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コロナウイルス arXiv*（14）2020 年 6⽉2⽇ ⿊⽊登志夫 
 
感染流⾏の⼀つの指標として、実⾏再⽣産数（R）があります。「⼀⼈の感染者が平均して
何⼈に感染させるか」と⾔う概念です。R が 1 以下になると感染は減少に向かうという説明
は分かりやすいのですが、その基本となっている数学的な考え⽅、計算⽅法は結構難しいの
は確かです。今回、宇川彰先⽣の教えを受け、⾃分でも計算してみました。計算するなかで
問題点も分かってきました。 
超過死亡は、隠れているコロナ死亡を浮かび上がらせる可能性があります。世界各国から報
告がまとまってきましたので、NY Times の記事を紹介します。 
無症状転院患者からの院内感染、研修医の集団感染という危機を乗り切り、新たな研究に意
欲を⾒せる慶應⼤学病院の対応について、北川雄光院⻑にお聞きしました。 
今回からコロナ秀歌・秀句に加えて，コロナ川柳も掲載します。 
 
＊“arXiv”（アーカイブ）は、未発表科学論⽂の投稿ネットサイトの⼀般名です。 
コロナウイルス arXiv は、⼭中伸弥先⽣の「新型コロナウイルス情報発信」サイト
（https://www.covid19-yamanaka.com/index.html）に掲載されております。 
バックナンバーも含めて、転送は⾃由です。 
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北川 雄光（慶応⼤学病院⻑）コロナ診療対策 

 
 
１． 実効再⽣産数 (reproduction number)の計算 
実効再⽣産数（R）とは、「⼀⼈の感染者が平均して何⼈に感染させるか」を表す指数として
広く使われています。定義は⾮常に分かりやすいのですが、その数学的裏付けは分かりにく
く、私も何回か宇川彰先⽣から Zoom で講義を受けたのですが、完全には理解できないで
います。（⾔い訳ですが、私の定義によると、医学部は数学の出来る学⽣を⼊学させて、暗
記教育によって数学的才能を潰して卒業させるところです。専⾨家会議の⻄浦博先⽣は例
外ですが）。 
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専⾨家会議の⻄浦先⽣は、8 割おじさんと⾔われているそうです。何故 8 割かとよく聞かれ
ますが、その根拠はあまりにも簡単な計算です。たとえば、実効再⽣産数を 2.5 とすると、
その 8 割減は 0.5 になるので収束に向かうという計算(2.5x0.2=0.5)によって導かれた数字
です。 
 
感染症の数学モデルとしては、Kermack and McKendrick の SIR モデルがあります。スペ
イン⾵邪収束後の 1927 年に発表されたモデルですが、今でも感染解析の基本として使われ
ています。その考え⽅は単純です。ヒトの集団を SIR の三つに分けます。 

Sus (S): 感受性保持者（susceptible） 
Inf (I)：感染者（Infected） 
Rec (R):回復者（Recovered）  
(普通は、S,I,R と略していますが、再⽣産数の R と混同しないように変えました)。 

Sus+Inf+Rec が集団の⼈⼝になります。感受性のある⼈が感染によって感染者になり、治
っていく(あるいは死亡する)経過を追えば、Sus の減少、Rec の増加の間にあって、Inf はあ
るところまで増えると減少するというの基本的な形です(図１)。 
 

図１ 
SIR モデルによる感染の経過。 
⻘：Sus 
緑：Inf 
⾚：Rec 
(ウィキペディア SIR モデルか
ら) 

 
ここから先は微分⽅程式の世界になりま
すが、その結論として得られる再⽣産数
（R）の数式は簡単です。 

R=1+aD 
a は、Inf を⾃然対数(底が Napier 数 e=2.718・・・)に変換して得られた増加スピードです
(エクセルにより簡単に計算できます)。感染者数から退院者数と死亡者数を引いた数値を
Inf としました(前報参照)。更に、曜⽇によるバイアスを避けるため、⼀週間(⽉-⽇)の患者
数を⽤いました。 
D は感染期間です。感染させうる⽇数は、感染の動態から推定します。コロナ感染の場合、
以前は 10 ⽇くらいと考えられていたのですが、最近になり感染⼒は感染初期に強く、10 ⽇
頃は⼈に感染させないことが分かってきましたので、5 ⽇を D としました。 
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R=1+aD の式を⾒て分かることは、 
・患者数が増加しているときは(a 値がプラスのときは)、R>1(感染が増加する) 
・患者数が減少しているときは(a 値がマイナスになるので)、R<1(感染が減少する) 
・D を⼤きく設定すると、R の変動が⼤きくな
る(感染期間が⻑いので当然)。(表 1) 
と⾔う⾮常に常識的なことです。 
 

