アダモス新型コロナウイルス感染症ニュース Ｎｏ.1・2
コロナニュース No.1・2 ｐ1～40
※ 情報の所在をお知らせが目的です。詳細情報は、必ず各原典サイトを参照してください。
シリーズ新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連情報
医療従事者 5850 人抗体検査、陽性率は 1.79％
PCR 陰性肺炎患者に IgG 陽性も、ソフトバンクグループが 4 万人に実施 医療維新
レポート 2020 年 6 月 10 日 (水)配信小川洋輔（m3.com 編集部）
ソフトバンクグループは 6 月 9 日、グループ各社従業員や医療従事者ら計 4 万 4066 人を対象に
実施した新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の抗体検査結果の速報値を公表した。医療従事者
5850 人のうち 105 人が陽性となり、陽性率は 1.79％だった。職種別では、受付･事務等が 2.0％、
医師が 1.9％、看護師が 1.7％などの順だった。全体では 191 人が陽性となり、陽性率は 0.43％。
医療従事者を除くと 0.15％と下がる。PCR 検査の結果が陰性でも、抗体検査で陽性となった例もあ
った。
検査はグループ内の感染状況を把握するとともに、社会貢献などのために、医療機関や取引先を
対象とし、2020 年 5 月 12 日～6 月 8 日に実施した。検査には INNOVITA 社と Orient Gene 社の迅速
検査キットを使った。結果は動画と資料で公表している。
全国 539 施設が参加した医療従事者の陽性率を都道府県別（検査件数 100 件以上）に見ると、最
も高いのが東京都の 3.1％で、千葉県（2.8％）、広島県（2.2％）、大阪府（2.2％）、北海道
（2.0％）、京都府（1.9％）、福岡県（1.9％）、兵庫県（1.7％）と続いた。検査件数が 100 件未
満のため、数値は公表されていないが、石川県でも陽性率が 3％以上に上った。今回の結果は、厚

生労働省が集計している PCR 検査の結果に基づいた感染分布とおおむね一致しているという。
ソフトバンクグループの公表資料
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医療従事者の年代別では、60 歳以上の男性が 3.34％、女性が 3.40％で最も高かった。50 歳代は
男性 2.62％、女性 2.32％、40 歳代は男性 2.49％、女性 2.53％、30 歳代は男性 2.54％、女性
1.25％、29 歳以下は男性 0.53％、女性 1.26％だった。
大曲氏、歯科医の陽性率の低さに「驚くべきデータ」
職種別では、医師、看護師、受付･事務の陽性率が 1.7％以上となる一方、歯科助手は 0.9％、歯
科医は 0.7％と比較的低かった。

ソフトバンクグループの公表資料
ソフトバンクグループが配信した動画に出演した、国立国際医療研究センター国際感染症センタ
ー長の大曲貴夫氏は、「驚くべきデータだと思う。歯科では口の中を処置するため、飛沫を浴びる
ことが多く、リスクが高いと非常に心配されていた。この間に、どういう感染対策をやっていたの
か、どういう患者を診ていたのか深掘りしてみたい」と感想を述べた。
陽性者の大半は PCR 陰性･未検査
ソフトバンクグループ社員らを含めた全体の陽性者 191 人のうち、6 月 8 日までに PCR 検査を受
けているのは 42 人にとどまり、13 人が陽性、29 人が陰性だった。
4 月以降に肺炎の症状があったが、PCR 検査で陰性となって COVID-19 と診断されなかった 30 歳
代の男性が抗体検査の結果、IgG 陽性と判明したケースもあった。
配信動画に出演した国立国際医療研究センター臨床センター長の杉浦亙氏は、「この事例は
COVID-19 と診断していいと思うが、検査する立場としては、こういう貴重な症例は迅速検査に限
界があることを踏まえ、検査室でも調べたい」と評価した。
大曲氏は「このような現場で困る事例はある。渡航歴や臨床像から COVID-19 で間違いないとい
う事例でも、PCR 検査で（陽性が）出てこない。検査を繰り返して診断したこともあった。抗体検
査は診断の助けの一つになると思う。発症から 7～10 日経つと PCR 検査の陽性率が低くなる。ウイ
ルスが出にくい方がいるのも現実で、非常に面倒な感染症だ。（抗体検査を活用すれば）臨床の現
場も動けると思う」と抗体検査の活用に期待を寄せた。
PCR 検査の陽性者で、抗体検査が陰性となった例はなかった。
ソフトバンクグループ会長の孫正義氏は「民間の試行錯誤なので、専門家からアドバイスいただ
きながら、よい対策ができるよう進めたい」と述べた。
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ソフトバンクグループの公表資料
唾液で PCR 検査可能に、症状出て 9 日以内 無症状者は引き続き鼻咽頭ぬぐい液を使用
2020 年 6 月 2 日 水谷悠（m3.com 編集部）
厚生労働省は 6 月 2 日、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）疑いの症状が出てから 9 日以
内の場合に唾液を用いた PCR 検査を可能とすることを発表した。同日付で、事務連絡を発出し保険
適用する。国立感染症研究所による「2019-nCoV 感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」
と、感染研と国立国際医療研究センターによる「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」も
同日付で改訂され、患者自身が滅菌容器（遠沈管など）に唾液を入れて検体回収はサージカルマス
クと手袋のみ着用すれば良いこととされたため、鼻咽頭ぬぐい液を採取する場合より患者、検査機
関側とも負担軽減、感染リスク減となることが期待される。
無症状者に関してはまだ研究が行われていないため、従来通り鼻咽頭ぬぐい液を使用する。厚労
省医薬・生活衛生局血液対策課長の古元重和氏は、無症状者に関する唾液での PCR 検査も今後研究
を行う考えを示した。
厚生労働科学研究（研究代表者：国際医療福祉大学成田病院国際臨床感染症センター感染症科部
長・加藤康幸氏、研究分担者：自衛隊中央病院感染症内科・今井一男氏）で、COVD-19 と診断され
て自衛隊中央病院に入院した患者の凍結唾液検体 88 例を分析。鼻咽頭ぬぐい液と唾液の間で、PCR
法と LAMP 法の結果に高い一致率が認められたという。ただし、発症日からの日数別に比較する
と、発症から 9 日目まではいずれの検査キットでも高い陽性一致率を見たが、10 日目以降は低下
したため、唾液を用いるのは症状が出てから 9 日以内の患者に限定する。
「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」では、「検体を回収する際には、サージカルマ
スク、手袋を装着する」と規定され、鼻咽頭ぬぐい液を採取する際の長袖ガウン、フェイスシール
ドなどは不要とされた。感染研の「検体採取・輸送マニュアル」では送付検体の優先順位として下
気道由来検体、鼻咽頭ぬぐい液に次いで唾液 1-2mL 程度が位置付けられた。検体採取時の留意事項
は次の通り。滅菌容器（50mL 遠沈管等）に 1-2mL 程度の唾液を患者に自己採取してもらう（5-10
分間かけると 1-2mL 採取できる）。
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唾液は粘性が高いため検体取扱時のピペット操作が困難なことがある。その際、検査にあたって
は、唾液に対して容量で 1～3 倍量（唾液により粘性が異なるので、適宜、容量を変更）の PBS を
加えボルテックスミキサーおよび激しい転倒混和により懸濁し、遠心後、上清を用いて核酸抽出を
行う。
唾液による PCR 検査開始、対応可能な医療機関の要件は？／日本医師会
ケアネット 2020/06/08
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の PCR 検査検体として、6 月 2
日、新たに唾液が保険適用された。これを受け、6 月 3 日の日本医師会定
例記者会見において、釜萢 敏常任理事が同時に発出・改訂された通知や
検体採取マニュアルなどについて紹介し、今後幅広い医療機関で活用され
るようになることに期待感を示した。
「症状発症から９日以内」であれば、唾液を用いた PCR 検査が可能
COVID-19 と診断され自衛隊中央病院に入院した患者の凍結唾液検体（発症後 14 日以内に採取さ
れた 88 症例）の分析を行い、鼻咽頭ぬぐい液を用いた PCR 検査結果との一致率を検証した厚生労
働科学研究（研究代表：国際医療福祉大学成田病院・加藤 康幸氏）において、発症から 9 日以内
の症例では、鼻咽頭ぬぐい液と唾液との結果に高い一致率が認められた 1）。この結果を受け、厚
生労働省では 6 月 2 日に、「症状発症から 9 日以内の者について、唾液を用いた PCR 検査を可能と
する」として、検査実施にかかるマニュアルの改定や PCR 検査キットの一部変更承認・保険適用を
実施した 2）。
検査キットについては、鼻咽頭ぬぐい液による PCR 検査キットとして薬事承認されているものに
加え、国立感染症研究所により同等の精度があると予備的に確認され現在使われている商品も対象
（島津製作所やタカラバイオなど）。「これまで認められているすべてのキットについて、唾液検
体を用いた PCR 検査が可能になるという整理」と釜萢氏は説明した。
唾液検体の採取のみを行う医療機関も？ 要件を整理
同氏は、唾液検体のメリットとして、これまでの咽頭ぬぐい液を採取することに比べて感染リス
クが少ないことを挙げた。また、PCR 検査がこれまで広がらなかった原因として、感染防護具が不
足していたことに加えて、検査をするに当たって、都道府県と医療機関が契約を締結しなければな
らなかったことがあるとし、「今回、その解決策として、都道府県医師会が間に入って、集合契約
を結ぶことも可能となっているので、契約もしやすくなり、検査の実施数も増やすことができるの
ではないか」と述べた。また、すべての医療機関で一様に実施できるというものではないが、感染
リスクを抑えられることから、より多くの医療機関で、唾液検体採取のみを担うといった役割も果
たすことができるようになるのではないかと期待感を示した。
厚生労働省が 2 日に発出した通知では、感染症指定医療機関や感染症法に基づき患者が入院して
いる医療機関以外の医療機関で、唾液検体採取を行う場合の要件を以下のようにまとめている
3）：次のア～ウのすべてを満たすこと。
ア 疑い例が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り動線を分
けられている（少なくとも診察室は分けることが望ましい）こと。
イ 必要な検査体制が確保されていること。
ウ 医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること。具体的に
は、以下のような要件を満たすことであり、詳細は、「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等
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の診療に関する留意点について（その 2）」（令和 2 年 6 月 2 日付け厚生労働省新型コロナウイル
ス感染症対策本部事務連絡）4）を参照すること。
・標準予防策に加えて、飛沫予防策及び接触予防策を実施すること。
・採取された唾液検体を回収する際には、サージカルマスク及び手袋を着用すること。
検体採取・輸送マニュアルも更新
国立感染症研究所ホームページ上で公開されている「2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を
疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」も 6 月 2 日に更新版を公開 5）。唾液検体の取り扱いにつ
いて追記されている。唾液検体採取時の留意点としては、下記のようにまとめられている：
唾液…滅菌容器（50mL 遠沈管等）に 1～2mL 程度の唾液を患者に自己採取してもらう（5～10 分
間かけると 1～2mL 採取できる）。唾液は粘性が高いため検体取扱時のピペット操作が困難なこと
がある。その際、検査にあたっては、唾液に対して容量で 1～3 倍量（唾液により粘性が異なるの
で、適宜、容量を変更）の PBS を加えボルテックスミキサーおよび激しい転倒混和により懸濁し、
遠心後、上清を用いて核酸抽出を行う。
釜萢氏は検体をすみやかに、安全に検査実施機関に搬送するためのシステム作りが急務とし、こ
の問題についても早急に解決していきたいと話した。
（ケアネット 遊佐 なつみ）
参考文献・参考サイトはこちら
1）厚生労働省「唾液を用いた PCR 検査に係る厚生労働科学研究の結果について」
2）厚生労働省「唾液を用いた PCR 検査の導入について」
3）健感発 0304 第 5 号「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて」
4）厚生労働省「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点（その 2）」
5）2019-nCoV （新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル
【独自】院内の異変 察知遅れ…永寿総合病院 ２１４人感染 患者２人から医療危機
医療ニュース
地域 2020 年 6 月 7 日 (日) 読売新聞
新型コロナウイルスによる国内最大のクラスター（感染集団）が発生した永寿総合病院（東京都
台東区）で、感染が拡大した経緯が関係者の証言や内部資料で明らかになった。入院患者２人を
「起点」に「アウトブレイク（大量感染）」が起き、それに気付くのが遅れた結果、医療体制が危
機的状況に陥った。これまでに２１４人が感染し、入院患者４３人が死亡した経緯からは、大規模
な院内感染を防ぐ上での教訓が読み取れる。
■「疑い薄い」
＜これまでの感染防止の知識や仕組みでは、対処がとても難しい＞。読売新聞が入手した永寿の
内部資料では、湯浅祐二院長が４月７日、職員向けにそう吐露していた。
発端は、２月下旬から３月上旬に遡る。
「肺炎ですね」。関係者によると、東京都台東区に住む７０歳代男性は３月４日、受診に訪れた
永寿の医師からそう告げられ、そのまま入院した。指定されたのは、病棟５階西側の相部屋。その
１週間前の２月２６日、同じ台東区に住む７０歳代男性も、５階西側の別の病室に入院していた。
３月に入院した男性は入院後、リハビリで院内を歩き、知人とも面会していた。同月中旬に容体
が悪化したが、１９日時点でも、知人は医師から「コロナの疑いは薄い」と聞かされていた。
永寿に詳しい専門家は「発熱やせきなどの症状があっても、医師は一般的に、元々の疾患に起因
すると考えがちだ」と明かす。この男性も血液の持病があった。
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病院内では３月１４日頃から発熱を訴える入院患者が出始め、その後、医療従事者にも広がっ
た。永寿は２０日、ようやくアウトブレイクに気付き、入院患者に対するＰＣＲ検査を始めた。２
３日に出た結果は、２人とも陽性だった。２月に入院した男性は３月２４日に、もう１人は２９日
に死亡した。
永寿の感染対策を担う感染制御部は取材に対し、感染確認の遅れを認めた。その上で、症状が急
激に表れる「急性期」の患者を多く受け入れる永寿では、複数の患者の発熱が珍しくないことや、
当時は各地の病院で感染者がさほど出ていなかったことを理由に挙げる。
■看護師ゼロ
永寿の調査・支援にあたった厚生労働省クラスター対策班は、２人が３月上旬に発症し、そこを
起点に１４日頃には既に感染が広がっていたとみる。対策班の調査では、２３日の時点で、５階西
側と隣接する東側を中心に、既に４０人超が発症していたことが判明した。
４月９日時点の感染者は、医療従事者を含め１７４人。患者の感染は５～８階の全病棟に及ん
だ。「感染拡大を防ぐには、いかに早く発見するかだ。今回、気付いた時には既に後手に回ってい
た」。専門家は指摘する。
関係者によると、５階の担当看護師は、濃厚接触者として全員が３月下旬から自宅待機となっ
た。救急外来や健診センターから急きょ集められた看護師らが、防護服姿で不慣れな業務にあたっ
た。
永寿の電子カルテでは、感染者の名前が赤色に表示されていた。ある職員は同月下旬、数え切れ
ないほどの名前が赤く染まるのを目にした。「自分も感染しているかもしれないと思うと、カルテ
を見るのが恐ろしかった」
◆永寿総合病院＝１９５６年開院の総合病院。２６の診療科があり、病床数は４００床、職員は
約７６０人に上る。２０１８年度の外来患者は延べ
【独自】医療関係者の感染１５９０人、看護職が６割…本社全国調査 医療ニュース
読売新聞 2020 年 6 月 4 日
全国の自治体が公表した新型コロナウイルス感染者のうち、医師や看護師といった「医療関係
者」が少なくとも１５９０人に上ることが、読売新聞の集計でわかった。このうち職種がわかる８
１６人の内訳をみると、約６割を看護師や看護助手ら「看護職」が占めていた。医療現場の感染リ
スクの高さが改めて浮き彫りとなり、防護策の徹底が大きな課題となっている。
国内の自治体が公表した感染者の合計（クルーズ船、空港検疫などを除く）は５月３１日現在、
１万６５５８人。このうち職業についての情報が公開された約１万２８００人分を分析した。
職業の公表方法は自治体ごとに異なり、「医師」「看護師」といった職種まで明らかになるケー
スもあれば、「医療従事者」など大まかな分野だけ示されることもある。読売新聞は、これらを合
わせて「医療関係者」として集計。その結果、計１５９０人に上った。家族内感染の可能性がある
など医療現場での感染ではないと思われるケースは除外した。
医療関係者のうち、職種がわかる８１６人の内訳は、「看護職」が４９８人（女性４３２人、男
性５９人、不明７人）と６１％を占めた。看護職の年代で最も多いのは２０歳代の１４４人だっ
た。看護職は、患者と受診から退院までの多くの過程で接触するため感染リスクが高まっていると
みられる。このほか医師は２２３人、医療事務職員が４４人。歯科医や薬剤師、理学療法士らが感
染したケースもあった。
順天堂大の堀賢教授（感染制御学）の話「今回のように各地で感染が広がると、必ずしも感染症
診療に慣れた人材や病院だけが携わっているわけではない。国や自治体は物資と人員の両面で手厚
い支援が必要だ」
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コロナ感染流行に一服、診療所医師の懸念はどう変化？～連続アンケート結果
ケアネット 2020/06/01 ケアネットでは、2020 年 4 月第 2 週から週次
で、病床を有していない診療所で勤務する会員医師を対象に「直近 1 週間
の COVID-19 疑い例の診療状況」についてアンケートを行っている。調査対
