


                                             

 

愛知県医療法⼈協会と新型コロナウイルス感染症 
協会 会⻑ 
医療法⼈桂名会 木村病院 
理事⻑ 木村 衛 

⽇頃は協会活動にご⽀援、ご協⼒をいただき本当にありがとうございます。今期も会⻑職を務めさせ
ていただきます。会員諸先生方をはじめ事務部会、看護部会の皆様の⼀層のご協⼒を賜り、コロナショ
ックを乗り切り、皆様のお役に⽴てるような協会運営に努⼒いたします。 
 

2025 年に向けて、地域医療構想を含む医療計画、医師の働き方改⾰、専門医制度、地域包括ケアシ
ステムの構築、2019 年 10 月の消費税 10%への引上げなど、病院・医療機関をめぐる環境は、厳しい
状況にありました。その中での新型コロナウイルス感染症の流⾏です。2019 年 12 月に中国の武漢で
新型コロナウイルス感染症の患者発生のニュースがありました。その後中国⼈の海外の移動に伴い、あ
っという間に世界中に拡がりました。2020 年 2 月 3 ⽇にダイヤモンド・プリンセス号が横浜に停泊し、
その後陽性患者が 700 名以上にもなり、その感染⼒に衝撃を覚えました。4 月 7 ⽇に 7 都道府県に緊
急事態宣⾔が発令され、16 ⽇には⽇本全国に緊急事態宣⾔が発令されました。その後「⼈との接触 8 割
削減の達成を目標」と「クラスター対策」により、新規感染者も減少し、5 月 14 ⽇に 8 都道府県を残
し緊急事態宣⾔解除され、５月 25 ⽇に緊急事態宣⾔は全⾯的に解除されました。医療⼈としての使命
感を持って新型コロナウイルス感染症患者を受け⼊れ、専門職が細⼼の注意を払って感染予防を⾏って
も院内感染を起こしてしまうことも現実です。マスク、フェイスシールド、防護衣が全く手に⼊らない
時期もあり、状況をさらに悪化させました。新型コロナウイルス感染症と最前線で戦っている病院は、
外来患者数、⼊院患者数減少があり、医業収益が大幅に減少しています。患者数の減少は、急性期以外
の病院、クリニックでも著明で、経営に大きな影響を及ぼしています。 
 厚生労働省は、第⼆次補正予算で、新型コロナウイルス感染症対応従事者に対する慰労⾦の⽀給、重
点医療機関の病床確保や設備整備⽀援、地域医療機関の感染拡大防⽌等の様々な⽀援制度を打ち出して
来ました。しかし根本的解決にはならず、今後、質の⾼い地域医療サービスと収益確保を両⽴させてい
くのは難しくなっていくと思われます。 
 

愛知県医療法⼈協会も研修事業の中断を余儀なくされています。 
新型コロナウイルス感染症を封じ込めるには、ワクチンが使用できるようになるまで、緊急事態宣⾔が
解除されても不要不急の外出を控えるなどの⾃粛を続けるしか方法はないように思います。いわゆる
「新しい⽇常」に対応するため、愛知県医療法⼈協会も Web 会議を開始しており、また研修事業につ
いても、Web 配信を検討しておりますが、集合研修の意義も当然あります。病院間、施設間の連携、ま
た多職種の連携も新たな「つながり」に変化していくかもしれませんが、新しい医療・介護体制に取り
組んでいく会員の皆様のお役に⽴てる活動をしたいと考えております。 
ご⽀援のほどよろしくお願いいたします。 

巻頭言
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コロナには関係ないオンライン診療 
協会 事務部会 部会⻑ 
医療法⼈笠寺病院 
事務⻑ 鈴⽊ 学 

新型コロナウイルスの影響で、オンライン診療が脚光を浴びています。令和 2 年度診療報酬改定のた
めの中医協開催時期は、新型コロナウイルスが流⾏する前でした。そのため、コロナには関係ないオン
ライン診療の診療報酬改定の意図するところを考えてみます。 

 
スライド 1・2 とも、現在も厚⽣労働省のホームページで閲覧できます。スライド 1 では、3 月に 1

回の対⾯診療が必要と診療のイメージ図が掲載されています。スライド 2 では、在宅⾃⼰注射指導管理
料がオンライン診療に追加されたとあります。オンライン診療の価格は 1,000 円です。（あえて点では
なく円で表記します）在宅⾃⼰注射は、7,500 円です。現在、インスリン製剤をもらうためには、毎月
7,500 円の医療費がかかっています。（厳密には、再診料やインスリン代もかかります）これを、3 月
に 2 回は 1,000 円に安くしようということです。 
患者さんの⼀部負担⾦は、それぞれの 1 割分、3 割分となります。まもなく、高齢者の⾃⼰負担が 2 割
へと引き上げられます。7,500 円×12 か月×2 割＝18,000 円。（7,500 円×4 か月＋1,000 円×8 か
月）×2 割＝7,600 円。この差をどう考えるかです。オンライン診療を導⼊すると、総売り上げは減少
します。しかしながら、高齢者の⾃⼰負担のことを考えると、高齢者がトータルで⾃⼰負担の安い医療
機関への受診へ替わっていくことが予測されます。 
現在の 70 歳は、⼤半がスマホを持っています。地域包括診療料 16,000 円、⽣活習慣病管理料（高⾎
圧）7,000 円なども、オンライン診療対象です。 
 

