
COVID-19発生時における
当院での対応と対策
～陽性透析患者発症施設からの提言～

臨床工学技士 川原田貴士

主催；臨床工学技士100人カイギ/コロナ対策ONE CEプロジェクト
2020年5月2日（土）20:00~22:00

『透析施設におけるCOVID-19感染対策セミナー』
Zoom内オンライン会場



１．当院概要

２．COVID-19について
(1)COVID-19の現状

(2)PCR検査概要

３．当院における感染対策について
(1)開院時からの取り組み

(2)オゾンのチカラ。オゾンくん蒸って知ってる？

(3)オゾン手洗いはじめました！

(4)標準予防策と個人防護具どうしてる？

(5)PPE在庫不足はアイデアで乗り切れ‼

(6)感染ベッド(個室)周辺の環境整備は？

(7)院内連携！対策とシステムの構築‼

【本日の内容】

４．事例報告
(1)疑い時期からの徹底した対応

(2)陽性後からの対応

(3)保健所からの観察期間は？

(4)事例から学んだ“5つ”のポイント！

５．院内における陽性確定後の動き
(1)濃厚接触者はだれ？リスト作成

(2)各所への連絡は？

(3)患者への指導と促しが重要

(4)スタッフへの教育と促しも忘れずに！

(5)スタッフの健康と安全の確保を考えねば‼

(6)やっぱり風評被害ありますよね・・・

６．まとめ提言



１．当院概要

２．COVID-19について
(1)COVID-19の現状

(2)PCR検査概要

３．当院における感染対策について
(1)開院時からの取り組み

(2)オゾンのチカラ。オゾンくん蒸って知ってる？

(3)オゾン手洗いはじめました！

(4)標準予防策と個人防護具どうしてる？

(5)PPE在庫不足はアイデアで乗り切れ‼

(6)感染ベッド(個室)周辺の環境整備は？

(7)院内連携！対策とシステムの構築‼

【本日の内容】

４．事例報告
(1)疑い時期からの徹底した対応

(2)陽性後からの対応

(3)保健所からの観察期間は？

(4)事例から学んだ“5つ”のポイント！

５．院内における陽性確定後の動き
(1)濃厚接触者はだれ？リスト作成

(2)各所への連絡は？

(3)患者への指導と促しが重要

(4)スタッフへの教育と促しも忘れずに！

(5)スタッフの健康と安全の確保を考えねば‼

(6)やっぱり風評被害ありますよね・・・

６．まとめ提言



2010年9月1日

福岡県福岡市に開院

2020年9月で開院10周年

当院

天神駅

博多駅

博多～バスで約10分
天神～電車で約3分



医療法人心信会 理事長

池田バスキュラーアクセス・透析・内科 院長

池田 潔所属学会：日本内科学会、日本透析医学会、ヨーロッパ腎臓学会、
日本腎臓学会、日本医工学治療学会、日本動脈硬化学会

資 格：認定内科医、透析専門医、透析指導医

2012年～日本透析医学会 ガイドライン小委員
（バスキュラーアクセスガイドライン代表委員）
日本アクセス研究会幹事

2009年 日本アクセス研究会大会長 /九州人工透析研究会事務局長
2013年～ 九州バスキュラーアクセスライブフォーラム研究会 事務局・世話人
2016年 日本医工学治療学会 評議員
2018年 透析VAIVT研究会 事務局

経験症例：シャントPTA年間約500例（総数約8500例）
シャント手術経験約3600例

匿名にする理由は一切ない。
皆さんに当院での事例を
正しくお伝えしてきなさい。

常勤医師；計4名在籍
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第2診察室第1診察室
腎臓病
治療

＜スタッフ数＞

看護師：4名

臨床検査技師：2名

管理栄養士：1名



在宅血液透析：11名

第２透析室：１３床＋個室２床

腎代替
治療

第１透析室：３３床＋個室１床

＜スタッフ数＞

看護師：13名(育休3名)

臨床工学技士：9名

臨床検査技師：1名

管理栄養士：1名

維持透析患者数；116名(4月末時点)

＋個室1床増設



診察室

手術室

血管
アクセス
治療

＜スタッフ数＞

看護師：4名

臨床検査技師：2名

臨床工学技士：5名

（透析室兼務）
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【COVID-19】日本全体
4月30日時点

累計感染者数；14,281名
死亡者数 ；432名
死亡率 ；3.02%
退院者数 ；3,466名

YAHOO!JAPAN 「新型コロナ感染症まとめ」より

- 累計感染者数 -



【COVID-19】日本全体

YAHOO!JAPAN 「新型コロナ感染症まとめ」より
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4月30日時点

累計感染者数；14,281名
死亡者数 ；432名
死亡率 ；3.02%
退院者数 ；3,466名

- 新規感染者数 -
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- 累計感染者数 -

【COVID-19】福岡県
4月30日時点

累計感染者数；642名
死亡者数 ；19名
死亡率 ；2.96%
退院者数 ；251名

参考；福岡県庁ホームページ
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【COVID-19】福岡県
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参考；福岡県庁ホームページ
4月30日時点

