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小児科医として臨床経験も豊富な医系議員として活躍する自見はなこ参議院議
員。 現場目線に基づいた活動に対し、医療界内外から厚い信頼が寄せられて
いる。そんな自見議員の国政レポート。 今回は、7 月 23 日から始まった東京

は何でしょうか。

一つは、目の前の対応に手一杯になってしまっ

ても、危機管理の観点に立てば、水際の検疫官や

ていたことだと思われます。たとえるなら、患者

空港関係者はもちろんのこと、大会関係者へ優先

さんに治療方針を示していないまま、その日の検

的に接種を進めてもよいと思います。これは、出場

査結果によって行き当たりばったりで方針を変え

選手はもちろんのこと、大会期間中に彼らへ飲食

ているような印象を持たれるようなものです。こ

の提供などを行う大会スタッフは特に感染の媒介

れが、事前から状態の変化に応じた複数の治療パ

になりやすく、クラスターが発生するリスクが一番

ターンを盛り込んだ治療方針を医師が示し、
「この

高いと思われます。こうした人たちへの優先的なコ

数値がここまで上がった場合はこの治療をしま

ロナワクチン接種は、早期から計画的にやっておく

しょう」
「この数値が落ち着いたらこうしましょ

など事前の対応は必要だったでしょう。そして、国

う」という説明があれば、患者さんも治療の全体

ように、
“選手たちのため”の五輪・パラはやる

において求められる事前準備といえば、やはり海

像や見通しがわかり、安心して治療に臨めるで

べきだと考えています。

外からの渡航者に対する水際対策だと思います。

しょう。

向についてお話ししてもらった。

第 15 回

新型コロナ流行下でついに開催
“安心安全”な大会の行方は

事前の準備不足は否めない？

いように感じました。
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また、新型コロナウイルスワクチンの接種につい

オリンピック・パラリンピックを踏まえ、今後の新型コロナウイルス感染症の動

コロナ禍初のオリンピック・パラリンピック
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つまり、
予見可能性と説明責任を果たすことが、