令和 2 年度も事務部会 部会⻑を仰せつかりました。2 年前の改定でオンライン診療が 1,000 円で
は、普及するはずはないと考えてしまったことを反省した、令和 2 年度の改定でした。 
 

＜スライド 1 令和 2 年度改定資料より＞     ＜スライド２ 令和 2 年度改定資料より＞ 
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時代の変化とニーズ 
協会 事務部会 委員 
医療法⼈北⾠会 蒲郡厚生館病院 
事務部⻑代理 佐藤隆英 

 私の職場である医療法⼈北⾠会は、昨年 10 ⽉に湖⼭医療福祉グループへ参加することになりました。
この参加によって、何が起こるのか︖ 理事⻑交代だけなのか︖ 偉大なオーナーの下で働いてきた私に
とって、今日の状況を当時はまったく想像できませんでした。グループ入りがきっかけで、事務方の業
務のタイムスケジュール変更は、今も続いています。と⾔いますか、私の仕事が下⼿で未だに出来てい
ないと⾔った方が正しいのか・・・。加えて、今年に入り、新型コロナウイルス感染症が流⾏し、日々
変化する状況や各種通知を基に、都度、対応する日々が今でも続いています。市内でも感染に関わる情
報が出るなど、情報収集に難航しました。通常の業務や 4 ⽉の診療報酬改定の届出など、本来の業務に
加えて⾏った新型コロナウイルス感染症対策は大変です。この対策のための環境整備が業務に加わった
こと、外来診療で電話再診を⾏うようになり、外来予約方法を⾒直したり、今までと業務を変更したり
追加しなければなりません。 
 

話は変わりますが、学校では、シューズや帽子や制服など学
校指定の物があります。私の子供は、頭が大きくて帽子のサイ
ズが合わなかったり、成⻑とともに指定のシューズが履けなく
なりそうになったりと、既存のサイズでは対応できなくなる経
験をしました。お店の店員からは、毎年、1 ⼈か 2 ⼈ですが履
けない子が出ると聞きました。昔に比べて、大きめのサイズも
必要と思うのですが、いつまでこのままなのでしょうか︖ 
足が大きくなった息子の部活動の靴は、インターネットでしか
購入できません。ある海外スポーツメーカーは、インターネッ
トで発注し、サイズが合わなければ現⾦を返却できます。更に、
日本⼈対象の幅広のサイズまで揃っています。日本のスポーツ
メーカーは、お店の責任で在庫をかかえないといけないので、
試し履きができません。試し履きは、顧客に⾃社の商品をアピ
ールできるチャンスなのに、このような対応は、どれだけの差
になるのでしょうか︖結果、息子は未だに日本のメーカーを履
いていません。どこか大きな靴をためし履きできるお店があり
ましたら教えて下さい。 

 
スポーツメーカーの靴の対応が全てではありませんが、職場で起きている変化に対する職員や家族の

声の中に、新しいチャンスが必ずあると思います。その声を 1 つ 1 つクリアして⾏き、今まで以上のサ
ービスが提供できる様になりたいと思っています。 
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新型コロナウイルス感染症に遭遇して 
協会 看護部会 部会⻑ 
医療法⼈生寿会 かわな病院 
法⼈看護部⻑ 三浦眞弓 

まさかこんな時代になるなんて思いもしませんでした。誰もが新型コロナウイルスが浮き彫りにした
社会の姿に翻弄されています。国が不要不急の外出⾃粛などを求めた感染拡⼤防⽌策を通じ、何が「要」
で何が「急」なのか、常識が変わって⾏くのではないか、と思われている中で公私共に⾊々なことが起
こりましたが、私が一番苦慮したのは法⼈の病院や関連施設で感染者が出ることでした。 

 
今思うと 2 月に入って愛知県の感染者がどんどん増えていく中、毎日毎日が新型コロナウイルスの感

染防⽌に費やす時間の多かったこと。それでなくても医療現場はやらなくてはならない業務が⼭のよう
にあるのにその上に新型コロナウイルス感染防⽌対策が加わり業務が膨れ上がりました。職員はもちろ
んですが、入院患者さんや入所されている利⽤者さんも⾯会制限がもうけられ、家族に会えない寂しさ
や家族の心配も⼤変なものだったと思います。法⼈から発出される「新型コロナウイルス感染症への注
意喚起と感染症対策について」のイエローペーパーの遵守を職員は取り組んでくれました。マスクやガ
ウンなどの医療物資が少なくなる中、⾊々なものを代⽤しなければなりませんでした。ものが溢れてい
る時代に生活している私達なので最初は⼾惑いもありましたが無いものは仕⽅がありません。でも無い
なりに⾊々な発想が起きたり、IT を利⽤し WEB 会議が⾏われたり、新しいことが取り組まれ日々の対
応が出来たと思います。新型コロナウイルス感染症で亡くなった⼈の報道も連日⾏われ、暗く悲しい気
持ちに社会全体が不安になったと思います。そんな中テレビから桜の名所がドローンによって撮影され、
画像が流れていました。桜は咲き誇っていますが今年はそれを⾒る⼈はいません。世の中こんな状態に
なっているのに⾃然は何もなかったように春が来て桜やお花がたくさん咲いて時間が流れて⾏くんだ
なと、ふと思いました。国からはソーシャルディスタンスと称し距離を取ることが勧められ、新しい生
活様式も取り組まれることになりました。私は「患者さんに寄り添って患者さんを看る」ということに
信念を持っています。多分多くの看護師もそう思っていると思います。それが少し否定されたように感
じています。感染防⽌のためには社会全体に必要なのかもしれません。幸い私達の法⼈では感染者も出
ることなく現在に至っています。100 年前にもスペインかぜによるパンデミックが起こったそうです。
その時代も乗り越えられて現在があるので新型コロナウイルス感染症もいずれ収束していくと思いま
す。 
 

