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●2021年1月例会

新型コロナウイルス感染症対応この1年
	 	 	 	 	 樽見英樹さん（厚生労働事務次官）

報告 · 神保康子

● 発生からの 1 年間の整理

厚生労働省の事務次官、樽見英樹
氏を招いての2021年1月例会は、緊急
事態宣言下ということもあり、東京・霞
が関の厚労省内の事務次官室からオン
ライン配信で行われた。
講演は2020年1月の新型コロナの国
内発生から1年間の対応を丁寧に振り
返った内容で、詳細な資料を示しなが
らの樽見氏の説明のおかげで1年間を
整理することができた。
講演の柱は次の5つ。

（1）日本全国の感染の状況 
　　（新規感染者数と

     重症者数の推移）
（2）国の対策
（3）医療提供の体制
（4）ワクチンと治療薬
（5）関連法の改正

● 国内の発生動向と感染者数

講演ではまず新型コロナの国内発生
状況を俯瞰。資料として示された「入
院治療等を要する者・重症者・新規陽
性者数等の推移」のグラフを見ると、
入院患者の増加からやや遅れて重症

者割合の山が来ることが一目瞭然で
あった。
樽見氏は「入院患者の中で重症に

なった方は入院期間も長くなる傾向があ
る」と話したうえで、若い世代から感染
が拡大してその後で高齢者に感染拡大
した第1波の特徴を捉え、「後になるほ
ど高齢の感染者が多く、それが重症者
割合の山が後に来る構造に繋がってい
る」と説明した。
第3波でも重症者の山が後から来るこ

とが懸念された。だが、第1波の後の
入院患者数に対する重症者割合がお
よそ10%までに上がったのに対し、第3
波の新規陽性者数のピークのやや後の
1月20日時点では1.5%と低かった。講
演後の2月17日現在では0.8%と、さらに
低くなっている。重症者数自体も1月末
をピークに減少傾向にある。

● 国のコロナ対応の流れ

次に樽見氏は国のこれまでの対応と
今後について、基本的方針の概略を
説明した。国内侵入防止、感染拡大
防止、重症化防止という3段階のうち、
「今は感染拡大防止の段階で、感染

者の急速な増加を抑えることで、流行
の山を低くしようとしている」と話し、「こ
れがうまくいくと、その後は重症化防止
に重点的に取り組む」と解説した。
感染者の急激な増加を抑える対策と
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同時に医療提供体制のキャパシティを
拡大していく対策によって、感染者数
の多少の増加に対応できるようになる。
「許容できる山（感染者数の拡大）
は高くなるとはいえ、山が高くなれば緊
急事態宣言を発出して抑えていく」と
樽見氏。
この考え方が「ハンマーアンドダンス」

と呼ばれるもので、簡単に言えば、感
染症対策と社会経済を両立させ、治
療法の確立やワクチンの安定供給がで
きるまで国の体力を保持しようという作
戦だ。

● 病床確保への取り組み

医療提供体制の強化のうち、病床
の確保は非常に重要な部分である。第
3波の感染拡大の山はかなり大きかった
ため、国は今年1月に「病床確保に向
けた政策パッケージ」を策定し、医療
現場への支援を強化した。
「新たな病床確保支援」「確保病床
の有効活用等」「医療従事者への支
援」「院内感染発生時の早期収束支

援」「高齢者施設での感染予防」の
5つからなり、この中には新たな病床
確保支援のための1床当たり最大1950
万円の補助などのインセンティブが含ま
れる。
一方で、依然として懸念されるのが、
入院した高齢者が急性期を脱した後の
リハビリ病院などの受け入れ先の不足
だ。後方支援できる医療機関への積
極的な対策は急務である。

●ワクチン接種、法改正と今後の課題

樽見氏によると、この講演のちょうど
前日に、国は米国の大手製薬会社ファ
イザーとワクチン供給に関する契約を結
んだ。そして2月17日には、日本で
mRNA（メッセンジャーRNA）ワクチ
ンの接種が始まった。今後は英アストラ
ゼネカ社や米モデルナ社のワクチン供給
も予定されている。医療従事者4万人
への先行接種のうち2万人に対して健
康調査を実施し、副反応の有無などの
情報を円滑に収集していく。
樽見氏は法改正についても触れた。

