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当院での新型コロナウイルス感染症への対策
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新型コロナ感染に対する当院の取り組み 病院長

日頃より、共済病院の運営に関し、ご協力いただいておりますことに感謝を
申し上げます。さて、今回は当院における新型コロナに対する取り組みを
お知らせします。

＜発熱外来の開設について＞
4月には緊急事態宣言に至った際、感染症指定病院を中心に帰国者接触者
外来が設置されましたが、当院では万が一の新型コロナウイルス感染者と
一般受診者が病院内で接触しないようにするため、3 月 2 日より帰国者
接触者外来に準ずる発熱外来を設けました。
病院への入り口を駐車場側の1つにして、入館者に検温チェックと症状チェックを行いました。
発熱やかぜ症状のある方は診察時間を限定して全て予約診療とし、病院裏口から入館して
急ごしらえの診察室に入っていただき、職員は防護具を着用して診察いたしました。
当初はPCR検査依頼のため保健所に電話しても話し中ばかりで、イライラが募ることも多くあり
ましたが、その後PCR検査が保健所以外でもできるようになってからは当院でもPCR検査を
開始しております。

＜入院について＞
新型コロナは2類感染症であるため、感染者は入院が必要でした。コロナ病床に関しては、
当初はさいたま市立病院を始め、基幹病院が感染者の入院受け入れを行ってくれましたが、
感染拡大に伴い医療崩壊の懸念が出始めたころからは、当院もコロナ病床開設の検討を始め
ました。
当院は地域医療を旗印に、住民の皆様の健康な生活を守る取り組みをしてまいりました。
その一つが、自治医大さいたま医療センターやさいたま市立病院と連携することにより、当院で
治療できない重症患者さんをお願いしてきましたが、それらの病院に余裕がなくなればその受け
入れも止まってしまいます。つまり、当院にかかりつけの患者さんに高度な医療が必要になった
としても、受け入れできなくなってしまう懸念が出てきたのです。
どうすればそのような患者さんを安全な治療に結び付けられるか？当院が軽症コロナ感染患者の
入院を受け入れることで基幹病院を身軽にし、コロナ重症患者や高度な医療を必要とする非感染者
の治療を滞りなく行えるようにすることで、少しでも地域の役に立ちたいと考えました。
もちろん、新型コロナ感染患者の受け入れは簡単なことではありません。職員や非感染の入院
患者さんにも感染が広がる可能性があり、何も当院がやらなくてもいいのではないかという声も多く
ありました。しかし、感染防止の訓練を繰り返し行い、職員一人一人の感染防御技術を高めることで
可能になると判断しました。何よりも、この地域のためになることならやりましょうと職員が使命感を
表明してくれたことが、私にとっては後押しとなりました。このような職員を誇りに思いました。

以上のような経緯で5月下旬から新型コロナ患者の入院の受け入れを決め、これまで数名の
患者さんを受け入れました。かかりつけの患者さんやご家族には不安を覚え、またいろいろな
規制を作ってしまうためにご不便をかけると思いますが、われわれは科学的根拠に基づいた
感染対策を行っておりますので、どうかご安心ください。
今後もご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

病院長・理事長 本松茂
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本年度は健診受診者が減っています
安心して健診受診してください 健診センター

「いつまでも健康でいたい！」

これは、みんなの願いです。健康で長生きするためには、
生活習慣病の予防と早期発見が大切です。
私たちは、健診を通して、みなさまのすこやかな日々の暮らしと
長寿のためのお手伝いをさせていただいています。

健診業務は、月曜日から土曜日の午前中まで、健診を中心に行っています。
人間ドックを始め、企業契約の一般健康診断（雇用時の健康診断・定期健康診断・特定業務従事者の
健康診断・）特殊健康診断、特定健診を行っています。
また、さいたま市民を対象として、国保ドックや特定健診を始め、後期高齢者ドック、後期高齢者健診、
がん健診（肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・子宮がん・前立腺がん・腫瘍マーカー測定）、
Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検診、女性のヘルスチェック、骨粗しょう症健診等を行っています。

これらの他にも、企業からの求めに
応じてインフルエンザ等の予防接種
活動、産業医活動も行っています。

お気軽にお問い合わせください。

健診センター 事務部門長 大澤一友

お申し込み・お問い合わせ

TEL. 0120 - 635 – 655

（健診センター直通）

当院では下記の職種の募集をしています。
奮ってご応募ください。

・医療相談員（社会福祉士有資格者もしくは実務経験者）
※新卒不可
・看護師（新卒・既卒）

採用情報

URL: http://www.kyosai-hosp.or.jp/recruit

詳細はこちらの
QRコードより
ご確認ください
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遠隔面会のご案内 総務課