看護師になって 40 年あまりになりますが新型コロナウイルス感染症に遭遇したことにより、まだま
だ看護師として勉強しなければいけないことがたくさんあると思いました。新型コロナウイルス感染症
は地域によっては収束したかのようにも⾒えますがまだまだ油断出来ません。「with コロナ」ですが法
⼈の病院・関連施設で感染者が出ないよう感染防⽌対策にしっかり取り組んで⾏こうと思います。 
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看護職員がイキイキ働き続けるために 
協会 看護部会 委員 
社会医療法⼈愛⽣会 本部 
統括看護部⻑ 縄田文子 

１．⼦育て⽀援制度－期間限定半日勤務   
 当院は、20 歳〜30 歳代の看護職員が多く占めているので、妊娠出産しても働きやすい職場であるこ
とが看護職員の定着の必須条件でした。そこで、平成 18 年 10 月から院内保育所を開設、平成 20 年 1
月から病児保育、さらに子供が笑顔で登校できるように、就学を機に出勤時間を 30 分遅らせる始業終
業時刻繰り上げ・繰り下げ制度も導⼊しました。その結果、子育て中の看護職員の定着は改善したので
すが、新たな課題にぶつかりました。 
 ⼩学校⼊学時の子どもは午前中に帰宅することが多いため、看護職員の多くは学童保育やトワイライ
トスクール等を利⽤しますが、⻑時間になることや子どもが環境の変化に⼾惑うことを心配して、中堅
看護師の退職に繋がりました。そこで、平成 28 年から期間限定半⽇勤務を導⼊し、4 月 1 ⽇〜5 月末
までの 2 か月間、看護職員が希望する⽇は半⽇（8 時 30 分〜13 時）で帰れるようにしました。勿論、
給料や賞与は減額になります。4 年間で 9 名の看護職員が希望し、5 名が半⽇勤務を活⽤、4 名は活⽤
しませんでした。活⽤しなかった看護職員は「活⽤できる安心感がありよかった」とアンケートに答え、
9 名全員が「利⽤してよかった」と継続を希望しました。 
 
２．災害時に臨時託児所（全職員が対象）  

近年は台風、⼤⾬等⾃然災害が頻発しています。台風による暴風警報などが発令した場合、子どもの
ために出勤できない看護職員が多数います。そこで、災害時は朝 8 時から 17 時まで当院の⼤会議室を
託児所として開放しています。対象とする子どもの年齢は 12 歳までとして、保育士資格を持つ当院職
員 5 名と、院内保育所のために保育業務を委託している会社から 3〜4 名の保育士を臨時で確保して、
総勢 8〜9 名の保育士で対応しています。 

 
３．妊娠中の看護職員を⽀援－マタニティサポート相談窓口  

妊娠中の看護職員に、安心して働くことができるよう 2019 年 2 月から新たに始めました。婦⼈科外
来の助産師（経験年数 33 年 CLoCMiP レベルⅢ）が担当します。 
希望者は、所定⽤紙に相談内容と希望⽇時を記載し、婦⼈科外来に申し込みをします。相談時間は病院
が勤務時間内も許可しており、その場合は上司に報告することになっています。相談することを知られ
たくない場合は、勤務時間外で相談することもできます。実際に利⽤した看護職員は 1 名でしたが、若
い看護師が多い職場環境のため、今後も継続が必要だと思っています。 
 
 このような取り組みができたのは、愛⽣会の理解があってこそだと感謝しています。今後は統括看護
部⻑として、愛⽣会全体の看護・介護職員に愛される組織づくりを目指して頑張っていきたいと思いま
す。 
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令和 2 年度 定時総会 
 

令和 2 年度定時総会は、令和 2 年 5 月 14 日（木）午後 4 時 00 分より、愛知県医師会館 8 階 
801〜804 会議室において開催いたしました。正会員数 167 名中、出席者 20 名、委任状提出 116 名
の合計 136 名において総会は成⽴し、「令和元年度 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算
書）に関し承認を求める件」及び「令和 2 年度 役員改選に関し承認を求める件」について審議を⾏
い、承認可決され、会⻑は木村 衛が留任し、新執⾏部が紹介されました。  

 
なお、新型コロナウイルスの感染拡⼤が続き、その収束が⾒通せない

現状から、記念講演会及び懇親会は開催しませんでした。 
 
 
 
 
 
 

