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みなさんに寄り添い声を聴き一緒に悩む。そんな医師会を目指します。 安中市医師会

新型コロナウイルス感染症について
安中保健福祉事務所 医監（保健所長） 髙木 剛

新型コロナウイルス感染症が全世界で猛威を振るい、最初に感染が確認された中国のみならず、
ヨーロッパやアメリカにおいても、多くの死者を出しています。日本において、さらに、ここ群馬県におい
ても日々刻々と状況が変化しており、未だ収束の糸口が見えない状態です。
見えない敵と戦うことは、それだけで、不安や恐怖が大きくなりがちです。しかし、新型コロナウイルス
も所詮はウイルス感染症です。感染症の拡大予防の基本に立ち返って対応することで、必ず感染拡
大を収束させることができます。

では、「感染症の拡大予防の基本」とは何でしょうか？
まず、感染が成立するためには、①感染源、②感染経路、③宿主の３つが揃うことが必要です。そし
て、この３要素のつながりを断ち切ることが感染の拡大予防の基本となります。
新型コロナウイルス感染症における「感染源」はもちろん新型コロナウイルスです。ウイルスは細菌と
異なり自ら増殖することはできず、「宿主」であるヒトの細胞内に入り込むことで増殖します。ウイルス
の種類により、ヒトのどの臓器の細胞に入り込んで増殖しやすいかは異なります。新型コロナウイルス
は、どうやら結膜、鼻、のどから始まり、気管支や肺、さらには心臓や血管の細胞にまで影響を与える
ようです。
そのため、喫煙により元々肺の細胞が障害されている人や、高血圧、心疾患、糖尿病により心血管
系の細胞に障害がある人は重症化しやすいといわれています。
また、ヒトにはウイルスが病気を引き起こそうとする力に対抗する免疫力があります。免疫力の強い
若年者は、自分の免疫力だけでウイルスの増殖を抑え、無症状や軽症で済むことが多いようですが、
加齢や病気により免疫力が低下している場合は、自力でなかなかウイルスを排除できず、症状が重く
なります。
こうした「感染源」である新型コロナウイルスの性質や、「宿主」である個々人の加齢や合併症によ
る影響は変えることはできません。
我々が唯一できる、感染予防は３要素の「感染経路」を断ち切ることに他なりません。新型コロナウ
イルスの感染経路は、接触感染と飛沫感染です。主に唾液や鼻水などの体液や、それで汚染された
物への接触、くしゃみや痰などの飛沫が目の結膜や鼻、口腔内の粘膜に付着することで感染します。
医療や介護の現場では、直接、人と人、分泌物と人が接触する機会が多く、十分な個人防護策を取
らないと院内感染や施設内感染を引き起こし、いわゆるクラスターを作りやすい状態となっています。
「感染経路」遮断のためには、個人の防護には、とにかく「マスク」と「手指衛生」です。また、患者さん
のくしゃみなどの飛沫が飛ぶ場合は、ゴーグルなど目の保護も必要です。さらに、環境の消毒も重要
です。人が触れる部分はアルコールで清拭します。新型コロナウイルスは尿や便からも排出されるの
で、トイレの清拭も大切です。
こうした対策については耳にたこができるほど、何度も聞いて「何を今さら」と思われるかもしれませ
んが、この基本的な作業を愚直に続けていくことでしか、感染拡大を防ぐ方法はないと思います。

最後に、「宿主」の状態は急には変えられないと書きましたが、手軽に免疫力を上げる方法がひとつ
あります。それは「笑い」です。「笑い」によりストレスが軽減され、免疫細胞のひとつである、NK細胞
活性が上がることが証明されています。「こんな状況では心から笑えないよ」という人もご安心くださ
い。「作り笑い」でもストレスを緩和する効果があります。

マスクの下で口角を上げて、さあ、笑って、笑って、笑って(^_^)。



＜ミニレクチャー＞
1月「誤嚥性肺炎を予防する」
2月「とろみ剤の使い方とコツ」

施設で困ることの多い、嚥下対
応。ポイントは、食形態、とろみの
強さ、姿勢、一口量です。

「紹介患者様の情報共有」で
は、施設からの要望による「往
診」にて紹介・搬送となった患者
様について、「高血糖」の症例が
続けて報告されました。

「多職種で情報共有」といって
も、知らない情報は共有できま
せん。自施設のフェイスシートに
はないけれど、「知っておいたほ
うがいいかもしれないな」と思っ
た情報、ありませんか？

