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司会＝上田俊英 日本記者クラブ企画委員（朝

日新聞科学部） 

きょうのゲストは、皆さんご存じの岡部信彦

さんです。川崎市健康安全研究所の、というよ

りは、いまの新型コロナの専門家会議の委員で

いらっしゃいます。岡部さんはもともと小児科

医でいらっしゃいまして、国立感染症研究所で

感染症情報センター長や、WHOの西太平洋地域

事務局伝染性疾患予防対策課課長などをお務

めになりました。 

きのう専門家会議があったばかりというタ

イミングですので、きょうは、今回の新型コロ

ナウイルスの感染状況を含めた特徴、われわれ

はどうしたらいいのか、どうなったら収束と言

えるのか、といったところまで踏み込んでいた

だければと思います。 

きょうは大変お忙しいところ、お越しいただ

いてありがとうございます。では、まず岡部さ

んにお話を伺って、その後、会場から質問を受

けたいと思います。 

では、岡部さん、よろしくお願いします。 

岡部信彦・川崎市健康安全研究所所長／新型

コロナウイルス感染症対策専門家会議委員 こ

んにちは。岡部と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

日本記者クラブには、新型インフルエンザや

SARS のときもお呼びいただいたのですけれど

も、毎回緊張してここに座っております。 

新しい感染症と言っていいと思うのですけ

れども、新型コロナウイルス感染症は

「COVID(コーヴィッド)-19」と言っています。

先日は尾身先生（尾身茂・地域医療機能推進機

構理事長／前 WHO西太平洋事務局長）が来られ

ていますね。多分全体のお話や、対策について

お話しされたと思います。私も少しダブってし

まうかもしれませんが、SARSの経験も含めて、

現在の状況をお伝えしようと資料を用意しま

した。緊張ばかりしてもいけないので、ちょっ

と遅いのですがおひな様のイラストを入れて

みました（笑）。少しリラックスすることも必

要じゃないかと思います。 

SARS発生時は本当に怖かった 

資料 2 は「地球規模での感染症の最近の話

題」とありますが、白と黄色でハイライトして

いるところは、国内で発生した病気です。 

エボラ、鳥インフルエンザ、ニパウイルス、

SARS――どのぐらいご記憶に残っているもの

があるか分かりませんが――新しい感染症が

出ているのは、1998 年、2003 年、9 年、11、

12、13、14、15 年。日本に影響があったのは

2009年の新型インフルエンザと 2011年からの

重症熱性血小板減少症（SFTS）の二つぐらいな

のですが、世界でみると、結構あちこちで起き

ています。 

ジカウイルス感染症というのは、前回のオリ

ンピック前のブラジルで大流行があって、WHO

がこれは「PHEIC＝Public Health Emergency 

of International Concern（国際的に懸念され

る公衆衛生上の緊急事態）」だと発表しました。 

新型インフルエンザは 2009 年の地球規模の

流行(パンデミック)で、もちろん日本もかぶっ

たわけです。重症熱血小板減少症（SFTS）は、

中国でみつかった病気でした。調べてみると、

中国でみつかったのですが、日本にも前からあ

った病気であるということが分かった。 

新しい感染症がいろいろある中で、日本が当

事者になっているというのは、幸いなことに少

なかった。それが、今回はまさに当事者になっ

たというところで、いままでの状況とニュアン

スが違います。 

資料 3 は、2002年に発生して 2003年に大き

く 話 題 に な っ た SARS ＝ severe acute 

respiratory syndrome（重症急性呼吸器症候

群）。実はこのときは、本当にぞっとしました。

原因が分からない、どうやってうつるのか分か

らない。インターネット情報はようやく走り始

めたばかりで、連絡をとるのもままならない。

当時、私は感染研（国立感染症研究所）にいた

（感染症情報センター長）のですけれども、ス

タッフを調査に香港に送ったときは「無事で帰

ってきてよね」という感じで、本当に緊張感は、

いまに比べると、こっちのほうがよほど怖かっ

たということがあります。 
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経緯をみてみると、広東省で原因不明の肺炎

が 2002 年の 11 月から 12 月に発生して、そこ

で流行はいったん収まるかにみえたのですが、

そこの人が香港に行って、香港でいろんな人に

うつした。香港は国際都市ですから、そこから

全世界に広がった。とはいえ、患者さんは世界

中で 8,000人、そのうちの 6割、7割は中国本

土とシンガポール、香港、台湾といったところ

が主でした。カナダも患者さんは多かったけれ

ども、チャイナタウンといいますか、中国人系

のところから流行が始まったのでした。 

12月か 11月ぐらいに発生して、私たちには

2003年 1月ごろに情報が入ったのですが、WHO

がこれを「世界への警告」と出したのが 2003

年の 3月。このときは、情報をシェアするシス

テムがなかったのです。それなので、すったも

んだ、いろいろやったわけですけれども、初め

て「世界への警告」という言葉でこれを発しま

した。 

ウイルスは 4 月になってみつかっています。

ですからこの間は、原因がよく分からない、ウ

イルスも分からないまま過ごしてきた。この点

がいまと大違いです。今回のコロナウイルスが

発生したときは、わりと早い段階でウイルスが

分かって、状況がつかめてきたので「これはし

めたな」と思ったぐらい。それぐらいウイルス

の発見は非常に早かった。また「隠した」「隠

さない」というのはいつでも出てくる話ですが、

集団発生が起き始めた時点ですでに全世界で

オープンになっているということも大きい違

いだと思います。 

医療機関の標準予防策は SARSの経験から 

こうした原因不明の感染症が出たとき、医療

者側はどうやったらいいか、これはいまも悩み

なわけです。最初は、感染症かもしれないけれ

ども、原因も分からないわけです。外来にいれ

ば、普通の診療では、感染症の方も来れば、血

圧の方もいれば、風邪も来れば、おなかが痛い

という人もいっぱい来る中で、感染症の種類が

分からないとき、どう防いだらいいだろうか。 

何もしなくていいのか。そうはいかないので、

ある一定の準備はしなければいけないのです

けれども、どこまで予防したらいいか、これは

いつも問題といいますか、実際上どうやったら

いいか。一番厳密にやるならば、宇宙服みたい

な格好をして患者さんを診ればいいんですけ

れども、それは実際的ではない。 

こうしたことから、最低必要な準備について、

SARS をきっかけに、医療機関で必要な予防対

策ということが言われました。 

その根拠になっているのが資料 5、6 です。

SARS という病気は分かったけれども、まだ原

因もよく分からない、どうやってうつるのか分

からないというときに、香港の大病院で院内感

染が起きました。病院の中で、ある患者さんを

中心に医療スタッフにもうつったわけです。千

何百床かの病院ですけれども、ある病棟で感染

を受けたスタッフと、感染を免れたスタッフ、

行動にどのような違いがあったかということ

が、5 月に Lancet という雑誌に出た。これは

われわれにとって非常に参考になりました。 

マスクをつけていた人は、感染した人の中で

は 15％ぐらい。非感染では 70％。外科用とい

うのはいまで言う医療用のマスクで、これをつ

けていた人が 51 人。N95 という高度なマスク

をつけている人が 92人。非感染者のうち 70％

が、マスクをつけていた。感染者でマスク着用

者は 15%だったという違い。 

手袋については、感染者で 30％、非感染は

50％弱なので、そんなに有意差はないけれども、

やはり非感染が多い。ガウンをつけていた人は、

感染者では誰もいなくて、非感染では 34％。手

をちゃんと洗った人。手を洗うというのはどこ

でもやるのですけれども、感染は 77％ですけ

れども、非感染は 94％やっていた。 

そして、感染したスタッフ 13 人の中に、こ

れら全部をやっていた人はいなかったのです。

一方、非感染スタッフ 241 人のうち、約 30％

の人は全部やっていた。 

こうしたことから、マスクをつけましょう、

手袋をつけましょう、ガウンをつけましょう、

汚れたら手を洗いましょうと、いま当たり前の

ように言っていることですが、これが標準予防
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策といって、これが病院の中で最低限必要なこ

ととなった。 

それは病院だけではなくて、例えば幼稚園で

ノロウイルスが出ました、じゃ、手袋つけまし

ょう、掃除をするときにはガウンをしましょう

とか、いろいろなところで標準予防策として最

低必要なこととして、こうしたことが言われる

ようになりました。 

資料７で示したように、そうした対策をとる

と、大病院の ICU、重症患者が入るところでも

二次感染はなくなった。それから、ベトナムの

感染症の専門病院でも、こうした対策をとった。

逆に言えば、そうした対策が当時はまだとられ

ていなかったわけです。対策をとるようになっ

てから、二次感染は全くなくなった。 

それなので、何か感染症が起こりそうなとき

には、とにかくこれだけは守ってくださいとい

うのがこの院内標準予防策と言われるものに

なります。 

それから、中国で発生した当初に情報をシェ

アする仕組みがなかったということを言いま

したけれども、それをきっかけに変わった。も

ともと国際保健規則（資料 8）というものが WHO

ができたときからあるのですが、特定の病気、

例えばコレラとかペストとか、そういう病気だ

ったら報告しなさいというルールはあったの

ですが、よく分からない病気が出たときには、

報告をしようというシステムがなかったわけ

です。 

重大な病気で、広がる可能性があって、国際

的に問題になり、なおかつ交通遮断も場合によ

っては必要な病気というところがあると、WHO

に報告をして、WHOはそれを評価して、もし重

大なものであったら、例の PHEICという国際的

な公衆衛生上の重大な危機であるというよう

な宣言をする、という仕組みがここで決まりま

した。 

2003年に発生した SARSがきっかけですけれ

ども、2005年にそれができ上がった。しかし、

国際的な法律ですから、発効したのが 2007 年

で、その次に起きたのが 2009 年の新型インフ

ルエンザでした。 

2009 年の新型インフルエンザのときは、情

報を共有するという仕組みが一応あった。メキ

シコに端を発したこの新型インフルエンザと

いうのはたちまちにして世界中に広がったの

ですが、病気がまだ発生していない国でも身構

えた。 

資料 9 のように 1か月おきにみていると、あ

っと言う間に広がって、いまの新型コロナより

も早く、つまり感染力としては大きかった。そ

んなに高くない死亡率、致死率であったとして

も、母数である患者さんがどんどん増えれば、

それは死者数も増える。資料 9 の赤丸がその推

移です。あちこちに亡くなる方が、赤丸のとこ

ろでみられてきた。 

生き残った MERS と消えた SARS 

もう一つ、SARSはコロナウイルスで、もとも

とは動物の病気でした。食料として飼っていた

ハクビシンを、人が料理をしたり食べたりする

ことによってうつり、しかし、そのハクビシン

は、実は被害動物で、コウモリが持っていたの

だろうといったことがだんだん分かってきた。

それで、これは一種のコロナウイルスで、人に

とっては鼻風邪だけれども、動物もしょっちゅ

う持っているウイルスが、何かのきっかけで変

異すると人に重症な病気を起こすという、非常

に典型的な人から動物への新しい感染症とい

うことになりました。 

その次に重大な問題になったのは、MERS＝

Middle East respiratory syndrome（中東呼吸

器症候群）、呼吸器の病気です（資料 10）。最初

は、これも原因不明の肺炎だったのが、SARSに

よく似ている。しかし、SARS とはウイルスが違

う。よく調べてみると、これはラクダが持って

いたコロナウイルスと共通のもので、ラクダか

ら人に行って、人の間でうつり始めたんだろう

ということが分かってきました。これもコウモ

リから来たウイルスであり、時々流行を中東で

繰り返している中で、グラフの赤い部分ですが、

韓国で大流行をしたことがありました。 

これは日本でもゾーッとしたわけです。すぐ

隣の国で MERSが流行した。SARSは 10％ぐらい
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の致死率ですが、MERS は 30～40％ぐらい、非

