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コロナフレイルについて
■外出自粛により急増しているコロナフレイルに注意！
＜コロナフレイルとは？＞
新型コロナウイルス感染症予防のために、生活不活発（外出の自粛で社会参加が制限されたり、自宅時間
が増える）などになった結果、老化が急速に進むことを言います。

健康状態

関節が痛い・よくつまづく
転倒が多くなる

☆「じっとしている」時間を減らす！

60 分 元気にからだを動かしましょう！
1 日 40 分 じっとしていないで動きましょう！

18〜64 歳

▶ 1日

65 歳以上

▶

☆座ったまま、立ったまま行える「ゆらゆら体操」

筋肉量が減る
歩くのが遅くなる

■フレイル予防のためにできる対策から始めましょう

このような状態を

座ってゆらゆら

フレイル(虚弱)

足を開いて座り、左右のお尻に交互に
体重を移動します。頭や上体だけ動か

といいます。

すのではなく、骨盤から揺らすように

※コロナ禍で急増中！

行います。

※早めに対策を行うことで

歩くのが億劫

予防が可能

時間が経つほど回復しにくくなります。

立ってゆらゆら

一人で動けない

要介護状態

腕の力はできるだけ入れずに脚を伸
ばしたまま、左右のかかとに交互に
体重を移動します（立つのが不安な

■外出の自粛によって変わったことはありますか？
□散歩や買物などで外出することが減った
□歩くスピードが以前より遅くなった

□他の人との交流が減った（例えば週 1 回未満）

□買物に行けないなどで、バランスの良い食事が出来ていない

方は支えるところを持って行ってく
ださい）。

チェックが増えるほど
フレイルに
注意が必要

□他の人に同じことを尋ねるようになり、物忘れが気になる
□以前と比べると、ふくらはぎが細くなった

□家族や友人との接触が減ったため会話が減り、滑舌が悪くなってきた
□最近、楽しいと感じることがほとんどない

適度に体を動かすこと、バランスの良い食事を摂ること、良質な睡眠をとること
は自己免疫力を高め、感染症の予防に役立つと言われています。

☆感染症対策をして屋外へ出ることも大切！
自宅にこもり過ぎずに公園など開放的な場所で散歩や運動をすることも大切です！まずはウォーキング

のような負担の少ない、
ゆっくり行えるものから始めてみましょう。まずは 5 〜 10 分から行い、
2 〜 3 週間かけて徐々に時間を増やして

30 分またはそれ以上行えるように頑張りましょう！

リモート面会のご紹介

在宅医療の現場から
〜通所リハビリテーションセンターより〜

リモートでの面会が開始になりました。

当通所リハビリテーションでは利用者様が自立した生活を行えるように

コロナ感染症により当院でも面会が禁止され、リモートでの面会を行っています。
私が所属する 4 東病棟は内科病棟で高齢者、入院期間が長期化する患者様が多くおられます。リモート面会開

リハビリ専門職と介護スタッフ一同で支援していきます。

始と共に、病棟では入院時の説明用紙に「リモート面会のご案内」を追加し、入院中の患者様には電話連絡を

・リハビリ専門職による個別リハビリ

行い、少しでも多くのご家族様に利用して頂けるように積極的にご案内をするようにしました。
週 1 回、10 分と短い時間ですが、ご家族様と患者様を繋ぐ大切な時間です。介助を必要とし話ができない
患者様でも、看護師が日々の状態やご家族様の心配な点にお答えし、食事摂取量、リハビリの現状、体調の変
化などを細かくお伝えしています。
リモート面会の時間帯に車椅子へ乗車して、リハビリに取り組む姿を見て頂くことや、娘様が計算問題を書い

特色

・介護スタッフとの自主トレーニングの実施
・レクリエーション

（集団体操、脳トレ、口腔・嚥下体操、歌など）

て画面上で見て返答されることもありました。リモート面会になったことで、他府県に住んでいるご家族様と
同時に繋がることができ、関東に住んでいるお子様達と久しぶりに面会された患者様もいました。
リモート面会になったことで、今まで以上にご家族様と患者様の面会時に看護師が付き添う様になり、会え
ない不安がそこにはあることや、患者様を思うご家族様の気持ちを改めて感じ取る機会が増えました。今後も