この講演後に改正案が可決、施行に
至っているが、新型インフルエンザ等
対策特別措置法の一部改正、感染症
法と検疫法の一部改正の2つである。
罰則規定やより強い強制力が追加され
たもので、樽見氏は「全体が落ち着い
たところで、国と地方自治体の関係や、
施設の営業の制限をどう考えるか。一
般的・根本的な問題について検証・整
理をした上でまた改めて考えなければな
らないと思っている」と述べた。
講演の冒頭にも「あまりあって欲しく

はないが、今後パンデミックの際にどう
対処していくか、この1年の経験をきち
んと整理しておきたい」と前置きしてい
たが、渦中では見えないことも時間が
経つことで明らかになっていくことは多々
ある。慎重な法律の運用と今後のさら
なる議論を期待したい。

なお、1月例会は1月21日に行われ、記事
の内容は原稿作成時点のものである。

（じんぼ・やすこ=医療福祉ライター）

コラージュ
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「まあ、こういう状況ですが、オンライ
ン開催の勉強会まで中止する必要はな
いと思うんです」
浅井文和会長と私の前で厚生労働
省の樽見英樹事務次官がこう語り、緊
急事態宣言の最中の1月21日、当協会
初となる厚労省事務次官室からの月例
会=写真=が開催できた。
しかし、そこまでは紆余曲折があっ
た。ご存知のようにコロナ禍の
影響で月例会は昨年夏から日
本記者クラブなどでのリアル会
場とオンライン中継とのハイブリッ
ト方式が続いている。この変化
で有料参加者が100人超の時
もあるが、通信回線確保なども
含め経費は増す。知名度の高
い講師を招聘することで、有料参加者
を多数確保できれば経費の問題は解決
できるのだが、なかなか簡単ではない。
そんな最中、大熊由紀子理事が主
催する「えにしの会」（オンライン）に
樽見氏が出席したことを耳にした。樽
見氏と言えば、就任直前は内閣官房
新型コロナウイルス感染症対策推進室
長だ。前任次官の鈴木俊彦氏と同期
の入省で就任時60歳と、事務次官人

事の慣例からは外れているが、裏を返
せばこの難局を担える人物として官邸
の期待が高いことを意味している。
早速、10月上旬に大熊さんを通じて
講演を依頼した。快諾いただいたもの
の、日程調整のメールに暫く返信がな
かった。樽見氏と付き合いの長い木村
良一理事からもサポートがあり、「日本
記者クラブで1月21日に開催」との運び

となり、1月6日、浅井さんと私が厚労省
を訪ねて打ち合わせを行うことになった。
ところが、年末年始から首都圏を中
心に新型コロナの感染者が急増。1月3
日ごろからは緊急事態宣言を再び発出
する可能性が出て、5日には発出が確
実となった。追い打ちをかけるように日
本記者クラブからは「宣言中のイベント
は午後6時までに終了してほしい」との
お願いが届いた。もはや万事休す。

6日の樽見氏との打ち合わせの20分
前、地下鉄・霞ヶ関駅に直結する厚労
省地下の受付前で浅井さんからも「延
期でお願いしましょう」と話があった。も
ちろんそれしかない。　
そして樽見氏と面会。浅井さんが

「いや、このような状況になってしまい」
と口を開いた瞬間、樽見氏が発したの
が冒頭の言葉だった。

とはいえ、会場がない。する
と、樽見氏から「この次官室を
使いましょう」と提案があった。
ありがたかった。結局、事務次
官室に浅井さんと私を含めて数
人、オンライン中継のサポート要
員を派遣することになった。司会
役が浅井さん、スライド回しを幹

事の吉田智美さん、ビデオカメラ担当
が秋元麦踏さん、統括が私と決まり、
事務次官室からの初めての中継開催
ができた。
余談だが、事務次官室からの月例
会が決まった直後、浅井さんと私は緊
急事態宣言直前の赤提灯に飛び込ん
だ。ほっとした後のビールほど美味いも
のはない。

