3-3-10）

草津さんぽの～んびり楽しむ！　

1

2

スタッフおすすめの
本や映画をご紹介いたします。

エネルギー：691kca　
炭水化物：107.9g
たんぱく質：29g
脂質：19g
食物繊維：8.5g
塩分：1.5g

栄養価：1人前

①草津橋は、ひろしま男子駅伝の中
継地でもあり、毎年ここでたすき
を繋ぎます。

②橋のたもとには、思案橋の石標と
詳しい歴史が書かれた案内板が
あります。

①さつま芋、きゅうり、にんじんをスティック状に切
る②きゅうりは塩もみしておく③にんじん、さつま
いもは油で炒める④③を冷やす⑤きゅうりと混ぜ
て酢で味付け

栗パンナコッタ
①栗ペースト、牛乳、砂糖を鍋で加熱する。②沸騰前にゼラ
チンを加える③容器に濾したものを流し、冷却する④水半
量に砂糖を溶かした物を鍋で加熱し、茶色になったら残り
の水を加えてソース状にし、冷却する⑤③に④のソースを
かけ、お好みで栗の甘露煮をのせる

①しめじとエリンギは手で裂き、シソは細切りにする。②ほうれん草は一口サイズに切り、さっと茹でる。（電子レンジ
加熱でも可能）③加熱したフライパンにバターを溶かし、にんにくを加え、鮭を皮面を下にして焼く。（中火）④片面が
焼けたら、ひっくり返し、蓋をして3分（弱火）しょうゆを加え、魚を取りだす。⑤そのままのフライパンできのこを焼き、
お好みでカイエンペッパーを加える。⑥鍋でパスタを茹でる（1％の食塩水）⑦ゆであがったら④のフライパンにゆ
で汁お玉1杯分とパスタを入れ、混ぜ込む、塩を足して味を調整する。⑧⑦を皿に盛り付け後、②のほうれんそう、④
の鮭、①のしそを盛り付けて完成。

カンタン! 調理レシピ
栄養課監修

ワンポイントアドバイス



「深夜特急1  －香港・マカオ－」

宮島街道にて、草津東と草津本町・浜町を結ぶ草津橋は、
昭和10年頃まで思案橋と呼ばれていたそうです。（思案橋
とは、歴史上の著名な人物などが渡ろうか渡るまいか思案
したとされる橋で、全国に存在しています。）広島城下より、
宮島や草津梅林へ出かけた帰り、このまま城下に帰ろうか、
それとも鍛冶屋町（草津東に存在した繁華街）で飲んで帰ろ
うかと思案したのが由来とされています。橋の側面には、草
津を象徴する「魚」「牡蠣」「蒲鉾」の絵が飾られています
が、昔の草津の住民のほとんどは、この3つのいずれかの
仕事に関わっていたそうです。

嚴島神社の御神酒をつくっている酒蔵が草津にあることをご存知でしょうか?江戸時代より酒造を
行っている小泉本店は、広島の米と水を使い、風土に根差した酒造りをモットーとしています。明治18
年8月1日の明治天皇行幸を記念して命名された、代表銘柄の「御幸（みゆき）」は、飲むシーンに合わ
せて様々なラインナップを展開しており、店頭での購入も可能です。また、道を挟んで〈みゆきギャラ
リー〉（きき酒と絵はがき美術館・要予約）もあるのでこの機会にぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

＊麺類は噛む回数が少なくなるため、
食事時間が短くなる傾向があり、食後
に空腹感を感じやすくなりますが、小
鉢にさつま芋のサラダを取り入れるこ
とで満腹感が得られます。
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量に砂糖を溶かした物を鍋で加熱し、茶色になったら残り
の水を加えてソース状にし、冷却する⑤③に④のソースを
かけ、お好みで栗の甘露煮をのせる

