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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 

昨年から猛威を振るうコロナウイルスはいまだ収束

(終息)する気配はありません。患者さんならびにその

ご家族の方々におかれましては不自由な日々を送って

おられることと思います。当院入院中の患者さんにお

かれましては長期にわたり面会制限が続いており、「入

院してから 1 度も家族と(ご家族は患者さんと)会って

いない」などのご意見を聞くたびに心苦しく感じてお

ります。 

 現在、私は外来・入院ともに認知症の患者さんを診

察する機会が多いですが、2019 年に世界保健機関

(WHO)により公表された認知症の予防のためのガイ

ドラインに「社会活動への参加」という項目がありま

す。平時であれば認知症患者さんや高齢者の方に介護

サービス利用やコミュニティーセンター、公園などの

人との関りが持てる「通いの場」への参加を積極的に

支援すべきですが、常に感染リスクが伴う現状ではど

こまで推奨すべきか迷うところです。 

 人類はこれまで様々な感染症と闘い続けた歴史があ

ります。私は感染症の専門家ではありませんが、この

分野の医学の発展はめざましいものがあります。たと
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魚津緑ヶ丘病院 

人類はこれまで様々な感染症と闘い続けた歴史があ

ります。私は感染症の専門家ではありませんが、この

分野の医学の発展はめざましいものがあります。たと

えば天然痘はワクチンが開発され撲滅宣言が出される

まで約 200 年かかりましたが、SARS は数年でその宣

言がされています。人類が近い将来、コロナウイルス

を克服できると信じて待ちたいと思います。 

一方で認知症(ここではアルツハイマー型認知症に

ついて)に関してです。ドイツのアロイス・アルツハイ

マー博士が 1905 年にアルツハイマー型認知症を報告

し 100 余年経ちますが、いまだ克服したとは言えない

状況です。もちろん感染症と認知症を同列で語ること

はできませんが、人類にとって克服すべき病気である

ことに変わりはありません。認知症医療の発展を願い

ながら、コロナ禍におきましても引き続き安心できる

認知症医療を提供していけるよう精進いたします。 

Topics 

Q：どんな方が利用できますか？ 

A：・家族と一緒に住んでいるが、将来は

自立したいと思う方 

・一人暮らしに不安があり、一定のサ

ポートを受けて暮らしたい方 

・退院後に、自宅やアパート等で生活

するための準備を始めたい方 

Q：どんなサービスがありますか？ 

A：・健康状態の見守りや療養の支援 

・日常生活に必要な相談支援（食事、

掃除、洗濯、入浴、お金の使い方など） 

・余暇の過ごし方に関する支援 

・就労に関する相談支援 

Q：どうしたら利用できますか？ 

A：まずは、当グループホームまでお電話

ください。その後、市町村の福祉課窓口

に相談→相談支援事業所→当院受診→

見学→必要書類を提出→体験入居→契

約・入居 の流れで手続きが進みます。 

★グループホームでの一日（例）★ 

6：00 起床・朝食・健康チェック 

7：15 掃除、通所や出勤の準備 

8：30 デイケアや就労施設への通所、出勤 

 

＊＊＊ それぞれ、施設や職場で過ごす ＊＊＊ 

 

16：00 入浴・洗濯 

17：45 夕食・食器の片づけ 

     フリータイム 

21：00 消灯 

グループホームみどりには 3 つのグループホームがあり、入居者様の状態に応じてふさわしい

施設を紹介しています。幅広い年齢層の方が入居され、日中はデイケアや地域の就労支援施設

に通ったり、勤め先へ通勤したりなど、社会復帰に取り組む機会もたくさんあります。 

共同生活を通じて、自分らしく自立した生活が送れるよう、1 人ひとりのニーズに応じた支援

を行っています。 

（グループホームみどり サービス管理責任者 金木） 

グループホームみどり のご紹介 

新規入居者募集中！ 

～お問い合せ先～ 

魚津緑ヶ丘病院グループホームみどり 

✆0765-23-0256 

http://www.umh.jp/


 

 

 

