


以下は、日本時間の2020年12月18日午後3時の時点での世界の値をジョンズ・
ホプキンス大学がまとめて公表した原データを元に、アメリカとヨーロッパの主要

国のみのデータを、独自に色々なグラフにして日本のと比較検討したものです。

この現実、この実態から、欧米の主要国と比較した場合に、日本の医療体制の

問題点が浮かび上がってきます。現在のコロナよりもはるかに強烈な別のウイル

スが今後出現する可能性も十分にありますし、もしもそうなれば、先進国の中で

は日本が最初に滅亡するのではないでしょうか。日本では、医療分野の構造的

問題や政治的問題で、うまく対応できない原因になっているような気がします。

この原稿を書き始めた2020-12-21現在、すでにヨーロッパなどで新型コロナウ

イルスの変異種が見付かり、感染力が従来型よりも70%くらい強くて制御不能とイ

ギリス首相は言っています。ウイルスの変異(スパイクタンパク質の構造変化)は、

よくあることで何も珍しいことではありません。いずれ近いうちにこの変異種が日

本にも入ってくるでしょう。変異前のウイルス用に作ったワクチンが効かない可能

性もあり、今後次第に明らかになるワクチンの副作用についても心配です。



新型コロナウイルスは、当初の予想に反して、なかなかしぶとく手強いもので、
そう簡単には撲滅できず、変異して世界的に猛威を振るっており、とても厄介な様
相を呈してきています。日本でも感染拡大しており、近く医療崩壊が起こると医療
関係者から警告が発せられています。
たとえば都市にある大きな総合病院では、ICUが10床あるが、すでに8床が重症
コロナ患者で埋まっていて、もうすぐに満杯になるであろうし、コロナ患者のみでな
く、他の重症患者の受け入れは断らざるを得ない状況になり、普段なら助かる命
も助からなくなるといったような警告が発せられていて、医療現場の大変さはよく
わかります。ECMOを装着している重症患者では、一人につき十人ものスタッフが
付いて２４時間体制でがんばっておられるという現場の様子をテレビで見て、本当
に頭が下がり感謝の念で頭が一杯です。
ところが、世界的視野でアメリカやヨーロッパの主要国のコロナに関する各種
データを日本のと比べて考察してみますと、日本は異常であることにすぐ気が付
きます。それは良い意味でも悪い意味でも両面においてです。
すなわち、下記の図表２に示すように、感染者総数の比較では、日本は極端に



少なく、アメリカの1/90、ヨーロッパの主要５か国のおよそ1/10に過ぎません。た
だし、各国の人口にかなりの差がありますので、人口の多い少ないの補正をして
も図表４に示すように、アメリカのわずか1/35、ヨーロッパの主要５か国のおよそ
1/20にしか過ぎません。欧米とこんなに大差があり、非常に少ないのになぜ日本
はすぐに医療崩壊になるのでしょうか。日米独の死亡率を比較すると、図表６に
示すように、この３か国の間に大差はありません。ここが非常に重要な点の一つ
です。感染者数が日本よりもはるかに多いのに、死亡率は、ほぼ同じであるので
す。死亡を防ぐ努力の結果でしょうか。
日本の素晴らしいことは、図表３に示すように、感染率の低さです。すなわちア
メリカの1/35、ヨーロッパの主要５か国のおよそ1/20に過ぎません。この理由は、
いくつか考えられますが、欧米と比べて日本の特徴としては、➀コロナ以前から

マスクをする習慣がある、②手洗いをこまめにする(特に食前やトイレの後に)、
③室内では靴を脱ぐ、④ラフな服装でも地面に何も敷かずには座らない(特にアメ
リカではジーンズの時など平気で屋外のあちこちに何も敷かずに座りまくり、その
まま家に帰って椅子やソファー、床などに座る。もちろん土足)、➄日常的に緑茶



