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医療法人社団 知仁会                 令和３年１０月２０日発行 第２１６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 

重層的支援体制整備事業について 

社会福祉法改正により重層的支援体制整備事業がはじまり、当法人が委託を受ける事となりました。 

10月 6日に第 1回重層的支援体制整備の研修会を開催しました。この事業の趣旨は以下のとおりです。 

 

1. 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援 

○ 地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中で、以下のような課題がある。 

・従来の属性別の支援体制では、対応が困難。 

・属性を超えた相談窓口の設置等の包括的な支援体制の構築を行う動きがあるが、各制度毎の国庫

補助金の制度間流用にならないようにするための経費按分に係る事務負担が大きい。 

○ このため、市町村が包括的な支援体制を円滑に構築できるような仕組みを創設することが必要。 

「社会福祉法に基づく新たな事業の創設」 

○ 市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援

ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに
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向けた支援を実施する事業を創設する。 

－ 事業実施の際には、Ⅰ～Ⅲの支援は全て必須 － 新たな事業は実施を希望する市町村の手

あげに基づく任意事業 

○ 新たな事業を実施する市町村に対して、関連事業に係る補助等について一体的な執行を行うこ

とができるよう、交付金を交付する。 

 

相談支援にかかる一体的実施として高齢分野・障害分野・子ども分野・生活困窮分野について属性

や世代を問わない相談をするようになっていますが、今までは各分野毎に担当や予算も違っていまし

た。理解のために厚労省社会援護局に問い合わせたところ、以下の回答がありました。 

１．重層的支援体制整備事業は、簡単に言ってしまうと、複合的で生活の課題に対する包括的・横

割りの支援体制を市町村単位で行う事業です。 

予算的には、介護保険の相談支援の財源、障害者の相談支援の財源、子育て支援の相談支援の財

源、生活困窮者（低所得者）の相談支援の財源を統合して、複雑化した課題（8050、ひきこもり、

シングルマザーが障害者の子どもを育てているケース等）を一体的に支援していく取組です。 

これまでは、介護保険の財源は高齢者対策しか使えませんでしたが、統合することによって幅広

く使えるようにしています。 

体制的には、幅広い分野をカバーできるように多機関協働の仕組みやアウトリーチを行うことと

しています。 

 ケース毎に、関係する支援機関が参加する地域支援会議を開催することも想定しています。 

２．中核機関について 

中核機関は、成年後見制度の利用促進のためにハブとなる機関のことで、成年後見利用促進基本

計画（閣議決定）で全市町村に設置することとされています。 

 地域包括ケアセンターや、権利擁護機関が自治体から委託をされているケースが多いです。 

この中核機関は、重層的支援体制整備事業の中でも、成年後見が必要なケースで、支援機関の一

つとして参画することが想定されますが、重層的支援体制整備事業全体の中では、プレイヤーの１

人ということで、常に中心的役割を担う機関ではありません。認知症や障害者で意思を表明できな

いケースの支援の際には大きな役割を果たしますが、そうでない場合には、中核機関は特段関係し

ません。 

 

下の図の相談支援に関わる各分野のいずれにおいても共通するのは、苦しみです。絶望や挫折な

ど苦しいことを経験した人は誰でも、死にたい、死んでしまいたいと思ったことがあります。この

分野の方々は苦しみも深いため、自殺について研修しましたので紹介します。 
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第 1 回 重層的支援体制整備事業研修会 

