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2021年5月17日に平和記念公園で行わ
れた、東京五輪の点火セレモニーに、精
神科の戸谷修二医師が聖火ランナーとし
て参加しました。皆が尊重し合える社会に
なるようにと願いを込めて、トーチキスに
臨まれたそうです。

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。

当事業所は、安芸農業協同組合から農作業の委託を受けて、JA安芸きずな農園
で様々な野菜の栽培を行っています。畑を耕して畝をつくり、野菜の苗を植える
ところから作業を行います。苗の成長過程で、芽かき・追肥・支柱立てなどを行
い、最終的に農協の産直市へ出荷するまで一連の作業を行います。大自然の中
で野菜の成長を見守りながら作業を行うことで、気分転換や体力づくりにも繋が
ります。参加をご希望の方は、いつでも当事業所へお問い合わせください。

左は能勢監事、右は戸谷医師。看護管理室で撮
影を行いました。

患者さんの日常生活動作を
職員がVR（バーチャル・リアリティ）で体験

2021年7月19日に、パーキンソン病やレ
ビー小体型認知症の患者さん及び介助
者の日常生活動作を体験するVR体験
会を実施しました。作業療法士や精神
保健福祉士等約30名が参加し、病状や
生活の困り事への認識を深めました。

VRゴーグルを着用し、食事中の手の震えや、
衣服のボタンの掛けづらさを体験しました。

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。

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（農作業部門）

「JA安芸きずな農園」

ご予約は不要です。随時ご来院ください。

受付順番

広々とした自然豊かな農園

所在地：
広島市安芸区上瀬野字下大山

お問い合わせ先：
ワークネクスト 082-277-1279
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Ｄr.に聞きたい！ 精神科のキーワード

［認知行動療法］

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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当院では、2020年11月より認知症カフェを開催しています。認知
症カフェは、認知症の方やそのご家族をはじめ、認知症に関心の
ある地域の方や介護・医療に携わる専門職が誰でも気軽に参加
でき、安心して過ごせる集いの場です。
今回は、開設の中心となった、広島市西部認知症疾患医療セン
ターの中村主任と岡田さんに、認知症カフェの様子についてお話
をお伺いしました。

̶認知症カフェを始めることになったきっかけを教えてください。
中村主任　日頃、認知症に関する相談を受ける中
で、「こんな些細な相談をしてもいいんですか?」と
聞かれる事があります。当事者や家族がもっと気
軽に相談できる場所が、病院の中にあればいいと

思った事、また、若年性認知症の方の女性グループ「アンダンテ
草津」のメンバーが活躍できる場を作りたいと思った事がきっか
けです。

̶当事者の方の反応はいかがですか?
岡田さん　当事者の方からは、「みんなと一緒に
お手伝いできるので楽しい」、「毎日あったらいい
のに」といった嬉しいお声をいただいています。
また、「夫がゆっくり先生に相談できている」、「息

子が他の家族と笑顔で話をしている姿を見て嬉しかった」といっ
たご家族に関するご感想もいただきました。
のびのびと楽しまれているようなので、今後も自由に寛げる場で
ありたいと思っています。

̶カフェのどんな部分にこだわっていますか?
「病院」に居ることを忘れて過ごせるよう、空間づくりにこだわりま
した。開放感を保ちつつ、プライバシーにも配慮した木製パーテー
ションや、おしゃれな家具や照明を揃え、コーヒーの香りが漂う、心
落ち着く空間になっています。また、カフェの雰囲気を盛り上げる
ために、「アンダンテ草津」のメンバーと一緒にロゴ入りのエプロン
やランチョンマットなどを手作りしておもてなししています。

地域の方やご家族の参加がメインと
なっている認知症カフェが多いので、当
院では当事者の方のためのカフェを目
指しています。当事者の方には仲間と

一緒に楽しむ場として、ご家族には、他では言えないよう
な日頃の想いを家族同士で話せる場としてお過ごしいた
だいています。その他、医師や専門職も参加しているので、
診察時には聞きにくい様な、生活の中の些細な疑問を聞
ける場としても機能できればと考えています。また、当事
者の方が楽しそうに過ごす様子を、ご家族と同じ目線で
共有できることは職員にとっても励みになります。
現在、当事者のご参加は女性が多いので、今後は男性
の方も気兼ねなく楽しめる場となるよう、模索を続けてい
きたいと考えています。

机には季節の生花が飾られ、創作プログラムで
作ったステンシルのランチョンマットやメニュー表
がセッティングされています。

カフェで提供するコーヒーは、挽き立ての豆から淹
れています。地域から来られたボランティアの方が
活躍されています。

新型コロナウイルス感染防止対策として、受付で
は参加者の方全員に検温を行い、手指消毒をお願
いしています。

CAFE草津 スケジュール

13：30～ コーヒーを飲みながらフリータイム
 ※ワークショップ（フラワーアレンジメントなど）

※状況によって、多少変更になる場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止または延期になる場合がございます。

