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ウイルスには、遺伝情報をDNAに収めているDNAウイルスと、RNAに収めている
RNAウイルスがある。また、脂質性のエンベロープ（外被）を持ったものと、
持たないものに分かれる。
コロナウイルス：遺伝子サイズが大きな、エンベロープを持つRNAウイルスである。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
エンベロープのあるもの、ないもの一本鎖か二本鎖か分節型、逆転写酵素



１．地球温暖化による生態系の変化
２．交通手段の発達
３．病原性の強毒化・耐性菌の増加

（新興・再興）ウイルス感染症

既知の感染症で、既に公衆衛生
上の問題とならない程度までに
患者が減少していた感染症の
うち、何らかの原因で再び公衆
衛生上問題となった感染症
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エボラ出血熱
マールブルグ熱
ウェストナイル熱
成人T細胞白血病
SARS (SARS-CoV)
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鳥インフルエンザ
ラッサ熱
ジカ熱

狂犬病
デング熱
黄熱病
インフルエンザ

主として野生動物に
由来する病原体が、
ヒトの間で広がった
感染症

（WHOの定義では、1970年以降についての感染症が対象）



開発途上国
（熱帯地域）
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輸入感染症の増加
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棲み分け
 新興感染症の発生
 薬剤耐性株の増加

One World, One Health

野生動物には共存状態の形で多くの微生物が存在している。それらの情報は
未知のものが多い。従来、このような野生動物とヒトの間にはバリアが存在していたが、
近年はこのバリアが無くなり、野生動物ではほぼ無症状であったものがヒトに感染すると、
強毒性の病原体として、ヒトの社会に突如として現れることになる。このような感染症が
新興感染症と呼ばれている。
また、多くの感染症が先進国では無くなっていても、まだ現役で蔓延している国から
先進国に輸入感染症として運ばれ（ヒトの移動とともに）、時々先進国で流行する
ことがある（麻疹やデング熱など）。



１）中国： 新型コロナウイルス分離（2020.1.9)
２）日本： 最初の武漢由来患者（中国人による輸入）(2020.1.16)
３）中国： 武漢市交通封鎖（2020.1.23）
４）日本： 最初の国内感染例（2020.1.28）
５）中国： ウイルスゲノム情報（Nature 2020.1.29)
 最初の武漢の入院患者（2019.12.12)
 今回、2019.12.26に入院患者41歳男性（海鮮市場従業員）か
らの肺胞洗浄液検体を用いたゲノムの塩基配列を解読

 コウモリ由来SARSコロナに類似のウイルス（89.1%が一致）
６）日本： 指定感染症に（2020.2.1）
７）日本： 最初の死亡患者（2020.2.14）
８）日本： 専門家会議を招集（2020.2.14）
９）日本： 特措法成立（2020.3.13）

新型コロナウイルス感染症発生とその後の経緯



123万人（11/6）

4830万人 (11/6)   

新型コロナウイルス感染症は、SARSやMERSに比べ、無症候に経過する感染者の
割合が多く、感染伝播しやすい状況がある。

0.1~4%程度
80歳以上では約15%

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200319-00010000-newswitch-bus_all.view-001
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新型コロナウイルス
感染症

忽那賢志（国立感染症研究所「コロナウイルスとは」を参考に作成）

コロナウイルスによる感染症の種類と比較



エンデミック（ある地域の流行；風土病的）

アウトブレイク（集団発生） エピデミック（流行） パンデミック（世界的大流行）

 エボラ熱患者は地域で流行すると、感染者はほぼ死亡
 致死率が低い感染者（一部の年齢層だけでも）がおれば、広がりやすい



外務省 海外安全ホームページ
（10/29/2020)

朝日新聞デジタル2020.11.6.