常に高いものでした。 

韓国で発生して、致死率が高いことは途中で

分かってきたのです。最終的には感染が 186人、

200 人弱で、死亡が 36 ですから、30％ぐらい

になりますか、かなり高い。高いのですが、患

者さんは、入院中の患者さんであった。それか

ら、その家族の感染と、医療関係者であった。

これを足すと 100％になります。つまり、病院

の中で広がる病気であって、そこの対策をちゃ

んととれば、SARSのように収まる。 

何とか収めることができたわけですが、SARS

の原因であるハクビシンの場合は「食べるのを

やめましょう」とか「飼うのをやめましょう」

と動物と人を離したわけです。しかし中東では、

ラクダやめましょうというわけにいかない。結

局、人の生活の中に入り込んでいるもので、

MERSはいまだに時々出ています。 

ですから、SARS のように消えてしまう病気

もコロナウイルスの一つですし、MERS のよう

にずるずる生き残る病気もあるわけです。MERS

の場合は、全部で 2,500 人ぐらいの患者さんが

いままでずっと続いているわけですが、広がり

方としてはそれほどでもない。SARS は一気に

広がってしまったけれども、そのまま消えてし

まった。 

では、今回のコロナウイルスはどういうタイ

プかというのは、これはちょっと様子をみてい

かなくてはいけないところで、一概にこうだと

いうストーリーは書けないわけです。 

早かった遺伝子情報公開 遅かった臨床情報 

資料 11 は 2020 年 1 月 1 日の香港 South 

China Morning Postです。私のところには 12

月の末あたりに「変なのが中国ではやっている

んだってね」というような情報が入ったんです

が、中国・武漢は、先ほどお話した WHOのルー

ルに基づいて、一定程度の原因不明の肺炎が出

て、広がる可能性がある、ということを WHOに

報告したわけです。 

1月 1日の時点で、海鮮市場や何かが問題が

ありそうだというようなことがあって閉鎖を

したというようなニュースが出ています。SARS

に比べると、非常に早い時期から病気が分かっ

て、しかも 1か月たたないうちにウイルスがみ

つかって、なおかつそれの遺伝子の全配列が公

表された（資料 12）。 

これを聞いたときは、正直に、中国はすごい

なと思いました。しかも、これが全配列を公開

されたことによって、私たちも、感染研などで

も検査ができるようになる。ウイルスの構造図

に出た配列をみれば、人工的にたんぱく質をつ

くって、それで PCRがかけられる、検査ができ

るのです。ですから 1 月 16 日に神奈川県で日

本で最初の発例があったのは WHO がゲノム解

析結果を公開して 4日後ですが、ウイルスは日

本にはいないのに検査ができる状態でした。 

たまたま神奈川県だったのですが、その検査

に必要なウイルス情報は、私がいる川崎市健康

安全研究所のようなところにも全部情報が伝

わっているので、どこで患者さんが出ても大丈

夫、これはうまくいくじゃないか、と思ったの

です。しかし、案外患者さんの情報が遅いとい

うことがあって「臨床情報はどうなっているん

だろう、まだかまだか」と思っていました。 

資料 13 は現在までの中国の流行曲線です。

最初はちらちら出ていたのですけれども、1月

に入って武漢を中心にぐーっと増えてきた。棒

グラフは、黄色とグレーとあります。病気はあ

る程度症状があってから、それを診断して初め

て報告してくる。ですから、発症日からずれが

生じます。これがぐーっと増えているようにみ

えて、WHO の PHEIC 宣言を行ったのが 1 月 30

日で、これからどんどん増えるぞということだ

ったのですけれども、少したってから、発症し

た日を中心にして棒グラフを描いてみると（グ

レー）、1月 25日、26日あたりをピークに少し

減ってきている。こうしたことが後から分かっ

てきました。それを追いかけるようにして報告

の数（黄色）も減ってきているので、中国全体

はいろんな対策をひっちゃきになってとった

わけですが、その結果として、封鎖に近い形で

すから、広がりは抑えることができてきたわけ

です。 
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中国で落ち着く一方、世界へ広がり 

資料 14 にあるように、2 月の初旬あたりか

ら、武漢を含む湖北省は患者さんが減ってきた。

しかし、中国中に広がったではないかといわれ

ますが、中国というのはものすごく広い国です

から、全体からいうと、湖北省と比べると全然

少ない数で推移した。ただし、患者さんは全国

全土には広がってきたわけです。 

中国に広がるということは、全世界に広がる

わけです。資料 15 は最近の状況ですけれども、

中国を中心にしていたのが、日本、韓国、オー

ストラリア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ

にも出てきている。全世界に広がってきている

状況はあります。 

感染症は人がウイルスを運ぶし、必ずしも症

状が出てから全部うつすわけではない。患者さ

んが元気なうちには動いてしまう。2003 年

SARS との大きい違いは、早くウイルスがみつ

かった、早く報告が来たという点ですが、人の

動きは、2003年とは全然違う。リスクファクタ

ーとしては非常に上がっている部分があった

ということがあります。 

資料 16 は中国とそれ以外の国の患者さんの

数のグラフです。青で示しているのが中国の数

ですが、1 月 14 日、15 日ぐらいでビーンと上

がったわけですけれども、その後、落ち着きを

みせているのが現状です。黄色が中国以外の国

の患者さんです。最初のうちは広がりは全然少

なくて、外国にはそんなにないなと言っていた

のが、最近になって増えてきている。火元とい

うと失礼ですが、感染が一番最初に起きたとこ

ろである中国では収まりつつあるけれども、周

りの国々でひどくなってきている。この中には

日本やイタリアも含まれています。 

資料 17 は 2 月 26 日時点の米国のデータで

す。米国はいまのところぐっと増え始めて、も

のすごく心配な状況になってきています。 

中国においては 7 万 5,000 人ぐらいの患者

さんがいて、2,200人も死亡している。米国で

も患者さんが入ってきて、2 月 24 日の時点で

39人がアメリカの国籍の人で、死亡なし。それ

から、大きな広がりはない。しかし、いつも流

行しているインフルエンザは、もう 1万 6,000

人ぐらい亡くなっている。この資料のメッセー

ジとしては、新しい病気だけではなくて、ふだ

んの病気も十分気をつけなければいけないの

ではないか、ということです。いま米国は、新

しいコロナウイルスが増えていて、もちろん警

戒を発していますけれども。 

日本でもよくコロナウイルスとインフルエ

ンザが比較されます。インフルエンザという病

気は、基本的には治る病気です。高齢者はリス

クですが、20代、30代、40代の人は、かかっ

たら会社を休まなくてはいけないけれども、重

症になるということはめったにないわけです。 

でも、その方を放っておいて、治ってしまう

から大丈夫だというと、さらに広がりは大きく

なる。高齢者や子どもたちに感染が及び、その

中から死亡者がたくさん出てしまうので、イン

フルエンザは注意しましょう、と。今回のウイ

ルスもちょっと似ているところがあって、ある

年代の人は軽いんだけれども、そのまま放って

おくと広がってしまって、ハイリスクの人たち

に及べば、そこに死者が増えてくる。 

インフルエンザの場合、日本は、シーズンに

よって違うのですけれども、年間約 1万人亡く

なる。背景に 1,000万人くらいの患者さんがい

て、その中の 0.1％ぐらいの方が亡くなるので

すが、みんなで注意をしないと、この 0.1％が

どんどん増えてきてしまう。増えてくると、高

齢者施設あるいは学校での大流行ということ

になる。なるべく火種が大きくならないように

というのは、感染症の最初にやるべきことです。 

資料 18 は私の友人の加來浩器・防衛医大教

授がつくってくれた図に、さらに最近の状況を

加えたものです。新しい病気がみつかると、ど

うしても重症のところが目立ちます。そうでな

いと分からないわけですから、死亡者、あるい

は入院している患者さんを指標にして、どんな

患者さんがいるだろうかというのを調べてい

くと、中には軽い肺炎であったり、軽い風邪症

状であったり、もしかするとおなかの症状かも

しれないし、感染したけれども、症状がない人

もいるんだということがだんだん分かってき

ました。 
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8割は治る病気 

それで、この資料 18 の数字を見ますと、中

心になった武漢では――これは 3 月に入って

間もないデータなので、少し数字は動いていま

すけれども――確定例が 4万 9,000人です。そ

の中で死亡者が 2,251人ですから、確定例分の

亡くなった方というと、4.6％、これはかなり

高いことになります。SARS の 10％には行かな

いけれども、スペイン型インフルエンザとして

大正年間に流行したのは、2％で大騒ぎになっ

たので、それに比べれば高い。 

しかし、武漢を含む湖北省全体だと、患者さ

んは 6万 7,000人に膨れ上がりますが、致死率

で言えば 4.2％。さらに、中国全土から湖北省

を除くと、確定例分の死亡者数では、0.86％に

なります。1％を切ってきている。 

武漢は医療が崩壊をし、重症の患者さんを診

られなくなる状態。外来に患者さんがバーッと

押しかけているテレビの映像をみると、医療が

崩壊している、私たちはそう思ったのですけれ

ども、そうすると、きちんとした医療ができな

いので、致死率も上がる。中国全土の数字が示

すように、きちんとまだ落ち着いて整っている

うちならば、致死率は抑えられる。こうしたこ

とから、医療を崩壊させてはいけない。とにか

く重症な人はきちんとしかるべきところに入

院して、治療を受けることが重要。 

ところが、こういう状態では世の中、心配に

なります。心配な人とか、ちょっと軽い人まで

全部入院してしまうと、肝心のベッドが足りな

くなるわけですから、そこは医療のシステムを

変えなくてはいけないだろうというのが当然

議論になります。 

海外でみると、例えばイタリアなどがあるの

で、いまのところ死亡率が高く、2.8％ぐらい

になります。ついこの間までコンマ数％だった

のですが、一気に増えると、目立つのは死者で

すから、そこを中心に検査をすれば、当然致死

率は上がるわけです。 

日本の現状は、クルーズ船を除いた国内の患

者さんでいえば、確定例 520名中の死亡例9名、

1.7％というのが現在の致死率です。 

資料 19 にある中国の確定例の数字で注目し

