


医療と介護をつなぐ強力連携で
患者一人ひとりのニーズに向き合う

医療ソーシャルワーカー
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医療と介護をつなぐ強力連携で医療と介護をつなぐ強力連携で
患者一人ひとりのニーズに向き合う患者一人ひとりのニーズに向き合う

病院と施設を併せ持つ虎ノ門グループにとって、各部署間の連携は必要不可欠。様々な業務を担う人々が集い、連携体
制を強化する、通称“M会議”について、チームワークで虎ノ門グループを支え続けるスタッフ5人にお話を伺いました。

ー それぞれの職種における役割や業務内容を教えてください。

高木：私はソーシャルワーカーとして、金銭的な問題や家族
間の問題などを抱える患者さんが安心してお家に帰る、
もしくは施設に入るお手伝いをしています。患者さんや
ご家族とお話をして、患者さんがきちんと帰れる場所を
探します。

石川：医療秘書課の仕事を含め、外来の手伝いや、病院のベッ
ドの動きを把握して病棟にお知らせをしています。また、
整形疾患で入院する場合の電話対応や、様 な々部署と
連絡を取り、間に入っての対応もしています。

荒木：私は、介護老人保健施設あすなろの看護師長をしてい
ます。山崎師長と相談しながら密に連携をはかり、施
設と病院のベッドコントロールを円滑に行えるようサ
ポートしています。

堀江：介護老人保健施設あすなろで、入所相談、入院、入

所された際の対応をしています。入所される方の約半数
は高木さんから相談を受けて対応し、あすなろへの入
所だけでなく、虎ノ門グループのすべての介護施設の
中からその方の状況にあった施設の検討も行います。

山崎：私は、師長として自分が担当している病棟の運営をしな
がら、他の病棟の師長の方々のサポートや看護部長
の補佐、入院相談、患者さんとのトラブル対応、事件・
事故対応のリスクマネージメント、病院の会議への参
加など、様々なことに携わっています。看護学校での
講義や看護学生の指導などの対応や実習の受け入れの
調整もしています。

ー 病院、施設で業務と、仕事内容は様々ですが、みなさ
んは、定期的に集まって会議をされていると伺いまし
た。どのような話し合いをされるのでしょうか？

荒木：虎ノ門グループは、病院だけでなく介護施設も運営し
ています。患者さんやご家族の意向を踏まえつつスムー
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ズに移動できるように、また入院、入所をお待ちいた
だいている方々の為にもベッドの空きを出さないよう
に、上手く連携をはかり受け入れ体制を整えるために、
情報交換や相談の場を設けて密に報告・連絡・相談を
しています。

山崎：定期入院に関しては曜日に関係なく対応しているので、
1日の入院が多い日や緊急入院が重なる日もあります。
他の病院から当院に来る患者さんもいます。上手く入
退院のタイミングを見て、グループの介護施設とも相
談しながら、救急も受け入れる万全の体制をつくるため
に各部署の方 と々こまめに連絡を取り合い病床をコン
トロールしています。

石川：外来や救急で病院には様 な々年代の方が入院されます
が、入院患者さんの中には、色々な問題を抱えている
方もいます。具体的には、介護保険をとっていなかった

り、身寄りがなかったり、
患者さんと家族のご意向
に相違があったり。特にご
年配の方は、調整が必要
な場合も多く、皆で連携
しながら患者さん自身も家
族も困らない道づくりをし
ています。

高木：年金受給額に応じた施設を探したいとか、在宅にした
いとか、それぞれのニーズに応じて介護保険や社会保
障制度を上手に使って、患者さん本人と家族と、そし
て地域や行政と関わりながら一番最適な方法と場所を
探していきます。

ー 自分の部署の仕事をしながら全体を見て調整をはかる
というのはとても大変なことだと思います。どのよう
なことを心がけて業務にあたっていますか？

高木：もちろん手が回らないほど忙しいことも多いです。です
が、虎ノ門に来て良かったと言ってもらえるように、どん
な些細な話でもしっかりと聞く対応を心がけています。

荒木：この近辺では大きい病院ですので、地域の方の信頼が
不可欠です。何かあったら虎ノ門がある、虎ノ門には
様々な関連施設があるから安心！と思ってもらえるよう
に、細やかなケアを心がけています。

