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コロナ感染のゆくえ

向日回生病院理事長

岩井 直躬

　９月12日までとされていた緊急事態宣言は、さらに
９月30日まで延長されました。「またか、仕方ないが
疲れた。」というのが多くの人の本音でしょうか。新規
患者数は減ってきたものの、今なお重症者数は減ら
ず第５波から抜けきっていません。
　私たちの病院でも昨年９月に院内クラスターを経験
しました。コロナの感染力の強さや胸部CT所見を診
ると、通常の上気道感染では考えられないコロナの
怖さを痛感しました。その後、医療従事者から始
まったワクチン接種が進められ、９月８日の時点で高
齢者の約９割、そして全人口の約５割が２回の接種を
完了しました。その結果、ワクチン接種を受けた人
では明らかに重症化や死亡例を抑えることができて
います。しかし一方で、ウイルスは変異を繰り返し、
従来型からデルタ型に変異してワクチンで獲得した免
疫をかいくぐろうとします。また２回のワクチン接種を
終えた人でも１００パーセント感染を防ぐことができず、
ブレークスルー感染することもあります。

　コロナが発生した当初に比べると病態は次第に解
明され、病期に応じた治療法も分かってきました。し
かし、季節性インフルエンザのように自宅で服用でき
る薬が開発されるのは未だ先になり、コロナとの闘
いは続きそうです。第５波がたとえ終わっても次
の第６波到来は否定できません、むしろ第６波は
あると思って対応する必要があります。
　まず私たちにできることとして、ウイルスはヒ
トに寄生していますので人の多い場所は避けるべ
きです。またコロナは飛沫感染なので、人と会話
する時は飛沫を効果的に防ぐ不織布のマスクを着
用するのが良いでしょう。このように従来から言
われている感染対策を根気よく続けることで、皆
さんの身を守って欲しいと思います。　　　　　
　　　　　　　　  　　　　　　　　（９月13日）
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秋の日はつるべ落し。家路を急がねばならないのに、
真っ赤な夕陽や照り輝くススキについ見惚れます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（木津川・流れ橋にて）
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頸椎・腰椎牽引
筋肉を伸ばして戻すこと
をゆっくり繰り返すこと
でマッサージ効果が
あります。

ホットパック

マイクロウェーブ

機械で温めたゲル状の保温材が
入った袋を患部に当てて体を温め
ます。マイクロウェーブでは体の
奥深くに作用するのに対して、
ホットパックは体の表面を温めま
す。ペースメーカーや体に金属が
入っている方でも安心です。

マイクロ波という波長の短い電波を照射し
ます。聞き覚えのない言葉ですが、原理と
しては電子レンジと同じです。体の中の水
分を利用して、体を芯から温め、血行を良
くして痛みを軽減させる効果があります。
体に直接触れることがなく、衣服を脱がず
に利用できます。

超音波
音波による振動によって体の中の水分を
揺らして温めます。その効果として、血
行の促進や痛みの緩和などがあります。

干渉波
痛みや痺れがある
部位に電気を流し、
筋肉をほぐして血
行促進を行い症状
を緩和します。

渦流浴
痛みや筋肉の緊張を血行の
改善によって緩和します。
浴槽のなかで温まると筋肉
もほぐれ、固くなった関節
も動かしやすくなります。

物理療法編物理療法編物理療法編

当院リハビリテーション室にはリハビリ以外にも様々なリハビリ用品や
設備があり、今回は物理療法について紹介します。

物理療法を受けるには主治医の
指示箋が必要です。ご関心のあ
る方は主治医にご相談ください。

物理療法を受けるには主治医の
指示箋が必要です。ご関心のあ
る方は主治医にご相談ください。

ウォーターベッド
水圧刺激によって、体の広範囲の
筋肉の凝りを優しくほぐすリラク
ゼーション効果があります。

リハ
ビリテーション科リハ
ビリテーション科リハ
ビリテーション科
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　新型コロナウィルス感染症という未知の感染症と戦って
約2年が過ぎ、 9月末で4回目の緊急事態宣言が解除
となりました。 第5波では急激な感染者の増加に伴い
医療崩壊 ・医療従事者への負担増大を実感しました。
ワクチン接種など感染対策が進んでいますが、今後到
来するであろう第6波に向け、 地域における当院の役割
と責任を全うするため、 職員一同取組んでいます。
毎年、 当院でも新人看護師が入職してきます。 昨年は
７名、今年は8名入職しています。
未知の感染症流行の中、 看護を志し不安を抱えなが
ら入職してくれています。
学生から社会人となり、 何らかの組織へ属し、 組織人
としての役割が求められます。
新人職員も各所属へ配属され組織の一員としてスター
トしています。
コロナの影響で、 当院でも昨年に続き「入職式」を縮小
し、「新人歓迎会」や「各飲み会」なども自粛せざるを得
ない状況にあります。 通常ではイベントを通じて、 徐々に
個人が組織になじんでいきます。 コロナ禍ではある意味、

新人職員は「適応能力」を最大限発揮しなければなら
ず、今まで以上にエネルギーを使い大変な思いをしたと
思います。
理想と現実との乖離でリアリティーショックに立ち向かいな
がら、 看護の志を忘れず、 看護師として組織へ順応し、
組織内専門職として活躍してくれることを願っています。

