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　新型コロナウイルス感染症は世界の風景を大
きく変えてしまった．徐々にその正体が解明さ
れつつあるものの，突然発生した未知の感染症
は単に医療の問題だけではなく，社会経済全体
にも大きな影響を与えている．インバウンドと
感染症は切っても切れない課題であるが，これ
ほどの破壊力をもって，この 2020年に，パンデ
ミックが世界中を席巻するとは現実味を持って
予測することができなかったことは不明の至り
である．パンデミックは必ず繰り返すことを肝
に銘じたい．

　2019年 12月に中国で原因不明の肺炎が発生
した．12月 31日付けの ProMED mail（図 1）に
よると，武漢で数十人単位の原因不明の肺炎患
者が複数の病院で確認され，重症患者が出てい
ること，ネット上で重症急性呼吸器症候群
（severe acute respiratory syndrome :SARS）がうわ
さになっているが否定できていないこと，発
熱，リンパ球減少などを伴う肺炎で，患者に多
くの武漢の海鮮市場関係者が含まれること等が
記されていた．1月上旬には中国から原因は新

型のコロナウイルス（後に SARS-CoV-2と命名）
であることが報告され，2002年 11月から 2003

年 7月にかけて世界各国で流行した SARSの類
縁ウイルスであることが示された．
　中国での公表された患者数は 1月中旬までは
ほぼ横ばいであったが（図 2）1），1月 14日頃に
は症状のあった日本人が国内で最初の患者とし
て確認されるなど，感染が国境を越えて拡大し
ていく懸念が高まっていった．1月 23日には武
漢のいわゆる“封鎖”がはじまり，24日には日
本の外務省は湖北省への渡航中止勧告を出し
た．この頃には中国では毎日多数の新規患者が
報告されるようになり，死亡者数も積み上がっ
ていった．中国から少し遅れてイタリアでも患
者の急激な増加がみられ，1月 31日にはイタリ
ア政府が非常事態宣言を発するに至った．
　2月 1日には新型コロナウイルス感染症は指
定感染症となり，国内での感染対策も本格化し
た．日本国内ではその時点での患者数は20人台
にとどまっていたが，2月 3日に横浜港に入港
したクルーズ船での患者発生，流行拡大はこの
感染症の恐ろしさを日本中に知らしめることと
なった．4月 28日の時点で乗員・乗客 3,711人
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図 1　ProMED mail（12 月 31 日付け）
国際感染症学会（International Society of Infectious Diseases：ISID）が 1994 年から運営し
ている Program for Monitoring Emerging Diseases（ProMED）のメーリングリスト．2019
年 12 月 31 日（日本時間）のメール．現地時間 12 月 30 日夕方に原因不明肺炎の治療に関する緊
急告知が武漢において発せられたことについて，情報提供の要請が記されている．

図 2　中国の新型コロナウイルス感染症患者数の推移
（文献 1より作成）
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のうち，712人が感染，13人が死亡した．
　2月下旬には中国では新規患者数が減少傾向
となり，流行のピークは過ぎたかにみえる（図
2）1）．流行第 2波の懸念はくすぶっているが，
4月以降新規患者数の目に見える増加はない．
同じ頃，日本では患者数の増加が著しくなり 3

月下旬からはほぼ連日 100人以上（～600人余）
の新規患者が確認されるに至った（図 3）1）．4月
7日に政府が緊急事態宣言を首都圏，関西圏な
どに出すことを決め，16日には全国に範囲を広
げることとした．振り返れば新規患者数はこの
頃にはピークを迎えていてその後減少傾向が続
き，5月 25日に緊急事態宣言の解除が決められ
た．
　世界の状況に目を向けると1月31日にはいち
早く中国との人の往来を制限した米国は 3月 27