累計感染者数；642名
死亡者数 ；19名
死亡率 ；2.96%
退院者数 ；251名



【COVID-19】透析患者における感染者数

北海道・
東北地区

関東地区
(東京都除)

東京地区
甲信越・
北陸・東海

地区
近畿地区

中国・四国
地区

九州・沖縄
地区

合計
5/1付

感染者数 1 21 22 11 8 0 7 70

死亡者数 0 0 2 2 2 0 0 6

参考；日本透析医学会ホームページ

※死亡率＝8.57%（日本全体＝3.02%）
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- 年代別感染者数 -

【COVID-19】透析患者における感染者数

※死亡率＝6.78%（日本全体＝3.02%）

参考；日本透析医学会ホームページ



検体；尿、粘液などを採取

方法；“プライマー(短いDNA)”を用いて、

目的のDNAを増加させる

確認；数時間でDNAを100万倍に増加させ、

増加したDNAを染色して検出装置

にかけることで、目的のDNAであ

るかどうかを目で確認

【PCR(Polymerase Chain Reaction；ポリメラーゼ連鎖反応)検査】



目的の病原体のDNAを

確認することができれば「陽性」

確認することができなければ「陰性」

【PCR(Polymerase Chain Reaction；ポリメラーゼ連鎖反応)検査】



＜迅速検査システムを各社発表＞

＜簡易検査キット＞
感染有無を15分で判定

※正診率95％

【PCR(Polymerase Chain Reaction；ポリメラーゼ連鎖反応)検査】

キャノンメディカル社製
「新型コロナウイルスRNA検出試薬 Genelyzer KIT」

40分以内でウイルス遺伝子を検出。
厚生労働省および国立感染症研究所に
よる「臨床検体を用いた評価結果が取
得された2019-nCoV遺伝子検査法につ
いて」で、
陰性一致率100%、陽性一致率90％以
上であることが公表された。



【PCR(Polymerase Chain Reaction；ポリメラーゼ連鎖反応)検査】

＜透析患者＞
①症状や37.5℃以上の発熱2日程度継続
②倦怠感や呼吸困難

①or②有で保健所連絡

【保健所対応の現状】
・発熱のみや軽症の場合は、感染疑いとされない
・かかりつけ施設での胸写撮影指示
・胸写での肺炎所見なければ接触者外来紹介なし
→胸写での陰影確認には限界がある

【背景】
・各保健所のスタッフは少数名しかおらず、全症例対応には限界あり
【考察】
・軽症では、医師からの連絡でも受け入れ難しく、
本人からの連絡での受け入れはほぼ無理と考えられる

・インフル同等の検査実施数が必要と思われるが、実施されない現状
・結果的に隠れ陽性からの感染などによる感染経路不明件数が増加
・悪循環（医療崩壊の起点？）



【PCR(Polymerase Chain Reaction；ポリメラーゼ連鎖反応)検査】

＜考えられる課題＞

✓PCR検査実施可能施設の拡大

→福岡県内5～6カ所にPCR検査センター設置予定（5月上旬）

✓迅速検査システムや簡易キットの普及

→設置施設の感染リスクが高まる中、本当に普及するのか？

治療薬やワクチンの普及が先になるか・・・
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当院における
感染対策