表 1 
R=1+aD の D(感染期間)を 5 ⽇、10
⽇としたときの R 値。D を⼤きくとる
と、R が 1 から⼤きく振れる。 

 
ここまでは理解できたので、3 ⽉から先週までの再⽣産数（R）を D=5 で計算しました(図
2)。R の値は、4/27 の週から 1 以下になり、5/4 以降は,ほぼ 0.6 前後になりました。つま
り、⼀⼈の感染者は 0.6 ⼈に感染させることになります。全体の傾向は前報で⽰した倍加⽇
数、新規感染者数とよく⼀致しています。4/6 からの週は、倍加⽇数＝6.6 ⽇、新規感染者
数＝3425 ⼈、R＝1.58 でしたが、5/18 の週は、それぞれ、379 ⽇、208 ⼈、0.54 に改善し
ています。 
 
最近になって、東洋経済の On line ページに⻄浦先⽣による実効再⽣産数のグラフが載るよ
うになりました。図 2 に、私の計算したデータ(棒グラフ)と重ねて表⽰しています。⻄浦先
⽣は、次の簡易計算法を⽤いています。 
① 患者数の代わりに新規感染者数を使う。 
② 当該⽇の直近 1 週間/その前 1 週間の新規感染者数の⽐を計算する。 
③ ②を（５/７=0.72）乗する。５/７は、平均世代⽇数(感染期間)/報告間隔。  
全体の傾向は⼀致していますが、数値の違いは計算⽅法の違いの反映です。 
 

図 2 
3/2 から 5/24
に ま で の 実 効
再 ⽣ 産 数 の 推
移。⻘線：東洋
経済 On Line の
データ(⻄浦計
算)。毎⽇のデー
タなので⽇ごと

 D=5 days D=10 days 
4/6-4/12 1.58 2.16 
4/20-4/26 1.08 1.17 
4/27-5/3 0.98 0.96 
5/4-5/10 0.57 0.15 
5/11-5/17 0.62 0.24 
5/18-5/24 0.54 0.08 
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の差が⼤きい。茶⾊棒グラフ：⿊⽊計算。週ごとのデータなので、移動の差が⼩さ
い。 
 

⻄浦先⽣は 5 ⽉ 12 ⽇,⽇本科学技術ジャーナリスト会議主催で『実効再⽣産数を使ったコ
ロナ対策』という講演をされました。Zoom 参加 80 ⼈、niconico 配信参加 15,000 ⼈という
盛会でした。それだけ、実効再⽣産数に関⼼を持っていたのだと思います。そのとき、簡易
計算⽅法として、図 2 の⽅法を紹介されました 
5/12 講演のパワーポイントは次の URL の「nishiura Rt 会議、12May2020.PDF から DL で
きます。https://github.com/contactmodel/COVID19‐Japan‐Reff 
 
この講演で,このような計算をしているのが⼀つのグループ,それも国の委員会(⻄浦グルー
プ)しかいないのはまずいのではないかという意⾒が,⻄浦先⽣本⼈と在⽶のコメンテータ
ーからでました。確かにその通りですので、今回⾃分のデータをオープンにしました。 
 
政策決定に R を重視しいるドイツは、Robert Koch 研究所の数値を使っています。計算の
起点は発症⽇ですが、報告の遅れを補正する統計推定をしています。R 値は発表当⽇の推
定値になります。国ごとに計算⽅法に違いがあることに気をつける必要があります。 
 
⾃分でも計算してみて分かったのは、基本となるデータの問題です。感染→発症→報告のタ
イムラグ、患者数では、感染確定→退院/死亡のタイムラグなどをどのように統計的に推測
するかで、違いが出ます。全体の傾向を⾒るには、前報で使った倍加⽇数、新規感染者数な
どの指標も併せて考慮する必要があると思います。 
 
２．超過死亡は語る 
コロナウイルス arXiv（8）で、世界の多くの国で､3 ⽉の全死亡者数が､前年までと⽐べて急
増しているという NY Times の記事（4/21）を紹介しました。増加数は前年度⽐ 50％に相
当します。このデータは、コロナ感染との診断のつかなかった⼈(隠れコロナ)がたくさん死
んでいることを⽰唆しています。 
 
