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医療法人社団 知仁会                  令和３年９月２２日発行 第２１５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 

 

広島県においては、8 月 27 日～9 月 12 日に発令されていた緊急事態宣言が 9 月 30 日まで延期されま

した。依然として感染の危険性が大きいため、今月号を第 5 波対策特集号②として発行します。「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」表を感染状況に応じて改定し、重要な伝達事項がな

かなか全員に伝わりきらないので、職員全員に配布しています。必ず新しい表を手元にキープして古いバ

ージョンは捨ててください。9 月 1 日版を全員に配布しましたが、この「職員の報告・検査体制」表を今

月号にも掲載しますので、必ず読んでください。 

 

（1） 表①有症状時の場合の休職についてのマニュアルを変更しました。（マニュアル参照） 

（2） 表②同居者が新型コロナウイルスに感染した場合（職員が濃厚接触者となった場合）は、以下

の条件を満たせば、2 週間の休職とせず、厚労省の通知に従って変更しました。 

 

〇他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること 

〇新型コロナワクチンを 2 回接種済みで、2 回目の接種後 14 日が経過した後に、新型コロナウイルス 

 感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と判定された者であること 

〇無症状であり、毎日業務前に抗原検査キットにより検査を行い陰性が確認されていること 

〇濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること 

〇検査機関は最終暴露日から 14 日間（最終曝露日は 0 日とする）とし、勤務日のみ実施する 
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今年度の知仁会運動会は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮
しまして、中止となりました。参加を検討頂いていた皆様には、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。 
 
 
 
 
 
 

 

令和 3年 8月 26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

河面憲志医師が講師となり、「入院患者急変時の救命処置」をテーマに研修を行いました。 

一次救命処置は胸骨圧迫と人工呼吸による心肺蘇生とAEDを使用する

処置のことを言い、二次救命処置は一次救命処置のみでは自己心拍再開

が得られない患者に対して、薬物や医療機器を用いて行う処置のことを

言うそうです。 

また、入院患者様が窒息された場合の救命処置の仕方について実技を

踏まえて講演し、職員一同大変意義のある時間となりました。 

  
 
 

 

日時 行事名 主催 内容 場所 

中止 敬老会 レクリエーション委員会 

米寿・百賀の皆様が対象です
が、今年は新型コロナウイル
スの影響で記念品のみの贈呈
とさせていただきます。 

各病棟 

 8日（水） 
16日（木） 

ワーカー研修会 
教育委員会 

医療安全管理委員会 

新館３階が担当となり、「疥癬に
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 

30日（木） 知仁会研修会 
教育委員会 

医療安全管理委員会 

今月は２つの部署が担当し、研修
を行います。 
①栄養課担当：「食中毒について」 
②放射線科担当：「放射線心療従
事者に対する研修」 

メープルホール 

 1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 

 ‐ 
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 

9 月 6 日(月)～10 月 1 日(金) 病院 研修医 岩国医療センター 1 人 



4 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 住民主体の介護予防活動 ～いきいき百歳体操～
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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） 

 

 
平成３０年４月に立ち上げた、いきいき百歳体操グループ「湯舟いきいきサロン」もコロナ禍で３年

目を迎えました。今回は３年目フォローとして市役所職員と玖波包括が訪問させて頂き、市役所職員よ
り熱中症予防のお話とご当地ソング体操『大竹で生きている』の紹介を受け、住民皆さまで実際に体操
を行っていただきました。「スピードが速いね。」というご意見も出ていましたが、椅子に座ったままで
も行うことができ、楽しまれていました。湯舟地区の住民の皆さまは健康への意識が高く、毎回多くの
方が参加され活発に活動を行っております。 

 
コロナの収束が見えない中では 

ありますが、心と体を元気にする 
いきいき百歳体操に参加してみま 
せんか？興味のある方は市役所地 
域支援係、もしくはお近くの地域 
包括支援センターにご相談ください。 

認知症カフェ オレンジカフェ いこか！ を開催しました！ 
 

令和３年８月２０日（金）おがたピアにて実施しました。今回のテーマは「水分をしっかり摂ろ
う！！」でした。高齢者の体の水分量は体の５０％と言われており、その内１～２％不足すると「の
どの渇き、意識障害」が出現、１０％が不足すると命に関わります。脱水状態になると熱中症にも
なりやすく、一般的に高齢者の方は筋肉量が減っていたり、腎機能の低下、感覚機能の低下により
のどの渇きを感じにくかったりと、より熱中症になりやすいです。寝る前や起きた後に一杯の水を
飲む、手の届くところに飲み物を置いて動いたら飲む等、水分を取る習慣を作りましょう。                    

