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変化への素早い対応で、
「命を守ることができる」施設へ

医療法人社団
翔洋会理事長

辻 正純

本年1月、中国から始まった新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に全世界に広がり、パンデミックの状態になっております。

日本でも夥しい感染者数が報告され、政府より全国に緊急事態宣言が発令されるまでに至りました。

当法人においても、患者様、ご利用者様の命を守るため、いち早く法人全体で感染予防策を講じるべく、ガイドライン

を作成し、それを基に各所属長、各部長の指揮の下、具体的な感染予防策を講じて参りました。

なお、このガイドラインは様々な変化に応じて更新され、現時点で、すでに第9報に至ります。

具体的な取り組みの一例を挙げますと、クリニックにおける臨時診察室の設営。通所リハビリ自粛者への代替サービスとし

て、訪問リハビリの実施。部署ごとのスタッフ２チーム制の導入。全職員の出勤前後検温、都度手洗い、マスク装着、施設

内における1時間に複数回の換気、午前午後複数回にわたる医療器具、介護器具、待合室の椅子、全ての手すり、ドアノ

ブなどの環境消毒。来場者の制限。ICTを活用したリモート面会など多岐にわたります。

ご利用をいただいている皆様には多大なご心労とご迷惑をおかけし、心苦しく思っておりますが、皆様のご協力で、現時点

まで一人の感染者も出すことなく運営が継続できております。

ここにきて、感染症にも一旦の収束気配が見えてきてはおりますが、これからも安心して翔洋会をご利用頂くために、当法人

が行っている感染予防の取り組みについてご承知おき頂きたく、今回増刊号にてご案内をさせて頂く事と致しました。

私共は引き続き緊張感を持って、大切な患者様、ご利用者様の命をお守りさせていただく所存ですので、今後とも医療法

人社団翔洋会を、どうぞよろしくお願い申し上げます。

辻内科循環器科歯科クリニック外来では、新型コロナ感染症予防策として、テント型の臨時診

察室（発熱外来）を屋外に設営しました。発熱や感冒症状のある患者様は、院外に設置したイ

ンターホンで受付後、院内を通らず直接臨時診察室へ行っていただき、定期的な通院にお越し

下さる患者様と交わらぬよう、動線を分けました。これによって院内感染を防ぎ、患者様にも安心

してお越しいただける環境が整いました。巷では感冒症状のある患者様をお断りする医院もあると

耳にしますが、私共ではこうした万全な対策をとり、原則お断りすることなく診療を続けております。

またこの臨時診察室では、防護服等を装着し、感染対策をしたうえで診察しています。

なお必要と判断した場合は、抗体検査や胸部CT検査、さらにPCR検査（練馬区PCRセンター依

頼）をお勧め致します。通常の患者様の診察におきましても、飛沫感染防止のためのビニールシ

ートパーテーションを使用し、看護師においてもフェイスシールド等の装着、受付もパーテー

ション越しとさせて頂いておりますのでご了承下さい。

医療従事者の感染は、その後接する全ての患者様への感染につながるため、絶対に避けなけ

ればなりません。医療従事者の身を守ることは、患者様の命を守ることに直結します。

また全職員、出勤前・後の検温、手洗いの徹底、頻回な換気や環境消毒などあらゆる感染防

