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透析センターのご紹介
　平素より大変お世話になっております。 今月は透析センターのコロナ対策に関してご紹介させていただき

ます。 より一層地域のみなさまのご期待に添えるように努めて参りますので、 引き続きご指導 ・ ご鞭撻のほ

どよろしくお願いいたします。

　2019 年 12 月に中国湖北省武漢市から発した新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、 急速な勢いで

感染者数が増加し、 第７波へ感染拡大しています。 現在は、 指定医療機関だけでなく、 一般の医機関

においても感染者を診療せざるを得ない現状になり３年が経ちました。 当院も３年間コロナの影響を受けな

がら業務を遂行しています。

　今回、 当院透析センターのコロナ対策についてご紹介いたします。

　2014 年、 病院を新設し、 透析センター 60 床

の内、 陰圧個室２床を造設しました。 造設時は、

インフルエンザ対策の利用がほとんどでしたが、

現在は発熱患者様の隔離透析に使用しており、

また PCR 結果が出るまでもしくは濃厚接触者はこ

ちらで透析を実施しています。

　2021 年 12 月に 6 階コロナ病棟内の 2 病室に

HDF 可能な透析監視装置を設置しました。 2022

年 1 月 10 日より一人目の当院透析通院のコロナ

陽性患者様を受け入れました。 当院透析患者様

だけではなく、 常時他院透析患者様も受け入れ

ております。 透析室内でのクラスターを回避する

ために対応するスタッフを 2 人 1 組で限定し、 コ

ロナ病床の透析を行っています。

感染対策と透析について

透析室内陰圧個室

コロナ病床内透析監視装置
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　感染対策や院内クラスター予防対策は、 職員の健康を守ることから始まると考えています。 体温チェック

