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医療法人社団 知仁会                  令和３年８月２３日発行 第２１４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。 

 
 

医療法人社団 知仁会 理事長 石井 知行 

新型コロナ感染第５波対策 
 
その 1 
新型コロナウイルスのデルタ型による第 5 波が全国的に急激に増えています。我々の施

設に入ってこないように、今まで以上に防備を固め検査体制を強化しないといけません。 
ワクチン接種は、7月 31日に職員・利用者様・患者様全員に 2回目の接種が完了しまし

た。職員の接種拒否者は 6 名ですが、強制できませんので、やむを得ず 2 重マスクを業務
命令として課しています。 
新入所・新入院の方は、車内などで待機していただき、PCR 陰性を確認してから建物内

に入っていただき、3 日目に病院負担により再検。介護老人保健施設ゆうゆ入所者様全員
に対しては一ケ月に 2回 PCR検査を施行しています。 
「新型コロナウイルス感染防止の為の職員の報告・検査体制」（以下、職員の報告検査体

制という）表に基づき、職員の検査は病院負担により施行してきました。8月 18日時点に
おいて、延べ 1492回の検査を行ってきています。 
現在までさいわいなことに一例も陽性者は発見されていません。 
しかしながら、デルタ型は感染力が強く、重症化しやすいと言われていますので警戒を

強化しなければなりません。 
職員全員は「職員の報告・検査体制」表をよく読んで頭に入れて、該当する場合は必ず

検査を受けてマニュアル通りに行動してください。 
「職員の報告・検査体制」をすり抜けて、検査を受けずに発病した人や無症状陽性者が

ウイルスを持ちこむことが決して起きないようにしましょう。 
自分をウイルス感染から守ることが、利用者様・患者様を守るだけでなく自分の家族を

守ることにもなります。 
「職員の報告・検査体制」表を掲載しますから、必ず、この表をよく読んでください。
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その 2 
「職員の報告・検査体制」表は、コロナ感染の流行状況に合わせて 6回改訂してきました。 
広島市に緊急事態宣言が発令されている間は、広島市に在住の職員は週 1回 PCR検査を受けても

らいました。このころはワクチン接種がなかったためです。第 5波が拡がっているため、広島市に
おいては、8月 20日よりまん延防止等重点措置が始まる予定となっています。緊急事態宣言・ま
ん延防止等重点措置地区へ移動した場合と同地区に居住している場合の検査体制を分け、同地区居
住の職員は毎週検査します。また、これ以外の地区の居住者は 2 週間に 1 回の頻度で検査します。
ワクチン未接種者は毎週検査します。したがって、全職員を定期的に検査することになりますが、
感染防止のために協力してください。 

 
 

 
 

新型コロナウイルス第 5波の襲来と対策 
～デルタ株とは～ 

 
内科 佐々木 富美子 

 
8月 20日から広島県の多くの市町村が「まん延防止等重点措置」の対象となりました。 
8 月 18 日の時点で、日本では連日 1 万人を超える新規の新型コロナウイルス感染者が出ており、第 5 波の襲来

と言われおり、その多くが、いわゆる“デルタ株”の感染となっています。 
なぜここまで感染者が急速に増加したのか、“デルタ株”とはいったいどういったウイルスなのか、感染拡大を

防止するために私たちは何をすべきかについて少しお話ししましょう。 
①“デルタ株”とは 
デルタ株は新型コロナウイルスの変異株の一つで、2020 年 10 月にインドで初めて報告され、2021 年 4 月以降

のインドで爆発的な感染拡大を起こしています。これが従来の新型コロナウイルスや英国株と言われるアルファ
株と比較しても感染力・入院リスク・死亡リスクが非常に高いと言われています。 
 

