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５月６日 

☆３月 23 日から４月４日までに ICU に入院した COVID-19 確定例患者の中で、５人の患

者に著しい循環動態の不安定が認められ、そのうち４人に急性右室不全に基づく心停止が

認められた。１例は喘息の既往のある BMI34 の 42 歳男性で、低酸素血症を伴う呼吸不全

で人工呼吸のために ICU に入院した。臨床検査で注目すべきなのは、B タイプのナトリウ

ム利尿ペプチド，トロポニン，D ダイマーが正常レベルだったことだった。血液凝固亢進

の既往・家族歴もなく、静脈血栓予防にエノキサパリンの投与を受けていた。以前の外来

での心エコーでは、両心室の大きさと機能は正常であった。ICU 入院後８日目に、この患

者は急に低血圧となり急速に無脈性電気活動を伴う心停止へと至った。心肺蘇生、エピネ

フリンと血栓溶解剤の静注を受け、自発的な循環は回復した。心エコーでは、急性の右室

拡張と収縮期の機能障害が認められ、続く CT で左肺動脈を閉塞する血栓塞栓が認められた。

５人の患者は、急性の心性肺を起こしたため、著しい循環動態の不安定性が認められた。

４人の患者で、無脈性電気活動を伴う心停止が起こり、５月１日までに３人が死亡した。

１例では、心停止のない急性肺性心が起こったが、この患者の状態は、血栓溶解療法によ

って改善した。著しい循環動態の不安定性が認められた時点で、1 人の患者は、非クエン酸

系の抗凝固療法プロトコルにより、ヘパリンの静注による治療的な抗凝固療法を受けてお

り、残りの患者は、予防的な抗凝固療法を受けていた1。 

［急性肺血栓塞栓症は、このような患者の右室不全の最も考え得る原因であるが、これら

の患者では、全症例で肺の血栓塞栓を明確に認めたわけではなかった。閉塞性ショックを

起こす肺性心は、COVID-19 の危機的患者の鑑別診断に加えるべきである。］ 

 

◎４月半ばの 10 日間の間に、全例の無い８人の過剰炎症性ショックの小児患者のクラスタ

ーに気付いた。非典型的な川崎病（川崎病ショック症候群）または毒素性ショック症候群

（典型的には、週に 1，２人の患者）に似ていた。全患児は、それまで元気で健康だった。

６人がアフロ・カリブ系で、５人が男性だった。１人以外は、75 センタイル以上の体重だ

った。４人の患児は COVID-19 の家族内感染に暴露されていることが分かっていた。患児

の臨床症状は似ていて、緩むことの無い発熱（38-40℃），様々な発疹，結膜炎，末梢の浮

腫，全体的な四肢の痛み、強い消化器症状だった。全患児が血管麻痺性のウォーム・ショ

ックを起こし、輸液による蘇生に反応し難く、循環動態を支えるためにノルアドレナリン

やミルリノンの投与を要した。多くの患児は目立った呼吸器症状は無かったが、７人の患

児は循環動態の安定のために人工呼吸を要した。他の注目すべき所見としては、少量の胸

水，心嚢液貯留，腹水などで、びまん性の炎症が示唆された。臨床検査では、CRP，プロ

カルシトニン，フェリチン，中性脂肪、D ダイマー等の上昇等の感染・炎症の所見が認め

られたが、１児でアデノウイルスとエンテロウイルスが同定されただけだった。心電図は

                             
1 C. Creel-Bulos, et. al. Acute cor pulmonale in critically ill patients with Covid-19. N 

Engl J Med, May 6, 2020. 
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非特異的だったが、心エコーではエコー・ブライトな冠血管を認め、１児では大きな冠動

脈瘤となった。１児は難治性ショックとなり、ECMO を装着したが、大きな脳血管の梗塞

のために死亡した。全患児は最初の 24時間に免疫グロブリンの静注と抗生物質が投与され、

続いて６人の患児でアスピリンが投与された。退院後、死亡児を含む２児から SARS-CoV-2

が陽性に出た2。 

［より多くの患児が COVID-19 であった可能性が示唆されている。］ 

 

☆COVID-19 患者の４人に、急性四肢虚血が認められた。そのうち、２人は併存疾患があ

った（鎖骨下動脈のステントと心房細動）が、他の２人は若くて活動的で、特に併存疾患

は無かった。両患者とも、入院時に D ダイマーが 9000 ng/mL 以上で、予防的な低分子ヘ

パリンの投与を受けていた。一方は、人工呼吸を受けている 53 歳の男性で、急性大動脈血

栓症のために両下肢の虚血を起こしていた。大腿部より緊急の血栓摘出術が行われ、足首

のパルスは回復した。動脈の精査では、肉眼的な動脈硬化は認められなかったが、血栓摘

出術の２時間後に血栓が再発し、術後２日目に死亡した。もう 1 人は 37 歳の男性で、鼻カ

ヌラの酸素投与を受けていたが、左上肢の急性虚血を起こした。超音波検査で上腕動脈の

分岐部に血栓を認め、２日間の未分画ヘパリンの投与後、急性阻血は解消した3。 

［若くて健康そうに見える患者でも、COVID-19 では血管系の合併症を起こす。］ 

 

○SARS-CoV-2 とインフルエンザの合併感染した４例（53 歳〜81 歳）では、臨床経過は、

COVID-19 の一般的な経過と特に変わった点は認められていない4。 

 

☆☆12 例の COVID-19 確定例（年齢の中央値 73 歳[52-87]，男性９例，院内死 10 例）に

おける剖検・死後 CT・組織病理・ウイルス解析の前向き研究では、冠血管性心臓疾患（50％），

喘息または慢性閉塞性肺疾患（25％）が最も多い併存症だった。剖検で、58％（5/12）に

深部静脈血栓を認めたが、これらの患者では死亡前に静脈血栓塞栓症を疑われていなかっ

た。肺塞栓が４人の患者死亡の直接原因だった。死後 CT では、両側の濃い浸潤影を伴う網

様陰性が認められ、組織病理では、８人の患者に組織形態学的なびまん性の肺胞傷害が認

められた。全患者で、肺に SARS-CoV-2 RNA が高濃度で認められた。ウイルス血症は 10

人の患者のうち６人に認められ、12 人の患者のうち５人に肝臓，腎臓，心臓の高いウイル

ス RNA 力価を認めた5。 

                             
2 S. Riphagen, et. al. Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic. 

Lancet, May 6 (online) 2020. 
3 P. Perini, et. al. Acute limb ischemia in two young, non-atherosclerotic patients with 

COVID-19. Lancet, May 5, 2020. 
4 E. Cuadrrado-Payán, SARS-CoV-2 and influenza virus co-infection. Lancet, May 5 

(online), 2020.  
5 D. Wichmann, et. al. Autopsy findings and venous thromboembolism in patients with 

COVID-19: A prospective cohort study. Ann Internal Med, May6 (online), 2020. 
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５月７日 

☆☆ニューヨークの大規模医療機関における連続的な COVID-19 患者に対するヒドロキシ

クロロキンの投与と、挿管・死亡との関係を調べた観察研究では、対象となった 1376 人の

患者のうち、811 人（58.9％）に、22.5 日［中央値］の経過観察期間の間に、ヒドロキシ

クロロキン（600 ㎎×2 day1，400 ㎎/日×5 日［中央値］）が、投与された。45.8％の患者は

来院 24 時間以内に、85.9%が 48 時間以内に投与を受けた。ヒドロキシクロロキン投与群

では、非投与群より重症度が高かった（PaO2/FiO2 の中央値 223 対 360）。全体で 346 人

（25.1%）の患者に主要評価項目であるイベント（挿管または死亡）が認められ（180 人が

挿管、そのうち 66 人が死亡；166 人が挿管せず死亡）、ヒドロキシクロロキンの投与と挿

管・死亡との間には有意な相関は認められなかった（ハザード比 1.04［95%CI：0.82-1.32］）。

多因子解析でも結果は同様だった6。 

 