14：30～ ミニ講座(毎回テーマを変えて実施) 30分

～15：30 フリータイム

ミニ講座では、毎回生活に役立つテーマを取り上げ、当事者と家族が一緒に
学んでいただける内容になっています。

就労継続支援B型事業所のパン製
造・販売部門「トレペンネ」によるパ
ンとお菓子をご用意しています。
（新型コロナウイルス感染症の流行
が収束すれば、その場で楽しんで
いただく予定です。）

フリータイムでは、当事者同士が交流しながら楽しんでいただけるよう、ワーク
ショップ(フラワーアレンジメントなど)を企画しています。

認知症カフェの役割と今後の展望

■  C A F E草津  基本情報

開 催 日

場　　所

参 加 費

参加方法

月1回開催（第4土曜日）

草津病院 北館1階 (広島市西区草津梅が台10-1)

お一人様 200円(飲み物・お菓子代)

事前にお電話にてご連絡ください。［TEL：082-270-0311］

広島市西部認知症疾患医療センター 岩崎 庸子センター長　　

̶参加のきっかけを教えてください。
広島市西部認知症疾患医療センターの岡田さんからご案内
があり、参加することにしました。若年性認知症の妻が参加
したいと思う認知症カフェが市内にはあまり無いので、毎回
貴重な交流の場になっています。（Kさんご家族）

̶CAFE草津に参加していかがでしたか？
認知症に関して、ネットで調べた情報と、実際に関わる方の生
の声を聴く事は、同じ内容であっても感覚が違います。参加し
て知識を得たいという思いの他、他の参加者との会話を通して
感覚を共有したいという思いを持っています。（Tさんご家族）

参加者のご家族にインタビュー   

どうぞお気軽に

ご参加ください！

ワークショップに参加するKさんとTさん

認知症カフェ「CAFE草津」
安心して楽しく集える場を目指して
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ける場としても機能できればと考えています。また、当事
者の方が楽しそうに過ごす様子を、ご家族と同じ目線で
共有できることは職員にとっても励みになります。
現在、当事者のご参加は女性が多いので、今後は男性
の方も気兼ねなく楽しめる場となるよう、模索を続けてい
きたいと考えています。

机には季節の生花が飾られ、創作プログラムで
作ったステンシルのランチョンマットやメニュー表
がセッティングされています。

カフェで提供するコーヒーは、挽き立ての豆から淹
れています。地域から来られたボランティアの方が
活躍されています。

新型コロナウイルス感染防止対策として、受付で
は参加者の方全員に検温を行い、手指消毒をお願
いしています。

CAFE草津 スケジュール

13：30～ コーヒーを飲みながらフリータイム
 ※ワークショップ（フラワーアレンジメントなど）

※状況によって、多少変更になる場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止または延期になる場合がございます。

14：30～ ミニ講座(毎回テーマを変えて実施) 30分

～15：30 フリータイム

ミニ講座では、毎回生活に役立つテーマを取り上げ、当事者と家族が一緒に
学んでいただける内容になっています。

就労継続支援B型事業所のパン製
造・販売部門「トレペンネ」によるパ
ンとお菓子をご用意しています。
（新型コロナウイルス感染症の流行
が収束すれば、その場で楽しんで
いただく予定です。）

フリータイムでは、当事者同士が交流しながら楽しんでいただけるよう、ワーク
ショップ(フラワーアレンジメントなど)を企画しています。

認知症カフェの役割と今後の展望

■  C A F E草津  基本情報

開 催 日

場　　所

参 加 費

参加方法

月1回開催（第4土曜日）

草津病院 北館1階 (広島市西区草津梅が台10-1)

お一人様 200円(飲み物・お菓子代)

事前にお電話にてご連絡ください。［TEL：082-270-0311］

広島市西部認知症疾患医療センター 岩崎 庸子センター長　　

̶参加のきっかけを教えてください。
広島市西部認知症疾患医療センターの岡田さんからご案内
があり、参加することにしました。若年性認知症の妻が参加
したいと思う認知症カフェが市内にはあまり無いので、毎回
貴重な交流の場になっています。（Kさんご家族）

̶CAFE草津に参加していかがでしたか？
認知症に関して、ネットで調べた情報と、実際に関わる方の生
の声を聴く事は、同じ内容であっても感覚が違います。参加し
て知識を得たいという思いの他、他の参加者との会話を通して
感覚を共有したいという思いを持っています。（Tさんご家族）

参加者のご家族にインタビュー   

どうぞお気軽に

ご参加ください！

ワークショップに参加するKさんとTさん

認知症カフェ「CAFE草津」
安心して楽しく集える場を目指して

特集

Special
   Feature
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認知行動療法
各 施 設からのお 知らせ や 近 況をお 届けします！

