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●2021年4月例会

新型コロナウイルスの流行と沖縄県の取り組み
高山義浩さん（沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科副部長）

4月の例会は、東京など1都3県に対

● 感染の流行と独居高齢者の多さ

する緊急事態宣言の実施が発表され

おさらいとして、世界と日本の流行状

た4月23日の開催となった。その後、新

況を振り返り、感染力の強い変異株

型コロナウイルスの感染は増加し、宣

「N501Y」に関しては次のように述べて

言は地域が拡大され、延長も行われ

報告 · 神保康子

いた。

た。今振り返ってみても高山義浩氏の

「強力なロックダウンをしたとはいえ、イ

講演は示唆に富み、目の前の状況を読

ギリスで感染者数が減った安堵感は大

み解く鍵を与えてくれる。と同時に普遍

きかった。ただ注意したいのは、従来

的な社会の課題を鋭く指摘する内容で

株ですら日本とヨーロッパでは全く流行

あった。

動態が異なる。変異株がヨーロッパでこ
うだから日本でもこうだと安直に考えては

● 地域医療と感染症対策の
双方の視点
講演では、高山氏自身の長年の地

ならず、日本は大阪などの状況を十分
読み取る必要がある」
沖縄県の新型コロナが流行しやすい

高山義浩さん
初期臨床研修後、JA長野厚生連佐久総
合病院勤務。 厚生労働省でパンデミック
対策にも携わる。2010年より沖縄県立中
部病院で地域ケア科を立ち上げる。14年
には厚労省で地域医療構想策定支援にも
取り組み、20年2月からは新型コロナ対策
に当たる厚労省参与も務める。

