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特　集
新型コロナウイルス感染症対策への取り組み

新型コロナウイルス検査数　 　1,419 件

医誠 会の挑 戦 ! !
発熱や風邪症状のある職員すべてに

ＰＣＲ検査を行っています

職員とその家族を守り、医療崩壊・介護崩壊
を防止するため合計10 台の検査機器を導入。

※ 6 月末現在

医誠会グループ病院では、新型コロナウイル
ス感染症遺伝子検査を実施するためＲＴ－Ｐ
ＣＲ法検査機器 9 台、LAMP 法検査機器１
台を導入しました。医誠会病院（大阪市東淀
川区）では 4 月 17 日より検査を開始、6 月
末時点でグループ合計１,419 件の検査を行い
ました。
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患者さん、利用者さんとそのご家族
ステークホルダーの方も検査の対象に！

救急搬送の患者さんを含めて、発熱等のある
入院・外来患者さん等のコロナ検査を行いま
した。グループ病院では新型コロナの患者さ
んを受け入れていないため、トリアージテント

（仮設待合室）等を各病院に設置し水際での
コロナ対策を行いました。
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新型コロナウイルス遺伝子検査機器
導入状況と検査数（6月末現在）

検査
方法

検査
件数

検査
開始日

所要
時間

医誠会病院
LAMP 法 260 4/17 120 分

RT-PCR 法 725 4/25 90 分

城東中央病院 RT-PCR 法 313 4/25 90 分

摂津医誠会病院 RT-PCR 法 18 5/8 90 分

児島中央病院 RT-PCR 法 69 5/27 90 分

神崎中央病院 RT-PCR 法 8 5/19 90 分

橿原リハビリ
テーション病院 RT-PCR 法 ー 5/29 90 分

東春病院 RT-PCR 法 17 5/22 90 分

東舞鶴医誠会病院 RT-PCR 法 9 6/1 90 分

※茨木医誠会病院での検査は摂津医誠会病院で対応



個人・企業の方、ステークホルダーの皆様から
感染防護具等のご寄付をいただきました
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下記にて、ご寄付者名・寄付品目を紹介しま
す。御礼を申し上げるとともに、引き続いて
のご協力をお願いいたします。
※公的機関、加入医師会・協会からのご提
供については、団体名のみを欄外に表記させ
ていただきます。

品目 件数 数量

マスク（Ｎ 95 含む） 52 件 60,835 枚

フェイスシールド 12 件 3,495 枚

アルコール消毒類 17件 ―

その他感染防護具 39 件 ―

計 120 件 ―

寄付品目リスト
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日付 会社名・個人様 品目 数量

4.14 ＭＲＴ㈱ サージカルマスク 50 枚

4.14  株式会社 FAL
オフィス山本 マスク　 1,000 枚

4.21 株式会社メディカル
プリンシプル社 N95 マスク　 50 枚

4.30 株式会社関電エネルギー
ソリューション サージカルマスク　 2,520 枚

4.30 株式会社リクルート
メディカルキャリア　 サージカルマスク 500 枚

4.30 個人様 フェイスシールド 100 枚

5.1 個人様 マスク 50 枚

5.3 個人様 マスク 100 枚

5.7 個人様 N95 マスク　 60 枚

5.7 創志学園高等学校
看護科

マスク 50 枚

NPV グローブ 50 枚

PE エプロン N
（ピンク） 50 枚

5.7 株式会社
ラミーコーポレーション フェイスシールド 500 枚

5.8 個人様 布マスク 28 枚

5.8 個人様

レインウエア 30 枚

シューズカバー 　24 足

使い捨てキャップ 121枚

カラーリングケープ 30 枚

5.13 児島中央病院　腎友会
フレッシュマット 2,000 枚

サージカルマスク 50 枚
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5.18 フマキラー株式会社 アルコール除菌プレミアム　
ウイルシャット 20 本

