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2021 年 6 ⽉ 15 ⽇

⿊⽊登志夫

私は、5 ⽉ 12 ⽇に⼀回⽬、6 ⽉ 2 ⽇に 2 回⽬のワクチン接種を受けました。まだ、2 回接
種者が 1％程度の時に打ち終わったので、かなり早い⽅でした。予約を取るのに、5 時間頑
張った甲斐がありました。⾃衛隊による集団接種、職場、⼤学の接種によりこれから予想以
上に進むこととは思います。しかし、今回のワクチン予約の⽅法は、⼤混乱でした。これに
振り回された国⺠からの厳しい声が出て当然だと思います。相⾺市のような best practice,
横浜市の worst practice など全国に⾃治体の⽅法を総点検し、次に備えるべきです。
ワクチン接種に遅れたのは、昨年秋、政府が⽬先の GO TO キャンペーンを最優先し、ワク
チンが経済回復の決め⼿であることに気がつかなかったためです。専⾨家も、ワクチンを急
ぐべきという勧告を政府に出すわけでもなく、GOTO にお墨付けを与えるような役割に⽢
んじてしまったことがあります。やっと最近になって政府はワクチンを重要と考えるよう
になったのですが、すでに１周遅れの状態でした。去年の 11 ⽉の段階で、GO TO キャン
ペーンをやめて、その予算をワクチンに使うようにしていれば、現在の⼤流⾏は抑えられた
はずです。
今回もインド変異株(δ株、B1.617.2 株)の動きに注⽬しました。⽇本でも確かに増えている
ようですが、散発的な検査ですので、全体像が分析できません。そのため、イギリスの Sanger
研究所のデータを紹介します。4 ⽉初めから 6 ⽉初めまでの 2 カ⽉で 88％がインド株に置
き換わってしまいました。今回、G7 サミットのおこなわれた Cornwall は、すでに 100％が
インド株です。参加者が感染しなかったことを祈るのみです。
CoV-2 の起源について、WHO/China の調査団報告はあまりにもお粗末です。そのなか、
Wall Street Journal が、2019 年 11 ⽉に武漢ウイルス研究所で 3 ⼈が感染したというニュー
スを報道しました。Biden ⼤統領が調査を命ずるなど、急速に動き始めた感はありますが、
実のところ、確定的な証拠はまだ何もありません。
困ったことに、COVID-19 は、多くの⼈に後遺症が残ります。後遺症の⼤規模調査が相次
いで発表されましたので、報告します。
ワクチンの合併症として若い男性の⼼筋炎が Israel から報告されました。幸い軽症ですが、
発⽣頻度は、接種者 3000 ⼈から 6000 ⼈に⼀⼈です
千葉⼤学が、ワクチンを受けた 1800 名弱の医療従事者の抗体価を調査しました。素晴らし
いことに 1 名を除き全員に⼗分な抗体価が確認できました。
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⽬次と要約

A. イギリスにおけるインド型変異株ウイルス(δ型変異株)の急激な増加
Sanger 研究所によると、4 ⽉初めから 6 ⽉初めまでの 2 カ⽉で 88％がインド株に置き換わ
ってしまいました。イギリス型(α型、N501Y はわずか 11％までに落ちこんでしまいまし
た。オリンピックの頃、⽇本もイングランドのような状況になる危険性があります。

B. CoV-2 の起源
COVID-19 の最⼤の謎、その起源について、WHO と中国の合同調査団の報告を前々回に
報告しました。ここに来て、Wall Street Journal が武漢の流⾏前の 2019 年 11 ⽉に武漢ウイ
ルス研究所で 3 ⼈の感染者が出たというニュースを流しましたが、まだ確定的な情報はあ
りません。

C. COVID-19 の後遺症
COVID-19 の後遺症は、驚く程広い範囲の症状を伴い、何週間も患者を苦しめます。たく
さんある報告をまとめてメタ分析が 2 報報告されました。57％の後遺症患者にワクチンが
効くというのは、ウイルスそのものあるいはその⼀部が体内に残り、何らかの影響を与えて
いることを⽰唆しています。
D. Pfizer ワクチン接種後に若い男性に⾒られた⼼筋炎
Pfizer ワクチン接種を受けた 16 歳から 24 歳の若い男性に、⼼筋炎が⾒られたことがイス
ラエルの保健当局から発表されました。幸い、軽症で抗炎症剤により治癒したと⾔うことで
す。

