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当院ホームページのご紹介
当院HPでは、各種ご案内のほか以下の
ようなコンテンツもご覧いただけます。
ぜひ、チェックしてみてください！

つくし教室
ブログ

病院紹介
ムービー休診情報 etc.

▲PC用 ▲スマートフォン用

新年度となり当広報誌でも新しい特集やシリーズが始まりました。
病院内の様子をお届けできるような記事にしたいと思いますのでご
期待ください。　　　　　　　　　　　　　　　広報委員　江口



74.25

「おはようございます！ どうぞ、お乗りください！」
満面の笑みで、やさしく乗客に語りかける運転手のおじさんたち。

そんな彼らは、ハンドルを握ると表情が一変する。その顔つきは、まさに真剣そのもの。
これは、ただのおじさんではない…

そう、何を隠そう彼らは4人とも元消防士なのだ。
若い頃から定年まで、幾多の現場に出動し、命懸けで救助に当たった。

阪神淡路大震災などの大規模災害でも活躍したという。
楠と樋田は、消防救助技術の全国大会にも出場したゴールデンコンビ。

そのチームプレーは今も健在。阿吽の呼吸を見せている。
彼らは言う。

「安全第一。車に人を乗せることは、“命を預かる”ということ。」
「消防士の時も、今のドライバーの仕事も緊張感は同じ。真剣勝負です。」

火を消すヒーローは、今でもみんなの心に火を灯している。

Text/Photo/Design考案：井原純平

「病院を支える者たち」
　シリーズ特集「病院を支える者たち」がスタートしました。タイトルの通り、当院で働く人たちにスポットを当て、
紹介する企画です。病院では、医師や看護師をはじめとする専門職と呼ばれる人たちが活躍しているのは皆さんも
ご存知だと思います。実際の現場では、資格を持つ専門職だけでなく様々な人たちが働いています。
　この企画では、病院運営を支える影の立役者 -SHADOW HEROES- にフォーカスしていきたいと思います。
記念すべき1回目は、当院デイケアの“ドライバー”特集。デイケアを利用する方々を安全に送り届けることに全力を
注ぐ、“熱い”ヒーローに迫ります。

第1回 “ドライバー”“ドライバー”

新企画 シリーズ

苗字は“アライ”ですが、運転は誰よりも穏やかです。

演歌に洋楽、落語まで。
車内のBGMは、私にお任せください。

曲がったことは嫌いですが、
コーナリングは大好きです。

はじめまして。キミオです。
“君を”安全に送り届けるまでがデイケアです。
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当院職員が利用できる保育室についてご紹介します。

お母さんの休日にも保育室が利用出来
るようになりました（原則2回）。また、
夜勤明けのお母さんのために、その日
の夕方までお預りすることもできます。

給食は栄養満点。
離乳食からご用意できます。
（粉ミルクもあります）

家庭的な雰囲気の中でこどもたちが
安心して生活しています。（夜間勤
務に合わせて入室するこどもも安心
してお泊りしています）

布団は保育室に
あります。

水遊び、運動会、クリスマス会など、季節
の行事も盛りだくさん。卒室時には、保
育士が心を込めて作った思い出のアル
バムをお渡ししています。

室内をリニューアル、
明るくて清潔なところ
です。

のご紹介保保 室室保育育

対　象 0才児から4歳児まで

開所時間 24時間（毎月第一日曜日と12月31日、1月2日は閉所）

1日の
保育の
流れ

順次降室

7：40 ～ 入室・視診・触診・うがい・手洗い
8：30 ～ 自由遊び
 検温・おむつ交換・トイレ
 自由遊び・片付け
9：45 ～ 手洗い
 朝の歌・手遊び
 おやつ
10：00 ～ 活動
   粘土、お絵描き、ボール遊び、楽器遊び、製作、
   身体遊び、散歩（戸外遊び）など
11：00 ～ 自由遊び・片付け
11：30 ～ おむつ交換・トイレ・手洗い
 紙芝居・絵本・手遊び
12：00 ～ 昼食
12：30 ～ 午睡
14：30 ～ 起床　おむつ交換・トイレ・手洗い
15：00 ～ おやつ
15：30 ～ 自由遊び・片付け

私たちが

お世話しま
す

54
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認知症予防専門士
認知症ケア専門士の
活動について

　2010年7月から、認知症予防を目的とした「つくしデイ
ケア」が開所されました。全国でも珍しい認知症予防のデ
イケアということで、すべてのことが手探りの状況でした。
　活動を行っていく中で、私は認知症予防をさらに深め
たいと思い、認知症予防専門士（認知症予防学会公認）、
認知症ケア専門士（認知症ケア学会公認）の資格を取得
しました。