5.20 学校法人大阪慈慶学園
大阪医療技術学園専門学校 不織布マスク 100 枚

5.25 京セラドキュメント
ソリューションズ株式会社

簡易フェイスシールド
1箱 66 枚 ×9 594 枚

6.1 株式会社ティスメ
介護ワーカー マスク 50 枚

6.3 株式会社リクルート
メディカルキャリア サージカルマスク 500 枚

6.3 株式会社フロントライン サージカルマスク 10,000 枚

6.12 一般社団法人 
日中一帯一路促進協会 サージカルマスク 3,600 枚

6.13 大阪熱学工業株式会社 空気清浄機 10 台

6.26 大阪大学
次世代内視鏡センター フェイスシールド 900 枚

7.8 松浦 利幸 様 フェイスシールド 25 枚

滋賀県病院協会、茨木保健所、大阪市保健福祉センター、
一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会、奈良県病
院協会、橿原市医師会、茨木市医師会、愛知県 保健医療局
健康医務部 医務課こころの健康推進室、城東区医師会、摂
津市医師会、茨木市 こども育成部　保育幼稚園事業課、奈
良県病院協会、大阪市 淀川区役所、厚生労働省 新型コロ
ナウイルス対策部、一般社団法人 春日井医師会、滋賀県 健
康医療福祉部医療福祉推進課、大阪市役所、厚生労働省、
大阪府看護協会、大阪府 福祉部高齢介護室介護事業者課、
春日井保健所、京都府　健康福祉部高齢者支援課、大阪府　
健康医療部保健医療対策課 感染症グループﾟ 新型コロナ受
入病院支援チーム

（敬称略）

公的機関・加入団体名一覧（順不同）



コロナ検査を受けたコロナ検査を受けた
グループ職員の感想グループ職員の感想

母の職場でコロナが発生したため、同居家族で
ある私と兄も自宅待機となっていました。母は
私が看護師ということもあり特に申し訳ないと
言っていました。母には症状がなく、その時点
で保健所からは「症状のない方は PCR の検査
の対象ではない」と言われたので、私も兄もい
つまで休めばいいのかわからなくて困りました。
5 月 18 日にグループ内で検査ができる上に当日
中に結果が出ると聞きました。私も兄も症状が
ないので陰性だと思っていましたが、結果が出
るまで不安でした。夜に連絡をもらって安心し
ました。特に母が一番安心していました。家族
のモヤモヤもなくなり翌日から兄も私も出勤する
ことが出来て本当に助かりました。

（グループ病院看護師 ※ご家族 3 名で検査）
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高熱が出て新型コロナウイルスに感染してし
まったのではないか？と不安でした。上司に報告
し早急に検査を受けることが出来たので周囲の
人、特に患者さんに感染させることがないとわ
かり安心できました。夫の出勤、子供の保育園
の通園にも早く対応することができました。

（グループ病院看護師）

特　集
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体調を崩し９日間自宅の使用していない子供部
屋で隔離生活を余儀なくされていました。その
間「万が一、自分が感染源になって利用者様に
感染させてしまったら…家族に感染させていな
いだろうか…」と考えてしまい、とても不安な日々
を過ごしていました。家族にも色々と精神的不
安をかけ大変申し訳ない気持ちでいっぱいでし
たが、グループ病院に導入された PCR 検査を
受け結果は「陰性」。その後は職場にも復帰し、
家族と自分の精神的不安も取り除けました。家
族含めてグループで職員のコロナ検査を実施し
ていただいたことに感謝しています。

（グループ介護老人保健施設 介護士）
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娘が体調を崩し発熱したため、勤務する病院で
PCR 検査を受けさせて頂きました。娘がコロ
ナの感染源となり、家族・学校の友人等まわり
の方々に感染させてたらと不安になりましたが、
検査より３時間後に陰性とわかり安心しました。
迅速に検査して頂いたことにより、娘を安心し
て学校にも送り出すことが出来ます。職員の家
族にも迅速に対応・検査して頂ける環境を作っ
て頂いて大変感謝しています。

（グループ病院 施設管理職員※お子様の検査）

朝、突然子供が喉の痛みを言いだしました。朝
早くに法人本部のクラスター防止対策班の方に
電話をさせていただき大変恐縮でしたが、温か
く相談にのっていただきました。細かい指示を
していただいたおかげで、かかりつけ医の受診
から PCR 検査までスムーズに行う事が出来まし
た。PCR 検査では待ち時間もなく、その後すぐ
に帰宅させてもらえたので子供の負担も少なく
て助かりました。PCR 検査を受けたことで、私
自身も安心して職場に出勤することができるの
で早く対応していただいて、有難かったです。

（グループ病院 臨床工学技士※お子様の検査）
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トピックス

新型コロナウイルス感染症への対応が長期化
の様相を見せる中、感染予防のためご家族等
が患者さん・入所者さんに面会できない状態
が長期にわたっています。医療法人医誠会が
運営する病院・介護老人
保健施設ではスマートフォ
ン・タブレット・パソコン
等のインターネット端末を
利用した Web 面会に対応
しています。 各施設で予
約を受け付けています。

http://esp.iseikaihp.com/service/web-
menkai2020.pdf

エスペラル東淀川掲示物▲

グループ病院・老健で
Ｗｅｂ面会を導入

http://esp.iseikaihp.com/service/web-menkai2020.pdf


日本人間ドック学会
「人間ドック・健診施設機能評価」

日本脳ドック学会
「日本脳ドック学会施設認定」

医誠会病院の
人間ドック・健康診断を
6月1日より再開しました。

休止しておりました人間ドック・健 康
診断を再開するとともに、 人間ドック
SOPHIA では人間ドックのオプションメ
ニューとして新型コロナウイルス（PCR・
抗原・抗体）検査を実施しています。詳
しくは下記にご連絡ください。
人間ドック及び健康診断の再開について
のお知らせはこちら
ht tp ://w w w. i se i ka ihp .o r. j p/dept /
kenshin/20200527.pdf