E. Pfizer ワクチンの有効性。千葉⼤学による検証
千葉⼤学の医療従事者 1774 名の抗体価をフォローしたところ、ワクチンにより、⼗分抗体
価が上がっていることが判明しました。

F. コロナ秀歌、秀句、川柳

情報提供者
⽊⼝薫

(前テキサス⼤教授)：コロナウイルスの起源

中島裕史(千葉⼤学)：千葉⼤学ワクチン接種者の抗体価
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コロナウイルス arXiv は､『⼭中伸弥による新型コロナウイルス情報発信（「⼭中伸弥コ
ロナ」で検索）』に転載されております。その他、
「21 世紀構想研究会」
、
「医学開成会」
のホームページでも読めます。



コロナウイルス arXiv の転送は⾃由です。

A. イギリスにおけるインド型変異株ウイルス(δ型変異株)の急激な増加
世界各国でインド型変異株(δ型変異株)が猛威を振るっている。⽇本でもクラスターが発⾒
されるなど、今後の展開が⾮常に⼼配な状況である。しかし、⽇本の解析は部分的であり、
解析数が少ないため、報告から全体像を⾒渡すことはできない。COVID-19 の初期からの
PCR 検査、ゲノム検査の軽視のツケがいまでも影響を及ぼしていると⾔わざるを得ない。
このため、インド株の影響はイギリスの Wellcome Sanger 研究所のデータに基づいて分析
することにした（1）
。ゲノム配列解読の創始者でもある Sanger 研究所は、COVID-19 の解
析だけでも 1 週間に 1 万件以上⾏っている。
Sanger 研究所のゲノム解析データをもとに、イギリス株（B.1.1.7, α型）とインド型, δ
型)の推移を図 A-1 にまとめた。4 ⽉ 3 ⽇にはイギリス型が 100％、インド型はゼロであっ
たが、それから 2 カ⽉の間に、88％がインド型に置き換わってしまった。G7 サミットの⾏
われた Cornwall は 100％インド型である(図 A-2 )。
現在の⽇本は、図 A-1 でいえば 5 ⽉初めくらいのところではないだろうか。とすれば、7 ⽉
に⼊るとインド型変異株が多数を占め、オリンピックはその最中に開催することになるの
ではなかろうか。オリンピックが世界の新たな感染（観戦？）センター(エピセンター)とな
ることを恐れる。

120
100

60
40

0

った。⾚⾊：イギリス型/B.1.1.7/α型変
異株；⻘⾊、インド型変異／B.1.617.2

0.1 0.7 2.5

0

7.4
5⽉15⽇

ていた B.1.1.7 を押しのけて、主流にな

20.2

5⽉8⽇

20
5⽉1⽇

半くらいの間に感染⼒が強いと⾔われ

37.5

4⽉24⽇

軸は分離の％。横軸は 1 週間ごと。⼀⽉

58.6

4⽉17⽇

の推移。インド型が飽和曲線を描く。縦

6⽉5⽇

アイルランドを除く)の CoV-2 変異株

88.4
77.5

5⽉29⽇

80

5⽉22⽇

England(スコットランド、ウエルズ、北

4⽉10⽇

4 ⽉から 6 ⽉まで、2 ヶ⽉間の

4⽉3⽇

図 A-1

株/δ型変異株）。なお、図中の数字は、
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Sanger 研究所の右図を基に算出した。

図 A-2
イングランドのインド株の分布。今回 G7
サミットの⾏われた Cornwall(左下の突起
部分)を含めて 100％インド株になったと
ころが多く⾒られる(濃い⾊)。

CDC の報告によると 6 ⽉ 5 ⽇現在の全⽶
のインド株は 6.1%、イギリス株が 69．2％
である（2）。インド株が増えつつあるのは確かなので、今後の推移を注意する必要がある。