当院では、専用のスマートフォンを用いて入院中の患者様との
「遠隔面会」が できるシステムをご用意しております。

「遠隔面会」は下記により実施いたします。
（完全予約制：当日の面会予約は不可）

・ 面会をご希望の方は、患者様が入院されている病棟に
ご連絡ください。面会の日時を予約いたします。
・来院いただいての遠隔面会とさせていただいております。

・予約時間：月曜 ～ 金曜 ／ 午後２時 ～ 午後４時（時間厳守）
・面会時間：月曜 ～ 金曜 ／ 午後２時 ～ 午後４時（平日のみ）
・面会回数：週 1 回まで
・面会時間： 1 回 10 分程度、面会者はご家族 2 名まで

申し込み 問い合わせ（面会予約担当者：各病棟クラーク）
連絡先 共済病院代表電話 048-882-2867

詳細はこちらの
QRコードより
ご確認ください

受付での感染対策 医事課
受付では、以下の対策をしております。

１：入り口にて検温、感染症対策用問診療の記入依頼
２：受付にビニールカーテン設置
３：診察券、保険証や、お会計での金銭の受け渡しに、トレーを使用
４：受付周囲や問診票記入で使用したボールペンの消毒

また笑顔を忘れずに患者様が安心して受診できるよう、継続していきたいと思います。
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発熱外来・感染対策について 医局
今年は、新型コロナウイルス感染の世界的な流行で、私たちの日々の生活は様変わりしました。

これから、冬にむけ季節性インフルエンザの流行も心配です。

当院では、高血圧や糖尿病、腰痛などの慢性疾患の診療を行うとともに、

発熱を生じる肺炎や尿路感染症、外傷、骨折などの急性疾患の対応も行っています。

新型コロナウイルス感染は、皆様もご存じのように無症状の場合も多く、

「見えないウイルス」への対応は難しいところがあります。

しかしながら、地域の皆様が少しでも安心して当院への受診ができるよう、全職員が感染対策の

基本的から再度学びなおし、日々の診療に取り組んでおります。

今回は、その取り組みの一部を紹介させていただきます。

受診時にはお手数をおかけしている部分もあるかと思いますが、ご協力をお願いいたします。

お熱はない
ですね！

今日も汗だくだ…💦
早くシャワー
浴びたい！

いざ、感染防御着
着脱訓練！

写真がみえないよお

通常外来入口

発熱外来

発熱・かぜ外来
平日午後に通常外来とは

別の場所で行っています。要予約

診察時間：月～金 １３時～１６時
受付時間：月～金 ９時～１２時

048-882-2867（代表）
※電話が大変繋がりづらくなっております

入口での検温

研修会

寝てないですよ

毎年恒例の七夕飾り
アマビエにもお願いを…

まずは
基本が大事！

発熱外来診察室
通称：たまねぎハウス
内部は次回公開！

お熱は
ないですね！

５
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安全な看護提供の取り組み 看護部

共済病院看護部では、地域の皆様に寄り添い安心して通院、
入院治療に専念していただけるように日頃からスキルアップのための
勉強会や取り組みを以下のように行っています。

＜安全な看護提供の取り組み例＞
・３月～４月より、感染防護具不足の中、感染対策の基本の再確認と、
感染防護具の着脱訓練を全看護師が施行。
・日々の健康管理を徹底のため、毎日朝夕の検温手帳を勤務ごとに、
各所属長がチェック。
・休憩時間は3密を避け、お互いにマスク着用後に会話。

もともと感染症病床のない当院でしたが、新型コロナウィルス対策として
新しい知識と感染に対する再学習をすることで、それが各々の強みとなり
現在の安全な看護提供が継続できるよう努力を続けてまいります。

