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令和3年

新年のご挨拶
新年のご挨
拶

院長

久保田 正春

あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、令和3 年
をつつがなくお迎えになられたこととお慶び申し上げます。
本年は、昨年苦しめられた感染症や、オリンピックの問題に一区切り
をつけ、前に向いていく年になればと考えております。様々な問題の
解決ののち、元の生活へ戻るのではなく、昨年時使った生活の知恵や、
安全への配慮、インターネットを用いた新しいビジネスのやり方などは、
継続して活かしていければ良いと思います。
医療環境について考えても、オンライン診療や、インターネットを用
いた面会など新しい取り組みがなされています。記録も電子カルテが
通常になりました。これからも効率化できるところは効率化を行い、
一方で機械によってはできないところには十分な人を配置するなどが
可能になることが期待されます。
令和3 年を迎え、皆様方のご健勝をお祈りするとともに、本年は良い
年になりますように祈念しております。
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第13回

地域ふれあい祭り
地域ふれあい祭りが
開催されました

10月29日に山梨日日新聞にも
記事が掲載されました。

去る2020年10月19日〜10月30日までの2週間、山梨中央銀行日下部支店、山梨市役所にて地域
ふれあい祭りが開催されました。例年は当院で地域の皆様を迎えてお祭を行いますが、今年は新型
コロナウィルス感染拡大防止のため、作品展という形で開催されました。
1ヶ月弱の短い製作期間ではありましたが、各部署素晴らしい作品が仕上がりました。
特に好評だったのが皆様の夢や希望、やりたいことを書いていただいた「笑顔の木」です。
「いろんな
思いがあって素敵だと思わせてくれた」
「考えさせられた」との感想をいただいています。
コロナ禍の中、
「コロナだからできない」のではなく、
「どうやったらできるだろう？」
「こんな時代だ
から何ができるだろう？」と考えた結果、開催することが出来たお祭です。
ご協力いただいた皆様に感謝いたします。
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シニア世代向けデイケア

つくし教室 活動報告
運動会

10月21日につくし教室にて運動会を行いました。
開会式にて選手宣誓を行い、競技は4チームに分かれて玉入れ・
ラケットリレー・タオル物送り・スリッパ飛ばし・宝拾いを行いました。
競技は盛り上がり、とても楽しい一日でした。

やきいも会

11月26日にピロティにて3デイケア合同でやきいもを行いました。
午前中から薪などを燃やして準備を行い、しっかりと炭を作りました。
サツマイモに適した黒いアルミホイルで包み、しっとりと甘みのあるやきいもが出来ました。
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認知症
リハビリテーション

を行っています

理学療法士

中島 秀太

言語聴覚士

櫻井 美紀

日下部記念病院のA1（認知症治療）病棟では、令和2 年7月から認知症患者リハビリテーションを開始しま
した。
認知症患者リハビリテーションとは、重度認知症の患者に対し、認知症の行動・心理症状の改善及び、認知
機能や社会生活機能の回復を目的として、作業療法・学習訓練療法・運動療法を組み合わせて個々の症例に
応じて行うものとされています。認知症患者リハビリテーションの対象は、医師の指示のもと、入院から1 年を
限度として、週 3回に限り、個別療法を20分以上行った場合に、240 点の算定ができます。これまで
の、作業療法士による集団・個別の作業療法リハビリテーションに加え、理学療法士・言語聴覚士
による認知症患者リハビリテーションを行っています。
理学療法士は、主に下肢の筋力トレーニング、バランスの練習などの運動療法を中心に行ってい
ます。筋力トレーニングは、座った状態で足踏みや膝を伸ばす運動、立ち上がり・階段などの練習
を中心に行っています。バランスの練習は、手をつなぎながら、横歩きや後ろ歩
き、バランスが良い方はボール投げなどを行っています。歩行が可能な方は、1か
月ごとに10ｍ歩行の歩数・所要時間を計測し定期的に歩行能力を評価していま
す。車いす生活の方には、硬くなっている筋肉のマッサージや、座ってできる運
動・筋力低下の防止のため、平行棒につかまって立つ練習を行っています。
言語聴覚士は、誤嚥性肺炎の予防を目的として、口腔ケアや嚥下機能の維持・
改善のために、首や肩回りのストレッチ、口の体操、発声練習を行っています。
また、言語機能に対しては、やりとりを通し、記憶や言葉を出来るだけ
引き出すようアプローチしています。
認知症の方へのリハビリテーションにおいて気を付けているのは、難しい訓練になりす
ぎないようにしている事です。失敗経験を少なくし、成功体験や達成感を感じてもらう事
でモチベーションを高めて頂く配慮が重要であると感じています。また、入院されている
認知症患者さんは、生活全体がリハビリテーションであり、個別でのリハビリテーション
以外に、食事・排泄・入浴など多職種のスタッフが関わることで、残存機能を活かしつつ、
必要な部分を介助で手助けすることで、社会生活への復帰を目指しています。
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認知症看護認定看護師の
活動について
診療部 外来課 認知症看護認定看護師

