医療法人社団 知仁会

令和２年２月２５日発行 第１９６号

・私たちは、患者様を身体面・精神面・社会面の三つの軸でトータルに理解し、治療と支援を行います。
・私たちは、患者様の権利を尊重し、患者様への接遇やサービスの向上と医療の安全に尽くします。
・私たちは、患者様の個人情報保護と企業情報保護に全力で取り組みます。
・私たちは、良質で効率的な医療・看護・介護・リハビリ・福祉サービスを目指します。
・私たちは、健全な病院経営を行います。
・私たちは、知仁会の施設サービス・在宅サービスを通じて一生をあたたかくお世話します。
（ターミナルケア実施）
・私たちは、地域社会と連携し、地域社会への貢献に努力します。
・私たちは、障がい者の人権を擁護し、差別と偏見の解消に努めます。
・私たちは、仕事の意義と組織の一員であることを理解し、知仁会に誇りを持ち、より向上するために支え
合って働きます。

・個人として、その人格を尊重し、最善の医療を公平かつ安全に受ける権利があります。
・病気､検査､治療､リハビリなどについて十分な説明を受ける権利があります。
・患者様の個人情報、及びプライバシーは保護されます。
・転医、転院等を希望する場合は必要な情報を提供します。また、他の医師の意見を求めたい場合は、他の
医療機関への紹介を受ける権利があります。
（セカンドオピニオン）

・診療情報の開示を推進し医療の透明性の確保に努めます。
・良好で快適な療養環境のもとに医療を受ける権利があります。
・精神科医療においては、精神保健福祉法に準拠した施行がなされます。
・良質な医療を実現するために、患者様ご自身の健康に関する情報を出来る限り正確・迅速に知らせる責務
があります。

・患者様自身が納得できる診療を受けるために、医療に関する説明についてよく理解できなかったことにつ
いて、よく理解できるまで質問をする権利があります。

・すべての患者様が快適な環境で医療が受けられるよう、病院内のルールやマナー、職員の指示をお守りい
ただく義務があります。

医療法人社団 知仁会 理事長 石井 知行
コロナウイルス感染が社会問題となっています。現在は関東地方などの一
部の地域で発生が見られていますが、中国旅行履歴がなかったり、感染者と
の濃厚接触がない人への感染も広がっており、大流行が危惧されています。
地域感染期には入っていませんが、長期化に備えてマスク及びアルコール消
毒剤の供給体制を見直しました。感染予防にはマスクだけでなく、手洗いが
重要ですから、マスク着用と手洗い、手指消毒を厳重にして自分が感染しな
い、また、感染源にならないように気を付けていきましょう。
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日時

研修会・会議・その他

主催

内容

場所

当院の公認心理師真鍋さんによる
演題「スピリチュアル回想法の効
果について」が行われます。特別
講演は、内閣府大臣官房番号制度
担当室内閣官房番号制度推進室情
16 日（日）

第 45 回広島県病院学会

広島県病院協会

報通信技術（IT)総合戦略室参事官
髙木有生氏の御講演「オンライン

広島県医師会館
大ホール

資格確認（マイナンバーカードの
保健証利用）の仕組み、導入に向
けた準備状況について」が行われ
ます。

日時
12 日（水）
20 日（木）

行事名

主催

内容

場所

本館 3 階が担当となり「幻覚・
ワーカー研修会

教育委員会

妄想について」というテーマで

ボランティアルーム

研修会を開催します。
メープルヒル病院精神科山下

25 日（火）

知仁会研修会

英尚先生に講師となっていた

教育委員会

だき、「認知症について」とい

ボランティアルーム

うテーマで研修を行います。
5 日（水）
26 日（水）
12 日（水）
26 日（水）

摂食機能専門職
摂食機能専門職

期

ＳＴ部門
医療安全管理委員会
ＳＴ部門
医療安全管理委員会

間

1 月 14 日（火）～3 月 6 日（金）

場

所

病院

新入職員・未受講者対象

言語聴覚療法室

「修了証」更新者対象

言語聴覚療法室

研修・実習内容

施設名

理学療法科

広島都市学園大学
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人

数

1人

専門医による鑑別診断及び専門外来
月曜日～木・土曜日（金・日祝祭日休み）
９：３０～１２：００（※予約制）

電話相談は随時受け付けます
月曜日～土曜日（日祝祭日休み）
８：３０～１７：３０

TEL：（０ ８ ２ ７ ）５ ７ －７ ４ ６ １ （センター直通）
◎スタッフ一同、プライバシー保護を遵守しておりますので、患者様、ご家族様から知り得た情報は了解なし
に第三者に開示されることは決してありません。ご安心してご相談ください。