象地域は関東（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、名古屋（愛知
県）、関西（京都府、大阪府、兵庫県）、福岡（福岡県）の 4 エリア、現
在は第 7 回分まで、50 日間の経過を掲載中だ。
毎回 750～900 人の医師から回答が集まり、エリアごとに多少の差はあるものの、全体で見ると
4 月第 3 週（調査対象期間：4 月 9～15 日）をピークに、疑い例の平均患者数は 50 日間で半分近く
まで減り（4 月第 3 週：2.77 人→5 月第３週 1.14 人）、PCR 検査で陽性となった平均患者数も半減
した（4 月第 3 週：0.12 人→5 月第 3 週 0.06 人）。また、PCR 検査の照会から実際に検査実施した
割合は 4 月第 3 週の 21.7％だったものが 5 月第２週には 31.4％と 10 ポイント近く上昇し、検査態
勢に余裕が出てきたことが伺われる。
アンケートでは、自由回答で「現状の診療所における新型コロナウイルス感染症診療に関する問
題点や今後の懸念、要望」についても聞いた。週次で集まった自由記述の回答からは診療所の現場
の変化も見て取れる。
「PCR 検査」の文字を含む回答が最も多かったのは 4 月第 3 週で 62 人が記述していた。以後、
60→47→47→24→29 人と 5 月第 2 週の時点で大きく減少しており、検査態勢が改善したことを伺
わせる。記述内容にも変化があり、4 月第 2 週時点では「保健所の対応が一番問題。PCR 検査が遅
すぎて、陽性と出た時点で挿管となってしまった」「保健所に電話し、指定の病院へ紹介しました
が、検査して頂けませんでした」といった、検査の遅さや検査適応基準を懸念する声が多数を占め
ていた。これが 5 月第 2 週以降になると「さすがに PCR 検査適応のラインが厳しすぎていた気がす
る。保健所が一括して対応していたのも限界であったと思う」といった初期対応を振り返る声や、
「唾液 PCR が妥当かどうか早く知りたい」と新たな検査手法に関心を寄せる声に代わりつつある。
備品不足も大きな方向では解消に向かいつつあるようだ。自由回答内に「防護服」「PPE」「マ
スク」「フェイスガード（シールド）」の文字を含んだ記述（重複あり）が最多だったのは 4 月第
3 週。それが翌週の 4 月第 4 週には半減し、5 月第 2 週には 3 分の 1 にまで減った。
一方で、週数が経過するにつれて増えてきたのが診療所の経営に関する不安の声だ。5 月に入っ
てから「外来患者が減少し、経営が悪化する」「患者数が普段よりかなり減少し、収益が下がって
います」「患者数が右肩下がり。4 月は前年度比 50％、5 月は 45％と減少が止まらない」といった
回答が見られるようになった。
アンケート開始直後から多かったのが、感染症外来・発熱外来の設置要望だ。「PPE やＮ95 マス
クなどの資源を集中させて、発熱外来を作って運営することが必要」「防護服が少ないのですべて
の診療所では対応できず、発熱患者は地域ごとに発熱外来を設置して、集約して対応する必要があ
る」との声が 5 月に入ってからも依然多く寄せられている。「診療所での対応には限界がある。感
染症指定病院や発熱外来をしている医療機関の情報がない。PPE なども手に入らない中でどうしろ
というのか」と悲鳴に近い声も上がる。
とはいえ、疑い数、患者数ともに減少傾向にあることは診療の最前線にいる回答者の実感と一致
しているようで、5 月第 2 週以降には「関西は収束傾向」「かなり数は減ってきている印象」とい
った記述が見られるようになった。
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今後については「第 2 波の襲来の恐れが常にあり慎重を要する」「緊急事態宣言が解除されると
患者が増加するのではないか」「学校再開による感染拡大が心配」「現在一旦終息しており、今後
第 2 波が来たときにどのように対応するかを整備する必要あり」といった、警戒と体制整備を継続
する、という声が目立っている。（ケアネット 杉崎 真名）
新型コロナで８割の診療所が患者＆収入減！診療科別の違いも浮き彫りに－会員医師アンケート
ケアネット 2020/06/10
新型コロナウイルス感染症の流行拡大は、診
療所・病院の経営に大きな影響を与えている。今回、ケアネットでは診療
所で働く会員医師に対し、2020 年 4 月の外来患者数・経営状態について
アンケート調査を行った。アンケートは 2020 年 5 月 21（木）～25 日
（月）に実施し、1,000 名から回答を得た。
調査は、全国のケアネット会員のうち診療所（病床数 0 床）で勤務する
30 代以上の医師を対象にインターネット上で実施。回答者の年代は 50 代
が 36.7％と最も多く、60 代が 32.2％、40 代が 17.0％、70 代以上が 8.1％、30 代が 6％だった。
診療科は内科が 47.5％と半数近くを占め、続いて小児科が 6.9％。整形外科・皮膚科が各 4.7％、
循環器内科・精神科が各 4.6％、などとなっている。
「4 月平日の外来患者数」を前年同月比で尋ねた設問では、「5～25％減った」という回答が
41.2％と最多となり、「25～50％減った」が 28.4％、「50％以上減った」が 9.7％だった。「減っ
た」という回答を合計すると 8 割に達し、新型コロナウイルス感染流行が診療所に与えた影響の大
きさを確認できる。一方、減少幅には診療科ごとの違いもあり、内科と比較した場合、小児科・耳
鼻咽喉科では減少幅が大きい一方で、整形外科・皮膚科・精神科は減少幅が小さい傾向が見られ
た。
「現時点での経営上の一番の問題」について自由回答で尋ねた設問では、「フェイスシールドな
ど注文していますが、1 ヵ月以上たっても届かない（東京都・内科）」といった依然として続く資
材不足や「患者の受診控えによる症状の悪化が心配（京都府・消化器内科）」「隔離場所が確保で
きない（東京都・糖尿病・代謝・内分泌内科）」といった診療面の不安を訴える声が上がった。自
由回答でも最多だったのは「外来患者数が元に戻らない（神奈川県・整形外科）」「外来患者数減
少、処方日数の長期化を戻せない（広島県・内科）」といった患者減に関する回答だ。中には「資
金ショートの恐れあり、閉院検討（東京都・内科）」という深刻な内容もあった。
アンケートでは、保険診療収入の増減状況や給付金・助成金制度の利用状況についても実施。
アンケート結果の詳細は以下のページに掲載中。
新型コロナ影響で８割の診療所が患者＆収入減！対策どうする？－会員医師アンケート
（ケアネット 杉崎 真名）
武漢以外の新型コロナウイルス感染患者の臨床的特徴／JAMA
ケアネット 2020/02/12
新型コロナウイルス（2019-nCoV）感染患者の臨床症状について、健
康人集団や武漢以外の患者について、まだあまり報告されていない。中国・北京の中国人民解放軍
総医院の De Chang 氏らは、北京市内の病院に入院し 2019-nCoV 感染が確認された 13 例の初期の臨
床的特徴を、JAMA 誌オンライン版 2020 年 2 月 7 日号のリサーチレターに報告した。
著者らは、中国・北京にある 3 つの病院に 2020 年 1 月 16～29 日に入院した患者（北京清華長庚
医院 8 例、首都医科大学附属北京安貞医院 4 例、中国人民解放軍総医院 1 例）を、2 月 4 日まで調
査した。2019-nCoV 感染の可能性がある患者は入院・隔離し、咽頭スワブのサンプルを収集して中
国疾病管理予防センターで 2019-nCoV について定量 PCR アッセイを用いて調べた。また、胸部レン
トゲンもしくは胸部 CT 検査を実施した。診断された患者は専門病院に移送した。
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主な疫学的・臨床的特徴は以下のとおり。
・患者の年齢中央値は 34 歳（25〜75 パーセンタイル：34〜48 歳）、2 例が小児（2 歳および 15
歳）で、10 例（77％）が男性であった。
・12 例は武漢を訪れた家族（両親と息子）や、2019-nCoV の流行発生後に武漢を訪れた小児（2
歳）の祖父母などで、1 例は武漢との関連が不明であった。
・12 例は入院前から発熱（平均 1.6 日）がみられた。
・症状は、咳嗽（46.2％）、上気道うっ血（61.5％）、筋肉痛（23.1％）、頭痛（23.1％）などが
みられた。
・専門病院に移送されるまで（平均 2 日）に呼吸補助を必要とする患者はいなかった。
・最年少患者（2 歳）は発熱が 1 週間断続的に続き、2019-nCoV 診断前の 13 日間、咳が持続してい
た。C 反応性蛋白などの炎症マーカーが上昇し、リンパ球数がわずかに上昇した。
・4 例が胸部レントゲン、9 例が胸部 CT 検査を実施した。5 枚の画像で浸潤影も瘢痕像も認められ
なかった。胸部レントゲン写真の 1 枚で、左下肺に陰影が散在していた。6 例で、右肺または両肺
にスリガラス状陰影がみられた。
・2 月 4 日時点ですべての患者が回復したが、12 例はまだ病院で隔離されていた。
今回調査した患者のほとんどは、武漢を訪問もしくは武漢から来た人と濃厚接触していたが、1
例は当てはまらないことから、著者らは「北京でのウイルス感染がアクティブである可能性を示唆
する」としている。また、患者のほとんどが健康成人で、50 歳以上と 5 歳未満の患者は 1 例ずつ
のみであったが、これについては、「小児や高齢者のウイルス感受性が低いからではなく、これら
の人々は旅行することが限られているためではないか」と考察している。
（ケアネット 金沢 浩子） 原著論文；Chang, et al. JAMA. 2020 Feb 7.
新型コロナウイルス肺炎 99 例の疫学的・臨床的特徴／Lancet
ケアネット 2020/02/06
中国・武漢市金銀潭医院の Nanshan Chen 氏らは、2019 年新型コロナウイルス（2019-nCoV）によ
る肺炎の疫学的・臨床的特徴を調べるため、自院の全症例について調査した。その結果、2019nCoV は併存疾患のある高齢男性が感染するリスクが高く、急性呼吸窮迫症候群などの重症で致命
的な呼吸器疾患を引き起こす可能性があることが示唆された。
Lancet 誌オンライン版 2020 年 1 月 30 日号に掲載。
著者らは、2020 年 1 月 1～20 日に武漢市金銀潭医院で 2019-nCoV が確認された全症例について
後ろ向き調査を実施した。症例はリアルタイム RT-PCR で確認し、疫学的、
人口統計学的、臨床的、放射線学的特徴および検査データを解析した。ア
ウトカムは 2020 年 1 月 25 日まで追跡。
主な結果は以下のとおり。
・2019-nCoV 肺炎 99 例うち、49 例（49％）が海鮮卸売市場を訪れていた。
・平均年齢は 55.5 歳（SD：13.1 歳）、男性 67 例、女性 32 例であった。
・リアルタイム RT-PCR により、全症例で 2019-nCoV が検出された。
・50 例（51％）は慢性疾患を有していた。
・症状は、発熱 82 例（83％）、咳嗽 81 例（82％）、息切れ 31 例（31％）、筋肉痛 11 例
（11％）、錯乱 9 例（9％）、頭痛 8 例（8％）、咽頭痛 5 例（5％）、鼻漏 4 例（4％）、胸痛 2 例
（2％）、下痢 2 例（2％）、悪心・嘔吐 1 例（1％）であった。
・画像検査では、74 例（75％）に両側性肺炎、14 例（14％）に多くの斑状およびすりガラス状の
陰影、1 例（1％）に気胸が認められた。
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・17 例（17％）が急性呼吸窮迫症候群を発症し、そのうち 11 例（11％）が短期間で悪化し多臓器
不全で死亡した。（ケアネット 金沢 浩子） 原著論文 Chen N, et al. Lancet. 2020 Jan 30.
米国 2019-nCoV 感染 1 例目、発熱・咳症状 9 日目に肺炎／NEJM
ケアネット 2020/02/13
中国・湖北省武漢市でアウトブレイクが始まった新型コロナウイルス「2019-nCoV」は、瞬く間
に拡大し複数の国で新たな感染例の確認が報告されている。米国疾病管理予防センター（CDC）の
Michelle L. Holshue 氏らは、2020 年 1 月 20 日に米国で確認された 1 例目の感染例について、疫
学的および臨床的特徴の詳細を NEJM 誌オンライン版 2020 年 1 月 31 日号で発表した。その所見か
ら、「本症例で鍵となるのは、パブリックな注意喚起を見た後に患者が自発的に受診をしたこと、
患者の武漢市への渡航歴を地域の医療提供者および郡・州・連邦の公衆衛生担当官が共有し、感染
拡大の可能性を認識して、患者の迅速な隔離と検査および入院を許可したことだ」と述べ、「本症
例は、急性症状を呈し受診したあらゆる患者について、臨床家が最近の渡航歴または病人との接触
曝露歴を聞き出し、そして 2019-nCoV のリスクがある患者を適切に識別し迅速に隔離して、さらな
る感染を抑制する重要性を強調するものである」とまとめている。
渡航歴を考慮し、ただちにクリニックから CDC へと報告が上がる
米国の 2019-nCoV 感染 1 例目は、1 月 19 日にワシントン州スノホミッシュ郡の緊急ケアクリニ
ックを受診した 35 歳男性。咳、主観的発熱の既往は 4 日間。クリニックに入ると待合室でマスク
を着け、約 20 分待った後、診察室に入った。患者は、家族に会いに武漢市に行き 15 日に帰ってき
たことを申し出、米国 CDC の注意喚起を見て、自身の症状と渡航歴を鑑み受診したと話した。高ト
リグリセライド血症歴はあったが、健康な非喫煙者だった。
診察の結果、熱は 37.2 度、血圧 134/87mmHg、心拍 110 回/分、酸素飽和度 96％。ラ音を認めた
ため胸部 X 線検査を行ったが異常は認められなかった。迅速インフルエンザウイルス検査（A、B）
の結果は陰性。鼻咽頭スワブ検体を採取し（あらゆる結果が 48 時間以内に判明する）、渡航歴を
考慮してただちに郡・州の保健当局に通知。州当局は臨床担当医とともに CDC の緊急オペレーショ
ンセンターに通知した。患者が武漢海鮮卸売市場には行っておらず病人との接触もないと話した
が、CDC は「persons under investigation」を基に要検査例と判断。ガイダンスに従い、鼻咽頭
および口咽頭スワブ検体収集。患者は退院したが家族とは隔離し郡保健所がモニタリング。
翌 1 月 20 日にリアルタイム PCR 検査の結果、2019-nCoV 陽性が確認された。患者は郡医療セン
ターに隔離入院となった。
入院時も入院後もバイタルはほぼ安定、しかし入院 5 日目に肺炎を呈す
患者は入院時、持続性乾性咳嗽と 2 日間の悪心および嘔吐の既往を認めたが、息切れ、胸痛の訴
えはなく、バイタルサインは正常範囲を示していた。入院後、支持療法（悪心に対する 2L の生理
食塩水とオンダンセトロン投与）を受けたが、入院 2～5 日目（疾患 6～9 日目）のバイタルサイン
はほとんどが安定していた。
入院 2 日目に腹部不快感と下痢症状を呈するが翌日に回復。入院 3 日目に胸部 X 線検査を行った
が、異常所見を認めなかった。しかし、入院 5 日目（疾患 9 日目）の夜から呼吸器症状に変化がみ
られ、胸部 X 線検査で左肺下葉に肺炎の所見を認めた。入院 6 日目に酸素吸入を開始、バンコマイ
シン、セフェピムの投与も開始。その日の胸部 X 線検査で両肺に陰影、ラ音を認める。担当医は他
施設での報告例を参照し、7 日目の夕方に治験中の抗ウイルス薬 remdesivir の静脈投与を開始。
有害事象は観察されなかった。同日夕方にバンコマイシン投与は中止、セフェピムは翌日に中止。
入院 8 日目（疾患 12 日目）に患者の臨床症状は改善し、支持療法も中止となった。入院 11 日目
の 1 月 30 日現在も入院は続いているが、熱は低下（36 度台）し、重症度が低下した咳を除き、あ
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らゆる症状が改善した。（ケアネット）
COVID-19、医療従事者の感染リスクは？ ケアネット 2020/05/2
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の治療にあたる医療従事者の感染リスクと臨床的特徴を
中国・華中科技大学の Xiaoquan Lai 氏らが武漢の 3 次医療機関 約 1 万人の医療従事者を調査。
その結果、医療従事者の感染のほとんどがアウトブレークの初期に発生していた。また、これまで
のウイルス感染症の流行時とは異なり、発熱外来や発熱病棟などで勤務する医療従事者に比べ、そ
れ以外で勤務する医療従事者の感染率が高かった。著者らは、感染した可能性がある医療従事者を
迅速に特定し、無症状者に対する定期的なスクリーニングを行うことで医療従事者を守ることがで
きるとしている。JAMA Network Open 誌 2020 年 5 月 21 日号に掲載。
本研究では、武漢の Tongji Hospital に勤務する医療従事者 9,684 人について、2020 年 1 月 1 日
～2 月 9 日の COVID-19 発症者のデータを収集した。新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の曝
露・疫学・人口統計に関する情報はアンケートから、臨床・検査・放射線学的な情報は電子記録
から収集した。また、335 人の医療従事者を無作為に抽出し、高リスクで無症状者における感染率
を推定した。環境表面のサンプルも収集した。
主な結果は以下のとおり。
・9,684 人の医療従事者のうち 110 人が SARS-CoV-2 陽性で、感染率は
1.1％であった。そのうち女性が 70 人（71.8％）、年齢中央値は 36.5 歳
（四分位範囲：30.0〜47.0 歳）、職種は看護師 62 人（56.4%）、医師 26
人（23.6%）、医療助手 22 人（20.0%）であった。
・発熱外来/発熱病棟で勤務する医療従事者の感染率は 0.5％（3,110 人中
17 人）、それ以外で勤務する医療従事者では 1.4％（6,574 人中 93 人）であった。
・発熱外来/発熱病棟以外で勤務する 45 歳未満の看護師は、45 歳以上の発熱外来/発熱病棟で勤務
する医師より感染率が高かった（感染率比：16.1、95％CI：7.1～36.3、p＜0.001）。
・無症状者における感染率は、発熱外来/発熱病棟で勤務する医療従事者において 0.74％（135 人
中 1 人）、それ以外で勤務する医療従事者で 1.0％（200 人中 2 人）であった。
・環境表面における 90 検体はすべて陰性であった。
・110 人中 93 人（84.5％）が軽症～中等症で、1 人（0.9％）が死亡した。
・主な症状は、発熱（60.9％）、筋肉痛/倦怠感（60.0％）、咳嗽（56.4％）、咽頭痛
（50.0％）、筋肉痛（45.5％）であった。
・医療従事者の主な感染経路は、患者（59.1％）、同僚（10.9％）、家族や友人（12.7％）であっ
た。（ケアネット 金沢 浩子）原著論文；Li X, et al. JAMA Netw Open. 2020;3:e209666.
