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小特集ノート：寄稿

支え，つなげるための情報発信
～地域の感染症コンサルタントの立場から～

岸田 直樹1

Disseminating Information to Support and Connect:
From a Viewpoint of Consultant for Infectious Diseases in Hokkaido

KISHIDA Naoki1

要旨
筆者は総合診療医・感染症医として診療の現場に立つだけではなく，一般社団法人 Sapporo

Medical Academy を立ち上げ，医療コンサルタントの仕事も行なってきた．2020 年以降は，札幌
市の危機管理対策の新型コロナウイルス担当参与を務め，行政とともに対策にあたるとともに，個
人として新型コロナウイルス感染症の情報を Twitter やマスメディアで積極的に発信してきた．
本講演では，まず札幌市の新型コロナウイルス対策を振り返る．次に，新型コロナウイルスの問題
は 10 年前からあった医療における様々な社会課題が顕在化したものであり，薬剤耐性菌の問題や
2025 年問題など，より広い視野で医療の問題に取り組むことが次の 10 年に向けて重要であること
を述べる．また，これらの問題や筆者の経験をふまえ，論理だけではない，信頼や共感といった感
情的要素をも重視した発信の重要性を紹介する．

キーワード：新型コロナウイルス感染症，情報発信，医療コンサルティング，薬剤耐性菌，ワクチ
ン

Keywords: COVID-19, offer information, consulting for infectious diseases, antimicrobial resistant
bacteria, vaccine

1. 自己紹介
CoSTEP 修了，おめでとうございます1)．とはいえ，「やっとスタートラインに立った」というの

が皆さんの思いでしょう．私もいろいろなところを修了してきて，修了したときに「やっとスター
トラインに立った」という思いをいつも抱いてきました．西浦先生の話（西浦 2021）に続いて私か
らもお話しします．

私は生まれも育ちも北海道の函館です．はじめは東工大で物理学者を目指していました．しか
し，撃沈して，旭川医大に拾ってもらったといった感じです．初期研修修了後，総合内科の立ち上
げに関わり，総合内科・医学教育フェローを修了，その後感染症学びに行きました．その感染症の
フェローは，東京都知事の小池百合子さんとよく一緒に会見で映っている国際医療研究センターの
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2021年⚖月30日受納 2021年⚗月⚕日受理
所 属：1. 一般社団法人Sapporo Medical Academy代表理事
連絡先：kiccy1975@gmail.com

大曲貴夫先生のもとでやっています．
私は現在，総合診療医であり，感染症医でもありま

す2)．北海道科学大の薬学部では客員教授として，「臨
床推論」という新しい時代の薬剤師のコンテンツを提
供しています．そして，現在は，新型コロナウイルス
感染症対策の仕事として，札幌市の危機管理対策室の
参与としても関わっており，札幌市のアドバイザーも
しています．そのような中，実際の所，私にとっての
一番中心的な立ち位置は Sapporo Medical Academy3)

という自分が立ち上げた一般社団法人です．ここを
ベースにして，いろいろ発信をしています．あと実は，
西浦博先生がいた西浦研に私は現在所属していて，感
染症疫学と人口学を学んでおり，現役の北大生でもあ
ります．私は，この北大の MPH コース4) を修了して，
西浦先生のところで感染症疫学と人口学を研究してき
ました．お前は何者かと聞かれたら言いにくいのですけれども，私は「医療界の百姓」になれれば
良いと思ってやっています．今回は，特に感染症を中心とした切り口でお話しします．

2. 新型コロナ流行の予測・対策に関する実践
私は，たぶん医師の中では，どちらかというと情報発信を積極的に行っているほうだと思います．

ですが，私の SNS の発信にも様々な失敗があります．そうしたことを反面教師としながら発信し
ている一人だと思ってほしいです．そんな中でも，今日は，コンサルタントと札幌市の参与という
切り口から，主に新型コロナウイルスをめぐる状況下に医療の現場で私がこれまで実践してきたこ
とをお伝えできればと思っています．

2.1 診たくない，関わりたくないコロナとの戦い
ひとまず，今回のこのコロナの状況，このパンデミックという状況があることを疑う人はいない

と思います．ただ，やはりこのコロナで一番大切なキーワードは「パンデミック」だけではなく，
皆さんが学んだ科学技術コミュニケーションにもつながる「インフォデミック5)」がかなり大きな
影響を与えていると私は思います．

実際，このコロナが流行していま一年ちょっと経ちますが，SNS 上で，一年ちょっと前に言って
いた時の自分の気持ちはいまも変わりません．このコロナについて，「とにかくこんなに微妙かつ
絶妙なウイルスはいないな」「とにかくぼろが出やすいウイルスです」という，少しモヤッとさせた
言い方をしていました（岸田 2020a）．ちょっと言い方が悪いですが，脆弱な医療機関，組織，専門
家，人間関係，そういったところでぼろが出やすいのがコロナの特徴だと思います．

よく，この新型コロナウイルスについて，「痛いところを突いてくる」ということを言う方がいま
す．それは悪くはないのですが，「ぼろが出やすい」という方が私にはしっくりときます．これはこ
のコロナの特徴から見えています．というのも，この新型コロナウイルスは，臨床的特徴および感
染症疫学的特徴の統計学的データの分散が極めて大きく，幅が広いからです．例えば，この新型コ
ロナウイルス感染症は重症化する人もいれば，ただの風邪のように終わってしまう人もそれなりに
います．その様々な特徴を断定することが極めて困難であり，かつそのような発信が危険な感染症
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しています．そのような中，実際の所，私にとっての
一番中心的な立ち位置は Sapporo Medical Academy3)

という自分が立ち上げた一般社団法人です．ここを
ベースにして，いろいろ発信をしています．あと実は，
西浦博先生がいた西浦研に私は現在所属していて，感
染症疫学と人口学を学んでおり，現役の北大生でもあ
ります．私は，この北大の MPH コース4) を修了して，
西浦先生のところで感染症疫学と人口学を研究してき
ました．お前は何者かと聞かれたら言いにくいのですけれども，私は「医療界の百姓」になれれば
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ひとまず，今回のこのコロナの状況，このパンデミックという状況があることを疑う人はいない

と思います．ただ，やはりこのコロナで一番大切なキーワードは「パンデミック」だけではなく，
皆さんが学んだ科学技術コミュニケーションにもつながる「インフォデミック5)」がかなり大きな
影響を与えていると私は思います．

実際，このコロナが流行していま一年ちょっと経ちますが，SNS 上で，一年ちょっと前に言って
いた時の自分の気持ちはいまも変わりません．このコロナについて，「とにかくこんなに微妙かつ
絶妙なウイルスはいないな」「とにかくぼろが出やすいウイルスです」という，少しモヤッとさせた
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家，人間関係，そういったところでぼろが出やすいのがコロナの特徴だと思います．

よく，この新型コロナウイルスについて，「痛いところを突いてくる」ということを言う方がいま
す．それは悪くはないのですが，「ぼろが出やすい」という方が私にはしっくりときます．これはこ
のコロナの特徴から見えています．というのも，この新型コロナウイルスは，臨床的特徴および感
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なのです．
実際，私がコンサルタントとして何の仕事をしていたのかと問われると，私の素直な気持ちとし

ては，このコロナでやっていた仕事のほとんどは，医療者の，コロナ診たくない，関われない病，
関わりたくない病との戦いです．その病の治療と心のケアにひたすら時間をかけてきました．こう
いう言い方をすると，何かちょっと失礼な感じになるかもしれないのですが，別に医療者が悪いわ
けではありません．これこそ，まさにインフォデミックの問題です．この新型コロナウイルスにつ
いては，医療者が続々感染して亡くなられるという報道が最初の頃出たので（BBCNEWS JAPAN:
2020a），多くの医療者が，コロナを診たくない，コロナには関わりたくないと思うのは仕方がない
ことです．

ただ，きちんとした感染症の知識を持つと，むしろ真逆の考え方ができます．私は，普通に感染
症医としてコロナ病棟に行きます．そして，きちんと対策をとっていれば，むしろ，そういう人の
ほうが，コロナにはかからないと思います．ただしこれは医療崩壊が起こっていないというのが前
提で，医療崩壊を起こさないことはとても重要になります．この医療現場の認識の違いを何とか埋
めたいと思ってやってきたのがこの一年間でした．とはいえ，医療者の「コロナ診たくない」「関わ
りたくない」という気持ちを溶かすことはなかなか難しかった．私も様々なご批判をいただき，辛
くて，心が折れそうな感じはありました．

2.2 SNSやマスメディアでの情報発信
ツイッター上でこの一年間発信してきた中で最も「いいね」もしくはリツイートが多かったのは，

外出自粛がある場合と無い場合での感染の広がりの違いをアニメーションで表したシミュレーショ
ンです（図⚒）（岸田 2020b）．これは私が作ったものではなく，海外のウェブサイトのフリー動画

（KATAPULT 2020）を流したものです．緑が健康
な人で，赤が感染した人です．右側がソーシャル
ディスタンスがある状態で，左側がない状態です．
人が動くと赤が伝播していって，回復するか，そう
でなければ死亡する．やはり自粛の有無を視覚的に
訴えたことでインパクトが大きくなり，私のツイッ
ターで⚖万ぐらいの「いいね」がきました．このよ
うにして，私もそれなりに発信してきました．