（村上和巳）

厚生労働省事務次官室からオンライン配信中

初の事務次官室からの月例会

「この部屋を使いましょう」に
感謝感激
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●2020年12月例会

知る権利と個人情報保護のジレンマに 
正面から向き合う新型コロナ報道を
　　　　　　武藤香織さん（東大医科学研究所ヒトゲノム解析センター・公共政策研究分野）

報告 · 小島あゆみ

武藤香織氏は医療社会学、ゲノム医療、再生医療などの倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social 
Implications:ELSI）の研究者です。2020年2月から政府の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策専門家会議のメンバー
として活動され、専門家会議が同年7月に解散してからは政府の同対策分科会や都の東京iCDC（リスクコミュニケーションチーム）
の一員として活躍されています。

● 法律や社会の間隙を 
縫うような病原体

2020年12月14日、武藤香織さんの講
演が行われた。今回の講演は専門家
会議や分科会での活動とELSIの課題
が中心で、冒頭では新興感染症の定
義と新型コロナの特徴、感染症の法律
についての説明があった。
新型コロナはこれまでの感染症と異な

り、症状が現れる前に人に感染させるこ
と、また、2次感染を起こすのは感染者
のうちの2割であり、8割は感染させず
に終わっている。感染させる人を早期
に探知する手段はなく、一斉に動きを
止めることしか対策がないことが特徴で
あり、武藤さんは「これまでの法律では
対応しきれない点が多い」と話す。
感染者の増加と医療体制の逼迫に

よって増え続けている自宅待機やホテ
ルでの療養が法的には明確でないこと
など、新型コロナウイルスは法律や社
会の間隙（かんげき）を縫うような病
原体で、武藤さんは「中長期的にゆっ
くり予測していくことはできず、今と将来
を同時に考えていかないといけない」と
も指摘する。

● 今後、課題の解決に 
どこまで近づけるのか

「一番お話ししたいのはこのスライド」
と示したのは、思いつくままに書き溜め

ていったという「乗り越えたい
ELSIの課題群の例」だった。
特別措置法や感染症予防
法、個人情報保護法、薬機法
（旧薬事法）、条例などの運用、
リスクコミュニケーション（広報・
広聴）、自治体・事業所からの
感染者情報の公表、集中治療
のトリアージ（選別）、尊厳を損
なわない看取り、医療・介護・
福祉事業者への誹謗中傷、流
行地と非流行地の抱える課題
の差、怪しい検査・消毒ビジネ
スなど多くの項目が挙げられた。
これらは医学ジャーナリストにとって

「ネタ」の宝庫である。何年か経ったと
き、新たな感染症が現れたとき、これら
の課題の解決に私たちはどこまで近づ
けているのか。

● 新興感染症には知識の 
絶えざる更新が必要

分科会内に昨年9月に設置された
「偏見・差別とプライバシーに関するワー
キンググループ」の議論も紹介。その
詳細は同年11月に出された「これまで
の議論のとりまとめ」（下記URL参照）
に記述されている。その中で偏見・差
別のきっかけとなる例として感染者やク
ラスターの公表とそれを受けた報道を取
り上げ、「公表の統一的な考え方を整

理してほしい」と国に要求している。
武藤さんは「新興感染症には知識

の絶えざる更新が必要だ。古い知識に
基づく行動が定着すると、差別的な言
動につながる」と語った。知識の更新
はメディアの役割の1つであるだけに、
これは重みがある。
リスクコミュニケーションの重要性と、
その難しさにも言及し、武藤さんは「新
しいものが採り入れられるときに、人々
が納得して自分で判断できるようになる
ことがリスクコミュニケーションの1つの目
的だ」と説明したうえで、「政府には一
元化された発信機能（広報）と、その
フィードバックを政策に活かす機能がな
い」と指摘した。

※ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/
henkensabetsu_houkokusyo.pdf 