なくてはいけないのは、全体の数だけではなく

て、年齢分布。80 歳以上の方は――80 歳以上

の方はもともと少ないわけですが――中高年

というところでくくってみると 87％。子ども

たちの感染は、10代で 1％、10歳未満で 1％で

すから、非常に低い。 

これらの患者さんをひっくるめて、重症度を

見ると、軽症、軽くて何もしないで治っていく

ような方が 80％。これは 8 割は治りますとい

うことです。それから、重症というのは人工呼

吸あるいは酸素が必要な方、重篤というのはさ

らにもっと重い症状で、死に至る可能性がある。 

もともと肺炎というのは、私たちは診るとヒ

ヤッとするのです。特に高齢者と子どもたちの

肺炎というのはヒヤッとするのですけれども、

リスクファクターとして致死率はどこの年齢

層が高いかというのをみると、重症な中で 80

歳以上の人が 14.8％、70～79 歳が 8.0％。重

篤な症例の中でほぼ半分が高齢者でした。さら

に、医療従事者の感染というのも次第に分かっ

てきました。 

WHOは、中国の事例が一番多いので、そこを

参考にデータをまとめました（資料 20）。軽症

が 8 割ぐらいで、重症例が 14％。致死率は中

国を含んで 2％前後ぐらいだろう。その 2%のな

かでも、40 代以下の人はほとんどいないのだ

けれども、50代、60代、70代、80歳以上にな

ると極めて高い。そうすると、どこを注意しな

ければいけないかというと、この人口層。高齢

層の重症者は十分に注意する必要があります。

70、80 代――私ももう 70 を過ぎているので、

自分のことを言っているようなものですが、肺

炎は、別にコロナでなくてもいろんな肺炎があ

って、危ないのです。肺炎球菌のワクチンをや

りましょうというのはそういうことなのです

が、ハイリスクの人は高齢者のグループという

ことです。 

ちなみに SARSの場合は、致死率は 10％。MERS

で 37％、スペインインフルエンザで 2％。数字

は資料によって多少ずれるのですけれども、大

まかなところでは、このあたりの数字です。 
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クルーズ船の方たちに感謝をしなければ 

資料 21 は国内のデータです。2月 24日の時

点で感染研がまとめたもので、いま少し変わっ

ていますが、大体の傾向が分かってきています。

確定例では、年齢の中央値が 66歳。それから、

無症状だけれども、ウイルスがみつかった人は

5％ぐらいいる。年齢分布でいうと、60代から

80代で圧倒的に多くて、子どもたち、若者は少

ない。 

重症度が、軽症は 83％、これは 8 割ぐらい

は治る。ですから、海外とほとんど同じような

ものです。物は言いようなのですが、2割危な

いというとドキッとするのですが、8割大丈夫

というと、まあ、大丈夫かなと思うようなとこ

ろもあるのです。少なくとも大方の方は心配な

いだろうと言っている理由はこれです。そして、

先ほどインフルエンザの話で申しあげたよう

に、大丈夫な人を放っておいていいというわけ

ではなくて、大丈夫な人がハイリスクの人にう

つすと、ハイリスクはさらにハイリスクになる

ので、みんなで気をつけてください、と。 

ただし、かかった人がみんな危ないと言って

頭を抱えるような病気ではないだろう、という

のが、私がいつも説明していることです。 

資料 22 の国内事例の分析ですが、チャータ

ー便で帰ってきた人をまとめてあります。一つ

の特徴は、チャーター便で帰ってきた方は全部

検査をさせていただいているのですけれども、

PCR、遺伝子検査が陽性の方の中には、無症状

の人もいた。これでドキッとする人が多かった

のですけれども、私は、どうも楽観視する癖が

あるのか、症状がない人からウイルスがみつか

っているということは、逆にこのウイルスが感

染しても症状なく終わってしまう人がいるじ

ゃないか、軽くていいじゃないかという、むし

ろそんな印象を持ちました。もちろん、重症な

る人に警戒をする必要があるのですが。 

資料 23 は感染研でまとめたものです。これ

はクルーズシップなのでちょっと特殊な状況

で地域の例とは一致しないのですけれども―

―いい点、悪い点、失敗した点などいろいろあ

るのですが――発症日でみてみると、ぐーっと

増えてきて、船内の個室管理を開始したのが 2

月 5日。個室管理が始まったばかりのころはま

だ患者さんは増えていましたが、少しずつ感染

は減ってきた。ただし、後ろのほう（2月 13日

あたり）の感染は乗員の方であって、乗客の感

染は減ってきている。下のグラフは国内の発症

例です。 

これをみてみると、スケールが違うことは違

うのですが、もしクルーズ船の方がそのまま国

内に入っていたならば、このカーブはずっと変

わって、2 月 8 日、9 日あたりで増えてきてい

るはずです、あちこちで。ですから、その意味

では、クルーズ船の方たちが船内にとどまって

くれていたということで、いろいろ意見はある

けれども、少なくとも国内での爆発的な発生は

免れた。しかも、よく分からないときですから、

この方たちには私たちは感謝しなくてはいけ

ないだろうと思います。方法がいいかどうかと

いうのは別の論議になりますが。 

資料 24 で、今回の新しいコロナウイルスと、

中東呼吸器症候群と重症急性呼吸器症候群の

SARSと、幾つか違いを挙げています。この中に

「基本再生産数」という項目があります。1人

の患者さんが周辺に何人ぐらいうつす可能性

があるか――遠く離れた人ではなくて、そばに

いる人という感じでいいのですが――新型コ

ロナウイルスは、全体では、1人から 1人ある

いは 2～3 人にうつすのではないか。MERS は 1

以下、1人感染しても、なかなかほかの人にう

つしにくい。SARSのほうは 2～3人。うつし方

としては、SARS並みか、インフルエンザよりち

ょっと高いくらいかなという感じです。もう一

つ、致死率の比較をすると、新型コロナウイル

スが2％ぐらい。先ほどお話ししたMERSが37％、

SARSが 10％。ただし、SARS はすぐ消えてしま

ったし、MERS はいままでじわじわ伸びている

中で、この新型のコロナは、新型インフルエン

ザよりは広がりは遅いけれども、患者数として

はあちこちに広がっている。 

資料 25 にまとめた基本再生産数（Basic 

Reproduction Number）＝R0というのはわれわ

れがよく使う数字で、先ほどお話したように、

1 人の患者さんから何人にうつすかを表しま
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す。はしかがいつもトップで、1 人から 20 人

ぐらいにうつってしまう。一昨年でしたか、外

国から沖縄にきた人がはしかで、それがレンタ

カーであちこち回ってきただけで、ワクチンの

力が弱かったか、あるいは免疫がない人か、100

人ぐらいの患者さんがバッと出たわけです。 

しかし、このはしかとか百日咳とか水ぼうそ

うとか、R0 が高い病気はワクチンがあるので、

何とか収まっている。この新型コロナウイルス

は 1.4～2.5 ぐらいで、もしも、はしかなどの

ワクチンがなかったら、あるいは打っていなか

ったら、こっちのほうが広がる、ということが

これで分かります。 

陽性者の 8割は人にうつしていない 

資料 26 は、専門家会議のメンバーである北

大の西浦博先生がいろいろなところの再生産

数、1人当たりが何人の患者さんにうつしてい

くかというのを、経時的に、これは数理モデル

というのをつくってまとめたものです。香港が

大体 2～4の平均的なところぐらい。それから、

イタリアが急に上がって、6人から 8人。それ

からシンガポールはぐーっと下がってきてい

る。ちょっといま上がっているようにみえます

けれども。湖北省は下がってきているのです。

韓国は、いま少し抑え始めているというような

ところ。日本は、最初はバッと出ているのです

が、いまの状況は 1前後くらい。人から人への

うつし方が弱まっているというか、人と人が離

れればどんどんうつりが弱くなる。人と人がガ

チャッと固まっていると、何人もうつすのです

が、いま 1前後ぐらいまでなので、うつしやす

い状況までには至っていない。 

それから、資料 27 も西浦先生たちをはじめ

とするクラスター対策班が出しているのです

が、調査した国内発生量をみてみると実は、8

割は人にうつしていないということがわかっ

た。 

残念ながら何人かにうつしたという人をみ

てみると、問題になるようなスポーツジムであ

ったり、屋形船であったり。「こういう場所」

と言うと、そこで仕事をしている人たちが非常

に不利になるので、どうしようかというのがあ

ったのですけれども、そうしたところにおける

拡大の広さからいうと、これはある程度事例を

挙げなくてはいけないだろうということにな

りました。 

つまり、共通点としては、換気が不十分な環

境で、狭いところで、みんながごちゃっといて、

よく知らない人同士もいっぱいたまっている

ところ、これがうつしやすいところである。こ

れ、専門家グループの「こういう場所はまず気

をつけてください」といったアナウンスのもと

になります。 

感染症の基本的な感染経路には、飛沫感染、

接触感染、空気感染というのがあるわけです

（資料 28）。マスクが効くか効かないか――い

まごろそういうことを言っても、足りなくなっ

てきたわけですが――本当は感染源側（図の左

側）の人がつけてくれるのが一番いいのです。

飛沫というのは、私がこうしゃべっていると、

目にみえないしぶきが飛ぶわけですけれども、

ウイルスそのものが飛ぶのではなくて、飛沫に

ウイルスが含まれて飛ぶのです。飛沫は重量が

一応あるので、これが 1～2 メートルぐらいだ

ろうと。 

でも、この人がバリアをつくってくれればう

つさない。ですから、咳やくしゃみをするとき

はマスクをつけてくださいということになる

のです。心配なら、受ける側（資料 28 右側）

の人がつければ、利益としてはないわけではな

いけれども、効率は絶対に、感染源が着用する

ほうがいいに決まっている、ということです。 

空気感染するのは限られた病気で、結核、は

しか、水ぼうそう、ペストなど。エビデンスと

してはまだとられていませんが、もしいまの流

行が、空気感染で広がるような病気だったら、

こんな遅い広がりではなくて、もっとあっとい

う間に広がっているだろうとわれわれは考察

をしています。 

日本紅斑熱という病気をみつけた馬原文彦

先生というお医者さんがおられるのですけれ

ども、新型インフルエンザのときに馬原さんに

もらったのが、資料 29 です。みんながいるイ
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ベント、それから通勤ラッシュであるとか空港、

