第5弾

ＰＣＲ拡大で
感染広げない
日本共産党の志位和夫委員長が７月２８日に、新型コロナウイルスの感
染急拡大を抑止するため、政府におこなった
「緊急申し入れ」
が反響を呼ん
でいます。
自民党議員も含めた超党派「医師国会議員の会」
（8月６日）
で賛
同意見も出ました。市民的な運動にするため、
なにがポイントなのか、
Ｑ＆Ａ
で考えました。
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大阪府の吉村洋文知事と松井一郎

関係者から妊婦への副作用の危険が

ŹทపǇ੫பƌƛŹƳƎc
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大阪市長（日本維 新の 会代 表 ）が、
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指摘されるなど、吉村氏の誤ったメッ
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月４日に新型コロナウイルスに効果が

セージを社会的に是正する動きとなり
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あるなどとして「ポビドンヨード」成分

ました。
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感染震源地を「面」
で検査
Ｑ 感染者が急増し、不安です。どう
すれば抑止できますか？

吉村・大阪府知事のうがい薬発言に批判
医師会会長「科学的根拠が不足」

を含むうがい薬の使用を呼びかけた
問題で、
批判が広がっています。

ところが吉村氏は 8月５日の会見で
「誤解がある」
「 予防効果があるとは、

会見直後から各地の薬局に人が押

ひと言も言っていない」などと開き直る

しかけ、うがい薬が店頭から消えると

ばかり。行政のリーダーとして、専門家

いう混乱をひき起こしました。

の知見を無視し、危機の中で混乱を引

日本医師会の中川俊男会長は 8 月

き起こすのは最もしてはならない間違

aƌႚǁƤbශǞȘǵƣশ਼४་

５日、
「 エビ デ ンス( 科 学 的 根 拠) が

いです。無反省の知事に最低限の判断

ǇጌƎǀƔƶbҒশූଳདǓǿǦ

不足」とその効果に疑問を提示。医療

力が疑われます。
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感染震源地は何のこと？
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Ｑ 「感染震源地＝エピセンター」って
なんですか？
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医療・学校現場なぜ重視
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Ｑ 医療・介護・福祉・保育・学校など
の検査を提唱していますが、なぜ重要
ですか？
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どのように検査するか？

ƆƔƊƳƋƳƟทపƷු
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Ｑ 「網羅的・大規模な検査」とはどの
ようにするのですか？
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ǀƈƝƷईႷƝƟƿƳƎcƳƔbƒŻƌƔ

