
当院は、（公財）日本医療機能評価機構の定める認定基準を取得しています。

鶴岡市立湯田川温泉
リハビリテーション病院の
基 本 理 念

私たちは、患者・利用者の皆様の尊厳と自己決定権を尊重し、
心の通った医療、介護とリハビリテーションを提供します。
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　デイケアでは、12月 16日～22日までクリスマス会を開催しました。
　今年は、グラスアート作りに挑戦！グラスアートとは、瓶に砂を敷き詰め、その上に
サンタクロースや雪だるまなどのマスコットや、宝石のように綺麗な石を並べて、ジェ
ルワックスで固めたアート作品のことです。（グラスアートの作り方は様々な方法があり
ますが、今回はこの方法で作りました。）
　利用者の皆さんは夢中になって取り組んでいました…★
　「楽しかった！」という声も多数あり好評でした。
　おやつは美味しいケーキと紅茶でティータイム♬楽しいひとときを過ごしました。

新年明けましておめでとうございます。今年は丑年ですね。新型コ
ロナウイルスが一日も早く終息し、東京オリンピックや甲子園の開
催など躍動感溢れるスポーツを昨年の分までモウ～ともっとギュー
ぎゅう詰めにして楽しみたいものです。
　皆さまにとって素晴らしい一年になりますように。広報「しらさ
ぎ」を今年もよろしくお願いいたします。 （野球小僧）

クリスマス会クリスマス会

謹賀新年

デ イ ケ ア 室

特別賞おめでとうございます！

デイケアを利用されている水野歳子さんの作品です。

グラスアート作品
クリスマス給食

デイケアにも
サンタさんが来た

クリスマス会
楽しんでます！

景品開
封！

何かな
～？？
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　12 月 8 日と 14 日に、院内感染対策研修会を開催しました。今回は、新型コロナウ
イルス感染症について取り上げ、主に「新型コロナウイルスについて」、「検査について」、
「感染予防の徹底について」、「当院外来受診までの流れについて」をお話しました。
　庄内地域では、連日新型コロナウイルス感染症が確認され、医療機関でのクラスター
も発生しています。こうした中、職員も毎日緊張した中で勤務していますが、更に、
標準予防策（手指衛生、マスク・手袋などの個人防護具の着用、咳エチケット等）、感
染経路別予防策（空気予防策、飛沫予防策、接触予防策）、3密（密閉、密集、密接）を避ける、
感染リスクが高まる「５つの場面」に十分留意する、発熱等症状のある時は出勤せず
電話で所属長に連絡し指示を受ける、を徹底し院内感染対策予防に努めたいと思います。

院内感染対策研修会
看護部長　齋藤　栄美子

地域医療連携室　係長　根本　敦子　
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    院長　

感染リスクが高まる「５つの場面」

場面1 飲食を伴う懇親会

場面4 狭い空間での
共同生活

場面5 居場所の切り替わり

場面2 大人数や長時間の飲食 場面3 マスクなしでの会話

※厚生労働省HP参照

　令和 3年、明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
旧年中は、当院運営に関して、各方面より、色々とご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し
上げます。
　新年を迎えるに当たり、当面病院が直面しております新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）に対する当院の取り組みについてご報告し、皆様のご協力とご理解をお願
いする次第です。
　ご存じの通り、本ウイルスに罹患すると、若年者は軽症で済むことが多いですが、特に
65 歳以上の高齢者や基礎疾患のある方は重症化し生命を脅かす可能性があります。その勢
いは未だ全世界で衰えることなく、2 波、3 波という形で蔓延し､1 月 7 日関東地区に緊急
事態宣言が発令されました。当地域でも、緊張感を持って対応する必要があります。
　当院に入院している患者さんは、平均年齢は 82歳とご高齢で、しかも、多くの方が様々
な基礎疾患をお持ちで、ひとたび COVID-19 にかかると重篤になる可能性が高い方々で
す。従いまして、先ずは入院患者さんを新型コロナに感染させない対策が重要です。特に、
リハビリテーション病院は、職員と患者さんがリハビリテーションや看護、介護で密に接
触する機会が多く、「濃厚接触者」が容易に発生し、一度に多くの方が感染する、「クラス
ター」を起こし易いと考えます。これを予防するため、幾つかの対応をしています。ご不
便をお掛けすると思いますが、患者さん、病院を守るための大切な手段ですので、ご承知
置き下さい。以下、当院の主な対策をご説明致します。
1．面会禁止と入院前PCR検査
　ウイルスは外部から院内に運ばれ感染が広がりますが、院内入り込み経路の一つの重要
なルートは、面会者と患者さんです。従いまして、当院では当分の間、病状等で主治医が
特に許可した方以外は面会を禁止しています。また、在宅あるいは施設から直接当院へ入
院する場合は、ウイルス持ち込みの可能性がありますので、入院前の「聞き取り調査」の
実施と必要に応じての「入院前 PCR検査」を実施しています。
2．オンライン面会
　長期間の面会禁止は、患者さんに孤独感や、不安な気持ちを持たせてしまいますので、
ご家族のスマートフォンなどを使用した「オンライン面会」が出来るシステムを設置して
います。ご案内のパンフレットがありますので、お問い合わせ下さい。
３．職員感染の予防
　院内への感染入り込み経路のもう一つの重要なルートは職員です。リハビリテーション
病院では、日頃職員と患者さんとが接触する機会が多く、職員の感染は、（濃厚）接触か
ら感染が波及し、患者さんや職員が多数感染する（クラスター）危険性が高いと考えます。
そこで、職員の感染発生を抑えることが最重要と判断し、不要不急の県外への出張や県外
旅行の自粛、院内でのマスク着用など、職員が、自ら感染を予防する様院内体制の整備と
共に指示をしています。
４．感染症発生時の対策
　院内の感染対策として、ハード面とソフト面でのマニュアルを作成し、病院全体で遅滞
なく対応出来るよう、準備を整えております。当地区の感染症取り組みを指導されている
庄内保健所からの指示、連携の下に、適宜対応を進めています。昨年 11月当院のマニュ

アルに則り、「新型コロナウイルス感染症対策本部」（本部長　院長）を立ち上げ､これま
で６回本部会議を開催し、出来るだけ新しい情報を共有し、職員一同で意思統一をしてお
ります。
5．ゾーニングの設置と医療職員の対応　
　院内に感染が起きたとき、感染者および濃厚接触者を隔離する為、院内に「準隔離病棟」
を設置し、感染の可能性のある方をここに移動させ､感染拡大を防ぐ体制を作ります。
この措置により、院内の感染波及を最小限に抑えることが出来ると考えています。この様
な状況の時は、必要な患者の移動、医師、看護師を中心とした医療体制の組み替えを行い、
さらに、外来、新入院、デイケアの停止などが院内感染発生時の基本対策になります。
　以上当院の現時点での考え、対策を述べました。本感染症に対しては、未だ完全な予防、
治療体制は確立されていないため、状況に応じて、臨機応変の対応が必要となります。山
形県などの行政や医師会、周辺医療機関とも協力し、指導を受けながら、当病院職員が一
致団結して、めげずにこの難局に当たる気構えが重要と考えています。
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