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急増するオンライン学会、参加経験と満足度は？／医師 1,000 人に聞きました
ケアネット 2020/10/07
新型コロナウイルス感染症の影響により、今年には入って急増したのがオンライン（Web）上
で行われる学会だ。感染流行初期の 2、3 月は開催中止に追い込まれる学会が多かったが、4 月以
降からオンラインへのシフトが本格化し、秋以降もオンライン上のみ開催、もしくは現地開催との
ハイブリッド形式を採用する学会が大半となっている。
ケアネットでは、会員医師に協力いただき、オンライン学会への参加経験の有無や、参加した感
想をアンケート形式で聞いた。2020 年 8 月 13 日～19 日に 1,000 名を対象にオンライン学会への参
加経験の有無を聞き、「参加経験あり」の回答者に参加学会や満足度、感想を聞いた。
半数以上が「参加経験有」と回答
「オンライン学会への参加経験あり」と回答したのは 1,000 名中 556 名。アンケートを実施した
8 月中旬時点で回答者の半数以上がオンライン学会へ参加した経験があった。参加経験者に絞った
設問では、参加者が多かったのは日本内科学会、日本循環器学会、日本外科学会の順となった。オ
ンライン化で気軽に参加できることも影響したのか、参加学会は海外学会も含めて多岐にわたり、
計 50 以上の名前が挙がった。
満足度は「10 点満点中 6.7 点」
続いて参加したオンライン学会に対する満足度を「10 点満点」で聞いた質問では、回答者の平
均は 6.7 点となった。8 点とした回答者が 135 名（24.2％）と最も多く、概ね満足した参加者が多
かったようだ。〔中略〕
アンケート結果の詳細は以下のページに掲載中。
急増するオンライン学会、参加者の満足度は？
（ケアネット 杉崎 真名）

ケアネット 2020/08/12
子供が COVID-19 に罹患した場合、一般的には成人に比べて比較的軽
度の症状を示す。米国・イリノイ州シカゴ Ann & Robert H. Lurie
Children's Hospital の Taylor Heald-Sargent 氏らが、軽～中等症の
COVID-19 患者におけるウイルス量を年齢との相関で調べたところ、5 歳
未満の小児では症状が軽くてもウイルス保有量が多く、とくに上気道か
ら検出された SARS-CoV-2 は成人の 10～100 倍にも相当することがわか
った。JAMA Pediatrics 誌オンライン版 2020 年 7 月 30 日号に掲載。
本研究では、2020 年 3 月 23 日～4 月 27 日の期間、シカゴの 3 次医療機関において COVID-19 の
症状発症から 1 週間以内の入院および外来、救急部門、ドライブスルーで収集された 145 例の鼻咽
頭スワブから検体を採取し、PCR 検査を実施。cycle threshold（Ct）値を記録し、SARS-CoV-2
RNA ウイルス量を評価した。
主な結果は以下のとおり。
・患者はいずれも軽～中等症で、5 歳未満が 46 例、5～17 歳が 51 例、18～65 歳が 48 例。いずれ
も発症から 1 週間以内に検体を採取した。
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・5～17 歳のグループの Ct 値は、18～65 歳のグループとほぼ同等であった（中央値［四分位範
囲］：11.1［6.3～15.7］ vs. 11.1[6.9～17.5]）。
・一方、5 歳未満のグループの Ct 値は有意に低かった（同：6.5［4.8～12.0］）。
・5 歳未満の小児とその他 2 つのグループの Ct 値の差異により、小児においては、とくに上気道
の SARS-CoV-2 が約 10～100 倍多いことが示唆される。
著者らは、本研究で明らかになったのはあくまで小児における高いウイルス核酸の検出量である
と断っているが、これまでの SARS-CoV-2 の研究では、より高い核酸レベルと感染力のあるウイル
スの培養能力との相関が報告されている。このため著者らは、公衆衛生対策を進めるうえで小児の
感染および拡散リスクを理解することが重要であると述べている。
（ケアネット 鄭 優子）
原著論文；Sargent TH, et al. JAMA Pediatr. 2020 July 30. [Epub ahead of print]
新型コロナの嗅覚・味覚障害、主症状前に出現か
ケアネット 2020/04/10
嗅覚障害および味覚障害がウイルス感染と関連するのは周知の事実である。2020 年 3 月、米国
で新型コロナウイルス感染症における味覚・嗅覚障害の報告がなされた。その後、この症状を訴え
る患者が日本でも確認され、症状出現に敏感になっている患者も多いのではないだろうか。
新型コロナウイルス感染症入院患者の 20.3％は入院前に味覚障害または嗅覚障害の症状
今回、伊・ミラノの保健所 ASST-FBF-Sacco の Andrea Giacomelli 氏らが伊・L.Sacco 病院で新
型コロナウイルス（SARS-CoV-2）と診断された患者の一部に、嗅覚および味覚障害（OTDs：
olfactory and taste disorders）が出現したことを明らかにした。また、研究者らは「OTDs は
SARS-CoV-2 感染患者で頻繁に見られ、本格的な臨床症状（発熱、咳嗽など）の発症に先行する可
能性がある。非特異的ではあるが、パンデミックの状況では病院に入院していない感染患者の臨床
的スクリーニングツールになる」としている。Clinical Infectious Diseases 誌オンライン版 3
月 26 日号掲載の報告。
研究者らは SARS-CoV-2 感染症患者の OTDs の有病率を調べるため、2020 年 3 月 19 日、SARSCoV-2 陽性で入院していたすべての患者に対し OTDs の有無や欠如についての質問を含む簡単なア
ンケートを実施。発症した症状のタイプなどのインタビューを行った。〔中略〕
・1 つ以上味覚障害および嗅覚障害を訴えた患者（中央値 56 歳、四分位範囲［IQR］：47～60）
は、訴えなかった患者（同：66 歳、IQR：52～77）よりも若かった（P = 0.035）。
・すべての患者が味覚障害および嗅覚障害の持続性を報告した。 （ケアネット 土井 舞子）
原著論文；Giacomelli A, et al. Clin Infect Dis. 2020 Mar 26.[Epub ahead of print]
COVID-19 重症化予測する 5 つの血中マーカー同定／国際医療研究センター
ケアネット 2020/09/29
国立国際医療研究センターは 9 月 24 日、COVID-19 患者から得られた経
時的な採血検体により予後予測が可能な分子マーカーの探索を進めた結果、
重症・重篤化するケースに共通する 5 つの因子を特定したと発表した。
COVID-19 を巡っては、患者の約 8 割が軽症のまま回復し、残りの約 2 割が
重症・重篤化することがわかっているが、現段階では予後を予測する有効な
手段がないため、COVID-19 患者全員を隔離もしくは入院させて経過を観察
する必要がある。本結果により、重症・重篤化予備軍に注力した経過観察が可能になり、医療資源
の有効活用につながることが期待される。研究をまとめた論文は、2020 年 9 月 14 日付（日本時
間）で Gene 誌オンライン版に掲載された。
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本研究では、COVID-19 患者 28 例の採血検体を使い、病態の経過に沿った液性因子の経時的変化
について網羅的解析を実施した。その結果、軽症回復者と重症化患者を分けることが可能な因子と
して、CCL17、IFN-λ3、CXCL9、IP-10、IL-6 を同定した。CCL17 は、将来の重症者では、感染初期
の軽症時から基準値よりも低く、その後重症化するまで低い値が続いた。一方で、軽症者では健常
者とほぼ同じ値だった。残りの 4 因子は、感染初期では軽症者と将来の重症者に違いはないもの
の、重症化した患者では、数日前から急激に値が上昇することがわかった。
併せて、これら 5 つの因子が COVID-19 重症化に特異的かどうかについて、ほかの疾患群（C 型
慢性肝炎、児童精神疾患、2 型糖尿病、慢性腎不全、慢性心不全、間質性肺炎、関節リウマチ）か
ら得られた血液で確認した。その結果、CCL17 が低い値を取るのは、COVID-19 重症者のみだった。
〔中略〕
（ケアネット 鄭 優子）
参考文献・参考サイト；Sugiyama M, et al. Gene. 2020 Sep 14. [Epub ahead of print]
Moderna 社のコロナワクチン、高齢者に安全・有効か／NEJM
ケアネット 2020/10/08
米国・国立アレルギー・感染症研究所（NIAID）と Moderna（米国マ
サチューセッツ州ケンブリッジ）が共同で開発中の新型コロナウイルス
（SARS-CoV-2）mRNA ワクチン「mRNA-1273」について、56 歳以上の高齢
者を対象にした第 I 相臨床試験の結果が明らかにされた。米国・エモリ
ー大学の Evan J. Anderson 氏らによる検討で、主な有害事象は軽度～
中等度であり、2 回接種後全例で中和抗体が検出。抗体結合・中和抗体
力価は 100μg 用量群が 25μg 用量群よりも高値であることが示され
た。mRNA-1273 については、すでに 18～55 歳を対象にした第 I 相臨床試験で安全性と被験者全例
で中和抗体が検出されたことが報告されている。今回の結果を踏まえて著者は、「第 III 相臨床試
験では 100μg 用量を用いることが支持された」と述べている。NEJM 誌オンライン版 2020 年 9 月
29 日号掲載の報告。〔中略〕
（医療ジャーナリスト 當麻 あづさ）
原著論文；Anderson EJ, et al. N Engl J Med. 2020 Sep 29. [Epub ahead of print]
日本における COVID-19 発生時の医療従事者のメンタルヘルス
ケアネット 2020/11/26
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、世界中に蔓延
している。日本赤十字社医療センターの粟野 暢康氏らは、
COVID-19 パンデミック中の日本における医療従事者の不安
症、うつ病、レジリエンス、その他の精神症状について評価
を行った。Internal Medicine 誌 2020 年号の報告。
2020 年 4 月 22 日～5 月 15 日に日本赤十字社医療センター
の医療従事者を対象に調査を実施した。不安症、うつ病、レジリエンスの評価には、それぞれ日本
語版の不安尺度 GAD-7、うつ病自己評価尺度 CES-D、レジリエンス測定尺度 CD-RISC-10 を用いた。
さらに、以下の 3 要素化からなる独自のアンケートを追加した。（1）感染に対する不安や恐れ
（2）隔離および不当な扱い（3）職場でのモチベーションと逃避行動
主な結果は以下のとおり。
・調査対象は 848 人。その内訳は、医師 104 人、看護師 461 人、その他医療スタッフ 184 人、事務
職員 99 人であった。
・全調査対象者のうち、中等度～重度の不安症を発症した医療従事者は 85 人（10.0％）、うつ病
を発症した医療従事者は 237 人（27.9％）であった。
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・感染に対する不安や恐れ、隔離および不当な扱い、職場でのモチベーションと逃避行動に関する
問題は、非うつ病者よりもうつ病者でより高かった（CES-D 合計スコア 16 以上）。
・うつ病のリスク因子は、看護師、GAD-7 合計スコアの高さであった。
・年配およびレジリエンスの高い医療従事者は、うつ病の発症リスクが低かった。
著者らは「COVID-19 の流行により、多くの医療従事者が精神症状に苦しんでいた。医療従事者
の健康を守るためにも、心理的支援と介入が求められる」としている。
（鷹野 敦夫）原著論文；Awano N, et al. Intern Med. 2020;59:2693-2699.
