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2020年度 大分県職能別交流集会

鶴見病院における
新型コロナウイルス感染症対応の

現状と課題



当院の概要

二次救急指定病院

大分県がん診療連携協力病院

第二種感染症指定医療機関

病床数 230床

一般病棟 ：212
ICU ：4床

緩和ケア病棟：14床（現在：休止中）
→ 3.27～コロナ感染症患者受入れ病床へ

（現時点で最大 陽性患者6名を想定）



本日の内容

■準備期

•勤務体制（人選・シフト等）

•不安要素を軽減するための各種実践

■初回陽性患者受入れ～現在

■現在の新型コロナウイルス感染対策

■現状の課題
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～準備期～



早急な体制整備の必要性

1月28日新型コロナウイルス感染症が

「指定感染症」に指定されることが閣議決定

早急な体制整備のための役割分担
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方針決定 感染対策・患者対応
フロー・病床業務手順
その他

勤務体制
その他

施設・
物品整備

院長・副院長
呼吸器内科部長
感染対策委員会

感染管理認定
看護師

看護部長 事務部門

常に相談、協力しながら準備を進めた！！



勤務体制（人選・シフト等）

■臨時の師長会を招集

・感染症病床を稼働させる必要性が生じたこと

・すぐにでも陽性患者が入院する可能性があること

・勤務候補者を急いでほしいこと（各部署３名程度）

■各師長に感染症病床の勤務候補者の選出を依頼

（１０日間程度を期限）
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スタッフ選定が困難
基準を示して欲しい

・選出基準
・勤務除外基準 作成

副院長に相談→院長承認
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勤務者選出基準

・一般的なケアを提供するにあたって、自律した看護実践

が可能である ラダー 2～3以上（明記はせず）

勤務者除外基準

・妊婦

・重篤な＊基礎疾患 を有する者

＊重篤な慢性心、肺、肝、腎疾患、免疫疾患

＊インシュリン使用者

＊コントロール不良な糖尿病（HｂA1C 7.0以上）

・病気治療中または後で抵抗力が低下している者

（抗がん剤、ステロイド使用中等）

その他体調に不安がある者に関しては主治医等に個別に相談
をしてください



選ぶ管理者・選ばれるスタッフ双方がストレスを抱えた！

管理者

スタッフ
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小さい子や高齢者がいる
ので勤務後、家に帰るの
が不安

ほとんどのスタッフは
入りたがらない

独身のスタッフにしか
声をかけないのか？

人選するより、自分
で入った方が気が楽

説明してもスタッフの不
満や疑問が多すぎて・・・
対応が困難

業務とはいえ、未知
の感染症に対応す
る勤務につく話をす
るのが辛い

感染病床の勤務予定者
に選ばれた人だけが配
置されるの？

スタッフのメンタルケ
アが必要だと思う

感染症病棟専従に
なるの？

感染症病床に勤務して
自分が感染してしまったら？



・人員調整に難航する部署での病棟会に看護部長も参加

（師長の説明をサポート、質問や不安を現場で聞く）

・多く寄せられた質問事項に関して、Q＆Aを発行

・看護部長、感染管理認定看護師 共同で、看護師向け

説明会を開催

・感染管理認定看護師が、初動で対応する可能性の高いICU

や外来の師長・スタッフに適宜、情報交換や説明

・感染症病床勤務後に帰宅できないと申し出があった場合

の対応を決定

→ホテルを確保（病院払い）→現在は職員寮を数室確保
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不安要素を軽減するために実施したこと



・手当支給の交渉

初期：感染症病床勤務者全員に支給を決定

暫定的でありフェーズが変われば金額が変更になることを説明

現在：陽性患者入院時のみ 感染症病床勤務者に支給

・勤務する看護師のご家族へ向け 看護部長名で手紙を作成

（職員への理解とサポートのお願い）
職員を通じて渡してもらう・渡したくない人は強制せず

・COID-19対応者のためのストレスチェックリスト作成
（参考：日赤 新型コロナウイルス感染症に対応する職員のためのサポートガイド）
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不安要素を軽減するために実施したこと