【開院時(2010.9~)からのシステム・取り組み】

＜透析開始時間予約制＞

10分間；2～4名を開始

※結果的に待合室での密集を回避できている

透析
待合室

詰めて座って15名程度

ベッドの間隔は約1m



１透析毎にシーツ交換１透析毎にベッド拭き上げ

【開院時(2010.9~)からのシステム・取り組み】



過去のくん蒸殺菌ガスは、ホルマリンやEOGが主流で、

ホルムアルデヒドなどの有害物質の残存があり、

医療現場の感染対策としては非推奨。

オゾンを使用した“くん蒸”は、

有害物質の残存がないという報告。

くん蒸中は人的な介入はNG。

処理中のオゾンくん蒸も吸い込むと有害。

文献では、1980年代から使用され始めている。

【空間除菌】～当院使用装置～

(株)IHIアグリテック社製
オゾンエアクリア eZ-2000

2013年1月~使用

eZ-2000.pdf
eZ-2000.pdf


過去のくん蒸殺菌ガスは、ホルマリンやEOGが主流で、

ホルムアルデヒドなどの有害物質の残存があり、

医療現場の感染対策としては非推奨。

オゾンを使用した“くん蒸”は、

有害物質の残存がないという報告。

くん蒸中は人的な介入はNG。

処理中のオゾンくん蒸も吸い込むと有害。

文献では、1980年代から使用され始めている。(株)IHIアグリテック社製
オゾンエアクリア eZ-2000

1992年

【空間除菌】～当院使用装置～ 2013年1月~使用

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1587508211/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9taXJhaS5raW5va3VuaXlhLmNvLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAyL3ZpcnVzX2Nvcm9uYS0xLnBuZw--/RS=^ADBNwpaNIB8UqcMObEuS9KlJZbMOk0-;_ylt=A2RiouNyIp5eAQcAwAOU3uV7;_ylu=X3oDMTAyN3Vldmc1BDAD;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVE1ra05EQnhjQThpOS1oTzZGMFptdG1LZ0RTZE94VU93VW92Zlp1aHhMRmxzeDdCN2p1OE5pTC1qUgRwA1EwOVdTVVF0TVRrLQRwb3MDMTAEc2VjA3NodwRzbGsDc2ZzdAR0dXJsA2h0dHBzOi8vbXNwLmMueWltZy5qcC95amltYWdlP3E9Y21fOEhWRVh5TEVDeFN2Q2RCeXV0a1lXNHZua3d6NTh4TTU2UFFqLm9sQndmcmZNZ05pcmpMNU9tRkw0WFZqYUNRdFAzWlhLTWdXY0RJaDJULkw2d2pfc2NwazBSYnpvUjhfVW54VEJTYlJDMUlxVThsMllSRm02a3ZIeUg4OEFIR2l6cjlkT3RiTVY0bC41cjlZRHl2US0mc2lnPTEzY20zdTVscw--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1587508211/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9taXJhaS5raW5va3VuaXlhLmNvLmpwL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAyL3ZpcnVzX2Nvcm9uYS0xLnBuZw--/RS=^ADBNwpaNIB8UqcMObEuS9KlJZbMOk0-;_ylt=A2RiouNyIp5eAQcAwAOU3uV7;_ylu=X3oDMTAyN3Vldmc1BDAD;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVE1ra05EQnhjQThpOS1oTzZGMFptdG1LZ0RTZE94VU93VW92Zlp1aHhMRmxzeDdCN2p1OE5pTC1qUgRwA1EwOVdTVVF0TVRrLQRwb3MDMTAEc2VjA3NodwRzbGsDc2ZzdAR0dXJsA2h0dHBzOi8vbXNwLmMueWltZy5qcC95amltYWdlP3E9Y21fOEhWRVh5TEVDeFN2Q2RCeXV0a1lXNHZua3d6NTh4TTU2UFFqLm9sQndmcmZNZ05pcmpMNU9tRkw0WFZqYUNRdFAzWlhLTWdXY0RJaDJULkw2d2pfc2NwazBSYnpvUjhfVW54VEJTYlJDMUlxVThsMllSRm02a3ZIeUg4OEFIR2l6cjlkT3RiTVY0bC41cjlZRHl2US0mc2lnPTEzY20zdTVscw--