域医療への取り組みと、感染症医療の

素地として、移動人口の多さ、若者人

観点からの新型コロナの状況、それに

口の多さ、有配偶率の低さ、冷房で部

今後の必要な対策が沖縄県特有の医

屋を締め切る期間の長さなどを挙げる。

療事情や文化的背景を交えながら示さ

沖縄県の有配偶率は全国ワースト1

れた。前置きの中で高山氏は「2014年

で独居高齢者が多く、自粛の指示が

に厚 生 労 働 省で地 域 医 療 計 画に携

あっても外食や友人に会いに出かける

を細やかに整えていかなければ、ワクチ

わったことが、今のコロナ対策に生きて

ことが多い。高山氏は「彼らをそれら

ン接種率8割は望むべくもない」と全国

いる」「
（10年前に立ち上げた）地域

に代わって支える方策をセットで考えな

で直面する問題点を先取りしていた。

ケア科が中部病院にあったことがひとつ

いと政策は功を奏さない」と警鐘を鳴

の強みになっている」と述べ、さらには

らす。

急激な高齢化への対応とパンデミックと
の闘いが「発想的には近い」
とも語った。
切り離して考えることのできない、地域

報道のあり方に対しても「お年寄りの
心に届く報道を見たことがない」と強調
し、「コロナの高齢者へのリスク、医療

●「お年寄りの心に届く報道がない」
高齢者に対するワクチン接種の話も、

現場の窮状、コロナ以外の患者さんの
受けている不利益、それらを分かりや

医療と感染症対策、この双方の視点か

「郵便で接種の通知が届いても理解で

すく説明する報道がない」と具体的に

らの考察が本講演のポイントである。

きない人が多いという前提のもとに対策

指摘するとともに、
「『郵便受けを見ましょ
Medical Journalist 1

う』というところから丁寧にサポートする

いて沖縄県では早い段階から施設療養

ようなCM」の必要性も訴えた。

を選択肢に入れていた。条件を明確化

● 精度高く予測する 1 週間後
高山氏は「沖縄県疫学・統計解析
委員会」 の立ち上げの一翼を担い、
疫学の専門家と議論しながら新型コロ

する支援も実施している。
高山氏は講演の締めくくりにこう述べ

し、できる施設を増やす。地域包括ケ

ていた。

アにおける高齢者施設での看取りと同じ

「新型コロナ対策に関わって1年が経

で、その考え方を学びながら支援して

ち、しみじみ感じるのは、感染症は社

いくべきだ」と話す。

会の脆弱な部分を狙ってくるということ。

高山氏によると、高齢者施設迅速対

メディアも含め、何人出たかという量的

ナに関する様々なデータ解析を続けて

応チームも活動している。陽性者が出

なことより、質的な視点を持つべきだ」

いる。

たら24時間以内に現場に入り、職員に

「どこでどんな人が感染しているのか。

その成果も一部紹介された。同委員

感染防護服の着用の仕方を教え、施

たとえば、歓楽街で働くシングルマザー

会では毎 週、実 効 再 生 産 数を出し、

設内全員にPCR検査を行う。保健所

が子連れで隔離場所に来るのはなぜな

「天気予報のように」 一週間の発生見

の検査を待たずに医師からの情報提供

のか。彼らはこれまでどんな環境にあっ

込み数も予想している。新型コロナの

で動き始めるのが大きな特徴だ。高山

たのか」「沖縄の介護現場も、外国人

感染対策にとって「1週間後というのは

氏は「小さな沖縄だからやりやすい」と

コミュニティも本当に脆弱だ。感染せざ

変えられない未来」であり、データ解

も語る。

るを得ない状況下で感染した人を単に

析をしっかり行うとかなり精度が高くなる
という。

介護従事者に対するPCR検査の強

隔離するだけでは、周囲は守られても

化事業についても触れたが、検査の強

その人の今後の生活は守れない。社

化は沖縄県の介護従事者の置かれた

会保障の枠組みの中で支援すること

沖縄県庁では病床確保を進める。全

現状から症状が出ても休めない人がど

が、本当の意味でコロナを乗り越えるこ

国では2週間後の予測を出しているとこ

うしても存在するから欠かせないという。

とだと思っている」

高山氏は「1週間後の予報を見て、

ろもあるが、1週間後の方がいい。2週
間後は変えられる未来だから」と説明
する。

この話を聞き、感染症のみならず自
● 偏見を取り払い、知恵を寄せ合う
必要性
高山氏は、言語の壁から情報に繋が

● 高齢者施設迅速対応チームも活動
高山氏は「感染者の療養場所につ

りにくく、生活様式も異なるため、感染
リスクが高くなる外国人コミュニティに対

然災害も脳裏に浮かぶ。困難な状況
下でこそ、壁や偏見を取り払い、知恵
を寄せ合う必要性を改めて強く感じさせ
られた。
（じんぼ・やすこ=医療福祉ライター）

●2021年度通常総会

新理事に村上紀美子氏を選任
報告 · 松井宏夫
日本医学ジャーナリスト協会の2021年
度 通 常 総 会 が5月25日午 後7時 から、

新たな発信力、挑戦を期待したい」と

ると思っています」と近藤氏は綴ってい

語りました。

ました。

地方移住されたことで出席できなかっ

浅井会長の挨拶の後、議案1「2020

た近藤氏からはメッセージが届き、事務

年度事業報告」、議案2「2020年度財

総会議事に入る前に、浅井文和会

局の高貫桂子さんが代読――。25年

務報告」が行われ、承認。辻田邦彦

昨年と同様にオンライン会議方式で開催
されました。
長から2011年から昨年までの5期9年に

の長き歩みができた理由について「医

理事から「財務に余裕ができたのは、

わたり会長を務められた名誉会長の水

学・医療、さらには介護という裾野の広

オンラインで多くの参加者が増えたこと、

巻中正氏と、事務局長として25年間の

い領域について、その時代の最先端

会員が増えたことによります」と説明が

長きにわたり協会活動を支えた近藤龍

の専門家によるお話をほぼ毎月聞いて

ありました。正会員290名(26名増)、学

治氏に、それぞれ感謝状と記念品が

『門前の小僧 習わぬ経を読む』式の

生会員20名(10名増)、賛助個人52名

贈呈されました。

得難い経験をさせて頂いたこと、またそ

(17名増)、賛助法人18社(前年同)。
議案3は「2021年度役員人事」で、

水巻氏はコロナ禍の現状をふまえ、

こに会員の皆様との交流の中でジャーナ

「オンライン方式の効能は評価するが、

リスティックな視点が絡まる様々な場面

昨年12月に理事を退任された小川陽子

迫力はない。難局を乗り切るためには、

に立ち会うことができたということに尽き

氏の補充として、村上紀美子氏が選ば
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れました。 議 案4の「2021年 度 事 業 計
画」、議案5の「2021年度予算計画」も
承認されました。
最後に、村上紀美子新理事と新事務
局長の村上和巳理事から挨拶がありま
した。総会後は、参加者から画面越しの
短い挨拶が続き、穏やかに終了となりま
した。