梶原 里美

2020年3月診療担当に異動となり、認知症の鑑別診断の為に来院された方・
認知症の方とそのご家族に対応しています。
また、ご家族やケアマネージャー、施設の職員から症状や対応について相談の
電話があり対応しています。
介護されるご家族に対しては、医師の指示のもと面接による相談も行っています。
地域に向けての活動では、山梨市認知症初期集中支援チームの一員として外来
と地域の橋渡しのような役目も担っています。
また、山梨市の委託事業である認知症カフェ「ほっとスペース」の運営に携
わっています。今年はコロナ禍で開催が危ぶまれていましたが、10月のほっと
スペースでは「認知症について」ミニ講座を行いました。2 名の介護家族の方
を迎え、講義の後にじっくりお話を聞くことができました。そのうち1名の方
は、以前家族相談に来られた方で、
「相談をして良かったです。助言の通りに
母に接したら、母との関係が前より良くなりました。」と満面の笑顔で話して下
さいました。
「認知症の人の家族は “第二の患者” である」という言葉があります。患者だけでなく、その家族も支えていく
必要があります。介護する家族が認知症の正しい知識を獲得し、専門職や家族同士のネットワークを作るため
に、杉原看護師（認知症ケア専門士）と共に来年度の「認知症家族会」開催に向け準備しています。
認定看護師養成課程で学んだ知識・技術と、今まで培ってきた経験を患者さん・ご家族のケアに活かせるよう、
今後も取り組みます。
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新薬情 報

日下部記念病院
薬剤課 課長

飯田

衛

新薬情報の4回目となる今回は、今年の5月に発売となり当院でも採用になった統合失調症 /
双極性障害のうつ症状治療薬の「ラツーダ錠（一般名：ルラシドン塩酸塩錠）」について解説し
ます。
効能・効果は「統合失調症」、
「双極性障害のうつ症状の改善」です。
用法・用量

統合失調症

双極性障害のうつ症状

開始用量

40mg

20mg

維 持 量

40〜80mg

20〜60mg

用

1日1回食後

1日1回食後

80mg

60mg

法

最高用量

薬理作用は、ドパミンD2、セロトニン5-HT2A、5-HT7、5-HT1A 受容体に作用することで薬理
作用を示します。特にセロトニン5-HT7、5-HT1A 受容体への作用は他の薬剤と比較して特徴的
なところです。そのプロファイルから、統合失調症の陽性症状（妄想や幻覚等）、陰性症状（感情
表現が乏しい、意欲の低下、情動の平板化、引きこもり等）、双極性障害におけるうつ症状を改善
する効果が期待できます。
副作用は、承認時アカシジア、悪心嘔吐、傾眠、頭痛、不眠症、便秘、振戦等の報告が上ってき
ていました。全体的には少なめ？ですが、錐体外路症状が目立った印象です。ヒスタミンH1 や
ムスカリンM1 受容体への親和性は殆どないことから、肥満や不快な抗コリン作用（便秘、口の
渇き、排尿障害等）は少ないのではないかと思われます。
その他服用上の注意点として、グレープフルーツジュースを飲むことで代謝が阻害され本剤の
血中濃度が上昇すること、本剤の吸収は食事による影響を受けやすいので食後に服用すること
（空腹時では本剤の吸収が低くなってしまいます）があります。
以上簡単に特徴を記載してみました。ラツーダ錠は非定型抗精神病薬（従来からある薬と同
様に陽性症状に効果があり、錐体外路症状などの副作用が少なく、陰性症状にも効果のある薬
剤の総称）の中のSDA（セロトニン・ドパミン受容体遮断薬）に分類されます。リスパダール、
ルーラン、ロナセン（新薬情報の1回目で紹介）、インヴェガが同類であり「統合失調症」に対して
の適応症はありますが、いずれも「双極性障害のうつ症状」に適応症はありません。この違いに
より既存の非定型抗精神病薬とどのように使い分けがされていくのか興味深いところです。