薬剤師 高松  

かぼちゃには、美容に欠かせない

ビタミン A、強力な抗酸化作用を

もつビタミン E、食べ物をエネル

ギーに変換するビタミン B 群、ス

トレスを緩和するビタミン C のほ

か、さまざまなビタミン・ミネラ

ル類が含まれています。お腹の調

子を整える食物繊維もたっぷりと

含まれているので、便秘予防のた

めにも積極的に食べたいですね。

緑黄色野菜であるかぼちゃは、ベ

ータカロテンも豊富です。ベータ

カロテンは身体の中でビタミン A

として働くだけでなく、抗酸化作

用による疲労回復効果や免疫力を

強化する効果も期待できます。か

ぼちゃは、体調を崩しやすい今の

時期にピッタリの食材ですよ☆ 

【材料／2人分】 

「薬剤師ってどんな仕事？」と尋ねられたら、ほと

んどの人が「薬を作る仕事」と答えると思います。い

わゆる調剤薬局で院外処方箋を渡して、調剤された

お薬を受け取るイメージですよね。 

 それでは、当院で私はどんな仕事をしているのか。

「薬を作る仕事」すなわち「入院患者様の定期処方

薬・臨時処方薬の調剤と監査」が業務の中心ですが、

それ以外にも医師の注射指示に基づく「注射薬の払

い出し」や入院時に患者様が持ち込まれた「持参薬の

確認」、「入院患者様の退院時服薬指導」なども重要な

業務です。 

 医薬品の管理業務として「発注・検収」はもちろん、

「医薬品の新規採用や採用取り消し」を決定する薬

剤管理委員会を開催し、その結果を速やかに院内に

連絡しています。当院では昨年 12 月より電子カルテ

を導入しましたが、採用医薬品に変更があった場合

はその都度薬品マスターの更新を行います。 

 また、当院職員各位に医薬品に関する知識を深め

ていただく目的で、メーカー担当者による「医薬品の

説明会」を企画・実施しています。当院は精神科病院

ですが、精神科領域にとらわれず様々な分野の医薬

品の説明会を行っています。 

 これらの医薬品に関連する業務を通じて、患者

様の治療を支える「縁の下の力持ち」になれるよう頑

張りたいと思います。 

作 り 方 

かぼちゃ乱切り（1/4個 約 300g） 

牛乳（大さじ 2） 

塩（少々） 

クリームチーズ（6個 約 100g） 

春巻きの皮（10枚） 

水溶き片栗粉（大さじ 1） 

油（適量） 

① かぼちゃを耐熱皿に並べ、ラップをして電子レンジ 600W で 4 分

加熱する。温かいうちに潰して、牛乳と塩を混ぜる。 

② クリームチーズは、サイコロ状に切る。 

③ ①と②を春巻きの皮に乗せて巻き、閉じ口に水溶き片栗粉を塗っ

て閉じる。 

④ ③を少な目の油で、きつね色になるまで揚げ焼きにする。 

Pick Up！ 

感染対策の一環として「セミセルフレジ」を導入し

ました。スタッフ側で金額を入力するだけで、支払い

額の案内やお釣りの勘定等を全て機械が行ってくれ

る優れものです。最近ではスーパーやコンビニ等でも

見かける機会が増えたのではないでしょうか。当院で

は以前よりマスク着用や手指消毒、検温などの基本的

な感染対策を徹底し、待合室への空気清浄機設置や頻

繁な換気実施など、環境衛生にも心がけてきました。

ただその中でも、どうしても手渡しになってしまう金

銭の授受が衛生面の課題として残っていました。患者

様やスタッフ内からも不安の声も挙がっており、対策

として今回セミセルフレジ導入となりました。 

加えて感染対策以外の面でも導入により様々なメ

リットが期待できます。まずは会計時間の短縮です。

これまでの担当者が電卓をたたき、金銭箱からお釣り

を取りお渡しするオペレーションを機械が瞬時に行

ってくれます。また患者様のお金を扱うのですから、

決して間違ってはいけません。スタッフが高い緊張感

の中で日々業務していましたが、その点を機械が確実

に実施してくれます。職員からは「金銭管理の不安か

ら解放された」と喜びの声が挙がりました。 

これら感染面と業務面の不安減少から生まれた心

の余裕を、より良い接遇のために注いでまいります。

来院の皆さまにおかれましても、引き続きマスクや手

指消毒、検温へのご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

Info 
外来セミセルフレジの導入 

リットが期待できます。まずは会計時間の短縮です。

これまでの担当者が電卓をたたき、釣銭箱からお釣

りを取りお渡しするオペレーションを機械が瞬時に

行ってくれます。また患者様のお金を扱うのですか

ら、決して間違ってはいけません。スタッフが高い緊

張感の中で日々業務していましたが、その点を機械

が確実に実施してくれます。職員からは「金銭管理の

不安から解放された」と喜びの声が挙がりました。 

これら感染面と業務面の不安減少から生まれた心

の余裕を、より良い接遇のために注いでまいります。

来院の皆さまにおかれましても、引き続きマスクや

手指消毒、検温へのご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

北川 管理栄養士     の      レシピ★ 
 

かぼちゃとクリームチーズの春巻き 

薬剤部 部門紹介 
管理部 浅野 

 また、当院職員各位の医薬品に関する知識を深め

る目的で、メーカー担当者による「医薬品の説明会」

を企画・実施しています。当院は精神科病院ですが、

精神科領域にとらわれず様々な分野の医薬品の説明

会を行っています。 

 これらの医薬品に関連する業務を通じて、患者様

の治療を支える「縁の下の力持ち」になれるよう頑張

りたいと思います。 

★「背筋を伸ばす、手をしっかり振る、足を高く上げる」を意識！  

★慣れてきたら徐々にスピードアップ！ 

★難しければ、「お尻をポン！」だけ、「頭をポン！」だけでも OK！ 

★100 まで続けましょう！ 

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。 

「お尻をポン！頭をポン！」 

参考：《コグニサイズ・コグニライフで認知症は自力で防げる！》p84／島田裕之 著 

（難易度 ★★☆☆☆ 2 ） 

立って足踏みしながら行います。 

お一人はもちろん、友人と一緒にトライ

でき、思わず笑ってしまうコグニサイズ

を紹介します！ 

① 立ち上がって数を数えながら、足踏み。 

② 3 の倍数になったら、お尻を軽く叩く。 

③ 次の倍数では、頭を軽く叩く。（繰返します。） 

作業療法士 渡辺 

NOTE 脳トレ！ 

 

 
無理せず 

やりましょう 

 

 

 
3F 認知症病棟に「とろみサーバー」を導入いたしました。当病棟は嚥下機能が低下した方が多く、現在、

実に 25 名の入院患者様がとろみをつけた飲み物を召し上がっています。サーバーの使用により、とろみの

強さを均等につけられることで、患者様に合わせた安全な飲み物を提供することが出来るようになりまし

た。また、職員の業務効率化アップにも繋がっています。（看護師長 中村） 

病棟に「とろみサーバー」導入 安全対策を充実 
NEWS！ 


