キャンパス・附属病院だより
本郷・お茶の水キャンパス近況

伊藤

事務長

嘉章

医学研究科
1．新型コロナウイルス感染症における影響について
大学院医学研究科では、新型コロナウイルス感染症の流行による非常事態宣言の発令を受け、
本年度前期においては、対面式による講義や演習等を中止し、遠隔授業（オンデマンド動画配
信）により学修することと致しました。
本研究科では職務の都合で出席できない社会人大学院生に配慮し、対面式授業と並行して、
履修管理システムを活用したオンデマンド動画配信による授業運営を従来から実施しており、
この度の全国的な遠隔授業の推進・導入の流れに対しても、円滑に対応することが可能でした。
また、出席人数が 10 名以下となることが想定される修士課程の遺伝カウンセリングコース
や公衆衛生学コースの授業科目においても、大学院生の外出を自粛させるため、講義動画を配
信することとなりました。

履修管理システムを用いたオンデマンド動画配信

医学研究科ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/graduate/
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医学部
1．2020 年度 医学部新入生について
本年度、医学部では 135 名の新入生が入学致しました。新型コロナウイルス感染症の影響
に鑑み、4/7（火）に予定していた入学式は、新入生並びにご家族の皆様にとって、そして本
学にとっても誠に残念なことではありますが中止と致しました。新入生には、小川秀興理事長・
新井一学長・服部信孝医学部長のメッセージを書面にてお届けしました。
2．新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う授業等の対応について
新入生については、さくらキャンパスの啓心寮への入寮および授業開始を延期致しました。
延期期間中、新入生は英語学習（TOEFL・IELTS）等の自己学習に取り組んでいます。
2 ～ 4 年生は、自宅で学習ができるようにインターネットを利用したオンデマンド配信型の
オンライン授業を実施し、基礎医学系の実習等は日程を変更して対応する予定です。
臨床実習が中心の 5・6 年生は、病棟実習に代わりビデオ会議システムを活用したクルズス
や教員が作成した課題により学習を進めています。
この様に、各講座・研究室・診療科の先生方に様々な工夫をしていただき、学生はこの苦難
の中で勉学に励んでいます。
医学部ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/med/

国際教養学部
1．第 3 教育棟竣工について
国際教養学部の定員増に対応するため建築が進められていた第 3 教育棟は、2020 年 2 月に
竣工し、AV 機器装置や机・椅子等が設置され 3 月に整備が完了しました。
バリアフリー対応の大教室 2 室（各 252 名、270 名収容）の他、84 名収容の中教室 4 室（連
結により 168 名収容× 2 室）
、30 名収容の演習室 8 室（連結により 60 名収容× 4 室）が整
備され、
学生サービスの向上を図り 2 階に学生交流の場として学生ラウンジが設けられました。
学生の皆さんにはこれらの施設を活用し、充実した学生生活を送っていただきたいと思います。
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第三教育棟 入口

第三教育棟

大教室

2．新入生ガイダンスについて
本来は、新年度開始時に新入生 241 名が一堂
に会してガイダンスを受ける予定でしたが、新型
コロナウイルス感染症拡大の状況下にあるため、
まずは学部ホームページに加藤洋一国際教養学
部長の挨拶文を掲載し、その後、4/24（金）に
Zoom を使ったガイダンスを実施しました。
加藤国際教養学部長から歓迎の挨拶と大学・学

加藤学部長

挨拶の様子

部の紹介、湯浅資之学生部長から学生生活に関す
る事項、田村好史教務委員長からカリキュラムと授業に関する事項の説明がありました。
3．新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
入学式をはじめ、新年度のすべての行事やイベン
トが中止となり、非常事態宣言発令後は外出自粛
が続き、学内の状況は一変しました。教授会をは
じめ、学部内の各会議・委員会をオンライン会議
で開催し、教職員は授業開始に向けて準備を着々
と進めております。

オンライン授業練習会・講習会の様子

新型コロナウイルス感染症の長期化が懸念され
るため、前期授業は全てオンライン授業とし、9 月から従来型の対面授業を開始することにな
り、国際教養学部では、Zoom を使ったライブ授業、オンデマンド授業が始まりました。学生・
教職員にとってすべてが初めての経験で、開始までの準備期間中、教務委員会と「オンライン
授業タスクフォース」の先生方のご尽力により、授業骨子、遠隔授業実践方法が整備されまし
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た。4/30（木）には専任と非常勤の先生方を対象に、オンライン授業練習会・講習会を開催し、
5/11（月）からの授業に臨みました。
国際教養学部ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/ila/