武藤香織さん
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療従事者、院内感染が発生した医療
機関の謝罪会見などが強調され、人々
の恐怖をあおりかねない報道が散見さ
れた」とも話した。
そのうえで有吉氏は「感染症対策司
令塔の不在や、専門家に対する認識
の混乱があってメディアも取材の方向性
を定められなかったのではないか」と分
析し、「感染症に勝つために必要なの
は、相手（感染症）の実態がわからな
いという恐れではなく、その実態をサイ
エンスの目ではっきり示すことだ。初期
段階の報道ではその一番大事なところ
が伝えられなかった」と記者たちに呼
びかけた。

●現場取材に制約と戸惑い

パネルディスカッションの前半では、コ
ロナ報道に携わった記者たちが有吉氏
の問題提起に応えるように取材活動を
総括し、課題を挙げた。
コロナ禍という異例の状況下では、
それまで当たり前だった現場取材が制
限され、各記者は戸惑い、模索した。
斉藤氏は「オンライン取材は、現場

ならではの情報が得難く、どれだけ真
実を伝えられているのか悩んだ」と話
す。加藤氏は「取材相手との信頼関
係を構築することの大切さを改めて実
感した」と語り、手嶋氏は「取材に行
きたくてもカメラマンが感染を恐れて断

るケースがあり、取材が難航した」とテ
レビ局での事例を挙げた。
エビデンス（科学的根拠）に基づく
情報収集が難航するなかで、記者た
ちが選択したのは、限られた取材相手
の立場を尊重し、その声を丁寧に伝え
るという基本に立ち返った報道だった。

●より良い報道を求めて創意工夫

後半の討論では「より良い報道にし
ていくために」をテーマに意見交換が
行われた。斉藤氏は「最初のころは子
供や高齢者など様々な立場にある人に
ついて報道ができていたと思う」と初期
の取材がコロナ禍を多角的に報じるきっ
かけになったと指摘した。
手嶋氏は「アナウンサーたちが自発
的に他局と連携し合って社会を元気付
けるメッセージを発信し、知事や市長
の会見も他局と共同して伝えることがで
きた」と新たな報道の可能性を示した。
加藤氏は「大阪のうがい薬の報道のよ
うに、首長と専門家の意見が真逆だっ
た場合も、偏りなく両方を報道した」と
それぞれの立場を尊重した発信例を
紹介した。
有吉氏は、こうした報道について「5

月以降はかなり良くなり、現状を把握す
るために役立つものになっていた」と模
索し続けることでより良く変化した報道
現場を評価した。

●メディアも公衆衛生チームの主役に

有吉氏は「初期に報道が混乱した
原因は、公衆衛生専門医側にある」と
も発言し、「公衆衛生医によるにアドバ
イスこそがパブリックヘルスメッセージで、
地域住民の生活を守る際の処方箋とな
る」と強調した。
さらに「しかし、日本の医療には専
門医が公衆に対してパブリックメッセー
ジを伝えるための教育も仕組みもない」
と指摘し、「だからこそメディアは、徹底
した疫学的データに基づくアドバイスを
処方箋として対策を集団に伝える公衆
衛生チームの主役の一員となってほし
い」と期待を寄せた。
これに対し、手嶋氏からは「これか

らは〝もっと観（み）たい〟ではなく、〝もっ
と知りたい〟と思ってもらうことに重きを
置いた報道を目指したい」との発言が
あった。
確かなエビデンスに基づくパブリック

ヘルスメッセージは「もっと知りたい」と
いう気持ちを喚起させる。そんなメッ
セージを求める人々の存在が、公衆衛
生の専門医・専門家を育て上げる社会
をつくるのだろう。情報伝達の専門家
であるメディアには公衆衛生の担い手と
しての役目も求められている。

　（のはら・みさと=フリーライター）

左から
毎日・加藤小夜さん、
FBS・手嶋一雄さん、
西日本・斉藤幸奈さん、
有吉紅也さん、
浅井文和会長
=福岡市の西南学院大学にて

（藤野博史・西日本支部長撮影）
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●2021年3月　西日本支部共催

