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新型コロナウイルス感染症—検査害悪論から脱却せよ 

 

 

 年度末が近づく 3 月 30 日，コメディアンの志村けんさんの訃報が速報された。29 日午

後 11時 10 分，新型コロナウイルス肺炎のため亡くなったと，所属事務所が 30 日に発表し

たのだ。 

 

 ニュースページを開くと，発症から症状が悪化していく早さに驚かされる。17 日に倦怠

感の自覚症状で自宅静養に入り，19 日に発熱と呼吸困難の症状が出て，翌 20 日に訪問診察

を受けた医師の判断で東京・港区内の病院に搬送された段階で，すでに重度の肺炎と診断さ

れてそのまま入院。ここまで 3 日しか経っていない。21日に人工心肺装置「ECMO」（エク

モ）をつけ麻酔で眠った志村さんに，意識がもどることはなかったという。 

 志村さんは 23 日に新型コロナウイルス検査で陽性と判明，24 日に新宿区内の国立国際

医療研究センターに転院して治療を続けていたが，体外式膜型人工心肺（ECMO=エクモ）

使用の効果に期待を寄せ，回復を祈る気持ちを SNS 上などでたくさんのファンや共演者ら

が表明したが，発症から 12 日目に闘病は終わりを告げた。命日の 3 月 29 日は，東京都内

での PCR 検査陽性者がこれまでで最も多い 68 名に達した日であった。感染が広がるもの

の，みつかった感染者から感染のおおもとへとたどるクラスター探索を試みようにも，おお

もとへとたどれない感染者の急増が誰の目にも明らかになった 30日，日本医師会は「緊急

事態宣言」を政府に求める記者会見を開いた。 

 東京都医師会は，2月 13 日時点の配付文書では，「もっとも大切なことは「標準的な感染

症予防策」です」と強調していたのだが，おおもとをたどれない市中感染の蔓延が否定でき

なくなったため，1 か月半が経過して，事態がすっかり変わったのだ。 

 その後，大都市圏を中心に感染拡大はやまず，4月 6日に政府が緊急事態宣言を出す方針

を公表したのを受け，夜 9 時半から小池百合子東京都知事が記者会見を開き，緊急事態措

置案を発表するに至っている。休業を求める業者への補償を含む一層の行動変容策と軽症

者の病床確保などによる医療資源増強による医療崩壊回避策などの発表をインターネット

中継で視聴した。 

 

 3 月末には，筆者の職場のある富山県内でも最初の陽性者を確認，1 週間余で 12 人に達

した。無症状感染が 2 例含まれている。発表の会見中継，報道，公表資料などをつぶさにみ

ていくだけで，クラスター限界がよくわかる。検査を限ったクラスターつぶし策からどこで

もれたのか，クラスター追跡の穴が簡単に追跡できるのだ。それにもかかわらず，富山大学

では新入生オリエンテーションや健康診断が，これから感染が増えるのでいましかできな

いといったトップダウンの判断によって，周囲の反対意見や不安の声を押し切って実行さ

れている。 
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 厚生労働省は，37.5℃以上の発熱が 4日以上続いてから帰国者・接触者外来に相談をする

といった基準を示し，それがいまも続いている。緊急事態宣言によって見直されるのだろう

か。発症まで元気な日常生活を送っていたとはいえ，既往症や年齢の条件が重なった志村さ

んの病気の進行は，新型コロナウイルス感染症のなかでもとくに早いほうであったと考え

られる。それでも 37.5℃以上の発熱が 4 日続くまで検査の相談を受けられない（高齢の場

合は 2 日）というのは，はやい病気の進行に間に合わない場合もあるのを意味している（70

歳を迎えていた志村さんの PCR 検査による陽性確認によって，新型コロナウイルス肺炎で

あるとの診断がついたのは重度の肺炎とわかったあとであった。検体採取日は 3 月 22 日だ

ろうか）。 

 しかも，37.5℃以上の発熱が 4日続くなどの症状があって，医師が PCR検査を求めても

保健所などの検査機関から検査を断わられるという医師の声が聞こえてくる。安倍総理が

検査拡充を約束する旨，国会答弁や記者会見で繰り返し述べているものの，新年度を迎えた

いまになっても，検査数の増加は遅々としたままだ。 

 

