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必達！！年間例会出席率 90％

られます。まず、風邪症状が 1 週間ぐ 代別に考えた方がよいと思います。い
らい続いて、そのまま軽快するという まだ、世代別の疫学報告はありません
もの。この経過をとる人が大半です。 が、私個人のざっくりとした印象で言
新型コロナウイルスといっても、重く うと、若者の重症化率と致命率は、統
発症するわけではありません。ほんと 計的に見れば、ほぼゼロでしょう。一
に風邪です。ただ、普通の風邪は 2、3 方、感染した高齢者の約 1 割が重症化
日で治りますが、新型コロナウイルス して、1％程度が死亡するのではない
だと長引くのが特徴です。

かと感じています。これは、やや甘め

次に、風邪症状が 1 週間ぐらい続い の見積もりであって、要介護高齢者や
て、倦怠（けんたい）感と息苦しさが 入院患者では、さらにリスクが高まる
出てくるもの。体がむくんだり、下痢 ものと考えてください。
新型コロナウイルス感染症（COVID が重なる人もいるようです。高齢者や
-19）の臨床像がおおむね分かってきま 基礎疾患のある方において、この経過 今後、必要となる院内感染対策
した。敵を知ることで戦い方も見えて をとる人が多いのですが、健康な壮年
新型コロナウイルスに感染後、死亡
きます。そのための封じ込め（時間稼 層にも見られることがあります。一方、する人を減らすには、高齢者や基礎疾
ぎ）でしたから、まずは発生初期にお この経過を子どもがとることは極め
患のある人に感染させないようにし
ける目的に至ったと言えます。次は流 てまれとされています。感染してから て、院内感染を防ぐのが重要です。基
行の立ち上がりに向けて、それぞれが 発症するまでの潜伏期間は 5 日（1～ 礎疾患のある人とは、糖尿病や高血圧、
必要な備えを取る段階になります。も 11 日）ぐらいで、入院を要するほどに 腎臓病など慢性疾患があって、定期の
はや、流行を抑止することは主たる目 重症化するのは、さらに 10 日（9.1～ 内服薬を要する人だと考えてくださ
的ではなくなってきました（やれるこ 12.5 日）たった頃だと見積もられてい い。以下、これらの方々をハイリスク
とはやるべきですが）
。むしろ、重症 ます。感染力が強いのは、発症から 3 者と呼びます。
化する人を減らし、とくに新型コロナ ～4 日目ぐらいだと考えられています
流行期には、ハイリスク者の方々が
ウイルスに感染して死亡する人をで
が、重症化すると感染力も維持されて 人混みを避け、なるべく自宅で過ごし
きる限り減らすことに力を注ぐべき
ていただくことも大切です。感染リス
院内感染を引き起こしやすくなって
です。

います。

クのある医療機関を受診する回数を

新型コロナウイルスに感染したと

減らすためにも、1 カ月おきの外来受
若者と高齢者で臨床経過が異なる
きの臨床像は、2 つのパターンに分け ので、重症化率と致命率についても世 診を 3 カ月おきなど、長期処方にする

前 例 会 の 記 録
第１３５２回
２０２０年３月３日（火）
[点鐘] １２時３０分
[ソング] 君が代・奉仕の理想
[ゲスト] 岐阜県経営者協会
専務理事
[ビジター]

安藤正弘様

[出席] 会員総数30名（出席免除 4名）
本日出席19名 73.08％
[行事] 『働き方改革
岐阜県における課題と事例』
岐阜県経営者協会
専務理事 安藤正弘様
担当 副会長

次

回

予

定

第１３５４回
２０２０年４月７日（火）
[点鐘] １８時４５分
[行事] 観桜夜間例会
十八楼
担当 親睦委員会

と共に、予約を延長するようにするこ どあちこちを触ってから、洗面台に行 することとなりました。また、31 日
とも必要でしょう。

っても手遅れだということです。同居 （火）の例会は行う予定ですが、感染

また、高齢者施設や病院での感染管 する家族が風邪をひいたら、ハイリス 拡大の状況を見つつ、23 日頃に開催可
理は極めて重要です。例えば、100 人 ク者と接触しないよう症状が治まる 否の最終判断をいたします。なお、職
の高齢者が入院する施設で新型コロ