①しめじとエリンギは手で裂き、シソは細切りにする。②ほうれん草は一口サイズに切り、さっと茹でる。（電子レンジ
加熱でも可能）③加熱したフライパンにバターを溶かし、にんにくを加え、鮭を皮面を下にして焼く。（中火）④片面が
焼けたら、ひっくり返し、蓋をして3分（弱火）しょうゆを加え、魚を取りだす。⑤そのままのフライパンできのこを焼き、
お好みでカイエンペッパーを加える。⑥鍋でパスタを茹でる（1％の食塩水）⑦ゆであがったら④のフライパンにゆ
で汁お玉1杯分とパスタを入れ、混ぜ込む、塩を足して味を調整する。⑧⑦を皿に盛り付け後、②のほうれんそう、④
の鮭、①のしそを盛り付けて完成。

カンタン! 調理レシピ
栄養課監修

ワンポイントアドバイス
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外来のご案内

再来受付機と診察券が
新しくなりました

神経内科・心療内科・精神科 医療法人社団 更生会

草津病院〔日本医療機能評価機構認定病院〕

訪問看護ステーション こころーれ草津

訪問看護ステーション こころーれ古市

訪問看護ステーション こころーれ廿日市

就労移行支援事業所 「ワークネクスト」

自立訓練(生活訓練)事業所 「梅の里」

相談支援事業所 「ネクストライフ」

広島市西部認知症疾患医療センター

広島市西区障害者基幹相談支援センター

医療福祉相談室
月～土 9：00 ～ 17：00（日・祝祭日除く）

082-277-1399

082-277-1001

インフォメーション–Information–

2022年7月より、南館1F受付に設置して
いる再来受付機と、診察券が新しくなり
ました。操作画面には、院内初となる、非
接触タッチパネルを導入し、感染防止を
図っています。

ご本人さまの受診が難しい場合は、ご家族の
方のみのご相談も承っております。 まずは
お電話でご予約をお願いいたします。

梅の里では、一般的な生活技術を取得する訓練として、様々なプログラムを実施して
います。その中の一つである「食事会プログラム」は、利用者さんと職員が一緒に
昼食を作るプログラムです。この日の献立は、タコライス、コールスロー、コンソメ
スープの3品で、彩り鮮やかに仕上がりました。
また、「料理でめぐる世界の旅」と題した各国の料理を楽しむメニューや、季節の行事に
合わせたメニューもあり、バラエティ豊かな献立を皆で楽しみながら調理しています。

画面に直接触れずに、指を近づけるだけで操作
ができます。

新病棟建設工事の
地鎮祭が行われました

2022年8月2日、新病棟建設に向けた地
鎮祭が行われました。建物の竣工は2024
年5月を予定しております。工事期間中
は、皆様にはご迷惑をお掛けいたします
が、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。

工事の無事や安全を祈願し、建設予定地にて
執り行われました。

予約制

初診予約：

内科

自立訓練（生活訓練）事業所 梅の里

「食事会プログラム」

ご予約は不要です。随時ご来院ください。

受付順番

献立は、楽しく盛り付けられるよう、
見た目の彩りも工夫しています。

自立訓練（生活訓練）事業所 
梅の里
お問い合わせ先 082-279-5004

今号の表紙

外来看護師の仕事
看護部

2022 autumn/winter

医療法人社団 更生会  草津病院  広報誌

患者さんとのコミュニケーションを大切にした取り組み

Ta ke Free

vol.4
さ ら に

栄養課監修 カンタン! 調理レシピ 「秋鮭のきのこパスタ」他

草津さんぽ／インフォメーション　

Ｄr.に聞きたい！ 精神科のキーワード

［アルコール依存症］

広報紙「Sarani」（さらに） 命名の由来
更生会の「更」の字からイメージし、今までより“さらに”良い医療サービスを目指し、
いつでも初心を忘れず心を“さらに”して取り組みたいという2つの思いを込めています。

さ ら に
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草津病院

特集

電話再診のご案内
対象：当院を定期的に受診されている方

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
臨時措置を受け、主治医が電話にて診
察を行う「電話再診」を行っております。
ご希望の方は、受診時またはお電話に
てお申し出ください。

※主治医が電話再診可否の判断を行い、可の
場合ご利用いただけます。

申し込み先

TEL.082-277-1001　
受付時間

9：00～16：30（月～土）※日・祝祭日除く
お手元にご用意いただくもの

診察券・保険証・お薬手帳