浅井会長から
水巻名誉会長に
記念品を贈呈

（まつい・ひろお）
副会長

水巻中正名誉会長の挨拶

通常総会
新型コロナウイルス感染症の拡大で
さまざまな困難をかかえた昨年度でし

近藤龍治前事務局長に
後日贈呈

会長挨拶（抱負） 浅井文和

ンジにご支援いただいた皆様に感謝申

ど、会員同士のつながりと交流の場が

し上げます。

できるように努めます。
協会が力を発揮するためには会員

た。当協会ではオンライン方式で特別

今年度は新型コロナウイルスなどに

講演や月例会、西日本支部シンポジウ

関する月例会などを継続して開催して、

の皆様のご支援と事務局の充実が欠

ムを開催し、感染症に関する最新の知

より良い情報発信のために学ぶ場を

かせません。今年度から村上和巳理

識と視点を学ぶことができました。これ

作ってまいります。また、講演会場に

事に事務局長を担っていただき、協会

までになく地方紙の記者をはじめ広く全

集まれなくなったことで会員同士の顔が

運営の要の役目を果たしていただきま

国の方々に参加していただきました。

見える交流が難しくなっている現状があ

す。ご協力をよろしくお願いします。

会員数も増えました。この新しいチャレ

ります。オンライン懇親会を開催するな
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喉と心に潤いを
高田薫
（フリーアナウンサー、日本語教師）

出演していただいたお医者様のほとんどが
「マスクか~。まあ、しないよりはした方がい

何を書いてよいのか迷いに迷ってやっと
珍しくなくなったゲリラ豪雨の激しい雨音が
聞こえています。実は雨のにおいや音を聞
くと少し嬉しくなるんです。
フリーアナウンサーとして長年仕事をして
きた私は、喉には細心の注意を払ってきま
した。それでも、使い過ぎや風邪の影響で
声が出なくなったことが少なからずあり、大
変困った経験があります。ですから、雨の
日は潤いを感じるような気がしてとても安心
感があるのです。
そして、世間がコロナ禍で困難な状況に
なるずっと以前から、私は日常的にマスクを
していました。 仕事場へ行っても「あれ、
風邪ひいたの? 」と聞かれるぐらいでしたか
ら予防でマスクをする人は声を使う職業の
人でもあまり多くなかったのかもしれません。
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てくれたマスクは、もはや気まぐれな行動の
免罪符ともなってしまっています。
マスクは身体内に入るウィルスの絶対数

いっていうくらいかな」とおっしゃっていまし

を減らすことはできても、飛沫をすべて止め

た。それくらいの存在感しかなかったマスク

られるわけではないのです。 報道や周りの

が、今はどうでしょう。

意見を漠然と聞き、日本人特有の横並び

レストランやスーパーにもマスクをしていな

精神で「みんなと同じことをしていれば大丈

いと入店を断られるほど必要不可欠なもの

夫」と何気なくマスクをするのではなく、もっ

になっています。そして世の中に不安感を

と自分で考えることが大切です。油断をして

覚えた時、高値を付ける金（ゴールド）の

はいけません。

ようにマスクの価値は急騰したのです。
スーパーコンピューターの実験結果から

このコラムを書き始めた私の耳に、最近は

長谷川 聖治
よみうりコンピュータ取締役副社長
日比野 守男
ヘルスケア/科学ジャーナリスト、
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吉田 智美
Health Communication Facilitator、
筑波大学大学院 システム情報工学
研究群 博士後期課程

の判断のようですが、マスクの素材にも言
及するという細かさ。マスクの品質が驚異

刻々と、というか急に変化するコロナ情
勢に踊らされることなく心に潤いを持って過
ごしていきたいと思います。
降っていた雨はあられになったのでしょう

的なスピードで変化を遂げたとは思えないの

か。「カチッ、カチッ」と窓を叩いています。

で、つけかたや同じ素材でも形状によって

まさに「油断大敵、雨あられ」です。

どれだけ飛沫を防げるのかを知りたいところ
です。
昔からマスクを愛用している私は、世間
が私に追い付いてきたという感じがあってま
んざらでもありませんが、マスクさえしていれ
ば大丈夫と勘違いをしている人が多い事に
大変驚いています。2021年4月25日から
3度目の緊急事態宣言が東京をはじめとす
る4都府県に発令されました。4月30日に
東京都が渋谷・原宿・新宿の駅周辺で若
者に「なぜ外出するのか」という街頭アン
ケートを行い、その理由として「マスクをし
ているから大丈夫だと思う」という回答が
33%を占めていました。私をずっと守って来

