
  

〒937-0807 富山県魚津市大光寺 287 
TEL：0765-22－1567 
FAX：0765-22－3137 
E-mail：info@umh.jp 

H A R M O N Y 

はーもにー 
2020.10 

No.38 

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 

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。 

基 本 方 針 

新型コロナウイルス流行の第二波が県内を襲い、

連日その状況について伝えられています。8 月下旬

に夏休みをとり、北海道旅行を予定していましたが

札幌便が欠航となり 1 週間ステイホームを余儀なく

されました。 

 日課としている１万歩のウオーキング以外するこ

とがなく、大好きなモーツアルトを聴きながら読書

三昧の日々を過ごしました。その中でもウルリケ・

ヘルマン著「スミス・マルクス・ケインズ -よみが

える危機の処方箋-」が面白い本でした。最近では

この 3 人は経済学部で教えられないそうです。貨幣

とは何か？経済学は人々を幸せに導くのか？等々、

経済学は進歩していないし、何も解決していない。

と書かれていました。 

 さて、新型コロナウイルスの世界的流行にあたり

様々な過去の体験が語られています。その中でも

1918 年から 20 年にかけてのスペイン風邪の記憶

が特に注目されています。このスペイン風邪は想像

を絶する大きな被害をもたらしました。わが国では

およそ 40 万人以上の死者の記録があるそうです。

その当時の日本の総人口が約 5700 万人ですから、 
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魚津緑ヶ丘病院 

人口あたりでは信じられないような被害です。 

幸いなことに日本を含むアジア地域では、今回の

新型コロナによる人口あたりの死者数は欧米に比べ

圧倒的に少ないようで、その理由として人種差や、

過去に新型コロナに似た弱毒のウイルスが流行した

結果、新型コロナに対する免疫がある程度ついたと

される「交差免疫説」もありますが、解明されては

いません。 

 一方で、スペイン風邪が収束した後の世界に目を

向けると、過剰な賠償金支払いを負う第一次世界大

戦敗戦国のドイツはハイパーインフレとなります。

そして各国が保護貿易となり 1929 年の世界大恐慌

を経て、その後の第二次世界大戦へと続きます。 

 苦い歴史を繰り返さないためにも各国政府や経済

学者は様々な政策を実行しています。わが国では、

国民一人当たり 10 万円の定額給付金支給、そして

GO TO キャンペーンで観光業界の救済措置などが

取られています。 

 「これから世界はどうなるのか？」、「私たちは

何をすればいいのか？」を考えながら 1 週間の長い

夏休みをボーと過ごしていました。 

 

Topics 

Q：送迎はしてくれますか？ 

A：魚津市内の方は送迎が可能です。 

状況に合わせて対応させていただきます

のでご相談下さい。 

Q：利用料金はいくらかかりますか？ 

A：利用期間によって自己負担額が異なり

ます。自己負担額が軽減される制度（自立

支援医療制度）もありますので、詳しくは

病院受付にお問合せ下さい。 

Q：どうしたら利用できますか？ 

A：まずは主治医にご相談下さい。 

見学や体験利用も受け付けております。 

★1 日のスケジュール例★ 

9：00 開所（送迎） 

9：15 朝のミーティング 

10：00 午前の活動（途中にお茶休憩有り） 

11：30 お口の体操・昼食・歯磨き・お昼休み 

13：30 午後の活動（途中にお茶休憩有り） 

15：00 終わりのミーティング 

15：30 閉所（送迎） 

精神科デイケアとは？ 

精神疾患の為に生活のしづらさを抱えて

いる方が、同じ立場の人たちと一緒に様々

な活動を通じて楽しみながら社会参加を

行う治療の１つです。 

当院独自の活動として、毎月１回文字で季節を感じる俳句、利用者様同士で困り事を話し合い

解決していくグループワーク、外部講師を招いた絵画教室、栄養士や薬剤師の講義、作業療法士

による個人工作など、利用者様と様々な専門スタッフが関わり活動を行っています。 

また、不定期ではありますが当院ブログでも活動内容を紹介しております。 

日々の過ごし方を大切にし、利用者様から「デイケアにきて良かった楽しかった」と言われる

よう今後も活動を行っていきたいと思います。（精神科デイケア 浜多） 

精神科デイケアのご紹介 

＊給食はありませんのでお弁当を持参ください。 

宅配弁当のご利用も可能です。 

＊利用日は週５回（月~金曜日）です。 

日・祝祭日はお休みになります。 

＊半日利用（ショート）も受け付けています。 

体調に合わせてご利用下さい。 

ご利用 

お待ちしています  

http://www.umh.jp/


 

 