認知症サポーター養成講座
in 介護者教室
当合併型センターは地域への認知症予防普及活動を行なっています。この度、玖波地区社会福祉協
議会主催の介護者教室の中で、玖波地域の住民の方々への認知症サポーター養成講座を開催しました。
第１部「知って 予防！認知症 ～認知症チェックもしてみよう～」
、第２部「やって 予防！認知症
～頭も心もイキイキ 実践してみよう～」の 2 部構成で当合併型センターの認知症地域推進員が講義
を行いました。第２部では、笑いヨガや間違い探しなども行い、笑いとともに学びを深めることので
きる会でした。特に認知症の方への関わり方のポイントについては地域住民の皆さまの興味関心が高
く、実際の場面に応じた対応の方法について積極的に質問がでるなど地域の方の相談の場にもなりま
した。今後も包括支援センターは合併型センターとしての機能を十分に発揮し、地域の方の声に耳を
傾け支援してまいります！

知っていますか？オレンジリングのこと
地域の集まりや団体、企業や学校などを対象に認知症サポーター養成講座を開催して
います。オレンジリングは認知症サポーターの証、
「認知症の人を応援します」という
目印で、認知症サポーター養成講座を受講された方にお渡ししています。オレンジリン
グのオレンジは、柿色が由来となっています。江戸時代の赤絵磁器で有名な有田焼の陶
工・酒井田柿右衛門からとったそうで、有田焼が世界に輸出され有名となっていること
から、認知症サポーターの証「オレンジリング」が世界のいたるところで広まってほし
いという思いからつくられました。オレンジ色には、温かさや「手助けしますよ」とい
う意味が込められています。１時間～１時間半の講座の中で、認知症のある人との接し
方で大切なこと、物忘れと認知症の違いなどをお伝えしています。少しでも多くの人に
認知症について正しく知っていただければ幸いです。
今年１月に開催した際には、計 50 名の新たなサポーターが誕生し、
「認知症はこれからとても増
えてくる時代になるので少しでも力になりたいと思いました」
、「大変参考になりました。今後も機
会があれば受講したいと思います」という心強いご感想をいただきました。
大切なご家族に、ふと見かけたご近所の人に、自分の身近で何か困っている様子の人を見かけた
ら自分にできることはないかな？と考えるきっかけになるかもしれません。受講料無料。皆様もぜ
ひお友達を誘ってご参加ください。お近くでの開催をご希望の方は当センターまでご連絡ください。
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人工知能 AI と医療
メープルヒル病院 内科 松尾順子
人工知能（AI）について皆さんは何を思い浮かべますか？テレビの宣伝ではエアコンが人のいるとこ
ろセンサーで感知して暖かくしてくれたり涼しくしてくれたり、オーブンがお肉の温度をモニタリング
しながら程よい焼き加減でグリルしてくれたり、洗濯機が洗濯物の汚れや種類を判断し洗濯コースを変
えてくれたり、身近なところにたくさん使われています。囲碁やチェスの世界でも「パソコンと対戦」
とはもう言わず、
「AI と対戦」し、人間が負けています。皆さんの周りの医療の世界でもどんどんこの
AI の開発研究が進んでいます。
現在は、あなたの症状や検査結果から何の病気かを医師の知識と経験で診断しています。この症状な
どをタブレットに入力すると可能性の高い病気がリストアップされ、医師の見逃しがないよう支援して
くれる AI があります。きっとそのうち内科医はあまりいらなくなります。昨年保険適応になったがん
遺伝子パネル検査では、がん部分の遺伝子結果を AI が数十以上解析し化学療法や治療を選択します。
これにはたくさんの情報をまとめないといけないので AI の得意分野です。その結果をもとに医師を中
心としたチームで今後の治療方針が決定されます。AI は画像診断（胸レントゲンの異常や皮膚病変の診
断など）に強く、人間の能力を超えたとも言われているそうです。