◎ロンドンの無症状の医療従事者を対象としたスクリーニング検査で、400 人の参加者から

経時的に５回鼻腔検体を採取して SARS-CoV-2 の PCR 検査を行ったところ、陽性率は、３

月 23 日からの連続する５週間で、１週目 7.1%（28/396［95%CI：4.9-10.0］），２週目 4.9%

（14/284［95%CI：3.0-8.1］），３週目 1.5%（４/263［95%CI：0.6-3.8］），４週目 1.5%（4/267

［95%CI：0.6-3.8］），５週目 1.1％（3/269［95%CI：0.4-3.2］）だった。７人が２回連続

陽性、１人が３回連続陽性だった。44 人の陽性医療従事者のうち、12 人（27％）は、陽性

となった検体採取の前後の週は無症状だった。医療従事者における４週間に６分の１に減

少する感染率の低下は、ロンドンの一般市民の感染率と重なっており、無症状の医療従事

者へのCOVID-19への感染は、院内感染より、市中感染状況を反映していると考えられた7。 

 

★マレーセンザンコウ（Malayan pangolin）から分離された或るコロナウイルス

（Pangolin-CoV）では、SARS-CoV-2 の E, M, N, S 遺伝子と、それぞれ 100%，98.6%，

97.8%，90.7%のアミノ酸の同一性を認めた。特に、Pangolin-CoV の S タンパクの受容体

結合領域は事実上 SARS-CoV-2 同一で、一つの重要でないアミノ酸が異なるだけだった。

ゲノムの比較分析では SARS-CoV-2 は、Pangolin-CoV 様のウイルスと、コウモリの

RaTG13 様のウイルスの組み換えから由来したと考えられた。Pangolin-CoV は、分析した

25 のマレーセンザンコウのうち、17 匹から検出された。感染したセンザンコウでは症状と

組織学的な変化を認め、Pangolin-CoV に対する抗体は、SARS-CoV-2 の S タンパクに対し

ても反応した8。 

                             
6 J. Geleris, et. al. Observational study of hydroxychloroquine in hospitalized patients 

with Covid-19. N Engl J Med, May 7 (online), 2020. 
7 T. A. Treibel, et. al. COVID-19: PCR screening of asymptomatic health-care workers at 

London hospital. Lancet, May 7 (online), 2020. 
8 K. Xiao, et. al. Isolation of SARS-CoV-2-related coronavirus from Malayan pangolins. 
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［SARS-CoV-2 と極めて類似したコロナウイルスの分離は、頻繁に商いされるセンザンコ

ウが SARS-CoV-2 の中間宿主として働く可能性を示唆しており、野生動物の交易が効果的

に抑制されない限り、公衆衛生に対する将来の脅威を意味する。］ 

 

◯ヒト ACE2 レセプターを発現させたトランスジェニック・マウスに SARS-CoV-2 を感染

させた研究では、体重減少と肺でのウイルスの増殖が認められた。典型的な組織病理は著

明なマクロファージとリンパ球の肺胞間質への浸潤を伴う間質性肺炎と、肺胞腔内への単

球の蓄積だった。ウイルス抗原は、気管支上皮細胞，マクロファージ，肺胞上皮に認めら

れた。これらの現象は、SARS-CoV-2 が感染した野生のマウスでは認められなかった9。 

 

☆中国の商丘市の病院で１月 26 日から２月 26 日までに PCR 検査で SARS-CoV-2 陽性と

なった15歳以上の男性患者全員を対象とした精子中のSARS-CoV-2の検出に関する研究で

は、評価対象となった 38 人のうち６人（15.8%）の精子が PCR 検査で SARS-CoV-2 陽性

で、感染の急性期にあった患者の 26.7%（6/15）、回復後の患者の 8.7%（2/23）であった。

精子の検査が陽性であった患者と陰性であった患者の間で、年齢，泌尿器疾患の既往，発

症後の期間，入院後の期間，回復後の期間等に有意な違いは無かった10。 

 

☆☆抗体検査を活用して回復者を同定し、地域拠点として配備し、感染者と感受性のある

人の人的接触を回復者を通じて代替し、安全な人的接触を維持していくという、「シールド

免疫」を人口規模で展開する疫学的介入モデルの研究では、「シールド免疫」は、現行の流

行の全体的な負担を低減させ、その長さを実質的に減らし、social distancing と相乗的に機

能することが出来ると推計された。「シールド免疫」は、感染の可能性を下げながら、必須

の物流やサービスを機能させるために必要な人的接触を維持することを目的とする。抗体

検査は、良く知られた感染率を見積もる役割とともに、介入戦略にも、将来的な血漿に基

づく治療の開発にも、重要である11。 

 

◯COVID-19 のため、中等～高度の ARDS と炎症亢進状態（CRP≧100 mg/L，フェリチン

≧900 mg の一方または両方）にあり、ICU 外で非侵襲的換気療法を受けており、標準療法

としてヒドロキシクロロキン 200 mg×２/日の経口投与と（ロピナビル 400 mg＋リトナビ

ル 100 mg）×２/日の経口投与を受けていた 18 歳以上の患者を対象に、アンナキラの効果

                                                                                  

Nature, May 7 (online), 2020. 
9 L. Bao, The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice. Nature, May 7 

(online), 2020. 
10 D. Li, et. al. Clinical characteristics and results of semen tests among men with 

coronavirus disease 2019. JAMA Network Open, May 7, 2020. 
11 J. S. Weitz, et. al. Modeling shield immunity to reduce COVID-19 epidemic spread. 

Nature Med, May 7 (online), 2020.  
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を調べた後ろ向きコホート研究では、３月 17 日～３月 27 日までの間に非侵襲的換気療法

と標準療法に加えて高容量（5 mg×２/日の静注）のアナキンラ投与を受けた 29 人と、３

月 10 日～３月 17 日までの間に非侵襲的換気療法と標準療法のみを受けた 16 人（標準療法

群）を比較した。他に７人が非侵襲的換気療法と標準療法に加えて低用量（100 mg×２/

日の皮下注）のアナキンナ投与を受けたが、CRP と臨床状態への僅かな効果のため、７日

間で中止された。21 日目に、高容量アナキンナ群では 72％（21/29）が CRP と呼吸状態の

改善に至り、17％（5）が人工呼吸管理となり、10％（3）が死亡した。標準療法群では、

50％（8/16）で呼吸状態が改善し、6％（1）が人工呼吸管理となり、44％（7）が死亡した。

21 日目の生存率は、高容量アナキンナ群では 72％で、標準療法群の 56％より有意に良好

だった（p=0.009）。人工呼吸管理に無い生存率は、高容量アナキンナ群では 72％で、標準

療法群の 50％より良好な傾向だった（p=0.15）。菌血症は、高容量アナキンナ群は 14％（4/29）

で、標準療法群は 13％（2/16）だった。アナキンナを中止しても炎症の再興は認められな

かった12。 

 

 

５月８日 

○2019 年７月１日〜2020 年４月 27 日に、米国の 856 の病院において、脳の虚血性疾患の

鑑別診断や治療法選択に用いる或る脳画像データベースを使用した 23,157 人の患者データ

を解析した研究では、2020 年３月 26 日〜４月８日の COVID-19 前期流行期 14 日間にお

けるデータベースの使用頻度は、2020 年２月１日〜２月 29 日の流行前の 29 日と比較し、

39％減少した（1.18 対 0.72 患者/日/病院）。この減少は全ての年齢，性，脳虚血の重症度

にわたって生じていて、COVID-19 のリスクの低いと考えられる非高齢層の脳虚血の評価

数も減っていた。また、ほとんどの州で、病院規模にかかわらず生じていて、COVID-19

の地域的罹患数が主たる原因とは考えられなかった13。 

 

☆☆☆香港の６つの病院における COVID-19 患者 127 人を対象としたロピナビル／リトナ

ビル・リバビリン・インターフェロン beta-1b の併用効果を検討した多施設無作為非盲検第

２相比較試験では、併用群 86 例［（リトナビル 400 mg＋ロピナビル 100 mg）/12 時間の

経口＋リバビリン 400 mg/12 時間の経口＋インターフェロン beta-1b 800 万 IU を 3 容量

で隔日皮下注］は、治療開始から鼻腔咽頭検体が PCR 検査で陰性となるまでの期間の中央

値が、対照群 41 例［（リトナビル 400 mg＋ロピナビル 100 mg）/12 時間の経口］よりも

有意に短かった（7 日［IQR 5-11］対 12 日［8-15］；ハザード比 4.37［95% CI：1.86-10.24］，

                             
12 G. Cavalli, et. al. Interleukin-1 blockade with high-dose anakinra in patients with 

COVID-19, acute respiratory distress syndrome, and hyperinflammation: a 

retrospective cohort study. Lancet Rheumatol May 7 (online), 2020. 
13 A. P. Kansagra, et. al. Collateral effect of COVID-19 on stroke evaluation in the 

United States. N Engl J Med, May 8 (online), 2020. 