オンラインで結ぶ日英公開シンポジウム 
「新型コロナとグローバルヘルス」
〜新興感染症のパンデミックにどう立ち向かったか。課題と教訓〜

報告 · 尾賀 始

日英の感染症疫学の専門家が、オンラインで集う公開シンポジウム「新型コロナとグローバルヘルス」が3月7日、福岡市のア
クロス福岡・国際会議場を主会場に東京―ロンドンを結んで開かれた=写真。公衆衛生学分野でロンドン大学と連携協定を結ぶ
長崎大学が主催し、日本医学ジャーナリスト協会西日本支部（支部長:藤野博史）が共催参加した。

● 長崎大とコラボ開催 
1000 人以上が視聴

シンポジウムは文部科学省採択の卓
越大学院プログラム「世界を動かすグ
ローバルヘルス人材育成」を推進する
長崎大学大学院熱帯医学・グローバル
ヘルス研究科が企画。「メディアも公衆
衛生の重要な担い手」と強調する有吉
紅也教授の呼び掛けから、アカデミアと
ジャーナリズムのコラボ開催となった。
開催時の新型コロナの感染者は、日
本の43万人に対して英国では400万人
を超えていた。公衆衛生で世界をリー
ドするイギリスと、新型コロナの感染拡
大が抑えられている日本。ワクチン接種
や変異株の流行とパンデミックが新たな
ステージに向かうなかで、医師・研究
者、ジャーナリストの関心は高く、ハイブ

リッド開催のオンライン参加者総数は
1097人（日本964人、海外133人）に
上り、会場でも20人以上が視聴した。

● 新興・再興感染症への備え不足 
有事の際の仕組み整え直す必要
〜日本

基調講演では、日英の感染症疫学
専門家がパンデミックにどう立ち向かっ
たか、その課題と教訓がテーマに上
がった。国立国際医療研究センターの
大曲貴夫・国際感染症センター長は、
感染症危機管理と検査体制などに触れ
「日本では新興・再興感染症に対して
準備が不足していた」と指摘し、「有
事の際の仕組みをイギリスに学び、研
究体制や医療システム、国から地方
への指揮命令系統などを整え直す必

要がある」と訴えた。

● 都市封鎖で感染拡大を 
止められないことも 
ワクチンの開発・製造と配分は順調
〜英国

ロンドン大学衛生・熱帯医学大学院
のジョン・エドモンズ教授は「イギリスの
対応にも反省と成功がある」と説明した
うえで、「ロックダウン（都市封鎖）の
効果は大きいが、疫学的に地域差が
あったり緩和判断が難しかったりして、
感染拡大を止められないこともあった。
ワクチンの開発・製造と配分の方は順
調で、既に人口の30%が接種を終えて
いる。これは成功例だ」と話した。
クラスタ―対策班で数理モデル解析
を担い、「接触8割減」を提唱した西
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浦博・京都大学教授も登壇した。西浦
氏は「感染拡大の実効再生産数は、
人の接触密度、気温、移動率、マス
ク着用などのコンプライアンス（遵守）
―の4要因で変動する」と解説。第1
波の自粛要請の際に「経済活動を妨
げた」と批判を浴びたことも明らかにし、
安全情報を正しく伝えるリスクコミュニ
ケーションの重要性を強調した。

●サイエンスメディアセンターの 
科学的知見 
メディアに信頼できる情報を提供
〜英国

パネルディスカッションでは、浅井文
和・日本医学ジャーナリスト協会会長が
挨拶し、一番手で質問した。エボラウ

イルスの発見者で元国連合同エイズ計
画（UNAIDS）事務局長のピーター・
ピオット・ロンドン大学衛生・熱帯医学
大学院学長らが、医療関係者やジャー
ナリストの質問に答える形で課題と展望
を語った。
その中で、外出自粛やワクチン接種

に対するメッセージ発信の在り方も課題
に上った。イギリスには、サイエンスメ
ディアセンターがあり、科学的知見に基
づく信頼のできる情報をマスメディアに
向けて提供していることが紹介された。
日本には科学的内容を分かりやすく一
般に伝えるサイエンスコミュニケーション
の担い手が不足している、と指摘され、
ジャーナリストの活躍に大きな期待が寄
せられた。