最近の発信も挙げておきましょう．私は基本的に
は医療者向けの発信が多くて，去年の年末には医師
向けに，コロナ禍での風邪の診かたとか，発熱の中
に紛れるコロナの診かたについても発信しました

（岸田 2011）．他には，一般向けの情報発信という
ことで，北海道新聞の「こどもみなぶん」での解説
もあります（北海道新聞 2020）．

こう見ると，感染症に関する発信が私には多いで
す．しかし，それだけではありません．去年の年末
に，NHK の「あさイチ」という番組に出演した際に
は，「いまこそ気をつけたい身近な薬との付き合い
方」という話しをさせてもらいました（NHK 2020）．
これはコロナとは関係なく，感染症医ではなく総合
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図⚒ 岸田による 2020 年⚓月 27 日のツイート

診療医として，医療の社会課題の一つである過剰処方の現状をお伝えした例です．実は，私の核に
ある仕事は総合診療医です．確かに現在はコロナがたいへんな状況になっています．しかし，日本
の医療にはもっと深刻な未曽有の事態が迫っており，そこに大きな変革が求められています．こう
した問題を背景に，総合診療医として医療におけるエンパワメントを推進するというミッションを
もつ Sapporo Medical Academy を立ち上げました．「あさイチ」での情報発信はこちらに関係する
ものでした．

2.3 感染症コンサルタントとしての活動
こういう形で医師の仕事をしていると，「先生，全国で講演してウハウハ生活ですか？」と研修医

に言われることがありますが，そんなことはありません．私の一週間の流れを軽く紹介しましょう．
私は実際，臨床を毎日行なっています．行っている病院は日によって違います．例えば，月曜日は
A 病院の総合診療科の回診をした後，午後に感染症の回診で，夜は研修レクチャー．火曜日はまた
別な病院，水曜日は……といった具合です．木曜日の夜は，研修医と救急当直して，一緒に診療も
します．このように，日々臨床しながら，コンサルトとして現場に介入しています．その中で，私
は北大の MPH コースや，西浦研の博士課程に通っていました．そして，コロナが流行して現在に
至るという状況です．コロナが流行する前から私は感染症医の仕事をしていました．その理由は，
北海道の感染症診療をもっと良くしたいという思い，この感染症診療の学びが無い問題を何とか伝
えなくてはいけないなという思いからです．

ただ，皆さんも今回のコロナで気づいたと思うのですが，この感染症医が少ないわけです．こん
な中でどうやっていくのか．そこで，私が編み出したというか，考えついたのが，コンサルタント
という今の立ち位置です．私が北海道の感染診療を良くしたいという理由は，感染症領域に様々な
脅威が迫ってきているからです．実はこの感染症領域ついて，WHO は 2014 年ぐらいから，世界の
危機的な状況について警告を発してきました．危機的な状況というのは，『Antimicrobial resist-
ance: global report on surveillance』（WHO 2014）という WHO による 2014 年の報告にある，薬剤耐
性菌をめぐる状況です．この WHO の報告は日本でもニュースになりました．薬剤耐性菌が広
がっているということで，この公衆衛生学的に極めて危機的な状況を変えていかなければならない
ということが言われてきました．耐性菌が生まれる原因は，薬の間違った使用法に原因があります．
薬の誤使用や過剰な服用が世界中で行なわれていて耐性菌ができてしまう．この薬剤耐性菌の脅威
と対策を日本はどうやって伝えるのかというと，例えば，TV アニメ「はたらく細胞」とコラボした
ポスターを使ったりして，情報発信しています（AMR 臨床リファレンスセンター 2020a）．今回の
コロナの脅威が来る前から，いくつもの脅威と感染症領域は戦ってきたのです．私も，感染症医が
少ない中でも薬剤耐性菌を何とか減らしたいという思いで，医療のコンサルテーションという仕事
を北海道でやってきました．

薬剤耐性菌の脅威はどんどん迫ってきていますから，感染症医の少なさを何とかしなくてはいけ
ません．私は現在，10ヵ所ぐらいの病院とコンサルト契約をしながら，実際の症例介入とともに教
育して情報を伝えることで，その病院の感染症対策の質を高めていくという形で，他職種の方々と
ともに，感染症の情報をお伝えしています（図⚓）．

このコンサルトをやって，はや⚗年ぐらい経つのですが，私が西浦研でやっていた一つの研究が，
この耐性菌の減らすスピードを，私の介入によって加速させるというものでした（Kishida &
Nishiura 2020）．私がコンサルトしているいくつもの病院において，私が介入した後で，耐性菌の減
るスピードが加速したという論文です．この論文を出版した直後に，コロナが流行しました．西浦
先生もたいへん忙しくなったということで，滑り込みセーフみたいな感じで研究を進めていました．
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なのです．
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関わりたくない病との戦いです．その病の治療と心のケアにひたすら時間をかけてきました．こう
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図⚒ 岸田による 2020 年⚓月 27 日のツイート
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コロナの脅威が来る前から，いくつもの脅威と感染症領域は戦ってきたのです．私も，感染症医が
少ない中でも薬剤耐性菌を何とか減らしたいという思いで，医療のコンサルテーションという仕事
を北海道でやってきました．

薬剤耐性菌の脅威はどんどん迫ってきていますから，感染症医の少なさを何とかしなくてはいけ
ません．私は現在，10ヵ所ぐらいの病院とコンサルト契約をしながら，実際の症例介入とともに教
育して情報を伝えることで，その病院の感染症対策の質を高めていくという形で，他職種の方々と
ともに，感染症の情報をお伝えしています（図⚓）．

このコンサルトをやって，はや⚗年ぐらい経つのですが，私が西浦研でやっていた一つの研究が，
この耐性菌の減らすスピードを，私の介入によって加速させるというものでした（Kishida &
Nishiura 2020）．私がコンサルトしているいくつもの病院において，私が介入した後で，耐性菌の減
るスピードが加速したという論文です．この論文を出版した直後に，コロナが流行しました．西浦
先生もたいへん忙しくなったということで，滑り込みセーフみたいな感じで研究を進めていました．
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実は，このコロナに限らず，感染症領域の情報
発信には，極めて重要な状況があったというこ
とになります．

2.4 認識の格差と地域の格差がある新型コロナ
このコロナの特徴について，私がもう一つ大

切だと感じることは，このコロナには「格差」
という特徴があるということです．例えば，一
つの重要な格差は認識の格差です．「認識の格
差」というと，一般の人と専門家とのあいだの
認識の格差のことを思い浮かべがちです．しか
し，実は医療者のあいだにも，このコロナに関
する情報の認識に大きな格差がいまだにありま
す．そして，私が見るに，感染症専門家のあい
だにも認識に格差があります．こういう言い方
をすると，「医療者もダメなのか」と思うかもしれません．ただ，コロナに関してはどんどん新しい
情報が来るので，その解釈は医療者でも難しく，この認識の格差がさまざまなところに現れている
のです．どうやって上手に情報を伝え，さまざまなところにある情報の格差をいかに埋めるのかと
いう問題がコロナの特徴の一つです．そう思いながら私は今までやってきました．

また，このコロナについては，大きな地域格差があるというのが特徴です．皆さんも感じている
と思いますが，このコロナウイルス，だいたい関東とその周辺，関西，福岡が流行地ですよね．あ
と北海道も流行地なのですが，実は北海道全体で流行しているのではありません．ほとんどの流行
が起こっているのは札幌です．なぜこういう状況が生じるのか．それは，札幌が日本の市の中で第
⚔位の人口を誇るメガシティだからです．特に，このコロナは都市部での流行が特徴なのです．実
は札幌市は，福岡市や神戸市や川崎市，京都市よりも全然人口が大きい 200 万都市です．したがっ
て，札幌では流行が起こりやすい．

北海道でも，いくつもの都市部にもコロナは広がっていきましたが，では他の多くの地域に大き
な広がりとなっているかというと，意外に広まっていません．それはやはり上述の地域格差がある
からです．特に北海道は，札幌みたいなメガシティを抱えながらも，人口密度ランキング最下位で
す．だから，札幌の感染対策を北海道の他の地域に同じように当てはめるとすごくぎくしゃくしま
す．しかも札幌は，100 万以上の都市で豪雪世界⚑位です．この新型コロナウイルスには冬の季節
性という特徴もあり，気温が⚑度下がるだけで実効再生産数が 0.03 上がるというデータもありま
す（Si et al., 2021）．この冬の季節性という点からも札幌はかなり感染が広がりやすい特徴があり，
厳しかったのです．なので，この札幌市は，流行の最先端かつ最難関という中で，どんなコロナ対
策をするのか，どんな情報発信をするのかと常に考えながら，この⚑年間やってきました．

このように，いろいろなデータをお伝えすると，新型コロナウイルスへの対策は，2020 年以降に
出てきた新しい課題を解決する試みと見えるでしょう．しかし，この新型コロナウイルスについて
私たちがいま解決しようとしている課題のほとんどは，実は 10 年前からもともとあった社会課題
を解決しているだけではないかと私は考えます．これはとても重要な視点です．また，この⚑年間
でコロナのことがいろいろとわかってきたので，ポストコロナにおける次の姿も見えてきています．
なので，ここから大切なのは 10 年後です．これまでのハンマー＆ダンス6) とは異なるコロナ対策
が見えています．次の 10 年をイメージしたアプローチができるか？こそが重要なのです．
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図⚓ 道内の病院でコンサルティングを行う岸田
（左）．その隣から看護師，薬剤師，臨床検査
技師