6 

 

p＜0.0010）。有害事象は自己完結的な嘔気と下痢で、両群に差は無かった。対照群の１人

が、生化学的な肝炎の所見のために治療を中止した。死亡した患者は居なかった14。 

［127 人の患者の発症後治療開始までの期間の中央値は５日[IQR 3-7]］。併用群におけるイ

ンターフェロン beta-1b の容量は、発症から治療開始までの日数によって減量あり。事後的

なサブグループ解析では、発症後７日以内に治療を開始した場合は、便を除き、呼吸器系

の３ヶ所の検体で、併用群は、対照群に対し、有意に PCR 検査において陰性となる期間の

中央値が有意に良好だったが、発症後７日またはその後に治療を介した場合は、併用群と

対照群に有意な差は無かった。］ 

 

★イスラエルの研究者らは、Viral-Track という、ウイルス RNA を探すためにマッピング

されていない単一細胞 RNA シークエンス・データを全体的に検索するコンピューター・シ

ステムを導入して、感染した細胞と近隣細胞を転写産物で区分けし、ウイルスに誘導され

た発現を明らかにすることが可能になった。Viral-Track の感受性と特異性監視されていな

い態様でのＢ型肝炎ウイルスを含む、様々な感染モデルからウイルスを系統的に検出する

ことで示した。Viral-Track を軽傷と重症の COVID-19 患者の気管支肺胞洗浄液の検体に適

用したところ、重症患者で、軽症患者に比べ、ウイルスが免疫系に与える劇的な影響が明

らかになった。予期されない SARS-CoV-2 とヒト・メタニューモ・ウイルスとの混合感染

が認められ、主として単球でのⅠ型インターフェロンのシグナリングを混乱させているこ

とが明らかになった15。 

 

☆☆３月 10 日～４月７日、スローン・ケタリングでは、症状の有る患者に SARS-CoV-2 検

査を行い、26％（530/2035）が陽性だった。研究対象とした 423 人のがん患者のうち、40％

（168）が COVID-19 のために入院し、20％（84）が重症呼吸器疾患となり、9％（39）は

人工呼吸器を必要とし、９％（39）が死亡した。多変量解析では、入院の予測因子は、年

齢≧65 歳（オッズ比 1.58［95%CI 1.00-2.50］，p=0.05），非白人（1.59［1.04-2.46］，p=.003），

ステロイド（1.85［1.06-3.22］，p=0.03），90 日以内の免疫チェックポイント阻害剤（3.06

［1.35-7.20］，p=0.007）だった。また、重症呼吸器疾患の予測因子は、年齢≧65 歳（ハザ

ード比 1.80［95%CI 1.14-2.84］，p=0.01），90 日以内の免疫チェックポイント阻害剤（3.03

［1.53-5.98］，p=0.001）だった16。 

［本論文は査読前の preprint。免疫チェックポイント阻害剤と COVID-19の関係は不明] 

                             
14 I. F.-N. Hung, et. al. Triple combination of interferon beta-1b, lopinavir-ritonavir, and 

ribavirin in the treatment of patients admitted to hospital with COVID-19: an 

open-label, randomized, phase 2 trial. Lancet, May 8 (online), 2020. 
15 P. Bost, et. al. Host-viral infection maps reveal signature of severe COVID-19 

patients. Cell, in press. http://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.006 
16 E. V. Robilotti, et. al. Determinants of severity in cancer patients with COVID-19 

illness. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.04.20086322 

http://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.006
https://doi.org/10.1101/2020.05.04.20086322
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◯米国の研究者らは、等温性増幅と CRISPER 領域を介する検出を組み合わせた方法を改

善して、１時間以内に SARS-CoV-2 を検出できる STOPCovid と名付けた検査法を開発し

た。RT-PCR による SARS-CoV-2 検査と同等の感度を持ち、１反応当たりに投入される唾

液または鼻腔咽頭検体中のウイルスゲノムが 100 copies までの検出限界がある。ラテラル

フローの読み出しを用いれば、検査結果を 70 分で返還することができ、蛍光色素の読み出

しを用いれば、検査結果を 40 分以内に返還することができる。COVID-19 の患者の鼻腔咽

頭検体を用いて STOPCovid を検証したところ、12 人の陽性患者と５人の陰性患者の各検

体を正しく診断出来た17。 

［本論文は査読前の preprint。］ 

 

 

 

５月 11 日 

☆３月 15日から 28日までの間にニューヨークの都市部の 25の病院に入院したCOVID-19

確定例の患者から無作為に抽出した 1438 症例（59.7%［858］が男性，年齢の中央値 63 歳）

を対象とした多施設後向きコホート研究では、ヒドロキシクロロキンとアジスロマイシン

の一方または両方の投与を受けていた患者は、両者とも非投与だった患者よりも、呼吸数

＞22/min，胸部画像異常，SaO2＜90％，AST＞40 U/L である傾向がった。全患者の在院

死亡率は 20.3%（95%CI：18.2-22.4）だった。死亡の確率は、ヒドロキシクロロキン＋ア

ジスロマイシン併用群 25.7%（189/735［95％CI：22.3-28.9］、ヒドロキシクロロキン単独

群 19.9%（54/271［95％CI：15.2-24.7］）、アジスロマイシン単独群 10.0%（21/211［95％

CI：5.9-14.0］）、非投与群 12.7%（28/221［95%CI：8.3-17.1］）だった）。非投与群と比較

して、併用群（ハザード比 1.35［95%CI：0.76-2.40］）、ヒドロキシクロロキン単独群（ハ

ザード比 1.08［95%CI：0.63-1.85］）、アジスロマイシン単独群で（ハザード比 0.56［95%CI：

0.26-1.21］）、死亡率に有意な差は無かった。非投与群と比較して、併用群で有意に心停止

が多かったが(補正オッズ比 2.13［95%CI：1.12-4.05］)、ヒドロキシクロロキン単独群（補

正オッズ比 1.91［95%CI：0.96-3.81］）、アジスロマイシン単独群（補正オッズ比 0.64

［95%CI：0.27-1.56］）では認められなかった。補正回帰モデルでは、心電図異常の相対的

傾向に差は無かった18。 

 

◯コウモリの RmYN02 ウイルスは、全ゲノムで 93.3%，1ab 遺伝子で 97.2%の核酸が

SARS-CoV-2と一致しており、報告されている中で最もSARS-CoV-2近いウイルスである。

                             
17 J. Joung, et. al. Point-of –care for COVID-19 using SHERLOCK diagnostics. medRxiv 

preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.05.04.20091231 
18 E. Rosenberg, et. al. Association of treatment with hydroxychloroquine or 

azithromycin with in-hospital mortality in patients with COVID-19 in New York State. 

