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̶この度、広報誌の創刊に至った理由を教えてください。
精神疾患の治療は、患者さんの生活と密接に関わっているので、
地域社会に溶けこむような医療施設でありたいと思っています。
しかし、精神科医療の最近の状況は世間にあまり知られていない
と感じる事が比較的あります。そこで、患者さんや地域の方に院
内の事を知っていただくとともに、精神科医療が変わってきてい
る事を実感していただくためのツールの一つとして、広報誌を発
行する事にしました。

̶更生会のこれからのビジョンを教えてください。
今後は地域生活に関する新たな部門の立ち上げを考えています。
そして、治療だけではなく経済的問題など、生活に関わる相談の
場や、地域の人との交流の場として、気軽に入っていただけるコ
ミュニティースペースを備えたいと考えています。生活の一部とし
て利用いただく事を通して、スタッフ一人ひとりが日々体感して得

るものを治療や施設に柔軟に反映していくのが理想です。精神疾
患は長年付き合っていく可能性もある病気なので、最終的には楽
しい人生だと患者さんに思っていただけるように、スタッフも患者
さんの支援を通して一緒に成長していけたらと考えています。

̶現在力を入れている取り組みはありますか？
従来の精神科病院は、治療が終わって地域に戻られた患者さん
のフォローが主でしたが、これからは自ら助けを求めることが難し
い方も含めてフォローし、いつでも力となれるようなネットワーク
作りに努めています。特に最
近は、独居高齢者の方や
8050問題なども増加してい
るため、地域包括支援セン
ターと協力し、見守りが必要
な方の把握を行っています。

地域との連携を深め、
共に成長していける
施設を目指して。
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ストレスケア病棟

ストレスケア病棟とは？
昨年以降、私たちは新型コロナウイルスという災厄の下で、これまでより
もさらに大きなストレスを抱えた生活を強いられています。小さなストレ
スなら対処もしやすいのですが、ストレスが大きくなり対処しきれなくな
ると心と体のバランスが崩れ、心身の不調をきたしたり、こころの病気に
つながってしまうことがあります。ストレスケア病棟では、ゆったりとした
ペースで休養をとることで心をリフレッシュさせ、それぞれの方が持って
いるレジリエンス（ストレスへの抵抗力+自己回復力）を高めるためのお
手伝いをしています。

入院中の治療について
入院中は、医師・看護師・心理士・作業療法士・薬剤師・栄養士など多
職種が連携し、回復のための様々なプログラムをご用意しています。特
に、多くの研究で効果を認めた認知行動療法からの視点や手法を取り
入れた支援に力を入れて取り組んでいます。また、退院後の社会復帰支
援もそれぞれのニーズに合わせて入院中から相談することもできます。
尚、認知行動療法については、次回で詳しくご説明いたします。

ストレスが心や体に出始めているかもしれません。生活
の中でリフレッシュできる活動やリラックスできる時間
を意識して増やしていきましょう。

当院のストレスケア病棟の内部をご紹介します

ゆったり寛げる明るいデイルーム

【お問い合わせ先】 医療福祉相談室 TEL：082-277-1399（月～土 9：00～17：00 ※日・祝祭日除く）
ストレスケア病棟の入院についてのご相談は、お気軽に下記までご連絡ください。

今回のテーマ

精神科医長　中津 啓吾

この1か月間の心身の調子についてお伺いします。
当てはまるものにAとBそれぞれチェックを付けてください。

※テスト結果はあくまでも参考までにご使用ください。

最近話題となっている精神科のキーワードを取り上げ、
精神科医がわかりやすく解説いたします。
今回のテーマは「ストレスケア病棟」です。

□頭、肩、おなかなど体のどこかが痛い　
□食欲がない、または食べ過ぎてしまう　
□めまいがする　　　　　　　　　　　　
□ドキドキする　　　　　　　　　　　　
□体がだるく、疲れやすい　　　　　　　
□息がしづらい　　　　　　　　　　　　
□手足がしびれる　　　　　　　　　　　
□お酒の量が増えている　

AとBあわせて
2～5個

AとBあわせて
0～1個

□気持ちが落ち込むことが多い
□趣味が楽しくなくなった
□何をするにも気力が出ない
□急に不安になり、落ち着かない
□いつもの作業に集中できない
□人付き合いが以前よりおっくうだ
□イライラしやすい
□よく眠れない、または寝すぎる

開放的な窓から瀬戸内海と宮島を一望できる、日当た
りの良いパブリックスペースです。リラックスできるよう
な色調の家具や植物を配置しており、食事やコミュニ
ケーションの場として利用いただけます。

こころの疲れを癒す快適な病室

プライバシーが保たれ、安心できる空間となるよう設計さ
れています。テレビや冷蔵庫、チェストなどを完備する
他、シャワーやユニットバス付きの部屋もあります。ホテ
ルのように便利で居心地の良い個室になっています。