保健医療学部
1．保健医療学部の近況について
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、新入生フレッシュパーソンズキャンプ、自治会主
催イベント等々が軒並み中止もしくは延期となりました。
今後の遠隔授業の予行演習も兼ねて、新 1 年生、新 2 年生のオリエンテーションは急遽オ
ンラインシステムを利用して実施しました。講義については、前期（8 月末まで）は全てオン
ライン講義とし、9 月から従来型の対面授業を開始する予定で、代田浩之保健医療学部長の指
示により、急遽学部内に「教務ワーキンググループ」を立ち上げ、対応策を検討致しました。
本学部では主に Zoom、Google Forms、メディアサイト（順天堂学内システム）を用いて
リアルタイムの「同時双方向型授業」と動画配信の「オンデマンド型授業」を併用することと
し、理学療法学科・診療放射線学科ともに 4/20（月）から遠隔授業を開始し、概ね順調に経
過しております。一部の学生が通信環境に難があるため、この支援策を講じる予定です。
演習や実習、遠隔で可能な臨床実習については実施し、それ以外は全て後期に実施すること
となりました。また、学生が来校できないため、心のケアも含めてゼミ担当教員が学生個々と
オンラインで面談も実施しております。
今後の情勢も不透明であり、まだまだ課題もありますが、通常の対面授業再開に向けて柔軟
に対応していくとともに、授業の質を落とすことなく遠隔授業だからこそできるアイデア教育
も随時取り入れながら、充実した授業を実践できるよう今後も努めてまいります。
保健医療学部ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hs/
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さくらキャンパス近況

事務部長事務取扱者

（スポーツ健康科学研究科・スポーツ健康科学部）

大竹

淳雅

1．新型コロナウイルス感染症への対応について
世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により、さくらキャンパスでも例年の新学期と大き
く異なる状況が続いています。いつもであれば、多くの若者が集うとてもにぎやかなキャンパ
スですが、不思議な静寂感が漂っています。
さくらキャンパスにおける感染拡大に対する最大の懸案事項は、スポーツ健康科学部と医学
部の学生が寝食を共にする啓心寮への入寮の是非です。
啓心寮はいわゆる “3 密 ” の状態となるため、政府による非常事態宣言の発出以前から「早
期の入寮は困難」との認識がありました。4/23（木）に、順天堂大学として①前期の全ての
授業でインターネットを活用した遠隔授業で実施すること、②前期は啓心寮に入寮をさせない
こと、の 2 点が決定されました。この決定時点で啓心寮への入寮は 8 月末を予定日としまし
たが、6 月末時点での感染拡大の状況を改めて判断して、最悪の事態としては、1 年間の入寮
中止もやむを得ないこととしています。昭和 26 年から脈々と続いている啓心寮でのスポーツ
健康科学部（体育学部）と医学部の寮生活が、一時的ではあるものの途絶えることは大変残念
ですが、学生の安全確保の観点からは最善の判断であると考えます。
また、学部・大学院で開講する前期の全ての授業でインターネットを活用した遠隔授業で実
施すると決定されました。これまでインターネットを活用した会議等は実施していましたが、
多くの学生と同時双方向で実施する授業形態は、多くの教員にとっても未経験の領域であり、
5/11（月）の遠隔授業の実施に向けて様々な模索が続く状況となりました。特に学部の授業
科目は前期だけで約 350 科目以上あり、一部の科目では非常勤講師による授業もあるため、
常勤・非常勤を含めた全教員の意思統一が重要となりました。学部では、各学科長が中心とな
り、実技・実習を含めた全ての科目の整理・点検を実施し、遠隔授業であっても学生に可能な
限り質の高い学修環境が提供できるよう、改善策を模索しながら対応を進めています。

例年のさくらキャンパスの学生会館

感染対策で座席の間隔を広くしました

スポーツ健康科学研究科／スポーツ健康科学部ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hss/
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事務長事務取扱者