 検査を推奨すると病院に軽症者が押しかけ医療リソースが無駄に消費され医療崩壊を招

くとか，PCR 検査の感度が低い（偽陰性が多い）ために無症状感染者がウイルスをばらま

く危険があるなどする検査害悪論がネット上でくり返され，検査の有効利用を求める論者

とのあいだで激しいやりとりが発生している。しかし実際には，医師が必要と考える検査す

ら抑制されているため，クラスター以外の背景に広がる感染状況がほとんど可視化されて

いないのだ。これでは，市中感染がいつのまにか急増し，準備できないままに病院閉鎖や満

床化が生じて，いっきに医療崩壊になりかねない。 

 検査には偽陽性，偽陰性，検出限界や誤差といった特性があるのはつきものであり，その

特性を理解した活用が求められるのはいうまでもない。素朴な検査万能論では有効活用に

失敗するのを理解した上で，特性をふまえた活用を図るのが科学的な態度ではないか。 

 検査の有効利用によって軽減できたと思われる深刻な集団感染が千葉県で 3月 28日に発

覚した。東庄町に立地する障害者支援施設「北総育成園」（設置主体は船橋市）では，3 月

10 日ごろから職員のなかに発熱がみられたが検査にもとづく対応がなされないまま，3 月

28日に陽性者計 58 人の大規模な感染が公表され，29日には職員や家族を含む陽性者が 86

人に達している。入所者 70人に限ると，検査数 65 人のうち陽性者が 46 人，明らかになっ

た感染率がじつに 7 割に達している。自覚症状を訴えがたい障害者に犠牲を強いる放置で

はないか（全員の検査がひととおり終わった段階の感染率も 7割である）。 

 

 私が暮らす富山県では，3 月 30 日に最初の検査陽性者が確認された。3月 21 日の京都産

業大学ゼミの卒業祝賀会に参加した際，3 月 13 日にヨーロッパグループ卒業旅行から帰国

した 3 人の陽性者のうちの一人と濃厚接触したため自宅のある富山市で検査を受け陽性と

なった 20 代女性と報告された。30 人規模の祝賀会参加者から 11 名の陽性者がみつかって
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いるのは，感染力の高さゆえかもしれないが，京都での市中感染の可能性も考えられる。し

かし，クラスター追跡の方法では，濃厚接触者ばかりが探索対象となるので，市中感染の危

険性は把握されがたい。 

 3 月 24 日にその女性と富山市内の店舗で会食した 20 代の女性看護師の検査陽性が 3 月

31 日に確認された。女性看護師に軽い自覚症状がでた 3 月 28 日以降の濃厚接触者は検査

対象になるが，その前日の無症状状態で会食した知人は検査対象にならない。無症状では濃

厚接触とはならないのが基準であると会見で説明された。しかし，若者による無症状感染の

影響が危惧されているのだから，感染拡大が広がるかもしれないいまこそ積極的疫学調査

によって無症状感染の探索を試みてよいのではないだろうか。感染源不明になってしまう

市中感染を制御不能になる前に把握を試みるための手段だと思えば，決して医療リソース

の無駄な消費とは決めつけられないだろう。 

 富山市が濃厚接触者ではないとしたものの，念のため 3 月 24 日に会食した店舗店員 11

名に PCR 検査を実施したところ，1 名の陽性者がみつかり，富山市は方針を改めて店舗名

を公表，利用者への注意喚起を図るようになった。会食した無症状病原体保有者の保育士か

ら同僚への感染も確認されている。同僚は 1 度目は検査陰性だったものの発症後の再検査

で陽性と確認された例であり，発症による再検査がなければ無症状感染の連鎖に直結した

かもしれない（そのような事例もあるとみられる）。ライブハウス店長の陽性確認までの経

過をみると，初期段階での診察で PCR検査がされていたら，その後の濃厚接触が回避され

たと考えられる。 

 

