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巻頭言 

 季節がかわって急に気温が下がってくると、体調を

崩すことが増えます。「風邪をひいた」と話して、医

療機関で抗生物質（抗菌薬）を処方されて安心、とい

うことも多いと思います。 

『風邪』という場合、医学的には『急性気道感染症』

と呼ばれる状態を指していることが一般的です。『急

性気道感染症』には、『急性鼻副鼻腔炎』（くしゃみ、

鼻汁、鼻閉などを主症状とするもの）、『急性咽頭炎』

（咽頭痛を主症状とするもの）、『急性気管支炎』（咳

を主症状とするもの）、『感冒』(前述の 3 タイプの症

状が同時にあるもの)が含まれます。 

いずれにしても、この『急性気道感染症』の原因微

生物の約 9 割は、ライノウイルスやコロナウイルス

などのウイルスであるということです。これらウイル

スには抗生物質（抗菌薬）は効果が期待できず、嘔吐

や下痢などの副作用のリスクは高まることが報告さ

れているので、厚生労働省も基本的には抗生物質（抗

菌薬）の処方は勧めない方針となってきています。 

昔から言われているように「栄養と水分、休養」が 

大切です。１週間から１０日ほどで症状が改善する

のが自然な経過というのは、経験的にも頷けるので

はないでしょうか。『急性気管支炎』の場合は、咳が

4 週間ほど続くことがあることは知っていると過度

な心配をしなくて済むかもしれません。もちろん、症

状を和らげるお薬を上手く使って少しでも快適に過

ごす工夫も必要です。咳き込んで眠れない、鼻が詰ま

って食べられないなどの状況は早く改善したいとこ

ろです。 

高齢で慢性心疾患や肺疾患がある場合や、一旦よ

くなったのにまた症状が悪化したり、別の症状が出

た場合、その他個々の状況によって、対処法も異なり

ます。 

どんな病気であっても、何かひとつの症状がよく

なれば良いというものでなく、毎日の生活が安心し

て過ごせるようになることが大切です。そんな日々

の生活を送っていれば『風邪』をひくことはよくある

ことだからこそ、よりよい対策をしたいものです。 

非常勤医師 福田 麻由子

「風邪」 の はなし 

運 営 理 念 

こころを大切に新しい地域精神医療を目指して 

1． 患者様の安全と権利を護り、安心とやすらぎのある精神医療をチーム医

療によって実現します。

2． 認知症及びうつ等ストレス性疾患その他精神疾患の治療と治療と啓発

活動を行い、偏見を除去することによって早期の診断・治療により患者

様やご家族等のこころを救います。 

3． 接遇を向上させ、快適で癒しの有る療養環境を提供します。 

4． 環境への配慮と「もったいない」という心で、医療の質を維持向上させ

ながら、地球環境の保全・コストの削減及び業務の効率化を行います。 

5． 地域への貢献の為、一市民として医療のみならず地域の発展に資する活

動に積極的に参加します。 

基 本 方 針 

《職 種》 管理栄養士 

《勤務年数》 5 年 

《勤務場所》 栄養士室 

《業務内容》 栄養管理、栄養教育、給食管理、衛生管理 

《休日の過ごし方》 料理、テニス 

お仕事紹介 

スタッフ

クローズアップ

栄養グループの仕事は大きく分けて 2 つあります。 

1 つ目の仕事は、栄養管理業務です。主に入院患者様の栄養状態、嚥下状態、食事の摂取量等を

モニタリング・評価を行っています。他部署と連携を取りながら、食事内容の見直しや補助食品

の検討を行い、患者様の栄養状態の改善に努めています。 

2 つ目の仕事は、給食管理業務です。患者様への安全な食事の提供のため、献立作成から食材発

注、調理、配膳にいたるまでの業務を行っています。入院患者様の給食数は、1 日平均 420 食。

その他、職員食、デイケア食、グループホーム食を 1 日平均 50 名分調理しています。また、病院

厨房のほか「デイケア」にも厨房があり、そちらの衛生管理も行っています。患者様や利用者様の

病気の状態に合わせ、アレルギー食や嫌い食等できる限りの個別対応を行いながら、満足度の高

い食事を目指していきたいです。 

管理栄養士 

内 山 
う ち や ま 

編集後記 
～「今年一番の寒さ」、「初雪」といった声が聞こえてきます。衣類調整、暖

房器具の確認など備えも大変ですね。されど食欲や読書が楽しみな季節がまだ

続く事を期待して、笑顔を絶やさず、風邪にも負けないようにと～（S.A） 

Mayuko Fukuta 

mailto:info@umh.jp
http://www.umh.jp/


 

 

 