海外の状況



日経電子版 チャートで見る世界の感染状況
新型コロナウイルス（10/29/2020)



感染者の
８割は
軽症
回復へ

ACE2
レセプター
発現の上昇

News Digest

日本の状況

https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXMZO5577082018022020I00001-6.jpg?w=680&h=1695&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=100&fit=crop&ixlib=js-1.4.1&s=a222c91c32adbe49528c02a797a6d7a6
https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXMZO5606449026022020I00001-5.jpg?w=680&h=1283&auto=format%2Ccompress&ch=Width%2CDPR&q=100&fit=crop&ixlib=js-1.4.1&s=03d1bd3ed1df0fc6663a0a65b7ad711f


ECMO人工呼吸器

約20%

約5%

約80%

約20%



新型コロナウイルス感染で見られる症状

患者の主な症状
発熱
咳
だるさ
食欲不振
息切れ
痰
筋肉痛
嗅覚と味覚の障害

無症状者（若者に多い）



無症状感染（不顕性感染）
インフルエンザ 38％

(ウイルス排泄期間短く、ウイルス量も1/10~1/100)

パレコ 75％（成人）
33%（小児）

ノロウイルス 30〜50%
（有症状者と無症状者間との間で、ウイルス量に差が無し）

風しん 15〜30%

ムンプス（おたふく風邪） 20〜30%

麻しん ほとんど無し

水痘（水ぼうそう） ほとんど無し

デング 50〜70%

新型コロナ 20% (ベルン大学）
(無症状でも、ウイルス排泄量は患者と同程度の人も認められる)



指定感染症は２類相当
（実際には１類に近い扱い）

これまでに
SARS
MERS

H5N1とH7N9の鳥インフルエンザが
（その後、いずれも２類に分類）

今では新型コロナは５類相当との意見が

交
通
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勧
告

就
業
制
限

消
毒

主な措置
（公費対応）

感染症法に
基づく分類



読売新聞

PCR・抗原検査
いま感染してるかどうか

生きたウイルスか
どうかは不明

抗体検査
過去に感染していたか

どうか

いかなる検査でも
完全なものはない

偽陰性、偽陽性あり

（PCR=偽陽性はごく稀）



新型コロナウイルスに感染しているか
どうかの検査のためには、鼻咽頭スワ
ブが検体として用いられる。この採取
法は、採取者の技術によってPCR検査
の感度が大きく影響される。

鼻 腔 鼻咽頭

唾液や鼻腔スワブ（本人が採取）
を用いたPCR検査方が可能に
なってきた。



IgG

IgM

ウイルス
（RNA、抗原）

再燃

大阪府（882.3万人）

抗体陽性者は0.17%=約15,000人
PCR陽性者は約1800人

抗体保有者は、PCR陽性者の約8倍

PCR検査
抗原検査

抗体検査

厚労省調査
6月1〜７日



大阪府新型コロナウイルス感染症週別報告数
（2020年第40週 [9月28日〜10月4日] までの集計）

男 女



厚生労働省ホームページ

2020年10月29日

日本の感染者数





厚生労働省ホームページ

2020年10月29日

厚労省：１日あたり20万件（大阪は2万件）の検査拡充を目指す計画

民間の検査機関が大幅な伸び地方衛生研究所は中心

１波
２波

25,714人
（累計2,362,410人）

PCR検査の実施件数



日経電子版 チャートで見る日本の感染状況
新型コロナウイルス（11/9/2020)



日経電子版 チャートで見る日本の感染状況
新型コロナウイルス（11/9/2020)



感染に注意する必要のある人
 高齢者

 妊婦

 小さい子供がいる家族

 基礎疾患を持った患者
• 高血圧
• 糖尿病
• 循環器疾患
• 慢性呼吸器疾患
• がん ほか

 喫煙者



正常
新型肺炎重症例の肺炎症状

細菌性 ウイルス性

間質性肺炎

新型肺炎の重症例

茅ヶ崎市 医療法人社団加藤医院

肺は、気管、
気管支に
つながる
「肺胞」が
３億個ほど
集まって
できている
臓器である。



朝日新聞2020.6.5

デキサメサゾン（ステロイド系抗炎症薬）
アクテムラ（抗IL-6受容体抗体）

最近、薬剤で重症化を抑えることが可能になっている



調整致命率：一定の定義に基づいて診断された症例群から
追跡期間中に発生する死亡リスク（鈴木センター長）



エンベロープウイルス ノンエンベロープウイルス

アルコール
消毒液

アルコール
消毒液

石鹸にはノロウイルスを殺す作用はないが、泡立た
せると手に付いたウイルスをよく落とせる。また、
石鹸を用いた手洗いは洗う時間が自然に長くなるの
で、結果的にウイルスを洗い流す効果が高くなる。

