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今日の話題

•COVID-19

•その他の感染症



復習です

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

現在まで、日本は0.5％（3/10）



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



重症化リスクの高い集団

出典 日本医師会 COVID-19有識者会議資料

復習です



新規感染者数

日本は現在第6波
今までは感染者が増えると死亡者も増えている
第6波のピークは過ぎたが、今後どうなるだろう？

従来株 英国株

デルタ株

オミクロン株

第1波 第2波 第3波 第4波 第5波

？

死亡者数
？

第6波

392万6272人（2/13）

2万374人（2/13）

死亡者数/感染者は相対的に減ったが、
やはり、一定数死亡者が増えている

ワクチンの効果



追加接種の状況について

区 分 人 口 接種者数 接種率

1,600,924人 563,006人 ３５.２％

うち高齢者（６５歳以上） 568,499人 386,175人 ６７.９％

全対象者（１８歳以上）

■ 接種率（2022年3月7日現在）

全国第６位

《本県の接種率が高い理由》

・全市町村で統一して接種券の早期送付を進めていること
・初回接種から引き続き、個別・集団とも接種体制が充実していること

総接種回数 8,804回/日 ＜構成比＞

うちファイザー 4,315回/日 ４９.０％

うちモデルナ 4,489回/日 ５１.０％

■ １日当たりの接種回数（直近１週間平均 3/1～3/7）

これまでの累計比

７割

３割

岡山県

２回以上接種率 81％



変異ウイルスの脅威

デルタ株流行まではワクチン接種率60％以上で
新型コロナ流行をある程度押さえることができる



オミクロン株

• オミクロン株は従来株と比較し、スパイクタンパク質に30か所程度（のア
ミノ酸置換（以下、便宜的に「変異」と呼ぶ。）を有し、3か所の小欠損
と1か所の挿入部位を持つ特徴がある。このうち15か所程度の変異は受
容体結合部位（Receptor binding protein (RBD); residues 
319-541）に存在する。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/henikabu/omicron_info.html

ステルスオミクロンもでてきた。

D614G、N501Y：感染力↑
E484K：中和抗体価↓
L452R：CTL活性↓



オミクロン株の特徴

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220105/k10013415511000.html

感染流行やワクチン接種の影響があるが、
感染力が強い株（速い）に変わってきている。

今まで重症度が高まる変異株はない。



オミクロン株の感染力

デルタ株の約2倍以上

https://www.soujinkai.or.jp/himawariNaiHifu/covid19-omicron-variant/

空港検疫のすり抜けと米軍基地から
日本に押し寄せてきた

潜伏期間
デルタ株 3-4日

オミクロン株 2-3日

デルタプラス株UK

UK



オミクロン株と臨床症状

• 「オミクロン感染者はデルタ感染者より、病院にかかるリスクが20〜25％、
一晩以上入院するリスクは40〜45％低い」
(Imperial College London:https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-50-severity-omicron/)

• 「オミクロンはデルタに比べて入院するリスクが3分の１に低下している」
(Edinburgh Research Explore： Aziz Sheikh Mdet al.

https://www.pure.ed.ac.uk/ws/portalfiles/portal/245818096/Severity_of_Omicron_variant_of_concern_and_vaccine_effectiveness_against_symptomatic
_disease.pdf）

• 「オミクロン感染者の0.6%が入院したのに対し、他の変異株の感染者の入院
は1.6%であった 」
(Status of the SARS-CoV-2 variant Omicron in Denmark: https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-21122021-14tk)

UK（ワクチン接種率約70％）：
オミクロン株21万2000人、入院981人（0.5％）、死亡75人（0.03％）

入院：1/200人、死亡1/3,000人

デルタ株よりも軽症傾向

https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-50-severity-omicron/
https://www.pure.ed.ac.uk/ws/portalfiles/portal/245818096/Severity_of_Omicron_variant_of_concern_and_vaccine_effectiveness_against_symptomatic_disease.pdf


https://www.soujinkai.or.jp/himawariNaiHifu/covid19-omicron-variant/

３回目接種で入院予防効果/
重症化予防効果が上昇



オミクロン株と再感染

• オミクロン株確定例における再感染率は、デルタ株感染例と比較して高く、
調整された再感染の リスク比が 5.41(95%CI 4.87-6.00)であった。
ワクチン接種なしでは 6.36 (95%CI5.23- 7.74)となった
(Imperial College London. Report 49)。