透析中は、『吸引空気清浄機能』使用

【空間除菌】～当院使用装置～

スタッフの帰宅時に、『くん蒸脱臭機能』開始。

2013年1月~使用



オゾン水の殺菌・消臭効果については、医療以外

の他業界でも広く利用されている。

オゾン水手洗いの特長として、

①頻回手洗いでも、手荒れがない

②アルコール消毒と同等の効果がある

【オゾン水手洗い】～当院使用装置～

日機装(株)販売/日科ミクロン(株)製造
オゾン水手洗い装置 ハンドレックス

「直接電解方式オゾン水を用いた院内感染防止への取り組み」塩田剛太郎
日本医療･環境オゾン研究会会報，Vol.8,No.4, 9-12. (2001)より

2019年3月~使用

ozone_hb_ol.pdf
ozone_hb_ol.pdf


現在は、透析待合室入口に設置

通常手洗い、アルコール手指消毒と合わせて実施

【オゾン水手洗い】～当院使用装置～ 2019年3月~使用

患者・スタッフ・業者など
すべての入室者に徹底



【当院での標準予防策】

手袋
サージカルマスク

エプロン
ゴーグル

✓穿刺・返血・フットケア業務等で着用
✓その他業務においても『マスク・ゴーグル・手袋』は着用



フェイスガード
サージカルマスク

ガウン
キャップ
手袋

【当院での個人防護具（PPE）】

業者から
在庫不足の連絡



感染疑いの度合に合わせてPPE装着を選択

＜Aセット＞
フェイスガード

N-95
ガウン
キャップ
手袋

＜Bセット＞
フェイスガード
サージカルマスク

ガウン
キャップ
手袋

＜Cセット＞
フェイスシールド
サージカルマスク
袖なしエプロン
アームカバー
キャップ
手袋

※症状に合わせて、医師の指示のもと決定する【当院での個人防護具（PPE）】



＜Aセット＞
フェイスガード

N-95
ガウン
キャップ
手袋

＜Bセット＞
フェイスガード
サージカルマスク

ガウン
キャップ
手袋

＜Cセット＞
フェイスシールド
サージカルマスク
袖なしエプロン
アームカバー
キャップ
手袋

※症状に合わせて、医師の指示のもと決定する

現在は
Bセット・Cセット

で運用中

【当院での個人防護具（PPE）】
感染疑いの度合に合わせてPPE装着を選択



＜Aセット＞
①フェイスガード
②N-95
③ガウン
④キャップ
⑤手袋

※症状に合わせて、医師の指示のもと決定する【当院での個人防護具（PPE）】

✓エアロゾル発生リスクがある処置
✓今後、陽性患者の透析が必要となった時 等

第2波、第3波に備えて
つなぎタイプ防護服も検討

感染疑いの度合に合わせてPPE装着を選択



＜Bセット＞
①フェイスガード
②サージカルマスク
③ガウン
④キャップ
⑤手袋

✓症状などから、陽性が十分に考えられる時 等

※症状に合わせて、医師の指示のもと決定する【当院での個人防護具（PPE）】
感染疑いの度合に合わせてPPE装着を選択



＜Cセット＞
①フェイスシールド

(＝アイガード)

②サージカルマスク
③袖なしエプロン
④アームカバー×4
⑤キャップ
⑥手袋

✓感染が疑わしい時
✓軽症だが症状が疑わしい時 等

※症状に合わせて、医師の指示のもと決定する【当院での個人防護具（PPE）】
感染疑いの度合に合わせてPPE装着を選択



アイガード フェイスガード マスク

【当院での個人防護具（PPE）】

工夫すれば自作でもハイクオリティ！



アイガード フェイスガード マスク

【当院での個人防護具（PPE）】

工夫すれば自作でもハイクオリティ！



【環境整備】～感染用個室～



①塩ビカーテン設置

②PPE装着場所設置

③廃棄BOX設置（マスクや環境クロス廃棄）

【環境整備】～感染用個室～

２

３

１

すべて
一処置毎の交換

感染用
個室

前



感染用
個室

内

【環境整備】～感染用個室～

２

３

１

４

個室出入口

１

①PPE手順掲示

②廃棄BOX設置(マスク以外は個室内脱)

