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つなぐ手

富山県柔道整復師会コロナ対策 & 富山県総合防災訓練

（公社）富山県柔道整復師会は平成25年2月富山県と防災協定を

結んで以来、毎年富山県総合防災訓練に参加し、一般参加者向け

に活動を行ってまいりました。毎年のように各地で大規模災害が

起きていることから、今後はJMAT・DMAT下での災害救護活動

参加を目指し、研鑽を続けて行きたいと思います。　　　（原 誠）

※本誌では掲載の為にマスクをはずして撮影をしている写真もございます。

富山県と富山市が新型コロナまん延防止で一致（命を守る行動を）
会談する新田知事（右）と藤井市長　北日本新聞 HPより

富山県JMAT役員の皆様と会長・副会長・災害対策委員長

つなぐ手

閉会式

固定法を実演 富山県JMAT活動に協力

カラー包帯は大人気でした
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安全への取り組み
新川厚生センター 0765-52-2647 0765-52-4440 黒部市、入善町、朝日町

新川厚生センター魚津支所 0765-24-0359 0765-24-9220 魚津市

中部厚生センター 076-472-0637 076-473-0667 滑川市、舟橋村、上市町、立山町

高岡厚生センター 0766-26-8414 0766-26-8464 高岡市

高岡厚生センター射水支所 0766-56-2666 0766-56-5494 射水市

高岡厚生センター氷見支所 0766-74-1780 0766-74-0374 氷見市

砺波厚生センター 0763-22-3512 0763-22-7235 砺波市、南砺市

砺波厚生センター小矢部支所 0766-67-1070 0766-67-4270 小矢部市

富山市保健所 076-461-7511 076-428-1150 富山市

富山県新型コロナウイルス
感染症対策本部事務局 

076-444-2176 076-444-9689

日整HPより

日整HPより

公益社団法人 富山県柔道整復師会

コロナ禍においての対応

院内スタッフの日々の確実な体調管理

患者様の来院時の体調確認

院内スタッフの3つの徹底（マスク、手指の消毒、検温）

患者様がご利用になる院内の消毒

患者様がご利用いただける手指消毒用（アルコール・除菌水）設備の設置

施術スペースに関する全ての備品の消毒

院内の定期的な換気

来院の際に若干の消毒臭（アルコール・塩素臭）が残ることの周知

体調変化（注意）の場合は相互（患者⇔接骨院）連絡
（公社）都道府県柔道整復師会・（公社）日本柔道整復師会への報・連・相確認

　公益社団法人富山県柔道整復師会独自のコロナ禍においての対応については富山県に
準じて行うものとする。
　富山県ステージ1・2・3・まん延防止等重点措置・緊急事態宣言に分類される。全てにお
いてマスク着用の徹底、除菌抗菌、うがい、手洗い、換気、体温測定には十分に行うこと！
　各接骨院においての営業に関しては制限を設けない。

●自分自身の体調を管理し外出時の行動には気を付けて行い、消毒液等を常備するのが

望ましい

●外食等においては4名以下ソーシャルディスタンスを徹底してください

●テイクアウトやデリバリーを活用してください

●家族間でもマスクの着用が望ましい

各接骨院（施術者・従事者・家族）における心構え

県内の一般相談窓口（平日8時30分～17時15分）
相談先（感染症担当） 電話番号（直通） FAX番号 所管市町村

富山県新型コロナウイルス感染症対策本部のみ土日祝10時から16時も実施しています

つなぐ手 つなぐ手

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

新型コロナウイルス対策　接骨院フローチャート

感染拡大防止の取り組み
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～その場で結果が分かる～
スタッフと家族の健康を守りましょう!

令和3年度

ー　Q & A　ー
抗原検査キット

抗原検査キットはPCR検査と比較して、迅速であることが特徴で、本キットも採取から15分で結果が得られます。一
般に抗原検査キットはPCR検査よりも感度が低く、本キットのPCR検査との陽性一致率は約73％ですが、デルタ株
はウイルス量が多いため検出能力が高まっていると考えられます。本キットで陽性の場合は、PCRはほぼ100％陽性
となります。しかし、本キットで陰性であっても感染を完全には否定できませんので、時間をおいた再検査か、もしく
は症状がある場合はかかりつけ医や自治体の担当窓口に連絡し、PCR検査による診断を必ず受けてください。