デルタ株の脅威 

感染力 従来のウイルスの約 2倍 

入院リスク 従来のウイルスの約 2.08倍 

ICU必要のリスク 従来のウイルスの約 3.34倍 

死亡リスク 従来のウイルスの約 2.32倍 

（WHO、カナダ・トロント大学グループの研究） 
②“デルタ株”にワクチンは効くのか？ 

デルタ株にたいするワクチンの発症予防効果 ～デルタ株が広がった 2021年 7月～ 

 感染を防ぐ効果 入院を防ぐ効果 

ファイザー 42% 75% 

モデルナ 76% 81% 

（アメリカメイヨークリニック等の研究） 
以前イギリスで報告された 2回ワクチンを接種していれば感染予防効果が 88%あるという報告と比べ、この報告

では感染予防率は下がっていますが、入院に至るのを防ぐ効果については高い水準を示しており、重症化防止に
はしっかりと効果が出ています。 
③感染拡大防止の為に私たちができること 
１）基本的な感染防止策の徹底・再確認 ： マスク着用・手指消毒・密の回避・体調管理（検温）・換気 
２）人流を抑える ： 夏休みということもあり旅行や親族の帰省もあるとは思いますが、デルタ株の流行し

ている今は極力そういった行動を避けてください。 
やむを得ない場合は、広島県の HPを見て積極的に PCR検査を利用してください。 

３）家族以外の親族・友人との会食・会合・バーベキューなどは自粛してください。 
４）ワクチン接種の推奨 ： 色々なお考えの方やワクチン接種後のブレイクスルー感染も問題にはなってい

ますが、重症化は明らかに抑えられています。ワクチン未接種者の方に対して
は流言飛語（デマや噂）に流されることなく、正しい知識を伝え接種を勧めて
頂ければと思います。 
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令和 3 年 7 月 29 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、内科 加藤礼子医師が講

師となり「人生の最終段階における医療」というテーマで研修を行いました。 

平成 30 年 3 月 14 日に厚生労働省から「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の

改訂が発表されました。 

主な改訂ポイントは次の通りです。①病院における延命治療への対応を想定し

た内容だけでなく、在宅医療・介護の現場で活用できるように見直しを実施。②

心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケア

の方針や、どのような生き方を望むか等を日頃から繰り返し話し合うこと（＝

Advance Care Planning“ACP”の取組）の重要性を強調。③本人が自らの意思

を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信

頼できる者を前もって定めておくことの重要性を記載。④今後単身世帯が増える

事を踏まえ③の信頼できる者の対象を家族から家族等（親しい友人等）に拡大。

⑤繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医

療・ケアチームで共有することの重要性について記載。 

誰もがいずれは立ち向うであろう人生の最終段階における医療について、詳しい知識を得る機会となり、参加し

た職員にとって大変参考になったものと思います。 

 

日時 行事名 主催 内容 場所 

中止 盆踊り大会 レクリエーション委員会 

今年度の盆踊り大会は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響を考慮致し

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。 

‐ 

3日（火） 院内多職種研修会 教育委員会 
理学療法士の北風氏が講師となり、

「車椅子の選び方」というテーマで

研修を行いました。 

メープルホール 

11日（水） 
19日（木） 

ワーカー研修会 
教育委員会 

医療安全管理委員会 
本館２階が担当となり、「入浴介助」と

いうテーマで研修を行いました。 
メープルホール 

26日（木） 知仁会研修会 
教育委員会 

医療安全管理委員会 

メープルヒル病院精神科 河面憲志医師

が講師となり、「急変時（緊急時）の対

応（一次救命処置・食物窒息時の対応

等）」というテーマで研修を行います。 

メープルホール 

 4日（水） 
18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 

 ‐ 
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 

※自己分析シート実施 講習はなし 
言語聴覚療法室 

日程 場 所 研修・実習内容 施設名 人 数 

8 月 2 日（月）～8 月 27 日（金） 病院 研修医 JA 広島総合病院 1 人 

8 月 23 日(月)～9 月 3 日(金) 病院 作業療法実習生 広島大学 1 人 

8 月 30 日(月)～9 月 3 日(金) 病院 理学療法実習生 県立広島大学 1 人 

8 月 30 日(月)～9 月 4 日(土) 病院 理学療法実習生 広島都市学園大学 1 人 

8 月 30 日(月)～9 月 4 日(土) 病院 作業療法実習生 広島都市学園大学 1 人 



5 

 

