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外来のご案内

当院オリジナルカレー
「草津カレー」がリニューアル
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インフォメーション–Information–

病院関係者などに手土産としてお渡し
している草津カレー（非売品）が昨秋
リニューアルしました。就労継続支援B型
事業所「ワークネクスト」がJA安芸きずな
農園で栽培しているトマトを使い、まろや
かなバターチキン味に仕上げました。

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。

デイケアで創作活動や音楽活動等を行っている「アンダンテ」は、若年性認知症の女性の方
7名と地域のボランティアの方、当院スタッフから成るグループです。グループ名は、“歩くよ
うな速さで”という意味の音楽用語「アンダンテ」から、のんびり、ゆったり進んでいきたいと
いう思いを込めてメンバーで決めました。メンバーがやりたいこと、やってみたいことをプロ
グラムに取り入れていますが、やりがいがあり元気になれると好評のフラワーアレンジメン
トでは、院内各所に飾るお花を講師の先生のアドバイスを受けながら楽しく生けています。

当院の調理師と栄養士が監修し、味わいや栄養
バランスにもこだわっています。

ワークネクストの農福部門が
テレビ取材を受けました

2021年9月23日、RCCのテレビ番組「つな
ぐ大地の絆 -Baton-」で、JA安芸きずな
農園での農福連携の取り組みが紹介さ
れ、ワークネクストの職員がインタビュー
を受けました。当番組はYouTubeにて視
聴できますので、ぜひご覧ください。

「つなぐ大地の絆 -Baton- 」#296 YouTube
URL https：//www.youtube.com/watch?v=MUOKzbdu_tY

予約制

初診予約：

内科

精神科デイケアで活動する、若年性認知症の女性のグループ

「アンダンテ」

ご予約は不要です。随時ご来院ください。

受付順番

フラワーアレンジメントに
取り組んでいる様子

活動日
毎週水曜日　10：00～15：00

今号の表紙

地域連携室の取り組み
医療サポート部
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地域の医療機関と連携を強化し、患者さんをスムーズにサポート
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栄養課監修 カンタン! 調理レシピ 「豚肉と白菜の中華風鍋」

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

［統合失調症］

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

※2022年3月31日閉所予定



患者さん

かかりつけ医

①受診

②受診予約

⑤返書

④受診・検査

③診療情報
　提供書

当院

地域連携室は、他院で治療を受けている患者さんが当院へ受診・
入院する際に、安心して適切な医療を継続的に受けられるよう調
整を行う部門です。当院では、2017年に開設して以来、地域の医
療機関と綿密な連携を図り、患者さんに切れ目のない医療サービ
スを提供できるよう努めてまいりました。
今回は、地域連携室の永井室長に、日々の業務の様子や取り組み
についてお伺いしました。

̶地域連携室の、主な仕事について教えてください。
地域の病院やクリニックからの受診・入院相談の窓口となり、患
者さんをスムーズに受け入れられるよう、外来に予約・空床状況
などを確認しています。その他、地域の医療機関へご挨拶に伺
い、相互に情報共有を行うこともあります。電話のやり取りだけで
はなく、実際に会ってお話しすることで、担当者の顔が見える良い
関係づくりに努めています。

̶地域連携室は、どのようなスタッフで構成されてい
ますか？

地域連携室には、看護師3名（2022年3月1日現在）が配置されてい
ます。即日入院を希望される場合などは、迅速な対応が必要
なため、短時間で適切な判断を行えるよう、精神症状や身体
的アセスメントのできるスタッフが配属されています。

̶仕事の中で工夫している事は何ですか ？
電話対応が仕事の多くを占めるため、ご家族やご関係者に生
活歴の聞き取りなどを行う時は、どういった尋ね方をしたら話
しやすいかを工夫しています。
電話をしながら電子カルテに情報入力を行うため、それぞれ
の方に合わせた質問の仕方を瞬時に判断し、お話を伺って
います。

̶当院の地域連携室の特徴を教えてください。
最近、他院からのご紹介が、より広範囲のエリアに広がって
おり、西は山口県東部、東は広島県の備後・備北地域からの
患者さんも増えてきています。
当院の地域連携室は、広島市西部認知症疾患医療センター
と、精神保健福祉士が所属する医療福祉相談室と同室になっ
ているため、多職種の専門性を生かして情報共有し、様々な事
例に対して円滑に入退院の調整を進めています。

