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・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禍雑感 

昨年の知仁会だより 6 月号の理事長挨拶において、この感染症への対応について、PCR 検
査が重要であることを、OECD諸国の実績、ハーバード大学のパンデミックからのレジリエン
スロードマップ、ニューイングランドジャーナルに掲載された高齢者施設におけるコロナ予
防の論文などを参照して書きました。当時はこれに言及すると、PCR 検査はスクリーニング
テストではないなどと指摘されることもありましたが、やっと、最近、PCR 検査の重要性が
認識されてきたようです。 

このコロナ禍により、医療・介護だけでなく、世界全体が大きな影響を受けてきました。
政治・経済のみならず、外食が減り、Web 会議が増え、文化のありようが一気に変わりまし
た。さらに、コロナ禍は長期化の様相を見せているため、広島県精神科病院協会においても
クラスター発生病院への応援職員派遣体制のスキームづくりをワーキングループを立ち上げ
て、松岡理事が進めているところです。 
 コロナ禍により国際関係もわかりやすくなってきました。中国のワクチン外交やこれに対
抗したアメリカを中心とする西側諸国の発展途上国に対するワクチン支援がありました。中
国が台湾へのワクチン供給を妨害したり、日本が台湾にワクチンを供給して、これに対する
台湾の謝礼の新聞広告を見ました。これらは、単なる嫌がらせや友情によるものではありま 
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せん。世界は、すでにハイブリット化しており、利害の対立における非軍事的側面が重視さ
れてきています。報道によりますと、特に中国は超限戦理論により、貿易戦、金融戦、心理

戦、メディア戦、ハッカー戦、経済援助戦などを「非軍事戦争行動」として位置付けており、
あらゆるものが利用できるとしています。すなわち、政治的な戦略目標の達成、国家意思の
押しつけ、相手を威嚇したり弱らせるなどにおける非軍事的側面の増大は世界の潮流となっ
ています。しかし、そんなことよりも、本質的にはもっと大きな変化がコロナ禍によりもた
らされた可能性があるかもしれないと思われます。人類が陰部を隠すようになったのは、人
類史上における一大変化でしたが、これは、月経血が栄養に富み他の動物に狙われやすいた
め、女性が生理を隠す目的により始まったという説があります。一旦隠すと、覆いは自己の
一部と化し、覆いを外すことは本人にとり羞恥を伴う事になったというのです。これはアダ
ムとイブの神話にもなりました。 
 顔の表情からは色々な感情表現が読み取れます。特に口唇部を中心とした表情は大きな役
割をはたしており、マスクで口唇周囲を覆うと表情が読み取りにくくなります。 
世界中でほとんどの人がマスクをしたことは人類史上初めてのビッグイベントであり第二

の陰部の覆いに匹敵するかもしれません。表情を読まれることは何がしかの緊張や不安を伴

うものであり、マスクを外したときに対人的に不安や緊張を生じるためマスクが必需品とな
る人が出現したり、さらに「社交不安障害」が増える可能性があるかもしれません。 
また、マスクにより口輪筋などの動きが悪くなります。 

当院のナースステーションにおいて、小生「コロナが終わってみんながマスクを外したら、
みんなほうれい線がくっきり」 ナース一同「イヤー！！（絶叫）」これってセクハラですか？ 
 
参考文献   正高信男.マスクをするサル.新潮社.2021 

志田淳二郎.ハイブリッド戦争の時代―狙われる民主主義―.並木書房.2021 
 
 
 

 

 

 