JAMA, May 11 (online), 2020. 

https://doi.org/10.1101/2020.05.04.20091231
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しかし、RmYN02 は、SARS-CoV-2 と、受容体結合領域のシークエンスは 61.3%しか一致

しておらず、ACE2 には結合しないと考えられた。重要なのは、RmYN02 は、SARS-CoV-2

と同様に、Spike タンパクの S1・S2 サブユニットの結合部に、複数のアミノ酸が挿入され

ているという特徴があり、そのような挿入が、動物のウイルスの中で自然に起こるという

ことを実証している19。 

［SARS-CoV-2 の S タンパクの S1 と S2 サブユニットの境界領域には、多塩基性（フーリ

ン）の開裂があり、それが SARS-CoV-2 の特徴で、全ての SARS-CoV-2 に共通している。

RmYN02 は、S1・S2 の境界領域に３つのアミノ酸残基の挿入がある。両者の挿入は同一

でなく独立して生じていると考えられるが、自然界で認められるということは、自然に発

生し、組み換えが起こったものと考えられる。RmYN02 は、2019 年５月～10 月に中国の

ユナン州から集められた 227 のコウモリの検体のメタゲノム解析から同定された。］ 

 

◎フランスと米国における COVID-19 流行による移植用臓器の調達と臓器移植への影響に

関する研究では、COVID-19 感染者の増加と実質臓器の臓器移植数の減少との間に強い一

時的相関を認めた。COVID-19 流行開始からの死体臓器移植全体の減少は、フランスでは

90.6%、米国では 51.1％だった。両国で、移植数減少が最も大きいのは腎移植であるが、心

臓，肺，肝臓など、生存率を意味のある程度に上昇させる臓器についても、相当の影響が

認められた。COVID-19 の増加と移植用臓器の調達の減少の相関は、COVID-19 の少ない

地域でも認められていて、COVID-19 の地域的な感染率を超えた世界的・国全体の効果で

あることが示唆された20。 

 

☆2,618,862 人の参加者がスマートフォンを用いたアプリに COVID-19 の可能性のある症

状を報告した。SARS-CoV-2 検査を行った 18,401 人の中で、嗅覚・味覚消失の症状を報告

していた参加者の陽性者の中での割合（65.03%［4,668/7,178］）は、陰性者の中での割合

（21.7%［2,436/11,223］）よりも高かった（オッズ比 6.74［95%CI：6.31-7.21］）。感染可

能性を予測するため症状を組み合わせるモデルを、症状を報告したアプリ利用者全員

（805,753 人）からのデータに適用すると、140,312 人（17.42%）が COVID-19 感染者で

はないかと予測された21。 

 

◯米国の研究者らは、SARS-CoV-2 の抗体陽転者をスクリーニングし検出する酵素結合免

                             
19 H. Zhou, et. al. A novel bat coronavirus closely related to SARS-CoV-2 contains 

natural insertions at the S1/S2 cleavage site of the spike protein. Current Biol, in press. 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.05.023 
20 A. Loupy, et. al. Organ procurement and transplantation during the COVID-19 

pandemic. Lancet, May 11 (online), 2020. 
21 Real-time tracking of self-reported symptoms to predict potential COVID-19. Nature 

Med, May 11, 2020. 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.05.023
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疫吸着法（ELISA）を開発した。この方法では、感染性ウイルスを取り扱う必要がなく、

血清・血漿の異なるタイプの抗体を検出するよう調整可能で、スケーリングにも対応でき

る22。 

 

 

◯単一細胞 RNA シークエンスによる、健常人と様々な重症度の COVID-19 患者の気管支

肺胞洗浄液中（BALFs）の免疫細胞の研究では、重症患者の BALFs では、中等症患者に比

べて、マクロファージと好中球の割合が多く、骨髄性樹状細胞，血漿樹状細胞，T 細胞の割

合が低かった。重症患者の BALBs には、前炎症性の単球由来マクロファージが豊富に存在

していた。一方、重症患者の BALBs では CD8+T 細胞は余り増加しておらず、より分化し

ていて、より表現型が不均一だったが、中等症患者では、より大きな割合の組織存在性の

高度にクローン性に増加した CD8+T 細胞を認めた。BALBs 中のサイトカインとケモカイ

ンの検討では、重症患者の肺のマクロファージは、CCR1 と CXCR2 を通じて炎症性の単球

と好中球を集めることで、炎症を促進しているが、中等症患者では、CXCR3 と CXCR6 を

介して T 細胞を引きつけるケモカインを産生していると考えられた23。 

 

 

５月 12 日 

★★米国感染症アレルギー研究所では、8-16 日持続する SARS-CoV-2 呼吸器感染症のマカ

ク猿モデルを開発した。ヒトでの感染症の重要な特徴である肺浸潤が肺画像で認められた。

高いウイルス量が全動物の鼻腔・喉の検体から、また、気管支肺胞洗浄液からも認められ

た。一頭では、直腸検体からの遷延したウイルス排出を認めた。マカク猿は、大部分のヒ

トで起こる中等症疾患を再現した24。 

 

◎12 人の COVID-19 成人患者（男女６名ずつ，25-69 歳，発症後 11-33 日）の網膜と光干

渉断層法（OCT）での所見の検討では、12 人全員で神経節細胞と内側網状層、特に両目の

乳頭黄斑束に、過反射性部位が認められた。OCT アンギオと神経節複合体分析では正常だ

った。４人の患者では、眼底検査，カラー眼底写真，無赤（red-free）イメージで、僅かな

脱脂綿状の点と網膜アーケードの微小出血が認められた。全員の視力と瞳孔反射は正常で、

眼球内炎症の所見も無かった25。 

                             
22 F. Amanat, et. al. A serological assay to detect SARS-CoV-２seroconversions in 

humans. Nature Med, May 11 (online), 2020. 
23 M. Liao, Single-cell landscape of bronchoalveolar immune cells in patients with 

COVID-19. Nature Med, May 11, 2020. 
24 V. J. Munster, et. al. Respiratory disease in rhesus macaques inoculated with 

SARS-CoV-2. Nature, May 12 (online), 2020. 
25 P. M. Marinho, et. al. Rentinal findings in patients with COVID-19. Lancet, May 12 

(online), 2020. 



10 

 

［患者は発症後 11～33 日目で、重症例は無かった。］ 

 

☆英国の研究者は、1997 年～2017 年に公的診療データベース（CALIBER）に登録された

30 歳以上の個人の年齢，性，基礎疾患毎の１年生存率を計算して、SARS-Co-V-2 の流行に

よる超過死亡を推計するモデルを作成した。population-based cohort により、多様なシナ

リオ（複数の感染率や SARS-CoV-2 の背景死亡率に対する相対リスクを仮定）での

COVID-19 による超過死亡を推計した。3,862,012 人（1,957,935［50.7％］が女性，1,904,077

人［49.3%］が男性）がモデル作成に用いるデータ収集の対象となり、20％以上が高リスク

者（13.7％が 70 歳超、6.7%は 70 歳以下で少なくとも１つの基礎疾患）だった。高リスク

者の１年生存率は 4.46％（95%CI：4.41-4.51）と計算された。年齢と基礎疾患の組み合わ

せによる背景リスクへの影響は、基礎疾患によって大きなバラツキがあった。SARS-CoV-2

の感染を完全抑制するシナリオ（感染率 0.001%）での英国全体での超過死亡は２人（背景

死亡率に対する COVID-19 による相対リスク［RR］1.5 の場合）、４人（RR 2.0 の場合）、

７人（RR 3.0 の場合）と計算された。感染を緩和するシナリオ（感染率 10％）では、それ

ぞれ、18,347 人（RR 1.5），36,749 人（RR 2.0），73498 人（RR 3.0）と計算された。何ら

感染対策を行わないシナリオ（感染率 80％）では、それぞれ、146,996 人（RR 1.5），293,991

人（RR 2.0），587, 982 人（RR 3.0）と計算された26。 

 

◎３回目の妊娠の 35 歳の妊婦が、妊娠 22 週で COVID-19 の症状の悪化のため、妊娠中絶

を選択し、手術が行われた。RT-PCR 検査では胎盤と臍帯は SARS-CoV-2 陽性で、胎児の

心臓と肺の組織は陰性だった。手術後の患者の検体では、口腔と鼻腔の検体は陰性だった

が、唾液と尿の検体は陽性だった。患者の SARS-CoV-2 に対する IgG（抗体価 1:25,600）

と IgM 抗体（抗体価:1,600）のレベルは高かった。胎盤の組織学的検査では、びまん性の

絨毛近傍のフィブリン（perivillous fibrin）とマクロファージと T リンパ球の炎症性浸潤を

認めた。母親の血管には、脱落膜の血管障害（decidual vasoculopathy）を認めなかった。

胎児の臓器は、肉眼的にも顕微的にも特に所見は無かった。SARS-CoV-2 Spike タンパクの

免疫組織化学と SARS-CoV-2 RNA の in situ ハイリダイゼーションにより、SARS-CoV-2

の主たる局在は胎盤の合胞体性栄養膜細胞（syncytiotrophoblast）であると認められた。

電顕では、浸漬固定（immersion-fixed）された胎盤組織は胎盤の微細構造は比較的良く保

たれていた。臍帯に近接する胎盤の領域では胎盤細胞の細胞質内に、SARS-CoV-2 と同サ

イズのウイルス粒子が確認された27。 

［本論文は査読前の preprint］ 

                             
26 A. Banejee, et. al. Estimating excess 1-year mortality associated with the COVID-19 

pandemic according to underlying conditions and age: a population-based-cohort study. 