1月「感染症の予防・対策

について考える」

施設での感染症対策につい
て、標準予防策から感染経路
別の対応について、レクチャー
がありました。

入所施設で実際にインフルエ
ンザに罹患した方がいらっ
しゃった場合、どのように対応
するかという、間取り図を使っ
てのグループワークを通じて、
感染症対策の難しさを実感し
ました。

隔離が困難な場、「人と接し
ない」ということができない職
場。その中での、物品不足や、
スタッフ不足で休めない状況。
様々な困難はありますが、、、

まずは、できる準備から。

松井田圏域連携会議
（隔月第4土曜 松井田病院にて）

強化型在宅療養支援診療所
病院カンファレンス
地域包括ケア会議

（毎月第1月曜 須藤病院にて）

安中市原市圏域地域連携会議
（毎月第2月曜 碓氷病院にて）

松井田圏域 安中圏域原市圏域

12月21日(土)14:00～

＜ミニレクチャー＞
1月「安中リハ職の会の取組に
ついて」
2月「介護付き有料老人ホーム
松華について」
＜グループディスカッション＞
1月「近況報告」
2月「自分が施設入所するなら
どのようなサービスがほしい
か」

「いつかは自分も・・・」と言い
ながらも、具体的には考えない
のが人の常。施設の方から、レ
ク以外の時間は持て余してしま
う人が多いというお話もあり、ど
のようなサービスが欲しいか話
をしているうちに、どんな風にこ
れから過ごしていきたいかとい
う話になりました。
何を考えるにも、一度自分目
線、そして俯瞰が大切です。

「ゆいまーる」とは、沖縄の方言で「助け合う」「共同作業」「一緒に頑張ろう」という、共に栄えようという思いを込めた、他者への呼びかけであり、
人間の絆を意味する言葉です。

ゆいまーる
地域情報

®
ケアマネジャーの皆さんが「事業所の垣根を越えて情報

共有できる場」として開催してきたケアマネ・カフェです
が、今回からは、対象職種は限定せず、ケアに携わる人で
あればどなたでも参加いただける、ケア・カフェとしての
開催になりました。

まだまだ周知が不十分なところですので、今回はケアマ
ネジャーさんのみのご参加となりましたが、今年度はより
多くの方にご参加いただけるように頑張ります♪（秋ごろ
には開催できるといいなぁ）

ぜひ皆様、事業所内お誘合わせの上、様々な方々の集い
の場となれるよう、ご協力お願いいたします。

皆様のご参加をお待ちしております♪

ケア・カフェは「人と人がそれぞれの“いろいろ”を持ち
寄って、いい未来を創っていこうではないか」という思い
の流れている集いの場として始まりました。
ぜひ皆さんの力でケアの未来を創りましょう。

詳しくはこちら・・・
ケア・カフェジャパン https://www.carecafe-japan.com/

活動報告



特別版

在宅医療

診療報酬改定
2020

1.医療従事者の負担軽減、医師等のはたき方改革の推進
【重点課題】

⇒タスク・シェアリング、タスク・シフティングのための
チーム医療等の推進や業務効率化に資するICTの利活⽤の推進
2.患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い
医療の実現
⇒かかりつけ医機能の評価、地域との連携を含む多職種連携
取組の強化など
3.医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステム推進
⇒医療機能・患者の状態に応じた⼊院医療の評価、外来医療
の機能分化、質の⾼い在宅医療・訪問看護の確保、地域包括
ケアシステム推進のための取組など
4.効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
⇒医師・院内薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品
の適正使⽤の推進など

改訂の基本的視点と具体的方向性

情報通信機器を用いたカンファレンスや共同指導について

入院時のポリファーマシーに対する取り組みの評価

【対象となる項⽬】
●感染防⽌対策加算 ●⼊退院⽀援加算1 ●同⼀建物居住者訪問看護・指導料
●退院時共同指導料1.2 ●介護⽀援等連携指導料 ●在宅患者訪問看護・指導料
●在宅患者緊急時カンファレンス料 ●在宅患者訪問褥瘡管理指導料
※訪問看護療養費における在宅患者緊急時等カンファレンス加算及び退院時共同指導加算も同様

