
　朝日病院は、安心と信頼の精神医
療、そしてノーマライゼーションの理
念に基づいた精神保健福祉を提供いた
します。

●朝日病院　基本理念 ●朝日病院　基本方針
❶患者様やご家族に対して安心で安全
な医療、療養環境を提供します。

❷患者様の人権に配慮し、権利を擁護
するとともに主体性を尊重します。

❸患者様の自立に向け、チーム医療に
よるサポート体制を充実し社会復帰
を支援します。

❹地域社会と密接に連携し、そのニー
ズに対応し、精神保健福祉の充実に
貢献します。

❺常に質の高い先進的な精神医療を実
践・提供できるように研鑽に励みま
す。
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最近、どんなことで笑いましたか？みなさんが何気なくしているこの「笑う」という行為、実は感情表
現の中で極めて特殊なことで、一般的に動物の中で笑うのは人間だけと言われています。
また、笑うことでストレス発散になるだけでなく、表情筋が動くことでしみやたるみ予防にもなります
し、大笑いすることでおなか周りの筋力強化にもつながります。
でも、「毎日大笑いできない」「辛くて笑えない・・・」という時もあるかと思います。そんな時こそ、
口角を上げて自分自身に微笑んであげてください。
「笑う門には福来たる」みなさんも意識して、笑顔で日常生活を過ごしてみてはいかがですか。

（精神保健福祉士）　

　うつ病は、気分が落ち込み憂うつになる、やる気が出ないなどの精神的な症状のほか、眠れない、疲
れやすい、体がだるいといった身体的な症状が現れることも多い病気であり、だれでもかかる可能性が
あります。今回は、体調不良が続いている患者さんのご家族や周囲の方が、どのようにサポートしたら
よいかについてお話しさせていただきます。
○不安を広げないような声掛け
　受診を勧める時は、受け入れやすい言葉を選んで声掛けします。患者さんの中には、「自分は病気で
はない」と認めたがらない方もいらっしゃるため、「うつ病」という表現はせず、「こころとからだの
疲労を診てもらったら？」と提案するような言い回しにしましょう。

○病気の原因探しをしない
　うつ病とわかると「なぜ病気になったのか」と原因探しをしがちですが、実際はさまざまな要因が
関係していることが多く、特定できるケースのほうが少ないのです。原因を探すのではなく、周囲の
方は「どうすればよくなるか」を考えるようにして下さい。

〇考えや決断を求めない　重要な決断は先延ばしに
　うつ病の人は思考力が低下していることが多く、自分で決断することが難しい状態にあります。高
額な買い物、引っ越し、転職・退職など、重要な決断はなるべく延期するように働きかけましょう。
主治医から休職を指示された場合、必要に応じて、周囲の方が手続きを手伝ってあげてください。

〇無理に外出や運動を勧めない
　外出、運動、お友達付き合い、お酒の席などは、健康な人にとっては気分転換やストレス発散にな
りますが、うつ病の人にとっては負担になる場合があります。回復期を迎えてから段階的に誘うよう
にしましょう。

〇必要以上に励まさない
　「もっと頑張らないと！」「このままじゃだめだよ！」などの必要以上の励ましは、うつ病の人にとっ
ては「頑張っていない」「怠けている」と言われていることと同じであり、つらい気持ちにさせてしま
います。頑張りたくても頑張れない状態であることを理解し、普段と同じ態度で接してください。

　うつ病の患者さんのサポートは長丁場になりますので、周囲の方の身体的・精神的な健康管理も忘れ
ないで下さい。なにかわからないことや不安なことがありましたら抱え込まずに、当院スタッフに相談
するようにしましょう。
� （海野　まみ）　

メンタルヘルス講座
かん
 たん

うつ病のサポート  ～ご家族、周囲の方にお願いしたいこと～

シリーズ レッツ！スマイル！
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☆訪問看護とは？
病院を退院された後、あるいは外来通院されている方
が、安心して治療を続けながら、自分らしい生活が送れ
るよう、病院スタッフがご自宅へ訪問し、日常生活への
支援を行います。
様々な生活上の問題について、一緒に考え、通院治療
を続けていけるように必要な支援を行います。

○生活上の相談例
・家に閉じこもりがちで昼と夜が逆転しがち
・人づきあいが苦手
・仕事をしたいけどなかなかうまくいかない
・心の悩みや生活の仕方について相談できる人がいない
・家族とうまくいかない
・日中１人になってしまい不安
・気分転換の方法を教えてほしい

☆訪問看護を受けるには？
�訪問看護は、医師の指示が必要になります。ご希望され
る方は、主治医へご相談ください。また、ご本人、ご家
族からの双方の同意が必要です。

☆訪問看護の料金は？
　自立支援医療に含まれます。（１回580円）
　�自立支援医療を利用されない場合は、通常の健康保険が
適用されます。（１回1730円）

☆訪問看護の行ける範囲は？
当院からご自宅まで、30分程度の範囲となります。

☆訪問看護の職員は？
�当院の訪問看護課は、H29年３月現在で、作業療法士１
名、精神保健福祉士２名の計３名が所属しています。

☆お問い合わせ
�自宅に病院スタッフが来るということに対し、抵抗を感
じる方もいると思いますが、訪問看護（在宅生活を支援）
の利用によって、安定した生活を維持できる利用者の方
がたくさんいます。詳しい内容については

