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医療法人社団 知仁会                 令和２年４月３０日発行 第１９８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 

 

今は戦争中です。非常時です。新型コロナウイルス感染に対する戦争です。まず、自分

が感染しないように努力する事が大事です。自分が感染すると、自分が間質性肺炎で呼吸

困難に苦しんだり、死亡したりという可能性があります。さらに、家族や知人、病院・施

設の患者様、利用者様にも感染を拡げて同様の迷惑をかけることとなります。 

 特に、患者様・利用者様は高齢で合併症をお持ちの方が多いので、悪い経過となります。

院内集団感染防止のためには、まず、自分が感染を持ち込まない、また、院内でクラスタ

ーを作らないために、密集、密接、密閉の３密を避ける、特に、詰所、ロッカールーム、

食堂などにおいての休憩の過ごし方が大事です。別紙の記事は医師の場合ですが、詰所・

休憩する部屋で発生しています。他の職種も同様の可能性が高いと言えます。それぞれの

場合にマニュアルを作っていますから、よく守ってください。さらに、我々全員は社会生

活をしていますから、社会の中で、私生活において多くの感染機会があります。自分でよ

く考えて、多くの感染機会を避けるようにしてください。飲み会、カラオケ、パチンコ、

ライブなどなどは避けてください。 
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 公共交通機関による通勤も危険ですから、なるべく車通勤にするか交通機関内において

は自分で危険を避ける工夫をしてください。 

 ご家族の面会は、面会禁止としておりましたが、Web 面会を準備しているところです。

業者による感染持込みが起きないようなスキームを作りました。 

 職員による感染持込みの危険性が大きいですから、上記の趣旨をよく理解して新型コロ

ナウイルス感染防止に努力してください。 

 

医師ら８人“詰所で感染”か、他に医師３５人自宅待機に 

 横浜市の菊名記念病院で、医師など５人が新型コロナウイルスに感染したことがわかりました。

ほかにも医師３５人が濃厚接触者として自宅待機しています。 

 横浜市港北区の菊名記念病院では２１日、５０代の男性医師３人の感染が確認されていました。 

 横浜市は２３日、新たに同じ病院の男性医師３人と理学療法士の男女２人のあわせて５人の感染

が判明したと発表しました。横浜市によりますと、医師が休憩したり調べものなどをする「詰所」

で感染が広がったとみられるということです。８人のほかにも医師３５人が濃厚接触者と判断され、

自宅待機しています。 

 患者の感染は確認されていませんが、病院は、外来の診療や新たな患者の受け入れなどを中止し

ています。 

引用：TBS NEWS (https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3963032.html) 

 

 

 

 
 

＜五十音順、敬称略＞ 
    

 

 

 常勤医師 非常勤医師 

精神科 

石井 知行 石井 篤子 岡村 仁 新村 隼 

河内 英基 河面 憲志 山下 英尚  

田村 知子 野見山 敏之  

内科 

青木 理恵 佐々木 富美子 石井 伸弥 加藤 礼子 

佐々木 雅敏  菊川 千尋 芹川 正浩 

 寺岡 雄吏 中塩 了 

中原 正浩 松尾 順子（兼務） 

松尾 行雄  

放射線科 片山 弘顕   

歯科 

 石井 佐知 小野 重弘 

中川 貴之 福井 暁子 

森田 晃司 吉川 峰加 

ゆうゆ 
大畠 俊之（内科）  大屋 一輝（内科） 檜山 雄一（内科） 

 松尾 順子（兼務）  

３月末付退職 精神科 荒木 基亮 医師 
 内科 山岡 賢治 医師 
 歯科 東川 晃一郎 医師 

４月付採用 精神科 新村 隼 医師 
 内科 石井 伸弥 医師 
 内科 菊川 千尋 医師 
 内科 寺岡 雄吏 医師 
 歯科 中川 貴之 医師 
 歯科 福井 暁子 医師 

令和 2 年 4 月から以下のような診療体制となります。 
よろしくお願い申し上げます。 

以下のように、3 月に 3 名の医師が退職し、4 月より新たに 6 名の医師が採用と
なりました。今後ともよろしくお願い致します。 
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◎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。 
 

