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このたび 2020年4月に院長

に着任しました三上と申します。

第 29号院外広報誌発行に

際しひとことご挨拶させてい

ただきます。

私が着任してからは、まだ

３ヶ月程度ですが、この病院

は1952年に開設されてから

現在まで約70年近くの歴史が

あります。

もちろん、その歴史

のすべてを把握するこ

とはとてもできません

が、地域の精神科医療

を担ってきた由緒正し

い病院であろうと感じ

ます。

時代の変化とともに、地域

の人口は減少し高齢化が進

行、病院に求められる役割も

少しずつ変わってきています。

2016年に新病院がオープン

したのは大き

な変化ですが、

建物だけでは

なく病院機能
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も時代や地域の実情に合わせ

少しずつ変化しています。

そのような病院の状況をこ

の広報誌で定期的に発信し地

域の皆様に知っていただき、

親しみやすい病院、

地域に根ざした病院、

いざというときに頼って

いただけるような病院

を職員一丸と

なって目指し

て参ります。

何卒よろしく

お願い申し上げます。

院長 三上 敦大
み かみ のぶひろ
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今年度から副院長の任を

預かっている幡と申します。

私が当院に着任してから

６年目に突入しました。その

間にもオホーツク地域の医療

も様々に変化していますが、

その一方、斜網地域

の精神医療に

おける当院の役割

の大きさを、毎日

のように痛感して

おります。

地域の住民の皆様、なら

びに関係各位の医療機関、

福祉機関、公的機関の皆様

に信頼していただき、地域医

療に貢献できるような病院

作りを目指している

ところです。

もちろん、現時点では不十

分ではあり、一足飛び

に このような環境を

作れるものではないため、今

後も当院では地道な努力を

継続したいと考えております。

つきましては、引き続きの

ご協力、ご援助をよろしくお願

い申し上げます。

副院長 幡 賢
はた まさる

①菱山 真広
ひしやま まさひろ

②医師

③ギター、クライミング

④景色がとても綺麗で食

べものがとてもおいしい

街と思いました。

⑤はじめまして、四月から向陽ヶ丘病院で働かせ

ていただき、あっという間に３ヶ月が過ぎました。

今後もこの地の患者様方の為に努力して参ります

のでよろしくお願い致します。

①尾崎 孝爾
お ざき た か し

②医師

③論文を読むこと

④当院は高台に位置して

おり見晴らしが良いと思

いました。

⑤常にエビデンスに依拠した標準的な治療方針を

こころがけつつも、患者様ひとりひとりに沿った診

察を行って参りたいと存じます。

①佐藤 いずみ
さ とう

②精神保健福祉士

③散歩(犬と)、フルートが

吹けます。

④とてもきれいな風景と、

プロフェッショナルなスタ

ッフが揃った病院。

⑤４月より精神保健福祉士として勤務しています。

向陽ヶ丘病院や網走に早く馴染み、早く皆様に顔と

名前を覚えてもらえるよう頑張りたいと思います。

お気軽に声をかけて下さい!! 宜しくお願いします。

①久野 紀子
ひさ の のり こ

②作業療法士

③ドライブ、ランニング、

登山、スキー、料理

④気候が爽やかで景色

が良く、意外に過ごしや

すい土地。

⑤前職では釧路の病院で身体リハビリ。オホーツク

地方も精神科も初めてです。好奇心旺盛に様々な

経験を積みたいです。

①氏名 ②職種 ③趣味・特技

④網走(又は当院)の印象 ⑤コメント



6月に入り、暑くじめじめした

り、さわやかな風が吹くようになり

ましたね。徐々に気温と湿度が上

がり食中毒の流行時期になりま

す。食中毒は、その原因となる細

菌やウイルスが食べものに付着し

体内に侵入することによって発生し

ます。食中毒は、夏場に多くみら

れるサルモネラ菌などの「細菌性

食中毒」や、冬場に多くみられるノ

ロウイルスなどの「ウイルス性食中

毒」があります。

地域連携科では、「食中毒」

の流行時期に、訪問看護利用

者のみなさまにリーフレット「家庭

でできる食中毒予防の6つのポイ

ント」をお渡しし、家庭で取り組ん

でいただきたい食中毒予防のポイ

ントを説明しています。

－食中毒予防－
左記リーフレットは

Q Rコードから

※厚労省ホーム
ページより

当院訪問看護の利用者さん

は、家族と暮らしている方もいれ

ば、一人暮らし、グループホームで

生活しているなど様々です。利用

者さんの生活スタイルに合わせ、わ

かりやすく説明をする

よう心がけています。

この夏も、暑さ と

食中毒に負けず過ごせるように。

地域連携科

当院デイケアでは長期休職中の方、休職をくり返している方など、

復職に向けた準備をしたい方のプログラムを実施します。

● 月～金（9：00～16：00）

● 昼食あり(１日参加の場合)