浦安キャンパス近況

松原

広幸

医療看護学研究科
1．大学院医療看護学研究科オンライン授業の現状報告
新型コロナウイルス感染予防対策として授業は全てオンラインとしました。
４月中旬までに全新入生と遠隔通信システムを構築し、4/16（木）夕方にオンラインでの
オリエンテーションを実施しました。5/11( 月 ) からライブで講義を進め、それまでは必要に
応じて課題で対応しました。
遠隔システムは主に Zoom・Google Hangouts Meet を使用、講義は時間割どおりにオン
ラインで進めます。受講コマ数が足りない等、社会人学生への配慮として各科目の 1/3 を上
限として課題による代替えを予定しています。
医療看護学研究科ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/graduate/nurs/

医療看護学部
1．新型コロナウイルス対策
全世界で新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めており
ますが、本学と致しましても政府の方針に従っているところ
であります。その上で浦安キャンパスも基本的な対応から実
施しております。
飛沫感染対策として、窓口業務が必要となる事務室、安全
衛生管理室、学術メディアセンター、パソコンルームに透明
なシートを設置しました。手指消毒剤の購入が困難なことに
伴い、WHO 推奨の手指消毒剤作成手順に従いキャンパス内
で消毒剤を自作しています。
5/25 現在、学生はキャンパスに登校しておりませんが、密集
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を防ぐため学生食堂や学術メディアセンターの座席数を通常より減らしています。教職員に対しては、
政府の緊急事態宣言を期に在宅勤務を可能とし、4/1（水）と 9（木）に Zoom 等の遠隔会議シ
ステム・ICT 講習会を実施しました。また、学生が登校できるようになった場合を想定して、教室
の収容人数を制限し、更に授業中の座席を固定して感染者が万が一発生したときの濃厚接触者を
特定し易くする準備を進めています。
2．オンライン授業の現状報告
新型コロナウイルスの影響により、本学においても原則として 9 月まで対面授業は中止し、
遠隔（オンライン）による授業を 5/11（月）から開始できるよう準備しました。
本学部では、オンライン授業の実施にあたり、4/2（木）に新入生を含めた全学生にインター
ネット環境についてアンケートを実施し、パソコン所有の有無や通信量について等の把握から
始めました。
遠隔授業には、主に 3 タイプがあります。リアルタイムに対面かつオンラインで行う形態（同
期ハイブリッド型）、リアルタイムオンラインのみで行う形態（同期オンライン型）、学生が好
きな時間に視聴できるオンデマンド（録画）形態（非同期オンライン型）です。本学部では、
英語とゼミナールは同期ハイブリッド型、その他の多くの授業は非同期オンライン型（録画）
にて行う予定です。同期ハイブリッド型は主に Zoom、非同期オンライン型は Zoom 録画機能・
PowerPoint・Microsoft stream を用いて行う予定です。
医療看護学部ホームページ
http://www.nurs.juntendo.ac.jp/

三島キャンパス（保健看護学部）

事務長事務取扱者

門脇

玲子

◆三島キャンパスにおけるコロナウイルス対策及び現状について
新入生及び在学生には、新しい生活に夢や希望のあふれる季節ではありますが、新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴い、これまでにない新学期を迎えることになりました。
本学部では、政府からの緊急事態宣言発令を受け、発令期間中は①大学への入構を原則とし
て禁止すること、②不要不急の外出は自粛し学生同士での勉強会・飲食を含む会合（食事、飲
み会等）や繁華街及び深夜営業している店等への出入りは絶対にしないこと、③「三密」
（密集、
密室、密接）を避ける行動をすること等について周知し、学生の命や安全を最優先に守るため
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に徹底した措置を講じました。
また、個人の行動が国民の健康や社会の安全を左右しかねないことを認識し、看護職者を志
す学生として、また順天堂大学の学生として自覚を持って行動するよう呼びかけ、教職員も在
宅勤務を推進し、オンライン会議システムを活用するなど感染拡大防止に努め、これまでに一
人の感染者もなく学生及び教職員の安全が確保できています。
保健看護学部ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hsn/