人がいっぱいいる中で、一般の方のイメージで

は多分、劇場とかの空気中にウイルスが散って

いて、それをあっちの人もこっちの人も吸い込

んでしまって病気になるだろう、というものだ

と思います。そうすると肺炎になるかな、とい

うイメージだと思うのですが、ウイルスは、そ

んなに吹き飛ばない。空気中に漂っているよう

なことはないのです。 

ところが、この中に具合の悪い人が我慢して

いると、その人がゴホンとやって隣の人にうつ

し、そこからまた隣の人にうつる。ですから、

人の間隔は少しあけてもらったほうがいいし、

何よりも具合の悪い人は外に出ないで様子を

みてください、ということが言われるわけです。 

濃厚接触を避けることが重要 

ですから、専門家委員会が「行動の自粛」と

いう声明（資料 30）を出したのは、全部やめて

くださいということではなくて、濃厚接触をま

ず避けましょう、ということなのです。3つが

大切です。(1)“Face to face”と書いてあり

ますように顔を合わせるような至近距離で、

(2)一定時間―― 一定時間というのはなかな

か難しくて数分か数十分なのか数時間なのか

というのはありますけれども――行き交うぐ

らいではないので、一定時間というのは分以上

の単位で、そして(3)1 対 1 ではなくて、多数

の人の組み合わせがあって、しかも、知らない

人同士のほうがリスクは高くなるので、そうい

うところはできる限り行かないほうがいい。行

くのであれば、アルコール消毒とか、手洗いを

ちゃんとやってもらいましょう、と。 

何よりも大切なのは、風邪症状の人は行かな

いでください。チケットを買っていても我慢し

てください。それから、学校、職場を休む。こ

れはふだんから私たちは言っていることで、具

合の悪い人が安心して休める社会が本当はい

いのです。でも、みんな無理して動いてしまっ

たり、病気の子どもさんを預けたりというよう

なことがある。そこがいろんな病気のもとにな

ります。インフルエンザにしてもノロにしても。 

ですから、こうした基本的なところが大事。

ただし、今後の広がりとか重症度、数だけでは

なくて、致死率の変化等々をみて判断してく必

要があるだろうということを申しあげました。 

さて、学校や何かの閉鎖という話になると

「新型インフルエンザのときにも収まったじ

ゃないか」ということが例に出されます。私は

このころ担当だった（感染研感染症情報センタ

ー長）ので、資料 31 にあるようなことをみて

きました。最初に出たのが神戸で、5月でした。

神戸が中学、高校、全部一斉に休み、小学校も

休み、関西方面ほとんどで学校を休んだ結果と

して、大人の社会に広がらなかったのです。そ

れで収まったんだけれども、その後にばらばら

出てくる。これは外国から入ってくるので、仕

方がないわけです。でも、この間にいろんな準

備ができた。これは事実です。 

いまが違うのは、新型であっても、インフル

エンザは子どもたちが中心になって広がる病

気なので、学校という増幅の場を抑える、これ

はすごく意味のあることであったわけです。 

資料 32 にあるのは実験的なことで、後で分

かってきたのですが、当時の 5月から 9月でい

ろんな地域、日本の地名が書いてあります。新

しいインフルエンザウイルスがみつかって、き

ちんと遺伝子をみると、どことどこが関連する

かという地域性が分かってきた。 

例えば、大阪で 9月にみつかった患者さんの

遺伝子構造を遡ってみると、5 月、6 月に静岡

でみつかった患者さんと同じで、それは 8月の

末に埼玉でみつかった患者さんとほほ同じで

あると、人の動きが全部追えるわけです（9番

の線）。 

そうやってみると、あちこちからばらばら入

り込んだことがみえます。これが大切で、成田

の最初の患者さんが 5 月にある点です。当時、

成田で、疑いのある人と一緒に来た人を全員、

ホテルにとめてしまったのです。「無茶な！」

と言われましたけれども、その結果として、そ

こから国内には入ってきていないのです。でも、

おそらくその前に関西方面で何らかの形で入

ったのがばらばらっと広がっていた。そこで関
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西方面は学校をとめたので、それ以上広がりが

なかった。これは最初の期間にはすごくいい方

法なのです。鎖国をしているわけではないので、

あちこちから入ってくるわけですが。ただ、メ

リットとしては、大流行になる手前にいろんな

準備に取りかかることができる。 

ただし、これは重症の病気ならば意味がある

けれども、軽い病気だと、負担ばかりかかって

しまう。そのバランスをどうとるかというのが

とても大切な議論になると思います。 

経過観察「14日間」は妥当な数字 

資料 33 は今回、国立国際医療研究センター

で診た患者さんの例です。これは武漢から帰っ

てきた方ですが、レントゲンは「あまりはっき

りしていないな、肺炎なんかないな」と思うの

ですが、CTを撮ってみると、すりガラス状の影

がみえた。全員の CT を撮るわけにはいかない

ので、これは一定の症状がある人を撮って診断

するわけです。 

あるいは、肺炎の症状がほとんどみられない

ようなレントゲンも出ている（資料 34）。最初

の段階で国立国際医療研究センターに入った

患者さんには、つまり軽い人もいたわけです。 

いま治療がいろいろ試みられています（資料

35）。病気は時間を稼げば稼ぐほど新しいこと

がいっぱい出てくるのです。現時点では確かに

新しい薬の開発は無理ですが、既存の薬で何と

かできないかと、われわれは必ず考えるのです。

中国の経験でも、HIV／エイズの治療薬である

とか、マラリアの治療薬をやってみたとか、日

本製の抗インフルエンザウイルスのアビガン

という薬を使ってみたり。 

ただし、それぞれふだんの生活をしている人

たちに「どうぞ」というほどの簡単な薬ではな

くて、副作用とか、いろんなところを考慮しな

がら使うわけです。最近注目しているのがぜん

そくの薬の吸入ステロイド、これも効果がある

のではないかと。 

でも、ぜんそくに使う分だけの薬しか使って

いないわけなので、こんな名前が出ると、肝心

のぜんそくの人に行かなくなってしまうとい

うこともある。特定の人に使うという大切さを

分かっていただかないといけない。これがいい

というのでみんなが買ってしまうと、ぜんそく

の人が治らなくなるということにもなりかね

ないのです。 

潜伏期間についてはいろんな説があるので

すが（資料 36）、外国の例、中国の例をとって

みると、幅があるのです。この場合は、潜伏期

間 95％が 12.5日以内なので、14日間様子をみ

れば、ほとんどの人は発症する、しかも平均は

5日ぐらい。ですから、14日間健康状況をみて、

発症がなければ、その人はかからないでしょう

という大まかなところが言える。しかし何でも

例外はあるので、3週間目で発病したという人

もいないわけではない。正確に全部やろうとし

たら、1か月ぐらい全部うちにいてくださいと

いうことになるのですが、それは無理なので、

2 週間がほぼ安全枠として捉えた数字になり

ます。 

資料 37 が、私は重要な資料だと思っていま

す。潜伏期間を経て発症した人は、最初は大し

たことがない微熱であったり咳であったりの

症状で、この間、4日から 5日間ぐらいで 80％

は治ってしまうのです。 

ところが、残りの人がそこで息切れがあった

り、咳が強くなったり、熱がさらに高い熱にな

ったりする。ですから、5日目ぐらいに診ても

らってくださいということになる。初期は風邪

症状なので、8 割治るのであれば様子をみて、

5日目あたりで、重症になりそうな黄色信号が

出た人をちゃんと診るということが重要では

ないかと思います。 

それから、検査を早い段階でやっても、風邪

症状で、そんなにウイルスが出ていないときも

あるので、陰性に出る可能性があります。それ

で「大丈夫なんだ」となって、後で症状が出た

ときにうつしやすいとか自分が悪くなりやす

いということもある。ですから、検査のタイミ

ングは発症から 5 日前後のほうがいいのでは

ないかと思います。 

ただ、4 日間様子をみてくださいというと、

熱が苦しくたって 4 日間我慢しなくてはいけ
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ないのかという人が出てきてしまうわけです。

そうではなくて、具合が悪ければほかの病気の

可能性だってあるわけでコロナばかりではな

いので、具合の悪い人は早めに病院に行ってい

ただきたい。それから、ハイリスクの人はもっ

と手前で悪くなりやすいので早めに診せまし

ょう、という考えです。 

2009年の反省を生かせなかった 

資料 38 は、防衛医大の川名明彦先生と一緒

につくったものです。感染症というのは、病原

性が強い、つまり重症な病気がうつしやすいと

は限らないわけです。また、うつしやすい病気、

広がりやすい病気が重いとは限らなくて、その

バランスの上に成り立っているので、例えばエ

ボラ出血熱は非常に重症なのですけれども、感

染力はそんなに強くない。鳥インフルエンザな

どはもっと低いわけです。はしかは、ワクチン

で防げますけれども、感染力が強いので、もし

ワクチンを打っていないとなると、もっと上が

ってきます。 

そういう意味では、季節性インフルエンザは

感染力は結構広がりやすいけれども、病気はま

あまあ中等度かなというところ。新型コロナは、

最初は真ん中に置いてありますけれども、私の

印象としては、最初のうちは病原性も強くて感

染力が弱いようにみえたけれども、感染力は結

構強いがインフルエンザほどではない。病原性

からいうと、致死率ということでいえば、普通

のインフルエンザをちょっと上回るので、この

程度（季節性インフルエンザの少し上の位置）

かなというのが私の印象なのです。 

ですから、これは私の意見としてお話しする

のですが、患者さんの数、あるいは亡くなって

いる方の数がどんどん増えていく、これは重要

な指標なのですが、そのほかに退院した患者さ

んは必ずおられる。重症の程度がどのように動

いていくか、これでどういう判断をしたらいい

かということが必要なのですが、どうも致死率、

あるいは重症化率というのがあまり前面に出

てきて議論されていないような気がします。 

資料 39 は、2003 年の SARS が発生でヒヤッ

としたときに、多くの方に説明するときに使っ

た資料です。感染症はゼロにできない。けれど

も、私たちが皆さんと一緒に努力をすれば、広

がりを抑えることはできる。それから、重症者、

死亡数をできるだけ少なくする。これが一番大

切。そのためにとるべき基本的な対応というの

が、標準予防策となった。医療機関では手洗い、

マスクということになりますが、これは一般の

方でも同じなのです。インフルエンザの注意と

か、ノロウイルスと同じ注意をやってください。 

もっと大切なのは、例えば武漢の大病院で患

者さんがワーッと押しかけて、いま多分コロナ

ウイルスに集中していると思うのです。そうす

ると、普通の手術はどんどん後回しになるし、

がんの治療は十分にできない、あるいは心臓が

危なくてもそちらのほうに行けないといった

ことになる。コロナが治ってみると、こちらの

医療がずたずたになっている可能性がある。こ

れを防がなくてはいけない。日本の場合は、慢

性疾患のコントロールなどもきちんとやる必

要があります。また、例えばはしかとか風疹が

こういう最中にはやっては大変なので、普段か

らの感染症対策、予防接種を手を抜かずにやる。

ちゃんとした医療が守れるようにする。また、

皆さんもこういうときに健康診断をうけるの

をやめたり、はしかのワクチンをしばらくやめ

る、ということではなくて、きちんとやってい

ただきたいなと思いました。 

2009 年の新型インフルエンザのパンデミッ

ク、で大騒ぎになりましたが、それが終わって

から、亡くなられた東大の金澤一郎先生（東京

大学附属病院院長などを歴任 2016 年死去）

を議長に、対策総括会議をやりました（資料

40）。そのときにあげられた反省点がいまの行

動計画などにつながるのですが、発生したウイ

ルスによって、病原性・感染力等は様々な病気

が想定されるので、運用の弾力化を図ろうじゃ

ないか、と。 

それから、これは新型インフルエンザについ

てではありますが、多様性があるということは

対策も様々なので、一律にいくわけではない。 

そして、病気の特性が分かってきたならば、

その程度に応じて実施すべき対策を決定する。
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最初はどうしてもバーンと動きますが、それを

