
　池田　松山先生、まずMERSという
のはいつごろから唱えられている疾患
なのでしょうか。
　松山　これは2012年の９月にサウジ
アラビアで発見されたウイルスです。
肺炎の症状を示すのですが、ずっと中
東の中だけではやっている病気です。
中東以外の国では、中東から旅行して
きた人、あるいはヨーロッパやほかの
ところから中東に旅行して帰った人が、
それぞれの国で発症して見つかるため、
それ以上広がることはなく、数人に感
染して、それで終わるという感じだっ
たのです。中東ではこの３年間ずっと
患者さんが見つかり続けていまして、
アラビア半島の中で、あっちの町、こ
っちの町でというように散発的に感染
者が見つかるという状態が続いていま
す。

　池田　中東にかぎってということな
のですけれども、MERSという言葉で
連想するのがSARS、中国等ではやり
ましたけれども、これもやはりコロナ
ウイルスということで、似通った疾患
と考えていいのでしょうか。
　松山　症状とかウイルス学的なもの
は非常によく似ているのですが、SARS
はコウモリを自然宿主として人間にか
かるようになって一気に広がったので
すけれども、2002～2003年の間に半年
ほどで一気に広がって、その後終息し
てなくなっていった病気です。一方、
MERSはずっと続いていて、ヒトコブ
ラクダに蔓延しているウイルスなので
すけれども、ヒトコブラクダから感染
するたびに発症する人が出てくるため、
なかなかなくならない病気ということ
で、SARSとは性質が異なっています。
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でしょうか。例えば、咽頭ぬぐい液な
どをインフルエンザではよく使ってい
ますけれども。
　松山　最初の検査では咽頭ぬぐい液
が使われるのですけれども、部位によ
ってそれほど感度よく検出できるわけ
ではなく、特に鼻腔ぬぐい液だとあま
り感度がよくありません。次に咽頭ぬ
ぐい液があって、一番いいのは肺洗浄
液や気道吸引物、これらは感度が高い
のです。ですので、検査するときには
できるだけ奧のほうに綿棒を突っ込ん
で咽頭から取ることになると思います。
　池田　感度が低いという理由は何な
のでしょうか。
　松山　このウイルスは肺で増えて、
咳をしていれば表に出てくるのですけ
れども、鼻先で増えるウイルスではな
いのです。咳をしていない状態では肺
で増えて、激しく咳をしないかぎり、
あまり表に出てこないのです。
　池田　ウイルスのコピー数が少ない
のですね。
　松山　そうです。
　池田　先ほどのSARSと比べた感染
性に話が戻るのですけれども、感染力
はどうなのでしょうか。
　松山　SARSと比べると弱いです。
インフルエンザと比べても弱くて、濃
厚接触で、病院内で患者さんから医師
にうつったり、あるいは周りにいる患
者さんにうつることがあります。あと
は、家族内で狭い部屋の中に長時間い

ると、うつることはあるのですけれど
も、市中でどんどんうつっていくよう
な病気ではありません。
　池田　その辺がSARSとイメージが
だいぶ違うのですね。
　松山　はい。
　池田　インターネット等ですごく話
題になっていまして、感染力が強いの
ではないか、なってしまうと死んでし
まうのではないかといわれていますが、
イメージがちょっと違いますね。
　松山　そうです。
　池田　感染はおそらく飛沫とか接触
感染でしょうか。
　松山　そうです。
　池田　いろいろ予防も大切になりま
すが、発症してしまった場合、治療は
どのように行われるのでしょうか。
　松山　今、MERSに特別な治療法は
なくて、対症療法になります。
　池田　それぞれの症状に合わせた治
療しかないのですね。
　松山　そうです。感染症指定医療機
関に入っていただくことになるのです
が、そこで対症療法を取る。隔離した
状態で対症療法をします。
　池田　エボラ出血熱もそうですけれ
ども、治った方の血清を使うとか、いろ
いろなことが考えられています。MERS
に対しては、血清を使うとか、最近何
か治療薬がつくられているとか、そう
いう報告はないのでしょうか。
　松山　エボラ出血熱のときにアビガ