勤務体制を決定する上でのジレンマ

悩んだ結果・・・

常時、看護師2名体制へ 勤務者は随時、増やしていく方針へ

防護具の装着を正しく確実に行うためにも、2人ペアでお互いを補助する
体制が望ましい。また、慣れない感染症病床での勤務を、例え軽症であっ
たとしても1人で対応するのは、不安であろうと考えた。
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＊感染症病床で勤務する人員は、感染伝播のリスクを最小限にする意味
でも最小限に留めるのが良いだろう（専従や専任？）

＊しかし、メンバーを限定すると、他の職員がコロナ対応を他人事の
ように捉えてしまうのでは？

＊長くこの体制が続くならなるべく多くの看護師が感染対策の経験を
積むほうがいい

＊軽症患者なら、看護師１人体制でも可能かも。通常業務の立て直しを
考えた時、各部署の人員調整もより困難になる。 等



感染症病床 勤務体制

■2月時点では、入院患者（疑い患者または陽性患者）が

発生したら、感染症病床（2床）を稼働させる予定とした

2月10日～３月２0日 疑似症例（陰性）の患者の入院が単発で発生

1勤務帯2名 2交代制

＊１人目：決めたパターンに従って決定（ICUNs・外来Ns）

＊２人目：呼び出しにより対応（看護科長・師長など）

３月２1日～4月12日 ＊３月２１日初回陽性者受入れ

1勤務帯2名 日勤＋夜勤（24時間勤務＊緊急避難的な対応）

４月13日以降

1勤務帯2名 2交代制へ変更
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感染症病床勤務パターン

月／日付 ／

入院患者発生日
日勤入院
1

夜間入院
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

備考

救急STOP

救外1名体制

看護部 ○○○ 〇・宿直 夜入 夜明 休 〇・宿直 当明 休 休

看護部 ○○○ 〇・宿直 当明 休 〇・宿直 当明 休 休

看護部 ○○○ 〇・宿直 当明 休 〇・宿直 当明 休 休

ICU 総合内科担当者 〇

ICU 総合内科担当者 〇

ICU 総合内科担当者 〇

ICU・外来 救外夜勤者→感染病床 夜入 夜入 夜明 休

ICU・外来 救外夜勤者→感染病床 夜入 夜明 休

ICU・外来 救外夜勤者→感染病床 夜入 夜明 休

３病棟 〇・宿直 直明 休 〇・宿直 直明 休 休

４病棟 〇・宿直 直明 休 〇・宿直 直明 休 休

５病棟 〇・宿直 直明 休 〇・宿直 直明 休 休

緩和病棟 〇・宿直 直明 休 〇・宿直 直明 休 休

６病棟 〇・宿直 直明 休 〇・宿直 直明 休 休

７病棟 〇・宿直 直明 休 〇・宿直 直明 休
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＊稼働4日目からは、他部署からも1名づつ選出
＊勤務基本パターン7日間 〇そのまま宿直→直明け→休み→〇そのまま宿直→直明け→休→休



現在の感染症病床勤務表
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2020年○月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

外来 感夜 感明

外来 感日 感夜 感明 感日 感日 感夜 感明

透析 感日 感夜 感明 感日

３病棟 感夜 感明 感日

3病棟 感夜 感明 感日 感夜 感明

3病棟 感日 感夜 感明

４病棟 感日 感夜 感明 感日

４病棟 感日 感日 感夜 感明

４病棟 感日 感日 感夜 感明 感日

５病棟 感日 感夜 感明 感日 感夜

５病棟 感日 感夜 感明 感日 感夜

５病棟 感夜 感明 感夜 感明 感日

６病棟 感日 感夜 感明

６病棟 感日 感夜 感明 感日 感夜 感明

６病棟 感日 感夜 感明 感日 感夜 感明

７病棟 感日 感夜 感明

７病棟 感夜 感明 感日 感夜 感明 感日 感夜 感明

７病棟 感夜 感明 感日 感夜 感明

・各部署から１～３名選出し、勤務表作成
・メンバーは少しづつ変更
・空白の部分は、自部署で勤務又は休み
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初回陽性患者受入れ～現在
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初回