̶今後の展望についてお聞かせください。
将来的には医療福祉相談室の精神保健福祉士と一緒に、患
者さんの退院先の療養施設を訪問したいと考えています。 現
状の様子などを共有し、コミュニケーションを積み重ねること
で信頼関係も深まっていき、今後も安心感のある連携がとれる
のではないかと考えています。

1995年入職。病棟・外来勤務を
経て、2017年に地域連携室立ち
上げに携わる。

医療サポート部

医療サポート部 地域連携室 
永井 千里  室長　

毎日、始業時にはミーティング
を行い、広島市西部認知症疾
患医療センター、医療福祉相談
室の職員とともに、3部門で情
報共有を行います。

患者さんの情報や、関係各所と
調整を行った内容を電子カル
テに記録しています。

地域連携室の取り組み
地域の医療機関と連携を強化し、患者さんをスムーズにサポート

地域連携室に
おじゃましてみました！

始業時

電話対応

精神保健福祉士と打ち合わせ
を行い、患者さんの入退院を
一貫してサポートしています。

打ち合わせ

病院やクリニック等への訪問
には、法人車両で向かいます。
時には県外まで訪問すること
もありますが、現地での情報収
集も大切な仕事です。

病院・クリニック等訪問

他医療機関に現在の患者さん
の様子を正確に伝えられるよ
う、随時病棟を訪問し、状態把
握を行っています。

病棟訪問

ミーティング

※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…

地域連携室へのご連絡方法医療関係者の方へ

新規の患者さんの
受診に関しては、
原則予約制とさせて
いただいております。

他医療機関からの受診予約・入院調整

診療情報提供書のデータ管理

入院患者の他科受診調整

地域との連携強化

仕事 内容

診療情報提供書の確認、紹介元医療機関への連絡

診療情報提供書のデータ入力、返書及び退院報告書の作成・確認

他院への受診予約の調整、入院患者さんの状態把握

他医療機関への表敬訪問、近隣医療機関との連絡会への出席

地域連携室へお電話にてご連絡いただき、
『患者紹介FAX申込書』及び『診療情報提供書』をFAXでお送りください。
患者紹介FAX申込書はホームページからダウンロードできます。
ダウンロードページURL：https://www.kusatsu-hp.jp/tiiki/

TEL：082-270-3033 （月～土曜日 / 8：30～ 17：00）　FAX：082-270-3034

診察までの流れ
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と、精神保健福祉士が所属する医療福祉相談室と同室になっ
ているため、多職種の専門性を生かして情報共有し、様々な事
例に対して円滑に入退院の調整を進めています。

̶今後の展望についてお聞かせください。
将来的には医療福祉相談室の精神保健福祉士と一緒に、患
者さんの退院先の療養施設を訪問したいと考えています。 現
状の様子などを共有し、コミュニケーションを積み重ねること
で信頼関係も深まっていき、今後も安心感のある連携がとれる
のではないかと考えています。