すっと引き揚げるような仕組みも必要ですよ、

というのがこのときの議論の一つでした。 

資料 41 に「意思決定システムの明確化」と

あります。2009年のときは、意思決定システム

がはっきりしていなかった。政府対策本部、厚

生労働省対策本部、新型インフルエンザ専門家

会議といろんな組織が出てきてしまったので、

これは整理すべきである。地域の状況に応じた

対策の必要があるので、全部一律ではなく、地

域の状況に応じて判断を行う。だから、地域レ

ベルで発生段階が違いますよ、と。 

これをいま引っ張り出していますが、何だか

あまり反省は生きていなかったなというのが、

極めて、極めて残念な寂しい思いをしています。 

以上です。ありがとうございました。 

 

◆ 質 疑 応 答 ◆  

 

司会  ありがとうございました。司会者か

ら一問だけ。 

最後、一律ではないとか、すっと引き揚げる

ことも重要だというお話がありましたが、いま

のところ日本は、ほぼ一律の政策がとられてい

ます。学校問題もそうですし、みんないろんな

ものがこぞって自粛ということになっている。

この状況について、岡部さんのいまのご意見を。

どうすればいいのか、われわれは何を考えれば

いいのか。 

岡部 いまのコロナウイルスは、注目を浴び

ていますけれども、決して日本では大流行では

ないんですね。 

例え話とすれば、丁寧にやっていた庭に雑草

が飛んできて、その中に少し毒草が入っていて、

ピュッピュッと芽が出ている感じです。一生懸

命丁寧に芽を摘んで、数も分かっている段階だ

と思うんですね。そのときにブルドーザーみた

いなものを持ち出すかどうか、ということだと

思います。 

丁寧にやるときは丁寧にして、しかし、その

うち繁ってくるのだとすると、その中から悪い

ものを、特に悪いものを引っ張りださなければ

いけないので、そういう段階であると。 

ちょっと余計な比喩かもしれないんですが、

北海道で流行しているときに、沖縄の離島の人

から連絡があったんです。「うちは何もないの

に、小学校休むの？」と。でも、もしも法律で

決めて、全国といったら全部含まれてしまうん

ですね。そこを柔軟にやらなくてはいけないん

ですが、これはそもそも論ですけれども、そう

いう柔軟なことができるような力を、自治体に

持たせなくてはいけない。 

健康とか感染症対策の力を持っていなけれ

ばいけないんですが、残念ながら、わが国では

人材がそこまで育っていない。これは根本的な

ところです。 

 

質問 WHOは、いままだパンデミックではな

いと言っているようで、実際そうですね。世界

的に広がってはいるけれども、まだ全然流行し

ていない国もあるし、日本でも、先ほど、大流

行ではないとおっしゃったので、そうだと思う

んですが、似たような言葉で、「エピデミック」

とか「エンデミック」という言葉がありますよ

ね。あるいは、以前 WHOがパンデミックに至る

までのフェーズを 6段階につくって、いまはそ

れはやめてしまったようですが、いまの日本の

状態を言い表すと、そのどれぐらいに該当する

のでしょうか。 

それと、都市伝説の類いで、発生が野性動物

由来と言われていますが、実は武漢にあるウイ

ルス研究所から流出したのではないかという

説が一部にあるようですが、その可能性はある

んでしょうか。 

岡部  パンデミックの明確な定義はなくて、

概念的には全世界に広がる病気ですから、新型

インフルエンザのときは間違いなくパンデミ

ックですし、それから HIV／エイズもあれはパ

ンデミックという表現をしています。目立たな

いですけれども、世界中に広がってしまったわ

けです。 

明確な数字上の定義はありませんし、公衆衛

生上の危機であるという PHEICも、数字などで
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の明確な定義がないんです。2009 年のは間違

いなく PHEIC に相当する公衆衛生上の危機で

すけれども、ジカ熱の場合は、アジアとブラジ

ルの影響だと。 

それから、いまポリオもそうなんですね。ポ

リオは、数は百数十例ですけれども、放ってお

くと広がるからというところで PHEIC にした

りして、明確な定義がないので、これがパンデ

ミックなのか、PHEICなのか、そこで多分ぐち

ゃぐちゃするところだろうと思います。 

ただ、広がりつつある病気で、WHOがそうい

うアナウンスをすれば、世界中が緊張して準備

をするという意味があると思います。 

流出の話については、それが本当かどうか、

私は判断する材料がないんですが、感染症が流

行すると、必ずどこかが流しただろうとかいう

話が出てきます。ウエストナイルが米国で発生

したときには「あれはソビエトが飛行機にハト

を乗せて、ハトの中にウイルスを仕込んだんだ」

とか、必ずそういううわさが出てくるんですが、

真偽のほどは定かではありません。 

ただ、現実に、例えば天然痘のウイルスが、

ある国の実験室から漏れたとか、以前はそうい

うことがありました。そのためにいまは、バイ

オセーフティーという考え方が非常に厳密に

なっています。新しいウイルスは、それをちゃ

んとやらなければいけないので、いま検体を採

ると、それは三重包装の箱に入れて、ほかにこ

ぼれないように厳密にやっていくんです。です

ので、時間がかったり費用がかかったりという

逆の面も出てきます。 

 

質問  「検査難民」という言葉がありますけ

れども、検査についてお伺いしたい。韓国と非

常に日本は対照的にみえるんですね。韓国は積

極的に検査して、積極的に封じ込めていこうと

いう考えだと思います。先生の「重症化、死亡

を防ぐ」というお考えも分かるんですが、いま

は自粛を呼びかけていますが、例えば若者は、

軽症とか無症状の人はやっぱり出ると思うん

ですね。でも、そこで検査をして「あなたはか

かっています、家から出ないでください」とす

れば、社会的に封じ込めができると思うんです

が、これについてお考えをお願いします。 

岡部 日本は、例えばインフルエンザの検査

は、熱が出るとほとんどの方が検査を受けるん

ですね。そういう国なので、検査というものに

非常に重きを置くんですが、あのインフルエン

ザですら、陽性に出ない人とか、症状が出てい

ないんだけれども陽性になるというグレーゾ

ーンがいっぱいあるんです。 

ですから、必ずしも、いまおっしゃるような、

若い方が陰性だったから、この人は大丈夫とい

うのは医学的には言い切れない。そのいいかげ

んさを一つ知らなくてはいけないんですね。検

査の限界の部分です。 

それから、韓国がどのくらいの検査をやって

いるか。程度といいますか、感度とか、それに

関わる時間など、情報が入ってきていないので

分からないのですが、日本の場合は、先ほど申

しあげましたように、検体の運び方から、ウイ

ルスが数個あるだけでみつかるような PCR で、

非常に感度が高いのです。いま検査をやってい

る研究機関では、相当厳密な体制でやっている

のですが、それでも一日で検査の答えを出して

います。 

私の研究所でも、1 日 100 検体来ても、200

検体来ても多分こなせるとは思うんです、徹夜

を続ければ。しかし、それには厳密さを少し犠

牲にして量的なことをやらなくてはいけない。

そのバランスです。われわれは、いまきちんと

した検査が必要だろうと言っています。 

いまの段階では PCR だけですが、SARS のと

きに工夫をされた新しい遺伝子検査法とか、研

究者は目の色を変えてやっているので、新しい

検査法は出てくると思います。 

ただ、現実に、心配だという人も含めて全部

検査をやるということは、ある集団だけではな

くて、全員にやることになるので、それは不可

能になってしまうと思うんですね。ですから私

は、少なくとも症状のある人が検査の対象では

ないかということを申しあげています。 

 

質問  日常医療もおろそかにしないように、
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というお話でしたが、実はいま、お医者さんが、

コロナではなくて、単なる発熱を一律に断ると

いうところが出てきているようです。接触者相

談センターに電話をして「あなたは近所で診て

もらってくださいね」と言われ、近所の病院に

行ったら「だめ」と言われた。あるいは、花粉

症の子どもがいて、かかりつけのお医者さんに

言ったら、「この子は風邪を引いているからだ

め」と言われた、こうしたことがあると言われ

ています。実際にそういう事例を聞いています。

これについて、どういうふうにお考えになるか、

あるいはどうあるべきか。 

もう一つ、死亡率はインフルよりちょっと高

いくらいかなという言い方をされました。関連

して、実際に割り算で出てくる数字よりも、も

っと隠れた軽い人がいっぱいいるんだから、実

際は 1 よりも下なのではないかという専門家

の方がいらっしゃる。そのあたりをどう考える

か、この 2点を教えてください。 

岡部 一つめの質問は、私もその話は時々耳

にしていて、日本医師会の先生方が、できるだ

け患者さんをちゃんと診るようにと言ってい

ます。 

ただ、ネックになるのが、いまは非常に数は

少ないけれども、広がってくると、風邪症状の

人でもコロナウイルスかもしれない。いまの制

度のままだとすると、その人は指定感染症とし

て入院する可能性があるだけではなくて、その

患者さんを無防備で診た医師は 14 日間、病院

を閉じないといけなくなる。そうすると、休め

ばいいやという人もいるけれども、そうはいか

ない病院もある。経営の問題にもなったりする

こともある。理想的には、ちゃんと疑いのある

患者さんを診るときにはマスクをしたり、手袋

をしたり――手袋は場合によってですけれど

も――眼鏡をしたりというような最低限の防

御、それが標準予防策ですが、ああいうことを

やってもらいたい。 

ところが、一方では、それに対する防護服、

防護する道具が足りなくなってきているとい

う声や、その費用の負担は誰がもつのか、とい

う極めてプラクティカルなところの問題があ

る。 

いま日本医師会では、できるだけそこを調整

しようとか、場合によっては、ふだん透析をや

っている病院とかお産だけをやっている病院

に普通の患者さんが来ても対応できないので、

できるだけ日常から呼吸器疾患、肺炎などを診

るような医療機関に集めて、そういうところで

検査も診療もできる、というような分け方をや

ったらどうかという話もあります。 

それから、地域によっては、休日急患センタ

ーみたいなところを設けて、そこに医者が交代

で行って、きちんとした防具で診る。こうした

工夫は行われている最中です。きょう、あす解

決するというものではないけれども、取り組ん

でいるところでもあると思います。 

質問 断られるというのはある程度やむを

得ない？ 

岡部 本当は断ってはいけないんですよね。

それはそうなんです。けれども、冷静に考える

と、すぐに死んでしまうような病気ではないと

いう診るほうの心構えもあるし、患者さんも会

社を休まなくてはいけないのではないかとい

う現実の問題のところだと思うんですが、重症

度からいうとそれほどでもないので、ちょっと

安静にして様子をみてくださいというのがそ

こになります。 

質問 ただ、お医者さんに行って診てもらえ

ないというのは…。 

岡部 寂しいですよね。ただ、日常の場合で

も、例えば私、いまは臨床にはいませんけれど

も、外来をやっていた時などで、電話をもらっ

て、忙しい外来のときに「ちょっと咳が出て、

微熱なんだけども、行ったほうがいいですか」

「いや、ちょっと家で様子をみてください」と

いうのは、本当は日常で使っていることではあ

るんです。 

致死率の話では、できれば、ある地域で患者

さんが出たら、そこの地域で、何でもない人も

含めて全部検査をやってみれば、かかっていな

い人、あるいはかかったけれども症状の軽い人

というのが全部分かってくると思うんです。た

だ、それを全地域でやるのは無理です。できた

ら、どこかでパイロットスタディをやったほう
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がいいんじゃないかというようなことは申し