認知行動療法とは？
認知行動療法は、いつもならストレスに圧倒されそうな場面でも、考え方や対処法をいろいろ工夫を
することで、つらい感情をやわらげて自分自身をコントロールできるようになるための治療法です。
うつ病や不安症などのストレス疾患を中心に、症状改善や再発予防効果があることが認められてい
ます。
また、近年の研究によると、認知行動療法が脳内の感情調整に関係する部位の機能を高めることが
分かっています。

認知行動療法の考え方
認知行動療法の「認知」とは考えやイメージ、物ごとの見方や受け取り方のことです。そして認知の中で、
何か出来事があったとき瞬間的に頭に浮かぶ考えやイメージのことを「自動思考」と呼びます。
「自動思考」がネガティブな内容であれば落ち込み（＊図1）、ポジティブな内容であればうれしくなるよう
に、「自動思考」は私たちの「感情」に大きな影響を与えています。さらに、感情の変化は「行動」にも影響
し、選んだ行動によってその後の状況はいい方にも悪い方にも変わっていきます（＊図2）。
認知行動療法では、このような「思考」「感情」「行動」の関係に気づき、それらに働きかけて、つらい感
情から距離を少しおき、その時々の状況に応じた柔軟な思考や行動をとることができるようにトレー
ニングしていきます（＊図3）。

草津病院の認知行動療法プログラムの紹介

不安とうつの認知行動療法「UP－G」

リハビリテーション課 デイケアセンター TEL：082-277-6301
※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。

認知行動療法のプログラムに
関するお問い合わせ先 

今回のテーマ

精神科部長　中津 啓吾

前回は「ストレスケア病棟」についてお話しいたしましたが、
今回はそのストレスケア病棟でも力を入れている「認知行動療法」の
考え方や具体的な治療方法について、ご説明いたします。

不安とうつを抱えた患者さんを対象とし
た集団プログラムです。不快な感情に向
きあえる力を身につけるため、全12回の
グループセッションを行っています。外来
通院中の方を対象としています。

はっぴーグループ

認知行動療法の代表的な技法を学ぶこと
ができる集団プログラムです。4種類の
コースが月ごとに入れ替わり、自分に
合ったコースを選ぶことができます。入院
の方も外来の方も参加可能です。

メタ認知トレーニング「D-MCT」

うつ状態などで生じやすい思考パターン
を認識し、修正できるようになるための全
8回のプログラムです。ストレスケア病棟
に入院中の方を対象に行っています。

今回お話を聞いたのは

精神科の
キーワード

V o l . 2

D r .に聞きたい！

企業への就職には「障害を開示する」
方法と「障害を開示しない」方法があ
り、利用者さんの希望をお伺いしなが
ら訓練や支援を進めています。近年、
精神障害のある方への求人は一般
企業や行政機関など増加傾向にあ
り、仕事内容も軽作業や事務作業な
ど様々です。私たちは「働きたい」とい
う気持ちがあれば、誰でも就職のチャ
ンスがあると考えており、見学や体験
利用などいつでもお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。

就労移行支援事業所 ワークネクスト

病院敷地内の畑にて、園芸プログラ
ム「果実を育てよう」を新たに始めま
した。対人関係が苦手で引きこもりが
ちな利用者の方が、戸外で自然と触
れ合いストレス発散や気分転換を図
ることを目的としています。果実は、ブ
ルーベリー、イチジク、デコポン、栗、
柿の5種類を育てています。虫が付き
にくく無農薬でも栽培しやすいブ
ルーベリーは、4月から雑草を定期的
に刈り、7月にようやく実がなり始めま
した。

自立訓練（生活訓練）事業所 梅の里

2020年3月から、新型コロナウイルス
感染拡大防止に係る広島市の方針に
より、計画相談に関わるご自宅訪問
を控えさせていただいています。電話
で最近のご様子や障害福祉サービス
利用に関すること、お困りごとなどを
聞かせていただき必要に応じて対応
しています。残念ながら、もう少し電話
での対応が続きそうですが、状況によ
り柔軟に対応しますので、お気軽に
お声がけください。

相談支援事業所 ネクストライフ
2021年7月20日、西区地域福祉セン
ターにて西区相談支援部会を開催
し、相談支援専門員が集まり事例検
討を行いました。西区相談支援部会
は、障害者自立支援協議会西区地域
部会に位置付けられた専門部会の一
つで、相談支援専門員のスキルアッ
プを目的に、当センターが事務局とな
り勉強会や事例検討などを毎月開催
しています。西区の相談支援専門員
は皆さん熱心で、切磋琢磨して支援
技術の向上に励んでいます。