1995年入職。病棟・外来勤務を
経て、2017年に地域連携室立ち
上げに携わる。

医療サポート部

医療サポート部 地域連携室 
永井 千里  室長　

毎日、始業時にはミーティング
を行い、広島市西部認知症疾
患医療センター、医療福祉相談
室の職員とともに、3部門で情
報共有を行います。

患者さんの情報や、関係各所と
調整を行った内容を電子カル
テに記録しています。

地域連携室の取り組み
地域の医療機関と連携を強化し、患者さんをスムーズにサポート

地域連携室に
おじゃましてみました！

始業時

電話対応

精神保健福祉士と打ち合わせ
を行い、患者さんの入退院を
一貫してサポートしています。

打ち合わせ

病院やクリニック等への訪問
には、法人車両で向かいます。
時には県外まで訪問すること
もありますが、現地での情報収
集も大切な仕事です。

病院・クリニック等訪問

他医療機関に現在の患者さん
の様子を正確に伝えられるよ
う、随時病棟を訪問し、状態把
握を行っています。

病棟訪問

ミーティング

※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…

地域連携室へのご連絡方法医療関係者の方へ

新規の患者さんの
受診に関しては、
原則予約制とさせて
いただいております。

他医療機関からの受診予約・入院調整

診療情報提供書のデータ管理

入院患者の他科受診調整

地域との連携強化

仕事 内容

診療情報提供書の確認、紹介元医療機関への連絡

診療情報提供書のデータ入力、返書及び退院報告書の作成・確認

他院への受診予約の調整、入院患者さんの状態把握

他医療機関への表敬訪問、近隣医療機関との連絡会への出席

地域連携室へお電話にてご連絡いただき、
『患者紹介FAX申込書』及び『診療情報提供書』をFAXでお送りください。
患者紹介FAX申込書はホームページからダウンロードできます。
ダウンロードページURL：https://www.kusatsu-hp.jp/tiiki/

TEL：082-270-3033 （月～土曜日 / 8：30～ 17：00）　FAX：082-270-3034

診察までの流れ
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統合失調症の基本的な症状

陽性症状

陰性症状

認知機能
障害

●幻聴
　現実にはない声が聞こえる

●被害妄想
　馬鹿にされている、
　いじめられている

●意欲減退、自閉
　やる気がわかない、引きこもる

●集中力がない
●記憶力が低下
●うまく考えをまとめられない

統合失調症

統合失調症の症状とは？
統合失調症は、完治というのはまだ難しく、継続した治療を行い再発や再入院を予防
していくことが必要です（※図2）。昔は入院治療が中心でしたが、最近は入院期間は
徐々に減少し、外来で通院治療をするのが一般的です。薬物療法も新しい薬剤は副
作用が少なく、生活しやすいものに変わってきている他、多くの薬を使うのではな
く、できるだけ1種類の薬で治療を行うように努めており、単剤化が進んでいます。ま
た、社会生活を送るためには、通院以外にも病気と向き合うための心理教育プログ
ラムに参加することも大切です。その他、看護師が自宅に訪問して生活や薬剤の指
導を行ったり（訪問看護）、就労につなげるための訓練（就労移行支援）などをリハビ
リプロブラムとして提供しています。適切な治療を受ければ、最近では社会復帰で
きる場合が多く、現在では約20％の方が一般就労しており、年々増加しています。  
「できる限り年齢相応の健康的な生活レベルの確立や、 人としての成長を目指す」
ことを目標として、入院初期から外来治療や地域社会への復帰を視野に入れて治療
プログラムを組んでおくことが大切です。 

治療方法は？
新しい治療法としては、一般治療薬で効果が上がらないタイプの治療抵抗性統合失調
症に対して有効性があるクロザピンを処方しています。また、ECT（電気けいれん療法）
と組み合わせて治療する場合もあります。 

当院で行っている回復へのサポート
心理教育プログラム

今回のテーマ

副院長　藤田 康孝 医師

病気に対する正しい知識を持ってもらい、ストレスに対処し、 慢
性化しやすい病気とどのように付き合っていくかという視点に
立ったプログラムです。 

※当院にて治療中の方は、現在の主治医と必ずご相談の上、ご連絡ください。

今回お話を聞いたのは

精神科の
キーワード

V o l . 3

D r .に聞きたい！

図1

図2

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
就労継続支援B型 農福連携部門が、JA
安芸きずな農園で行っている施設外就
労で、2021年11月頃より大根、水菜、
キャベツ、白菜、白葱などの葉物野菜を
栽培し、順次、産直市などへ出荷してい
ます。4月からはナスやピーマンなどの
栽培を始める予定です。

現在栽培中の大根です。（2021年11月中旬）

2021年10月、西区の医療機関や訪問看
護ステーション、福祉関係者が集まり「障
害者の支援関係者地域連携会議」を行
いました。障害者の生活支援について検
討し、多職種連携の重要性を実感しまし
た。今年度、基幹センターでは、オンライ
ン会議を取り入れ地域関係者間の連携
構築に取り組んでいます。