昨年はとうとう AI の診断装置 下部内視鏡、大腸カメラ用が販売されました。お金を出せば誰でも
買えます。大腸ポリープをモニター画面に出して撮影しボタンを押すと「ピンポン」とチャイムがなり
ます。即「腫瘍です、99%」
「腫瘍ではありません、95%」と AI 判定した診断とその確からしさが画面に
出てくるのです。あてっこゲームの感覚です。AI には今までのいろんな先生方の経験と知識が詰め込ん
でありますから、大腸カメラのエキスパートに匹敵する診断力だと考えられています。腫瘍であれば多
くはそのまま大腸カメラで切除を行います。
もし、ここで AI 診断と内視鏡医の考える診断結果が違っていたらどうなるでしょうか。医師が判断
し、決定しなければいけません。では、腫瘍なのに AI 診断で腫瘍ではないと判断され、内視鏡医もそ
れに同意し、そのまま見逃されていたらどうなるでしょうか。責任は AI 診断機器ではなく医師の責任
になることが決まりました。99.9%の診断確率ということだとしても 0.1%、1000 人に１人ははずれが当
たる確率ということでしょうか。基本 AI は医師をサポートするということになっています。どちらに
しても、内視鏡医は今のところ今まで通り 高い診断能力を維持する必要があります。しかし、課題は
今からの若い先生方の「自分で考えて診断する」チャンスが激減してしまうということです。カメラを
入れてポリープの写真を撮る係ではつまらないですよね。
近いうちに胃カメラも AI 診断可能となるでしょう。2017 年の日本でのがん死亡中、大腸がん 2 位、
胃がん 3 位でまだまだ多い病気です。誰もがあまり好きではない胃カメラと大腸カメラ検査ですが、AI
活用で早期発見、早期治療に結びつくと良いですね。皆さん、症状がないうちにがん検診をお忘れなく。
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朝ごはんを食べよう！
管理栄養士 勝井紀江
朝食の重要性が指摘されているにもかかわらず、欠食の習慣を改善することは難しい問題となってい
ます。朝食を欠食する理由の中には、
「時間が無いから」
「食欲が無いから」
「食べたくないから」
「いつ
も食べないから」などが多く、身体活動量、夕食を食べる時刻や夜食の有無、就寝時間など多くの生活
習慣が関係しているからです。このような悪循環となっている生活習慣全体を見直してはじめて朝食欠
食の習慣を改善できると考えられます。
朝食を食べる習慣を付けるために、少しでも出来る事から始めていくことが大切です。朝食習慣を付
けるための一工夫をご紹介します。
ステップ 1：食べる時間をつくる
夜型の生活で朝早く起きることができないと朝食を食べる時間がとれません。夜更かしをせずに、早
寝早起きの習慣を作るなど、まずは生活時間を見直すことから始めましょう。
ステップ 2：朝食を食べられる体をつくる
夕食が遅かったり夜食を食べ過ぎると食欲がわきません。夕食を食べる時間が遅い時は軽めに済ませ
て食べ過ぎないように注意し、朝適度に空腹感がある状態をつくりましょう。
朝は食欲がわかないという人は、起きてすぐに水や牛乳、野菜ジュースを飲んで、胃を目覚めさせるの
がおすすめです。
ステップ 3：手軽に食べられるものを準備する
時間が無い朝でも、前日の食事をとり分けておいたり、簡単にとれるものを用意しておくと、調理す
る手間なくすぐに食べられます。また、毎朝お決まりのパターンを決めておくと何を食べるか悩まなく
てすみます。
《おすすめ》
おにぎり、パン、ヨーグルト、果物、牛乳、納豆、チーズ、冷凍野菜、缶詰など
「主食・主菜・副菜」が揃った朝食を食べることが最も望ましいですが、まずは朝食を食べる習慣を
つけることが大切です。朝食を食べていない方は、今一度自身の生活習慣を振り返り、朝食を食べる工
夫をしてみましょう。
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患者様・ご家族様により良いサービスを提供していけるよう頑張
りたいと思います。宜しくお願いします。