広島市西区障害者基幹相談支援センター

関の方々からも非常に役
立つとのご意見を頂いて
います。先日、日本病院薬
剤師会から「地域と病院
とをつなぐ薬剤師の入退
院支援業務」の事例集が
出ており、その中でも多く
の医療機関が退院時薬剤サマリーに取り組んでいる事が取り上げら
れていました。精神科医療においては遅れている感もあり、当院薬局
課では今後も業務の一環として本サマリーの作成に力を入れて参る
とともに、精神疾患を持つ患者さんの在宅移行を目指し、病院薬剤師
として少しでも役に立てればと考えております。

 草津病院 医療技術部 薬局課

入院患者さんに対し多職種が退院支援を行う中で、病院薬剤師として
どのような関わりが出来るかを検討した結果、2020年4月より「退院時
薬剤サマリー」の作成に力を入れています。
薬物治療が入院中に完結しない場合、退院後の医療機関に引き継
いで欲しい情報が沢山あります。その際に役立つのが「退院時薬剤
サマリー」です。感覚としては、医師が作成する診療情報提供書や看
護師が作成する看護サマリーの薬剤師版だと思っていただければ
幸いです。
本サマリーには、入院中に患者さんから得た薬に関する基本情報（ア
レルギー歴、禁忌歴、副作用歴など）、薬物治療経過、服薬状況、薬の
管理情報、退院先への申し送り情報、検査値などを記載しています。
現在、このサマリーのアンケート調査を同時に行っており、他医療機
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認知行動療法
各 施 設からのお 知らせ や 近 況をお 届けします！

認知行動療法とは？
認知行動療法は、いつもならストレスに圧倒されそうな場面でも、考え方や対処法をいろいろ工夫を
することで、つらい感情をやわらげて自分自身をコントロールできるようになるための治療法です。
うつ病や不安症などのストレス疾患を中心に、症状改善や再発予防効果があることが認められてい
ます。
また、近年の研究によると、認知行動療法が脳内の感情調整に関係する部位の機能を高めることが
分かっています。

認知行動療法の考え方
認知行動療法の「認知」とは考えやイメージ、物ごとの見方や受け取り方のことです。そして認知の中で、
何か出来事があったとき瞬間的に頭に浮かぶ考えやイメージのことを「自動思考」と呼びます。
「自動思考」がネガティブな内容であれば落ち込み（＊図1）、ポジティブな内容であればうれしくなるよう
に、「自動思考」は私たちの「感情」に大きな影響を与えています。さらに、感情の変化は「行動」にも影響
し、選んだ行動によってその後の状況はいい方にも悪い方にも変わっていきます（＊図2）。
認知行動療法では、このような「思考」「感情」「行動」の関係に気づき、それらに働きかけて、つらい感
情から距離を少しおき、その時々の状況に応じた柔軟な思考や行動をとることができるようにトレー
ニングしていきます（＊図3）。

草津病院の認知行動療法プログラムの紹介

不安とうつの認知行動療法「UP－G」

リハビリテーション課 デイケアセンター TEL：082-277-6301
※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。

認知行動療法のプログラムに
関するお問い合わせ先 

今回のテーマ

精神科部長　中津 啓吾

前回は「ストレスケア病棟」についてお話しいたしましたが、
今回はそのストレスケア病棟でも力を入れている「認知行動療法」の
考え方や具体的な治療方法について、ご説明いたします。

不安とうつを抱えた患者さんを対象とし
た集団プログラムです。不快な感情に向
きあえる力を身につけるため、全12回の
グループセッションを行っています。外来
通院中の方を対象としています。

はっぴーグループ

認知行動療法の代表的な技法を学ぶこと
ができる集団プログラムです。4種類の
コースが月ごとに入れ替わり、自分に
合ったコースを選ぶことができます。入院
の方も外来の方も参加可能です。

メタ認知トレーニング「D-MCT」

うつ状態などで生じやすい思考パターン
を認識し、修正できるようになるための全
8回のプログラムです。ストレスケア病棟
に入院中の方を対象に行っています。

今回お話を聞いたのは

精神科の
キーワード

V o l . 2

D r .に聞きたい！

企業への就職には「障害を開示する」
方法と「障害を開示しない」方法があ
り、利用者さんの希望をお伺いしなが
ら訓練や支援を進めています。近年、
精神障害のある方への求人は一般
企業や行政機関など増加傾向にあ
り、仕事内容も軽作業や事務作業な
ど様々です。私たちは「働きたい」とい
う気持ちがあれば、誰でも就職のチャ
ンスがあると考えており、見学や体験
利用などいつでもお受けしています。
お気軽にお問い合わせください。

就労移行支援事業所 ワークネクスト

病院敷地内の畑にて、園芸プログラ
ム「果実を育てよう」を新たに始めま
した。対人関係が苦手で引きこもりが
ちな利用者の方が、戸外で自然と触
れ合いストレス発散や気分転換を図
ることを目的としています。果実は、ブ
ルーベリー、イチジク、デコポン、栗、
柿の5種類を育てています。虫が付き
にくく無農薬でも栽培しやすいブ
ルーベリーは、4月から雑草を定期的
に刈り、7月にようやく実がなり始めま
した。