その続きの記事が NY Times（5／19）に掲載されました＊。図 3 で明らかのように、多く
の国で、3 ⽉に急上昇した死亡者数は 4 ⽉から 5 ⽉にかけて V 字下降をしています。これ
は、コロナ感染が落ち着いてきたことの反映でしょう。イタリアは 4 ⽉のデータがないた
め下降したかどうか不明。元々死亡者の少ないドイツ（前報、表 1）は、超過死亡がはっき
りしません。 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html 
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V 字下降だけを⾒れば素晴らしい
のですが、実際の超過死亡者数を
⾒ると恐ろしくなります。表 2 は、
ヨーロッパ 9 カ国の数字です。イ
ギリス、イタリア、スペイン、フラ
ンスは、39−63％も死亡者が超過
しています。最もコロナ死亡者の
多かったイギリスでは、報告され
ているコロナ死亡者 41,000 よりも
16,000 ⼈も多く死んだことがわか
ります。なお、⽇本は、東京都の死
亡で⾒る限り、3 ⽉期の超過死亡が
ないことは前報で報告しました。 
 
図 3（右上下図） 
ヨーロッパ 6 か国の 3 ⽉−5 ⽉期の
超過死亡。2020 年の死亡者数は⾚
の太い線。前年までの死亡者数は横
の⻘い線で⽰されている。3 ⽉に急
上昇したが、4 ⽉から 5 ⽉にかけ
て、急下降した。イタリアは 3 ⽉ま
でデータ。ドイツは 4 ⽉まで。（観
察期間は、右上に記されている）。 
 

表 2 2020 年 3-5 ⽉期の主な国の超過死亡。 
 % Above 

normal 
Excess death Reported 

COVID death 
Difference 

UK 63 57,000 41,015 16,000 
Italy 49 24,600 13,710 10,900 

Spain 60 31,600 25,213 6,400 
France 39 29,600 24,747 4,900 

Germany 6 5,800 4,391 1,400 
Sweden 28 3,400 2,996 400 
Norway 2 100 208 ＜0 
Finland 2 100 190 ＜0 

Denmark 3 100 421 ＜0 
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[%above normal]は表の数字からは計算できない。 
通常の死亡者数は、[Excess death]÷[%above normal]により逆算できる。 

 
北欧 4 カ国（表 2 下 4 ⾏）のなかでは､Lockdown をおこなわなかったスウェーデンのみが
28％の超過死亡です。他の北欧３国は、超過死亡がありません。 
 
アメリカの超過死亡 
アメリカの感染者は 175 万⼈、死亡者は 10.2 万⼈(死亡率 5.8％)ですので、超過死亡も相
当数予想できます。5 ⽉ 29 ⽇、NY Times はアメリカの超過死亡データを発表しました
（図 4）。3 ⽉下旬から 4 ⽉終わりにかけて、これまでの標準死亡者数(図下⽅の横線)より
もはるかに死亡者が多いことが分かります。コロナ死亡(⾚横線)だけでも相当な超過です
が、さらに多くの死亡者が上乗せされているのが分かります。
https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/05/us/coronavirus-death-toll-us.html 

 
図 4 
アメリカの 3 ⽉中旬か

ら 4 ⽉の１週間ごとの超
過死亡。Covid-19 死亡：
⾚横線。なお、全州のうち
8 州は，データ未定のため
含まれていない。4 ⽉最終
週の死亡者数は未定。 
 
 
 
 
次に，州ごとの超過死亡を⽰します。先ず分かるのは、州によってコロナ死亡者数が⼤きく
異なることです。NY が 257％もこれまでの死亡者数で超過している⼀⽅、超過死亡のない
州がが,ハワイを含め 11 州あります。⼀般的に⾔うと、東海岸で⾼く、⻄海岸で低い傾向が
あります。 
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表３ アメリカの州の超過死亡。多くの州は、3/15 から 5/2 までのデータ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
隠されたコロナ死亡者：ロシア 
Putin ⼤統領は､パンデミックは”Under control”と繰り返し市⺠に演説していますが、その
根拠の⼀つは、コロナ死亡率 0.9%という世界でも最も低い数字にあります。本当でしょう
か。Financial Times は、ロシアのコロナ死亡が著しく低いのは、データを隠している可能
性があると報告しました。それによると、Moscow と St. Petersburg の 4 ⽉のコロナ死亡は
629 名なのに、1444 名の超過死がありました。これを基に計算すると、例年に⽐べて 72％
の超過死亡となり、ロシアがコロナ死を隠している可能性が⾼いことになります。＊
https://www.ft.com/content/77cd2cba-b0e2-4022-a265-e0a9a7930bda 
 