医療法人真生会　向日回生病院

看護部長　田中 悦子

「コロナ禍に思うこと」「コロナ禍に思うこと」「コロナ禍に思うこと」

編 集 後 記

　今回の秋号ではリハビリ室の特集をしています。 どのよ
うな訓練にどの器具を使用するのかなどの説明も写真付
きでわかりやすく紹介しているので、 普段リハビリ室を利
用しない方にもぜひ知っていただけたらと思います。

　さて、『〇〇の秋』といえば、 皆さんは何を思い浮かべま
すか︖︖
食欲の秋、 芸術の秋、 スポーツの秋、 読書の秋、 紅
葉の秋、 睡眠の秋…
秋と結びつく言葉はたくさんありますよね。 気候も過ごし
やすくなって、 食べ物もおいしい時期。 色んなことに打ち
込める絶好の季節です︕
その一方で、「秋の日はつるべ落とし」と言われるように、
夕方になるとあっという間に日が沈み、 秋の風を感じるよ
うになると急に物悲しく寂しい気持ちが湧いてきます。 つ
いこの間まで、 暑い夏が早く過ぎて欲しいと願っていたの
に不思議な感覚ですよね。
　秋になると寂しくなるのは、 気候が心を変化させるため
だそうです。 夏の後に急に冬がやってきたら、 きっと上手く

対応できないはず。 秋はそんな間に挟まれた季節で、
気持ちを入れ直すための大切な時間を与えてくれます。
悲しい気持ちになるのも、 季節が変化する過程のひとつ、
秋は視覚的にも体感的にも、 あちこちで変化を感じられ
る季節です。 コロナ禍の中、 まだまだ制限されることもあ
りますが、 日々訪れる秋を感じ、 変化を楽しみながら生
活してくださいね。 そして、 気温の変化も大きい時期、
体調にも十分お気を付けてお過ごしください。

　向日回生病院の裏にある竹の径で毎年行われている
秋のイベント、「かぐやの夕べ」が、今年はオンライン配信さ
れるそうです︕︕ろうそくの温かい光が灯り、 笹が触れ合う
音が響きわたる癒しの空間“竹の径”をリアルタイムで自宅
から楽しめます。
配信予定は10月23日(土)18:00～です。
ぜひ、 訪れてみてください。

こうやま さなみ

真生会通信



権　　利 責　　務

患者様の権利と責務

1. 良質な医療を公平に受ける権利があります

4. 個人情報およびプライバシーが保護される権利があります

6. 研究途上にある治療方法や薬剤の投与（治験）を行うことは、
　 致しません

患者様は、個人として常にその人格を尊重され、病院がなし得
る最善・適切である良質な医療を公平に受ける権利があります。

2. 説明や情報を得る権利があります（インフォームド・コンセント）
患者様は、病気、治療、検査、見通しなどについて、十分な
説明と情報提供を受ける権利があります。

1. 自ら健康に関する情報を正確に医療者に伝える責務があります
良質な医療の提供を受けるために、自分の健康状態について、
正確に提供する責務があります。また、病状の変化や治療中に
生じた問題については、速やかにお申し出ください。治療上必要
な指示や助言は、お守りください。

2. 病院の規則に従い他者への迷惑にならないように努める責務があります

4. 加入の医療保険等を提示し、受けた医療に対する医療費を
　 支払う責務があります

全ての患者様が等しく適切な医療を受けられるようにするため
に、他の患者様や病院職員に支障を与えないよう配慮する責務
があります。

3. 治療等に関して自分の意思を明らかにする責務があります
適切な治療方針を決めるために、自分の意思や意見を伝える
責務があります。

5. 診療情報の開示を求める権利があります
患者様は、申請によりご自身の診療記録等の開示を求める権利
があります。

3. 選択の自由と自己決定権があります
患者様は、十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法など
を自らの意思で選択し、決定する権利があります。また、他の医
療機関の医師の意見（セカンドオピニオン）を希望される場合に
は、当院で受けた診療に関する情報を求める権利があります。

真生会
向日回生病院
〒６１７-０００1  京都府向日市物集女町中海道92-12
TEL 075-934-6881  FAX 075-933-9413

訪問リハビリテーション 向日かいせい
〒６１７-０００1  京都府向日市物集女町中海道92-12  向日回生病院内
TEL 075-924-2777  FAX 075-924-2677

　向日回生病院、では、各階フロアーに「ふれあい
箱」を設置しております。
皆様のご意見、ご要望等の声を少しでも反映させ
たく思いますので、お気付きのことがあれば投書
ください。

真生会通信

外来担当医表
外科

受 付

内科
受 付

月 火 水 木 金 土

午前 長岡
福井
魚住 菅野 福井 長岡

夜診 福井 菅野 長岡

長岡
岩井宏樹

岩井
（リハ診） （リハ診）

（便通異常）

（泌尿器科）

（肝臓）

（一般内科）

（もの忘れ）
（第1,3,5週）

（心療内科）

月 火 水 木 金 土

午前 近藤（初）

西山（再）

松岡
生田
才村

（一般内科）（第1,3,5週）

（一般内科）（第2,4週）

近藤

生田

生田（初）

福井勝也（再）

福井勝也 森元

森元（初）

青木（再）

生田（第1,3,5週）

青木（第2,4週）

福井勝也
（肝臓）
松岡午後

（専門外来）

午後
（専門外来）

夜診

福井勝也（初）
森元（再）

松岡（初）

生田（再）

青木
近藤
田中
猪奥

令和3年10月11日付

（神経内科）
（第1週）

（神経内科）
（第3週）

（初）

（再）