　周りから、認知症予防とは何か？ 認知症を予防できる
のか？と言われています。
　まず予防とは、1次予防、2次予防、3次予防とありま
す。簡単に説明をすると、1次予防は病気にならない為の
予防。インフルエンザでいうと、うがい手洗いをすること
です。2次予防は、早期発見早期治療。インフルエンザで
いうと、のどが痛くなり始めたから病院を受診することで
す。3次予防は、重症にならない為、よりよく日常生活を
送る為にする予防。インフルエンザでいうと、ワクチンを
接種することです。

　つくしデイケア、さくらデイケア（認知症デイケア）では、
2次予防、3次予防として、認知症の進行予防・徘徊・昼夜
逆転・不穏等の「認知症の行動・心理症状」の改善を目的
として活動を行っています。
　デイケアの活動を通し、認知症予防専門士として、デュ
アルタスク（二つのことを同時に行う）を中心とした体操
や散歩などの有酸素運動、昔のことを楽しみながら思い
出し、話をする回想法などを行っています。
　その中で認知症の行動・心理症状の出ている利用者に

対し、出来るだけ薬を使わずに、穏やかに楽しくなるよう
に関わりを持っています。

　また、病院内だけでなく認知症の方やそのご家族が、
家庭や地域でも安心して暮らせるように、家族会や認知
症カフェを開き、ご家族への対応もしています。来年度に
向け「認知症家族会」の開催ができるように梶原認知症
認定看護師と共に準備をしています。

　認知症予防には、重要な
「教育」と「教養」があります。
　それは『「今日、行く」場所』、
『「今日、用」がある』を作るこ
とです。外に出て、他の人と笑
顔で会話をすることです。
　今は、コロナ禍。「小声で」
「マスク」「手洗い」「うがい」
など感染予防を行いながら、
他の人と話をすることで、認
知症予防を行っていくことが
必要です。

　認知症予防専門士・ケア専
門士として培ってきた経験や
知識を、今後も患者さん・ご
家族のケアに活かせるよう今
後も取り組みます。

診療部　外来課
認知症予防専門士・認知症ケア専門士

杉原 初美

　認知症というと、高齢者がなるものというイメージが強いと思います。実際、70歳を

過ぎると年齢が上がるにしたがってグングンと認知症の有病率は上がっていきます。

　一方で若くして認知症になってしまう人もいます。

　65歳未満の年齢で発症した認知症を若年性認知症といいます。日本における若年性

認知症の有病率は人口10万人当たり47.6人とされており、単純に計算すると人口約80

万人の山梨県には380人ほどの患者さんがいる可能性があります。

　発症年齢が若いことで高齢者の認知症とは異なる問題が生じます。まず第一にあげら

れるのは経済的な問題です。働き盛りの年齢の人が認知症になってしまうことは本人に

とっても家族にとっても大きな問題です。第二に家族内のマンパワーの問題です。親の

介護や子育てと時期が重なると家族内に大きな負担が生じます。第三に支援の問題で

す。行政の支援制度が高齢者を対象に組み立てられていて若い人が利用しづらい場合

があり、またデイサービスなども他の利用者との年齢差のために今一つなじめないなど

の問題も生じます。このように若年性認知症への対応は高齢者の認知症とは異なる支

援や配慮が必要となります。

　当院は山梨県から委託を受けて院内に若年性認知症相談支援センターを設置しており、

若年性認知症支援コーディネーターが医療機関の受診、支援制度やサービスの利用、

就労の継続などに関する相談に対応しています。若年性認知症について心配のある方は

ご相談ください。

日下部記念病院　医局

玉置 寿男

若年性認知症
について

シリーズ第1回
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シリーズ第1回
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　臨床心理課の活動についてご紹介します。臨床心理課には3名の心理士（臨床心理士・公認心理師
が所属しています。主な業務として、心理アセスメント（心理検査など）の実施、心理療法（カウンセリ
ング）の実施、デイケアや病棟のプログラムへの参加などを行っています。

