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Pandemic and medical collapse
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Abstract
A pandemic of SARS-CoV-2 infection has caused a “medical collapse” （overwhelming of healthcare capacities）in Wuhan, 
Western countries, the Middle East, and South American countries. The purpose of the social distancing is to flatten the 
epidemic curve and prevent medical collapse. In this paper, I attempted an academic discussion of “medical collapse”. 
Factors that determine the risk of overwhelmed healthcare systems include prevalence and severity of infection, number of 
hospitals/beds, number of doctors, number of nurses, medical equipment, therapeutic drugs, management status of medical 
institutions, medical technology, national budget reduction, regional disparity, Poverty, dysfunction of social infrastructure, 
and consultation behavior of patients. The problems caused by medical collapse include worsening patient prognosis, “life 
selection” （triage）, overwork of medical staff, social unrest, and litigation risk. Based on these factors and problems, I 
propose the following countermeasures: （1） temporary inspection/consultation/hospitalization facility, （2） consideration of 
alternative equipment, （3） interchange of human/physical resources between local governments, （4） training of emergency 
doctors, （5） “emergency alternative doctors” and “emergency alternative nurses”, （6） support for medical institutions, 
（7） improvement of medical science and technology, and （8） education for the general public. It is necessary to take these 

measures and prove their effectiveness through quantitative and statistical verification.
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はじめに
　新型コロナウイルス（以後、新型コロナ）は2019年12
月に中国の武漢で発生し、その起こしたパンデミックは
全世界に深刻な社会的・経済的打撃を及ぼしている。特
に、武漢や欧米、中東、南米の国々で起こった「医療崩
壊」は、それらの国で多数の死者が出た原因とされてい
る。しかし、「医療崩壊」が回避すべき臨界点として恐怖
と嫌悪と共に語られる一方で、十分学術的に論考されて
いるとは言い難い。本稿では、「医療崩壊」について考
察し、その要因を分析することで、より効果的なパンデ
ミック対策を見出したい。
　ワクチンが未開発の現段階では、流行対策として、社
会距離拡大戦略（social distancing）が行われている。そ
の目的は、流行曲線を平坦化して医療崩壊を防ぐことで
ある。ところが、「医療崩壊」には明確な定義が無く、英
語で「医療崩壊」に当たる定型語は無い１）。ここでは、
國井による「患者が急増して病院が機能不全を起こした
状態」１）を医療崩壊と捉えて論じていく。

１．医療崩壊を決める要因
（１）感染症の有病率と重症度
　最大の要因は、病院に来る患者数である。新型コロナ
のように半数が無症状で発症しても80％が軽症の感染症
の場合、重症化する患者の数が問題となる。現在、重症
化する患者の数が国の間で違うことが謎とされている。
図１に世界各国の有病率（prevalence）と致死率（case 
fatality rate, CFR）の相関を示した。ウェブサイトに掲載
された集計２）を用い、PCR検査数の少ない国や統計の
不確かな国を除いた67 ヶ国を解析した。死亡率（100万
人あたりの死亡者数）、有病率（100万人あたりの患者
数）、致死率（患者のうちで死亡した者の比率）との関
係は、以下の式で与えられる。

死亡率 ＝ 有病率 × 致死率
　死亡率のトップ15（表１）を図１で見ると、致死率が
高いために死亡率が高い国々と、有病率が高いために死
亡率が高い国々に分かれている。西欧各国とメキシコ、
エクアドルでは、有病率がそれほど高くないにも関わら
ず致死率が高い。一方ではチリ、ペルー、ブラジル、ア
メリカ合衆国では致死率は日本と同程度かそれ以下にも
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関わらず、有病率が高いために死亡率が上昇している。
東アジア・東南アジア諸国では有病率の低さが目立つ一
方で、中東諸国やシンガポールでは致死率の低さが顕著
である。
　疫学的に重症度に影響する要因としては、年齢、栄養
状態、免疫、性別、民族、治療、慢性病の合併が知られ
ている３）。免疫反応はウイルスの細胞への侵入や細胞か
らのウイルス産生を防ぐことで有病率を下げる。一方
で、免疫反応が強すぎるとサイトカインストームなど
により重症化させ、致死率を上げる。新型コロナでは抗
体依存性増強（antibody-dependent enhancement）が問題
となりうる４）。この免疫動態のパラドキシカルな側面５）