7

新人看護師 の
メンタルヘルスケア
精神看護専門看護師

春日 飛鳥
専門看護師（CNS）という資格をご存じでしょうか？水準の高い看護を効率よく行うため日本看護協会が認定
する資格で、13の専門分野があります。看護師5年以上の経験を有し、看護系大学院で学び専門看護師資格審査
に合格して取得できます。
当院では1名の精神看護専門看護師（精神看護が専門分野）が勤務し、職員のメンタルヘルスケアの一翼を
担っています。患者様・ご家族様のケアはもちろんのこと、職員の支援も重要な役割の一つです。中でも離職率
が高くメンタルヘルス不調が多いと言われる新人看護師のメンタルヘルスケアに支援の重点を置いています。
新人看護師が心身の健康を保ちながらいきいきと働けるよう、年間3回のフォローアップ面接、病棟に出向いての
声掛け、看護管理者との連携、ポートフォリオによる成長確認、メンタルヘルスケア研修などを行っています。
10月に入り、コロナ禍で延期した「新人看護師のメンタルヘルスケア研修」がようやく開催できました。ストレス
をネガティブなものとして取り除こうとするだけでは限界があり、一人ひとりがストレス対処能力を高める「ポジ
ティブ・メンタルヘルス」が近年注目されています。研修では、
「レジリエンス」
「SOC」
「セルフコンパッション」と
いった自分自身を助ける技術を伝えた後、
「慈悲の瞑想」によって、セルフコンパッション（自分自身への思いやり）
の言葉を向ける体験をしました。人に優しくなれないと感じる時は、疲れ果てた自分にこそエネルギーチャージ
が必要です。ケアする人が満たされていないと、誰かをケアすることは難しいと感じます。研修後半のグループ
ワークでは、互いの着実な成長を確認し労い合うことができました。
また、グループ病院である加納岩総合病院より依頼を受け、新人看護師向けの
研修に加え、新人看護師を支援するための看護管理者研修を行うことができま
した。今後も、職員一人ひとりの力になれるよう活動してまいります。
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チームワーク向上研修 を
開催しました

教育部

春日 飛鳥

「チームワークを高める」ことに焦点を絞った体験学習中心の1日間のプログラムで、新人・通年採用
者対象に毎年開催しています。
「人と話す」という研修の特徴ゆえ、十分な感染症対策を講じた上で開催
しました。

1コマ目

2 コマ目

井上副看護課長からは「チーム
ワークとコミュニケーション 〜聴
くことから始めよう〜」と題して、

竹居看護部長より、
「社会人基礎力」に
ついて学びました。チームワークを高め

「傾 聴」
「伝える」について3つの

る上で職員一人ひとりが身につけたい能

演習を通して体験的に学びまし

力でした。参加者は真剣なまなざしで受

た。多忙な現場ではなかなかで

講していました。

きない貴重な学びとなりました。

3 コマ目

4 コマ目

牧野作業療法士による「コンセンサス 〜チームの一

「院長として伝えたいこと」と題して、久保田院長より

員として自分や他者を考えよう〜」の研修では、チーム

アドラー心理学やユマニチュードの理論を基に、患者様

による課題達成を通して合意形成（コンセンサス）を体

や職員間のコミュニケーションで大切にしたいことを学

験し、コンセンサスとは何かを体験的に学びました。

びました。現在の病院建築に込めた信念や、病院機能
評価の重要性についても共有できました。

5 コマ目

春日専門看護師の「チーム
ワークを活かしたカンファレン
スづくり」では、現場では体系
的に学ぶ機会のないカンファ
レンスの知識や技法について
学びました。後半の演習では
チームで「職場のカンファレン
スの課題と解決策」をテーマに
話し合い、合意形成するプロ
セスを体験的に学びました。