お知らせ 

笑顔を測定？！ 

スマイルスキャンのご紹介 

このように多くの効果をもたらす“笑顔

“ですが、これは伝染します。あなたの笑顔

はあなたの周りの人たちを笑顔にします。

とても素敵なことですよね。 

そして驚くことに、あなたの笑顔はあな

た自身をも元気にしてくれます。『楽しいか

ら笑う』のではなく『笑うから楽しい』と

脳は錯覚し、先に述べた笑顔の効果が同じ

ように得られるのです。まずは、作り笑顔

からでも大丈夫。 

スマイルスキャンで、あなたの笑顔を測

定してみましょう。100 点満点でなくても

気にしないで。作った笑顔もいつしか自然

な笑顔になっていきますよ。 

★笑顔はストレスに対抗する物質（神経ペ

プチド）の分泌を促し、心身をリラック

スさせます。 

★免疫力や自己治癒力が高まる―癌や異分

子を排除するリンパ球の一種 NK（ナチュ

ラルキラー）細胞を活性化。これにより、

癌や感染症にかかりにくくなります。 

★笑うことで脳内ホルモンであるエンドル

フィンが分泌されます。この物質は幸福

感をもたらしたり、鎮静作用で痛みを軽

減します。 

部署紹介 

作 り 方 

にいかわ認知症疾患医療センター（以下、「セ

ンター」）は、平成２２年１０月１日から富山

県の指定を受け、活動しています。当センター

は、①専門医療相談（電話・面談・外来）、②鑑

別診断と初期対応、③身体合併症・精神症状や

問題行動などの行動・心理症状への急性期対

応、④情報発信（研修会や医療連携協議会の開

催、広報紙発行）を行っています。 

昨年度の相談延べ件数は、３７５件。そのう

ち、９４．４％が新川医療圏域の方々でした。

相談内容は、「診断を受けたい」７２．２％、

「入院希望」８．３％で、治療に対する要望は

多いです。最近の傾向として、介護保険申請な

どの書類作成依頼が増加しています。また、年

代別では９０歳以上の患者さんの増加、紹介元

別では介護事業所からの問い合わせが増えて

います。 

今年度の活動として、魚津市地域包括支援

センターと協働で認知症無料相談会（月１回

＜第３火曜日＞）や認知症介護者サロン（奇

数月第２金曜日）を実施しています。また、

平成２９年１０月１４日（土）、「平成２９年

度第１回認知症地域公開講座 in くろべ」（通

算第１１回 黒部市共催）を黒部市役所内で 

開催いたしました。今回は、一般講演とし

て、しんせい会代表の三箇俊臣様から、

「オレンジカフェまちなかの取り組み ～

地域で安心して暮らし続けるために～」と

題して、活動内容を発表していただき、特

別講演では、当院の内山管理栄養士から

「食生活と認知症」、理事長の鳴河宗聡先

生から「認知症におけるコモンディジー

ズ（よくある病気）～診療と管理・最近の

話題～」を発表しました。ご参加いただ

き、誠にありがとうございました。 

にいかわ認知症疾患医療センターの 

取り組みについて 

専従精神保健福祉士 澤村 外来看護師 中陳 

① 豆腐は水切りし、ひじきは水で戻す。野菜は全てみ

じん切り。 

② ボウルに豆腐・ひじき・野菜・汁気を切ったさば缶・

生姜・片栗粉・醤油・塩を入れ、混ぜる。 

③ 好みの数に等分して形を整える。 

④ 油（分量外）を熱したフライパンに③を入れ、焼き色

がついたら裏返して蓋をし、弱火で 3分蒸し焼きに

する。蓋を取って水分を飛ばし、お好みでポン酢を

かけて食べる。 

さば缶と豆腐のハンバーグ 

認知症を予防！ 
の 

 

【材料／2人分】 

さばの水煮缶 1缶（190g、骨も）  生姜すりおろし（チューブ） 2cm 

木綿豆腐   1／2丁（200g）   片栗粉   大さじ 2 

玉ねぎ    1／4個        醤油    小さじ 1 

人参     2cm          塩     少々 

れんこん   3cm          大根おろし、ポン酢など お好みで 

乾燥ひじき  大さじ 1 

今回は、認知症予防に摂るとよ
いとされている青魚と豆腐を
使ったハンバーグです。青魚に
は DHA や EPA が豊富。これら
はコレステロール値を下げ、血
液をサラサラにする効果もあ
ります。豆腐にはたんぱく質や
ミネラル、ビタミンが豊富。“生
活習慣病の予防は、認知症の予
防になる“という研究結果も！
おいしく食べて、認知症を予防
しましょう！ 

「体験されたい方は、

お声掛けくださいね」 

（外来看護師 中陳） 

当院の外来には、火曜日と木曜日に『スマ

イルスキャン』という一見するとテレビのよ

うなものが登場します。あまり聞きなれない

言葉だと思いますが、どういったものか簡単

にご説明しますと、『笑顔の度合いが数値で測

れる』といったもの。０～１００で評価され

ます。また、総合的に『あなたは〇点です』と

いうのではなく、表情に合わせてその数値も

コロコロと変化します。 

笑顔にはたくさんの効果があります。ほん

の一例を挙げてみます。 

管理栄養士 

レシピ★ 
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