それは、本来、五輪・パラは世界中の人がスポー

これは、入国時の検疫などを国がもっと頑張らなけ

──７月 23 日、東京オリンピック（以下、東京五輪）

ツの素晴らしさを共有するとても良い機会であり、

ればならない領域です。ただ、国だけで完結でき

人の不安を取り除き安全を担保するうえで重要で

がついに開幕しました。新型コロナウイルス感染症

かつ、新型コロナによって全世界的に気持ちが沈

るわけではありません。入国時の対策は国の管轄

あり、今回の事前準備ではそれを十分に行えてい

の流行による１年越しの決行、さらに、東京都内が

むニュースばかりが続いている今の状況のなか、

となりますが、その後の移動や滞在中の感染防御

なかったと考えられます。

４回目の緊急事態宣言下での無観客開催など、国民

人間の能力の限界への挑戦とそれによる感動を具

を主導するのは、組織委員会になるからです。

──６月下旬には、
「新型コロナウイルス感染症分科

からもさまざまな反応がありました。この未曽有の

現化するこの祭典は、何ものにも代えがたいもの

状況での五輪開催について、どのように見ておられ

だと思っているからです。

東京五輪・パラでは、いわゆる「バブル方式」
が採用されています。選手や関係者の移動・滞在

会」の尾身茂会長などの専門家から、無観客開催を含
めた東京五輪・パラに伴う提言も出されていました。

ただし、そうはいっても新興感染症がまん延す

する一定の空間と外部の接触を極力遮断すること

提言以前からも、尾身先生をはじめ専門家の皆

７月23日に東京五輪がいよいよ開催となり、さ

る最中での開催です。当然、事前から開催に向け

で感染を抑止するという対策で、新型コロナ流行

さんは、変異株まん延の危険性や、より一層の水

らに８月24日からはパラリンピック（以下、パラ）

て準備を綿密に行っていく必要がありました。し

以降はさまざまなスポーツ大会で導入されていま

際対策の強化を訴えておられました。これまでの

が開催される予定となっております。

かしながら、十分な準備ができていたとは言いが

した。しかし、今回の「バブル」には穴があると

国内の感染の波は基本的にすべて海外由来ですか

たい印象です。

の指摘もあります。

ら、水際対策がいまだ徹底されていないなかでの

ますか。＊７月27日時点の取材内容です

今回の東京五輪・パラに関しては、世界中が注
目するものとなっています。なぜなら、１年間の

──具体的に、どのような点が不足していたと思わ

延期を含め、新型コロナ流行下で行われる初めて

れますか。

の五輪・パラだからです。

まず、東京五輪・パラの開催都市は東京都であ

組織委員会としては、
「バブル方式」をはじめ
とした感染対策の事前準備は当然ですが、国民、

しかし、五輪・パラ対応に限らず、こうした専

特に都民に対して十分な説明責任を事前に果たす

門家の訴えや提案を行政が十分に受け止められて

べきだったのではないかと思います。

いたとは思えません。たとえば、
「 Go To トラベ

もっとも、五輪・パラ自体は４年に１度の世界

り、関係団体とともに「東京オリンピック・パラ

のスポーツの祭典であり、アスリートの皆さんに

リンピック競技大会組織委員会」を結成し、準備・

とっては、自分のベストを出し切る舞台として、

運営等に取り組んでいます。
同時に国においても、

子どもの頃から努力と研さんを積んでめざしてき

東京五輪・パラ担当の大臣がいます。ただ、そう

た大会でもあります。私自身としては、出場選手

した体制のなかで“本当の責任者”は誰になるの

──１年間の延期期間があったものの、準備・対応

のベストパフォーマンスを良い環境で見せられる

か。そう考えたときに、東京都の顔が見えてこな

が後手に回ってしまったという印象です。その原因

16

開催に対する懸念はもっともでしょう。

行政は専門家の言葉に真摯に耳を傾け
予見可能性と説明責任を果たすべき

ル」の際も、当初は、感染拡大した場合に旅先ま
で感染者の積極的疫学調査を実施するのは困難で
あることが、政策の最終決定を担う政治家になか
なか理解されていませんでした。
専門家の言葉を重視し、必要な対策へと即時反
17
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映していくことが十分にできていなかった結果が、
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また、感染リスクについても、人流を起こして

を見通さなければならないでしょう。現在も医法

先述した東京五輪・パラ開催におけるさまざまな

感染を拡大させる最大の要因は“マスクなしの交

協の会員病院をはじめ、多くの医療機関にご尽力

準備不足にもつながっていると感じます。初期の

流”があるかどうかです。最近では、20～30代の

をいただいていますが、もうひと頑張りお願いで

新型コロナ対応の政策にかかわってきた私として

若い世代が公園などの外部で酒類を持って集まっ

きればと思います。

も、忸怩たる思いです。

ている場面も散見され問題となっていますが、子

また、感染者の層でいえば、コロナワクチンの

この国には、10年単位で担うような専門性のあ

どもたちに関しては、基本的に自宅と外部の行き

接種が進んだ高齢者では、感染者も重症者も大き

る政治家がいなければならないと感じるとともに、

来も直行直帰で、飲酒・飲食をすることもありま

く減少しているのに対し、やはり最近は若い層の

政治家自身が専門性を研さんして、同じ議員の仲

せん。そのため、子どもたちがスタジアムに来た

気の緩みが目立ちます。そのため、この世代に届

間を増やしていくような建設的な族議員の形成は

からといって、感染するリスクは20代以上の層と

くメッセージのあり方を今一度考えていかなけれ

必要だと考えます。

比べて極めて低いと言えます。

ばなりません。
たとえば、
若手の医師や看護師など、
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さらに、来場の際はその前後での入念な手洗い・