地域の皆様におかれましても、手洗い・マスク着用等の感染予防に努めて
いただき、日常生活を健康に、お過ごしくださいますように願っております。

安心して検査を受けていただくために 検査科

患者さま、健診受診者さまに安心して検査を受けていてだくために

検査科でおこなっている安全対策をご紹介します。

１ 患者さまへの体温測定と問診、マスク着用（入館時確認）

２ 検査技師のマスク、ゴーグルまたはフェイスシールド着用

３ 患者さま、および検査技師の擦式アルコール手指消毒薬または手洗いによる手指衛生

４ お一人ごとの検査終了時に検査機器や超音波プローブ、心電図電極、ベッド、

ヘッドフォン、脱衣カゴ、椅子、ドアノブなどを消毒薬含有紙で清拭消毒

５ お一人ごとの検査終了時にドア開放による換気を行い、検査間隔を５～１０分程度空ける

６ 検査待合の椅子や手すり、エレベーターボタン、電子カルテキーボードやマウスなどの

定期時間での消毒薬含有紙で清拭消毒

７ 心電図や心臓超音波検査では患者さまの皮膚の状況を考慮し、使い捨て電極の積極的使用

８ 検査技師の朝晩の体温測定、発熱、咳などの症状があれば休む、各種ワクチン接種、

業務の配置換えなどを行い健康管理体制の強化をはかる

検査科一同

新型コロナウイルス感染拡大状況下の現在は、

基本的に呼吸機能検査を中止しています。

その理由は、肺結核や新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のような

ウイルスが診断されずに検査を受けることがあるからです。

呼吸機能検査では努力換気が行われウイルスが排出される可能性が高いため、

再開については社会情勢を踏まえ検査再開の時期を判断いたします。



－材料－（2人分）
・鶏もも肉 2枚（200ｇ）
・塩 少々

A

・プレ－ンヨ－グルト 100ｇ
・塩小さじ1弱
・にんにく 1/4かけ（すりおろす）
・粒マスタ－ド 小さじ2

付け合わせ
・パプリカ赤黄 各1/2個 乱切り
・クレソン 適宜
・レモン くし形2切れ
・オリ-ブ油（エキストラバ-ジン）小さじ2
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管理栄養士が勧める免疫力アップメニュ－
このウイルスに立ち向かうには、 持てる自己免疫力を高めていくことが何よりも大切のようです。

さて、免疫力を高める栄養成分として代表的なものには、ヨ－グルトに含まれる乳酸菌やきのこに

多いβ－グルカン（水溶性食物繊維）による整腸作用、緑茶カテキン等を始めとするポリフェノ-ル

や緑黄色野菜のβ－カロテンによる抗酸化作用等が知られています。

これらの栄養成分は私たちの体に備わる自然免疫の一つであるNK細胞（ウイルスや病原体の

殺し屋でナチュラルキラ－細胞と呼ばれる）の活性を高めるといわれます。また新型コロナウイルス

感染者の腸内細菌叢を調べた研究で、重症者では軽症者に比べ善玉菌が減少していたという報告

があり、腸内環境を整える重要性が改めて注目され始めています。

そこで今回はこの毎日摂りたいヨ-グルトやきのこ、緑黄色野菜等を使った免疫力アップメニュ－を

ご紹介します。

－作り方－

① 鶏もも肉は筋切りし、厚みを均一にそろえて塩を振り10分置く。

② ビニ－ル袋にAと鶏肉を入れてよくもみ込み、半日～1日冷蔵庫で漬け込む。

③ 天板にクッキングシ－トを敷き、②の鶏肉を皮目を上にして並べ、粒マスタ－ドをのせ、
250℃に予熱したオ－ブンで15～２０分焼く。

④ パプリカ、クレソン、レモンを添えて盛り付け、オリ－ブ油をかけていただく。

＊ヨーグルトに漬け込むことでお肉が柔らかくなり、加熱すると酸味も気になりません。

塩分が気になる方は塩を半分に減らし、カレ－粉を入れてタンドリ－チキン風にすると

おいしく食べられます。

ヨ－グルトチキングリル

1人分栄養量
エネルギ－285kcal 塩分2.5ｇ

～コロナに負けないからだ作り～ 栄養科
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管理栄養士が勧める免疫力アップメニュ－
ヘルシ－カルボナ－ラ

－材料－（2人分）

・スパゲッティ 140ｇ

・ベーコン 2枚

・しめじ、エリンギ、マッシュル－ム

好みのものを合わせて200g

・プレ－ンヨ－グルト 200g

・卵黄 2個分

・パルメザンチーズ 大さじ2

・塩 小さじ1/2

・胡椒 少々

・にんにく 1/4片

・オリ－ブ油 大さじ1

・パセリ 少々

－作り方－

① ベーコン、きのこ類は食べやすい大きさに切り、
にんにくは粗みじんに刻む。パセリはみじん切りに
してぺ－パ－タオルにとり水気をとっておく。

② スパゲッティは茹でておく。

③ ボウルにプレ-ンヨ-グルト、卵黄、パルメザンチ-ズ、塩、
胡椒を入れ混ぜ合わせる。

④ フライパンにオリ－ブ油とにんにくを入れ火にかけ、

⑤ 香りが出たら、ベ－コンとキノコを入れて炒める。

⑥ 具材に火が通ったらいったん火を止め、③を加える。

⑦ ひと煮立ちしたらスパゲッティを手早く絡める。

⑧ ⑥皿に盛りパセリを散らす。

1人分栄養量
エネルギ－620kcal 塩分1.9ｇ

けいこ‘ｓ ポイント

30％エネルギ－ダウンでヘルシ－に❕

生クリ－ムの代わりに
ヨ－グルトを使用❕

スパゲッティを減らし
きのこ増量で
ボリュ－ムアップ❕

＊豆知識＊

🔸緑黄色野菜の色素であるβ－カロテンはビタミンAの前駆体でプロビタミンAとも呼ばれます。
ビタミンAは脂溶性ビタミン、緑黄色野菜は油脂類と一緒に摂取するとビタミンAの吸収が良くなります。