が図１に反映しているのであろう。疫学解析と免疫学的
解析をさらに進めることで、国別の有病率や致死率の格
差の原因が明らかになると思われる。

（２）病院数、ベッド数
　日本では、指定医療機関６）が中心となって新型コロ
ナの診療を行う体制だ。しかし、病院数とスタッフに限
りがあり、今回の流行のように多数の患者が発生する場
合、大半の患者は一般病院、クリニックが診ざるをえな
い。基礎疾患のある入院患者への院内感染リスクを考
え、COVID-19患者を断る病院も多い。それでも、日本
の病院数と病床数は世界一とされ１）、クリニックも合わ
せれば、軽症の新型コロナの診療には十分な施設数を確
保できるだろう。
　問題は重症患者である。人口あたりの集中治療室数
（ICU）は、医療崩壊の起きたイタリアの半数ほどだ。
早急に改善されなければ、患者が急増した際に医療崩壊
の大きな一因となることは避けられない。

（３）医師数
　日本の人口当たりの医師数は先進国の中では少なく、
OECD加盟35 ヶ国中30番目である。しかし、軽症の新型
コロナ感染症は自然治癒し、医師の必要性が低い。問題
となるのは重症患者を治療できる医師の数である。
　重症患者では新型コロナウイルス排泄量が多い７，８）。
一般に、ウイルス排泄量の多い患者から感染すると重症
化のリスクが高い。つまり、重症患者の診療に当たる集
中治療医は、感染のリスクに加え、重症化のリスクも高
いのだ。イタリアでは150人以上、ロシアでも100人以上
の医師が死亡している。重症患者を治療している医師が
真っ先に院内感染して戦線を離れ、ICUでの医師不足が
起こる可能性がある。また、院内感染は医療スタッフに
精神的プレッシャーと恐怖感を与える。さらにマスコミ
が院内感染を大々的に非難口調で報道すれば、病院の評
判が落ち、経営にも影響する。報道のあり方も、医師の
側に診療控え、立ち去り型サボタージュなどのネガティ
ブな行動を招き、医療崩壊に貢献しうる９）。医師も背に
腹を代えられないのだ。視聴率や売り上げのみを偏重す
る報道は危険である。
　2004年４月１日にスタートした新臨床研修制度での
マッチングの導入により、研修医は都市部へ集中し、地
方の医師数不足を招いた。また、研修医が減った大学病
院が関連病院から医師を引き上げ、人口過疎地での医師
不足が深刻となった。医師数の地域格差の弊害は、感染
者の増大で医療の需要が跳ね上がった際に顕在するだろ
う。住民の高齢化が進む地域では、開業医や勤務医の高
齢化も著しい。高齢医師は新型コロナ感染で重症化しや

表１．世界主要国の死亡率 トップ15

図１． 世界主要国の新型コロナ罹患率（prevalence）と致死率
（CFR）

表 1．世界主要国の死亡率 トップ 15 

country mortality（/1M population） 

1  Belgium 844  

2  UK  662  

3  Spain  608  

4  Italy  579  

5  Sweden  549  

6  France  460  

7  USA  420  

8  Peru  371  

9  Chile  370  

10  Netherlands 358  

11  Ireland 353  

12  Brazil  349  

13  Ecuador 291  

14  Mexico  282  

15  Canada  233 

（2020 年 7 月 15 日, worldometer） 
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すく、患者からの感染による医師数の減少がより深刻に
なるかもしれない。