非常にブレークスルー感染や
再感染が多そう！



オミクロン株と検査

• 日本で使われているNAT検査（PCR検査など）、抗原検査は有効

• 今のところ欧州でのS gene target failure（SGTF）は問題なさそう

日本ではステルス型ではない

• 多くの変異があるのでシークエンスで確認が必要

→今後も継続的に変異株の調査が重要

有効



オミクロン株と抗ウイルス薬など

• モルヌピラビル（ラゲブリオ®）、レムデシビル（ベクルリー®）ともに有効。

デルタ株に対する効果と同じ。

• Ritonavir-Boosted Nirmatrelvir (Paxlovid Pack)の有効。
（日本2月承認）

• 抗炎症薬（デキサメサゾン、バリシチニブ）も有効

（NIH： The COVID-19 Treatment Guidelines Panel‘s Statement on Therapies 
for High-Risk, Nonhospitalized Patients With Mild to Moderate COVID-19）

有効



オミクロン株と抗体療法

• カシリビマブ/イムデビマブ（ロナプリーブ®）：抗体が結合する部位が変
異しているので効果が落ちる。

• ソトロビマブ（ゼビュディ®）：抗体が結合する部位の変異が少ないので
まだ使えそう。

（NIH： The COVID-19 Treatment Guidelines Panel‘s Statement on 
Therapies for High-Risk, Nonhospitalized Patients With Mild to 
Moderate COVID-19）

効果減



新型コロナウイルスワクチン



日本でおもに使用

https://news.yahoo.co.jp/pages/20210122



更に前倒しを検討中
日本全体で1日100万回

岡山県のワクチン接種率
（3/10）

約81％

ブースター（3回）35％（全体）
70％（高齢者）

https://news.yahoo.co.jp/pages/20210122



https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220204/k10013466491000.html

小児の感染が増えてきた



感染拡大期ごとの１７歳以下が占める割合について
単位：新規陽性者数（人）

第４波

第５波

第６波

N= 4,897

N= 6,909

N= 33,010

岡山県

岡山県ホームページより引用



児童施設での対策の強化

•感染対策

•予防接種

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

新型コロナウイルス



•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

社
会

全
体

医
療

従
事

者

＊2歳以上の子どものマスクは可能な範囲で

感染対策



しんがた きん

新型コロナは、ばい菌でうつるびょうきです。

ばい菌は、はなとくちとめにいるよ

ちぃっちゃ過ぎて
みえません

ばいきんまん
提供アフロ

https://amr.ncgm.go.jp/general/1-1-1.html



重症化まわりにどんどんひろがっていくよ

ばいきんまん
提供アフロ

https://www.haien-yobou.jp/pneumococcal_infection/



とおくまでとぶよ

2メートル
2メートル

ばいきんまん
提供アフロ

https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/division/infectious_control/040/04/index.html

https://amr.ncgm.go.jp/general/1-1-1.html

飛沫感染



https://www.nishinippon.co.jp/item/n/218777/

接触感染



たいさく

たいさく ばいきんまん
提供アフロ

https://www.hirose-shouji.co.jp/blog/3929/

マスク

てあらいとしょうどく

マスク

みのまわりのもの
おもちゃもからひろがるよ

せき・くしゃみ

せき・くしゃみ

てあらいとしょうどく



しばらくまわりをただよう

ばいきんまん
提供アフロ

https://www.tokai-tv.com/newsone/corner/20200716-coronaairinfection.html



https://corona.go.jp



小児の集団生活の場における感染対策

参考にしてください

63ページ 22ページ79ページ



日本小児科学会HPより引用



https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/progress/

予想以上に12歳以上の年代の接種率が良い

米国、英国、カナダ、フランス、ドイツ、
イスラエルでは追加接種が始まっている。





12歳以上とワクチンの製剤が異なります



ファイザー社製mRNAワクチン
5-11歳用 vs 12-17歳用

• 成分含量 5-11歳 10μg vs 12歳以上 30μg 
• 副反応 全身反応＆局所反応 5-11歳≦12歳以上
• 抗体反応 5-11歳 ≦ 12歳以上
• 努力義務 5-11歳 なし、12歳以上 あり