堀江：病院に入院して退院後の不安がある方も多いので、ス
ムーズにこちらまで繋がるようにきちんと病院からのパ

スを受け取らなければなりません。他の病院から来ら
れる患者さんは、医療面・介護面ともに充実している
当グループの施設に入りたいという思いで来る人も多い
ので、安心して入所いただけるように支援しています。

石川：私は直接看護や介護をする立場ではないのですが、窓
口や電話対応の際には、病院から看護師や介護士に
スムーズに繋げられるように心がけています。

高木：実際に一本の電話での問い合わせから、入院、施設
へと繋がったケースもあるんですよ。電話対応の際に、
これは介護の話、これは医療の話、と的確に専門の
方にまわしてもらっているので、とても助かっています。
一人では大変だけど、みんなで協力してやろうよ、とい
うのがもともとこの会議の始まりでしたね。

山崎：今後も連携して、医療も福祉も隔てなく、縦も横も上
手く流れるようになっていけばいいなと思います。

ー 患者さんやご家族のみなさんに、メッセージをお願い
します。

山崎：みなさんがお困りにならないように、ケアしていきたい
と思います。

荒木：救急の際の受け皿がないという場合も、当院は決して
断ることはしません。介護に関しても、入所施設の受
け入れや紹介も責任を持って行っています。

高木：何が問題か分からず相談に来るケースも多くあります。
話をしているうちに、こういう制度が使えます、こうい
う施設があります、次の病院を紹介します、と解決策
が見えてくる場合もある
ので、お気軽にご相談く
ださい。

山崎：ここで働いている私たち
も、病院と施設が連携
しているからこそ安心し
て業務に集中できます。
一人でやろうとすると大
変ですが、みんなで相談
していくと、様 な々手段や方法が生まれ、医療や介護
の面で、全力で患者さんの対応をすることができるんで
す。今後も病院と施設が協力し合ってガッチリと連携
をはかっていくので、みなさんも、安心して虎ノ門グルー
プを利用してくださいね。
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 菜の花の丘 オープン！
Information

全室
月払い方式

月額
利用料

月額利用料の内訳 実費

家賃相当額 食費
（30日分） 管理費 光熱水費 介護保険

自己負担分

139,500 円 70,000 円 49,500 円 20,000 円 6,000 円～ 別表

介護区分 報酬単位
自己負担額の目安

1割負担 2割負担

要支援1 179 / 日 5,445 円 / 月 10,890 円 / 月

要支援 2 308 / 日 9,369 円 / 月 18,738 円 / 月

要介護1 533 / 日 16,214 円 / 月 32,428 円 / 月

要介護 2 597 / 日 18,160 円 / 月 36,321円 / 月

要介護 3 666 / 日 20,260 円 / 月 40,519 円 / 月

要介護 4 730 / 日 22,207 円 / 月 44,413 円 / 月

要介護 5 798 / 日 24,275 円 / 月 48,550 円 / 月

平成27年
9月

小山町竹之
下に

OPEN!
複合介護施設 菜の花の丘は、介護施設
としては、日本で最大規模の大型木造
建築です。敷地内にあるフットサルコー
トから笑い声の聞こえる施設です。

TEL：0550（76）5800介護老人保健施設・介護付き有料老人ホーム　菜の花の丘お問合せ

　介護付き有料老人ホームは、当グループ
として初めての挑戦となります。国内最大
級の木造建築の複合施設であり、緑豊か
な自然の中で、地域と多世代の方 を々つな
ぐお手伝いをさせていただきます。介護老
人保健施設・通所リハビリテーション・短
期入所生活介護と連携し、切れ目のない
細やかなサービスの提供をいたします。木
と人の温もりのある「丘」で安心という名
の花を咲かせましょう。

介護付き有料老人ホーム
菜の花の丘 施設長

湯山 英毅

菜の花の丘
看護師長 

小原 澄子

介護老人保健施設 
介護付き有料老人ホーム

定

員

介護老人保健施設 100人

短期入所生活介護 24人

通所リハビリテーション 20人

介護付き有料老人ホーム 90人

施設長より

看護師 師長より

■ 利用料 （介護付き有料老人ホームの場合）

■ 介護保険自己負担分

介護老人保健施設

入所定員 100人

介護付き有料老人ホーム

全室個室 90室

　菜の花の丘が開設し、あっと
いう間に半年が経ちました。入
所者様も増え、活気ある施設に
なりました。多くの方々に支えら
れていると感じています。不慣
れな点でご迷惑をおかけするか
もしれませんが、笑顔の絶えな
い元気で明るい施設になるよう、
職種間の壁を作らず、思いやり
と配慮、高い志と援助技術をもっ
て団結し、頑張って参ります。