＜会⻑ 木村 衛＞                        
 

 
＜会場風景＞ 

報告
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役 職 名 氏名 法人名 病院名／施設名

会長（代表理事） 木村　衛 桂名会 木村病院

太田圭洋 名古屋記念財団 名古屋記念病院

宇野甲矢人 鉃友会 宇野病院

加藤真二 三九会 三九朗病院

今村康宏 済衆館 済衆館病院

亀井克典 生寿会 かわな病院

勢納八郎 偕行会 偕行会城西病院

鈴木　学 笠寺病院 笠寺病院

佐藤貴久 清水会 相生山病院

真野康子 瑞頌会 尾張温泉かにえ病院

中澤　信 仁医会 あいちリハビリテーション病院

岡山政由 社団喜峰会 東海記念病院

田中正規 田中会 西尾病院

伊藤伸一 大雄会 社会医療法人大雄会

岡田　温 財団善常会 善常会リハビリテーション病院

鵜飼泰光 珪山会 鵜飼リハビリテーション病院

井手　宏 財団愛泉会 愛知国際病院

伊藤和代 杏園会 熱田リハビリテーション病院

渡邊靖之 瑞心会 渡辺病院

近藤東仁 東樹会 あずまリハビリテーション病院

辻村　享 明和会 辻村外科病院

浅井健次 宏和会 瀬戸みどりのまち病院

竹腰　篤 志聖会 総合犬山中央病院

山本直彦 共和会 共和病院

小林清彦 愛生館 小林記念病院

田中　毅 共生会 みどりの風　南知多病院

片岡祐司 愛生会 社会医療法人愛生会本部

下郷　宏 北辰会 蒲郡厚生館病院

川本一男 香徳会 前常任理事

副会長（業務執行理事）

常任理事（業務執行理事）

理　事

監  事

一般社団法人愛知県医療法人協会　令和2年度　役員名簿（任期：令和2年度～令和4年度）
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医事業務研究会（5 月） 
報 告 者︓医療法⼈慶睦会 千手堂病院 後藤宏平 
日    時︓令和 2 年 5 月 28 日（木） 15︓00〜 
場    所︓愛知県医師会館 8 階 801〜803 会議室 
参加⼈数︓34 名（複数出席施設 5 施設） 

◆ 報告者雑感 
診療報酬改定と新型コロナウイルス感染症の感染対策を同時に対応しなければならない⼤変な状

況が続いています。厚⽣労働省から発表される情報を漏れなく⼊手し、医師やコメディカルが迷いな
く⾏動できるよう、サポート体制を整えていきましょう。また、このような状況だからこそ、記録が
正しく書かれているか確認が必要です。 

   
◆ 新型コロナウイルス感染症に関する対応 
・ 予約⾯会の連絡手段として、電話・郵送以外を⾏っている医療機関はあるか。電話・郵送以外で対応

している医療機関なし 
・ 参加医療機関で三分の⼀程度の医療機関が⾯会制限を⼀部解除している（⼀定の制限はかけている） 

オンライン⾯会を実施している医療機関あり 
・ ⾼齢者の転院や介護認定調査が⾏えないので苦労している 
・ コロナ疑い患者（発熱外来）の受⼊れを⾏っている医療機関。基本的には院外で対応し、診察は⼀般

とは隔離された場所で⾏っている。CT 撮影時も専用の導線を確保してから移動しているため、診察
終了まで 1 ⼈に 1 時間近くかかる 

・ 7 月受審予定の病院機能評価が延期となった。緩和ケア病棟は病院機能評価受審が必須となるため、
経過措置があるのか注意必要 

・ 資格試験・研修が延期・中止になっているため、今後の算定要件に影響するのではないか。院内研修
もイーラーニング等で対応していかなくてはいけない 

・ コロナウイルス検出検査として「SARS コロナウイルス拡散検出（450 点×4 回分）」を疑い病名で、
公費請求なしで提出したところ、公費扱いで請求するように連絡あり再提出 

・ 院内トリアージ実施料は、ガイドラインの症状がある患者だけではなく、予防策を講じた場合に算定
可能となる 
コロナ診療の手引き（その２）のチェックリストに則り対策を講じること。疑い病名をつけること 

・ 9 月末までの経過措置が延期・変更になる可能性があるため、注意すること 
 
◆ 返戻・増減点 
・ ランソプラゾール錠による初回投与（病名︓逆流性⾷道炎）にて、60 日分査定あり。56 日分は問題

ないと判断し、再請求 
・ 手術前に HBC 抗体検査は⾏えるか。算定不可の通知あり 
・ メトホルミン錠投与している患者に、1 型糖尿病、2 型糖尿病、両⽅の病名を記載したところ査定あ

り。1 型糖尿病の病名があると査定となるので、薬を変更する等対応が必要 

報告
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・ 透析日のヘパリンロックが査定。透析日のヘパリンロックは包括となるが、⼊院時の透析日以外は算
定可能 

・ PTA（経費血管形成術）の点数が、18080 点から 12000 点に変更。3 月以内でも算定可能となった
が、疑義照会にて 3 月とは歴月ではなく、90 日を指すとなったので、実施日に注意が必要。4 月以
前の 18080 点算定を 1 カウントとしてよいか問合せ中 

・ 選択式コードが多くなった。9 月まで経過措置となるが、新たに増えたコメントは経過措置対象外と
なるため注意が必要。コロナ関係で新たなコードが増えている 
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【特集】 
新型コロナウイルス感染症に対する取り組み
アンケート報告 
 
担  当︓協会 広報委員会 委員⻑ 木村 衛 
実施期間︓令和 2 年 7 月 6 日（月）〜7 月 31 日（⾦） 
実施対象︓協会 理事 27 名 
実施内容︓新型コロナウイルス感染症の第 2 波・第 3 波に備えて、愛知県医療法⼈協会 理事の法

⼈施設で、感染リスクを抑えるためにどのような工夫を⾏っているか等、現場での実践
報告について 

設  問︓① 外来患者に対する対応 
② 入院患者に対する対応 
③ 職員に対する対応 
④ その他、自由記入 

回  答︓11 名 
 

1．IT 委員会実施 新型コロナウイルス感染症取り組みアンケート 
このアンケートに先⽴ち、IT 委員会（委員⻑ 宇野甲矢⼈）が委員会のメーリングリストを利⽤して、
独自に新型コロナウイルス対策の取り組みアンケートを⾏ったので、その結果を報告する 
実施期間︓令和 2 年 6 月 19 日（⾦）〜7 月 8 日（水） 
実施対象︓IT 委員会 メンバー 10 名 
設  問︓① 入り口の対策について 