医療ミス多いのは？24h 以上の長時間勤務 vs.16h 以内の 2 交代制／NEJM
ケアネット 2020/07/02
米国小児科研修医の ICU ローテーション中のスケジュールについて、24 時間以上の長時間勤務
の方が、16 時間以内の日中・夜間勤務を繰り返すスケジュールに比べ、研修医による重大な医療
ミス発生率が低かったことが示されたという。ただし、実施した施設によるばらつきは大きかっ
た。米国・ボストン小児病院の Christopher P. Landrigan 氏らが行った、2 パターンの勤務シフ
トを比較した多施設共同クラスター無作為化クロスオーバー試験の結果で、著者は「仮説に反する
試験結果となった」と述べながら、要因として「各研修医が治療する ICU の患者数は、長時間勤務
でないスケジュール群のほうが多かった」ことに触れている。NEJM 誌 2020 年 6 月 25 日号掲載の
報告。〔中略〕
（医療ジャーナリスト 當麻 あづさ）
原著論文；Landrigan CP, et al. N Engl J Med. 2020;382:2514-2523.
大豆食品で膵臓がんのリスクが上昇か JPHC 研究 HealthDay News 2020/07/23
大豆食品は、心血管疾患や一部のがんのリスクを下げることが報告さ
れているが、膵臓がんに関しては別かもしれない。国立がん研究センタ
ーなどの多目的コホート（JPHC）研究グループの研究から、大豆食品の
中でも非発酵性の食品は、膵臓がんのリスクを高める可能性のあること
が報告された。詳細は「Cancer Epidemiology, Biomarkers &
Prevention」6 月号に掲載された。
がんの治療が進歩し、早期診断と早期治療により根治に至ることが増
えている。しかし、膵臓がんは早期診断が難しく、診断後の予後はいまだに不良。そのため、発症
予防につながる研究の必要性が高い。これまでの研究で、大豆食品が、乳がんなど一部のがんの発
症リスクの低下と関連する可能性が報告されている。しかし、大豆食品と膵臓がんとの関連につい
ては報告が少なく、よく分かっていない。今回の研究は、1995 年と 1998 年に全国 10 カ所の保健
所管轄区域に住んでいて、がんに罹患しておらず、食事アンケート調査に回答した 45～74 歳の 9
万 185 人を対象に行われた。これらの人たちを 2013 年まで追跡し、大豆食品の摂取量と膵臓がん
罹患の関連を調査した。〔中略〕まず、総大豆食品摂取量との関連を見ると、第 4 四分位群（摂取
量が最も多い群）は膵臓がんの罹患リスクが有意に高く（ハザード比 1.48、95%信頼区間 1.15～
1.92）、総大豆食品摂取量が多いほど膵臓がんのリスクが高いという有意な関連が認められた（傾
向性 P＝0.007）。また、非発酵性大豆食品（豆腐類、高野豆腐、油揚げ、豆乳）の摂取量との関
連も有意で（傾向性 P＝0.008）、第 3 四分位群と第 4 四分位群で有意なリスク増大が認められ
た。その一方で、発酵性大豆食品（納豆、みそ）の摂取量と膵臓がんリスクの間には、有意な関連
が見られなかった（傾向性 P＝0.982）。〔中略〕
原著論文；Yamagiwa Y, et al.Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2020 Jun;29:1214-1221.
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コーヒー・緑茶をよく飲む中年期女性は BMI が低く血管年齢が若い
HealthDay News 2020/07/20
コーヒーや緑茶の摂取量が多い中年期の女性は、BMI や体脂肪率が低
く、血管の柔軟性が保たれていることを示す結果が報告された。東京医科
歯科大学大学院医歯学総合研究科茨城県地域産科婦人科学講座の寺内公一
氏らの論文が、「Nutrients」5 月 11 日オンライン版に掲載された。
コーヒーや緑茶の摂取量と心血管疾患のリスクが逆相関することは既に
報告されている。一方、女性は更年期以降、動脈硬化の進行が速くなるが、その進行がコーヒーや
緑茶の摂取によって抑制されるかどうかは明らかになっていない。そこで寺内氏らは、東京医科歯
科大学病院の更年期外来を受診した患者のデータを用い、以下の横断研究を行った。
対象者は、40～65 歳の更年期症状のある女性 232 人（平均年齢 51.6±5.0 歳）。コーヒーや緑
茶の摂取量はアンケートから把握し、全体を以下の 4 群に分類した。コーヒーおよび緑茶の摂取量
がいずれも 1 日 1 杯未満の「対照群」（16.8％）、コーヒーは 1 日 1 杯以上で緑茶は 1 杯未満の
「コーヒー群」（20.3％）、コーヒーは 1 日 1 杯未満で緑茶は 1 日 1 杯以上の「緑茶群」
（32.8％）、コーヒーと緑茶ともに 1 日 1 杯以上の「コーヒー＋緑茶群」（30.2％）。動脈硬化の
進行レベルは、血管の柔軟性の指標の一つである「CAVI」（数値が大きいほど血管柔軟性が低い）
で評価した。〔中略〕
原著論文；Yonekura Y, et al.Nutrients. 2020 May 11.
第 52 回「知っておきたい女性の排尿障害の診療」回答者：東京女子医科大学東医療センター
泌尿器科 骨盤底機能再建診療部 教授/部長 巴 ひかる氏
外来で患者も医師も言いづらい「排尿障害」。とくに女性では、加齢や骨盤の変化でさまざまな
障害が起こります。女性の排尿障害をエキスパート医師の巴ひかる氏が解説します。
医療維新
“瀬戸際”にある東京の医療の危機 - 大曲貴夫・国立国際医療研究センター・国際感染症センタ
ー長に聞く◆Vol.1 感染症指定以外の「私たちは診ません」という姿勢、転換必須
インタビュー 2020 年 4 月 1 日 聞き手・まとめ：橋本佳子（m3.com 編集長）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の臨床、研究では、東京都のみならず日本の拠点の一
つとなる国立国際医療研究センター。その国際感染症センターのセンター長を務めるのが、大曲貴
夫氏。東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議の委員でもある大曲氏が先日、個人の
Facebook で、都内の COVID-19 の医療提供体制に警鐘を鳴らした。
感染者が増加する現状をどう見ているのか、今後どんな医療提供体制を整える必要があるのか
――。数多くの患者を受け入れてきた COVID-19 に関する臨床経験も踏まえ、お聞きした（2020 年
3 月 31 日 13 時にインタビュー。計 3 回の連載予定）。
【大曲貴夫・国立国際医療研究センター・国際感染症センター長に聞く】
 Vol.1 “瀬戸際”にある東京の医療の危機
 Vol.2 「重症でも全てがうまく行けば、救える」
 Vol.3 「長く続く風邪症状」を見逃すな！
―― 今、世間の注目は、首相が「緊急事態宣言」を出すかどうかです。昨日（3 月 30 日）、日
本医師会常任理事で、政府の諮問委員会、専門家会議の委員を務める釜萢敏氏が、出すべき時期だ
との発言をされました（『「緊急事態宣言、もう宣言すべきという意見が大半」』を参照）。先生
ご自身の現在の流行状況の受け止めは。私は行政のプロではないので、「緊急事態宣言」を出し
て、改正特措法をアクティベートしたところで、行政が医療に対して何ができるのか、あまり見え
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てないところが正直あります。ただ、私が知る限りでは、医療に関してものすごく特別なことがで
きるとは思っていません。強いて言えば、不足する薬剤を国が管理するとか。でも、それが今、必
要かと言うとちょっと違う。なので、ちょっとピンと来ていないのです。もう少し社会全体に広げ
て考えても、例えば、行動制限をするにしても、あくまでも「要請」にとどまります。平日夜間や
週末の外出自粛要請は、既に都がやっています。ただ「頑張らなくては」という社会の空気はでき
るのでは。
大曲貴夫・国立国際医療研究センター・国際感染症センター長
――先週末（3 月 28、29 日）は、都が外出自粛を要請しました。29 日
は雪が降ったこともあり、かなり都民は行動を制限したようです。
やはり社会の空気を読みながら、行動する人が多いのでしょう。「緊
急事態宣言」を出すことで、「国は本気だったんだ」と思ってもらう効
果はあるのかもしれませんが、医療の在り方はやはり「各論」であり、
具体的に考えていかなければいけません。
― 先日の Facebook の投稿では、「感染症指定医療機関以外で COVID-19 の診療を避けているケー
スがある」とのことですが。
言うと怒られますが、あえて言うと、COVID-19 を診ようとしない医療機関があります。「全
て、感染症指定医療機関だけで診てくれ」と言っている。
― 都内には、特定感染症指定の国立国際医療研究センターのほか、第 1 種は都立駒込、墨東病
院。（東京都保健医療公社の）荏原病院があります。
それと自衛隊中央病院。さらに第 2 種のうち、感染症病床を持っている病院が幾つかあります。
これらのベッド数を合計すると 118 床。しかし、それよりはるかに多くの COVID-19 の患者さんを
既に診ているわけです。ここまで来ても、「私たちは、診ません」という態度なのです。
― 都内の接触者・帰国者外来は 77 カ所です。陽性が判明した場合には、感染症指定医療機関に紹
介してくる。〔中略〕
一方で、どう考えても、ベッドが足りない。今後、増えるであろう患者さんを支えるためには、
皆でやるしかないのです。でもそれでもやろうとしない。「順番の最後になろう」とする。
少し嫌な言い方ですが、ご自身の家族が COVID-19 になり、自分の病院に連れて行っても、「診
ません」となり、感染症指定医療機関でも「ベッドないです」と言われたら、どうするのでしょう
か。
― 「診ません」と言っても、転倒などで搬送されてきた患者さんの中には、COVID-19 陽性の方も
いると聞きました。
私が直接診察した訳ではないですが、転倒して見付かり、救急外来で診て、調べてみたら肺炎
で、原因は COVID-19 だったというケースはあります。〔中略〕
― インフルエンザと比較して COVID -19 の感染力は。
さほど変わらないと思います。ひどく伝播するわけではなく、厚労省のクラスター対策班の話を
聞くと、感染者の多くはリンクが追えているのです。麻疹のように、つながりが見えず、どんどん
感染していくといったイメージの感染力ではないです。やはりかかった人は何からの「三密」（密
閉、密集、密接）の空間にいて、しかも感染者同士のつながりも見えるのです。感染は限定された
状態で起きる可能性が高いのです。その意味では、伝播のメカニズムが非常に分かりやすい感染症
です。〔中略〕
― それは救急外来で、転倒などで来た場合も、ですか。
この時期なので、意識は高いでしょう。少しでも「おかしい」と思ったら、「疑い例」として対
応するでしょう。転倒の患者さん以外にも、救急外来から入ってきて、最終的に COVID-19 だった
という患者さんは何人もいます。
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職員に対しては、「我々はこれだけ COVID-19 の診療に関わっているので、2 次感染は起こり得
る」とかなり前から警告をしています。「風邪症状があったら、すぐに言ってね」と。疑いのある
職員は、患者さんに交じって、PCR 検査を受けており、今のところ陽性者はいないですが、たまた
まですよ。そのうち、陽性者は出ます。職員は社会生活を送っているわけなので。市中で感染する