書 評
宮坂昌之さんの新型コロナウイルスに
関する本を読んでワクチン接種に備えた。

「新型コロナ7つの謎
―最新免疫学からわかった病原体の正体」
宮坂昌之著
講談社
（本体1,000円+税）

医療経済学者・医師の兪炳匡（ゆう・

と宮坂さんは強調する。“敵を知り己を知
れば百戦殆(あや)うからず”と孫子は言う

国内でも2月17日から医療従事者向けの

が、ウイルスはそもそも敵ではなく仲間の

先行ワクチン接種が始まり、現在では高

ようだ。
「ウイルスは本来、わたしたちを含

齢者への接種もかなり進んできた。 早く

む大きな生命圏の一部で、完全に撲滅し

集団免疫の獲得が得られることを期待し

たり、排除したりすることはできない」と、

たいが、今もなお変異株の影響が続く。

捉えるのは分子生物学者の福岡伸一さん

感染者の増加がさらに続けば、再び緊

だ。この見地に立てば、ウイルスを正しく

急事態宣言の発出もありうる。ワクチンを

理解して素直に畏れ、やがて「動的平

接種してからも変異株を怖れ、不安にふ

衡」
を得て共存していくのが本筋であろう。

るえながら蟄居して過ごさなければならない

宮坂さんの本は、新型コロナウイルスを正

のだろうか?
「新型コロナウイルスに関して、

しく畏れ対応していくために有益な情報を

『正しく理解する』ことが必要で、そうす

提供してくれる必読書の一つと思う。

れば『むやみにこわがることはないはず』

（元医学書院

富永悳夫）

従来のプランAが大都市集中で「勝ち

へいきょう）神奈川県立保健福祉大学

を増やす」のが狙いなのに対し、プラン

教授=米国籍=が書いた刺激的な日本再

Bは地方を活性化して「負けを減らす」。

生論である。 米国や諸外国の成功例を

社会的連帯を担う自治体やNPOの活躍

模倣して過去30年失敗し続けた金融財

を促す。 演劇などの芸術の活用や北東

政政策・新産業創出の「プランA」との

アジア経済共同体創設も提案する。

決別を訴え、予防医療や教育、農林水

プラス

著者は気骨の人といえる。1967年大

産業の雇用を大幅に増やす「プランB」

阪市に生まれ、北海道大医学部を卒業

を具体的に提言する。

後、医師になってから渡米して医療経済

いつまでもかつての思考に浸ってはい

学を学び、25年に及んだ米国での研究

けない。日本の国際競争力は1990年代

生活を畳んで昨年4月、自らの日本再生

後半から急速に低下し「日米欧が世界

論を実践しようと帰国した。新型コロナの

経済の中心の三極だった時代は完全に

お粗末な「科学なき政策」への批判は

終わった」と指摘する。所得・資産の再

鋭い。長年の研究を基にデータも詳細に

配分を行うべき日本の政治システムの貧

示し、説得力がある。

困化も進行した。

「日本再生のための『プランB』」
兪炳匡著
集英社新書
（本体920円+税）

（共同通信客員論説委員 小川明）

✿ 原稿募集についてのお知らせとお願い
「新入会員が勧める一作」募集開始

プラスと同様です。

本欄のコンセプトは会員同士の交流
のきっかけづくり。新会員にも自己紹介
を交えた情報発信の場を設けることで、

は作品のフライヤーや、ネット作品では
作品トップページのキャプチャーなどを

「書評プラス」募集要領の再確認を
作品対象 / 医学・医療、社会問題、

添えてください。原稿料 / 協会規定の稿
料を後日、事務局よりお支払いします。

さらなる会員間のコミュニケーション活

生命倫理といった広く
「医」に関する書

性化につながることを期待し、次号より

籍・映画・演劇などのコンテンツを募

※会報は協会ホームページより全世界

集します。

から閲覧が可能です。事務局への送信

「新入会員が勧める一作」を開始しま
す。対象者はこの 1 年以内に新たに入

前に著作権への配慮、多様性社会を踏

会した方です。作品対象や原稿の規定

※「医」に関連する作品に限定です。作

まえ、差別的表現がないかなどに十分

などは以下の書評プラスに準じます。

品中「医」がどのように紹介、表現され

配慮したうえで明快な文章にまとめて

ているかを明記してください。

ください。
「 新入会員が勧める一作」も

フォーマット/ 上記のような形で、本
文 350 文字以内の原稿とします。別途、

フォーマット/500 文字以内の原稿と

推薦者のプロフィール 100 文字を掲載

します。肩書きと氏名を明記願います。

します。その他、作品の写真などは書評

書籍は表紙の写真データを、それ以外

同様です。
皆様の原稿をお待ちしています。