日には中国の患者数を上回り，以後，患者，死
者ともに世界で最も多い状態となっている．イ
タリア，フランス，スペイン，ドイツ，イギリ
スなどのヨーロッパ諸国でも 4月初めまでは患
者数の爆発的増加が続き，その後，増加傾向に
歯止めがかかってきている．しかし，世界各国

が入国制限を課した結果，それぞれの国，地域
で感染拡大のタイミングにずれが生じており，
地球規模でみるとそのペースは緩やかになりつ
つあるがいまだに感染拡大が続いている（図
4）1）．また，ひとたび感染が落ち着いた地域で
も，集団免疫が獲得されていない状況では流行
の第 2波が来る可能性が高いとみるべきであろ
う．
　この感染症はいまだに感染拡大が続いてい
て，その病態，ウイルスについてもまだまだ未
解明の部分が多い．死亡率についても全世界の
死亡者数÷患者数で単純に計算すると 5月末時
点では 6%超であるが，国や医療体制によって
その数字にはかなり開きがある．イタリアでは
15%近くに上るが，中国では 5%あまりにとど
まっている．そもそも患者数の把握から議論の
あるところであり，この数字の意味もいずれ明
らかになると思われる．

　改めて新型コロナウイルス感染症（以下，

新型コロナウイルス感染症（COVID-
19）とは

図 3　日本の感染状況の推移（WHO）
（文献 1より作成）
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COVID-19）についてわかっていることをまとめ
る．COVID-19は SARS-CoV-2が原因のウイル
ス感染症で，発熱，呼吸器症状が主な症状であ
る．患者のうち 15%程度が重症化するとみられ
る一方で，報告によってばらつきがあるものの
3～5割のウイルス検査陽性者数では症状がみ
られないとされている．このことは感染対策上
はやっかいで，感染している自覚のない人が感
染源となりウイルスを広めていくリスクを高め
ている．
　SARS-CoV-2という名前は 2002年に発生した
SARSの原因ウイルス SARS-CoV-1に類似した
コロナウイルスということであり，2012年に発
生した中東呼吸器症候群（Middle East respiratory 

syndrome :MERS）の原因ウイルスMERS-CoVも
同じコロナウイルスである．しかし，SARS，
MERSに比べて COVID-19は非常に早く世界中
に流行が拡大し，1月 30日，WHOが国際的に
懸念される公衆衛生上の緊急事態（Public Health 

Emergency of International Concern :PHEIC）を宣
言した．
　診断については感染症法の届出基準に従い，

PCR法などによりウイルスを直接検出するか，
迅速診断キットにより病原体の抗原を検出する
こととなっている．現在さまざまな種類の抗体
検査キットや検査室ベースの抗体検査が出てい
るが，国内で診断用に承認されたものはない（6

月 8日現在）．また，偽陽性，偽陰性の懸念もい
われていること，仮に抗体価が陽性であっても
免疫があると言えるのか（＝再感染を予防する
のか）は不明であることなど，直ちに抗体検査
を医療現場で活用するのは難しい．
　臨床的には当初は渡航歴，接触歴と発熱など
の症状から疑い例として対応していたが，国内
にある程度患者が拡がった状況では渡航歴は必
須の条件とは言えなくなっている．その他の検
査では白血球増多や CRP（必ずしも高度ではな
い）上昇など非特異的な炎症所見がみられる．
また，一部では肺炎を起こすがいわゆる非定型
肺炎様の所見がしばしばみられる．
　治療薬については，さまざまな既存薬剤の臨
床試験が進められている．これらの薬剤のう
ち，投与により治癒までの期間短縮などの効果
がみられるとして，国内では 5月 27日時点では