ことも十分に考えられます。そこを考えて、対策を打っておかないと。
― ただ、マスクをはじめ、個人防護具の不足が問題視されています。
そこを突かれると一番痛いところです。国が個人防護具を確保し、より使う医療機関に優先的に
回したり、各医療機関でも頻繁に使用するところで、優先的に使う。あるいはリユースを許容する
などの工夫が必要だと思います。
「重症でも全てがうまく行けば、救える」
大曲貴夫・国立国際医療研究センター・国際感染症センター長に聞く
◆Vol.2 重症、軽症・中等症の受け入れ役割分担が不可欠
インタビュー 2020 年 4 月 2 日 聞き手・まとめ：橋本佳子（m3.com 編集長）
― 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、無症状の方でも他への感染があると言われていま
す。
私は「本当に無症状なのか」と、ずっと引っかかっています。
風邪をひいた時、体の変化に敏感な人は、喉の痛みなどを典型的
な症状が出る前から感じていると思います。だるいとか、肩や背
中がこわばるとか、寒気がするとか。でも、それに無頓着な人は
「何もなかった」と言う。大曲貴夫・国立国際医療研究センタ
ー・国際感染症センター長
― 「無症状」の線引きは難しい。
そうです。何らかの体の不調は感じていたはずですが、それを感じることができるかどうかも、
人によって違う。私自身が感じることができるのは、自分の体調に敏感であるだけでなく、医師と
してのトレーニングも兼ねているわけです。「またなんか肩が凝ってきた。おかしい。風邪ひくん
じゃない？」と思ったら、2、3 日後にやはり風邪の症状が出たりとか。
― 医療者、そして一般の方は、自分の体調に敏感になってほしいというのがメッセージ。
そうです。この時期は「何かあったら、とにかく休む」。数年後、COVID-19 が「ただの風邪」
になったとしたら、そこまでは言いませんが、今は本当に休んだ方がいい。自分は軽く済んでも、
中には COVID-19 でお亡くなりになる方もおられるので。
― COVID-19 は、軽症が約 8 割で、重症は約 2 割と言います。例えば、重症者の場合、手の尽くし
ようのない患者さんは多いのか、あるいは人工呼吸器、ECMO など、現時点で考えられる最善の治
療を実施できれば、大半は救命が可能なのか。
かなり重症であっても、全てがうまく行けば、救える可能性は十分にあると思います。実際にそ
うした例を経験しています。
この病気って、肺が中心。実際には腎臓など他の臓器にも及んでいるようですが、特に健康な人
がかかった場合、肺だけがすごくやられているように見える。重症で、復活しそうにない肺でも、
普通の状態に戻り得る。ただし、それには 2、3 週間とか、時間がかかります。その間、肺が機能
していないので、人工呼吸器で酸素を入れ、それでも足りないから ECMO で酸素を入れる。それを
数週間やる間に免疫が付いてくるので、自分の免疫でウイルスを排出できるようになる。3、4 週
間すぎたくらいから、よくなり始める。やがては ECMO、人工呼吸器が外れるという経過をたどる
人がいます。その間に合併症にならないように、上手に管理ができれば、瀕死に近い状態からでも
回復が可能な病気かと思っています。
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― そこにおける合併症とは、他の細菌感染とか。
医療関連感染です。また長期間寝たきりなので、血栓ができて、肺塞栓のリスクもあります。こ
うしたことを克服すれば治る可能性はあると思っています。
― その間、投薬もされる。
もちろんします。
― 今、一般的に使うのは。
それはまだないです。新聞では「効果が示された」といった報道もありますが、「何をもっ
て？」と思います。
― ステロイドは使いますか。
現実には使っていますが、それはどちらかと言えば、ARDS（急性呼吸窮迫症候群）に関する知見
の延長線上で使っています。抗ウイルス薬も投与しますが、実際にどの程度効いているかは、まだ
よく分からないというのが正直なところです。自分の免疫で克服する部分が大きい病気なのかな、
という気がします。
― そうした重症の患者さんの治療に専念するには、人と設備が必要であり、それ以外の患者さん
を一般の医療機関で診てもらいたいわけですね。
そうです。
― 「軽症」の定義についても、3 月 30 日の東京都の小池百合子知事の会見で質問がありました
（『「接待を伴う飲食店」への出入り自粛要請、小池都知事』を参照）。
それは難しい上に、「軽症」の線引きにより、自宅療養できる人の数が相当変わってきます。従
って、これは行政の戦略の下に決めるものであり、まだ何人くらい自宅に帰せるかという試算をし
ていない状況では簡単には言えません。そのため、会見では「個人的な見解」と断って、説明しま
した。
― 医療提供体制と COVID-19 の臨床経過から決めていくことになる。
そう思います。東京都で言えば、「軽症」の定義が必要なのは、COVID-19 用病床として必要な
「4000 床」が埋まってしまう時点であり、その前までには、「軽症」の定義を決めなければいけ
ません。「もはや重症者を診ることができない」となった時に、軽症者を順次、自宅に返して、ベ
ッドを空けていくことになるでしょう。
― COVID-19 いつ頃から、そうした体制になっていくのか。
それは難しいですね。アメリカでは、2 月の上旬はほとんど流行していなかったですよね。今の
ニューヨークを見ると、3 月に入り、特に半ば頃から一気に感染者が拡大しています。一方、日本
で最初の患者さんが確認されたのは、1 月 15 日であり、2 カ月以上が経過。ここに来て増加してお
り、「瀬戸際」だけども、まだ何とか持ちこたえています。
―今後の増加を見据えた病床確保は、都が各医療機関に要請していく以外にないのですか。
それ以外にないと思います。企業への休業補償と同じであり、「空床」を確保するために、行政
が補助金等を出すというやり方で進めています。我々もそうで、クルーズ船「ダイヤモンド・プリ
ンセス」の乗客乗員を受け入れる際に、「病床を空けておいてくれ。その分は補償する」と言われ
たので、対応することができたのです。こうしたやり方で、都はようやく 500 床確保できた。相当
大変だと思います。
――都立病院同士で、機能分担して、COVID-19 専用病床を設けることはできないのでしょうか。
それをやっても、都立病院だけでは足りません。目標は 4000 床なので。公立・公的だけでなく
民間の病院も含めて、対応していく必要があります。
― OVID-19 をめぐっては、PCR 検査の在り方も議論になっています。検査を実施できずに、COVID19 を見逃して悪化したケースは経験されていますか。増えていれば、問題ですが。
本当に入院が必要な COVID-19 の患者さんは、ちゃんと捉えていると思います。
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― 今後を考える上で抗体検査を挿入すべきという意見があります。
COVID-19 に関する現時点での抗体検査の目的は、「検査」ではなく、「調査」と考えていま
す。検査に使おうと考えている人もいますが、COVID-19 にかかっても、すぐには抗体価は上がら
ず、時間が経ってもあまり上がりきらないようです。現場での正確な診断や正確な除外診断には、
使いにくいという印象を持っています。
― 抗体検査を行えば、人口の何割が抗体を獲得しているかが分かり、今後の感染拡大の予測に役
立つのでは。
ゴールは何かですが、「いつ収束するか」ということ。恐らく国民の大多数、一般的には 6～8
割が感染し、免疫を獲得すると、集団免疫できると言われています。集団免疫が確立できれば、大
流行は防げるでしょう。では、我々はそこにいつたどりつくのか。自分たちが今、どこにいるかを
見ることは、今後の計画を考える上で重要だと思います。では、調べてみよう、ということで、サ
ンプリングして抗体検査をやれば、「日本国民の何％が抗体を持っている」と分かる。
― 今はそうした調査は必要ではない？
やれば COVID-19 の流行の状況などが見えてくるでしょう。しかし、今皆さんが大変な中で、今
そこに力を割くかどうかは、よくよく議論した方が良いと思います。今の喫緊の課題はクラスター
をちゃんと捕捉して大流行を避けることです。
イギリスは抗体検査を始めると表明していますが、相当負荷がかかると思います。基本的には、
健康な人の血液を採取し、検査をするので。それを今の日本で、自治体や保健所が日々大変な思い
をして仕事をしている中で、できるかです。
――日本のクラスター対策は、今のところうまく行っているとお考えですか。
うまく行っていると思います。患者さんのリンクは、多くはちゃんと追えているのです、「夜の
街」のクラスターなども追えており、私自身、びっくりしています。
「長く続く風邪症状」を見逃すな！- 大曲貴夫・国立国際医療研究センター・国際感染症センター
長に聞く◆Vol.3 「悪くなるときのスピード速い」、5％は ICU
インタビュー 2020 年 4 月 11 日 聞き手・まとめ：橋本佳子（m3.com 編集長）
― 早くから国立国際医療研究センターでは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の患者さん
を受け入れ、2 月 21 日の「NCGM COVID-19 入院患者の背景・症状・診断・治療の概要」で 11 例の
症例報告をしています（国際感染症センターのホームページを参照）。
診断のポイントは当初と今で、相違はあるのでしょうか。
全然変わらないです。「長く続く風邪症状」がキーワードです。
大曲貴夫・国立国際医療研究センター・国際感染症センター長
軽症が約 8 割、重症が約 2 割という割合も変わらない。
変わらないです。厚労省は 2 月 17 日に「相談・受診の目安」とし
て、▽風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が 4 日程度続く場合、▽強いだ
るさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合――としています
（ただし、高齢者、基礎疾患を持つ人、免疫抑制剤や抗がん剤等を使
う人は 2 日程度続く場合）。この基準を疑問視する人もいるようですが、そこで治ってしまえば、
それは COVID-19 ではないケースが大半だと思います。
COVID-19 は、人間が初めて罹患する病気。体からウイルスが排出されるまで最短 2 週間と言わ
れます。もう少しかかるのが普通。その間、微熱が続いたり、何かが起きるのです。
―「相談・受診の目安」は、現時点で変える必要はない。
はい。3 日以内によくなりかけてきた人は、COVID-19 ではない可能性が高いと思います。
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「風邪の症状が少しでも出れば、全例検査してしまえばいい」という意見もありますが、費用、人
手、それから陽性者をどうするのかなど、「出口の戦略」と併せて考えるべきだと思います。
― が経験された中で、「もう少し早く PCR 検査をして、紹介してくれればよかったのに」と思わ
れた症例はありますか。
だいたい発症して 7、8 日くらいで来られる方が多いのですが、それはあまり感じないですね。
― 東京都小池百合子知事の 3 月 25 日の会見で、大曲先生は「8 割の方の症状は軽いが、残りの 2
割の方は、確実に入院は必要で、全体の 5％の方は集中治療室に入らないと助けられない。悪くな
るときのスピードはものすごく速い」と発言されています。
先に報告した 11 例の中で、当院でこれまで経験した一番重症だったのは、60 代の男性です（症