「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド」公開／日本環境感染学会
ケアネット 2020/02/14
新型コロナウイルスの感染者は世界的に増加しており、わが国でも行政や
民間の連携の下、さまざまな感染防止、封じ込めに向けて施策が行われてい
る。 こうした状況の中、日本環境感染学会（理事長：吉田正樹）は、医療
機関に向けて「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド
（第 1 版）」を 2 月 12 日に発表し、同学会のサイトで公開を始めた（現在
は第 2 版を公開中）。
一般の医療機関のほか高齢者介護施設でも参考に
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本ガイドは、今回の新型コロナウイルスが拡大した場合の国内の医療現場の混乱を防ぎ、適切な
対応が取られることを目的に作成され、一般の医療機関のほか、高齢者介護施設でも感染対策とし
て参考にできるとしている。ただ、本ガイドの内容は同学会が示した 1 つの目安であり、各施設の
状況に応じ具体的な対応を決めることが重要である。ガイドの内容は随時アップデートされる予
定。詳細な感染対策の行動事項を記載；本ガイドは、「ウイルスの特徴」「臨床的特徴」「診断」
「治療・予防」「感染対策」「国内における患者の診療体制」「法律上の規定」「相談窓口、問い
合わせ先」「参考文献、情報」の項目に分かれて記載されている。
とくに「感染対策」では、1）標準予防策の徹底、2）感染経路別予防策、3）外来患者への対
応、4）トリアージ、5）入院患者への対応、6）環境消毒、7）換気、8）職員の健康管理の 8 項目
にわたり、標準予防策として「呼吸器衛生/咳エチケットを含む標準予防策の徹底と個人防護具の
選択的着用」「擦式アルコール手指消毒薬での手指衛生」具体的な行動事項が列挙されている。
同学会では、「国内の状況に応じて適宜改訂を行っていく予定だが、各施設での対応の際に参考
にしてほしい」と述べている。
（ケアネット 稲川 進）
参考文献・参考サイトはこちら
「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第 1 版）」（PDF）
「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第 2 版）」（PDF）
日本人 COVID-19 の特徴、診療第一線医師が語る ケアネット 2020/02/17
2 月 13 日、「新型コロナウイルス（COVID-19）感染症への対応」と題したメディア・市民向けセ
ミナーが開催された。感染症専門医 4 名が対応策について講じ、そのなかで、忽那 賢志氏（国立
国際医療研究センター 国際感染症対策室医長）は、今回、日本で明らかにされた臨床像として、
「発症から数日～1 週間くらい『かぜ』のような症状が続き７割くらいの症例で肺炎を伴う、肺炎
症例では胸膜下のすりガラス影～浸潤影が見られる」などの特徴を述べた（主催：日本感染症学
会、日本環境感染学会、FUSEGU2020）
日本国内の新型コロナウイルス感染症診療にあたっている忽那氏は、2 月 13 日時点で明らかにさ
れている中国・武漢での臨床像を発表論文 1）に基づき以下のようにまとめた。
・潜伏期は平均 5.2 日
・感染源の発症から 2 次感染者の発症まで（発症間隔）は 7.5 日
・受診までは 4.6～5.8 日
・入院までは 9.1～12.5 日
また、この論文から武漢での症例の特徴について、「重症例の場合、発熱や呼吸苦の症状が強
い。軽症者を含めると入院中の発熱、咳、倦怠感、筋肉痛・関節痛、悪寒が
見られる」とコメント。重症 41 例（致死率 15％）と軽症含む 1,099 例（中
国全体 31 省、致死率 1.4％）でほぼ同様の症状を有しており、軽症例にも胸
部レントゲンや胸部 CT が実施されていた。感染者のうち、胸部レントゲンで
異常が見られたのは 14.7％、胸部 CT では 76.4％と報告されたが、これに対
して同氏は「感染者全員への CT 検査推奨を意味するわけではない」ことを強
調した。
現時点での COVID-19 による致死率は 2.5％であり、ほかの新興感染症と比較して現段階では低
いものの、明らかになっている感染者は氷山の一角に過ぎない。同氏は「予断は許さない。重症化
しやすい患者には、ICU 入室が多い高齢者・持病のある人が挙げられる。感染リスクに男女差はな
く、免疫不全や妊婦の重症化は否定できないので考慮が必要」と、述べた。
最後に「現段階では、インフルエンザと比較すると肺炎合併率が高い印象。感染率はインフルエ
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ンザと同等と考えられ、基礎疾患、高齢者・高齢者施設を守る対策の徹底が重要」と締めくくっ
た。（ケアネット 土井 舞子）
参考文献・参考サイトはこちら
1）Li Q, at el, N Engl J Med. 2020. Jan 29.［Epub ahead of print］
COVID-19、無症状でもウイルス量は発症者と同等／NEJM ケアネット 2020/02/25
中国・広東省疾病管理予防センターの Lirong Zou 氏らが、COVID-19 の患者 18 例について、
鼻と喉から採取したサンプルを調べたところ、鼻で高いウイルス量が検出され、ウイルスの広が
り方は、ゲノム配列が類似している SARS-CoV よりもインフルエンザに近いことがわかった。NEJM
誌オンライン版 2020 年 2 月 19 日号 CORRESPONDENCE での報告。
本研究では、中国・広東省珠海市で新型コロナウイルス陽性と確認された患者 18 例について、
無症状であった 1 例を除く 17 例の鼻腔スワブ 72 本と咽頭スワブ 72 本から検体を採取。発症日と
ウイルス量の相関を連続的にモニタリングした。
主な疫学的・臨床的特徴は以下のとおり。
・患者の年齢中央値は 59 歳（範囲：26～76）、男性・女性ともに 9 例ずつで、うち 4 例は 2 つの
家族内における 2 次感染例。
・初めに発症した 14 例は 2020 年 1 月 7 日～26 日までに武漢市帰りで 37.3 度以上の発熱が見ら
れ、COVID-19 と診断された。このうち 13 例については、CT で肺炎の所見が見られた。その後 3 例
は ICU での治療を必要としたが、ほかはいずれも中程度～軽度の症状であった。
・1 例は臨床症状が見られなかったが、発症者との接触 7～11 日後に採取された鼻腔スワブ（サイ
クル閾値[Ct]：22～28）および咽頭スワブ（Ct:30～32）から新型コロナウイルス陽性の反応が確
認された。
・発症者 17 例については、発症直後に高いウイルス量が検出された。また、咽頭よりも鼻腔にお
いてより多くのウイルスが検出された。
・COVID-19 におけるウイルス核酸の放出パターンはインフルエンザと類似している。
・無症候者から検出されたウイルス量は、発症者のウイルス量と同程度であり、無症候者およびご
く軽症者からの感染の可能性を示唆している。
（ケアネット 鄭 優子） 原著論文；Lirong Zou, et al. NEJM. 2020 Feb 19.
新型コロナ、抗原検出用キットの活用に関するガイドライン発表／厚労省
ケアネット 2020/05/15
5 月 13 日、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の抗原検査キット「エスプライン SARS-CoV-2」
（富士レビオ）が製造販売承認を取得した。これを受け、厚生労働省では同日開催された第 40 回
厚生科学審議会感染症部会において、「SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライ
ン」について審議、了承した。ガイドラインでは、これまでに得られている科学的知見に基づき、
同キットの最適な使用を推進する観点から、考え方や留意事項が示されている。
陽性の場合は確定診断に使用可、無症状者や陰性確認には適さない
同キットは、酵素免疫反応を測定原理としたイムノクロマト法による、鼻咽頭ぬぐい液中に含ま
れる SARS-CoV-2 の抗原を、迅速かつ簡便に検出するもの。特別な検査機器を要さず、簡便かつ短
時間（約 30 分間）で検査結果を得ることができる。使用対象となる患者については、「医師が、
新型コロナウイルス感染症を疑う症状があると判断した者に対して、必要性を認めた時に使用す
る」と明記。同キットで陽性となった場合は、確定診断とすることができる。
一方で、核酸増幅法（PCR）と比較して検出に一定以上のウイルス量が必要であることから、
「現時点では、無症状者に対する使用、無症状者に対するスクリーニング検査目的の使用、陰性確
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認等目的の使用は、適切な検出性能を発揮できず、適さない」とされている。ただし、緊急入院を
要する患者で症状の有無の判断が困難な場合については、症状があるものと判断される。また、陰
性の場合には、確定診断のため、医師の判断において PCR 検査を行う必要があるとされ、当面は、
PCR 検査と抗原検査を併用して使用することを求めている。
退院判定の際の活用については、検出に PCR 検査と比較して一定以上のウイルス量が必要なこ
と、PCR 検査との一致性に関するエビデンスが十分ではないことから、適さないとされている。ク
ラスターが発生している医療機関、施設等の濃厚接触者等に対する検査については、感染の疑いが
高い者は PCR 検査との併用、それ以外の者は抗原検査を実施することも検討されるとしている。
臨床試験での PCR 検査との陽性一致率は？
RT-PCR 法と性能を比較した 2 つの試験結果が示されており、国内臨床検体（72 例）を用いた試
験では、陽性一致率 37％（10/27 例）、陰性一致率 98％（44/45 例）、であった。陽性検体につい
ての陽性一致率を、RT-PCR 法テスト試料中の換算 RNA コピー数（推定値）に応じて比較すると、
100 コピー/テスト以上の検体に対して一致率 83％（5/6 例）、30 コピー/テスト以上の検体に対し
ては一致率 50％（6/12 例）であった。
行政検査検体（124 例）を用いた試験では、陽性一致率 66.7％（16/24 例）、陰性一致率 100％
（100 例/100 例）、全体一致率 94％（116 例/12 例）であった。1,600 コピー/テスト以上の検体に
対して一致率 100％（12/1 例）、400 コピー/テスト以上の検体に対しては一致率 93％（14/15
例）、100 コピー/テスト以上の検体に対しては 一致率 83％（15/18 例）であった。
本キットでは承認条件として、
・承認時のデータが極めて限られていることから、製造販売後に臨床性能を評価可能な適切な試験
を実施すること。
・製造販売後に実保存条件での安定性試験を実施すること。
の 2 点が求められており 1）、ガイドラインでも、今後、臨床研究によりさらなる評価を実施す
ることとしており、評価結果が得られた場合には、速やかに反映させると明記されている。
まずは発生数の多い地域の帰国者・接触者外来、特定機能病院から供給開始
本キットの供給が十分になるまでは、検査の需給がひっ迫することを想定し、また、陰性時は
PCR 検査での確認が必要になるケースも想定されることから、患者発生数の多い都道府県における
帰国者・接触者外来（地域・外来検査センターを含む）および全国の特定機能病院から供給を開始
し、生産量の拡大状況を確認しつつ、対象地域および PCR 検査を実施できる医療機関を中心に供給
対象を拡大していく。富士レビオのプレスリリースによると、週 20 万テストの生産体制を国内に
構築しているという 2）。
ガイドラインでは上記のほか、検体採取方法なども図示されている、また、今回示された運用
は、当面の間のものであり、本キットに係る知見等は、引き続き研究により、知見を収集すると明
記され、最新の知見をもとにガイドラインの見直しが適宜行われるとされている。
（ケアネット 遊佐 なつみ）
参考文献・参考サイトはこちら
1）PMDA：SARS コロナウイルス抗原キット「エスプライン SARS-CoV-2」
2）富士レビオプレスリリース
COVID-19 への治療薬の考え方/日本感染症学会 ケアネット 2020/03/02
日本感染症学会（理事長：舘田 一博）は、今般の新型コロナウイルス感染症の治療に関し、
「COVID-19 に対する抗ウイルス薬による治療の考え方 第 1 版」を 2 月 26 日に公開した。
本指針は、現時点で収集されている知見より抗ウイルス薬に関するわが国における暫定的な指針
を示すのが目的。そして、抗ウイルス薬の使用にあたっては、現在わが国では COVID-19 に適応を
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有する薬剤は存在しないことを前提に、行うことのできる治療は、国内ですでに薬事承認されてい
る薬剤を適応外使用することであり、使用では各施設の薬剤適応外使用に関する指針に則り、必要
な手続きを行うことになるとしている。
抗ウイルス薬の対象と開始のタイミング
現時点では、患者の臨床経過の中における抗ウイルス薬を開始すべき時期は患者が低酸素血症を
発症し、酸素投与が必要であることが必要条件。そのうえで次の 4 点を考慮する。
1）おおむね 50 歳未満の患者では肺炎を発症しても自然経過の中で治癒する例が多いため、必ずし
も抗ウイルス薬を投与せずとも経過を観察してよい。
2）おおむね 50 歳以上の患者では重篤な呼吸不全を起こす可能性が高く、死亡率も高いため、低酸
素血症を呈し酸素投与が必要となった段階で抗ウイルス薬の投与を検討する。
3）糖尿病・心血管疾患・慢性肺疾患、喫煙による慢性閉塞性肺疾患、免疫抑制状態などのある患
者においても上記 2）に準じる。
4）年齢にかかわらず、酸素投与と対症療法だけでは呼吸不全が悪化傾向にある例では抗ウイルス
薬の投与を検討する。
抗ウイルス薬の選択
現時点でのわが国における入手可能性や有害事象などの観点より次の 2 剤を治療薬として提示。
今後、臨床的有効性や有害事象などの知見の集積に伴い、COVID-19 の治療のための抗ウイルス薬
の選択肢や用法用量に関し新たな情報が得られる可能性が高い。
●ロピナビル・リトナビル
ロピナビルは HIV-1 に対するプロテアーゼ阻害剤として有効性が認められ、シトクローム P450
の阻害によりロピナビルの血中濃度を保つためリトナビルとの合剤として使用。
・投与方法（用法・用量）
1)ロピナビル・リトナビル（商品名：カレトラ配合錠）：400mg/100mg 経口 12 時間おき、10 日間
程度
2)ロピナビル・リトナビル（同：カレトラ配合内用液）：400mg/100mg（1 回 5mL）経口 12 時間お
き、10 日程度
＊上記は抗 HIV 薬としての承認用量であるが、高濃度の EC50 を示す可能性があり、用量について
は有害事象のモニターと合わせ今後の検討が必要
・投与時の注意点：
（1）本剤の有効性に関し、適切な重症度や投与開始のタイミングは不明
（2）使用開始前には HIV 感染の有無を確認し、陽性の場合には対応について専門家に相談
（3）リトナビルによる薬剤相互作用があるため、併用薬に注意する
（4）錠剤の内服困難者に内用液を使用する場合、アルコール過敏がないか確認する
また、本指針には、国立国際医療研究センターでの本剤使用 7 症例の臨床経過（2020 年 2 月 21
日まで）のほか、海外での臨床報告なども記載されている。
●ファビピラビル
本剤は「新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症(但し，他の抗インフルエンザウイルス
薬が無効又は効果不十分なものに限る)」に限定して承認。本剤の COVID-19 への使用実績は無い。
・投与方法（用法・用量）
ファビピラビル（同：アビガン）を 3,600mg（1,800mgBID）（Day1）+1,600mg(800mgBID)(Day2
以降)、最長 14 日間投与。
・投与時の注意点：
（1）本剤の有効性に関し、適切な重症度や投与開始のタイミングに関しては不明
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（2）以下の薬剤については、薬物相互作用の可能性があることから、本剤との併用には注意して
使用する：1)ピラジナミド、2)レパグリニド、3)テオフィリン、4)ファムシクロビル、5)スリンダ
ク
（3）患者の状態によっては経口投与が極めて困難な場合も想定される。その場合は 55°C に加温
した水を加えて試験薬懸濁液を調製する(簡易懸濁法)。被験者に経鼻胃管を挿入し、経鼻胃管が胃
の中に入っていることを胸部 X 線検査で確認した後、ピストンを用いて懸濁液をゆっくりと注入す
る。その後、5mL の水で経鼻胃管を洗浄する
（4）動物実験において、本剤は初期胚の致死および催奇形性が確認されていることから、妊婦ま
たは妊娠している可能性のある婦人には投与しない
（5）妊娠する可能性のある婦人に投与する場合は、投与開始前に妊娠検査を行い、陰性であるこ
とを確認した上で、投与を開始する。また、その危険性について十分に説明した上で、投与期間中
および投与終了後 7 日間はパートナーと共に極めて有効な避妊法の実施を徹底するよう指導する。
なお、本剤の投与期間中に妊娠が疑われる場合には、直ちに投与を中止し、医師などに連絡するよ
う患者を指導する
（6）本剤は精液中へ移行することから、男性患者に投与する際は、その危険性について十分に説
明した上で、投与期間中および投与終了後 7 日間まで、性交渉を行う場合は極めて有効な避妊法の
実施を徹底（男性は必ずコンドームを着用）するよう指導する。また、この期間中は妊婦との性交
渉を行わせない
（7）治療開始に先立ち、患者またはその家族などに有効性および危険性（胎児への曝露の危険性
を含む）を十分に文書にて説明し、文書で同意を得てから投与を開始する
（8）本剤の投与にあたっては、本剤の必要性を慎重に検討する
指針では以上の他にも、「COVID-19 に対する治療に使用できる可能性のある抗ウイルス薬には
レムデシビル、インターフェロン、クロロキンなどがあるが、それらの効果や併用効果に関しては
今後の知見が待たれる」と期待を寄せている。 （ケアネット 稲川 進）
