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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 

私は赴任して 4 年目を迎えました。「患者様に選ば

れる病院になる」を目標に掲げてきましたが果たして

達成度はいかがでしょう。 

2020 年は新型コロナウイルスの流行でこれまでの

生活が一変しました。昨年 4 月には富山でクラスター

が発生し、コロナ指定病院での感染拡大など、今まで

経験したことない恐怖と覚悟を強いられました。未だ

感染収束の目途は立たず、第 4 波も予想されるため、

コロナ禍の対応を今後も継続しなければなりません。 

当院は精神科単科の病院です。もしコロナ感染者が

発生した場合は一般病院への転院は困難だと考えて、

第一に入院患者を守る事を念頭に置きました。 

幸いにも当院理事長は感染症のスペシャリストで

す。適切な指示のもとスタッフへの感染対応を充実さ

せ、長期にわたり面会制限もしてきたため、今に至る

までコロナ感染者は無く、インフルエンザの発症もあ

りません。当院は今のところはコロナ封じ込め対応に

成功しております。患者様・ご家族のご理解に深く感

謝いたします。 

Jyunko Arai 

副院長・看護部長 荒井 順子 

地域に選ばれる病院を 

目指して 

魚津緑ヶ丘病院へのアクセス 

医療法人社団 弘仁会 

魚津緑ヶ丘病院  

ホームページ：http://www.umh.jp/ 

魚津緑ヶ丘病院 

コロナの収束を見据えつつ、当院が次に立ち向かう

課題は、認知症医療への更なる対応強化です。 

高齢化の進展に伴う認知症患者数は 2025 年には約

700 万人、65 歳以上における割合は 5 人に 1 人に達

すると報告されています。人生 100 年と一言ではいい

ますが、高齢者が認知機能の衰えを始めとした様々な

問題を抱えながら、自分らしく人生を全うするという

ことがどれだけ大変なことか。 

2019 年に厚労省が認知症の人への支援を『チーム

オレンジ』と銘打って構想を作成しましたが、当院は

「にいかわ認知症疾患医療センター」の併設を始め、

いち早く認知症医療に特化しその門を開いています。 

些細なサインを見逃さずに、受診に繋げるためには

どうしたらよいか。相談窓口が分かりやすく、気軽に

お問い合わせいただくにはどうしたらよいか。当院は

これからも認知症と向き合う病院として、精神医療・

認知症医療・地域に貢献する「選ばれる病院」を目指

し活動してまいります。 

まずはお気軽にご相談下さい。 

Topics 

Q：送迎はしてくれますか？ 

A：送迎を実施しています。魚津市内を中

心に片道 15～20 分程で到着できるよう

経路を調整しながら回っています。 

 

Q：利用料金はいくらかかりますか？ 

A：医療保険適用となります。自己負担を

軽減する自立支援医療制度もあります。

詳細は事務所までお問合せください。  

 

Q：どうしたら利用できますか？ 

A：外来診察での医師の判断が必要です。

当院の相談窓口、または認知症疾患医療

センターで医師や精神保健福祉士に相談

してください。 

★1 日のスケジュール例★ 

8：30 お迎えの送迎 

9：30 体温・血圧測定 お茶休憩 

10：00 運動プログラム（脳トレ、健康体操） 

     口腔機能訓練（お口の体操） 

11：30 昼食・歯磨き・うがい 

12：30 お昼休み 

14：00 余暇活動 

（音楽活動、創作、ミニゲーム） 

14：50 お茶休憩 

15：30 帰りの送迎 

認知症デイケア「あると」ってどんなところ？ 

通所リハビリ施設で、認知症の進行予防と、足腰など身体機能の低下予防を目的とした活動を

重点的に行っています。また精神科医師や看護師、作業療法士の医療スタッフが関わっている

ため、医療的なアドバイスも受けることができます。 

「認知症の進行予防」「高齢化に伴う筋力体力の低下予防」「生活リズムの改善」「楽しみの提

供」など、各利用者様の治療目的に沿って自分の生活様式を崩さないよう健康管理とリハビリを

続けています。「利用者様の自分らしい生活が続けられること」を目標に様々な活動プログラム

を通じて支援できるよう取り組んでいます。     （認知症デイケア 作業療法士 鬼原） 

認知症デイケア「あると」のご紹介 

＊利用日は月～金曜日。日・祝祭日はお休みです。 

http://www.umh.jp/


 

 

 