新型コロナウイルス検査料金
医誠会病院

医誠会健診センター
TEL：06-6326-1121
 予約受付時間
月～金8：30～17：00

■お問い合わせ・ご予約

12
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検査 金額（税込み）
PCR検査 22,000 円
抗原検査 12,000 円

抗体検査（IgG） 5,500 円

http://www.iseikaihp.or.jp/dept/kenshin/20200527.pdf
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がん免疫療法に
取り組む大阪医
誠会がん治療ク
リニッ ク で は、
月 1 回を基本に大阪を中心に公開医学
講座に取り組んできましたが、現在は新
型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため開催を見合わせています。同時に、
全国へ緊急事態宣言の発出後、患者さ
んやご家族の移動を伴うがんならびにが
ん免疫療法についての無料相談も中断し
ておりましたが、患者さんが必要とする
がんの治療情報を得る機会を提供する
ため、オンラインにて無料相談を再開さ
せていただくことになりました。

オンラインによる
「がん無料相談」を行っています。

無料相談を担当する山岸久一顧問無料相談を担当する山岸久一顧問

トピックス

大阪医誠会がん治療クリニック
http://www.meneki-clinic.jp/詳しくはこちら

https://onamidensetsu.co.jp/


いきいきと仕事をしている人は、人生の楽しみを持っている
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Another FaceAnother Face

ホロニクスグループには約 5,600 人の職員が
います。仕事に加えて様々な特技、趣味、ボラ
ンティアで活躍している方も数多くいます。
医療法人医誠会 東舞鶴医誠会病院 薬剤科 
薬剤師 土下 喜正さんに仕事以外のもう一つの
姿について語っていただきました。

file.17

土下　喜正さん
つ ち し た よ し ま さ

医療法人医誠会 東舞鶴医誠会病院
薬剤科　薬剤師　係長

薬剤師とは…お薬をお渡しするだけでなく、処方箋に疑問があれば医
師に確認したり、お薬の適正使用に繋がるために処方設計、処方提案
なども行っています。他の医療スタッフに医薬品情報を提供するなど
チーム医療に取り組んでいます。

Anothe Face



友達の病気をきっかけに
薬剤師の道を志す

小学生の頃、てんかんの持病がある友達
と遠出する機会がありました。車で１時
間ほど走ってから発作を止めるお薬を忘
れたことに気づき、家まで引き返したこ
とがありました。「そんなに大切なお薬
があるのか！」と薬に興味を持つように
なりました。
薬学部の先生方の『薬を安全に正しく使
うには病院薬剤師が処方を是正しなけれ
ばならない。』との教えに感銘を受け、
病院薬剤師として働いています。

15
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より良い処方提案で
減薬に取り組んでいます

当院に入職して 3 年になります。それま
での 16 年間、総合病院ですべての診療
科の病棟業務に従事し薬物療法を学びま
した。その経験を活かし
現在は認知症の高齢患者
さんに処方設計、処方提
案を行っています。
日本老年医学会は 75 歳以上の高齢者へ
の処方は 5 種類を目安にと提言していま
すが、当院では精神疾患の患者さんも多
いので６種類を目安と考えて取り組んで
います。その結果、様々な合併症の頻度
が減少傾向でお薬の適正使用ができてい
ると感じています。当法人もグループ全
体で薬剤師が介入し薬を適正使用するこ
とに取り組んでおり、とても働きやすい
と感じております。
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地元消防団に所属し
地域防災に貢献

地域のお祭りで「消防団に入ってみませ
んか？」と声を掛けられ活動歴は 10 年
です。実はその中に東舞鶴医誠会病院の
看護師さんがいて、そのご縁で転職しま
した。毎年６、7 月は小型ポンプ操法を、
春・秋・冬には放水訓練もあります。特
別年末警戒や舞鶴に多くある文化財での
訓練が毎年行われており、火災が発生し
た時には鎮火後の警戒活動なども行いま
す。活動担当地区の河川は、台風や豪雨
などで水害が発生しやすく、道路の冠水
を防ぐための土嚢を組んで通行を確保す
る活動もあります。

