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毎月、外来で A4版のミニコミ誌を発行している。医学的な小話や外来スタッフのエッセイ

等を載せたたわいない内容で、もっぱら待ち時間の暇つぶしにしてもらうためのものであ

るが、今年は新型コロナが 1 月から騒がれるようになったので、主にコロナ関連の記事を

書くことが多かった。今読み返してみると、的外れなことも少し書いたが、概ね間違ったこ

とはなかったような気がしている。これも一つの記録なので、長くなるがこの場で掲載させ

ていただくことにする。 

 

2 月号 

毎日テレビニュースで報道されているので、皆さんもよくご存知のことと思いますが、2019

年 12 月に中国武漢の海鮮市場で発生した重症肺炎を起こす新型のコロナウイルスについ

て、まとめてみたいと思います。12/30 に、現地の保健機関が作成した「原因不明の肺炎」

についての報告書がネットで拡散し、話題になったそうです。その後、1/7 に原因が新型の

コロナウイルスであると確認されました。その後診断が容易になったこともあり、報告され

た患者数は一気に増えて、本日、1/23 の時点で全世界で 664 人、死者が 18 人となってい

ます。一般的に、コロナウイルスは風邪の原因ウイルスの一種で、風邪の 10～15%(流行期

には 35%)の原因であると言われています。コロナウイルスはα、β、δ、γの 4 種類に

大きく分類されますが、α群に 2種類(229EとNL63)、β群に 2 種類(HKU1 とOC43)の

人の風邪の原因となるコロナウイルスがあります。2003 年に騒ぎになった SARS コロナウ

イルス(全世界で 8096 人が感染し、死亡率は 10%)や、2012 年に中東で流行があった MERS

コロナウイルス(全世界で 1293 人が感染、死亡率 35%)は、β群に属していますが、上記の

4 種類の風邪コロナウイルスとは分けて扱われています。さて、今回騒ぎになっている 2019

新型コロナウイルスは、と言いますと、遺伝子分類では β 群に属するそうです。SARS や

MERS と同じですね。何故、今回の新型コロナウイルスが問題視されているかと言うと、や

はり肺炎を起こして重症化するリスクがあるからのようです。通常のウイルスによる呼吸

器感染は、いわゆる上気道炎(風邪)で終わることが多いのですが、RS ウイルスやヒトメタ

ニューモウイルス、パラインフルエンザウイルス、インフルエンザウイルス、アデノウイル

スなどは気管支炎(下気道感染)を起こすことが知られています。また、気管支炎より思い肺

炎(レントゲンで影がある)を起こすウイルスとしては、インフルエンザウイルス、アデノウ

イルスの他に、SARSコロナウイルス、MERS コロナウイルス、ヒトコロナ-NL63 ウイルス

などがあります。こうして見ると、コロナウイルスは一般的な風邪の原因ウイルスなのに、

一部は肺炎を起こす性質を持っているということがわかります。今回の 2019 新型コロナウ

イルスも、どうやらその性質を受け継いでいるようです。すでにヒト-ヒト感染が確認され

ていますので、個人的な見解としては、この流行はなかなか止まらないように思えます。ウ



イルスには面白い性質がありまして、エボラウイルスのような高い病原性をもったウイル

スは、死亡率が高いわりに、大流行にはなりにくいという特徴があります。これは、感染し

た患者がすぐに死んでしまうので、ウイルスはそこから先に感染を広げる機会を得にくい

からです。その反対に、季節性インフルエンザのような致死率が低いウイルスの場合は、患

者が感染したまま動き回るので、簡単に流行が拡大してしまいます。今回のコロナウイルス

も、現段階での致死率は 2.7%と低いので、インフルエンザのように感染拡大が予想できま

す。空港での発熱チェックのような水際対策は、あまり効果がないでしょう。なぜなら、呼

吸器感染ウイルスの患者は潜伏期間中は発熱がないのに咳だけしていて、それでウイルス

を拡散しているからです。そのため、発熱して診断がつくまでに多くの二次感染を引き起こ

しているわけです。したがって我々としては、新型コロナウイルスの国内での流行は避けら

れないものと考えて対処をする必要があります。ほとんどの人はちゃんと治るわけですか

ら、あまり過度な心配をする必要はないと思いますが、風邪がこじれて肺炎になってしまっ

たという場合は、病院でウイルスの検査を受けて下さい。あとは通常の風邪対策だけで十分

だと思います。 

 