2.5 札幌市の危機対策参与としてデータを分析・発信
私は，札幌市の感染状況とか医療体制のデータを毎週分析し，「Weekly Analysis」を出していま

す（図⚔）（岸田 2021a）．市でデータをこのように出しているところは全国でほとんどありません．
本当は北海道で出せば良いのかもしれないのですが，さっきも言った通り，北海道で出しても，か
なり地域格差があります．したがってやはり流行としては，この札幌市のデータが重要です．

つい数日前に出したデータにおいて，新規陽性者数が増えたり減ったりしています．確かに，実
効再生産数はかなりインパクトがあるものです．しかし，ここで大切なのは，実効再生産数も指標
の一つであり，複数の指標とともにこれを見るということです．感染状況，医療体制の分析，そし
て札幌市の各区ごとの広がりという複数のデータがあります．とにかく，この情報格差を逆に埋め
るためにもデータを出させてもらっています．ちなみに，相談件数といった他の様々なデータを踏
まえても増加していますので，やはりいま第⚔波の入口が見えている状況です7)．

ちなみにコロナの情報で，皆さんにも知っておいてほしいと思うのは，どんな情報を知るとコロ
ナの流行をより正確に捉えることができるのかということです．ちょっとしたクイズです．コロナ
は，実際，感染してから公表されるまでに，いくつかのポイントがあります．感染した日，発症し
た日，確定した日，公表日なのですけれども，皆さん，この四つのポイントの中で，コロナの流行
を最も表わすものはどれだと思いますか．ここも意外に伝わっていないところです．一般の方々は
ニュースなどではこの公表日の発生者数で状況を知ります．ところが，公表日の前に確定した日が
あるはずです．また，確定した日の前に発症した日があるはずです．そして，当然，発症した日の
前に感染した日があるはずです．

では，この中で最も流行を表しているものは何かというと，感染した日です．なので，本当はこ
の感染した日に基づいたデータ分析ができれば良いのです．しかし，感染症の難しいところは，感
染した日を覚えていないことが多いということです．なので，他の数字で代替します．そういう意
味では，皆さんが一喜一憂してしまうこの公表日というのは，実はデータの中で最もいまいちなも
のなのです．

例を挙げましょう（図⚕）．赤い線が実効再生産数を表しています．図⚕左は確定日ベースのデー
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図⚔ ⚓月⚑日から⚗日までの札幌市のデータをまとめたWeekly Analysis
の一部
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が見えています．次の 10 年をイメージしたアプローチができるか？こそが重要なのです．
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図⚓ 道内の病院でコンサルティングを行う岸田
（左）．その隣から看護師，薬剤師，臨床検査
技師

2.5 札幌市の危機対策参与としてデータを分析・発信
私は，札幌市の感染状況とか医療体制のデータを毎週分析し，「Weekly Analysis」を出していま

す（図⚔）（岸田 2021a）．市でデータをこのように出しているところは全国でほとんどありません．
本当は北海道で出せば良いのかもしれないのですが，さっきも言った通り，北海道で出しても，か
なり地域格差があります．したがってやはり流行としては，この札幌市のデータが重要です．

つい数日前に出したデータにおいて，新規陽性者数が増えたり減ったりしています．確かに，実
効再生産数はかなりインパクトがあるものです．しかし，ここで大切なのは，実効再生産数も指標
の一つであり，複数の指標とともにこれを見るということです．感染状況，医療体制の分析，そし
て札幌市の各区ごとの広がりという複数のデータがあります．とにかく，この情報格差を逆に埋め
るためにもデータを出させてもらっています．ちなみに，相談件数といった他の様々なデータを踏
まえても増加していますので，やはりいま第⚔波の入口が見えている状況です7)．

ちなみにコロナの情報で，皆さんにも知っておいてほしいと思うのは，どんな情報を知るとコロ
ナの流行をより正確に捉えることができるのかということです．ちょっとしたクイズです．コロナ
は，実際，感染してから公表されるまでに，いくつかのポイントがあります．感染した日，発症し
た日，確定した日，公表日なのですけれども，皆さん，この四つのポイントの中で，コロナの流行
を最も表わすものはどれだと思いますか．ここも意外に伝わっていないところです．一般の方々は
ニュースなどではこの公表日の発生者数で状況を知ります．ところが，公表日の前に確定した日が
あるはずです．また，確定した日の前に発症した日があるはずです．そして，当然，発症した日の
前に感染した日があるはずです．

では，この中で最も流行を表しているものは何かというと，感染した日です．なので，本当はこ
の感染した日に基づいたデータ分析ができれば良いのです．しかし，感染症の難しいところは，感
染した日を覚えていないことが多いということです．なので，他の数字で代替します．そういう意
味では，皆さんが一喜一憂してしまうこの公表日というのは，実はデータの中で最もいまいちなも
のなのです．

例を挙げましょう（図⚕）．赤い線が実効再生産数を表しています．図⚕左は確定日ベースのデー
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図⚔ ⚓月⚑日から⚗日までの札幌市のデータをまとめたWeekly Analysis
の一部



タで作成したグラフです．先程も述べたように，確定日ベースのデータよりも，発症日データのほ
うが良いのです（図⚕右）．何が良いのか，あまりよく分からないかもしれません．しかし，よくよ
く見ると，確定日データのほうが流行曲線（青色のグラフ）がギザギザしていますよね．それに対
して発症日データになると，ちょっと滑らかになります．つまり流行の状況がより正確に反映して
いるのです．なぜ確定日データだとギザギザになるのか．それは週末になると検査体制が十分では
なくなり，確定日がずれてしまうという Weekend bias があるからです．そのため確定日ベースよ
り発症日データが良いのです．

ちなみにこの札幌市で 11 月ぐらいに大きな波，第⚓波があったのですけれども，この年末を迎え
る前に陽性者数を 66％ダウンさせました（図⚖）．これが実は，極めて大きな貢献だったのですね．
海外でも同じ増加の特徴があったのですが，この秋冬の最初の大きな波をどこまで減らせたかで，
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図⚕ 札幌市の新規陽性患者数（青棒グラフ）と実効再生産数（赤折れ線グラフ）の推移．期間は 2020 年⚑
月 20 日から 2021 年⚒月 19 日まで．左は確定日ベース．右は発症日ベース

図⚖ 札幌市では 10 月後半から 11 月中旬の第⚓波のあと，患者数をピークから
66％ダウンさせることに成功した

その次の波の姿が変わってきています．実際，これを減らせなかった地域はさらに増えていってい
ます．例えば大阪は抑えることができなかったので，さらに大きな波になりました．ところが，こ
れを半分以下に減らせた地域は，その次の波が来ていても，この最初の波を超えてたものにはなっ
ていないというデータになっています．実際，札幌市は 11 月中旬のピークから半分以下の 66％に
ダウンできたので，どうしても⚑月中旬に年末の人の動きの影響でまた波はできましたけれども，
19％増で抑えることができたということなのです．

ただ，これが果たして，札幌市の流行を表すデータで良いのでしょうか？ たぶん皆さんの多く
が，このデータがいまいちであることに気づいているでしょう．というのも，大きなクラスターが
発生すると，そこの新規患者発生数にデータが大きくひっぱられるのをよく見かけるからです．そ
うなのです．日本はクラスター対策をメインで行っているという特徴があります．そのため高齢者
施設や医療機関でクラスターが起こると，患者が一気に陽性になります．すると，悪いわけではな
いのですが，それでかなりデータがぶれるということが起こります．これはスポーツクラブでのク
ラスターなど市中でも同じことが起きます．クラスターでデータが大きく動くのです．しかし，本
当の意味で市中の感染の動きを見るのであれば，市中における初発・孤発患者さんだけの流行を見
るといったことが重要です．したがって，これからの流行の大きな動きを見ていくために，いま札
幌市で最も注目しているのは，市中における初発患者・孤発患者のみの流行を追って，その実効再
生産数を出すことです．

2.6 来る年度末波に向けての対策
しかし，最近は皆さんも感じられている通り，この実効再生産数が⚑を超えていて，その期間も

長くなっています．さらに今は変異株の問題もあり，第⚔波の入口が見えているところです．今は
ここの動きに注目しながら流行を見ていることになります．コロナについて発信していると，「先
生，今後どうなるのですか？」という質問がたくさん来ます．いまのところコロナは去年の

『Science』に出たデータ通りに，特に日本は動いています（Kissler et al., 2020）．この論文には，医
療キャパシティを超えないようにハンマー＆ダンスを繰り返すとしたら，⚓～⚔ヶ月ぐらいの周期
で繰り返して，2022 年から 2024 年まで続くというデータが
出ています．実際，札幌市のデータを見ても，だいたい 100
日ペースくらい，つまり，⚓～⚔ヵ月に一回ぐらいのペース
できれいに山が来ているという状況です．

そうすると明らかに見えているのは，次の第⚔波はどうし
ても避けられないということです．それがどういう形で来る
のかというと，年度末の人の移動によっておこる年度末波と
いう形で来ることが予想されています．やはり人の動きはゼ
ロにはできません．この年度末波が，これまでと同じぐらい
の規模なのか，それともこれまでよりも高い波になってしま
うのか，それとも半分以下にできるのか，ここが勝負所だと
みられています．

