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Topics 

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》 作業療法士 

《勤務年数》 2 年 

《勤務場所》 作業療法室 

《業務内容》 認知症病棟の作業療法 

《休日の過ごし方》 読書、たまにランニング 

お仕事紹介 

スタッフ 
クローズアップ 

初めまして、昨年 4 月より魚津緑ヶ丘病院に看護部

長として勤めております。富山大学附属病院に 37 年

間勤めておりましたが、ご縁がありお世話になること

となりました。 

看護歴のなかで精神神経科領域は初めての経験と

なります。しかし患者様に向き合い看護することに違

いはないと考えています。 

 まず私はこの環境を知ること、ともに働く職員を知

ること、そして患者様を知るところからのスタートで

した。基本は差し置いても、看護ケア、業務内容の違

いに困惑し、さらに病院機能評価の審査を受ける年と

いうことで、何から考え、どう実行して行けばよいの

かと思っているうちに早数か月が過ぎていきました。 

と言いながらも自分は現場主義ですので各病棟（3 病

棟）に 1 か月ずつ見習いに入り、外来と認知症・精神

ディケア・各グループホームをちょこっと体験し、さ

らに地域連携室において精神保健福祉士の役割の重

要さをひしひしと実感し、この病院が持つ多機能さに

驚き、連日押し寄せる会議・委員会にわかったような

顔をして出席し、おかげで卓上カレンダーは毎月黒字

と赤字でくちゃくちゃといった有様です。 

Junko  Arai 

渡 辺 
わ た な べ 

どうでしょう、少しは我が魚津緑ヶ丘病院の概要を

わかっていただけましたでしょうか。要するに結構頑

張っている病院なのです（私も）。 

その中での私の役割は看護部門の責任者として病

院の理念に基づき具体的な目標を揚げて看護業務が

円滑に遂行できるように管理運営にあたることです。 

そして患者様に選ばれる病院にならなければいけ

ません。確実に進展する高齢化、それに伴い医療や福

祉体制の再構築が始まっています。当然看護専門職と

しての役割が拡大化し、変化し、専門性が高まること

が予想されます。接遇もとても大切になっていきま

す。そのためには、中長期的な計画のもとでの人材育

成（教育）が必要と考えます。さらには組織の仕組み

作りが最優先課題です。仕組みがないと業務が伝承さ

れない、問題おきても解決できない、良いことも共有

されない。具体的にどう考え、どう動くかはスタッフ

と確立していくことが出来ると思っています。しばら

く時間を頂き、働く私たちが活き活きとし地域に根ざ

した、患者様に満足していただける病院になるよう努

力していきたいと思います。 

 

副院長・看護部長 荒井 順子 

作業療法士 

編集後記 

これからも 

魚津緑ヶ丘病院は頑張ります!!

す！！ 

私は学生時代、当院に実習生として来ていました。その当時はまだ、精神科という特殊な

環境に慣れることができず、患者様とのコミュニケーションが上手くいかなかったり、無理

に会話をしようとして拒否されることもあったりと、患者様と自分の距離をつかむのに苦労

した思い出があります。しかし、苦労した思い出だけではなく精神障害を持つ患者様をどの

ように社会復帰につなげていくのか、社会復帰後の生活の支援どうしていくのかを、当院の

実習で見て体験し学ぶことができました。その時に社会復帰のための基本を作る精神科作業

療法に魅力を感じ今日に至ります。 

現在、私は認知症病棟担当の作業療法士として勤務しています。学生時代においても認知

症の患者様と接する機会は少なからずありましたが、治療する立場としての経験は乏しいた

め、レクリエーションの進め方や認知症の患者様に合わせた作業活動の判断が難しく、先輩

方に相談やアドバイスをもらいながらようやく自分なりに治療を進めることができるよう

になってきたと思います。しかし、まだまだ未熟です。これから仕事と私生活共に様々な経

験を積み作業療法士として一人前となり、患者様により良い治療を提供できるよう努力して

いきたいと思います。 

桜が新緑となり、花桃やジューンベリーが花咲いています。木々からは緑に透き通った白やピンク明るさを感じます。 

さて人材加入、機材導入、サービス実施など話題豊富です。春の明るさを当院からもと。 ＜広報委員会より＞ 
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精神保健福祉士 西島 

