帰省受け入れ の地方 へ 「帰目者迎 えるつ も りで」
の感染 リス クは旅先以 上

家庭 内
020201227

Xこ の記事は約3分 で読めます。

普段 な ら都市部な どに出 た家族 の帰省 を迎 えることが多い兵庫県丹波地域
(丹 波市、丹波篠 山市)。

ただ、今年 は新型 コロナ禍 中。帰省 は少な い とみ

られ るが、あるとすれば注意す べ き点 は何か。感染症専 門医の見坂恒明医師

(45)=同 県立丹波医療 セ ン ター地域医療教育セ ンター長 =に 聞 いた。感染
流行地域 か ら帰省す る人 を迎える家族 は、 「海外 か ら帰国者 を迎 えるつ も り
で」 と注 意喚起 して い る。
一人が動 く年末年始の懸念 は
感染流行地域 か ら帰省す る人が ウイルス を持ち込み、家庭 内感染 が広が ら
ないか と心配 している。帰省 は「 GoToト ラベ ルJと 同 じ。観光地 のホ テ ルな
どと比 べ、家庭 は感染対策が しづ らい し、家族 は じゃべ り込 むので、帰省 し
た家族 の 中 にウイルス を持 った人がいた場合、感染 リスクが旅先以上 に高 く
感染防止 について語 る見坂医師 =2920

な る。 「家族だか らウイルス を持 っていないJと い うことはな い。そ の こと

年 12月 24日 午後9時 36分 、兵庫 県丹渡市

を頭 に置 いていて ほ しい。普段―給 に住 んでい る人以外 の人 を迎 える とい う

氷上町石生 で

ことは、感染流行地域 に出掛 け、知 らな い人 と しゃべ るの とリスクは一緒
だ

。

一危ないタイ ミングは
マス クを外す ときだ。居間 や台所で食 卓 を 囲む一番の楽 しみの 時間 が残念なが ら危 な い。 で きるな ら、食事時間
を変 える、対面で座 らないようにす るな どの工夫を。食事中 は会話を控 え、食 べ ることに集中す る。
一なかなか難 しい
食事中、日元をク リアファイル で も扇子 でも何で もいいので隠す。手 の ひ らでは面積が小 さ過 ぎる。
一室内でもマスクを した方が良 いのか
そ うだ。 マス クを しな いの な ら、 2メ ー トル 以上距離 を取 る。 マス クは不織布 のものを。布 マス クや ウ レタ ンマス
クよ り、 ウイルス カ ッ トの性能が高 いことが分 かっている。 ウイルスの暴露 が 少なければ少な いほど感染がlPえ ら
れ る。特に年末年始 は、不織布 マス クを使 ってほ しい。

―帰省す る人が気を付 けることは
移動中は極力、物 を触 らな い。携帯用 のアル コールを持ち歩 く。家に入 るとまず手洗 い、 うが いをす る。 ベ ス ト
は 日帰 り。寂 しいけれ ど、団 らんか ら自ら「遠 ざかる」。
一つ まらな い帰省 にな って しまう
こんなことを言わ ざるを得な いのは心苦 しい。 しか し、 まだ治療薬がな い。 い ろんな薬 が試 されたが、有効 な薬
は 「デカ ドロンJと い う重症感染症患者 に使 うステ ロイ ドぐらい しかない。肺炎 の 炎症 を抑 え、肺 が線 維化 して働
かな くなるのを防 ぐ薬で、 インフル主 ンザ の治療薬 「 タ ミフル」 のようにウイルスを減 らす作用 はな い。 ほかにで
きるのは酸素投与だ。結局 のところ、かか った人が重症化「す る」 「 しない」、回復 「す る」 「 しな いJは 、本人
の免疫力次第。我 々は回復 を助 けることしかできず、根本的治療 ができな い。収束 のめ どは立たないばか りか、 こ
れ まで きほ ど感染が広が っていない丹波地域 で拡大す ることを心配 している。用心 してほ しい。
一単身赴任 されて い るが、 ご自身の帰省 は
家族が感染流行地域 に住 んでいるわ けではな いが、正直、悩んで い る。移動 自体 に リス クがあ る。丹波市内で飲
みに出な いだ けでな く、外食 も控 えている。研修医たち と院外 で コ ミュニ ケーシ ョンをと り、医学以外 の部分 も含
め、 い ろんな話 を した いが、それがで きな い。楽 しみ を我慢 して生 活 しているのは、 みな さん と同 じだ。