③専用体重計

④オゾン吸引くん蒸装置



使用後、ビニール袋に封入し、汚染内容記載

【環境整備】～クリーニング依頼～



～コロナウイルス感染疑い患者への対応～

有熱者（37℃以上）

症状あり※
症状なし（発熱のみ）

※症状とは；気道感染症状（咽頭痛、咳など）、倦怠感、関節痛、消化器症状、味覚異常、嗅覚異常など

医師診察指示
（できるだけ他の患者と接触しない時間帯に）

（採血、胸写、レントゲン、インフルエンザテスト）

肺炎所見、炎症所見あり

保健所へ連絡

すべて異常なし

翌日まで発熱の状況を観察
（発熱当日はフロアで透析はしない）

発熱持続(2日目）

保健所へ連絡

発熱（－）

１F個室
火、木、土シフト
PPE対応で透析

コロナ感染疑いの患者の透析は原則、１F個室で行う。有症状発熱者（特に咳嗽）、感染を強く疑う場合には、透析開始時間を火・木・土午後もしくは夕方以降に行う

医師診察指示
（できるだけ他の患者と接触しない時間帯に）

（採血、胸写、レントゲン、インフルエンザテスト）

肺炎所見、炎症所見あり

保健所へ連絡

すべて異常なし

１F個室でPPE対応で透析
（状況によって、

月、水、金シフト１F個室検討）

PCR検査施行

原則結果
出るまで
HDしない

１F個室
火、木、土シフト
PPE対応で透析

要観察

PCR検査施行

原則結果
出るまで
HDしない

１F個室
火、木、土シフト
PPE対応で透析

有 無

有 無

PCR検査施行

原則結果
出るまで
HDしない

１F個室
火、木、土シフト
PPE対応で透析

有 無

解熱、症状(-)を3日間確認し、
個室解除（医師相談）

１F個室
月、水、金シフト

使用検討
PPE対応で透析

要観察

症状回復あり

１F個室
月、水、金シフト

使用検討
PPE対応で透析

要観察

症状回復あり

結果陰性

解熱を3日間確認したら個室
解除検討（医師相談）

※適時更新が必要当院でのフローチャート



【時間差隔離透析】

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

午前透析
8:30～15:30

午前透析
8:30～15:30

午前透析
8:30～15:30

午前透析
8:30～15:30

午前透析
8:30～15:30

午前透析
8:30～15:30

夜間透析
16:00～23:00

夜間透析
16:00～23:00

夜間透析
16:00～23:00

時間外対応
16:00～

時間外対応
16:00～

時間外対応
16:00～

時間内対応
11:00～

時間内対応
11:00～

時間内対応
11:00～

時間内対応
11:00～

時間内対応
11:00～

時間内対応
11:00～

✓時間内対応＝全患者入室後来院

✓時間外対応＝全患者帰宅後来院



【個室対応件数】

（4月末日時点） 延べ人数 対応回数

時間内対応
※全患者入室後来院

9名 13回

時間外対応
※全患者帰宅後来院

3名 3回



【院内連携ミーティング】

医師4名を中心に、

看護師・臨床工学技士・事務の各部署管理者にて

組織としての方向性統一を図る会議を月2回開催。

スタッフからの意見を各部署が取りまとめ、決議事項として現場へ反映させる。

スタッフ 管理者



【院内連携ミーティング】

2019年12月

✓インフルエンザ流行時期に入り、
感染症に対する個室確保を考慮し、
個室での臨時透析受け入れを一旦中止

2020年1月

✓院内環境整備の強化(各所拭き上げなど)
✓クレベリン配置の増量

2020年2月

✓スタッフへマスク着用厳守
✓手洗い・手指消毒の徹底を指示
✓PPEの確保
✓出張および外部活動の禁止

2020年3月

✓COVID-19における院内対策を策定
✓COVID-19対応マニュアルを策定
✓ナノイオン空気清浄機の追加配置
✓オゾン手洗い機の待合室設置
✓個室の増設（3→4部屋）



【対策やシステム構築について】

＜透析室＞

①単独部署で考えるのではなく、部門内全体で多職種連携し構築す
る。
②最終的にリーダー(医師)がまとめて組織としての方向性を決める。

状況は日々変化するため、
十分に連携を図り、
対策やシステムの適時見直しが必要

医師

看護師
臨床工学
技士



１．当院概要

２．COVID-19について
(1)COVID-19の現状

(2)PCR検査概要

３．当院における感染対策について
(1)開院時からの取り組み

(2)オゾンのチカラ。オゾンくん蒸って知ってる？

(3)オゾン手洗いはじめました！

(4)標準予防策と個人防護具どうしてる？

(5)PPE在庫不足はアイデアで乗り切れ‼

(6)感染ベッド(個室)周辺の環境整備は？

(7)院内連携！対策とシステムの構築‼

【本日の内容】

４．事例報告
(1)疑い時期からの徹底した対応

(2)陽性後からの対応

(3)保健所からの観察期間は？

(4)事例から学んだ“5つ”のポイント！

５．院内における陽性確定後の動き
(1)濃厚接触者はだれ？リスト作成

(2)各所への連絡は？

(3)患者への指導と促しが重要

(4)スタッフへの教育と促しも忘れずに！

(5)スタッフの健康と安全の確保を考えねば‼

(6)やっぱり風評被害ありますよね・・・

６．まとめ提言



～事例報告～
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【疑いから発症まで】



～ 患者Aへの指示・動向 ～

✓患者AよりTEL「早朝より39℃台の発熱あり」

呼吸器症状なし。軽度の頭痛、関節痛。

①時間差受診

✓外来患者ゼロの時間帯に来院（PPE対応）

胸写(陰影なし)、インフルチェック(陰性)

採血（WBC;5200、CRP;0.18）

✓一旦、帰宅（自宅待機）

【疑い時期からの徹底した対応】

＝患者Aへの臨時処方内容＝
麻黄湯／クラリス／カロナール／タミフル(予防投与)

※COVID-19感染の場合、イブプロフェンは慎重投与のため、
頭痛に対しカロナールを処方

②時間差・隔離透析

✓COVID-19感染の疑いにて

全患者帰宅後(16：00)再来院

✓個室にて隔離透析

1日目
(土)



～ 院内透析対応 ～
①対応スタッフ；CE1名、Dr.1名
→PPE(Bセット)対応

✓PPE着脱場所の設置
✓専用汚染BOXの設置

②患者帰宅後
✓ベッド寝具全交換
✓換気、個室内環境消毒、個室内くん蒸処理

～ 来院時対応・患者Aへの指示 ～

①自家用車での来院

②到着後、電話連絡

③ビル外で待機

④ビル内が共有通路のため外部通行者ない

ことを確認してビル内へ

【疑い時期からの徹底した対応】

1日目
(土)

eZ-2000.pdf
eZ-2000.pdf


～ 患者Aへの指示・動向 ～

✓自宅体温；38.0℃台・症状なし(10:00)

✓患者A本人へ相談センターに電話指示

→つながらない
✓患者A本人から保健所へTEL

→クリニックでの診断および自宅療養指示

✓午後から解熱(37.0℃台)

【疑い時期からの徹底した対応】

～ 院内対応 ～
✓開院前、透析室外気開放にて換気
✓電話対応

～ 院内対応 ～
✓休診日
✓オンコール電話対応

2日目
(日)

3日目
(月)

～ 患者Aへの指示・動向 ～

✓朝・夕の電話診察

✓自宅体温；36.7℃・症状なし(9：00)



～ 患者Aへの指示・動向 ～

✓体温(自宅36.7℃・来院時36.2℃)

✓時間差隔離透析(11:00来院)