② 院内の対策について 
③ 受付の対策について 
④ 診察室の対策について 
⑤ 面会の制限について 
⑥ オンライン診療システムの整備状況について 

回  答︓7 名 
 
 
 
 
 

報告
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① 入り口の対策について ② 院内の対策について ③ 受付の対策について

1
入り口にて検温を実施、発熱者は別室に
て個別対応
手指消毒用のアルコールを設置

全職員マスクの着用
アルコール手指消毒液の携行
定期的にアルコール除菌クロスにて清掃

アクリル板を設置し飛沫防止

2

アルコール手指消毒剤の設置
外来診療時間中は、看護師を配置し検
温、トリアージ、面会者案内を実施
発熱者は別室に案内

定期的に換気、環境清拭（第4級アンモ
ニウム塩の清拭クロス）
コロナ疑いのある患者の周囲については、
1000ppm次亜塩素酸ナトリウム含浸クロ
スを使用
病棟エレベーターホールにビニールカーテンを
設置、廊下と隔離し洗濯物等の受け渡し
を行う
医局を分散配置していたが、6月よりもとに
戻しデスクごとにアクリル板、ビニールカーテン
を設置し飛沫防止
事務（総務、経理）の分散

カウンターにビニールカーテンを設置して飛沫
防止

3
全来院者に対し、手指消毒及び体温測定
実施。37.0℃以上は受診、発熱待合い
で待機

全職員マスク着用・手指消毒と、発熱者対
応についてはサージカルエプロン着用 手袋とマスクの着用

4 手指消毒用アルコールの設置 マスク着用・手指消毒の徹底
非接触型体温測定器で測定
37度以上ある方は腋窩体温計で2重測
定

5 手指消毒用のアルコールを設置
全入館者に検温（非接触型）を実施

ほぼ全てのPCにキーボードカバーを装着し、
随時清掃 ビニールカーテンを設置

6 入り口にて検温、手指消毒を実施
発熱者は別室にて個別対応

平日の14時に一斉に除菌クロスで清掃実
施 特になし

7

手指消毒用のアルコールを設置
外来患者は、マスク着用の案内を掲示
出入り口を、一箇所に制限した
※正面出入り口のみ

洗濯物を１階フロアーに設けご家族、職員
間でのやり取りを行うことで患者様との接触
は禁止
※希望者には、リハビリの時間などをお伝え
して、窓越しにリハの様子を見学出来るよう
にした
職員は、不要に病棟間を移動することを禁
止
６月１日まで職員食は一時中止
会議時間を、原則30分程度に制限
カンファレンス、担当者会議などは、三密を
防げる場所で実施

非接触型体温計にて検温（37.5度以上
の有無　※37度以上の場合は、腋窩体
温計測定）
風邪症状の有無確認
症状がある場合は、自家用車で待機また
は、他の発熱外来へ紹介

IT委員会実施　新型コロナウイルス感染症取り組みアンケート
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④ 診察室の対策について ⑤ 面会の制限について ⑥ オンライン診療システムの
整備状況について

アクリル板を設置し飛沫防止
共用で利用するキーボードにはラップを巻
き、定期的に交換

Web通話システムを用いた面会
予約した患者様のみ15分間の対面面会
を許可

検討中

物理的対策は特に無し、マニュアルに沿って
1患者対応ごとに環境清拭

一般患者は原則禁止
終末期患者は主治医判断にて、人数を限
定して短時間面会許可

病院ではなく、クリニックにてオンライン診療
実施

マスクの着用、発熱患者については発熱外
来にて対応

全面的に禁止。荷物の受け渡しのみ可
時間内はスタッフステーション、時間外は受
付にて対応

6月20日より対応可
ホームページにバナーをはり、そこから予約可

透明アクリル仕切り板を診察室に設置及び
患者用イスの下の床に「これ以上近づかな
いで下さい」というシールを設置

同時での面会人数は2名まで
【面会前に病棟入り口にて】
体調確認（風邪症状がある場合はご遠慮
いただく）
体温測定（37.3度以下で許可）
マスクの着用
手指消毒の実施
面会時間は13：00～16：00（1回30
分以内）

電話での対応のみ

特別な対策はなし

面会は基本不可。看取りなど特殊な方の
み面会可
1ヶ月前よりオンライン面会（Zoom）を実
施。14時～16時で正味5分/1家族程度
今週より少し緩和し、家族のみ短時間で可