3 月号 

先月の本誌で第一報の記事を書いたのは 1月 23日のことでしたが、その時の全世界の患者

数が 664 人、死者が 18 人ということでした。あれから約一ヶ月がたち、本日 2 月 19 日時

点で中国の患者が 7 万 4 千人、死者が 2 千人ということです。中国での診断基準がこの 1

ヶ月で変わった(ウイルス検査によらず、肺炎の患者をコロナと見なすことになった)ため、

単純比較はできませが、感染者も死者もだいたい 1 ヶ月で 100 倍に増えたという感じでし

ょうか。このペースがもし続いたら、5 月までには世界中の人間がこのウイルスに感染して

いる計算になります。ここで 2009 年に新型インフルエンザウイルスが 4月にメキシコで発

生した時のことを思い出してみましょう。日本では、5 月に成田空港でカナダ帰りの高校生

3 人の感染が国内初の確認事例となりました。当初は患者を強制入院させたりしていました

が、その後患者が激増するにつれてそんなこともできなくなり、厚労省は 6 月には新型イ

ンフルエンザを特別扱いするのはもうヤメタ、というお触れを出し、7月には全数把握も中

止しました。結局、新型インフルエンザの流行が収束したのは、2011 年の春でした。それ

までにほとんどの人が感染して治癒し、抗体を持つようになったため、ウイルスがあまり増

えることが出来なくなったためと思われます。私の個人的な予想としては、今回の新型コロ

ナウイルスも似たような経過になると思っています。これまで政府が行ってきた「対策」は、

コロナやインフルエンザのようなほとんどが軽症でおわる呼吸器感染ウイルスに対しては

不必要だと思います。どうせ、風邪ウイルスの蔓延なんて人間の知恵で止められるわけがあ

りません。クルーズ船の隔離や全国で行われている患者の感染経路調査などは、多少流行を

遅らせることは出来るでしょうが、基本的にエネルギーの無駄遣いだと思います。あのよう

な「対策」は、それこそエボラウイルスのような感染症に対して行うべきもので、今回のコ



ロナに対して行うのは、費用対効果が著しく乏しいと思います。市中感染がもう始まってい

るのに、いまだにそれを続けているのは、いまさら引っ込みが付かなくなっているからでは

ないでしょうか。覆水盆に返らず。こんなことを書くと、武漢で致死率が 4%とか、80 歳以

上の高齢者の致死率が高いのに、なにを呑気なことをとお叱りを受けるかもしれません。そ

れでも敢えて書かせてもらいますと、高齢者や基礎疾患のある方は普通の風邪をひいても

こじらせて肺炎で亡くなることがあります。日本では普通の季節性インフルエンザで毎年 1

万人の(主に)高齢者が亡くなっている、という推計もあります。というわけで、コロナを特

別扱いしすぎるのはよろしくありません。幸い、小児に重症者は少ないという報告もあるそ

うですので、あまり過度に心配しすぎず、かかったら自然治癒するまで家で寝かせておこう、

くらいに思っていただくのがよいのではないでしょうか。もちろんお年寄りや基礎疾患の

ある方に対しては、重症化リスクがありますので、なるべくうつさないように気をつける必

要がありますし、もしそのような方に呼吸が苦しいなどの症状があったらすぐに入院して

集中治療を行うべきですが、そこまで悪くない大多数のコロナ患者は通常の風邪や軽い気

管支炎として普通の治療だけでよいと思います。テレビなどのマスコミで毎日大量にコロ

ナニュースが垂れ流されるせいで、私たちも洗脳されてパニックになっているようです。そ

れが子ども達にも伝わり、ストレスから不定愁訴を訴えて受診する子どもが増えてきまし

た。保護者の方達は過度に心配せず、どうせみんな一回はかかるんだから、と子どもさんを

安心させてあげて下さい。 

 

4 月号 

世界中で入国制限や学校の休校、イベントの中止やお店の営業停止などが始まりました。戒

厳令のような規制を行っている国もあるようです。なぜこんなことになってしまったのか、

改めて考えてみますと、一部の国で報告されている高い致死率が大きな理由ではないかと

思います。3 月 20 日現在、世界のコロナウイルス感染者は 23 万 2680 人、うち 9827 人が

死亡したそうです。よく引き合いに出されるイタリアでは、感染が 4万 1035 人、うち死亡

が 3405 人で、致死率が 8.3%です。もし本当にこのウイルスの致死率が 8.3%なら、確かに

怖くなるのも当然で、各国の反応もやむを得ないものかもしれません。3 月 20 日の CNN

のウェブサイトには、イタリアの致死率が高い理由についての考察が載せられていました。

イタリアは高齢化率が高く、高齢者は感染すると重症化して死亡リスクが高いことはよく

知られています（ちなみに日本の方がもっと高齢化率が高く、60 歳以上が 33%でダントツ

の世界一。イタリアは 28.6%で世界二位だそうです）。お隣の韓国もコロナ患者が多いと言

われていますが、3 月 19 日の時点で感染者が 8565 人、死者は 92 人だそうです。ざっくり

計算すると致死率は 1.1%。韓国の高齢化率は 18.5%だそうなので、イタリアよりも年寄り

の患者が少ないでしょうが、本当にそれだけでこの違いが説明できるでしょうか。このサイ

トには、イタリアと韓国で行われたコロナウイルス PCR の人口当たりテスト回数が載せら

れていました。それによると、イタリアでは人口 100 万人あたり 826 回、韓国では 100 万



人あたり 3692 回だったそうです。韓国のほうがイタリアよりも 4 倍の頻度で検査が行われ

ています。したがって、イタリアでは検査をされていない軽症のコロナ患者が多数いた可能

性があるのではないかと思います。イタリアの患者数 4 万 1035 人というのは、あくまで

PCR 検査を受けて陽性となった人の数ですから、それ以外に軽い風邪症状で済んでしまっ

て、病院で検査を受けなかった多数の人は含まれていません。私の予想では、イタリアでは

そういう人が数十万人はいて、実際の年齢調整後致死率は韓国とそうは変わらないのでは

ないかと思っています。このウイルスは大多数の感染者は軽い風邪症状で終わってしまう

ので、検査を受けたりしませんし、本人も気づかないうちに治ってしまいます。日本でも、

海外旅行帰りだとか大阪のライブハウスに行ったとか患者と接点があったなどの特別なこ

とがあると保健所で PCRをされますが、そうでなければ見つかりません。なので、今報告

されている国内の患者数（3 月 19 日現在 943 名）というのは、まったく信用できません。

唯一信用できるのは、国内での死者数 33人ということで、昨今はウイルス性肺炎で死亡し

たら必ずコロナ検査をされるでしょうから、これは恐らく正しい数値だろうと思います。そ

うすると、致死率 1%をざっくり当てはめると、本当の患者数はその 3 倍はいる筈というこ

とになります。このように、検査を受けずに見落とされている患者が多数いる疾患について

の正しい致死率を算出するのは非常に困難です。ところが恐らく世界的にも唯一その条件

を満たしていると思われる事例が日本にはあります。そう、ダイヤモンドプリンセスです。

最終的に 712 人が感染し、10人が死亡しました。ざっくり計算すると、やはり致死率は 1.4%

です。これは全数調査をしているので、信用できます。クルーズ船の乗客は高齢者が多いで

しょうから、年齢調整をすればもっと致死率は低くなるでしょう。その数値は韓国の値と近

く、私は武漢コロナの本当の致死率はそのくらい、1%を少し切る程度だろうと思っていま

す。もし本当の致死率が 1%だとしたら、はたして戒厳令をしいたり、入国制限したり、全

ての経済活動を麻痺させる必要があるでしょうか。母数が多いので数万人単位の高齢者が

亡くなるのは避けられないでしょうが、それは不可抗力だと思うしかありません。外食産業

も旅行業界もその他多くの業界も、コロナ騒ぎの規制のために瀕死の状態です。そこで働く

人たちの生活が破壊されたら、どうなるでしょう。パニックはコロナウイルスよりもっと多

くの人を殺します。一度みんなで深呼吸して、気持ちを落ち着かせてほしいと思っています。 

 