自立訓練（生活訓練）事業所 梅の里

2020年3月から、新型コロナウイルス
感染拡大防止に係る広島市の方針に
より、計画相談に関わるご自宅訪問
を控えさせていただいています。電話
で最近のご様子や障害福祉サービス
利用に関すること、お困りごとなどを
聞かせていただき必要に応じて対応
しています。残念ながら、もう少し電話
での対応が続きそうですが、状況によ
り柔軟に対応しますので、お気軽に
お声がけください。

相談支援事業所 ネクストライフ
2021年7月20日、西区地域福祉セン
ターにて西区相談支援部会を開催
し、相談支援専門員が集まり事例検
討を行いました。西区相談支援部会
は、障害者自立支援協議会西区地域
部会に位置付けられた専門部会の一
つで、相談支援専門員のスキルアッ
プを目的に、当センターが事務局とな
り勉強会や事例検討などを毎月開催
しています。西区の相談支援専門員
は皆さん熱心で、切磋琢磨して支援
技術の向上に励んでいます。

広島市西区障害者基幹相談支援センター

関の方々からも非常に役
立つとのご意見を頂いて
います。先日、日本病院薬
剤師会から「地域と病院
とをつなぐ薬剤師の入退
院支援業務」の事例集が
出ており、その中でも多く
の医療機関が退院時薬剤サマリーに取り組んでいる事が取り上げら
れていました。精神科医療においては遅れている感もあり、当院薬局
課では今後も業務の一環として本サマリーの作成に力を入れて参る
とともに、精神疾患を持つ患者さんの在宅移行を目指し、病院薬剤師
として少しでも役に立てればと考えております。

 草津病院 医療技術部 薬局課

入院患者さんに対し多職種が退院支援を行う中で、病院薬剤師として
どのような関わりが出来るかを検討した結果、2020年4月より「退院時
薬剤サマリー」の作成に力を入れています。
薬物治療が入院中に完結しない場合、退院後の医療機関に引き継
いで欲しい情報が沢山あります。その際に役立つのが「退院時薬剤
サマリー」です。感覚としては、医師が作成する診療情報提供書や看
護師が作成する看護サマリーの薬剤師版だと思っていただければ
幸いです。
本サマリーには、入院中に患者さんから得た薬に関する基本情報（ア
レルギー歴、禁忌歴、副作用歴など）、薬物治療経過、服薬状況、薬の
管理情報、退院先への申し送り情報、検査値などを記載しています。
現在、このサマリーのアンケート調査を同時に行っており、他医療機
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収穫したブルーベリーは、
ケーキやジャム、ジュースなど
梅の里の「お菓子作り」プロ
グラムに活用する予定なの
で、皆で楽しみにしています。

SST（ソーシャルスキル・ト
レーニング）プログラムでは、
対人関係を良好に維持する
技能や、問題解決ができるス
キルを身に付けます。

日頃の実践を共有する事例
検討は、考え方の幅が広が
り、自己点検を行う非常に良
い機会となっています。

電話では話しにくいことなど
ありましたら、感染防止対策
を十分に行いご自宅や利用
されている事業所に訪問させ
ていただきます。



認知行動療法
各 施 設からのお 知らせ や 近 況をお 届けします！

認知行動療法とは？
認知行動療法は、いつもならストレスに圧倒されそうな場面でも、考え方や対処法をいろいろ工夫を
することで、つらい感情をやわらげて自分自身をコントロールできるようになるための治療法です。
うつ病や不安症などのストレス疾患を中心に、症状改善や再発予防効果があることが認められてい
ます。
また、近年の研究によると、認知行動療法が脳内の感情調整に関係する部位の機能を高めることが
分かっています。

認知行動療法の考え方
認知行動療法の「認知」とは考えやイメージ、物ごとの見方や受け取り方のことです。そして認知の中で、
何か出来事があったとき瞬間的に頭に浮かぶ考えやイメージのことを「自動思考」と呼びます。
「自動思考」がネガティブな内容であれば落ち込み（＊図1）、ポジティブな内容であればうれしくなるよう
に、「自動思考」は私たちの「感情」に大きな影響を与えています。さらに、感情の変化は「行動」にも影響
し、選んだ行動によってその後の状況はいい方にも悪い方にも変わっていきます（＊図2）。
認知行動療法では、このような「思考」「感情」「行動」の関係に気づき、それらに働きかけて、つらい感
情から距離を少しおき、その時々の状況に応じた柔軟な思考や行動をとることができるようにトレー
ニングしていきます（＊図3）。

草津病院の認知行動療法プログラムの紹介

不安とうつの認知行動療法「UP－G」

リハビリテーション課 デイケアセンター TEL：082-277-6301
※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。