をよく飲む(緑茶カテキンによる新型コロナウイルスの不活化の研究結果がつい

最近になり奈良県立医科大学から発表されている)。この緑茶を飲んで新型ウイ
ルスを予防するのは、最も簡単にできる予防方法かも。これに関しては、my HP
の別項に紹介してありますので参照してください。

とにかく日本の医療体制が何かおかしいのです。医療者自体がおかしいのでは
なく、皆さんよく頑張っておられますが、医療システムそのものが良くないようです。
さらに今回のコロナに関係なく、ずっと以前からほとんどの病院で『看護師募集
中』との固定した本格的なそのままずっと長く使える掲示板が常にあるのも異常
です。長続きしない原因は何なんでしょうか。コロナ以前でもこれですから、コロナ
に感染する危険性が十分にある現在なら余計に集まらないし続かないのは当然
です。なんとかしないといけませんねー。
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日 本 127,202 1

アメリカ 327,096 2.6

ドイツ 83,124 0.7

イギリス 67,142 0.5

フランス 64,991 0.5

イタリア 60,627 0.5

スペイン 46,693 0.4
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感染率
国 名 人口 (x1000人) 感染者総数 (人) 感染率 日本との比

日 本 127,202 190,138 1.5 1

アメリカ 327,096 17,206,647 52.6 35

ドイツ 83124 1,454,009 17.5 12

イギリス 67142 1,954,268 29.1 19

フランス 64991 2,483,524 38.2 25

イタリア 60627 1,906,377 31.4 21

スペイン 46,693 1,785,421 38.2 25

↑
A

↑
B

↑
C

ここでは【Bの数値 ÷ Aの数値(実数はx1000) ＝ C】としているので
Cの単位は％ではない。

図表３
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国 名
死亡者総数

(人) 日本との比

日 本 2,783 1

アメリカ 310,699 112

ドイツ 25,027 9

イギリス 66,150 24

フランス 59,733 21

イタリア 67,220 24

スペイン 48,777 18

国 名 人口百万人当り 日本との比

の感染者総数 (人)

日 本 1,495 1

アメリカ 52,604 35

ドイツ 17,492 12

イギリス 29,106 19

フランス 38,213 26

イタリア 31,444 21

スペイン 38,237 26

図表４
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日 本 アメリカ ドイツ イギリス フランス イタリア スペイン

死亡率 (%)

国 名 死亡率 (%) 日本との比

日 本 1.4 1

アメリカ 1.8 1.3

ドイツ 1.7 1.2

イギリス 3.4 2.4

フランス 2.4 1.7

イタリア 3.5 2.5

スペイン 2.7 1.9

【死亡率】は(死亡者総数÷感染者総数)×100で計算

図表６



以下は、Yahooニュースからの転載です。
【2020年1月24日 AFP】 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中国
当局は流行の中心地・湖北省の武漢市内に、感染者の治療に特化し
た病院を新設している。建設期間はわずか10日間で、来月3日には
1000床の病院施設が稼働する見通しであることを、中国国営メディア
が24日報じた。

上記は、とても信じ難いことですが真実のようです。ただし、どの程度
の医療設備・装置が設置されたのか、あるいは医療スタッフの人数な
どがどうなっているのかは不明ですが、中国はやることが違いますね。
日本では、こんなことは全くあり得ないことです。たとえ仮設病院であっ
ても、10日間で1000床のコロナ専用病院を建設するなんて、現実のこ
ととはとても思えません。日本なら、せいぜい次ページに示す程度です。



大阪府は2020年11月、新型コロナウイルスの重症患者を臨時に受け
入れる「大阪コロナ重症センター（仮称）」を、大阪市住吉区の府立病院
機構の大阪急性期・総合医療センターに設置する。センターの駐車場
にプレハブを建て、人工呼吸器を配備した30床を確保し、その後、60床
まで増やす。

このわずか30床でも、対応する看護師がなかなか集まらず、関係者
は大変苦労されて、やっとギリギリなんとかスタートできたようですが、
これが日本の現実なのです。これでは、もうすぐに医療崩壊が起きるの
はわかります。問題は箱ものより人手ですねー。