皆さんの支援者としての熱意に圧倒されました。
今後も連携を図りより良い地域づくりを進めて
いきます。

デイケア

梅の里では、宿泊型の自立訓練と通所
による自立訓練をおこなっています。地
域生活に不安はつきものですが、その
不安と向き合いながら一人ひとりの力
を信じて支援をしています。今年度は、
既に15人の方が宿泊型自立訓練を終
了され、全ての方が地域生活を開始さ
れました。

明るい居室には、キッチンや冷暖房も完備し、施設
内には24時間スタッフが常駐しているため、一人
暮らしが不安な方も安心してご利用いただけます。

就労継続支援B型事業所

リハビリテーション課

梅の里
自立訓練（生活訓練）事業所　

2021年10月・12月に、地域包括支援セ
ンター職員等を対象に市内5区で研修
会を開催しました。今回は認知症の親と
精神疾患のある子の世帯への支援につ
いて、岩崎センター長と中広地域包括支
援センター職員より事例を報告し、参加
者の皆さんと意見交換を行いました。

センターでは、地域住民向けに認知症に関する普
及・啓発活動、専門職には対応力向上や連携促進
を目的とした研修会を企画、開催しています。

広島市西部認知症疾患
医療センター

臨床心理士が中心となって作成した、集団認知行動療法に関する論文が、2021年9月30
日発行の学会誌「認知行動療法研究」に掲載されました。
論文で発表したプログラムは、感情への上手な接し方を学び、『うつや不安に対して適切
な感情調整（曝露）を図る』内容で、2017年10月より導入しています。
このプログラムは、従来の『柔軟な思考の獲得を目指す』内容と、同等かそれ以上の効果
がありました。本プログラムの参加者からは、「ホームワークもあり負担もあったが、楽しく
もあった」等の感想を頂きました。

広島市西区障害者
基幹相談支援センター

ご相談・お問い合わせ先

リハビリテーション課 デイケアセンター TEL：082-277-6301 お薬に関するご相談先 現在の主治医にご相談ください。

就労支援
地域社会や職場での実践力を身に付けるためのプログラム実施
や、就職活動の支援から採用後の定着支援まで、継続したサ
ポートを行っています。

ご相談・お問い合わせ先

就労移行支援事業所 ワークネクスト TEL：082-277-1279　

薬物療法
内服薬だけではなく、一か月に一度の筋肉注射をすれば効果が1
か月持続する薬や、口の中ですぐに溶けるもの、液状のもの、一日
一回皮膚に貼付けるテープ剤など様々な形がありますので、患者
さんの好みに基づいて選んでもらうことが多くなっています。 

制度やサービスに関するご相談
心の病気や生活の困りごとなどについてご相談いただける他、 
ご希望や状況に合わせて活用できる、福祉サービスや制度など
についてご案内いたします。

ご相談・お問い合わせ先

医療福祉相談室 TEL：082-277-1399

統合失調症は、約100人に1人程度発症する決して珍しくない病気で、多くの人は10代～20
代で発症することが多く、一部の女性は閉経後に発症することがあります。幻聴や被害妄想
（陽性症状）に加えて、意欲減退や引きこもり（陰性症状）、記憶力の低下や物事を順序立て
て考えることが難しくなる（認知機能障害）などの症状がある精神疾患で（※図1）、その原因は
脳の機能にあるとされ、特にドーパミンという物質が過剰になることが考えられています。
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病気に対する正しい知識を持ってもらい、ストレスに対処し、 慢
性化しやすい病気とどのように付き合っていくかという視点に
立ったプログラムです。 

※当院にて治療中の方は、現在の主治医と必ずご相談の上、ご連絡ください。

今回お話を聞いたのは
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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
就労継続支援B型 農福連携部門が、JA
安芸きずな農園で行っている施設外就
労で、2021年11月頃より大根、水菜、
キャベツ、白菜、白葱などの葉物野菜を
栽培し、順次、産直市などへ出荷してい
ます。4月からはナスやピーマンなどの
栽培を始める予定です。

現在栽培中の大根です。（2021年11月中旬）

2021年10月、西区の医療機関や訪問看
護ステーション、福祉関係者が集まり「障
害者の支援関係者地域連携会議」を行
いました。障害者の生活支援について検
討し、多職種連携の重要性を実感しまし
た。今年度、基幹センターでは、オンライ
ン会議を取り入れ地域関係者間の連携
構築に取り組んでいます。

