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患者の皆様の権利を尊重します
本院では“生命の尊重と人間愛”を基本理念に、患者の皆さんと
協同して最良の医療を提供できるよう以下の権利を尊重します。
1．平等で最善の医療を受ける権利
2．個人の尊厳が守られる権利
3．説明にもとづき医療行為を選択する権利
4．診療情報を得る権利
5．プライバシーが守られる権利

Hospitality こころのこもった接遇

Excellent 良質な医療で健全経営

Amenity 快適な療養環境

Relationship 人材を育成しよりよい人間関係

Trust  地域との信頼関係の構築

【題字について】

病院敷地内に「発熱外来診療室」が
設置されました。
3月の末に富山県内で初の新型コロナウィルス感染を確認して以降、陽性

が増えてきたことに伴い、4月から発熱患者専用の外来を設置して、発熱者
以外の患者さんとの動線を分けて、診察、検査を行ってきました。
8月に新たに設置された診療室では、感染の疑いがある患者さんでも無症

状あるいは軽症の患者さん等を対象に検査などを行います。感染疑いの強い
患者さんとのエリアを分けることで、より一層院内感染予防ができるように
なりました。
高岡市民病院は第二種感染症指定医療機関として、万全の体制を整える

とともに、患者の皆さまに安心して受診していただけますよう、今後も感染
予防対策を徹底してまいります。今回は、本院の新型コロナウイルス感染予
防対策について特集しました。

本院では新型コロナウイル
ス感染症に万全の体制で取
り組んでおります。これま

で本院に対しご理解・ご支援をたまわ
り心より感謝申し上げます。
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4月16日

インタビュー：コロナウイルス感染患者に対する治療

4月20日

発熱外来初診時から肺炎を認めましたがPCR検査では陰
性で、抗生剤を投与しても効果がなく、強くCOVID-19肺炎
を疑い、2回目のPCR検査で陽性を示しました。疑わしけれ
ば積極的に再検査を実施することが必要と考えます。
入院時は肺炎が悪化しており、PCR陽性と分かってから

ファビピラビル内服、オルベスコ（シクレソニド）吸入を開始し、
合わせて高サイトカイン血症に対してメチルプレドニゾロンに
よるステロイドパルス療法を施行したところ、2～3日後から解
熱し劇的に病状が改善しました。PCR検査を入院中2回施
行し、2回とも陰性となったこと、画像検査でも改善が認め
られたことなどから自宅退院となりました。本例ではステロイド
投与が奏功したと考えられます。
新型コロナウイルス感染症に効果があると言われている医
薬品についても、未だ確立されたものはなく、これからも患
者ひとり一人に対して慎重に効果的な治療法を模索していく
ことになると思います。

ステロイドが著効した
COVID-19肺炎の1例

医師から

内科担当局長

平
ひら

田
た

 昌
まさよし

義
（医療倫理担当）

表1　患者背景と入院時所見

患　者 50代男性

主　訴 発熱

既往歴 糖尿病なし、高血圧なし

現病歴

XX年4月14日から乾性咳、38．4度の発熱出現。38度台の発
熱が続き4月16日本院発熱外来受診。肺炎はあるもCOVID-
19PCR陰性であった。その後も発熱が続くため4月20日来院。
40℃発熱あり入院した。入院後COVID-19PCR陽性判明する。

家族歴 本人の陽性判明後の家族検査で、妻は陰性、2人の子供は陽性
が判明

身体
所見

身長160㎝、体重62.0㎏、BMI 21.7㎏/㎡
体温40℃、血圧100／60㎜Hg　脈拍100／分
意識清明、体格：中、栄養：良。
眼結膜：貧血、黄疸なし。
胸腹部：異常なし。浮腫なし。神経学的異常なし。