COVID-19 にレムデシビルが有意な効果示せず、早期なら有効か／Lancet
ケアネット 2020/05/12
中国で行われた無作為化二重盲検プラセボ対照多施設共同試験では、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の入院患者へのレムデシビル投与は、臨床的改善までの期間を統計学的に有意に短縮
しなかったことが報告された。しかし、発症後 10 日以内の患者に限定した解析で、有意差は示さ
れなかったものの、臨床的改善までの期間はレムデシビル群で短縮する傾向が認められた。
中国・中日友好医院の Yeming Wang 氏らによる試験の結果で、著者は「早期投与については大規
模な研究で確認する必要がある」とまとめている。Lancet 誌オンライン版 2020 年 4 月 29 日号掲
載の報告。
症状発症 12 日以内の肺炎確認例にレムデシビルを 10 日間静脈投与
研究グループは、中国・湖北省の 10 病院を通じて、検査で SARS-CoV-2
ウイルスへの感染が確認された入院患者を対象に試験を行った。被験者は
18 歳以上で、症状発症から試験登録までの経過日数が 12 日以内であり、
室内空気中の酸素飽和度（SpO2）が 94％以下または動脈血酸素分圧
（PaO2）が 300mmHg 以下で、放射線学的画像診断により肺炎が確認された
患者だった。
被験者は無作為に 2 対 1 の割合で 2 群に分けられ、一方の群にはレムデ
シビル（1 日目 200mg、2～10 日目は 100mg を 1 日 1 回静脈投与）を、もう一方の群にはプラセボ
を 10 日間投与した。試験期間中も、ロピナビル・リトナビル配合剤、インターフェロン、副腎皮
質ステロイドの併用は可能とした。
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主要エンドポイントは、無作為化後 28 日目までの、臨床的改善までの時間とした。臨床的改善
の定義は、生存退院を 1、死亡を 6 とした 6 段階スケールで評価し、2 段階以上の改善か生存退院
の、いずれか早期に達成した場合とした。
主要解析（有効性）については ITT 解析で、また安全性解析は割り付け治療を開始した全患者を
対象とした。
発症 10 日以内の患者、症状改善までレムデシビル群は 18 日、プラセボ群は 23 日
2020 年 2 月 6 日～3 月 12 日に 237 例が登録され、レムデシビル群に 158 例、プラセボ群に 79 例
が無作為に割り付けられた。無作為化後に試験参加を取り下げたプラセボ群の患者 1 例は、ITT 集
団に含まれなかった。
臨床的改善までの期間中央値は、プラセボ群 23.0 日に対しレムデシビル群は 21.0 日で、レムデ
シビルと臨床的改善までの期間に関連性は認められなかった（ハザード比[HR]：1.23、95％信頼区
間[CI]：0.87～1.75）。
一方で統計学的に有意ではなかったが、レムデシビル投与患者は、症状の持続期間が 10 日以下
の患者に限定すると、プラセボ投与患者と比べて臨床的改善までの期間中央値が短く、プラセボ群
23.0 日に対し、レムデシビル群は 18.0 日だった（HR：1.52、95％CI：0.95～2.43）。
有害事象の報告は、レムデシビル群 155 例中 102 例（66％）、プラセボ群 78 例中 50 例（64％）
だった。
研究グループは今回の試験について、「中国では COVID-19 の流行が収束したため、当初目標と
していた被験者数を達成できず、統計的検出力が不十分だった」としている。また、「今後、レム
デシビルの有効性を検証するための試験としては、COVID-19 重症患者への早期投与やより高用量
の投与、また他の抗ウイルス薬や SARS-CoV-2 中和抗体との併用投与なども必要だ」と述べてい
る。 （医療ジャーナリスト 當麻 あづさ）原著論文；Wang Y, et al. Lancet. 2020 Apr 29.
COVID-19、軽症者の増悪時にみられた所見 自衛隊中央病院
ケアネット 2020/04/08
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」から搬送された、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）患者 104 例について、2020 年 3 月 24 日、自衛隊中央病院がその経過と得られた知見
ホームページ上で公開。CT 検査所見の特徴、重症化や他疾患との鑑別におけるマーカーとしての
各検査値の有用性など、これまでに報告されている事項をふまえ、自院での症例について考察。
＜症例の特徴＞
平均年齢：68 歳（48.75～75）、男性：45.2％
国籍：東アジア 52.9％を含む、17 の国と地域
基礎疾患：あり 48.1％（心血管系 31.7％、内分泌系［甲状腺疾患等］
8.7％、糖尿病 6.7％、呼吸器系 6.7％、がん 3.8％）
喫煙歴：あり 17.3％
観察期間：2 月 25 日まで ※全例が船内の検疫における咽頭スワブ PCR 検査
で SARS-CoV-2 陽性 軽症者の多くが症状に変化なく軽快、しかし異常影有の 3 分の 1 で増悪
観察期間を通して全く症状や所見を認めなかった症例は全体の 31.7％で、軽症例が 41.3％、重
症例は 26.9％。無症候性陽性例が多く、軽症例でも、そのほとんどが一般診療の基準に照らし合
わせれば、医療機関を受診するような病状ではなかったと考察している。
しかしこれまでの報告でも指摘されているように、無症候性および軽症例でも、約半数に胸部単
純 CT 検査での異常陰影を認めた。陰影は両側末梢胸膜下に生じるすりガラス様陰影が特徴で、胸
部単純レントゲン写真では異常を指摘できない症例が多かった（画像も公開中）。無症候性および
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軽症例で、CT 検査で異常影を認めたうち、約 3 分の 2 はそのまま症状が変化することなく軽快
し、約 3 分の 1 は症状が増悪した。増悪する場合の画像変化は、経過とともにすりガラス様陰影の
範囲が広がり、徐々に濃厚な air-space consolidation を呈することであった。
＜重症度、主な臨床症状（ともに入院時/全観察期間）＞
重症度
無症状：41.3％/31.7％
軽症：39.4％/41.3％
重症：19.2％/26.9％
臨床症状（一部抜粋）
発熱：28.8％/32.7％
咳嗽：27.9％/41.3％
呼吸困難：6.7％/18.3％
頻呼吸：15.4％/23.1％
SpO2＜93％：2.9％/13.5％
高齢者では SpO2 低下、若年者では頻呼吸が出現する傾向
無症状あるいは軽微な症状にもかかわらず CT 検査で異常陰影を認める病態を「Silent
Pneumonia」とし、「Silent Pneumonia」から「Apparent」になる際は、発熱や咳嗽の増悪や呼吸
困難の出現ではなく、高齢者では SpO2 の低下、若年者では頻呼吸の出現で気づくことが多かっ
た、としている。症状増悪は初発から 7～10 日目であることが多く、比較的病状はゆっくりと進
行。このため疾患の増悪に気づきにくいおそれがあり、このことが、高齢者の死亡率上昇に関係し
ている可能性がある、と指摘している。
酸素投与が必要となった症例は全体の 13.5%であり、そのうちの約半数がいわゆるネーザルハイ
フローや NPPV などの高流量酸素投与を必要とした。気管挿管による人工呼吸管理を必要としたの
は１例。観察期間中の死亡例はなく、3 月 24 日時点で全員退院している。中等症～重症化して
も、適切な酸素投与を実施するなどの対応をとれれば救命可能な症例は多いと考えられるとし、重
症例では抗ウイルス薬の投与も実施している。
また血液生化学検査所見について、COVID-19 症例では CRP、LDH、AST、eGFR、Na に有意な差が
あり、リンパ球減少が観察されるとの報告がある。同院の症例では、無症状あるいは軽症例では検
査値異常を認めないことが多かったが、重症例ではリンパ球減少が認められた。
多くは陰圧機能のない一般病室に収容、ゾーニングを徹底
多数の患者を受け入れたため、陰圧室は不足し、患者の多くは陰圧機能のない一般病室に収容さ
れた。ウイルス量が多く、ネーザルハイフローや人工呼吸器などのエアロゾル発生機器・手技を多
く必要とするであろう重症例から陰圧室を使用し、ゾーニングを徹底。主な予防策は下記の通り：
・原則 N95 マスクを使用
・アイガードの徹底に加えて脱衣に熟練を要するワンピース型 PPE は用いず、アイソレーションガ
ウン使用を標準とした
・挿管時には PAPR（電動ファン付呼吸用保護具）を装着
・平素、感染症診療に携わっていないスタッフに対しては、N95 マスクフィットテストや PPE 着脱
訓練を実施
・ゾーニング要領を徹底 （ケアネット 遊佐 なつみ）
第 3 回 慶應義塾大学病院の集団感染でわかった「行動変容」の難しさ
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2020/04/15 ケアネット
隣の病院の経営状態は？次の医局人事は？転職したら給料は上がる？…。気になるけれども、あ
まりおおっぴらには語りにくい、そんな医療業界の情報を医療メディアの元編集長が紹介します。
40 人でパーティ、18 人が陽性
こんにちは。医療ジャーナリストの萬田 桃です。医師や医療機関に起こった、あるいは医師や医
療機関が起こした事件について、あれやこれや書いていきたいと思います。
さて、東京の街は大変なことになってきました。緊急事態宣言の後、東京都は飲食店に対し、営業
は午後 8 時まで、お酒の提供は午後 7 時までにしてくれ、と要請しました。多くの飲食店は売上減
を少しでもカバーしようと、テイクアウトメニューやお弁当の提供を始めています。私がよく行く
焼肉屋も急遽、お弁当を開始していましたが、店主は「焼け石に水だよ」と暗い顔でした。安倍首
相は、接客を伴う飲食店の利用や企業への出勤者削減などのさまざまな行動の自粛要請を 7 都府県
だけでなく、全国に広げる考えです。オフィス街に人がいないので、お弁当のニーズもそれほど期
待できそうにありません…。
今週気になったのは、慶應義塾大学病院の集団感染のニュースです。4 月６日、同病院は「院内で
研修医の新型コロナウイルスの集団感染が発生し、18 人が陽性と確認された」と発表しました。
それによれば、3 月 31 日に初期研修を修了した研修医 1 人の感染が確認されたため、接触の可能
性が高い研修医 99 人を 2 週間の自宅待機とし、PCR 検査を実施したところ、6 日までに 18 人の感
染が判明した、とのことです。
世間が問題視したのは研修医たちの行動です。3 月 26 日、研修医たちは約 40 人で初期研修修了の
打ち上げパーティを開いていたのです。26 日といえば、東京都の小池百合子知事が、夜間の外出
を控えるよう要請した翌日。同院でも、医師らに会食をしないよう周知し、研修修了後の懇親会も
しないよう注意喚起をしていた矢先の出来事でした。
慶應義塾大学病院は「研修医のとった行動は患者を守るべき医療者として許されない行為であり、
医師としての自覚が欠如していたと言わざるを得ない」と 6 日に謝罪文を出しています。なお、同
病院は 4 月 14 日現在、初診・救急は原則停止。再診も化学療法・免疫療法を含め、治療計画上必
要な診療以外は基本停止しています。
「自粛要請」だけで乗り切れるのか……
さて、このニュース、「医師として情けない！」という批判が全国で上がったのですが、4 月 9 日
発売の週刊文春は、より詳細にパーティの様子や感染の経緯を報道しています。
そこでは、多数の院内感染が発生した台東区の永寿総合病院に出入りしていた研修医の指導医が感
染源ではないか、と推測されています。その指導医に付いていた研修医 1 人がまず感染。この研修
医はパーティを欠席しましたが、それ以前にほかの研修医にうつしたとみられ、うつされた研修医
が参加したことで一気に広がった、とみられています。パーティは午後 9 時過ぎからなんと、朝方
まで続いたとのことです。同病院では、研修医と濃厚接触した 100 人ほどの医師も 2 週間の自宅待
機となり、同病院の診療機能や関連病院の人事にも多大な影響を及ぼしているようです。
同様のニュースは、京都からも届いています。4 月 7 日、京都大学医学部附属病院で医師、研修
医、事務職員ら 95 人が病院側の自粛要請にもかかわらず、会食を行ったり国内旅行をしたりして
いた事実が判明したのです。病院は関係者全員に 2 週間の自宅待機を命じています。
学生が羽目を外すのはよくあることですが、よりによって偏差値最高レベルの慶應義塾大学医学部
で最新医学をみっちり学んだ若者が、この時期に「3 密」の飲み会を長時間にわたって開いていた
という事実は、重いものがあります。ちなみに、慶應義塾大学医学部は厚生労働省の鈴木康裕医務
技官の出身校です。新型コロナ対策を指揮する医系技官トップの母校で起こった不祥事、というわ
けです。
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首相以下、政府対策本部の専門家会議の医師も口を酸っぱくして強調する「行動変容」。実際にそ
れを国民に促すのがいかに難しいか、それをこの事件は教えてくれました。
「夜 8 時で飲み屋は終了」を「夜 8 時までは飲めるから 5 時から飲もう」と“前向き”に考える人
は少なくないのでは。医学部で感染症の怖さをみっちり学んだはずの若者ですらこの体たらくなの
ですから…。今後、さまざまな「自粛要請」だけで果たして難局を乗り切れるのか。またまた心が
ざわついている今日この頃です。
萬田 桃 ( まんだ もも ) 氏医療ジャーナリスト
[略歴]
大学で動物生態学を学んだ後、上京。医学・医療雑誌に 30 年以上に渡って取材記事を執筆、現在
に至る。好きな酒はビールと角。音楽はナンバーガール。最近読んで面白かったのは絲山秋子の
『御社のチャラ男』。
「ニュース批評」は、個性豊かなジャーナリスト 5 人による日替わりコラムで、医療界で話題の最
新ニュースや出来事を紹介しつつ、独自の切り口で解説します。各ジャーナリストがそれぞれ「ま
とめる月曜日」「バイオの火曜日」「ざわつく水曜日」「裏側から木曜日」「バズった金曜日」を
担当します。
COVID-19、糞便でのウイルス検出期間中央値が 22 日／BMJ
ケアネット 2020/05/08
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）は、呼吸器や血清検体と比較して糞便検体で持続期間が有意
に長く、流行の予防と管理という点で糞便検体の管理を強化する必要性があることが明らかとなっ
た。さらに、このウイルスは、重症患者の呼吸器組織ではウイルス量が高い状態が長期的に持続し
ピークが遅いことも確認された。
中国・浙江大学の Shufa Zheng 氏らが、中国・浙江省の病院に入院した
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患者の後ろ向きコホート研究の結
果を報告した。2020 年 4 月 9 日現在、世界中で 150 万人以上の COVID-19
患者がおり、その数は急増を続けている。これまで、SARS-CoV-2 は呼吸
器、糞便、血清および尿から検出されることは少数例の検討で報告されて
きたが、重症度が異なる疾患進行中のウイルス量の変化はわかっていなか
った。BMJ 誌 2020 年 4 月 21 日号掲載の報告。
COVID-19 患者 96 例約 3,400 検体について解析 研究グループは、中国・浙江省における COVID-19
流行の最初の 4 ヵ月での、疾患進行の段階が異なる COVID-19 患者におけるウイルス量を評価する
目的で、指定病院に入院し SARS-CoV-2 感染が確認された連続症例 96 例（軽症 22 例、重症 74 例）
について、2020 年 1 月 19 日～2020 年 3 月 20 日のデータを解析した。
患者が入院後、可能な限り呼吸器（喀痰や唾液）、糞便、血清および尿の検体を毎日採取し、
MagNA Pure 96 を用いてウイルスを抽出し定量的 RT-PCR を行った。Cycle threshold（Ct）値が 38
以下を SARS-CoV-2 陽性とし、SARS-CoV-2 RNA ウイルス量は、ウイルス量既知のスタンダードを用
いて検量線を作成し Ct 値から算出した。電子カルテから疫学、臨床所見、臨床検査値、治療およ
び転帰に関するデータを収集し、疾患重症度は中国新型コロナウイルス診療ガイドライン第 6 版に
基づいて評価した。 96 例から合計で 3,497 検体が採取され、SARS-CoV-2 RNA ウイルス量が評価
された。全例、喀痰および唾液の検体にて感染が確認された。
SARS-CoV-2、約 6 割の患者で糞便から検出
SARS-CoV-2 RNA は、55 例（59％）で糞便から、39 例（41％）で血清から検出され、尿から検出
されたのは 1 例であった。
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SARS-CoV-2 が検出された期間（ウイルス持続期間）の中央値は、糞便が 22 日［四分位範囲：17
～31］で、呼吸器の 18 日［13～29］および血清の 16 日［11～21］と比較して有意に延長した（そ
れぞれ p＝0.02 および p＜0.001）。また、重症度別では、重症患者が 21 日［14～30］で、軽症患
者の 14 日［10～21］と比較して有意に延長した（p＝0.04）。
呼吸器検体の場合、軽症患者では発症後 2 週目にウイルス量がピークとなったが、重症患者では
3 週目もウイルス量高値が持続した。また、重症患者では、女性より男性で、60 歳未満より 60 歳
以上でウイルス持続期間が有意に長かった（いずれも p＝0.01）。
なお著者は研究の限界として、単一施設でのコホート研究であること、ウ
イルス検出には多くの因子の影響を受けること、流行の初期段階で適切な診
断ができず糞便や尿検体が 2 月初旬まで収集されていないことなどを挙げて
いる。 （医学ライター 吉尾 幸恵）
専門家はこう見る（解説：浦島充佳氏）－1230
コメンテーター ： 浦島
充佳( うらしま みつよし ) 氏 東京慈恵会医科大学 教授
原著論文；Zheng S, et al. BMJ. 2020;369:m1443.
