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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》 薬剤師 

《勤務年数》 1 年目 

《勤務場所》 院内薬局 

《業務内容》 調剤・医薬品管理・服薬指導 

《休日の過ごし方》 スポーツ観戦（特に野球。カープファン歴 40 年です） 

お仕事紹介 

スタッフ 
クローズアップ 

はじめまして。今年の 4 月から魚津緑ヶ丘病院に

着任いたしました紋川明和と申します。 

出身は富山市なのですが、大学進学を境に県外生活

が長かったため、富山県内での生活はじつに 25 年

ぶりとなります。 

実は魚津緑ヶ丘病院と私との関係はさかのぼると

古く、私が新米医師になった年に大学からの派遣と

いう形で 1 年間非常勤のパート医師として当院をお

手伝いさせていただいた経緯がございます。当時、

右も左もわからない新人の私に対して、現会長であ

る鳴河弘旨先生が勤務でお邪魔する度に「富山に帰

ってこられた際はぜひうちの病院へ」とお誘いを頂

いてました。その様なご縁もあり今日に至ります。 

私が数ある医学分野から精神科というジャンルを

志したのは大学生の時、講義で神経伝達物質の経路

図を見たことがきっかけでした。精神科医にとって

は見慣れた図なのですが、その 1 枚の図で「神秘の

病気」とも言える統合失調症の症状をある程度説明

できてしまうことに、当時学生だった自分はとても 

Akikazu Monkawa 

髙松 茂樹 
たかまつ 

医長 紋川 明和 

薬剤師 

はじめまして！ 

魚津緑ヶ丘病院の紋川です 

こんにちは。今年４月より薬剤師として勤務している髙松と申します。 

前職の調剤薬局勤務が長く、病院勤務はじつに十数年のブランクがございます。 

大学病院・総合病院・療養型病床群など、多様な環境を渡り歩き経験年数だけは長いの

ですが、精神科領域の病院は当院が初なので不慣れなことが多く、職員には度々迷惑を

かけています。特に今年認定更新があった病院機能評価の改善項目については、右往左

往する私に対する看護部長や事務長を始めとした多くの職員のフォローのおかげで、

８月の正式認定につながったと感謝しております。 

お世話になり約半年が経過しましたが有り難いことに、定期処方薬の調剤や監査、注

射薬の払い出し、持参薬のチェック、疑義照会など業務が溢れる毎日です。 

なかなか余裕ができない中でも、職員の方々には優しく接していただいて当院特有の

アットホームな雰囲気に助けられています。 

最近は退院時服薬指導などを通して患者様に接する機会も徐々に増えてきました。 

7 月には当院併設の認知症疾患医療センターと魚津市が共同開催する「介護者サロン」

に登壇し、認知症患者様のご家族に薬の話をさせていただき、ご家族の生の声が聞ける

貴重な体験をさせていただきました。 

これからも、少しずつ患者様やそのご家族と接する機会を増やしていき、当院の医療

の質の向上に貢献できるよう努力してまいります。 

驚きと感動を覚えた記憶があります。 

「神秘」という言葉を使いましたが、人間の脳は

まだまだわからないことだらけ。いわば「ブラック

ボックス」という表現の方がいまだに適切かもし

れません。現在、精神科医療の場で当り前に行われ

ている治療法が、このブラックボックスの解明が

進むにつれ、実は全く間違ったものだったという

ことになる可能性すらあります。 

日々進化する医療の世界で取り残されないよう

自身の知識やスキルを最新版にアップデートして

いき、その成果を患者さんに還元していけるよう

努力していきたいと思います。 

どうぞこれからもよろしくお願いいたします。 

【 略 歴 】 

2002 年 金沢医科大学医学部卒業 

-2010 年 金沢医科大学病院 精神神経科 

-2014 年 公立能登総合病院 精神センター 医長 

-2015 年 箕面神経サナトリウム 

-2019 年 4 月 現職 

魚津緑ヶ丘病院へのアクセス 

しげき 
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在宅サポート「こころの丘」 作業療法士 金川 

豚肉に多く含まれるビタミンＢ1 は、糖質

の代謝や神経の働きに関係している栄養

素。疲労回復の効果が期待できます。また

発酵食品のキムチには、乳酸菌の他にもビ

タミン類やカプサイシンなどを含み、スタ

ミナアップの効果も期待できます。さらに

ニラの香り成分 硫化アリルは、ビタミン

B1 の吸収をよくし、消化を助けます。これ

らを一緒に食べると、更に疲労回復に効果

的！豚キムチは最強の炒め物ですね！今回

は白ご飯の上にのせました。ガッツリと召

し上がってください☺ 

【材料／2人分】 

当院にこころの丘が開設され 3 年が経ちました。

訪問看護の事務所と病院外の相談室が一体となって

平成 28 年 4 月に開所しましたが、今までには無か

った部署のため新川地区の各役場や厚生センターに

パンフレットを置かせて頂いたり、病院ホームペー

ジで PR を行ったりと手探りで取り組んできました。 