まで家庭内で隔離してください。そし 場訪問例会は 4 月 21 日（火）に実施

ナウイルスがアウトブレイクした場

て、風邪をひいている人が部屋を出る する予定です。何卒よろしくお願い申

合、30 人以上が発症し、10 人以上が ときは、マスクを着用させて、アルコ し上げます。
救急搬送を要して、数人がお亡くなり ールで手指衛生をしてください。部屋 【変更後の例会予定】
になるというイメージが必要です。こ の外では、できるだけ余計なものは触 3 月 10 日（火）休会
のような事態を避けるためにも、全力 らないこと。トイレに行った後は、触 3 月 17 日（火）振替休み
で感染管理に取り組みましょう。まず、った場所に対してアルコールを染み 3 月 21 日（土）22 日（日）休会
外から持ち込ませないこと。流行期に こませたペーパータオルで拭うこと。 3 月 24 日（火）振替休み
あっては、原則として面会はすべて中 お風呂は最後に入ること。バスタオル 3 月 31 日（火）卓話（11）
止。物品の搬入なども玄関先で行いま は絶対に共用しないこと。
す。どうしても施設内に入らなければ

例会後、次年度理事会

こうした対応を発症してから 7 日間 4 月 7 日（火）観桜夜間例会

ならないのなら、玄関先でアルコール は頑張ってください。それが困難であ

17：30～理事会

による手指衛生を行って、トイレも含 るなら、一時的にハイリスク者を親族 4 月 14 日（火）休会）
め共用の場所には立ち入らないよう

の家などに疎開させることも考える 4 月 21 日（火）職場例会（2）

に求めます。

よう指導してください。

4 月 28 日（火）休会

職員についても、当然ながら玄関先
で手指衛生。そして、毎朝の検温と症

表

彰

状確認を自己申告ではなく、管理者に ポール・ハリス・フェロー表彰
よる指差し確認を行います。もし、軽 勝野和男、大島康之、秋保賢一、安藤
微であっても症状があれば、絶対に休 元一、田邊雅範（敬称略・順不同）
ませてください。絶対にです。勤務中
であっても症状を認めたら、絶対に休

卓 話
『 働き方改革
岐阜県における課題と事例 』
安藤正弘様
※卓話はホームページへ掲載しま
す。岐阜中 RC 公式サイト
http://gifunaka.com/

ませてください。もう一度言います。

友情と奉仕の灯を

絶対にです。

スマイルボックス委員会
大橋哲也君
安藤様、本日はよろしくお願いいたし
ます。また、本年度、岐阜県エクセレ
ント企業に（株）平成調剤薬局が選出
されました。ありがとうございます。

なお、流行期においては、出勤でき
る職員数が半減することも想定しな
ければなりません。このとき、すべて
の業務を継続させようとしたり、現場
の判断で場当たり的に仕事をさせる
のではなく、優先的に継続させるべき
中核業務を決定しておくことが必要

★誕生日おめでとうございます★

です。入院患者の協力のもと、どこま
で業務をスリム化できるかが勝負で
す。
通院者やその家族にどのように指導
すべき？
ハイリスク者がいる家庭では、ウイ RI よりピンバッジの贈呈があり、代表
ルスを外から持ち込まないように、玄 で勝野会員が授与されました。
関先にアルコールを置いて帰宅時の

竹村安史君
58 歳になります。
安澤嘉崇君
今週 48 歳になります。東京マラソン
を走ることができず、欲求不満気味に
誕生日を迎えます。
★結婚記念日おめでとうございます★

森益男君
手指衛生を徹底するよう指導してく
確か 42 回目？と思いますが、お陰様
幹事 安澤嘉崇
ださい。アルコールが手に入らないな
でもうしばらくは持ちそうです
新型コロナウイルスによる肺炎が
ら、おしぼりでもいいです（やらない
森井脩次君
広がりを見せる中、10 日の例会は休会
よりはマシ）
。とにかく、ドアノブな

幹事報告

2