日本の新型コロナウイルス対策は、後手・後手に回っていて、泥縄式
の対応であり、現状のやり方ではいつまでたっても収束しないでしょう。

PCRについて
PCR検査に関しては、新型コロナウイルスとの関係で、聞かない日

や目にしない日はありませんが、一般の方はどのようなものかわから
ないのではないかと思いますので、簡単にその概略を書いておきます。
この装置は、生命科学系の研究室には、たいていあります。ただし、そ
こでは感染性の試料の検査用にあるのではありません。新型コロナウ
イルスのような感染性の試料を検査するには、防護対策を完璧にした
特別の部屋が必要ですので、 PCRの装置があるだけでは、そのような
目的には使えません。少し前に有名な先生がテレビで、 PCRの装置く
らいどこの大学にもたくさんありますので、それらを活用してもっと検査



数を大幅に増やしましょうと言っておられましたが、それは無理です。
なぜなら感染性の危険な資料を分析するには、防護策を完璧に施した
特別の部屋と分析者のそれなりの対応が必要で、単にPCRの装置が
あるだけではダメです。感染性の試料を取り扱うのは大変なのです。

PCRとは、Polymerase Chain Reactionの略で、日本語では『ポリメ
ラーゼ連鎖反応』といいます。これは一般には、DNA試料の特定領域
を数百万〜数十億倍に増幅させる反応または技術のことです。DNAポ
リメラーゼという酵素の働きを利用して、一連の温度変化のサイクルを
経て任意の遺伝子領域を連鎖的に大幅に増幅することで、ごく少量の
DNA資料から分析するのに十分な量にまで大幅に増幅することができ
るのが最大のメリットです。この技術は、生命科学、医学、法医学、考

古学などの分野で広く活用されている非常に有用な技術であり、1983
年にアメリカのKary Banks Mullisが発明し、ノーベル賞を受賞しました。



この技術を活用すれば、超微量の試料でも分析できるようになるので、
たとえば髪の毛１本とかタバコの吸い殻にわずかに付着している唾液
などから、その人に関する色々な情報が得られ、犯人特定などにも非
常に役立っています。
以上のようなPCRでは、RNAの分析はできませんが、それをできるよ

うにするのが逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(Reverse Transcription 
Polymerase Chain Reaction, RT-PCR）で、RNAを鋳型に逆転写を行
い、生成されたcDNAに対してPCRを行う方法です。新型コロナウイル
スはRNAウイルスなのでこのやり方で検査します。



知り合いの大先生(日本の最難関の医学部の臨床系教授を定年退
職後、すぐに大病院の院長に就任)に上記の問題点をお聞きしました
が、その時の先生のご意見の要点は以下のようでした。
『日本は医療にかける人の配置が全く少ないのが原因ではないか。
人口当たりの病床数は、日本は結構多いのですが、ベッド当たりの医

療者の数が極めて低いのが特徴です。普通に回っている場合は それ
ぞれの役割を無理してでも、こなして何とかやりくりが出来ていますが、
今回のような緊急事態が発生すると、局所的な場合は、個の努力であ
る程度こなしていけますが、大きな範囲になると、それをサポートできる
余裕がないために破綻してしまいます。最近では医師、看護師のみで
はなく、薬剤師、検査技師、放射線技術者、リハビリ要員、クラーク、メ
ディカルソーシャルワーカーなどによるチーム医療が必須です。その
上、医療の内容が細分化されてきているので、細分化された領域に特



化した教育を受けた要員は追いついていません。今だに当直した医師
が次の日の診療をやっています。外国では考えられないことです。
やっと２年後くらいに、当直者に次の日の診療をさせない人員確保が
義務付けられそうです。極端な言い方をすれば、日本の医療は、従事
者の犠牲的な働きで維持されてきたと言えるでしょう。今回のような非
常事態になると個人の限界を超えてしまい、破綻が来るように思いま
す。』
以上が、その大先生のご意見・ご感想の要点です。長年医療の現場
で重責を果たしてこられた実体験に基づく貴重なもので、とても参考に
なりました。ここに厚くお礼を申し上げます。