「自殺予防のために」 
 精神保健福祉士 山田 大志 

 令和 3年 10月 6日（水）、メープルホールにて第 1回 重層的支援体制整備事業の研修会を行いまし

た。今回の研修会テーマは、＜自殺予防のための基礎知識＞とし、コロナ感染予防のために人数制限を

してディスタンスを取りました。 

 日本における自殺者数の年次推移は 1998年から年間自殺者数が 3万人を超え、「年間自殺者 3万人」

時代が約 15 年間続きました。2012 年にようやく 3 万人を下回り、以降、減少傾向がコロナ禍までは続

いていました。しかし、コロナ禍の 2020 年は失業者が増加し、経済状況が悪化したことで自殺者増加

の大きな要因となりました。総務省「労働力調査」においても自殺率と完全失業率は大きく関係してお

り、完全失業率が上昇した年は自殺率も上昇すると統計がでています。また、ライフイベント（リスト

ラ、倒産、借金、離婚、病気、差別）などによる様々なストレス因子も影響しているようです。 

 経済困窮を始め様々なストレス因が自殺増加に関係していることは理解できましたが、ではなぜ日本

では自殺の激増が起きるのでしょうか。おそらく、日本人は自殺に対する心理的な閾値が低いのではと

考えられています。そのため、軽いうつ状態でも社会全体が強い影響を受けるような事態に見舞われた

時、心理的なダメージを受けやすく自殺の激増が起き得るのではないでしょうか。また、OECDのメンタ

ルヘルスに関する国際調査によると日本ではうつ病やうつ状態の人の割合は新型コロナが流行する前

は 7.9％でしたが、2020年コロナ禍では 17.3％と 2.2倍になったというデータも公表されました。軽い

うつ状態の人が増えたことで自殺率に差をもたらしたことがわかりました。 

 私たち精神科医療従事者は自殺問題を避けて通るわけにはいきません。自殺問題に取り組む具体的な

策として、①自殺ハイリスク者の発見、②｢死にたい｣と言われたときの対応で、その中でも最も重要な

危険因子は現在の希死念慮のようです。自殺性なしの人が突然自殺未遂をすることはないようで、自殺

に至る心理過程としてはまず始めに希死念慮が現れ、それから段階的に〔自殺念慮→自殺行動→自殺未

遂〕と進んでいくとのことです。希死念慮を尋ねる習慣をつけておくことで、初期の段階で自殺リスク

者を発見することにつながります。希死念慮を尋ね、希死念慮がありの場合、自殺リスクの評価を行っ

ていく必要があり、もしここで対象が自殺未遂者の場合は、精神科入院を考えることになり、どうして

自殺しようと思ったのか、その時の気持ち、思考の流れ、取り巻く環境などについて確認していくとの

ことです。しかし、自殺の危険性は評価が重要で、｢死にたい｣＝｢切迫した自殺の危険｣とも限らないよ

うです。精神症状のチェック、特に、うつ病やうつ状態の時は①睡眠②食欲③悲観思考の程度によって

も自殺の危険性が評価できるとのことです。切迫する自殺危険性は計画の具体性にあり、例えば対象が

遺書などを書いている場合、精神症状の有無によっては精神科入院

を積極的に進めていくこともあるようです。 

 ｢死にたい｣は、｢死にたいと思うほど、つらい｣という心の SOS で

す。｢死にたいほどつらかったんだね｣と、つらい心境に目を向け、

労い、傾聴し、つらさへの対処を一緒に考えてあげることが大切で

す。私たち精神科医療従事者は自殺されるという危険を負う覚悟を

持つ、そして精神療法について学び続けるという点でも大変学びの

多い研修となりました。 
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日程 場 所 研修・実習内容 施設名 人 数 

10 月 4 日(月)～10 月 29 日(金) 病院 研修医 岩国医療センター 1 人 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 9月 30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、栄養課の尾﨑

さんが講師となり、「食中毒の特徴と予防」というテーマで研修会を行いました。また、続けて、放射

線科の片山医師が講師となり、「放射線診療従事者に対する研修」という

テーマで研修会を行いました。 

食中毒とは、細菌やウイルス、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でる疾病の事を言

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。食中毒にならないための食品の保存方法や、予防のポ

イントなどについて共有しました。 

 放射線科の講演では放射線診療に関する基本的知識、放射線診療を受

ける患者様への情報提供の在り方などについて共有しました。 

 

職員一同大変学びが多く、改めて今後の業務に活かしていきたいと思

っております。 

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。今年も新型コロナウイ

ルスの影響により記念品の

贈呈のみとさせていただき

ます。 

各病棟 

6日（水） 
第1回重層的支援 

体制整備事業研修会 
医療法人社団知仁会 

「自殺予防のための基礎知識」

についてビデオ研修を行いま

した。 

メープルホール 

13日（水） 

21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３階が担当となり、「ノロ

ウイルスについて」というテー

マで研修を行いました。 

メープルホール 

29日（金） 知仁会研修会 
教育委員会 

医療安全管理委員会 

今月は河内 Dr.が担当となり

「医の倫理及び法令遵守（プラ

イバシー保護・虐待防止法等含

む）」というテーマで研修を行

います。 

メープルホール 

 6日（水） 

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 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 
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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 

 

 

 

 

 

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年度 広島県認知症疾患医療センター 
合同 WEBセミナー が開催されました！ 

 
 

【 共 催  】 広島県認知症疾患医療センター（医療法人社団和恒会 ふたば病院、医療法人大慈会 三

原病院、医療法人微風会 三次神経内科クリニック花の里、医療法人社団せがわ会 千

代田病院、医療法人社団知仁会 メープルヒル病院、医療法人社団緑誠会 光の丘病

院、医療法人永和会 下永病院、医療法人社団二山会 宗近病院） 

製薬会社（第一三共株式会社、第一三共エスファ株式会社） 

【 開会挨拶 】 広島県精神科病院協会 会長 石井 知行 氏 

【 座 長  】 広島県広島中央認知症疾患医療センター センター長 宗近 明枝 氏 

【 テ ー マ 】 「コロナ禍における認知症診療」 
【 講 師  】 鳥取大学医学部保健学科 生体制御学 教授 浦上 克哉 氏 

 

広島県認知症疾患医療センターでは、地域における認知症疾患の保健医療福祉水準の向上とネットワー
クの形成を図ることを目的にこの合同セミナーを開催しています。令和２年度はコロナの影響により中止
としていましたが、今年度は令和３年９月３日（金）に WEBにて実施し、多くのご参加をいただくこと
ができました。 
講師は、鳥取大学医学部保健学科 生体制御学 教授 浦上 克哉 氏、テーマは「コロナ禍におけ