（４）看護師数
　日本はドイツ、アメリカに次いで、看護師数が多
い１）。しかし看護師不足は起こりうる。スペイン・イン
フルエンザ（スペインかぜ）の際、医師の無力さに比し
て、米国では「優しく愛情に満ちた看護（Tender Loving 
Care）」が患者の命をつなぎ留めたとされる10）。一方で、
看護婦の１/３から半分がダウンし、絶望的なまでに不
足した。日本でも看護婦が大払底した11）。新型コロナで
は重症者１人に看護師２人が必要になり、看護師の需要
が急上昇する可能性が高い。
　永寿総合病院では、看護師の感染者が出た病棟の全職
員を濃厚接触者として自宅待機にした結果、医療スタッ
フが減少して感染防御の水準を保てなくなり、さらに感
染が広がる悪循環となった12）。入院患者109人が感染し
43人が死亡する医療崩壊である。感染拡大が避けられな
いウイルスに対して感染拡大を防ごうとして、重症患者
を治療する本来の目的を失してしまったことが教訓であ
る。

（５）医療機器
　感染防護具（personal protective equipment, PPE）が不
足した場合、医療従事者に容認できないリスクが生じ
る。リスク回避のための診療拒否あるいはリスクを冒し
て感染することにより、クリニックや病院自体が機能停
止に陥る可能性が高い。
　重症患者で必須になる人工呼吸器は、日本ではほとん
どが外国からの輸入品である。医療物資が払底した場
合、輸出制限を行う国も出るだろう。グローバル経済の
論理に従った必需品の国産から輸入への移行は、パンデ
ミックなどの危急の際にリスクを背負うことになる。し
かも、より収益性を高めるためにメーカーは操作が煩雑
な複雑な機械を作っている13）。操作が難しい人工呼吸器
は、必要な人材の不足のために機器を有効活用できなく
なるかもしれない。

（６）治療薬
　重症化を予防したり、重篤患者での人工呼吸器使用期
間を減らす治療薬があれば、医療機関への人的・物的負
荷を大きく減らすことが出来る。

（７）医療機関の経営状態
　新型コロナ流行は、日本の公立・公的病院の経営難を
招いた。新型コロナ患者の診療に当たるために、収益性
の高い健診、救急外来を減少させたことが一因である。

新型コロナによる院内感染を防ぐために、それ以外の疾
患の診療を減らした一方で、新型コロナ患者数が日本国
内でそれ程伸びなかった結果、病床稼働率の低下、外来
患者の減少を招いた。パンデミックの際には、経営本位
の病院運営は困難である。医療機関が閉鎖されて減少す
れば、再流行や新たなパンデミックへの対応がさらに難
しくなる。

（８）医療技術
　医療技術は高度化、複雑化の一途を辿っており、時間
をかけて多くの医療資源を投入して、少しでもミスの無
い診断と治療になるよう進歩している。『史上最悪のイ
ンフルエンザ』の解説で西村秀一が指摘するように、「進
歩したといわれる現代の医学は、少数の患者を徹底的に
治療するのは得意だが、きわめて大勢の患者を同時に扱
うのは不得手であり、現代の過密社会を考えても、限ら
れた人的・物的資源で流行を上手にコントロールする工
夫がなければ1918年の悲劇が繰り返される可能性は十分
にある」10）。
　ある程度の正確さを担保しつつ短時間で診断と治療を
行う医療技術の開発、教育、それを可能にする医療体制
と社会的コンセンサスの整備が求められる。この医学自
体の欠点を放置したままでは、今後も医療崩壊の頻発は
避けられないのではないか。

（９）国家予算の削減
　国家の政策の影響は大きい。特に医療費や感染対策費
の削減は、病院数、医師数、看護師数、医療機器の不足
に繋がり、医療崩壊に脆弱な医療体制を作る。ヨーロッ
パでは、EUに求められた緊縮財政とリーマンショック
に伴う世界金融危機により、医療費削減を行った国が多
い。特にイタリアとスペインでは医療崩壊を招いた大き
な要因とされている14）。ギリシャ、イギリスでも影響が
大きかった。致死率の高いフランスでは、大赤字の公立
病院の予算を削減し病床数が減って人工呼吸器も不足し
ていた。ロシアでも「制度の最適化」で病院数が大幅に
削減されていた14）。