✓対応スタッフ；CE1名、Ns1名、Dr.1名

→PPE(Bセット)対応

【疑い時期からの徹底した対応】

～ 院内対応 ～

✓開院前、透析室外気開放にて換気

✓スタッフ対応、患者帰宅後処理も土曜同様

✓閉院前、透析室外気開放にて換気

✓個室内くん蒸処理

4日目
(火)

5日目
(水)

～ 患者Aへの指示・動向 ～

✓朝・夕の電話診察

✓自宅体温；38.2℃・症状なし(21:00)

～ 院内対応 ～

✓開院前、透析室外気開放にて換気

✓電話対応

eZ-2000.pdf
eZ-2000.pdf


～ 患者動向・患者への指示 ～

✓患者AよりTEL「昨夜から38℃台の発熱あり」

その他症状なし

✓相談センターへ電話指示

→つながらない

✓保健所経由で感染症指定医療機関へ受診

※当院経由せず自宅から直接受診

→CTおよびPCR検査実施（検査後自宅待機）

✓夕方陽性の連絡

【疑い時期からの徹底した対応】

～ 院内対応 ～

✓開院前、透析室外気開放にて換気

✓同様に時間差個室透析予定にて準備

✓当院医師より保健所へTEL

✓閉院前、透析室外気開放にて換気

✓21:30に接触時間が長かったスタッフ7名へPCR検査実施

・保健所職員が検査キッド持参にて来院

・当院医師がPCR検査(検体採取)実施

→翌日15:00に全員陰性の連絡

6日目
(木)

※当院標準予防策にて対応したため、濃厚接触者はいないとされた
が、
保健所への交渉にて対応(接触)時間の長かったとされたスタッフに、
PCR検査実施の運びとなる。



✓7:00～10:00ビル内の消毒殺菌作業

✓開院前後、透析室外気開放にて換気

✓維持透析患者への情報開示（文面および口頭）

✓外来診療は２週間閉鎖とし、維持透析のみ実施
→外来予約患者への事情説明と予約日程調整

✓県内の透析医会および臨床工学技士会へ情報開示

【陽性後からの対応】
7日目

(金)
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発熱のみ・呼吸器症状なし

【疑いから発症まで】



＜濃厚接触者およびPCR検査＞

「発熱前日から、COVIT-19の感染力が発生する」との見解（発生当初）

①患者A 発熱後長時間接触者 ＊スタッフ7名 ＊患者0名

②患者A 発熱前2週間の長時間接触者 ＊スタッフ16名 ＊患者3名(マスク着用)
（感染経路不明→感染させられた側ではなく、感染させた側の可能性の観点）

※ ①②計26名 PCR結果 全員陰性であった

＜施設運営＞

✓外来２週間閉鎖予定であったが、

『感染疑い～感染確認まで』施設内感染対策の徹底により閉鎖解除の許可

＊保健所より「環境感染学会にも見解を求めた結果」とのこと

✓保健所の観察対象から２日間で外れる

✓２日間（金土）の外来閉鎖ののち、翌週月曜より再開

✓その後、院内感染ゼロ

【保健所からの観察対象期間】※当院標準予防策にて対応したため、濃厚接触者はいない
とされたが、保健所への交渉にて対応(接触)時間の長かっ
たとされたスタッフに、PCR検査実施の運びとなる。