皆さんの支援者としての熱意に圧倒されました。
今後も連携を図りより良い地域づくりを進めて
いきます。

デイケア

梅の里では、宿泊型の自立訓練と通所
による自立訓練をおこなっています。地
域生活に不安はつきものですが、その
不安と向き合いながら一人ひとりの力
を信じて支援をしています。今年度は、
既に15人の方が宿泊型自立訓練を終
了され、全ての方が地域生活を開始さ
れました。

明るい居室には、キッチンや冷暖房も完備し、施設
内には24時間スタッフが常駐しているため、一人
暮らしが不安な方も安心してご利用いただけます。

就労継続支援B型事業所

リハビリテーション課

梅の里
自立訓練（生活訓練）事業所　

2021年10月・12月に、地域包括支援セ
ンター職員等を対象に市内5区で研修
会を開催しました。今回は認知症の親と
精神疾患のある子の世帯への支援につ
いて、岩崎センター長と中広地域包括支
援センター職員より事例を報告し、参加
者の皆さんと意見交換を行いました。

センターでは、地域住民向けに認知症に関する普
及・啓発活動、専門職には対応力向上や連携促進
を目的とした研修会を企画、開催しています。

広島市西部認知症疾患
医療センター

臨床心理士が中心となって作成した、集団認知行動療法に関する論文が、2021年9月30
日発行の学会誌「認知行動療法研究」に掲載されました。
論文で発表したプログラムは、感情への上手な接し方を学び、『うつや不安に対して適切
な感情調整（曝露）を図る』内容で、2017年10月より導入しています。
このプログラムは、従来の『柔軟な思考の獲得を目指す』内容と、同等かそれ以上の効果
がありました。本プログラムの参加者からは、「ホームワークもあり負担もあったが、楽しく
もあった」等の感想を頂きました。

広島市西区障害者
基幹相談支援センター

ご相談・お問い合わせ先

リハビリテーション課 デイケアセンター TEL：082-277-6301 お薬に関するご相談先 現在の主治医にご相談ください。

就労支援
地域社会や職場での実践力を身に付けるためのプログラム実施
や、就職活動の支援から採用後の定着支援まで、継続したサ
ポートを行っています。

ご相談・お問い合わせ先

就労移行支援事業所 ワークネクスト TEL：082-277-1279　

薬物療法
内服薬だけではなく、一か月に一度の筋肉注射をすれば効果が1
か月持続する薬や、口の中ですぐに溶けるもの、液状のもの、一日
一回皮膚に貼付けるテープ剤など様々な形がありますので、患者
さんの好みに基づいて選んでもらうことが多くなっています。 

制度やサービスに関するご相談
心の病気や生活の困りごとなどについてご相談いただける他、 
ご希望や状況に合わせて活用できる、福祉サービスや制度など
についてご案内いたします。

ご相談・お問い合わせ先

医療福祉相談室 TEL：082-277-1399

統合失調症は、約100人に1人程度発症する決して珍しくない病気で、多くの人は10代～20
代で発症することが多く、一部の女性は閉経後に発症することがあります。幻聴や被害妄想
（陽性症状）に加えて、意欲減退や引きこもり（陰性症状）、記憶力の低下や物事を順序立て
て考えることが難しくなる（認知機能障害）などの症状がある精神疾患で（※図1）、その原因は
脳の機能にあるとされ、特にドーパミンという物質が過剰になることが考えられています。
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な感情調整（曝露）を図る』内容で、2017年10月より導入しています。
このプログラムは、従来の『柔軟な思考の獲得を目指す』内容と、同等かそれ以上の効果
がありました。本プログラムの参加者からは、「ホームワークもあり負担もあったが、楽しく
もあった」等の感想を頂きました。

広島市西区障害者
基幹相談支援センター

ご相談・お問い合わせ先

リハビリテーション課 デイケアセンター TEL：082-277-6301 お薬に関するご相談先 現在の主治医にご相談ください。

就労支援
地域社会や職場での実践力を身に付けるためのプログラム実施
や、就職活動の支援から採用後の定着支援まで、継続したサ
ポートを行っています。

ご相談・お問い合わせ先

就労移行支援事業所 ワークネクスト TEL：082-277-1279　

薬物療法
内服薬だけではなく、一か月に一度の筋肉注射をすれば効果が1
か月持続する薬や、口の中ですぐに溶けるもの、液状のもの、一日
一回皮膚に貼付けるテープ剤など様々な形がありますので、患者
さんの好みに基づいて選んでもらうことが多くなっています。 