例 7）。熱がある。それで調べたら、PCR 検査で陽性だった。微熱で、ちょっと鼻水が出るくらい
で、咳はあまりなかった。抗 HIV 薬のカレトラ（一般名：ロピナビル、リトナビル）を使いなが
ら、約 1 週間様子を見たのです。落ち着くのかと見ていたら、どんどん熱が高くなってきて、吐き
気がひどくなり、悪くなった。1、2 日で肺に陰影が広がり、それで「これはもう人工呼吸器」だ
と。それまでは比較的安定していたのに、一気に肺が白くなったのです。そこまで速く肺が悪化す
る感染症はあまりないです。
――他の細菌、あるいはウイルスによる肺炎で、そこまで急速に悪化するケースはあまりない。
そういう感染症も多いのかもしれませんが、だいたい多くの感染症の患者さんは、「病気ができ
上がってから」病院に来るケースが多いので……。「でき上がる最中」を診る機会が実はあまりな
いのです。
――特に国立国際医療研究センターでは、重症患者として救急搬送されてくる。一般の病院であれ
ば、もう少し軽い段階から診ていて、「これは手に負えない」となって、センターに搬送されてく
る。
でも、「風邪をひいて、こじらせて肺炎になる」のは、やはり 1 週間くらいかかって悪くなるケ
ースが多い。これほど急に悪くなるのは、強いて言えば、例えば脾臓を摘出したり、免疫不全の方
に見られる、肺炎球菌による重症感染症。あれは確かに速いです。ショックになることもある。で
も、違った意味で速く見える。なかなか表現が難しいですが……。
――その 60 代の男性は、何らかの基礎疾患があるわけでもない。
逆流性食道炎くらいで、他にはないです。
――結局、約 2 割の重症患者さんをどう見極めるかが、今後、ポイントになる。
結構、難しいと思います。うちでは 40 代でも人工呼吸器を使った患者さんを経験しました。最
初は風邪症状で、レントゲン、CT を撮ったら、確かに肺炎があった。でも少し様子を見ようと見
ているうちに、一気に悪くなって、人工呼吸器の対応となった。やはり慎重に経過を診る必要があ
り、「1 週間や 10 日経っても、熱が下がる兆しがない」「むしろ悪くなっている」といった状況
は、「悪くなる予兆」なのかもしれない。
高齢の方、糖尿病、呼吸器や循環器系の基礎疾患を持つ方などは重症化しやすいと思って診てい
ますが、正確には予測できてはいないです。患者さんの個々の状況から、だいたい類推しているの
が現状です。何らかの検査を実施して重症化する因子を見付けるところまでは行っていません。
――CT は全例、撮りますか。特徴的な肺炎像はありますか。
歩いて受診しても、肺には影がある例を経験しているので、入院例についてはほとんど撮影して
います。間質性肺炎、ウイルス性肺炎に特徴的な、白いすりガラス状の影が両方の肺に出ますね。
― 確定診断は、CT よりも PCR 検査。
はい、PCＲ検査です。あとは最近、より迅速に診断できる SARS-CoV-2 核酸キットなどが出てき
ており、当院でも試験的に使っています。これらでどのくらい正確に診断でき、置き換わっていく
かですね。
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― 今、PCR 検査の感度、特異度はどのくらいなのですか。
8 割とか言われています。ただ現時点では何と比較すればいいのか、分からないのです。
― 最後に治療薬のこともお聞きします。3 月 23 日の国立国際医療研究センターのセミナーで
は、世界で 8 種類の治療薬が現在使われ、センターでも 4 種類を使っているとのことです（『新型
コロナへの remdesivir 国際共同 P3 を開始』を参照）。
その中で治験を実施しているのは、抗 HIV 薬の remdesivir（レムデシビル）のみです〔NIH（米
国立衛生研究所）主導で、米国、日本、韓国、シンガポールの 75 の医療機関が参加予定〕。また
オルベスコ（一般名シクレソニド）は、当院で特定臨床研究として RCT をこれから始めます。アビ
ガン（同ファビピラビル）の特定臨床研究は藤田医科大学を中心に始まっています。あとは基本的
には観察研究です。カレトラについては、中国での研究では結果が今一つでしたね（NEJM March
18, 2020）。
― 中国での臨床研究では、副作用等で服用を継続できなかった。
下痢がひどかった。でもよくデータを見ると、必ずしも「効いていない」とも言えなそうです。
論文の著者と直接、電話で話をした際、「これ効いていると思っているでしょう」とお聞きした
ら、「そう思っている」との答えでした。「ただ結果の見せ方、結果の測り方、データの取り方に
課題があったので、今回の研究では、有意差があるように見えなかった」とは言っていました。
物事を比較する時には、「物差し」が大事で、どの物差しで比べるかで、差が付いたり、付かな
かったりするわけです。「物差し」の選び方が適切でなかった、と彼は言っていました。
―「物差し」とはエンドポイント。
そうです。
― では、カレトラも COVID-19 の治療薬候補から抜けたわけではない。
はい。あの論文を精読せずに、捨ててしまったら、十分な科学的知見にたどり着けない可能性が
あります。私にとっては、あの論文から学ぶところがたくさんありました。
― 例えば、どのあたりが。
論文のデータから直接言えるわけではないのですが、「やはり重症例には効きにくいのだろう」
という印象です。もっと軽症例に使えば、ウイルス量を抑えられ、身体へのダメージも少なく、体
の調子を数週間、何とか整えていけば治るのではないか――。言い方を変えれば、カレトラで治療
をしなかったら、ウイルス量がものすごく増え始めて、サイトカインストームも起きかねない。そ
うしたことを防げるのではないかとかなど、思うところはあります。
――軽症の患者さんを対象とした重症化予防としては使える可能性がある。
検討の余地はあると思います。
――治験での remdesivir（レムデシビル）のエントリー基準は。
二つあって、一つは、CT 等で肺に陰影があること。もう一つは、酸素投与や人工呼吸が必要な
ど、呼吸不全。いずれかがあれば、対象とします。前者ではそれほど重症ではない人も入ってきま
す。COVID-19 では肺炎の患者でも、歩いて受診する人がいます。こうした人も対象に含まれま
す。解析は、重症度別に分けて実施することになるでしょう。
― 先生方はもう開始したのですか。
先週（取材は 3 月 31 日に実施）、始めました。今日で 5 例目まで登録しています。目標は 440
例ですが、変更になる可能性が十分にあり、もっと増えると思います。
― 結果はいつぐらいに出る見通しでしょうか。
440 例に到達するのが、この分だと再来週くらい。もっと早いかもしれませんが、そこで終わる
とは思えません。
― 世界各国から同じプラットフォームでオンラインで治験の登録ができる。
はい。その通りです。
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― 今後、各種抗ウイルス薬の使い分けはどうなっていくのか、何か見通しはありますか。
現時点では何もないです。標準的に使用できる薬が現時点ではないので、使い分けの議論もでき
ません。これからの研究次第であり、その中で、一つでも有望な薬が出てくればいいと。
― でも現時点でも、きちんと管理できれば重症な患者でも救命できる。
肺、心臓、腎臓、肝臓など各種臓器が丈夫であると、多くの場合は大丈夫ではないかと感じてい
ます。基礎疾患がある方は重症化しやすい。だから基礎疾患のある方は要注意。やはり「3 密」
（密閉・密集・密接）を絶対に避けなければいけない。絶対です。
【東京】当初は風呂場を薬局に。夜間・土日診療の医院を定年後開業-原誠・はら耳鼻咽喉科院長
に聞く◆Vol.1
2020 年 10 月 9 日 m3.com 地域版
江戸川区東葛西のはら耳鼻咽喉科は、院長の原誠氏が定年後に開業した地域密着型の医院。夜
間や土日診療も行っている同院の開業までの経緯や、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影
響などを原氏に聞いた。（2020 年 7 月 8 日インタビュー、計 2 回連載の 1 回目）
はら耳鼻咽喉科院長 原誠氏
――先生のご経歴とはら耳鼻咽喉科開業までの経緯を教えてく
ださい。
東京大学医学部を卒業後、東京大学医学部附属病院、東京大
学保健センターに勤務し、米国ハーバード大学で耳に関する病
理学の研究を行いました。帰国してからは、JR 東京総合病院で
耳鼻咽喉科部長として 19 年勤務し、60 歳の定年を迎えまし
た。定年後はすぐに医院を開業したいと思っていたのですが、
開業準備が間に合わなかったので、定年退職と同時に千葉県柏市の名戸ヶ谷病院に耳鼻咽喉科部長
として勤務することになったわけです。 しかし、江戸川区の自宅から柏の名戸ヶ谷病院まで通う
のは、実際にやってみたら、結構遠くてしんどくて（笑）。これを 70 歳まで続けるのは無理なの
で、なるべく早く開業しようと思いました。それに江戸川区は耳鼻咽喉科の激戦区で、当時は葛西
周辺だけでも耳鼻咽喉科が 8 院もありましたから、のんびりしている暇はありません。江戸川区
で、耳鼻咽喉科医院として、早く開業して実績を作っていきたいと思い、名戸ヶ谷病院の勤務と並
行しながら、開業の準備を進めていきました。2 年ほどたったころ、自宅の隣の借家が空いたこと
をきっかけに、そこの民家にとりあえず医療機器を設置して、私が 63 歳の時に耳鼻咽喉科を開業
しました。
開業後の 2 年間ほどは、平日の昼は勤務医として名戸ヶ谷病院で、夜間と土日は開業医としての
診療時間を捻出するため、ここ江戸川区で診療を行っていました。最初はそんなに患者さんが来る
こともないだろうと民家を改装することもせず、そのまま使っていましたので、4 畳半の診察室に
6 畳の待合室、それに風呂場が薬局でした（笑）。
そんな昭和の診療所みたいなところで診療していたのですが、ありがたいことに日を追うごとに
患者さんがどんどん増えて、いつも待合室に入りきれない患者さんが外に溢れてしまっている状態
でした。その後新しい物件を探し、4 年前から現在の場所に移ったわけですが、こちらに移ってか
らもしばらくは柏の名戸ヶ谷病院で勤務医を続けました。名戸ヶ谷病院だって私を雇い入れるため
にいろいろ準備してくれたわけだし、機器もそろえてくれた。自分が開業できたからってすぐに辞
めるわけにはいきません。トータルで、名戸ヶ谷病院とのかけもち診療は 5 年ほど続きました。そ
の間は休みが全く取れない日々で、私自身は別に平気でしたが、家族にかなり心配されました。
こういった理由で土日、夜間診療を始めた元々のいきさつは、開業医としての診療時間を維持す
るためだったのですが、やはり夜間や土日に駆け込んで来られる患者さんも多く、いつの間にかそ
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れが通常業態になってしまったわけです。
――江戸川区で開業したいとこだわった理由を教えてください。
私は生まれも育ちも江戸川区で、区から奨学金ももらっていましたので、江戸川区に恩返しした
いとずっと思っていました。そして、やっぱり住み慣れた江戸川区で地元の皆さんに囲まれなが
ら、死ぬまで現役で耳鼻咽喉科医として診療を続けていきたいと思ったからです。
――はら耳鼻咽喉科の営業時間とスタッフ数、1 日の平均患者数を教えてください。
月曜日が休診日で、それ以外の平日は午前中（9 時半～12 時半）、夕方（16 時～18 時半）、夜
間（20 時～21 時半）と 3 つの時間帯で営業しています。また土曜日は、午前中と午後（14 時～16
時）、日曜日は午前中のみ開けています。スタッフは医師が 3 人、看護師が 5 人、その他のスタッ
フ含めて合計 31 人です。各時間帯に医師 1 人、看護師 2～3 人（夜間は 1～2 人）を入れた 8～10