✓先に発熱があった同居家族も陽性が確認され、家族からの

感染が濃厚とみられている

✓入院後PCR検査

１回目陽性、２回目陽性、3回目陰性、4回目陰性で退院

✓退院後、個室透析にて経過観察（PPE対応-Cセット-）

【患者の経過】



#１ 患者からの『事前連絡および情報提供の徹底』が最重要

→本人はもちろんのこと、家族や職場の状況も事前連絡の徹底を促す。

#２ 少しでも疑わしい場合は、『時間差＋隔離』

→必要最小限の接触者に抑えることで、院内感染を防ぐ。

#３ 空間洗浄（換気）の実施

→隔離した空間の空気を滞留させない。

#４ マスク・手洗い・手指消毒の徹底

→やはり感染対策の基本は順守すべき。

#5 「大丈夫だろう」は命取り（患者もスタッフも）

→どれだけ感染対策を徹底しても、必ず外から持ち込まれる。

【事例から学んだ“５つ”のポイント】



１．当院概要

２．COVID-19について
(1)COVID-19の現状

(2)PCR検査概要

３．当院における感染対策について
(1)開院時からの取り組み

(2)オゾンのチカラ。オゾンくん蒸って知ってる？

(3)オゾン手洗いはじめました！

(4)標準予防策と個人防護具どうしてる？

(5)PPE在庫不足はアイデアで乗り切れ‼

(6)感染ベッド(個室)周辺の環境整備は？

(7)院内連携！対策とシステムの構築‼

【本日の内容】

４．事例報告
(1)疑い時期からの徹底した対応

(2)陽性後からの対応

(3)保健所からの観察期間は？

(4)事例から学んだ“5つ”のポイント！

５．院内における陽性確定後の動き
(1)濃厚接触者はだれ？リスト作成

(2)各所への連絡は？

(3)患者への指導と促しが重要

(4)スタッフへの教育と促しも忘れずに！

(5)スタッフの健康と安全の確保を考えねば‼

(6)やっぱり風評被害ありますよね・・・

６．まとめ提言



院内における
陽性確定後の動き



【濃厚接触者リスト作成】

①期 間；(A)発熱後～・(B)発熱前2週間

②対象(スタッフ)；穿刺、回収、定時チェック、当日担
当。
※PPE対応者は除外

③対象(透析患者)；前後左右ベッド、近距離接触

【PCR検査】
(A)発熱後、濃厚接触（スタッフ7名、患者ゼロ）
(B)発熱前、2週間の濃厚接触者（スタッフ16名、患者3名）

※計26名全員陰性



①維持透析患者 →書面および口頭にて説明

②外来予約患者 →TELにて説明および再来調整

③各医療施設 →FAXにて報告

④院内関連業者（クリーニング・清掃など）→TELにて説明

⑤ビル管理会社 →口頭にて説明

⑥各関連団体 →メールおよびFAXにて報告

【各所への連絡】



【患者への促し】 ※情報を集約し配布



来院時のお願い

✓待合室での密集を避ける ✓更衣室での密集を避ける

【患者への促し】



【患者への促し】

コロナウイルス感染症を症状のみで診断することは困難ですが、発熱の有無が早期発見に極めて有用と考
えます。今回の感染患者様においても自覚症状はなく、発熱が唯一の診断の手掛かりとなりました。患者
様からの来院前の発熱の連絡が初期対応の遅れを防ぎました。

当院スタッフも勤務前に体温測定し、37℃以上の場合には自宅待機の処置としています。
そこで、患者様、そのご家族へ大切なお願いがございます。
透析室へ感染を持ち込まないことがとても重要です。
以下の徹底をお願いいたします。

① 来院前に体温測定をお願いします。37℃以上の場合には必ずクリニックまでご連絡ください。
来院時に体温結果を確認致します。未測定の場合には入室前にお申し出ください。

② 同居ご家族、職場関係者に発熱者がいる場合にも、情報提供お願いします。
③ 強い倦怠感、かぜ症状、急な味覚異常、嗅覚異常、その他体調不良時には連絡をお願いします。
④ 3つの密を避けましょう（換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話や発声をする密接

場面）。

以上です。しばらく、コロナウイルスとの闘いが続くと思いますが、当院スタッフ、患者様が一体とな
り、対応強化していく所存でございます。

池田バスキュラーアクセス・透析・内科 池田潔
院内感染対策委員会

陽性患者発生直後の患者配布文章（一部抜粋）



【スタッフへの促し】

１．勤務前の自宅での体温測定の徹底と勤務開始前のクリニックでの体温測定の徹底
(1)勤務前の自宅での体温

37℃以上ある場合には、自宅待機の上、管理者へ電話し、指示受け。
気道感染症状、倦怠感、味覚異常、嗅覚異常、消化器症状、関節症状等の有無の報告。
症状に応じて下記対応。

(2)勤務開始前のクリニックでの体温
37.5℃以上ある場合には、報告の上、医師の診察後、速やかに帰宅して自宅療養。
透析フロアへの入室は禁止します。以後、症状に応じて下記の対応。

※日本透析医会や日本透析医学会からの情報を基に院内規定作成



【スタッフへの促し】
２．体調不良時（発熱、コロナ疑う症状がある場合）の対応について
＊体調不良時には自宅待機の上、責任者へ報告し、指示受け。
（体調不良出現した場合、可能な限り早めにクリニックへ伝える。勤務調整必要のため）
＊連絡なしのクリニック来院は不可（感染を拡大させないため）。
＊当院受診する場合には、できるだけ患者との接触を避ける対応。15時前後の来院を検討。

(1)発熱がある時（症状あり）＊ハイリスクの状態として対応。
・自宅療養指示。原則、自覚症状改善するまで自宅療養し、症状の変化を慎重に観察。
毎日病状を管理者へ報告。

・解熱後、5日間は勤務停止（5日間の平熱を確認）。勤務開始の判断は医師診察の上、指示受け。
・発熱持続場合には保健所へ連絡検討。

(2)発熱がある時（症状なし）
発熱のみで自覚症状が無い場合においても、原則自宅療養。毎日検温を徹底し、自覚症状の変化を毎
日報告。2日間発熱なく、自覚症状なければ、勤務再開検討。医師の指示のもと出勤許可検討。

(3)発熱がない時（症状あり）
原則自宅療養。自覚症状が改善するまで自宅療養。症状改善後、丸2日間自宅療養。特に咳嗽が強い時
には最低5日間は自宅療養とする。以後の勤務については、管理者報告⇒医師の指示受け。

