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　日頃から、当院に対する格別のご高配ありがとうございます。この場を借りて厚く
お礼申し上げます。
　やわたメディカルセンターが開院した平成13年以来、毎年行ってまいりました地域
医療連携連絡会ですが、新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大を回避する観
点から、本年は開催を見送ることとしました。当院のトピックスをご紹介するだけでは
なく、地域の医療介護福祉に関わる多くの皆様からのご指導、ご意見を直接頂戴で
きる貴重な機会だと思っておりましたが、大変残念です。ぜひ、日頃から直接接してい
る担当者や地域連携部を通じて、忌憚の無いご意見をいただけましたら幸甚です。

  SDGsを推進し、
「誰も取り残さない」「住み続けたくなる」
「共創する医療介護福祉そして健康増進」

の地域づくりのために
やわたメディカルセンター院長　勝木達夫

地域医療連携連絡会本年は中止いたします



　本年8月、当院で新型コロナウイルス感染症のクラスタ

ーが発生し、地域の皆様に多大なご心配、ご迷惑をおか

けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。当院にお

ける新型コロナウイルス感染症のクラスターは、本年8月

上旬、南加賀地区での「カラオケクラスター」が発生し、

市中感染が起こりうる状況で発生しました。

　8月20日に入院患者さん4名と職員2名の発熱等の不

調を確認し、その翌日の抗原検査で陽性確認に始まりま

した。最終的には入院患者さん18名（3階病棟16名、5

階病棟2名）、職員10名（すべて3階病棟担当）、発症者の

同居ご家族5名、合計33名の陽性者が確認されました。

　病院では面会制限（原則禁止）を当時実施しておりま

したが、病状説明や訪問調査などの限定的な面会、外部

との接触があり、8月6日から同20日までに患者さんや

病棟職員が外部関係者との接触事例が57件ありました。

8月20日から同23日までに発症した患者さん9名のうち

7名は治療上必要であった何らかの接触がありました。

　3階病棟では発症者の濃厚接触者（多くは同室者）に

よる遅れての発症による拡大が起こり、今回の症例では

潜伏期はほぼ4、5日でした。遅れて発症した職員1名は

汚染環境からの感染と考えられます。

　一方、５階病棟の2例は3階病棟との関連は無く、病棟

内でのケアに関わった共通するスタッフはいずれも陰性

で経路不明でした。

　8月21日深夜から南加賀保健福祉センターおよび石川

県新型コロナウイルス感染症クラスター対策班の皆様の

ご指導を受けながら、濃厚接触者選定とその積極的スク

リーニングPCR検査、院内のゾーニング、発症者のうち重

症化リスクの高い方からの転院調整、受け入れ先都合で

転院できない患者さんに対しては当院での呼吸管理、同

意に基づくアビガンやデキサメサゾン投与の治療などを

行いました。

　3階病棟においては、職員の感染ならびに濃厚接触者

の自宅待機により、大量の休職者が生じたため、外来担

当職員を病棟勤務に充てるなどの対応が必要になり、外

来診療の再開に時間を要しました。

　更衣室や食堂などの共用スペースでの濃厚接触の有無

の確認に万全を期すため、通常では当該病棟と交流の無

い在宅サービス部、健診事業部なども一時業務を停止さ

せていただきました。

　新型コロナウイルス感染症は、発症前から感染力があ

り、無症候性感染者からの感染もありえます。8月20日

に発症した方の感染は、潜伏期から8月15日頃と推定さ

れますが、無症候性感染者は10日ほどでPCR陰性化す

ることも知られており、クラスター発生時のPCR陰性者

からの持ち込みも否定しきれないと思われます。

　感染の入り込みのゼロリスク達成は今後もきわめて困

難と思われますが、クラスター発生にならないように、今

後は以下のことをより徹底して臨みたいと思います。

COVID-19クラスター発生についてのご報告
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デイルームにおける集団活動の見直し、
時間空間分離の徹底

手指消毒剤の全職員配布、常時携帯、
使用の徹底、モニタリング

濃厚接触の回避と標準予防策の一層の徹底

職員の再教育

環境整備の更なる強化：換気、清拭、飛沫防止策

患者さんのマスク着用啓発

院内感染管理部門の強化
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  3階職員状況【延べ193検体測定、陽性者10名】
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  3階患者さん状況【延べ54検体測定、陽性者16名】
■ 検査数　■ 陽性者数

■ 検査数　■ 陽性者数



　今回のクラスター発生に伴い、一部の方からのご叱
責よりもはるかに多い、全国から多くの励ましの声が届
きました。一方で、新型コロナウイルス感染症に対する
十分な知識不足、過度の怖れから来ると思われる偏見、
差別、誹謗中傷も多く経験いたしました。