止策を取っておりますので、安心してご来院ください。今後、唾液PCR等が可能になり次第、順次

実施していく予定でおりますので、都度ご案内をさせて頂きます。

辻内科循環器科歯科クリニック
院内感染を防ぐため、
院外に臨時診察室(発熱外来）を設営

臨時診察室外観（上）内部（下）
院内を通らずに行くことができる。

フェイスシールド装着時の看護
師（左）。受付スタッフもゴーグ
ル、使い捨て手袋、マスクをつ
けて（右）。

臨時診察室（発熱外来）における
医師の診察スタイル。

通常診察室における、ビニールシートパー
テーション（辻院長手作り）越しの診察。

外来

通所介護
脳リハビリデイサービス
大泉学園はなみずき

管理者 管谷由紀子

はなみずきも今は、ソーシャルディスタンスを取れる人数で運営しています。お座りいただく

間隔はきっちりと取り、消毒と換気はもちろんのこと、来訪者の制限も徹底しています。

私達スタッフも、ウイルスを持ち込まないよう、細心の注意を払っています。職場はある種の

「清潔区域」と考え、マスクひとつ取っても、職場で使うマスクは職場以外では使用しない。

送迎バスの消毒中。車内は
密を避けて通気良く。

認知症の方もいらっしゃるので、一目で自分の
ものとわかるように作ったマスク入れ。

職場を「清潔区域」と捉え、
ウイルスを持ち込まぬよう徹底する

食事やおやつ前に利用者様に行っていただく手指消毒も、複数の職員

に関わらせず、ひとりが担当するなど、利用者様と触れ合う人間を可能

な限り少人数に抑える、といった努力もしています。脳リハビリのプログ

ラムも、利用者様同士が話し合って行うようなプログラムは避け、個別

に実施できるものを選び、体操もひとりひとりで行っております。今後も

利用者様が安心してお過ごしになれる環境を整えてお迎えいたします

ので、どうぞ安心してご来所下さい。また第二波予防のため、お越しの

際はマスクの着用を、よろしくお願い申し上げます。

通勤時の公共交通機関内や、送迎バスで使っていたマスクを、大切な利用者様と過ごすこの空間に持ち込むことは避けています。

職員が使うものはパソコンの消毒に始まり、トイレも使用後はドアノブからペーパーホルダー、鍵、電気のスイッチなど、触れたところ

は全て各自で消毒します。また利用者様がバスで到着後に手洗いうがいをしていただく洗面台も、１便、２便到着ごとに消毒し常

に清潔な洗面台をお使いいただけるようにしています。

管理者 長谷川泰久
管理者 積田啓子

小規模多機能型
居宅介護
大泉学園やまぼうし

認知症対応型
共同生活介護
大泉学園さくらの家

やまぼうしでは利用者様に来所の曜日をずらしていただき、一日の
来所者数を調整し、密を避ける工夫をしております。また並行して、
自粛された方の入浴を訪問に切り替えるなどの対応策も講じておりま
す。その際様々な浴室の形態に対応できるようシャワーチェアを持
参したりし、安全に入浴をしていただけるよう工夫しております。また
いつも以上に利用者様の小さな変化に注意し、体調の変化を認めた
場合はクリニックへ連絡し、医師の指示を仰ぐなど慎重な対応を心掛
けています。加えて自転車や車を使って通勤する職員を日勤に充て、
公共交通機関を使う職員は電車やバスの空いている時間帯(早番
や遅番）へとシフトチェンジ。利用者様と関わる職員が、できる限り
不特定多数の人間と交わらないよう考慮してい
ます。これからも利用者様の安全を守ることを第一
に、感染防止策に取り組んでいきます。

