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魚津緑ヶ丘病院

種》 作業療法士

《勤務年数》 １９年
《勤務場所》 こころの支援センター
《業務内容》 精神科デイケアでの作業療法
《休日の過ごし方》 レトロゲーム、録画したドラマや映画鑑賞

作業療法士

鬼原 和久
きはら

Topics

かずひさ

今年の 4 月で当院に入職して 19 年になり、勤続 20 年目に突入しました！
当院「こころの支援センター」のデイケアに所属しており、認知症デイケアを長年経験
したのち、昨年５月から精神科デイケアへ異動になりました。前の現場では主に年配の
利用者様に向けて体操やレクリエーションを中心としたリハビリを行っていました。
一方、今の現場では利用者様の年齢層が 20 代から 70 代までと幅広く、当初は対応に

院長就任の ごあいさつ

戸惑いましたが、最近ではその様な状況にも慣れて一緒に活動を楽しんでいます。

理事長 兼 院長 鳴河 宗聡

精神科デイケアにおける作業療法の内容としては、
「健康体操」「手工芸」「ゲーム」

Munetoshi Narukawa

などの集団プログラム進行や、看護スタッフと協力して「心理教育」「生活支援教室」
や季節行事のサポートを行います。当デイケアの利用目的は「精神症状の再発予防」や

この度、4 月 1 日付で葛野洋一先生の後任として

精神症状に多大な影響を及ぼします。またメンタル

「居場所の提供」など利用者様によってその理由は様々ですが、
「利用者様自身が自分

病院長に就任し、現在の理事長の職務と併せて務め

の問題が様々な身体症状としても現れます。そして

らしい生活を続けられること」をモットーに色々な活動プログラムを提供し利用者様

させていただくことになりました。葛野先生は名誉

患者さんは、一人一人が異なる複雑な社会的背景を

の生活支援ができればと思いながら日々試行錯誤を繰り返しています。

院長として引き続き、診療および後進の育成にあた

もっています。私自身は内科医ですが、心と身体は

ってくださいますので、葛野先生ファンのみなさま

決して切り離して考えることができず精神科医療の

ご安心ください。

奥深さを改めて感じております。今後も引き続き、

これからも利用者様の生活支援や社会復帰につなげられるよう、自分の体調管理に
気を付けながらデイケア業務を頑張っていきたいと思います。

運 営 理 念
こころを大切に新しい地域精神医療をめざして

基 本 方 針
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． 地域への貢献のため、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。