人のチームで診療を行っています。夜間、土日診療を行っているのは、その時間に苦しんでいる患
者さんたちを翌朝まで、週明けまで待たせてしまうのが嫌だからです。早く楽にしてあげたいと思
って、医院を開けています。
平均患者数は COVID-19 前までは、1 日 120～150 人でしたが、外出自粛期間中はだいたい半分に
減ってしまいましたね。やっと最近、1 日 100 人くらいまで戻ってきました。耳垢取り、めまい、
扁桃炎などの緊急性のない患者さんが来院されるようになりましたので。
――COVID-19 で一番影響を受けたのはどういったところでしょうか？また、現在どんなことに一
番苦労していますか？
やはり患者数の減少です。当院の患者さんは定期的に耳のケアに来られている子どもさんや高齢
者の方が多いのですが、その方たちの来院回数が減りました。今まで 1 カ月に 1 回とか来られてい
た方が、2 カ月に 1 回と間を置かれるようになりました。
苦労しているのは、防護衣の確保です。当院でも発熱していて COVID-19 を疑われる患者さんが
来院されることがあります。発熱のある患者さんは事前に必ず連絡を入れてもらって、他の患者さ
んが来院されない時間帯に来てもらっていますが、私たちスタッフは全員防護衣を着けて対応・診
察しなければなりません。しかし、その防護衣やマスクなどが思うように手に入らないのです。
幸い当院には以前からストックしていた分があり、それでなんとか持ちこたえていますが、新し
く購入しようと思っても N95 マスクなんて全然手に入らないのです。たまに見つけたとしても、と
んでもなく高い値段で購入しなくてはなりません。防護衣の在庫が底をついてしまったら、発熱の
ある患者さんの診療ができなくなってしまいます。発熱して苦しんでいる患者さんに対して「防護
衣の在庫がなく診療できませんので、他へ行ってください」なんて言えませんよ。苦しんでいる患
者さんを助けてあげたい、痛みをすぐにとり除いてあげたい、その思いで私は診療を行っているの
ですから。
【東京】地域医療連携のカギは正確な診断-原誠・はら耳鼻咽喉科院長に聞く◆Vol.2
2020 年 10 月 16 日 m3.com 地域版
江戸川区東葛西のはら耳鼻咽喉科は「地元の人から選ばれるか
かりつけ医」を目指し、夜間や土日診療も行っている。順天堂大
学医学部附属浦安病院や本院、昭和大学豊洲病院、東京ベイ・浦
安市川医療センター、葛西臨海病院、葛西昌医会病院との医療連
携も行いながら、地域の人たちの健康を支える院長の原誠氏に地
域医療の魅力、今後の展望などを聞いた。（2020 年 7 月 8 日イン
タビュー、計 2 回連載の 2 回目）
はら耳鼻咽喉科院長 原誠氏

13 / 26

――夜間診療に加え、土日も診療を行っているとなると、スタッフの確保も大変だと思います。
先生と同じ志のスタッフは確保できていますか。また苦労されている点はありますか。
現在医師をのぞいて 28 人のスタッフがいますが、すごく熱心な方たちばかりでとても助かって
います。最初は親戚が手伝ってくれて、その親戚が知り合いを紹介してくれて、と口伝えで来てく
れた人が多いです。当院では時々、耳鼻咽喉科のスタッフとして知っておきたい情報や知識などを
研修する院内の勉強会を開いているのですが、だいたいいつも全員が出席しています。強制したこ
とはありません。皆さん働き者で、家に帰ってからも勉強されていると聞いています。スタッフも
地元江戸川の方たちなので、私と同様に、地域の人の役に立ちたいという気持ちでやってくれてい
るのだと思います。それに辞める人もいないものですから、今までスタッフの募集に苦労したこと
はないですね。
――順天堂大学医学部附属浦安病院や本院、昭和大学豊洲病院、東京ベイ・浦安市川医療センタ
ー、葛西臨海病院、葛西昌医会病院との医療連携も行っているとのことですが、スムーズな医療
連携を行うために必要なことはどんなことでしょうか？
正確な診断です。患者さんの話を聞いて、患部を触って、よく観察する。耳鼻咽喉科の診察とい
うと軽くみられがちですが、他の臓器に関係する疾病が隠れている場合もありますから、そういっ
た疾病につながる兆候を見落とさないことです。正確な診断をして、適切な処置を連携先の病院に
お願いする。そこから信頼関係が生まれてきますので、とんちんかんな診断しかできなかったら連
携先として認めてもらえなくなってしまいます。葛西昌医会病院は耳鼻咽喉科がないので、紹介だ
けじゃなく逆紹介の患者さんも多いですね。
――将来的に不安要素の多い診療科といわれることもある耳鼻咽喉科ですが、耳鼻咽喉科医を志
す学生や若手医師にどんなことを伝えたいですか。
耳鼻咽喉科医は保険点数が低くて金銭的にはもうからない仕事です。だからお金が欲しければ他
の科を目指した方がいい。今はオンライン診療というものもあるし、その気になれば患者さんを診
なくても報酬を得る方法はいくらでもあります。ICT を駆使してユーチューバー医師になってもい
い（笑）。だけど耳鼻咽喉科医は減少傾向にあっても耳鼻咽喉科関連の病気が減少傾向にあるわけ
じゃない。喉や鼻なら内科でも多少は診断がつくのかもしれませんが、耳を診られるのは耳鼻咽喉
科医しかいません。耳が痛いという患者さんがいたら、患者さんの耳の中を覗かなければ原因は分
かりません。オンライン診断はできないのです。喉だってそうです、患部を触ってみなければ分か
らないことも多いのです。
耳鼻咽喉科医は触らなきゃ診断できません。患者さんを触って、患者さんの声を聞いて、患者さ
んの様子を見なきゃ分からないのです。鼻血が止まらないとか魚の骨が喉に刺さったとか、耳の調
子が悪いとか、そういったささいな不調を訴える患者さんが駆け込んでくるのが耳鼻咽喉科です。
駆け込んできた患者さんをケアしてあげられるのが耳鼻咽喉科医です。毎日多くの患者さんを診て
いますから、嬉しいことに「先生、ありがとう」の声をたくさん聞くことができます。また、患者
さん自身はささいな不調だと思っていたのに、重い病気が隠れている場合もあり、患者さん自身が
気付いていない身体の変調を見つけてあげることもできます。とにかく、患者さんの苦しみを取り
除いてあげられることが嬉しい、そして患者さんに感謝されることが何より嬉しい、そういった私
みたいな人間には向いている科だと思います。
――「地域から選ばれるかかりつけ医」を目指すためにどんなことを意識して行動しています
か？ またそのモチベーションを維持するために何か行っていることはありますか？
同じく正確な診断ですね。当たり前ですけど腕の悪い医師のところには行きたくないでしょ？そ
れから患者さんの気持ちになって、患者さんの痛み、苦しみをとにかく早く取り除いてあげたいと
思っています。これは耳鼻咽喉科医になった時からずっと変わらない、医師としての私の基本理念
です。JR 東京総合病院の時からの患者さんで、耳のケアに河口湖からはるばるここまでやって来
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てくれる 91 歳の方がいますが、その方は私の声を聞くと安心するそうです。そういった安心感と
いいますか、ここに来れば大丈夫だ、という患者さんにとっての安全地帯でありたいと思っていま
す。 このごろは、お役所仕事のように時間できっちり区切って、時間外の診療は全く受け付けな
い医師がいると聞いていますが、医師という仕事は本来時間で区切れない仕事です。それをブラッ
クな仕事ととらえて、患者さんの痛みを早く取り除いてあげたい、と思わずに自分の時間を優先し
てしまう医師が増えていることに寂しさを感じますね。患者さんに感謝されることが医師にとって
の一番のやりがい、モチベーションになるはずだと私は思うのですが。
――これからどのように地域医療に携わっていきたいとお考えですか。
今は 3 つの時間帯に区切って、朝 9 時半から夜の 21 時半までの受付で診療していますが、夜の
21 時半までは週 2 回です。医師やスタッフを増やして、ゆくゆくは毎日 21 時半までの診療時間を
確保したいと思っています。私が夜間を専門で担当すれば、昼間の時間帯は他の医師で対応できそ
うです。そして生涯現役で、耳鼻咽喉科医として地域から必要とされる存在でありたいですね。
待合室に置かれている原氏の趣味のミニチュアの街
◆原 誠（はら・まこと）氏
1981 年東京大学医学部卒業。同年東京大学医学部附属病院耳鼻
咽喉科入局。自治医科大学附属病院耳鼻咽喉科、東京大学医学
部附属病院耳鼻咽喉科医局長、東京大学保健センター講師を経
て 1986 年～88 年米国ハーバード大学留学。1988 年東京大学医
学部附属病院耳鼻咽喉科勤務。1993 年 JR 東京総合病院耳鼻咽
喉科部長。2012 年～2017 年蛍水会 名戸ヶ谷病院耳鼻咽喉科部
長。2014 年はら耳鼻咽喉科開設。 【取材・文＝林 文乃】
はら耳鼻咽喉科
・医師の生涯収入は何億円？ Dr.K の「医師のためのバリュー投資戦術」
連載をフォロー 医師の生涯収入は何億円？ 2020/08/14 医師の職場環境
医師の生涯収入っていくらかご存知ですか？ 2 億円？
3 億円？ それとも 5 億円？ 平均的なサラリーマンより
は高いんだろうなぁと思いつつ、データを持ち合わせて
いない人が多いのではないでしょうか。
まず、賃金構造基本統計調査の最新データによると、
男性医師の平均年収は約 1220 万円、女性医師の平均年収
は約 998 万円とされています（表 1）。女性の数値が低
いのは、パートタイムのドクターも含めているからでし
ょうか。ちなみにこれは、事業規模が 10 人以上の病院を
対象にしています。そのため開業医ではなく、勤務医を想定してもらうとよいでしょう。

表 1 医師の平均給与（出典：2019 年賃金構造基本統計調査）
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COVID-19 流行下の熱中症対応の手引き；日本感染症学会・日本救急医学会・日本臨床救急
医学会
ケアネット 2020/08/03
本格的な夏を迎え、熱中症による搬送数も増えている臨床現場では、今までの夏とは異なり、新
型コロナウイルス感染症（COVID-19）への感染防止に配慮した対応に迫られている。
先般、日本感染症学会・日本救急医学会・日本臨床救急医学会・日本呼吸器学会の 4 学会はワー
キンググループを構成し、6 月 1 日付けで「新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた熱中症予
防に関する提言」を発表した。そして、今回この提言の追補版として、国内外の論文 2,736 件の情
報を抽出し、臨床現場で活用可能な「新型コロナウイルス感染症流行下における熱中症対応の手引
き（医療従事者向け）」を作成し、公開を開始した。
本手引は、6 つのクリニカルクエスチョンに対し、詳細に解説を加える体裁で書かれ、今後も 4
学会では情報収集とアップデートを行うとしている。
クリニカルクエスチョン一覧
・予防（マスク・エアコン）
Q 熱中症を予防する上でのマスク着用の注意点は何か？
A マスクを着用する際は、長期間（1 時間以上）の運動を避けることが望ましい。
Q COVID-19 の予防で「密閉」空間にしないようにしながら、熱中症を予防するためには、どのよ
うにエアコンを用いるべきか？
A 換気により室内温度が高くなるため、エアコンの温度設定を下げるなどの調整を行い、熱中症
対策と COVID-19 対策を両立することが望ましい。
・診断（臨床症状・血液検査・CT 検査）
Q 熱中症と COVID-19 は臨床症状から鑑別できるか？
A 呼吸器症状や嗅覚障害・味覚障害を認める場合は COVID-19 を疑う根拠になるが、臨床症状のみ
から熱中症と COVID-19 を鑑別することは困難である。
Q 血液検査は熱中症と COVID-19 の鑑別に有用か？