あげています。 

ですから、軽いけれども、症状のある人も含

めて一斉検査というのは、先ほどのご質問のよ

うに、本当はやったほうがいいんですけれども、

それをやっている余裕、検査のキャパシティー

が追いついていないので、そこはもうちょっと

たたないと分かってこないと思います。 

質問 そうしますと、さっき、インフルより

ちょっと上とおっしゃったのは、先生も、軽い

方はいっぱいいらして、その方も分母に入れた

ら、もうちょっと死亡率は下がるのではないか

と思っていらっしゃる、それはそういうことな

んですね。 

岡部 そう思います。 

 

質問 休校との関係で、いまは感染は親から

子どもで、家族の間の濃厚接触の感染であり、

子どもから大人というのは聞いていないとい

う話を聞いたことがあります。子どもの重症化

の事例は、中国でも少ないという話もある。効

率の観点からすると、親が会社を休んだりとか、

学童保育に切り換えるとか、もろもろのコスト

を考えると、日本における公立小学校の休校に

どのぐらいの意味があるのか。いまエビデンス

のある範囲で、どうみていらっしゃいますか。 

岡部 その効果がどんなものかというのは、

これはやった人に聞かないと分からないので、

私は答えられません。 

質問 では、その前提となる子どもから大人

への感染の事例とか、ありますか。 

岡部 最近のレポートでは、家族内感染はや

っぱりあるんだという報告が出てきています。

ただ、家庭の中ですから、子どもさんもうつる

んだけれども、そのうつった子どもはやっぱり

軽い、というレポートなんですね。子どもにう

つるけれども、軽そうだということと、おっし

ゃったように、中国でも、中学、高校、小学校

とか、そこで爆発的な流行が起こったという報

告はないんですね。 

ただ、子どもがなぜうつらないのか、あるい

は症状が重くないのかというのは、これはまだ

原因が分かりません。いろんな理由があるので

はないかと思うんですが、小さい子どもが全員、

大丈夫かというと、例外的には重症になったと

いうレポートは確かに出ています。でも、それ

は少数なので、注意をしてみることであって、

それで全ての人に注意を与えるというところ

では、少なくともいま日本は至っていないので

はないか、これは私の考えです。 

 

質問 WHO が最初に緊急事態宣言をしたと

きに、渡航制限は要らない、移動制限も要らな

いということを明確に言ったと思います。これ

を取り消す宣言も出ていないので、これは生き

ているんだと思いますが、それを踏まえて。政

府は一斉休校や、人の集まる行事の自粛を政府

として要請している。最初にクラスターとされ

た大阪のディスコは閉鎖している。自主的に閉

鎖しているのか、そういう空気があるからかも

しれませんけれども大相撲を客なしでやった

りとか。こういったのは、科学の面から、純粋

にサイエンス、感染症学の見地からは無意味で

はないかと思いました。ところが、閉鎖しなく

て感染者を出したら「非国民だ」みたいな風潮

も起こりやすいのが日本の社会の現実だと思

います。岡部先生のような専門家が、サイエン

スとしては過剰な自粛策、閉鎖策、休校策など

は意味がないんだということを明解に発信し

ていただきたいと思うのですが、お願いも含め

て、やっていただけないものでしょうか。 

岡部 おっしゃることはよく理解できたつ

もりです。 

それと、専門家会議は、決して大相撲をやめ

てくださいとか、プロ野球はやめてくださいと

いうようなことは一言も言っていないんです。

さっき言った、身近なところで人が集っている

ところ、これはクラスターとして起こりやすい

からやめたほうがいいだろうと。ただ、やめて

くださいと言われたほうは大変だろうと思う

んですね。仕事や何かのことがある。 

ただ、そこにおられた方、例えば従業員の方

も含めて、その方は 14 日間、健康の様子をみ

ないと、ほかの人にまたさらに広げる可能性が
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ある。消毒をしたとしても、物品の消毒はでき

るかもしれませんが、人の消毒はできませんか

ら、そこは様子をみなくてはいけない部分だと

思います。 

それから資料には出さなかったんですけれ

ども、2009年の新型インフルエンザ H1N1の反

省点というか、残念だったところは、「科学は

政治に勝てたか」ということです。 

あまり言うとあれかもしれませんけれども

…ただ、専門家会議では、いまおっしゃったよ

うなことを議論しながら、できるだけエビデン

スに近いことを、あるいはエビデンスでいけな

い場合には経験則でやらなくてはいけないの

で、そういう立場で、いろんな議論をしながら、

見解を出してきました。 

 

質問 海外などの報道をみていると、ますま

す検査を希望する者、あるいは軽症の者にもや

るべきかどうかという議論はかなりいろんな

ところでやっているようです。日本の政府の説

明を聞いていると、とにかくキャパシティーが

足りなくて、いま一生懸命増やすように頑張っ

ているというような答弁ばかりです。例えば

「韓国のように希望者に全部検査をすると軽

症の人も陽性が出てしまう」とか、先ほどおっ

しゃったように「医療がパンクするようなリス

クもあるし、そうすると、本当に重症の人を診

ることができない」とか、なぜそういう説明が

できないのでしょうか。検査を増やした結果の

偽陽性、偽陰性とは別に、症状がそれほど出な

くても陽性の方が当然いっぱい出ると思うん

です。その方々も隔離しなければいけなくなっ

たりすると、医療に負担がかかって、重症の人、

あるいはコロナ以外の方を診られなくなると

いうようなこともあって、検査を増やさないよ

うにしているということなのでしょうか。 

岡部 僕は研究所で検査を引き受ける側で

すが、例えば僕がいる川崎市は 150万の人口が

いて、そこに PCR は 2 台なんです。それで、5

人のスタッフが 1日かかって、機械だけではな

くて、いろんな処理をやっている。スタッフを

増やすことはなかなかできません。熟練した人

が必要ですから。せめて機械が欲しいと言って

いるのですが、すでに在庫なしです。入ってく

るのが、早くて 5月、6月という状況です。 

そういうような物理的な事情とクオリティ

ーと。最初から行政的な検査で必要なものは、

私どものような公的な研究所で引き受けたり、

感染研でやるけれども、一般の PCR検査そのも

のは民間の検査機関でできている。そういうよ

うなところは 24 時間体制でできるようになっ

ているので、そこを利用すれば、少なくとも研

究所の厳密なところでやるよりは、簡易である

ということを少しのみながらやることができ

るのではないか。それが広がってきたと思うん

ですけれども。 

いま広がるようになってきたけれども、先ほ

ども触れた、検体の輸送を簡便にしていいのか

とか、いまのところ、あの検査は感染症法に基

づいた検査なので、行政検査として特定のとこ

ろでやらなくてはいけないということが決ま

っている。そこは法律的な位置づけを変えなく

てはいけないんですね。それが健康保険適用と

いう形で動いてきた一つのあらわれだとは思

うんですけれども、いくつかハードルがある結

果として、われわれのキャパシティーだけでは

なくて、ほかを利用するというのは、私は必要

なことだったのではないかと思います。 

全体の説明はどうか知りませんけれども、検

査を引き受けているほうとしては、できればも

っと引き受けたいくらいです。 

ただ、所長として、5人のスタッフに 1週間

徹夜しろとはとても言えません。そこは限度が

出てきます。 

 

質問 中国でも、学校で子どもの間の爆発的

な流行の報告はなかったとのことですが、これ

は、子どももかなりの数が感染しているけれど

も発症していないもしくは軽症ということな

のか、それともそもそも感染自体を起こしてい

ないのか、それを示唆するデータはあるんでし

ょうか。 

岡部 多分いまのところは、症状が出た子ど

もたちも少ないし、症状が出た子どもに検査を
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やってみると、人数としては少なかったし、そ

の症状が出た子どもさんの中で重症例は少な

かったということなので、さっきの話と同じで、

症状がない子どもたちをどのぐらい検査をし

て、うつったかうつらないかというのはみられ

ていないんですね。 

それから、いまは PCR ですが、例えば感染研

もいま進めているように、血液中の抗体、免疫

ができているかどうかというのをみれば、例え

ば症状はないが抗体ができているので、いつの

間にかうつってしまったな、というような調査

はできるようになりつつあります。すぐという

わけにはいかないかもしれませんが、方法論と

しては、そうした解決方法はある。早期に開発

されることを、僕も期待しています。何の症状

もない子どもさんの血液をもらうと、これはま

た大変な倫理審査とか、そういう問題があるの

で、すぐはできないけれども、研究のデザイン

としては必ず必要なところです。 

 