図 4　世界の感染状況の推移（WHO）
（文献 1より作成）

0

10

20

30

40

50

60

0

100

200

300

400

500

600

2020/1/112020/2/112020/3/112020/4/112020/5/11

総患者数
総死亡者数

新規患者数

総
患
者
数（
万
人
）

総
死
亡
者
数
・
新
規
患
者
数（
万
人
）



診断と治療　vol.108-no.7　2020（105） 925

レムデシビルが新型コロナウイルス感染症の治
療薬として承認されている．この他，ファビピ
ラビル，ナファモスタット，ヒドロキシクロロ
キン，シクレソニド，イベルメクチン，トシリ
ズマブなど多様な薬効の薬剤が治療薬の候補と
して検討されている．今のところ特異的抗ウイ
ルス薬など，有効性が期待できる新規薬剤につ
いての情報はない．このような現状では
COVID-19の治療は対症療法が基本となる．呼
吸不全に対しては人工呼吸器や体外式膜型人工
肺（extracorporeal membrane oxygenation :ECMO）
が用いられ，最終的にはこれらから離脱し回復
するケースが多数報告されている．また，
COVID-19では血栓症の合併がみられ，重症化
や予後との関連が注目されていて，抗凝固療法
も行われる．
　感染対策については感染経路の中心はヒト－
ヒト感染で，飛沫感染，接触感染であるとされ
ている．特に日本国内では“3密”（密閉，密集，
密接）を避けるという標語で広く感染対策を呼
びかけている．密閉に関しては，これまでの疫
学調査や実験的研究から SARS-CoV-2が一定の
状況下ではエアロゾル感染を起こすと考えら
れ，エアロゾルが飛沫に比べてはるかに長い時
間空中にとどまることから，換気が呼びかけら
れるようになっている．こうした対策の有効性
については，今後の科学的検証が待たれる．ヒ
ト－ヒト感染に比べると現在は動物－ヒト感染
やモノ－ヒト感染は相対的には起こりにくいと
いう意見もあるが，米国Centers for Disease Con-

trol and Prevention（CDC）のステートメントもし
ばしば表現が変更され，結論にはたどり着けて
いないようだ．感染拡大防止のためには感染様
式に関する理解が必須である．
　ワクチンも開発が急がれている．現在 100種
類以上のワクチンが開発途上にあり，そのうち
10種類以上でヒトでの臨床試験が始まってい
る．ウイルスが地球上から消滅しない限り，集
団免疫が達成されるまで流行は続くと考えられ

ている．ワクチンがなければ相当数の患者が出
て（例えば人口の 60%など），感染の連鎖が起き
なくなるのを待たなければならない．もっとも
これは，再感染しないかあったとしても一定期
間以上は免疫が成立するという前提の話である
が，実はこれも明らかではない．サルの実験で
は再感染が起こらないという報告もあるが，ど
れぐらいの期間免疫が維持されるのかや，ヒト
ではどうなのか等は今後の報告が待たれる．こ
うした懸念はあるものの，もし効果的なワクチ
ンが作られれば，そのワクチンは速やかに集団
免疫を達成する有効な手段と期待されている．
これまでにも人類は天然痘やポリオなどのウイ
ルス感染症に対してワクチンで有効に対処して
きた．

　前述のように，COVID-19の発生に伴い各国
は自らの防疫のため，また世界への感染拡大防
止の協調のために人の移動の制限を行った．中
国では 1月 23日には武漢の封鎖，27日には海
外への団体旅行の禁止，と中国で最も重要な祝
祭日を前に，厳しい移動制限をかけた．日本国
内では1月24日には湖北省を渡航中止勧告の対
象とした．さらに，旅行会社各社が 2月 1日以
降の中国のツアーを取りやめるなどの動きが出
た．また，2月 1日からは湖北省に滞在歴のあ
る外国人の入国制限を開始し，その範囲を徐々
に拡大していった．5月 27日現在入国拒否の対
象地域は 111にのぼっている2）．
　図 5は去年と今年の 1～3月の入国者数（合計
と日本人）のグラフである．1月までは昨年と今
年で大きな違いはなかったが，2月に入ると入
国者が激減した．その傾向は 3月にはより顕著
になり，入国制限の影響がはっきりしてくる．
本稿執筆時点では速報値しか公表されていない
が，今年 4月の訪日外国人観光客は前年比
99.9%減の 2,900人であった．昨年 4月は中国
一国からだけでも 70万人以上の来日があった

