特集

私たちはコロナと
どう向き合っていくべきか

昨年12月以降、中国の武漢市を中心に発生した「新型コロナウイルス感染症」は、短期間で世界に広がり、
日本でも「緊急事態宣言」が出され、感染拡大防止のため、都道府県間の移動の制限や外出自粛の呼びかけな
どにより、社会経済や私たちの生活にも大きな変化がもたらされました。
私たちは、これから、どのようにして新型コロナウイルス感染症と向き合っていくべきなのでしょうか？こ
れまでの取組みや今後の予防対策などについて、医療関係者や行政の担当者にお話を伺いました。
（この特集は、７月20日(月)現在の情報に基づき作成しております。）

１

医療従事者の思い

〜地域を守るために〜
広域紋別病院
副院長兼内科統括部長 粟田 政樹さん
医学博士。大阪大学大学院医学系研究科循環
器内科学助教、虚血疾患チーム主任・学部内講
師を経て、平成31年4月に広域紋別病院へ赴
任。令和元年10月から副院長。現在、内科統括
部長兼務。
令和3年度大阪大学医学部附属病院内科専門
研修プログラム広域紋別病院責任者。2018年
から現在まで Best Doctorsに認定される。

広域紋別病院
看護部長 工藤 妹津子さん

平成13年4月旧道立紋別病院看護師長、平成
26年4月広域紋別病院看護課長を経て、平成30
年10月から広域紋別病院看護部長を務める。
平成31年に認定看護管理者を取得。

―― 中国武漢市で感染が拡大していた時点では、どのような感覚を持っていましたか？
粟田

中国武漢市で新型コロナ肺炎・新型コロナウイルス感染症(以下、コロナと略します)が拡大していた時

期は、医療者としては恥ずかしながら、ここまで世界中に感染が拡大するとは思ってもいませんでした。2

月末には鈴木知事がいち早く緊急事態宣言を出しましたが、大阪からやってきた私にとって、北海道は広大

なため各地で発生していたクラスターは遠い町の出来事のようで、その時点でも実感が湧かなかったのが正

工藤

直なところでした。

当院は地域のセンター病院であり、感染症指定病院として、感染症病床を2床持っており、もしも、地域

で感染症患者が発生した場合には対応する役割があります。そうした場合、当院でどのような対応が必要に

なるのかと、報道される情報に常に注目していました。

―― 広域紋別病院では、いつ頃からどのような対策を取り始めていましたか？
工藤

院長の指示のもと、2月25日(火)に、感染管理に携わる職員の代表者が集まり新型コロナウイルス対策本

部を立ち上げることが決定されました。会議は定期的に開催し、国の基本方針や対策、近隣の感染症指定医

療機関の動向、地域の感染症発生状況についての情報を共有しながら、当院での対応策を検討しました。具

体的には、治療や検査についての手順の整理、外来や病棟職員の体制づくりや必要な物品の準備を進めな

がら、来院者に向けて、感染予防に関する注意事項や病院の取組みに関する内容を正面入り口に掲示し

ました。面会制限・来院制限をさせていただいたのもこの頃からですね。
―― 緊急事態宣言が出された頃の病院の雰囲気はどうでしたか？
粟田

外出自粛を要請した影響や受診によってコロナに感染するリスクがテレビで報道されたりしたこともあ

り、当院でも外来患者さんが激減しました。普段は患者さんで賑やかな１階の外来待合スペースが閑散とし
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ているのには、私も強い違和感を覚え、改めて世間がコロナをどれほど恐れているのかを実感しました。こ

の頃から、コロナに対する緊迫感が私にも芽生え始めました。

―― そのような中、北海道でも感染が拡大し始め、近隣でクラスターが発生しましたが、院内ではどのような状況
工藤

でしたか？

3月に入り、近隣でクラスター発生の情報が入ってきた際には、緊張感が増しました。日々、対応策につ

いて検討を重ねていましたので、疑問点は確認し、決めたことを確実に実践することに努めようと覚悟も持

ちました。

また、受診されている皆様からも、熱があると自分が「コロナ」ではないかという不安や自分が感染源に

なってしまわないだろうかという不安の声が聞かれました。

対策本部立ち上げ当初は毎日、通常業務終了後に会議を設けて話し合っていましたし、特に、正面玄関前

の検温には、事務職員や医療技術部門など全職員が交代で対応しました。医療スタッフ、事務職員は毎日、

粟田

24時間体制の中、全職員で連携体制を強化し実施しています。

4月になり自粛疲れもあってか、風邪の患者さんが外来を受診される数が増えてきた頃、遠軽町でクラス

ターが発生したというニュースが飛び込み、これはもはや対岸の火事ではないぞと、病院全体に衝撃が走り

ました。ここまで近隣にコロナの患者さんがいるのなら、紋別市内にいてもなんらおかしくないからです。

風邪の患者さんの受診が増える一方でしたから、もしも、一般の受診患者さんがコロナ患者さんと同じ待合
室にいた場合、病院を受診したがためにコロナにかかってしまう危険性がこれまで以上に高い状況にあると