では，どのような対策をしているのかというと，その一つ
がすすきの対策です．これも一つの情報発信ですが，私も監
修して飲食店における感染対策マニュアルを作りました（図
⚗）（一般社団法人すすきの観光協会 2021）．特に流行の中
心として注目されるすすきのの感染対策をより徹底し，対策
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タで作成したグラフです．先程も述べたように，確定日ベースのデータよりも，発症日データのほ
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19％増で抑えることができたということなのです．
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の質を高めるために，こういう感染対策マニュアルや，定期的な PCR 検査が行われています．した
がって，対策がまったく進んでいないわけではありません．ちなみに，この感染対策マニュアルに
ついて，ちょっと注意していただきたいことがあります．このマニュアルは「接待を伴う飲食店に
おける感染対策マニュアル」となっています．接待を伴う飲食店なので，やはり求められる感染対
策のレベルが高いものになっています．

ちなみに，私は去年の⚔月，⚕月くらいから札幌市のコロナ対策に関わるようになりましたが，
ちょうどその時のデータについて解釈の争点となっていたことがあります．札幌は東京の実効再生
産数の⚒週間遅れを歩んでいると思ったのです（図⚘）．本当にきれいに，札幌は東京の残像みたい
になっています．このデータから，保健所で私は「もう札幌は東京の隣町です」と言っていました．
より丁寧な言い方をすると「すすきのが東京の隣町」だということです．東京の流行に注目しなが
ら対策をしていくのが重要だということを，特に保健所の職員の方に言ってました．

3. ワクチンのリスク問題
このような形で，私はいろいろ情報を伝えていき，コンサルタントとして，「コロナに関わりたく

ない」という医療者の格差を埋めてきました．しかし，最近は「ワクチンを打ちたくない」という
医療者の言葉を耳にします．

3.1 医療者相手でも難しい伝え方
こういった声は，一般の方だけではなくて，実は医療者からもかなり多く聞かれるものなのです．

この一ヵ月でかなり変わってきてはいますが，コンサルト病院に行くと，「先生，本当にワクチン打
つのですか」とか「あのワクチンは本当に大丈夫ですか」と必ず誰かに話しかけられます．一般の
方々も心配かもしれないですが，医療者も同じなのです．正直，一般の方ならまだしも，医療者が
そういう言い方をするのは「悲しいなぁ」と思います．しかし，やはりコロナの情報が本当にたく
さん出ているので，不安になっているのです．
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図⚘ 北海道（破線），札幌市（実線），東京（点線）の実効再生産数

そこで私が医療者に「何が不安ですか」と聞くと，「だって先生，ワクチン打った後，死んでいる
人がいるじゃないですか」とか言われます．そこで私が，「死んでいる人，いましたか」と聞くと，

「でも，ネット上でたくさん出ていますよ」と言うのです．ただ，「ワクチンを打った後に亡くなら
れているのは，本当にワクチンと関係があるのでしょうか．因果関係はきちんと証明されていない
ですよね？」と話しをすると，「そうか」と納得してもらえます．大切なことは，ワクチンと因果関
係がある形で亡くなった人はいないということです．ただし，そうすると，今度はその医療者は「で
も先生，死ななくてもアナフィラキシーがあるじゃないですか」と言います．そうすると，「じゃあ，
アナフィラキシーの頻度ってどのぐらいか言えます？」と聞きます．そうすると，「10 万人に⚑人
ぐらいですよね」と返ってきます．ちなみに，通常のインフルエンザワクチンだと，アナフィラキ
シーの頻度は 100 万人に⚑人です．そういうことを言うと，またその医療者から，「ほら先生，10 倍
高いじゃないですか」となります．ひとまずデフォルトが「打ちたくない」ということに気がつく
のが重要で，どうこれを説明するかというのは，一般の方だけではなく，医療者に対してもやはり
苦戦します．

しかし，こういう言い方をするとその人が悪く思われるかもしれませんが，実は，ワクチンの副
反応のリスクを見積もることはかなり難しいということが，今までも言われてきました．実際，海
外でも，ワクチンのリスクを比較するポスターがあったりするわけです（Refutations to Anti-
Vaccine Memes 2013）．通常のワクチンにおける重篤なアレルギーの発生頻度は 100 万分の⚑で
す．この 100 万分の⚑に比べたら，パイロットになるのは 2,600 分の⚑です．なんと雷には⚑万人
に⚑人があたっています．億万長者になるのは 74 万 9,000 分の⚑．それに比べたら，ワクチンな
んて 100 万分の⚑ですよ，というようなポスターです．

これについては皆さんどう思われますか．これを聞いて，「あ，なるほど．じゃあ打ちます」とは
ならないと私は思います．こういう情報を伝えるときには，科学的なデータは大切なのですが，こ
れだけではちょっとだめなのだろうと私は思います．私もワクチンのリスクの伝え方についてはか
なり悩みました．どうやって伝えるのが良いのか．一般の人にではなくて，まず医療者にこそ理解
してほしいので，医療者にどうやって伝えるべきか考えてきました．「ちなみに比較対象として，抗
菌薬を使ったときに起こる重篤なアレルギーは 5,000 分の⚑と言われています．そちらに比べたら
コロナのワクチンはよいのではないですか」．こう言うと，医療者には伝わりやすいです．とはい
え，ひとまず科学的なデータをただ提示するだけでは，仮にポスターにして上手にイラスト化した
としても，なかなか難しいと私は思います．

3.2「思い」を伝える
そこで，医療者にどうしたら良いかというと，やはりここにはそれなりの「思い」，「哲学」が必

要だろうと私は考えました．実は，先月⚒月に医療者向けにこういう伝え方をしたのです（図⚙）
（岸田 2021b）．「医療者である私たちは，はじめにワクチンを打たせていただくことになっていま
す．私たちがワクチンを打つのは，自分を守るためというよりも，医療機関にコロナを持ち込まな
いためです．つまり，患者さんを守るためです．これが大きな目的の一つです．そして何より，あ
のハンマー＆ダンスを何とか減らすためです．つまり，少しでも流行を小さくするためです．打ち
たくない人を責めないでください．いま決めなくても良いです．周りの人が打ち始めて，打とうか
なと思うでも良いです．あと，何より打ちたくない人を打った人が守ってあげる，そういう気持ち
が大切です．」このようにちょっと「思い」を込めて発信しました．幸い炎上はせず，「いいね」も
たくさん来ました．要するに，科学的なデータとともに，少し「思い」を込めることの大切さがあ
ると思っていて，私はそのような情報を発信するようにしています．
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の質を高めるために，こういう感染対策マニュアルや，定期的な PCR 検査が行われています．した
がって，対策がまったく進んでいないわけではありません．ちなみに，この感染対策マニュアルに
ついて，ちょっと注意していただきたいことがあります．このマニュアルは「接待を伴う飲食店に
おける感染対策マニュアル」となっています．接待を伴う飲食店なので，やはり求められる感染対
策のレベルが高いものになっています．
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図⚘ 北海道（破線），札幌市（実線），東京（点線）の実効再生産数

そこで私が医療者に「何が不安ですか」と聞くと，「だって先生，ワクチン打った後，死んでいる
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そこで，医療者にどうしたら良いかというと，やはりここにはそれなりの「思い」，「哲学」が必

要だろうと私は考えました．実は，先月⚒月に医療者向けにこういう伝え方をしたのです（図⚙）
（岸田 2021b）．「医療者である私たちは，はじめにワクチンを打たせていただくことになっていま
す．私たちがワクチンを打つのは，自分を守るためというよりも，医療機関にコロナを持ち込まな
いためです．つまり，患者さんを守るためです．これが大きな目的の一つです．そして何より，あ
のハンマー＆ダンスを何とか減らすためです．つまり，少しでも流行を小さくするためです．打ち
たくない人を責めないでください．いま決めなくても良いです．周りの人が打ち始めて，打とうか
なと思うでも良いです．あと，何より打ちたくない人を打った人が守ってあげる，そういう気持ち
が大切です．」このようにちょっと「思い」を込めて発信しました．幸い炎上はせず，「いいね」も
たくさん来ました．要するに，科学的なデータとともに，少し「思い」を込めることの大切さがあ
ると思っていて，私はそのような情報を発信するようにしています．

－ 116 －

Japanese Journal of Science Communication, No.29（2021） 科学技術コミュニケーション 第29号（2021）



実は，ここにはちょっとこの時点では
「うそ」があります．日本の厚労省は，医
療者にワクチンを打つ理由として，「患
者への感染予防を目的として医療者に接
種するものではない」と述べています（厚
生労働省 2021）．なので，この私のツ
イートはうそだと言われたら，うそかも
しれません．しかし，まだ感染予防に効
果があるというデータが出ていないか
ら，国はこのように言っているだけです．
当然，今後，そのようなデータは続々出
てくるでしょう．インフルエンザも実は
同様で効果があるとされています．

なので，やはり私たちのワクチンを打
つ目的をぶれないように，ひとまず，医
療者が患者を守るためという医療者とし
てのプロフェッショナリズムとともにそ
の「思い」を共有していることは大切で

はないでしょうか．そして，札幌市の流行を少しでも変えていく，そういう気持ちがあると，少し
背中を押してくれると思っています．ちなみに私は早速打ちました．幸い副反応はなく⚑回目を終
わっていて，あと⚕日後にもう⚑回打ちます．実際どうだったのかということも Twitter で伝える
ようにしています．