臨床心理士・公認心理師 鈴木  

ホタルイカは、タンパク質をはじめ、

ビタミン A やビタミン B2、鉄、タウ

リンなどが多く含まれる食材です。  

タウリンは普通のイカにも含まれますが、

ホタルイカには特に多く含まれていて、疲

労回復に優れた効果を発揮します。タウリ

ンは栄養ドリンクに含まれる成分としても

知られていますね。また、ブロッコリーは

とても栄養価が高い野菜で、100g 食べれば

1 日に必要なビタミン C が摂れてしまうほ

ど。ビタミン C だけでなく、 

葉酸、ビタミン E、ビタミ 

ン K、カリウム、食物繊維 

などの様々な栄養素が豊富 

に含まれていている野菜な 

んですよ。 

【材料／2人分】 

当院臨床心理部門の心理カウンセラーは、日頃は

外来や病棟でカウンセリングや心理検査を実施して

います。また、依頼があれば地域や専門職種の方々に

向けて講演会や研修会を開催し、病気や心の健康な

どに関する知識や情報を提供することもあります。  

よく初対面の人に私たちの職業をお話しすると、

「心を読まれそうで怖い」と言われますが、もちろん

そんなことはできません。では、そんな超能力なしに

どうやってカウンセリングを進めるのか？それは、

ひたすら「お話を聴かせてもらうこと」です。職場内

でのストレス、嫁姑関係、夫婦関係、育児、いじめ、

性格など、患者様によって様々な問題がありますが、

その方の抱えている悲しみ・怒り・不安などの様々な

気持ちを半分わけてもらって、一緒に迷ったり悩ん

だりしながら、肩の力を抜いて生きていけるように

お手伝いをさせてもらっています。また、症状が強い

方には心理治療を行い、直接問題にアプローチする

こともあります。 

作 り 方 

北川 管理栄養士     の      レシピ★ 
 

ブロッコリー（1株） 

ホタルイカ〔ボイル〕（100g） 

バター（10g） 

めんつゆ〔3倍希釈〕（大さじ1） 

にんにく〔チューブ可〕（2cm） 

黒こしょう（少々） 

① ブロッコリーは子房に分け、耐熱皿にのせる。 

ラップをし、電子レンジ 600W2 分加熱する。 

② フライパンにバターを溶かし、ブロッコリー、 

ホタルイカを炒める。 

③ めんつゆとニンニクを混ぜ合わせたものを、 

先ほどの②へ入れ、黒こしょうで味を整える。 

Pick Up！ 

昨年 12 月 14 日当院では満を持して「電子カルテ」

が本格稼働となりました。表面的には今まで「紙」で

管理していた患者様の医療情報を、PC 等を用いた「電

子上の運用」に変更した形となりますが、導入にあた

っては以下の価値ついて十分な検討を行いました。 

 

①「患者様にとって有益か」 

②「職員が働きやすくなり、生産性が上がるのか」 

③「昨今のコロナ禍において感染症対策に貢献できるか」 

 

 ①については、受付からお会計までの待ち時間減少

が計れるほか、今まで以上に情報が適切に管理される

ことで必要時に必要なデータを分析できる体制が整

うため、患者様により緻密で的確な医療の提供が見込

めます。 

 ②については、まずはカルテ運搬や複数の用紙に何

度も手書きする負担が軽減されます。何よりも情報の 

Info 
電子カルテが本格稼働しました 

共有化が最大のメリットです。各職種が迅速に患者様

情報を把握し、評価や行動を連携し実施できる体制は

高い効率化と生産性をもたらすと期待しています。 

 ③に対しては、①と②における副次的な効果とし

て、待ち時間減少により患者様が早く診療を終えるこ

とができればその分「密」を防げます。また紙カルテ

の移動が無くなることで人の移動も減り、感染機会を

減らすこともできます。 

各部門、職員毎に苦労したことは多々あったと思い

ますが、この度は魚津緑ヶ丘病院一丸となって無事に

本稼働まで漕ぎつけることができました。職員からは

「当初は使いこなせるか心配したが、今となっては便

利で手放せないものとなった」という声もあり、病院

にとっては早くもその価値を実感しています。この調

子で患者様にとっての価値も令和３年度の満足度調

査結果に現れることを期待しています。 

ホタルイカとブロッコリーのガリバタ炒め 今が旬 

臨床心理部門のご紹介 
管理部 浅野 

悩みを抱えている方はもちろんですが、「ここなら

どんなことでも聴いてくれるから」という理由から、

セルフケアとして気軽にカウンセリングを利用され

る方もいらっしゃいます。 

もしも、「1人じゃどうしようもできない」という

ことがありましたら、超能力や魔法は使えませんが、

私たちにその問題を解決するお手伝いをさせてもら

えませんか？ 

まずはお気軽にお問合せ下さい。 

みなさまのご相談お待ちしています。 

作業療法士 渡辺 

NOTE 脳トレ！ 

★この動作が上手く出来ない人ほど、前頭

葉が強く活性化します！上手くできない

からこそ効果があるので、楽しみながら、

前向きに取り組んでみましょう。 

POINT 

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。 

「すりすりトントン運動」 

参考：公益財団法人 日本レクリエーション協会 

（難易度 ★★☆☆☆ 2 ） 

手や足を左右別々に動かす体操なので、

脳トレ効果が期待できます。始めはゆっ

くりと正確に。慣れてきたらスピードを

変えたり、左右の手の役割を交互にした

りして、アレンジしてみましょう。 

① 左手は「すりすり」 

② 右手は「トントン」 

左手を机の上にのせ、
「すりすり」と前後に
動かします。 

右手をグーにして、
「トントン」と机を叩
きます。 

①と②の動作を一緒に
やってみます。 

拮抗（きっこう）体操 

③「すりすり」「トントン」を同時に 