 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

認知症カフェ オレンジカフェ いこか！を開催しました！ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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） 

 

令和３年７月１６日（金）１４：００～ おがたピアにて、認知症カフェ  

オレンジカフェ いこか！を開催しました。 

 新型コロナウイルス感染症拡大状況を鑑み、令和３年５月～６月は中止をして 

いました。数か月ぶりの開催のとなりましたが、地域住民の方にご参加いただき、 

ミニレクチャー等行うことができました。 

今回のミニレクチャーのテーマは「歩いて認知症を予防しよう」でした。認知 

機能低下と歩行速度には関係があり、認知機能に影響が出る前に歩行動作に前兆 

が現れると言われています。また、歩くと脳が大きくなるとも言われており、６ 

０歳～７０歳の健康な高齢者を無作為に２グループに分け、一つのグループは有 

酸素運動をし、もう一つのグループはストレッチ体操を６か月継続しました。す 

ると６か月後、有酸素運動を行ったグループは脳の白質と灰白質の増加がみられ 

たそうです（有酸素運動とは、歩行などの日常生活動作のことです）。まずは歩く 

ことが大切です。※運動時は水分補給を忘れずに行ってください。汗をかくと血 

管の水分が少なくなり、血液がドロドロになりやすく心筋梗塞や脳梗塞を起こしやすくなります。喉が渇いた

時に水分補給することよりも、定期的に水分補給を行う方が良いですね。 

 質問等もしていただき、活気のある会になりました。ご興味のある方や、今後の開催予定については、当セ

ンターまでお気軽にお尋ねください。 

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。 

世界アルツハイマーデーは、国際アルツハイマー病協会が認知症への理解をすすめ、本人や

家族への施策の充実を目的に１９９４年に制定されました。また、９月を世界アルツハイマー

月間として世界各国で啓発活動を行っています。日本でもポスターやリーフレットを作成して

認知症への理解を呼びかけており、全国の支部が一斉に街頭での宣伝活動をしたり、「世界ア

ルツハイマーデー記念講演会」などを開催しています。 

広島県では、９月２１日を起点とした１週間を「オレンジリング週間」 

として活動をしています！ 

９月２１日は 

世界アルツハイマーデー 
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）と口腔ケア 
              メープルヒル病院非常勤 歯科 小野 重弘 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が蔓延してもう 1年以上が経過しました。私は最初、また新型