変異株の新しい名前
変異株の名称が複雑でわかりにくかったのは確かである。同じ変異株でも、変異の名前(た
とえば、N501Y)、株の名前（B.1.1.7）,発⽣地の名前(イギリス株)で呼ばれていた。病気や
病源体の名前に⼟地や国の名前をつけるべきでないのは当然である(⼀番ひどい例は、ダウ
ン症の旧名、蒙古症。幸い、今は使われなくなった)。トランプ⼤統領が、CoV-2 を繰り返
し、China virus と呼んだことが、現在のアジア⼈ヘイトにつながっている。
WHO は、その反省から、ウイルス株(変異)に、ギリシャ⽂字を当てることにした。WHO
は CoV-2 を、次の 3 グループに分けている。
・懸念すべき変異ウイルス（VOC, variant of concern）
・注意すべき変異ウイルス（VOI, variant of interest）
・調査中変異ウイルス（VUI, Variant under investigation）
このうち、VOC について、発⾒順に

α、β、γ、δと命名した。

・α型変異ウイルス：イギリス型、
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・β型変異ウイルス：南アフリカ型
・γ型変異ウイルス：ブラジル型
・δ型変異ウイルス：インド型変異ウイルス
しかし、誰でもが知っているギリシャ⽂字は、せいぜい、α、β、γ、δくらいまでではな
かろうか。たとえば、次のギリシャ⽂字を読んで書ける⼈はどのくらいいるだろうか。
εζηθικλξπρςστχψω
実は、私は現役の頃、Protein kinase C、特にそのη型の研究を⾏っていた。ところが、η
(eta)を読めない⼈がアメリカ⼈研究者にも多く、何回も間違えられた。次々に名前を変え
るのは、混乱を起こすだけではなかろうか。Nature は今後、ギリシャ⽂字と科学者が使う
名称を併⽤するという（3）。
（1）Wellcome Sanger Institute

Lineages (raw) | COVID-19 Genomic Surveillance ‒

Wellcome Sanger Institute
（2）CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data
（ 3 ） Nature
(nature.com)

Embrace the WHOʼs new naming system for coronavirus variants
Coronavirus variants get Greek names ̶ but will scientists use them?

(nature.com)

B.

CoV-2 の起源

WHO/China の合同チームの CoV-2 起源調査については、4 ⽉に arXiv（26）で詳しく分析
した。結論から⾔うと、バイアスのかかった報告である。武漢ウイルス研究所からのリーク
はあり得ないとしながらも、よそからコールド⾷品チェーンを介して⼊ってきた可能性を
“Possible pathway”として残している。
その後、5 ⽉ 23 ⽇の Wall Street Journal（WSJ）に、2019 年 11 ⽉に武漢ウイルス研で 3 ⼈
の患者が出ているという記事が出た（1）。それをきっかけに、武漢ウイルス研からのリーク
説が再浮上した。Biden ⼤統領が 90 ⽇以内に再調査するように指⽰したため、⼤きなニュ
ースになった。
5 ⽉ 23 ⽇の WSJ の記事を読んでみたが、3 ⼈の患者についての詳細な情報はなく、結論は
出ていない。続いて 6 ⽉ 6 ⽇に WSJ の Opinion に⼆⼈の著者による CoV-2 のゲノム分析
に基づく疑念が掲載された。CoV-2 は、ヒトに感染するために新しい機能を獲得している。
この Gain-of-Function は、アルギニンをコードする配列 CGG-CGG(double CGG)のスプ
ライシングによるという。この配列の存在については、arXiv(26)で報告したように、すで
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に昨年の 3 ⽉から指摘されており、今年の 1 ⽉にそれが病原性に関わっていることが報告
された(図 A-3)。

