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入し︑擾先配布することを

を抑えられない﹂と危ぶむ︒
政府は先月︑医療機関向
けにマスク千五百万枚を購

三
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いといけない﹂と語った︒
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ネットで呼びかけている︒

府に求める署名をインター

に限らず︑小規模病院や診

感染症治療の指定医癒機関

げた人が六割超に上った︒

スクや消毒薬︑防護服など
﹁医療用物資の不足﹂を挙

事務局次長は﹁多くの病院 鵜憾謂溜鵠補掴総9朗粥746−繍禰灘㈱
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蔵前堕︺診療所︵東京都

ンケートした結果でも︑マ

千代田区︶が先月十七〜二
十三日︑医師八百十七人に
新型コロナ対応の課題をア

い中で感染者に対応するケ
ースが増えれば︑各地で院
内感染も増える﹂と話す︒
医療情報提供サービス会
社﹁eヘルスケア﹂︵東京都

少なくない︒物資が足りな

する態勢を取れない病院は

の克行氏は法相を辞任した︒広島地検は今年1月15日︑夫妻の地
元事務所などを家宅捜索︒3月3日には夫妻の秘書らを逮捕し︑
東京の議員会館にある夫妻の事務所を捜索した︒

感染拡大が止まらない新型コロナウイルス︒政府の専門家会議は医療現場が機

能不全に陥る可能性を指摘したが︑病院やクリ一一ックが悲鳴を上げているのか医

療用マスクや防護服などの物資不足だ︒今後︑感染者が爆発的に増えた場合︑救
命のカギを握る人工呼吸器の準備も心もとない︒経済大国で︑初の感染確認から
︵中山岳︑安藤恭子︶

づらい︒事務職員の方に使
ってもらっている﹂と説

台東区︶でも消毒用アルゴ

発信してほしい﹂と求める︒

勢を取れるようにし︑情報

わることであり︑政府は国
内でできるだけ早く増産態
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﹁感染の疑いがある患者は

らが着けるサージカルマス

よると︑各地の病院で医師

ースシールド︑ゴーグルも

着ける医療用ガウンやフェ

クや︑感染症患者の治療の
際に使う高性能の﹁N95﹂
など医療用マスクが不足︒
ほかにPCR検査で医師が

一般の外来と別の部屋で診

クル

察しているが︑別々に診察

ている︒原田文植所長は

り︑医師や看護師が着ける
医療用ガウンも少なくなっ

前から︑一日おきに換える
ようにしている︒池田氏は
﹁同じマスクを二︑三日続

／葬誓／ ／ 鮭／綴髪／ 定／

時間もあった日本が︑なぜこんな状態なのか︒

決めた︒同クリニックにも
数日前に届いたが︑医療に
不向きな布マスクが二十枚

だけ︒池田氏は﹁洗って再

明︒二日一枚のマスクを医

医師ら﹁院内感染増える﹂
や看護師ら六十人は院内に

療・介護従事者に！﹂と政

利用するにせよ医師は使い

るが︑一カ月ほどでなくな

備蓄していた分を使ってい
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﹁来週には三日おきにし

かマスクを取り換えられな
くなるかもしれない﹂
日原鳳クリニック︵堺市︶
の内科医︑池田信明氏が窮
状を語る︒先月︑取引先業
者でマスクの在庫が切れ︑
購入できなくなった︒医師

くさ強こて険院が行るず
行る権そもがで 動段、初
療所でも足りないという︒
物資の欠乏は都市部に限
らない︒全国約七百五十の
病院や診療所などが加盟す
る﹁全日本民主医療機関連
合会﹂ ︵東京都文京区︶に

①感染防止を呼び掛ける
チラシが掲げられた診
療所の受付窓口
㊦中国・武漢の病院￣ご新
型肺炎の患者の治療に
当たる医療関係者ら＝
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爆発的な感染弦大が現実
になった場合︑救命のカギ

を握るのが人工呼吸器だ︒
自力で呼吸できない患者の
呼吸を補助する装置で︑息
を吸う時は圧力を高めて空

気を肺に送り込み︑吐く時

る︒価格は数百万円︒

は低くして出しやすくす
日本呼吸療法医学会と日

本臨床工学技士会による
と︑二月中旬の時点で全国
の主な医療機関に二万二千
台以上が配備されている︒
六割に当たる一万三千台余
りが使われず待機中だった

が︑医学会事務局によれ
ば︑その後の感染者増で待
機台数は減っている可能性

感染爆発への備えも
閉

競

①重症の肺炎患者の治療に使われるECMO（エクモ）

せるかば不透明﹂と明かす︒
さらに台数が確保できれ
ば良いわけでもない︒医学
会事務局の担当者は﹁人工
呼吸療法には︑適切な機能
を備えた集中治療室と人工
呼吸に習熟した医師︑看護
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志・多摩大大学院名誉教授
は﹁最悪の状況を想定して

鰯注意市観柄

師︑臨床工学技士も必要
で︑今ある台数がそのまま
使えるとは限らない︒これ
らの準備に対する政策支援
を求めたい﹂と話す︒
先月亡くなったタレント
の志村けんさんにも使われ
た人工心肺装置﹁ECMO
︵エクモ︶﹂も増産が急務だ︒
患者から血液を取り出し︑
二酸化酸素を出して酸素を
入れた上で再び体に戻す装
置で︑千数百万円程度︒人
工呼吸器でも救命が難しい
重症者に使われている︒
医療機器大手のテルモは
年間百数十台を生産してき
たが︑横浜港のクルーズ船
愚者がエクモを使って回復
したことも受け︑一月から

きるようにする︒日本CO

増産態勢に入った︒早期に
百台ほど上乗せして生産で

el代表の竹田晋浩医師は

VID〜19対策ECMOn

﹁扱う人材を育成する資金

の支援などを国に求めた︒
増産のほか地域で限られた
機材を融通できる仕組みも
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がある︒
既に感染爆発が起きた欧
米は︑人工呼吸器の増産に
力を注いでいる︒米国は自
動車大手ゼネラル・モータ

園闇闇聞闇蘭画

−ナイス871120

ーズに国防生産法に基づく
製造命令を発した︒英国も
エアバスやロールスロイス
などの異業種企業に増産を
要請している︒
日本も三月三十一日にな
って︑梶山弘志経済産業相

が人工呼吸器の増産や輸入
増で供給体制を確保し︑補
助金創出も含めて検討を進
める考えを示した︒経産省
の野沢秦志広報室長は﹁日
本で呼吸器が劇的に不足し

い︒ただ︑感染拡大すれば一

ているとは認識していな
気に不足する恐れもあり︑
備えを始めた﹂と説明する︒
国内医療メーカーの担当者
は﹁スイスのメーカーから

輸入しているが︑欧州の感
染拡大で︑国内供給を増や

㊤新型コロナウイルス感染症の入院患者に装着された人工呼吸器＝3月20日、
フランス・バンヌで（ロイター・共同）

識者「首相も都知事も具体的対策を」
増産︑輸入見通せず人材確保も課題
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