インフルエンザみたいなのかなぐらいに軽く受けとめていましたが、まさかこんな未来が待っていようと

はその時は夢にも思っていませんでした。みなさんも同じではないでしょうか。 

さて、今回は歯科目線で COVID-19予防について考えてみたいと思います。まずは、口腔ケア（歯磨きや

うがい）は COVID-19予防に有効であることを強く訴えたいと思います。口腔内の細菌、特に歯周病原細菌

を減らすことで、風邪やインフルエンザのウイルスが細胞へ付着することを阻害できることが報告されて

います。COVID-19の原因である SARS-CoV-2ウイルスもインフルエンザウイルスと同じ付着様式であるこ

とを考えると、適切な口腔ケアは COVID-19予防に有効であると考えられます。では、適切な口腔ケアとは

どんなものでしょうか？それは適切な歯磨き（ブラッシングとフロッシング）、適切なうがい（マウスウォ

ッシュ）だと考えます。 

しかし、歯磨きやうがいの実施の際には注意が必要です。どうしてかというと、COVID-19に感染すると

唾液中にもウイルスが混入するからです。歯磨きの時はどうしても、自分の唾液に触れたり、飛沫を飛ば

してしまいます。昼食後、職場の洗面所で複数人が歯磨きをしたことがきっかけでクラスターが発生した

可能性も報告されています。一方で、報道で聞く限り最近は家庭内感染の数が急増しているそうです。そ

んな家庭内感染を防ぐためにも「3密や飛沫を避ける」という COVID-19対策の原則は、自宅で歯磨きする

時も徹底しましょう。具体的には、洗面所は換気を良くし一人ずつ行い、口の中のものを吐き出すときに

顔をシンクに近づけて行うことで飛沫拡散防止になります。もし飛び散った場合には、アルコール含有ウ

ェットティッシュなどで拭くなどの処置を行うことで他の人への影響を最小限にできます。また、歯ブラ

シの共有はあまり考えられませんがコップなどの共有などは避けるなども有効と思われます。 

COVID-19でなかなか落ち着かない世の中で、せっかく家族水入らずでくつろげる我が家なのに、はぁ・・・

とため息が聞こえてきそうです。しかし、かけがえのないくつろげる場所だからこそこのコロナが落ち着

くまでは万全な体制で感染予防に努め、みんなで乗り越えていきましょう。 

 

 

 

 

 

『病棟とグループ心性』 
精神科 河面 憲志 

 

社会にはさまざまな集団が存在します。病院内でも患者様の集団・職員の集団が存在しますし、家族

も集団であると言えます。集団で起こっている問題を個人の問題として考えるとすれば一時的に問題が

解決したように見えるかもしれませんが、一度起こった問題は集団内でまた形を変えて現れてくること

が多くあります。したがって、問題解決のためには集団の性質を明らかにし、それぞれがどのような立

場に置かれているのかを集団全体として考える必要があります。一方、問題を生み出すプロセスは無意

識に生じやすいのも事実です。そこで、集団の中にどのような無意識が働くかを知っておく必要があり

ます。 

集団は「グループ心性」「グループ文化」「個人」の三つ巴になっており、それぞれが相互作用してい

ます。 

集
団 

グループ心性 集団に働く「システム」。1 つの生き物のように働く。 

グループ文化 
「グループ心性」と「個人」の間の葛藤を減少させるためのクッション。 

緩衝材。調停の手段。 

個人  
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 また、グループの持つ情緒やエネルギー、幻想（雰囲気）のことを基底的想定（Basic Assumption）

と言います。基底的想定には以下の 3 つの異なる類型があります。 

 依存グループ 

(龍神型) 

 

 

 

 

 

龍神（リーダー）に依存。 

（干ばつから守ってくれる） 

闘争-逃避グループ 

(鬼退治型) 

 

 

 

 

 

仲間を集って共通の敵（鬼）

を倒す。追い出す。 

つがいグループ 

(シンデレラ型) 

 

 

 

 

 

自分を救ってくれる救世主

や理想を待ち焦がれる。 

基底的想定 龍神 鬼 ガラスの靴 

個人 村人 村人 シンデレラ 

作動グループ 田畑を耕す 桃太郎、キジ、猿、犬 王子、家来 

グループ文化 祠や神社 きび団子 舞踏会 

 

作動グループは幻想にとらわれず現実的に活動し、問題そのものに集中し問題解決をします。また、

集団と繋がるための個人の持つ傾向や特徴を「原子価」と表現し、基底的想定と同様に①依存型、②闘

争-逃走型、③つがい型が存在します。 

 

 グループ心性は、不安や恐怖が大きいと作動グループ（現実）よりも基底的想定（幻想）が優位にな

り、原始的な状態（乳幼児的な世界）へ退行し、物事を善と悪に分裂して考え、その片方を投影します。

精神科デイケアでは、基底的想定の持つ情緒やエネルギーをいかにうまく作動グループに注入して動か

すかが治療者の腕の見せ所とも言われています。 

 

例）病棟にて、同じテーブルの中で 

 闘争-逃走グループの中に、つがい型の原子価を持つ患者が入ると、攻撃や排除をされるリスクが高く

なり、口論やトラブルが発生する可能性もあります。グループ心性は、患者集団だけでなく職員にも働

きます。病棟のグループ心性を考慮し、患者の転棟やホールでの席替えを検討した方がトラブルを回避

しやすいこともあります。患者の持つ原子価(個人の特徴)によって、病棟のグループ心性がそぐわない

場合はストレスがかかるため、マッチングが大事です（個人の原子価を知る＝原子価査定テスト VAT）。 

 認知症の周辺症状は、言葉にできないことやうまく処理できないことから来る緊張・ストレスに対する
「行動化」と考え、グループ心性を考慮することでトラブルが減ればいいと考えています。緩衝材として
うまくグループ文化を活用できればいいと思います（作業療法、SST、レクレーション等）。 
 