さくらの家では、私達がウイルスを持ち込まないよう、自分達

の管理をしっかりと行っています。外からの来訪者は必ず検

温、消毒をしていただいております。またご家族様には面会制

限で、大変なご迷惑をおかけしており、メッセージを送れる方に

は、送ったりもさせていただいております。

今後はオンライン面会も導入していく予定でおります。

また空間除菌脱臭機ジアイーノを各ユニットに２台ずつ（計

４台）導入し、それもフル稼働しております。

今年はお花見に行かれないかと寂し

く思っていたのですが、どうしても2020

年の桜を皆様に見せて差し上げたくて

、スタッフがあちこちの駐車場をめぐり

、空いている所を探し当て、人を避け

一番端に車を止め、人のいない場所

から桜を見せて差し上げることができ

ました！ 皆様とても喜んで下さり、私

共スタッフも嬉しかったです。

２０２０年の桜
どうしても
見せたくて

どんな小さな変化も
見逃さないように

手の消毒を職員と一緒にな
さる利用者様手の甲までしっ
かり除菌し、ピカピカに！

新型コロナ予防における、ふきのとうの取り組み 介護老人保健施設
ふきのとう施設長 杉山尚子

まず初めに、新型コロナウイルスに感染され、命を落とされた方々に対し、この場をお借りしてご冥福をお祈りさせていただくとともに、

現在も隔離や入院治療を行っている方々に、心よりお見舞いを申し上げます。この感染症は人類が初めて遭遇する病気のため、

治療薬やワクチンが無く、全世界で多大な被害をもたらしてきました。しかし様々な事が解明されて来ており、近い将来必ず克服できる病気になると

信じております。 とはいえ現時点では有効な治療法の確立には至っておりません。しかし感染症全般に言える事は、ワクチンや治療薬も重要です

が、それよりも換気や清掃、消毒、といった環境衛生や、手洗い、マスク、ソーシャルディスタンスの確保といったセルフコントロールの方がむしろ重

要だという事がわかってきました。当事業所においても誰がいつ感染者となってもおかしくない状況を踏まえ、全職員の検温、マスク着用、こまめな

手洗い、居室・フロアの換気・消毒、ゾーニングの徹底など「感染しない・感染させない」をテーマに全職員で取り組んでおります。

また、設備面ではパナソニック社製空間除菌脱臭機ジアイーノを、1F通所フロアに5台、2、3Fの入所フロアには各4台ずつ計13台、各サテライト

に関してもそのフロア数分導入し、フル稼働させております。これらの感染症対策が奏功し、現在まで、ふきのとうに限らず、翔洋会の全職員及び

全利用者様の中に感染者は発生しておりません。ただ、入所・通所制限等でご利用を自粛頂いているご利用者様もおり、自粛が長引くと、今度

は新型コロナウイルス感染による弊害以上に、リハビリの休止等による筋力低下から来る、身体機能の悪化や認知機能の低下等、別の

問題が起こってくる可能性があります。 そこで、翔洋会では東京都の新型コロナウイルス感染者数の減少や全国の緊急事態宣言の解除等

を踏まえ、感染予防策を継続したうえで6月を目途に入所・通所サービスの全面再開を予定しております。何事にも「絶対」という言葉はありません

が、翔洋会では万全の態勢で皆様をお迎えする準備を整えておりますので、どうぞ安心してご来院・ご来所頂けますようお願い申し上げます。



リハビリにおきましては、通所で行っていた集団体操は、利用者様が各自ソーシャルディスタンスをとった上、指導ビデオを見

ながら行う方法に変更しております。以前のように皆様の前でスタッフが大きな声で指導するのは、リスクを伴うと判断したからです。

また６月からは段階的に人数が元へ戻ることを見越し、利用者様同士の間に置ける透明なパーテーション（遮蔽板）

（前頁下、写真）を作成中です。これがあれば食事やおやつ

中にも、飛沫の心配をせず安心して会話を楽しめるようにな

ります。加えて空間除菌脱臭機「ジアイーノ」も、１階だけで５

台設置（リハビリ室含む）しています。ジアイーノは２階、３階の

入所フロアにも各４台ずつ設置されており、ふきのとう全体とし

ては１３台をフル稼働させています。

緊急事態宣言解除後も油断せず、ご利用者様の命を守る

ために、デイケア・リハビリスタッフ全員で知恵と力を出し合って

行きたいと思っています。

デイケアスタッフ、リハビリスタッフが一丸となり、朝から夕方ま

で複数回にわたって行う環境消毒。利用者様が触れるあらゆる

ものを徹底的に消毒し、その安全を守っています。

今回の新型コロナ対策で、２階、３階フロアは大改革をしました。１階と同じレベルの消毒と換気