未整備

特になし 平日の14時～17時
各患者さま１日２名まで、15分以内 検討中

診察室の換気ができるように、扉を開け、
パーティションなどで見えないようにして実施 面会完全禁止 電話診療を実施
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2．広報委員会実施 新型コロナウイルス感染症取り組みアンケート 
① 外来患者に対する対応 
受付にて非接触型体温計にて検温を実施した後、受診を⾏う 
電話診療の希望者の⽅については電話での診療を実施している 
現在、オンライン診療についての準備を開始している 
正面玄関に電話機を設置して、発熱、風邪症状の患者は、待合、診察室共に別の場所を⽤意。対応医
師を限定 
外来入り口にて検温の実施、37.5 度以上の熱発者は施設外待合、⾞内待機にて診察 
現在はサーモグラフィー設置 
外来診察室にてソーシャルディスタンスの確保 
総合受付カウンターにクリアシート設置 
待合椅子間引き 
建物に入る前の体温測定（サーモセンサー）、マスクの着⽤、手指衛生 
熱発者の個室隔離 
電話診療の推奨 
マスク未着⽤者の病院への⽴ち入り禁⽌ 
受付において体温測定（非接触体温計、サーモグラフィーの導入）アルコール消毒の励⾏ 
発熱患者は建物外の発熱外来室にて待機、⼜は自家⽤⾞にて来院の場合は、⾞の中にて待機 
待合室等のレイアウト変更（ソーシャルディスタンスの徹底） 
診察室、手すり等の頻回な消毒の実施 
待合室等すべてにおいてこまめ（定期的）な換気 
来院患者全員に対して、受付で検温（非接触式体温計を使⽤）を実施している 
待合室の椅子について、座席間隔を開けて使⽤する（警戒宣⾔発令時） 
発熱を主訴とする患者等については、「発熱外来」を受診してもらうこととし、他の外来患者と診察
室および導線を区分して、極⼒接触を避けている 

 
② 入院患者に対する対応 
検温と肺炎を疑う症例については胸部のCT撮影実施 
在院期間の⻑い回復期リハビリテーション病院であるためゾーニングをした上での御家族のリハビ
リ⾒学の実施やTV電話などの導入を⾏っている 
外来経由の患者 

全例 CT 実施。CT が⾏えない場合、個室管理としている 
転院患者 

原則外来と同じであるが、前医で CT 実施歴があるか、前病院での入院期間が 14 日以上あれば、
市中感染はないものとして⼤部屋管理可としている 

新型コロナウイルス感染症患者の入院対応が必要となった場合  
新型コロナウイルス(疑い含む)への入院対応が必要な場合に備え、隔離病室を稼働できるよう準備 

そうした患者対応は職員を限定して⾏う予定 
面会、外泊の自粛のお願い 
病棟への入り口を一か所に限定 
新規入院者への個室対応 
入院患者への面会自粛制限を継続している 
（併設の介護⽼⼈保健施設では）面会に訪れた家族等にタブレット端末による面会を実施している 
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面会制限（予約制、面会場所の設置、1 名のみ等） 
患者全員にマスク着⽤を依頼 
発熱患者の個室隔離（新型コロナウイルス感染症が否定されるまで） 
定期的な換気（一⻫放送の実施） 
病室内に部外者の⽴ち入りを禁⽌ 
面会禁⽌の継続（病状説明等必要な場合は、少⼈数、短時間にて対応） 
マスク着⽤の徹底 

 
③ 職員に対する対応 
通達文にて要請（一部抜粋） 
1. 公共交通機関による通勤時のマスク着⽤の徹底 

・公共機関通勤者は、着⽤前日までにマスクを自宅にもち帰る等し、出勤・勤務・帰宅等を通じ
て１日１枚のマスクを着⽤すること 

2. 出勤時の体温測定および記録の徹底 
・全職員は、出勤時に体温測定を⾏い、指定の記録簿等に記入を⾏う（各部署で作成） 
・所属⻑は、出勤者に発熱や症状がないことを確認し、37.5 度以上の発熱、呼吸器症状や感冒症
状が現れた場合は、院⻑に報告すること 

3. 時差出勤の推奨 
・勤務時のスタッフ間の距離を確保し接触場面を減らすことを目的に、業務に⽀障がない範囲で
各部署において時差出勤の導入を検討・実施すること。同時に勤務中においても、常にスタッフ
間の距離を保つように努めること 

4. 対面で⾏う会議の自粛 
・やむをえず会議を⾏う場合は、２メートルほどの距離をとる、換気をこまめに⾏う、⼈数を最
⼩限で⾏う、短時間にて終了するよう努めること（尚、資料配布のみにて対応する旨についても
検討すること） 

5. 宴席等の就業時間外⾏動の自粛 
・家族以外の複数⼈での飲食は原則禁⽌とする 
・歓送迎会等は延期すること 
・娯楽施設等の感染を拡⼤させるリスクの高い場所を避けること 

6. その他 
・全職員は、常時マスクの正しい着⽤および手指消毒の徹底 
・食堂および更⾐室等においても不必要な会話を慎むと同時に密にならないよう細⼼の注意を払
うこと 

委員会、研修会、不要不急な出張・外出の自粛 
コロナ感染疑い者が来院、入院した場合のシミュレーション研修の実施 
防護服等の適切な脱着の研修実施 
始業後、就業前 10 分程度、清掃、消毒業務の追加 
出勤時に現場に入る前に検温を実施しており、マスクについては1日1枚の配布として着⽤の徹底、ア
ルコール消毒の徹底を指導している 
体調不良の際には速やかに上司へ報告する事を徹底している。職員に対してコロナ禍に対する⾏動指
針を示した。会議、委員会について部屋の換気と会議時間を30分以内とする事とZOOMを使⽤した会
議の推進を実施している 
全職員のマスク着⽤と手指消毒の励⾏を実施している 
院内各部署（パソコンのキーボード等を含む）の消毒・清掃を頻回に実施している 
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体温、症状の有無（咳、⿐水、倦怠感等）、家族の体調不良者の有無の記録を義務付けている。休憩
室の最⼤⼈数を設定。最⼤⼈数を超えた場合は研修等で使⽤する広い部屋を臨時開放しており、そち
らで休憩を取らせている 
普段の生活でも、新型コロナが一定数以上発生している地域や、３密が発生することを避けるよう注
意する文章を作成 
常時マスクの着⽤ 
マスクを外しての会話を慎む 
毎日の検温、体調管理 
休憩室等の密を避ける 
基本的感染対策の遵守 
⾏動制限（流⾏地域への⽴ち入り制限、3 密回避） 

