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資料①

新型コロナで人工呼吸器論争「高山病によく似たウイルス性疾患のよう」
木村正人 | 在英国際ジャーナリスト 4/19(日) 12:00（抜粋）

「これは肺炎ではない」米医師の訴え
［ロンドン発］新型コロナウイルスの世界的大流行で死者が約 16 万人に拡大する中、重症・重篤者に対
する気管挿管による人工呼吸器の使用を巡って論争が起きています。
日本の国立感染症研究所の調査でも PCR 検査陽性の 516 症例中、死亡 10 例、退院 261 例。気管挿管に
よる人工呼吸器の使用は 49 例もありました。
気管挿管による人工呼吸器の使用に疑問を投げかけているのは米ニューヨークのメイモナイズ・メディ
カル・センターで新型コロナウイルスと戦っていたキャメロン・カイル=サイダル氏です。
カイル=サイダル医師は「見当はずれの治療は短期間に多大な害をもたらすことを恐れる」という信念に
こだわり、集中治療室（ICU）の役職から外されました。そしてユーチューブで次のように訴えています。

「何万人ものニューヨーカーが高度 3 万フィート（9144 メートル）の上空を飛んでいる飛行機に乗って
いて、機内の気圧がゆっくりと下がっていくような感じです。高山病に最もよく似ているウイルス誘発
性疾患のように見えます」
「患者はゆっくりと酸素が欠乏していきます。彼らは死の瀬戸際にいる患者のように見えますが、肺炎
で亡くなっていく患者には見えません。これは肺炎ではありません。だから肺炎に対する通常の治療は
効果がありません」

人工呼吸器は患者の肺を傷つける
カイル=サイダル医師がたどり着いた仮説は、気管挿管による人工呼吸器の高圧が逆に肺に損傷を与える
恐れがあるということでした。こうした懸念を抱くのはカイル=サイダル医師 1 人ではないのです。
米救急医学アカデミーのデービッド・ファーシー会長はメディアに気管挿管による人工呼吸器を無差別
に使用することに対して警鐘を鳴らしています。ファーシー会長は気管挿管を劇的に減らす一方で、経
鼻カニューレやマスクを通した酸素吸入で治療しているそうです。
独ゲッティンゲン医科大学のルチアーノ・ガッティノーニ氏も米呼吸器・救急医学雑誌の編集者に気管
挿管による人工呼吸器の使用は患者の肺を傷つける恐れがあると指摘する書簡を送りました。
集中治療に関する調査・研究を担当する英団体 ICNARC によると、気管挿管した患者 98 人のうち生還
したのは 33 人。新型コロナウイルスのエピセンター（発生源）である中国湖北省武漢市からの報告では
気管挿管した患者 22 人のうち生還したのはわずか 3 人でした。
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気管挿管したワシントンの患者 18 人のうちまだ生存しているのは 9 人で、このうち気管挿管しなくても
十分に呼吸できるまでに回復したのはたった 6 人でした。ニューヨークでも気管挿管された患者の 8 割
が死亡したと報じられています。
ボリス・ジョンソン英首相は気管挿管前の酸素吸入で一命をとりとめました。これに対して適切な気管
挿管による人工呼吸器の使用ができていたら生存率をもっと上げることができていたはずという反論も
あります。人工呼吸器の効果を過信してはいけないようです。