● 自立支援医療が利用可能

※見学または参加希望の方は、気軽に

電話でお問い合わせ下さい。

☎0152-43-4138内線720(デイケア)

・日中活動できる場がほしい

・生活リズムをつけたい

・仕事に行ける体力をつけたい

・ストレス解消の余暇を見つけたい

・悩みや不安を話したい

・手先を使い、作業の耐久力をつけたい

・コミュニケーション機会を増やしたい

・時間の感覚を取り戻したい

・注意力､集中力､記憶力を上げたい

・栄養バランスのよい食事を摂りたい

月 火 水 木 金

午
陶 芸 絵 画 ストレッチ体操 健康運動

うつ病のための

前 メタ認知トレーニング

・ メタ認知トレーニング
午
認知機能トレーニング 全体ミーティング

グループワーク
・ 茶道(第３週) 七 宝

後 ・トレーニング
・食と健康の講座(最終週)

注意力・集中力・記憶力・判断力など、

頭の基礎体力の向上を目指します。

グループワークにより生じる情緒的体験

から、自他の存在を認め、人間関係のあり

方や主体的な生き方を考えます。

同じうつ病の方たちと一緒に病気に

ついて学び、対処法を話し合い、それ

らを身につけることで症状の軽減を目

指します。 うつ病以外の方もご

参加いただけます。



JCB AMEX Diners

DISCOVER VISA Master
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４月より利用可能になりました。

お支払いの際には会計窓口へ!!
新院長・新副院長が代わり、

新しい風が吹き始めていま

す。前に向かって吹く、力強く

頼もしい風です。この風を地

域に届けられるよう職員一同

努力し、さらに必要とされる精

神科医療の提供に努めて参り

たいと思います。

新型コロナウイルス感染は

まだ続き不安をもたれている

方も多くいらっしゃると思いま

すが、お互いを大切にしなが

ら一日一日を過ごしていきた

いと思います。 (H)

新患予約 9:00～ 17:00

再来予約 13:30～ 17:00

※月～金曜日(年末年始・祝日を除く)

当日の予約・変更は出来ません

事前に、電話又は窓口で、受診日の

予約・変更 をお願いします。

受付窓口

● ☎外 来： 0152-43-4138（代）
● もの忘れ ☎外来： 0152-44-0500

認知症の中でも頻度の高いアル

ツハイマー病による認知症では、

エピソード記憶(時間や場所が同

定される記憶)が顕著に障害され

るといわれています。

たとえば

家族で旅行

した体験を

患者に聞い

てもまったく

想起できな

い(思い出せない)、友人や知人に

最近会った体験そのものを忘れて

いるなどです。

一人暮らし

の場合、冷蔵

庫に賞味期限

が切れた同じ

食品が多数買

いだめしてあり、これを見た遠方

に住む家族が異変に気付く、とい

うケースもあります。

その一方で、単語の意味(意味

記憶)や、長年やり慣れ反復され

た手順(自転車の乗り方など。手続

き記憶)、遠い過去の記憶(遠隔記

憶)などは保たれるのが特徴的と

言われています。

原因疾患にもよりますが、認知

症ではこの他にも様々な症状が

出現します。また、記憶障害があま

り目立たないタイプの認知症もあ

ります。

また、近年「フレイル」や「サルコ

ペニア」といった要介護状態に至

る前段階としての概念が注目され

てきていますが、これらにも認知

症は関連しています。

つまり、認知症の早期発見、早期

介入によ

り、健康寿

命を伸ば

すことに

も繋がり

ます。

何かお困りのことがありました

ら当院の認知症疾患医療センター

までご相談下さい。

医師 菱山 真広
ひしやま まさひろ

「年齢や様々な要因で」

「もともとは何ともなかった脳の変化により」

「記憶を含めた、脳の様々な機能が後天的に低下し」

「社会生活に支障をきたすようになった状態」

定義からもわかるように、認知症では記憶以外にも、

物事を順序立てて行う力や、

いま ここが いつで どこなのか を認識する力、

周囲に注意を払う力など、脳のさまざまな領域の障害を伴います。

ゆえに、記憶障害だけで認知症であるとは必ずしも言い切れません。

また、原因疾患にもよりますが、初期には記憶障害を伴わないことも

あります。

☎認知症疾患医療センター( 0152－44－0500)


