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ごあいさつ

• 本日はご多忙の中、またお疲れのところ、VESTA様ご
提供のオンライン講演会にご参加賜りありがとうござ
います。心から御礼申し上げます。

• 医学部を卒業して以来、病理医として生きてきました
が、病理学教室に入局直後に、恩師から「楽しみなさ
い」と言われたのが1980年4月です。

• 仕事を楽しむことの意味を長い間、理解できませんで
したが、経験を積んで少しわかりかけた今、何かお役
に立てればと思っていたところ、VESTA様のご好意に
より、講演をさせて頂けることになりました。

• 幼い頃から何をしてきたのだろうと振り返ると、観察し、
考え続けてきたように思います。そのお話しをしたいと
思います。



Withコロナ時代の地域における人権研修会開催報告

「感染症と差別」



先日の研修会での内容

•コミュニティーセンター長による事前ア

ンケート結果説明

•講師自己紹介

•COVID-19感染症に関する簡単な纏め

•身の回りで発生した不適切事例紹介

•研修会事前アンケート自由記載から



新型コロナウイルス感染症

ウイルス正式名称：Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (重症急性呼吸器症候群
コロナウイルス2) (略称：SARS-CoV-2)

病名：Coronavirus disease (COVID-19)(新型コロ
ナウイルス感染症)



ウサイン・ボルト氏、新型コロナ感染

• 陸上男子100メートル世界記録保
持者、ウサイン・ボルト氏が、24日、
新型コロナウイルスの検査で陽性
反応を示した。ジャマイカ政府発表。

• ツイッター投稿し「22日に検査を受
けて、その結果を待っている。症状
はないが、安全のために隔離をし
て、ゆっくり1人で過ごしたい」。

• 検査前日の今月21日に34歳の誕
生日にマスクを着用せずに歌手な
どとパーティーを開いていた。

• アメリカのジョンズ・ホプキンス大学
のまとめによると、人口およそ300
万人のジャマイカでは24日時点で
感染者は1600人余り。1日当たり
の感染者数はこれまでのひと桁か
らここ数日は60人を超えるなど急
増。政府が感染防止の対策の徹底
を呼びかけていた。



• バーべキュー実施後8月21日に発熱、最初のPCR検査陰性、25日再検査、26日陽

性、8月27日、新型コロナウイルス感染公表、保健所指導のもと、入院・加療してい

たタレント・つるの剛士（４５）が３１日、自身のインスタグラムで退院を報告。

• 「この度は大変なご心配をおかけ致しました。先程無事に退院しました。担当の先

生、看護師の皆様、保健所の職員様、そして心温まる応援をくださった沢山の方々、

仲間、パパママ友の皆様、仕事関係の皆様、妻、母、子どもたち…本当に感謝致し

ます。久しぶりの外の空気を胸いっぱい吸えることに感謝！」とつづった。

• 「人によって症状は異なるかもしれません

が参考までに」。

• 「倦怠感、発熱、味覚の違和感、息切れ」

• などの症状や感染時状況を説明を記した。

• 最後に「家族含め、周り（接触者）に感染者

が一人も出なかったことが何よりの救いです。

改めまして、ご心配、ご迷惑をお掛け致しまし

て申し訳ございませんでした。皆さまもお体

くれぐれもご自愛下さい！！ 温かい応援、

本当にありがとうございました」とつづった。

バーべキュー実施後感染



新型コロナウイルス感染症（COVID-19)