 
④ その他 
2020年4月より面会の禁⽌をさせて頂いた。入院患者さんの受け入れについては近隣急性期病院
から転院してくる患者さんでその急性期でCOVID-19患者が出ていない場合、または他科でコロ
ナ患者が出ている場合は通常の入院受け入れをさせて頂いている。在宅から紹介された患者さん
に関しては個室で対応し、3から5日ほど経過観察をしている。院内でCOVID-19を否定出来ない
症例を経験したが保健所の指導のもと感染症指定病院への転院をお願いした。暗中模索で対応を
重ねてきたが、COVID-19患者の治療に関わられる医療機関の後⽅⽀援が⾏えるよう病院として
取り組みを続けていく 
現在第 2 波に備え、疑い患者など屋外にて外来診療ができるようドーム型の診察室設置予定 

 
3．実際に、理事の法⼈施設で使⽤されている資料データを提供されたものは、原文のままを掲載する 

① 
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② 

新型コロナ第二波に備えた対策 

2020 年 7 月 13 日 
 

（スタッフ） 
・出勤時に検温測定実施 
・職員はサージカルマスク着⽤、手指消毒の徹底 
・発熱患者と接するときは、PPE 装着 
・食事は、対面でせず、会話を慎む 
・休憩室が狭い場合は、2 ⼈以上は一緒に入らない 
・会議時は、三密を避けるように、窓の開放、席を離す、短時間にする 
・発熱、感冒症状など新型コロナを疑う症状がある場合は、出勤停⽌とし受診をさせる 
・飲食を伴う宴会は⾏わない 
・感染拡⼤の都市への移動は、自粛する 
 
 
（患者） 
・建物に入るときは、体温測定とアルコール消毒、マスク着⽤ 
・面会禁⽌続⾏ 
・面会許可者には、体温測定と問診票記入、マスク着⽤、面会の時間制限の継続 
・面会制限規定に沿って面会の取り扱いをしている 
・オンライン面会を実施 
 
・外来の発熱患者は、発熱外来か自家⽤⾞内で待機する 
・入院の発熱患者は、個室隔離をする 
・入院患者で新型コロナを疑う場合は、陰圧部屋で隔離をする 
・新入院患者は胸部 CT 撮影を⾏う 
 
・待合室の座席は間隔をあける 
・待合室の雑誌は、撤去 
・診察室、待合室、病棟、日に 2 回は消毒薬で環境整備を⾏う 
・発熱患者が使⽤した部屋、エレベーターは消毒薬で環境整備を⾏い、その後 30 分開放にする 
 
（実習） 
・実習前、2 週間の体調、⾏動の報告をさせる 
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③ 

新型コロナに対する感染防止対策について（５報）            

Ａ）職員向け 
３密の場所を避け、マスク、手指消毒を徹底し、日々、⾏動する事。 
特に、会食を伴う場での感染事例が多く報告されていることから、「⼤声」「⾄近距離」「⻑時
間」はリスクが高いため、昼の休憩では特に留意すること。 

1）体調管理表を再確認し、体温が 37.5 度以上、または 37.5 度未満の場合であっても、他の症状
（健康状況報告書の⑦以外）が１つでもあれば、責任者に連絡をし、出勤を控えること。 

2）ミーティング、委員会、勉強会、研修会等は、これまで通り、標準感染防⽌策及び、換気を図 
り、極⼒間を空けて実施すること。なお、外部からの参加のある勉強会等は、不可とする。 
 

Ｂ）外部者向け 
体温が 37.5 度以上、または風邪症状がある場合は入室、参加を禁⽌。 

1）面会について︓時間︓13︓00〜16︓00 
原則として 1 ⼈のみとし、10 分以内（主治医の許可がある場合は除く） 
面会者は、入室前に体温測定、手指消毒を⾏い、マスク着⽤し、 
    患者さんへの直接の接触を控えるようお願いしてください。 

2）外部業者の出入り 
床屋︓業者側と検討し、中⽌とする。 
外部洗濯（憩の郷）︓マスク着⽤、洗濯物は病室前廊下で提出・回収 

3）作業療法プログラム︓院外散歩は不可とし、敷地内のみとする。 
4）実習の受け入れは不可とする。 
5）入院患者 

原則、外出は院内のみとし、外泊は退院前提の場合のみで、1 泊 2 日とする。 
6）デイケア・ナイトケアは、院外外出プログラムを中⽌し、院内のみとする。 

具体的な活動の詳細は別途、責任者に案内あり。 
7）外部者の出入りを１本化するため、南出入り口は閉鎖とします。 

 
2020 年 7 月 31 日 

院⻑、院内感染対策委員会 
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④ 

感染リスクを抑える為の対応について 

1．病院建物内に入る時は、全員体温測定とアルコール手指消毒、マスク着⽤を続⾏ 
2．職員出勤時、検温実施と記録 
3．多⼈数参加のカンファレンスや会議での食事提供の中⽌ 
4．少⼈数、短時間の会議は可能とし、会議中は換気を⾏う 
5．病院⾏事の忘年会等多⼈数が参加する⾏事の中⽌ 
6．37.5 度以上の発熱患者は問診を⾏い、院内別室待機、適切な個⼈防御具使⽤し対応 
7．入院患者の面会禁⽌続⾏、荷物受け渡しは受付で対応、許可者（特別な理由）はその都度問診と