　池田　ラクダからうつる。
　松山　そうですね。
　池田　ラクダの呼吸器系等にすみつ
いているのでしょうか。
　松山　主に１歳までの子どものラク
ダに感染しているのですけれども、普
通の風邪のような感じの、ラクダに蔓
延しているウイルスです。
　池田　ラクダ自体は特に重篤な症状
にはならないのですか。
　松山　そうです。
　池田　ラクダを宿主とするのですけ
れども、たまにヒトにかかるので重篤
な症状になってくる。
　松山　コロナウイルスは、ありとあ
らゆる動物にかかっていまして、その
ほとんどがそれほど大きな病気は起こ
しません。ヒトのコロナウイルスも４
種類ぐらいあるのですけれども、これ
もただの風邪なのです。いろいろな動
物でそれぞれ風邪のウイルス、コロナ
ウイルスがあるのですけれども、ラク
ダのコロナウイルスがヒトにかかった
ときに重症になります。
　池田　かかりにくいのだけれども、
かかると強い症状が出る。
　松山　そういうことです。
　池田　そして、ずっとウイルスの宿
主がいるために、散発性ながら、ずっ
と続いているのですね。
　松山　そのとおりです。
　池田　そこで一番の問題になります
が、まれに感染した場合には、どうい

う症状になるのでしょうか。
　松山　ほとんどインフルエンザと同
じような感じで、発熱と呼吸器症状で
す。糖尿病とか心臓病のような、もと
もと疾患を持っている人では重症化す
るのですけれども、子どもや健康な人
では、ほとんど症状を示さない場合も
あります。
　池田　感染したからといって必ず発
症するのではなくて、宿主の反応によ
る、ということなのでしょうか。
　松山　そうです。ただ、健康だった
人で重症化している人もいる。重症化
する人はほとんど基礎疾患を持った人
なのですけれども、もともと健康だっ
た人も重症化することがまれにあるの
で、油断はならない。健康だから大丈
夫というわけではないです。
　池田　健康でもなるけれども、基礎
疾患のある人は特に注意がいるのです
ね。
　松山　そうです。
　池田　症状がインフルエンザと同様
となると、鑑別診断が重要になると思
うのですけれども、MERSの診断はど
のように行われるのでしょうか。
　松山　今はPCR法です。リアルタイ
ムPCRで検査する方法があるのですが、
これは感染症研究所と地方衛生研究所、
それと政令指定都市の保健所に配備さ
れていまして、感染疑いの人がいたら、
そういうところで検査します。
　池田　どのようなサンプルを使うの
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でしょうか。例えば、咽頭ぬぐい液な
どをインフルエンザではよく使ってい
ますけれども。
　松山　最初の検査では咽頭ぬぐい液
が使われるのですけれども、部位によ
ってそれほど感度よく検出できるわけ
ではなく、特に鼻腔ぬぐい液だとあま
り感度がよくありません。次に咽頭ぬ
ぐい液があって、一番いいのは肺洗浄
液や気道吸引物、これらは感度が高い
のです。ですので、検査するときには
できるだけ奧のほうに綿棒を突っ込ん
で咽頭から取ることになると思います。
　池田　感度が低いという理由は何な
のでしょうか。
　松山　このウイルスは肺で増えて、
咳をしていれば表に出てくるのですけ
れども、鼻先で増えるウイルスではな
いのです。咳をしていない状態では肺
で増えて、激しく咳をしないかぎり、
あまり表に出てこないのです。
　池田　ウイルスのコピー数が少ない
のですね。
　松山　そうです。
　池田　先ほどのSARSと比べた感染
性に話が戻るのですけれども、感染力
はどうなのでしょうか。
　松山　SARSと比べると弱いです。
インフルエンザと比べても弱くて、濃
厚接触で、病院内で患者さんから医師
にうつったり、あるいは周りにいる患
者さんにうつることがあります。あと
は、家族内で狭い部屋の中に長時間い

ると、うつることはあるのですけれど
も、市中でどんどんうつっていくよう
な病気ではありません。
　池田　その辺がSARSとイメージが
だいぶ違うのですね。
　松山　はい。
　池田　インターネット等ですごく話
題になっていまして、感染力が強いの
ではないか、なってしまうと死んでし
まうのではないかといわれていますが、
イメージがちょっと違いますね。
　松山　そうです。
　池田　感染はおそらく飛沫とか接触
感染でしょうか。
　松山　そうです。
　池田　いろいろ予防も大切になりま
すが、発症してしまった場合、治療は
どのように行われるのでしょうか。
　松山　今、MERSに特別な治療法は
なくて、対症療法になります。
　池田　それぞれの症状に合わせた治
療しかないのですね。
　松山　そうです。感染症指定医療機
関に入っていただくことになるのです
が、そこで対症療法を取る。隔離した
状態で対症療法をします。
　池田　エボラ出血熱もそうですけれ
ども、治った方の血清を使うとか、いろ
いろなことが考えられています。MERS
に対しては、血清を使うとか、最近何
か治療薬がつくられているとか、そう
いう報告はないのでしょうか。
　松山　エボラ出血熱のときにアビガ