5 月号 

先月のこの紙面でコロナの致死率は 1% を少し切る程度ではないかと書きましたが、その

後 3月 30日にイギリスの研究者がランセットというオンラインの学術サイトに論文を発表

しまして(Estimatesoftheseverityofcoronavirusdisease2019:amodel-basedanalysis)、これまで

に世界各地で報告されたコロナ患者の経過をまとめて、年齢毎の致死率を報告しました。そ

れによると、発症した人の致死率は 0-9 歳で 0.0026%、10-19 歳で 0.0148%です。これは

発症した人を母数にしていますが、不顕性感染で見落とされている人を母数に含めた推定

では、致死率は更に下がります(ほとんどゼロなので数字は省きます)。全年齢をまとめた場



合、発症者の致死率は 1.38%、不顕性感染者も含めた場合の致死率は 0.66%ということで、

先月の私の推定と同じような結論となっています。ただ、やはり高齢者の致死率は高く、発

症者を母数とした場合の致死率は 70-79歳で 8.61%、80 歳以上では 13.4%となります。不

顕性感染者を含めた場合では、70-79 歳が 4.28%、80 歳以上は 7.80%。お年寄りにはうつ

さないようにしましょう。さらに、米スタンフォード大で行われたサンタクララ郡 3300 人

の抗体検査についての報告がありました。これによると、実際の新型コロナ感染者は、報告

されている(PCR 陽性となった)患者の 50～85 倍になる、とのことでした。4 月 19 日時点

で、アメリカでの患者数は 73 万 5 千人、死者が 3 万 9 千人程度ですが、50 倍とすると実

際の感染者は 3 千 7 百万人くらいという計算になります。これをそのまま死者数に当ては

めると、不顕性感染者を含めた致死率は 0.1%となります。さきの論文の 0.66%より大分低

いのですが、抗体スクリーニングの特異度の問題で 50 倍という数値が高すぎるのかもしれ

ません。通常のコロナウイルス感染を交差抗原反応で引っかけていないか、気になるところ

です。いずれにしても、このままだとおそらくあと 1～2 ヶ月くらいするとアメリカでは

80%くらいの人が感染して、集団免疫ができて、感染はかなり下火になるのではないかと予

想されます。さて、不顕性感染者がかなり多数いるはずだということは、日本でも少しずつ

報告されるようになってきました。m3.com という医師向けのサイトで 4 月 18 日に山梨大

学学長の島田先生という方が書かれた論文では、日本と同程度の医療水準の 5 カ国(オース

トラリア、イスラエル、シンガポール、ニュージーランド、カタール)と日本の PCR検査実

施数(日本は圧倒的に少ない)を比較して、予想される日本の感染者数は、4月 11 日時点(報

告された感染者数は 6005 人)で、1 万 1000 ないし 4 万 9500 人くらいではないかとのこと

でした。約 2～8倍です。また、4月 15 日のNHKクローズアップ現代で慶応大学医学部の

宮田教授が 3 月 31 日から 4 月 1 日に全国の 2500 万人を対象にした LINE による調査を行

った結果が報道されたそうですが、それによると全国で 2万 7000 人が、37.5℃以上の発熱

が 4 日間以上続いていたと回答したとのことです。このなかの全てが新型コロナというこ

とはないと思いますが、発熱者の増加と PCR 検査陽性者数の増加に相関が認められたとの

ことですので、発熱者の中に相当数のコロナがいたことは間違いないのではないか、という

のが、山梨大の島田先生の結論でした。私もまったく同感です。また、島田先生の論文では

さらに興味深いことが記されていました。国立感染症研究所が公表しているインフルエン

ザ関連死亡迅速把握システムによるインフルエンザ・肺炎死亡報告の結果によると、2020

年の 2 月下旬から 3月上旬にかけて、調査対象となっている全国 21 大都市の中で東京だけ

に閾値を超える超過死亡が認められたとのことです。超過死亡とは、平素より普通に発生し

ている死亡数を超えて急に増加した死亡のことです。これはインフルエンザ流行期にはイ

ンフルエンザによる死亡を示唆する指標とされていますが、この時期にはインフルエンザ

はすでに下火となっていました(東京のインフルエンザ報告数は 3.58、2.33 と低下傾向)。

このことから、島田教授は、実は東京ではこの時期に新型コロナによる死亡が多く起こって

いて、見落とされていたのではないか、と結論されています。私は先月のこの紙面で、発表



された新型コロナによる死亡数は(感染者数と違って)信頼できる数値だと書きましたが、ど

うもそれは間違っていたのかもしれません。今後の見通しですが、この緊急事態宣言がいつ

まで続くのかわかりませんが、このようにみんなが家に籠もっているとなかなか集団免疫

が成立しませんので、だらだらと感染者の数が増加していくだろうと思います。そして、そ

の過程で企業の倒産が激増し、全国に失業者が数千万人はあふれることになるでしょう。国

民一人あたり 10 万円を支給するなんて言っていますが、その費用 12 兆円は、国債という

子どもや孫からの借金でまかなうことになります。今回も日銀が引き受けてお札をするの

でしょうが、いずれ国債が暴落して金利が跳ね上がり、ハイパーインフレがくるのではない

かと恐れています。日本は敗戦後に預金封鎖を行い、新円切り換えをしつつ、ひと月に銀行

からおろせる預金が今の価値でひと家族 30 万円くらいに制限され、2 年後に封鎖解除され

た時には物価が 100 倍くらいになっていました。それと同じようなことが起こる気がして

なりません。一番よいのは、新型コロナの蔓延とそれによる主に高齢者の大量死亡は避けら

れないことを認め、院内感染や保育所などの集団感染は不可抗力であることを認め、国民全

てに通常の日常生活と経済活動を行ってもらい、無駄な補助金などやめることだと思って