認知行動療法のプログラムに
関するお問い合わせ先 

今回のテーマ

精神科部長　中津 啓吾

前回は「ストレスケア病棟」についてお話しいたしましたが、
今回はそのストレスケア病棟でも力を入れている「認知行動療法」の
考え方や具体的な治療方法について、ご説明いたします。
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梅の里の「お菓子作り」プロ
グラムに活用する予定なの
で、皆で楽しみにしています。
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対人関係を良好に維持する
技能や、問題解決ができるス
キルを身に付けます。

日頃の実践を共有する事例
検討は、考え方の幅が広が
り、自己点検を行う非常に良
い機会となっています。

電話では話しにくいことなど
ありましたら、感染防止対策
を十分に行いご自宅や利用
されている事業所に訪問させ
ていただきます。



「詩ふたつ」

当院の東館屋上で飼育しているうずら達と触れ合い、お世話を楽しむプログラム「うずら交流会」。
この度、当プログラムが始まって以来、初めての孵化（ふか）に挑戦しました。その様子をリポートします。

デイケアプログラム「うずら交流会」
今回おじゃましたのは

草津沼田道路・草津出入口のそばに、白い灯台が建って
いるユニークな公園があるのをご存じでしょうか。この灯
台は移築されたものではなく、この辺りが旧草津港であっ
た時に建てられたものです。
旧草津港は、1823（文政6）年に現在の草津南1丁目辺り
に造られ、1948年に西へ拡張された時にこの灯台が建て
られました。灯台の明かりを目印に、長崎や下関から魚を
運んでくる船や近海の漁船が入港してきたそうです。その
後、1971年に始まった埋立事業により、この灯台と防波
堤の一部が残され、1982年に公園として整備されました。

5～6月頃に産卵が盛
んになり、卵の採取を
行いました。孵化を成
功させた経験がある
院長がアドバイスを
行い、孵化の準備を
行いました。

卵が有精卵である確率は、大体20分の1とのこと。
その1個も、様々な条件を揃えなければ孵化の可
能性は生じないので、なかなかの狭き門です。

広電・草津南駅から徒歩5分の距離にある自転車専門店「サイクルベースあさひ 広島草津店」。幅広い
種類の自転車を取り揃え、メンテナンス用品やカスタムパーツ類も品揃え豊富です。修理についても
気軽に店員さんに相談できる他、店の前には自動の空気入れが設置され無料で利用できます。自転車
の購入を考えている方や、メンテナンスでお悩みの方は、一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

＊秋の照り焼き丼…フライパン1つでできる丼です。
＊高野豆腐の煮物…秋刀魚のアラ出汁で高野豆腐を炊くことで、栄養を余すことなく摂取できます。

旬のきのこをたっぷり使い、レタス1.5
個分の食物繊維を摂取できます。丼に
高野豆腐の煮物を合わせることで、不
足しがちな鉄分を強化できます。

コロナウイルスに関するニュースが毎日
届き、今日は何人が亡くなったと、正確
な数字が日々報告される。広島や長崎の
原爆や、沖縄戦での死者数も、おおよ
その数字しか分かっていないのに。あの
時代も、一人一人、かけがえのない命だっ
ただろうに。
この本は、詩人・長田弘さんの簡潔で
豊かなことばと、クリムトの樹木や草花
の美しい風景画から出来ている。「春の
日、あなたに会いにゆく。/きれいな水と、

きれいな花を、手に持って。/ あなたは、
なくなった人である。どこにもいない人
である。/ やがて、とある日、黙って森
を出てゆくもののように、わたしたちは
逝くだろう。/ 大きくなった木の下で会お
う。/ そのとき、ふりかえって 人生は森
のなかの 1 日のようだったと言えたら、
わたしはうれしい。」友人や知人が亡く
なった時、また、友人や知人がご家族を
亡くされたとき、自分が読んで慰められ、
遺された人に贈る本である。

クレヨンハウス 発行/48頁/3,080円（税込）　

「秋の照り焼き丼」と「高野豆腐の煮物」
カンタン! 調理レシピ

■材料（2人分）

栄養課 課長補佐 山田 誠

■作り方

ワンポイントアドバイス

秋の照り焼き丼 高野豆腐の煮物

秋の照り焼き丼 高野豆腐の煮物
白米…1合
秋刀魚…1匹
水…50cc
なめこ…50g
ごま…ふたつまみ

生しいたけ…2枚
えのきたけ…60g
エリンギ…40g
まいたけ…40g

生姜…少々
こいくち醤油…25cc
砂糖…大さじ1と1/2杯
みりん…5cc　

付けダレ

高野豆腐…1枚
人参…30g
砂糖…大さじ1と1/2杯
うすくち醤油…小さじ1杯
料理酒…小さじ1杯
秋刀魚のアラ出汁…180cc

長田 弘 著　　グスタフ・クリムト 画

精神科 医師
大澤 多美子

My 
  Recommed!マイリコメンド

素敵なことばと絵が
心を癒してくれる、
優しく温かな詩画集です。

紹介して
くれたのは

サイクルベースあさひ 広島草津店（西区草津南3-4-6）

西部埋立第七公園（西区草津新町2-1）

草津さんぽの～んびり楽しむ！　

余裕があれば…足を延ばしてみよう！ 

1

2

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：566kcal　調理時間：40分　塩分：2.4g
たんぱく質：21.5g　脂質：16.7g　食物繊維：5.2g　鉄分：2.7g