すでにニューヨークに丸４０年も住んでいる日本人の親友にメールで、
この問題について聞いたところ、『私も日本のテレビニュースを見てい
て、日本の新型コロナウイルス感染者はアメリカと比べて桁違いに少
ないのに、医療崩壊すると騒いでいるのを見て、日本の医療の底はそ
んなにも浅いのかと思った。』とのことです。ちなみに、アメリカにいても
NHKの番組は見ることができます。
さらに教えてくれたことは、『このウイルス感染の始まりの頃は、海軍
の病院船を呼んだり、セントラルパークにテントを設置したり、看護師を
他州から呼んだりしていましたが、最近はそういうことはしていません。
なんとか対応できているようです。PCR検査は無料ですし、余裕がある
ようです。』とのことです。

【追記】2020年12月17日の1日間の東京の感染者数は822人(この日は



いつもより多い)ですが、ニューヨーク市のそれは12697人で、なんと東
京の15倍以上もあります。こんなに大差があってもニューヨークはなん
とかやっているのに、東京はこの程度で、もうすぐ医療崩壊と騒いでい
ますが、何か変ですねー。この差はいったい何なんでしょうか。厳しくて
口うるさい人なら『東京の感染者数はニューヨークのわずか数％に過ぎ
ないのに、あと少し増加するだけで医療崩壊になるなんて、それでも先
進国の首都の医療体制か』などと苦言を呈することでしょう。
こんな病気が突然に発生するなんて誰も予想ができませんでしたし、
当然のことながら前もってその対策を考えて医療体制を準備しておくこ
となど絶対にできませんし、医療崩壊が起こっても仕方ないような状況
なのです。全く想定外のことなので、普通はこれでコメントは終りとなり、
仕方ないこととしてあきらめるのです。
しかし、東京とニューヨークの現状を比較したら、上記のように全く話



になりません。これはいったいどういうことだ！？ となります。
余談ですが、日本では色々とあって(意味深)、PCR検査数を押さえて
きているので、感染者数は実際よりもかなり少なくなっているとの情報
もあります。本当は、これではいけませんが・・・・・



最後に示す２枚の絵は、ゴッホの『糸杉』と『ひまわり』です。 『糸杉』は英語で
“Cypress”、和名は『セイヨウヒノキ』です。 『糸杉』の意味することは『死』や『再
生』です。ダビンチの有名な『受胎告知』の背景にも『糸杉』が描かれています。
ゴッホは『ひまわり』の絵を何枚も描いていますが、西洋美術史の専門家で、難
関のEcole du Louvre (ルーヴル美術館付属大学）卒の佐藤より子さんによりま
すと、単に南仏の『ひまわり』の花がきれいだったので描いたのではなく、 『ひま
わり』 には『信仰』の意味があり、ゴッホ自身の信仰心を表しており、いわば自
画像的なものなのだそうです。ゴッホの祖父も父親も牧師だったそうで、ゴッホ
もなりたかったそうですが、なかなか難しくてなれず、その代償的な信仰の絵な
のだそうです。西洋絵画では、何気なく描かれている花や木などにも深い意味
があるようです。たとえば、よく描かれるザクロの実の赤色は血を連想させ、ま
た種の数の多さはイエスが受ける苦痛の大きさを暗示しているのだそうです。
これら２枚の絵は、2010年12月22日に、ニューヨークのメトロポリタン美術館で
撮影したものです。この美術館は展示品の撮影が自由です。この２枚の絵を選
んだのは、 『たとえ亡くなっても復活されることを祈ります』ということからです。
ちなみにニューヨークへは、すでに40回くらい行ったことがあり大好きです。