9

一般社団法人
認知行動療法研修開発センター 理事長

大野 裕

く

自分に自信が持てず
他人の目ばかりが
気になります

私は 歳の会社員男性です︒なにかにつけ他人の目が気になっ
てしまうことに悩んでいます︒例えば会社の同僚になにか意見を
求められたときでも︑的外れな事を言ってしまうのが怖くて発言
できません︒社内で笑い声が聞こえてくれば︑自分の陰口が言われ
ているのではないか︑何か間違ったことをしてしまっただろうかとい
う考えがよぎり︑心配で落ち着かなくなります︒とにかく人の目
にどう映っているかが気になってしまい︑
そのことで不安にかられて
しまうのです︒
特にコロナが流行ってからは︑
ますます人の目に敏感になった気
がします︒帰省した田舎で周辺住民から非難のビラが貼られたと
いうニュースがありましたが︑私もいつか誰かに咎められるのではと
考えてしまい︑思い通り外へ遊びに行くことすらできません︒もっ
と自分に自信が持てれば少しは変われるのではと思うのですが︑
どうしたらいいのかわかりません︒人から見れば小さな悩みかもし
れませんが︑
なにかいいアドバイスをいただけないでしょうか︒

思って︑
近づかないようにするで

感性のない自分勝手な人だと

な人と気持ちが通じ合えれば

できません︒自分にとって大切

ように親しく付き合うことは

私たちは︑
すべての人と同じ

それで良いのです︒相手の気持

うのは︑
人の気持ちに配慮がで
きているという長所でもあるの

しょう︒人の目を気にするとい
ぞ 苦 痛だと 思います ︒的 外れ

ちにも配慮しながら︑
そうした
えるようにしてはどうでしょう

人に︑
自分の考えを少しずつ伝

です︒

かれているのではないかと考え

間 違ったことをして陰口を 叩

な意 見を言ったのではないか︑

か︒

ると︑気持ちが休まらないと思
を気にしないで自 分の考えを

ちばかり配慮して︑
自分の気持

そうは言っても︑
相手の気持

ほしいことが伝わるように工夫

りません︒どうしてもわかって

すべてをわかり合えることはあ

もちろん︑
いくら親しくても

正々堂々と主張し︑思うままに

ちをないがしろにしたのでは辛

います ︒ですから︑そんなこと

行動したいと考えていらっしゃ

しながら話をしてみてくださ
でも気持ちが通じると︑
それが

い︒あわてないことです ︒少し
自信になって次に進めるように

くなってしまいます︒そうなら
でも︑ちょっと考えてみてく

ちとどのように付き合いたいの

なってきます︒

ないためには︑
どのような人た
ださい︒自分の考えだけを主張

と良いでしょう︒

かを心のなかではっきりさせる

るのでしょう︒

どう思うでしょうか︒私なら︑

大野裕先生監修の認知行動療法活用サイト
『こころのスキルアップ・トレーニング』https://www.cbtjp.net
うつや、
日常生活のちょっとした不安、
ストレス、
イライラを抱える方に向けた、
プチうつ、
プチ不安への対処などを支援するサイト。
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相手をしぼって
少しずつ伝えてみよう

他人の目が気になるのは︑
さ

短所と感じるところは
実はあなたの長所かも

軽

ロ

が

している人がいたら︑あなたは

10

メンタル
ケア なる
コ

コ

お悩みに合わせて選べる日下部記念病院

日下部記念病院では、
目的別のデイナイトケアが
３か所あります。

デイナイトケア
❶シニア世代の方へ

つくし 教 室
つくし教室は『脳の活性化と心の充実』を目的とした活動をおこなっています。
楽しく学べる活動が盛りだくさんのデイナイトケアです。
送迎サービス
● 懐かしい学校の雰囲気の活動室です
あります
● 体や脳を動かす活動もいっぱい
● 季節を感じる活動をおこなっています
畑仕事、遠足、季節の行事（流しそうめん、
やきいも大会など）もおこなっています。

送迎範囲については
ご相談ください。

❷ 認知症の症状にあわせながら在宅生活を継続したい方へ

さくらデイナイトケア
さくらデイナイトケアは『一人ひとりに寄り添うケアで
日常にうるおいをもたらす』活動をおこなっています。
ゆったりとした時間の中で個人のペースを大切にする教室です。
● 小グループのアットホームな雰囲気です
● 個々人のご希望に合わせて脳トレや計算などをしています
● 豊かな情緒を育む活動をしています

