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医療法人社団 知仁会                  令和３年６月２９日発行 第２１２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 
 

当院においては、ディープフリーザーとワクチンが早くから届いていた為、接種券が届き次

第ワクチン接種を行い、ごく少数の例外を除いて職員、入院・入所者全員に二回目のワクチ

ン接種が終了しました。PCR、抗原検査を組み合わせた厳重な新規入院手順、職員の報告検査

体制を施行していましたが、ワクチン接種の進行状況に伴い少しずつ検査体制を緩和してい

ます。入院・入所・職員の皆様のご協力のおかげにより、現在までクラスターが発生してい

ないことに安堵しています。しかしながら第４波の後に第５波が既に想定されており、オリ

ンピックもあることから予断を許しません。私たちは患者様・利用者様の生命に対する責任

があり、今後とも皆様の感染対策への協力をよろしくお願い致します。 
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今年も例年のように 4月頃からツバメが当院職員靴箱付近の換気扇口に巣を作っています。ヒナも成

長してきて職員一同ヒナの成長を見守っています。無事巣立っていく日が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ツバメがあえて人の近くに巣を作るのは、天敵のカラスやヘビを避けるためだそうです。また、ツバメは

一度巣作りをして安心だと感じると、翌年も同じ場所にある巣を修復して使うという習性があります。 

 人間にとってのツバメは農作物を食べずに害虫だけを食べてくれる“益鳥（えきちょう）”であり、古くか

ら大事にしてきました。その歴史は古く、奈良時代の和歌集『万葉集』でツバメは春の訪れを告げる鳥とし

て書かれています。さらに、江戸時代の百科事典『和漢三才図会』にもツバメが人の家の近くに巣を作る事

が解説されており、ツバメが昔から日本人の身近な存在だったことが分かります。 

 いつしかツバメが巣を作る家には幸せが訪れるともいわれるようになり、ツバメ

は縁起がよい鳥として知られるようになったそうです。 

 

みなさんのお家や近所にもツバメが来ているか、ぜひ探してみてください。 

 

 

日時 行事名 主催 内容 場所 

- カラオケ大会 作業療法士 
コロナウイルス感染症防止対

策の為、中止となりました。 
- 

 9日（水） 

17日（木） 
ワーカー研修会 教育委員会 

別館 3階が担当となり「移乗・

移動」というテーマで研修を行

いました。 

メープルホール 

24日（木） 知仁会研修会 
教育委員会 

褥瘡対策委員会 

メープルヒル病院精神科野見

山敏之医師が講師となり、「隔

離・身体拘束（抑制）」という

テーマで研修を行いました。 

メープルホール 

 2日（水） 

16日（水） 
摂食機能専門職 

言語聴覚士 

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 

- 摂食機能専門職 
言語聴覚士 

医療安全管理委員会 
「修了証」更新者対象 - 

ひょっこり顔をのぞかせているのが 

見えるでしょうか…？？？ 



 

 

3 

 

 

 

認知症に関するお困り事の相談（専門医療相談） 介護保険代行申請 

受診のご予約                 介護予防ケアプランの作成 
認知症の診断・治療              地域の健康作り・情報発信 

 認知症初期集中支援チーム                認知症カフェ オレンジカフェいこか！ 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日の生活リズムの中で、“歩く時間を取り入れる”、 