質問 今回のコロナウイルスは、症状として

は大したことないと思いますが、しかし、もし

大変なものだった場合に、サーベイランスとし

て、検査がこれくらいしかできないということ

でよかったんだろうかということが一点。 

それから、イタリアです。イタリアでいま爆

発的に増えているようにみえます。これも医療

崩壊を起こしているのかもしれませんが、こん

なことが影響しているんじゃないかというよ

うな情報は入っているのでしょうか。 

岡部 患者さんが増えてきた場合に、いまま

でのような、全部検査をして、全部届けてとい

う方法ではなくて、例えばインフルエンザのよ

うに、全国で 5,000か所の先生から届けていた

だくような、サンプリング的なことにしていっ

たほうが、トレンドをつかむという意味では、

効率がいいと思うんです。 

しかし、いまそこまでいかないぐらいの小さ

い数なので、一生懸命しらみ潰しにきちんとや

っているというレベルではないかと思います。 

ただ、インフルエンザのときに例に出したよ

うに、いまの段階では、母数の患者さんが少な

いので、両方ともみていますけれども、だんだ

ん広がってきて、多くの人がかかるということ

になると、いかに軽い病気であっても、重症者

の数も増えてくる。ここを見過ごすわけにはい

かないと思うんですね。私はここに重点を置く

べきではないかと思っている。医療の確保とか、

検査の確保であるとか、あるいは治療薬の確保

であるとか、それはもう絶対ここに重点を置く

べきだろうと思います。 

イタリアについては、たまたま電話会議に出

る機会があったんですが、イタリアの先生が、

「そこはよく分からないので頭を抱えている」

と、こう（お手上げのしぐさ）やっていました。

原因がまだ分かりませんが、状況が急に起きて

いるという……。 

司会 医療崩壊が起きているという話は伝

わっていないんですか。 

岡部 伝わってこないですね。 

 

質問 「夏が来れば収まる説」というのがあ

るんですが、これにはエビデンスがあるのでし

ょうか。もう一点、「正しく恐れよ」とはよく

言われますが、いまの、例えば野球を無観客に

したりとか、相撲をやめたりというのは恐れ過

ぎなのか、それとも「正しく」がまだ分からな

いから、大きく恐れるという点で、これはある

意味正しいのか、どのようにお考えでしょうか。 

岡部 夏になると、鼻風邪ウイルスで言えば、

夏は少ない時期なんですね。そうしたことから

期待を込めてだと思うんですけれども、しかし、

シンガポールで患者さんがたくさん出たとか、

いまマニラでも患者さんが出ている。かなり暑

いところで患者の発生がある。ということは、

必ずしも暑くなったらなくなるというもので

もないと思うんですね。できればそう思いたい

んですけれども、それを示すエビデンスは多分

ないと思います。 

特に、ウイルスとしては新しいので、どうい

うキャラクターかというのは、ちょっと経過を

みないと分からないと思います。 

「正しく恐れろ」。私も SARSが終わったとき

に、本に「正しく恐れる」ということを書いた
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んですけれども、その後には、「正しく恐れた

であろうか、われわれは」そして「われわれは

正しく恐れることができるであろうか」という

ことも書きました。 

最初の段階は、いろんな情報の中で、フェイ

クニュースとかデマみたいなものに惑わされ

ないでくださいという意味なんですが、私は、

正しく恐れるべきであり、冷静であるべきは、

いろんなことをリードする人がそうあるべき

だと思います。私もそうありたいと思っていま

すけれども。 

司会 いまの状況は恐れ過ぎ？ 

岡部 難しいと思うんですね。デシジョンの

問題なので。例えば学校閉鎖は効果がないかと

いうと、効果がないことはないと思うんですね。

それなりに一定の効果があるので。 

そう考えたときに、バランスとして、あれだ

けの子どもたちが休んだり、子どもたちだけで

はなくて、いろんな影響が外に出るんだけれど

も、それを犠牲にしても学校を抑えるんだとい

う強い意思は、それはそれとして決してマイナ

スではないと思います。ただ、バランス感覚、

どこに落としどころをみつけるかということ

だと思うんです。そこは様々なご意見があるの

だろうと思います。 

私はその翌日には、「学校閉鎖というのは、

自分としては全然提案した覚えはない」という

ことはお伝えしましたけれども。 

 

司会 長時間ありがとうございました。 

恒例でゲストブックに一言書いていただい

ております。今回は「新しい感染症 COVID 2019

を考える」。これからも考えていくということ

ですか。 

岡部 これは、実は前回、2012年に日本記者

クラブに呼んでいただいたときに「新型インフ

ルエンザを考え直す」と書きました。いま新し

い感染症を――新しいことというのは次々に

分かってくることもあるし、不明なこともあり

ます。私は、患者さんを持っていたときから、

「希望を捨てないで少し粘ってくれれば、その

分だけ進歩がある、ちょっと待っていて」とい

うことをよく患者さんに言っていました。そう

いう気持ちです。 

司会 きょうは長時間ありがとうございま

した。 

岡部 ありがとうございました。（拍手） 

 

文責・日本記者クラブ 



新型コロナウイルス感染症(COVID 2019) 

について

川崎市健康安全研究所

岡部信彦
令和2（2020）年3月9日

日本記者クラブ
勉強会



地球規模での感染症の最近の話題 黄文字：国内発生

• エボラ出血熱 （1976～）

• 鳥インフルエンザ（H5N1）のヒト感染 （1997～）

• ニパウイルス感染症 （1998）

• 重症急性呼吸器症候群 SARS （2003）

• 新型（パンデミック）インフルエンザ （2009）

• 重症熱性血小板減少症

Severe Fever Thrombocytopenic Syndrome: SFTS

（2011～）

• Middle Eastern Acute Respiratory Syndrome: MERS 

（中東呼吸器症候群)  （2012~）

• 鳥インフルエンザ (H7N9)のヒト感染

（2013～）

• エボラ出血熱（西アフリカ→コンゴ） （2014～）

• ジカウイルス感染症 （2015~）



SARS の発生状況（流行曲線）
2002~2003

患者数 約8000人
致死率 約10%



感染症の種類が判明していない
感染症があるかどうかわからない

↓

何もしなくてよいのか？？
どこまで予防をすればよいか？？



SARS発症スタッフと非発症スタッフとの
感染防御策の違い（香港 2003）

予防策 感染スタッフ 非感染スタッフ 有意差
(n=13)                 (n=241)

マスク 2 (15%)                169 (70%)           0.0001

紙製 2                             26                   0.511

外科用 0                             51                   0.007

N95                        0                             92                   0.0004

手 袋 4 (31%)                117 (48%） 0.364

ガウン 0 (0%)                    83 (34%)             0.006

手洗い 10 (77%)                227 (94%)             0.047

以上すべて 0                              69(29%)              0.022

Seto WH et Al, THE LANCET, Vol 361, 1519-1520, May 3, 2003

SARS （Severe Acute Respiratory Syndrome: 

重症急性呼吸器症候群) OUTBREAK, 2003:



SARS発症スタッフと非発症スタッフとの
感染防御策の違い（香港 2003）

予防策 感染スタッフ 非感染スタッフ 有意差
(n=13)                 (n=241)

マスク 2 (15%)                169 (70%)           0.0001

紙製 2                             26                   0.511

外科用 0                             51                   0.007

N95                          0                             92                   0.0004

手 袋 4 (31%)                117 (48%） 0.364

ガウン 0 (0%)                    83 (34%)              0.006

手洗い 10 (77%)                227 (94%)              0.047

以上すべて 0                              69(29%)               0.022

（標準予防策）
Seto WH et Al, THE LANCET, Vol 361, 1519-1520, May 3, 2003

SARS （Severe Acute Respiratory Syndrome: 

重症急性呼吸器症候群) OUTBREAK, 2003:



SARS 2003 

適切な院内感染対策は有効である
標準予防策がその基本である

・ 香港のプリンスオブウェールズ病院では徹底した
院内感染対策を行った後は、160人のICU勤務者への
二次感染は全く起こらなかった。

・ 転送先のベトナムのバクマイ病院では院内感染対策
実施後、二次感染は全くなかった



国際保健規則（２００５）
INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (2005)

Rights, obligations, & permissions

for WHO and States Parties.

WHO: World Health Organization 

国際保健機関

Came into force on                
15 June 2007 *

* A later date applies to States which 

have submitted reservations.



新型インフルエンザの拡大 2009.4.-12.

インフルエンザは、足の速い流行性疾患である: 福見秀雄



2015.8.5 韓国
確認例 186 
うち死亡 36

回復 102
治療中 48

(7.2）
入院中の感染 44.8 %
家族内感染 35.0 %
医療関係者 20.2 %



https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3044207/china-shuts-seafood-market-

linked-mystery-viral-pneumonia

Published: 4:59pm, 1 Jan, 2020



華南海鮮卸売市場におけるアウトブレイクの初期の状況

LANCET Editor’s Comment

https://www.ecohealthalliance.org/2020/01/phylogenetic-analysis-shows-novel-wuhan-coronavirus-clusters-with-sars

中国で原因不明の
集団発生報告

タイで初発例

華南海鮮卸売市場閉鎖

日本で初発例

韓国で初発例
北京2例、広東
省1例報告

新型コロナ
ウイルス
分離

初の死亡例

2019-n-CoVと命名
WHOから全ゲノム解析
結果公開

2019-n-CoV患者

をケアした医療
従事者の感染

中国から計835例の報告
（湖北省549例、他の31の
省と地域から286例）



中国における新型コロナウイルス感染症確定例の流行曲線

確定例
発症日による（n=44672） 診断日による（n=44672）

WHO による
PHEIC宣言

海鮮市場閉鎖
2019-nC0V

検出

春節
中国全土で休暇を

延長

Zunyou Wu et al. JAMA. Published online February 24, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2648



中国国内の地域別新規確定症例報告数(３日移動平均）
2020年2月14日現在（データ：香港CHPより）

症例数

注）2月13⽇より湖北省の確定症例数はWHO Sit Repを参照 （大東文化大 中島教授）



https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases



2

Distribution of laboratory confirmed cases of 2019-nCoV 
worldwide, as of 2 February 2020 （European CDC)
ECDC:
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases



Edward Livingston, et al. JAMA. Published online February 26, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2633

Coronavirus Disease 2019 and Influenza
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762386?guestAccessKey=274f1500-8d22-46e2-8be7-

6e1120a3e001&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-

jama&utm_term=mostread&utm_content=olf-widget_02282020

米国における新型コロナウイルスとインフルエンザ



新型コロナウイルス感染症の臨床像

ウイルス性肺炎
（胸部XPで両側性浸潤影）

無症状

上気道症状

下気道症状

死亡

下気道症状

消化器症状のみ

高熱、全身倦怠感

喀血

呼吸困難

発熱、頭痛

咽頭痛

咳、痰

武漢市
死亡例 2,251名/ 確定例 49,426名：4.6％

湖北省
死亡例 2834名/ 確定例 67,217名：4.2％

中国本土（除、湖北省）
死亡例 113名/ 確定例 13,086名：0.86 ％

2020.3.3

防衛医大 加來浩器教授原図作成

海外
死亡例 3,120名、確定111,363名：2.8%

2020.3.9.