日時 行事名 主催 内容 場所 

6 日（火） 腰痛予防研修会 
教育委員会 

理学療法士 

理学療法士の北風草介氏が講師となり、「ボ

ディメカニクスを用いた介助のコツ～業務

における腰痛発生の現状を踏まえて～」とい

うテーマで研修を行いました。 

メープルホール 

15 日（木） 防火訓練 
医療安全管理委員会 

教育委員会 

今回の防火訓練では多くの職員が参加し、

「安否確認・傷病者等の搬送を含む安全な誘

導方法の獲得」をテーマに訓練を行いまし

た。 

本館・ゆうゆ・ 

みらい 

14 日（水） 

21 日（水） 
ワーカー研修会 

教育委員会 

医療安全管理委員会 

理学療法士が担当となり「クッションの入れ

方・ポジショニングについて」というテーマ

で研修を行いました。 

メープルホール 

29 日（木） 知仁会研修会 
教育委員会 

倫理委員会 

メープルヒル病院内科 加藤礼子医師が講師

となり、「終末期医療（人生の最終段階にお

ける医療）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（水） 

21 日（水） 
摂食機能専門職 

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 

- 摂食機能専門職 
ＳＴ 

医療安全管理委員会 

「修了証」更新者対象 

※自己分析シート実施 講習なし 
‐ 



 

 

3 

 

 

 

期 間 場 所 研修・実習内容 施設名 人 数 

7 月 5日（月）～7月 30日（金） 病院 研修医 JA 広島総合病院 1名 

7 月 5日（日）～7月 30日（金） 病院 言語聴覚療法科実習生 県立広島大学 1名 

 

 

 

 

 

 ６月に引き続き、当院職員靴箱付近の

換気扇口にツバメのヒナが顔を見せて

います。兄弟・姉妹かな？それとも２世

帯目になるのかな？と思いながら職員

一同ヒナの成長を見守っています。無事

に巣立っていく日がとても楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 3年 7月 6日（火）、メープルホールにて院内多職種研修会が行われました。今回は理学療法士の

北風草介氏が講師となり、「ボディメカニクスを活かした介助のコツ～業務における腰痛発症の現状を踏
まえて～」というテーマで研修を行いました。 
 ボディメカニクスとは自身の体に体にかかる負担を理解することを
言います。当院職員の半数以上が腰痛の症状を認めており、移乗やオ
ムツ交換、入浴介助などの業務で腰への負担がかかっているという報
告が上がっています。対策として、①患者様までの距離②重心の位置
③障害物の有無などに注意することが必要です。 
 
 動画を用いた分かりやすい説明は、職員にとって大変勉強になる内
容であったと思います。今後の職務に活かしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 3年 7月 15日（木）、本館・介護老人保

健施設ゆうゆ・地域生活支援センターみらいに
て防火訓練を行いました。今回の防火訓練では
多くの職員が参加し、「安否確認・傷病者等の
搬送を含む安全な誘導方法の獲得」をテーマに
訓練を行いました。 
 傷病者の搬送方法を護送・担送・独歩の 3つ
に分担し、様々なケースを想定し訓練を行いま
した。 
緊急時において、情報を正しく・正確に・迅速に伝えることの重要さを改めて実感しました。 
 
多くの職員が参加し、大変勉強になったと思います。今後も安心・安全な医療に努めて参ります。 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いつまでも健やかに過ごすための食事ポイント ～自分にあった、ちょうどよい体重の目安とは？～ 

栄養状態を簡易的に判断する目安として、ＢＭＩ（体格指数）があります。 

計算方法 ＢＭＩ ＝ 体重（㎏） ÷ 身長（ｍ） ÷ 身長（ｍ） 

例 ）  体重５０㎏、身長１６０㎝であれば、 

ＢＭＩ ＝ ５０（㎏） ÷ １．６（ｍ） ÷ １．６（ｍ） ＝１９．５ 

国民栄養調査では、６５歳以上ではＢＭＩが２０を下回ると、低栄養の傾向があると集計して 
おり、その割合は、男性で１０％、女性で２０％を占めます。また、長生きしている日本人 
高齢者のＢＭＩは２７程度という報告もあり、痩せすぎには注意が必要です。 
※生活習慣病や腎臓病をお持ちの方にとってちょうどよい体重、１日に必要なエネルギーや 
たんぱく質の摂取量は、１人１人で異なるのでまずかかりつけ医の先生に相談してみましょう。 