いうことに危機感を感じていました。このような事態を回避するために発熱患者さんを一般の患者さんと分

けて診察する必要性が高まり、院外にプレハブによる仮設診察室、待合室等を設置して発熱外来を行うこと

にしました。

―― 地域の基幹病院としての緊迫感はどうでしたか？
粟田

当院は特殊な構造で院内感染を予防する感染症病床を持つ病院ですので、近隣でコロナ患者さんが発生し

た場合、あるいはコロナ疑いの患者さんがPCR検査でコロナでないと確認できるまで、当院で対応する責務

があります。そのような患者さんは内科が主治医として担当することになります。コロナ患者さんが入院し

たら、どのような診療体制で対応するのか？コロナ患者さんが紛れ込む可能性のある発熱外来をどのように
運営するのか？私は、本年4月から内科統括部長を拝命しておりましたので、具体的対応を考える必要があ

りました。

―― そのような緊迫感の中、どのように準備を進められましたか？
粟田

その頃、東京で働く親しい医師がコロナの最前線で激務をこなす中、自身が感染してしまったという連絡

が入りました。その友人曰く、「コロナウイルスは手強い、自分が感染する覚悟で戦う必要があるし、万が
一院内感染を起こしてしまった場合も被害が最小限になるように対策を

しておかねばならない」とアドバイスを受けました。実際に全国で感染
リスクの高い職業として医療関係者がベスト3入りしていましたので、

彼が言うことは合理的でした。遠軽厚生病院に続き、当院でも大規模な

院内感染を起こしてしまうと、遠紋地区が医療崩壊してしまいます。万

が一の場合も被害を最小限にするにはどうしたらいいか、熟考しました。
―― 具体的にはどのような対策をとられたのですか？
粟田

発熱外来や新型コロナウイルス感染症疑いの患者さんを診察する際

は、感染防止のためマスク、ゴーグル、ガウンなどを着込まないといけ

ません。この着脱には時間がかかりますし、ガウンに付着したウイルス

で医療従事者が感染することが最も多いため、これらの着脱には非常に

精神的ストレスを伴いますし、慣れも必要です。患者さんを効率的に
診療し、万が一、医師が感染してしまった場合の被害を最小限に食い止

めるために、私が全ての通常業務を降りて、発熱外来やコロナ疑いの患

実際にガウンを着用した姿
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者さんを全て対応するコロナ診療の専任
になることにしました。そして私が万が
一感染してしまっても他の病院職員を濃
厚接触者としないように、院内の個室に
１か月以上こもって、自主隔離を行うこ
とにしました。ゴールデンウィーク明け

から６月12日(金)まで平日・休日なく、

自主隔離の日々でした。自宅でもそうで
した。これはさすがに孤独できつかった
ですね。
――
粟田

粟田先生一人がコロナと戦っていたとい

うことですか？

とんでもありません。決して私一人が

大変な思いをした訳ではありません。私
が先陣を買って出ただけで、私が限界に
達した場合は、内科の別のメンバーがそ
れを引き継ぐということで準備していま
したし、私が感染した場合に重篤化しな
いよう、しっかり睡眠をとるためにも夜
間の救急業務は全て免除してもらいまし
た。さらに、本来私がすべき外来業務や
普段なら担当すべき入院患者さんは全て
他の内科メンバーが対応してくれまし

た。そうすることで私が通常業務から外
れつつ、広域紋別病院の内科診療体制を
縮小せず維持することができました。感
染予防着を着用しての業務はとても過酷
で、事実、私の目の前で倒れる看護師も
いるほどでした。看護師、検査技師、放

射線技師、事務職も感染のリスクにさらされながらの業務を平日・休日なく行っていました。皆、得体の知

れないウイルスとどのような思いで戦っていたかは容易に想像していただけると思います。遠軽厚生病院が

大変な状況で頑張られている中、広域紋別病院が診療を縮小してはならないという思いでみんな頑張りました。
―― 病院全体でコロナと戦ったということですね。
粟田

まさにそうです。他の内科メンバーも業務量が増え、相当疲弊していました。また、内科だけでは手が回

らず、整形外科、外科の先生も内科や救急診療のサポートをしてくれました。また、患者さんが重なり、現

場が回らないときなど、コロナに限らずピンチに陥ったときに現場に出てきて一番頑張るのは院長の曽ヶ端

先生です。院長は現場主義者ですから、その後ろ姿を見て、私も他のスタッフも頑張ることができたと思っ

ています。院長が先頭に立って病院全体でコロナの第一波を乗り越えたと言っても過言ではありません。
―― 粟田先生はどのような思いで診療に当たられていましたか？
粟田

