
2020/4/24 緊急事態宣⾔下で診療所がすべきこと︓⽇経メディカル

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/taniguchi/202004/565215.html 1/7

COVID-19⽤とした⾕⼝医院の隔離室
（quarantine room）。基本的には、他の
患者の診察が終了してから来て受付を通さ
ずにこの部屋に直⾏してもらっている。陰
圧にはできないので窓は開けたまま。この
部屋で保険証の預かり、薬の説明、会計な
ど全て医師が⾏う。なお、診療所⼊⼝の張
り紙やウェブサイトで「かぜ症状があれば
⾃⼰判断で受診しないように」説明してい
るが、それでも感冒症状があるのに勝⼿に
⼊ってくる患者もいて対応に困っている。

⾕⼝恭の「梅⽥のGPがどうしても伝えたいこと」  連載をフォロー

緊急事態宣⾔下で診療所がすべきこと
2020/04/21 ⾕⼝ 恭（太融寺町⾕⼝医院）

 プライマリケア  新型コロナウイルス感染症 COVID-19

 印刷

 4⽉7⽇、⼤阪府下に緊急事態宣⾔が発令さ
れたのにもかかわらず、数⽇間は患者数がさ
ほど減らずどうなることかと思っていたが、
翌週の13⽇（⽉）あたりから少しずつ減って
きている。しかし、なぜか週半ばには例年と
変わらないほど患者がやって来て⼤阪は⼤丈
夫なのか、と思ってしまう。

 緊急事態宣⾔、先⽉に発令してほしかっ
た……、という気持ちはぬぐえないが、今か
らでも遅くはない。我々診療所のスタッフ
も”公的”な役割を担い、国⺠に「正しい知
識」を伝え、感染の拡⼤を最⼤限防いでいく
よう努めたい。我々は国⺠を守らねばならな
いのだ。法律上は太融寺町⾕⼝医院（以下、
⾕⼝医院）のような診療所は「公的機関」で
はないが、医師は「全体の奉仕者」で「公
僕」だ、というのは僕が医学⽣の頃から主張
していることだ。

 今回は⾕⼝医院で取り組んでいる対策につ
いて紹介したい。緊急事態宣⾔発令後、次の
ようなルールを作成しスタッフ全員に理解し
てもらっている。

#1 少しでも感冒症状があれば⽋勤すること

COVID-19は軽症どころか無症状でも感染することがあるといわれている。4⽉2⽇の
WHOの「現況報告73号」では、「無症状者からの感染の報告はほとんどない（There are
few reports of laboratory-confirmed cases who are truly asymptomatic）」とされてい
るが、そのレポート及び4⽉6⽇に公表された「新型コロナにおけるマスク使⽤について
の助⾔（Advice on the use of masks in the context of COVID-19）」では「発症前の患
者からの感染（Pre-symptomatic transmission）」は起こり得ると書かれている。さら
にNature Medicine誌4⽉15⽇号に掲載された論⽂によれば、⼆次感染の44％は発症前の
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数⽇間に起こっている。無症状の時点で発症するかどうかは誰にも分からないのだから、
わずかでもかぜ症状があれば直ちに⽋勤することを義務付けている。

#2 マスクの常時着⽤

サージカルマスクで「感染しない」は望むべくもないが、「感染させない」には⼗分有
⽤であると考えられている。例えば、Nature Medicine4⽉3⽇号に掲載された論⽂では、
サージカルマスク着⽤により呼気中のコロナウイルス濃度は劇的に低下することが指摘さ
れている。前述したように、無症状者からの感染の可能性があることが分かった以上は常
にマスクを装着しなければならない。

実は僕は2⽉の時点では、診察時にも感冒症状のない患者の前ではマスクを着けていな
かった。当時は無症状者から感染するなどとは思ってもみなかったし、「⾃分が数⽇後に
発症するかもしれない」という可能性を全く考えていなかった。だが、この認識は⽢かっ
たと今となっては⼤いに反省している。現在は、常に「数⽇後には感冒症状を呈するかも
しれない。それがCOVID-19という可能性もある」と考えてマスクを常時装着するように
している。

#3 スタッフ同⼠の会話にも注意し「顔を触らない」を徹底

既に多くの医療機関で実践されていると思うが、当院でもスタッフ間の会話には距離を
取り、⾷事の際は席を空けて座り、可能な限り⾷事中の会話は慎むようにしてもらってい
る。にわかには受け⼊れがたいことだとは思うが「同僚の誰もが感染源」（もちろん僕も
例外ではない）であることを認識してもらっている。

私⾒ではあるが、⽇本でも海外でもこれだけ院内感染が多いのは、「ウイルスが付着し
た⼿指で顔を触る経路が指摘されている以上に多いから」ではないかと思っている。僕の
推測を述べるだけでは説得⼒がないので、論⽂になっている研究を引き合いに出してスタ
ッフに説明した。その研究は26⼈の医学⽣のふるまいをビデオで撮影し、1時間に何回顔
を触るかが調べられている。結果は1時間で顔⾯に⼿指が触れた回数は平均でなんと23
回。そのうち44％が粘膜との接触で、その内訳は36％が⼝腔粘膜、31％が⿐粘膜、27％
が結膜、6％はこれら粘膜の複数部位への接触だった。そして、前述のNature Medicine
誌の論⽂（4⽉3⽇号の⽅）によると、コロナウイルスの⿐腔でのウイルス量は咽頭の1万
倍以上にもなるという（正確にはそれぞれlog8.1とlog3.9)。ということはCOVID-19予防
の最⼤のキーは「⿐（粘膜）を触らない」ではないかと考え、特にマスク装着・着脱時に
注意するよう話している。