本館４階

看護師

小松

昂平

新館４階

看護補助

原本

星奈

コミュニケーションを通し、人とのつながりを

はじめてで分からない事もたくさんあると思い

深めていきたいです。よろしくお願いします。

ますが、笑顔で頑張ります！！

本館４階

看護補助

長岡

別館３階

紀江

看護補助

布崎

孔一

以前、介護（看護助手）で病院勤務しておりま

現在７８歳の私は清掃人として生涯現役で働く

した。分からないことだらけですが頑張ります

ことにより、体力作り、ボケ防止に邁進してい

ので、よろしくお願い致します。

ます。

栄養科

新館３階

クッカー

山本

直子

看護師

竹岡

博恵

日々の業務を覚える中で笑顔を絶やさず患者さ

仕事も含め楽しい人生になればいいな

んやご家族の方に安心して過ごせるような看護
を提供できるよう努めていきます。

地域包括支援センター

看護師

鐡田

栄養科

恭子

クッカー

濱本しのぶ

臨床が長く、介護保険等と関わる機会も少なか

医療関係の仕事は初めてなので何も分かりませ

らずありましたが、包括支援センターの業務は

んが皆さんにご指導頂きながら頑張ります。よ

より細かい作業もあり早く慣れていきたいと思

ろしくお願いします。

います。
本館２階

看護補助

大滝

由美子

薬局 薬剤師

山本

真由美

ボランティアでしか経験がなく不慣れな点が多

病院勤務は初めてで、至らない事もあると思い

いですが、１日でも早く役に立てるよう頑張り

ますが、勉強させて頂きます。よろしくお願い

ます。よろしくお願いします。

致します。

本館２階

看護補助

玉谷

病院事務

ゆりか

経理課

向井

夕貴

精一杯がんばりますのでよろしくお願いしま

一日でも早く仕事に慣れるようにがんばりま

す。

す。

薬局

薬剤師

藤田

本館５階

ゆかり

看護補助

ハリソン

レオナ

薬局の皆様と仲良くしながら薬剤師として頑

今日から看護補助として一生懸命頑張りたいと

張りたいと思います

思います。
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本館３階

看護補助

弓田

カリナ

別館２階

がんばりますので、よろしくお願いします。

看護師

上条

真希

新しい環境に早く慣れていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いします。

本館２階

看護補助

畠中

雄二

リハビリ科

指導を受けながら業務を覚えていきたい。

作業療法士

高原

崇博

１月６日に入社しました。高原崇博と申します。
前職は介護施設で働いていました。日々の業務
から多くのことを吸収し、一人前の作業療法士
を目指して頑張ります。

常勤医師

非常勤

医師合計数

精神科

6名

3名

9名

理学療法士

7 名（3 名）

内科

4名

9名

13 名

言語聴覚士

3 名（0 名）

放射線科

1名

0名

1名

作業療法士

9 名（1 名）

合計

11 名

12 名

23 名

合計

歯科

０名

5名

リハビリスタッフ数（非常勤）

※基準数 9 名

19 名（4 名）※基準数 13 名

5名

当院では敷地内での喫煙を健康増進法に従って禁止しています。喫煙につきましては、敷地外の所
定の喫煙場所でお願い致します。皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。
認知症疾患医療センターで、もの忘れ外来も実施しております。
月

火

精神科

石井

内科

佐々木

歯科

広大医師
第二月曜のみ

認知症疾患
医療センター

河面

知行
雅敏

憲志

野見山
佐々木

水
敏之

石井

知行

野見山

富美子

松尾

行雄

加藤

広大医師
山下

木

英尚

広大医師
河内

英基

金
敏之

河内

礼子

土
英基

岡村
芹川

正浩

山下

英尚

広大医師
荒木

基亮

★診療時間：精神科 9:15～12:00･内科 9:30～12:00・歯科 9:15～12:00
認知症疾患医療センター9：30～12：00（予約及び緊急時は午後も診察します。）
★当院外来では、電子内視鏡検査（経鼻・口腔）
、ヘリカルＣＴ、腹部超音波検査を行っています。御
希望の方は外来スタッフまでお申し出下さい。

★入院、退院、在宅サービス、施設見学についてのご相談、また、苦情、お困りごと、その他、ご質問等ご
ざいましたら、地域連携室までお気軽にご相談下さい。スタッフ一同、プライバシー保護を遵守しており
ますので、患者様、ご家族様から知り得た情報は了解なしに第三者に開示されることは決してありません。
ご安心してご相談ください。
★地域連携室の主な業務：入院相談・退院相談・入院生活や退院後の生活についてのご相談、医療福祉サー
ビスや制度などのご案内・諸手続の援助等

