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オミクロン株でも重要な感染防
止に関する基本的知識

川崎医療福祉大学子ども医療福祉学科
尾内一信

新型コロナウイルス感染症の流行
と

ワクチン接種状況
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復習です

https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20210530-00240373

感染期間
発症2日前から発症後10日

潜伏期間
1日から14日

サイトカインストーム

COVID-19新規感染者数と死亡者数（英国）

☞ワクチン接種率が上がれば、
重症者、死者が減り、
元の生活を取り戻せる

英国は、ほとんどアストラゼネカ製ワクチン。
7月15日の時点で全人口の1回接種84％、2回接種61％。流行株は98-99％デルタ株。
感染者が増えても、重症者と死亡者が減少。
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新規感染者数

第1波 第2波

第3波 第4波

第5波

死亡者数

日本は現在第５波が収まったところ。
第4波までは感染者が増えると死亡者も増えていた。

総人口
2回接種 72％
65歳以上
2回接種 91％

10月31日

CSSEGISandData/COVID-19

従来株 英国株 デルタ株

死者が相対的に
少し減った模様

抗体価（COVID-19とワクチン反応）
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ワクチン接種者は、
抗S抗体のみ上昇。

感染するとS蛋白にも
N蛋白にも抗体反応あり

感染しても抗体価はどんどん低下していく

→ワクチン接種しても抗体価はどんどん低下していく

追加接種（ 3回目）の必要性

90％→40-50％
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追加接種（3回目）

• 初回接種から時間経過と共に予防効果が薄れブレークスルー感染増
• 追加接種による予防効果増強（イスラエル）
• 既接種（2回）の人を対象に3回目接種機会提供
• 重症化リスクの高い者、前者に接触が多い者、職業上等の理由で暴露リスクの
高い者に特に推奨

• 3回目接種ワクチン（現時点でファイザー社製のみ薬事承認）
• 交互接種は可能
• 2回目から8か月以上間隔を空けて（事情に応じて6か月以上でも可）

12月から開始

子どもへの新型コロナワクチン接種の考え方

○新型コロナウイルス感染症の子どもへのリスク↑
• 変異株の出現により感染機会が増えた（子どもの感染増加）
• 患者数が増加すれば重症者発生のリスクが高まる

（PICU40人/7-10月）
• 基礎疾患＊があると重症化リスクが高い
• 小児多系統炎症症候群（MIS-C)は重篤な病態である

＊神経疾患、脳性麻痺、慢性肺疾患、慢性心疾患、ダウン症など染色体異常症、
悪性腫瘍や移植などによる免疫不全状態、高度肥満など

子どもにもCOVID-19ワクチン接種が重要。現在12歳以上 接種率（60-70％程度）、
今後5-11歳に拡大予定。
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変異ウイルス

変異ウイルスの呼称（従来株に対する）
分類

（WHO）
分類

（感染研）
WHO
の呼称 Pango系統 GISAID クレード Nextstrain クレード

VOC

アルファ
（α） B.1.1.7 GRY

(旧GR/501Y.V1) 20I/501Y.V1

ベータ
（β） B.1.351 GH/501Y.V2 20H/501Y.V2

ガンマ
（γ） P.1 GR/501Y.V3 20J/501Y.V3

デルタ
（δ） B.1.617.2 G/452R.V3 21A/S:478K

VOI

VOI イプシロン
（ε）

B.1.427/B.1.429 GH/452R.V1 20C/S:452R

- ゼータ
（ζ） P.2 GR 20B/S:484K

- イータ
（η） B.1.525 G/484K.V3 20A/S:484K

VOI シータ
（θ） P.3 GR 20B/S:265C

- イオタ
（ι） B.1.526 GH 20C/S:484K

VOI カッパ
（κ） B.1.617.1 G/452R.V3 21A/S:154K

- VOI - R.1 GR 20B

インド株

英国株

南アフリカ株

ブラジル株

国立感染症研究所感染症情報センターホームページ
オミクロン株:約30か所スパイク蛋白の変異
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オミクロン株で分かってきたこと

• 感染性が強い→ 流行しやすい
• 重症化は?→ 特に重症化しやすい情報なし
• 再感染しやすい?
• ワクチンの効果→弱まる? 3回目接種の効果?
• 抗体療法の効果→弱まる?ソトロビマブは有効.
• 抗ウイルス薬の効果→変わらない
• 感染対策は同じ（接触・飛沫感染予防、換気の重要性）

新型コロナウイルス感染症の
感染対策の基本知識
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COVID-19は感染症です。

感染症対策の基本は?
感染経路を考慮する

•飛沫感染
•接触感染
•エアゾール感染

空気感染?
（麻疹、水痘、結核と同じ?）

通常のかぜ
RSウイルス
インフルエンザ
など

新型コロナウイルス

出典）学校保健ポータルサイト

接触感染

密閉すると空気感染の様に!

換気すれば
接触・飛沫感染
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飛沫感染
接触感染

エアゾール感染
飛沫感染

出典）国立感染症研究所ホームページ

•マスク
•手洗い
•ソーシャルディスタンス
•三密を避ける
•フェースガード（アイガード）

•ガウン

日本全体で接触・飛沫感染対策＋α
を徹底することが重要です。

社
会

全
体

 
 
医

療
従

事
者

出典）国立感染症研究所ホームページ

新しい生活様式
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気が緩むとクラスターが起こりやすい
出典）厚生労働省ホームページ

マスクを外す

感染リスクが一度に増します。
日常生活でも新しい生活様式を遵守しましょう。

対面で食事をする

共通していることは、
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配膳と給食

出典）高齢者介護施設における感染対策第1版 日本環境感染学会

食器は通常の80℃、10分間の熱水消毒

黙食の勧め

感染対策

接触感染予防策

飛沫感染予防策

標準予防策

空気感染予防策

十分に換気を行い
＋

手洗い

マスク
必要に応じて アイガード
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飛沫感染とは?
感染している患者が咳やくしゃみ、会話などで放出し
た微生物を含む5㎛より大きい飛沫が、感受性のある
人の口腔粘膜、鼻粘膜、結膜等の粘膜に付着すること
によって感染する

出典）日本環境感染学会教育ツールVer.3.2

2メートル
ソーシャルディスタンス

飛沫予防策の実際
医療従事者や面会者が飛沫予防策の必要
な患者さんの部屋に入室する場合は、
サージカルマスクを着用する

出典）日本環境感染学会教育ツールVer.3.2

新型コロナでは
眼のガードも必要
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医療関連感染で最も重要な感染経路
接触の2形態
直接接触感染
感染者から微生物が直接伝播
間接接触感染
微生物に汚染した物や人を介して伝播

・適切に手指衛生を行わなかった手
・患者ごとに交換されなかった手袋
・微生物に汚染した医療器具や器材 など

接触感染とは?

出典）日本環境感染学会教育ツールVer.3.2

→手洗いで対応

→手洗い、環境清掃で対応

手洗い

少し時間をかけて

15秒

15秒

30秒
細菌数が1/10,000↓

出典）INFECTION CONTROL
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手指消毒

手洗いと同じ効果、時短

アルコール手指消毒剤

出典）INFECTION CONTROL

○基本的な感染対策は常に必要です。ただし、厳しい
生活制限を永遠に続けることは困難です。

○ワクチンでしか新型コロナウイルス感染症をコントロー
ルできません。

○日本の経済や社会生活も含めて多面的に考えると
集団免疫力を高めた方が良いと思います。
→
○ワクチン接種率の向上の手立てを皆で考えましょう。
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ご清聴ありがとうございました