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冗句茶論

（ジョーク・サロン）

松井寿一

梅田さん音読みすればバイデンさん。
会食して解職された。
女 性 蔑 視 発 言で会 長をやめたが、 総 理の
時も失言していた。その折に詠んだ狂歌。
森でなく沼地になったわが総理
どこまでいってもしつげんばかり。
松 竹 梅の松と梅はいいが竹はダメと書かれ
た貼り紙があちらこちらにある。TAKE（竹）
OUT。
小学生が運転できる自動車ができた。 自動
（児童）運転。

地球で一番汚れている所は北極である。そ
の上はないから北（汚）ない。

橋梁工事で談合を重ねていて捕まったお役
人。「危ない橋を渡りすぎた」

神奈川県で一番散らかっている所は江の島
である。 かたせ江の島。

ある動物園で孔雀が檻から逃げ出した。 飼
育係が 「羽をのばしていました」

ある鳥 の 名 前を丁 寧 にいうと母 親 になる。
おふくろ。

正 字を書きなさいといわれたのに、つい略
字を書いてしまった生徒。 先生に「字画（自
覚）が足りない 」と叱られた。

神社仏閣であげるお賽銭は500円までがい
い。 効果（硬貨）がある。
饅 頭、 餅、 最 中の中でお土 産にするのは
どれがいいか。 おもちかえり。
富 士 山は存 在しないという表 現がある。 霊
（零）峰富士。
貨物船が港の岸壁に衝突するという事故が
あった。 操 船 者 のことば「 船 を 漕 い で い
ました」
新 任の局 長がハングライダーに凝っている
ので「ご精が出ますね 」と部 下がいったら
「天下りの練習だ」

クールな女性に「 一目惚れしました」といっ
たら「 右目ですか左目ですか」と聞き返さ
れた。
語（誤）変換。「 人の振り見て我が振り直
せ」を「 人の不倫みて我が不倫隠せ 」
同じく「易者は占い」を「駅舎は売らない 」
どんなに高い値段をつけても売ってくれない
鯉がある。 鯉（恋）うらない。
人格円満な人にも必ず血管（欠陥）はある。

2021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

2021 年 4 月

加藤 眞三

慶應義塾大学名誉教授

2021 年 5 月

神戸 金史

RKB 毎日放送 報道局 担当局長

（西日本支部）

2021 年 6 月

花田

九州朝日放送

（西日本支部）

2021 年 7 月

森

明男
真由美

報道情報局

解説委員

サイエンティフィックイラストレーター 、プラネット・フォレスト代表

会員の皆さまへ お知らせとお願い
● 6月1日より、協会メールアドレスを
変更しました

● ホームページでは、各種情報を掲載中、
以下ページもご活用ください

新メールアドレスは info@mejaj.orgです。

・「会員の新刊ご紹介ページ」

今 後、事 務 局 へ のご 連 絡、お 問 い 合 わ せ

（https://www.mejaj.org/books）

の 際 は info@mejaj.orgを ご 利 用 い た だ け
るようお願いいたします。旧メールアドレス
（secretariat@meja.jp） は 2021 年 10月 末
には使用できなくなります。

会員の著書あるいは訳書・共著で、新刊を紹

載するとともに、会員同士の交流にも努めてい
ます。
どうぞご活用ください。
● 訂正

介しています。

告・野原美里」は「報告・野原水里」の誤りで

・「会員限定ページ」
（https://www.mejaj.org/

した。

members-only）
（要パスワード：ご不明の場合

6 月3日に、全会員の皆さまに
「
【重要】事務局

「講演動画配信」欄 月例会動画を配信。

メールアドレス変更のご案内」を新アドレスか

「新着情報掲示板」欄 当会以外の団体主催に

が届いていない場合には、至急事務局にご連
絡をお願いいたします。

よる各種イベント等を掲載。
「新入会員のご紹介」欄 自己紹介を掲載。
各ページに掲載をご希望の場合は、事務局ま
でご連絡をお願いいたします。
ホームページでは、皆さまに役立つ情報を掲
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前号 90 号掲載の西日本支部公開シ

ンポジウム「新型コロナと報道」の記事中、
「報

は、事務局にお問い合わせください）

らメール送信いたしました。もし、このメール

（事務局）
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