もちろん私自身も得体の知れないウイルスと戦うことに恐怖心がなかったわけではありません。それ以上

に、私が新型コロナウイルス感染症診療の専任になることが市内に知れ渡ったら妻や息子が風評被害に遭わ

ないか心配しました。しかし、妻は「紋別の人たちは皆温かい人ばかりだから、むしろ応援してくれるよ」

と励ましてくれ、息子は「海外では、コロナと戦う医者は英雄扱いだよ」と言葉をかけてくれました。個人

的には病院職員に加えて家族の支えもあって第一波を乗り越えられたという気持ちです。
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―― 今後に向けて市民に伝えたいことがあればお願いします。
工藤

「目に見えない敵」との闘いに、私たち医療関係者にも、強い緊張感とストレスが生じています。しか

し、職員は地域の皆様のため、命に向き合い使命感を持って対応しています。組織全体で最善を検討して実
践することができるよう今後も取り組んでいきますので、市民の皆様にも、症状に合わせての受診行動、来

粟田

院前の体温測定やマスク着用と咳エチケット、手指消毒の徹底など、ご理解とご協力をお願いします。

アフターコロナで世界中の生活様式は激変しています。今やスーパーやコンビニでは店員さんと密になら

ないよう、どこかしこにビニールが垂れ下がっています。お金のやり取りも感染リスクということで政府は

電子マネーの推進を加速させています。都会では、テレワークや出勤時間をずらして満員電車を避ける生活

が通常になってきました。少し平和が戻ってきた今、気を緩めることなくウイルスと共存する方法を見直し

第二波の可能性に備える必要があります。

よく、コロナ騒動の中、「風邪をひいたが、職場からコロナじゃないことを病院で確認してもらえと言わ

れたので受診しました」、といったような患者さんが来られました。検査による陰性の証明は、現代の医学

でも絶対ということはありません。受診を控えて重症化することはあってはなりませんが、まずは休養でき

る環境を整えることが大切だと感じています。これまで日本人は風邪を引いたくらいで仕事を休んではなら
ないといった風潮がありましたが、風邪を引いたり、コロナになったりすることは人間である以上、完全に
逃れられないものです。風邪を引いたら職場を休んで周りに移さない、職場もこれからは、誰がいつ風邪を

ひいて一定期間休んでも仕事を回せるように業務整理をしておく必要があると思います。もし、コロナにな

った人が周りに出た場合、人間関係、仕事関係で冷たく接してしまうと必ず自分に返ってきてしまうと思っ

て温かく対応してあげてください。コロナウイルスは特殊で、無症状のときに他人に感染させてしまうとい

うのが特徴です。感染力も強いウイルスですので、自分がいつコロナになってもおかしくはないのです。今
回の件で、軽い風邪なら病院を受診しなくても

市販薬で症状を緩和し、休息をとることで風邪

は勝手に治るということを皆さんは学ばれたと

思います。手洗いをしっかり行うことで、今年

はインフルエンザもほとんど流行しませんでし

た。これは私たち医師にとっても驚きに値する

出来事でした。一方で、コロナを恐れるがあま
り、小さなお子さんの予防接種まで控えてし

まうという問題も起こっています。予防接種

を受けず、防ぎうる病気で命を落としては本末

転倒です。また、コロナ恐れで受診のタイミン

グを逃し、助かる病気が手遅れになったり、自

宅にこもりがちになり、生活習慣病が悪化した

りする患者さんも多くいます。ご高齢の方では

習慣であった散歩をやめて体力が著しく低下し

た患者さんもおられました。高齢者では体力の

低下が寿命に直結することが医学的に証明され

ています。

病院を受診すべきかどうか、いかに健康を維

持するかなど、病気や健康を医師任せ・病院任

せにせず、ご自身でも今まで以上に学んでいた

だくことがウィズ・コロナの時代は必要です。

―― 粟田副院長、工藤看護部長、ありがとうございま
した。
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届け！私たちの「ありがとう」の気持ち
コロナ禍において、最前線で地域医療を支えてくれている医療従事者の皆様へ「ありがとう」を届けたい。
一般社団法人紋別青年会議所では、個人ではなかなか伝えられない感謝の気持ちを、架け橋となって届け
たいという思いから、新聞広告やSNSを利用して、皆様からの応援メッセージを募集し、市内の医療従事者の
皆様に送っています。

寄せられたメッセージ（抜粋）
・大変な現場で働いていらっし
ゃる医療従事者の皆様、日々感
染リスクと戦いながらお仕事し
てくださりありがとうございま
す。私達も感染しないよう、感
染させないようしっかりできる
ことやっていきたいと思います。

