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２．鍼灸の可能性と課題 
医療機関におけるCOVID-19 感染対策は、世

界的に数々の問題が発生し、医療スタッフの疲

労や心身のストレスも生じ、心身のケアの必要

性が検討されている。その中で当院は早い時期

から鍼灸ケアを導入した。これは、元々院内に

鍼灸部門があり、一定の成果を挙げていること

や、院内で認知度があることから、感染対策本

部からも是非お願いしたいと依頼された。 
しかし、他の医療機関や鍼灸関連施設におい

て、そのような鍼灸ケアが開始され継続的に行

われた施設は当院以外皆無であった。また、施

術したくても諸々の事情で出来ない状況もあっ

たようである。この結果は何を意味するか？ 
昨今、鍼灸院と医療機関の連携の重要性が叫

ばれ、様々な研修会や勉強会が行われている。

顔の見える連携の中で、医療スタッフとの信頼

関係の構築が大切なことは反論する方はいない

だろう。そこで、実際に信頼関係を構築した中

で、医療スタッフに対する鍼灸ケアを進めた鍼

灸師または鍼灸関連施設はどの程度存在したか。

鍼灸の効果を理解され、施術する感染対策の環

境も理解され、鍼灸師との信頼関係があること

など、最低限、そのような条件が揃わないと、

鍼灸ケアを承認することは難しいと考える。 

つまり、現在までそのような連携を築いてい

なかったことが鍼灸業界の問題点であり、今後

の課題でもある。その課題を解決するためには

鍼灸師の立ち位置や社会的な活動など学校協会

や業団や学会などが一致団結して検討すべき案

件である。皮肉にもCOVID-19 が世界全体を覆

う中で、医療スタッフに対する鍼灸ケアという

キーワードで日本の鍼灸師の現状が垣間見られ

た気がする。 

まとめ 
１．4 月中旬より東大病院における医療スタッフ

のための鍼灸ケアを行った。 
２．開始するにあたり、当院コロナ対策本部との

連携により感染対策、周知、備品の補充が行

われた。 
３．108 名のスタッフが来室され、リピーターも

多く、鍼灸の効果を実感された印象であり、

自宅で行うお灸（台座灸）のセルフケアも好

評であった。 
４．今後、鍼灸（師）の役割の一つとして、医療

スタッフのための鍼灸ケアは、社会貢献、啓

蒙活動として重要なキーワードと考えられ

るが、鍼灸の認知度や信頼関係の構築等の課

題もある。  

「医鍼連携グループの活動（日本東方医学会）」 

赤羽 峰明 

日本東方医学会・医療連携鍼灸師 

 

 

要旨 

【緒言】日本東方医学会の「医療連携鍼灸師」グループでは、COVID-19の流行下における医療関係従事

者に対して鍼灸ボランティアを行ったので報告する。 

【鍼灸ボランティアについて】ボランティア実施に向け、2 つの案が提案されたが、そのうちの１つで

ある医療機関等に出向くという案で実施した。実施に向けて、告知用ツール・実施用フォームと防疫ガ

イドラインを作成した。 

【実施内容】問診に基づき施術を行った。 

【考察・結語】鍼灸が医療連携・多職種連携に参入する上で、他の医療従事者に鍼灸を経験してもらい、

鍼灸についての理解を深めてもらう事は有益である。また、医療機関での就業経験のない鍼灸師にとっ

て、他の医療従事者との交流は貴重な経験である。 

 

Keyword：医療従事者対象鍼灸ボランティア、鍼灸師向け感染症対策、医療連携、多職種連携、日本東方

医学会 

 

 