生花

園芸

送迎サービスあります
送迎範囲についてはご相談ください。

❸ 生活リズムを整え社会復帰を目指す方へ

よつばデイナイトケア
よつばデイナイトケアは『集団生活でのマナーや協調性を学ぶ方法』
をお伝えしていきます。
個人の能力を最大限発揮できるよう支援する教室です。
● 卓球やソフトバレーなどの運動にも力を入れています
● 就労受け入れ施設の見学や体験面接、個別相談など就労支援します
● 専門職種による様々な支援が受けられます
● ご見学やご利用のご相談は、月〜土（祝日を除く）9：00〜17：00まで受け付けています。

ご利用に
あたって

● 医療保険ですので、介護保険との併用が可能です。お気軽に見学にお越しください。

複数のデイナイトケアを見学していただくことも可能です。

● よりよい医療的支援をお届けするため、当院の外来を受診してください。

日下部記念病院
オリジナルマスコット

くさかっぴー

お問 い 合 わ せ

詳細につきましては『医療福祉相談課』までお問い合わせください。
つくし教室

さくらデイナイトケア

よつばデイナイトケア

デイケア 9：30〜15：30 ／デイナイトケア 9：30〜19：30

0553 -22- 0536（代）
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外来診療のご案内
午前：【月〜金】8：30 〜 12：30 【土】8：30 〜 11：30
午後：【月・火・金】14：00 〜 16：00
※日・祝祭日は休診
※初診の方は、事前にご連絡ください。
※新規のご相談は午前9時から午後4時30分までとなります。

● 日下部記念病院

火

丹羽

井上

（政）

杉山

丹羽

（麻）

木

金

土

丹羽

玉置

杉山

丹羽

堀

（政）

久保田

久保田

井上

玉置

山口

内沼

（11：00まで）（11：00まで）

（麻）

横地

中澤

（予約のみ）

〔火金〕
午後14：00 ②診
〜16：00

← 至 甲府

経営理念

皆様に優しく信頼される的確な医療を提供し地
域社会の健康と福祉に貢献します

基本方針

1. 医療・福祉・介護の広い分野にたって地域社
会に貢献します。（選択）
2. 患者様の人権を尊重し、やさしく信頼される
医療を提供します。（納得）
3. 情報は慎重に開示し、徹底した管理に努めま
す。（情報）
4. 医療安全教育を推進し、自己研鑽と人材育成
を行い、的確な医療を提供します。（質）
5. 医療人及び社会人として、常にチームワーク
を心がけます。（一体化）

皆様のご厚意により、当広報誌もいろいろな場所に設置していただけること
となりました。多くの方々の目に留まり、さらにお役に立てるよう、張り
切って編集したいと思いますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
広報委員 江口

令和3 年 1月

P

郵便局

処方箋の有効期限は、
発行日から4日間となりますのでご注意
ください。

広報誌「ふえふき川」v o l .32

山梨市役所

コンビニ

（予約のみ）

※久保田医師の受付は、11：00までとなります。
※休診については、当院ホームページでご確認ください。

編集
後記

加納岩
総合病院

横地

③診

ご注意

JR山梨市駅より徒歩7分
中央道勝沼ICより車で20分

笛 吹 川

山口

令和3年1月より

水

万 力 公 園

①診

月

↑ 至 塩山

〔月〜金〕 ①診
午前8：30
〜12：30
②診
〔土〕
午前8：30
〜11：30 ③診

外来担当医

〒405 - 0018 山梨県山梨市上神内川1363
TEL：0553 - 22 - 0536 FAX：0553 - 22 - 5064
http : // www. kusakabe - hp.jp/

至 勝沼 →

JR 山梨市駅

関連病院
加納岩総合病院
〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1309
TEL：0553-22-2511
FAX：0553-23-1872
http://www.kanoiwahospital.or.jp/

山梨リハビリテーション病院
〒406-0004
山梨県笛吹市春日居町小松855
TEL：0553-26-3030
FAX：0553-26-4569
http://www.yamanashireha.jp/

日下部記念病院

広報委員会

佐藤富明（委員長）、望月尊明、横森ひろ美、大澤綾子、井原純平、
江口麻衣
表紙写真

撮影：井原純平
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