図 A-3 ヒト、コウモリ、センザンコウ、SARS のスパイクタンパクのアミノ酸配
列。中段の PRRA 配列が、問題になった CGG,CGG 配列（アルギニンーアルギニ
ン、RR 配列）である。ヒトにだけ⾒られる。コロナウイルス arXiv（26）より。
逆転写酵素の発⾒で有名な David Baltimore は、CGG というアルギニンのコードはコロナ
ウイルスでは使われていないと指摘している（3）。6 ⽉ 6 ⽇の WSJ は、これを根拠に Lableak 説を⽀持している。
しかし、6 ⽉ 8 ⽇、Nature 誌は、「The COVID lab-leak hypothesis: what scientists do and
donʼt know」という総説を載せた（1）。その論調は慎重である。上記の Baltimore の意⾒に
対しては、CoV-2 のアルギニンコードの 3％は CGG である。SARS ウイルスでは 5％が
CGG であるという反論を載せている。Nature 編集部へのメールで、Baltimore ⾃⾝もそれ
を認めたという。
（1）Gordon, M.R. et al WSJ May 23,2021
（2）Quay, S. et

al

（3）Maxmen, A.et al

WSJ June 6,

2021

Nature 8,June 2021

The COVID lab-leak hypothesis: what scientists do and donʼt know (nature.com)

6

図 A-4
Nature に掲載されたコ
ウ モ リ の 写 真 。
Horseshoe bat という名
前の由来がよく分かる。
なお、⽇本ではキクガシ
ラコウモリと⾔うが、キ
クガシラはこんな形な
のだろうか。

C. COVID-19 の後遺症のメタ解析
COVID-19 は、困ったことに、後遺症を伴うことが多い。⽇本語では、後遺症という⽤語で
統⼀されているが、英語では、Long-term covid,

long

covid、 long-hauler, persistent

symptoms、post-acute sequelae of covid などさまざまな⾔葉が使われている。意味するとこ
とは同じである。
最近になり、後遺症に関するまとめたメタ解析（多数の報告の解析。Analysis of analyses）
が発表されたので、以下紹介したい。
アメリカ医学会の JAMA 誌に発表された報告は、総計 10,000 の患者を対象とした 45 の報
告を分析した結果である。84 の症状が後遺症として記載されていた（1）。図 C-1（8 ペー
ジ）にまとめたように、75％の患者が何らかの症状を訴えていた。最も多いのは倦怠感
（40％）、呼吸障害（息切れ、36％）
、嗅覚の異常（24％）
、不安（22％）
、咳（17％）
、味覚
異常（16％）
、抑うつ状態（15％）であった。
Nature には、COVID-19 に罹患したアメリカ退役軍⼈を 4 カ⽉フォローした結果が発表さ
れている（2）。上記の論⽂と同様に、呼吸器症状、倦怠感、睡眠障害などの多彩な症状が記
載されている。⾎栓も多い（9 ページ図 C-2）。
退役軍⼈の調査で注⽬すべきは、発症時に ICU に⼊るような重症の後遺症が⾼い頻度で⾒
られることである(図右の紫のバー)。検査陽性の感染者(緑バー)、⼊院感染者(⾚バー)と⽐
べると、その差は明瞭である。
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図 C-1

COVID-19 の後遺症のメタ解析（1）

同じ号の Nature に後遺症に関する 4 つの疑問という記事がある。⼀⼈の患者は、covid そ
のものは軽かったが、1 週間後に胸の上に象が座っているような感覚があり、死の恐怖さえ
感じたという。
この双設が指摘する疑問は次の 4 つである（3）。
・後遺症はどのような頻度で起こるのか、リスクは何か。
イギリスの報告によると 13.7％が、発病 12 週後にも症状を訴えたという。男性より⼥性に
多く、中年の年齢層に多い。
・後遺症のメカニズム。
ウイルスあるいはその破⽚が体内に残っていることを⽰すデータが得られている。また、サ
イトカインのバランスも崩れている。しかし、その病態はそれほど単純でないのも確かであ
る。
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図 C-2
退役軍⼈の後遺症。幅広い症状がリストされている。右側の棒グラフは、感染時の症状によ
る後遺症の発⽣率を⽰す。重症者（ICU、紫⾊）は、⼊院患者（⾚⾊）、検査陽性者（緑⾊）
よりも、後遺症の発⽣が⾼い。
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・COVID 後遺症と他の炎症性疾患後遺症の違い。
COVID-19 以外の感染症でも、慢性疲労症候群と⾔われるような後遺症が 12％に⾒られる。
しかし、息切れは、covid にかなり特徴的である。
・治療法はあるか。
原因が明らかでないこともあり治療法は限られている。抗炎症治療、抗⾎栓療法、ワクチン
治療などが試みられている。中でも、ワクチンが⼀番効果があるようだ。イギリスで⾏われ
た後遺症患者 800 ⼈を対象として研究では、ワクチンは、57％に効果があったが、24％に
は変化がなく、19％で悪化した。Yale ⼤学の岩崎明⼦教授は、ワクチンによって、体内の
残っている CoV-2 ウイルスあるいはその残余を除くことによって症状を軽減できるであろ
うと考えている。