 検査害悪論も，クラスター追跡によるクラスター潰しで対応可能という論も，まちがいな

のであり，現実を語らず，それらをくり返すだけの専門家は，医科学的な欺瞞をくり返して

いる点は，共有しないとならない再出発点である。 

 

 医療現場では，日常診療における新型コロナウイルス感染への危機感が高まっている。い

っぽう，患者の病院離れも進んでいる。一般病院での診療がなかば拒否されるために，軽症

患者が呼吸器の専門科や専門診療科にまわされるケースの増加は専門医を戸惑わせるいっ

ぽう，軽症とはいえ新型コロナウイルス感染の危険性が緊張を強いていると考えられる。患

者の交通整理や支援の不足する医療現場から悲鳴があがり，それが楽観論と結びつき，検査

害悪論と共鳴してきたのだろう。医療現場へのタイムリーなアンケートがそんな医療現場

の現状を映し出している（＊）。 

 

 力をあわせて向きあうべきはウイルス感染症である。検査害悪論から脱却し，医療リソー

スの充実のために医療現場と声をあわせ，政治を動かしていきたいものだ。いや，主権者と

して共同して，政治を動かしていかなければならない。 
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＊江本 哲朗：53.4%が「患者減」、大打撃を受けた診療科は? 日経メディカル，2020 年

3 月 27 日付け，

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/report/t344/202003/564922.html?n_cid=nbpnmo_twbn 

 

参考 

富山県新型コロナウイルス感染症の県内の患者等発生状況 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1205/kj00021798.html 

 

富山市新型コロナウイルス感染症について 

https://www.city.toyama.toyama.jp/fukushihokenbu/hokensho/hokenyoboka/shingatakorona.html 

 

共通教育登録「現代と教育」学生たちの主な意見： 

月曜 1 限「現代と教育」について，三つの記入をお願いした回答です。 

 

 

1）コロナウイルス禍問題をメディアリテラシーの実例として取り上げる予定ほか，授業へ

の期待について 

 以下には，コロナウイスル問題への言及がある代表例を紹介します。 

 

2）4 月中の 1回あるいは 2 回を課題つき休講にして大型連休中の 

 賛成意見がほとんどでした（DVD 希望，学生自身が録画などもあり）ので，以下後半は

紹介省略 

 

3）遠隔授業参加環境 

 返事がはやいのは，環境が整っている学生さん（困っている学生さんの情報は得られてい

ません）。以下後半は紹介省略。 

 

 

＝＝以下回答＝＝ 

 

コロナウイルスと言う突発的な異常事態の際ですら、今まで通りに事を進めようとする点

から、システムに縛られ過ぎているという問題が考えられると思います。 

 

（課題つき休講と大型連休通 5 月 4 日の補講について）是非そうしていただけると有難い

です。 

 

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/report/t344/202003/564922.html?n_cid=nbpnmo_twbn
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1205/kj00021798.html
https://www.city.toyama.toyama.jp/fukushihokenbu/hokensho/hokenyoboka/shingatakorona.html
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（端末やWi-Fi 環境派）授業開始日までには用意できます。 

 

 

（1）政府の発言に対して自分の意見を持てる力をつけたいと思っています。今まであまり

関心を持たず、マスコミの意見に流されたり、政府の発言を丸呑みしていましたので、多面

的に見て、自分なりの意見を持てるようにしたいです。 

コロナウイルス禍問題については、なぜここまで広がってしまったのか、どうすれば最小限

でとどめることができたのか、について考えたいです。私は、マスコミでは政府が対策する

のが遅すぎた、など言われていますが、確かにそれもあるとは思いますが、日本人一人一人

の意識の低さが 1 番の原因だと考えました。その点をこれからの講義の時間で考えていけ

たらなと思っています。 

 