●公衆衛生とグローバルヘルスの 
人材確保 

「科学的内容伝える」メディアに期待
〜日本

座長として、元日本感染症学会理事
長の岩本愛吉・東京大学名誉教授、
ピーター・ピオット氏、ロンドン大学衛生・
熱帯医学大学院のシュンメイ・ユン教授
が参加した。変異を続けて世界に課題
を突き付けるであろう新型コロナウイルス
の研究、公衆衛生とグローバルヘルス
を担う人材確保などについてホットで建
設的な議論を誘導し、コロナ禍の終息、
新たなパンデミックに対する備えに向け、
有意義なシンポジウムとなった。
（おが・はじめ=元読売新聞記者、

西日本支部常任幹事）

「ワクチンの接種」
長期スパンでの
影響が気になる
木村良一（元新聞記者）

医論異論
その 6

新型コロナワクチンの高齢者への接
種が4月中にも始まる見込みだ。今年
の誕生日で65歳になるので、私も医療
従事者に続く3600万人のこの高齢者
接種グループに入れてもらえる。順番が
回って来たら打つつもりだ。

薬やワクチンは人体にとって異物で、
副作用や副反応は避けられない。だか
らそのワクチンを打つべきか否かを考える
ときの基本は、リスク&メリットだ。副反
応と効果を天秤にかけ、接種のメリット
の方が上回るようなら打った方がいい。
新型コロナワクチンのメリットは大きい。
特に免疫力が低下して新型コロナ特有
の肺炎や血栓症などで命を落とす危険
がある高齢者にとっては欠かせない。

新型コロナワクチンの主流は「mRNA
ワクチン」と呼ばれる遺伝子ワクチンで、
製造方法がこれまでのワクチンとは全く
異なり、ウイスルスそのものを使わない。
体内でウイルスのタンパク質（抗原）を
作り出す、人工合成のRNA断片（遺
伝情報のmRNA）を投与し、抗体（免
疫）を作って発症や重症化を防ぐ。米
製薬会社のファイザーなどが開発した。
製造の時間が極めて短く、「95%の有
効性がある」（ファイザー社）と効果も
高いようだ。

ところで、私はワクチンこそ感染症に
太刀打ちできる大きな武器だと考えるワ
クチン肯定派だった。たとえば、産経
新聞社の論説委員時代にはインフルエ
ンザに関し「ワクチンこそ最良の予防」
との見出しを付けた社説（2006年11

月6日付）を書いて「投与すれば罹患し
ても症状の悪化を防げる」と主張した。

「集団予防接種を復活させよう」という
見出しのコラム（2013年11月23日付）
では「小中学校で児童や生徒にワクチ
ンを投与すべきだ」と訴えた。

しかし、今回のmRNAワクチンは初め

ての実用化で、しかもどこの国も特例の
スピード承認だ。それだけに気になるこ
ともある。接種直後の副反応は、強い
アレルギー反応のアナフィラキシーを除
けば、腫れ、筋肉痛、悪寒など当初の
想定範囲内だが、半年後、3年後、5
年後という長いスパンでの人体に与える
影響は不透明である。明確に答えられ
る専門家はいない。投与されたmRNA
は消えてなくなるというが、抗体ができる
わけだから人の遺伝子に何らかの跡（記
憶）が残るはず。杞憂かもしれないが、
長期スパンでの安全性をスパコンやAIを
駆使して予測すべきである。

日本の人口100万人あたりの死者数
は、欧米に比べて極めて少ない。どの
ような患者が重症化するのかはほぼ解明
されているし、重症化を防ぐ治療方法も
確立しつつある。