A 両者の鑑別に有用な血液検査の検査項目はない。
Q 高体温、意識障害で熱中症を疑う患者の CT 検査は COVID-19 の鑑別診断に有用か？
A 確定診断のための有用性は低いが、除外診断に一定の役割を果たしうるため、とくに COVID-19
を疑う患者においては、スクリーニング検査として実施することが望ましい。
・治療（冷却法）
Q 従来同様、蒸散冷却法（evaporative plus convective cooling）を用いて、患者を冷却してよ
いか？
A 蒸散冷却法は原則使用せず、各施設での使用経験や準備の状況に応じて、蒸散冷却法の代替と
なる冷却法を選択するのが望ましい。
（ケアネット 稲川 進）
参考サイト；新型コロナウイルス感染症流行下における熱中症対応の手引き（医療従事者向け）
COVID-19 特別インタビュー 東京都の検査・トリアージ体制、最新状況と今後の見通しは？
2020/08/05 ケアネット唾液検体や抗原検査の位置付けを含め、東京都における検査・トリアージ
体制はいまどうなっているのか。東京都医師会副会長角田徹氏に緊急インタビュー。
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抗原検査や唾液検体が使えるようになり検査の選択肢が広がる中、一般診
療の現場ではどのような考え方で目の前の患者さんをトリアージしていくべ
きか。そして各医療機関は地域の検査体制にどのようにつながっていけばよ
いのだろうか。
東京都では 6 月下旬からの感染者の再増加を受け、直近では最大約 5,000 件
/日の PCR 検査を実施している。検査体制の整備と検査実施の最新状況、そ
して今後の見通しについて、東京都医師会副会長の角田 徹氏に聞いた。
PCR センターの稼働状況など、現在の東京都の検査実施体制はどうなっていますか？
東京都では 5 月以降、都内に 47 ある地区医師会を中心に、各地域での PCR 検査の実施を担う地域
PCR 検査センター（PCR センター）の設置を進めてきました。現在では 23 区と多摩地区で、約 40
ヵ所が稼働しています。保険適用の行政検査を担うのが、この PCR センターと、従来からの帰国
者・接触者外来（都内に 84 ヵ所）です。その他に、保険診療外で行政が負担する「行政検体」と
呼ばれる濃厚接触者の検査を担う東京都健康安全研究センターなどの地方衛生研究所があります。
3～4 月には、帰国者・接触者外来だけでは医師が「PCR 検査が必要」と判断した症例に対応しきれ
ず、検査ができないために診断ができない症例が急増したという状況がありました。こういった状
況を改善するために、地域の状況を踏まえながら PCR センターの設置を進めました。現在の約 40
ヵ所というのは適正な数ではないかと考えています。
かかりつけ医の検査依頼先としては、どちらに依頼するかに差異はありませんが、現在も帰国者・
接触者外来では対応しにくい場合もあると聞いていますので、各地域の PCR センターを活用いただ
きたいと思います。
発熱外来の設置も推進していますか？
都医師会として、発熱外来の設置を積極的に推進するということはしていません。というのも、地
域によって医療機関の状況に違いがあるからです。たとえば私のクリニックは三鷹市にあります
が、三鷹市では医療機関に状況を聞いたところ、約半数の医療機関が発熱者の診療が可能との回答
がありました。そこで、発熱者の診療はその半数の医療機関で行うという役割分担を行いました。
ただ、地域によってはその役割分担が難しいという場合もあり、その場合は、都内でもいくつか発
熱外来を設置している地域があります。
「発熱外来の設置」という形式を重視するのではなく、各
地域で発熱者の診療を適切に行う体制を整えることが重要と考えます。
抗原検査や唾液検体の活用状況について教えてください
まず抗原検査は、2 つに分けて考える必要があります。簡易検査は 30 分ほどで結果が出て、非常
に簡便ですが、精度は劣るようです。東京都で発生したあるクラスターで比較したところ、PCR 検
査結果との一致率は高くなかった。一方の定量検査は、精度は良好だが専用の機器が必要になる。
この機器があるのは全国で現在 800 ヵ所程度と聞いているので、都内では 80～100 ヵ所程度ではな
いでしょうか。
抗原定量検査は、救急の現場での活用を推進していくべきではないかと考えています。4～5 月に
は、救急に運ばれてくる患者さんが新型コロナウイルス感染者かどうかわからないということが、
現場の大きな負担になりました。各医療機関内で検査を完結することができれば、感染の有無によ
って対応できます。東京都医師会では東京都に対して、約 250 ある都内の 2 次救急病院へ抗原定量
検査あるいは PCR 検査の機器を導入してもらえるよう、要望をしています。
唾液検体の活用が PCR 検査と抗原定量検査で認められたことは、非常に大きな変化です。先ほど、
PCR センターの設置数は現状で適正と話しましたが、感染リスクの少ない唾液検体の採取であれ
ば、より多くの医療機関で対応できる可能性がある。そこで当会では、人口 1 万人当たり 1 ヵ所
（都内で約 1,400 ヵ所）を目途に PCR 検査可能な医療機関を整備していきたいと考えています。
行政との契約方法もより簡便に行えるようになってきており、地区医師会などを通じた集合契約が
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結べるようになったことで、たとえば練馬区などでは、約 60 人以上のかかりつけ医の先生方が手
を上げていただいたと聞いています。7 月 17 日の事務連絡では契約をさらに簡素化する通知が出
ており、より多くの医療機関で担っていくことができるのではないかと期待しています。
唾液検体の搬送については、従来の民間検査会社が行っている血液や尿検体の搬送と併せて行うこ
とができ、大きな障壁にはならないだろうと考えています。
今後、かかりつけ医に求められるのはどのような役割でしょうか？
基本的な考え方は 4～5 月と変わりありません。発熱や感染の不安のある患者さんには、まず電話
で相談してもらうよう伝え、電話で可能な範囲で対応をする。この時点で、不安のみが先行してい
た患者さんについては、除外することができます。
先日発表された東京都での約 2,000 例の抗体検査結果では、感染者は 0.1％程度。局地的にクラス
ターが発生する可能性は常にあるものの、基本的に発熱患者の多くが新型コロナ感染症以外であ
り、通常の発熱診療・トリアージを行っていただきたい。そして標準予防策をきちんと実施してい
れば、通常の診療だけでは濃厚接触者にはあたらず、感染リスクは非常に低い。ただし、これから
インフルエンザのシーズンが始まると、検査時のリスクが高まります。そこで現在、日本感染症学
会を中心にかかりつけ医のための診療のフローチャートをまとめていて、近日中に公表される予定
です（注：8 月 3 日に日本感染症学会ホームページ上で公表された）
。
また現在、宿泊療養施設を増やす努力がされていますが、それでも自宅療養者が激増することはあ
りえます。保健所の業務量は過大となっており、自宅療養者に対しては、やはりぜひかかりつけ医
の協力が必要です。陽性者が出た時点で、医師は発生届を提出する義務があります。そこで終わり
ではなく、継続的な支援をぜひお願いしたい。たとえば、濃厚接触歴をヒアリングすることもでき
るだろうし、自宅療養中に 1 日 2 回、電話で状況を聞くこともできる。それらにより、保健所の負
担を軽減できるのではないかと思っています。
いま以上に爆発的に感染者が増加する可能性に備えた、東京都医師会としての医療体制整備の考
え方・対策案についてお聞かせください
継続して要請を行っているのが、1,000～2,000 床を備えた、新型コロナ専門病院の設置です。現
在の各病院に病床数の確保を求めていくやり方では、通常の医療への影響が大きく、各病院への負
担も大きい。新型コロナ専門病院に機能を集約させて、その他の病院では通常通りの診療を行って
いくことが、医療全体を維持していくために必要ではないかと考えています。
そのうえで、2 次救急病院への PCR ないし抗原検査を実施するための機器および必要に応じた人的
補完、唾液検査可能な医療機関の拡大、かかりつけ医による自宅療養者へのサポートを推進できる
よう、東京都医師会として、各所に要請・支援を行っていきたいと考えています。
（インタビュー：2020 年 7 月 27 日、聞き手・構成：ケアネット 遊佐 なつみ）
東京都医師会 新型コロナウイルス感染症情報
角田 徹 ( かくた とおる ) 氏東京都医師会副会長・角田外科消化器科医院院長
[略歴] 1980 年東京医科大学卒業。同外科学教室入局。愛知県がんセンター放射線診
療部、山梨医科大学第一外科、米国カルフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）外
科客員研究員などを経て、91 年東京三鷹市にて角田外科消化器科医院開設。2009 年
より東京都医師会理事、15 年より同副会長。
高齢者糖尿病診療のコツ 2018/06/29
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患者さんごとに「個別の治療」、「個別の管理目標」が求められる高齢者の糖尿病診療。判断に
迷う場面も多い。事前アンケートで寄せられた、高齢者特有の問題に対する診療上の迷いや疑問
に、東京都健康長寿医療センター 糖尿病・代謝・内分泌内科の先生方が回答します。
コンテンツ一覧
 第 20 回 高齢者の肥満、食事・運動療法の方法と薬剤選択は？
 第 19 回 高齢者の肥満、特有の問題と予後への影響は
 第 18 回 高齢糖尿病患者の脂質管理、目標値や薬剤選択は？
 第 17 回 メタボ対策からフレイル対策へシフトするタイミング
 第 16 回 新ガイドラインで総エネルギー摂取量の設定法はどう変わったか
 第 15 回 高齢糖尿病患者の高血圧、どこまで厳格に管理する？
 第 14 回 高齢糖尿病患者の動脈硬化、介入や治療強化のタイミングは？
 第 13 回 糖尿病合併症の管理、高齢者では？
 第 12 回 低血糖、シックデイ、アドヒア―注射剤にまつわる問題への対処法
 第 11 回 高齢者でも！注射剤の活用法
COVID-19、家庭・職場で感染リスクが高い行動は？ ケアネット 2020/11/10
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染リスクを減らすには何に注意す
ればよいのだろうか。シンガポール・National Centre for Infectious
Diseases の Oon Tek Ng 氏らが、COVID-19 患者の濃厚接触者における
SARS-CoV-2 感染に関連する因子を調べた結果、家族内では「寝室の共
有」「COVID-19 患者から 30 分以上話されること」が、家族以外では「2
人以上の COVID-19 患者への曝露」「COVID-19 患者から 30 分以上話され
ること」「同じ車への乗車」が関連していた。一方、「間接的な接触」
「一緒に食事すること」「同じトイレの使用」については独立した関連がみられなかった。Lancet
Infectious Disease 誌オンライン版 2020 年 11 月 2 日号に掲載。
シンガポールでは COVID-19 と診断された患者すべてに、保健省による接触者のトレースや PCR
検査、濃厚接触者の健康サーベイランスを実施している。本研究は、このデータを使用し、2020
年 1 月 23 日～4 月 3 日に診断された COVID-19 患者の濃厚接触者すべてを調査した後ろ向きコホー