　これから寒くなり、また市中感染が多くなるかもしれ
ません。私ども以外の事業所で感染者が出ることも当
然予想されます。厚労省からPCR陰性証明を求めては

ならない、という通達は出ています。感染力の無いにも
かかわらずPCRは陽性になる方もいらっしゃいますの
で退院基準はすでに変更されており、退院基準を満た
せば「健康観察」が求められるものの、就業制限には
当たらない、との方針も明記されています。
　地域のそれぞれの事業所が、「○○日は経過を見て
欲しい」、「PCR陰性証明をもらってきて欲しい」、いつ
まで繰り返すのでしょうか？根拠の無い防衛策に振り
回される利用者の方々のご不便はぜひとも地域ぐるみ
で対策を講じるべきかと思います。
　正しく学び、正しく怖れ、適切に対策し、住み続けら
れるまちづくりを、「自分ごと」として実践することが大
切だと思います。

　公立小松大学では新型コロナウイルス感染症に
対する誹謗中傷の問題を憂い、市民の皆さんに対する
啓発を目的とした市民公開講座を
YouTubeの公式チャンネルを通じ
て行っていただきました（9月25日）。
3部作で構成され、大変わかりやす
い内容になっています。
　また、ダイナミック公式チャンネル
にて勝木達夫院長よるコロナに関
する健康講話も公開しています。

地域で共有すべきこと：
誹謗中傷と偏見で困る方をゼロに

ぜひご覧ください!

※Wellness: ウェルネスとは身も心も、家庭や地域、環境もイキイキ、
はつらつとしていること。また、そうあるよう日々こころがけ、行動す
ること。意気軒昂、前向きに、主体的に生きる、がキーワード。

あなたの健康が私たちの願いです。
～ Your Wellness is our dearest wish ～

基本理念

人を信じ、人を大切にします。基本姿勢

この印刷物には抗菌加工を施してあります。

【例】濃厚接触者に当たらないどころかまったく当該
部署ではない当グループ職員が担当した患者さんが、
通所サービス等の介護サービスを受けられなくなった。

【例】濃厚接触者に当たらず、まったく当該部署で
はない当グループ職員の本人や家族が、PCR陰性
証明を求められた。

【例】当該病棟以外に入院し、濃厚接触者にも当
たらない退院患者さんがPCR陰性証明を求めら
れ、退院後の介護サービスを当分の間遠慮して
欲しいといわれた。

【例】濃厚接触者に当たらず、まったく当該部署で
はない当グループ職員の本人や家族が通学、出勤、
サークル活動の停止、通院拒否等を求められた。



　肩関節手術は主に、スポーツ整形外科・関節鏡担当部長の髙橋
祐樹が担当いたします。
　難治性の肩関節痛、可動域制限や凍結肩、投球障害など保存的
治療に難渋する症例がございましたら、ご相談ください。
　肩関節疾患に関しては、髙橋担当部長のほか、以下の担当医も初
診時の窓口として対応しておりますので、患者さんのご都合に合わ
せてご紹介ください。

　10月8日より、PCR検査機器「Smart Gene」を導入し
ました。検査は鼻咽頭に綿棒を入れて行います。
　今までは保健所などに委託し、結果が出るまでに1日以
上かかっていましたが、PCR検査機器の導入により、40～
60分で結果が判明します。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 第1、3土曜日
午前

午後

髙橋／勝木

髙橋

黒田 髙 淺 勝木 髙橋

　関節外科、スポーツ整形外科を専門にしてい

ます。肩をはじめ、膝や肘、足の関節疾患やスポ

ーツ障害に対して、手術適応の方には積極的

に関節鏡手術を行っています。

　関節の治療やスポーツ整形外科の領域では、

痛みの改善のみならず、病状の悪化や再発を防

ぐためのリハビリテーションが非常に重要とな

りますので、理学療法士等と協働して取り組ん

でいます。また、隣接する北陸体力科学研究所

ダイナミックとも連携し、退院後のフォローにも

努めています。

　肩などの関節疾患、スポーツ障害でお困りの

症例がございましたら、ご紹介ください。
スポーツ整形外科・関節鏡担当部長
髙橋祐樹●たかはし まさき

受付時間／午前8:00～11:00／午後12:45～15:00



新 任 医 師 紹 介
口は食べる・話すという、生

活に大きく関わる器官です。

口腔内から患者様の健康

のサポートが少しでもできれ

ばと思っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。

歯科口腔外科に着任した医師を紹介いたします。

●循環器内科

●歯科口腔外科

北原 寛子●きたはら ひろこ

小手術や粘膜疾患、顎関節症、睡眠時無呼吸
症候群に対するマウスピース作成

得意分野

月曜日受付時間 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 第1、3土曜日

月曜日受付時間 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 第1、3土曜日

8:00～11:00

12:45～15:00

①福田 ③琴野
草山（予約）勝木達・福田福田・後藤

福田（予約）

琴野
居軒（予約）琴野・藤田勝木達・琴野

柴山（予約）

※循環器内科　居軒医師は非常勤となり、水曜日午前中の予約診療のみの対応となりました。

※中新医師は非常勤となり、土曜日午前中の予約診療のみの対応となりました。

※午前診療のみの対応となりました。

完全予約制
北原

北原

北原

北原

北原・石宮

石宮

北原・本保

本保

北原・中新北原

北原

●皮膚科
月曜日受付時間 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 第1、3土曜日

8:00～11:00 小松 小松 小松 藤本 小松


