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医療法人社団 知仁会                 令和３年１１月１６日発行 第２１７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 
 

ご家族の皆様へ 

広島県においては、緊急事態宣言が 9月 30 日を以って解除となりました。 

当法人（メープルヒル病院・介護老人保健施設ゆうゆ）では、入院・入所者様の面会制限

を緩和し、直接面会と Web 面会に変更しました。まだまだ、コロナ感染への警戒を緩める

ことはできませんので、ご家族様にはご負担・ご迷惑をお掛けしますが、次のページの案

内のように直接面会に条件を付けさせて頂きますので、よろしくお願い致します。 

コロナ禍が終息する事を願っておりますが、第 6 波の到来や長期化も予想されておりま

すので、感染防止のため、今後ともご協力の程、何卒よろしくお願い致します。 
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ご家族様へ 

面会制限の内容変更についてのお知らせ 

 

現在、新型コロナウイルス感染防止のため、入院患者様への面会を Web 面会のみに制限させていただいて

おりましたが、緊急事態宣言が解除されましたので、１１月１日(月)～下記の通り面会制限の内容を変更いた

します。 

 

【面会日時】       直接面会 午後 2：00 ～ 午後 4：00 (完全予約制)    ※ 祝日は除きます 

病棟 本館 2階 本館 3階 本館 4階 本館 5階 新館 3階 新館 4階 別館 2階 別館 3階 

面会日 火・水・木 

 

病棟 ゆうゆ 2階 ゆうゆ 3階 

面会日 月・水・木 火・水・金 

 

【面会時間】         1回につき１５分以内 

【面会頻度】         1患者様につき直接または Web面会どちらかを 1週間に 1回まで 

【面会許可人数】       ご家族に限り、1回につき 2名まで 

【面会許可者の条件】   ・ワクチン 2回接種済(証明書のコピー提出)    ・2重マスク（不織布マスクに限る） 

【面会時の禁止事項】   ・マスクを外す   ・飲食をする 

【面会場所】          本館 1階ロビー、新館 2階ホール、別館 1階ホール、ゆうゆ１階ロビー 

【面会予約受付時間】     月～金 午後１：３０ ～ 午後４時まで   メープルヒル病院    ☎0827－57－7451 

                              老人保健施設ゆうゆ  ☎0827－57－8377 

 

【＊ 以下の項目に該当される方は面会をご遠慮いただいております】 

1．体温が 37.5度以上 

2．倦怠感がある 

3．咳嗽・痰・咽頭痛・鼻汁などの症状がある 

4．味覚・嗅覚障害がある 

5．下痢・嘔吐がある 

6．同居の方に上記 1～5の症状がある 

7．2週間以内に面会者及び同居家族に新型コロナウイルス感染患者との濃厚接触者がいる 

8．2 週間以内に感染者を多発した施設（介護施設、老人ホーム、ライブハウス、スポーツクラブ等）あるい

はイベントに行ったことがある 

 

患者様・ご家族様には引き続きご不自由をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。 

尚、今後の新型コロナウイルス感染の状況次第で、面会中止を行う場合がありますがご了承ください。 

また、Web 面会（午後 3時～午後 4 時）につきましては引き続き行なっておりますので、こちらもご利用くだ

さい。 

 

2021年 10月２９日 

医療法人社団知仁会 

理事長 石井 知行 
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日程 場 所 研修・実習内容 施設名 人 数 

11 月 1日（月）～11月 26日（金） 病院 研修医 JA広島総合病院 1人 

11 月 29日（月）～12月 24日（金） 病院 研修医 JA広島総合病院 1人 

 
 
 
 
 
 

 

心理科 心理士 山本 つぐみ 

 

本館２階 看護助手 磯谷 里穂 

一日でも早く仕事に慣れるよう、 一日でも早く皆様の力になれるよう 

頑張りますので、どうぞよろしく 精一杯頑張りますのでご指導・ご鞭撻 

お願い申し上げます。 の程、よろしくお願いいたします。 

 

新館４階 ワーカー 富田 良枝 

 

本館３階 看護師 吉永 千夏 

未熟者ではありますが、 精一杯頑張りたいと思います。 

一生懸命頑張ります。 よろしくお願いします。 

よろしくお願いします。   

 

新館３階 看護師 鳥越 美代子 

 