または“移動を歩きに置き換え”てみませんか？ 
 

●食後３０～６０分で特に血糖をあげる炭水化物（ごはん、パンや麺といった主食や果物など） 

が分解され、血糖値を押し上げていきます。そのため、食後３０～６０分頃に運動することを 

お勧めします。１日１５分程度の運動でも健康的な体づくりには効果的です。 

●歩く際にはできるだけ背筋をのばし、軽くひじを曲げ、大きく腕をふります。 

ご自分に合った歩く速さは、①疲労感の自覚 ②脈拍数の変化 で調整する方法があります。 

① 疲労感の自覚：楽と感じる～ややきついと感じる程度のペースでよいでしょう。 

② 脈拍数の変化：１分間当たりの目標脈拍数＝（（２２０－年齢）－安静時脈拍数）×０.５※ 

＋安静時脈拍数              ※運動習慣がない方は０.４をかけます。 

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・受診のご予約 

月曜日～土曜日（日祝祭日休み） 

８：３０～１７：３０ 

☏ 0827-57-7461（直通） 

まちの認知症サポーターが増えました！ 

令和３年４月２１日（水）に認知症サポーター養成講座 

４月２８日（水）に認知症サポーターステップアップ講座を開催しました！ 
 

大竹市は市内の様々な事業者、企業と「地域福祉の推進等に関する包括連携協定」を締結しており、見

守り活動のほか、健康に関する普及啓発活動等、地域福祉の推進に関する活動を進めています。今回は

地域での見守り活動に生かすためとして、それぞれ二つの事業者の方を対象に認知症サポーター養成講

座・認知症サポーターステップアップ講座を受講いただきました。講座では、感染症対策としてマスク

の着用や健康観察、換気、マスクの着用、手指消毒を実施しました。 

認知症ステップアップ講座とは？ 

認知症サポーター養成講座を受講した方を対象に、認知症サポーター養成講座で学んだことの振り返

りや大竹市に住む高齢者の方の現状、認知症の方への具体的な対応方法など、知識や技術をさらに深め

ていただくことを目的に開講しています。 

目標は？ 

・認知症について正しい知識を身につける。 

・認知症のある本人や家族の気持ちを理解する。 

・知識を実践に生かすことができる。 

受講対象者 

認知症サポーター養成講座を過去に受講したことがある方 

 

今後も新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑みつつ、適切な時期に最適な方法で実施する方針ですが、 

状況によっては開催が困難な場合もあります。実施については、当センターまでお問合せください。 

心臓、腎臓、呼吸
器などに持病が
ある方などは運
動の強さの目安
が異なります。運
動を始める前に
はかかりつけの
先生にまず相談
しましょう。 
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今年のがん検診、コロナでやめていませんか？ 

            非常勤内科医師  松尾 順子 
 

連日、テレビは新型コロナウイルスの話でもちきりです。コロナのために普段の健康管理に重大な

影響が出ているのをご存知でしょうか。去年から日本や世界で、がんの発見、治療がとても困難にな

ったことです。新型コロナウイルスで何人も亡くなっただけでなく、普段なら治るがんが、検診をう

けなかったために進行がんになり命をなくす方、がん治療のスケジュールが変わってしまい命をなく

す方が実はたくさん増えるのです。 

 全国的に自治体が行う検診を年間延べ 1100万人が受け、1万 3千人以上のがんが発見されています。

ところが去年からの新型コロナ感染を心配されて、検診を受ける気にならない方が多いので、みつか

るがんの数が減っています。日本対がん協会によると 全国で胃がんや乳がんなど 5 種類のがん検診

を受けた人は、2020年 3 月以降減り始め、前年同時期と比べ 3 月は 64％、4 月は 16％、5月は 8％に

なるなど大幅に減りました。秋から前年度を少しうわまわる回復でしたが、2020年度に 3割以上件数

が減る予想です。つまり去年から約 4000人以上のがんが見つからずに、今年もその状況で早期治療に

結びつかず、その人たちは来年以降にがんが進行した状態で見つかるということです。病院通院中の

方でも普通の診療ではがん検査はほとんど含まれないので「病院へ行っているから大丈夫」とは言え

ませんよ。 

いままでしていなかった、あなた！どこも調子が悪くないとしても、今年検診を受けましょう。症

状がでてからでは手遅れになることが多いのです。2 人に 1 人は、がんになる時代です。新型コロナ

緊急事態宣言下での検診はまだ難しいですね。しかし若い人でも、乳がん、子宮がん、大腸がん、胃

がんはできます。逆にお年寄のがんは進行が遅いというのも迷信です。大竹市、岩国市、廿日市市と

も自治体が検査を行っています。手続きをしましょう。また、がんが見つかった時誰かに相談したけ

ればお電話で、ご相談できるサービスもあります。「日本対がん協会」や「広島県がん相談支援センタ

ー」で電話相談がうけられます。もしもの時はいろんな支援がありますからネット検索してみてくだ

さい。おそれず受検をしてください。 

 

 

 

 

令和 3年 4月 22日(木)、第 4回 新緑会が開催されました。 

 昨年は新型コロナウイルス患者の急増により中止となりましたが、今年

は感染対策を徹底した上で行われました。 

今年は様々なこいのぼりを用意しました。完成したこいのぼりは次々フ

ェンスに飾られ、徐々に賑やかになる様子を皆さん笑顔で見ておられまし

た。磯の香りとともに、四季を感じることができたのではないでしょうか。 

 

 在宅ワークなど、家で過ごす時間が以前より増えたかと思いま

すが、感染対策を徹底した上で、皆さまも散歩などで四季を感じ

ながら気分転換をしてみてはいかがでしょうか。 
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さまざまな口腔ケア① 