～ 外来体制変更のお知らせ ～ 
 
令和２年４月より、下記の通り外来体制が変更となります。 

診察時間は月曜～木曜、土曜日の午前中[9：30～12：00]です。（金曜日および祝祭日は休診。） 

※診察は予約制ですので、まずは電話・来院にて診察日時をご予約ください。 

電話相談・受診予約は月～土曜日［受付時間：8：30～17：30］で受け付けております。 
 
◎ 認知症疾患医療センター 専門外来診療担当医   診察時間：9：30～12：00 ※予約制 

  月 火 水 木 金 土 日 

石井 伸弥 山下 英尚 河内 英基 河面 憲志 休診 山下 英尚 休診 

                            

 成年後見制度  
 
「成年後見制度」は、認知症や知的障害、精神障害などで支援が必要な方を法律的に支援する仕組みです。 

認知症になると物事の判断が難しくなり、時に無理やり高価な品物を購入させられる、必要のない契約をさせ

られる等、さまざまな被害に遭う危険性があります。反対に、介護保険サービス等を利用するためには契約が

必須となるなど自分の生活を豊かにするためにも契約は必要です。成年後見制度では、後見人などが本人の利

益を考えながら、本人を代理して契約や手続きを行います。 
 

①法定後見制度 
法定後見は右の表に示したように、判断能力に

応じて「補助」「補佐」「後見」の 3 段階に分け

られます。法定後見開始の申し立ては、家庭裁

判所に行います。4 親等以内の親族、本人からの

申し立てが原則ですが、親族がいない場合や関与を拒否している場合には市町村長が行うこ

とができます。 

裁判所が決めた「補助人」「保佐人」「後見人」が、財産管理など権利を守る役目を担います。 

 
②任意後見制度 

判断能力が十分あるうちに（今、元気な人が）必要になった時のために代理人を決めておく

制度です。家庭裁判所ではなく公証役場で手続きを行います。定められた様式の公正証書で締

結し、後見登記を行うことになります。委任する契約の内容は本人の希望に応じて設定する

ことができます。 

 

❁認知症カフェ オレンジカフェいこか！❁ 
 

次回は 令和 2 年 5 月 15 日（金）サントピア大竹 での開催は 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等のため中止になりました。 
 

※今後の開催についての詳細は当センター（電話：0827-57-7461）までお問い合わせください。 

 補 助 保 佐 後 見 

判断能力 
判断能力が 

不十分な人 

判断能力が著しく 

不十分な人 

判断能力を欠く 

状況にある人 

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～金・土曜日（日祝祭日休み） 
 ８：３０～１７：３０ 

 認知症になっても 自分の財産や権利を守るためには？

TEL：（０８２７）５７－７４６１（センター直通） 
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図 日常診療におけるＰＯＣＵＳの位置づけ 

 
 

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

エコー検査の日常診療への広がりについて 

メープルヒル病院 放射線科 片山弘顕 

 