など職員の健康状態を常に監視し、 発熱者や体調不良者には積極的に抗原検査や PCR 検査を施行して

おります。 そのため突発的な欠勤や早退も否めませんが、 職員全員でカバーしながら、 なんとか乗り切っ

ています。

　透析患者様の大半が高齢者ですので感染すれば重症化のリスクや生命の危機に関わります。 安心安全

の透析と患者様の生活が保持できるように、 患者様本人やご家族の協力を得て、 個々にも感染対策をし

ていただいています。 体調不良時や発熱時は事前に透析室に連絡を頂くように説明し、 その際は送迎車

に乗らない、 来院時に抗原検査と PCR 検査することなどを徹底し、 安心安全な透析施行にご理解いただ

いております。

　コロナ病床での透析患者様受入れが開始してから透析患者様 24 人 （2022.9.12 現在） の陽性者を受け

入れました。 透析通院患者様や職員に陽性者が発生しましたが、 クラスター発生に至ってないのは、 基

本的な感染対策を徹底し、 日々の制限や手順を守ってきた成果だと思います。 まだ油断のならない状況

が続いていますが、 今後も気を緩めずに基本的な感染対策を徹底していきます。 　

　　透析スタッフ ： 泌尿器科医師 4 名、 臨床工学技士 １8 名、 検査技師 3 名、 看護師 7 名、 透析助手 ３名

透析センター長兼医療法人社団美心会理事長補佐　大木 亮

【感染防止チェックポイント】

・ 毎日自宅での体温測定をしましょう　　※37.0℃以上の場合は来院前にお電話をください

・ ウレタンマスクの使用禁止

・ マスクを外しての会話禁止 （特に食事中、 歯磨き中は注意）

・ お互いにマスクをしていても不必要に顔を近づけて会話をしない

【歯磨きでの注意点】

・ 飛沫が飛び散らないように口を閉じてみがきましょう

・ 歯ブラシはもちろん、 歯磨き粉やコップの共有も避けましょう

・ 口をゆすぐときは静かに吐き出しましょう

角田真優 （社会福祉士）

9 月より異動になりました角田と申します。 今まで介護

職として法人グループ内 3 つの施設を経験させて頂き

ました。 社会福祉士としては、１からのスタートですが、

日々学びを深め精進して参ります。 よろしくお願いい

たします。

患者様に感染予防対策を伝達

異動職員の紹介

医療法人社団美心会 
黒沢病院・黒沢病院附属ヘルスパーククリニック くろさわ地域医療連携だより　10 月号



「くろさわ地域医療連携だより」の送付の必要性がない場合にはお手数ですが、下記に医療機関名をご記入

いただき、ＦＡＸにてご連絡ください。送付を中止させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　市　　　　　　　　町　　　　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　

黒沢病院
〒370-1203　高崎市矢中町 187

TEL：027-352-1166　FAX：027-352-7925

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック
〒370-1203　高崎市矢中町 188

TEL：027-352-1111　FAX：027-353-1188

外来診療予定表
受付時間7:00～18:00　診療時間　午前：9:00～13:00　午後：15:00～18:00 2022年10月1日～

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午前 ◎ ◎

午後

黒　澤 曲 黒　澤 小　倉 伊　藤 伊　藤

伊　藤 古谷/馬場 小　倉 馬　場 曲 小倉/曲

大　木 大　木 古　谷

小　倉 曲 伊　藤 小　倉 曲 古谷／大木

曲(排尿機能・予約制） 古　谷

中　島 中　島 大　森 中　島 中　島 小倉丈

大　森 武　山 脳神経外科医師 塚　越 脳神経外科医師 脳神経外科医師

平　木 平　木 尾   澤 田口(11時まで) 平　木

田口(11時まで) 呼吸器(10時30まで)
(第1・3・5　11時まで）

尾　澤
永島(第1・3・5） 出津（血管）
成澤(第2・4） （第2・4　１０時３０分まで）

平　木 尾　澤 平木(第２・４） 平　木 尾澤（第２・４・５） 平　木

尾　澤

高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器) 山　岸 佐藤裕(循環器)

松　本 浅　香 太　田 太　田 松　本 松　本

矢島（予約のみ） 井　上 錦戸(第１のみ11時 30分まで) 白川(11時30分まで） 町田（予約制１２時まで） 前野(睡眠時 第2）

矢島（予約のみ） 阿　部 高橋(循環器) 内科医師
(11時まで)

山　岸 佐藤裕(循環器) 高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器)

町　田 松　本 町　田 矢　島 上　野 松　本
(一般・睡眠時） 太　田 堀口（肝臓） 浅香（17時まで）

矢島（予約のみ） 矢　島 矢島（予約のみ） 齋　藤

午前 尾　澤 菊地(10時30分まで)

午後 遠藤敬(予約制) 尾澤(第1・3) 尾　澤

形成（11時30分まで） 牧口(第４）
正田（第1、4，5）

櫻井（第2）

長谷川（第３）

岡邨 松　尾 米本(第1,3,5)

岡邨(第2,4)

須藤 松　尾 整形外科医師

井上（予約制11時まで） 金（予約制11時まで）

午後 遠藤(美容皮膚科･予約制)

午前 浅野目(12時～） 岸（予約のみ） 浅野目(12時～）

午後 浅野目 岸 酒　井 浅野目 浅野目 岸（第1,3,5）酒井（第2・4）

小　林充 河   内 小　林充 小　林充 河　内 小　林充

佐　藤 河　内 葭　葉 齊　藤 田　中

代田（第２のみ） ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4)

小　林充 河内(16時～18時） 小　林充 小　林充 齊　藤 小　林充

佐　藤 代田（第２のみ） 手術日 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4) 田　中

理事長

　

午前

脳神経外科
(脳卒中）

午前

午後

整形外科
午前

形成外科 午前のみ

午前

乳腺外科

婦人科

歯科･口腔外科

午前

午後

午前

皮膚科

午後

泌尿器科

午前

外 科

午後

午後

午後

内 科