ト研究である。家族内接触者は COVID-19 患者との同居者、家族外の濃厚接触者は COVID-19 患者か
ら 2m 以内で 30 分間以上の接触者とした。シンガポールでは COVID-19 患者は全員入院し、接する
のは医療スタッフに限られ、濃厚接触者は全員 14 日間隔離し 1 日 3 回、電話で症状モニタリング
を実施している。誤診の発生割合と無症候性 SARS-CoV-2 陽性者の有病率はベイズモデリングで推
定し、SARS-CoV-2 感染の危険因子は単変量および多変量ロジスティック回帰モデルで決定した。
主な結果は以下のとおり。
・2020 年 1 月 23 日～4 月 3 日の間に PCR で確認された COVID-19 患者 1,114 例の濃厚接触者 7,770
人が特定された（家族接触者 1,863 人、職場での接触者 2,319 人、社会での接触者 3,588 人）。
・症状に基づいた PCR 検査で 188 例検出され、7,582 人は陽性ではなかった。
・濃厚接触者 7,770 人のうち全データが揃っている 7,518 人（96.8％）における 2 次的な臨床的罹
患率は、家族接触者 1,779 人では 5.9％（95％CI：4.9～7.1）、職場での接触者 2,231 人では
1.3％（同：0.9～1.9）、社会での接触者 3,508 人では 1.3％（同：1.0～1.7）であった。
・濃厚接触者 1,150 人（家族接触者 524 人、職場の接触者 207 人、社会での接触者 419 人）の血液
および症状のデータのベイズ分析の結果、症状に基づいた PCR 検査戦略によって COVID-19 の 62％
（95％CI：55～69）を見落とし、感染者の 36％（同：27～45）は無症候性だったと推定された。
・家族接触者の SARS-CoV-2 感染に関連していた因子は、寝室の共有（多変量オッズ比[OR]：
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5.38、95％CI：1.82～15.84、p＝0.0023）、COVID-19 患者から 30 分以上話されること（OR：
7.86、95%CI：3.86～16.02、p＜0.0001）であった。〔中略〕（ケアネット 金沢 浩子）
原著論文；Ng OT, et al. Lancet Infect Dis.2020 Nov 2. [Epub ahead of print]
事例 010 ラベプラゾール（商品名：パリエット）の査定【斬らレセプト シーズン 2】
公開日：2020/09/21
解説
事例ではラベプラゾール（商品名：パリエット）錠 20mg とその処方期間が B 事由「医学的に
過剰・重複と認められるものをさす」にて査定となりました。
病名には、「維持療法の必要な逆流性食道炎」が記載されています。添付文書を確認してみる
と、「再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法においては、通常、1 回 10mg を 1 日 1 回経
口投与する」とあり、「効果不十分な場合は、1 日 20mg へ増量も可能」と記されています。しか
しながら、レセプトの他の項目に目をやると、内視鏡などの診療をもとに効果不十分であった根拠
や補記が見当たりません。

事例では「通常の治療としての投与」と判断され、20mg は過剰であると査定されたもので
す。審査上で判断された治療としての投与は、通常 8 週間 56 日分までが限度とされ、期間の延長
が可能とは記されておらず、56 日分を超えた処方は認められていません。したがって、超過する
14 日分が過剰として査定されたものです。
保険診療で認められていても、次の段階の医療提供を必要とする場合には、レセプトを第三者
が見てもわかるように、あらかじめの病名追加や症状詳記を行っておく必要があるのです。
ラベプラゾールの増量処方で、あることがないばかりに査定された事例をお届けします。カギに
なるのは、レセプトの記載内容。どの点に注意すべきかソラストが解説します。
新型コロナ、O 型の人は感染しにくい？ HealthDay News 2020/11/04
血液型が、新型コロナウイルスの感染リスクや感染した場合の重症化リスクに影響を与える可能
性を示唆する 2 件の研究結果が、「Blood Advances」10 月 27 日号に掲載された。これらの研究か
ら、O 型の人は新型コロナウイルスに感染しにくく、感染した場合も重症化しにくいことが示され
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たという。
一つ目の研究は、オーデンセ大学病院（デンマーク）の Torben Barington 氏らが実施した後ろ
向きコホート研究で、ABO 式血液型と新型コロナウイルスへの感染のしやすさの関連について検討
された。解析対象者は、2020 年 2 月 27 日〜7 月 30 日の間に、デンマークで新型コロナウイルスの
検査を受けた全ての人（47 万 3,654 人）と非感染者である一般集団 220 万 4,742 人（対照群）。
新型コロナウイルスの検査を受けた人のうち、RT-PCR 検査で新型コロナウイルス陽性と診断され
たのは 7,422 人（陽性群）であった。
それぞれの血液型の人が、対照群と陽性群に占める割合を比較した結果、O 型の人が占める割合
は、陽性群では 38.41％であったのに対し、対照群では 41.69％に上った（O 型の人の新型コロナ
ウイルスに感染する相対リスクは 0.87）。その一方で、A、B、AB 型の人が占める割合は、いずれ
も対照群に比べて陽性群での方が多かった（A 型：42.39％対 44.41％、B 型：11.46％対 12.09％、
AB 型：4.47％対 5.09％）。この結果から研究チームは、A、B、AB 型の人は、O 型の人よりも新型
コロナウイルスに感染しやすい可能性があると結論付けている。〔中略〕
二つ目の研究は、ブリティッシュコロンビア大学（カナダ）の Mypinder Sekhon 氏らが実施した
後ろ向きコホート研究である。これら 2 件の研究結果は、COVID-19 患者のうち A 型または AB 型の
人は、O 型または B 型の人と比べて、臓器障害または臓器不全のリスクが高い可能性のあることを
示唆している。また、A 型または AB 型の人は、O 型または B 型の人よりも、入院期間が短かった
が、集中治療室への入室期間は長かった。このことは、A 型または AB 型の人で、COVID-19 がより
重症化していたことを示している可能性がある。
Sekhon 氏は、「現在では、COVID-19 の急性期を切り抜けた生存者が数多くいる。このことは、
パンデミックを乗り切っていく上で非常に心強い要素だ。今後の研究で、COVID-19 のより長期的
な影響に関するリスクを層別化するためのメカニズムを探っていく必要がある」と話している。
原著論文；Barnkob MB, et al. Blood Adv. 2020; 4:4990-4993.
なぜ小児の COVID-19 は軽症なのか
HealthDay News 2020/10/29
新型コロナウイルスへの感染に対し、小児と成人では免疫系の反応が異なることが明らかに
された。この結果により、成人に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の重症例が多い理由を説
明できる可能性があるという。米イェール大学免疫学・内科学教授の Kevan Herold 氏らによるこ
の研究結果の詳細は、「Science Translational Medicine」9 月 21 日オンライン版に掲載た。
COVID-19 のアウトブレイクが発生した当初から、成人に比べて小児の感染者では軽症者が多い
ことが指摘されている。また、多系統炎症症候群（MIS-C）を発症した小児でも、死亡例はまれで
ある。MIS-C は、新型コロナウイルスに感染した小児に生じることのある、重度の炎症性疾患であ
る。Herold 氏らは、小児感染者に軽症者の多い理由を解明するために、COVID-19 に罹患して米モ
ンテフィオーレ医療センターに入院した、小児および 24 歳未満の若年成人患者 65 人と成人患者
60 人から採取した血液と細胞を調べた。
その結果、患者の年齢が若いほど、インターロイキン 17A（IL-17A）とインターフェロン・ガン
マ（INF-γ）の値が高いことが明らかになった。IL-17A も INF-γ も、サイトカインと呼ばれる、
免疫細胞から分泌されるタンパク質である。IL-17A は感染初期に免疫系の反応を促す。INF-γ に
はウイルスの複製を抑える作用がある。両分子とも、人に先天的に備わっている自然免疫系の一部
であり、感染後の早い段階で活性化される。〔中略〕Herold 氏は、「血清中の IL-17A と INF-γ
は、成人よりも小児で濃度が高いことが分かり、驚いた」と述べている。研究チームはまた、保護
作用があると考えられている特定の抗体反応が、小児に比べて、COVID-19 の重症患者を含めた成
人で高かったことにも驚いたという。
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一方、この研究論文の上席著者である、米アルベルト・アインシュタイン医科大学小児科および
微生物学・免疫学教授の Betsy Herold 氏は、「われわれの研究結果が示唆するのは、小児ではウ
イルスへの感染に対して早い段階で、強力な免疫系反応が起こり、重篤な肺疾患への進行を防いで
いると考えられる」と述べている。
原著論文；Pierce CA, et al. Sci Transl Med. 2020 Sep 21. [Epub ahead of print]
新型コロナウイルス、皮膚表面での生存期間はインフルの 5 倍 ケアネット 2020/10/15
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）を巡っては、空気中や物質表面上での生存期間がこれまでの
研究で明らかになっているが、ヒトの皮膚表面における生存期間は不明であった。今回、京都府立
医科大学の廣瀬 亮平氏ら研究チームが、法医解剖献体から採取した皮膚上におけるウイルスの安
定性を検証したところ、SARS-CoV-2 は皮膚表面上で 9 時間程度生存し、1.8 時間程度で不活化され
るインフルエンザウイルスに比べ大幅に生存時間が長いことがわかった。本研究をまとめた論文
は、Clinical Infectious Diseases 誌 2020 年 10 月 3 日号に掲載された。
本研究では、十分に解明されていない SARS-CoV-2 の危険性に鑑み、生体皮膚の代替として法医
解剖献体から採取した皮膚を用いた病原体安定性評価モデルを構築。モデルの再現性を確認するた
め、比較的危険性の低いインフルエンザ A 型ウイルス（IAV：PR8 株）を被験者の皮膚と皮膚モデ
ルそれぞれの表面上において、安定性を評価・比較したところ、皮膚上の IAV はいずれも 60 分程
度で完全に不活化され、各経過時間におけるモデル皮膚表面上で生存するウイルス量は、被験者皮
膚上で生存するウイルス量とおおむね一致していた。〔中略〕
著者らは、本研究によりヒト皮膚上でインフルエンザウイルスに比べ大幅に生存時間が長いとい
う SARS-CoV-2 の特性が明らかになったと同時に、エタノール消毒薬を使用した手指衛生は、本来
9 時間程度続く SARS-CoV-2 の接触伝播のリスクを速やかに低下させることが可能で、感染制御上
きわめて効果的であることが示されたと述べている。
（ケアネット 鄭 優子）
原著論文；Hirose R, et al. Clin Infect Dis. 2020 Oct 3.