今後のワクチン接種の方針に関してはいろいろなアプローチがあると思います．もちろん，医療
者も大切で，高齢者も大切なのですが，流行を抑えるという意味では，飲食店の方々が先にワクチ
ンを打つことが大切です．ですが，なかなかこの優先順位に納得してもらうことは難しい問題だと
思います．

4. ポストコロナに備える
このように，コロナの流行の中で，私は様々な発信をしてきました．そして，ポストコロナの時

代という次が見えている状況においてとても大切なのは，コロナだけに注目しないことだと私は考
えています．もちろん，何とかこのコロナを乗り切って，逃げ切りたいと皆さんは思っているかも
しれません．しかし，実のところ，このコロナがなくなっても，新型インフルエンザの到来が予測
されています．実際，去年の時点で豚の新型インフルエンザが中国で確認されています（BBC
NEWS JAPAN 2020b）．もういつ来てもおかしくないフェイズになっているのです．

4.1 新型インフルエンザウイルスと耐性菌の脅威
インフルエンザのパンデミックはある程度の頻度で来ています．1918 年にスペイン風邪が起

こったのですが，その後，アジア風邪，香港風邪，そしてソ連風邪，そして 2009 年に豚由来のイン
フルエンザの流行が起こっています．つまり，インフルエンザ・パンデミックは最長で 39 年，最短
だと⚙年で来ているのです．今回のコロナの対策は，これからまた来るパンデミックにもつながる
対策なのです．なので，次を見据えて「いまから変えていきましょう」というメッセージが重要だ
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図⚙ ワクチンについてのメッセージを伝える 2021 年⚒月
⚔日の岸田のツイート

と私は思っています．
それから，先ほどお伝えした通り，感染症医たちがもともと戦ってきたのは，薬剤耐性菌の脅威

です．この脅威について数理モデルで計算すると，2050 年に年間で 1,000 万人もの人がこの耐性菌
で亡くなるというデータになっています（Review on Antimicrobial Resistance 2014）．この状況を，
2014 年に WHO はかなり衝撃的なメッセージで伝えていました．海外のニュースでは，“Antibiotic
crisis bigger than AIDS”，つまり「エイズ以上の脅威だ」と伝えました．“common infection will kill”，

「よくある普通の感染症で，皆が死ぬ時代はそう遠くはない」という衝撃的なメッセージで伝えてい
たのです（The Telegraph 2014）．

実際，コロナ以上に耐性菌で亡くなっている人が多い状況です．日本の 2019 年のデータでは，年
間で 8,000 人の方が薬剤耐性菌で亡くなられているとされています（日経メディカル 2019）．コロ
ナでこの⚑年間で約 8,000 人の方が日本で亡くなられたので，実はそれと同じ数です．何よりこの
分析は，特定の耐性菌による感染症のみのデータでかなり少なく見積もっているので，実はもっと
耐性菌で亡くなられている方は多いことは間違いありません．

ぜひ，コロナだけではなくて，こういう様々な脅威にも目を向けていただきたいと思います．今
回のコロナもいろいろ苦戦していますが，実は耐性菌に関する情報発信はこのような衝撃的なメッ
セージで伝えていながらも苦戦しているのです．日本は，この耐性菌対策についての国民の意識調
査もされています（AMR 臨床リファレンスセンター 2019）．例えば，「抗菌薬・抗生物質とは何か
知っていますか？」という質問があります．知っている人は 37％です．実は 63％の方が知らない
ということです．また，「抗菌薬がどのような病気に有効か知っていますか」という質問についても
衝撃のデータになっています．インフルエンザや風邪に効くと思っている人がいるのです．抗菌
薬・抗生物質は，菌に対して効くもので，インフルエンザや風邪はウイルスなので効きません．こ
ういうことが伝わっていないということがデータで分かりました．

こういうのを見ると，「もう日本，最悪」とか，「何で日本だけこんな惨状に」とか，「日本沈没」
だとか，「日本はダメですね」とか言われます．しかし違います．日本がダメなのではなく，世界の
現状も同じです．私は『誰も教えてくれなかった「風邪」の診かた』（岸田 2011）を医師向けに書き
ました．実はこの本，韓国語版，台湾語版，中国語版があります．このような切り口は誰も教えて
くれないというのが世界の現状で，一般の人に限らず，医療者もしっかりと学べていないという現
状があります．

なので日本だけがダメということは全然ありません．世界共通の部分があって，何とか上手に発
信するということが問題です．私は医療者向けに発信しています．しかし，一般の方にも伝えない
と，薬剤耐性菌の広がりを抑えられません．実際，このコロナ流行の以前から，すべての風邪に抗
菌薬が効くわけではないとか，薬剤耐性菌がいま深刻な状況になっているとか，手洗いをしましょ
うとか，ポスターなどのいろいろな技を使って情報発信していたのです．ただこれもまだベストで
はなく，苦戦しているという状況です．

4.2 コロナと風邪の伝え方
ここでクイズです．新型コロナウイルス感染症は風邪でしょうか？ これも意外に難しい質問で

す．これはネット上で炎上する案件になるのですが，ひとまず，「風邪のように終わる人もいれば，
風邪のように終わらない人もいる」という答えになります．先ほどもお伝えした通り，コロナの情
報発信が難しいのは，この幅がかなり大きい点です．

ちなみに，今回のコロナで，この風邪の診療領域に大きな進歩がありました．風邪というのはセ
ルフケアできます．なので，例えば「風邪でも，絶対に休めないあなたへ．」というフレーズで風邪
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者も大切で，高齢者も大切なのですが，流行を抑えるという意味では，飲食店の方々が先にワクチ
ンを打つことが大切です．ですが，なかなかこの優先順位に納得してもらうことは難しい問題だと
思います．

4. ポストコロナに備える
このように，コロナの流行の中で，私は様々な発信をしてきました．そして，ポストコロナの時

代という次が見えている状況においてとても大切なのは，コロナだけに注目しないことだと私は考
えています．もちろん，何とかこのコロナを乗り切って，逃げ切りたいと皆さんは思っているかも
しれません．しかし，実のところ，このコロナがなくなっても，新型インフルエンザの到来が予測
されています．実際，去年の時点で豚の新型インフルエンザが中国で確認されています（BBC
NEWS JAPAN 2020b）．もういつ来てもおかしくないフェイズになっているのです．

4.1 新型インフルエンザウイルスと耐性菌の脅威
インフルエンザのパンデミックはある程度の頻度で来ています．1918 年にスペイン風邪が起

こったのですが，その後，アジア風邪，香港風邪，そしてソ連風邪，そして 2009 年に豚由来のイン
フルエンザの流行が起こっています．つまり，インフルエンザ・パンデミックは最長で 39 年，最短
だと⚙年で来ているのです．今回のコロナの対策は，これからまた来るパンデミックにもつながる
対策なのです．なので，次を見据えて「いまから変えていきましょう」というメッセージが重要だ

科学技術コミュニケーション 第29号（2021） Japanese Journal of Science Communication, No.29（2021）

－ 117 －

図⚙ ワクチンについてのメッセージを伝える 2021 年⚒月
⚔日の岸田のツイート
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回のコロナもいろいろ苦戦していますが，実は耐性菌に関する情報発信はこのような衝撃的なメッ
セージで伝えていながらも苦戦しているのです．日本は，この耐性菌対策についての国民の意識調
査もされています（AMR 臨床リファレンスセンター 2019）．例えば，「抗菌薬・抗生物質とは何か
知っていますか？」という質問があります．知っている人は 37％です．実は 63％の方が知らない
ということです．また，「抗菌薬がどのような病気に有効か知っていますか」という質問についても
衝撃のデータになっています．インフルエンザや風邪に効くと思っている人がいるのです．抗菌
薬・抗生物質は，菌に対して効くもので，インフルエンザや風邪はウイルスなので効きません．こ
ういうことが伝わっていないということがデータで分かりました．

こういうのを見ると，「もう日本，最悪」とか，「何で日本だけこんな惨状に」とか，「日本沈没」
だとか，「日本はダメですね」とか言われます．しかし違います．日本がダメなのではなく，世界の
現状も同じです．私は『誰も教えてくれなかった「風邪」の診かた』（岸田 2011）を医師向けに書き
ました．実はこの本，韓国語版，台湾語版，中国語版があります．このような切り口は誰も教えて
くれないというのが世界の現状で，一般の人に限らず，医療者もしっかりと学べていないという現
状があります．

なので日本だけがダメということは全然ありません．世界共通の部分があって，何とか上手に発
信するということが問題です．私は医療者向けに発信しています．しかし，一般の方にも伝えない
と，薬剤耐性菌の広がりを抑えられません．実際，このコロナ流行の以前から，すべての風邪に抗
菌薬が効くわけではないとか，薬剤耐性菌がいま深刻な状況になっているとか，手洗いをしましょ
うとか，ポスターなどのいろいろな技を使って情報発信していたのです．ただこれもまだベストで
はなく，苦戦しているという状況です．

4.2 コロナと風邪の伝え方
ここでクイズです．新型コロナウイルス感染症は風邪でしょうか？ これも意外に難しい質問で

す．これはネット上で炎上する案件になるのですが，ひとまず，「風邪のように終わる人もいれば，
風邪のように終わらない人もいる」という答えになります．先ほどもお伝えした通り，コロナの情
報発信が難しいのは，この幅がかなり大きい点です．