相談室には「この様な症状で受診しても良いのか？」

「受診をしたいが、どの様に受診したら良いのか？」

など、初めて精神科を受診される方の受診前相談が

多く寄せられます。病院の敷地内に入らずに相談が

出来るため、初めての方でも抵抗が少なく利用しや

すいのだと思います。開所から今日までに多くの方

が相談に来ていただき受診につながりました。また、

当院だけではなくその方に応じた必要な機関や病院

へのご紹介も行っています。 

 訪問看護では外来患者様や退院された方の住まい

への訪問看護を行っています。特に退院された直後

の方は、薬を自分の判断で中止されたり、環境の変化 

作 り 方 

北川 管理栄養士     の      レシピ★ 
 

豚こま肉（200g） 

白菜キムチ（150g） 

玉ねぎ（1／2個） 

ニラ（1／2束） 

ごま油（小さじ 1） 

すりおろし生姜（小さじ 1） 

（チューブでも可） 

醤油（大さじ 1） 

塩（少々） 

コショウ（少々） 

① 豚肉、キムチは食べやすい大きさに、玉ねぎは繊維に沿って薄切り、ニラは 3cm 程に切る。 

② フライパンでごま油と生姜を熱し、香りが出てきたら豚肉と玉ねぎを炒める。 

③ 醤油と塩コショウで味付けした後、キムチとニラを加え軽く汁気を飛ばす。 

④ ご飯の上に載せて完成。お好みで卵黄や韓国のりを。 

豚キムチ丼 

Pick Up！ 

薬を使用しても病状が中々改善しない。健康診断

で異常がないのになぜか体調がすぐれない。そこに

「栄養の視点」は欠落していませんか？ 

体を構成する細胞の働きを向上させ、自然治癒力

を最大限に発揮させるのが「栄養療法」です。 

血液検査データに基づき栄養素の過不足を読取り

必要な栄養素と量を解析し、適切な食事と糖質管理

を中心に医療用サプリメントで栄養を補い、薬だけ

に頼らない病態改善を目指します。 

頭痛・肩こり等解消の他に、高脂血症、糖尿病、

うつ病、統合失調症等にも効果が期待できます。 

★料金 

・血液検査＋問診  18,000 円(税込) 

（問診のみの簡易検査も可能です。） 

※保険適用外のため自費となります。 

Info 患者様に色々な選択肢を提案 自由診療の充実を図ります 

認知症には根本的な治療法がまだありません。 

よって発症前の段階でいかに予防するかが大切です。 

MCI(軽度認知障害)は健常者とアルツハイマー型

認知症の中間的段階を指し、この時期に適切な予防を

行うことで発症や進行を遅らせる事が期待できます。 

当院では発症前の比較的早い時期に、アルツハイマ

ー型認知症の発症リスクを４段階で判別することが

できる検査をご用意しています。 

発症リスクにいち早く気づいて、健康に長生きする

ための予防につなげましょう。 

★料金 

・MCI スクリーニング検査 20,000 円（税込） 

・APOE 遺伝子検査     16,000 円（税込） 

※保険適用外のため自費となります。 

夏の疲れからくる“秋バテ”に 

から体調を崩してしまう方もいます。職員がお住い

へお伺いして、体調や薬を中断していないかの確認

や悩み事を解消することで病気の再発を予防し、1 日

でも長く住まいでの生活を続けて頂くことが出来る

よう援助をしています。開所した平成 28 年当初は月

に約 40 件だった訪問看護件数が、今では約 140 件

と 3 倍以上になり多くの方にご利用頂いています。 

こころの丘の場所は、病院前道路を挟んで向かい

「チューリップらいと薬局」さん隣の建物 1 階です。

「地域に開けた場」を理念にしていますので、相談や

訪問看護をご希望の方は、お気軽にお越しください。 

分子整合栄養療法（サプリメント外来） MCI スクリーニング検査 

外来にタブレット端末型の受付システムを導入し

ました。以前は職員が受付で希望医師を口頭で伺い、

手作りの小さな番号券を渡し、手書きの名簿で受付

状況を把握するアナログ管理でした。それを患者様

が窓口でタブレット端末から希望医師を選択できる

簡単受付に変更。番号券は発券機から自動発行され、

大きく見やすいものへ改善されました。今後は受付

時の混雑解消が期待できます。 

他に本システム導入に伴うメリットが多数存在。

受付番号が自動集計され、大型モニターに診察待ち

とお会計待ちの順番が個別に解りやすく案内される

ようになりました。診察やお会計であとどれ程待つ

のか患者様が把握しやすくなります。患者様の呼出

は今まで医師の指示を受け職員が大声で番号を呼ん

でいましたが、医師が機械音声と大型モニターを介

して直接番号を案内できるようになり迅速・明確に 

呼出を行えるようになりました。さらには番号券の

QR コードを患者様自身のスマホで読込むと病院外で

も呼出状況を確認可能です。混雑時の待ち時間を外出

やお買い物等で有効活用していただけます。 

IT を活用し病院内の業務効率化と、質の高い接遇

をご提供できますよう今後も努力してまいります。 

Pick Up！ 待ち時間軽減のために タブレット端末型受付システムを導入 

管理部 情報システム課 

↓待ち順画面例 

↑受付け画面例 

地域の皆さんに身近な場所に 在宅サポートこころの丘 

在宅サポートこころの丘 外観 