今回お話を聞いたのは

精神科の
キーワード

V o l . 1

D r .に聞きたい！

大きな心配はありません。ストレスに気をつけながら今の
生活を維持しましょう。

チェックは
Aのみ

同じ状態が続くようであればまずは内科で相談してみ
ましょう。

AとBあわせて
10個以上

大きなストレスにより心も体も悲鳴を上げています。すみ
やかにこころの専門家に相談しましょう。

AとBあわせて
6～9個

ストレスがたまり自律神経も乱れています。一人で悩ま
ず周りの方に辛さを打ち明けてみてはどうでしょうか。

ストレス度チェック

A B



訪 問 看 護のここが 知りたい !Q & A

Q

A

A

明るく開放感のある空間が魅力的な、新しい
訪問看護のステーションビル「こころーれ草
津」が2020年9月16日にオープンしました。
訪問看護師がかかりつけ医の指示のもと
ご自宅にうかがい、お一人おひとりの状態に
あわせた看護サービスを行います。
住みなれた家庭や地域の中で、その人らし
く、明るく安心して暮らしていけるようお手伝
いさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。

ご利用いただける方
・心の問題でお悩みの方 
・認知症でお困りの方  
・病気やけがなどで寝たきりになる
心配のある方　 

主なサービス
かかりつけ医の指示のもと自宅に
伺い、個人個人の状態にあわせた
看護サービスを行います。 

新築移転オープン！

どうすれば利用できますか？

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

こころーれ草津とは？

かかりつけ医やケアマネジャーにご相談
ください。主治医が作成した訪問看護指
示書のもと、訪問看護を実施いたします。
かかりつけ医がない方は、直接ご連絡く
ださい。

Q どこまで来てくれますか？
こころーれ草津は西区・中区・南区・
安芸郡海田町、坂町が通常の実施地域
です。その他の地域にお住まいの方は、
他事業所をご案内いたしますので、ご相
談ください。

Q

A

A

費用が気になるのですが ？
生活保護や自立支援医療などの各
種公費負担制度や、介護保険等が
ご利用いただけます。詳しくはご相
談ください。

Q 営業日・時間は？
月曜日～土曜日の8：30～17：00
（日曜日、祝日及び、8/14 ～ 8/16、
12/29 ～ 1/3は除きます）です。
詳しくはお問い合わせください。

特集

〒733-0864 広島県広島市西区草津梅が台8-1
お問い合わせ TEL.082-277-2062　フリーダイヤル 0120-69-5560



N e w s  ＆  T o p i c s

各 施 設からのお 知らせ や 近 況をお 届けします！

01

ワークネクスト
主に精神障害のある方へ就労支援を行って
います。最大2年間の支援が可能で、就労の
際に障害を開示する場合や開示せずに就職
する方法があり、希望に応じて就労達成まで
支援しています。就職先は一般企業が多く、
毎年20人程度の方々が就労達成されていま
す。「働きたいけどサポートがあると安心」と
お考えの方は、ぜひご相談ください。

精神保健福祉に関する経験豊かなスタッフを配
置し、就職に向けて準備を高めていくためのプ
ログラムを毎日実施しています。

02

ネクストライフ
ネクストライフは、就労支援やヘルパー
などの障害福祉サービスを利用する際
に必要なサービス等利用計画を作成し
ています。福祉サービスの利用を開始
した後は、利用状況や満足度を確認す
るなど、希望する生活の実現に向け一
緒に考えていきます。相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

予約制ではございませんが、事前にご連絡いた
だければ、ゆっくりとご相談いただけます。

03

デイケア
最近注目されている、認知機能リハビリ
テーション「NEAR（ニア）」を導入しまし
た。「NEAR」とは、集中力や記憶力など
の学習の基本となる力を訓練し、脳の機
能を向上する認知機能矯正トレーニン
グです。ご利用をご希望の方は、まずは
主治医にご相談ください。

6ヶ月を1クールとしてパソコン課題やグループ
ワークに取り組み、認知機能を鍛えて学習する
力を育んでいきます。

04

梅の里

就労移行支援事業所 相談支援事業所 リハビリテーション課

自立訓練（生活訓練）事業所　

梅の里は、退院後の一人暮らしが不安
な方への「宿泊型自立訓練」や、対人関
係が苦手な方・生活スキルを身につけ
たい方への通所や訪問による「自立訓
練（生活訓練）」を提供しています。当直
体制による24時間の見守り、食事サー
ビス、送迎サービスなどもあり、自立へ
向けた生活支援が受けられます。