入院時
検査
成績

検尿 免疫

　蛋白　　　　　（＋）
　潜血　　　　　（－）
　肺炎球菌抗原　（－）
　レジオネラ抗原　（－）

CRP　　　　5.05㎎/㎗
KL-6　　　　194U/㎖
SP-D　　　　19.5ng/㎖

血算

　WBC　　   4630/㎜3

　RBC　　409x104/㎜3

　Hb　　    12.3g/㎗

　Ht　　      36.43％
　Plts　  17.2x104/㎜3

細菌

血液培養　　　　陰性 マイコプラズマ抗体（－）

血液生化学

TP
Alb
Ca
P
BUN
Cr

6.5g/㎗
3.3g/㎗
8.2㎎/㎗
3.0㎎/㎗
12.7㎎/㎗
1.07㎎/㎗

AST
ALT
LDH
T-Bil
AIP
CPK

25IU/ℓ
18IU/ℓ
202IU/ℓ 
0.65㎎/㎗
60IU/ℓ
73IU/ℓ

に対する治療

1例 内科担当局長

平
ひら

田
た

昌
まさよし

（医療倫理担当）新型コロナウイルスSARS-COV-2が世界的に蔓延していますが、
未だ確立された治療法はありません。本院の入院患者で
COVID-19肺炎を来たし、ステロイドパルス療法で劇的に改善
した1例を経験しましたので報告します。
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新型コロナウイルス感染 予防対策について
富山県内の新型コロナウイルス感染症の状況は、現在（10月）のところ一応小康状態にあります。
しかし、今後、人の行き来が活発になってくることも予想され予断を許さない状況が続くと思われます。
このようなコロナ禍においても、本院は地域の高度急性期医療とがん診療を担う基幹病院として、
院内の感染予防を徹底しながら、安全・安心な医療に努めています。

発熱外来設置

4 月、新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、

救急外来に発熱患者専用の外来を設置しました。

発熱のある患者さんには、症状や経過についての問診を

とり、採血検査、胸部レントゲン・CT撮影により発熱

の原因となる疾患の鑑別を行い、新型コロナウイルス感

染症の疑いがある場合は速やかにPCR検査を実施して

います。

院内感染を予防するため一般患者さんとの動線を分

け、発熱外来へのアクセスは建物の外（時間外入口）から

のみとし、院内から入れないようにしました。受付時は

インターフォン越しに話していただき、PCR検査のため

の検体採取はドライブスルー方式により車から降りずに

行うなど、通常の診察の時とは違う対応となりご不便を

おかけしています。

8月17日から救急外来近くの敷地内に「発熱外来診療

室」を設置し、感染予防を拡充しました。

1 面会制限の実施

8 月、県内に「富山アラート」が出され、一旦緩和

した面会制限を再び全面禁止としてきましたが、

9月に「富山アラート」が解除されたことに伴い、10月

1日から登録された方1名に限り面会を認めています。

面会時は検温を行い、発熱、その他の症状（咳、倦怠感、

嗅覚異常、味覚障害など）がある方は面会できません。

外部から新型コロナウイルスを持ち込まず、入院患者

さんを守るためにも面会制限へのご理解、ご協力をお願

いします。

※今後、県内の状況によっては変わる場合があります。

2

面会
時間 13：00～17：00（平日・休日とも）15分以内

面会者
確認

平日日中は正面玄関入口、16時以降は病棟ナー
スステーション、土日、祝日は救急外来受付にて
「面会許可証」を提示

面会
場所

病棟の食堂または個室
（手指消毒、マスクの着用、1m程度間隔を空ける）
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新型コロナウイルス感染 予防対策について

来院時の手指消毒と
体温測定

新型コロナウイルス感染症の予防と、外部からウイ

ルスを持ち込まないために、正面玄関で、来院さ

れる全ての方にマスク着用をお願いし、アルコールによる

手指消毒と体温測定を行っています。37.5度以上の発

熱がある場合は、看護師が聞き取り調査を行い、他の患

者さんと交わらないよう発熱外来に案内します。患者以

外で発熱のある方は、病院への入館をお断りしています。

3 電話再診

コロナ渦のなか医療機関の受診を控える患者さんが

いることを鑑み、感染拡大を防止する観点から臨

時的な取扱いとして、慢性疾患を有する定期受診の患者

さんに対して電話による診療、院外処方せん発行などを

行っています。

本院に慢性疾患（高血圧症、骨粗鬆症、など）で定期受

診する患者のうち、担当医師が電話での処方に危険性が

ないと判断し、再診日に検査などの予定がなく、かかり

つけ薬局が決まっていることなどの要件を満たした患者

さんを対象としています。初診の方、急性疾患の方は対

象外となります。希望される方は患者支援センター（☎

0766-23-0204（代表））へ電話でお申込みください。

詳しくは病院ホームページ「電話診療のご案内」をご覧

ください。

4

新型コロナウイルス感染 予防対策についてについて
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事前の
PCR検査実施