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） 

認知症サポーター養成講座 

～認知症について学ぶ動画を作成しました～ 

 
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。 

当センターではその一環として、認知症サポーター養成講座や認 

知症サポーターステップアップ講座を行っています。しかし、昨今 

の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、例年のような活動が 

難しい場合もあります。そのような状況を鑑み、認知症への理解を 

深めていただける動画をオリジナルで作成しました。今回は、小学 

生を対象とした分かりやすい内容とし、作成した動画は小学校へ送 

付しました。動画視聴後には様々な質問をいただき、質問への回答 

も行ないました。 

認知症サポーター養成講座とは？ 

認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者のことで、決して「なにか」

特別なことをする決まりはありません。地域の高齢化が進むにつれ、地域で認知症をもつ方も増えてきま

す。認知症についての正しい知識を持つことで、接し方や対応について学んだり考えたりすることができ、

偏見を持たずに接するきっかけとなります。認知症サポーター養成講座の受講を希望される方、ご興味が

ある方は当センターまでお気軽にご連絡をお願いします。 

 

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。 
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「新型コロナウイルス感染における 

ＣＴ検査の役割について」 
    

 メープルヒル病院 放射線科医師 片山弘顕 
 
 

 ＣＯＶＩＤ-１９(以下コロナ)の疑いがある咳、発熱等の症状がある者に対しては、ＰＣＲ検査が適切

に行える場合にはコロナ感染の診断目的でのＣＴ検査は推奨できないとされています。以下がその理由と

して挙げられています。 

コロナウイルスのＰＣＲ検査が陽性のクラスター集団で、無症状例の４６％、有症状例の２０％にＣＴ

検査で異常な影のない例が存在する。コロナ発症(０～２日)には約６０％の患者で胸部ＣＴでは異常を認

めないが発症３～５日では約９０％の患者で胸部異常所見が両側肺野に存在する。これは病初期の診断に

おいて胸部ＣＴが必ずしも有用でないことを示す。特徴的なＣＴ所見(円形のすりガラス影など)が報告さ

れているが、コロナ以外の感染症（ニューモシスチス、サイトメガロウイルス感染など）、肺がん、間質

性肺炎、好酸球性肺炎などでもすりガラス陰影が見られＣＴの所見だけではコロナ感染と診断することが

難しい場合がある。コロナ感染の診断目的でＣＴ検査を行うとクラスター（疑い）の集団の場合、感染が

疑われる方及び濃厚接触者全員が検査の対象となり通常診療におけるＣＴ検査に大きな影響を及ぼす。Ｃ

Ｔ室の清潔、動線の確保ができない場合院内感染を来すリスクがある等です。※１，３ 

現在コロナ感染の場合検査体制も整備されてきたため

基本的にＰＣＲ検査でまず診断を行うという流れです。 

ではコロナ感染症(など新しい感染症)に対してＣＴ

検査はどのような場合に活用すべきなのでしょうか？ 

放射線科医がＣＴ検査でウイルス性肺炎の症例を見た

らコロナ感染らしさを評価したうえで報告するシステム

があります。 

左のグラフは黄線がウイルス性肺炎と報告された件数、

青棒がＰＣＲ新規陽性者件数です。左図における白丸は

第一波の初期にＰＣＲ検査による陽性者数に先行してウ

イルス性肺炎の患者が増えていることを示しています。

左図においてＣＴ検査はＰＣＲ検査等の検査が必要な人

に対して検査体制が整備途上で十分に行えない時期、あるいは検査が確立していない時期においては早期

に新たなウイルス感染症の検知に役立つ可能性を示唆しています。※２ 

またＰＣＲ検査で陽性と確定した患者様に対しては安静時あるいは労作時に酸素飽和度が下がるよう

な場合、酸素投与で症状が改善しない、高血圧、糖尿病、肺気腫等基礎疾患がある、肺線維症、肺血栓塞