食事会プログラム「料理でめぐる世界の旅」にて、
タイ料理に挑戦。「ガパオライス」・「タイ風サラダ」
は皆さんに美味しいと大好評でした。

05

広島市西部認知症疾患
医療センター

2020年12月11日、東区総合福祉セン
ターにて市民公開講座を開催しました。
「あなたは認知症のことを本当に知って
いますか?」と題して、岩崎センター長よ
り、認知症の方の生活の様子を映像で
示しながら症状や経過について講演が
ありました。

抗認知症薬等の薬との付き合い方や、コロナ禍
で認知症の方と離れて住むご家族から対応方
法についてなど沢山の質問がありました。

06

広島市西区障害者
基幹相談支援センター

障害者基幹相談支援センターは、広島
市が各区に設置している障害に関する
総合相談窓口です。当センターでは障
害に関するあらゆる相談に応じていま
す。また障害のある方が安心して暮らせ
る地域作りに地域の方々と一緒に取り
組んでいます。福祉制度や生活のこと
などお気軽にご相談ください。

地域の方や支援関係者からのご相談にもお応
えし、連携しながら、障害のある方やご家族を
サポートします。



「サファイア」

草津には千年以上もの歴史を持つ社寺が多数ありま
すが、今回は宮島の嚴島神社と同時期に創建された
「草津八幡宮」をご紹介します。境内に続く189段の石
段は、飛躍や避厄（ひやく）に通じるとされ、縁起を担
いで願いを込めて登ります。境内からの眺望も素晴ら
しく、草津の古くからの街並みを一望でき、太田川や
広島湾も見渡せます。また「カープ応援絵馬」もあり、
佐々岡監督もお参りされるようです。

港町として栄えた草津は、かつて多い時では80軒近くの蒲鉾店が軒を連ねました。広電
草津駅から徒歩約3分の距離にある「坂井屋」は、明治後期に創業し、現在も営業を続け
る人気の蒲鉾店です。手作りの製法にこだわり、新鮮な魚をふんだんに使った草津名
物・がんすの他、お好み天やもみじ天など、様々な蒲鉾・天ぷらが売られています。

広島県因島市（現：尾道市）出身、湊
かなえさんの 7 つの宝石を題材に書かれ
た短編集「サファイア」をご紹介いたし
ます。
その中でも私の一番のおすすめは「ムー
ンストーン」です。（テレビドラマ化され
ているので、ご記憶のある方もいらっしゃ
るかもしれません。）罪を犯してしまった
「わたし」と、その彼女を救おうとする弁
護士の「わたし」。主人公二人の中学時
代のエピソードと、現在の出来事が交錯

し、予想を軽く裏切るラストシーンがとて
も印象的な物語です。「イヤミス（読ん
だ後、イヤな気持ちになるミステリー）
の女王」と呼ばれる作者ですが、この作
品に関しては、心の奥底にじんわりと沁
みこむ温かさを感じられます。
ご紹介させていただくにあたり、再度読
み返してみましたが、コロナ禍の今だか
らこそ、人と人との関わりの大切さをあ
らためて感じることができる作品ではな
いかと思っています。

角川春樹事務所 発行 / 318頁 / 693円（税込）
湊 かなえ 著

事務部 
MAグループ 
竹本 潤子

My 
  Recommed!マイリコメンド

短編集なので、
ちょっとした時間に
読みやすくおすすめです。

紹介して
くれたのは

坂井屋（西区草津本町6-3）

草津八幡宮（西区田方1-11-18）

草津さんぽの～んびり楽しむ！　

第 1 回

余裕があれば…足を延ばしてみよう！ 

高台に鎮座する拝殿

境内に続く石段

境内からの眺望

スタッフおすすめの
本や映画をご紹介いたします。



デイケアグループで行われる、創作活動は人気のプログラム。
このコーナーでは利用者さんの素敵な作品を一部ご紹介します。

デイケアプログラム「陶芸」

若年性認知症グループ「アンダンテ草津」

今回おじゃましたのは

8色の釉薬の中から
好きな色を選んで、
成形した作品にかけ
る作業を行いまし
た。焼き上がりは全
く印象が変わるので
楽しみです。

2色の釉薬を使うと、境目に色を付けるのが難し
いので、指で軽くトントンとたたいて境界線を馴
染ませました。

＊ハンバーグ…捏ねたミンチ肉に、厚揚げ豆腐の水分をしっかり切って加える事
がポイント。最初は中火で焼き、焼け具合を見て途中で火加減を調整します。

＊きのこスープ…きのこを2種類以上合わせると、うま味がしっかりと感じられる
ようになります。エリンギやしいたけ、なめこなどでもOK。　

ハンバーグに厚揚げ豆腐をいれると、カロリーと脂質を
抑えることができ、カルシウムと食物繊維を強化できます。
きのこスープは、きのこ類からうま味がしっかり出るので、
減塩調理ができます。