日本には余裕がある。私のような高
齢者はともかく、若者には大切な将来
がある。しかも若年層はほとんど重症化
しない。勝手な独断だが、若い人への
投与は性急になる必要はないと思う。
供給不足から生じるワクチンの奪い合い
も避けたい。ワクチン接種について日本
は前のめりにならず、半歩引いて考える
べきである。
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2020年の『新語・流行語大賞』トッ
プ10にも選ばれた漫画『鬼滅の刃』。
作中でたびたび登場する「全集中の呼
吸」もまた人口に膾炙するキーワードとなっ
た。その背景にはコロナ禍におけるリモー
トワーク、自宅においても高いパフォーマ
ンスを発揮せねばならないという時代の要
請もありそうだ。

本書はこの20年間、飛躍的に論文数
が伸びている脳神経科学が新たに示した
エビデンスを、ビジネスを含めた私たちの
日常生活に応用するヒントとして紹介す
る。自宅勤務ではペットや同居人、慣れ
ないリモートアプリの扱いなど、ストレスを
生む要素が溢れている。

しかし、脳の仕組みや働きを理解すれ
ば、そうしたストレスをむしろパフォーマン
ス向上に振り向け、モチベーションを上げ
て自宅での業務に取り組むことができると
著者は語る。そのカギとなるのが脳内神
経物質ドーパミンの引き出し方なのだが、
これには個人差が非常に大きいと、あえ
てハウツー本にせず、読者自身が適切な
アプローチをする選択を求める姿勢に好
感を持った。

リモートでも全集中が求められる時代に
おいて「どうすれば?」と考えている方には、
ひとつの光明を見出すきっかけとなる書だ
と思う。
（医療・介護取材&編集記者 堂上昌幸）

書名を目にする限り、医療費にまつわ
るハウツー本と思うかもしれない。ところ
が、読み進めていくと、日本の入院医療
が抱える問題点が側面から見えてくる。

前半はがんや生活習慣病の病態解説
と手術やその入院費に割かれ、大いに
役立つ。 後半は医療費以外の諸掛り
や、民間医療保険の賢い利用や掛け替
えといった実践的な指南が、巧まずして
示唆に富む。

その後半から。入院中の食費は基本
的に全国一律1食当たり460円、ひと月
当たり4万円強で、健康保険の対象外。
つまり全額自己負担だが、治療費の心配
が先に立ち、そこまで気が回る患者は少
なそうだ。

一方で、ICU（集中治療室）は特定

入院料として1日当たり14万円弱（7日
間以内）〜 12万円強（8日〜 14日以
内）。一般的な入院のざっと10倍だが、
健康保険でカバーされる。本書では触れ
ていないが、日本の病院はICU病床が多
すぎるとの指摘（批判）が思い浮かぶ。

老若を問わずシングル、おひとり様の
入院がむずかしい現実にも触れている。
身元保証人を求められ、なってくれる人が
いなければ大変だ。その処方箋が幾つか
記されているが、思案に沈む読者も少な
くない。

そんな読み方もしていけば、経済実用
的な衣装をまとった本書が、日本の医
療、社会の諸問題につながる糸口として
のテクストにもなり得る。

（医事ジャーナリスト　大西正夫）

「暮らしの保健室」とは、無料で誰でも
医療や介護を含め生活にまつわる困りご
とを看護師や専門職に相談できる、ワン
ストップのよろず相談所だ。2011年に東
京・新宿の高齢化の進む団地にオープン
した。訪問看護師の秋山正子氏が長年
の訪問看護の実践を通して温めてきたア
イディアを実現させた。

地域のニーズに応えていく中で、その
機能は「相談窓口」「学びの場」「安
心できる居場所」「交流の場」「連携の
場」「育成の場」へと広がった。志を同
じくする人たちが、全国から見学に訪れ、
各地に「暮らしの保健室」の仲間たち
が増えていった。

本書は、2019年に発行された「『暮ら
しの保健室』のはじめかた」の続編であ
り増補版でもある。どちらも、暮らしの保
健室を始めたい人、知りたい人の一助に

なればと、保健室に関わってきた有志5人
が企画した。全国35の保健室からのレ
ポートには、コロナ禍でも緩やかにつなが
り続けるさまざまな試みも紹介されている。

それにしても、暮らしの保健室を始めよ
うとする人たちは一体、何に突き動かされ
ているのだろう。企画・編集の一員でも
ある筆者はその引力に引き寄せられ、は
や10年になる。地元の人から建物を提
供された人もいれば、近所のカフェや行
政などの協力を得た人、仲間を得て自宅
を改装してオープンした人など、走り始め
たのはいずれも周囲を惹きつける何かを持
つ人たちだ。