日本小児科学会では、基礎疾患のある人には出来るだけ接種してもらい、
希望者が接種できる体制が重要と厚労省にお願いしております。



その後の小児への予防接種に関する海外データ

• オミクロン株に関して、5-11歳のファイザー社製ワクチン接種の効果は、12
歳以上より劣る。（米国、ニューヨーク州）

Dorabawila V, et al. medRxiv preprint doi: 

URL： https://doi.org/10.1101/2022.02.25.22271454

• 比較的軽症のオミクロン株の流行に伴い、12〜17歳男子で2回目接種時
の心筋炎/心膜炎の頻度を考慮すると、健常男子ではメリットとの再検討が
必要かも。（米国）

Krug A, et al. Eur J Clin Invest. 2022. doi: 10.1111/eci.13759.

URL：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13759

米国：1,000万以上の接種が進んでいる

https://doi.org/10.1101/2022.02.25.22271454
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13759


5-11歳の接種
• 12歳以上用と製剤が異なる（間違いやすい！注意が必要）

• 筋注

• リスク＆ベネフィットのバランスを詳細に検討中（特にオミクロン株では？）

• 欧米の接種実績を注視

リスク

ベネフィット

ゼロリスク症候群を卒業する必要！

当面、努力義務なし

ワクチンのメリット
１. 感染しにくい
２. 重症化しにく
３. 生活制限の緩和
４. 周囲の人ににうつしにくい



筋肉注射の仕方



国産新型コロナウイルスワクチンの開発状況

企業 原理 抗原 アジュバント 治験段階 コメント

アンジェス DNA スパイク蛋白 - Phase II/III 高用量に変更しやり直し

KMバイオロジクス 不活化全粒子 ウイルス全粒
子

アルミアジュバント Phase III 成人未接種：2000例
実薬対象ブースター：1000例

塩野義 組換え精製蛋白 スパイク蛋白 A910823 Phase III アジュバントを変更し
Phase II 60例
国内：実薬対象ブースター試験
海外：発症予防効果（5万人）

第一三共 mRNA RBD - Phase II/III 容量再検討
実薬対象ブースター試験

VLPセラピューテッ
クス

自己増殖型RNA RBD - Phase I 人の体の中でウイルス蛋白合成
実薬対象ブースター試験

まだ少し先になりそう



https://www.jpma.or.jp/information/industrial_policy/infection/02.html

発症５日以内投与で50％重症化予防.

発症７日以内投与で87％重症化予防.



https://www.jpma.or.jp/information/industrial_policy/infection/02.html

2月承認

開発中

発症3日以内投与で89％重症化予防.
併用禁忌薬が多い.

非常に期待されています。



私の近未来予想

• 今までの変異株は、感染性は増すが、病原性は低くなる。
→今後もその可能性が高い。重症化傾向は心配無用ではと予想。

• 90％重症化予防内服薬が普及すれば

→（制限解除＆５類感染症、今年９月？ ）

• 90％重症化予防内服薬がなければ
→現状継続（重症化予防のためワクチンの更なる普及継続、医療機
関の逼迫度に応じた感染対策＆制限解除のコントロール継続、オミクロ
ン株感染者増に伴う集団免疫獲得＆より軽い変異株の期待、オミクロン
株ワクチンへの期待など）（制限解除＆５類感染症１年以上？）

• もしかすると将来的に毎年新型コロナウイルスワクチンが必要？



今日の話題

•COVID-19

•その他の感染症



ご存知のようにCOVID-19対策で、日本社会は

飛沫感染

接触感染

エアゾール感染 飛沫感染

出典）厚生労働省ホームページ



咽頭結膜熱
出典）国立感染症研究所ホームページ

インフルエンザ

COVID-19と同じ感染経路の感染症の流行は低調です。

溶連菌

RSウイルス

例外

定点把握

定点把握

定点把握

定点把握



COVID-19以外の感染症の近未来予想

•季節性が曖昧な多種類の感染症の大きな流行＆重症化？

• RSウイルス感染症の予防時期が不透明

•インフルエンザ流行時期とワクチン接種時期？

2年以上感染症にかかっていない子どもたちの
今後の感染症の流行が心配です。



ご清聴ありがとうございました