事務部長事務取扱者

順天堂医院近況

米澤

和彦

1．順天堂医院の新型コロナウイルス（COVID-19）対応
当院においては、下記の対策をしてい
ます。

順天堂医院を受診される皆さまへ

①入院患者への原則面会禁止措置。
②院内感染防止徹底のため、屋外の B 棟
地上階に臨時の診 察室、CT 説明室を
設 置、また、院 内で 使 用する CT 室 1
室を COVID-19 対応専用とした。院内
の COVID-19 患者動線を限定し、立ち
入り禁止区域（ゾーニングのための臨時
フェンスを設置）を設置、動線となる B
棟コンビニエンスストアを閉鎖、使用す
るエレベーターも限定し COVID-19 患
者を搬送する際は専用運転としている。
③ COVID-19 患者専用の病床を確保。
④院内感染防止のため、手術、検査等の
絞り込み。
⑤患者さんが出入りする病院出入口を 1

新型コロナウイルス感染症は収束しつつあります
が、ご心配事やご苦労が多い日々が続いていること
とお察し申し上げます。
当院では以下の通り、変わらず安全で安心な医療
をお届けいたします。
1. 新型コロナウイルス感染症の診療は隔離環境下
にて行い、一般患者さんと診療区域を完全に
分けるなど院内感染防止対策は万全ですので
ご安心ください。
2. 万が一、新型コロナウイルス感染症の疑いがあ
る方が来られた場合には、診療のみならずＣＴ
検査なども一般患者さんとは別室の機器を使用
しますのでご心配はいりません。
3. 当院は感染対策に厳しい基準を設けている国際
病院機能評価であるJCIに認定されています。
全職員は感染対策に対するしっかりとした教育を
受けておりますのでご安心ください。

号館 1 か所のみに絞り（B 棟出入口は

院長 髙橋 和久

閉鎖）し、全ての来院者に対し、体温

院内掲示

測定トリアージを徹底。
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⑥適切な情報発信のため院内掲示（前頁）を掲出、また、HP に新型コロナウイルスに関する
特設サイトを設け広報を充実させた。
⑦当院を定期的に受診されている患者さんへ電話再診による定期処方箋発行を実施。代表電話
が込み合うため、臨時の専用ダイヤル 1 回線に加えて、内科 9 診療科に「電話再診処方箋
発行申し込み専用ダイヤル」を設置
⑧防護用の医療資材が不足にならないよう先手先手で調達を図るとともに順天堂各病院との連
携を図る。
⑨各窓口に飛沫防止フィルムの設置、院内放送による感染防止の啓発をはじめとする諸対策。

1号館正面玄関における体温測定

B棟地上階での発熱外来受付

2. 病院幹部新体制
令和 2 年度より、下記の体制でスタートしました。
院

長：髙橋和久

副 院 長：村上晶、坂本一博、桑鶴良平
院長補佐：山路健
順天堂医院ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/

事務部長事務取扱者

静岡病院近況

小野

隆宏

1. 新入職員オリエンテーション
4/1（水）
、サンバレー富士見にて、令和 2 年度新入職員オリエンテーションが行われました。
新型コロナ感染対策として日程を短縮した中で、院長祝辞と静岡病院概況説明、感染対策・
医療安全の研修、及び事務手続きが行われ、看護師 58 名、コ・メディカル 21 名、事務員 2 名。
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臨床研修医 29 名、計 110 名の新入職員が各部門に配属となりました。
新たな仲間を加え、今後も全教職員で力を合わせて新入職員の育成を支えてまいります。
2．看護師特定行為研修開講式
4/13（月）
、静岡病院 第一会議室にて、看護師特定行為研修の開講式が行われました。
「特定行為」は、看護師が診療の補助業務を行うために、特定の区分・行為に対して、能力・
技術を身に付けることを目標としますが、本年から当院が研修機関として、7 区分 25 行為の
取り組みを開始したことで、初年度は院内より 7 名が参加することになりました。
開講式では院長より受講者証の授与が行われ、受講生は今後行われる研修に向けて決意を新
たにしました。
3．静岡病院の COVID-19 対応状況
基本的な診療方針として、第三次救急医療機関として県東部地域の救急医療を維持すること
を優先し、本疾患の確定例はもちろん疑い例の診療も行わないとしていましたが、感染拡大を
受け、疑い例に限り診療対象に変更しています。（確定例は感染症指定病院へ転院させる。）
①新型コロナウイルス感染症対策会議
4/18（土）開催。幹部間の一斉同報メールによる緊急対策開始。
②発熱患者トリアージ実施
4/13（月）より、正面玄関にて来院者全員の体温測定実施。発熱者診療に備え、院外（救
急入口外）に専用のテントを設置し、一般患者と分離。併せて入院の導線を確定した。
③職員防御策の実施
・患者に接する場所（診療室・受付）にシールド設置。
・4/23（木）より、手術室・内視鏡室の医師用に、N95 マスク配布。（定数使い回し対応）
・患者と接する医師・職員は、4/24（金）より、アイガード着用による防御開始。
・4/30（木）より、手術・内視鏡・救急に関わる医師・看護師へ、N95 マスク配布を拡大。
< 静岡病院の今後の課題・検討事項 >
① 4/20 ( 月 ) より、ホームページのトップページの構成を変更し、コロナ専用欄を固定化。
患者向けに当院の安全性をアピールし、安心感を与えるような構成とする。
②備品の確保：3 ヶ月備蓄を考慮し、枯渇しないような体制を整備する。
③ Web 会議：会議室 4 カ所で「分散 Web 会議」が可能となった。
④オンライン診療：実施に向け、運用等の方法論を検討中。
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4．伊豆の国市長との対談
4/23 ( 木 )、新型コロナウイルス拡大、全国へ
の緊急事態宣言拡大を受け、伊豆の国市は小野市
長と順天堂静岡病院呼吸器内科の岩神教授の緊急
会談をあやめ会館で実施しました。
市民に新型コロナウイルスに対する正しい知識
を知らせ、不安を取り除きたいとの市長の強い思
いで実現されたもので、テレビ局、新聞社が集ま