これまで超音波検査は、超音波検査の訓練を受けた医師

や検査技師などの専門家が肝臓，腎臓、心臓など対象とする

臓器を詳細に検査し異常な所見を見つける（検診や健康診断

なども含む）目的で行われてきました。技術の習得に時間が

かる上に操作や画像の読み取りには高度な知識が要求され、

かつ一日当たりの検査数も限られ主に専門家が検査室で専

用の機械を用い行ってきました。 

これに対し最近ベッドサイドや診療室、救急現場などでｐｏ

ｃｕｓ（Point-of-care Ultrasound）というエコーの活用方法

が広まりつつあります。ｐｏｃｕｓの診療における位置づけはおおよそ右上図※１のようなイメージとな

ります。まず患者様の病歴と訴え、身体所見及び血圧や脈拍数、呼吸数などのバイタルサインなどの情

報から考えるべき疾患の候補を挙げ観察する部位を絞った上で、患者様を診察する医師自身がエコー検

査を行い、必要に応じてＣＴ，ＭＲＩ等の検査を追加して行い診断につなげます。ｐｏｃｕｓは限られ

たトレーニングで習得可能とされています。また診察室において聴診器や血圧計と同様患者様の情報を

得るためのツールとしての活用が期待されています。 

例として発熱や腹痛等の訴えがある場合、泌尿器系(膀胱と尿路）、肝臓、胆管、胸部（胸水、気胸等）、

腹部内（腹水、出血の有無）に観察部位を絞ってエコーで調べる、息が苦しそうな場合は心臓の機能が

弱っている（心不全）かどうかを心臓のエコーで調べる※２等です。診断及び治療に必要な情報を診察の

場で迅速に知ることができ早期の診断につながるという利点があります。また検査だけではなく膀胱内

にたまっている尿量の測定、高カロリー輸液を注入するためのカテーテルを静脈へ挿入する等の医療処

置においてもエコーの活用が行われています。 

エコー装置の小型軽量化と画質の向上により従来ＣＴやＭＲＩ、レントゲン検査で診断されていた気

胸や肺水腫等の疾患や靭帯、筋肉などの異常もエコーで診断する方法※３が開発されエコーの活用の場が

広がっています。検査の際の苦痛等が少なく診療所や訪問診療等ＣＴやＭＲＩ装置などの導入が難しい

現場でも活用が容易なエコーの活躍の場が今後広がることが期待されています。 

参考サイト 

※１ ttps://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03243_01 

※２ ttps://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=9937 

※３ ww.chugaiigaku.jp/upfile/browse/browse2683.pdf 

https://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03243_01
http://www.chugaiigaku.jp/upfile/browse/browse2683.pdf
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エナメル質の再生で歯の健康を！ 

    歯科衛生士 大谷明子 

 

虫歯の成り立ちには、虫歯菌の量、糖質（食物）、歯質、この３つの要因に時間が加わることで虫歯が進行す

ると、前回の「虫歯はどうしてできるの？」でお話ししました。 

  

（１）キシリトールガムをかむ 

  キシリトールは、果物、野菜などの食物に含まれる天然成分で、自然甘味料に属します。甘味料の中で

も、唯一 虫歯菌を抑制できます。 

  キシリトールの働きとしては、①プラーク（歯垢）中のミュータンス菌（虫歯菌）を減少させ、虫歯の

原因となる酸を作らせない、②甘さにより唾液をより多く出させ、唾液の働きにより虫歯になりにくい口

内環境をつくる効果があります。 

  キシリトール濃度は５０％～１００％のものを選びましょう。他の甘味料が配合されていれば、虫歯リ

スクは高まります。 

           

 

キシリトールは、次のようなタイミングでかむのが効果的です。 

・ 口内中が酸性に傾く食後 

・ 歯磨き後の清潔な状態 

・ 就寝前（就寝中は唾液量が減るため） 

 

（２）フッ素を取り入れる 

  定期的なフッ素塗布で虫歯を防ぎ、歯のエナメル質を丈夫にし、あらゆる虫歯菌の抑制につながります。 

  子供から大人まで幅広く有効で、効果的です。 

今回は、歯質についてお話しします。 

 

虫歯は、歯の一番外側の硬いエナメル質が酸によって溶ける 

 ことから始まります。 

  つまり、エナメル質を再生できれば、虫歯になりにくい健康 

 な歯となります。 

  神経(歯髄) 

 歯ぐき(歯肉) 

    歯根膜 

  骨(歯槽骨) 

セメント質 

象牙質 

エナメル質 

１粒に使用している 

キシリトールの量 

使用されている甘味料中 

のキシリトールの割合 
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  子供の場合３ヶ月に１回、大人の場合でも半年に１回などを目安に、定期検診を

受けるついでに塗ってもらうとよいでしょう。 

 自宅でも簡単に使用できるフッ素ジェルがいくつか販売されています。 

 

 虫歯のない丈夫な歯は、それをガードする硬いエナメル質の強化が大切です。 

 歯磨きでしっかり汚れを落とした後に、これらを併用すると歯の再石灰化を促進

してくれます。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

本年度も、教育課程を修了し、社会人として新たな一歩を踏み出す新卒新入社員が、2 名入社致しました。

4 月 1 日（水）にメープルホールにて行われた入社式では、石井知行理事長より、社

会人としての自覚をもって各自の職務を全うすること・常に自身の健康管理とスキル

の向上に努め、力強く社会貢献できる人材であるように、と激励の言葉を頂きました。 

 患者様・利用者様・ご家族様におかれましても、暖かい見まもりとご指導を頂きま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 
 