The Moscow Times (サブタイトル：Independent News from Russia）によると、コロナによ
る死亡は報告よりも 233％も多いということです＊。それは、コロナに感染した患者が死亡
したとしても、肺の病変を確認できなければ､コロナ死に数えないという厚⽣省のガイドラ
インのためだそうです（“in the absence of clinical manifestations and pathological changes, 
especially in the lungs” as a result of the virus, Covid-19 is not listed as the cause of death.）。
The Guardian によると、ロシア政府はこの報道を否定しています＊＊。なお、ほとんどの
国は、WHO のコロナ死亡診断ガイドラインにしたがっています。 
＊ https://www.themoscowtimes.com/2020/05/08/russia-is-boasting-about-low-
coronavirus-deaths-the-numbers-are-deceiving-a70220 
＊ ＊ https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/coronavirus-russia-defends-its-
exceptionally-precise-covid-19-death-data 
 

 ％ Above 

Normal 

Excess 

Death 

Reported COVID 

Death 

Difference 

アメリカ全州 23  76,400 57,294 19,100 

NY City 257 26,000 20,620 5,400 

Massachusetts 30 6,500 5,705 800 

Maryland 30 2,300 1,614 700 

Washington DC 35 200 165 80 

Illinois 39 4,900 3,362 1,500 

Wisconsin 3 200 398 - 

Washington state 8 700 885 - 

California 8 3,500 2,727 700 

Hawaii Below normal <0 17 - 



8 
 

フランスの地⽅格差 
超過死亡のデータは、フランス国内の地⽅格差の存在を明らかにしました。The local France
によると＊、フランス全体の超過死亡は、2019 年に⽐べて 27％多いのに対し（表 1 では
39％）、Paris 北側郊外の Seine-Saint-Denis 県などでは 130％も⾼いとのこと。この地区に
はパリのものすごく⾼い家賃を払えない⼈たちが多く住み（⼈⼝ 56 万⼈）､運送、セール
ス、クリーニングなどの⽣活を⽀える仕事に従事しています。彼ら/彼⼥らは、Lockdown の
際も、12％の⼈々が普段通りに仕事をしていたとのこと。さらに貧しい住宅事情も重なり、
コロナによる死亡が多いと報告されています。 
＊ https://www.thelocal.fr/20200513/why-one-paris-suburb-had-such-a-high-coronavirus-
death-rate 
 
３． 慶應⼤学附属病院のコロナ対策 
慶應⼤学は、クルーズ船感染者の受け⼊れなど積極的にコロナ感染に対して診療体制を整
えていました。しかし、他病院からの無症状転院患者さんを引き受けたことにより院内感染
が発⽣、さらに３⽉末には、初期研修医の⾮常識な⾷事会により集団感染が発⽣するという
深刻な事態に陥りました。病院と基礎研究室が⼀体となった体制により、危機状態を乗り切
りました。この間の対応について、北川雄光病院⻑にお聞きしました。 
 
なお、4 ⽉ 13 ⽇の PCR 検査報告の陽性率 7.5％(5/67)が⼀⼈歩きをしていましたが、改め
て北川院⻑にお尋ねしたところ、4 ⽉は 7/258，5 ⽉は 0/570 と⾔うことでした。合計する
と、0.85％(7/828)になります。この数字は，東京都の感染状況とほぼ⼀致しています。 
  

慶應義塾⼤学病院における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への取り組み 

慶應義塾⼤学病院⻑ 北川 雄光 
 
クルーズ船感染者受け⼊れと準備態勢 
COVID-19 集団感染を発⽣したクルーズ船ダイアモンド・プリンセス号の COVID-19 感

染患者を受け⼊れた(2 ⽉ 13 ⽇)。クルーズ船から受け⼊れた軽症の患者さんは、治療後 PCR
検査陰性化を確認、無事退院した。その後、COVID-19 感染患者の受け⼊れ要請もなかっ
た。 
２⽉ 17 ⽇より⼤学病院対策本部を⽴ち上げ、発熱者トリアージを⾏う場所として、既に