【緒言】日本東方医学会の「医療連携鍼灸師」グ

ループ（以下、医鍼灸グループとする）は、鍼灸

の医療連携参加や多職種と連携参加する事を目

的に活動を続けている。この活動の一環として、

4月のミーティングで COVID19 の感染拡大を受け

て疲弊している医療従事者向けに鍼灸ボランテ

ィアを行うことが提案され、8 月から実施した。

対象は日本東方医学会会員もしくは会員からの

紹介があった医療関係従事者とし、実施地域を関

東近県とした。 

【方法】ボランティア実施の場所については、希

望者に鍼灸院等に来てもらう案と医療機関等に

出向く案があり、検討した。両案には、それぞれ

にリスクが想定された。鍼灸院等に来所してもら

う案のリスクは、来院後に感染が判明した場合、

ボランティア実施者が濃厚接触者とされ、鍼灸院

の消毒、施術者の隔離・入院、休業、風評等が考

えられた。また、鍼灸院までボランティア対象者

に施術を受けに来てもらわなければならなくな

り、医療従事者にとって鍼灸院まで移動すること

が負担となることが考えられた。 

一方、医療機関等へ出向く場合は、鍼灸ボラン

ティア実施者に感染のリスクが高まることが考

えられた。さらに、移動や医療機関内での感染リ

スクにどのように対処するかが課題となった。 

結果として、医師からの助言を踏まえ検討した

結果、防疫に対するガイドラインを作成し、それ

に従った対策を実施した上で、医療機関等に出向

くことになった。 

1. 実施用フォームと告知用ツールの作成 

 ポスター・チラシ、申し込みフォーム、カウン

セリングシート、事後アンケートを作成した。告

知は 6月に東方医学会の HP（ホームページ）や FB

（フェースブック）、会員へのメールを通じてな

され、8 月に学会誌の郵送時にチラシを同封する

形で行った。 

2. 防疫ガイドラインを作成した。 

防疫ガイドラインは、感染リスクを低減させる

目的で作成した。協力医師から「国立感染症研究

所」「日本環境感染学会」の濃厚接触についてのガ

イドラインを調べ、自分たちの防疫の為のガイド

ラインとしてはどうか、との提案をもらい実行し

た。 

国立感染症研究所(NIID)による濃厚接触に関

する資料 1）では、「濃厚接触者」とは、患者（確定

例、「無症状病原体保有者」を含む）の感染可能期

間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者で
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【考察・結語】鍼灸が医療連携・多職種連携に参入する上で、他の医療従事者に鍼灸を経験してもらい、

鍼灸についての理解を深めてもらう事は有益である。また、医療機関での就業経験のない鍼灸師にとっ

て、他の医療従事者との交流は貴重な経験である。 

 

Keyword：医療従事者対象鍼灸ボランティア、鍼灸師向け感染症対策、医療連携、多職種連携、日本東方

医学会 

 

 

【緒言】日本東方医学会の「医療連携鍼灸師」グ

ループ（以下、医鍼灸グループとする）は、鍼灸

の医療連携参加や多職種と連携参加する事を目

的に活動を続けている。この活動の一環として、

4月のミーティングで COVID19 の感染拡大を受け

て疲弊している医療従事者向けに鍼灸ボランテ

ィアを行うことが提案され、8 月から実施した。

対象は日本東方医学会会員もしくは会員からの

紹介があった医療関係従事者とし、実施地域を関

東近県とした。 

【方法】ボランティア実施の場所については、希

望者に鍼灸院等に来てもらう案と医療機関等に

出向く案があり、検討した。両案には、それぞれ

にリスクが想定された。鍼灸院等に来所してもら

う案のリスクは、来院後に感染が判明した場合、

ボランティア実施者が濃厚接触者とされ、鍼灸院

の消毒、施術者の隔離・入院、休業、風評等が考

えられた。また、鍼灸院までボランティア対象者

に施術を受けに来てもらわなければならなくな

り、医療従事者にとって鍼灸院まで移動すること

が負担となることが考えられた。 

一方、医療機関等へ出向く場合は、鍼灸ボラン

ティア実施者に感染のリスクが高まることが考

えられた。さらに、移動や医療機関内での感染リ

スクにどのように対処するかが課題となった。 

結果として、医師からの助言を踏まえ検討した

結果、防疫に対するガイドラインを作成し、それ

に従った対策を実施した上で、医療機関等に出向

くことになった。 

1. 実施用フォームと告知用ツールの作成 

 ポスター・チラシ、申し込みフォーム、カウン

セリングシート、事後アンケートを作成した。告

知は 6月に東方医学会の HP（ホームページ）や FB

（フェースブック）、会員へのメールを通じてな

され、8 月に学会誌の郵送時にチラシを同封する

形で行った。 

2. 防疫ガイドラインを作成した。 

防疫ガイドラインは、感染リスクを低減させる

目的で作成した。協力医師から「国立感染症研究

所」「日本環境感染学会」の濃厚接触についてのガ

イドラインを調べ、自分たちの防疫の為のガイド

ラインとしてはどうか、との提案をもらい実行し

た。 

国立感染症研究所(NIID)による濃厚接触に関

する資料 1）では、「濃厚接触者」とは、患者（確定

例、「無症状病原体保有者」を含む）の感染可能期

間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者で
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ある。 