同世代の医療従事者から感染対策を呼びかけてい

それまでの間、こうした取り組みで時間を稼ぎ、

消毒などはもちろん、携帯用の消毒グッズを持っ

くといった方法も重要だと思います。
「同じ世代と

医療提供体制を維持していくことが求められます。

てもらい、エレベーター等の共用部分に触れたと

して、皆も我慢しているし、私たち医療従事者も

医療法人の皆様におかれましては、依然として

──最終的に、緊急事態宣言下の東京都ほか、神奈

きはそのつど消毒してもらうなど、感染対策を徹

耐えているからどうか協力してください」という発

厳しい状況が続いておりますが、どうか引き続き

川県、埼玉県、千葉県の１都３県の会場において無

底していけば子どもたちへの感染は十分抑止でき

信をしていただきたいです。

お力添えをいただくとともに、各地域の若い層へ

観客での開催となりました。

ると考えています。

万全な感染管理を前提に
子どもたちには観戦してもらいたい

五輪・パラが始まる以前の7月初旬から東京都

これに関しても、１年前からわかっていたこと

では感染の再拡大が始まり、７月12日には４回目

ですから、予測される感染状況ごとに複数の感染

の緊急事態宣言が発令されました。デルタ株と

防御策をパターン化し、
「この感染状況ならここ

いった変異株の台頭や、７月21日時点で東京都の

までできる・できない」といったグレード分けを

新規陽性者数が1000人を超えたことからも、緊急

事前に示して、教育委員会や保護者に向けて説明

事態宣言を出したこと、無観客での開催について

しておくべきだったのではないでしょうか。

も、当然の判断と言えます。

──東京五輪・パラの影響も踏まえて、新型コロナ

ただ、私個人として非常に強く思うのは、子ど
もたちには五輪・パラの様子を実際に見せてあげ

の動向と対策はどのように変遷していくと思われま
すか。

たかったということです。なぜかというと、自国

東京都では現在、6000床のコロナ病床を確保し

で五輪・パラが開催されるのは四半世紀に１回あ

ていることが知られていますが、今のペースで感

るかどうかの貴重な経験だからです。

染拡大が急増し続ければ、病床は速やかにひっ迫

さまざまなスポーツ選手の活躍を見るのはもち

せざるを得ないと思います。

恐らく年内から年明けには、新型コロナの内服
治療薬もできるのではないかと私は信じています。

の感染予防の啓発についても、ご協力を賜れます
と幸いです。
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投稿募集のお知らせ
今後さらに進展する医療制度改革や、複雑・多様化する医療法人制度に対応すべく、当協会では「情
報化への対応」を強化する一環として、
「各支部および会員からの情報提供の推進」に取り組んでいます。
これは会員相互の情報交換・共有化を促し、今後の法人運営等のご参考にしていただくことが目的です。
そこで当協会では、会員の皆様はもちろん、現場の職員の皆様も含めまして、幅広くご意見や論文等を
募集しております。ご応募いただいたものにつきましては、医法協ニュースに掲載し、会員・職員の皆
様にご紹介させていただきます。

ろんのこと、来日するさまざまな国の人たちの文

これに対するカギが、各医療機関で接種を進め

化に触れる機会でもあり、特にパラは、障害者ス

ていただいているコロナワクチンです。現在、１

文字数は 861 字（21 字× 41 行）〜 2,226 字（21 字× 106 行）です。医療にかかわるさまざまな制度・

ポーツの素晴らしさを知るきっかけとなるでしょ

日当たり 120 ～ 150 万回のペースで打っていただ

仕組み等に対するご意見や、医療の現場を通じて日頃お考えになっていること、あるいは独自の取り組

う。そうしたさまざまな体験を子ども時代にでき

いており、
相当に進んでいると思われます。ただ、

み等、どんなテーマでもかまいません。どしどしご応募いただきたく、謹んでお願い申し上げます。

るのは、
教育上も非常に有意義だと考えています。

やはり、全国民の接種完了までには今秋から今冬
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