#4 予約時の注意と電話再診の勧め

⾕⼝医院では、午前診（11時〜14時）は予約制、午後診（16時半〜20時）は先着順
（on a first-come basis）で診察している。予約を取るために電話してきた患者には、可
能な限り「電話再診」を勧め受診を控えてもらっている。（これは⼤きな声では⾔えない
が）当院をかかりつけ医にしている患者に対しては、初めて聞く症状であったとしても問
診だけで判断して胃薬・便秘薬や抗ヒスタミン薬、（最⼩限の）鎮痛薬、漢⽅薬などは過
去に処⽅したことがなくても処⽅している。⼀度このようなことをしてもいいかどうか確
認するために当局に問い合わせたところ「どうしても必要と医師が判断すればいいかもし
れない」といった曖昧な回答しか返ってこなかったために、僕が「OK」と勝⼿に判断し
ている。これくらいの責任は引き受けるつもりだ。患者に外出を控えてもらうためなのだ
から。ただし、抗菌薬やベンゾジアゼピンの処⽅はいくら頼まれても拒否している。ま
た、当院未受診の患者に対する処⽅は現時点では⾒合わせている。

#5 メール相談の勧め
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⾕⼝医院では2007年の開院以来「どのような⽅のどのような相談も受け付けます」と
いう⽅針を貫いており、「他院で診てもらえなかった」という訴えのメールは以前から少
なくない（関連記事：やってよかった「メール相談」）。医学的介⼊が不要な不定愁訴も
多いが、2⽉以降は「COVID-19かもしれない」という相談が相次いでいる。「⾃宅療養
で⼗分」というケースも多いが、中には症状が強くなってきているのに「相談センターで
は近医受診するよう⾔われ、近医では発熱患者お断りと⾔われて……」という症例も⽬⽴
つ。そしてそれが重症化している症例もある（関連記事：発熱患者の診療拒否で⾏き場の
ない患者が続出）

COVID-19関連で電話がかかってきた場合も、よほどのことがない限り、僕が電話を代
わるのではなく、受付スタッフがメール相談を促している。もともと不安傾向の強い⼈
は、様々な訴えを⻑⽂で繰り返し送ってくる。「⾃宅で様⼦をみてください」と回答して
も頻繁にメールしてくることも少なくないが、最終的には理解してもらえて、後にお礼の
メールが届くこともある。実は、このメール相談、⼀部のスタッフからは「無料でやるの
はおかしい」と批判があるのだが「不要な外出を控えてもらえる」というメリットはある
と考えている。

#6 COVID-19疑いの予約枠

2⽉以降、発熱患者は原則として午前診の最後の枠に来てもらい他の患者に近づけない
ようにして「隔離部屋（quarantine room）」で待機してもらうようにし、診察時には、
N95マスク、フェイスシールド、（防護服とは呼べないが）ディスポーザブルのエプロ
ン、キャップなどを装着している。ただし、COVID-19どころか明らかに単なる不定愁訴
であるような場合もあり、その場合は警戒レベルを⼤きく下げる。

受付での保険証の預かり、問診票の記載などは省略して、医師である僕が全て⼀⼈で隔
離部屋にて⾏っている。薬の⼿渡し及び説明、会計なども⼀⼈でやっている。以前は、こ
れらの⼀部は受付スタッフに実施してもらっていたのだが、無症状からの感染もあるわけ
だから少しでも症状のある患者をスタッフに近づけるわけにはいかない。

なお、原則としてCOVID-19を疑っていると⾔う患者には事前に電話で様⼦を伺ってい
る。可能性が⾼ければ先に「相談センター」への電話を促すが、たいていは既に「検査の
対象ではない。近くの医療機関を受診するように」と⾔われている。⾕⼝医院をかかりつ
けにしている患者以外にも当院の近くに住んでいる場合は診るようにしている。⼀⽅、遠
⽅でかかりつけではない患者は原則「お住まいの医師会に相談するように」と⾔って断っ
ているが、過去のコラムで述べたように最終的に受けざるを得ないケースもある。

と、このような感じで⽇々緊張の中で診療を続けている。⾕⼝医院はオフィス街と繁華
街が⼊り混じったような位置にあり、患者の中には個⼈事業主や飲⾷店経営者も少なくな
い。彼（⼥）らから「資⾦繰りが苦しい」「連休明けに店を再開できないようなことがあ
れば閉めるしかない」といった話を毎⽇のように聞くようになってきた。このままいけば
恐らく社会はドラスティックな変化を迎えることになるだろう。

たとえ世界がどんな状態になろうとも、「我々は患者のために存在していることを忘れ
ない」という医療者のミッションを繰り返し確認するようにしている。
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した⾕⼝⽒。「どのような⼈でも、どのような症状でも受け⼊れる」をポリシーに過去11年で3万⼈以
上の初診患者を診察した経験を基に、開業医のやりがいや苦労、開業医に求められるミッションを若
⼿医師向けに語ります。
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