ちなみに，今回のコロナで，この風邪の診療領域に大きな進歩がありました．風邪というのはセ
ルフケアできます．なので，例えば「風邪でも，絶対に休めないあなたへ．」というフレーズで風邪
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薬が売られていました．ところがなんと去年，これがコロナの影響もあって，「風邪の時は，おうち
で休もう！」というキャッチフレーズもでてくるようにようになりました8)．

何年も前から「熱がある医療者の方は働かないでくださいね」と医療者向けにも言っていたので
すが，なかなか日本は変わりませんでした．「熱があるのに，医療者は働いているのですか？」と皆
さん思うかもしれません．医療者も当然休みたいです．ところが，なかなか休めない“雰囲気”とい
うことは医療の現場でも起こっています．「そんなの医療者として最悪です」と皆さん言わないで
ください．人手不足もあって，なかなか帰れない．「朝から熱が出ちゃって…でも大丈夫です」とか
研修医も言うのですが，「帰れ！」と私は言います．医療の世界も変わってきていて，かなり休める
ようになってきていますが，これが日本の縮図だったわけです．やはり情報発信をうまくやってい
くほど効果は大きいなと思ってやっています．

ちなみに皆さん，風邪とは何でしょうか．もし，この問題に興味があるならば，私が書いている
本があります（岸田 2015）．薬局とかドラッグストアの店頭で働く薬剤師の方々が市販薬を販売す
るときに，症状を聞いてアプローチする本です．これはかなりかみ砕いて説明したものになります．
こういうもので勉強してもらえると，発信の仕方について参考になるかなと思います．

既に何度かお話した通り，風邪に抗菌薬，抗生物質が処方されて，世界で耐性菌が増えている状
況がありますが，風邪に抗菌薬を出してはだめかと言われたら，実は細菌感染症の予防にはなるの
です．では，やはり抗菌薬，抗生物質をもらったほうが良いのではないでしょうか．しかし，予防
効果がどのぐらいかが重要で，予防効果は 4,000 回に⚑回になります．ですのでやはり風邪に対し
ては，抗菌薬，抗生物質をもらうのではない形で「上手に付き合っていってほしい」と私は考えま
す．科学データを踏まえて行動する必要があるのです．

では，実際に，外来とかで風邪っぽい人が来たときにどう説明しますか．科学的なデータや理屈
はたくさんあります．しかし，風邪で心配で来た人にはどう説明するか，どう伝えるかというのが
実はとても難しいことで，私がこの本でも紹介しています．

4.3 抗菌薬の使用をいかに減らすか ～エトス，パトス，ロゴスにもとづく語りかけ～
私が情報発信をするときにとても注意しているのは，「やはり何でも理屈ではない」というところ

です．私は，情報発信の要素を説明する際によくアリストテレスを出します．私も現場で散々苦労
したのですが，実は苦労していろいろ調べていくうちに，やはりこういったところにたどり着くの
です．

アリストテレスは何を言ったかというと，人を動かすためには三つの要素が必要だと言っていま
す．その三つは，エトス，パトス，ロゴスという有名なものです（アリストテレス 2017）．これはつ
まり，信頼，共感，論理に相当します．エトスというのは，話し手の人柄にも相当します．エトス
の中には，深い知性や美徳，聞き手からの好意などが含まれます．パトスというのは共感です．聞
き手の感情を上手に誘導するということです．そしてロゴス，つまり理論になります．相手にきち
んと情報を伝えて理解してもらうためには，実はこれら三つの要素が必要なのです．特に，風邪の
患者さんは重篤な病気がないかという心配な思いをお持ちです．だからこそ，ここを踏まえて説明
することが大切です．ところが，専門家は，このロゴスは完璧なのですが，ロゴスでは人は動かな
いことを何となく分かっていながらも，結局この論理で攻めてしまいます．

ということで，どう上手に説明するかという切り口で，私がやっている説明を例にして紹介しま
す．ただ「私のやり方が良い」ということではありません．患者さんへの情報提供に関する，私の
数々の失敗を繰り返さないようにしてもらいたいという思いで紹介しています．実際には，この本

（岸田 2011）でも紹介しているように，私はこうやって説明しています．「せき，鼻，のどと複数の
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風邪症状がありますね．心配なのは，肺炎とか喉のば
い菌の感染なのですけれども，ただ，のども大きく腫
れていないですし，指ではかった酸素の値もパーフェ
クトですよ．心配な肺炎とかはなさそうで，現時点で
は風邪ということで良さそうですね．で，お薬なので
すけれども，，，風邪に効く薬，実はですね，無いので
す…．」ここら辺はちょっと控えめに言うのですけれ
ども，「風邪はウイルスで，ウイルスには抗生物質は，
実は効かないのです」と，こんな感じで説明して，「風
邪ということで，いまは良さそうですけれども，今後，
呼吸が苦しいとかあるときには遠慮なく受診してくだ
さいね」とサポート体制があることも一緒に伝えて説
明すると，うまくいくなと思います．

これを丁寧に分析すると，実は私の説明の半分ぐら
いは，ロゴスではなくてパトスが入っています．なの
で，患者さんの不安を，ちょっと先取りして情報提供
しているから，うまくいっていたのではないかなと考
えています．このような形で，理論を知っていれば良いわけではなくて，患者さんという相手に情
報を伝えるというよりは，やはりちょっとした「思い」，患者さんの不安を配慮して「思い」を伝え
てあげるというようなスキルが重要だと思います．
「こんなことまでして，やらなくちゃいけないのか」とよく医療者の方から言われます．北海道に

帰ってきて十何年ぐらい経ちますが，私はその間，北海道でこの感染症についてずっと教育してき
ました．そして，「北海道はなぜこんなに抗菌薬の使用量が少ないのですか？」といつも必ず言われ
ます．実は北海道は，他の地域よりも圧倒的にこの抗菌薬使用量が少ないというデータを出してい
ます（図 10）（AMR 臨床リファレンスセンター 2020b）．別にこれは私のおかげではなく，やはり
総合診療の優秀な先生方が多く，ひたすら 10 年のあいだ「種まき」というか，情報発信してきたと
いう背景もあるのですが，こんなにも地域差がある．コロナの流行にも地域差がありますが，情報
発信や対策によってこういった大きな結果の違いが出るということを知っていただきたく思いま
す．

このコロナの話しをきっかけに，コロナだけではない，新型インフルエンザ，それから耐性菌な
どのコロナ以外の感染症などの情報発信にも苦戦してきたことを知ってもらえればと思います．

4.4 “Choosing Wisely”キャンペーン
最後に皆さんには，世界の医療界の一つの大きな潮流について知っておいて欲しいと思います．

“ChoosingWisely”キャンペーンというものがあるのをご存じでしょうか．ぜひ，医療全般がいま抱
えているこの問題をもっと広く知っておいてください．これは 2012 年のアメリカ発のキャンペー
ンで，「根拠が乏しいにもかかわらず行われている無駄な医療，過剰な医療を，科学的なエビデンス
の観点から見直す」，というアプローチが採用されています（ABIM foundation 2016）．アメリカで
スタートして，その後，カナダ，オーストラリア，ドイツ，そして日本に広まり，いま医療は大き
な変化を求められています．
「医療に無駄なものがあるの？」といった疑念を皆さん抱かれると思います．この Choosing

Wisely キャンペーンを検索してもらえるといろいろな記事が出てきます．例えば，子供が頭を打っ
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薬が売られていました．ところがなんと去年，これがコロナの影響もあって，「風邪の時は，おうち
で休もう！」というキャッチフレーズもでてくるようにようになりました8)．

何年も前から「熱がある医療者の方は働かないでくださいね」と医療者向けにも言っていたので
すが，なかなか日本は変わりませんでした．「熱があるのに，医療者は働いているのですか？」と皆
さん思うかもしれません．医療者も当然休みたいです．ところが，なかなか休めない“雰囲気”とい
うことは医療の現場でも起こっています．「そんなの医療者として最悪です」と皆さん言わないで
ください．人手不足もあって，なかなか帰れない．「朝から熱が出ちゃって…でも大丈夫です」とか
研修医も言うのですが，「帰れ！」と私は言います．医療の世界も変わってきていて，かなり休める
ようになってきていますが，これが日本の縮図だったわけです．やはり情報発信をうまくやってい
くほど効果は大きいなと思ってやっています．

ちなみに皆さん，風邪とは何でしょうか．もし，この問題に興味があるならば，私が書いている
本があります（岸田 2015）．薬局とかドラッグストアの店頭で働く薬剤師の方々が市販薬を販売す
るときに，症状を聞いてアプローチする本です．これはかなりかみ砕いて説明したものになります．
こういうもので勉強してもらえると，発信の仕方について参考になるかなと思います．

既に何度かお話した通り，風邪に抗菌薬，抗生物質が処方されて，世界で耐性菌が増えている状
況がありますが，風邪に抗菌薬を出してはだめかと言われたら，実は細菌感染症の予防にはなるの
です．では，やはり抗菌薬，抗生物質をもらったほうが良いのではないでしょうか．しかし，予防
効果がどのぐらいかが重要で，予防効果は 4,000 回に⚑回になります．ですのでやはり風邪に対し
ては，抗菌薬，抗生物質をもらうのではない形で「上手に付き合っていってほしい」と私は考えま
す．科学データを踏まえて行動する必要があるのです．

では，実際に，外来とかで風邪っぽい人が来たときにどう説明しますか．科学的なデータや理屈
はたくさんあります．しかし，風邪で心配で来た人にはどう説明するか，どう伝えるかというのが
実はとても難しいことで，私がこの本でも紹介しています．