　心理アセスメントでは、外来での新規患者様へのインテーク（初回面接）、心理検査などを行います。
心理検査は、①考えたり計画を立てたりする力を測定する認知機能検査、②感じ方や考え方の特徴を
知るための人格検査、③発達段階や知的能力を測定する発達および知能検査の3つにおおきく分ける
ことができます。費用や検査時間はそれぞれの検査で異なり、10分程度で終わるものから、長いもの
では2時間以上かかるものもあります。検査方法も、アンケート用紙を読んで被験者の方が自分で回答
するもの、心理士が質問していくもの、心理士が質問をしながら被験者の方に書いてもらったり手を
使って作業をしてもらったりするものなどさまざまです。心理検査の結果は、診断の補助となったり、
心理療法（カウンセリング）の道筋を立てることに使われたり、被験者の方をより良く理解するために
用いられます。

　心理療法（カウンセリング）では、自分について振り返ったり整理したりしながら、困っていることや
悩んでいることについて考え、より生きやすくなる方法を一緒に考えていきます。心理療法（カウンセリ
ング）の頻度や時間は相談される方の状態や主訴によってさまざまです。
　デイケアや病棟のプログラムでは、コラージュやカレンダー作り、回想法などに参加しています。コ
ラージュとは、いろいろなテーマをもとに雑誌を切り抜き、好きなように貼り付けていく芸術療法の1つ
です。回想法は、昔のなつかしい写真や映像を見たり、食べ物を作ったりしながら、昔の経験や思い出
を語り合うものです。スタッフの方々とともにこれらのプログラムに参加しています。

　基本的には外来奥にある在宅支援室にいますが、院内を歩いていることも多いので、心理検査や心
理療法（カウンセリング）についてご興味がある方はお気軽にお声がけください。改めまして、今後とも
どうぞよろしくお願いします。
　また今回を含めて4回、臨床心理学に関するコラムをお届けします。第1回はリラクセーション法の
1つである「呼吸法」についてお送りいたします。

コラージュの作品

小野はるか
臨床心理課

臨床心理課
の紹介 　心理療法（カウンセリング）では、不安や緊張、恐怖について話し合い、その対処法の1つとしてリラ

クセーション法を練習することがあります。リラクセーション法とは心身の緊張を緩和し、効果的に整
えることを目的としています。リラクセーション法は「自律神経」といわれる調節部分に働きかけ、身
体、気持ち、感覚、考えなどをコントロールしていきます。そのなかでも、「呼吸法」は簡単で、場所や状
況を選ばずに実施できる点で優れています。

　リラクセーション法は、漸進的筋弛緩法（ぜんしんてききんしかんほう）や自律訓練法などさまざまな
方法があります。ご興味をお持ちの方は、臨床心理課へお声がけください。自分にあったリラクセー
ション法を身につけ、「体と心の緊張がゆるみ、リラックスした状態」を自分自身で感じられるように
なっていただけるといいなと思います。

呼吸法

　呼吸法の練習を行う際は、落ち着いた環境を作りましょう。照明を暗くしたり、
窓を開けたり、室内を適温に保ちましょう。お気に入りの音楽や好きな香りなど
で心地よい空間にすることも大事です。しめつけが強いもの（時計、ベルトなど）
を外し、気になる用事（トイレ、空腹など）は済ませましょう。

呼吸法の準備

臨床心理学のコラム 1

呼吸法の実践
　呼吸法は「腹式呼吸」が基本となります。おへその少し下に手を当てたとき、その手が動くくらいお
腹に空気をためるようにしましょう。

実践の工夫
　できるだけ長く吐くことに集中しましょう。また、呼吸法をする際
に、ご自身がリラックスできるイメージを用いると深い呼吸がしやすく
なります（例：緑の草原、静かな湖畔など）。毎回同じイメージを用い
ると、イメージが深い呼吸へのきっかけになります。

①姿勢を確認しましょう。イスの場合は座面の手前に浅く座り、両手をだらんと下げて、両ひざ
の上におきましょう。寝ている場合は手を体の横につけたり、お腹の上においたりして、肩や体
の力を抜くようにしましょう。

②3つ数えながら鼻からゆっくり息を吸いましょう。
③軽く息を止めましょう。
④4つ数えながら、口から息をゆっくり吐きましょう。
（目の前のろうそくの火を消さないようにそーっと長く息を吐くイメージです）
⑤2秒間ほど間を空けて、②から繰り返しましょう。
⑥呼吸法の後、体や心の状態を観察してみましょう。
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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。
●懐かしい学校の雰囲気の活動室です
●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。

つくし
教室

日下部記念病院
オリジナルマスコット

くさかっぴー

●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。
●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。

ご利用に
あたって

0553-22-0536（代）
デイケア 9：30～15：30／デイナイトケア 9：30～19：30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。