COVID-19、NY 重症患者の死亡リスク増加因子が明らかに／Lancet
ケアネット 2020/05/28
検査で新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が確認され、米国・ニューヨーク市内 2 ヵ所の
病院に入院した重症患者 257 例について前向きコホート試験を行った結果、高年齢、慢性肺疾患、
慢性心臓病などが入院死亡リスク増加の独立リスク因子であることが確認された。米国・コロンビ
ア大学アービング医療センターの Matthew J. Cummings 氏らが行った試験の結果で、年齢の因子で
は 10 歳増加ごとに死亡リスクは 1.31 倍に、慢性肺疾患は死亡リスクを 2.94 倍に増加することが
示されたという。また、侵襲的機械換気の実施率は重症患者の 79％に上っていた。2020 年 4 月 28
日現在、ニューヨーク市における COVID-19 入院患者は 4 万人を超えている。現況下での COVID-19
患者の疫学、臨床経過、および重症転帰のデータの必要性から本検討は行われた。Lancet 誌オン
ライン版 2020 年 5 月 19 日号掲載の報告。
臨床的リスク因子やバイオマーカーと、院内死亡率の関連を検証
研究グループは 2020 年 3 月 2 日～4 月 1 日に、検査で COVID-19 が確認され、2 ヵ所のニューヨ
ーク・プレスビテリアン病院（マンハッタン区北部、コロンビア大学アービング医療センターの関
連病院）に入院し、急性低酸素呼吸不全が認められた 18 歳以上の重症患者を対象に前向き観察試
験を行った。被験者について、臨床情報やバイオマーカー、治療データを集め、死亡リスクとの関
連を分析した。主要アウトカムは、入院死亡率だった。副次アウトカムは、侵襲的機械換気の実施
率と期間、昇圧薬の使用や腎代替療法の頻度、入院後の院内臨床的増悪までの期間などだった。
Cox 比例ハザード回帰モデルを用いて、臨床的リスク因子やバイオマーカーと、院内死亡率との
関連を検証した。追跡期間は全被験者 28 日以上で、4 月 28 日で追跡を打ち切った。
慢性心臓病で死亡リスク 1.76 倍、高 IL-6・高 D-dimer 値もリスク因子
試験対象期間中に、COVID-19 が確認され 2 ヵ所の病院に入院した成人は 1,150 例で、うち重症
患者は 257 例（22％）だった。被験者の年齢中央値は 62 歳（IQR：51～72）で、うち男性は 67％
（171 例）だった。重症患者のうち 82％（212 例）に 1 つ以上の慢性疾患があり、最も多くみられ
たのは高血圧症（63％、162 例）、次いで糖尿病（36％、92 例）だった。また、46％（119 例）が
肥満だった。
4 月 28 日時点で、死亡は 39％（101 例）、入院継続は 37％（94 例）だった。侵襲的機械換気を
実施したのは 79％（203 例）で、その期間中央値は 18 日（IQR：9～28）、昇圧薬を使用したのは
66％（170 例）、腎代替療法の実施は 31％（79 例）だった。入院後の院内臨床的増悪までの期間
21 / 40

中央値は、3 日（IQR：1～6）だった。
多変量 Cox モデル解析の結果、入院死亡に関連した独立リスク因子は、高年齢（10 歳増加ごと
の補正後ハザード比[HR]：1.31、95％信頼区間[CI]：1.09～1.57）、慢性心臓病（補正後 HR：
1.76、95％CI：1.08～2.86）、慢性肺疾患（同：2.94、1.48～5.84）、高 IL-6 値（十分位増加ご
との補正後 HR：1.11、95％CI：1.02～1.20）、高 D-dimer 値（同：1.10、1.01～1.19）だった。
（医療ジャーナリスト 當麻 あづさ）原著論文；Cummings MJ, et al. Lancet. 2020 May 19.
ビタミン D 値は COVID-19 の罹患率や転帰に関連する？
HealthDay News 2020/06/02
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の予防や死亡率低下にビタミン D が有効なのではないか
との仮説が提唱されているが、その可能性を支持する新たな 2 件のデータが報告された。
一つ目のデータは、英国の研究者らにより「Aging Clinical and Experimental Research」オン
ライン版に 5 月 6 日報告された。欧州 20 カ国の国民の平均ビタミン D 値と COVID-19 への影響との
関連を検討した結果、ビタミン D 値が高い国ほど COVID-19 の罹患率、死亡率が低いという、負の
相関が認められたとしている。イタリアやスペインなど南欧の人々は、皮膚の色素が濃いためビタ
ミン D の合成量が少ないと考えられ、その一方で、北欧の人は肝油やビタミン D サプリメントを摂
取していることが多いと、研究者らは述べている。
二つ目のデータは「medRxiv」オンライン版に 4 月 10 日掲載されたもので、査読はされていな
い。米ノースウエスタン大学の Ali Daneshkhah 氏らが、米国を含む 10 カ国のデータを解析したと
ころ、ビタミン D 低値と過剰な免疫反応との関連が認められたという。この知見により、COVID-19
による小児の死亡率が低い理由など、いくつかの疑問を説明できると研究グループは述べている。
しかし、オークランド大学（ニュージーランド）の Mark Bolland 氏は、どちらの研究も因果関
係を裏づけるものではないと指摘する。「ビタミン D 低値と疾患の関連を
示した研究はいくつもあるが、ビタミン D 値を上げれば病状が改善すると
は限らない」と同氏は述べ、「平均ビタミン D 値が低い一部の国で、その
ことが COVID-19 の罹患率や死亡率が高い理由だとするのは、あまりに短絡
的だ」としている。
一方、米国の日光・栄養・健康研究センターの William Grant 氏は、違
った見解を示す。「この知見は、ビタミン D が COVID-19 の予防や重症化防止に有効である可能性
を示す観察研究の結果を裏打ちするものだ」と同氏は述べている。米ルイジアナ州立大学の Frank
Lau 氏も、自身の研究でビタミン D の効果を確認したとする一人だ。ビタミン D が新型コロナウイ
ルスに対する免疫反応を強化し、抗体の生成を助け、ウイルスが全身に広がるのを予防する可能性
があると Lau 氏は言う。
こうした中、ビタミン D の効果を調べる複数の臨床試験が開始段階にある。Lau 氏の治験は初期
の COVID-19 患者を対象とし、一方、フランスで実施される治験は重症患者を対象に検討を行う。
同氏は、COVID-19 重症化後のビタミン D の有効性には疑問を抱いており、むしろ普段からビタ
ミン D 値の高い状態を維持することが、COVID-19 の予防につながるのではないかと述べている。
そして、ビタミン D 値を上げるには、「サプリメントを利用しなくても、1 日 10～15 分日光を浴
びればよい」と助言している。また、ビタミン D は脂質の多い魚、栄養強化した乳製品やシリア
ル、牛レバー、チーズ、卵黄などにも含まれている。
原著論文；Petre Cristian Ilie, et al. Aging Clin Exp Res. 2020 May 6.
新型コロナ、エアロゾルで 3 時間生存可能／NEJM ケアネット 2020/03/24
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アメリカ国立アレルギー・感染症研究所（NIAID）の Neeltje van Doremalen 氏らは、
エアロゾル（粒子径５μm 未満）での新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）
とコロナウイルス（SARS-CoV-1）の表面安定性について比較した結果、SARSCoV-2 はエアロゾル内で 3 時間、物質の表面上では 2～3 日生存できることを
示唆した。NEJM 誌オンライン版 2020 年 3 月 17 日号の CORRESPONDENCE に報
告した。
研究者らは SARS-CoV-2 と SARS-CoV-1 のエアロゾル中の安定性を評価する
ために SARS-CoV-2（MN985325.1）および SARS-CoV-1Tor2（AY274119.3）株を
用い、各ウイルスのエアロゾルや物質表面上（プラスチック、ステンレス鋼、銅、段ボール）での
減衰率を調査した。
主な結果は以下のとおり。
・SARS-CoV-2 はエアロゾルの状態で 3 時間生存可能だった。感染力価として空気 1L あたりの 50％
組織培養感染値量（TCID50）は 103.5 から 102.7 に低下、SARS-CoV-1 の観察結果（TCID50：104.3
から 103.5 へ低下）と類似していた。
・物質表面での生存について、SARS-CoV-2 と SARS-CoV-1 で類似し、それぞれ銅や段ボールよりも
プラスチックやステンレス鋼の表面で安定した。また、これらへの表面の付着 72 時間後までを観
察した結果、ウイルス力価は大幅に低下した（プラスチックの TCID50/mL は、SARS-CoV-2 で 103.7
から 100.6、SARS-CoV-1 で 103.4 から 100.7 へ低下。48 時間後のステンレス鋼の TCID50/mL は、
SARS-CoV-2 で 103.7 から 100.6、SARS-CoV-1 で 103.6 から 100.6 へ低下）。
・銅では、4 時間後に SARS-CoV-2 が、8 時間後に SARS-CoV-1 が測定されなくなった。
・段ボールでは、8 時間後に SARSCoV-1 が、24 時間後に SARS-CoV-2 が測定されなくなった。
・両ウイルスは、すべての実験条件でウイルス力価が指数関数的に減少した。
・エアロゾル状態での SARS-CoV-2 と SARS-CoV-1 の半減期は類似しており、推定中央値は約 1.1〜
1.2 時間だった（95％信頼区間［CI］：0.64〜2.64、0.78～2.43）。
・両ウイルスの半減期は銅でも同じ傾向を示し、段ボールでは SARSCoV-1 より SARS-CoV-2 のほう
が長かった。
・両ウイルスの最長生存率をステンレスとプラスチックで調べたところ、SARS-CoV-2 の半減期の
推定中央値は、それぞれ 5.6 時間と 6.8 時間だった。
・両ウイルスの半減期の推定差について、段ボール以外は小さかった。
（ケアネット 土井 舞子）原著論文；van Doremalen N, et al. N Engl J Med.2020 Mar 17.
COVID-19、重症肺炎の臨床経過や投与薬剤は？／Lancet ケアネット 2020/02/27
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）関連肺炎の重症例について、臨床経過・転帰などを調査する
目的で中国・華中科技大学の Xiaobo Yang 氏らがレトロスペクティブスタデ
ィを実施。その結果、SARS-CoV-2 感染症による重症肺炎患者の死亡率の高さ
が明らかとなった。また、死亡者の生存期間は集中治療室（ICU）入室後 1〜
2 週間以内の可能性があり、併存疾患や急性呼吸窮迫症候群（ARDS）を有す
る高齢者（65 歳以上）では死亡リスクの上昇もみられた。Lancet 誌オンライ
ン版 2020 年 2 月 24 日号掲載の報告。
研究者らは、2019 年 12 月下旬～2020 年 1 月 26 日の期間、武漢市・Jin
Yin-tan hospital の ICU に入院した SARS-CoV-2 関連肺炎の重症患者 52 例を
登録。人口統計、症状、検査値、併存疾患、治療、および臨床結果などのデータを収集し、生存者
と死亡者のデータを比較した。2020 年 2 月 9 日時点での主要評価項目は 28 日間の死亡率だった。
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副次評価項目は、SARS-CoV-2 関連の ARDS の発生率と人工呼吸器を使用した患者割合だった。
主な結果は以下のとおり。
・SARS-CoV-2 関連肺炎 710 例のうち、重症患者は 52 例だった。
・52 例の内訳は、平均年齢：59.7 歳（±SD:13.3）、男性：35 例（67％）、慢性疾患を有する：
21 例（40％）で、51 例（98％）が発熱した。
・32 例（61.5％）が 28 日で死亡し、死亡者の ICU 入室から死亡までの中央値は 7 日（四分位範
囲：3～11 日）だった。
・死亡者は生存者と比較して高齢（64.6 歳±11.2 vs.51.9 歳±12.9）で、ARDS を発症する可能性
が高い（26 例［81％］vs.9 例［45％］）、侵襲的または非侵襲的な機械的換気を受ける可能性が
高い（30 例［94％］vs.7 例［35％］）患者だった。
・ほとんどの患者は臓器機能の障害を有し、ARDS：35 例（67％）、急性腎障害：15 例（29％）、
心機能障害：12 例（23％）、肝機能障害：15 例（29％）、気胸：1 例（2％）が含まれた。
・37 例（71％）が人工呼吸器を必要とした。
・院内感染は 7 例（13.5％）で認められた。
・治療として抗ウイルス薬が投与されたのは 23 例（44％）で、18 例にオセルタミビル、14 例にガ
ンシクロビル、7 例にロピナビルが投与された。
（ケアネット 土井 舞子）原著論文；Yang X, et al. Lancet. 2020 Feb 24.
新型コロナ、病棟の床や靴底、患者から 4m の空気からも検出
ケアネット 2020/04/20
病棟における新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の分布について、中
国・武漢の COVID-19 専門病院である火神山医院の空気と環境表面のサン
プルを調査したところ、SARS-CoV-2 は、床、コンピュータのマウス、ゴ
ミ箱、ベッドの手すり、靴底など広く分布し、患者から約 4m 離れた空気
からも検出された。Academy of Military Medical Sciences（北京）の
Zhen-Dong Guo 氏らが、Emerging Infectious Diseases 誌オンライン版
2020 年 4 月 10 日号で報告した。
著者らは、2020 年 2 月 19 日～3 月 2 日、火神山医院の集中治療室（ICU）と COVID-19 一般病棟
（GW）における環境表面と空気のサンプルを検査した。ICU は重症患者 15 例、GW は軽症患者 24 例
を収容した。床、マウス、ゴミ箱、ベッドの手すり、患者用マスク、個人用防護具（PPE）、排気
口のサンプルは湿らせた無菌スワブで採取し、空気のサンプルは SASS 2300 Wetted Wall Cyclone
Sampler で採取した。計 425 サンプルを RT-PCR を用いて検査した。
主な結果は以下のとおり。
・陽性の割合は GW（7.9％）より ICU（43.5％）で大幅に高かった。
・床のサンプルの陽性率は比較的高く（ICU：70％、GW：15.4％）、患者がいない薬局の床のサン
プルの陽性率が 100％であった。さらに、ICU の医療スタッフの靴底のサンプルの半数が陽性であ
った。
・陽性の割合は、医療スタッフや患者が触る表面も比較的高く、最高はマウス（ICU：75％、GW：
20％）、次いでゴミ箱（ICU：60％、GW：0％）、病床の手すり（ICU：42.9％、GW：0％）、ドアノ
ブ（GW：8.3％）であった。
・医療スタッフの袖口と手袋のサンプルは、散発的な陽性結果が得られた。
・ICU および GW の隔離病棟での空気サンプルは 35％が陽性だった。サンプリング場所別の陽性率
は、吹き出し口付近が 35.7％、病室が 44.4％、医師のオフィスエリアが 12.5％であった。
・GW 内の SARS-CoV-2 エアロゾルの分布から、SARS-CoV-2 の最大伝播距離は 4m に達する可能性が
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示唆された。
本調査から、SARS-CoV-2 は ICU と GW ともに空気中および環境表面に広く分布し、医療スタッフ
に潜在的に高い感染リスクがあり、また、環境汚染は GW よりも ICU で多く、ICU の医療スタッフ
についてはより厳しい対策が必要なことが示唆された。
著者らは、「3 月 30 日時点で、病院のスタッフは SARS-CoV-2 に感染しておらず、適切な予防策
で効果的に感染を防ぐことが可能で、COVID-19 疑い例の自宅での隔離は適切な管理戦略ではない
可能性がある」と述べている。 （ケアネット 金沢 浩子）
原著論文；Guo ZD, et al. Emerg Infect Dis. 2020;26(7).