※日本透析医会や日本透析医学会からの情報を基に院内規定作成



発熱； 5日(3名)

症状；21日(6名)

家族； 6日(1名)

合計 32日(10名)
（重症なし）

施設として、スタッフに無理をさせず休ませやすい環境作りが重要

体調の変化を
報告できない職場環境

は

NG

【スタッフへの自宅待機指示】

困難な状況が継続しているが、
スタッフの健康と安全の確保も考えていく必要がある。



～濃厚接触者以外でも～

医療スタッフ；①夫または妻の出勤停止２週間

②学童・幼稚園・保育園の受け入れ拒否

事務スタッフ；夫の出勤停止２週間

→別棟の接触皆無スタッフ含む

維持透析患者；①本人の出勤停止２週間

②夫または妻の出勤停止２週間

【風評被害】



#1 当初、地域として感染者発生施設への指示系統が統一さ

れていなかったためか、様々な所から意見や指示が寄せら

れた。

#2 今回は、保健所の指示決定に従ったが今後は・・・？

#3 関連団体や指定医療機関と連携し、地域としてのシステ

ムやマニュアルを構築する必要がある。

【悩んだ部分・今後の課題】



【医療スタッフの感染と地域連携】
＝透析医会からの事例報告＝

医療スタッフに COVID-19 の感染が発症し、透析治療・診療の継続が危惧されましたが、

他の医療機関より医療スタッフの応援派遣により、透析診療が継続された事例をご報告申

し上げます。 

 

【診療所スタッフの発症】 

医療スタッフ〇名が COVID-19 の PCR 検査で陽性と診断された。内〇人（は濃厚接触者と

して自宅待機（要健康観察者）となり、透析可能である医療スタッフは、臨床工学技士１人とな

った。このことで、透析治療の実施・継続は困難と考えられたため、保健所と相談の結果、当医

師会で対処することとなった。 



【医療スタッフの感染と地域連携】

【透析患者の対応】 

維持透析患者に透析治療を継続するには(1)「患者を移送し他施設で透析を実施する」または

(2)「（医師を含めた）医療スタッフの応援派遣により現施設での透析を実施する」の二者択一が

考えられたが、医療スタッフの応援派遣が感染拡大防止の観点から最善策と判断した。 

＝透析医会からの事例報告＝

【まとめ】 

医療スタッフの COVID-19 感染から透析治療の実施が危惧されたが、大学病院と近隣の医療

機関からの医師や医療スタッフの派遣、医師会、保健所の協力により、透析治療の継続が可能で

あった。今回、透析患者を診療する医療機関では、日常の徹底した感染防御対策が重要であるこ

とを改めて考えさせられた。 



【医療スタッフの感染と地域連携】

日常的な
感染対策

の

重要性

地域連携と協力
の

重要性

スタッフへの
促しと健康管理

の

重要性
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(3)オゾン手洗いはじめました！

(4)標準予防策と個人防護具どうしてる？

(5)PPE在庫不足はアイデアで乗り切れ‼

(6)感染ベッド(個室)周辺の環境整備は？

(7)院内連携！対策とシステムの構築‼

【本日の内容】

４．事例報告
(1)疑い時期からの徹底した対応

(2)陽性後からの対応

(3)保健所からの観察期間は？

(4)事例から学んだ“5つ”のポイント！

５．院内における陽性確定後の動き
(1)濃厚接触者はだれ？リスト作成

(2)各所への連絡は？

(3)患者への指導と促しが重要

(4)スタッフへの教育と促しも忘れずに！

(5)スタッフの健康と安全の確保を考えねば‼

(6)やっぱり風評被害ありますよね・・・

６．まとめ提言



#１ 他職種と連携し組織としての方向性を統一しましょう。

→迅速な指示受けと対応

#２ 医療材料の在庫不足対策も考えておきましょう。

→色々なアイデアで自作もあり

#３ 患者指導・スタッフ教育を強化しましょう。

→感染対策や取り組みへの理解と意識の向上、生活習慣も含めて指導

#４ 風評被害は必ず出てきます。

ある程度覚悟しておかないと精神的にしんどいです。

→スタッフが自身のことを報告できる環境を整える

【まとめ提言】



【各団体の情報提供】 ※噂やチェーンメールではなく、
正しい情報を取得し、冷静な判断で行動しましょ

う。



第28回福岡県臨床工学会

会期 2020年6月27日（土）～28日(日)
会場 JR博多シティ JR九州ホール・会議室
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（池田バスキュラーアクセス・透析・内科）
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COVID-19終息を願い
今自分にできること・・・
つらい時期、みんなで乗り越えましょう！
落ち着いて冷静な対応を

川原田 貴士



COVID-19発生時における
当院での対応と対策
～陽性透析患者発症施設からの提言～

ご清聴ありがとうございました。
皆様のご施設において、少しでもお役に立てれば幸いで

す。