　池田　ラクダからうつる。
　松山　そうですね。
　池田　ラクダの呼吸器系等にすみつ
いているのでしょうか。
　松山　主に１歳までの子どものラク
ダに感染しているのですけれども、普
通の風邪のような感じの、ラクダに蔓
延しているウイルスです。
　池田　ラクダ自体は特に重篤な症状
にはならないのですか。
　松山　そうです。
　池田　ラクダを宿主とするのですけ
れども、たまにヒトにかかるので重篤
な症状になってくる。
　松山　コロナウイルスは、ありとあ
らゆる動物にかかっていまして、その
ほとんどがそれほど大きな病気は起こ
しません。ヒトのコロナウイルスも４
種類ぐらいあるのですけれども、これ
もただの風邪なのです。いろいろな動
物でそれぞれ風邪のウイルス、コロナ
ウイルスがあるのですけれども、ラク
ダのコロナウイルスがヒトにかかった
ときに重症になります。
　池田　かかりにくいのだけれども、
かかると強い症状が出る。
　松山　そういうことです。
　池田　そして、ずっとウイルスの宿
主がいるために、散発性ながら、ずっ
と続いているのですね。
　松山　そのとおりです。
　池田　そこで一番の問題になります
が、まれに感染した場合には、どうい

う症状になるのでしょうか。
　松山　ほとんどインフルエンザと同
じような感じで、発熱と呼吸器症状で
す。糖尿病とか心臓病のような、もと
もと疾患を持っている人では重症化す
るのですけれども、子どもや健康な人
では、ほとんど症状を示さない場合も
あります。
　池田　感染したからといって必ず発
症するのではなくて、宿主の反応によ
る、ということなのでしょうか。
　松山　そうです。ただ、健康だった
人で重症化している人もいる。重症化
する人はほとんど基礎疾患を持った人
なのですけれども、もともと健康だっ
た人も重症化することがまれにあるの
で、油断はならない。健康だから大丈
夫というわけではないです。
　池田　健康でもなるけれども、基礎
疾患のある人は特に注意がいるのです
ね。
　松山　そうです。
　池田　症状がインフルエンザと同様
となると、鑑別診断が重要になると思
うのですけれども、MERSの診断はど
のように行われるのでしょうか。
　松山　今はPCR法です。リアルタイ
ムPCRで検査する方法があるのですが、
これは感染症研究所と地方衛生研究所、
それと政令指定都市の保健所に配備さ
れていまして、感染疑いの人がいたら、
そういうところで検査します。
　池田　どのようなサンプルを使うの
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毒性、感染性に比べれば、だいぶMERS
のほうは低いのですね。
　松山　そうです。
　池田　もし心配であれば、サージカ
ルマスクと手袋を着用して対処する。
発症すればまた別の話ですけれども、
あまり過剰に防衛するのも意味がない
ということでしょうか。

　松山　はい。とにかく症状がひどく
なる人をいち早く見つけて、検査して
MERSかどうか調べることが重要です。
症状が強くならない間はそれほど感染
力はないので、それほど重装備で対面
する必要もないと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

ンという薬があって、治療薬に関して
は、こういうものが効くということに
なったのですけれども、この作用機構
がMERSにはあまり効かないのではな
いかといわれています。今のところ、
これが効くという報告はありませんし、
ほかに薬として効くものは、基礎研究
としては報告が多数あるのですが、な
かなかまだ使用するところまでいって
いない。
　あとは血清療法も、なかなか血清が
集まらない、それぞれの国ではちょっ
とずつ集めているのでしょうが、特に
日本ではまだ全然この治療ができるよ
うな状態ではないです。報告としては
ヒト型モノクローナル抗体というもの
があり、これを使うことが近い将来、
できるようになるかもしれません。た
だ基礎研究のレベルなので、実用化は
まだまだです。
　池田　イメージとしては、RSウイル
スに対するモノクローナル抗体のよう
な感じで使うのですね。
　松山　そうです。
　池田　一番根本的な予防策ですが、
感染性はインフルエンザ等に比べてそ
んなに強くないということですけれど
も、例えばある患者さんが入院された
と仮定すると、どのような感染予防対
策がなされるのでしょうか。
　松山　最初に患者さんに接触すると
きは、重装備でするわけにいかないの
で、普通のインフルエンザと同じ手袋、