フジ虎ノ門病院グループ
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休日・土曜
保育が充実
（給食付）

保育料は
公立保育園と

同じ
（保育園部）

菜の花こども園   近日オープン！
Information

平成28年4月小山町足柄地区にOPEN!

TEL：0550（88）0223菜の花こども園　開設準備室 （とらのこ保育園内）お問合せ

　菜の花こども園は、子どもたち・保護者の皆様・職員にとっ
てもすべてが初めてのスタートとなります。私たちは、この初
心を胸にこれから出会う子どもたち一人ひとりの笑顔を想い
描きながら、新しいこども園の準備を進めています。この自
然豊かな恵まれた環境の中で、のびのびとたくましく、心優
しい子どもたちの成長を願い、愛情いっぱいの保育をします。
その中で、様々なあそび、経験や体験を通して『生きる力』を
育む保育・教育を目指すとともに、子どもたちの笑顔があふれ、
歓声が響き、地域に愛されるこども園をつくっていきます。

園長あいさつ

■ アクセスマップ

■ 5つの特徴 ■ 菜の花 こども園制服
    （3歳児以上）

全園児
完全給食

英語教育・
体操教室が
充実

働き方が
変わっても、
同じクラスに
通える
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フジ虎ノ門グループの介護施設
Information

ケアハウス
　ケアハウスとは、社会福祉法人や地方自治体、民間事業者などによって運営される福祉施
設であり、「一般（自立）型」では主に自立した独立生活に対する不安のある高齢者を、「介護（特
定施設）型」では要介護状態の高齢者を受け入れています。ケアハウスは、家庭環境や経済状
況などの理由により家族との同居が困難な高齢者が、自治体の助成を受けて有料老人ホーム
よりも比較的低い費用で利用できる施設です。

ケアハウスには「一般（自立）型」と「介護（特定施設）型」があります。

「一般（自立）型」と「介護（特定施設）型」の複合型

　一般型のケアハウスの入居では「60 歳以上の高齢者または夫婦のどちらか一方が 60 歳
以上」、介護型のケアハウスの入居対象者では「要支援及び要介護度 1 以上の 65 歳以上
の高齢者」がそれぞれ基本条件となっています。そのほかの条件は、「身の回りの世話がで
きる」「身寄りがない」「共同生活に適応できる」など、地域や施設によって様々で、詳細
は施設に問い合わせる必要があります。
　主に自立した、あるいは独立生活に対する不安のある高齢者（60 歳以上）向けに介護
職員による見守り、食事・掃除・洗濯の世話といった生活援助などを提供する「一般（自立）型」
のほか、特定施設入居者生活介護の指定を受けて、重度の要介護者も受け入れ、入浴や
食事の介護のほか、機能訓練や医療ケアなどを提供する「介護（特定施設）型」があります。
　施設は、居室、浴室・トイレなどの共同設備、食堂と共同リビングを兼用する共同生活
室などで構成されます。共同生活室の仕様は施設によって様々ですが、館内は基本的にバ
リアフリー設計です。

すずらん やまぼうし

フジ虎ノ門グループのケアハウス

静岡県御殿場市上小林字西野原1527-19

TEL 0550-70-9600

定員 100人

静岡県沼津市足高字尾上251-7

TEL 055-925-2660

定員 60人（全室個室）

ケアハウスの
特徴

フジ虎ノ門病院グループ
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ケアハウス

やまぼうし

　ご家庭で生活することが困難な自立生活を送っている方から、要介
護の認定を受けられた軽度の介護が必要な方に、比較的低料金でご利
用頂ける介護保険摘要の介護施設です。

