
2021 年 4 月 25 日号　No.181

発行者　兵庫県保険医協会北播支部

                         支部長　林　武志

〒 650-0024　神戸市中央区海岸通 1-2-31

         神戸フコク生命海岸通ビル５階

(078)393-1801　 FAX(078)393-1802

ｈｔｔｐ ： // ｗｗｗ． ｈｈｋ． ｊｐ /

兵庫県保険医協会

北播支部

ニュース

2021 年 4 月 25 日（毎月 3回 5・15・25 日発行）兵庫保険医新聞（昭和 43 年月 12 日第三種郵便物認可 年間購読料 12,000 円）号外 　4 2021 年 4 月 25 日（毎月 3回 5・15・25 日発行）兵庫保険医新聞（昭和 43 年月 12 日第三種郵便物認可 年間購読料 12,000 円）号外 　1

感染対策のポイントにハッとした

講師の髙橋尚子氏（左）とガウンの着脱などの感染対策を学ぶ参加者たち（右）

　北播支部は２月 20 日、小野市うるおい交流館エクラにて医療安全管理研修会「外来で知って

おきたい院内感染対策の基礎知識〜標準予防策と感染経路別予防策〜」を開催し、15 人が参加

した。北播磨総合医療センター感染管理認定看護師の髙橋尚子氏が講師を務めた。宮川嘉眞先

生の感想を紹介する。

　「外来で知っておきたい院内感染の基礎知識」（標準予防策と経路別予防策）の講演があり参

加させていただいた。以前と比べて、コロナ禍の現在は、世の中の人々が感染という言葉に敏

新型コロナウイルス感染症関連情報特設ページをご活用ください
新型コロナ関連の各種助成制度等のご案内や診療報酬関

連情報を掲載しています。ぜひご利用ください。

URL ： http://www.hhk.jp/

兵庫県保険医協会 検 索

◆北播支部の会員数と組織率
　4/20 現在　医科 176 人（91％）、歯科 86 人（61％）

◆情勢と医療運動対策など
　「新型コロナウイルス感染症をめぐる医療情勢」について議論した。

◆当面の支部活動
　第 37 回支部総会・記念講演「新型コロナウイルス感染症（仮）」
　 日　時　6 月 26 日（土）15 時 15 分～　於・滝寺荘
　 講　師　要請中
　 参加費　無料
◆次回世話人会
　5 月 19 日（水）19 時 30 分～　小野市・加東市医師会館　（Zoom 併催）　

世話人会だより
第 369 回　4 月 21 日 ( 水 ) 小野市・加東市医師会館　参加 11 人

お問い合わせは℡ 078-393-1801・5  長澤・平井 まで

医療安全管理研修会           感　想　文

加東市　宮川　嘉眞

（2面へつづく）

　　兵庫県保険医協会

団体扱い保険のご案内

大樹 ・ 富国 ・ 明治安田生命の個人保険にご加入の先生方は、 協会の自動引

落をご利用になると、保険料の団体割引が適用されます。 ぜひ、ご利用ください。

大樹生命、 富国生命、 明治安田生命の　　
個人保険にご加入の皆様へ

お問合せは共済部ま
で０７８-３９３-１８０５
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参加者の感想から
★資料が見やすくお話の速度や声のトーンが

聞きやすく、分かりやすかったです。日常勤

務での注意点を勉強したのは 30 年以上前の

ことでしたので「これで良いのだろうか？」

と不安に思うことがありましたが、今日改め

て忘れていたことを思い出したり、正しい方

法を理解しました。( 看護師 26 年 )

★感染のメカニズムについてよく分かった。

施設全体として感染対策に取り組まなければ

意味がないことがよく分かった。全体に周知

させていく方法が難しい。(理学療法士 15年)

★何気なく扱っていたマスク等の危険性につ

いて理解できました。本日の講演内容を持ち

帰り感染対策を徹底していきたいと思います。
( 相談員 16 年 )

★改めて感染対策の必要性を感じました。ま

た、間違った認識をしていたこともありまし

た。防御具の使用方法について復習できまし

た。一人だけが行うだけでは

対策ができないので施設の皆

で共有し、感染を防げるよう

にしたいです。(看護師 )

★ガウンの着方と脱ぎ方を実

際に教えていただき、ありが

とうございました。来週から

ガウンを使う機会があればこ

のようにしていきます。北播支部で研修会を

していただけると近くて参加しやすいです。

またお願いします。( 医師 35 年 )

★今の状況の中で大変興味深く参考になるお

話でした。ウイルスは単体では生きていけな

い。予防が本当に大切で、自分に出来ること、

日々の生活に生かしていきたいです。帰って

スタッフに報告、実践します。(医療事務 8年)

            ※（　）内は職種と経験年数  

　　兵庫県保険医協会   評議員・予備評議員改選の公示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県保険医協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　西山　裕康

  協会規約第 31 条の２および ( 細則 ) 協会役員等選出規定の第３条の２により、評議員・予備評

議員（医科）選挙の公示を行います。

【役職と定数】

評議員　３名　　予備評議員　２名

兵庫県保険医協会規約　第 32 条
「評議員は、本会の方針に沿い、各支部又は歯科部会の活動の中心となる。評議員は各支部又は

歯科部会を代表し、所属する会員の意見を集約し評議員会に反映する。予備評議員は、評議員

を補佐するとともに、評議員会に評議員欠席の際には評議員として出席する」

【任期】　２年

【改選日時】６月 26 日（土）15 時 15 分

北播支部第 37 回総会　／　会場：滝寺荘
【立候補日時締切】　６月 19 日（土）　正午

【立候補届出の方法】

立候補希望者・推薦希望者は、協会事務局までお申し出ください。用紙をお届けします。「立候

補届」「推薦届」に必要事項を記入の上、事務局へ持参または郵送ください。なお、歯科につい

ては歯科部会で選出します。

       兵庫県保険医協会   北播支部役員改選の公示

                                                                                                兵庫県保険医協会北播支部

                                                           支部長　林　武志

  協会規約第 75 条、協会役員等選出規定の第 3 条の 3 および第 4 条の 4 により、北播支部役員

選挙の 公示を行います。

【役職と定数】

支部長　１名  　 　副支部長　若干名     　世話人　若干名

【任期】　２年

【改選日時】

６月 26 日（土）　15 時 15 分

北播支部第 37 回総会　／　会場：滝寺荘
【立候補日時締切】

６月 19 日（土）　正午

【立候補届出の方法】

立候補希望者・推薦希望者は、協会事務局までお申し出ください。用紙をお届けします。「立候

補届」「推薦届」に必要事項を記入の上、事務局へ持参または郵送ください。

感に反応するようになっている。目に見えないものが相手だけに厄介である。

　今回、感染の悪循環サイクルを学び、改めて手指の消毒、マスクや、手袋、ガウンの脱着手

技や廃棄方法を教えていただいた。ハッとしたのは、床に落としたボールペンを拾って消毒せ

ずにそのままポケットに入れるのはＮＧ、ましてや落とした絆創膏を拾って、ガーゼの貼り付

けに使うのは危険と言われたことだ。無意識に行っている行為の危うさに気が付いた。

　非常事態宣言がなされていても、長期間となって、少し状況が良くなると気が緩むことになる。

講演を聞き、より厳格に感染対策を見直す必要性を感じた。

（１面のつづき）　