右から３人目が土下さん

17
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管弦楽団でホルンを！
薬学部時代、

先輩方にお誘いを受け①

ホルンは大学時代からはじめて 25 年目
になります。現在は舞鶴の自衛隊音楽隊
の OB の方が立ち上げた社会人の吹奏楽
団に所属し、吹奏楽コンクールにも毎年
参加しています。
練習は週 1・２回、ホールでの演奏は年
2・3 回のペースで行っています。舞鶴
港に寄港したフェリーを見送るための演
奏、地域の夏祭
りや老人ホーム
などからも演奏
の依頼が多数あ

ります。当院のクリスマス会でも幾度か
ホルンを吹き、音楽療法をやっている事
務員さんの弾くピアノと合わせて演奏し
患者さんに楽しんでいただきました。
ホルンで培った技術を活かして、地域の
お祭りでは法螺貝を吹いています。

18
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ホルンは大学時代からはじめて 25 年目
になります。現在は舞鶴の自衛隊音楽隊
の OB の方が立ち上げた社会人の吹奏楽
団に所属し、吹奏楽コンクールにも毎年
参加しています。
練習は週 1・２回、ホールでの演奏は年
2・3 回のペースで行っています。舞鶴
港に寄港したフェリーを見送るための演
奏、地域の夏祭
りや老人ホーム
などからも演奏
の依頼が多数あ

管弦楽団でホルンを！
薬学部時代

先輩方にお誘いを受け②

ります。当院のクリスマス会でも幾度か
ホルンを吹き、音楽療法をやっている事
務員さんの弾くピアノと合わせて演奏し
患者さんに楽しんでいただきました。
ホルンで培った技術を活かして、地域の
お祭りでは法螺貝を吹いています。
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東舞鶴医誠会病院東舞鶴医誠会病院
ホームページ：http://www.higashimaizuruhp.or.jp/ホームページ：http://www.higashimaizuruhp.or.jp/

http://www.higashimaizuruhp.or.jp/


地域の人々との関わりを
大切に、4人の子供たちの
ためにできること

他にもボーイスカウト（ビーバースカウト）
の副長、ちびっ子レスリングの審判員、町
内や市内の敬老会でのお薬相談、舞鶴薬剤
師会、京都府薬剤師会の役員や評議員など
を努めています。地域のお年寄りとはあま
り交流がなかったのですが、お薬の相談を
お聞きしたり、ホルンの演奏を聴いていた
だいたりと親睦を図っています。ボーイス
カウトは私の子供が４人もお世話になって
いるので、隊長の補佐役として子どもたち
と交流しています。
お薬は子どもから高齢者の方まで、多くの
方の健康に欠かせないものです。同時に、
薬には副作用があり、飲み方や飲み合わせ
など注意することもたくさんあります。幅
広い世代の方と
交流しながら、
薬に関する正し
い知識を広めて
行きます。
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豆苗の豚肉巻き

電子レンジのみでできるメニューを
紹介します。暑い夏でも火を使わず
に簡単に調理ができます。

みなさん、豆苗についてはご存じでしょうか？
豆苗はエンドウ豆の若菜のことを言います。
豆苗には抗酸化作用をもつビタミンAを特に多く含
みます。ビタミンAは油と一緒に摂ることで吸収率が
高まりますので、疲労回復にも効果的な豚肉と組み
合わせたメニューとなっております。夏バテ防止のた
めに、食事をしっかり摂って、夏を乗り切りましょう!
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①　鶏がらスープの素と濃口醤油を合わせ、ラッ
プをして電子レンジ 500Ｗで 10 秒加熱し、鶏
がらスープの素を溶かす。その後、ごま油を加
えてタレを作る。

②　豆苗を根から 2～ 3 ㎝のところで切り落とし、
水洗いする。

③　5等分に分け、豆苗の根元から豚肉を斜めに巻
いていく。耐熱皿に巻きおわりを下にして並べる。

④　ラップをかけて電子レンジ 500Ｗで 3 分加熱
する。

⑤　最後に①で作ったタレをかけ、上からごまを
適量散らせば完成。

○ 豚肉ローススライス ……… 5枚（約80g）
○ 豆苗 ………………………… 1/2束（約40～50g）

○ 濃口醤油 …………………… 小さじ2
○ 鶏がらスープの素  ………… 小さじ1/2
○ ごま油 ……………………… 小さじ2
○ ごま ………………………… 適量

材料（1人分）

作り方

エネルギー：306kcal　　蛋白質：18.1g
脂質：23.5g　　炭水化物：2.9g　　食塩相当量：1.8g

栄養量（1人当たり）

タレはおろしポン酢など
に変えるとあっさりと
食べることができます。
半分にカットすると、
食べやすいです。
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https://www.molten.co.jp/health/

株式会社モルテン

https://onamidensetsu.co.jp/

大浪電設株式会社

https://www.jimro.co.jp/

株式会社 JIMRO

広　告（協賛企業）
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