春になるとスーパーでよく見かける春キ

ャベツ。外側の葉の巻き方がゆったりとゆ

るく、持ち上げた時に軽いものを選ぶこと

がポイントです。キャベツは淡色野菜の中

では例外的に、ビタミン C を多く含む野菜

ですが、中でも春キャベツは冬キャベツに

比べて 1.3 倍も多く含まれています。ビタ

ミン C は水に溶けやすいビタミンなので、

今回はスープまでしっかりと召し上がって

ください♪また、冬キャベツと比べて日持

ちが悪いので、早めに使い 

切ってくださいね♪ 

【材料／2人分】 

当法人は 5 つのグループホーム（①グリーンヒル②ツイン三田Ⅰ

③ツイン三田Ⅱ④わかばハウスⅠ⑤わかばハウスⅡ）があり、単身

生活困難者や退院後の受け皿となれるよう運営してきました。そし

て、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本理念のもと、当

法人においても社会的入院の解消や安心して地域生活を送るための

一つの社会資源となるべく、平成 30 年 11 月 1 日にグループホー

ムの空き部屋を利用して、男女各 1 名ずつ（2 室）を受け入れ可能

な空床利用型事業としてショートステイの事業認可を受けました。

新川圏域において精神障害者を対象としたショートステイは当事業

所で 2 カ所目となります。これまで、家族との関係悪化や急激な環

境変化から病状が不安定となり入院に至るケースや、家族が対応に

疲弊して行き詰まり、虐待につながるケースも少なくありません。

そんな状況に陥る前に、本人やご家族が休息できる場所として大き

な役割を担えればと考えています。また、共同生活の体験や、1 人

の時間が欲しい、気分転換をしたいなど、利用目的は一人一人違い

ます。それらの多様なニーズに対応できるよう、高い専門性を持ち

支援していきたいと思います。 

作 り 方 

北川 管理栄養士     の      レシピ★ 
 

春キャベツ（小ぶり 1玉） 

人参（1/2本） 

玉ねぎ（1/2個） 

じゃがいも（4～６本） 

ウィンナー（4～6本） 

豚コマ肉（200g） 

 ★（中濃ソース 大さじ 2） 

 ★（ケチャップ 大さじ 1） 

小麦粉（大さじ 1） 

水（600ml） 

コンソメキューブ（2個） 

塩コショウ（少々） 

① 春キャベツの芯を直径 10 ㎝、深さ 5 ㎝程度にくり抜き、内側に小麦粉をはたく。 

② 豚こま肉に★印で下味をつけ、キャベツの中に詰め込み、芯側を下にして鍋に入れる。 

③ 人参と玉ねぎ、じゃがいも、ウインナー、水、コンソメキューブを②の周りに入れる。 

④ 圧力鍋で 30 分、普通の鍋で 60 分、キャベツに火が通るまで中火で煮込む。 

⑤ 仕上げに塩コショウで味を整えて完成。 

グループホームの空室を利用した ショートステイ について 

春キャベツのバーグスープ 

Pick Up！ 

【お問い合わせ】 

ご利用に関する詳細は、 

下記までお電話ください。 

昨年末、当院の CT と X 線関連の装置を一挙に入れ

替えました。今までと比較してスピーディーかつ詳細

な CT 撮影等が可能になり、より精度の高い医療がご

提供できるようになると思っています。 

またこれに付随して、パワーアップした要素がござ

います。それが「PACS（パックス）＝医療用画像管

理システム」の導入です。 

今まで当院は CT・X 線共に撮影情報は大きなフィ

ルムによる管理でした。従来のフィルム管理では保管

に場所を取ることはもちろん、「大量のフィルムの中

から目的の画像を探すのに時間がかかる」や、「特定

箇所を詳細に確認したいが画像が小さくて確認しづ

らい」、また「複数部署で並行して撮影画像の確認が

できない」など患者様の情報を確認するために多大な

時間と手間を要することが課題となっていました。 

しかし、この度の PACS 導入によりこれらの問題が

一挙に解決。撮影情報が電子データとしてサーバーで

の一元管理となったため、院内ネットワークを介して

目的の画像を PC で一瞬に検索でき、データ画像ゆえ

に部分的な箇所の拡大や、コントラストの調整などが 

Pick Up！ 新型 CT・X 線装置に加え PACS を導入しました 

容易にでき、かつ複数部署で並行して同じ画像情報を

閲覧することが可能となりました。（もちろん今後は

撮影するごとに増えてゆくフィルムの山の保管場所

に頭を悩ませることもありません。）これにより病院

内での病棟間・多職種間での医療連携もより一層高ま

ることが期待できます。 

IT 技術を活用した病院内の業務効率化と共に、今

後も質の高い医療を皆様にご提供できますよう、日々

精進してまいります。 

魚津緑ヶ丘病院 地域連携室 

0765-22-1567（病院代表） 

管理部 情報システム課 

新導入の CT と当院放射線技士 

地域連携室 西島 

グリーンヒル 外観 

New 

Face! 
新任医師のお知らせ 紋川明和 医師 が着任いたしました 

2019 年 4 月 8 日より新任医師が着任いたしました。 

外来の診察日は水・金・土曜日の午前中となります。 

新しい医師を迎えて、地域の皆様により充実した安心

とやすらぎの医療をご提供できますよう、今後も努力

してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

医長 紋川 明和（もんかわ あきかず） 

精神科・心療内科 

◆医学博士 

◆精神保健指定医 

◆日本精神神経学会精神科専門医 

◆日本精神神経学会精神科指導医 

【一言コメント】 

地域の医療に貢献できるよう努力していきたいと

思います。 

 