 集団を生産的に機能させるには、①組織としての『共通の目的』を明確に設定し、②それを実現させ

るための明確な方法と優先順位をきっちりと設定することが非常に重要です。それでも組織内の混乱は

しばしば生じてしまうものですが、自らが所属している集団や他の集団を客観的に観察し、依存グルー

プ・闘争-逃走グループ・つがいグループのような特徴を示していないか考えておくと良いでしょう。 

 

 現在、コロナウイルス感染症が流布しており、社会は目に見えない敵と戦っています。社会全体のグ

ループ心性は闘争-逃走型（鬼退治型）に傾きやすい状況であるため、攻撃したり排除したりする心性が

働きやすいです。また、外出自粛でお祭りやイベントなどのグループ文化（きび団子）が機能しにくい

状況です。病院は作動グループ（桃太郎）として動いています。こうした状況が早く終息すれば良いと

思っています。 

 

参考文献：集団の経験-ビオンの精神分析的集団論 金剛出版 

     Experiences in Groups：and Other Papers by W.R.Bion 

     群衆心理 ギュスターヴ・ル・ボン 櫻井成夫訳 講談社学術文庫 
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高齢者の摂食嚥下障害 

                          言語聴覚士 藤原佳代子 
 

加齢とともに、体の動きはゆっくりになってきます。それは、体を動かすための筋力が衰え、また協調

運動もできなくなってくるからです。 

食べること、飲み込む事も同じです。加齢とともに歯の数が少なくなるだけでなく、食べるため、飲み

込むために関わる口やのどの筋力が弱くなり、また、動きが旨く協調できなくなるのです。 

 

高齢者の摂食嚥下機能に関しての主な特徴を以下に挙げます。 

 

 歯が少なくなる。 

 噛む力(咀嚼力)が低下する。 

 飲み込みの反射(嚥下反射)が遅くなる。           

 むせの反射が出にくくなる。 

 むせの勢いが弱くなる。 

 のど仏の位置が下がり、飲み込む時にのど仏の上がる量が減る。 

 唾液が少なくなる。 

 食べることに集中できなくなる。など          

 

これらの特徴の為加齢に伴い摂食嚥下障害が出現することがあります。                   

                                         

高齢者では、加齢に伴う嚥下機能の変化に考慮して、適切な食事を提供

することが誤嚥を予防する事に繋がります。 

「いつまでもおいしく食事をとる」ことは、生きる活力にもなるため、

加齢による嚥下機能変化の病態をよく理解し、早期に予防的介入を行う

ことが必要です。 

 

【参考文献】 

・田中(西窪)加緒里：加齢による嚥下障害のメカニズムと対応－いつまでもおいしく食事をとるために 

－音声言語医学 56：257-261，2015 

・昭和大医科病院口腔リハビリテーション科：高齢者の摂食嚥下障害 

 

 

 

 

 

令和 3年 8月 3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「車椅子の選び方」というテーマで研修を行いました。当院には、①最もノ

ーマルなタイプで安価な普通型車椅子、②体型・身体機能に合わせた調整が可能で、移乗の負担軽減が

できるモジュール型車椅子、③仰向けに近い休息姿勢のまま離床できる

リクライニング車椅子、④軽くて自走機能のない介助用車椅子、⑤立ち

上がったら、自動でブレーキがかかる自動ブレーキ型車椅子の計 5種類

の車椅子を置いています。車椅子は体格、駆動方法、座位保持能力、移

乗能力の4つの項目を判断基準として選ぶことが大切だと説明されまし

た。 

今回の研修会は、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。 
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英語論文抄読会 