発熱⇨咳⇨嘔吐⇨下痢



新型コロナウイルス
• 「コロナウイルス」という名称は、電子顕微鏡で観察すると王冠（ギリシ
ア語で「コロナ」）のような形をしていることから。

• 一本鎖RNAを遺伝子に持ち、表面に突起があるウイルス。



国内COVID-19感染者数の推移

1日当たり新規感染者数

4/7 緊急事態宣言

5/25 緊急事態宣言解除

6/19 移動自粛緩和

7/22 Go to トラベル

8/28 安倍首相辞任



1日当たりPCR検査実施数



「COVID-19感染症登録症例研究
の中間報告」セミナー

2020年8月7日

国立国際医療研究センター



COVID-19陽性入院患者の分析

• 8月3日現在の登録施設数、登録症例数

全国：748施設、登録症例数：4,797例。

• 230施設、約2,700例に関する中間解析

• 2020年3月～7月7日までに登録された症例

• 「入院治療を行った患者かつ入院時SARS-CoV-2
陽性の患者」



COVID-19重症度内訳：入院後最悪状態

酸素不要
61.8％

酸素要
29.7％

挿管・体外式膜型人工肺（ECMO）要
8.5％

230施設、約2,700例



患者背景

• 2週間以内に陽性例や疑い例と濃厚接触あり：
58.3％

•男性で喫煙者では重症化しやすかった

•酸素や挿管などを要した患者は年齢が高め

• 60代以降では重症化しやすい（＝酸素投与・挿管
などが必要）

230施設、約2,700例



併存疾患

•軽症糖尿病：14.2％

•高脂血症：8.2％

•脳血管障害：5.5％

【参考：海外（一例としてイギリス）】

•軽症糖尿病：22％

•重症糖尿病：8.2％

•肥満：9％

230施設、約2,700例



入院時の症状

• 37.5度以上の発熱、咳、倦怠感、呼吸困難感

•軽症例：頭痛、味覚障害、嗅覚障害

•発症から入院までの中央値：7日間

• とくに味覚障害と嗅覚障害の頻度は、海外からの
報告でもばらつきが大きいものの、今後症状として
増える可能性がある。

230施設、約2,700例



薬剤使用歴

• 「ファビピラビル」が一番多かった。

•次に「シクレソニド」。

•挿管などが必要な患者ではステロイドの使用も多
かった。

•有効性などの中間解析は未解析としている。

230施設、約2,700例



退院時転帰

入院患者死亡率

イギリス 26％

米国NY 21-24％

中国 28％

日本 7.5％

自宅退院：66.9％

転院
16.6％

医療機関以外
への施設への
入所：7.4％

入院死亡：7.5％

230施設、約2,700例



中間解析のまとめ

•重症化因子

男性 高齢者 喫煙者

併存疾患有（心血管系・糖尿病・COPDなど慢性肺
疾患）

•入院中酸素不要軽症：80％、自宅退院予後良好

•欧米と比較すると日本では併存疾患の割合が低く
（糖尿病：16.7％、肥満：5.5％）や死亡率も低かっ
た（7.5％）。

230施設、約2,700例



ワクチン製造状況



新型コロナウイルス感染症致死率

•致死率

•第１波（1月16日～5月）：5.8％

•第２波（6月～8月19日）：0.9％

2020年9月5日（土）朝日新聞朝刊



新型コロナ感染症対策

1. ３密を避ける

2. ソーシャルディスタンスを守る

3. 手洗い、消毒励行

4. 飲酒を伴う環境で口角泡を飛ばすことを避ける

5. 禁煙（電子タバコを含めて）

6. 持病（糖尿病、喘息、気管支炎、肺気腫、高血

圧、、、、）の治療

7. 非難中傷、差別をしない、させない



新型コロナに感染すると



ウイルス感染症流行時行動の適・不適

• 京都府立医科大学
• 3月中旬、卒後3年目クラス会
提案

• あくまで個人的な非公式の飲
み会だとしても、現時点でのこ
うした飲み会は控えるべきだ。

• 慶応大学病院の研修医で、新型コロ

ナの集団感染が起き、18人の陽性が
判明

• 研修医は約40人で飲食を共にしてい

たという。
• 発表によると、3月31日に同病院での

初期研修を終えた医師の感染が確認

されたため、接触していた可能性が高
い研修医99人を自宅待機とし、ウイル

ス検査を実施。6日までに18人の陽性

が判明した。（共同通信）



滋賀県内某市在住、50代夫婦
•直前渡航歴あり

• 3月中旬相次いで発症

• PCR（+）

•同一病院に入院

•海外渡航自粛

•地域の恥

•責める

•烙印（stigma）

•自粛警察

• コロナウイルスとの戦
い？

•何と戦う？



近江八幡でクラスター、最多１７人感染 ６０代女性が重症
中日新聞2020年7月24日 05時00分

• 滋賀県は２３日、県内１日感染者数としては過去最多とな
る１７人が、新型コロナに感染したと発表した。これまでは４
月２３日の１２人が最多。

• 彦根市６０代女性は重症で人工呼吸器使用。その他は軽
症か無症状。

• 7月１８日に近江八幡市内で会食した５人の感染が新たに
判明し、県はクラスター（感染者集団）発生と認定。

• 近江八幡市内での会食には、２０日に感染が判明した帰省
中の２０代女性が参加していた。会食には知人や友人計７
８人が参加し、これまでに感染が判明したのは計８人（⇨7