 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触

（車内、航空機内等を含む）があった者 

 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、

看護若しくは介護していた者 

 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等

の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

 その他：手で触れることの出来る距離（目安

として 1 メートル）で、必要な感染予防策

なしで、「患者（確定例）」と 15 分以上の接

触があった者（周辺の環境や接触の状況等

個々の状況から患者の感染性を総合的に判

断する） 

とある。また、「調査対象とした「濃厚接触者」に

対しては、速やかに陽性者を発見する観点から、

全ての濃厚接触者を検査対象とし、検査を行う

（初期スクリーニング）。検査結果が陰性だった

場合であっても、「患者（確定例）」の感染可能期

間の最終曝露日から 14 日間は健康状態に注意

を払い、前向きのフォローアップとして、発熱や

呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス

感染症の可能性のある症状が現れた場合、医療機

関受診前に、保健所へ連絡するように依頼し、症

状の軽重に拠らず、検査を実施する。」とある。こ

のように、濃厚接触者とされると、無症状かつ陰

性であっても就業制限がかかる事となる。 

 次に、日本環境感染学会の「医療機関における

新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第 3

版」2)によると、新型コロナ感染症対策において極

めて重要なのが標準予防策の徹底であるとされ

ている。特に、PPE（パーソナル・プロテクティブ・

エクイプメント）と呼ばれる個人防護具の装着は

重要だ 2)3)。一般的な PPEは、サージカルマスク・

ゴーグル・フェイスガード・キャップ・ガウン・

グローブ・シューカバーを指す。また、患者には、

体温測定、体調の申告、サージカルマスクの着用

が推奨されている。 

図 2のように、暴露リスクの評価における 3つ

の基準は、患者のマスク着用の有無、医療従事者

の PPE着用の有無、医療行為の種類とある。先述

の NIID(国立感染症研究所)における濃厚接触の

定義と共に、これらの暴露リスク評価を総合的に

判断して濃厚接触後の医療従事者の就業制限が

決まってくる 4)。ここで大きく判断に関わってく

るものが、医療従事者と患者のサージカルマスク

着用の有無である。 

図 2を見ると、医療従事者と新型コロナ感染症

患者(無症状感染者を含む)、それぞれのサージカ

ルマスクの着用が、濃厚接触者の判定、またその

後の就業制限に大きく関わっている事がわかる。

「最後に暴露した日から 14日間」か「無し」、健

康観察(暴露した日から 14日間)も「積極的」に行

うか「自己判断」に分かれる事となる。そして、

これらの資料を基に、ボランティアでは(図表 3)