COVID-19 の流行は暖かくなると収束する？ HealthDay News 2020/04/21
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）はインフルエンザと違って、暖かくなっても収束に向かう
可能性は低いことが、復旦大学（中国）の Ye Yao 氏が主導した研究で示された。詳細は
「European Respiratory Journal」4 月 9 日オンライン版に発表された。米国科学アカデミー
（NAS）の専門家らも、同団体のプレスリリースで「気候的には夏を迎えているオーストラリアや
イランといった国々でも感染が急速に広がっていることを考慮すると、
気温や湿度が上昇しても感染者数が減ることはないだろう」との予測を示している。
NAS の専門家らは、「実験室での研究では、気温と湿度の上昇に伴い新型コロナウイルスの生存
期間が短縮することが示されている」と述べる一方で、気温や湿度以外
にも、ヒトからヒトへの新型コロナウイルス感染に影響を与え得るさま
ざまな要因があることを強調している。
Yao 氏らは、COVID-19 が流行した中国 224 都市における 1 月上旬～3
月上旬のデータに基づき、毎日の気温と紫外線量、湿度の変化と新型コ
ロナウイルス感染との関連について調べる研究を実施。湿度と紫外線レ
ベルを調整して解析した結果、気温が上昇しても、新型コロナウイルス
の感染拡大能力は変化しないことが分かった。また、気温と湿度で調整
して解析した場合も、紫外線の量により感染率が変わることはなかった。
Yao 氏は「われわれの研究では、高い気温や紫外線量が COVID-19 の感染拡大を抑え得るとする
仮説を支持する結果は得られなかった。現時点では、暖かくなれば COVID-19 の感染者数が減ると
考えるべきではないだろう」と説明している。こうした特徴は、2012～2013 年に流行した中東呼
吸器症候群（MERS）に類似していると、同氏らは指摘する。流行当時、アラビア半島では、気温が
華氏 113 度（摂氏 45 度）まで上昇したにもかかわらず、MERS の感染拡大は続いていた。
ただし、Yao 氏らは、今回の研究結果が確定的なものではないことを強調しており、「今後、よ
り長期の追跡期間で、より幅広い範囲の気温との関係を調べる研究を行う必要がある」としてい
る。しかし、希望も残されている。Yao 氏らも説明しているが、寒い季節には上気道感染症の患者
が増えるが、暖かくなるにつれて感染者数は減る。その明確な理由は不明だが、複数の要因が考え
られるという。例えば、夏になって日照時間が増えると人々のビタミン D レベルが上昇し、免疫シ
ステムが活性化する可能性があること、また、日光の紫外線がインフルエンザや一般的な風邪の原
因となるウイルスを死滅させる可能性があることなどだ。さらに、夏には学校が休みになる国が多
く、小児の間で感染が広がりにくくなることも感染の抑制に寄与している可能性があるという。
この報告を受けて、米ロング・アイランド・ジューイッシュ・フォレスト・ヒルズの感染症専門
医 Miriam Smith 氏は、COVID-19 の感染拡大の勢いを最終的に弱めるのは、気候以外の要因だろう
とする Yao 氏らの見解に同意を示している。その上で、「集団免疫の獲得や科学的根拠に基づく有
効な治療法の導入、ワクチンの開発が実現するまでは、引き続きソーシャル・ディスタンシング
（社会的距離の確保）が感染拡大を阻止するための重要な戦略になるだろう」と話している。
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原著論文；Yao Y, et al.Eur Respir J. 2020 Apr 8.
ビタミン D 値は COVID-19 の罹患率や転帰に関連する？
HealthDay News 2020/06/02
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の予防や死亡率低下にビタミン D が有効なのではない
かとの仮説が提唱されているが、その可能性を支持する新たな 2 件のデータが報告された。
一つ目のデータは、英国の研究者らにより「Aging Clinical and Experimental Research」オン
ライン版に 5 月 6 日報告された。欧州 20 カ国の国民の平均ビタミン D 値と COVID-19 への影響との
関連を検討した結果、ビタミン D 値が高い国ほど COVID-19 の罹患率、死亡率が低いという、負の
相関が認められたとしている。イタリアやスペインなど南欧の人々は、皮膚の色素が濃いためビタ
ミン D の合成量が少ないと考えられ、その一方で、北欧の人は肝油やビタミン D サプリメントを摂
取していることが多いと、研究者らは述べている。
二つ目のデータは「medRxiv」オンライン版に 4 月 10 日掲載されたもので、査読はされていな
い。米ノースウエスタン大学の Ali Daneshkhah 氏らが、米国を含む 10 カ国のデータを解析したと
ころ、ビタミン D 低値と過剰な免疫反応との関連が認められたという。この知見により、COVID-19
による小児の死亡率が低い理由など、いくつかの疑問を説明できると研究グループは述べている。
しかし、オークランド大学（ニュージーランド）の Mark Bolland 氏は、どちらの研究も因果関
係を裏づけるものではないと指摘する。「ビタミン D 低値と疾患の関連を示した研究はいくつもあ
るが、ビタミン D 値を上げれば病状が改善するとは限らない」と同氏は述べ、「平均ビタミン D 値
が低い一部の国で、そのことが COVID-19 の罹患率や死亡率が高い理由だとするのは、あまりに短
絡的だ」としている。
一方、米国の日光・栄養・健康研究センターの William Grant 氏は、違った見解を示す。「この
知見は、ビタミン D が COVID-19 の予防や重症化防止に有効である可能性を示す観察研究の結果を
裏打ちするものだ」と同氏は述べている。
米ルイジアナ州立大学の Frank Lau 氏も、自身の研究でビタミン D の効果を確認したとする一人
だ。ビタミン D が新型コロナウイルスに対する免疫反応を強化し、抗体の生成を助け、ウイルスが
全身に広がるのを予防する可能性があると Lau 氏は言う。
こうした中、ビタミン D の効果を調べる複数の臨床試験が開始段階にある。Lau 氏の治験は初期
の COVID-19 患者を対象とし、一方、フランスで実施される治験は重症患者を対象に検討を行うと
いう。
同氏は、COVID-19 重症化後のビタミン D の有効性には疑問を抱いており、むしろ普段からビタ
ミン D 値の高い状態を維持することが、COVID-19 の予防につながるのではないかと述べている。
そして、ビタミン D 値を上げるには、「サプリメントを利用しなくても、1 日 10～15 分日光を浴
びればよい」と助言している。また、ビタミン D は脂質の多い魚、栄養強化した乳製品やシリア
ル、牛レバー、チーズ、卵黄などにも含まれている。
原著論文；Petre Cristian Ilie, et al. Aging Clin Exp Res. 2020 May 6.
第 54 回「緊急特別版 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の診療」回答者：国立国際医
療研究センター 国際感染症センター 国際感染症対策室 医長 忽那 賢志氏
2020/05/07 ケアネット
CareNet 会員医師からの質問におなじみのスペシャリストドクターが回答する「診療よろず相談
TV」。先生方の質問に生の声で答えます。
※タイトルを選ぶとお好きなチャプターからご覧いただけます。
Q5.COVID-19 診療時の注意点などを教えてください
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1.
2.
3.
4.
5.

Q1.新型コロナウイルスについて教えてください
Q2.COVID-19 の臨床症状について教えてください
Q3.COVID-19 の検査・診断について教えてください
Q4.COVID-19 の治療と予後管理について教えてください
Q5.COVID-19 診療時の注意点などを教えてください
今回のテーマは、緊急特別版 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の
診療。回答者は当該領域のスペシャリスト、忽那 賢志氏（国立国際医療
研究センター 国際感染症センター 国際感染症対策室 医長）です。
なお、本コンテンツの収録は、2020 年 4 月 15 日に行われました。

新型コロナ、抗原検出用キットの活用に関するガイドライン発表／厚労省
ケアネット 2020/05/15
5 月 13 日、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の抗原検査キット「エス
プライン SARS-CoV-2」（富士レビオ）が製造販売承認を取得した。これを
受け、厚生労働省では同日開催された第 40 回厚生科学審議会感染症部会に
おいて、「SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」に
ついて審議、了承した。
ガイドラインでは、これまでに得られている科学的知見に基づき、同キット
の最適な使用を推進する観点から、考え方や留意事項が示されている。
陽性の場合は確定診断に使用可、無症状者や陰性確認には適さない
同キットは、酵素免疫反応を測定原理としたイムノクロマト法による、鼻咽頭ぬぐい液中に含ま
れる SARS-CoV-2 の抗原を、迅速かつ簡便に検出するもの。特別な検査機器を要さず、簡便かつ短
時間（約 30 分間）で検査結果を得ることができる。使用対象となる患者については、「医師が、
新型コロナウイルス感染症を疑う症状があると判断した者に対して、必要性を認めた時に使用す
る」と明記。同キットで陽性となった場合は、確定診断とすることができる。
一方で、核酸増幅法（PCR）と比較して検出に一定以上のウイルス量が必要であることから、
「現時点では、無症状者に対する使用、無症状者に対するスクリーニング検査目的の使用、陰性確
認等目的の使用は、適切な検出性能を発揮できず、適さない」とされている。ただし、緊急入院を
要する患者で症状の有無の判断が困難な場合については、症状があるものと判断される。また、陰
性の場合には、確定診断のため、医師の判断において PCR 検査を行う必要があるとされ、当面は、
PCR 検査と抗原検査を併用して使用することを求めている。
退院判定の際の活用については、検出に PCR 検査と比較して一定以上のウイルス量が必要なこ
と、PCR 検査との一致性に関するエビデンスが十分ではないことから、適さないとされている。ク
ラスターが発生している医療機関、施設等の濃厚接触者等に対する検査については、感染の疑いが
高い者は PCR 検査との併用、それ以外の者は抗原検査を実施することも検討されるとしている。
臨床試験での PCR 検査との陽性一致率は？
RT-PCR 法と性能を比較した 2 つの試験結果が示されており、国内臨床検体（72 例）を用いた試
験では、陽性一致率 37％（10/27 例）、陰性一致率 98％（44/45 例）、であった。陽性検体につい
ての陽性一致率を、RT-PCR 法テスト試料中の換算 RNA コピー数（推定値）に応じて比較すると、
100 コピー/テスト以上の検体に対して一致率 83％（5/6 例）、30 コピー/テスト以上の検体に対し
ては一致率 50％（6/12 例）であった。
行政検査検体（124 例）を用いた試験では、陽性一致率 66.7％（16/24 例）、陰性一致率 100％
（100 例/100 例）、全体一致率 94％（116 例/12 例）であった。1,600 コピー/テスト以上の検体に
対して一致率 100％（12/1 例）、400 コピー/テスト以上の検体に対しては一致率 93％（14/15
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例）、100 コピー/テスト以上の検体に対しては 一致率 83％（15/18 例）であった。
本キットでは承認条件として、
・承認時のデータが極めて限られていることから、製造販売後に臨床性能を評価可能な適切な試験
を実施すること。
・製造販売後に実保存条件での安定性試験を実施すること。
の 2 点が求められており 1）、ガイドラインでも、今後、臨床研究によりさらなる評価を実施す
ることとしており、評価結果が得られた場合には、速やかに反映させると明記されている。
まずは発生数の多い地域の帰国者・接触者外来、特定機能病院から供給開始
本キットの供給が十分になるまでは、検査の需給がひっ迫することを想定し、また、陰性時は
PCR 検査での確認が必要になるケースも想定されることから、患者発生数の多い都道府県における
帰国者・接触者外来（地域・外来検査センターを含む）および全国の特定機能病院から供給を開始
し、生産量の拡大状況を確認しつつ、対象地域および PCR 検査を実施できる医療機関を中心に供給
対象を拡大していく。富士レビオのプレスリリースによると、週 20 万テストの生産体制を国内に
構築しているという 2）。
ガイドラインでは上記のほか、検体採取方法なども図示されている、また、今回示された運用
は、当面の間のものであり、本キットに係る知見等は、引き続き研究により、知見を収集すると明
記され、最新の知見をもとにガイドラインの見直しが適宜行われるとされている。
（ケアネット 遊佐 なつみ）
参考文献・参考サイトはこちら
1）PMDA：SARS コロナウイルス抗原キット「エスプライン SARS-CoV-2」
2）富士レビオプレスリリース
45 分で診断可能な COVID-19 迅速検査法を開発 HealthDay News 2020/04/29
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を、鼻咽頭ぬぐい液を用いて約 45 分で診断できる低コ
ストの迅速検査法を開発したと、米カリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF）臨床検査医学
教授の Charles Chiu 氏らが「Nature Biotechnology」4 月 16 日オンライン版に発表した。
「SARS-CoV-2 DETECTR」と名付けられた新しい検査法は、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の
検出に CRISPR 遺伝子編集技術を初めて用いたもの。CRISPR は、任意の遺伝子配列を標的とするよ
うにプログラミングできる。Chiu 氏らは今回、SARS-CoV-2 のゲノム中にある 2 つの遺伝子配列に
狙いを定めた。
配列の一方は、コロナウイルスに共通するもので、もう一方は SARS-CoV-2 に固有のもの。これ
ら 2 つの配列を同時に調べることで、SARS-CoV-2 を、重症急性呼吸器症候群（SARS）の原因ウイ
ルスのような他のコロナウイルスから区別できると、Chiu 氏らは説明している。
「SARS-CoV-2 DETECTR」は、他の検査法と同様に、患者から採取した鼻咽頭ぬぐい液中の SARSCoV-2 を検出する。Chiu 氏らによれば、この新しい検査法は特殊な装置を必要としないため、
COVID-19 の感染拡大が続く米国において検査不足の解消に役立つ可能性があるという。
また、従来のポリメラーゼ連鎖反応（PCR）検査は、結果が出るまで通常、約 4 時間かかるが、
この新しい検査法では検査時間を約 45 分にまで短縮できる。その上、市販の妊娠検査薬のよう
に、試験紙に濃い線が現れれば陽性の判定ができるという簡便性も併せ持つ。さらに、PCR 検査は
判定に特殊な機器を必要とするため、設備が整った検査施設でしか行えないが、新しい検査法には
一般的な試薬と機器が使えるため、どんな施設でも、迅速かつ低コストで検査が行えるというメリ
ットもある。
この検査法は、まだ米食品医薬品局（FDA）の承認を受けていないが、既にファストトラック
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（優先承認審査制度）指定に向けた臨床評価が進められている。Chiu 氏は「CRISPR 技術の導入と
活用が進めば、次世代型の COVID-19 診断検査法の普及が加速するだろう」と期待を述べている。
一方、「SARS-CoV-2 DETECTR」は、PCR 検査と比べて感度がやや低いという課題がある。ただ、
Chiu 氏らによれば、感染した患者は一般にウイルス量が多いため、感度の差が診断に大きく影響
する可能性は低いと見ている。なお、同氏らは、FDA に承認を働きかけるとともに、空港や学校、
小規模な診療所など、街中での検査として使用できるように調整を進めているという。
原著論文；Broughton JP, et al. Nat Biotechnol. 2020 Apr 16.
COVID-19 疑い例の診療状況と PCR 検査の実施率の推移－会員医師アンケート
ケアネット 2020/04/27
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行拡大に伴い、PCR 検査の実施数を増やすべきとの
声も高まっている。診療現場における COVID-19 疑い例数、PCR 検査の照会数、PCR 検査実施数、
PCR 陽性数はどのように推移しているのか。
ケアネットでは、2020 年 4 月 9 日より週次で、病床を有していない診療所で働く会員医師を対
象に「直近 1 週間の COVID-19 疑い例の診療状況」についてアンケートを行っている（現在 2 回目
を終了）。調査対象とした地域は関東（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、名古屋（愛知
県）、関西（京都府、大阪府、兵庫県）、福岡（福岡県）の 4 エリア。
1 回目（4 月 9～15 日に調査）は 892 名、2 回目（4 月 16～22 日に調
査）は 876 名から回答を得た。
主な結果は以下のとおり（第 2 回時点）。
・「COVID-19 を疑った患者」がいなかった診療所が全体の 4 割近くを占
めた一方で、1～3 人との回答も約 4 割。少数ながら 20 人超という回答も
みられた。
・前週をと比較すると、関東エリア以外では「疑い」患者数が増加の傾
向（名古屋：平均 2.5→3.2 人、関西：平均 2.2→2.6 人、福岡：平均 2.1→2.9 人）。関東エリア
では平均 2.8 人と横ばいであった。
・疑い患者のうち「PCR 検査の照会をした患者」の割合は、全体平均で 28.5％だったが、名古屋エ
リアが 38.6％と高く、関西エリアが 22.9％と低かった。
・PCR 検査照会患者のうち実際に「PCR 検査を実施した患者」の割合は、全体平均で 46.9％とほぼ
半数となったが、ここでも名古屋エリアの 52.7％から関西エリアの 36.3％までバラツキが見られ
た。 自由記述欄には、
「マスク、フェイスシールド、個人防護服が圧倒的に足りておらず、受け入れを躊躇する」
「診療所での対応は、感染リスクや風評被害を考えると現実的には不可能に近い」
「保健所に照会しても検査をしてもらえない。ドライブスルー検査など、間口を広げて欲しい」
「院内トリアージのため定期受診患者へ待ち時間などの迷惑をかけている。病院外で検査できる場
所をつくって欲しい」
などの声が寄せられた。
COVID-19 重症化予測、血小板数と FAR が有用か
ケアネット 2020/05/18
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COVID-19 の重症化予測マーカーを調べるため、中国・Wenzhou Medical
University の Xiaojie Bi 氏らが COVID-19 患者の血液検査データを検討
した結果、フィブリノーゲン/アルブミン比（FAR）と血小板数が重症化の
独立したリスク因子であることがわかった。また、FAR 0.0883 未満かつ
血小板数 13.5 万/μL 以上の場合、重症化の可能性を除外しうることが示
された。Platelets 誌オンライン版 2020 年 5 月 5 日号に掲載。
本研究では、Taizhou Public Health Center における COVID-19 患者
113 例について臨床的特徴と血液検査データを解析した。COVID-19 の重症化を予測するためのバイ
オマーカーを特定するために多変量 Cox 分析を行った。その結果に基づいてノモグラムを作成し、
予測精度を検量線、決定曲線、臨床影響曲線、Kaplan-Meier 分析により評価した。さらに感度、
特異度、的中率を算出した。
主な結果は以下のとおり。
・重症患者では、フィブリノーゲン、FAR、D ダイマーが高く、血小板数、アルブミンは低い。
・多変量 Cox 分析の結果、FAR と血小板数が重症化の独立したリスク因子であることが示され、最
適カットオフ値は、FAR が 0.0883、血小板数が 13.5 万/μL であった。
・C-index（0.712、95％CI：0.610～0.814）、決定曲線、臨床影響曲線により、ノモグラムで重症
化が予測可能であることが示された。
・さらに、Kaplan-Meier 分析の結果、FAR が 0.0883 未満かつ血小板数が 13.5 万/μL 以上の患者
において潜在的リスクが減少することが示された。
・このモデルの陰性的中率は 0.9474（95％CI：0.845～0.986）であった。
（ケアネット 金沢 浩子）
原著論文；Bi X, et al. Platelets. 2020 May 5:1-6.
