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医療法人社団 知仁会                 令和２年５月２２日発行 第１９９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 

 
 

新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るっております。神奈川県厚木市の単科精神科病

病院においてコロナウイルス感染症患者の転院を県に断られたため 8人の院内感染が発生したとい

う記者会見がテレビで放送されました。このような事が起きないようにするために、15日、広島県

知事に面会をして、別紙の要望書をお渡ししました。コロナウイルス感染症と精神症状の二つの軸

の重症度によるマトリックスを作成し、これにより受け入れ先病院候補リストを作成し、この活用

をお願いしました。また、中国からコロナ感染重症化予測モデルが発表されましたので、これと合

わせてコロナ感染症が発生した場合は、行政の責任においてコロナ感染症患者の転院をお願いしま

した。知事からはこのことについて理解して頂き前向きなご回答を頂きました。東北大震災におい

て、精神科病院入院患者の救助が遅れ、最後に救助されるという事態が起きました。このような事

態が感染症対策においても起きないように努力する必要があります。認知症を始めとした障害者も

一般国民と同等の権利を有していますので、コロナ感染症の場合も同等の処遇を尽くされなければ

なりません。 
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令和２年５月１５日 
広島県知事 
 湯崎 英彦 殿 

一般社団法人 広島県精神科病院協会 
会長 石井知行 

 
要望書 

精神科病院における新型コロナウイルス感染症対応について 
 
新型コロナウイルス感染症対応は喫緊の社会的課題となっております。 
精神科病院において、同感染症が発症した場合は院内集団感染の恐れが強く、ま

た高齢入院患者も多いことから、そうした方々が重症化し被害が甚大なものとなる
懸念が指摘されております。 
しかしながら、入院による治療が必要となる同感染症の中等症～重症の治療につ

いては、精神症状の治療も重複して継続する必要があるため、対応が複雑かつ困難
となります。４月下旬、神奈川県厚木市の単科精神科病院において新型コロナウイ
ルス感染症の院内集団感染が発生しましたが、患者受け入れの調整がつかなかった
ため搬送が出来ず、院内感染が拡がる一因となったとして行政の対応が非難される
事態も発生しております。 
精神科病院において新型コロナウイルス感染症が発生した場合の円滑な対応に資

するよう、感染症治療と精神疾患治療の重症度別のマトリックスによる搬送先病院
のリスト（案）を作成致しましたので、精神障害者の新型コロナウイルス感染症対
応にあたってご活用を検討して頂きますようお願い申し上げます。広島県精神科病
院協会としても協力を惜しまない所存ですので、広島県におかれましては、精神障
害者における新型コロナウイルス感染症対応が円滑に行われるようご配慮の程よろ
しくお願い申し上げます。 

また、今後、新型コロナウイルス感染症が広島県において蔓延期に移行した場合
の精神科救急体制の維持についても、ご配慮の程よろしくお願い申し上げます。 
 
 
 

 

平素より当院の院内感染防止対策にご協力いただき、誠にありがとうございます。新型コロナウイルスの

影響により、面会をご遠慮頂いておりまして、ご迷惑をお掛けしております。この度、一目でもいいから面

会したい、とのご家族様のお声に応えるために、ビデオ通話による Web 面会の導入を行いたいと存じます。 

 この Web 面会は完全予約制です。当院に於いても初めての試みであり、不手際や不具合等が発生すること

もあろうとは思いますが、ご容赦頂ければ幸いに存じます。 

＜詳細＞ 

○面会時間：火・水・木曜日の 15：00～16：00  1 人 10 分程度 

 ○面会方法：当院のタブレット端末を使用 ※お持ちの端末のご使用を希望される場合は、ご相談ください。 

 ○予約方法：平日 13：30～16：00 の間でお電話下さい。 

 メープルヒル病院    0827-57-7451  

      介護老人保健施設ゆうゆ 0827-57-8377 

※予約は先着順とさせて頂き、またご希望に添えない場合は、再度調整させて頂くこともございます。 

  ※上記内容は変更する可能性がございます。 
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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。 

 

 

 
 

      ～ おうちタイムにできること ～ 
 

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため政府より日本全国に緊急事態宣言が発令され約１か月。５月４日に