閉鎖していたエリアを再整備し、複数診療科による当番体制で取り組む準備を開始した。ま
た、流⾏期に備えて COVID-19 専⽤エリアを確保した。2 ⽉ 27 ⽇には、COVID-19 に対
する PCR 検査システムを構築した。市中肺炎症例の緊急⼊院はすべて個室⼊院とし PCR
検査を⾏いながら⽔際対策をとった。当初 PCR 検査 21 名はいずれも「陰性」の結果であ
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った。なお、クルーズ船からの患者さんが⼊院中の COVID-19 専⽤エリアの環境から採取
した検体の PCR 検査においてウイルスは、検出されなかった。 
 
⽔際作戦 
３⽉初旬には４⽉に備えて全ての部⾨の新卒者、新しい教職員の渡航歴・健康管理を徹底

する準備を整え、信濃町教職員の出勤前の検温徹底や、院内で実習する医学部学⽣は毎⽇オ
ンラインで体温を⼊⼒し、責任者が確認するシステムも導⼊した。３⽉９⽇以降は国外渡航
を禁⽌、3 ⽉ 18 ⽇以降は地域を問わず海外からの帰国者はすべて 14 ⽇間の信濃町キャン
パス⽴ち⼊りを禁⽌とした。 
 
院内感染発⽣  
 3 ⽉ 23 ⽇夜、他病院に外勤医として勤務している医師から、当該病院で COVID-19 の深
刻な院内感染が発⽣しているらしいという⾮公式な情報が感染制御部に寄せられた。3 ⽉
19 ⽇に⼿術⽬的で当該病院から転院した患者さんがいたため、3 ⽉ 24 ⽇に PCR 検査を⾏
った結果、感染が判明した。この患者さんは全く無症状であったため、⼊院前 PCR 検査を
全例には⾏っていなかった当時としては、感染を事前に検知することは困難であった。直ち
に当該病棟の患者さん、医療従事者を含む全て接触者に PCR 検査を⾏った結果、患者さん
４名、医師 1 名、看護師 2 名、診療放射線技師 1 名の感染が確認された。 
発端となった患者さんが⼊院していた病院には、当院からも多くの医師が外勤医として勤

務している。そこで 2 ⽉ 1 ⽇に遡って、当院から外勤医として同病院で勤務した全ての医
師 99 名を対象に PCR 検査を⾏なったところ、５名が陽性、うち１名の医師からさらに２
名の医師への２次感染が確認された。我々が、万全の⽔際対策を⾏い院内に⼀⼈の感染者も
いないと信じていた時期に、全く無症状で感染している患者さん、医師がいたことが判明し
た。 
院内感染発⽣の事実はその⽇のうちに関東信越厚⽣局、東京都、新宿区保健所に報告し、

26 ⽇には東京都の確認を得て、院内感染発⽣をホームページ上に公開した。院内感染した
患者さん、医療従事者を⼊院・隔離した。PCR 陰性の当該病棟医療従事者全員も 14 ⽇間待
機とした。院内感染発⽣に伴って、新規初診外来、救急外来の受付を停⽌し、外来で継続が
必要な診療と緊急度の⾼い⼿術のみを継続した。 
 
初期臨床研修医の集団感染 
3 ⽉ 31 ⽇保健管理センターから初期臨床研修医数名が熱発したことが報告され、うち１名

が同⽇⼣刻 PCR 陽性であることが判明した。さらに調査の過程で由々しき事態が明らかに
なった。国および東京都から⼤⼈数の会⾷等の⾃粛要請が発信され、当院でも教職員の会⾷
等への⾃粛要請を⾏っていたにも関わらず、3 ⽉ 26 ⽇に初期臨床研修医の⼀部が⾮公式の
⾷事会を強⾏し、研修医に集団感染が発⽣したのであった。医学部・病院は、例年⾏ってい
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る初期臨床研修修了式、懇親会の中⽌を１か⽉以上前に決定し、周知していたにも関わら
ず、この⾷事会が強⾏されていたことは残念でならない。初期臨床研修医には、社会⼈とし
ての最低限の倫理教育を徹底できていなかったことを痛感している。後⽇の詳細な疫学的
調査により、市中感染した研修医から周囲の少数の研修医に感染し、3 ⽉ 26 ⽇の⾷事会に
おいて集団感染が発⽣したものと考えられる。新宿区保健所、東京都にもこの事実を直ちに
報告し、病院⻑、病院事務局⻑、感染制御部⻑が 4 ⽉ 2 ⽇都庁に出向き謝罪した。 
多くの研修医は、翌 4 ⽉ 1 ⽇から新任地に赴任することになっていた。このため、危険性