☆感染症対策をした上で安心して利用していただけるように取り組んでおります
・検温、手指消毒の徹底

・フェイスガード、
マスクを着用

・パーテーション設置

リモート面会の時間を大切にして、ご家族様と患者様の笑顔が見られるよう日々、心に届く看護を目指します。
4 東病棟

師長

市川

早紀

リモート面会は週 1 回、

ご家族様

10 分と短い時間ですが、
ご家族様と患者様を繋ぐ
大切な時間です。

〜在宅医療の現場から〜

介護保険のリハビリテーションについて
介護保険のリハビリテーション（以下、リハビリ）では、日常生活の活動全般
をリハビリと捉えた機能維持を目的として行っています。しかし、ケガや病気
などで入院をされていた方は、退院後すぐには日常生活を円滑に行えないこと
が多いのが現状としてあります。当通所リハビリでは、日常生活に支障をきた
している利用者様に対して、自立した生活を送ることができるようになるため
にはどうしたらいいのかを評価し、その人に合わせた生活目標を設定して集中
的にリハビリを行います。機能回復してくることで日常生活が送れるように

看護師が日々の状態と

現状、体調の変化などを
細かくお伝えています。

理学療法士
主任

田村 遼

なってきたら、その後は安全に継続して生活ができるように機能維持に向けたリハビリを介護スタッフ

ご家族様の心配な点にお答え、
食事摂取量、リハビリの

通所リハビリテーション

患者様

と共に考え継続して行っています。利用者様によって、からだの状態、住んでいる環境、支援状況など
が全く異なるため、こうしたらいいという正解が無いのが難しいですが、考えながら行うことで利用者
様から「家でリハビリしたよ」
、
「昨日はこれだけ歩いてきました」と笑顔で話をされるのを聞くと嬉し

い気持ちになります。日々、利用者様にとって充実した日常生活を送ることができるように、これから
もそれぞれの身体状況、生活状況に合わせたリハビリを提供していきたいと思います。

臨床検査科の紹介

臨床検査科では現在11名(男性4名、女性7名)のスタッフが働いており「正確で、迅速な検査報告」を
目標に掲げ、診療に役立つように日々努力しています。

＜機器の内容＞
今年度から免疫・生化学検査の機器が新しくなりました。
処理スピードが上がる他にもコロナの抗原定量検査もできます。

業務の内容は大きく分けて検体検査と生理検査の2種類があります。
検体検査とは、患者様の体から採取した材料（検体）を用いて行う検査で、検体には血液、尿、便、体

⇒患者様の採血結果の待ち時間の短縮が期待されます。

液（髄液、胸水など）など様々なものがあります。生理検査とは、患者様の体を直接検査するもので、
心電図、超音波（エコー）、脳波、筋電図検査などがあります。

＜業務内容＞

生理検査

“患者様に寄り添う検査を心がけています”
患者様に直接触れて行う検査です。検査には少し苦痛を伴う事もありますが、検査前には
どのような検査をするか、説明をして検査を行っています。
当院生理検査室で行っている主な検査には循環機能検査、神経生理検査、超音波検査、
睡眠時無呼吸検査などがあります。
女性の心電図や乳腺のエコー検査等は女性のスタッフで検査させていただいています。

検体検査

“24時間体制をとり夜間緊急時にも迅速報告を心がけています”
赤血球数・ヘモグロビン値などの血液検査、肝炎ウイルス・血糖・コレステロ−ルなど
の免疫・生化学検査、血液型などの輸血検査、尿糖・尿蛋白などの一般検査を院内で実
施しています。

業務風景

エコー検査

＜新型コロナウイルスの検査について＞
当院で行える新型コロナウイルスの検査として、PCR検査及び抗原定量検査があります。(鼻腔検体）
一般的なPCR検査は比較的時間がかかり、難しい手技が必要な検査になりますが、

血液や尿などの検体から体の中の様々な状態を調べます。

心電図検査

写真 : cobas8000

検体検査

当院のPCR検査は1時間で結果が分かり、手技も簡易なものとなっています。機器の台数も4台に増え、
患者様の待ち時間の短縮や正確な検査結果を報告することができます。

新しく入職されました医師のご紹介を致します
Q1 : 医療における専門分野

Q2 : 休日の過ごし方／趣味は ?

Q3 : どのような医療を心がけていますか ?
Q5 : 今後の抱負を教えて下さい。

A1

Q4 : どのようなことに挑戦されていますか ?

Q6 : 地域の皆様へメッセージをお願いします。

内科・消化器内科 医師

A2 読書、映画鑑賞

濵中 宏光
Hamanaka Hiromitsu

A3 患者さん一人ひとりに真摯に向き合い、
できるだけ患者さんの負担の少ない
内視鏡を心掛けています。

A4 コロナ禍で、アクアリウムを始めました。今年初めてコンテストに出場しました。
16 年ぶりに滋賀県へ帰って参りました。地域の絆を深め、これまでに学んだ
経験と知識を地域医療に貢献していきたいと思います。

A5

A6 地域医療に貢献できるよう頑張りますので宜しくお願いします。
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