　吉村英男会長、大野重浩災害対策委員長の他42名の役員・会員が参加し、青空のもとブースの

設営から始め、エコノミークラス症候群に対する予防運動講習、負傷者に対しての様々な副木包帯

固定訓練や富山県JMATが行う災害時の処方箋発行訓練に参加するなどの活動を行いました。ま

た見学に来られた女性や子ども達にカラー包帯での体験コーナーも好評でした。コロナ感染症拡

大傾向のもと、昨年の延期を経ての開催で一般参加者が少ない訓練でしたが、各地区での災害に

対応できるように、今後もしっかりと訓練していきたいと思います。

　付属の滅菌綿棒を鼻腔に
沿って2cm程度挿入し、ゆっく
り5回転させ、擦過し、そのま
ま5秒程度静置してぬぐい液
を採取します。
　綿棒は2cm以上は挿入しな
いでください。鼻腔の擦過は片
側でも両側でも構いません。
　なお、鼻腔内に異常がある方
は検査をおやめください。

①スタッフの誰かがコロナを疑わせる症状を訴えたとき、施術所に出勤させずに自宅もしくは施術所外で本キットに
よる判定を行う。もし、陽性判定が出た場合は、ただちに他のスタッフやその家族にも検査を行う。
②スタッフの家族にコロナを疑わせる症状があった場合は、たとえ自分に症状がなくても、直ちに検査する。デルタ株
は、家庭内の濃厚接触者はほとんどが感染していると考えられます。
③会議や会合の場合、あらかじめ抗原検査を行っておくことが好ましい。
④流行地等にやむを得ず出張した場合は、帰宅後に検査することが望ましい。

つなぐ手 つなぐ手

たとえば次のような場合が考えられます。

製
品
概
要

検体採取方法

測定原理：免疫クロマト法
使用目的：鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中の
　　　　　SARS-CoV-2抗原の検出
　　　　　（SARS-CoV-2感染の診断の補助）
有効期限：12ヶ月（使用期限は、外箱に記載）
貯蔵方法：室温1～30℃
判定期間：15分
包装単位：10テスト

Q. 抗原検査キットとPCR検査の違いはなんですか？

Q. どんな時にこのキットを使用すればよいですか？

　現在猛威を振るっているデルタ株は、従来株と比べウイルス量が1260倍多く、潜伏期間が約2日間短いと報
告されています。したがって、医療現場での感染拡大防止のためには「早期判定」がとても重要です。本研究の
目的は、抗原検査キットを各施設が常備し、発熱・頭痛・咳・のどの違和感・鼻汁・全身倦怠感・息切れ・下痢・食
欲不振・嘔気・嘔吐等がスタッフやその家族に見られた場合、本キットにより感染者の早期発見やクラスター
発生の防止に役立てることです。

研究責任医師からのメッセージ

富山県総合防災訓練
令和3年8月1日（日）8時30分開会　　　　　滑川総合体育センター

滑川総合体育センターに集合

吉村英男会長、対策本部長（滑川市長）に挨拶 富山県消防協会副会長の表敬訪問

日 時 場 所新型コロナウイルス

15分で判定できます

鈴木 信孝 （医学博士）NPO法人代替医療科学研究センター
研究責任医師

4 5 
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つなぐ手 つなぐ手

活動報告

カラー包帯体験

土石流モデル エコノミークラス症候群予防体操講習

地震体験

（公社）富山県柔道整復師会は
富山県と防災協定を結び、
県防災訓練や各市町村での
防災訓練に参加しています。

● 柔道整復師は骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷を判断・
処置ができます。

● エコノミークラス症候群になるおそれがある被災者
の方に手技・運動指導を行うことができます。

● 柔道整復師は日常の接骨院の施療のほか、スポーツ
現場やスポーツ大会での救護ボランティアとして活
躍しています。

活動報告として以下のようなパネルを展示しました（一部抜粋）

防災協定の締結

各市での活動1 各市での活動2

県防災訓練での活動

災害時柔道整復師にできること

6 7 
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公益社団法人 富山県柔道整復師会　　令和3年9月30日発行

つなぐ手

富山県柔道整復師会コロナ対策 & 富山県総合防災訓練

（公社）富山県柔道整復師会は平成25年2月富山県と防災協定を

結んで以来、毎年富山県総合防災訓練に参加し、一般参加者向け

に活動を行ってまいりました。毎年のように各地で大規模災害が

起きていることから、今後はJMAT・DMAT下での災害救護活動

参加を目指し、研鑽を続けて行きたいと思います。　　　（原 誠）

※本誌では掲載の為にマスクをはずして撮影をしている写真もございます。

富山県と富山市が新型コロナまん延防止で一致（命を守る行動を）
会談する新田知事（右）と藤井市長　北日本新聞 HPより

富山県JMAT役員の皆様と会長・副会長・災害対策委員長

つなぐ手

閉会式

固定法を実演 富山県JMAT活動に協力

カラー包帯は大人気でした
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