（2）私も心配であったため、遠隔授業での補講はとても有難いです。 

 

（3）ネットに繋がっている PC がありますので大丈夫です。 

 

コロナウイルスの影響により、入学式の中止や授業開始の延期などの予期せぬ出来事が続

いています。対面授業が本当に開始されるのであれば、帰省中の先輩たちが富山大学に戻っ

てきます。そこに、ウイルス拡散への懸念を抱いています。それでも私たちは学びたいとい

う強い意志を持っています。 

いくつかの大学ではウェブ授業に乗り出し実行してみたそうですが、システムのハッキン

グなどのトラブルが起きたと耳にしました。未だかつてない出来事に各大学も対応に追わ

れていることと思います。不謹慎かもしれませんが、このコロナウイルスのおかげで私たち

が如何にイレギュラーに弱いのかということを学ぶことができました。次またこのような

出来事が起きても対応できるように、ウェブ授業という体制を不本意ではありますが、この

機会を使ってこれからの新たな教育方法として確立させるべきではないかと考えています。

教育する上で、ウェブと対面とではどのような差があるのか疑問に感じています。 

↑（お願い 1）への応答として適切かどうかは分かりませんが送らせて頂きました。 

 

（お願い 2）コロナウイルスへの不安もあるのでそのような体制をとって頂けるとありがた

いです。5 月 4 日までに遠隔授業に対応した準備をしたいと思います。 

 

（お願い 3）今はスマートフォンから送信しています。パソコンは用意する予定です。 

 

４月の初めごろ、富山では他の県に比べ新型コロナウィルスによる影響は少ないもので、大

学行事は当初の予定どおり行われる予定でした。しかし、富山でも感染者が増加した今、自
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宅待機で行うことができるネットを通しての授業を選択するべきだと思います。 

もし対面授業で大学内にコロナウィルスが蔓延してしまったら、自分たちだけでなく教授

や職員、自分たちの家族や友人にまで危険が及んでしまいます。 

僕は、「現代と教育」という講義を受けることで、これらの社会問題に対して正しい知識を

持ち、対策や解決策を模索し自分の得たものをわかりやすく誰にでもわかるように説明で

きるようになりたいです。 

 

 

 

高校生活中でも全国的にコロナウイルスが広がっている状況下であってもマスクを付ける

と失礼という風潮があり、式典の時などは名指しでマスクを外させられました。ウイルスに

対する意識関心の低さや危機感の低さ以前に、生徒の意見が封殺されている現状に恐怖を

感じました。 

富山県は増加傾向がかなり強いので自粛に賛同します。先生の授業楽しみにしています。 

 

先生のご提示頂いた方法が最も最適だと思います。 

 

なぜリスクマネージメントが富山大学と他大学で大きく違うのか。 

 

 

コロナウイルスで気になったことは，教育の機会に対する格差です。最近，一部の小中学校

でオンライン授業を取り入れようとする学校があるとニュースで見ました。今の時代は，コ

ンピュータを持つのが当たり前となり，殆どの家庭で一代はパソコンがあります。ただ，オ

ンライン授業をするとなると，多くの手間がかかり，全ての地域で取り入れられるかとなる

と，疑問が残ると思ってます。僕の考えでは，少なくとも，義務教育の間は，このような状

況下で授業を受けることができる人とできない人が出てしまうのは，大きな日本の課題だ

と思います。また，韓国では，多くの人がオンラインで授業を受けているとのニュースを見

ました。そこで，なぜ日本では，普及できないのか，他に，教育機会の格差を縮める方法が

ないのか講義で聞ければと思ってます。 

 