別館２階 看護師 新莊 寿幸 

マンガと韓流ドラマが大好きです。 ６月に３０歳になりました。 

早く慣れて皆様のお役に立てるよう 今まで得た知識を使って、頑張って 

頑張ります。 いきますのでよろしくお願いします。 

 

ゆうゆ３階 看護補助 池田 富茂子 

 

栄養課 調理員 椋木 悟 

院内の中が広くてまだ分からず 皆様の温かい心で高齢ながら 

１日１ヶ月ずつクリアできればと、 元気が出ます。 

頑張ります。   

 

日時 行事名 主催 内容 場所 

10日（水） 

18日（木） 
ワーカー研修会 教育委員会 

STが担当となり、「口腔内環

境と嚥下について」というテ

ーマで研修を行いました。 

メープルホール 

24日（水） 知仁会研修会 
教育委員会 

感染防止対策委員会 

メープルヒル病院内科 佐々

木富美子医師が講師となり、

「感染症について」というテ

ーマで研修を行いました。 

メープルホール 

 4日（木） 

17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 - 

- 
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 - 

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。 
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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 

認知症食集中支援チーム              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） 

大竹小学校５年生のみなさんより 

手作りのプレゼントをいただきました！ 

～認知症について学ぶ動画を作成しました～ 
当センターでは、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

者の育成を目的に、認知症サポーター養成講座を行っています。 

知仁会だより７月号にて、認知症サポーター養成講座の活動の一 

環としてオリジナル動画を作成したことをお伝えしました。オリジ 

ナル動画は大竹小学校へお渡しし、５年生の授業で活用していただ 

きました。動画視聴後には様々な質問をいただき、質問への回答も 

行なわせていただいていました。 

 

この度、大竹小学校５年生のみなさんより手作りのプレゼントを 

いただき、入院患者様へ贈呈をいたしました。プレゼントは、フェル 

トで作られたポーチや刺繍がされたふきん（手芸は５年生から始まる 

そうで、慣れないながらも頑張ってくれたそうです）、色とりどりの 

おり紙で作られた飾り、お手紙等、創意工夫されたとても素敵なもの 

でした。入院患者様はとても喜ばれ、涙を流されている方もおられ 

ました。お手紙の一部をご紹介します：「今まで私たちの町をささえ 

てきてくださってありがとうございます。これからは私たちがこの 

町をささえていくので、見守っていてください」 

 コロナ禍ということもあり直接お礼を言うことが難しいため、歌 

を歌ってお礼にかえさせていただきました。大竹小学校５年生のみ 

なさん、ありがとうございました！ 

 

 

 