お問い
合わせ

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。

どんど焼き
1月14日（木）によつばデイケア、さくら
デイケア、つくし教室の3デイケアでどんど
焼きを行いました。
当日の天気は良く温かい日でしたが、12日
に雪が降り、ピロティが使えなくなってしま
いました。新年会などで使ったしめ飾りや
書き初めの習字を燃やす予定でしたが、
その日は火は燃やさず、やぐらを作り、そ
の中に納める事にしました。みなさんそれ
でもしっかりと無病息災や字が上手にな
るようにお祈りをしていました。

ひな祭り会
今回はつくし教室のひな祭り
会を紹介します。
午前中は、工作でひな人形
を作りました。顔は利用者様
に描いていただきました。ど
んな顔にしようか皆さん考え
ながら進めていました。それ
ぞれ違っていい感じです。

午後は、的入れを行いました。
4チームに分かれて、点数を競い、
なんと最高得点は1440点が出ました。

そしておやつは季節
限定のケーキを食べ
ました♪
皆さんとても楽しく
大満足の一日でした。

当院ホームページ内にある
つくし教室ブログでは、
日々の活動や季節のイベント
など、随時更新中です。
是非ご覧ください！

つくし教室活動報告
シニア世代向け
デイケア

　5日間にわたって新人研修を開催しました。
　当院の特徴として、新卒者だけでなく昨年度の中途採用
者も対象としています。より質の高い精神医療を提供でき
る医療従事者を育成することを第一に心がけています。
　「精神医療の倫理」「精神障害のリカバリー」といった、
過去の歴史や国内外の動向を知り、「精神保健福祉法」
「行動制限最小化」といった法的根拠を遵守し、患者様・
ご家族の権利を最大限尊重できるような知識・技術・態度
を学びました。また、「SNSとのつきあい方」「ハラスメント

防止対策」「個人情報保護」といった、社会問題となってい
る事柄についても社会人としての姿勢を学びました。さら
に、当院が力を入れている「認知症医療」「地域移行・地域
生活支援」「精神科リハビリテーション」についても知識を
深めました。
　後半の2日間は、新人看護師対象に看護技術演習を開催
し、必要不可欠な知識・看護技術を身につける機会となり
ました。

（教育部　春日飛鳥）

　山梨市がおこなっておりました医療機関を支援するクラウドファンディング
（R2.10.12-R3.1.10）につきまして、皆さまのご協力のおかげで目標額を達成することが
できました。ご支援くださった皆さま、本当にありがとうございました。
　地域の人々の笑顔と未来を守るために、医療従事者は毎日命懸けで闘っています。コ
ロナウイルスの感染拡大は今もなお、予断を許さない状況が続いております。そんな医
療現場の想いを伝えるべく、勤務している日下部記念病院と、グループ病院の加納岩総
合病院で撮り下ろした写真の提供とテキストデザインに携わらせていただきました。
　私にとっても医療従事者とフォトグラファーの両側面から関わることができ、思い入れ
のあるプロジェクトとなりました。集まった寄付金は山梨市を通して、市内の医療機関
に分配されるそうです。コロナ禍でも自分にできることを見つけてチャレンジし続けたい
と思います。今後とも変わらぬご支援をよろしくお願い致します。

（文：井原純平 精神保健福祉士）

メディア情報

山梨市クラウドファンディングのご協力
ありがとうございました

新人研修を開催しました

■2021年3月9日の読売新聞に、当院の杉山医師が掲載されました。
■山梨市CATV「ほっと山梨」内「みんなの健康広場 ～延ばそう健康寿命～」に日下部記念病院
のスタッフが出演します。ぜひご覧ください。

放送日時（予定）4月26日（月）27日（火）28日（水）29日（木）
午前7時～、午後1時～、午後7時～（1日3回放送）

テーマ「認知症について」
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いました。新年会などで使ったしめ飾りや
書き初めの習字を燃やす予定でしたが、
その日は火は燃やさず、やぐらを作り、そ
の中に納める事にしました。みなさんそれ
でもしっかりと無病息災や字が上手にな
るようにお祈りをしていました。

ひな祭り会
今回はつくし教室のひな祭り
会を紹介します。
午前中は、工作でひな人形
を作りました。顔は利用者様
に描いていただきました。ど
んな顔にしようか皆さん考え
ながら進めていました。それ
ぞれ違っていい感じです。