地域連携室（メープルヒル病院本館１階）０８２７－５７－７４５１
責任者 ：地域連携室 福原 啓司
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仁

個人情報保護に関する医療法人社団知仁会の基本方針
知仁会は常日頃より患者様・利用者様の視点に立ち、質の高い医療の実現とよりよいサービスの提供を目標として、診
療業務を営んでおります。患者様・利用者様の健康状態に応じて迅速に的確な医療を提供させて頂くためには、患者様・
利用者様に関する様々な医療情報が必要です。患者様・利用者様と確かな信頼関係を築き上げ、安心して医療サービスを
受けて頂くために、患者様・利用者様の個人情報の安全な管理は必須です。知仁会では、下記の基本方針に基づき、医療
情報の管理を行い、患者様・利用者様の個人情報保護に厳重な注意を払って参ります。

１．個人情報保護に関する法律を遵守し、患者様・利用者様の情報を個人情報保護委員会で管理しています。
２．診療及び病院の運営管理に必要な範囲においてのみ、患者様・利用者様の個人情報を収集しています。
３．患者様・利用者様の個人情報への不正アクセス、紛失、改竄及び漏洩を防止し、安全対策を実施いたし
ます。
４．一部、検査等を外部の医療施設等に委託する場合があります。その際に、患者様・利用者様の情報をこ
れらの施設に知らせる必要のある場合があります。この場合、知仁会では、信頼のおける施設等を選択す
ると同時に、患者様・利用者様の個人情報が不適切に取り扱われないように契約を取り交わします。
５．患者様・利用者様が継続的に良い医療を受けられるように、診療に関する情報を、病院、診療所などに
提供する場合があります。また、ご本人様、ご家族様に事前に承諾をいただいたうえで、学会や研究等で
医療の発展の目的として情報を利用する場合があります。
６．患者様・利用者様の必要に応じて、診療情報を開示しています。しかし、最良の治療の継続に支障をき
たすことが考えられる場合は、開示しないことがあります。
７．知仁会では、患者様・利用者様の取り違えなどの事故を防ぐため、入院患者様・入所者様氏名を病室・
療養室前に掲示しております。ご理解、ご協力をお願いいたします。名札の掲示についてご希望がありま
したらお申し出ください。
８．知仁会では、原則として面会制限は行っておりませんが、面会に関してご本人様、ご家族様の希望があ
りましたら病棟職員にお申し出ください。

医療法人 社団 知仁会
〒７３９－０６５１ 広島県大竹市玖波５丁目２番１号
TEL ０８２７－５７－７４５１
FAX ０８２７－５７－５３１２
ホームページアドレス
http://tijinkai.or.jp/
メープルヒル病院
広島県西部認知症疾患医療・大竹市認知症対応・
玖波地区地域包括支援・合併型センター
地域活動支援センターみらい

介護老人保健施設ゆうゆ
ゆうゆ居宅介護支援事業所
ゆうゆ訪問看護
ゆうゆデイケア
訪問リハビリテーション

≪アクセス方法≫
■ ＪＲご利用
広島駅から玖波駅３５分
玖波駅から
バス・タクシー約５分／徒歩約１０分
（玖波駅西口から送迎バスを運行しております。
送迎バスは玖波駅発９：３０、１２：３５
となっております。）
■ 山陽自動車道ご利用
大竹インターから約５分

＜患者様へお願い＞
１．ご自身の健康に関する正確な情報をお伝えください。
２．わからないことがありましたら、ご納得いただけるまでご質問ください。
●メープルヒル病院、老人保健施設ゆうゆ、各社会復帰施設の紹介や知仁会から発行する広報誌、毎月の行事一覧、知仁
会のサービス案内などを掲載しています。
また、皆様からの質問・相談窓口としてホームページ上にご意見板を用意していますので、知仁会に関する質問や日
常生活の様々な悩み・相談、また見学のお問い合わせ等ありましたら、お気軽にお尋ね下さい。
●求人に関する情報もありますので、ご覧下さい。
ホームページアドレス http://tijinkai.or.jp/
●本誌に掲載されております写真等につきましては、ご本人あるいはご家族の了承を得て掲載させて頂いております。
●知仁会だよりについてのお問い合わせ、ご意見は担当：斉藤・福島・土江までお寄せ下さい。
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