「歯のない方の粘膜ブラシ使用について」 

歯科衛生士 洞口 未央  
 

 歯の有無にかかわらず、口腔ケアは誰にでも必要です。歯のない方、残存歯が少ない方の中には、

ケアをしなかったり、うがいだけで済ませてしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし、お口

を健康に保つためには、やはりしっかりした口腔ケアが必要です。 

 お口の中には「バイオフィルム」と呼ばれる細菌の塊が存在します。これは強い粘着性を持ち、歯

や義歯、口腔粘膜に付着しています。バイオフィルムはうがいだけでは破壊できず、ブラシなどの物

理的な力が必要です。 

そこでおすすめなのが粘膜ブラシです。歯ブラシと同じ形をしているのでとても使いやすく、お口

の中の汚れの効率的な除去が可能です。洗って繰り返し使えるタイプなので、経済的にも優れていま

す。 

ある病院において、無歯顎の方の口腔ケアに使用する道具を、ガーゼやスポンジブラシから粘膜ブ

ラシに変更したところ、口腔内の細菌数の減少や唾液量の増加、またはそれに伴う口唇閉鎖状況の改

善などの成果が得られました。また、誤嚥性肺炎やカンジダが減少し

たという報告もあります。 

当病院歯科で扱っている粘膜ブラシはとても柔らかいものですので、

粘膜の弱っている方、舌に汚れが付着している方にも安心して使用し

ていただくことができます。歯のない方や残存歯の少ない方の口腔ケ

アでお悩みの時に、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 5 月 28 日（金）、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、内科 佐々木雅敏医師を講師に、「褥瘡について」

というテーマでお話ししていただきました。 

平成 30年度からスキンテアが褥瘡危険因子に加わったため、スキン

テアについての説明もありました。スキンテアとは『摩擦、ずれによ

って、表皮が裂けて生じる真皮深層までの損傷』のことです。具体的

な例として、①四肢がベッド柵に擦れて皮膚が裂けた②テープを剥が

すときに皮膚が裂けた③ベッドから転落した時に皮膚が裂けた④リハ

ビリ時に身体を支持したら皮膚が裂けたなどがあげられます。他にも

ケアの方法についても説明されました。 

患者様の中には褥瘡が発生している方もおり、とても興味深い内容

だったと思います。佐々木先生、お忙しい中ありがとうございました。 
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 知仁会には様々な種類のお花が綺麗に咲いています。患者様もお散歩されたりと四季を楽しまれて

います。そこで今月はオトギリソウ（弟切草）とバラの 1種であるボウベルズについてご紹介します。 

 

オトギリソウ（弟切草） 

オトギリソウは、漢方薬や民間療法の中

で古くから利用されてきた日本原産のハ

ーブです。その効能は、今でも多くの方に

知られています。 

 花言葉「恨み・秘密・迷信・妄進・敵意」 

 

 

ボウベルズ（バラ科） 

 ボウベルズはあまり花びらの数が

多くないので、咲いた時にやわらか

な印象を与えるバラです。花付きが

良いので満開時には風に揺れてなん

とも言えない風情があります。 

 名前の由来はロンドンのセント・

メアリ・ル・ボウ教会の鐘（ボウの

鐘）からだそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別館 2階 看護師 森重 彩乃  本館 5階 ワーカー 山田 千里 

わからないことが多く、たくさんご迷惑を まだなにもわからなく迷惑を 

おかけすると思いますが、一生懸命 多々かけると思いますが 

頑張ります。よろしくお願いいたします。 よろしくお願いします。 

 理学療法士 有薗 まゆみ  

健康に注意しながら早く仕事を 

覚えられるように頑張ります。 

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

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。 



 

 

7 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

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、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。 

 ※ヘリカルＣＴ・レントゲン検査は午前中のみになりますのでご注意下さい。 

 
 
 
 
 

★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 4 名 2 名 6 名 

内科 4 名 12 名 16 名 

放射線科 1 名 0 名 1 名 

合計 9 名 14 名 
23 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 7 名（3 名） 

言語聴覚士 2 名（1 名） 

作業療法士 9 名（1 名） 

合計 18 名（5 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 

茶山 一彰 

(第 2・第 4) 

 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 

（初診） 

石井 伸弥 

（初診） 
河面 憲志 田村 知子  河内 英基 

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：濱浦・横山・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/