病院内のさまざまな活動をご紹介

日々のひとコマ

うずら
豆知識

孵卵器で卵を温め、加
湿用の水を追加してい
きます。孵化成功の場
合、約17日後にヒナが
誕生しますが、この度
は大変残念ながら、孵
化に至りませんでした。

皆で協力し合い、分からない事は調べながら進
めていきました。このまま諦めずに、ぜひ次回も
孵化に挑戦したいです。

挑戦した
感想は…

うずらの卵の採取 孵卵器（ふらんき）での保温

栄養課監修

栄養価：1人前

①公園中央にそびえ立つ
灯台は、緑あふれる景色
に溶け込んでいます。

②公園は明るく広々とした
雰囲気で、すべり台やブ
ランコなどの遊具もあり
ます。

①高野豆腐をたっぷりの水で戻す。
②秋刀魚のアラを、クッキングシートを敷いたフライパ
ンで軽く焦げ目が付くまで焼き、それを水洗いする。

③180ccの水に②を入れて沸騰させ、出汁が出たらア
ラを取り出し、砂糖、うすくち醤油、料理酒を加える。

④水気を絞った①と人参を1口サイズに切る。
⑤③に④を入れて落とし蓋をして10分煮込んだら器
に盛りつける。

①秋刀魚を3枚におろす　※アラは高野豆腐の煮物で使用する。

②片身を3～ 4切に切る。
③付けダレをボールなどで合わせ②を付ける。
④フライパンにクッキングシートを敷き、弱火で生しいたけ、えのきたけ、エリンギ、
まいたけを焼き、火が通ったら取り出す。

⑤クッキングシートを敷いたフライパンに付けダレから取り出した秋刀魚を、皮面を
下にして弱火で焼く。焦げ目が付いたら裏返して焼き、火が通ったら器に取り出す。

⑥残った付けダレに水を50cc足し、クッキングシートを取り除いたフライパンに入
れて沸騰したら、なめこを入れてタレが半分になるまで煮詰める。

⑦丼に白米を盛り、④・⑤をのせて上から⑥をかけ、ごまを上からふりかける。
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コロナウイルスに関するニュースが毎日
届き、今日は何人が亡くなったと、正確
な数字が日々報告される。広島や長崎の
原爆や、沖縄戦での死者数も、おおよ
その数字しか分かっていないのに。あの
時代も、一人一人、かけがえのない命だっ
ただろうに。
この本は、詩人・長田弘さんの簡潔で
豊かなことばと、クリムトの樹木や草花
の美しい風景画から出来ている。「春の
日、あなたに会いにゆく。/きれいな水と、

きれいな花を、手に持って。/ あなたは、
なくなった人である。どこにもいない人
である。/ やがて、とある日、黙って森
を出てゆくもののように、わたしたちは
逝くだろう。/ 大きくなった木の下で会お
う。/ そのとき、ふりかえって 人生は森
のなかの 1 日のようだったと言えたら、
わたしはうれしい。」友人や知人が亡く
なった時、また、友人や知人がご家族を
亡くされたとき、自分が読んで慰められ、
遺された人に贈る本である。

クレヨンハウス 発行/48頁/3,080円（税込）　

「秋の照り焼き丼」と「高野豆腐の煮物」
カンタン! 調理レシピ

■材料（2人分）

栄養課 課長補佐 山田 誠

■作り方

ワンポイントアドバイス

秋の照り焼き丼 高野豆腐の煮物

秋の照り焼き丼 高野豆腐の煮物
白米…1合
秋刀魚…1匹
水…50cc
なめこ…50g
ごま…ふたつまみ

生しいたけ…2枚
えのきたけ…60g
エリンギ…40g
まいたけ…40g

生姜…少々
こいくち醤油…25cc
砂糖…大さじ1と1/2杯
みりん…5cc　

付けダレ

高野豆腐…1枚
人参…30g
砂糖…大さじ1と1/2杯
うすくち醤油…小さじ1杯
料理酒…小さじ1杯
秋刀魚のアラ出汁…180cc

長田 弘 著　　グスタフ・クリムト 画

精神科 医師
大澤 多美子

My 
  Recommed!マイリコメンド

素敵なことばと絵が
心を癒してくれる、
優しく温かな詩画集です。

紹介して
くれたのは

サイクルベースあさひ 広島草津店（西区草津南3-4-6）

西部埋立第七公園（西区草津新町2-1）

草津さんぽの～んびり楽しむ！　

余裕があれば…足を延ばしてみよう！ 

1

2

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：566kcal　調理時間：40分　塩分：2.4g
たんぱく質：21.5g　脂質：16.7g　食物繊維：5.2g　鉄分：2.7g