COVID-19 へのレムデシビル、国際共同治験の中間報告：国立国際医療研究センター
ケアネット 2020/06/04
国立国際医療研究センター（NCGM）は 5 月 29 日（金）、メディア勉強会
を行い、これまでの COVID-19 に関する取り組みや現在行う治療、研究開発
について発表した。このうち、NCGM センター病院 国際感染症センター長
の大曲 貴夫氏がレムデシビル（商品名：ベクルリー）のアダプティブ
COVID-19 治療治験（ACTT、国際多施設共同無作為化二重盲検比較試験）に
ついて中間解析結果を発表した。
対象患者の主な選択基準は以下のとおり。
・PCR またはその他の検査法で SARS-CoV-2 感染が確定された入院患者
・成人男性または妊娠していない成人女性
・以下のいずれかが認められる患者（胸部 X 線撮影／CT スキャンなどによる X 線撮影浸潤／臨床
評価（検査時のラ音・断続性ラ音の所見）および室内空気で SpO2 が 94%以下／酸素補給が必要／
機械換気が必要）
1,063 例が登録され、無作為化後のデータが入手可能な 1,059 例が解析対象となった。対象患者
は、レムデシビル群（538 例）とプラセボ群（521 例）に無作為に割り付けられた。アジア人は
12.6%（134 例）と少なく、白人が 53.2%（565 例）と最多だった。主要評価項目は、「酸素補給・
治療の継続とも不要」な状態以上に回復するまでの時間だった。
主な結果は以下のとおり。
・回復時間中央値はレムデシビル群 11 日（95％信頼区間[CI]：9～12）、プラセボ群 15 日（95％
CI：13～19）と有意な差が見られた。
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・一方で、14 日までの死亡率はレムデシビル群 7.1％、プラセボ群で 11.9％と有意差は見られな
かった（死亡のハザード比 0.70、95％CI：0.47～1.04）。
・有害事象の発現率は、レムデシビル群 114 例（21.1％）、プラセボ群 141 例（27.0％）。
・Lancet に掲載された中国における試験結果１）と同様の傾向が認められた。
ACTT は、レムデシビルによる回復時間短縮が確認されたことから盲検化を早期解除した。現
在、データのチェックを行っており、最終報告、論文化の目処は未定としている。
さらに、JAK1/JAK2 阻害薬バリシチニブをレムデシビルに併用する効果を見る ACTT-2（多施設共
同無作為化二重盲検比較試験）の登録を開始したことを発表。これは抗ウイルス薬の COVID-19 治
療効果の可能性を認めつつも依然死亡率が高いことを受け、サイトカインおよびケモカイン作用の
炎症性免疫応答を標的としたバリシチニブの併用によって、抗ウイルス薬だけでは得られない相乗
効果を期待したものだ。必要患者数は 1,032 例、現在国内では患者数が減少傾向にあることから、
試験終了までにはある程度時間がかかる見込みだという。 （ケアネット 杉崎 真名）
※本文中に誤りがあったため、一部訂正いたしました（2020 年 6 月 4 日 11 時）。
参考文献・参考サイト；1）Wang Y, et al. Lancet. 2020 Apr 29.
新型コロナ陽性率と BCG 接種歴の関係は？／JAMA
ケアネット 2020/05/19
一時期、BCG ワクチン接種（以下、BCG 接種）をしている人は新型コロナ
ウイルス感染症（COVID-19）にかかりにくい、というニュースが世界中を
賑わした。ドイツやアメリカでは BCG 接種による COVID-19 予防の有用性を
検証するために臨床試験も始まっており、動向が気になるところである。
このような状況に先駆け、今回、イスラエル・テルアビブ大学の Uri
Hamiel 氏らは「小児期の BCG 接種が成人期の COVID-19 に対して保護効果
があるという考えを支持しない」という研究結果を発表。本研究で小児期
の BCG 接種群と非接種群での新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）陽性の結果割合が類似していたこ
とを明らかにした。ただし、重症者の症例数が少ないため、BCG 接種状況と疾患重症度との関連に
ついては結論付けられないとしている。JAMA 誌オンライン版 5 月 13 日号リサーチレターに報告。
イスラエルでは 1955～1982 年の間、国家政策として新生児に対する BCG 接種を行い、接種率は
90%以上だった。しかし、1982 年以降の BCG 接種対象者は結核流行地からの移住者に。
本研究は 2020 年 3 月 1 日～4 月 5 日の期間、COVID-19 症状（咳嗽、呼吸苦、発熱）を有する全
症例を対象に RT-PCR 法を実施、検査陽性率を 1979〜1981 年生まれ（39〜41 歳）と 1983～1985 年
生まれ（35〜37 歳）で比較検討した大規模な人口ベースコホート。本研究の限界はイスラエルで
出生しておらずワクチン接種状況が不明な人口が含まれたことだった。
主な結果は以下のとおり。
・検査結果 7 万 2,060 件のうち、1979～1981 年に生まれの結果は 3,064 件（出生コホート：
1.02％、男性：49.2％、平均年齢 40 歳）、BCG 非接種である 1983～1985 年生まれの結果は 2,869
件であった（同：0.96％、男性：50.8％、平均年齢 35 歳）。
・SARS-CoV-2 陽性となった割合について、BCG 接種群と BCG 非接種群で統計的有意差はなかった
（361 例［11.7％］ vs. 299 例［10.4％］、接種群との差 1.3％、95％信頼区間[CI]：－0.3～
2.9％、p=0.09）。
・また、10 万人あたりの検査陽性の割合にも統計的有意差はなかった（BCG 接種群 121 vs.BCG 非
接種群 100、各群差：21、95％CI：－10〜50、p=0.15） 。
・各群において重症疾患（機械的換気または ICU 入室）は 1 例いたものの、死亡は報告されなかっ
た。 （ケアネット 土井 舞子） 原著論文；Hamiel U, et al. JAMA. 2020 May 13.
参考文献・参考；日本ワクチン学会
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米国 2019-nCoV 感染 1 例目、発熱・咳症状 9 日目に肺炎／NEJM
ケアネット 2020/02/13
中国・湖北省武漢市でアウトブレークが始まった新型コロナウイルス
「2019-nCoV」は、瞬く間に拡大し複数の国で新たな感染例の確認が報告され
ている。米国疾病管理予防センター（CDC）の Michelle L. Holshue 氏らは、
2020 年 1 月 20 日に米国で確認された 1 例目の感染例について、疫学的およ
び臨床的特徴の詳細を NEJM 誌オンライン版 2020 年 1 月 31 日号で発表した。
その所見から、「本症例で鍵となるのは、パブリックな注意喚起を見た後に
患者が自発的に受診をしたこと、患者の武漢市への渡航歴を地域の医療提供者および郡・州・連邦
の公衆衛生担当官が共有し、感染拡大の可能性を認識して、患者の迅速な隔離と検査および入院を
許可したことだ」と述べ、「本症例は、急性症状を呈し受診したあらゆる患者について、臨床家が
最近の渡航歴または病人との接触曝露歴を聞き出し、そして 2019-nCoV のリスクがある患者を適切
に識別し迅速に隔離して、さらなる感染を抑制する重要性を強調するものである」とまとめ。
渡航歴を考慮し、ただちにクリニックから CDC へと報告が上がる
米国の 2019-nCoV 感染 1 例目は、1 月 19 日にワシントン州スノホミッシュ郡の緊急ケアクリニ
ックを受診した 35 歳男性。咳、主観的発熱の既往は 4 日間。クリニックに入ると待合室でマスク
を着け、約 20 分待った後、診察室に入った。患者は、家族に会いに武漢市に行き 15 日に帰ってき
たことを申し出、米国 CDC の注意喚起を見て、自身の症状と渡航歴を鑑み受診したと話した。高ト
リグリセライド血症歴はあったが、健康な非喫煙者だった。
診察の結果、熱は 37.2 度、血圧 134/87mmHg、心拍 110 回/分、酸素飽和度 96％。ラ音を認めた
ため胸部 X 線検査を行ったが異常は認められなかった。迅速インフルエンザウイルス検査（A、B）
の結果は陰性。鼻咽頭スワブ検体を採取し（あらゆる結果が 48 時間以内に判明する）、渡航歴を
考慮してただちに郡・州の保健当局に通知。州当局は臨床担当医とともに CDC の緊急オペレーショ
ンセンターに通知した。患者が武漢海鮮卸売市場には行っておらず病人との接触もないと話した
が、CDC は「persons under investigation」を基に要検査例と判断。ガイダンスに従い、鼻咽頭
および口咽頭スワブ検体を収集。患者は退院したが家族とは隔離し郡保健所がモニタリングにあた
った。 翌 1 月 20 日にリアルタイム PCR 検査の結果、2019-nCoV 陽性が確認された。患者は郡医
療センターに隔離入院となった。
入院時も入院後もバイタルはほぼ安定、しかし入院 5 日目に肺炎を呈す
患者は入院時、持続性乾性咳嗽と 2 日間の悪心および嘔吐の既往を認めたが、息切れ、胸痛の訴
えはなく、バイタルサインは正常範囲を示していた。入院後、支持療法（悪心に対する 2L の生理
食塩水とオンダンセトロン投与）を受けたが、入院 2～5 日目（疾患 6～9 日目）のバイタルサイン
はほとんどが安定していた。
入院 2 日目に腹部不快感と下痢症状を呈するが翌日に回復。入院 3 日目に胸部 X 線検査を行った
が、異常所見を認めなかった。しかし、入院 5 日目（疾患 9 日目）の夜から呼吸器症状に変化がみ
られ、胸部 X 線検査で左肺下葉に肺炎の所見を認めた。入院 6 日目に酸素吸入を開始、バンコマイ
シン、セフェピムの投与も開始。その日の胸部 X 線検査で両肺に陰影、ラ音を認める。担当医は他
施設での報告例を参照し、7 日目の夕方に治験中の抗ウイルス薬 remdesivir の静脈投与を開始。
有害事象は観察されなかった。同日夕方にバンコマイシン投与は中止、セフェピムは翌日に中止。
入院 8 日目（疾患 12 日目）に患者の臨床症状は改善し、支持療法も中止となった。入院 11 日目
の 1 月 30 日現在も入院は続いているが、熱は低下（36 度台）し、重症度が低下した咳を除き、
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あらゆる症状が改善した。原著論文；Holshue ML, et al. N Engl J Med. 2020 Jan 31.
新型肺炎を「COVID-19」と命名、ワクチン開発には 18 ヵ月か／WHO
ケアネット
2020/02/13
WHO（世界保健機関）は 2 月 11 日、スイス・ジュネーブの本部で開いた記者会見で、中国・武漢
市を中心に、世界的に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に
ついて「COVID-19」と命名し、ワクチンの開発には 18 ヵ月かかるとい
う見通しを示した。
COVID-19 を巡っては、中国国内だけでも 4 万 2,708 人の確定症例、1,000 人超の死者が報告されて
おり、中国以外では 24 ヵ国で 393 例の確定症例、1 人の死亡が確認されている（すべて 11 日 6 時
現在）。各国でワクチンや治療薬の研究が進められており、WHO では 11 日から 2 日の日程で、世
界から 400 人以上の科学者を集めて治療やワクチン開発に関する会議を開催している。
テドロス事務局長は会見で、「最初のワクチンの準備が整うまでには 18 ヵ月を要する可能性が
ある。われわれは長期的にこのウイルスと戦うために利用可能な武器を使い、あらゆることを実施
していかなければならない」と述べた。（ケアネット 鄭 優子）
新型コロナウイルス、感染患者の臨床的特徴とは？／Lancet ケアネット 2020/01/28
中国湖北省・武漢市で発生した新型コロナウイルスの感染が、急速に
拡大している。中国・金銀潭医院の Chaolin Huang 氏らは、2020 年 1 月
2 日までに新型コロナウイルスの感染が確認された入院患者について、
現段階で判明している疫学的特徴と臨床転帰について前向きに調査、分
析した。Lancet 誌オンライン版 1 月 24 日号掲載の報告。
調査対象は、新型コロナウイルス感染が疑われ、武漢市内の指定病院
に入院した患者のうち、RT-PCR 法および次世代シーケンシングによって
同症と特定された 41 例で、国際重症急性呼吸器・新興感染症協会（ISARIC）データを基に分析。
主な結果は以下のとおり。
・41 例中 30 例（73％）が男性であった。
・年齢の中央値は 49.0 歳（四分位範囲：41.0～58.0）。
・13 例（32％）が何らかの基礎疾患有り（糖尿病：8 例、高血圧：6 例、心血管疾患：6 例）。
・27 例（66％）が海鮮市場（華南海鮮城）に何らかの直接的関係があった。
・最初に特定された症例の発症日は 2019 年 12 月 1 日で、当該例ではほかの家族に発熱や呼吸器症
状は見られなかったが、その後 1 例の家族クラスターが判明している。
・発症時の一般的症状は、発熱（98％）、咳（76％）および筋肉痛または疲労（44％）で、喀痰や
頭痛、喀血および下痢などもわずかに見られた。
・全症例で肺炎があり、胸部 CT で異常な所見が認められ、98％で両側性病変を有していた。
・40 例中 22 例（55％）で呼吸困難が見られ、発症から呼吸困難までの期間の中央値は 8.0 日（四
分位範囲：5.0～13.0）。
・合併症として、急性呼吸促迫症候群（29％）、RNAaemia（15％）、急性心障害（12％）、2 次感
染（10％）などが見られた。
・32％が ICU に入り、15％が死亡した。
著者らは、本研究以降も感染者および死亡者数が急速に増加していることを踏まえ、「今回の新
型コロナウイルスが効率的なヒト-ヒト感染能力を獲得したのではないかと懸念している」とし、
「パンデミックの可能性があるため、今後の宿主適応、ウイルスの進化、感染性、伝染性および病
原性を注意深く監視しなければならない」と述べている。（ケアネット 鄭 優子）
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原著論文；Huang C, et al. Lancet. 2020 Jan 24.