制度やサービスに関するご相談
心の病気や生活の困りごとなどについてご相談いただける他、 
ご希望や状況に合わせて活用できる、福祉サービスや制度など
についてご案内いたします。

ご相談・お問い合わせ先

医療福祉相談室 TEL：082-277-1399

統合失調症は、約100人に1人程度発症する決して珍しくない病気で、多くの人は10代～20
代で発症することが多く、一部の女性は閉経後に発症することがあります。幻聴や被害妄想
（陽性症状）に加えて、意欲減退や引きこもり（陰性症状）、記憶力の低下や物事を順序立て
て考えることが難しくなる（認知機能障害）などの症状がある精神疾患で（※図1）、その原因は
脳の機能にあるとされ、特にドーパミンという物質が過剰になることが考えられています。
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再燃再発防止が重要

・薬物療法
・精神療法　
・リハビリテーション（心理教育、就労支援）
⇒機能低下を防ぐ



「星は、昴」

当院北館横に、「草津梅林跡」という石碑があるのをご存じで
しょうか。今回は、草津梅林の当時の様子を調べてみました。
草津梅林は、江戸時代から梅の名所として有名で、瀬戸内海を
望む高台にあり、花の時期には多くの人が訪れました。明治時
代につくられた山陽線唱歌の38番に『♪己斐の松原五日市おる
れば草津の梅林 宮島駅の海上に立てる鳥居は厳島』（大和田
建樹作詞）と歌になるほど有名だったようです。 梅の時期には
己斐から古江にかけて、弁当をさげた人の列が続いたと言わ
れています。昭和3年（1928）に発行された『宮島広島名所図
絵』にも、梅の名所として草津梅林のことが紹介されています。

③大正頃の草津梅林の様子が、名所の絵
葉書として残っています。当時の海岸線は、
現在よりもっと内側に存在し、宮島線のすぐ
近くまでは海が広がっていました。
④昭和の西部開発事業により、その多くが
埋め立てられ現在に至ります。

＊豚肉は加熱をする前に炭酸水に漬
けておくことでお肉が軟らかくなり
ます。

　（甘めの味付けが好みの方は炭酸
水の代わりにサイダーでも可）

＊出汁が出やすい食材（きのこ類・し
いたけなど）から煮立てる事で旨
味が増します。

＊水分量（出汁の量）、薬味などはお
好みの量で調節してご賞味下さい。

きのこ類にはコレステロールを体外に排出する作用があります。今回のレシピでは、米飯や麺類ではなく、春雨をシメに使用する事で
カロリーと糖質を抑える事ができます。春雨の原料はリョクトウ、ジャガイモ、サツマイモから採取されたデンプンです。米飯、麺類と比
べてヘルシーな食材ではありますが食べすぎるとカロリー、糖質の摂取量が過剰になってしまう為注意が必要です。また、果物にみか
んをプラスする事でビタミンCが強化され免疫力のアップになります。

地球から数千光年離れた宇宙で、宙域
観測を続ける主人公は、隔たった観測基
地の研究仲間であるターナー博士と、片
道3週間ほどかかる通信で会話を楽しん
でいました。ある日、主人公は、几帳面な
博士からの通信時間がずれている事に
違和感を抱きます̶̶
SF小説や山岳小説を多数執筆している
著者は、経歴も独特で、工学部を卒業し、
建築会社に勤務した後、青年海外協力隊
員となり、ネパールで小説家デビューし
ています。小説の根底にある主なテーマ
は、物理的な「時間」と「距離」で、そこに

独自の「情報」が加わり唯一無二の物語
を紡いでいます。
本書との出会いは、昔、長期休暇前に
本が読みたい時、本屋で平積みされて
いたものを手にとった事がきっかけです
が、元々幼少時より、アイザック・アシモ
フのロボットシリーズなどのSF小説が好
きだったので、すぐにストーリーに魅了
され、著者の他作品も読むようになりま
した。現在も活動を続けている作家です
が、本作が書かれた時代の作品が一番
面白く感じます。