る認知症診療」でした。テーマに沿って①コロナ禍における認知症対策②認知症の的確な診断治療に向
けて③認知症予防の視点をもった認知症医療の３つの柱に分けてお話しいただき、質疑にもお答えいた
だきました。「Withコロナ」の生活様式である外出自粛は、認知機能の面からみると悪い生活様式と考
えられます。2015年に 520万人と言われている認知症患者は、2025年には 700万人に 
増加すると想定されていますが、コロナの影響により 700万人を上回る可能性も 
出ています。認知症予防としては、第一次：病気の発症予防、第二次：病気の早期 
発見・早期治療、第三次：病気の進行防止が挙げられ、「発症予防」のみに重きを 
置かず、発症してからも進行防止を行うといった視点が必要と教えていただきました。 
今後も認知症疾患医療センターとして認知症に関する周知や啓発を行わせていただく 
所存です。今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。 
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運動と認知症 

精神科医師 河内 英基 
長期的かつ定期的な運動は認知機能に対して、好影響をもたらすことが知られており、認知症発症の

リスクを低下させることが証明されています。さらには、認知症の進行抑制効果を証明されてはいませ
んが、示唆されています。 
アルツハイマー型認知症は、以前は変性疾患の代表例でありましたが、最近の研究では、血管性の要

素も大いに関係することがわかってまいりました。運動は、血管の動脈硬化の危険性を軽減すると理解
されていますので、こちらにも関係すると考えられていますが、また、神経細胞そのものの可塑性と回
復にも関与することが示唆されています。 
 このような形で、基礎研究で運動の脳への好影響が示されつつあります。外来診療時に、認知症の予
防の事について聞かれることが多いのですが、さまざまサプリメントなどが脳の機能に役立つように宣
伝されていますが、医師が処方する薬でさえ、認知症進行を遅らせる作用を持つものが限度であり、安
易にサプリメントを飲んでいれば大丈夫と頼るのは注意が必要であると考えます。 
 そういう意味で、運動は根気は要りますが、手軽に取り組める認知症予防の方法であり、生活習慣の
中に散歩程度でも結構ですので、入れていただければ、認知症予防に役立つのではないかと考えます。 

 

参考文献：認知症ハンドブック第 2 版 p.210 

 

 

 

散歩の効果（カラダ、ココロ、アタマに効く） 

リハビリテーション科 作業療法士 山路 博文 

新型コロナの感染拡大が続いて 1年半余り経ちましたね。なかなか収まらず外出制限が度々行われて、
家にこもりがちでみなさんは自粛疲れなどでストレスが溜まっていることと思います。ストレス発散の
ために、夜遅くまでスマホやゲームに熱中したり、アルコールに頼ったりすると生活のリズムが乱れて
余計にストレスが増えてしまいます。運動しなくてはと思いつつも、ジャージに着替えたり、道具を揃
えたりするハードルが高くて面倒だわとずるずる過ごしてコロナ太りになってしまった方もいらっし
ゃるのではないでしょうか？コロナ禍でストレス増えるわ、体重増えるわ、誰か助けてー！そんなみな
さんにおススメしたいのが散歩です。散歩にはカラダとココロとアタマに効果があります。今回はその
３つの効果について説明していきます。 
その１：カラダへの効果 散歩は有酸素運動で体脂肪の燃焼などを改善させ、肥満、高血圧、糖尿病

などのいわゆる生活習慣病の改善や予防にたいへん効果があります。散歩はまた、下肢の筋力の増強や、
骨量の維持など最近の言葉でいうとフレイル予防（虚弱体質予防）にも効果があります。 
その２：ココロへの効果 精神科医の樺沢紫苑によれば散歩は幸せホルモンのセロトニンを増やし、

ストレスホルモンのコルチゾールを減らす効果があります。散歩で五感を感じながら四季折々に触れ自
然の中で過ごす幸福感を感じましょう。 
その３：アタマへの効果 スタンフォード大学の研究結果によると、人間の脳の創造的な働きは、座

っている時よりも歩いている時の方が、６０％も活性化することが分かりました。座っているときより
も足を動かしているときの方が脳が働くことが実証されています。焦りや行き詰まったときに、散歩を
するとアタマが整理できるようです。早稲田大学の教授だった坪内逍遥の逍遥は散歩という意味です。
ものを考えるのにぶらぶら歩き回るのは大切だという意味でつけたペンネームかもしれませんね。 
以上、散歩の効果について述べてきました。これから秋が深まり、散歩するには絶好の季節です。

厚生労働省も健康のために 1日 30分歩くことを推奨しています。みなさんが気楽に散歩を楽しみ
カラダ・ココロ・アタマを賦活させ健康で幸せであり続けますことを切に願っています。 
 

【参考文献】 

樺沢紫苑：精神科医が教える ストレスフリー超大全，ダイヤモンド社,2020 

内藤誼人：さらにすごい心理学,総合法令出版,2021 

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（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・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/