に加え、２階、３階は外からの人の出入りを徹底的に制限しています。スタッフも私達２階の人間

と、担当リハビリスタッフ以外は入れません。ご家族様や業者様も、他フロアの職員の行き来もなし（

夜勤時の看護師は別）。１階で行っていたリハビリも、いまは２階で行い、担当リハビリスタッフ以外は

関りません。利用者様も退所はしていただけますが、新規の入所はお断りしてきました。これは３階フロ

アも同じで、つまりここには本当に限られた、数名の人間しか入れないわけです。

私達スタッフ全員がこれまで以上に自覚を持ち、自分の行動が利用者様の命を左右する、

ということを忘れず行動するようになりました。もしもスタッフの家族が勤める職場で感染者

が出たような場合には、その家族のPCR検査の結果が陰性と判明するまで、スタッフ本人に

も休業してもらいます。また休憩にしても密の状態を作らないよう、休憩室に３人以上は入ら

ず、昼食も別々な場所で摂るように致しました。精神的に大変な負担ですが、私達にはその

責任がある。利用者様の命を守るために、これからもできる限りのことをして行く覚悟です。

おしぼりやリネン類の納
入業者も入口までしか
入らず、荷物は職員が
運ぶ。ご家族様のお
持ちになる洗濯物類も
入口で預かる。

感染の疑いがある方に入って
いただく個室(写真上）。トイレ、
洗面所、テレビ完備。

入所フロア

介護科長
千葉倫子

介護老人保健施設
大泉学園ふきのとう

２階

「自分の行動が、利用者様
の命を左右する」という自覚。

リーダー
石澤百理

３階も２階同様、徹底的な入場制限実施中です。入所中の皆様にはいろいろとご不便をおかけして、本当に申し訳なく思っており

ます。でも、皆様も「ここが一番安全」と思っていらっしゃるようで、「帰りたいけど、コロナだからねぇ」と、淡々と過ごしていらっしゃい

ます。トイレの時の手洗いに加えて、うがいも自らなさるなど、ご自身で今の状況を理解し、予防もしていらっしゃる。

リハビリも担当者しか上がれないし、私達以外は誰も立ち入れない。私達も今回ほど、「重い責任を担っているのだ」という自覚

を持って、仕事に臨んだことはありません。利用者様おひとりおひとりの、かけがえのない命をお預かりしている身と思い、家に帰っても

家族とも距離を保つようにしています。そして万が一にも感染者が出た場合、その担当をまだ幼い子供を育てているスタッフに背負わ

す事は出来なく、自らを奮起させ、一時、遺書を書く覚悟もしました。このような話が、いつか笑い話になって欲しいと願うばかりです。

利用者様も、ご家族様も、今回の面会制限では辛い思

いをされているため、少しでもそのお気持ちに応えられ

たらと２，３階はテレビ電話面会を始めました。久しぶり

のご家族様との会話、そして笑顔は、何よりの心の励

みと、大好評をいただいています。消毒に関しては、３

階も徹底しています。そして有難いことに、利用者様も

お手伝いしてくださいます。使い捨て手袋も付けての

念入りなお仕事には、スタッフも大感動しました。

入所フロア 介護老人保健施設
大泉学園ふきのとう

３階
「家に帰っても、家族とは距離を置く」

命を預かる。その覚悟。

スタッフが付き添い、車椅子で消
毒を手伝って下さる利用者様。

ご家族とお話しできるテレビ
電話面会。予約もいりません
ので、お気軽にどうぞ。

ただ、面会希望者にはタブレットを使ったテレビ電話面会を実施しております。画面越しになりますが、ご家

族様のお顔が見られ、お話できることは、入院中の患者様には何よりの励みとなりますので、ぜひご活用く

ださい。また今回、細菌感染（細菌性肺炎や尿路感染症）とウイルス感染の鑑別を目的とした、血液中

の血球を計る血球計数測定装置を導入したことで、細菌性肺炎とウイルス感染症による肺炎のふるい分

けが出来るようになり、一層の院内感染防止に繋がると考えております。

リハビリについては、外来の患者様と交わる１階のリハビリ室は避け、病棟から老健へ通じる渡り廊下を

病棟専用臨時リハビリ室として実施しております。使用する器具は、事前にスタッフが念入りな消毒を行

っております。リハビリでは定評のある翔洋会ですので、その名に恥じぬよう、リハビリスタッフ一同退院後の

患者様の生活をより豊かにするために、誠心誠意サポートさせて頂く所存です。

写真左右、病棟から老
健へ続く渡り廊下。ここ
で入院の患者様はリハ
ビリを行う。つきあたりの
老健側からは、防火扉
が閉められており、立ち
入ることはできない（写
真左）。