のようなガイドラインを作成した。パルスオキシ

メーターについても 5)、医鍼灸グループでは、鍼

灸院での簡易判定に使用する事を協力ドクター

によって推奨されており、今回使用する事とした。

パルスオキシメーターの装着に関しては、原則医

行為ではないと考えられる 16 項目のひとつとし

て、鍼灸師が扱っても医療行為には当たらない。

施術内容は問診に基づき適宜行う事とした。 

施術内容については、統一するという案も出た

が、現場に行ってみないと訴えがわからず、時間

も限られている中での対応であるので、各鍼灸師

の経験と倫理観に任せ、訴えに対し適宜対応する

という事になった。また、道具についても各自、

使い慣れたデスポーザブル器具を用意し、それを

用いる事とした。 

【ボランティアの実施】 

8 月中旬に都内の漢方処方を主に行う総合内科

クリニックでボランティアを実施した。COVID-19

の感染拡大以降、地域の総合内科に感染疑い患者

が来院しているとの事であった。このボランティ

アを実施するにあたり、いくつかの対象となる候

補があったが、比較的感染リスクが低いと考えら

れるクリニックから始めていく事となった。ボラ

ンティアは診療日の休憩時間に行うこととし、事

前にボランティアを受ける医療従事者の希望時

間を聞いた。また、私たちも感染リスクを低減さ

せるために滞在時間を最低限にした施術を実施

できるよう配慮した。ボランティアを受ける医療

従事者は 3名で、鍼灸師は 3名で臨んだ。施術ス

ペースは院内の 3台のベッドを借り、同時に施術

を行った。時間は、問診・アンケートを含めて 30

分間とし、ほぼ予定通りに終了する事ができた。

また、今回の訴えのほとんどは肩こりを中心とし

た頸部から腰背部の症状であった。施術後に行っ

たアンケートでは、3 名とも鍼灸を受けた経験が

あり、それぞれの施術に対し大変満足との回答で

あった。 

【考察・結語】 

活動2年の医鍼灸グループはボランティア活動

の経験がなく、今回のボランティア実施に際して、

１からのスタートであった。緊急事態宣言下の実

施であったため、準備はオンラインで行った。そ

のため、思うように進まない事もあったが、ボラ

ンティアを実施する事ができた。また、感染症に

対する防疫の知識などを調べることは大変有意

義であったし、このボランティアで得た知識は、

日常の臨床にフィードバックできると考えられ

た。活動目的は、鍼灸が医療連携・多職種連携に

参加する・できる状況を探る事にある。その目的

において、今回のボランティアが私たちの活動に

有益であった点が 2点あった。 

⑴ 開業鍼灸師が、医療関係従事者と医療機

関で接点・交流が持てた。 

⑵ 医療関係従事者に鍼灸を経験してもら

い、お互いの信頼感の醸成に繋がった。 

まず(1)であるが、鍼灸師の卒業後の進路にお

いて、病院・医院への就業の割合が全就業者の

10.1％である 6)ことを考えると、開業している鍼

灸師の多くが医療機関での就業の経験がない。そ

のために、いざ地域で連携を取りたいと思っても、

実務的に連携の取り方がわからないという状況

が生まれている。現在、鍼灸養成機関でどのよう

な教育がなされているかの情報が少ないが、希望

者に対してだけでも、ある程度具体的な対策が取

られる事を望む。 

また⑵であるが、医療従事者も鍼灸への理解・

認知度はまだまだ低い。鍼灸師と医療機関で働い

た経験を持つ医療従事者が少ないのが、要因のひ

とつであると推察される。その点において、医療

従事者と直接コミュニケーションが取れる機会

は大変に有意義であった。医療連携に鍼灸が参加

していくためにも、顔の見える状況での交流は大

変重要であり、鍼灸の認知度の向上・信頼の醸成

に繋がった、もしくは繋がっていくであろう。 

今回は COVID-19 感染拡大という状況下での鍼

灸ボランティアであったが、以上の 2点から医療

従事者への鍼灸ボランティアは、鍼灸の医療連携

を考える上で有用な手段のひとつであると考え

られた。私たちのグループでは、引き続き「顔の

見える」交流を増やし、医療従事者への鍼灸ボラ

ンティアを継続していきたい。 

現在、臨床の場において、患者を通じて多職種

の医療者との関りが増えてきた 7-8)。特に地域包括

ケアの現場では、往療に行った先で様々な医療従

事者との関りがある。これは、地域医療において、

地域包括ケアシステムの構築、「病院完結型」の医

療から「地域完結型」の医療への転換を国が進め

ているからだ。しかし、地域包括ケアシステムの

構築において、医師側の地域包括ケアに対する資

料に鍼灸の名は見当たらず、厚生労働省の「医療・