月26日、１０人）。
• 甲良町では会食の参加者の家族で、３０代会社員男性と１
０歳未満の子ども３人の感染判明。このうち、子ども２人が

通う小学校は休校措置。



宿泊を伴う修学旅行、東近江市教委が中止
市立の小中を対象

• 中日新聞Web2020年08月08日05時00分

• 東近江市教委は７日、新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、市立

小中学校の宿泊を伴う修学旅行は中止すると発表。

• 日帰りの校外学習は、各学校長と市教委事務局が協議した上で、代

わりに実施できる。

• 修学旅行は９〜１１月に予定されていたが、すでに行き先や日程を二

度にわたって変更した学校もあるという。

• ７月中旬以降、市内の保護者や教員の家族らが濃厚接触者と見なさ

れる事例があったことや、関係者の感染が確認された場合の
児童生徒の精神面のケア、人権侵害の懸念もあり、中止を
決めた。

• 市教委の担当者は「今はどこへ行くにしても、安全なコース設定が難し

い。何とか行かせてあげたい思いはあったが、保護者の心配も大き

い」と話した。 （斎藤航輝）



責める文化

https://www.msn.com/ja-jp/news/coronavirus/



岩手県で

達増知事は記者会見で「（陽性）第1号になっ

ても県はその人を責めません」と話した。



岩手県「半年感染者ゼロ」と「岩手1号ニュース」問題

• 岩手県は、国内で新型コロナウイルス感染者が最初に確

認された1月16日から半年以上にわたり、唯一「感染者ゼ

ロ」を維持してきた（7月2８日まで）。

• その一方で、実際に暮らす人たちは「うちの会社や団体か

ら出したくない」という切実な思いを抱えているという。

• 岩手に住む父親に「そろそろ帰っていいかな」と聞いたとこ

ろ、「絶対に帰るな」「岩手1号はニュースだけではすまな

い」との返信があったというツイートも話題を呼んだ。



現実は？



「感染ゼロ県」で1例目に 中傷の嵐の後に届いた赤い花

• 岩手県で、初めて確認されたのは7月29日夜。
• その日の夜。どう発表するか、社内で話し合った。
生活インフラのガスを扱う企業として、日頃の感染
症対策や社員が感染した際の対応は、2月から
準備していた。

• 最終的に、社員の感染と、顧客とは接触がなかった
ことなどを説明する文書をその日深夜、会社のHP
で公表。中傷の声があれば、会社が盾になる覚悟
だった。

• 31日朝に一部のテレビや新聞で会社名が報じられ、
バッシングの電話が相次いだ。「感染者はクビにしたのか」「社員教育がなって
ないんじゃないか」

• 同じ人から何度もかかってきたり、30分以上話し続けられたりした。どう対応し
ていいかわからず、ひたすら相手の話を聞いた。電話を取るのが怖い、、、。

• 8月1日に県内の数千世帯へ説明の文書を送った。感染した社員は発症してか
ら顧客との接点が一切ないこと、濃厚接触者の社員も全員陰性であることなど
を記した。土曜日だったが、社員の多くが出社して作業にあたった。

• 8月3日、営業所に匿名でアレンジメントフラワーが届いた。小ぶりな赤い花が咲
いていて、添えられたカードに「勤め先に届くのは中傷の言葉ではなく、花だと
思いました」と書かれていた。