います。途上国への援助の基本は「魚を与えるな、魚の釣り方を教えよ」ということです。

10 万円だの 30 万円だのを国民に渡しても、その時は嬉しくてもすぐにお金はなくなって、

前よりもっと苦しく感じるようになります。それよりも、上記の論文の内容を吟味した上で、

いわゆる「感染対策」などやめて、直ちに日常に戻るようにアナウンスしてほしいと思いま

す。みんなが日常生活を送れば、それが魚の釣り方を教えることにつながります。高齢者が

亡くなり、その責任を問われることを恐れるあまり、政治家はだれもこのことを言いません。

いわゆる「専門家」会議は、致死率がこれだけ低いことが分かっても、いまだに感染を封じ

込めるためにあ～しろこうしろと言うばかりですが、すでに蔓延してしまっている現状で

は、みんな的外れな気がしてなりません。最近ニュースでスウェーデンの新型コロナ対策に

ついて報道されましたが、彼の地では都市封鎖などせず、最初から集団免疫の成立を目指し

ているそうです。感染が広がる中でも小中学校は開校し、飲食店やジムも普通に開いている。

ただし、4 月 23 日の時点で感染者 1 万 6千人、死者 2千人ということで、厳密な規制をし

ているデンマークなどよりも人口当たりの死者数は多いとのことです。国民にはそのリス

クを説明し、ソーシャルディスタンスを守るように呼びかけつつ、あえて規制を行わず、普

通の日常をおくらせる。政治家が腹をくくっているのがよくわかります。私はこの政策が一

番合理的ではないかと思っています。どちらが正しかったのか、いずれ歴史が証明してくれ

るでしょう。さて、おそらくあと 1～2 ヶ月のうちに茨城も東京と同じような状況になり、

普通にコロナ患者が巷に溢れるようになるかと思います。当院では職員は毎日朝に検温を

行い、微熱を認めた場合は PCR 検査を行うことにしておりますが、検査を行った者は結果

がでる 1 日後までは欠勤することになっています。そのため、私がもし微熱を認めた場合

は急に休診となるかと思います。ご迷惑をおかけすることになりますが、予めご了承くださ

い。来院前にネットで休診につき調べていただくことをお勧めします。 



6 月号 

この原稿を書いている 5 月 20 日の時点で、茨城県は緊急事態宣言も解除され、新規患者も

しばらくゼロが続いている状態です。このままサーズのように新型コロナも消滅してしま

うことを願いますが、残念ながらそうはならない気がします。コロナは無症候性のキャリア

が感染力をもっているウイルスなので、どうしても感染が広がってしまいます。今新規患者

が少なくなっているのは、政府の対策が功を奏したおかげとも言えますが、一ヶ月自粛しな

さいと言っただけで、日本経済はガタガタになりました。レナウン他 150 社以上が倒産し、

その他破綻予備軍の数は想像することもできません。つまり、緊急事態宣言というものは、

持続可能な政策ではなかったということです。本来ならこの政策を行うと決めた時点でそ

のようなことは想定しているべきだと思うのですが、その後の政府の場当たり的な対応の

数々を見ていると、はたしてそこまで考えていたのか疑わしいところです。5月 1日のニュ

ーズウィーク日本語版ウェブニュースで、私が先月紹介したスウェーデンの集団免疫政策

についての続報がありました。4月 30日の時点での死者数が 2462 人、感染者数が 2万 1000

人程度とのことで、感染者の数はノルウェーの 3 倍、死亡率は 6 倍とのことで、記事のト

ーンはスウェーデンの政策は誤りだというものでした。一方で、5 月 7日の日本版フオーブ

ス誌ウェブに、スウェーデン在住の宮川絢子医師のインタビュー記事がありましたが、彼女

によるとスウェーデンのコロナ死者の多くは高齢者施設における集団感染が原因で、それ

はロックダウンをしなかったことが原因ではなく、施設における感染対策が不十分だった

ためとのことでした。さらに言うと、スウェーデンでは 80 歳以上の高齢者や基礎疾患があ

って回復の見込みが薄いコロナ患者は重症化しても ICU に入院させないポリシーで、限ら

れた医療資源を若い患者に優先的に振り分けているそうで、そのことが高齢者の死亡増に

繋がっているそうです。(ちなみに、彼女は慶応大学医学部で私のクラスメートでした)スウ

ェーデンの政策が正しかったのかどうかは、歴史が証明するのを待つのみですが、個人的に

はそれが一番正しいと思っています。同国の致死率が 12%と高いのがニューズウィーク誌

の非難するところですが、先月も書いたように、この致死率は母数の感染者数の推計が不正

確であれば意味をなしません。集団免疫政策を取ると決めた時点から同国ではやたらと

PCR 検査をして患者を追跡調査したりはしなくなったようですので、おそらく実際の感染

者の数は数十万人はいるのではないかと思います。それが正しければ、同国の致死率はずっ

と低い筈で、見かけ上の数値が隣国より高いなんて気にする必要はないことになります。お

そらく日本では今後コロナ感染の第二波、第三波が来ることになると思いますが、その都度

緊急事態宣言を出して失業者の山を作るのか、スウェーデンのようにするのか、国民の間で

コンセンサスを作る必要があるでしょう。ちなみに、失業率が 1%上がると自殺者が年間

2339 人増えるという統計があるそうです。現在までコロナウイルスで亡くなったと報告さ

れているのは 5 月 18 日時点で 773 人です。コロナ以前の日本では、毎日平均して全国で

3770 人が様々な理由で死亡していました。コロナが始まってから 4 ヶ月くらいですが、平

均すると 1 日あたり 7 人くらいの死者ということになります。3770 人が 3777 人になった



ということです。コロナが恐くないと言えば嘘になりますが、かといって恐れすぎるのもよ

くありません。正しく怖がって出来る範囲で感染予防対策をしつつ、あとは天命に任せると

いう姿勢が、個人にも国家にも求められているように思います。 

 