病院内のさまざまな活動をご紹介

日々のひとコマ

うずら
豆知識

孵卵器で卵を温め、加
湿用の水を追加してい
きます。孵化成功の場
合、約17日後にヒナが
誕生しますが、この度
は大変残念ながら、孵
化に至りませんでした。

皆で協力し合い、分からない事は調べながら進
めていきました。このまま諦めずに、ぜひ次回も
孵化に挑戦したいです。

挑戦した
感想は…

うずらの卵の採取 孵卵器（ふらんき）での保温

栄養課監修

栄養価：1人前

①公園中央にそびえ立つ
灯台は、緑あふれる景色
に溶け込んでいます。

②公園は明るく広々とした
雰囲気で、すべり台やブ
ランコなどの遊具もあり
ます。

①高野豆腐をたっぷりの水で戻す。
②秋刀魚のアラを、クッキングシートを敷いたフライパ
ンで軽く焦げ目が付くまで焼き、それを水洗いする。

③180ccの水に②を入れて沸騰させ、出汁が出たらア
ラを取り出し、砂糖、うすくち醤油、料理酒を加える。

④水気を絞った①と人参を1口サイズに切る。
⑤③に④を入れて落とし蓋をして10分煮込んだら器
に盛りつける。

①秋刀魚を3枚におろす　※アラは高野豆腐の煮物で使用する。

②片身を3～ 4切に切る。
③付けダレをボールなどで合わせ②を付ける。
④フライパンにクッキングシートを敷き、弱火で生しいたけ、えのきたけ、エリンギ、
まいたけを焼き、火が通ったら取り出す。

⑤クッキングシートを敷いたフライパンに付けダレから取り出した秋刀魚を、皮面を
下にして弱火で焼く。焦げ目が付いたら裏返して焼き、火が通ったら器に取り出す。

⑥残った付けダレに水を50cc足し、クッキングシートを取り除いたフライパンに入
れて沸騰したら、なめこを入れてタレが半分になるまで煮詰める。

⑦丼に白米を盛り、④・⑤をのせて上から⑥をかけ、ごまを上からふりかける。

「詩ふたつ」
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外来のご案内

精神科・戸谷医師が
東京五輪 点火セレモニー参加

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–

2021年5月17日に平和記念公園で行わ
れた、東京五輪の点火セレモニーに、精
神科の戸谷修二医師が聖火ランナーとし
て参加しました。皆が尊重し合える社会に
なるようにと願いを込めて、トーチキスに
臨まれたそうです。

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。

当事業所は、安芸農業協同組合から農作業の委託を受けて、JA安芸きずな農園
で様々な野菜の栽培を行っています。畑を耕して畝をつくり、野菜の苗を植える
ところから作業を行います。苗の成長過程で、芽かき・追肥・支柱立てなどを行
い、最終的に農協の産直市へ出荷するまで一連の作業を行います。大自然の中
で野菜の成長を見守りながら作業を行うことで、気分転換や体力づくりにも繋が
ります。参加をご希望の方は、いつでも当事業所へお問い合わせください。

左は能勢監事、右は戸谷医師。看護管理室で撮
影を行いました。

患者さんの日常生活動作を
職員がVR（バーチャル・リアリティ）で体験

2021年7月19日に、パーキンソン病やレ
ビー小体型認知症の患者さん及び介助
者の日常生活動作を体験するVR体験
会を実施しました。作業療法士や精神
保健福祉士等約30名が参加し、病状や
生活の困り事への認識を深めました。

VRゴーグルを着用し、食事中の手の震えや、
衣服のボタンの掛けづらさを体験しました。

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。

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（農作業部門）

「JA安芸きずな農園」

ご予約は不要です。随時ご来院ください。

受付順番

広々とした自然豊かな農園

所在地：
広島市安芸区上瀬野字下大山

お問い合わせ先：
ワークネクスト 082-277-1279

今号の表紙

認知症カフェ「CAFE草津」

2021 autumn/winter
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安心して楽しく集える場を目指して

Ta ke Free

vol.2
さ ら に

栄養課監修 カンタン! 調理レシピ 「秋の照り焼き丼」と「高野豆腐の煮物」

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

［認知行動療法］

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
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JR新井口駅 商工センター入口
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2

観音

▲

井口中

井口高

己斐

▲

エディオン

草津病院

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

特集