午後は、的入れを行いました。
4チームに分かれて、点数を競い、
なんと最高得点は1440点が出ました。

そしておやつは季節
限定のケーキを食べ
ました♪
皆さんとても楽しく
大満足の一日でした。

当院ホームページ内にある
つくし教室ブログでは、
日々の活動や季節のイベント
など、随時更新中です。
是非ご覧ください！

つくし教室活動報告
シニア世代向け
デイケア

　5日間にわたって新人研修を開催しました。
　当院の特徴として、新卒者だけでなく昨年度の中途採用
者も対象としています。より質の高い精神医療を提供でき
る医療従事者を育成することを第一に心がけています。
　「精神医療の倫理」「精神障害のリカバリー」といった、
過去の歴史や国内外の動向を知り、「精神保健福祉法」
「行動制限最小化」といった法的根拠を遵守し、患者様・
ご家族の権利を最大限尊重できるような知識・技術・態度
を学びました。また、「SNSとのつきあい方」「ハラスメント

防止対策」「個人情報保護」といった、社会問題となってい
る事柄についても社会人としての姿勢を学びました。さら
に、当院が力を入れている「認知症医療」「地域移行・地域
生活支援」「精神科リハビリテーション」についても知識を
深めました。
　後半の2日間は、新人看護師対象に看護技術演習を開催
し、必要不可欠な知識・看護技術を身につける機会となり
ました。

（教育部　春日飛鳥）

　山梨市がおこなっておりました医療機関を支援するクラウドファンディング
（R2.10.12-R3.1.10）につきまして、皆さまのご協力のおかげで目標額を達成することが
できました。ご支援くださった皆さま、本当にありがとうございました。
　地域の人々の笑顔と未来を守るために、医療従事者は毎日命懸けで闘っています。コ
ロナウイルスの感染拡大は今もなお、予断を許さない状況が続いております。そんな医
療現場の想いを伝えるべく、勤務している日下部記念病院と、グループ病院の加納岩総
合病院で撮り下ろした写真の提供とテキストデザインに携わらせていただきました。
　私にとっても医療従事者とフォトグラファーの両側面から関わることができ、思い入れ
のあるプロジェクトとなりました。集まった寄付金は山梨市を通して、市内の医療機関
に分配されるそうです。コロナ禍でも自分にできることを見つけてチャレンジし続けたい
と思います。今後とも変わらぬご支援をよろしくお願い致します。

（文：井原純平 精神保健福祉士）

メディア情報

山梨市クラウドファンディングのご協力
ありがとうございました

新人研修を開催しました

■2021年3月9日の読売新聞に、当院の杉山医師が掲載されました。
■山梨市CATV「ほっと山梨」内「みんなの健康広場 ～延ばそう健康寿命～」に日下部記念病院
のスタッフが出演します。ぜひご覧ください。

放送日時（予定）4月26日（月）27日（火）28日（水）29日（木）
午前7時～、午後1時～、午後7時～（1日3回放送）

テーマ「認知症について」
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加納岩
総合病院

山梨市役所

郵便局

コンビニ

至 勝沼 →

← 至 甲府
JR山梨市駅

笛  

吹  

川

万  

力  

公  

園

↑ 

至 

塩
山

P

JR山梨市駅より徒歩7分
中央道勝沼ICより車で20分

午前： 【月～金】8：30～ 12：30　【土】8：30～ 11：30
午後： 【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。
※現在、土曜日の初診は中止しております。

〒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/

加納岩総合病院

山梨リハビリテーション病院

外来診療のご案内

関連病院

編集
後記

●日下部記念病院　外来担当医 令和3年1月より

月 火 水 木 金 土

①診

②診

③診

①診

②診

③診

〔月～金〕
午前8：30
～12：30
〔土〕
午前8：30
～11：30

〔火金〕
午後14：00
～16：00

丹羽
（政）

丹羽
（麻）

丹羽
（麻）

久保田
（11：00まで）

久保田
（11：00まで）

中澤
（予約のみ）

丹羽
（政）

井上

井上

玉置

杉山玉置

横地内沼

堀杉山

山口 山口

※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。

ご注意 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。

表紙写真　撮影：井原純平

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

日下部記念病院　広報委員会

横地
（予約のみ）

〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1309
TEL：0553-22-2511
FAX：0553-23-1872
http://www.kanoiwa-hospital.
or.jp/

〒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/

当院ホームページのご紹介
当院HPでは、各種ご案内のほか以下の
ようなコンテンツもご覧いただけます。
ぜひ、チェックしてみてください！

つくし教室
ブログ

病院紹介
ムービー休診情報 etc.

▲PC用 ▲スマートフォン用

新年度となり当広報誌でも新しい特集やシリーズが始まりました。
病院内の様子をお届けできるような記事にしたいと思いますのでご
期待ください。　　　　　　　　　　　　　　　広報委員　江口
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