のある集団はすべて⼀旦待機させる鉄則に⽴ち返る決断をした。当院初期臨床研修医 99 名
全員は、初回 PCR 陰性であっても 14 ⽇間の待機を命じた。さらに教職員全員の学外での
業務（新任地への赴任、外勤を含む）を⼀旦停⽌した。このため関連病院を含む新たな勤務
先、外勤先には、突然の業務停⽌により多⼤なるご迷惑をおかけしてしまった。4 ⽉ 1 ⽇、
副病院⻑も総動員で各施設の皆様へ説明とお詫びの連絡を⾏ない、ご理解を得た。 
最終的に、研修医の濃厚接触者全員に接触者対応調査を⾏った結果、このクラスターから研
修医以外の医療従事者や患者さんへの感染拡⼤がないことが確認された。接触者も含めて
全員の PCR 検査の結果が判明した 4 ⽉６⽇にホームページでこの事実を公表し、⼊院中な
らびに外来受診した患者さんにも⽂書でこの事態をお知らせし、お詫びした。 
 

診療体制 
他院から波及した院内感染、研修医の集団感染の⼆つのクラスターを制御し、感染拡⼤を

防ぐため、さらに診療機能を縮⼩して体制を整えた。各診療部⾨⼈員を可能な限り複数のチ
ームに再編成し、必要な診療機能を維持するために必要なチーム以外は待機し、⼀定期間の
交代で勤務する体制を取った。また、この頃、⾸都圏で多くの COVID-19 重症患者が多数
発⽣した場合に備えて、特定機能病院、⼤学病院が分担して受け⼊れる体制が東京都の指導
で準備されていた。慶應義塾⼤学病院でも積極的に重症者、中等症者の受け⼊れを⾏う体制
を整えるために、マンパワー、スペースを確保する⽬的で段階的に複数の病棟を閉鎖した。
こうして当院は、他の⼤学病院に先駆けて「緊急事態体制」を取る結果になった。 
 
情報開⽰、共有の徹底 
院内感染発⽣以来、その都度ホームページに情報を公開し、新宿区保健所、東京都にも連

⽇詳細なデータを報告しているが、すべての教職員、関連病院に正確に状況を伝え続けるこ
とが重要である。さらにこうした状況報告を必要に応じて病院⻑からの全教職員へのメッ
セージを配信することとした。状況をリアルタイムに共有することで、教職員との結束と信
頼関係⽣まれることを実感した。 
 
COVID-19 治療・研究への取り組み 
2 ⽉ 13 ⽇より、体調不良を訴え、COVID-19 感染を否定できない患者さんについては、
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個室⼊院とした。2 ⽉末からこうした患者さんの PCR 検査を⾏ったところ、3 ⽉最終週か
ら陽性となる症例が相次ぎ、市中感染が急速に拡⼤していることを認識した。重症者の救
命、中等症者の重症化防⽌に努めるため、複数診療科からなる COVID-19 救命チームを結
成した。「⼼のケアチーム」が精神・神経科を中⼼に発⾜した。また、基礎研究者が臨床応
⽤のための COVID-19 研究を多⾓的に推進する慶應「ドンネルプロジェクト」が発⾜した。
「ドンネル(＝雷)」は北⾥柴三郎博⼠のニックネームに由来する命名である。COVID-19 に
関する多数の観察研究、特定臨床研究、治験を安全かつ迅速に実施するために臨床研究推進
センターを中⼼に COVID-19 治験・臨床研究タスクフォース、複数の研究を統合する慶應
COVID-19 レジストリも発⾜した。さらに、⽇本⼈に重症例・死亡例が少ないことに着眼
した全国規模のホストゲノム解析研究を⽴ち上げた。疫学調査チーム、ウイルス遺伝⼦解析
チームが興味深い成果を上げている。新しい⾎清診断法の検証、⾎漿療法の開発、各種の薬
剤の治験、臨床研究などが急ピッチに開始されている。まさにオール慶應体制で、「基礎・
臨床が⼀家族のごとく」の北⾥精神が、病院開設 100 年⽬に遭遇した最⼤の危機において
⼤きな⼒を発揮したことになる。 
 