ケアハウス

やまぼうし
キャッチフレーズ

優しく

真心こめて

ほのぼのと

うれしい気持ち

幸せに

　やまぼうしが開設して早くも１０ヶ月が経
とうとしています。初めてづくしで戸惑うこ
とも多くありましたが、利用者様、ご家族
のご理解、職員同士の連携のおかげで満
床まで来れました。これからも「やまぼう
しに来てよかった」、「ここが私の家だよ」
そんな風に言ってもらえる施設を目指して
職員一丸となって精進してまいります。

　４月開設のオープニングスタッフ兼リー
ダーとして勤めさせていただいています。
最初は博友会のシステムを知らず戸惑い
もありました。しかし「長生きして良かっ
たのお手伝い」という思いは皆と同じで
す。その思いを職員一同、より一層高め、
行動に移し、今後も利用者様の支援をし
ていきたいと思っています。

　開設して半年、やまぼうしも満床とな
りました。食数が安定し栄養士、調理
員や調理補助の職員も「どうしたらもっ
と利用者様に喜んでいただけるか？」と
試行錯誤しながら努力する毎日ですが、
おかげさまで多くの利用者様や食事を
召し上がっていただいた方から「美味しかった」というお声を頂
戴することができました。これからも厨房職員みんなで協力し、
すべての利用者様に「美味しかったよ！」といっていただける食
事をご提供できますよう日々努力してまいります。そして「沼津
のやまぼうしは食事がすごくおいしいんだよ！」と噂になるよう
な施設にしていければと思います。

　4 月のオープンから早10ヶ月が経ちま
した、たくさんの利用者様との出会いに
感謝しています。リーダー2 年目、まだま
だたくさん学ぶことがあります、利用者様、
ユニット職員と共に成長し、より良い介護、
「長生きして良かった」のお手伝いができた
らと思っています。

　　1階 風ユニット 介護リーダー  神戸 駿

　　3階 空ユニット 介護リーダー  土屋 靖臣

　　厨房リーダー  平 佳章

　　2階 虹ユニット 介護リーダー  佐藤 恵里各リーダーのインタビュー

施設長  井出 三恵子
　ケアハウス「やまぼうし」は沼津という整った環境の中、南には駿河湾、北には愛鷹山、美しい自然の
中、平成27年 4月に開設いたしました。「一般（自立）型」と「介護（特定施設）型」のどちらのご対象者
様もご利用出来る「混合型」の施設です。近隣のフジ高砂クリニックと連携を図り、ご利用者様はもちろん
ご家族様にも安心していただける様な介護を提供しています。
　9月からは望月施設長（現：沼津統括施設長兼特別養護老人ホーム高砂施設長）より代わり、施設長
に就任いたしました。「長生きして良かったのお手伝い」「本当にここにきて良かった」と言っていただける様、
職員一同、力を合わせ努力してまいります。

の
床

し
感
だ
ユ

や
ま
ぼ
う
し
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̶ 歯科口腔外科は、町の歯医者さんとどこが違うの
ですか。

　通常、歯科口腔外科を設置しているのは、大学病院
や地域の医療センターなど、規模の大きな病院に限ら
れています。当院では外来で受診される一般の患者さん

のほか、様々な病気や疾患で治療を受けられている入院
患者さんの歯、口および顎（あごの骨）の病気の治療も
行っています。
　ご高齢で口から食事をとることが難しくなった患者さ
んや、誤嚥性肺炎を起こす方もいます。このような患者
さんには、これまで栄養剤点滴や注入などの栄養管理
が多く行われてきましたが、やはり口から食べるほうが吸
収もよく、患者さんのQOL（生活の質）も向上します。そ
こで私たち歯科口腔外科の専門家がお口の疾患を治療
し、上手に食べてもらうサポートを行っています。
　また当院の整形外科で行っている人工ひざ関節置換
手術など、高度な無菌状態が要求される治療では、感
染症予防のために、細菌の巣であるムシ歯や歯周病な
どを術前から徹底して退治していきます。
このように歯科口腔外科は、患者さんの入院生活のク
オリティを向上させるという大切な使命を担っているの
です。

　入院生活の質向上に貢献します

フジ虎ノ門整形外科病院  歯科医 　奥富 直 医師

専門医師に聞く
Medica l specia list

　日本では最近、朝晩はもちろんランチのあとにも歯を磨
くのが、会社や学校で当たり前の風景になってきました。
子供の歯から大人の歯に生え変わったら、あとは一生その
歯を使うしかないのは誰も同じ。なるべく長く健康に使い
続けられるよう、歯とお口の最新健康事情について「歯科
口腔外科」の奥富直先生に伺いました。