 
次回は、９月１７日（金）１４:００～おがたピアにて 

実施予定でしたが、緊急事態宣言発令中のため中止となり
ました。１０月は、１０月１５日(金)１４：００～ 
コミュニティサロン玖波にて実施予定です。 

ブログ更新中 

是非ご覧ください 
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がんサバイバーの心 

非常勤 精神科医師 岡村 仁 
 

がんは慢性疾患のひとつとして捉えられてきており、がんサバイバー（がん治療を終えた方だけでな

く、がんと診断されたばかりの方や、治療中や経過観察中の方なども含む、すべての「がん体験者」の

こと）はさまざまな治療を行いながら、がんを抱えつつ、日々の生活を送っておられます。ただ、中に

は術後や抗がん剤治療後の身体症状、あるいは心理的な苦痛を持ちながら生活されている方も多いと思

われます。今回は、サバイバーの心の問題について触れてみたいと思います。 

サバイバーの方に最も多くみられる心理的苦痛は、再発や今後に対する不安といわれています。がん

と診断され、一通り治療が終わって通常の生活に戻ったはずなのに、何となくすっきりしない…。その

原因の多くは再発や今後に対する不安なのではないでしょうか。不安というのは漠然としたものに対す

る恐怖です。したがって、‘再発するのかしないのか’あるいは‘これから先、仕事や生活はどうなっ

ていくのか’というわからない状況が、不安を長く引っ張ることになるのです。 

では、どうすればよいのでしょうか？ 不安が強い方に対して、私はいつも次のようなお話をしてい

ます。「不安という気持ちが現れないようにしたり、その気持ちを消し去ってしまうのは無理だと思い

ます。沸き起こってくる不安を無くしてしまうのは無理なのです。であれば・・・不安という気持ちを

抱えながらも、日常の生活を普段通り行っていくことが大切です。折に触れて不安な気持ちが顔を出す

かもしれません。しかし、不安が生じるのは当然だと考え、そうした気持ちを無理に打ち消そうとする

のではなく、不安を持ちながらも、目の前のことを普段通り行っていくことが重要です。そうすれば、

気持ちは少しずつ不安から離れていくものです。逆に、不安を消そう消そうとばかり考えてしまうと、

気持ちや注意がそちらに向いてしまい、より一層不安な気持ちが強くなってしまうものなのです」。こ

のように、日常生活の中で不安と上手く付き合っていっていただければと思いますが、近年、特に再発

への不安に対するアプローチに関する研究が数多く報告されるようになってきました。こうした研究が

さらに発展し、日常で手軽に行える不安軽減法が見つかればと思います。 

一方、がんと診断された後、サバイバーは心理的な苦痛だけではなく、同時に、家族や友人との人間

関係が良好になった、物事をありのままに受け入れることができるようになった、人生を肯定的に捉え

られるようになったなど、精神的に前向きな変化を自覚されることも少なくありません。これは「心的

外傷後成長」と言われます。心的外傷後成長は、病気へのより良い適応をもたらし、不安や抑うつを軽

減するとの報告もあり、今後も注目される領域といえます。 

 

 

 

 

姿勢が心をつくる 
作業療法士 山路 博文 

 

今、みなさんの姿勢はどのような状態でしょうか？スマホをいじり続けて下を向いている状態？疲れ

てぐったりして仰向けのように座っている？人それぞれと言ってしまえばそれまでですが・・ 

ハーバード大学のエイミー・カディ教授は、姿勢を変えることで心を変えることができるということ

を研究で発表しました。 

背中を丸めたままでいるとストレスホルモンが増加し不安が増加し消極的になり、 

背筋を伸ばして自信満々のポーズをとると積極性や決断力を増やすホルモンが分泌されるそうです 

お仕事中でもプライベートでも背中を丸めてパソコンやスマホにずっと向き合っていると気分が落

ち込んでくるかもしれません。ガッツポーズのように背筋を伸ばし胸を張った姿勢を取って、前向きな

心をつくっていきましょう。 

 

【参考文献】  エイミー・カディ：パワーポーズが最高の自分を創る,ハヤカワノンフィクション, 

2016堀田秀吾：科学的に元気になる方法集めました,文響社,2019 
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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 6名 2名 8名 

内科 4名 12名 16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 7名（3名） 

言語聴覚士 2名（0名） 

作業療法士 9名（1名） 

合計 18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 
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         ゆうゆ訪問看護ステーション 
デイナイトケアわくわく                ゆうゆデイケア 
地域活動支援センターみらい              訪問リハビリテーション 
一体型指定共同生活介護事業所あいきらきらホーム 
                 

                              
≪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・土江・横山までお寄せ下さい。   

＜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/