島根県、立正大淞南高校クラスター発生



クラスター発生校の生徒の写真、無断投稿
島根県が通報



天理大学ラグビー部寮、クラスター発生
8月22日現在、56人



天理大学を取り巻く状況と対応

• 教育実習受け入れ先から、予め「PCR検査」で陰性である
ことの証明を求められた。

• 教育実習受け入れ先から、一方的に実習中止を伝えられ
た。

• ラグビー部と関係のない学生がアルバイト先から出勤を控
えるように求められた。

• 天理大学・永尾教昭学長と

天理市長が8月20日午後2

時に記者会見を開き、不当
な扱いや差別の助長を止め

るように訴えた。



8月25日、萩生田光一文部科学大臣の定例記者会見



医療従事者への偏見なくそう
小学校が独自の道徳本作製福岡・古賀



教材の内容

•看護師の母親を持つ主人公の児童が、学校でクラ

スの児童から「お前もうつっているかもしれないか

ら気をつけろ」と言われ、母親に「もう病院に行か

ないで」と話す。

• しかし母親から、患者のために必死で看護し、患

者からの「命を救われた。ありがとう」の言葉を励

みにしているという話を聞き、働くことや公共の精

神の意義に気づき、母親を誇りに思うようになる

――。

•挿絵は同僚の教諭が担当した。



小学校における道徳授業

• 芝尾教諭が４日、５年生を対象にこの教材を使った道徳授

業を実施。

• 児童らは２人１組や班単位で母親の気持ちになって考え

「医療従事者のことをよく知って差別をなくしたい」「頑張っ

て働いていることを伝えたい」など、これからしたいことを文

章にまとめて発表した。

• 芝尾教諭は「活発に話し合い、自分事として深く考えている

手応えを感じた。授業を受けて感謝の気持ちを医療従事

者に伝えるなど次の行動につながれば」と期待している。



アンケート結果
自由記載から



現実直視

• コロナに感染すると、家族に迷惑又周りの人達に
迷惑をかけると思う。

•感染者のすべての人が不注意や自覚不足による
ものではない。

• なぜ一元化した情報発信がないか。だれの発言を
信じて良いか判らない。



ご憤慨

•自分が感染したら・・・差別されるのか・・・

•今まで人権尊重と言いながら、色々な会を催して
きたが、コロナウイルス感染症が蔓延していく中、
感染した個人の権利など絵に描いた餅のようで、
本末転倒ではないか。



ご質問（１）

•感染した時の入院先は自宅から近い病院になる
のか?

•本市でのＰＣＲ検査はすぐに受けられ、陽性の場
合のその後の体制等詳しく知る方法は？



ご質問（２）

• もし感染してしまったら、どうしたらいいのか知りた
いです。

⇨ 無理をせず、仕事を休み、医師の指示に従う。

•身近な人に感染が発生した時、その人の家族や
本人に対してバッシングや嫌がらせが発生してい
る時の対応はどうすればいいのでしょうか？

•町内でコロナウイルス感染者が発生した場合、自
治会として感染家族に対するケアはどの様に対応
すればよいですか。



ご提案

• ＰＣR検査の促進と会食の多人数防止。陽性後の
体調管理と対策、陰性後体調管理。

•行政等からの指示よりも自分から感染防止に努め

る行動が重要。

•現状、誰もが感染してもおかしくない状況なので、

感染者に対する誹謗中傷は絶対やめるべきであ
る。

•人権侵害事例が見られた場合は、即時対応できる

仕組み制度づくりが必要。



今後についてのご質問

• コロナ感染は、当分終息しないと思われます。この
ような時組織運営のあり方やコミュニティの構築に
ついて良策があれば教示願いたいと思います。

• Withコロナ時代における心がまえを教えてください。



差別と偏見を防ぐ

1. 事実を伝える

2. 社会的に影響力を持つ人たちを巻き込む

3. 感染経験者の声を広める

4. 民族の多様性を示す

5. 倫理的な報道の推進

6. 根拠のない話、噂、ステレオタイプを正し、

偏見を助長する言説に異議を唱える

7. 差別・中傷をしない・させない宣言を！

https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20200414-00172978/

https://news.yahoo.co.jp/byline/usuimafumi/20200414-00172978/


リーダーの信頼を支える３つの力

• リーダーシップとは、自らの存在を通じて他者をエ
ンパワーすること。

• そのために必要なのは「信頼」

• リーダーの信頼を形作る３つの側面。

•人によってかけやすい資質に傾向がある。

• オーセンティシティーが欠けるとダイバーシティー
が生かせない。

•論理性が欠けるのは、コミュニケーションに問題
がある場合も多い。

•共感が欠けるのは「出来る人」に多い。

•最後に自分自身を信頼できること。



リーダーの信頼を支える３つの力

オーセン
ティシティー

論理性 共感

あなたが嘘偽りのない
本心で接していてくれて
いることがわかる。

あなたは、私のことや私の成功
を気にかけてくれている

あなたなら出来るとわかるのは、
あなたの思考と判断が理に適って
いるからだ。

信頼

オーセンティシティー【authenticity】

信頼がおけること。確実性。真実性。
信憑 (しんぴょう) 性。真正性。



「橋をかける－子供時代の読書の思い出」

•生まれて以来、人は自分と周囲との間に、一つ一

つ橋をかけ、人とも、物ともつながりを深め、それ

を自分の世界として生きています。この橋がかか

らなかったり、かけても橋としての機能を果たさな

かったり、時として橋をかける意思を失った時、人

は孤立し、平和を失います。この橋は外に向かう

だけでなく、内にも向かい、自分と自分自身との間

にも絶えずかけ続けられ、本当の自分を発見し、

自己の確立をうながしていくように思います。

【出典：美智子皇后著、すえもりブックス、単行本1980円、文庫本980円】





「宣言」の提案

•新型コロナ感染症はいつ誰が感染してもおかしく
ない状態にあります。岡山学区民は新型コロナ感
染症の不確かな情報に惑わされず、また感染症
者を中傷・差別することなく励まし、感染しても安
心して暮らせるまちづくりを宣言します

•⇒仮称「コロナ感染症になっても安心して暮らせる
学区民宣言」

•※学区民の皆さんにパブリックコメントを募集し、
皆さんに同意して頂くことが前提になります