歯とお口の健康を守り
人生の質をリッチに
保ちましょう

フジ虎ノ門病院グループ
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̶ 歯医者は苦手だから少しの虫歯くらいでは行きたく
ないという人もいます。

　ヒトの永久歯は、親知らずを除いて上下で 28 本生え
ています。たしかに、１本や２本歯が抜けても放ってお
く人もいるでしょう。しかし歯はそれ１本では役に立ちま
せん。そのとなりや上下に向かい合っている相棒の歯が
あって初めて機能するのです。１本の歯が抜けると、そ
の相棒の歯にも影響が出ます。歯並びのバランスが悪く
なっていくのです。

　抜けた場所によっては、そしゃくや嚥下、会話などの
機能が徐々に失われていきます。さらに、よく噛んだり
呑み込んだりできなくなると、舌や頬が緩んできたり、
歯が抜けたところに頬の肉が入り込んだり、上下の顎の
間隔が狭まってくるなど、人相まで変わってきます。さら
には、会話、呼吸、感情表現にも影響が及んできます。
　そこで、入れ歯が必要になります。入れ歯はそしゃく
のためだけでなく、欠損した歯のスペースを埋め、歯並
びを整え、顔全体のバランスを維持するために不可欠で
す。極端な話、食べるとき必要でなければ外してもかま
いません。１日に１回は口に嵌めて、半日以上は過ごす
ようにしてください。

　顔全体のバランスを維持します

̶ 歯磨きやオーラルケアは、なぜ大切なのですか。

　ヒトのからだは、だいたい24～ 5歳でピークを迎え
ます。しかし歯は６歳で永久歯が生え始め、小学生で全
部生え揃います。中学１、２年生、13～4歳が歯にとっ
てピークの時期。それからは、組織の再生のない歯を一
生使い続けることになります。からだより10 年早く老化
が始まるだけに、体の中でもとりわけ大切にして、手間
ひまかけて手入れをしないといけない組織なのです。
　まずは丁寧なブラッシングから。歯と歯茎の境目や、
ブラシが届きにくいいちばん奥も丁寧に磨きましょう。歯
間ブラシも非常に有効です。丁寧なオーラルケアを習慣
にすることで、虫歯や歯周病の予防、口内がんなどの早
期発見にも繋がります。

　一生使える歯を大切に守ります

̶ 親知らずを抜くのは、おとなになってからでは大変
だと聞きました。

　親知らずの抜歯は40代までの患者さんが多いですね。
50～80 代の方ももちろんおられます。当院ではほぼ毎
日、親知らずの抜歯術を行い、埋伏智歯抜歯は月平均
20 例、年間 250 症例以上の数を行っています。
　第３大臼歯、いわゆる親知らずはふつう、18～ 22 歳
ぐらいで生えてきます。永久歯が生え揃ったあといちば
ん奥に生えるため、ブラシが届きにくく、智歯周囲炎（親
知らずによる歯肉の炎症）を起こしやすくなります。
　現代人の食生活では、あごの骨の成長も少なくなり、
あごがだんだん小さくなってきています。その狭い場所に
むりやり顔を出そうとして、まわりに炎症を起こします。
ときにはあごの奥の骨の中に潜ってしまう親知らずもあり
ます。こうなると手術が必要になる場合があります。ふつ
うは局所麻酔で日帰りで行いますが、中には入院して全
身麻酔で手術する患者さんもおられます。まずは早めに
受診してください。

　親知らずの抜歯もご相談ください

2016   Vol.53
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̶ 歯科のほかに口腔外科が扱う病気にはどんなもの
がありますか。

　最近よく耳にする疾患に、睡
眠時無呼吸症候群（SAS）とい
うのがありますね。夜、眠ってい
るときに呼吸が10 秒以上途絶
え、その後、吸気が爆発的に戻
ります。１時間に４～５回ほどの
無呼吸なら正常の範囲内ですが、