魚津緑ヶ丘病院へのアクセス

おかげさまで、当院は精神科病院として地域のみ

「心とからだのかかりつけ医」として、心と身体、

なさまのご理解と温かいご支援をいただきながら、

社会的背景などを考慮した、安心とやすらぎのある

56 年間歩んできました。現在の病院は、「精神科

全人的医療に取り組んでまいります。

の閉鎖的なイメージを変えたい」という、鳴河弘旨

他の医療機関や医師会の先生方、介護施設や行政

前理事長（現会長）の強い想いのもと、平成 14 年

の方々などと密に連携しながら役割を分担し、私た

にガラス張りでオープンな雰囲気の建物に立て替え

ちの得意とするところを最大限に発揮することで、

られました。そのころから、高齢化に伴う認知症の

質の高い医療のご提供と医療資源の効率向上に貢献

増加やストレス社会における「メンタルヘルス」が

したいと考えています。

大きな社会問題となりました。精神科はより身近で

そして、心の持ち方やストレスとのかかわり方、

重要な領域として注目され、当院のさらなる使命を

認知症予防など「心とからだの健康」への啓発活動

感じています。

を通じて、新しいコミュニティーの構築にも取り組

当院は、「こころを大切に新しい地域精神医療を
めざして」という運営理念を掲げてまいりました。
精神現象には脳基盤がありますが、身体的な問題が

んでいきたいと考えております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

Pick Up！

「スマホ決済」はじめました

Info

管理部

魚津緑ヶ丘病院における認知症予防活動

情報システム課

作業療法士 中山

政府によるキャッシュレス化を推進するための

なお、政府が実施する「キャッシュレス・消費者還

当院は新川医療圏で唯一の認知症治療病棟を有し

「キャッシュレス・消費者還元事業」の実施や、各種

元事業」については、当院を含め医療機関は対象外と

ています。当初は入院と外来が中心でしたが、現在は

活動を通して見えてきた課題は認知症への関心の

サービス提供会社がシェアを獲得するために様々な

なりますが、サービス提供会社が独自に展開してい

地域での認知症予防活動にも力を入れています。当院

差です。率先して参加される方、認知症という言葉を

キャンペーンを展開している影響もあり、ここ最近

るキャンペーンやポイント付与ルール等については

での認知症予防活動の経過を振り返り、今後のあり方

聞いただけで避けて行かれる方など様々でした。要因

私たちの生活に徐々に浸透しつつある QR コードを

条件が整えば適用されることもございます。

を考えましたのでご紹介させていただきます。

は「認知症の分からなさ」にあると感じています。

媒体にした「スマホ決済」
。

上手にご活用していただくことで、少しお得に受診

〔認知症予防活動の振り返り〕

当院においてもこの度、外来窓口におけるお支払い

していただけるかもしれません。

の選択肢としてお手持ちのスマートフォンによる

今までも当院はキャッシュレス決済の種類として

〔課題と今後の対応〕

この対応の第一歩は「自身の生活習慣の改善に関心

2010 年から認知症に関する知識習得を目的とした

を持ってもらうこと」だと考えています。規則正しい

地域公開講座を開催しています。2017 年には魚津市

食生活、運動などの生活習慣の改善は認知症予防にも

QR コード決済に対応いたしました。

クレジットカード決済を準備させていただいていま

内の公民館を巡り講義と予防運動紹介を行いました。

繋がっています。
「認知症予防」ではなく「生活習慣の

ご利 用できる サービスは CM な どでおな じみの

したが、この度 QR コードでの「スマホ決済」という

地元の親しい方同士で和やかに行っています。

改善」と聞くと、身近に感じて話を聞いてくれる方も

「PayPay」になります。

選択肢が増えて、患者様にとって精算時の利便性が

時たま外来の精算窓口をのぞくと、比較的若年層の

更に向上したのではないかと思っています。

を実施しており昨年 11 月にも開催しました。昨今は

患者様を中心に気軽にご利用いただいており、中々

IT と融合して、より質の高い接遇を皆さまにご提供

認知症予防のために住民が通いやすい図書館を活用

認知症は誰もが発症する可能性がある一方で、その

好評のようです。

できますよう今後も努力してまいります。

する動きが全国的に広まっています。魚津市と当院の

対応は簡単ではありません。今後も医療職として研鑽

取り組みもその１つです。

を積み重ね、より良い医療を皆さまにご提供できます

2018 年から魚津市図書館と共同で講義と予防運動

2019 年には魚津市の産業フェア「まるまる魚津」

多いです。また発症した際の相談窓口や経済的負担に
関する情報や対応を適切に伝えることも大切です。

よう努めてまいります。

にブースを出展しました。従来の取組みは「認知症を
知りたい」という意欲が元々ある方が対象でしたが、
産業フェアではそうではない方々を対象に予防運動、

管理栄養士 北川 の

レシピ

物忘れ測定などの体験コーナーを設け、300 名以上の

★

方に啓発活動を実施しました。

春爛漫♪
【材料／2 人分】
パスタ（200g）
アスパラガス（２本）
ベーコン（2 枚）
にんにくチューブ（３㎝）
オリーブオイル（大さじ２）
小麦粉（大さじ 1）
牛乳（300cc）
コンソメ（小さじ 1）
塩（少々）
黒コショウ（お好みで）

作 り 方

図書館での認知症予防教室風景

アスパラガスの代表成分とも言えるのが
アスパラギン酸。アスパラギン酸という名
前は、アスパラガスから発見・抽出された
ことから付けられました。アミノ酸の 1 つ
であるアスパラギン酸は、グルタミン酸と

国立長寿医療研究センター開発

脳トレ！NOTE
作業療法士

作業療法士：中山

コグニサイズで認知症予防！
認知症予防の運動であるコグニサイズ。頭と体を同時に使う
ことで、認知機能を効果的に鍛えることができます。

渡辺

並んで旨味成分として知られていますが、

座って足踏み 指ワイパー

実はエネルギー源として最も利用されや
すいとも言われています。栄養ドリンクな

（難易度 ★★★★☆ 4 ）

どにも配合されている成分ですね。アスパ

【方法】

ラガス 100g あたり 360mg のアスパラギ

・背もたれのある椅子に浅く腰掛け、足踏みをします。

ン酸が含まれており、補給することで疲労

・胸の前で手をにぎり、右手親指と左手小指、左手親指

回復に効果が期待できますよ！

① アスパラは厚さ 2mm の斜め切り、ベーコンは 1cm 幅に
切る。パスタは表示時間より 1 分短く茹でる。
② フライパンでオリーブオイルとにんにくを弱火で加熱。香りが出てきたらベーコンを加える。
③ ②に小麦粉を加え、粉っぽさがなくなるまで炒める。火を止めて、牛乳を加えて混ぜる。
④ ③を弱火で加熱し、とろみがついたらコンソメ、塩で味を整え、アスパラを加える。
⑤ パスタをソースとよく絡め、お好みで黒コショウを振る。

と右手小指を交互に立てます。大きな声で数を数えな
がら、１から 100 まで行いましょう。

POINT
★最初はゆっくりで十分です。徐々に、早く行うようにしていきましょう。
★背筋を伸ばして行います。背もたれには、もたれないようにしましょう。
参考《島田

裕之.コグニサイズ・コグニライフで認知症は自力で防げる！,株式会社すばる舎,2018,69p,68p.》