新型コロナ、エアロゾルで 3 時間生存可能／NEJM ケアネット 020/03/24
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、SARS-CoV-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、
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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.［Epub ahead of print］
COVID-19 が季節性感染症になる可能性は？ HealthDay News 2020/10/14
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を引き起こす SARS-CoV-2 は、これまでに現れた呼吸器
感染症の原因ウイルスとはかなり異なる特徴を持つ。それでも、いずれ COVID-19 もインフルエン
ザのような季節性感染症の一種になる可能性があるとする、ベイルート・アメリカン大学（レバノ
ン）の Hassan Zaraket 氏らのレビュー論文が、「Frontiers in Public Health」9 月 15 日オンラ
イン版に掲載された。
Zaraket 氏は、COVID-19 が季節性感染症になるかどうかのシナリオは、さまざまな不確定要素に
左右されるとしている。多くのウイルス性呼吸器感染症に季節性が見られ、気温や湿度の影響を受
けるが、SARS-CoV-2 は今のところその気配がない。実際、米国では夏季に感染者数が急増した。
既存のウイルス性呼吸器感染症が、ときに流行シーズン以外に感染拡大する場合、その原因の一
つとして限られたスペースに人が密集するようなイベントが挙げられる。例えば、メッカ巡礼の時
期に生じる流行などが報告されている。
2020 年 1～2 月にかけて中国から、COVID-19 の感染率は高温環境下では低下するとの研究結果が
報告された。しかし同時期に同じ中国で実施された別の研究からは、気温や湿度が上昇しても感染
拡大に影響を及ぼさないとする結果が発表された。その後は多くの国で外出禁止・自粛をはじめと
するさまざまな介入が一定程度奏効していることもあり、COVID-19 と気候との関連を十分検討で
きていない。
1960 年以降、7 種類のコロナウイルスがヒトに感染を起こすことが確認された。今世紀に入って
からは、SARS-CoV-1〔重症急性呼吸器症候群（SARS）のウイルス〕、MERS-CoV〔中東呼吸器症候群
（MERS）のウイルス〕、および今回の SARS-CoV-2 という 3 種類が新たに出現した。このうち SARS
は終息宣言が出されているが、MERS はいまだ局地的な流行を繰り返しており、その流行に季節性
は認められない。
感染症の終息には、基本再生産数（R0）が 1 未満になる必要がある。COVID-19 は現在これを超
過している。インフルエンザも冬季は R0 が 1 を超えるが、春の訪れとともに 1 を下回り、やがて
終息する。しかし COVID-19 は抗体を持たない未感染者が多いため、仮に湿度や気温が感染力に影
響を及ぼすとしても、パンデミック抑制作用は低下する。〔中略〕
「リスクが低いとされる若い人でも、重症化することがある」と指摘。何より、若い感染者から
高齢者などの重症化リスクの高い人たちに、感染が広がる危険性を忘れてはならないと述べてい
る。
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Moderna 社のコロナワクチン、高齢者に安全・有効か／NEJM ケアネット 2020/10/08
米国・国立アレルギー・感染症研究所（NIAID）と Moderna（米国マサチュー
セッツ州ケンブリッジ）が共同で開発中の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）
mRNA ワクチン「mRNA-1273」について、56 歳以上の高齢者を対象にした第 I 相
臨床試験の結果が明らかにされた。米国・エモリー大学の Evan J. Anderson
氏らによる検討で、主な有害事象は軽度～中等度であり、2 回接種後全例で中
和抗体が検出。抗体結合・中和抗体力価は 100μg 用量群が 25μg 用量群より
も高値であることが示された。mRNA-1273 については、すでに 18～55 歳を対象にした第 I 相臨床
試験で安全性と被験者全例で中和抗体が検出されたことが報告されている。今回の結果を踏まえて
著者は、「第 III 相臨床試験では 100μg 用量を用いることが支持された」と述べている。NEJM 誌
オンライン版 2020 年 9 月 29 日号掲載の報告。〔中略〕 （医療ジャーナリスト 當麻 あづさ）
原著論文；Anderson EJ, et al. N Engl J Med. 2020 Sep 29.
コロナ流行した 2020 年上半期の超過死亡、例年より少なく／厚労省研究班調べ
ケアネット 2020/10/06
2020 年 1～6 月における国内の超過死亡は、過去 3 年に比べて少ないことが、厚生労働省研究班
の推計で明らかになった。今年の上半期は、世界的に新型コロナウイルスの発生および感染拡大が
あり、超過死亡にかかわる重要なファクターと見られたが、推計値ではコロナ流行前を大きく下回
った。〔中略〕
期間中に最も多くの超過死亡が確認されたのは 4 月だった（Farrington アルゴリズム：174～
2,598 人、EuroMOMO アルゴリズム：298～4,216 人）。両アルゴリズムにおいて、期間中に予測死
亡数の上限を超える観測死亡数を認める週が検出されたのは 10 都府県（栃木、群馬、埼玉、千
葉、東京、富山、愛知、大阪、奈良、徳島）、いずれか一方で検出されたのは 4 県（茨城、静岡、
香川、福岡）だった。
研究班は、今回観察された超過死亡は新型コロナウイルスを直接の原因とする死亡の総和ではな
く、外出自粛等に伴う病院不受診や生活習慣の変化に伴う持病の悪化による死亡や、例年より減少
している可能性があるとされる交通事故死など、新型コロナウイルスの感染拡大による間接的な影
響も含まれていることに注意すべきとしている。その上で、「報告の遅れや、介入、社会人口学
的・経済的状況が異なるため、必ずしも直接比較はできないが、日本のすべての死因を含む超過死
亡は、おおよそ同時期の欧米における超過死亡よりも相対的に小さい（絶対数や対人口比）可能性
がある」としている。 （ケアネット 鄭 優子）
参考文献；我が国における超過死亡の推定・2020 年 9 月 国立感染症研究所感染症疫学センター
COVID-19 重症化予測する 5 つの血中マーカー同定／国際医療研究センター
ケアネット 2020/09/29
国立国際医療研究センターは 9 月 24 日、COVID-19 患者から得られた経
時的な採血検体により予後予測が可能な分子マーカーの探索を進めた結
果、重症・重篤化するケースに共通する 5 つの因子を特定したと発表し
た。COVID-19 を巡っては、患者の約 8 割が軽症のまま回復し、残りの約 2
割が重症・重篤化することがわかっているが、現段階では予後を予測する
有効な手段がないため、COVID-19 患者全員を隔離もしくは入院させて経
過を観察する必要がある。本結果により、重症・重篤化予備軍に注力した経過観察が可能になり、
医療資源の有効活用につながることが期待される。研究をまとめた論文は、2020 年 9 月 14 日付
（日本時間）で Gene 誌オンライン版に掲載された。
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本研究では、COVID-19 患者 28 例の採血検体を使い、病態の経過に沿った液性因子の経時的変化
について網羅的解析を実施した。その結果、軽症回復者と重症化患者を分けることが可能な因子と
して、CCL17、IFN-λ3、CXCL9、IP-10、IL-6 を同定した。CCL17 は、将来の重症者では、感染初期
の軽症時から基準値よりも低く、その後重症化するまで低い値が続いた。一方で、軽症者では健常
者とほぼ同じ値だった。残りの 4 因子は、感染初期では軽症者と将来の重症者に違いはないもの
の、重症化した患者では、数日前から急激に値が上昇することがわかった。
併せて、これら 5 つの因子が COVID-19 重症化に特異的かどうかについて、ほかの疾患群（C 型
慢性肝炎、児童精神疾患、2 型糖尿病、慢性腎不全、慢性心不全、間質性肺炎、関節リウマチ）か
ら得られた血液で確認した。その結果、CCL17 が低い値を取るのは、COVID-19 重症者のみだった。
IFN-λ3 は、C 型慢性肝炎で一部高い値を示したが、COVID-19 重症者で統計学的に有意に高い値を
示した。CXCL9 と IP-10 についても、COVID-19 重症者で特徴的に高い値を示した。IL-6 は関節リ
ウマチで高い値を示すことがあったが、COVID-19 重症者で統計学的に有意に高い値を示した。こ
れらの結果からも、5 つの因子が COVID-19 重症化患者を早期発見および囲い込みに有用である可
能性が示された。同センターでは今後、国内において多施設共同による前向き試験を実施し、実臨
床での有効性についてさらに検証を進めていく予定。
（ケアネット 鄭 優子）
参考文献・参考サイト；Sugiyama M, et al. Gene. 2020 Sep 14.
年齢や併存疾患について補整後、Δ382 変異体感染群の酸素補充療法を要する低酸素症の発生に
関するオッズは、野生型感染群と比べてより低かった（補正後オッズ比：0.07、95％CI：0.00～
0.48）。 （8 月 27 日 記事の一部を修正いたしました）（医療ジャーナリスト 當麻 あづさ）
原著論文；Young BE, et al. Lancet. 2020 Aug 18. [Epub ahead of print]
ACE 阻害薬と ARB が COVID-19 重症化を防ぐ可能性／横浜市立大学
ケアネット 2020/09/04
新型コロナウイルスは、アンジオテンシン変換酵素 2（ACE2）
受容体を介して細胞に侵入することが明らかになっており、新型
コロナウイルス感染症（COVID-19）とレニン-アンジオテンシン
系（RAS）との関連が注目されている。
今回、横浜市立大学附属 市民総合医療センター 心臓血管セン
ターの松澤 泰志氏らの研究グループが、COVID-19 罹患前からの
ACE 阻害薬または ARB の服用と重症度との関係について、多施設
共同後ろ向きコホート研究（Kanagawa RASI COVID-19 研究）を
行った。Hypertension Research 誌オンライン版 2020 年 8 月 21 日号での報告。
本研究では、2020 年 2 月 1 日～5 月 1 日の期間、神奈川県内の 6 医療機関（横浜市立大学附属市
民総合医療センター、神奈川県立循環器呼吸器病センター、藤沢市民病院、神奈川県立足柄上病
院、横須賀市立市民病院、横浜市立大学附属病院）に入院した COVID-19 患者 151 例を対象に、病
態に影響を与える背景や要因の解析が行われた。
追跡調査の最終日は 2020 年 5 月 20 日で、すべてのデータは医療記録から遡及的に収集された。
高血圧症およびほかの既往歴の情報は、通院歴、入院時の投薬、およびほかの医療機関からの提供
内容に基づいている。
主な結果は以下のとおり。
・平均年齢は 60±19 歳で、患者の 59.6％が男性だった。151 例のうち、39 例（25.8％）が高血圧
症、31 例（20.5％）が糖尿病、22 例（14.6％）に ACE 阻害薬または ARB が処方されていた（ACE
阻害薬：3 例［2.0％］、ARB：19 例［12.6％］）。
・151 例中、14 例（9.3％）の院内死があり、14 例（9.3％）で人工呼吸、58 例（38.4％）で酸素
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療法が必要だった。入院時、肺炎に関連する意識障害は 14 例（9.3％）、収縮期血圧＜90mmHg に
関連する意識障害は 3 例（2.0％）で観察され、少なくとも 13 例において、新型コロナウイルス感
染が原因とされた。22 例（14.6％）が ICU に入院した。
・患者全体を対象とした単変量解析では、65 歳以上（オッズ比[OR]：6.65、95％信頼区間[CI]：
3.18～14.76、p＜0.001）、心血管疾患既往（OR：5.25、95％CI：1.16～36.71、p＝0.031）、糖尿
病（OR：3.92、95％CI：1.74～9.27、p＜0.001）、高血圧症（OR：3.16、95％CI：1.50～6.82、p
＝0.002）が、酸素療法以上の治療を要する重症肺炎と関連していた。
・多変量解析では、高齢（65 歳以上）が重症肺炎と関連する独立した要因だった（OR：5.82、
95％CI：2.51～14.30、p＜0.001）。
・高血圧症患者を対象とした解析の結果、ACE 阻害薬または ARB を COVID-19 罹患前から服用して
いる患者では、服用していなかった患者よりも、主要評価項目の複合アウトカム（院内死亡、ECMO
使用、人工呼吸器使用、ICU 入室）における頻度が少ない傾向だった（14.3％vs.27.8％、p＝
0.30）。また、副次評価項目については、COVID-19 に関連する意識障害が有意に少なかった
（4.8％vs.27.8％、p＝0.047）。
著者は「われわれの知る限りでは、これがわが国で初めて COVID-19 患者の臨床アウトカムを検
討した研究だ。今回、炎症に対する RAS 阻害薬の保護効果が、ACE 阻害薬/ARB の使用と意識障害の
発生減少を関連させる 1 つのメカニズムである可能性が明らかになった」と記している。
（ケアネット 堀間 莉穂）
原著論文；Matsuzawa Y, et al. Hypertens Res. 2020 Aug 21.
参考文献・参考サイト；降圧薬レニン・アンジオテンシン系阻害薬の新型コロナウイルス感染症
の重症化への影響について～Kanagawa RASI COVID-19 研究の取り組み～（横浜市立大学）
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