7 月号 

厚労省は、6月 16日に、東京、大阪、宮城の 3 都道府県で、6月 1日から 7 日にかけて 7950

人を対象に実施した新型コロナウィルスの抗体検査の結果を発表しました。それによると、

東京都で抗体保有率が 0.10%、大阪府で 0.17%、宮城で 0.03%だったとのことです。5 月末

までの東京都における累積感染者数は 5236 人とのことですが、東京都の人口に 0.10%をか

けて得られる推定感染者数は、その 2.6 倍程度ということになります。以前からこの紙面

で、実際の患者数は報道されている数よりずっと多い筈だと書いてきましたが、一応それを

裏付ける結果であると言えます。ただ、この調査はあまりにも母数が少なすぎて、現状を正

しく理解するには不適当だと思います。これを見ておわかりのように、調査ではアボットと

ロシュという 2 社の検査試薬を用いて同じ血液検体の抗体を調べました。東京都全体では

わずか 1971 人しか調べていません。 

 アボット(+) アボット(-) 計 

ロシュ（+） 2 4 6 

ロシュ（-） 2 1963 1965 

計 4 1967 1971 

そして、2社の検査試薬で両方とも陽性だった 2名だけを陽性として扱い、陽性率を 2/1971

で、0.1%と報告しているわけです。もし、ロシュの検査キットで陽性だった 6 名が全部本

当の陽性だったとすれば、陽性率は 0.3%ということになります。あるいは、アボットで陽

性だったのにロシュで陰性だった 2 名も本当は感染していたとすると、最大で 8 名が感染

していたということになり、陽性率は 0.4%ということもありえます。この曖昧さはなんな

のでしょう。今回のような調査では、検査の感度と特異度という指標がとても重要になりま

す。感度とは、本物の陽性者のうち、何パーセントをその検査が陽性として検出できるか、

という数値です。いっぽう、特異度とは、本物の陰性者のうち、何パーセントをその検査が

陰性として判定できるかを示します。私の手元にある m3 という医師向け情報サービスの記

事によると、アボットの検査は感度 100%、特異度 99.6%で、ロシュの検査は感度 100%、

特異度 99.8%だそうです。普通、感度・特異度を算出する時には、基準となる検査(絶対に

正しいと仮定できる検査)の結果と比較して、普通は PCR 検査やウイルス分離を基準にし

ます。ところが、この厚労省の調査では基準がありません。ロシュもアボットも同じ抗体検

査キットであり、どちらがより信頼性が高いのかわかりません。もしアボットが絶対に正し

いと仮定すると、真の陽性者は 4 名ということになり、そのうちの 2 名しか陽性と判定で

きなかったロシュの試薬は感度 50%ということになります。また、もしロシュが絶対に正

しいと仮定すると、アボットは真の陽性者 6 名のうち 2 名しか検出できていないのですか



ら、感度は 33%です。感度 100%という 2 社の触れ込みはいったいなんなのでしょうね。

検査の人数がもっと多ければ、もう少し正確なことがわかると思いますが、陽性者が数名し

かいないレベルでは、真の結果を推測するには不十分です。さらに言うと、このような結果

を解釈する上で、検査の感度、特異度に加えて、じつはもう一つ重要な指標があります。そ

れは、陽性的中率、陰性的中率というものです。陽性的中率とは、その検査で陽性と判定さ

れた場合に本当にその病気にかかっている確率で、陰性的中率はその検査で陰性と判定さ

れた場合に本当にその病気にかかっていない確率です。 

上の例で、もしアボットの結果を基準にすると、ロシュの検査で陽性と判定した 6 名の

うちの 2 名が真の陽性なわけですから、陽性的中率は 2/6 で 33%ということになります。

つまり、抗体陽性と判定されても、そのうちの 3 分の 1 しか本当の陽性ではありません、

ということです。この陽性的中率は、実はその疾患の有病率に大きく影響されます。有病率

とは、その集団の中で病気になっている人の割合です。話を単純化するためにここではアボ

ットを絶対に正しい基準と見なすことにしますが、その場合の有病率は 4/1971 で、0.2%と

なります。このように低い有病率の場合、どんなに検査の感度・特異度が高くても、陽性的

中率は低くなります。つまり、検査で陽性と出ても、実際は病気ではない(擬陽性と言いま

す)可能性が高いわけです。逆に、有病率が低い今回のような場合は、陰性的中率は非常に

高くなります。今回のケースでは、1963/1965 で、99.9%です。実際の臨床を行っている立

場からすると、検査の感度や特異度よりも、陽性的中率・陰性的中率が重要です。たとえば、

熱のある患者が来たので、インフルエンザの迅速検査をするとします。周りではインフルエ

ンザはまだ流行していません。なのに検査は陽性でした。そのような時、果たしてこの患者

さんは本当にインフルエンザなのだろうか、それとも検査擬陽性なのだろうか、と医者は悩

みます(悩まなくてはなりません)。有病率が低い時の陽性的中率は低くなりますので、その

患者さんが本当にインフルエンザである確率は低いわけです。はたしてタミフルを処方す

べきなのか、どうしようか、と悩むのが正しいあり方です。幸か不幸か、今のところ新型コ

ロナの流行はいったん治まっているように見えます。つまり有病率は低い状況です。そのよ

うな時は、たとえ迅速検査や PCR検査で陽性と出ても、本当は擬陽性である可能性が高い

わけで、われわれはそのことをちゃんと理解した上で対応する必要があります。ある人の

PCR が陽性だからといって、問答無用で強制隔離、接触者は片っ端から PCR、のようなこ

とをするのは、有病率が低い時は気をつけなくてはなりません。 

 

 

  