Youtube 伊豆の国市公式チャンネルより

る定例記者会見の中で、ウイルスの特性から、一

般の人ができる対策や、3 密対策等、病院が行っている感染対策・取り組みを解説し、市民と
ともに感染拡大を押さえることの重要性を訴えました。
対談内容は、広報紙やユーチューブの伊豆の国市公式チャンネル
（https://www.youtube.com/watch?v=BUTSmBe09qs）で公開されています。
静岡病院ホームページ
https://www.hosp-shizuoka.juntendo.ac.jp/

事務部長事務取扱

浦安病院近況

川島

徹

1．新入職員オリエンテーション
4/1（水）に新入職員 163 名（看護師 138 名、
技術職員 17 名、事務員 8 名）と臨床研修医 40
名が浦安病院の新しい仲間に加わりました。新型
コロナウイルス感染拡大を防止するため、例年よ
りも大幅に短縮したオリエンテーション後、各々
が配属された部署で業務をスタートさせました。
これから順天堂人として良き医療人になるよう、
教職員全員で温かく指導していきます。

新型コロナウイルス対策の中での新入職員代表者への辞令交付

2．スポーツ医学センターの設置
4/1（水）より、スポーツ医学センター（センター長：整形外科 糸魚川善昭 准教授）を
設置しました。当院のある千葉県は、国内でもスポーツが活発なエリアに位置しており、
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千葉ロッテマリーンズの医療面・コンディショニング面の全面サポートなど様々なスポー
ツに携わりトップアスリートに対する治療を行っております。
当センターの設置により、整形外科、救急診療科、脳神経外科、栄養科、放射線科、薬剤科、
女性アスリート外来などが連携し、ハイレベルなスポーツ診療を提供できる体制を整えま
した。
3．健康推進センターの設置
4/1（水）より、健康推進センター（センター長：総合診療科 林野久紀 特任教授）を設置
しました。当センターは主に人間ドックや脳ドック、企業検診を行います。検診後のフォロー
アップも行うことで、包括的に市民の皆さまの健康をサポートさせていただきます。
4．病院幹部新体制
新年度を迎え、新たに診療部長に田中裕教授（救急診療科）、内科チェアマンに野口雅章教
授（血液内科）が就任しました。当院の病院幹部は、下記のとおりスタートしました。
院