看護施設の COVID-19 の感染拡大を阻止するポイント／NEJM
ケアネット 2020/05/19 高度看護施設内では、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2
（SARS-CoV-2）感染症が急速に拡大する可能性があるという。米国・疾病管理予防センター
（CDC）COVID-19 緊急対策部の Melissa M. Arons 氏らは、2020 年 2 月下旬に COVID-19 の集団発生
を認めた同国ワシントン州キング郡の高度看護施設で SARS-CoV-2 の伝播状況を調査し、
入所者の感染の同定における、症状に基づくスクリーニングの妥当性を評
価した。その結果、施設内での SARS-CoV-2 の迅速かつ広範囲の伝播が実
証されるとともに、検査結果が陽性であった入所者の半数以上が検査時に
無症状であり、感染を広める原因となった可能性が示唆された。また、症
状にのみ重点を置いた感染制御戦略は、感染の防止には十分でなく、検査
に基づく戦略の導入を考慮する必要があることがわかった。NEJM 誌オン
ライン版 2020 年 4 月 24 日号掲載の報告。
2 回の点有病率調査、症状で 4 群に分類
研究グループは、キング郡の 116 床の高度看護施設（4 つのユニットで構成）において、1 週間
間隔で点有病率調査を 2 回連続で行った。
施設入所者の同意を得て、鼻咽頭および口咽頭の拭い液を用いた SARS-CoV-2 検査（リアルタイ
ム逆転写ポリメラーゼ連鎖反応法［rRT-PCR］、ウイルス培養、配列決定［sequencing］）を実施
した。また、直近の 14 日間に入所者が発症した症状を記録した。検査陽性で無症状の入所者は、7
日後に再評価した。
SARS-CoV-2 に感染した入所者は、典型的症状（発熱［＞37.8℃］、咳、息切れ）、非典型的症
状（悪寒、倦怠感、錯乱、鼻漏、鼻閉、咽頭痛、筋肉痛、めまい、頭痛、吐き気、下痢）、症状発
現前、無症状の 4 つに分けられた。
56％が無症状、無症状者の半数以上に認知機能障害
2020 年 3 月 5 日、最初の SARS-CoV-2 陽性の入所者 1 人が特定された（3 月 2 日に症状が出て 3
日に検査）。この最初の検査が行われた 3 月 3 日の時点で、施設には 89 人が入所していたが、23
日後の 3 月 26 日現在、点有病率調査や臨床評価、死後の検査で 57 人（64％）が SARS-CoV-2 陽性
となった。
1 回目の点有病率調査（3 月 13 日）には 76 人が参加した。このうち、1 回目または 2 回目（3 月
19～20 日）の調査で 48 人（63％）が SARS-CoV-2 陽性と判定され、28 人は陰性だった。陽性者
（平均年齢 78.6±9.5 歳、併存疾患罹患率 98％、有症状率 44％）と陰性者（73.8±11.5 歳、
100％、39％）で、人口統計学的背景因子や併存疾患、症状は類似していた。
陽性者 48 人のうち、検査時に 17 人（35％）が「典型的症状」、4 人（8％）が「非典型的症
状」を呈し、27 人（56％）は「無症状（安定した慢性症状の 12 人を含む）」だった。無症状の 27
人のうち 15 人（56％）には認知障害が認められ、有症状者でもほぼ同様の割合であった。
検査陽性から 7 日後には、「無症状」の 27 人のうち 24 人（89％）で症状が発現し、「症状発現
前」に再分類された。症状発現までの期間中央値は 4 日（IQR：3～5）。無症状者で最も多かった
新規症状は、発熱（71％）、咳（54％）、倦怠感（42％）だった。
症状発現前や無症状でもウイルス増殖、症状発現の－6～9 日で分離
rRT-PCR 陽性の 46 検体のうち 31 検体で SARS-CoV-2 の増殖が確認された。ウイルス増殖は、典
型的症状の 16 人中 10 人、非典型的症状の 4 人中 3 人でみられたが、症状発現前の 24 人中 17 人
と、無症状群の 3 人中 1 人でも認められた。 生存ウイルスは、典型的症状の最初のエビデンスが
得られた日の 6 日前から 9 日後までに採取した検体から分離された。
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倍加時間 3.4 日、死亡率 26％
入所者の感染倍加時間は 3.4 日（95％信頼区間[CI]：2.5～5.3）で、施設周辺のキング郡の倍加
時間 5.5 日（4.8～6.7）に比べ急速だった。また、4 月 3 日現在、3 月 26 日までに確認された
SARS-CoV-2 感染者 57 人のうち 11 人が入院し（3 人は集中治療を要した）、15 人が死亡した（死
亡率 26％）。
施設の 4 つのユニットのうち、最初の感染が起こったと推定され、最初の SARS-CoV-2 感染者が
居住していた第 1 ユニットは、1 回目の点有病率調査終了時に施設内で最も高い有病率を示した。
その後、第 2～4 ユニットでも SARS-CoV-2 感染が確認され、その有病率は持続的に増加した。
常勤職員の 19％が陽性、検査に基づく戦略が必要
1 回目の点有病率調査（3 月 13 日）までに、施設の常勤職員 138 人中 11 人（8％）が SARS-CoV2 陽性となった。
3 月 26 日までに、138 人中 55 人（40％）が症状を訴え、51 人（37％）が検査を受け、26 人
（19％）が陽性であった。この検査陽性 26 人のうち 17 人が看護職員で、9 人は勤務時間中に複数
のユニットを通じてサービスを提供する職種（セラピスト、環境サービス、食事サービス）であっ
た。COVID-19 罹患職員に入院した者はいなかった。
34 人の入所者の 39 の検体で塩基配列の解析が行われた。すべての配列は、ワシントン州におけ
る COVID-19 患者の過去の解析で報告された配列と同一または著しく類似していた。34 人の入所者
のうち、27 人（79％）が 1 ヌクレオチド差の 2 つの遺伝子クラスターに適合する配列を持ってい
た。
著者は、「これらの知見は、ほぼ同時期に同じ郡の別の看護施設で起きた COVID-19 集団感染と
きわめて類似している」とし、「看護施設の職員は、施設内で SARS-CoV-2 感染が確認された場
合、症状の有無にかかわらず、個人用保護具（PPE）を使用するなど、さらなる伝播を防御するた
めの追加戦略を実施すべきであり、感染した入所者と職員を同定して隔離するために、検査に基づ
く戦略を考慮する必要がある」と指摘している。
（医学ライター 菅野 守） 原著論文；Arons MM, et al. N Engl J Med. 2020 Apr 24.
新型コロナウイルス感染症関連論文リスト
●SARS-CoV-2 とインフルエンザの重複感染症例
International Journal of Infectious Diseases（2020 年 5 月 26 日）
原題「Clinical characteristics of critically ill patients co-infected with
SARS-CoV-2 and the influenza virus in Wuhan, China」
●クロロキンは COVID-19 の治療に役立たない？
Lancet（2020 年 5 月 22 日）
原題「Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of
COVID-19: a multinational registry analysis」
●小児が COVID-19 にかかりにくい理由の有力仮説
JAMA（2020 年 5 月 20 日）
原題「Nasal Gene Expression of Angiotensin-Converting Enzyme 2 in Children and Adults」
●COVID-19 死亡例の肺動脈に血栓が見つかる
Ann Intern Med（2020 年 5 月 14 日）
原題「Pulmonary Arterial Thrombosis in COVID-19 With Fatal Outcome: Results From a
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Prospective, Single-Center, Clinicopathologic Case Series」
●COVID-19 患者の急性腎障害管理
Lancet Respiratory Medicine（2020 年 5 月 14 日）
原題「Management of acute kidney injury in patients with COVID-19」
●イタリアで川崎病様疾患患者が急増
Lancet（2020 年 5 月 13 日）
原題「An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian epicentre of the SARSCoV-2 epidemic: an observational cohort study」
●SARS-CoV-2 はネコからネコへ感染する
NEJM（2020 年 5 月 13 日）原題「Transmission of SARS-CoV-2 in Domestic Cats」
●BCG の COVID-19 予防効果は見られず
JAMA（2020 年 5 月 13 日）
原題「SARS-CoV-2 Rates in BCG-Vaccinated and Unvaccinated Young Adults」
●3 剤併用療法は COVID-19 患者の回復を早める
Lancet（2020 年 5 月 8 日）
原題「Triple combination of interferon beta-1b, lopinavir-ritonavir, and ribavirin in
the treatment of patients admitted to hospital with COVID-19: an open-label, randomised,
phase 2 trial」
●ARDS の COVID-19 患者にアナキンラが役立つ
Lancet Rheumatology（2020 年 5 月 7 日）
原題「Interleukin-1 blockade with high-dose anakinra in patients with COVID-19, acute
respiratory distress syndrome, and hyperinflammation: a retrospective cohort study」
●COVID-19 死亡患者 12 例の剖検で 58％に DVT あり
Ann Intern Med（2020 年 5 月 6 日）
原題「Autopsy Findings and Venous Thromboembolism in Patients With COVID-19: A
Prospective Cohort Study」
●抗凝固療法が COVID-19 患者の死亡率を減らす？
Journal of American College of Caldiology（2020 年 5 月 6 日）
原題「Association of Treatment Dose Anticoagulation with In-Hospital Survival Among
Hospitalized Patients with COVID-19」
●降圧薬は COVID-19 患者の死亡率を増やさない
NEJM（2020 年 5 月 1 日）
原題「Cardiovascular Disease, Drug Therapy, and Mortality in Covid-19」
●武漢市の癌専門医はどんな治療を行ったか？ Lancet Oncology（2020 年 5 月 1 日）
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原題「Managing patients with cancer during the COVID-19 pandemic: frontline experience
from Wuhan」
●ACEI と ARB は COVID-19 に悪影響を及ぼさない NEJM（2020 年 5 月 1 日）
原題「Renin-Angiotensin-Aldosterone System Blockers and the Risk of Covid-19」
●流行の収束には自宅隔離より施設収容が有効 Lancet（2020 年 4 月 29 日）
原題「Institutional, not home-based, isolation could contain the COVID-19 outbreak」
●炎症性疾患は COVID-19 の転帰に影響しない？ NEJM（2020 年 4 月 29 日）
原題「Covid-19 in Immune-Mediated Inflammatory Diseases - Case Series from New York」
●レムデシビルの RCT、米国では回復が早まる NIH プレスリリース（2020 年 4 月 29 日）
原題「NIH Clinical Trial Shows Remdesivir Accelerates Recovery from Advanced COVID-19」
●レムデシビルの RCT、武漢では有意差示せず Lancet（2020 年 4 月 29 日）
原題「Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebocontrolled, multicentre trial」
●若い COVID-19 患者が大血管閉塞による脳梗塞 NEJM（2020 年 4 月 28 日）
原題「Large-Vessel Stroke as a Presenting Feature of Covid-19 in the Young」
●米国の COVID-19 患者は中国と違いがあるか？ JAMA（2020 年 4 月 22 日）
原題「Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients
Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area」
●SARS と COVID-19 のウイルスはどこが違う？ Lancet Microbe（2020 年 4 月 21 日）
原題「Comparative tropism, replication kinetics, and cell damage profiling of SARS-CoV-2
and SARS-CoV with implications for clinical manifestations, transmissibility, and
laboratory studies of COVID-19: an observational study」
●抗体検査は SARS-CoV-2 感染経路の追跡に有用 Lancet Infectious Disease（2020 年 4 月 21
日）原題「Connecting clusters of COVID-19: an epidemiological and serological
investigation」
●D ダイマーは COVID-19 患者死亡を予測する thrombosis and haemostasis（2020 年 4 月 19 日）
原題「D‐dimer levels on admission to predict in‐hospital mortality in patients with
Covid‐19」
●社会的隔離状態にある高齢者の注意点 JAMA Internal Medicine（2020 年 4 月 16 日）
原題「Meeting the Care Needs of Older Adults Isolated at Home During the COVID-19
Pandemic」
●COVID-19 を発症したリウマチ患者のレジストリ Lancet Rheumatology（2020 年 4 月 16 日）
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原題「Rheumatic disease and COVID-19: initial data from the COVID-19 Global Rheumatology
Alliance provider registries」
●感染力は COVID-19 発症の 2～3 日前から高い Nature Medicine（2020 年 4 月 15 日）
原題「Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19」
●重篤な COVID-19 患者にトシリズマブは有望 Journal of Translational Medicine（2020 年 4
月 14 日）原題「Why tocilizumab could be an effective treatment for severe COVID-19?」
●アイスランドが住民の PCR スクリーニング実施 NEJM（2020 年 4 月 14 日）
原題「Spread of SARS-CoV-2 in the Icelandic Population」
●台湾の COVID-19 対策で薬剤師がマスク分配役に Ann Intern Med（2020 年 4 月 13 日）
原題「Community Pharmacists in Taiwan at the Frontline Against the Novel Coronavirus
Pandemic: Gatekeepers for the Rationing of Personal Protective Equipment」
●レムデシビルを投与された COVID-19 患者の転帰 NEJM（2020 年 4 月 10 日）
原題「Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19」
●COVID-19 封じ込めの緩和はどうするべきか Lancet（2020 年 4 月 8 日）
原題「First-wave COVID-19 transmissibility and severity in China outside Hubei after
control measures, and second-wave scenario planning: a modelling impact assessment」
●マスクは SARS-CoV-2 の伝播を防げない可能性 Ann Intern Med（2020 年 4 月 6 日）
原題「Effectiveness of Surgical and Cotton Masks in Blocking SARS-CoV-2: A Controlled
Comparison in 4 Patients」
●イタリアの ICU に入院した COVID-19 患者の特徴 JAMA（2020 年 4 月 6 日）
原題「Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2
Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy」
●米国の COVID-19 に関する情報アップデート JAMA（2020 年 4 月 6 日）
原題「The COVID-19 Pandemic in the US A Clinical Update」
●武漢市のコンテナ病院は有効に機能した Lancet（2020 年 4 月 2 日）
原題「Fangcang shelter hospitals: a novel concept for responding to public health
emergencies」
●多くの環境下で SARS-CoV-2 は長時間安定 Lancet Microbe（2020 年 4 月 2 日）
原題「Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions」
●米国の長期介護施設のクラスター報告 NEJM（2020 年 3 月 27 日）
原題「Epidemiology of Covid-19 in a Long-Term Care Facility in King County, Washington」
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●英国の COVID-19 遠隔診療ガイド BMJ（2020 年 3 月 25 日）
原題「Covid-19: a remote assessment in primary care」
●武漢市の封鎖解除シミュレーション Lancet Public Health（2020 年 3 月 25 日）
原題「The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID19 epidemic in Wuhan, China: a modelling study」
●ACE 阻害薬や ARB は COVID-19 患者に有害なのか？ JAMA（2020 年 3 月 24 日）
原題「COVID-19 and Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin Receptor
Blockers What Is the Evidence?」
●武漢小児病院の入院患者 171 人の特徴 NEJM（2020 年 3 月 18 日）
原題「SARS-CoV-2 Infection in Children」
●物に付着した SARS-CoV-2 の感染力持続時間 NEJM（2020 年 3 月 17 日）
原題「Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1」
●COVID-19 患者と無症候性感染者の CT 所見比較 Radiology（2020 年 3 月 17 日）
原題「Chest CT Findings in Cases from the Cruise Ship “Diamond Princess” with
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)」
●イタリアの ICU ネットワークの初期対応報告 JAMA（2020 年 3 月 13 日）
原題「Critical Care Utilization for the COVID-19 Outbreak in Lombardy, Italy Early
Experience and Forecast During an Emergency Response」
●武漢からシンガポールに避難した人の経過報告 NEJM（2020 年 3 月 12 日）
原題「SARS-CoV-2 Infection among Travelers Returning from Wuhan, China」
●COVID-19 死亡患者の肺の針生検結果報告 Ann Intern Med（2020 年 3 月 12 日）
原題「Histopathologic Changes and SARS-CoV-2 Immunostaining in the Lung of a Patient
With COVID-19」
■クルーズ船の乗員 2 人の症例報告 Emerging Infectious Diseases（2020 年 3 月 2 日）
原題「COVID-19 in 2 Persons with Mild Upper Respiratory Symptoms on a Cruise Ship,
Japan」 概要
SARS-CoV-2 に感染して、軽い上気道感染症状を示したクルーズ船の乗員 2 人の症例報告。1 人は
レストラン勤務の 35 歳の女性で、2 月 7 日に喉の渇きと軽い咳で発症し、発熱はなく、PCR 検査陽
性になったため、発症から 6 日目に旭中央病院に搬送された。肺音は正常で、血液検査や胸部 X 線
で異常はなかった。症状が消失した後も、何度か PCR 検査は陽性になり、最後に陽性を示した日は
発症から 20 日後だった。 もう 1 人は、調理場の清掃を担当する 27 歳の男性で、2 月 8 日に
38.6℃の発熱で発症した。4 日目に症状は改善したが、5 日目に PCR 検査陽性になったため旭中央
病院に搬送された。入院後はバイタルも正常に戻り、血液検査や胸部 X 線に異常はなかった。発症
から 21 日目まで PCR 検査陽性は持続した。
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●ICU に入院した重篤な COVID-19 患者 52 人の特徴 Lancet（2020 年 2 月 21 日）
原題「Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia
in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study」
■無症候性患者でも感染力はありそう NEJM（2020 年 2 月 19 日）
原題「SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients」
概要
中国広東省の患者 Covid-19 患者 18 人を対象に鼻腔スワブと咽頭スワブのサンプルから
PCR 法でウイルスの RNA を測定した。このうち 1 人は無症状だったが、濃厚接触者だったため検査
を受けた。17 人から検出されたウイルス量は、咽頭サンプルよりも鼻腔サンプルの方が多かっ
た。一方、無症状の感染者から検出されたウイルス量も、症状がある患者と同じレベルであり、無
症候でも患者と同様の感染力があることが示唆された。
●SARS-CoV-2 は糞口感染する可能性あり Emerging Microbes & Intections（2020 年 2 月 17 日）
原題「Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients:
implication of multiple shedding routes」
●中国の COVID-19 患者 7 万 2314 人のデータ分析 中国 CDC Weekly（2020 年 2 月 17 日）
原題「The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 NovelCoronavirus
Diseases (COVID-19) - China, 2020」
●癌の病歴がある患者は COVID-19 のリスクが高い Lancet Oncology（2020 年 2 月 14 日）
原題「Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China」
●CT は肺炎を示唆したが PCR 偽陰性の症例報告 Radiology（2020 年 2 月 12 日）
原題「Chest CT for Typical 2019-nCoV Pneumonia: Relationship to Negative RT-PCR
Testing」
●新型コロナウイルスの垂直感染はなさそう Lancet（2020 年 2 月 12 日）
原題「Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of
COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records」
●武漢市の大学病院に入院した 138 人の症例報告 JAMA（2020 年 2 月 7 日）
原題「Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel CoronavirusInfected Pneumonia in Wuhan, China」
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