（10）地域格差
　上述した地方や過疎地での医師数の不足は病院数、ひ
いては看護師数の不足にもつながる。また、一般に新興
感染症は人的交流の少ない地域で重症化しやすい。ス
ペインかぜの際、北陸では死亡者の報告は郡部に多く、
島々では全滅に近い被害があり、樺太は対人口死亡率
1.8％と日本内地や外地を通じて最も高く、北海道、青
森、岩手も被害が大きかった11）。医療スタッフと病院が
不足した地域での重症患者の頻発は端的に医療崩壊につ
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ながるだろう。

（11）貧困
　医療費を払えない貧困層の存在は、病院自体の崩壊に
は直結しない。しかし、医療にアクセスできない住民の
存在は、地域医療を担う病院の役割を考えると、広義の
機能不全に含めてよいだろう。国民健康保険と高額医療
費支給制度の整った日本においては、無保険者にこの問
題が起こりうる。

（12）社会のインフラの機能不全
　感染者が激増した場合、運送業者の人手不足や「買い
だめ」による食料や医薬品の不足が起こる。スペインか
ぜの際、日本では、売薬が品切れ状態になり、薬品の大
暴騰も起こった11）。また、都市封鎖（ロックダウン）の
場合に、医療従事者やインフラを支える人の移動に混乱
が起これば、病院機能の低下に繋がりうる。

（13）患者の受診行動
　治療を必要としない患者の殺到は、クリニックや病院
の機能を著しく低下させる。新型コロナでは、保健所を
介して受診するシステムが病院機能維持に役立った。一
方で、急激に重症化した患者の受診遅れが死亡に繋がっ
たなど課題も多かった。日本では「自粛」でコントロー
ルしてきたが、重症化患者が頻発した場合には、病院へ
の殺到を抑制できるだろうか。

２．医療崩壊が引き起こす問題
１）患者の予後の悪化
　病院が機能低下し、重症の新型コロナ感染症に必要な
医療を提供できなくなれば致死率が上昇する。さらに、
新型コロナ以外の疾患の患者の医療に手が回らなけれ
ば、病状の悪化を招き超過死亡の原因となりうる。

２）「命の選別」（トリアージ）
　重症患者が急増すれば、限りある医療資源の配分が問
題になる。新型コロナ感染症では、人工呼吸器や体外式
膜型人工肺（ECMO）の不足が注目された。また、血圧
の低下した腎不全患者には血液透析（HD）が難しいた
め、持続型血液ろ過（CHF）を行う必要があり、そのた
めのカラムや血漿が不足しうる15）。
　欧米では予め設定した倫理指針などを基準として対応
した国が多かった。しかし、基準が地域によって異なる
場合もあり、問題視されている。また、一律の基準で対
応することが必ずしもフェアでない場面もありうるので
はないか。一方で、現場に判断を任せようとすれば、重
い決断と責任を医療者に強いることになる。

３）医療スタッフの過労
　医療スタッフは診療の身体的負荷のみならず、自分や
家族の感染リスク、自らが院内感染源となるリスク、同
僚を危険に晒す責任、人的・物的医療資源の不足による
医療レベルの低下、トリアージの倫理的ジレンマ、患者
や同僚の死による悲哀、社会からのプレッシャーなどか
ら精神的にも追い込まれている16）。これは医療ミスや医
療レベルの低下による患者の予後の悪化を招く。医療ス
タッフが過労状態になれば、防護策のミスや免疫機能低
下などで感染するリスクが上がる。医師や看護師のバー
ンアウト（燃え尽き症候群）や自殺も報じられている。
感染やバーンアウトにより医療スタッフが減れば、残っ
たメンバーは、負担増でさらに過労状態になる悪循環と
なる。

４）社会不安
　コートジボワールではウイルス検査施設を民家に近過
ぎるとして地元住民が破壊した。これほど顕著でなくと
も、社会不安はしばしば感染症対策にマイナスになる行
動を誘発する。医療機関の受診を避けて経営を悪化させ
たり、医療スタッフや家族を排斥したり、患者の医療機
関への殺到を招いたりすることで医療崩壊を加速する可
能性がある９）。

５）訴訟リスク
　病院の機能低下やトリアージの結果、患者が不幸な結
果になった場合には、裁判に訴えることもあるだろう。
患者の受け入れ拒否や医師の過労による医療過誤でも、
法的リスクが生じうる。