インバウンドとパンデミック
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が，今年は200人にとどまった．また，ヨーロッ
パ各国からの訪日観光客は合計でも 100人前後
とみられている．
　1月以降の中国からの訪日客の著しい減少
は，日本国内への COVID-19の中国からの流入
を効果的に抑制したと考えられる．春節を前に
中国全土からの入国制限を行わなかったことに
ついてはさまざまな意見があるようだが，米国
は 1月末には中国全土からの入国禁止を実施し
ていたことを考えると入国制限は重要な対策の
1つであり，特に感染が国内で拡大する前の水
際対策としては有効であると考えられるが，対
策を総合的に実施しなければ国内での流行を抑
えることはできないと考えられる．
　一方，日本人の入国者（帰国者）数は少し異な
る動きをみせている．全体の入国者数は 2月に
は減少しはじめたにもかかわらず，日本人の入
国者数は横ばいである．また，3月の入国者数
は前年に比べれば著しく減ったものの，入国者
の多くが日本人であったことが伺える．このこ
とが国内での感染拡大には大きく影響したとみ
られる．もちろん，COVID-19流行以前に海外
にいた日本人が，緊急事態に帰国することを責
めるものではない．ちょうど春休みの時期で，
特に若年層の海外旅行も多い時期であったこと
も影響したと考えられる．実際，ヨーロッパへ
の卒業旅行から帰国した大学生からのクラス

ターの報告もあった．2月，3月にはすでに中国
との往来は厳しい規制がかかっており，相対的
にはヨーロッパ，米国からの日本への帰国者が
多くなったとみられる．
　こうした一連の日本へのインバウンドの状況
は，国立感染症研究所による新型コロナウイル
スの分子疫学調査の結果3）とも符合する．遺伝
子レベルでは，中国で流行した SARS-CoV-2と
ヨーロッパを中心に流行している SARS-CoV-2

には違いがある（区別できる）ことがわかってい
る．4月までに日本で発生した COVID-19患者
のウイルスの検討から，3月末までには初期に
日本に流入した中国型の SARS-CoV-2の流行は
国内では“終息”したとみられている．一方で，
3月に入って入れ替わるようにヨーロッパ型の
SARS-CoV-2による流行が起こり，現在も継続
していると考えられている．緊急事態宣言が 4

月 7日に発表されたが，その周辺をピークとし
た COVID-19の流行は 3月になって日本に流入
したヨーロッパ型の SARS-CoV-2によるものと
考えてよいだろう．5月 25日には全国で緊急事
態宣言の解除が発表されたが，引き続き新規患
者の発生が続いている．今後の感染動向には引
き続き注意が必要である．
　われわれはこうした経験，知見からインバウ
ンドと感染症の関係を改めて見つめ直さなけれ
ばならない．漠然とした不安ではなく，実際に

図 5　月別入国者数
（法務省出入国管理統計統計表より）
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大量の入国者を受け入れることは国内での感染
症流行の契機になり得るということだ．近年の
日本国内での麻疹のアウトブレイクも海外から
の輸入例が発端となっていた．そして，ひとた
び国内に入り込むと，予防接種を受けていない
脆弱な集団での感染が繰り返される．ある程度
予防接種が実施されている麻疹でさえもこのよ
うな事態に陥るのであるから，新興感染症であ
る COVID-19の流行拡大は火を見るより明らか
なことであった．
　われわれに何ができるか．今回のような新規
の感染症は防ぎようがない部分もあるが，既知
のワクチンで予防できる疾患（vaccine prevent-

able diseases :VPDs）についての対策，感染症の
サーベーランスシステム，医療体制の充実な
ど，今後再び戻ってくるであろう，戻ってくる

と願っているインバウンドの増加に向けてしっ
かりと備えることが重要である．
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