4.3 抗菌薬の使用をいかに減らすか ～エトス，パトス，ロゴスにもとづく語りかけ～
私が情報発信をするときにとても注意しているのは，「やはり何でも理屈ではない」というところ

です．私は，情報発信の要素を説明する際によくアリストテレスを出します．私も現場で散々苦労
したのですが，実は苦労していろいろ調べていくうちに，やはりこういったところにたどり着くの
です．

アリストテレスは何を言ったかというと，人を動かすためには三つの要素が必要だと言っていま
す．その三つは，エトス，パトス，ロゴスという有名なものです（アリストテレス 2017）．これはつ
まり，信頼，共感，論理に相当します．エトスというのは，話し手の人柄にも相当します．エトス
の中には，深い知性や美徳，聞き手からの好意などが含まれます．パトスというのは共感です．聞
き手の感情を上手に誘導するということです．そしてロゴス，つまり理論になります．相手にきち
んと情報を伝えて理解してもらうためには，実はこれら三つの要素が必要なのです．特に，風邪の
患者さんは重篤な病気がないかという心配な思いをお持ちです．だからこそ，ここを踏まえて説明
することが大切です．ところが，専門家は，このロゴスは完璧なのですが，ロゴスでは人は動かな
いことを何となく分かっていながらも，結局この論理で攻めてしまいます．

ということで，どう上手に説明するかという切り口で，私がやっている説明を例にして紹介しま
す．ただ「私のやり方が良い」ということではありません．患者さんへの情報提供に関する，私の
数々の失敗を繰り返さないようにしてもらいたいという思いで紹介しています．実際には，この本

（岸田 2011）でも紹介しているように，私はこうやって説明しています．「せき，鼻，のどと複数の
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風邪症状がありますね．心配なのは，肺炎とか喉のば
い菌の感染なのですけれども，ただ，のども大きく腫
れていないですし，指ではかった酸素の値もパーフェ
クトですよ．心配な肺炎とかはなさそうで，現時点で
は風邪ということで良さそうですね．で，お薬なので
すけれども，，，風邪に効く薬，実はですね，無いので
す…．」ここら辺はちょっと控えめに言うのですけれ
ども，「風邪はウイルスで，ウイルスには抗生物質は，
実は効かないのです」と，こんな感じで説明して，「風
邪ということで，いまは良さそうですけれども，今後，
呼吸が苦しいとかあるときには遠慮なく受診してくだ
さいね」とサポート体制があることも一緒に伝えて説
明すると，うまくいくなと思います．

これを丁寧に分析すると，実は私の説明の半分ぐら
いは，ロゴスではなくてパトスが入っています．なの
で，患者さんの不安を，ちょっと先取りして情報提供
しているから，うまくいっていたのではないかなと考
えています．このような形で，理論を知っていれば良いわけではなくて，患者さんという相手に情
報を伝えるというよりは，やはりちょっとした「思い」，患者さんの不安を配慮して「思い」を伝え
てあげるというようなスキルが重要だと思います．
「こんなことまでして，やらなくちゃいけないのか」とよく医療者の方から言われます．北海道に

帰ってきて十何年ぐらい経ちますが，私はその間，北海道でこの感染症についてずっと教育してき
ました．そして，「北海道はなぜこんなに抗菌薬の使用量が少ないのですか？」といつも必ず言われ
ます．実は北海道は，他の地域よりも圧倒的にこの抗菌薬使用量が少ないというデータを出してい
ます（図 10）（AMR 臨床リファレンスセンター 2020b）．別にこれは私のおかげではなく，やはり
総合診療の優秀な先生方が多く，ひたすら 10 年のあいだ「種まき」というか，情報発信してきたと
いう背景もあるのですが，こんなにも地域差がある．コロナの流行にも地域差がありますが，情報
発信や対策によってこういった大きな結果の違いが出るということを知っていただきたく思いま
す．

このコロナの話しをきっかけに，コロナだけではない，新型インフルエンザ，それから耐性菌な
どのコロナ以外の感染症などの情報発信にも苦戦してきたことを知ってもらえればと思います．

4.4 “Choosing Wisely”キャンペーン
最後に皆さんには，世界の医療界の一つの大きな潮流について知っておいて欲しいと思います．

“ChoosingWisely”キャンペーンというものがあるのをご存じでしょうか．ぜひ，医療全般がいま抱
えているこの問題をもっと広く知っておいてください．これは 2012 年のアメリカ発のキャンペー
ンで，「根拠が乏しいにもかかわらず行われている無駄な医療，過剰な医療を，科学的なエビデンス
の観点から見直す」，というアプローチが採用されています（ABIM foundation 2016）．アメリカで
スタートして，その後，カナダ，オーストラリア，ドイツ，そして日本に広まり，いま医療は大き
な変化を求められています．
「医療に無駄なものがあるの？」といった疑念を皆さん抱かれると思います．この Choosing

Wisely キャンペーンを検索してもらえるといろいろな記事が出てきます．例えば，子供が頭を打っ
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たときに頭の CT を撮ること．感染症で言うと抗菌薬の点眼薬です．このキャンペーンは日本で
も，医療の質・安全学会などが動いています．私もレビューで抗菌薬適正使用に関する五つのやっ
てはいけないことリストをまとめています（岸田 2017）．

実は，医療はいままでの高度経済成長のような右肩上がりではなくて，「引き算の時代」に入って
いると言われています．ただし，ただの引き算ではなくて，上手な引き算ということが重要です．

「上手な引き算」というのはどういうことかというと，ただ引き算するのではなくて，いわゆる医療
者と患者の良好な関係を築いた状態で引き算するということです．そのためには，「必要ない」とた
だ伝えるのではなくて，きちんと医療者に風邪の教育もしなくてはいけない．また，何よりいま大
切なのは，患者さんへの分かりやすい医療情報発信です．そして，それがあった上でのコミュニケー
ションという切り口が重要です．医療の質，安全性を高めるためにもやはり無駄なことはしないと
いうことが重要です．「医療における賢い選択」ということをいま伝えようとしているのですが，や
はり苦戦しています．

なぜ苦戦しているかというと，皆さんも感じてると思います．「無駄だ」とか「やるな」と伝える
だけではうまくいくわけがありません．ところがやはり私たちも素人です．つい「無駄だ」「やるな」
と言ってしまいます．「十分な話し合い」と言いながら，「無駄だ」と言うと喧嘩になります．患者
さんも医師に，「それは無駄だと聞いたのですが」と言うと，当然，喧嘩になります．なので，やは
りここには伝えるスペシャリストが必要なのです．情報を発信するために，「無駄だ」とか「やるな」
では良くない．やはり，特に情報発信についてはいろいろな人に力をいただきながらやることが，
医療全般にとって極めて大きなことだということを知っておいてください．

ちなみに，海外の方々もやはりこのことに気づいています．先ほどの“Choosing wisely”という言
い方から，少し言い方を変えていて，例えば，いまだと“Less is More”といった言い方をします．
“Less is More”とはどういう意味か．「より少ないことは，より豊かなことですよね」といった伝え
方です．「無駄だ」とか「意味がない」ではなくて，「こういう伝え方をしよう」ということです．
ただ，“Less is More”という言葉の本当の意味は「少ないことは良いことだ」ではありません．付け
加えたり飾り立てたりするよりも，減らしたりシンプルにするほうが実は難しい．ここが大切です．
ここを無視して発信すると，いろいろぎくしゃくします．お互いに喧嘩になる．やはり伝え方だけ
で全然話し合いは変わります．

4.5 人口減少と医療の問題
コロナだけではなく，コロナ以外の感染症，コロナ前からあった様々な脅威の話，広く医療でい

ま求められていることが引き算だというお話をお伝えしてきました．これらのことを通して「情報
発信が重要だ」という話をしてきました．ただ，最後に皆さんにお伝えしたいことがあります．私
たちが抱えている大きな難局がある．その難局とは何かというと，人口に関係するものです．

皆さんもご存じの通り，これから 2100 年に向けて，日本の人口は半減することが予測されていま
す．しかし，人口は減るのに，2050 年ぐらいまで増える層があります．そう，高齢者です．そのた
め，生産年齢人口に対する高齢者の割合が増えることになります．1965 年には 9.1 人が⚑人の高齢
者を支えていました．ところが，2050 年には，わずか⚑人が⚑人の高齢者を支えるぐらいになると
言われています．実はこの比率のまま，ずっと続きます．2100 年どころか，2200 年どころか，ずっ
と続くのです．実際，一昨年も出生数が大きく減少しており，特に今回，コロナの影響でさらに少
子化が加速しています．なので，やはりこのアプローチについて考えることはたいへん重要です．

あと，日本はまた極端な人口動態を持っています．日本には 40 代と 70 代の人口が多く，二つの
波があります．70 代が団塊の世代です．2025 年問題といわれるものです9)．ただ，皆さん，70 代が
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たいへんだと思いますか．いやいや，もっと大
変なのは 40 代ですよね．そう，私も位置づけ
られる年代です．これを踏まえて，私は，同世
代の友人に「私たちは姥捨て山世代だというこ
とを心得ておこう」と言い続けています．実際，
生涯離婚率や一人暮らし高齢者が増えていま
す．このように，日本の医療費問題は人口動態
の側面からも大きな変化が求められています．