日時 行事名 主催 内容 場所 

 8 日（水） 
16 日（木） 

ワーカー研修会 
教育委員会 

感染防止対策委員会 

本館 2 階が担当となり、「感染予防
の基本」というテーマで研修を行
います。 

ボランティアルーム 

22 日（水） 知仁会研修会 
教育委員会 

感染防止対策委員会 

管理栄養士の尾崎さんに講師とな
っていただき、「食中毒について」
というテーマで研修を行います。 

メープルホール 

中止 
新卒新入社員歓迎会 

及び観桜会 
知仁会 

今年度の新卒新入社員歓迎か及び
観桜会は新型コロナウイルスの国
内での感染拡大、また県内での発
生により更なる拡大の影響を考慮
致しまして、中止となりました。
ご参加をご検討いただいていた皆
様には、ご迷惑をおかけして大変
申し訳ございませんが、ご理解い
ただきますようよろしくお願い申
し上げます。 

岩国国際観光ホテル 

中止 新緑会 ＯＴ 同上 さつき広場 

 8 日（水） 
15 日（水） 

摂食機能専門職講習会 
ＳＴ 

医療安全管理委員会 
新入職員・未受講者対象 言語聴覚療法室 

 8 日（水） 
22 日（水） 

摂食機能専門職講習会 
ＳＴ 

医療安全管理委員会 
「修了証」更新者対象 言語聴覚療法室 

期 間 場 所 研修・実習内容 施設名 人 数 

4 月 20 日（水）～5 月 8 日（金） 病院 前期研修医 JA 広島総合病院 1 人 

引用文献・画像： 

●歯のアンテナ 

●やまだﾎﾜｲﾄｸﾘﾆｯｸ 

●かめい歯科ｸﾘﾆｯｸ 

●吉田歯科医院 

フッ素を歯に塗ると フッ素の作用で 

歯が強くなり 

虫歯菌の攻撃から 

歯を守ります 
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令和 2 年 3 月 26 日（木）、ボランティアルームにて知仁会研修会が行われました。今回は精神科 河

面憲志 先生を講師に「精神保健福祉法について」というテーマでお話ししていただきました。 

精神保健福祉法が改正されるきっかけに、ライシャワー事件、宇都宮病院事件など精神科病院の人権

侵害事件や不祥事事件といったものが背景にあることを説明して頂きました。平

成 26 年の精神保健福祉法の主な改正内容は保護者制度の廃止であるということ

も分かりました。 

精神保健福祉法制定までの歴史、隔離の基準、身体拘束について等、詳しくお

話しして頂き、参加した職員にとっても大変有意義なものとなったと思います。

河面先生お忙しい中ありがとうございました。 

 

 

 

 
 
 

 
 
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。 
 
 
 
 

★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 

 常勤医師 非常勤 医師合計数 

精神科 6名 3 名 9名 

内科 4名 11名 15名 

放射線科 1名 0 名 1名 

合計 11名 14名 
25名 
※基準数 9 名 

    

歯科 ０名 6 名 6名 

 リハビリスタッフ数（非常勤） 

理学療法士 10 名（3 名） 

言語聴覚士 3 名（0 名） 

作業療法士 11 名（1 名） 

合計 24 名（4 名）※基準数 13 名 

 月 火 水 木 金 土 

精神科 石井 知行 野見山 敏之 石井 知行 野見山 敏之 河内 英基 岡村 仁 

内科 佐々木 雅敏 佐々木 富美子 松尾 行雄 加藤 礼子  芹川 正浩 

歯科 
広大医師 

第二月曜のみ 
広大医師 広大医師 広大医師   

認知症疾患 
医療センター 

石井 伸弥 山下 英尚 河内 英基 河面 憲志  山下 英尚 

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。 
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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                   介護老人保健施設ゆうゆ 
広島県西部認知症疾患医療・大竹市認知症対応・     ゆうゆ居宅介護支援事業所 
玖波地区地域包括支援・合併型センター         ゆうゆ訪問看護 
地域活動支援センターみらい              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 

 
 
 
 
 

 
●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。  

 

＜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。 

http://tijinkai.or.jp/
http://tijinkai.or.jp/