早川書房 発行 / 367頁 / 946円（税込）

豚肉と白菜の中華風鍋 

■材料（2人分）

栄養課 寺戸 雄紀

■作り方

豚肉と白菜の中華風鍋の作り方

果物

豚肉と白菜の中華風鍋 果物
豚もも肉しゃぶしゃぶ用…80g　
絹厚揚げ豆腐…100g
白菜…300g　
干しいたけ…1枚
えのきたけ…25g
しめじ…20g

ニラ…10g
きくらげ（乾燥）…1g
春雨（乾燥）…30g　
カイエンペッパー…適量　
炭酸水（無糖）…80cc　

ごま油…小さじ2　

水…500cc
しょうゆ…小さじ1と1/2
塩…小さじ1/4
おろししょうが…小さじ1

a

みかん…2個

谷 甲州 著

事務部 企画課 
主任　
岡本 圭司

My 
  Recommed!マイリコメンド

壮大な宇宙を舞台とした
独特な設定のSF短編集です。

紹介して
くれたのは

草津梅林跡 石碑（草津病院 北館横）

草津さんぽの～んびり楽しむ！　

1 2

3 4

スタッフおすすめの
本や映画をご紹介いたします。

カロリー：305kcal　
調理時間：50分
炭水化物：33.3g
たんぱく質：17.1g
脂質：12.5g
食物繊維：5.5g
塩分：2.7g

栄養価：1人前

①草花に囲まれた、草津梅
林跡の石碑。

②石碑の裏面には、「草津
病院創立者 佐藤皐一 晩
年の書 昭和49年」と刻ま
れています。

①みかんを飾り切りにして器に盛り付ける。

①豚肉を30分炭酸水に漬けておく（肉を柔らかくする為）。春雨は5分水につけて戻す。
②鍋に水500ccと干ししいたけをスライスしたものを入れ出汁をとる（沸騰してから弱火で5分加熱）。
③火を切り材料aの調味料、カイエンペッパーを加えて味を整える。
④白菜はそぎ切り、厚揚げは5mmの短冊切り、ニラ3cmにカット、えのきたけは石づきを落として一口大に
切り、しめじは石づきを落とす。

⑤具材を鍋にいれてお好みの固さまで加熱する。火が通ったらごま油を回しかける。
　お好みでラー油を入れても可。
⑥具材を食べ終わったら戻した春雨を加え、再び火にかけて温める。

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

出典：公益財団法人広島市文化財団文化財課ホームページ「ひろしまWEB博物館」から引用

「絵葉書 安芸草津海岸（広島市公文書館蔵）」 現在の草津の街並みの様子。　
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豚肉と白菜の中華風鍋 