３．対策
a．仮設の検査・診察・入院施設
　戸外の施設は換気も良く、感染予防には有効である。
一方で、風水害や地震などの自然災害の多い日本では、
患者や医療スタッフの安全を守れるか課題となる。

b．代替機器の検討
　人工呼吸器が不足した場合、軽症の呼吸不全では非侵
襲的陽圧換気療法（NPPV）で代用することも可能であ
る。ICUが満床の場合、手術室をICUへ転用し、外科医
が救急医療に従事するオプションもあるだろう。
　検査機器も代用しうる。日本のCT保有数（2017）は
100万人あたり111.5台で世界一であり、２位のオースト
ラリアの64.3台を大きく引き離している。日本では、新
型コロナのPCR検査数を増やせなかった時期に、代替検
査として胸部CTにより診断されて適切に対処された患
者が多かったと考えられる。武漢のグループは、症状や
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血液検査結果データを元にPCR検査に先がけてCT検査
を行う新型コロナの外来診療アルゴリズムを提唱してい
る17）。

c．自治体間の人的・物的資源の融通
　地域格差を埋める形で、医療スタッフや医療機器の豊
富な地域が医療崩壊に瀕した地域を援助することが望ま
しい。しかし、実際にはその実現を阻む難問がある。第
一に、どこの地域も自分の地域が医療崩壊寸前にあると
考えがちだ。医療スタッフ数、入院患者数、人工呼吸器
の台数と使用数、新規患者の増加傾向などデータを可視
化しなくては、どこの地域が本当に困っていて、どこの
地域に余裕があるかわからない。第二に、余裕のある地
域でも、援助で医療資源が減った結果、後に自地域で感
染爆発が起こって医療崩壊するリスクを考えて躊躇しが
ちである。データに透明性を持たせ、自地域が後に困っ
たら援助してくれる地域が出る、地方自治体間の信頼関
係が必要である。
　感染拡大の時期が地方毎に異なったり、重症化率も地
域によって様々であることをこれまでのパンデミックは
示している。国が一律に決めた方針は、地方では上手く
いかないかもしれない。西村秀一は地域レベルでのリー
ダーシップの重要性について強調している10）。地方自治
体が主導権を取って地方の実情に合わせて対応し、自治
体間で相互協力するのが最も効率良い対策になるだろ
う。国は予算面でのバックアップと自治体間の調整役に
徹するのが望ましい。

d．医療機関へのサポート
　新型コロナ流行時には、医療スタッフへの精神的サ
ポートがほとんど無く、医療機関への経済支援も乏し
かった。テレビのCMや政治家の演説で医療スタッフへ
の感謝を語るだけではなく、現場に直接届く精神的・物
質的支援が望ましい。医療機関に、医療スタッフの心身
のサポートを専門に行うスタッフの設置が望ましく、そ
のための予算措置が必要だ16）。
　医療崩壊の起こった病院では、スタッフ不足が深刻で
あった。公的機関が医療スタッフ派遣会社などの助けも
受けて、平素は医療に従事していない医師をも掘り起こ
して緊急時に医師不足を補うシステムの構築が望まれ
る。また、ボランティアを募集して医療機関を補助する
仕組みも役立つだろう。抗体保持者やワクチン接種者は
安心して医療に従事できることから、復帰する医療従事
者やボランティア希望者には、無償で抗体検査や優先の
ワクチン接種を行えばインセンティブになるであろう。
　また、病院を一般市民の非難や訴訟から守るために、
医師や病院を一時的に免責する立法、行政措置も求めら