有病率 検査結果 Flu罹患者 非罹患者 合計 陽性適中率 

 (+) 95 99 194  

1% (-) 5 9,801 9,806 95/194 

 合計 100 9,900 10,000 =49% 

 (+) 475 95 570  

5% (-) 25 9,405 9,430 475/570 

 合計 500 9,500 10,000 =83% 

上の表は、感度 95%、特異度 99%の検査が、インフルエンザの有病率 1%と 5%の場合に、

1 万人を調べたときにどのような結果を出すかを計算したものです。上 3行が有病率 1%の

場合、下 3 行が 5%の場合です。有病率が 1%の場合、1 万人のうち感染者は 100 人です。

この検査は感度 95%なので、そのうちの 95人は検査で陽性と判断されますが、5人は陰性

となってしまいます(偽陰性)。非感染者 9900 人は、検査の特異度 99%なので、9900x0.99

の 9801 人は正しく陰性と判定されますが、99 人は擬陽性となってしまいます。そうする

と、陽性的中率は検査陽性と判断された 194 人のうち 95 人が正しくインフルエンザなの

で、95/194 で、49%となります。つまり、検査で陽性と出ても半分は擬陽性で、本当はイ

ンフルエンザではないということです。一方で、有病率が 5%になると、この陽性的中率は

83%になります。つまり、検査で陽性ならば、本当にインフルエンザである確率が 83%と、

かなり信頼できることになるわけです。ニュースで PCR 検査陽性だから～という話を聞い

たら、このことを思い出していただいて、有病率が低い時は擬陽性が多いのだと、眉によく

つばをつけて聞いてあげて下さい。 

 

8 月号 

最近また感染者の数が増えてきていますが、3 月や 4月の時とは微妙に世の中の対応が変わ

ってきているような気がします。当時は、社会全体が集団ヒステリーになって、全国の小学

校を突然休校にしてみたり、ゆるキャラのようにご当地宣言が乱発され、あげくは全国一律

の緊急うんちゃら宣言が出て、補償はしないけど自粛してお店締めてね、と言って、全国の

外食産業を瀕死の状態に追い込みました。東京都は、都民の貯金 9 千億円を休業補償とし

てばらまいたそうですが、都知事選の選挙対策資金になっただけで終わりました。貯金がな

くなってしまったので、また患者が増えてきても、もうなんとかアラートは出せません。ま

ったく無駄なお金の使い方をしたものです。この紙面で以前から書いているように、このコ

ロナのようなウイルスは、新型インフルエンザが 2009 年に出た時と同じで、封じ込めるこ

とは出来ません。集団免疫といって、社会の大多数(60～70%)の人が感染して免疫を持つよ

うにならないと、流行は収束しないのです。患者が増えてくる度になんとか宣言をしていた

ら、いつまで経っても集団免疫はできないので、だらだらと流行が続き、また周期的に患者

が増えることになります。このコロナは 80%の患者は軽症で終わるのですから、その人た

ちは放っておけばよいのです。わざわざ検査をして見つける必要も、クラスター追跡をする



必要もありません。70歳未満の人に風邪症状が出たら、10日間は自宅で安静にしているよ

うに、と法律を定めれば済むことです。当然、学校を休校にする必要も、学校で三密対策な

んぞをする必要もありません。コロナで亡くなったお年寄りのことをセンセーショナルに

報道して視聴率を稼ぎたいマスコミが煽りまくったせいで、コロナにかかったら死んでし

まうとパニックになっている方が多いのですが、このコロナで死亡する人の 80%は 70歳以

上です。若い人は、お年寄りにうつさないことだけ気をつけていればよいと思います。一方

で、お年寄り(と透析、糖尿病、ガン患者など)が風邪症状を認めた時は、ちゃんと病院にき

てコロナの検査をしなくてはなりません。そのような人がコロナに感染していたら、どうす

るべきか。ワクチンなどいつできるかわかりません。私は実際に患者を治療したことがまだ

ないので偉そうなことは書けませんが、おそらく一番現実的なのは、コロナに罹患して治癒

した人から献血してもらい、その血漿を輸血する血漿療法だと思います。中国で 19 人のコ

ロナ患者に回復患者の血漿 200～400ml を輸血したところ、非常に有効であったと報告され

ています。日本でも、国立国際医療センターがコロナから回復した人に対して血漿採取の呼

びかけを行っています。感染して治癒した人が増えてくれば、日赤の献血の仕組みなどを使

って、このような回復血漿を集めて、重症のコロナ患者の治療に使えるようになる筈です。

外国産の(効果のわからない)バカ高いコロナワクチンを買いあさるより、よほど現実的だと

思います。こうしてコロナで死ぬことがなくなれば、なにも恐れることはなくなります。

GoToキャンペーンなどと浅はかな「対策」などで振り回せれることもなく、国民が自分の

お金で安心して自由に旅行を楽しめる環境をつくるのが政治の仕事だと思うのですが……。 

一面で書いた回復期血漿によるコロナ治療について、もう少し補足します。この治療法は

特に目新しいものではなく、SARS や MERS といった別のコロナウイルス感染症やエボラ

ウイルス感染症でも使われていて、その効果が報告されています(ただし、使うなら早いタ

イミングで使用した方が良いようです)。新型コロナについては、中国から 3 つの論文が出

ています。Shen らの論文では、5 人の患者に対して 10～22 病日に 200ml の回復期血漿

200ml を 2回投与し、4 人が回復したそうです。Duanらの論文では、10人の患者に中央値

16.5 病日に 200ml を 1 回投与し、必要な酸素濃度の減少と血液データの改善を認めたとの

ことです。Zhangらの論文では 4人の患者に平均 15.5 病日に 200～2400ml を投与し、4 人

とも回復したとされています。これから日本でもコロナの流行はどんどん拡大していくこ

とと思いますが、回復した元患者たちから献血を募る仕組みを早急につくり、回復期血漿製

剤を大量に生産する体制を構築できれば、多くのハイリスク患者を救うことができる筈で

す。税金は、バラマキではなくそういうことに使って欲しいものです。あと、政府がしなく

てはならないこととして、高齢者施設や病院における院内感染とそれに伴うハイリスク患

者の死亡に対して、施設の免責を法制化することがあります。病院職員として責任逃れをし

たい訳ではありませんが、無症状のキャリアが感染性をもっているウイルスをブロックす

ることは現実問題として不可能です。実際にコロナの診療に関わっている医療従事者を苦

しめているのは、必然的に起こる院内感染により訴訟を起こされるという恐怖です。それを



取り除いてあげるだけで、病院は本当に機能しやすくなります。最後に、もう一つ政府がす

るべきなのは、新型コロナの指定感染症指定をやめることです。軽症者を隔離したり、接触

した職員を出勤停止にしたりする必要がなくなれば、医療崩壊が起こる可能性は随分減る

と思います。 

 