長：吉田幸洋

副院長・診療部長：田中裕		

副 院 長：卜部貴夫

院長補佐：丸山祐一郎		

院長補佐：長田太郎

内科チェアマン：野口雅章		

外科チェアマン：石崎陽一

5．新型コロナウイルス対策、現状等
2/18（火）より新型コロナウイルス対策本部を設置しました。行政と連携した帰国者・接
触者外来や発熱予約外来の設置、感染症患者の入院加療、教職員の感染予防やメンタルケアな
ど、本部を中心に様々な対応を行っております。
（1）
「帰国者・接触者外来」の設置
（2）地域医療機関と連携した「発熱予約外来」の設置（Web を利用した診察）
（3）専用病棟を設けて入院患者の受け入れ（中等症・重症患者）
（4）慢性疾患などの定期受診患者さんへの「電話診療」による処方せんの発行
（5）出入口の制限とご来院の方へ検温の実施
（6）ご面会の禁止
（7）N95 マスク・ガウン・フェースシールドの管理
浦安病院ホームページ
http://www.hosp-urayasu.juntendo.ac.jp/
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事務長事務取扱者

順天堂越谷病院近況

山方

進

1．新型コロナウイルス対策について
新型コロナウイルス感染
対策として、
3/5（木）より、
6 号館（内科側）入り口を
当面の間封鎖して出入口は
1 号館（メンタルクリニッ
ク側）正面玄関とし、ご来
院の方全員に手指アルコー
ル消毒へのご協力と、問診
を行っています。問診で発
熱等の疑わしい症状が確認
された場合は、隔離用の臨

内科玄関用ポスター

問診内容

時診察室へご案内し、対応をしています。
また、入院中の患者さんへの面会及び外出・
外泊についても、当面の間は原則禁止となって
います。
ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご来院の皆
さんと入院中の患者さんの健康と安全のため、ご
協力をお願いしています。

病院の正面玄関にて

なお、当院は精神疾患をはじめ、膠原病、神経難病等の患者さんの診療を中心に行っており、
新型コロナウイルスに対する検査ならびに診療は行っていません。患者さんが安心して診療を
受けられるよう、上記の他にも、新型コロナウイルスに対する院内感染対策は万全の体制で行っ
ています。
2．新入職員講習会、オリエンテーション実施
4/1（水）
、新入職員 11 名（看護師 10 名、薬剤師 1 名）が順天堂越谷病院の新しい仲間に
加わりました。新入職員の皆さんは講習会やオリエンテーションを通じ、順天堂越谷病院の職
員・医療人としての決意を新たにしていました。
その後、各々が配属された部署にてさっそく業務をスタートさせました。これから、良き医
療人としての育成のため、教職員が一丸となって新人の指導に当たってまいります。
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オリエンテーションの様子

新人研修の様子

3．春季健康診断
6 月に春季健康診断を予定しています。順天堂越谷病院では、4 月に入職した新人看護師の
皆さんに健康診断時の採血を行ってもらいます。職員の健康を把握するため、そして新人看護
師にとってはスキルアップの場となるよう、準備を進めてまいります。
順天堂越谷病院ホームページ
http://www.juntendo-koshigaya.jp/

順天堂東京江東高齢者医療センター近況

事務部長

浪越

隆

1．センターの新体制
当医療センターは今年度より、下記の体制で運営いたします。高齢者医療を担う病院として、
患者さんへ安心・安全な医療を提供できるよう職員一丸となって取り組みます。
院

長：津田裕士

副 院 長：一宮洋介、古川芳明
診療部長：宮嶋雅一（兼 院長補佐）
院長補佐：植木理恵
医 局 長：吉井秀徳
副医局長：小松広明
2．新規職員説明会
今年度は各附属施設の開催となりました。新規職員 53
名を津田院長はじめ、病院幹部や各部門の責任者が参加
し、新規職員を出迎えました。
説明会では浪越事務部長による病院概要説明、梁医療
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安全管理室長と金井感染対策室長よりそれぞれ病院職員としての心構えについて、総務課田口
主任からは就業規則に関する説明がありました。
3．新任医師説明会
4/1（水）新任医師 16 名が参加し、宮嶋診療部長や各部門から病院の取り組みについて説
明がありました。
4．看護職員オリエンテーション
4/2（木）～ 4/15（水）、新任看護職員 45 名を対象に、令和 2 年度オリエンテーションが
実施しました。看護部長による看護部の理念・基本方針・組織の説明や、各担当より看護業務・
感染対策・医療安全・接遇研修、防災に関する研修が行われました。
5．コロナウイルス対策
・患者さん向けの対策

・教職員向けの対策

①サーモグラフィーの設置

①体調チェックの実施

②出入口の制限 (4 箇所から 1 箇所へ )