れる。

e．救急医の養成
　スペインかぜの際、サンフランシスコでは、医療機関
で医学生、歯学生、看護学生、教師たちが働き、教会も
医療行為に当たった10）。日本でも医師数が不足すれば、
医師免許を持つ者は基礎科学者でも駆り出され、医学生
も医療に当たる可能性がある。看護師が不足すれば、退
職した看護師や看護学生も駆り出され、ボランティアも
募集されるかもしれない。感染動向が予測できない場
合、同様な戦力の逐次投入に今後も頼らざるをえないだ
ろう。
　新型コロナについて、医師向けの教育企画は少なかっ
た。感染症の専門家ではない著者が独学して医師会向け
に講演する必要さえあった18）。重症患者を救命すること
が新型コロナ医療の最大の目的である以上、まずは救急
医の養成が求められる。しかし、感染の大流行が起こっ
てから養成するのでは間に合わない。また、救急医の需
要は平素それほど高くない。
　そこで、緊急時だけ救急医となる資格を作って、平時
に講習・演習を進めておくことを提案したい。普段は専
門外の医師が救急医療に従事すると経験不足によるミス
などが問題になる。しかし、パンデミックで救急医療が
崩壊に瀕している場合は容認せざるをえないだろう。緊
急時だけ一気に救急医を増やし、流行がおさまれば一気
に減らせるシステムが有用ではないだろうか。

f．「緊急医師」と「緊急看護師」
　医師が新型コロナ以外の疾患に手が回らないほど不足
した際は、医師の仕事のうち、軽症患者の診療の決断を
看護師に任せてはどうだろうか。そのためには、危急時
に看護師に医師と同様な医療判断を許可する法的整備が
必要になる。看護師の資格では、医師がいない場合で
も、医師の業務を代行できない。そこで、緊急事態時に
限定された「緊急医師」資格を設け、教育・訓練を行う。
アウトブレイクで緊急事態宣言が出されれば、「緊急医
師」は医師とみなされ、重症患者以外の医療判断が許可
される。責任が重い分、給料も一時的に医師並みに引き
上げる。裁量や決定権が認められ状況をコントロールし
ている感覚が増せば、バーンアウトを減らす効果も期待
される19）。このような資格を看護師の専門分野の一つと
して資格認定すれば、就職などにも有利であろう。医療
系の大学教育の活性化にもつながるのではないか。
　ボランティアに医師レベルの医療行為を要求するのは
難しい。高度な看護も難しい。しかし、緊急でスタッフ
が不足した時に、看護師が医師の仕事を、若い看護師が
ベテランの仕事を、簡単な看護を医療事務職が、医療事
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務をボランティアが学ぶといった、少しずつ上級レベル
の医療行為にスライドすることはできるのではないか。
つまり、医師と同様、看護師の予備役を作るのである。
対象は医療事務の資格者で、医学用語などの知識を生か
して簡単な看護を教育・訓練すればよい。このような
「緊急看護師」が平素医療事務にあたっていれば、事務
のレベルも上がり、看護師とのコミュニケーションも盛
んになるだろう。
　同様な発想で「緊急薬剤師」「緊急医療事務」などの
資格もあってよい。パンデミックで経済が停滞した際
に、雇用を生み出す機会としても期待できる。

g．医学・医療技術の改善
　感染予防や重症化予防を可能にするワクチンや、重症
化を予防する治療薬の開発は精力的に進められている。
　上述したように、医学の進歩は、複雑で専門性の高い
医療を作りだしてきた。失敗が少ない代わりに、一人あ
たりの診療に時間がかる。さらに、専門分野以外の診療
に従事するにはハードルが高い。しかし、「緊急医師」
が学ぶべき医療は、緊急時に少しでも多くの患者を診療
し、重症患者を救う技術である。また、どの分野の医師
が足りなくなっても対応できる幅広さも求められる。専
門を問わず短時間で多くの患者を診療できる医療技術を
開発していかなければならない。
　新型コロナ対策で、遠隔医療、問診へのAIの導入な
どが試みられてきた。さらに、「緊急医師」や「緊急看護
師」向きのユーザーフレンドリーな医療機器の開発が求
められる。人工呼吸器も、より手ごろな価格で生産や維
持が簡単になり使いやすくなるような技術革新がなされ
れば、緊急時に量産することも用意になるだろう13）。感
染防護具（PPE）も軽くて動きやすい材質や、温度・湿
度調整の工夫が求められる。耳に聴診器を付けることが
出来ず９）気管支挿管などの細かい動作が難しいなどの
問題点を、ワイアレスでの聴診器や電子カルテとの接続
や、デバイスとのインターフェースなどの改良で克服す
ることが望ましい。パンデミックを見据えた医療システ
ムの改変を考えるべき時に来ているのではないか。

h．一般市民への教育
　国や自治体の情報提供の充実が叫ばれている。マスコ
ミによる「インフォデミック」が非難されている。しか
し、情報を受ける側のレベルアップも必要ではないか。
　大学では高度な知識を教えるために、基礎知識から
徐々に高度な知識へと導いている。最近、大学レベルの
高度な知識を求める一般市民が多いが、基礎知識が無い
ため、下手をすると似非科学と科学の区別がつかない。
深く考えるためには基礎知識が必要である。パンデミッ