介護サービスの提供体制改革後の姿」9)に、その他

の専門職への但し書きとして鍼灸の記述はある

が、医療従事者らからの鍼灸への認知度は低い。

これらの事から、私たち鍼灸師は、その養成課程・

就業において、他の医療者との関りが少ないとい

う事が、連携におけるデメリットとなっている。

今後のためにも是正されるべき問題 10)であると

考える。 

また、課題もいくつかあった。医療機関側が来

院に対して人数制限を行っている。業者の出入り

を減らし、不必要な営業の来院を断っているとの

事であった。もちろん、患者に対してもそれは行

われていた。その中でのボランティアで、私たち

も最低限の人数での実施となった。ボランティア

を実施する時間の問題もあった。通常診療してい

る医療機関で行うので、ボランティアの実施時間

は、休憩時間か就業が終わってからという事がハ

ードルとなる。また、鍼灸への理解が少ないため

に、医療機関側の判断において多くのリスクを考

えてしまう可能性がある。 

しかし、先程述べたように、医療従事者への鍼

灸ボランティアは私たちの活動においてメリッ

トが多い。対象者を介護分野にまで広げる事もひ

とつのアイデアかも知れない。課題の解決を図り

ながら、引き続きこのボランティアを続けていき

たいと考えている。 
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ある。 

 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触

（車内、航空機内等を含む）があった者 

 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、

看護若しくは介護していた者 

 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等

の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

 その他：手で触れることの出来る距離（目安

として 1 メートル）で、必要な感染予防策

なしで、「患者（確定例）」と 15 分以上の接

触があった者（周辺の環境や接触の状況等

個々の状況から患者の感染性を総合的に判

断する） 

とある。また、「調査対象とした「濃厚接触者」に

対しては、速やかに陽性者を発見する観点から、

全ての濃厚接触者を検査対象とし、検査を行う

（初期スクリーニング）。検査結果が陰性だった

場合であっても、「患者（確定例）」の感染可能期

間の最終曝露日から 14 日間は健康状態に注意

を払い、前向きのフォローアップとして、発熱や

呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス

感染症の可能性のある症状が現れた場合、医療機

関受診前に、保健所へ連絡するように依頼し、症

状の軽重に拠らず、検査を実施する。」とある。こ

のように、濃厚接触者とされると、無症状かつ陰

性であっても就業制限がかかる事となる。 

 次に、日本環境感染学会の「医療機関における

新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第 3

版」2)によると、新型コロナ感染症対策において極

めて重要なのが標準予防策の徹底であるとされ

ている。特に、PPE（パーソナル・プロテクティブ・

エクイプメント）と呼ばれる個人防護具の装着は

重要だ 2)3)。一般的な PPEは、サージカルマスク・

ゴーグル・フェイスガード・キャップ・ガウン・

グローブ・シューカバーを指す。また、患者には、

体温測定、体調の申告、サージカルマスクの着用

が推奨されている。 

図 2のように、暴露リスクの評価における 3つ

の基準は、患者のマスク着用の有無、医療従事者

の PPE着用の有無、医療行為の種類とある。先述

の NIID(国立感染症研究所)における濃厚接触の

定義と共に、これらの暴露リスク評価を総合的に

判断して濃厚接触後の医療従事者の就業制限が

決まってくる 4)。ここで大きく判断に関わってく

るものが、医療従事者と患者のサージカルマスク

着用の有無である。 

図 2を見ると、医療従事者と新型コロナ感染症

患者(無症状感染者を含む)、それぞれのサージカ

ルマスクの着用が、濃厚接触者の判定、またその

後の就業制限に大きく関わっている事がわかる。

「最後に暴露した日から 14日間」か「無し」、健

康観察(暴露した日から 14日間)も「積極的」に行

うか「自己判断」に分かれる事となる。そして、

これらの資料を基に、ボランティアでは(図表 3)