10月号 

コロナが騒ぎになってからまだ一年も経っていないのに、すでに世界ではコロナワクチン

の臨床治験がいくつか始まっているというのは驚異的な早さです。なぜこのように早いの

かというと、これまでとは全く違う、ウイルス遺伝子そのものを用いたワクチン製造法をし

ているからです。それを理解するためには、細胞内でどのように遺伝子からたんぱく質が造

られるかの基礎知識が必要なので、ここで簡単にまとめます。ヒトの遺伝子は DNAと呼ば

れる A,T,G,C の 4 種類の核酸が一本の鎖のように長く繋がったものが二本、螺旋のように

絡み合っている構造をしています。DNAは細胞の中の核と呼ばれる部分にのみ存在します。

この DNAはいろいろなたんぱく質を造るための設計図です。どのようにしてたんぱく質が

造られるかというと、まず核内で二本鎖の DNA が二つに分かれ、一本鎖になります。次に、

その片方の DNA の A,T,G,C の並びを裏返しにコピーしてメッセンジャーRNA(mRNA)が

造られます。mRNA は核から細胞質に出て行き、そこで mRNA の情報を元に、tRNA（ト

ランスファーRNA）という別の RNA が、A,T,G,Cの並びで指定された通りにアミノ酸を一

つずつ運んできて繋げます。アミノ酸が長く繋がったものがたんぱく質です。現在開発中と

される新型コロナワクチンには以下のような種類があるそうです。 

1)ウイルスベクターワクチン: ヒトに対して病原性がとても低いウイルス（ベクターと呼び

ます）にコロナウイルスの抗原タンパク質の遺伝子を組み込んだ、組み換えウイルスを使う

生ワクチンです。ベクターウイルス自体が細胞に感染して侵入し、細胞質で抗原タンパク質

を作るので、それに対する抗体が作られ（液性免疫と呼びます）、またその感染した細胞を

攻撃するキラーT細胞も誘導される（細胞性免疫と呼びます）とされています。ベクターに

は、アデノウイルスやセンダイウイルスなどが使われます。これまで世界で承認されたウイ

ルスベクターワクチンは、エボラウイルスに対するワクチンが 2 種類あるだけです。日本

への輸入が計画されていて、最近治験が中止されたり再開されたりした英アストラゼネカ

社のワクチンは、チンパンジーアデノウイルスをベクターにしたこのタイプのものです。 

2)mRNA ワクチン: コロナウイルスが人体の細胞に侵入する時に必要なスパイクたんぱく

質の塩基配列を作る情報を持った mRNA を用いるワクチンです。mRNA は壊れやすいの

で、脂質ナノ粒子（LNP）というものに封入して製剤化されています。投与後、ヒトの細胞

質内で mRNAが翻訳されてコロナウイルスのスパイクたんぱく質が製造されます。それが

ヒト細胞の表面に浮き出てくると、人体の免疫システムはその細胞にコロナウイルスが感

染していると勘違いをして、抗体を作ったり細胞を破壊しようとしたりします。米モデルナ

社や日本の第一三共が開発しているのがこのタイプのワクチンです。これまで世界で認可



された mRNAワクチンはありません。まったく新しいタイプのワクチンです。 

3)DNA ワクチン: コロナウイルスのスパイクたんぱく質を造る情報をもつ DNA をそのま

まワクチンとして使用します。DNA はプラスミドという環状の形になっていて、それを投

与すると人体の細胞中に取り込まれ、DNA は細胞中の核の中に入ってそこで mRNA に転

写されます。mRNA は細胞質の中に出てきて、そこでコロナウイルスのスパイクたんぱく

質が製造されます。これまで世界で認可された DNA ワクチンはありません。あまりワクチ

ンとしての防御効果が高くないこと、実際に人体細胞の核内に異物の DNA を入れるので、

体内で遺伝子の組み換えが起こってしまう可能性があること、などが問題とされています。

日本製ワクチンとして時々話題になる大阪大学発のベンチャー企業アンジェス社が開発し

ているワクチンは、このタイプです。 

4)組み換えたんぱく質ワクチン: コロナウイルスのスパイクたんぱく質を造る遺伝子を、バ

キュロウイルスという昆虫に感染するウイルスの中に組み込み、昆虫細胞に感染させて、そ

こでスパイクたんぱく質を造らせ、それを集めて精製して不活化ワクチンとして使用しま

す。コロナウイルスのスパイクたんぱく質そのものを投与することでコロナに対する抗体

を作らせます。一般的に大量生産が難しく、免疫原性（人体で抗体をつくらせる効率）も低

いため、アジュバントと呼ばれる免疫賦活物質を混ぜてワクチンとします。世界的には、イ

ンフルエンザワクチンや B 型肝炎ワクチンでこの種類のものがすでに使用されています。

フランスのサノフィ社や日本の塩野義製薬が開発しているコロナワクチンがこのタイプで

す。 

5)組み換え VLPワクチン: VLP（ウイルス様粒子）は、ウイルスの外側の構造だけを持った

粒子のことで、ウイルス遺伝子は含まれていません。そのため体内でワクチンは増殖せず、

安全性が高いと期待されています。また植物を使用した VLP 製造技術により、短期間で大

量生産が可能だという利点があります。世界的には、B 型肝炎ワクチンや子宮頚癌ワクチン

などにこのタイプのものがあります。田辺三菱製薬のカナダ子会社が開発しているコロナ

ワクチンはこのタイプです。 

6)不活化ワクチン: コロナウイルスを培養し、ホルマリンや加熱処理、紫外線照射などをし

てウイルスの感染性を消滅させたワクチンです。ウイルスの培養を大量にする必要がある

ため、バイオセフティーレベルを満たした製造施設が必要です。歴史的に、日本脳炎、ポリ

オ、インフルエンザ菌 b型（Hib）、B 型肝炎、など数多くのワクチンがこのタイプでした。

日本では明治ホールディングス傘下の KM バイオロジクス社がこのタイプのワクチンを開