資金繰りはどこも大変そうだけれど、し
なやかに乗り越えている。そんな開拓者
の魅力や共通点にも、触れてもらえたらと
願っている。

（医療福祉ライター　神保康子）

「BRAIN DRIVEN 
パフォーマンスが高まる脳の状態とは」

青砥瑞人著
ディスカヴァー・トゥエンティワン 

（本体2,200円+税）

「大切な人が入院・手術になったときの 
病気の値段がわかる本」
御喜千代著　山本学監修 

アスコム 
（本体1500円+税）

「暮らしの保健室」ガイドブック
総編集 秋山正子 

企画・編集 神保康子・村上紀美子 
森さと子・米澤純子 

日本看護協会出版会 
（本体2,800円+税）

書  評 プラス
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貸してはいけない食材がある。ゴマ
かす。

一言もしゃべらないで、しっかり抱きしめ
ている。はなしたくない。

エレベータの前で小さな子供が待ってい
るが、なかなかやってこない。ボタンを
幼ない。

小学生で助けを求めることができる年齢
はいくつか。九歳（救済）

タイの首都・バンコクでの行事は世界
各国でも行われる。バンコク共通。

この世にいつまでもいてもいいという許
可証がある。永久ライセンス。

なるべく裏を見ないように。怨み。

殿様が鳩を呼んでもこないが、下男が呼
ぶとすぐくる。下男の手にはマメがある。

ゴルフで自分の言い訳を聞いてもらえな
かった。言い分パー。

明治維新の三傑は西郷、大久保、木
戸。自分ひとりで三けつになっている人
がいる。金欠、酸欠、貧血。

親が子供に「正直に話したら許してあげ
る」といった。すると子供は納戸へ駈
け込んで、掃除機に話しかけた。

お酒を飲み過ぎてボケる人がいる。ア
ル中ハイマー。

ボケるのは母方の遺伝子である。母系
遺伝。　

ガソリンに代わって電気で走る自動車が
増えてくる。補給所は電気スタンド？
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2020年度新入会員のご紹介 
（敬称略、順不同、希望された方のみ掲載）

入会月 氏名 所属

2020 年 12 月 菅原　由美 全国訪問ボランティアナースの会キャンナス代表

2021 年 1 月

河合　香織 ノンフィクション作家

花戸　貴司 東近江市永源寺診療所　所長

川越  満 木村情報技術㈱　コンサナリスト ® 事業部長

坂口　眞弓 みどり薬局　管理薬剤師

小野　洋子 大学教員・医業経営コンサルタント（機関誌編集専門委員）

浅野　泰世 国際医療福祉大学大学院　卒業生

岩田　真弓 オーストラリア・シドニー在住　看護師

風間　直樹 東洋経済　調査報道部長

吉竹　弘行 千葉商科大学教授

菅原　幸子 ドラビズ on-line 編集長

井上　愛彩 時事通信社　記者

篠原　正泰 富士フイルムグループ健康保険組合　常務理事

伊藤由希子 津田塾大学　総合政策学部教授

橋本　佳子 m3.com 編集長

冗句茶論
（ジョーク・サロン）

松井寿一

　事務局便り　

2021年度が始まりました。マスク生活もまだしばらく続きそうです。昨年度は徐々
にオンライン方式にも慣れ、順調に(時にはハラハラドキドキも！)講演会を実施し、
多くの新入会員さんを迎えることができました。西日本支部でも昨年11月の独自開催
に加えて、この3月には日英の公開シンポジウムの共催を行うなど、協会の活動が
拡がった1年でもありました。今後もITを活用して最新の情報発信を続けてまいり
ますが、スタッフ不足が一つの課題ともなっています。諸活動への皆さまのご参加・
ご協力をお願いいたします。	 （高）