［ヘルシーハンバーグときのこスープ］
カンタン! 調理レシピ
■材料（2人分）

栄養課 課長　松本かずみ

■作り方

ワンポイントアドバイス

ハンバーグ きのこスープ

ハンバーグ きのこスープ
合びきミンチ 200g
玉ねぎ 1/2個（約90g）
厚揚げ豆腐 1袋（約90g）
パン粉 大さじ3
牛乳 30ml
卵 小1個
塩・こしょう 少々
＊調理油は無しでもいいフライパンを使用

しめじ 1/3袋（30g）
えのき茸 1/3袋（30g）
小松菜 1/3袋（30g）
人参 10g
だしの素 小さじ 1/2
（コンソメでも可）

塩・こしょう 少々

①玉ねぎを細かくみじん切りにする。
②厚揚げ豆腐の水きりをする。
③ミンチをボウルに入れ、塩・こしょうをしてしっかり捏ねる。
④パン粉を牛乳に漬しておく。
⑤③のボウルに、玉ねぎ、厚揚げ豆腐、漬したパン粉と
　卵を入れて捏ねる。
⑥俵型に成形して、熱く熱したフライパンで中までよく焼く。
⑦お好みでソースをかけて出来上がり。

①しめじの根元を切り、バラバラにしておく。
②えのき茸は根元を2cm位カットして、半分の長さに切る。
③人参は千切りに切る。
④小松菜は根元を良く洗って、2cmの長さに揃えて切る。
⑤お湯を沸かし、人参・しめじ・えのき茸・小松菜の順で入れ、
　再沸騰したら、だしの素（コンソメなど）を入れて塩・こしょうで
　味を調える

カロリー：328kal　調理時間：約30分　塩分：約1.8g
たんぱく質：25.2g　脂質：19.0g　食物繊維：2.6g　カルシウム：89.4mg

病院内のさまざまな活動をご紹介

日々のひとコマ

工夫した
ところは…

院内に飾る装花を生
けるので、やりがいが
あり、生花に触れて
元気になれると好評
のプログラムです。
今回は菊とスイート
ピーを使いました。

スイートピーは茎がつる状なので、生けると花が
下向きになりやすいのですが、あえて上向きにし
てみるとポジティブな雰囲気を表現できます。

工夫した
ところは…

陶芸／釉薬がけ アンダンテ草津／フラワーアレンジメント

栄養課監修

栄養価：1人前 ※ハンバーグのソースを含まず

（中位の大きさ4個）
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インフォメーション

外来のご案内

五日市記念病院と
合同症例検討会を開催

精神科 心療内科 禁煙外来 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

–Information–

2020年12月4日、五日市記念病院との合
同症例検討会をZoomにて行いました。
問題となる事例等を取り上げ議論する場
として4回目となりますが、今回は感染症
の事例について意見交換を行いました。

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。

ワークネクストで行っている生産活動の一つとして、商業施設アルパーク東棟
のアルパーク横丁で「トレペンネ」というパン屋さんを運営しています。パンや
焼菓子の袋詰め・販売・製造などの作業に取り組んでいただき、「お客さんに
喜ばれるお店づくり」を通して「働くことの喜び」を感じていただけるよう支援
しています。また、本活動で自信を得られた利用者さんには、就労移行支援の
ご利用をお勧めするなど、一般企業への就職に向けた支援を行っています。

コロナウイルスの状況が落ち着けば、広島市保健
所の保健師の方にもご参加いただく予定です。

認知症カフェ「CAFE草津」
開設のお知らせ

認知症に関わる方が安心して集える場
として、2020年11月より「CAFE草津」
を開設しました。新型コロナウイルスの
感染状況を見ながら月1回開催します
ので、日程はお問い合わせください。
【TEL：082-270-0311】

病院内の一画を改装したお洒落な空間で、
コーヒーを飲みながらお過ごしいただけます。

新型コロナウイルス
感染防止対策について

新型コロナウイルス感染防止対策の一
環として、来院者の方全員に入口で検
温を行い、問診票にご記入いただいて
おります。今後も引き続きご協力をお
願いいたします。

発熱・咳などの症状がある方は、事前にお電話
にてご相談ください。

予約制

初診予約：

内科

就労継続支援B型事業所 ワークネクスト

（トレペンネ）パン製造・販売部門 Tre Penne

ご予約は不要です。随時ご来院ください。

受付順番

焼き立てのパンが並ぶ店内

広島市西区草津新町2-26-1
アルパーク横丁内
TEL 082-533-6767 
OPEN 11：00 ～ 17：00

今号の表紙

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

井口

▲五日
市

▲五日
市

草津南

草津沼田
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2
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観音

▲

井口中
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エディオン

草津病院