aŹƳŇĺŉଙ௮ǇஃƄபŻኬƤbኅ

ࢼǇኬƠbேƣ႞ƜபŻƷƣƜƎc

aশ४་ǇጌƎǀƔƶƣbŇĺŉଙ

పǇƙƟƀƜጉตጴƁ࿃ऀƎǀƟ

൵ඡƣশೄǇଣƙƆഞƌᇱ୦fॸጱƎ

ဴbଙ௮ǇƆǀƠb૪అᆟ༶Ƥ

௮ƣᄌ४ഊǇਿƶǀƿຎƴǇ२

ƞƣ୲ऐƁኬƠଣŽƛƄǁƥbഉኁƣᆊ

ǀƔƶƜƎcƙƳƿෑཉƁኬƜƤƟ

ƀƀƿƳƐǈc

དƜஃƇƛŹƄƈƝƁഓጅƜƎc

ࡊǇᆻණƪƘƌƼƄƌbೂवf૪అঊ

ƄሻࢼƁኬƟƣƜƎc

a༌ĩᇸฝያ్ƝƒƣያᅏᅉĨħཽࣅ

၌Ǉ௺्ƎǀଣྫྷƌƷጵƙƽŻƠƟƿƳ

aኅ൵ඡশೄƤ॓ƐƂƹᩨƔǈ

ƤbƈŻƌƔ౮పƠƈƒဨႚƁਿƶƾǁ

Ǝc

ƷഞƌƳƐǈƁbࢻƠǑǏȖǤƁŹǁ

ƛŹƳƎcƷƌbఖଳƁƊƾƠᅢጅƝŹŻ

aশඡǇነƾƀƠƎǀගሇ्ಘƈ

ƥbवᎭƹऒƜƌƫƂǇᅌƥƌশƊƐ

ƈƝƜŷǁƥb፣ಐேवǇആƌbௗƣ

ƒb
དࡰƣࡊǇƙƄǀഞᄇƜƎc

ǀईႷตƁŷƿƳƎcࢻƹᅗƣႮࢻƠ

শ਼४་ǇƞŻƹƘƛጌƎǀƀǇ

ǑǏȖǤƁŹǀƀƞŻƀǇྔƮǀƈƝƁ

࿌ƠਢᎪƌbᅢጅƟያ్ƣᇨถǇபŻ

་ಈƜbŇĺŉଙ௮ƤƒǁƠƷƌƛ

ƮƂƜƎc

地域別の情報開示なぜ
Ｑ 地域ごとの情報開示を強調して
いますが、なぜ必要なのですか？

Ａaশඡੳƣගሇ्ಘƤbŷƾƻǀ

ＰＣＲは確立された検査

ƤಛಓƠƽƘƛǻȔǻȔƜƎcƔƝŽ
ƥbဪੜဒၾƜƤbශਊশೄƝƝƷ

Ｑ 検査にかかる費用はどうするので
すか？

ŹƳƎc
aǑǏȖǤƁࢻƠſƾƏდƣƠŹǀ

শపƣဘ༊ƝƟƿƳƎc
aଵఓbশඡੳƣಲƣ्ಘƣሑ

検査にかかる費用は

Ｑ ＰＣＲ検査は、たくさんやれば間
違いが多くなり「感染を広げる」
「医療
崩壊が起きる」
との声も聞こえますが。

ƝƂƤbࢻƣଙ௮ƜƤഞƛƂƳƐǈc

陽性の人どうする

ƜƎƀƾb
ෑཉ
ƣƤஉଙ௮ƹĺ
ŋଙ௮ƟƞƷᅢጅƜƎcƆǁƞƷࢻǇ

Ｑ 検査で陽性となった人はどうする
んですか？

Ơbଙ௮ƹጉตጴǇःƾƀƣƜነ

Ａa ฌै ƣ२ேƜŇĺŉଙ ௮Ƥቚ႘

ଣǀƈƝƜbƒƣಐbশƊƐǀईႷตƁ

ƾƀƠƌƛŹǀಛಓƤĨĬત౦ƠƝƞ

ःቮଉƷபǄǁƛŹƳƎcᇚேƣǶȐ|

ŷǀƀƞŻƀǇଣǀƈƝƁƜƂƳƎc

Ａaশ४་ǇጌƎǀƠƤbଙ௮Ɯ

ƳƘƛŹƳƎįଈĮ႘ଵఓ
cேǇƴ

ȓ|ǚ౦ƜƤbፑሌहƣઅኜƀƾĨ႘

aଙంƣಪƜǑǏȖǤƁంǁƟ

ጉตƁነƾƀƝƟƘƔǇbཧಲƠॸጱf

ƛƷb
ĩħƣท፭౦ƣƟƀƜb
౦ၾƣདࡰ

ĭቮଉࡒඑƣŇĺŉଙ௮ǇƹƘƛশೄ

ŹƹbƒƣಐǑǏȖǤƁഞƛŹƟƄ

ᇱ୦fಓፑƌƛŹƄƈƝƁᅢጅƜƎc

ƉƝƣଙ௮ƹጉตጴǇb౦ኁƠ्ಘƌ

ǇଣƙƆഞƌጌŽƴƠถୱƌb૪అঊ

ƛƷಐᇥँƜǑǏȖǤƁഞƛƄǀ

aƝƈǂƁbଵఓbኅ൵ඡf൵ƣጉตೄ

ƛŹǀಛಓƤŷƿƳƐǈc

၌ƝƣፊጵǇƤƀƘƛŹƳƎc

ƁŷǀƣƜb࿊ৼƠଙ௮ǇૅƿᇪƎƈ

Ǉᇱ୦ƎǀƔƶƠbȆǱȖƟƞǇೊƿඑ

aƈǁƜƤbഉኁƤbƞƈƁশූଳད

aŇĺŉଙ௮ƁশపƣཨƠࡔམ

ƝƁᅢጅƜƎc

Ƈǀഗძፑጊ౮็ƤbƎƜƠ२དƜᆊ

ƟƣƀǇཐǀƈƝƁƜƂƏbᆊࡊƠƀƾ

ᆋƆƾǁǀƣƤbƒǁƁǑǏȖǤᄇଣƣ

໑ඡƝƟƘƛŹƳƎc

ǁǀƈƝƠƟƘƛƌƳŹƳƎcƠƽƘ

Ʒ॰ጵƊǁƔଙ௮ሓ ǟ|ȖǴǤǪȞ

aƳƔbཨ့൵fഓ൵ƣೄǇƆႚǁ
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