それ以上続けばSASと診断します。睡眠時無呼吸が続
くと血中酸素濃度が下がり、慢性的な寝不足状態となっ
て生活に大きな支障をきたします。2012年に群馬県藤
岡市の関越自動車道で起きた高速ツアーバスの事故はま
だ記憶に新しいでしょう。このときの運転手にSASの症
状が確認されたことで一気に注目が集まりました。
　SASになりやすいのは、一般的に首が短くて太ってい
る人、BMI〔体重〈kg〉÷（身長〈m〉×身長〈m〉）〕が
27～8ある人、痩せていても口蓋垂（のどちんこ）が長
くて舌が大きい人、歯列が小さく後ろに下がっている人、
などはのどが狭く、寝ると舌が落ちて気道を塞ぎ、いび
きをかいたり呼吸が止まったりしやすくなります。睡眠不
足によってストレスが溜まると、成人病のリスクが高まる
ともいわれています。
　当院では睡眠時無呼吸症候群（SAS）が疑われる人の
ために、毎週土曜日、吉村先生がSASの診断を行って
います。検査の結果SASと診断されると、CPAP（シーパッ
プ）という治療を行います。CPAPは鼻にマスクを装着し、
空気を送って気道を広げ、のどに一定のスペースを確保す
ることで鼻からスムースに呼吸ができるようにする治療で
す。これによってSASの患者さんは慢性的な睡眠不足か
ら開放され、健康な生活を取り戻せるようになります。
　SASと診断された場合にはCPAPによる治療を行い
ますが、機器を装着する不快感、空気圧による口腔・咽
頭粘膜の乾燥感、機器の機械音、装置の圧迫感などの
ため、持続的治療ができない方がしばしばいらっしゃい
ます。とくに睡眠時、舌の後方位へ落ちることによる咽
頭の狭窄の防止にマウスピース（口腔内装具）が役立つ
ことが認められ、2004 年より保険に組み込まれました。
CPAPの不適な方、軽度・中度の睡眠障害の方、あるいは、
いびきに悩まされている方には、ぜひこのマウスピースに
よる治療を試されることをお勧めします。

　睡眠時無呼吸症候群の
　マウスピース治療します

̶ 歯周病は脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病などを引き起
こす怖い病気だそうですが、本当ですか。

　人間の体は、全身が皮膚で覆われていて、外界から
細菌などが体内に侵入するのを防いでいます。口の中に
も無数の細菌が生息していますが、口腔粘膜上皮という
上皮がバリヤーになって細菌をブロックしています。しか
し、歯槽膿漏になるとこの口腔粘膜と歯の上皮付着が失
われ、ここから細菌が自由に体内に入り込み、血管を通っ
て全身に回ってしまいます。この歯槽膿漏患者の場合、
上皮付着欠損の面積の和がなんとハガキ大以上になると
いわれています。口の中は常に唾液で保護されているため
すぐに大事にはなりませんが、細菌の体内への浸入によ
り動脈硬化から脳梗塞や心筋梗塞などを引き起こしたり
すれば生命の危機にも直結します。
　お口は呼吸をし、ものを食べ、話す場所です。いわば
人間らしい生活を営む機能が集約されている、かけがえ
のない大切な器官です。一生大切に使い続けるために、
ぜひ一度歯科口腔外科の検診をお受けください。正しい
歯の磨き方、口腔ケアの方法なども親切に指導します。
痛いことはしませんから（笑）、ぜひ一度受診されることを
お勧めします。

　ぜひ一度検診をお受けください

1978年　岐阜歯科大学（現・朝日大学）
　　　　  歯学部歯学科卒業
1982年　岐阜大学大学院医学研究科修了
岐阜大学医学部口腔外科学講座助教授
大阪医科大学病院医学部講師
日本口腔外科学会専門医・指導医
医学博士

フジ虎ノ門整形外科病院  歯科医

奥富 直

フジ虎ノ門病院グループ



今回のレシピ
はこちらの本に
も掲載されてい

ます。

● ムール貝（またはあさり〈殻つき・砂出し
　 したもの〉） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 6 個
● えび（有頭）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 尾
● 鯛（または生鮭の切り身、ともに骨つき） 2切れ
● にんにく ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1かけ
● にんじん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30g
● 玉ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2 個
● オリーブオイル ・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
● 塩、こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・各適宜
● 白ワイン（または酒） ・・・・・・・ 1/2 カップ
● ホールトマト（缶詰） ・・・・・・・・・・・・300g
● 洋風スープの素（固形） ・・・・・・・・・・・ 2 個
● タイム、ディル、ローリエ ・・・・・・各少々
● 水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11/2 ～2カップ
● バゲット（幅1.5cmくらいに切ったもの） 4枚