Lancet, May 12, 2020. 
27 H. Hosier, et. al. First case of placental infection with SARS-CoV-2. medRxiv preprint 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.30.20083907 

https://doi.org/10.1101/2020.04.30.20083907
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５月 13 日 

☆イスラエルで、３月１日～４月５日に、COVID-19 と同様の咳・呼吸困難・発熱の症状

のある患者の鼻腔咽頭検体を PDR 検査の SARS-CoV-2 陽性率は、1979-1981 年生まれの

BCG 接種を受けた世代と、1983-1985 年生まれの BCG 接種を受けていない世代の間で、

有意な差は無かった［11.7％（361/3,064）対 10.4％（299/2,869）；差 1.3％［95％CI：-0.3％

-2.9％、p=0.09］。また、人口 10 万人当たりの陽性率でも有意差は無かった（接種有り群で

121人，接種無し群で100人;差10万人当たり21人［95％CI：10万人当たり-10-50、p-0.15］）］

28。両者で１例ずつ重症例があり（人工呼吸 or ICU）、死亡例は無かった。 

 

☆☆３匹の猫が SARS-CoV-2 の接種を受け（day 0）、１日後（day 1）に、それぞれに対し

て、SARS-CoV-2 に未感染の猫を、１匹ずつのペアで一緒に飼い始めた研究では、day 2 ま

でに、ウイルス接種を受けた３匹の猫の鼻腔咽頭検体では、感染性ウイルスの排出が認め

られ、day 6 からは、これらの３匹では陰性になった。一方、一緒に飼われた猫では、day 3

から鼻腔咽頭検体の感染性ウイルスの排出が認めら、day 6 までに、３匹全てで認められた。

直腸検体からは、全ての猫で、感染性ウイルスの排出は認められなかった。全ての猫で、

体温の異常，体重減少，結膜炎を含む症状は何もなった。全ての猫で day 24 までに IgG 抗

体が認められた29。 

☆27 例の COVID-19 患者の剖検では、SARS-CoV-2 は、肺，咽頭，心臓，肝臓，脳，腎臓

を含む多臓器で認められた。22 人の患者の検体を用いた SARS-CoV-2 ウイルス量の定量的

解析では、19 人（77％）が２つ以上の併存疾患があり、併存疾患が多いほど、SARS-CoV-2

の腎臓へのウイルスの指向性が高かった。腎疾患の既往の無い患者でも、この傾向は認め

られた。１細胞当たりのウイルス量が最も多かったのは呼吸器で、次いで腎臓，肝臓，心

臓，で、脳，血液では低かった。SARS-CoV-2 の広い臓器指向性が認められた。公開され

ている単一細胞 RNA シークエンス・データのコンピュータ解析では、胎児期から成人まで、

腎臓の様々な細胞において、ACE2，TMPRESS2，cathepsin L などの SARS-CoV-2 の感

染を促進する遺伝子が豊富だった。６人の患者で、腎臓の検体を細断して各部位のウイル

ス量を定量すると、３人の患者の検体で、検査した腎臓の全部位でウイルスが認められ、

糸球体への指向性が認められた。in situ hybridization 法と間接的免疫蛍光色素法によるウ

イルス RNA とタンパクの検出では、肺の細胞と、腎の糸球体上皮細胞，内皮細胞、尿細管

細胞に SARS-CoV-2 タンパクが認められた30。 

                             
28 U. Hamiel, et. al. SARS-CoV-2 rates in BCG-vaccinated and unvaccinated young 

adults. JAMA, May 13 (online), 2020. 
29 P. J. Halfmann, et. al. Transmission of SARS-CoV-2 in domestic cats. N Engl J Med, 

May 13 (online), 2020 
30 V. G. Puelles, et. al. Multiorgan and renal tropism of SARS-CoV-2. N Engl J Med, 
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○多くの併存疾患のある 68 歳男性の COVID-19 患者が腎不全に陥り、腎代替療法を実施し

て救命した症例も報告されている31。 

［COVID-19 の患者では、血液凝固傾向が強く、循環が低流量となっている場合、静脈―静

脈血液濾過による腎代替療法は、フィル―ター内に血栓が生じることによって困難となる。

COID-19 患者では腎不全が多く、腎代替療法の数は、人工呼吸器の数と同様に、COVID-19

医療の限界に関する因子である。］ 

 

☆☆イタリアの医療機関で、川崎病様の症状を呈した患者を、SARS-CoV-2 の流行前の５

年間（グループ１）と流行後（グループ２）で比較した研究では、グループ１は、2015 年

１月１日～2020 年２月 17 日までに診断された 19 例（７人の男児と 12 人の女児，年齢 3.0

歳［SD：2.5］）、グループ２は、2020 年２月 18 日～４月 20 日までに診断された 10 例で

（７人の男児と３人の女児，年齢 7.5 歳［SD：3.5］）、10 人のうち８人の患児で SARS-CoV-2

に対する IgG と IgM 抗体の一方または両方が認められた。２つのグループでは、疾患の発

生率（グループ１対グループ２：0.3 対 10）、平均年齢（3.0 対 7.5 年）、心血管系の病変（2/19

対 6/10）、KDDS（Kawasaki disease shock syndrome）(0/19 対 5/10)、MAS（macrophage 

activation syndrome）（0/19 対 5/10）、ステロイド補助療法の必要（3/19 対 8/10）で有意

に異なっていた（全て p<0.01）32。 

 

◯香港大学では、或る種の馬蹄コウモリに由来する、増殖させることの出来る小腸のオル

ガノイドを作製し、コウモリの腸上皮を再現した。このオルガノイドは、とても SARS-CoV-2

に感染し易く、ウイルスの強い複製力も認められた。また、ヒトの小腸のオルガノイド中

の SARS-CoV-2 の活発な複製を明らかにし、更に、下痢症状のある COVID-19 患者の便検

体から感染性あるウイルスを分離した33。 

 

◎中国の研究者は、回復期の患者から、SARS-CoV-2 に対する４つのヒト由来モノクロー

ナル抗体を分離した。全てウイルス中和活性を持っている。B38 と H4 は、ウイルスの S

タンパクの受容体結合領域（RBD）と受容体である ACE2 の間の結合を阻害する。競合試

験では、両者の抗原決定基は、RBD の異なる部位にあり、将来の臨床応用において免疫回

避を防ぐため、ウイルスを標的とした抗体のペアとなり得ると考えられた。マウスのモデ

                                                                                  

May 13, 2020. 
31 M. Sise, et. al. Sase 17-2020: A 68-year-old man with COVID-19 and acute kidney 

injury. N Engl J Med, May 13, 2020. 
32 L. Verdoni, et. al. An outbreak of severe Kawasaki-like disease at the Italian 

epicentre of the SARS-CoV-2 epidemic: an observational cohort study. Lancet, May 13, 

2020. 
33 J. Zhou, et. al. Infection of bat and human intestinal organoids by SARS-CoV-2. 