陽性患者受入れ

3/21 ２名

80歳台、90歳台

～ 8/27現在まで

陽性患者 計14名

疑い症例：１０５名

作成したマニュアルや資料は300以上？？



スタッフの変化

スタッフ
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感染病床で勤務するほう
が安全かも

適正に防護具を使用
できる自信がついた

入院患者さんが不便のな
いように、環境を整えてあ
げたい

ホテルや寮を希望する人は
減少

師長からの勤務要請に快く応じ
てくれる人が増加

違う部署の先輩と勤務し
て色々話せた。教えても
らった。勉強になった。

感染症病床より、外来や一般病棟入
院棟でも感染者がいる可能性は高い
感染対策をしっかりしよう

患者さんに元気になって
退院してもらいたい



要請に応える形で受入れ病床数を増設

•既存の感染症病床４床（一般病棟内）

•南館５階 感染症病床２床

•西館 緩和ケア病棟を休止

感染症病床に転用（４床→最大６床へ）
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病院の方針とわかっていても、突然に、自部署を失った
緩和病棟の管理者やスッタフのストレスは大きかった
それでも、感染症病床勤務や他部署へのリリーフ業務を
しっかり頑張ってくれました



現在の
新型コロナウイルス感染対策
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外来・救急

・各部署でも来院者への体温測定・発熱者への問診を実施

・外来患者の待合室では患者間距離を保てるように配慮

COVID-19疑似症者を早期に発見し、早期に対応する

サーモグラフィーで
観察

救急搬送患者
全例疑いトリアージ

発熱外来
患者と医師の間にアクリル
板入りの壁



COVID-19患者の感染対策
標準予防策に加え、 接触、飛沫予防策 を行う

防護具の適正

使用

手指衛生

個室・陰圧室で
なくてよいが

十分換気する

防護具、物品等
は使い捨てか

専用

ゾーニング

C対応

リネン類・食器は通常対応でよい；当院ではディスポ食器・廃棄
新型コロナウイルス感染症に対する
感染管理改訂2020 年6月2日国立感
染症研究所国立国際医療研究セン
ター国際感染症センター



COVID-19疑い/感染症者の防護具①

•ガウン ・キャップ

•サージカルマスク

＊エアロゾル発生時はN95マスク

(再使用時サージカルマスクを重ねる）

•目を守るもの

ゴーグル・フェースシールド等

•手袋

●シューズカバーは、脱ぐ時のリスクのため推奨しない

ガウンセット

2020年5⽉7⽇医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第3 版 ⼀般社団法⼈⽇本環境感染学会参照

防護具は使い捨てが原則



COVID-19疑い/感染症者の防護具②

挿管している患者対応等 外回り・直接、接しない場合

・サージカルマスク ・ゴーグル ・エプロン
（必要時ガウン）タイベックス型ワンピース

2020年5⽉7⽇医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第3 版 ⼀般社団法⼈ ⽇本環境感染学会参照



感染症病床ゾーニング①

新型コロナウイルス感染症アウトブレイクでのゾーニングの考え方 20207/9Ver1.0 国立国際医療
研究センター国際感染症センター

ベッド

手洗
い

カーテン

病室

N95マスクは
外で脱ぐ



ゾーニング②

小児科外来 発熱外来



感染症病床でのケア
接触の機会を最小限にする

体温を測って
ください



防護具の適切な着脱の習得・手指衛生

適切な方法で
外したか必要な防護具を着用

適切に
手指衛生をしたか

長時間
エアロゾル発生時

装着中の暴露リスク
が高い



現状の課題
•感染症病床で勤務できる看護師の計画的な育成

•発熱外来や待合の導線などの更なる見直し

インフルエンザの流行期 到来の前に

•中等症や重症者発生の対応のための体制整備

軽症、中等症者が重症化することもある

・新型コロナウイルス感染症対策検討会の有効活用

責任の所在を見える化(組織化)し、問題解決をスピーディーに

実務を停滞させないために
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