私は，西浦先生の研究室で人口学研究を行な
いました（Kishida & Nishiura 2018）．そして，
日本のこれからの人口動態変化の未来予測を踏
まえたときに，実際，どの産業にどのぐらいの
需要供給不均衡が起こるのかを計算しました．
そうすると，トータルで 1,000 万人ぐらい生産
年齢人口が足りないことがわかりました．た
だ，重要なのは，産業別でやってみると，実は
圧倒的に需要供給バランスに大きな不均衡があ
る分野があるのです．そう，これが医療なので
す（図 11）．要するに，高齢者が増えると同時
に，それに必要な医療に関わる生産年齢人口が減るので，医療分野の変化が極めて大きい．

この点について大きな改善が起きないと，この難局には向かえないだろうと考えられます．実は
このデータ，1,000 万人ぐらいが足りないとなっていますが，上手に変化すれば 300 万人ぐらいで
済むような計算にもなっています．なので，ぜひここは皆さんにお力をいただきたい．医療におけ
るこの変化をどう上手に進めるかは，この日本にとっては極めて大きな課題です．実際に国も「2035
年を目標に」と言っています（厚生労働省 2015）．

5. まとめ
このような未来に見えている状況を踏まえて，大きな情報発信がぜひ必要です．実際，私が北大

の MPH コースにはいったのも，この流れのひとつです．日本での MPH の活躍の要求が高まって
います．世界でも，同じような変化が求められています．特にこの医療界での目まぐるしい変化を
発信していく領域が必要です．この CoSTEP とタッグを組むと，すごい大きな発信ができるので
はないかと期待しています．やはり私たちだけでは発信については素人です．この科学技術の社会
的課題，特に医療での社会的課題について，双方向的なコミュニケーションが重要です．それをき
ちんと学んだ人が伝えていくことが重要だと思っています．

今すごいワクチンができました．おそらくノーベル賞を受賞するのではないかと思います．それ
によりポストコロナの新しいスタイルが見えてきています．特に，このコロナをきっかけに，科学
技術の生活への浸透が日本で加速することは間違いないと思います．ただ，皆さんも感じられてい
る通り，日本はこの普及前の反発が極めて大きい国民性なので，いかにここの情報発信をするかと
いうことがとても重要になると思います．修了された皆さんと私，いつかタッグを組んで，特にこ
の医療の側面で，日本のこの変化を上手にサポートすることができたらなということをイメージし
ています．
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図 11 分野別の需要供給の不均衡をシミュレーション
したグラフ．⚐より多いほど需要に対して供給
が少ないことを表す．太実線で表したのが医
療分野．Kishida & Nishiura（2018）より作図
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最後になりましたが，CoSTEP 修了，おめでとうございます．

注
1） 本稿は 2021 年⚓月 13 日（土）に行なわれた 2020 年度 CoSTEP 修了式特別プログラム 記念講演「ポス

トコロナの科学技術コミュニケーション」における講演を収録したものである．
2） 総合診療医とは，特定の臓器や疾患を専門領域とするのではなく，総合的な観点からの高度な診断能力

を有する医師．細部の検査に依拠しない総合的かつ迅速な診療により，専門分野の細分化に伴うさま
ざまな弊害をクリアすることが期待されている．感染症専門医とは，感染症の知識と実践に秀でた医
師に対して一般社団法人日本感染症学会が認定する専門医資格．感染症にかんする臨床医学の発展・
普及，人類の健康と福祉に資するべく定められた日本感染症学会の専門医制度に則って認可される．

3） 一般社団法人 Sapporo Medical Academy は著者を代用理事とする一般社団法人．医師を対象としたコ
ンサルタント・教育を主な事業内容としており，本稿でも挙げられている耐性菌の対策などを行う．
2014 年⚔月設立．

4） MPH コースとは，公衆衛生学修士（Master of Public Health）を取得できる教育課程．日本では，⚕校
ある公衆衛生大学院と 14 校あるプログラム校に設置されているコースで，北大にも設置されている．

5）「Information（情報）」と「Epidemic（疫病などの流行）」からなる造語で，特にインターネット上で真
偽不明の情報やデマが広まり，現実社会に影響をおよぼす現象のこと．

6）「ハンマー＆ダンス」とは，新型コロナウイルス感染症に対する対応のあり方を表現した言葉．まず，
休業要請や移動制限などの厳しい制限を伴う対策のあり方が「ハンマー」を打ち下ろすことに喩えられ
ている．次いで，ハンマーを打ち下ろした後に，感染がある程度収まってから行動制限を緩めて経済の
回復などを図ることが，「ダンス」に喩えられている．これはつまり，感染の広まりを抑えながら私た
ちの生活を安定させようとする様子が，ウイルスとうまく「ダンス」を踊ることに喩えられている．

7） その後札幌市では，2021 年⚔月頃に新型コロナウイルス感染者が再び増加し第⚔波に突入したと言わ
れる．これに伴い，2021 年⚕月 16 日には緊急事態宣言が北海道に発令された．

8）「風邪でも，絶対に休めないあなたへ．」はエスエス製薬のエスタックイブファイン EX のコピーだった
が，2020 年⚔月に「今すぐ治したいつらい風邪に」に変更された．それに先立つ 2020 年⚒月にはコピー
変更の署名運動があった（竹下 2020）．「風邪の時は，おうちで休もう！」は，シオノギヘルスケアのパ
イロン PL シリーズのコピー．コロナ前の 2019 年 12 月から「かぜ？ だったら休もうぜ！」が使われ
ており，さらにコロナの流行をうけて 2020 年⚔月から現在のコピーとなった（J-CAST 2020）

9） 2025 年問題とは，日本が「超高齢化社会」を迎えるであろう 2025 年頃に生じる，医療費・介護費の負
担増加，医療・介護の人材不足などへの懸念に由来する問題．第⚑次ベビーブームの時期に生まれた，
いわゆる「団塊の世代」が，2025 年頃に後期高齢者（75 歳以上）となること，また，少子化による労働
人口の減少が見込まれていることなどから予測される問題．
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最後になりましたが，CoSTEP 修了，おめでとうございます．

注
1） 本稿は 2021 年⚓月 13 日（土）に行なわれた 2020 年度 CoSTEP 修了式特別プログラム 記念講演「ポス

トコロナの科学技術コミュニケーション」における講演を収録したものである．
2） 総合診療医とは，特定の臓器や疾患を専門領域とするのではなく，総合的な観点からの高度な診断能力

を有する医師．細部の検査に依拠しない総合的かつ迅速な診療により，専門分野の細分化に伴うさま
ざまな弊害をクリアすることが期待されている．感染症専門医とは，感染症の知識と実践に秀でた医
師に対して一般社団法人日本感染症学会が認定する専門医資格．感染症にかんする臨床医学の発展・
普及，人類の健康と福祉に資するべく定められた日本感染症学会の専門医制度に則って認可される．

3） 一般社団法人 Sapporo Medical Academy は著者を代用理事とする一般社団法人．医師を対象としたコ
ンサルタント・教育を主な事業内容としており，本稿でも挙げられている耐性菌の対策などを行う．
2014 年⚔月設立．

4） MPH コースとは，公衆衛生学修士（Master of Public Health）を取得できる教育課程．日本では，⚕校
ある公衆衛生大学院と 14 校あるプログラム校に設置されているコースで，北大にも設置されている．

5）「Information（情報）」と「Epidemic（疫病などの流行）」からなる造語で，特にインターネット上で真
偽不明の情報やデマが広まり，現実社会に影響をおよぼす現象のこと．

6）「ハンマー＆ダンス」とは，新型コロナウイルス感染症に対する対応のあり方を表現した言葉．まず，
休業要請や移動制限などの厳しい制限を伴う対策のあり方が「ハンマー」を打ち下ろすことに喩えられ
ている．次いで，ハンマーを打ち下ろした後に，感染がある程度収まってから行動制限を緩めて経済の
回復などを図ることが，「ダンス」に喩えられている．これはつまり，感染の広まりを抑えながら私た
ちの生活を安定させようとする様子が，ウイルスとうまく「ダンス」を踊ることに喩えられている．

7） その後札幌市では，2021 年⚔月頃に新型コロナウイルス感染者が再び増加し第⚔波に突入したと言わ
れる．これに伴い，2021 年⚕月 16 日には緊急事態宣言が北海道に発令された．

8）「風邪でも，絶対に休めないあなたへ．」はエスエス製薬のエスタックイブファイン EX のコピーだった
が，2020 年⚔月に「今すぐ治したいつらい風邪に」に変更された．それに先立つ 2020 年⚒月にはコピー
変更の署名運動があった（竹下 2020）．「風邪の時は，おうちで休もう！」は，シオノギヘルスケアのパ
イロン PL シリーズのコピー．コロナ前の 2019 年 12 月から「かぜ？ だったら休もうぜ！」が使われ
ており，さらにコロナの流行をうけて 2020 年⚔月から現在のコピーとなった（J-CAST 2020）

9） 2025 年問題とは，日本が「超高齢化社会」を迎えるであろう 2025 年頃に生じる，医療費・介護費の負
担増加，医療・介護の人材不足などへの懸念に由来する問題．第⚑次ベビーブームの時期に生まれた，
いわゆる「団塊の世代」が，2025 年頃に後期高齢者（75 歳以上）となること，また，少子化による労働
人口の減少が見込まれていることなどから予測される問題．
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