は外出自粛の延長が発表され、自宅で過ごす時間が多くなりました。健康な人でも知的活動が減少すると認知機

能が低下することがあります。外出制限が出ている今こそ、ご自宅で出来る認知症予防の活動をしてみましょう。 

毎日決まったスケジュールで生活すること、バランスのとれた食事、十分な休養（睡眠）を取ることはもちろ

んですね。その他、自宅で手軽にできる工夫として以下のようなことがあります。 

 

●知的活動：パズル・クロスワード・塗り絵・折り紙 など 

→手や指先を使う事で、脳の「前頭連合野」という部分をより活発に働かせることができます。 

「前頭連合野」は巧みな動作を可能にし、思考・意欲・情動などを実際の行動に変換する場

所です。手先を使い細かな作業を行う事で脳の活性化に繋がります。その他、一日の行動を

振り返り、日記を書くのもいいですね。 

 

●運動：ストレッチ・散歩・体操・スクワット など 

→体を動かすことで脳の神経細胞を活性化させるホルモンが多く分泌されます。 

筋力低下予防にも役立ち、体を動かすことで気持ちもスッキリします。 

 

●コミュニケーション：メール・手紙・電話 など 

→最近はインターネット回線を利用した TV電話等も設定が容易になりましたね。 

お互いの表情や様子が見えると安心感にもつながります。 

ご家族、ご近所と良い関係を続け、孤立しないようにすることが大切です。 

  
３密（密閉・密集・密接）を避け、活動中のマスク装着や換気、活動前後の手洗いなどもお忘れなく。 
「出来ないところ探し」ばかりではなく、お家でゆっくりできる今だからこそできることを楽しみまし
ょう。 
 

❁認知症カフェ オレンジカフェいこか！❁ 
 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため引き続き開催を中止しております。 

楽しみにしてくださっていた方には申し訳ございませんがご了承ください。 

認知症カフェ オレンジカフェいこか！ブログにて過去の様子やミニレクチャーの内容が 

ご確認いただけます。 

 

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 

TEL：（０ ８ ２ ７ ）５ ７ －７ ４ ６ １ （センター直通） 
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統合失調症と“自己意識”について 
  

              メープルヒル病院 精神科 岡村 仁 
 

 

自己意識とは、外界ではなく自分自身に向けられる意識のことを指しており、自己が存在することに

気づく能力、外界や他人と区別された、自我としての意識を意味しています。Gallagher は、本質的で

ない特徴をすべて除去した、最小限の自己意識について議論しています。彼は自己意識にとって重要な

時間的要因をも排除したそれをミニマルセルフ（minimal self）と表現しました。ミニマルセルフの基

盤には、身体所有感と自己主体感という 2種類の感覚が存在しています。身体所有感とは「自分の身体

は自己のものである」という感覚、自己主体感とは「この動作は私が主体である」という感覚を意味し

ます。この 2つを抱合したミニマルセルフは、身体を基盤とした自己意識にとって重要な構成要素とさ

れています。 

ミニマルセルフの研究は統合失調症とともに発展しており、作為体験や作為思考などの統合失調症に

特徴的な症状との関連性が広く検討されています。例えば、被影響体験を有する統合失調症患者は、健

常者よりも身体運動の主体感を誤認しやすいことが報告されています。Frith は、人には自身の行為を

日時 行事名 主催 内容 場所 

13日（水） 
21日（木） 

ワーカー研修会 教育委員会 
本館 4 階が担当となり、「排泄介
助」というテーマで研修を行いま
す。 

メープルホール 

中止 
広精協グラウンド 

ゴルフ大会 
広島県精神科病院協会 

今年度の広精協グラウンドゴル
フ大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。 

‐ 

27日（水） 知仁会研修会 
教育委員会 

褥瘡対策委員会 

メープルヒル病院内科佐々木雅
先生に講師となっていただき、
「褥瘡について」というテーマで
研修を行います。 

メープルホール 

 7日（木） 
20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 メープルホール 

13日（水） 
27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 メープルホール 

期 間 場 所 研修・実習内容 施設名 人 数 

5月 25日（月）～6月 5日（金） 病院 研修医 JA広島総合病院 1人 
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モニタリングする機能が備わっており、統合失調症の症状はそのモニタリング機能が損なわれた結果で