Nature Med, May 13, 2020. 
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ルにおいて、これらの抗体は、感染した肺におけるウイルスの力価を減少させた。RBD-B38

複合体の構造解析では、抗原決定基の大部分のアミノ酸残基は、RBD-ACE２の結合部位

（interface）と重なっており、阻害効果と中和能の根拠が示された34。 

 

☆フランスの研究者は、病院と死亡のデータに適用されるモデルを用いて、都市封鎖の効

果と現在の市中の免疫状況を推計した。3.6%の感染者が入院し、0.7%が死亡したと推計さ

れた。20 歳未満の死亡率は 0.001％で、80 歳超では 10.1%の死亡率だった。全年齢に関し

て、男性は、女性より入院し易く、ICU に入り易く、死亡し易かった。都市封鎖は再生産

数を 2.90 から 0.67 に減少した（77%減少）。介入策が緩和される予定の３月 11 日までに

280 万人（Range：180 万-470 万）の人々、または 4.4%（2.8-7.2）の人口が感染すると推

計された。都市封鎖の終了後に全抑制策が解除されれば、市中の免疫獲得は、第２派を避

けるのには不十分であった35。 

 

 

 

５月 14 日 

☆マドリッドの７つの病院に入院した 1139 人の 18 歳以上の COVID-19 確定患者と、対照

として、2018 年のプライマリー・ケア・データベースから、各 COVID-19 患者と年齢，性，

地域，入院日を一致させて抽出した 11390 人（１症例について 10 人の対照者）を比較した

研究では（両群とも併存症と処方のデータを使用）、COVID-19 患者の 444 人（39.0％）が

男性、平均年齢 69.1 歳（SD：5.4）で、性と年齢を一致させてあるのに、COVID-19 症例

群は、対照群に比べ、心血管系の併存疾患と（オッズ比 1.98［95％CI：1.62-2.41］）、リス

クファクターが（1.46［1.23-1.73］）、有意に多かった。他の抗圧剤使用者に対して、RAAS

阻害剤の使用者が、COVID-19 患者として入院するリスクの補正オッズ比は 0.94（95％CI：

0.77-1.15）だった。アンギオテンシン変換酵素阻害剤についても（補正オッズ比 0.80

［95%CI：0.64-1.00］）、アンギオテンシン受容体阻害剤についても（1.10［0.88-1.37］）、

リスクの増加は認められなかった。性，年齢，背景の心血管系リスクは、RAAS 阻害剤使

用者が COVID-19 で入院するリスクの補正オッズ比に影響しなかったが、RAAS 阻害剤を

使用している糖尿病患者では、が COVID-19 で入院するリスクの補正オッズは低下した（補

正オッズ比 0.53［95％CI：0.34-0.80］）。補正オッズ比は、全ての COVID-19 の重症度で

同様だった36。 

                             
34 Y. Wu, et. al. A noncompeting pair of human neutralizing antibodies block COVID-19 

virus binding to its receptor ACE2. Science, May 13 (first release), 2020. 
35 H. Salje, et. al. Estimating the burden of SARS-CoV-2 in France. Science, May 13 

(first release), 2020. 
36 F. J de Abajo, et. al. Use of renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors and risk 

of COVID-19 requiring admission to hospital: a case-population study. Lancet, May 14 
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☆☆SARS-CoV-2 感染患者の居る家庭で飼育されている 15 匹の犬のうち、２匹が

SARS-CoV-2 に感染していた。PCR 検査，抗体検査，ウイルス・ゲノム・シークエンスで

陽性で、１匹ではウイルスも分離された。１匹は去勢された 17 歳の雄のポメラニアンで、

13 日にわたって採取された鼻腔検体のうち、５つから SARS-CoV-2 RNA が検出された。

もう１匹は 2.5 歳の雄のジャーマン・シェパードで、鼻腔と口腔の検体から、２度

SARS-CoV-2 RNA が検出された。両方の犬とも、プラーク減少中和法により、抗体が認め

られた。ウイルス・ゲノム・シークエンスでは、両方の犬は、それぞれの家庭の患者と同

じウイルスに感染していた。両方の犬とも、症状は無かった37。 

 

★香港大の研究者は、シリアン・ゴールデン・ハムスターにおける SARS-CoV-2の病原性と

感染性を明らかにした。免疫組織化学では、ウイルス接種後２～５日で鼻腔粘膜，気管支

上皮，肺の浸潤部にウイルス抗原が認められ、接種後７日目にはウイルスの速やかな消失

と肺細胞の過形成が認められた。ウイルス抗原は十二指腸上皮にも認められ、便中からも

ウイルス RNA が検出された。特に、SARS-CoV-2 は、ウイルスを接種したハムスターから、

直接接触やエアロゾルを介して、ウイルス未接種のハムスターに、効率良く感染した。土

のケージ内での感染の効率はやや落ちた。ウイルス RNA は、ウイルスを接種したハムスタ

ーの鼻腔洗浄液から継続的に 14日間検出されたが、感染可能期間は短く、ウイルス RNAで

はなくて、感染性ウイルスの検出と相関した。ウイルス接種を受けたり、自然感染したハ

ムスターは明らかに体重が減り、全てのハムスターが、中和抗体が検出されると共に回復

した38。 

［シリアン・ゴールデン・ハムスターにおける SARS-CoV-2の感染は、軽症のヒトでの感染

の特徴と似ている。］ 

 

〇イギリスの或る地域の救急隊が、2018 年１月 10 日～2020 年４月 19 日までに ST 上昇を

伴う心筋梗塞（STEMI）と脳血管障害のために出動した週毎の回数を調査したところ、都

市閉鎖に関し、平均出動回数の前年同時期と比較した変化は、STEMI で-9.1（95％CI：

-21.8-3.6，p=0.17）、脳血管障害で-21.7（-47.6-4.2，p-0.11）で、都市閉鎖による出動の中

断が起こったという根拠は僅かだった39。 

 

☆小児の透析室で、13 人の患児と 25 人の医療従事者の症状，鼻腔咽頭スワブの PCR 検査

                                                                                  

(online), 2020. 
37 T. H. C. Sit, et. al. Infection of dogs with SARS-CoV-2. Nature, May 14 (online), 2020. 
38 S. F. Sia, et. al. Pathogenesis and transmission of SARS-CoV-2 in golden hamsters. 

Nature May 14 (online), 2020. 
39 J. L. Holmes, et. al. Emergency ambulance service for heart attack and stroke during 

UK’s COVID-19 lockdown. Lancet, May 14 (online), 2020. 
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と SARS-CoV-2 に対する抗体検査を週に１回ずつ経時的に行った研究では、０日目（３月

25 日）に 1 人の患児が発熱と全身症状で PCR 検査を受け、陽性結果となり、以後、７日

目、14 日目、19 日までの検体で陽性が続いた。この患児は以後、隔離室で透析を受けた。

０日目から７日目までの間に、２人の医療従事者が上気道症状と熱があったが、PCR 検査

は陰性だった。これらのうち１人は、21日目に SARS-CoV-2に対する抗体陽性となったが、

PCR 検査は３回とも陰性だった。21 日目までに 11 人（44％）の医療従事者と３人（23％）

の患児が抗体陽性となったが、７日目～21 日目に発症した研究対象者はいなかった。PCR

陽性結果が出ていた患児の診療に直接従事した医療従事者は、誰も抗体陽性とならなかっ

た。臨床症状無く抗体陽性となった２人の患児の診療に従事した 11 人の医療従事者のうち

２人が抗体陽性となった。両者とも無症状であったが、１人は PCR 検査で陽性だった40。 

［医療従事者の SARS-CoV-2 に対する抗体保有率は高い。仕事での感染か市中感染かは不

明。医療従事者の抗体の有無の情報で、抗体陽性の医療従事者を SARS-CoV-2 の患者の診

療に当てる等の対応が可能となる。］ 

 

★ドイツの研究者は、SARS-CoV-2 感染によって修飾される宿主細胞の生体経路（pathway）

反応経路を同定し、これらの経路の阻害がヒト細胞におけるウイルスの複製を防ぐことを

示した。臨床検体から分離された SARS-CoV-2 の感染を調べるヒト細胞の培養系を確立し

た。このシステムを用い、ウイルスの感染の様相を、感染後の異なる時期における転写産

物（translatome）やタンパク（proteome）の解析（proteomics）によって決定した。この

解析により、SARS-CoV-2 は、転写，スプライシング，炭素代謝，核酸代謝などの中心的

細胞経路（central cellular pathway）を変えていることが分かった。この経路を狙った低

分子阻害剤は、細胞内のウイルス複製を防いだ41。 

［治療薬のための、宿主側の標的分子を見出す基礎となる研究］ 

 