ありがたいですね。 

嬉しいです。 

大切に使います。 

嬉しくて涙が出ます。 

元気もでました。 
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新型コロナ感染症に対する 

チロシンキナーゼ阻害薬の治療効果 

非常勤内科医師  松尾 行雄 
今年 6月に、最も権威ある医学雑誌の一つ The Lancetにチロシンキナーゼ阻害薬が新型コロナ感染

症の治療に有効という論文が掲載されました。2020年 3月から 2021年 1月まで、オランダの 13病院に

おいて 18歳以上で、酸素飽和度 94％以上を維持するために酸素投与や人工呼吸装置が必要な、日本で

は中等症から重症にあたる新型コロナ感染症患者 385 人に対し、197人にチロシンキナーゼ阻害薬であ

るイマチニブを 10日間経口投与、投与しない 188人と比較検討したダブルブラインド・スタディです。

投与 28日後の死亡率は非投与群で 27人(14％)が死亡､イマニチブ投与群では 15人(8％)であり死亡率

の改善に p=0.0080で統計学的有意篭を認めました。他、ICUの入室期間の短縮、人工呼吸不要期間も有

意に改善が見られました。一方、酸素投与や人工呼吸による呼吸管理の中止が 48時間以上持続可能に

なるまでの時間、入院期間、grade3以上の有害事象については両者に差は認めませんでした。チロシン

キナーゼは細胞増殖のシグナル伝達に関わるのでその阻害薬は抗腫瘍効果をもつ分子標的薬(抗がん

剤)として臨床に使用されています。特にイマチニブは Bcr-Ablチロシンキナーゼ阻害による慢性骨髄

性白血病治療など悪性腫瘍に投薬され、著効することが知られており、新型コロナ感染症治療薬として

使用されるのは意外な印象を持ちます｡新型コロナ感染症の致死的な合併症は ARDS ですが、ARDS発症に

は angiopoietin-2,E-selection,vonWillebrand Factorなど血管障害をきたすマーカーの増加による肺

胞毛細血管濾出 (cappilaryleak),肺胞水腫が関連し、イマチニブは AML2チロシンキナーゼを阻害する

ことによってこれらを抑制、血管保護効果をもたらす可能性があること、ABL2 はサイトスケルトン(細

胞骨格)の regulatorとして働いているため新型コロナ感染症の原因ウイルスである SARS･Cov2ウイル

ス粒子のエンドゾーム内への取り込みを阻害して細胞内増殖を阻害する可能性が考えられています。新

型コロナウイルスと同じコロナウイルスである SARS-Covと MARS-Covでは試験管内ですがイマチニブに

よる抗ウイルス効果をもつことが確認されています。しかし、これらの機序は仮設であり明らかなエビ

デンスがあるわけではありません｡イマチニブはハムスターを用いた実験モデルでは SARS･Cov2に有効

な効果を示さなかったという報告もあります。現在、複数の国で(日本は入っていませんが)検証が行わ

れているとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 
令和 3 年 10 月 29 日（金）、メープルホールにて知仁会研修会が行われました。今回は精神科 河内

英基医師が講師となり「医の倫理及び法令遵守（プライバシー保護・虐待防止法等を含む）」をテーマ
に研修を行いました。 
 自立尊重原則（自己決定権原則）、恩恵原則、無危害原則、公正原則
という 4 つの原則は種々の倫理綱領のなかの基本的な理念として保持
されることになります。そのいずれの原則を欠いても、倫理綱領は十
分ではなく、ひいては医療自体が成り立たないことになるそうです。 
 高齢者虐待法の中には通報義務があり、虐待を受けたと思われる高
齢者を発見した場合は、虐待の程度にかかわらず通報する義務がある
ことも改めて職員間で共有することができました。 
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生活不活発病を考えよう 

理学療法士 北風 草介 

長期化するコロナ自粛は、我々の身体機能に様々な影響を与えています。 

国立長寿研究所の調査では、コロナ自粛により高齢者の活動量が約 3割程度減少していると報告され

ています。これは、日常生活の移動場面において躓きやすく、歩く速度が低下している等、高齢者の足

元が弱化し始めていることに繋がっています。このような状況になると、より家から出ることがおっく

うになり、元気であった高齢者でも、寝たまま動かない生活になりがちです。動かないと生活行為が低

下する“生活不活発病”になってしまいます。再燃するかもしれない自粛生活の中では、以下の 4つの

予防策を意識して生活をしてみてください。 

 

〈生活不活発病とは〉 

家の中にずっといると、動く機会や果たす役割を失います。その結果、生活動作がままならなくなり、

活動範囲が狭くなります。特に高齢者では、筋力低下、うつ状態、知的活動の低下、めまい・立ち眩み

がおきやすくなります。 

 

 

生活不活発病の 4 つの予防策 
〈高齢者様へ〉 

1．なるべく動くことをこころがけましょう。 

2．日中、ずっと横にならない→一日一回布団をたたみましょう。 

3．身の回りを片付けましょう。→歩きやすいスペースの確保。 

4．安静第一は思い込み。「無理は禁物」「動くと邪魔になる」と思いこまないで 

ください。ただし、持病がある方、栄養状態が低下している方は主治医や 

医療従事者に確認をとってください。 

 

〈ご家族様へ〉 

1．声をかけてください。 

→静かで目立たない高齢者は、眺めているだけでは分かりません。 

2．『大丈夫』は鵜呑みにしない。 

→気遣えば「大丈夫」と答える高齢者。普段から、「立ち・座り・歩く動作」を観察してください。 

3．散歩やスポーツは感染対策をとり、積極的に行いましょう。 

→明るい時間にお互い励ましながら行いましょう。 

4.『運動は少ない量を数多く』の原則。 

→運動の基本は、少ない量を小分けにして、ご自身に合わせて行いましょう。 

 

〈参考資料〉 

在宅活動ガイド 2020（国立長寿医療センター） 

生活不活発病予防のリーフレット（日本理学療法士協会） 
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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 
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：福島・横山・濱浦までお寄せ下さい。   

＜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/