のようなガイドラインを作成した。パルスオキシ

メーターについても 5)、医鍼灸グループでは、鍼

灸院での簡易判定に使用する事を協力ドクター

によって推奨されており、今回使用する事とした。

パルスオキシメーターの装着に関しては、原則医

行為ではないと考えられる 16 項目のひとつとし

て、鍼灸師が扱っても医療行為には当たらない。

施術内容は問診に基づき適宜行う事とした。 

施術内容については、統一するという案も出た

が、現場に行ってみないと訴えがわからず、時間

も限られている中での対応であるので、各鍼灸師

の経験と倫理観に任せ、訴えに対し適宜対応する

という事になった。また、道具についても各自、

使い慣れたデスポーザブル器具を用意し、それを

用いる事とした。 

【ボランティアの実施】 

8 月中旬に都内の漢方処方を主に行う総合内科

クリニックでボランティアを実施した。COVID-19

の感染拡大以降、地域の総合内科に感染疑い患者

が来院しているとの事であった。このボランティ

アを実施するにあたり、いくつかの対象となる候

補があったが、比較的感染リスクが低いと考えら

れるクリニックから始めていく事となった。ボラ

ンティアは診療日の休憩時間に行うこととし、事

前にボランティアを受ける医療従事者の希望時

間を聞いた。また、私たちも感染リスクを低減さ

せるために滞在時間を最低限にした施術を実施

できるよう配慮した。ボランティアを受ける医療

従事者は 3名で、鍼灸師は 3名で臨んだ。施術ス

ペースは院内の 3台のベッドを借り、同時に施術

を行った。時間は、問診・アンケートを含めて 30

分間とし、ほぼ予定通りに終了する事ができた。

また、今回の訴えのほとんどは肩こりを中心とし

た頸部から腰背部の症状であった。施術後に行っ

たアンケートでは、3 名とも鍼灸を受けた経験が

あり、それぞれの施術に対し大変満足との回答で

あった。 

【考察・結語】 

活動2年の医鍼灸グループはボランティア活動

の経験がなく、今回のボランティア実施に際して、

１からのスタートであった。緊急事態宣言下の実

施であったため、準備はオンラインで行った。そ

のため、思うように進まない事もあったが、ボラ

ンティアを実施する事ができた。また、感染症に

対する防疫の知識などを調べることは大変有意

義であったし、このボランティアで得た知識は、

日常の臨床にフィードバックできると考えられ

た。活動目的は、鍼灸が医療連携・多職種連携に

参加する・できる状況を探る事にある。その目的

において、今回のボランティアが私たちの活動に

有益であった点が 2点あった。 

⑴ 開業鍼灸師が、医療関係従事者と医療機

関で接点・交流が持てた。 

⑵ 医療関係従事者に鍼灸を経験してもら

い、お互いの信頼感の醸成に繋がった。 

まず(1)であるが、鍼灸師の卒業後の進路にお

いて、病院・医院への就業の割合が全就業者の

10.1％である 6)ことを考えると、開業している鍼

灸師の多くが医療機関での就業の経験がない。そ

のために、いざ地域で連携を取りたいと思っても、

実務的に連携の取り方がわからないという状況

が生まれている。現在、鍼灸養成機関でどのよう

な教育がなされているかの情報が少ないが、希望

者に対してだけでも、ある程度具体的な対策が取

られる事を望む。 

また⑵であるが、医療従事者も鍼灸への理解・

認知度はまだまだ低い。鍼灸師と医療機関で働い

た経験を持つ医療従事者が少ないのが、要因のひ

とつであると推察される。その点において、医療

従事者と直接コミュニケーションが取れる機会

は大変に有意義であった。医療連携に鍼灸が参加

していくためにも、顔の見える状況での交流は大

変重要であり、鍼灸の認知度の向上・信頼の醸成

に繋がった、もしくは繋がっていくであろう。 

今回は COVID-19 感染拡大という状況下での鍼

灸ボランティアであったが、以上の 2点から医療

従事者への鍼灸ボランティアは、鍼灸の医療連携

を考える上で有用な手段のひとつであると考え

られた。私たちのグループでは、引き続き「顔の

見える」交流を増やし、医療従事者への鍼灸ボラ

ンティアを継続していきたい。 

現在、臨床の場において、患者を通じて多職種

の医療者との関りが増えてきた 7-8)。特に地域包括

ケアの現場では、往療に行った先で様々な医療従

事者との関りがある。これは、地域医療において、

地域包括ケアシステムの構築、「病院完結型」の医

療から「地域完結型」の医療への転換を国が進め

ているからだ。しかし、地域包括ケアシステムの

構築において、医師側の地域包括ケアに対する資

料に鍼灸の名は見当たらず、厚生労働省の「医療・

介護サービスの提供体制改革後の姿」9)に、その他

の専門職への但し書きとして鍼灸の記述はある

が、医療従事者らからの鍼灸への認知度は低い。

これらの事から、私たち鍼灸師は、その養成課程・

就業において、他の医療者との関りが少ないとい

う事が、連携におけるデメリットとなっている。

今後のためにも是正されるべき問題 10)であると

考える。 

また、課題もいくつかあった。医療機関側が来

院に対して人数制限を行っている。業者の出入り

を減らし、不必要な営業の来院を断っているとの

事であった。もちろん、患者に対してもそれは行

われていた。その中でのボランティアで、私たち

も最低限の人数での実施となった。ボランティア

を実施する時間の問題もあった。通常診療してい

る医療機関で行うので、ボランティアの実施時間

は、休憩時間か就業が終わってからという事がハ

ードルとなる。また、鍼灸への理解が少ないため

に、医療機関側の判断において多くのリスクを考

えてしまう可能性がある。 

しかし、先程述べたように、医療従事者への鍼

灸ボランティアは私たちの活動においてメリッ

トが多い。対象者を介護分野にまで広げる事もひ

とつのアイデアかも知れない。課題の解決を図り

ながら、引き続きこのボランティアを続けていき

たいと考えている。 
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ある。 

 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触

（車内、航空機内等を含む）があった者 

 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、

看護若しくは介護していた者 

 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等

の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

 その他：手で触れることの出来る距離（目安

として 1 メートル）で、必要な感染予防策

なしで、「患者（確定例）」と 15 分以上の接

触があった者（周辺の環境や接触の状況等
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