🔸乳酸菌の一つであるビフィズス菌はヒトの大腸に存在する善玉菌ですが、加齢とともに減少して
いきます。酸に弱く生きたまま腸に届くのが難しいといわれ、ヨーグルトを始め飲料やサプリメント等
が数多く研究されています。生菌はもちろんですが、死菌であっても善玉菌のエサになる等有用が
わかっています。ご自身のぺ－スで毎日少しずつ、好みに合ったものを選んで食べるのが良いでしょう。

🔸水様性食物繊維は善玉菌のエサになるだけでなく、食後血糖の上昇を抑えたり、コレステロ-ルの
排泄を促す等様々な生理作用があります。

文・料理製作 共済病院 栄養科 和田 啓子



●生活不活発病について
「生活不活発病」とは、「動かない」（生活が不活発な）状態が

続くことにより、心身の機能が低下して、「動けなくなる」 ことです。

「動かない」と「動けなくなる」！

「寝るより座る、座るより歩く」！

外出できない時、自宅で身体を動かして

生活不活発病を防ぎましょう！

９

自粛における自宅でできる運動プログラム
リハビリテーション科

「安静第一」は思い込み！「無理は禁物」
「動くと邪魔になる」などと思いこまないようにしましょう

安静は

最小限 に ! !

●運動方法

●運動習慣
運動の習慣をつけるには、約６０日間かかるといわれて
います。『毎日続けるのは・・・。』と難しく考えず、
疲れているときは１日くらい休んでも問題はありません。
まずは１回！できる運動を今日から始めてみてください！

頑張りすぎないことがコツ！
楽しみながら続けましょう！

※１０回１セットから始め、可能であれば
３～４セットおこなってください。
１日２回（午前・午後）を目標にしましょう。

※痛みが出たり、痛みが増す場合は速やかに中止し、
医師にご相談ください

https://4.bp.blogspot.com/-Wn71ox9Q41s/Vf-aKgnEsrI/AAAAAAAAyD4/v773rrnYI5s/s800/dame_woman.png
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１：スクワット

肘掛けのない椅子に座り、両手を交差して胸に当て、
足は肩幅程度に開きます。
椅子に座った状態から立ち上がります。

椅子などにつかまりながら ももに手を置いて
何もつかまらず
両手を交差して

強度

低め
強度

高め

① ③②

２：踵上げ運動

なるべく膝を伸ばしたまま、できるだけ高く踵を上げて、背伸
びをします。下ろすときも力を入れてゆっくりと
下ろします。足は肩幅に広げて立ちます。



１１

スポーツ・肩・膝外来開設のお知らせ 整形外科

9月から金曜日午後に整形外科で外来を担当している

笹沼秀幸と申します。

私の専門は肩関節と膝関節です。この2関節はそれぞれ

上肢と下肢の要になる関節であり、怪我をすると生活に

大きな支障をきたすことがあります。

お子さまからご高齢の方まで障害を受けることが多い関節です。

スポーツ障害によって急激に障害を受けることもありますし、

長年の変化で軟骨が摩耗して変形性関節症をきたすことも

あります。治療の第一歩として大切なことは、正確な診断を

行って、安心できる治療を開始することです。

まず、関節の痛みで不安を抱えているならば、遠慮なく外来に

おいでください。わかりやすくご説明し、正確な診断と治療を

ご提供いたします。

編集後記

今年は暑い夏が過ぎたら、急激に朝晩冷え込んできました。

新型コロナ感染症と普通の感冒症状との違いが分かりにくいため、日々の体調管理に十分気を付けて

日々を過ごしています。

さて、本号より紙面配布からホームページからWeb配信にリニューアルいたしました。

閲覧していただいた方から、感想や今後医師や医療技術部門、事務部門に聞いてみたいご要望が

あれば、ご意見をお聞かせください。今後ともよろしくお願いいたします。

（Mｒ.M.）

次号は２０２１年１月に発刊予定です