「幸せな」酸素欠乏症から急激に悪化
英大衆紙デーリー・メールによると、新型コロナウイルスの患者は「幸せな」酸素欠乏症と呼ばれる状態
の時は不快感もなく正常に活動しており、その後、突然悪化することがあります。極端な話、笑顔を浮か
べた 1 分後に急速に死に向かっていることもあるそうです。
怖いのは若さからと自分の体力を過信して新型コロナウイルスの感染に気付かず、病院に運び込まれた
時にはもう手遅れというケースです。ポイントは気管挿管が必要なほど重症・重篤化する前に血中酸素
濃度の低下を把握し、速やかに酸素吸入を行う必要があります。
イタリアで「バブルヘルメット」と呼ばれる酸素吸入器が使用され、英ノーザンプトンシャーの工場で
は、自動車メーカーのメルセデスが人工呼吸器ではなく呼吸補助装置（CPAP）1 万台を生産しました。
伊北部ロンバルディア州ベルガモにある病院の緊急病棟では新型コロナウイルスによる肺炎の患者にバ
ブルヘルメットをかぶせて酸素吸入しています。これまでは気管挿管され人工呼吸器を装着された患者
が鎮静薬で眠らされ、うつ伏せにされる例がほとんどでした。
これに対してバブルヘルメットをかぶせられた患者はスマホをいじったり、周りを見渡したりしている
ので驚きました。
（以下省略）
YAHOO!ニュース 在英国際ジャーナリスト 木村正人氏
新型コロナで人工呼吸器論争「高山病によく似たウイルス性疾患のよう」より抜粋
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資料②
【イギリス】
Stay at home and begin to self-isolate for 10 days from when your symptoms start. Arrange to have a test for
COVID-19 if you have not already had one. The result of the test will determine how long you must stay at home
and self-isolate.
A positive test result means you must complete a 10-day isolation period.
家にいて、症状が出始めてから 10 日間は自己隔離を始めます。COVID-19 をまだ受けていない場合は、テス
トを受けるように手配してください。テストの結果は、あなたが家にいて自己隔離しなければならない期間を
決定します。
テスト結果が陽性の場合は、10 日間の隔離期間を完了する必要があります。
If you do not have symptoms but have tested positive for COVID-19, stay at home and self-isolate for 10 days
from the day the test was taken. If you develop symptoms after your test, restart your 10-day isolation period
from the day the symptoms start.
症状はないが COVID-19 の検査で陽性の場合は、家にいて、検査を受けた日から 10 日間自己隔離してくださ
い。テスト後に症状が現れた場合は、症状が始まった日から 10 日間の隔離期間を再開してください。
イギリス保健省ホームページ 2020.11.5 付ガイダンス
“Stay at home: guidance for households with possible or confirmed coronavirus (COVID-19) infection”より
【フランス】
Je reste isolé7 jours après la date du prélèvement.
SI DES SYMPTÔMES APPARAISSENT :
1) Je rappelle mon médecin.
2) Je m’isole 7 jours supplémentaires à partir du début des symptômes.
Si j’ai de la fièvre au 7ème jour, je m’isole 48h supplémentaires après la fin de la fièvre.
SI JE N’AI PAS DE SYMPTÔMES :
1) J’arrête mon isolement après les 7 jours.
2) Pendant 1 semaine : j’évite le contact avec des personnes vulnérables et je porte un masque.
検査から 7 日間隔離を続けます。
症状が発生した場合：
1）医者に電話をかけ直します。
2）症状の発症からさらに 7 日間自己隔離します。
症状がない場合：
1）7 日後に隔離を停止します。
2）1 週間：体の弱い人との接触を避け、マスクを着用します。
フランス連帯保健省ホームページ

“Si mon test COVID-19 est positif?“より
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【ドイツ】
Bei geringen Krankheitszeichen: zuhause auskurieren
Wenn das neuartige Coronavirus bei Ihnen nachgewiesen wurde, Sie aber keine oder nur leichte
Krankheitszeichen haben (wie etwa 80 Prozent der Infizierten), können Sie die Infektion zuhause auskurieren.
Reduzieren Sie den Kontakt zu anderen Menschen auf das nötige Mindestmaß.
軽微な症状の場合：自宅で治す
新規のコロナウイルスが検出されたが、症状がないか軽度の症状（感染者の約 80％など）がある場合は、自
宅で感染を治すことができます。他の人との接触を最小限に抑えます。
ドイツ連邦保健省ホームページ 2020.11.11 付”Was sollten Sie tun, wenn Sie den Verdacht haben, sich mit
dem neuartigen Coronavirus infiziert zu haben?”より
【イタリア】
Caso COVID-19 positivo senza sintomi: può rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10
giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato
negativo (10 giorni + test).
症状のない陽性の COVID-19 症例 ： 陽性の発症から少なくとも 10 日間の隔離期間の後、コミュニティに戻
ることができます。その後、分子検査が実施され、陰性の結果が得られます（10 日+検査）。
イタリア保健省ホームページ 2020.11.10 更新 “Quarantena e isolamento（検疫と隔離）”より
La persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in
una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.COVID-19
感染が疑われる、または確認された人は、可能であれば、換気の良いシングルルームで他の家族から離れ、訪
問を受けないようにする必要があります。
イタリア保健省ホームページ 2020.10.28 更新 “Prevenzione e trattamento（予防と治療）“より
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資料③

大阪府発表死因別死亡者数（9月1日～11月26日）
47

50
40
30

27

26

20
13

12
8

10
0 0

2 2

3

1

1

0
40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

新型コロナ以外の死因による死亡者数

80歳代

90歳代

100歳以上～

新型コロナ関連の死因による死亡者数

青山雅幸事務所作成（参照：大阪府ホームページ）
資料④

大阪府における死因別割合（９月１日～11月26日）

新型コロナ以外の死因
による死亡者数
22%

新型コロナ関連の死因に
よる死亡者数
78%

新型コロナ以外の死因による死亡者数

新型コロナ関連の死因による死亡者数
青山雅幸事務所作成（参照：大阪府ホームページ）