・一般人ですら「コロナ疲れ」と
いう言葉がある中、長期に渡り
コロナに向き合っている医療従
事者の方々のご苦労を考えると
本当に頭が下がる思いです。私
も気を抜かず感染予防を徹底し
ていきたいと思いますので、頑
張ってください！

・長期にわたり高い感染リスク
の中、細心の注意を図りながら
医療に従事してくださっている
医療従事者の皆様、本当にあり
がとうございます。一日でも早
くコロナが収束しますように。

また、(株)ソーゴー様に協力いた
だき、感謝を込めて描いたぬり絵
もSNS等で募集。市内幼稚園児た
ちから、ぬり絵と可愛らしい応援メ
ッセージ動画をいただきました。
これらを１枚のポスターにして、市
内の医療機関に送っています。

２

新しい生活スタイルについて 〜適切な予防で with コロナ〜

―― これまでどのような体制の中で予防対策を協議してきたのでしょうか？
大平

２月25日(火)に国による感染症対策についての基本方針が決定された後、翌

日の26日(水)には、「紋別市感染症危機管理対策本部」を設置し、学校・施設

の休校・休館、イベント・会議などの中止・延期の決定や、市民の皆様への外
出自粛の要請を行ってきました。また、本部の設置に併せて、医師会、広域紋

別病院、保健所も構成メンバーとして加わって「保健医療対策チーム」を

置き、２月27日(木)以降、定期的に、感染拡大防止に向けての情報共有を行

うとともに、今後の医療体制等について話し合っています。

これらの対応については、市長の記者会見や市のホームページなどで周知し

てきました。市民の皆様の自粛行動、また、自主的な休業や店内の衛生管理な
どの対策をしていただいた事業者の皆様のご理解とご協力が、これまで市内で
感染者が出ていないことにつながっていると感じています。
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保健センター
大平 朱美 健康推進課長

昭和61年4月に保健師として奉職。
平成26年4月から健康推進課長を
務める。

―― 市民の方からどのようなお問い合わせが多かったですか？
大平

保健センターには、これまで市民の皆様からお電話などで100件近くの相談がありました。

おおよそ６割の方からは、ご自身やご家族に症状があるので、受診した方がよいかなどの相談で、帰国

者・接触者相談センター（保健所）へ相談するように勧めています。

そのほかにも、市内に感染症にかかっている人はいないのか、予防接種で病院を受診したくないがどうし

たらよいか、感染対策に気をつけているが大丈夫かなど、様々な相談があり、市民の皆様がそれぞれ不安を

抱えながら生活していることを実感しました。

―― これからの新しい生活様式の中で心掛けてほしいことは？
大平

６月に入り、外出自粛が徐々に緩和され、現在は、都道府県間の往来も可能となりました。社会経済活動

も少しずつ元に戻りつつありますので、どうしても気が緩んでしまいがちになります。

しかし、ウイルスがいなくなったわけではないですし、６月下旬から東京など首都圏で感染者が増加して

いますので、紋別でも感染者が出るのではと不安に感じるのも事実です。

ただ、目に見えないウイルスや根拠のない情報を過剰に恐れるあまり、他人の行動が気になって批判し

たり、圏外から紋別に来られた方や感染者の対応に当たっている医療従事者を感染した人のように思ったり

するのは、良いことではありません。

ウイルスから自分を守るために最も大切なことは、ウイルスや対策などの情報を正確に知り行動すること

です。

例えば、マスク着用は、咳エチケットや近い距離の会話での感染予防のひとつの手段ですが、1人で外出

する、1人で車の運転をするなど「感染させる・感染する」可能性がない環境では、特に、気温が高くなる

これからの季節は熱中症防止のためにもマスクを外して行動した方が健康被害を及ぼしません。

一般的に、感染経路は飛沫感染と接触感染です。何が正しいか、じっくり考えて、正しい判断をするため

に、下記の新北海道スタイルを参考に感染症対策の基本を身に付けていくことが必要です。

そのためにも、日々変化する状況の中で、市民の皆様が戸惑うことなく、正しく判断できるような情報・

知識・事実をお伝えすることを心掛けて、これからも情報発信していきたいと思います。

これまで、本市で感染者が出ていないことは、未知のウイルスに向きあう厳しい状況の中、医療従事者の

皆様と同様に、市民の皆様、事業者の皆様が感染対策を日常的に行い、努力をしてきた結果だと感じています。
今後も日々頑張っている人やご自身にもエールを送りつつ、予防対策と経済活動を両立させるためにも、

体を動かし健康に留意して抵抗力をつけ、いずれくる終息へ向かって、気を緩めることなく、１人１人、今

できる感染対策を行っていきましょう。

新北海道スタイル
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