⼊院前 PCR 検査の導⼊ 
4 ⽉ 6 ⽇からは、臨床検査科、放射線診断科の協⼒で、新しく⼊院する患者さん全員の PCR

検査、⼿術予定の患者さんでは PCR 検査に加えて胸部 CT 検査を⾏うことを全国の病院に
先駆けて開始した。最初の週は、COVID-19 以外の疾患で当院への⼊院する患者さんの中
に感染者は認めなかった（0/97）。しかし、東京都の感染者数がピークを迎えた 4 ⽉ 13 ⽇
の週には 5 名(5/67)が陽性となり、４⽉を通して７名（６/258）が陽性と判定された。い
ずれも市中感染による不顕性感染と考えられ、このデータもホームページで公表した。 
全く無症状の感染者に腹腔鏡⼿術や内視鏡などエアロゾルが発⽣する処置を⾏なった場

合、⼤きな感染リスクがあると同時に患者さん本⼈に重篤な症状が出現する可能性も否定
できない。現時点では新しく⼊院する患者さん全員の PCR 検査を病院の費⽤負担で⾏って
いるが、患者さん、医療者を守るためには、必要な検査であると考えている。 
 
院内感染の収束と監視体制のさらなる強化 
院内感染の収束を 4 ⽉ 21 ⽇の当院ホームページ上で公表した。転院患者さんを発端とす

る感染、外勤医からの感染、初期臨床研修医の集団感染の最終対応⽇からいずれも 40 ⽇以
上が経過し、その他の孤発例からも感染拡⼤は起こっていない。また、慶應ドンネルプロジ
ェクトの疫学調査チーム、ウイルス遺伝⼦解析チームの解析から、他院から波及したクラス
ターと研修医クラスターのウイルスはそれぞれ特異的な遺伝⼦配列を有しており、その他
の孤発、市中感染疑い症例とは関連がないことが⽰唆された。 
さらに４⽉ 16-22 ⽇に 37.5 度以上の発熱のあった⼊院患者さん全員、72 名を対象に PCR

検査を⾏い全ての陰性を確認した。現在も⼊院中の発熱患者さん、少しでも症状のある教職
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員は全て PCR 検査を⾏い、教職員については症状の消失、PCR 陰性を確認して業務復帰を
許可している。腫瘍センター、免疫統括医療センター、⾎液浄化・透析センター、臓器移植
センターなど、免疫抑制状態にある患者さんを診療する医療従事者 132 名についても PCR
検査を実施し、すべての陰性を確認した。 
 

診療機能の回復と未来に向けた歩み 
5 ⽉７⽇より、悪性腫瘍や免疫難病、⾼難度な⼿術・治療を要する疾患、妊産婦などに限

定して、新規初診患者さんの予約受付を再開した。再診外来についても、これまで延期して
いた外来診療に関して、緊急度を勘案し、段階的に再開している。⼿術については、個⼈防
護具の在庫状況などをみながら、延期していた⼿術を中⼼に優先度を考慮して徐々に増加
させ、５⽉中には１⽇ 20 件程度まで可能になった。⾎管内治療などその他の⼊院治療につ
いても、⼊院前 PCR 検査を前提として徐々に機能を回復している。 

今回我々はこの新興感染症 COVID-19 の前に、診療機能の⼤幅な縮⼩を余儀なくされた。
今までと同じような体制、やり⽅で元どおりの⽇常を取り戻すことは難しいと考えている。
1 ⽇ 3,500-4,000 ⼈もの外来患者さんを安全に診療することは感染対策上困難である。これ
を機に初診も含めた遠隔オンライン診療の導⼊・普及を⼀気に加速し、診療混雑のピークを
作らない体制を構築したい。今後は、AI 技術も導⼊しながら診療業務を平準化し、いわゆ
る「密」を⽣じない体制で、先進的な医療を提供できるよう改⾰に取り組んでいく所存であ
る。 
 
 
４． コロナ秀歌 秀句 
5 ⽉ 24 ⽇朝⽇歌壇・句壇のコロナ秀歌・秀句です。また、5 ⽉の朝⽇川柳からコロナ川柳
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も掲載します。短歌、俳句の⼊⼒を宍⼾紀⼦さん(元秘書)に⼿伝ってもらっています。 
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