☆４月 27 日～５月７日の 11 日間に、パリの大学病院の小児科に 17 人の川崎病の患児が入

院したが、2018 年１月以降の２週間毎の川崎病での平均入院数は１人で、有意に多かった

（ポワソン発生率比 13.2［95%CI：7.3-24.1］，p<0.001）。年齢の中央値は 7.5 歳（3.7-16.6）

で、59％はサハラ・アフリカやカリブの系統だった。11 人が川崎病ショック症候群（KDSS）

で集中治療が必要で、12 人に心筋炎が認められた。全患児で発症初期に顕著な消化器症状

が認められ、炎症マーカーが高レベルだった。14 人（82％）は、最近の SARS-CoV-2 への

感染を示す検査結果だった（PCR 検査陽性 7/17，IgG 抗体陽性 14/16）。全患児で臨床経過

は良好だった。５人で、入院中に中等度の冠動脈の拡張が認められた42。 

                             
40 D. S. Hains, et. al. Asymptomatic seroconversion of immunoglobulins to SARS-CoV-2 

in a pediatric dialysis unit. JAMA, May 14 (online), 2020. 
41 D. Bojkova, et. al. Proteomics of SARS-CoV=2-infected host cells reveals therapy 

targets. Nature, May 14 (online), 2020. 
42 J. Toubiana, et. al. Outbreak of Kawasaki disease in children during COVID-19 
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［本論文は査読前の preprint］ 

 

５月 15 日 

☆フランスの１医療機関での、酸素吸入を必要とし、胸部 CT で肺の後部に病変がある患者

で、挿管が不要で、意識混濁の無い患者を対象としたうつ伏せの体位（Prone Position：PP）

に関する前向き研究では、対象となった 24 人の患者のうち、４人（17％）は、１時間以上

PP に耐えられず、５人（21％）は 1～3 時間耐え、15 人（63％）は３時間以上耐えられた。

入院から最初の PP までの期間の中央値は１日（IQR：0-1.5）で、鎮静剤も抗不安剤も用

いなかった。６人の患者は PP に反応し（PP 前より PaO2≧20％）、全患者 24 人の中では

25％（95％CI：12-45）、３時間以上うつ伏せに耐えた患者 15 人の中では 40％（20-64）を

占めた。３人の患者では反応が持続した（最反転後も PP 前より PaO2≧20％）。３時間以

上 PP を続けた患者では、PaO2の平均値（SD）は、PP 前の 73.6（15.9）mmHg から PP

中の 94.9（28.3）mmHg に増加した（差 21.3 mmHg［95%CI：6.3-36.3］，p=0.006）。再

反転後は、PP 前と有意な差は認められなかった（p=0.53）。どの患者にも、大きな合併症

は無かったが、４人で PP 中に背部痛を認めた。10 日の経過観察期間に、５人の患者で人

工呼吸が必要となり、そのうち４人は PP に１時間以上耐えられず、72 時間以内に挿管が

必要となった患者だった43。 

 

◎４月２日の時点で、ミラノの１医療機関で、15 人の COVID-19 患者（平均年齢［SD］

59 歳［6］，13 人が男）が ICU 外でうつ伏せの体位（Prone Position：PP）での非侵襲的

換気療法（NIV）を受けていた。PP での NIV 開始からの期間の中央値は５日（IQR：3-10）

だった。４月２日における PP での NIV 回数の中央値は２回（IQR：1-3）で、合計した持

続時間の中央値は３時間（IQR：1-6）だった。ベースラインと比較して、全患者で、PP 中

（PP 開始後 60 分）及び PP 後（PP 終了後 60 分）の呼吸数は減少した（共に p<0.01）。

全患者で、PP 中の SaO2 と PaO2：FiO2 が改善した（共に p<0.01）。12 人（80％）の患

者で、PP 後も、ベースラインと比べて、SaO2 と PaO2：FiO2 の改善は続いていて、２人

（13.3％）ではベースラインと同様で、１人（6.7％）で悪化した。11 人（73.3％）の患者

は、PP 中に楽になったと感じており、４人（26.7％）はベースラインと変わらないと感じ

ていた。13 人（86.7％）の患者は PP 後、ベースラインより楽になったと感じていて、２

人（13.3％）はベースラインと変わらないと感じていた。14 日目の経過観察の時点で、９

人の患者は退院して帰宅し、１人は改善して PP を終了し、３人は PP を続けており、１人

は挿管されて ICU に入り、１人は死亡していた44。 

                                                                                  

pandemic: a prospective observational study in Paris, France. medRxiv preprint doi: 

https://doi.org/10.1101/2020.05.10.20097344   
43 X. Elharrar, et. al. Use of prone position in nonintubated patients with COVID-19 

and hypoxemic acute respiratory failure. JAMA, May 15, 2020. 
44 C. Sartini, et. al. Respiratory parameters in patients with COVID-19 after using 

https://doi.org/10.1101/2020.05.10.20097344
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○ドイツの研究者は、感染抑制や緩和の政策判断に役立つ COVID-19 の短期的な予測モデ

ルを構築した。確立している疫学モデルとベイズ推論を組み合わせ、時間に依拠する新た

な感染の実効成長率を解析した。COVID-19 のドイツでの感染に焦点を当て、公的に明ら

かにされた介入策と時間的に良好に相関する実効成長率の変化点を検出した。それによっ

て介入策の効果を定量化し、該当する変化点を将来のシナリオと症例数に組み込むことが

出来た45。 

 

☆英国のプライマリ・データを用いた研究では、１月 28 日～４月４日までに SARS-CoV-2

検査を受けた 3802 例中、587 例で陽性だった。多変量解析では、性，年齢，人種，居住地

域，社会経済状況，肥満，慢性腎疾患（他の基礎疾患は有意な相関無し）に、SARS-CoV-2

陽性率との間で有意な相関を認めた。特に、喫煙者では、非喫煙者と比較し、陽性率が有

意に低かった46。 

SARS-CoV-2 陽性率 補正オッズ比

（95%CI） 

ｐ値 

男性 18.4%（296/1612） 女性 13.3%（291/2190） 1.55（1.27-1.89） p<0.0001 

40-64歳18.5%（243/1316） 18 歳未満 4.6%（23/499） 5.36（3.28-8.76） p<0.0001 

黒人 62.1% （36/58） 白人 15.5%（388/2497） 4.75（2.65-8.51） p<0.0001 

都市部 26.2%（476/1816） 田舎 5.6%（111/1986） 4.59（3.57-5.90） p<0.0001 

貧困 29.5%（197/668） 裕福 7.7%（143/1855） 2.03（1.51-2.71） p<0.0001 

肥満 20.9%（142/680） 正常体重 13.2%

（171/1296） 

1.41（1.04-1.91） P-0.0090  

慢性腎疾患 32.9%

（68/207） 

慢性腎疾患無し 14.4%

（519/3595） 

1.91（1.31-2.78） p<0.0001 

喫煙者 11.4%（47/413） 非喫煙者 17.9%

（201/1125） 

0.49（0.34-0.71） p=0.0010 

 

☆1 人の感染者からの感染の拡大状況を調査するため、接触例の面接追跡調査を重ねた上、

感染のリンクを全ゲノム解析によって確認していったドイツの研究では、1 人の中国からの

業務上の旅行者から、４代の感染によって 16 人が感染し（多くは無症状か軽症）、２代目

                                                                                  

noninvasive ventilation in prone position outside the intensive care unit. JAMA, May 15, 

2020. 
45 J. Dehning, et. al. Inferring change points in the spread of COVID-19 reveals the 

effectiveness of interventions. Science, May 15 (first release), 2020. 
46 S. de Lusignan, et. al. Risk factors for SAES-CoV-2 among patients in the Oxford 

Royal College of General Practitioners Research and Surveillance Centre primary care 

network: a cross-sectional study. Lancet Infect Dis, May 15 (online), 2020. 
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の基本にウイルスゲノムに変異が生じ、また、４代目の１例でも変異が認められた。潜伏

期の中央値は 4.0 日（IQR：2.3-4.3）で、発症時期の間隔（serial interval）の中央値は 4.0

日（3.0-5.0）だった。感染は１例（恐らく５例以上）で発症前に起こっていて、発症日に

４例（恐らく５例以上）で起こっていた。残りは発症後か不明だった。２次感染率は 75.0%

（3/4，95%CI：19.0-99.0）で一般的な隔離が行われていた家庭内感染だった。隔離までだ

け一緒だった家庭内接触では 10.0%（2/20，1.2-32.0）だった。非家庭内の濃厚接触では 5.1%

（11/217，2.6-8.9）だった47。 

［ハイリスク群（感染者との 15 分以上の接触，感染患者から PPE 無しに２メートル以内

で働いた医療従事者）は、14 日間の家庭内隔離（stay at home in quarantine）を命じられ

た。］ 

 

  