発しています。 

以上のように、新型コロナウイルスワクチンの開発は、コロナウイルス遺伝子を直接使う

ものがほとんどで、これまで人体に使用された経験があまりありません。アメリカでは、大

統領選挙に間に合わせるために臨床治験を大幅に省略してさっさと認可しようとしている

と聞きますが、ワクチンの安全性の確認はそんなに簡単なことではありません。外国産のワ

クチン輸入に際し、日本政府はワクチンの製造会社に対し、ワクチンによる健康被害があっ



た時はメーカーの責任を問わない、という契約をしているそうです。健康被害は日本国政府

が補償すると。政府が補償するということは、私たちが払った税金で補償する、すなわち私

たち自身が補償する、ということです。子どもたちは新型コロナにかかっても重症化するこ

とはほとんどありません。オリンピックもあることだし、安全性の確認は不十分でもいいか

ら、とにかくワクチンを国民全員に接種しましょう、などと言う前に、一度立ち止まって、

皆でよく考えてみる必要があるのではないでしょうか。 

 

11月号 

最近は寒くなってきて、風邪をひく子が増えてきました。風邪は 8 割がウイルス感染が原

因と言われていますが、風邪をおこすウイルスは(新型コロナも含め)何十種類もありますの

で、通常は原因ウイルスを特定することはできません(例外として、インフルエンザウイル

ス、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルスに関しては迅速抗原検査が

あります)。なのに、何故か学校や幼稚園では子どもが風邪で熱を出すと、コロナが心配だ

から病院に行け、と言っているそうです。もしかしたら、熱のある子どもは病院に行って、

全員新型コロナの PCR検査をするべきだ、と考えておられるのかもしれませんが、現実問

題としてそれは不可能です。確かに、先月から当院でも新型コロナの PCR検査が院内でで

きるようになりましたので、ある程度は対応することが可能ですが、通常のクリニックや多

くの小規模病院ではそのようなことはできません。コロナの迅速検査も最近は少しずつ出

回るようになってきましたが、感度が低いため見落としは当然多いでしょうし、結局 PCR

をしなければ診断ができないことになります。指定感染症に対して、不正確な検査ならしな

いほうがマシ、というのが現場の人間の実感です。私は、いつもこの紙面で書いているよう

に、子どもたちは新型コロナを心配する必要はまったくないと思っています(0-9 歳の新型

コロナを発症した子どもの致死率は 0.0026%という論文があります)。なので、発熱した子

どもが来た時は、臨床的に重症な子、基礎疾患がある子、入院が必要な子にはコロナ PCR

をしますが、通常の元気な発熱の子どもを検査するつもりはありません。ただ例外として、

家族にハイリスクな人がいる場合(70 歳以上のお年寄りやガン治療中の方、透析を受けてい

る方等)と、親が介護施設や病院に勤務している場合は、発熱児童のコロナ PCR をしてもよ

いと考えています。これからそんな事例が増えてくる前に、あらかじめこの場でお知らせし

ておきます。 

 

12月号 

東洋経済オンラインのサイト（https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/）に、日本のコ

ロナ罹患者と死亡者の年齢別のデータがありました(11月 11 日時点)。そこから、年齢別の

死亡率を単純計算すると、次のようになります。 

 

 



 検査陽性人数 死亡者数 死亡率(%) 

80歳以上 6722 1063 15.8 

70代 7169 484 6.8 

60代 8652 173 2.0 

50代 13854 60 0.43 

40代 15707 20 0.13 

30代 18714 6 0.03 

20代 29336 2 0.01 

10代 5925 0 0.0 

10歳未満 2614 0 0.0 

以前からこの紙面で書いているように、ここに上げられた数値は PCR 検査をして陽性と

報告された人数、および患者登録のうえ死亡が確認された人数ですので、実際はもっと多く

の感染者がいる筈です。死亡者数についてはある程度は信頼できると思いますが、これも以

前書いたように超過死亡から推測すると、コロナと診断されずに死亡した人もかなりいる

筈ですので、分子も分母もかなりアバウトな統計です。あくまで参考程度に考えていただき

たいと思います（この統計には、別に年齢不詳が 809 名、その内に死亡者が 6 名います）。

興味深いことに、この年齢別死亡率のデータは、私が以前に紹介したイギリスの論文のデー

タと非常に近い数値です。あちらでは、0-9 歳が 0.0026%、10-19歳が 0.0148%、20-29歳

が 0.060%、30-39歳が 0.146%、40-49 歳が 0.295%、50-59歳が 1.25%、60-69歳が 3.99%、

70-79歳が 8.61%、80 歳以上が 13.4%の死亡率でした。一つ確実に言えることは、50歳未

満の人は、（ガン治療中とか透析中などの基礎疾患、あるいは高度の肥満や喫煙などのリス

クがなければ）、新型コロナを恐れる必要はほとんどないということです。70 歳以上の人の

死亡率が 6.8%とか 15.8%とか高いですが、お年寄りが風邪を引けば、こじらせて肺炎にな

って亡くなることはよくあるので、取り立てて騒ぐことではありません。テレビでは毎日コ

ロナコロナと騒いでいますが、この年齢別致死率のデータはなぜかこれまで見たことがな

かったので、紹介しました。雰囲気に流されることなく、この表を見て、本当に必要なコロ

ナ対策について国民みんなで考えていきたいものです。 

 