図 C-2
イギリスの National Statistics (ONS)
が 20000 ⼈ の 追 跡 調 査 に よ る
COVID-19 患者の有症状者数の時間
推移。4 週間以上症状が続くのを後遺
症と⾒なす(横軸は 4 週間後から始ま
る)(3)
（ 1 ） Nasserie, T. et al

JAMA

Network May26,2021
（2）Al-Aly et al Nature, 594、2021
（3）Marshall, M. Nature 594,168, 2021

D.

Phizer ワクチン接種後に若い男性に⾒られた⼼筋炎

これまで、ワクチンの重い合併症(副反応ではない)としては、アナフィラキシーショックと
⾎栓症が報告されている。それに加えて、イスラエルから、若い男性に接種後⼼筋炎が起こ
ることが報告された（1）。イスラエルでは、Pfizer ワクチンのみが使⽤されたので、他のタ
イプのワクチンでも⼼筋炎が起こるかどうかは分からない。
イスラエルの健康局の発表によると、頻度は 16 歳から 24 歳までの男性に、3000 ⼈に⼀⼈
から 6000 ⼈に⼀⼈の頻度で⾒られたという。発症は 2 回⽬の接種後 a few week 以内であ
った。胸痛に気をつけることが⼤切という。幸いなことに⼤部分は病状が軽く、抗炎症剤で
回復する。イスラエルでは死亡例が 2 例でているが、ワクチンとの関係については結論が
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出ていない。
若い男性には、⼼筋炎が時折⾒られるが、ワクチン後の頻度は普通に⾒られる頻度よりも 5
から 25 倍⾼いという。
ヨーロッパ、アメリカでも同じような⼼筋炎が⾒られたお⾔う報告があるが、この年齢層変
接種は少ないため、結論には⾄っていない。
(1) Vogel, G. et al Science June 1, 2021

E.

Pfizer ワクチンの効果. 千葉⼤の検証

千葉⼤の医療従事者に⾏ったワクチンの効果（抗体価）が、臨床免疫学の中島裕史教授によ
ってまとめられた。
接種前の検査対象者：

2015 名（21-72 歳、男⼥⽐はほぼ 1：2）

2 回⽬接種後検査対象者：1774 名（21-72 歳、男⼥⽐はほぼ 1：2）
スパイクタンパクに対する抗体価を測定
その結果、ワクチンにより抗体価が著しく上昇しているのが分かった（図 C-1）.ほぼ 0 か
ら 2060 まで上昇していた。有効率 99.9％（1773／1774）

図 E-1
ワクチン接種前と 2 回接
種後の抗体価。接種後⼀⼈
を除き、抗体価は著しく上
昇していた。

抗体価は、全体として⼥性が⾼く、年齢が若いほど⾼い傾向が⾒られた（図 C-2，3）.
70 歳以上でも 1024(希釈数)の抗体価を有していた。
感染経験のある⼈、抗アレルギー剤服⽤者で⾼く、免疫抑制剤、ステロイド服⽤者で低かっ
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た（図 C-3).）

図 E-2
年齢、男⼥による抗体価の⽐
較

図 E-3
抗体価の修飾因⼦

結論として、Pfizer ワクチンは、⾮常に有効であることが確認された。なお、ワクチンの効
果は、ウイルスに対して働く抗体だけではなく、感染細胞に対して働くキラーT 細胞にも及
ぶので、その効果は相当に期待できることが分かった。

(資料：千葉⼤学コロナワクチンセンター、臨床免疫学 中島裕史)
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コロナ秀歌、秀句、川柳
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