細胞膜とウイルスの
エンベロープは同じく
脂質二重層なので
アルコールに溶ける



ウイルスのアルコール感受性
ー 外被の有無による消毒効果 ー

エンべロープウイルス（呼吸器系のウイルスが多い）
コロナウイルス、
インフルエンザウイルス、
ヘルペスウイルス、麻しん・麻しんウイルス、
エボラウイルス、HIV

ノンエンベロープウイルス（腸管系のウイルスが多い）
ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス、
ポリオウイルス、手足口病ウイルスなど

●

❌



飛沫感染
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空気感染
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動物からの感染

人獣共通感症

接触感染

経口感染
糞口感染

手から目・鼻・口を介する感染

蚊・ダニ媒介性感染

（濃厚接触感染）
エアロゾル感染

血液媒介性感染

新型コロナウイルスの
感染伝播は、飛沫感染、
接触感染、エアロゾル
感染の可能性がある。



朝日新聞（2020年6月4日）

10分以上
 マスク着用が大事
 こまめな換気で排出することが大事



急性感染（短期間で排除）・持続感染（からだから抜けにくい）

急性感染

持続感染 抗ウイルスの免疫反応

ウイルス量

（ヘルペスなどは終生）

症状 症状

自然免疫 獲得免疫→不十分の場合は排除困難

インフルエンザ

新型コロナ

ＨＩＶ

（新型コロナウイルスに感染
した一部も人にはやや長めの
急性感染期間が見られる）



（アビガン）

感染症Today （改編）
「インフルエンザの治療薬選択」石田直（ゾフルーザ）

（タミフル）
（リレンザ）
（イナビル）
（ラピアクタ）

抗インフルエンザ薬の作用機序

(Amantadine)

ウイルスの
吸着・侵入

ウイルスの
細胞からの放出

アビガンは、RNAウイルスには
広く効く可能性がある



麻しん・風しん、おたふく風邪
水痘、帯状疱疹、ロタ

インフルエンザ、日本脳炎
ポリオ、帯状疱疹

ヒトパピローマ（酵母）

B型肝炎（酵母）

朝日新聞朝刊 2020.6.16



第３相試験まで進んでいる新型コロナワクチン候補

忽那賢志（WHO: Draft landscape of COVID-19 candidate vaccineより）（10/11/2020）



新型コロナウイルスワクチンの米国における現状と今後
紙谷 聡（エモリー大学小児感染症科）







11/10: 90%の有効率







 過去のイムノグロブリン製剤（風邪の原因となっているヒトコロナ
ウイルスとの免疫交差性を確認）

 患者回復期に由来する献血血しょう中イムノグロブリンに中和抗体
を確認

 感染後に入院を必要としなかった感染者の免疫状態を調べた結果、
100%の人に抗体誘導のヘルパーT細胞が誘導されており、70%の人
にキラーT細胞が誘導されていた。

 中和活性のある単クローン抗体による抗体医薬
 コロナウイルス感染サルで、獲得免疫が上昇し、再感染を予防

ワクチン開発に向けての追い風となる情報

ワクチン開発に向けての懸念事項
 感染者で上昇した、抗ウイルス抗体の持続性はどの程度か、また次

の感染を防御できるかなどについては分かっていない
 ２回目の感染例もあり
 一旦回復してもウイルス排除が完全ではなく、再燃することもあり
 動物コロナワクチン：ブタやウマでは成功；ネコやウマではワクチ