■材料（2人分）

栄養課 寺戸 雄紀

■作り方

豚肉と白菜の中華風鍋の作り方

果物

豚肉と白菜の中華風鍋 果物
豚もも肉しゃぶしゃぶ用…80g　
絹厚揚げ豆腐…100g
白菜…300g　
干しいたけ…1枚
えのきたけ…25g
しめじ…20g

ニラ…10g
きくらげ（乾燥）…1g
春雨（乾燥）…30g　
カイエンペッパー…適量　
炭酸水（無糖）…80cc　

ごま油…小さじ2　

水…500cc
しょうゆ…小さじ1と1/2
塩…小さじ1/4
おろししょうが…小さじ1

a

みかん…2個

谷 甲州 著

事務部 企画課 
主任　
岡本 圭司

My 
  Recommed!マイリコメンド

壮大な宇宙を舞台とした
独特な設定のSF短編集です。

紹介して
くれたのは

草津梅林跡 石碑（草津病院 北館横）

草津さんぽの～んびり楽しむ！　

1 2

3 4

スタッフおすすめの
本や映画をご紹介いたします。

カロリー：305kcal　
調理時間：50分
炭水化物：33.3g
たんぱく質：17.1g
脂質：12.5g
食物繊維：5.5g
塩分：2.7g

栄養価：1人前

①草花に囲まれた、草津梅
林跡の石碑。

②石碑の裏面には、「草津
病院創立者 佐藤皐一 晩
年の書 昭和49年」と刻ま
れています。

①みかんを飾り切りにして器に盛り付ける。

①豚肉を30分炭酸水に漬けておく（肉を柔らかくする為）。春雨は5分水につけて戻す。
②鍋に水500ccと干ししいたけをスライスしたものを入れ出汁をとる（沸騰してから弱火で5分加熱）。
③火を切り材料aの調味料、カイエンペッパーを加えて味を整える。
④白菜はそぎ切り、厚揚げは5mmの短冊切り、ニラ3cmにカット、えのきたけは石づきを落として一口大に
切り、しめじは石づきを落とす。

⑤具材を鍋にいれてお好みの固さまで加熱する。火が通ったらごま油を回しかける。
　お好みでラー油を入れても可。
⑥具材を食べ終わったら戻した春雨を加え、再び火にかけて温める。

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

出典：公益財団法人広島市文化財団文化財課ホームページ「ひろしまWEB博物館」から引用

「絵葉書 安芸草津海岸（広島市公文書館蔵）」 現在の草津の街並みの様子。　

「星は、昴」
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＊豚肉は加熱をする前に炭酸水に漬
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ます。

　（甘めの味付けが好みの方は炭酸
水の代わりにサイダーでも可）
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外来のご案内

当院オリジナルカレー
「草津カレー」がリニューアル

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
ヘルパーステーション こころーれ※

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

相談支援事業所 「ネクストライフ」

就労移行支援事業所 「ワークネクスト」

就労継続支援B型事業所 「トレペンネ」※

自立訓練(生活訓練)事業所 「梅の里」

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–

病院関係者などに手土産としてお渡し
している草津カレー（非売品）が昨秋
リニューアルしました。就労継続支援B型
事業所「ワークネクスト」がJA安芸きずな
農園で栽培しているトマトを使い、まろや
かなバターチキン味に仕上げました。

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。

デイケアで創作活動や音楽活動等を行っている「アンダンテ」は、若年性認知症の女性の方
7名と地域のボランティアの方、当院スタッフから成るグループです。グループ名は、“歩くよ
うな速さで”という意味の音楽用語「アンダンテ」から、のんびり、ゆったり進んでいきたいと
いう思いを込めてメンバーで決めました。メンバーがやりたいこと、やってみたいことをプロ
グラムに取り入れていますが、やりがいがあり元気になれると好評のフラワーアレンジメン
トでは、院内各所に飾るお花を講師の先生のアドバイスを受けながら楽しく生けています。

当院の調理師と栄養士が監修し、味わいや栄養
バランスにもこだわっています。

ワークネクストの農福部門が
テレビ取材を受けました

2021年9月23日、RCCのテレビ番組「つな
ぐ大地の絆 -Baton-」で、JA安芸きずな
農園での農福連携の取り組みが紹介さ
れ、ワークネクストの職員がインタビュー
を受けました。当番組はYouTubeにて視
聴できますので、ぜひご覧ください。

「つなぐ大地の絆 -Baton- 」#296 YouTube
URL https：//www.youtube.com/watch?v=MUOKzbdu_tY

予約制

初診予約：

内科

精神科デイケアで活動する、若年性認知症の女性のグループ

「アンダンテ」

ご予約は不要です。随時ご来院ください。

受付順番

フラワーアレンジメントに
取り組んでいる様子

活動日
毎週水曜日　10：00～15：00

今号の表紙

地域連携室の取り組み
医療サポート部

2022 spring /summer

医療法人社団 更生会  草津病院  広報誌

地域の医療機関と連携を強化し、患者さんをスムーズにサポート

Ta ke Free

vol.3
さ ら に

栄養課監修 カンタン! 調理レシピ 「豚肉と白菜の中華風鍋」

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

［統合失調症］

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

ヤマダ電機

商工センター

アルパーク
東棟

アルパーク
西棟井口明神小

早稲田
自動車学園

広島サンプラザ

アルパーク北棟

JR新井口駅 商工センター入口
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市
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観音

▲

井口中

井口高

己斐

▲

エディオン

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

※2022年3月31日閉所予定