材料／2人分 （1人前／340kcal）

A

ムール貝はたわしで洗って汚れを落とし、糸のような足
そくし

糸を包丁で引き抜く。ボールにたっぷりの水と塩少々
を入れてムール貝を10～20 分つけ、水気を切る。にんにくはつぶす。にんじんは皮をむき、玉ねぎとともに
みじん切りにする。

フライパンにオリーブオイル、にんにくを入れて中火で熱し、さっと炒める。ムール貝、えび、鯛を加えて塩、こしょ
う各少々をふり、鯛に焦げ目がつくまで焼きつけ、すべて取り出す。

続けてフライパンに、にんじん、玉ねぎを入れて中火で1～2 分炒める。Aを加えて 5分ほど煮て、2を戻
し入れて15 ～20分煮る。味をみて塩、こしょう各少々を加え、器に盛ってバゲットを添える。

作り方

料理は科学
　食べ物を美味しくする方法は大きく分けて4つあると言われています。
1 油を足す　2 塩気を足す　3 甘味を足す　4 旨味を足す
　確かにこの通りで脂の乗った美味しいさんまなら2 本くらいは食べてしまいます。
塩梅も重要で、人間が美味しいと感じる塩加減は体内の塩分濃度と同じ0.7％～
0.8％くらいだそうです。パスタを美味しくするコツは乳化（水と油がよく混ざり合った
状態）など、科学を理解することで味が決まり料理が楽しくなると思います。              
　今回は魚介の旨味（イノシン酸）とトマトの旨味（グルタミン酸）の相乗効果で間違
いなく美味しいでしょう、ブイヤベースです。

今回の
はこち
も掲載

ま

（旨味は シラス・煮干し・干しエビ・昆布・りんご・・・など）

科学で旨味を組み合わせた ～キムチ～

上記以外にも、クックパッドでバリエーション豊富なレシピをご覧いただけます。。

ブイヤベース ～海鮮の旨味たっぷり～

経理部　土田 裕美子
（ジュニアベジタブル＆フルーツマイスター）
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〒412-0045
静岡県御殿場市川島田南原 270
■ TEL:0550（82）7601

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津6887
■ TEL:0555（72）3298

〒412-0044
静岡県御殿場市杉名沢字久保田351
■ TEL:0550（84）8100

〒412-0045静岡県御殿場市川島田1074-3
■ TEL:0550（89）9292

〒412-0045
静岡県御殿場市川島田1073-1
■ TEL:0550（88）0223

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津6901
■ TEL:0555（83）3285

〒401-0301
山梨県南都留郡富士河口湖町船津 2210
■ 特別養護老人ホーム TEL:0555（72）5601
■ 高齢者住宅 TEL:0555（72）5600

〒401-0301山梨県南都留郡富士河口湖町船津 2207
■ TEL:0555（83）3310

特別養護老人ホーム
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〒410-0016
静岡県沼津市高砂町 2-5
■ TEL:055（941）5682　

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田 1084-1
■ グループホームふれんど TEL:0550（89）5722
■ ショートステイたんぽぽ TEL:0550（89）6100

デイサービス
センター

高砂

1Fグループホーム
ふれんど
2Fショートステイ
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〒412-0045 静岡県御殿場市川島田1067-1
■ TEL:0550（89）7872
■ FAX:0550（88）1516

フジ虎ノ門
整形外科病院

ツル虎ノ門
外科リハビリ
テーション
病院

〒402-0005 山梨県都留市四日市場字瀬中188
■ TEL:0554（45）8861

〒410-0016
静岡県沼津市高砂町 2-5
■ TEL:055（941）5684

〒412-0045 静岡県御殿場市川島田 1076-2
■ TEL:0550（88）0007

〒410-0016
静岡県沼津市高砂町 1-5
■ TEL:055（941）5681　

■ フジ虎プラーナ TEL:0550（88）0555 
■ ツル虎プラーナ TEL:0554（45）8861 
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■ TEL : 0550（76）5800
■ FAX : 0550（76）5804
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