日本
死亡例 9名、確定例 520名：1.7%



中国における新型コロナウイルス感染症確定例の内訳

確定例 72,314例（2020年2月11日まで）

確定例 44,672例 62% 

疑い例 16,186例 22% 

診断例 10,567例 15% 

無症状病原体保有者 889例 1% 

年齢分布（N=44,672）

80歳以上 1,408例 3% 

30-79歳 38,680例 87% 

20-29歳 3,619例 8% 

10-19歳 549例 1% 

10歳未満 416例 1% 

重症度（N＝44,415）

軽症 36,160例 81%

重症 6,168例 14%

重篤 2,087例 5%

致死率

確定例（44,672例）中 1,023例 2.3%

80歳以上（1,408例）中 208例 14.8%

70-79歳（3,918例）中 312例 8.0%

重篤な症例（2,087例）中 1,023例 49.0%

医療従事者

全確定例（44,672例）中 1716例 3.8%

武漢確定例（1,716例）中 1,080例 63.0%

重症・重篤例（1,668例）中 247例 14.8%

死亡例 5例

Zunyou Wu et al. JAMA. Published online February 24, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2648 より作成



WHO 2.17 2020（中国事例を参考に）

軽症： 80%

重症例 14%

呼吸不全 5%

致死率：２％

40代以下 1%未満

50代 1.3%

60代 3.6%

70代 8%

80歳以上 14.8%

SARS:10% MERS:37% スペインインフルエンザ：２％
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-
the-media-briefing-on-covid-2019-outbreak-on-17-february-2020



国内の新型コロナウイルス感染症確定例の内訳

確定例 112例（2020年2月24日まで）

男性 69例 61.6% 

女性 43例 38.4% 

年齢中央値 66.5歳 15-89歳 

無症状病原体保有者 6例 5.4% 

年齢分布（N=112）

80歳代 20例 17.9% 

70歳代 33例 29.5% 

60歳代 13例 11.6% 

50歳代 20例 17.9% 

40歳代 9例 8.0% 

30歳代 8例 7.1% 

20歳代 7例 6.2% 

10歳代 2例 1.8% 

10歳未満 0例 0.0% 

重症度（N＝112）

軽症（以下の症例以外） 93例 83.0%

ICU入室 3例 2.7%

侵襲的換気 11例 9.8%

ECMO 5例 4.5%

推定感染地域及び経路（N＝112）

船舶 72例 64.3%

中国/武漢関連 11例 9.8%

東京都 11例 9.8%

和歌山県 11例 9.8%

千葉県 2例 1.8%

神奈川県 1例 0.9%

大阪府 1例 0.9%

石川県 1例 0.9%

国内（都道府県不明） 1例 0.9%

国内・国外不明 1例 0.9%
国立感染症研究所

感染症発生動向調査及び積極的疫学調査により報告された新型コロナウイルス感染症
確定症例112例の記述疫学（2020年2月24日現在） より作成
https://www.niid.go.jp/niid/ja/covid-19/9440-covid14-14.html

60歳代以上が約6割（58%）

この時点で死亡は80歳代女性1例



国内事例の分析

PCR検査陽性者 無症状者 有症状者

国内事例
（チャーター便帰国者を除く） 40 ６ 34

チャーター便
帰国者 13 4 9

合計 53 14 43

２月15日18時 時点

湖北省滞在歴があるものが25例
そのうち13例はチャーター便帰国者

湖北省滞在歴がないものが28例
そのうち23例が2月14日〜15日以降に



https://www.niid.go.jp/niid/ja/covid-19/9440-covid14-14.html

国内発症例

感染症発生動向調査及び積極的疫学調査の情報に基づく2020年1月20日
〜2月19日における発症日別COVID-19症例数（n=90） (2月24日現在) 

クルーズ船乗客乗員

船内個室管理開始

航海初日



MERS，SARSコロナウイルスとの比較
新型コロナウイルス MERS SARS

流行期間 2019年12月〜 2012年4月〜 2002年11月〜2003年7月

最初の報告地域 中国（武漢市） 中東 中国（広東省）

ウイルス自然宿主 不明 ヒトコブラクダ（中東） 人

潜伏期間(範囲) 2-10日 5.2日 (2-14) 4.6日 (2-14)

基本再生産数（R0) 推定1.4-2.5 <1（市中） 2-3

確定例数 34,627（as of Feb 8） 2,494 8,096

死亡例数 723（as of Feb 8） 858 744

致死率 2.1% 37% 10%

重症化率 17.6%（as of Feb 8）

医療従事者感染 56* 9.8% 23.1%

市中感染 あり ごくまれ あり

Nanshan Chen , et al. Lancet January 29, 2020 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30211-7、
Dawei Wang , et al. JAMA. Published online February 7, 2020. doi:10.1001/jama.2020.1585、
NIID. 7th Designated Infectious Disease、
WHO Situation Reportsより一部改変、作成

* 2020年2月8日時点で文献等より判明している感染者数



基本再生産数 （R0：Basic Reproduction Number）

1人の感染者が，何人に感染を伝播したか

疾患 感染経路 基本再生産数

麻疹（Measles） 空気感染 12-18

百日咳（Pertussis） 飛沫、接触感染 12-17

水痘（Varicella） 空気感染 8-10

ジフテリア（Diphtheria） 飛沫感染 6-7

天然痘（Small pox） 飛沫、接触感染 5-7

ポリオ（Polio） 経口感染 5-7

風疹（Rubella） 飛沫感染 5-7

おたふく風邪（Mumps） 飛沫感染 4-7

インフルエンザ（スペイン風邪） 飛沫感染 2-3

新型コロナウイルス 飛沫・接触感染 1.4 - 2.5

SARS 飛沫、接触感染 2-3

MERS 飛沫、接触感染 <1（市中）



実効再生産数（1人あたりが生み出す2次感染者数の平均値；LSHTMから借
用）

https://cmmid.github.io/topics/covid19/current-patterns-transmission/global-time-varying-
transmission.html



厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html?fbclid=IwA

R1ASwDK0KxZddwq8Pg4trvyobCb2apUsZFV26qCmV4ON1vSgWJsIXHecew#Q12



感染症予防の基本：感染経路の遮断

（１メートル前後）

結核、はしか、水ぼうそう、ペストなど



通勤ラッシュ 空港

催し物会場

徳島市 馬原文彦先生



行動の自粛（専門家委員会声明より）

現在の状況で感染拡大は抑えられるかも・・・・

＊濃厚接触を避ける（狭い空間で長時間の共有）

1）Face-to-faceの至近距離でのコンタクトが

2）一定時間以上

3）多数のFace-to-faceの組み合わせがある

＊開催をするのであれば、参加者へ手洗いの推奨、

アルコール消毒の呼びかけ

＊風邪症状の人は参加をしない。学校・職場を休む

＊うつらないようにする、とともに、“うつさないようにする”気持ち

＊今後の感染の広がり、重症度、致死率などを勘案し適宜見直す



自治体別発生状況(n=1343＊)
＊7月2日現在厚労省把握分の1428例中発症日と自治体が把握できた症例
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北海道 岩手県 宮城県 秋田県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 新潟県 富山県 石川県 山梨県

長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 沖縄県 鹿児島県 神奈川県 和歌山県

神奈川

千葉県

愛知県

福岡県 東京都

埼玉県

群馬県

岐阜県

静岡県

↓ ウイルスの
微細な遺伝子構造は

異なる ↓



日本国内の感染クラスター（micro-clade）の感染拡大の様相

Shiino T, Okabe N et al: PLoS ONE 5(6): e11057. doi:10.1371/journal.pone.0011057



症例1 33歳女性 湖南省在住中国人

1月19日に武漢のホテルに1泊 1月20日に来日

咽頭痛

受診

咳嗽
喀痰
頭痛
悪寒

咽頭痛
頭重感
倦怠感

酸素投与入院受診

当院における新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染症患者3例の報告（国立国際医療研究センター）より改変、作成
http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/2019ncov_casereport_200205.pdf

両側下葉にスリガラス影と浸潤影 



当院における新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染症患者3例の報告（国立国際医療研究センター）より改変、作成
http://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/2019ncov_casereport_200205.pdf

入院

悪寒鼻汁
咽頭痛
倦怠感

肺炎を示唆する浸潤影なし

倦怠感持続

症例2 54歳男性 2018年5月から武漢に仕事で滞在中の日本人

2020年1月27日から咽頭痛と鼻汁 1月29日に帰国



コロナウイルス感染症に対する治療

現時点で特異的な治療薬がない

特定の治療法はなく、対症療法で対応

・ 検討中： カレトラ® （抗HIV薬）

クロロキン （抗マラリア薬）

オルベスコ® （シクレソニド： 吸入ステロイド）

アビガン® （ファビピラビル： 抗インフルエンザ薬）

二次性細菌性肺炎の合併

・ 抗菌薬 （マクロライド，キノロン，βラクタム剤）



京都大 山本舜悟先生作図

WHO: 2-11days  Feb 2 2020



京都大 山本舜悟先生作図



病原性強い

感染力強い弱い

弱い

麻疹（はしか） 3 15

SARS 10 2

新型コロナ
2019-nCoV

季節性インフルエンザ <0.1 1-5

スペインインフルエンザ 2 5<?

エボラ 50 2<?

鳥インフルエンザ
A(H5N1) 53

鳥インフルエンザ
A(H7N9) 39

風邪のコロナウイルス ?

MERS 37 1

致死率
R0

10作図：防衛医大 川名明彦教授



感染症発生ゼロは困難
しかし、拡がりを最小限にすることはできる、重症者・死亡者を少なくする

    
→ 誰もが感染症の基本的な対応を

感染症の基本的な対応

  標準予防策の考え方の導入（手洗い、マスクの用意）

  日常の健康管理（慢性疾患のコントロール）、感染症対策の重要性
  

  日常の予防接種（小児だけのものではありません：
インフルエンザ、麻疹、風疹、破傷風・・・・・）

2003 SARS発生時のスライド



総論的事項（１）

１．行動計画の対象の明確化
○ 行動計画が対象とする新型インフルエンザについては、発生したウイルスに

よって、病原性・感染力等は様々な場合が想定される

２．行動計画の運用の弾力化
○ 対象となる新型インフルエンザの多様性を踏まえ、対策も多様

○ ウイルスの特徴（病原性・感染力等）に関する情報が得られ次第、その程度等

に応じ、実施すべき対策を決定

旧行動計画は、病原性の高い新型インフルエンザのみを想定した内容
となっているが、２００９年度の経験を踏まえて、ウイルスの病原
性・感染力等に応じた柔軟な対策を迅速・合理的に実施できるよう、
以下のように見直す。（新型インフルエンザ（A/H1N1）対策総括会議
報告書(議⻑ 金澤一郎） 平成22年6月10日



総論的事項（２）

３．意思決定システムの明確化

○ 政府対策本部、厚生労働省対策本部、新型インフルエンザ専門家会議
といった政府の意思決定に関わる組織を整理

４．地域の状況に応じた対策の必要性
○ 地方自治体が中心となって実施する医療提供体制確保、

感染拡大防止等に関して、地域の状況に応じて判断を

行い対策を推進

○ 国レベルでの発生段階に加えて、地域（都道府県）レベルでの発生段階を

新たに設置

・地域未発生期

・地域発生早期

・地域感染期



我迷惑 !!

川崎市健康安全研究所 川崎市川崎区殿町