あるという「自己モニタリング仮説」を提唱しました。我々は運動するとき、予測された運動結果と実

際の運動結果を比較することにより、自身の運動をより精密に修正することができると言われています。

これは自己主体感を得るプロセスにも利用されており、予測されたフィードバックと実際の感覚フィー

ドバックが一致したとき、我々は自身の運動を自身が引き起こしたと感じることができます。もしこの

プロセスのいずれかに問題が生じているのであれば、その運動は他者が引き起こしたものであると感じ

てしまいます。自身が行った言動や運動を他者が行ったものであると感じたとき、我々はそれを作為体

験といった統合失調症に特有な症状として知覚する可能性が報告されています。前田らは、統合失調症

の陽性症状を説明できる神経心理学的病態モデルは少ないため、「自己モニタリング仮説」における一

連のプロセスを、統合失調症の陽性症状における認知機能障害研究のターゲットにすることができると

述べています。 

しかし、統合失調症の症状には未だ解明されていない点も多く、これらの仮説は有効な治療法として

未だ用いられていません。ミニマルセルフの原理および性質のさらなる解明は、統合失調症の症状を理

解するために重要な役割を担うと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「肺炎予防に口腔ケア」 

リハビリテーション科 言語聴覚士 藤髙美香 

 

 

食べていない口が意外に汚い 

経口摂取していないことのリスクは案外軽視されているのではないだろうか 

 

お口から食べる行為を制限されると、「口腔の自浄性の低下」を生じます。 

1. 食物が歯や粘膜と接触すること、 

2. 刺激性唾液が分泌されること、 

3. 飲食物とともに口腔の汚染物が嚥下され、胃で殺菌されること 

この 3 つが少なくなることで、口腔が汚染されやすくなるのです。 

そのため、経口摂取をしていない場合、口腔ケアのポイントは「汚染物の回収」を意識することとい

われています。このように口から食べていない方だけでなく、私たちも歯磨きなどの口腔ケアを怠って

いると、口の中に細菌が繁殖しやすくなります。また、そういう状態で唾液などを誤嚥すると、口の中
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の細菌が唾液と一緒に気管や肺に侵入し、繁殖して炎症を起こしやすくなります。これにより誤嚥性肺

炎が起こりやすくなるわけです。 

このため、嚥下機能が衰えて誤嚥が心配になってきた人は、口腔ケアをしっかり行うことがたいへん

重要です。いつも清潔にキープしていれば、誤嚥性肺炎の発症リスクを減らすことにつながります。全

国の病院やリハビリテーション施設、医療付き介護施設などでも、誤嚥トラブルを減らすための口腔ケ

アの重要性はかなり浸透してきています。過去の研究で「高齢者施設において、口腔ケアによって発熱

や誤嚥性肺炎の減少を確認できた」とされる研究もあります。 

超高齢社会において、今後さらに誤嚥性肺炎後の予防や治療の意義は高くなっていくといわれていま

す。医療・介護のみならず、地域の皆様におかれましても普段からお口の健康、ひいては「食べる」と

いう当たり前の機能をキープできるよう健康管理の意識を高めていきましょう。 
 

引用文献 
総合リハビリテーション vol.43 No.2 February 2015 

肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 

 

 

 

 

 

老人保健施設ゆうゆにあるバラ園のバラが綺麗に咲いています。患者様もお散歩をされたりと四季を楽し
まれています。 

 

 

 

 

 

 
  

令和 2 年 4 月 22 日（水）、メープルホールにて知仁会研修会が行われま

した。今回は栄養課 尾崎明日香さんを講師に「食中毒について」というテーマでお話ししていただきまし

た。 
 食中毒とは、食中毒を起こす元となる細菌ウイルス、有毒な物質がつ

いた食べ物を食べることによって、下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症

状が出る病気のことを言います。細菌性食中毒は夏期、ウイルス性食中

毒は冬期に多発する傾向があるそうです。 
 食中毒予防の 3 原則は「つけない」「増やさない」「殺菌する」です。

この３原則を意識し食中毒予防に気を付けていきたいです。 
栄養課の尾崎さんお忙しい中ありがとうございました。 
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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 

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。 

★新卒新入社員★ 

今年も新卒新入社員が２名入社致しました。御指導の程、宜しくお願い申し上げます。 

別館３階 看護補助 波多 結菜 

一つひとつの仕事を覚えつつ、患者さんとのコ

ミュニケーションも忘れずに働いていきたいで

す。よろしくお願いします。 

薬局 薬剤師 伊藤 知也 

皆さんにご指導頂きながら頑張りますので

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。 
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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/