改訂後
退院直後であれば、宿泊サービス利用開始前の患家への訪問の有無にかかわらず、算定可能

⇒薬剤総合評価調整加算 減薬に至らなくても算定できるよう段階評価へ

現⾏
⼊院前６種類処⽅
⇒評価調整し内服薬２種類
以上減薬に⾄った場合

２５０点

①薬剤総合評価調整加算（退院時１回）１００点
⇒持参薬確認と薬剤確認、多職種によるカンファ
レンス実施等
②薬剤調整加算（退院時１回） １５０点
⇒処⽅される内服役が２種類以上減少、その状態
が４週間以上継続と⾒込まれる場合等

小規模多機能型居宅介護等への訪問診療の見直し
⇒宿泊サービス利用中の訪問診療の要件見直し

改
訂
後

原則は対面実施ですが 日常的にICT活用可 となりました。

改訂内容詳細については
厚生労働省ホームページ
にてご確認ください。

厚⽣労働省
診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp
/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000188411_00027.html



4月 5月 6月

ご意見・ご要望は在宅医療相談室あんなかへ 次号はR2.7月に発行予定です。

相談室より

ＭＣＳをご活用下さい！

現在のような環境下において、緊急時以
外の連絡、緊急時対応のための連携準備な
ど、MCSはとても有効なツールです。
考えたくはないけれども考えないといけ

ない、自事業所での感染者の発生。そのと
きにはどうするのか。

『安中みんなｄｅつながり隊』には多く
の市内事業所の方が参加しております。訪
問系事業所同士のグループなど、他事業
所・他法人との連携体制構築のツールとし
て、活用していただけます。

また、運営会社より、ＭＣＳ上にて、
「新型コロナウイルス感染症対応」のため
の全国版コミュニディも提供されています。

相談室では、新規登録の際や操作方法に
ついてなど、電話や出張でのご案内・ご指
導を行なっております。新たにご利用にな
る際や、活用方法についてご検討さる際な
ど、ぜひお気軽にお声がけ下さい。

相談室では、「事業所などの情報整理」や市民への在宅
医療やACPの普及啓発活動として、「市民の皆様へ向けて
の情報発信」などを行っていく予定です。

お忙しいところ皆様にはご迷惑をおかけしますが、情報
提供のお願いなどが届きましたら、ぜひご協力いただきま
すようお願いいたします。

厚生労働省
新型コロナウイルスについて

新型コロナウイルス関連情報について
＜国立感染症研究所＞

新型コロナウイルス感染症への対応ガイド
（医療機関・福祉施設・一般市民向け）
＜日本環境感染学会＞

https://www.niid.go.jp/niid/ja/
diseases/ka/corona‐virus/2019‐
ncov/9324‐2019‐ncov.html

http://www.kankyokansen.org/
modules/news/index.php?cont
ent_id=328

新型コロナウイルス対応に向けて

厚生労働省から３月６日に提示された、
「国内で新型コロナウイルス感染症患者数
が大幅に増えた場合の医療需要目安に関す
る計算式」を安中市人口で計算すると

《ピーク時において一日あたり》
（１）新たに新型コロナウイルス感染症を
疑って外来を受診する患者数 ２５０人程
（２）新型コロナウイルス感染症で入院治
療が必要な患者数 １７８人程
（３）新型コロナウイスる感染症で重症者
として治療が必要な患者数 ５～６人程

となっています。この先感染が拡大するか、
終息していくかはわかりませんが、出来る
限りの感染症予防対策に努めるとともに、
感染した場合にどのように対応するかにつ
いても、準備をしておきましょう。

最善を願い、最悪に備える

安中市医師会では、発熱外来設置につい
て安中市への要望書提出と対策委員会の設
置を行っています。

MCSサポートデスク主催 MCS WEB説明会のご案内

①導⼊前説明会：4⽉22⽇(⽔) 13:30〜14:30
MCSの導⼊を検討されていらっしゃる施設様向け
MCSとは / MCSでできること /活⽤事例 / MCSデモ / MCS登録
⽅法
②導⼊後操作⽅法説明会：4⽉23⽇ (⽊)  9時30分〜10時30分
アカウント作成をされたばかりで何から始めてよいかわか
らない⽅向け操作説明会
患者グループの作り⽅ /招待 /投稿/ファイルアップロード等
③セキュリティ説明会：4⽉22⽇(⽔)9:30〜10:30

4⽉23⽇(⽊)13:30〜14:30
MCSを使うにあたってセキュリティが不安な⽅向け
医療介護従事者が守るルール(ガイドライン)/盗難・紛失対
策/ウイルス対策/患者情報の取り扱い

※詳細については相談室あんなか
までお問合せください

今後の予定

参加費無料
※インターネットへ接続
できる端末が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000164708_00001.html#houshin