                             
47 M. M. Böhmer, et. al. Investigation of a COVID-19 outbreak in Germany resulting 

from a single travel-associated primary case: a case series. Lancet Infect Dis May 15 

(online), 2020. 
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＜５月５日以前の文献から加えたもの＞ 

 

☆湖北州での 7337 人の COVID-19 確定患者を対象とした多施設後ろ向きコホート研究で

は、952 人が事前に２型糖尿病に罹患していた。２型糖尿病を合併症していた患者は、糖尿

病の無い患者に比較して、より多くの医療上の介入を必要とし、死亡率が有意に高く（7.8％

対 2.7％，補正ハザード比 1.49［95％CI：1.13-1.96］，p＝0.005）、多様な臓器障害がより

多く認められた。また、血糖コントロールが良い糖尿病患者（血糖値変動 3.9-10.0 nmol/L）

は、悪い患者（血糖値の上限＞10 nmol/L）に比べ、著しく低い在院死亡率であった（1.1％

対 11.0％、補正ハザード比 0.14［95%CI：0.03-0.60］，P=0.008）48。 

 

★健常人の様々な組織の単一細胞 RNA シークエンス（scRNA-seq）データについて

SARS-CoV-2 ウイルスの細胞侵入に関連した遺伝子の発現を検討したところ、ACE2 は全

体的に低発現で、呼吸器，角膜，食道，回腸，大腸，肝臓，胆嚢，心臓，腎臓，精巣に発

現を認めた。TMPRESS2 はより広い組織で高発現していて、ACE2 がウイルス侵入の律速

因子と考えられた。両遺伝子は、呼吸器系統，角膜，食道，回腸，大腸，胆嚢，総胆管で

発現していた。ACE2 は肺実質の肺胞Ⅱ型上皮と呼吸器の多様な上皮細胞で発現していた。

特に杯細胞と繊毛細胞で最も高い発現が認められた。各種のウイルスに関して、ウイルス

の受容体や侵入関連の遺伝子とウイルスの感染性を検討したところ、遺伝子発現と基本再

生産数は相関していた。ACE2 関連遺伝子の検討では、内因性の免疫や抗ウイルス免疫等の

多数の免疫関連の遺伝子が過剰発現しており、鼻の杯細胞や絨毛細胞で顕著であった49。 

［鼻の細胞はウイルスに対する感受性を減少させるように、これらの免疫関連遺伝子を発

現させるよう条件付けられていると考え得る。］ 

 

☆☆米英の研究者は、SARS-CoV-2 の変異をリアルタイムに追跡する分析法を開発し、現

在までに SARS-CoV-2 Spike(S)タンパクの 14 種の変異を同定している。変異は系統発生的

に、地理的に、経時的に捕らえられており、選択によって感染性や介入への抵抗で優位な

ウイルス変異を解明し、早期に警告を発することが出来る。どの変異も正の選択の根拠が

評価され、変異の意義が構造的モデルを通じて探索される。緊急で問題なのは、Spike の

D614G 変異である。この変異は２月初めに欧州で拡大し始め、新地域に導入されると、直

ぐに優性な型となっている。また、複数の系統の感染を示唆する、局所的に流通している

系統の組み替えの根拠も存在する50。 

                             
48 L. Zhu, et. al. Association of blood glucose control and outcome in patients with 

COVID-19 and pre-existing Type 2 diabetes. Cell Metabolism 31, 1-10, June 2, 2020. 
49 W. Sungnak, et. al. SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial 

cells together with innate immune genes. Nature Med, 26, 681-687, May 2020. 
50 B. Korber, et. al. Spike mutation pipeline reveals the emergence of a more 

transmissible form of SARS-CoV-2. bioRxiv preprint doi: 



20 

 

［本論文は査読前の preprint。早期には D614 が優位だったが、その後、各地で G614 が優

位となっており、G614 に正の選択の利益があったと考えられる。D614G 変異が Spike の

感染性を強めていると考えられるが、それいは、幾つかの方途があり得る。受容体への結

合を促進し、融合を活性化したり、ADE 抗体を引き出すことや、614G へのシフトが免疫

回避につながる抗原変異を起こすことが考えられる。 

 シェフィールドの NHS 財団信託の教育病院では、453 人の SARS-CoV-2 のシークエンス

を行い、臨床データと比較検討している。世界と同様に、初期の D614 から、３月末には

G614 が優勢になっている。入院患者の母集団が少ないため、検討結果には限界があるが、

D614G 変異と入院との相関関係は無かった。ただ、D614G と PCR 検査におけるサイクル

閾値との相関は、弱いながも認められた（P=0.04）。また、G614 は、D614 に比較し、有

意に PCR 検査のサイクル閾値を低下させており（ｐ＜0.003）、高いウイルス量を示唆して

いる。］ 

 

◎中国の１施設の後ろ向き研究では、COVID-19 患者の 75.4%（251/333）に尿試験紙法の

                                                                                  

https://doi.org/10.1101/2020.04.29.069054  

［D614G 変異（D は Aspartate，G は Glycine）、23,403 の位置の G から A への塩基変化

で、183 のシークエンスで７回認められている（４回は欧州での検体、残りはメキシコ，ブ

ラジル，武漢の検体）。７つのうち５つで２つの変異が伴っている。アミノ酸に変化を生じ

ない nsp3 遺伝子中の 3,037 の部位の C から T への変異と、RNA 依存性 RNA ポリメラー

ゼのアミノ酸変化を起こす（RdRp P323）、14,409 の部位の C から T への変異である。D614

は、spike タンパクのプロトマーの表面に局在しており、近隣のプロトマーと接触を形成す

る。電顕での構造から考えると、D614 の側鎖は近傍の T859 と水素結合を作る可能性があ

り、それは、S1 ユニットの 1 つのプロトマーのアミノ酸残基を S2 ユニットの 1 つのプロ

トマーと接合させる。Spike タンパクのこれらの２ヶ所は２塩基のフーリンと S2 の開裂の

部位の両者を１くくりにし、S1 と S2 の相互作用を弱め、ウイルス膜に結合した S2 からの

S1 の排出を促進すると考えられる。また、受容体結合領域が上向きの立体配座をとる場合

（ACE2 と作用するのに必要）、D614 と T859 の距離が変化し、上向きのプロトマーと下

向きのプロトマーでのこれらの距離の差が、他のプロトマー間での距離よりよりも若干長

いため、spike 三量体の動態における立体配座の変化を微妙に変動させた可能性もある。 

 一方、D614 は、SARS-CoV Spike の免疫的に優性な抗原決定基（S597-603）に埋め込まれ

ている。このペプチドは非常に高い抗体反応性を持ち（64％）、SARS-CoV 感染患者からの

回復期血清で長期間、B 細胞に記憶された。このペプチドに対する抗体は、in vitro でもマ

カク猿でも、抗原決定基のシークエンスに依存した機序による antibody-dependent 

enhancement（AED）を起こしたが、SARS-CoV で ADE を起こした最小のコア抗原決定

基は（SARS-CoV S597-603）は、中和抗体が標的とするペプチド（S604-625）の直ぐ近位にあ

る。この ADE の標的ペプチドは、SARS-CoV での SARS-CoV-2 D614 の該当箇所である

S611-617と同一で、これに対する抗体も受容体結合領域と ACE2 との相互作用を強めるよう

な Spike の構造変化起こすのではないかと懸念される。］ 

https://doi.org/10.1101/2020.04.29.069054
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異常か急性腎傷害（AKI）を認めた。腎障害の認められた 198 人の患者の持続期間の中央

値は 12 日で、59.6%（118）は、この期間に肺炎が寛解し、68.5%（111/162）でタンパク

尿が寛解した。AKI を発症した 35 人のうち、16 人（45.7%）は腎機能が完全回復した。大

部分の AKI は内在的な AKI だと考えられた。腎障害のあった患者は、無かった患者より死

亡率が高かった（11.2％（28/251）対 1.2%（1/82））多変量回帰解析では、肺炎の重症度が、

タンパク尿や血尿の寛解と、AKI のからの回復の低いオッズ比と、最も一般的に相関する

リスク因子だった51。 

 

                             
51 G. Pei, et. al. Renal involvement and early prognosis in patients with COVID-19 

pneumonia. J Am Soc Nephrol, April 28 (online), 2020. 