クを起こす感染症や免疫についての医学教育は、義務教
育の段階で万民に授けるべきものではないだろうか。
　知識をリニューアルすることも重要である。膨大な
情報をホームページにアップロードするだけでは国民
に浸透しない。政府や自治体は、公的な教育番組を
YouTube20）などのアクセスしやすい媒体でも発信すべき
だろう。
　知識のみでなく、倫理面でも改善が望まれる。他県か
らの移動者、商店感染者と家族、医療関係者とその家族
などへの嫌がらせといった「自粛警察」行為が頻発し
た。病気は本人の罪ではなく、誰にでも起こりうること
であると再教育しなければならないのだろうか。
　何よりも、不確実性の中を自立して決断し歩んで行く
人間力に乏しく、同調圧力に流されて付和雷同する性格
特性を示すタイプがネット民に多い。戦後教育で弱く
なったと言われる日本人の在り方はパンデミックに脆弱
性を示し、容易に集団パニックに陥るであろう。パンデ
ミックのスピードが増したグローバルな時代に対応でき
る教育が求められる。

４．考察
　医療崩壊の要因の分析から、制度自体よりも制度の運
用に問題があることがわかってきた。ハード面よりソフ
ト面に問題が目立ち、組織や建物から始める日本的なや
り方では改善が難しい。一方で、制度を変える場合に
は、資格、教育、医療技術の根本的な見直しが求めら
れる。医療スタッフの予備役は一種の非正規雇用でもあ
る。運用を誤ればさらなる医療スタッフの過労につなが
る可能性もあり、福祉面での配慮も欠かせない。医療
崩壊は政治の責任で、医学界には責任が無いとされて
きた。しかし、実は医学や医療機器開発の側にも問題が
あった。これだけ発想の転換を求められるのでは、医療
先進国の欧米が新型コロナ対策に失敗しているのは無理
もない。
　日本はこれまでうまくやってきた。しかし、「喉元過
ぎれば熱さ忘れる」で事故が起こるまで対処しない役所
的なやり方では、パンデミックの第二波あるいは次の新
興感染症のパンデミックに間に合わない。医療崩壊の原
因、影響、対策について論じてきたが、これらの対策を
講じ、定量的統計的に有効性を検証すべきだ。
　社会距離拡大戦略は、その副作用として社会・経済的
停滞21）、流行期間の延長を招く。新型コロナによる社会
経済的損失は、スペインかぜよりひどいかもしれない。
100年間で日本人は進歩したのだろうか。社会・経済活動
が再開されてから、格差の増大、自殺の増加など様々な
弊害が表面化するだろう。
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終わりに
　旧約聖書では神が疫病を起こし、イスラムでは疫病を
アッラーの罰と考える22）。多くの宗教で、疫病は悪の仕
業ではなく、善である神の怒りや祟りとされているのは
興味深い。疫病が招いた社会距離拡大戦略は、環境汚染
を軽減している。人の消えた街を野生動物が闊歩してい
る。疫病は、増えすぎた傲慢な人類に対する地球と自然
の復讐あるいは罰であると、古代からの知恵は告げてい

るのだろうか。
　ソニア・シャーは、パンデミックが人類を進化させ、
文化を形成させたと論じている23）。社会距離拡大戦略は
家族関係を見直させたかもしれない。考える時間が増
え、投稿論文が増加して学術雑誌の編集者は多忙になっ
た。宗教、哲学の再興さえ起こるのではないか。医療が
絶対的に必要なものであるか考え直すことまで、このパ
ンデミックは要求しているのだろうか。
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