栓症等が疑われる、全身状態の悪化がある場合には治療方針を決めるためにＣＴ検査を行うことが望まし

いとされます。※３、４ 

ＣＴ所見としてはすりガラスの中の細かい網目状の陰影（crazy-paving appearance）、及び、すりがら

すを含めた陰影の範囲が肺容積の２３％を超える場合などは状態が悪化しやすいことが分かっています。

※４ 

コロナ感染流行下においても臨床経過が診断名と合わなそうな時には、経過を振り返り診断が正しいか

立ち止まって考え見逃してはいけない疾患を意識する、コロナ感染を含め可能性のある疾患のことをよく

知る、複数の人の知恵を借りる※５などの姿勢が適正な検査方法の選択につながるのだと思います。 
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参考文献 Web サイト ※１ www.covid19-jma-medical-expert-meeting.jp/topic/2167  
※２ www.nii.ac.jp/today/89/1.html                    
※３ who-2019-ncov-clinical-radiology-imaging-2021.1-jpn-pdf    
※４ 日経メディカル 2020.8.17 コロナ肺炎の実像に迫る１       
※５ 日経メディカル 2021.5.11 コロナ診療に死角はないか 

 
 

 

 

 

さまざまな口腔ケア②「口腔乾燥と保湿剤」 

歯科衛生士 洞口 未央 

 

高齢者の方や寝たきりの方の口腔ケアをしていると、多くの方の口腔内が乾燥している事に気付きます。

唾液が少なく、口唇や舌が乾いていたり、口蓋や頬などに乾いた汚れ（痂皮）が硬く付着している、口臭

が強いなどが「口腔乾燥」のサインです。 

口腔乾燥の原因はさまざまです。疾患によるものや（糖尿病、甲状腺機能障害、シェーングレン症候群

など）薬の副作用によるもの（抗コリン薬、抗パーキンソン病薬など）が主ですが、脱水、口呼吸、スト

レスなどが原因の場合もあります。 

 口腔乾燥のある方への口腔ケアで大事なのは、まず保湿を行う事です。乾燥したままの口唇や粘膜を引

っ張ったり、乾いた汚れを力づくで引きはがすと、疼痛や出血をおこしてしまいます。口腔ケア時の痛み

や不快感をできるだけ少なくするために、保湿剤の使用がおすすめです。ケアの前に、湿らせた歯ブラシ

やスポンジブラシなどに少量の保湿剤をつけ、全体的に塗布してみてください。その状態でしばらく時間

をおくと、さらに効果があります。 

 保湿を行い、汚れを柔軟化させる事によって、除去も簡単になり、口腔ケアの時間短縮にもつながりま

す。特に寝たきりの方の口腔ケアでは、ケア中の誤嚥に注意が必要ですが、当院歯科で使用している保湿

剤はジェル状なので、咽頭に垂れ込みにくく誤嚥のリスクを減らす事ができます。また、唾液分泌の増加

を促すための口腔内マッサージにも使用可能です。 

 口腔乾燥が気になる方、お困りの方は、ぜひ保湿剤をご利用ください。 

 

 
 

 

 

 令和 3年 6月 24日（木）、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）」というテーマでお話がありました。 

 身体拘束は、基本的に行ってはならないものです。しかし、緊急の場合や、やむを得ない場合には拘束

が認められています。その場合でも、①切迫性（利用者または他の利用

者の生命・身体が危険となる可能性が著しく高いこと）②非代替性（行

動制限を行う以外に代替する方法がないこと）③一時性（身体拘束が一

時的なものであること）といった条件を満たさなければなりません。 

 

 身体拘束（抑制）・隔離についての関連記事を紹介して下さり、職員に

とっても大変勉強になる内容であったと思います。 
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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、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 5 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/