② 3 密対策の掲示・周知

③電話での処方箋対応の実施

③職員食堂利用の工夫

④受付窓口のフィルム設置

等を行っています。

⑤自動手指消毒機の設置
⑥正しいマスク着用の掲示
⑦院内放送の工夫
等を行っています。

サーモグラフィー

マスク着用の掲示

総合受付の様子

順天堂東京江東高齢者医療センターホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hospital_gmc/
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事務部長事務取扱者

練馬病院近況

井田

豊太郎

1．新型コロナウイルス感染症対応に係る当院の対策について
以下の通り、対応を進めています。
4/2（木）

・入院患者の原則面会禁止。
・11 時から 14 時まで、
看護師・スタッフ以外の病棟デイルームへの立ち入りを禁止。

4/6（月）

・1 号館車寄せ入口を封鎖し、陰圧テントを設置。
・1F 多目的室、救急診療室の一部を新型コロナウイルス関連診療のみに使用。
・4/7（火）東京都に緊急事態宣言が発令。それに伴い、休業になったレストラン「モ

4/8（水）

ア」に災害対策本部を設置。
・喫茶店を封鎖し、入院患者家族の待機用スペースに使用。

4/9（木）
4/10（金）

・電話による外来診療再診、電話による処方箋発行（患者自宅へ郵送）を開始。
・新型コロナウイルス陽性患者専用病床（4 階病棟個室 5 床、ICU 個室 2 床）の運用開始。
・web 会議環境の整備完了。

4/13（月）

・歯科診療一時中止。

4/14（火）

・web による再診予約の変更、キャンセルの受付を開始。

4/15（水）

（4 階病棟個室 5 → 10 床、ICU 個室 2 → 3 床）を増床。
・新型コロナウイルス陽性患者専用病床

新型コロナウイルス感染リスクのある患者さんについては、外科系手術や心臓カテーテル検
査、内視鏡検査等の制限も行っております。
また、5/1( 金 ) からは、Smile Food Project 様より最大 200 食を提供いただく予定にな
っています。Smile Food Project とは、心身ともに疲労する医療従事者を食事面から支えよ
うと立ち上げられたプロジェクトです。医療従事者を支えてくれる方々への感謝を忘れず、地
域の皆さんの健康のために尽力してまいります。

災害対策本部

陰圧テント
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2．組織変更について
5/1（金）より、理事会の承認を得て、より密な連携を取りながら救急診療、プライマリケ
アに取り組む環境を構築するため『救急プライマリケアセンター』を設置しました。当センタ
ー下部には、救急・集中治療科の医師、薬剤科、感染対策室、救急救命士、メンタルクリニッ
クの医師で構成される「急性中毒診療センター」を配置しています。
更に、医療サービス支援センターの下部にも 2 つの変更を行いました。患者さんとご家族
の QOL 向上を目的とした『入退院支援室』の新規設置、そして今までの在宅医療支援機能だ
けでなく、地域の医療施設や福祉施設への教育・指導、支援機能をも担うために「患者・看護
相談室」から『地域看護相談室』へと名称の変更です。
更なる地域の医療の質の向上を目指し、精進してまいります。
3．医療連携フォーラム
新型コロナウイルスの流行により、5 月に開催予定であった医療連携フォーラムは中止とい
たしました。次回は、7/16（木）の開催を予定しています。
4．区民健康医学講座
新型コロナウイルスの流行により、4 月、5 月、6 月に開催予定であった区民健康医学講座
は中止といたしました。次回は、7/18（土）の開催を予定しています。
練馬病院ホームページ
http://www.juntendo.ac.jp/hospital_nerima/

同 窓 会だよ り
順天堂大学同窓会

会長

森近

浩

未経験のパンデミックの新型コロナウイルス感染拡大防止に備えて、年次計画を含め前広に
様々な選択肢が検討されています。
“ 健康総合大学 ” で学んだ順天堂大学同窓会会員・私たちも『仁』の学是と共に基礎的疫学
を活かし、自己・家族は勿論、国のためにもこの機会に正しい感染予防基礎知識を周囲の人々
に広げていく努力が大切です。
新型コロナウイルス感染予防対策法に鑑み、3 月の順天堂大学合同役員会（医学部主催）お
よび 12 月に予定されている第 3 回順天堂大学同窓会さいたま大会の準備役員会につきまして
も、決まりしだい広報させて戴きます。
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