サージカルマスクとガウンを着てとい
うことになります。重症化した人だと、
防護服を着て、ゴーグルをはめて、キ
ャップをかぶって、N95マスクをつけ
て対面することになります。
　池田　冒頭の話に戻りますが、例え
ば中東から帰ってこられて、発症の前、
あるいは一度治療が終わった後に少な
からずウイルスを出しているような方
には、どのような対処をするのでしょ
うか。
　松山　基本的に症状が強くない人か
らは感染しないといわれているので、
ガウンを着て、一般的なサージカルマ
スクと手袋でいいと思うのですけれど
も、感染していると明らかにわかった
場合は、万が一感染するかもしれない
ので、PPE（個人防護具）を着てフル
装備で対面することになると思います。
　池田　必要以上に恐れる必要はない
と思うのですけれども、一時、中東か
らヨーロッパに帰った方とかいらっし
ゃいましたが、どのくらいの感染率と
いう表現ができるのでしょうか。
　松山　感染率というと。
　池田　例えば、１人の人間からどの
くらいの人間にうつすか。
　松山　これはすごく少ないです。い
ろいろな報告があるのですけれども、
軒並み１人から１人以下です。感染力
は弱いです。
　池田　我々が過去のSARSとか、イ
ンフルエンザも含めて想像している強
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毒性、感染性に比べれば、だいぶMERS
のほうは低いのですね。
　松山　そうです。
　池田　もし心配であれば、サージカ
ルマスクと手袋を着用して対処する。
発症すればまた別の話ですけれども、
あまり過剰に防衛するのも意味がない
ということでしょうか。

　松山　はい。とにかく症状がひどく
なる人をいち早く見つけて、検査して
MERSかどうか調べることが重要です。
症状が強くならない間はそれほど感染
力はないので、それほど重装備で対面
する必要もないと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

ンという薬があって、治療薬に関して
は、こういうものが効くということに
なったのですけれども、この作用機構
がMERSにはあまり効かないのではな
いかといわれています。今のところ、
これが効くという報告はありませんし、
ほかに薬として効くものは、基礎研究
としては報告が多数あるのですが、な
かなかまだ使用するところまでいって
いない。
　あとは血清療法も、なかなか血清が
集まらない、それぞれの国ではちょっ
とずつ集めているのでしょうが、特に
日本ではまだ全然この治療ができるよ
うな状態ではないです。報告としては
ヒト型モノクローナル抗体というもの
があり、これを使うことが近い将来、
できるようになるかもしれません。た
だ基礎研究のレベルなので、実用化は
まだまだです。
　池田　イメージとしては、RSウイル
スに対するモノクローナル抗体のよう
な感じで使うのですね。
　松山　そうです。
　池田　一番根本的な予防策ですが、
感染性はインフルエンザ等に比べてそ
んなに強くないということですけれど
も、例えばある患者さんが入院された
と仮定すると、どのような感染予防対
策がなされるのでしょうか。
　松山　最初に患者さんに接触すると
きは、重装備でするわけにいかないの
で、普通のインフルエンザと同じ手袋、

サージカルマスクとガウンを着てとい
うことになります。重症化した人だと、
防護服を着て、ゴーグルをはめて、キ
ャップをかぶって、N95マスクをつけ
て対面することになります。
　池田　冒頭の話に戻りますが、例え
ば中東から帰ってこられて、発症の前、
あるいは一度治療が終わった後に少な
からずウイルスを出しているような方
には、どのような対処をするのでしょ
うか。
　松山　基本的に症状が強くない人か
らは感染しないといわれているので、
ガウンを着て、一般的なサージカルマ
スクと手袋でいいと思うのですけれど
も、感染していると明らかにわかった
場合は、万が一感染するかもしれない
ので、PPE（個人防護具）を着てフル
装備で対面することになると思います。
　池田　必要以上に恐れる必要はない
と思うのですけれども、一時、中東か
らヨーロッパに帰った方とかいらっし
ゃいましたが、どのくらいの感染率と
いう表現ができるのでしょうか。
　松山　感染率というと。
　池田　例えば、１人の人間からどの
くらいの人間にうつすか。
　松山　これはすごく少ないです。い
ろいろな報告があるのですけれども、
軒並み１人から１人以下です。感染力
は弱いです。
　池田　我々が過去のSARSとか、イ
ンフルエンザも含めて想像している強
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