４階　看護部　川田　哲正
●趣味・特技：漫画、読書
● 自己ＰＲ：小・中学校では皆勤だったので、身体は丈夫
だと思います。
●�入職しての感想：前の病院では、職場にもなじめず、業
務の量も多く大変だったのですが、こちらではスタッフ
の方皆さん親切で、助けていただける事も多く、転職し
てきて本当によかったと思います。

Ｂ棟　黒澤ケイ子
●趣味・特技：旅行、裁縫、体を動かす事、細かい作業
●自己ＰＲ：定年まで頑張ります！
●�入職しての感想：以前、朝日病院で勤めていた為、なん
となく流れはつかめていますが、初めての病棟のため分
からない事も、覚える事も沢山あります。皆さんがいろ
いろ教えて下さるので、大変ながらも楽しく仕事に励む
事が出来ています。

相談課　車　孝一
●趣味・特技：ドライブ、スポーツ、細かい作業
●�自己ＰＲ：身体を動かすことが好きで、これまでにいろ
いろなスポーツをしてきたことです。
●�入職しての感想：日々覚えることが多く緊張の毎日です
が、皆さん親切に接していただいてるおかげで、楽しく
働かせてもらっています。

デイケア　藤沼　結花
●趣味・特技：音楽鑑賞、散歩
●�自己ＰＲ：人とかかわることが好きです。何事も一生懸
命に取り組みます。
●�入職しての感想：皆様に信頼していただけるワーカーに
なれるよう、精一杯頑張ります！

地域活動支援センター ゆうがお　町田　紗弥
●趣味・特技：ジグソーパズル
●�自己ＰＲ：ゆうがおをさらに楽しく安心できる場に皆さ
んと築き上げていきたいと思います。よろしくお願い致
します。
●�入職しての感想：スタッフもメンバーさんも楽しくプロ
グラム等を行なっており、笑顔が絶えないです。

29年度 新入社員紹介

朝日病院　☎０２８５－２２－１１８２（代表）
９時～17時30分　までお問い合わせください。
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冬が終わり、過しやすい春もつかの間、すぐそこ
には梅雨の季節が近づいています。
（この号が発行されている頃は、梅雨真っ盛りだ
と思います。）
ポカポカ陽気だと出歩きたい気持ちが高まります
が、雨の日は外に出るのも億劫に感じてしまいま
す。しかし、雨の日だからこそ、家にいる時間が長
い分、ゆっくりと読書をしたりDVD鑑賞をしたり
等々普段よりもいっぱい時間をかけて出来ることも
多いと思います。
真夏が到来する前に梅雨の季節を楽しみましょう。
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月 火 水 木 金 土
１診 朝日　公彦 朝日　公彦 朝日　晴彦 青木　顕子 朝日　晴彦 朝日　公彦
２診 朝日　晴彦 永嶋　秀明 山下　　新 朝日　晴彦 朝日　公彦 朝日　晴彦
３診 落合　孝徳 畠山　　毅 桂島　良州 落合　孝徳 畠山　　毅 桂島　良州
４診 倉科　　優 降矢　容子 倉科　　優 降矢　容子 山下　　新
５診 永嶋　秀明
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アスパラガス じゃがいも

栄養士さんのおいしい話

旬の野菜アスパラガスとじゃがいものポタージュ
～野菜丸ごとスープなのでお腹も満足～

簡
単
レ
シ
ピ

【材料】　５人分
　玉ねぎ　　　　　100g
　じゃがいも　　　300g
　アスパラガス　　4～ 5本
　水　　　　　　　200ml
　牛乳　　　　　　300ml
　バター　　　　　20ｇ
　塩コショウ　　　少々
　コンソメ　　　　少々

　身体のサビをとる抗酸化作用が高

く、老化防止、がん抑制、美容にも効果

があります。

　名の由来となったアスパラギン酸が

多く含まれ、疲労回復、スタミナ強化に

も効果があり新生活のスタートし、疲れ

がたまりやすい季節にお勧めします。

　ビタミンＣ、ビタミンＢ1、ビタミン
Ｂ6が豊富でフランスでは「大地のリン
ゴ」と呼ばれ、特に、ビタミンCは、
免疫力を高め、老化予防、風邪予防、
抗酸化作用、美肌効果があります。
　じゃがいものビタミンCは、りんご
の約５倍で、でんぷんに包まれている
ため保存や加熱によって壊れにくいの
が特徴です。
　じゃがいもの皮には、がん予防の効
果があるポリフェノールが含まれてい
ます。春の新じゃがは、皮ごと食べる
ことをお勧めします。

【作り方】
　①　バターで玉ねぎをしんなりするまで炒める。
　②　じゃがいもと水を加え、じゃがいもが柔らかくなるまで煮る。
　③　アスパラガスは別の鍋で塩ゆでし、ザルにあけておく。
　④　②の鍋に牛乳、塩コショウ、コンソメを入れて煮込む。
　⑤　④の粗熱を取り、③と合わせてミキサーにかける。
　⑥　器に盛りつけ完成。

肥満防止・動脈硬化予防

体力増進・スタミナ回復・疲労回復

ストレス緩和・便秘予防・がん予防

消化アップ・肝臓病予防・スタミナ強化