ン開発が困難（ADE、抗体依存性感染増強現象が原因か？）
 デングウイルスやRSウイルスのワクチン開発も失敗（ADEが原因

と考えられている）
 インフルエンザウイルスやHIVでもADEの可能性を指摘

判っていない

る
ウシ



最初に暴露したウイルスに
対して誘導された中和抗体は、
その後に感染したウイルス粒
子表面の変異型Sタンパク質に
は結合性が低下し、中和活性
を示さずに、ADE抗体になる

ほとんどの核酸ワクチンは、Sタンパク質を発現するもの

スパイク（S）
たんぱく質に



通常のワクチン開発のタイムライン

忽那賢志（DOI: 10.1056/NEJMe2025111より）（10/11/2020）



基礎研究 探索研究
非臨床

試験
治験（Ph1) 治験

（Ph2）
治験

（Ph3）

１症例あたりの治験費用

医療機関の治験費用の現状
ーアジア主要地域との比較ー

JPMA News Letter No. 143(2011/5)

第１相：数十人の健康なボランティア
（Ph1）
第２相：数百人（感染地域）
（Ph2）
第３相：数千人（感染地域）
（Ph3）

ワクチン投与群 vs プラセボ投与群

例えば、新たに感染する人の割合が、
10%の時、3000人→300人の感染者

1％の時、3000人→30人？
この場合には、有意差が出るまでの
感染者が出るのを待つことになるので、
時間がかかる

3000人 x  2群 x  120万円＝72億円

（動物実験）（人、安全性）（人、有効性）（培養細胞レベルの基礎実験）



 感染するのは目、鼻、口を
手で触ることによる

 自分は手のどこで、
目、鼻、口を触っているのかを
自覚し、そこを重点的に洗えば、
効果的になる



2019/2020年のシーズンは、インフルエンザ患者数は半分程度まで減少



 ほとんどの感染症患者数が去年に比べ、激減している。
 新型コロナ発生により、マスク着用とこまめな手洗いが
関係していると考えられる。

線グラフ（2019年）
棒グラフ（2020年）



「
ノ
ー
３
密
」

自分の“いき”を吸わせない

周囲の人の“いき”を吸わない

いき ＋ つば

大声に注意

各国の言語で、
つばの飛び散り方に
大きな違いがある？

一人ひとりが
考えながら
臨機応変に
行動することが
重要である

いずれの
蜜もダメ



新型コロナウイルス
感染症対策（内閣官房）換気、マスク着用、人と人の距離、

大きな声などに注意



大阪府ホームページ

 飲食店の取組事例
 小売業等の取組事例
 イベント等の取組事例
 公共交通機関の取組事例
 その他店舗・施設の取組事例



 寿司料理チェーン店の感染防止対策
◆ 入店時

37.5℃以上
お断り

◆ テーブルサービス・カウンターサービス

◆ 従業員の安全衛生管理

◆ 店舗の衛生管理

大阪府HP
飲食店における感染防止策の事例紹介



 寿司料理チェーン店の感染防止対策
◆ 入店時

37.5℃以上
お断り

◆ テーブルサービス・カウンターサービス

◆ 従業員の安全衛生管理

◆ 店舗の衛生管理

大阪府HP
飲食店における感染防止策の事例紹介

部屋の中での感染防止対策には

換気が最も重要！！

（空気の流れをチェックし、合格後にステッカーを）



新型コロナ対応への提案
検査について

PCR検査や抗原検査について「ゼロリスク症候群」という言葉も生まれるほど、
とことん検査を実施する必要性が叫ばれている。しかし、現状の検査は
生きたウイルスに対するものばかりではなく、ウイルスの残骸についても
同様に陽性と診断している。今後は、人にうつす可能性のある人を重点的に
見出す検査法の開発が望まれる。

経済とコロナ対策について
経済を活発化するために必要な対策には、

 一人ひとりが、公共の場所でマスク・こまめな手洗いなどをしっかり行い、
人にうつさない、人からうつされないという自覚を持った行動を心がける。

 飲食店、居酒屋、職場、学校、会議室など、それぞれの部屋の換気を充実して
させていく必要がある。特に、実際の風の流れを確認しながら経済を活発化
させる仕組み作りが大事。飛行機や電車などの公共交通機関の多くは
すでに実施されている。
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