管理部 情報システム課  

免疫力を高めるには健康な腸内環境を維持

することが大切です。大豆発酵食品の納豆

には水溶性食物繊維が豊富に含まれていま

す。また納豆 1g に含まれる納豆菌の数は

約 10 億個とも。アボカドはギネスブック

に「最も栄養価の高い果実」として登録さ

れるほど栄養満点の食材です。脂質が多く

約 20％含まれていますが、そのほとんどが

オレイン酸やリノール酸など不飽和脂肪酸

です。糖質が少なく、食物繊維やビタミン

E、B 群、カリウムなども 

バランスよく含んでいる 

ので、健康にも美容にも 

嬉しい食材です。 

【材料／2人分】 

昨今のコロナ禍の中で、当院におきましても面会

制限や入院患者様の外出制限が続いています。 

そんな中でも「お互い顔を見て話がしたい」という

ご家族や入院患者様のご要望を受けて、この度イン

ターネットを介したオンライン面会サービスの提供

を始めました。ご自宅にスマホやタブレット、または

Web カメラが搭載されている PC があれば、特別な

アプリのインストールや ID 登録等不要でお気軽に

ご利用いただけます。 

この度のオンライン面会サービスですが、外出や

接触での感染リスクを抑えたいという面会者の方は

もとより、県外などの遠方にお住いのご家族様から

非常にご好評いただいております。（インターネット

にさえ繋がっていれば、ちょっとした出先だろうと

地球の裏側だろうと、どこでも面会可能です！） 

もともとコロナ禍の有無に関わらず気軽に来院して

面会することが難しかった環境の方々にとっては、 

作 り 方 

北川 管理栄養士     の      レシピ★ 
 

納豆（２パック〈80g〉） 

アボカド（１個） 

しょう油（小さじ１） 

ゆず胡椒（小さじ１／２） 

きざみのり（少々） 

白ごま（少々） 

①アボカドは皮と種を除き、1cm 角に切る。 

②ボウルに醤油とゆず胡椒を入れて混ぜ、納豆、①を加え

て混ぜる。 

③器に盛り、きざみのり、白ごまをかける。 

Pick Up！ 

当院の季節行事は毎年県内の作業療法士養成学校

から学生ボランティアの協力を得て開催しています。 

しかし昨今のコロナ禍の中、今年は外部ボランティア

の参加は難しい状況でした。  

飲食物やゲーム等を少ない人数でどう運営するか、

規模縮小は致し方ない…、けれど例年と同等の楽しみ

は患者様に提供したい…、計画段階で多くのジレンマ

が存在し、中々考えがまとまらない状況でした。 

加えて、入院患者様の高齢化による機能低下も影響

してきました。例年患者様に人気のスタッフ手作りの

どんどん焼きでしたが、安全の観点から他の物に変更

することにしました。お祭りの雰囲気があり誤嚥窒息

リスクの少ない物…、様々な意見が出た中で綿菓子機

をレンタルして会場で提供し、ゲームブースを減らし

た縮小規模で何とか夏祭りが実現しました。 

例年と雰囲気が異なる夏祭りを果たして楽しんで

いただけるか、ひやひやしていましたが有難いことに 

 

Info コロナに負けず開催しました！夏祭り！ 

「全部よかった！楽しかったよ！」、「有難うございま

した」、「皆(綿菓子)作るの上手でびっくりしたよ」、

「懐かしくなった」など嬉しい声を沢山聴く事が出来

ました。患者様もコロナ禍の影響を受け、面会や外出

制限の中で、僅かながらですが息抜きや楽しみの提供

が出来たのかなと感じました。 

例年の様な賑やかな夏祭りを開催出来るのが、今後

いつ頃になるのか現時点では全く予想ができません。

ですが、思考を凝らしその時の状況下で出来る限りの

楽しみを今後も提供していきたいと思います。 

 

納豆とアボカドのゆず胡椒和え 免疫力 UP！ 

「オンライン面会」はじめました 

作業療法士 朝倉 

とても有意義なツールになっているようです。 

しばしば院内で、iPad の画面越しに入院患者様と

ご家族様が笑顔で会話されている風景を見る度に、

私たちも心がほっこりいたします。普段は患者様や

利用者の方と直に接する機会が少ない情報システム

部門の私たちにとって、エンドユーザー様の反応を

直接感じ取れる体験は貴重なため、このような事が

日頃のモチベーションアップに繋がります。 

IT と融合してより良い病院環境を皆さまにご提供

できますよう、今後も努力してまいります。 

 

作業療法士 渡辺 

NOTE 脳トレ！ 

★立てた指は上下に動かしてみましょう 

POINT 

【方法】 

童謡「かたつむり」（文部省唱歌）を

歌いながら手を動かします。 

コグニサイズ で 認 知 症 予 防 ！ 
国立長寿医療研究センター開発 

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。 

介護予防のための 

手あそび・指あそび 

参考《介護予防と転倒予防のための楽しいレクゲーム４５

（P44・P45）今井弘雄 著》 

（難易度 ★★★★☆ 4 ） 

手指を動かすことで末梢血行を良くし、

脳障害予防と認知症予防に繋がります。 

♪「でんでんむしむし」 

♪「かたつむり」 

♪「お前の頭は」 

♪「どこにある」 

♪「つの出せ やり出せ」 

♪「頭出せ」 

左手をグーにして、人差し指を立てた
右手の甲にのせる。 

手を替えて、右手をぐーにして、人差
し指を立てた左手の甲にのせる。 

左手をグーにして、人差し指と中指を
立てた右手の甲にのせる。 

手を替えて、同様に。 

左手をグーにして、親指と小指を立て
た右手の甲にのせる。 

手を替えて、同様に。 