体温測定を実施 
8．診察室、待合椅子や手摺の消毒を可能な限り頻回に⾏っている 
9．各部屋、事務所、打合せ場所等全て換気を⾏っている 

10．全職員マスクの着⽤ 
11．特別な場合を除いて MR と医師の面談や説明会中⽌を継続 
12．食事、更⾐室内、エレベーター内でのマスク無しでの会話を慎むよう指導 
13．職員食堂での食事は対面式を中⽌ 
14．勤務時間外でも職員はマスク、手洗いなどの感染対策を施⾏ 

 
⑤ 
1．外来対応︓熱発者、呼吸器症状のある⽅は敷地内のプレハブ外来、あるいは救急外来の隔離した

スペースで診察します。原則として胸部 CT を⾏いますが、歩ける⽅は院内を通らず外の通路か
ら CT 室に入ります。ストレッチャーの⽅は院内を通って CT に⾏きますが、その際は移動範囲内
に一般患者は⽴ち入り禁⽌とします。CT と症状から判断し、通常外来に入っていいか、プレハブ
のまま最後まで診るかを決めて対応します。 

2．入院対応︓入院後の発熱対応に関しては ICT の管理のもと適切な隔離を必要に応じて⾏っていま
す。添付「新・熱発者への対応」をご参照ください。 

3．その他︓①②とも関係しますが、リハビリが感染リスク高いと思われますので、これまで疾患別
にチーム編成していたものを病棟別チームとし、リハビリ室の使⽤も病棟や部署ごとに使⽤する
時間帯やエリアを決めて⾏っています。病棟でリハビリを⾏うことも増えました。詳しくは添付
「コロナ対策 リハ室内エリア分け」および「リハビリ室段階的使⽤ 週間予定」をご参照くださ
い。 
専門職別、シチュエーション別の防護体制に関しては添付「使⽤する衛生⽤品一覧」をご参照く
ださい。 
面会制限について︓２週間ごとに面会規制レベルを ICT にて地域の感染状況などの情報をもとに
検討して緩和、厳格化のかじ取りをしてもらっています。「面会制限緩和ロードマップ」をご参照
ください。 
 

添付資料はいずれも現時点のものであり、今後の状況により変更していく予定です。 

次ページに、いただいた添付資料を掲載する 

愛知県医療法人協会報2020  No.249 21



愛知県医療法人協会報2020  No.24922



愛知県医療法人協会報2020  No.249 23



愛知県医療法人協会報2020  No.24924



愛知県医療法人協会報2020  No.249 25



＜表紙掲載会員紹介＞ 
 

＊＊＊医療法⼈珪山会＊＊＊ 
表紙の施設名 鵜飼リハビリテーション病院 

理事⻑ 鵜飼泰光 

病院⻑ 鵜飼泰光 

所在地 〒453-0811 名古屋市中村区太閤通 4-1 

HP アドレス http://ukaireha.kzan.jp/ 

電話番号 052-461-3132 

FAX 番号 052-461-3231 

診療科目 リハビリテーション科 

その他の 
法⼈施設名 

鵜飼病院、⽼⼈保健施設 第１若宮、通所リハウカイ、大門訪問看護ステーショ
ン、中部看護専門学校 

ひと言 PR 

鵜飼リハビリテーション病院は、脳卒中等の急性期の治療を終えられた患者さまに回復期リ
ハビリテーションを提供しています。退院後は訪問リハビリテーション、ディケアの生活期リハビ
リテーションを提供し、ご⾃宅へ帰られたあとも患者さまの能⼒の維持・回復をサポートして
います。 
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＜編集後記＞ 
 
例年より梅⾬が⻑引き８⽉を迎えた。梅⾬が明けたら連⽇の猛暑である。本来なら東京オリンピック

が開催され毎⽇、⽇本選⼿のメダルラッシュが続き盛り上がっていたかもしれない。来年の開催も危ぶ

まれている。購入したチケットはどうなるんだろう。 

 スポーツイベントだけでなく、音楽界もしかり、しばらく演奏会鑑賞も出来ない⽇が続く。オーケス

トラの花、交響曲は、英語でsymphony、ドイツ語でsinfonie、イタリア語でsinfoniaであるが、語源は

ギリシャ語の「syn=共に」と「phone=響く」にある。オーソドックスなパターンは、第１楽章（ソナ

タ形式で書かれた速めの楽章）→第２楽章（ゆったりとした楽章）→第３楽章（メヌエットなどの舞曲）

→第４楽章（盛り上がるフィナーレ）である。「ソナタ形式」とは、「はじめに曲の主題が現れ、その

後別の展開がしばらくあって、やがて最初の主題が再び現れる」文章でいう「起承転結」のようなもの

である。 

 私は、チャイコフスキー交響曲第５番の第３楽章が好きである。この楽章ではスケルツォの代わりに

ワルツ形式が採用されている。第１楽章から緊張感が続く中、一息つく珍しいこのワルツで癒される。 

 今、コロナ禍の真っ只中にいる。終わりがみえない。遠くから眺めて、私達はどの地点にいるのであ

ろうか︖この災い、一息つける時はいつ︖そして一⽇も早く最終楽章を迎えて欲しい。もちろん、アン

コールは不要である。 
（T.T.） 

 
＜報告＞ 

株式会社エフケイ様より、フェイスシールド 480枚を寄贈いただきました 
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