２階病棟におきましても、業者様はもちろん、ご家族様の立ち入りも制限させて頂いてお

ります。ご迷惑をおかけしており大変心苦しいのですが、どうかご理解下さい。

老健へ繋がる廊下も、２階
病棟も、全ての来訪者の
出入りを禁止。
（写真左）

新型コロナ感染症のふるい
分けのために新しく導入した
血球計数測定装置。

歯科医師
村尾宏池

歯科は、歯を削ったり、歯石を取ったりと、非常に細かいしぶきを浴びる処置が殆どで、マイクロ飛沫（エア

ロゾル）感染のリスクが高い環境です。そのため日頃からスタッフも感染対策には理解を示してくれていたの

ですが、今回は、＋コロナ対策ということで、更に強固な対策を講じることになりました。

テレビなどで知られているように新型コロナの感染力は非常に強いため、まずスタッフを月・火・水チームと、

木・金・土チームの２チームに分け、万が一感染者が出てもスタッフの全滅を避けられるように致しました

。

歯科
最優先すべきは何か。
それは患者様の命を守る事

手作りフェイスシールド
にニコちゃんが。患者
様方にホッとしていただ
きたいという院長の気
遣いが感じられる。

７０リットルゴミ袋を使
って作った防護服。
通気性がないため
暑いのだけれど安
全第一！

自分でフェイスシールドや防護服を作ってみました。探せば売っていますが、それはぼくら

よりもっと切実に防護服を必要としている、医療現場の方々に譲りたい。写真の防護服は７

０ℓゴミ袋を使って作った自信作です。なかなかうまくできているでしょう？ コストも７０円と

いう優れもの。もちろん使用は一回限り、一回の診療でマイクロ飛沫を浴びてしまうためで

す。防護服を脱ぐ場所は一か所に決めておき、そこに清潔なものは置かない。また着る場

所は、器具の消毒も行う清潔な場所にしています。

これからも万全の体制で患者様をお迎えできるよう、スタッフ一同、努力して参ります。

しかし出勤するスタッフの数が半分になるので、いつもと同じ数の患者様は診察できなくなってしまいます。しかし本当に優先すべき

ことは何か。それは、大切な患者様をウイルスから守り、ひいては命を守る事です。そこで患者様には、お電話で、4月からは

緊急な患者様を優先し、症状の安定している患者様やメンテナンスのための来院は延期していただけるようお願いをしました。皆様

には快くご理解、ご協力をいただきまして、とても有難かったです。

この２チーム体制は５月中旬までで終了し、いまは元通りの１チーム体制に戻しています。運営も６月いっぱいかけて段階的に

通常時へと戻します。実は今回、個人防護具の充実にも力を入れました。

デイケア

デイケアでは緊急事態宣言後、密を避ける「ソーシャルディスタンス」を保てる環境を整え、利

用者様をお迎えしています。例えば以前は４人で使っていたテーブルも、今は２名で、向かい合わな

いよう対角線上に座っていただき、利用者様同士の飛沫を避けられるようにしています。また朝から

窓やドアを開放し換気の徹底を行うとともに、一日複数回の環境消毒を行っております。

サブリーダー
金子道範

緊急事態宣言解除後も
守り抜く命がある

介護老人保健施設
大泉学園ふきのとう

１階

ソーシャルディスタンスをとり、ビデ
オ指導を見ながら行う集団体操。

デイケアテーブル
で利用者様同士
が使用する透明
なパーテーション（
写真左）。受付に
も置かれ、安全な
営業へ。

通所を自粛した方々を対象に、リハビリ部では緊急

対応として、訪問してのリハビリを提供して参りまし

た。また自宅でできる運動をおさめたDVDや紙媒体

を一軒一軒ポスティングもさせていただきました。ス

テイホーム期間にも体力維持をしていただきたいと

いう、リハビリスタッフの切なる願いからです。

病棟

万が一感染疑いのある方が発生した時のため、常に個室を一室、空室にしています。

有事の際はそこに一定期間滞在していただき、健康観察を致します。

左は空間
除菌脱臭機
「ジアイーノ」。
ふきのとう
全館で
１３台導入。