研修医  新山 敏信 
 

JA広島総合病院 研修医の新山敏信です。2021年 8月 2日～8月 27日の期間、メープルヒル病院で

研修させていただきました。研修期間中に多職種研修会のなかで研修医発表を行いましたので報告させ

ていただきます。 

2021年 7月 6日に出版された Circulationに掲載された英語論文『Improving the Effectiveness of 

Psychological Interventions for Depression and Anxiety in Cardiac Rehabilitation』の抄読会を

行いました。 

以下に論文内容について説明させていただきます。本論文は心血管疾患(CVD)に罹患した患者を対象

として、心臓リハビリテーションに抑うつや不安の精神症状に対する心理的介入としてメタ認知療法を

追加で行うことが、抑うつ・不安症状の改善に有効かどうかを検証したものです。心血管疾患(CVD)患

者は抑うつ・不安の状態に陥ることが多く、約 1/3が抑うつ・不安の状態を示すとされています。これ

らの抑うつ・不安は将来の心疾患イベントの増加による予後不良や生活の質(QOL)の低下、医療費増加

につながるため重要な課題です。これまでにいくつかの心理療法がこれらの抑うつ・不安症状の改善に

有効かどうか検証されましたが、大きな有効性を示した心理療法はありませんでした。本論文では抑う

つ・不安症状の改善に効果が高いとされるメタ認知療法の有効性について初めて検証されました。メタ

認知療法は従来の認知行動療法の「何を考えるか」という観点からではなく、「どのように考えるか」

という観点からアプローチする新しい認知療法です。本研究は英国患者を対象として行われた多施設

(イングランド北西部の 5つの病院)前向き無作為化比較試験で 2015年 7月 13 日～2018年 1月 12日の

期間で行われました。研究に適格と判断されたイングランド北西部の 5つの病院で心臓リハビリテーシ

ョンに紹介された心血管疾患(CVD)患者 332人を➊心臓リハビリテーションのみを行う群と❷心臓リハ

ビリテーション＋グループメタ認知療法を行う群に 1：1の比率で無作為割り付けを行い、その後事前

に設定したタイミング(3つの時点：①治療前，②無作為化されて 4ヵ月後，③無作為化されて 12ヵ月

後)で抑うつ・不安の症状の程度を評価され、メタ認知療法の効果を検証しています。抑うつ・不安の

症状の程度は Hospital Anxiety and Depression Scaleを用いて評価されました。結果として、❷心臓

リハビリテーションに追加でグループメタ認知療法を行った群は、➊心臓リハビリテーションのみを行

った群と比較して、抑うつ・不安の症状が有意に改善していました。この結果から心臓リハビリテーシ

ョンにメタ認知療法を組み込むことによって、心血管疾患(CVD)患者の心理的転帰を著しく改善する可

能性が示唆されました。 

 心筋梗塞など心血管疾患(CVD)に罹患した患者は抑うつ・不安状態に陥ることが多いことが知られて

います。患者が抑うつ・不安状態に陥っていることに軽度の段階から医療者が気づき、早期の心理的介

入を開始することが理想ですが、軽度の抑うつ・不安状態に気付くことは難しく、見逃されているケー

スもしばしばあります。今回の論文は、抑うつ・不安の症状を示した心血管疾患(CVD)患者に対するメ

タ認知療法という心理的介入の有効性を検証したものです。有効な心理的介入の方法を見つけることも

重要ですが、心血管疾患(CVD)患者の抑うつ・不安状態に早期発見・早期介入をしていくことも重要と

思われます。医療従事者含め、患者自身とその家族が心血管疾患(CVD)疾患患者は抑うつ・不安状態に

陥りやすいという知識を持つことが抑うつ・不安状態の早期発見につながるかもしれません。 
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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 

 

 

 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 

 常勤医師 非常勤 医師合計数 

精神科 6 名 2 名 7 名 

内科 4 名 12 名 16 名 

放射線科 1 名 0 名 1 名 

合計 10 名 14 名 
24 名 
※基準数 9 名 

    

歯科 0 名 6 名 6 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。 