安心して入院生活を送っていただくために、予定入

院の患者さんには医師の判断のもとPCR検査を行っ

ています。万が一新型コロナウイルスに感染して入院

してしまうと、入院中に院内感染が発生する可能性が

あるため、事前にPCR検査を行うことにより、感染

防止が徹底され安全に治療を行うことができると考え

ています。また、全身麻酔による緊急手術を行う患者

さんについても医師の判断のもと抗原検査を実施して

います。

入院される皆さまのご理解とご協力をお願いしま

す。

透明パーテーションの
設置

患者さんと対面で業務を行う中央受付カウンター、

各外来窓口では、飛沫感染を防止するために透明なア

クリル板、ビニールシートによるパーテーションを設

けています。

3密を避ける
3つの「密」を避けることが求められています。施設

内の換気に努めるとともに、外来待合では、椅子に張

り紙をして席の一部を制限し、人と人とが一定の距離

を保てるようにしています。また、外来受付窓口に患

者さんが密集しないよう足元に線を引いて列の間隔を

保つようにしています。

共用部分の消毒
患者さん、スタッフなど不特定多数が触れる可能性

のあるところ（廊下・階段の手すり、トイレ、病室の

ドアノブ、待合い椅子、車いす等）については、普段

から適時、適切に消毒を行っています。

感染看護専門チームINST
（本院独自）の編成

本院は4月から新型コロナウイルス感染症患者を受

け入れています。看護部では、発熱外来と感染症患者

等を受け入れる病棟で勤務する看護師を中心に、感染

対策のスペシャリストを育成するための感染看護専門

チームINST（アイネスト）を8月に編成しました。

新たにINSTに入る看護師は、先にINSTとして勤務

する看護師から防護服の着脱などの訓練を受け、着脱

5
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職員の体調管理の
徹底

職員は、出勤前と病院到着後の2回検温を実施し、

上司は検温結果と本人の体調を確認して記録します。

発熱、風邪症状、味覚障害、倦怠感などの体調不良が

あれば自宅待機としています。また通勤、勤務中はマ

スクを着用し、手指衛生を徹底するとともに、3密を

避けた環境づくりに努めています。

10

新型コロナウイルス感染 予防対策について新型コロナウイルス感染 予防対策

手順のチェックテストと新型

コロナウイルスに関する知

識テストを経て、万全の体

制で臨みます。

院内感染は全職員が決め

られたルールをしっかり守

ることで防ぐことができま

す。今後も適切な対策を行

い、安全な療養環境とケア

を提供していきます。

共用部分の消毒
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直通電話でのご相談や緊急のご紹介は ☎0766-23-0227“循環器ホットライン”へ
急性心筋梗塞や心不全など急を要する患者さんを少しでも手間なく紹介していただけるように、循環器科医師直通の「循
環器ホットライン」を設置しています。
地域の医療機関の先生方には、循環器疾患に関するご相談や緊急症例について、直接「循環器ホットライン」にご連絡い
ただきますようお願い申し上げます。

※・平日8：30～17：15　・一般の患者さんはご使用になれません

下肢のしびれや潰瘍・壊疽など、足の悩みを抱え
た方は多いと考えられますが、実際どの科を受診し
たらいいか判断に迷う場面も少なくないのが現状と
思われます。足は｢第2の心臓｣とも呼ばれ、血液循
環に重要な役割を果たしています。従って、足を診
ることで心臓病の診断や治療につながることもあり
ます。
循環器科では｢下肢PAD外来｣を設置し、足の病

気や悩みに対応する窓口を広げることとしました。
PADはPeripheral Arterial Disease（末梢動脈疾患）
のことで、主に下肢の動脈硬化性疾患を指します。
本院には血管外科医や形成外科医も在籍しており、
足の様々な症状(潰瘍、壊疽、色調変化、浮腫など)
に対し包括的に対応することが可能となります。ま
た、再発予防のため糖尿病認定看護師や糖尿病療養
指導師によるサポートも行われます。

循環器科

専門外来を紹介
します。

下肢PAD外来

下肢PAD外来
　火曜日　18時30分～11時30分
　金曜日　13時30分～16時

内科（循環器科）

中
なかはし

橋 卓
た く や

也
部長

鈴
す ず き

木　舞
まい

　内科医長
一般内科、腎臓、膠原病、リウマチ

8月1日入職
外来診療：月・火（8時30分～11時30分）
♥ 丁寧な診療に心がけています。

土
つ ち だ

田 浩
ひろよ し

喜　外科医師
外科一般

10月1日入職
外来診療：金（8時30分～11時30分）
♥ ひとり一人に寄り添った医療を。

廣
ひろか ね

兼 綾
あ や か

華　産婦人科医師
産婦人科一般
10月1日入職

外来診療：火（1・3・5週）（8時30分～11時）
♥ どんな患者さんにも真摯な対応と説明を心がけます。

医療機関

足の症状にとっての窓口となり
複数の診療科をつなぎつつ
診断・治療・予防を行います

下肢PAD外来

皮膚科 形成外科

整形外科

胸部血管外科 循環器科

内科（糖尿病）

地域医療部 循環器ホットライン

新任医師
紹介
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