
新型コロナウイルス感染症の
最新情報

～オミクロン変異体、ブースター接種、治療薬を中心に～

医療法人鉄蕉会 亀田ファミリークリニック館山

家庭医診療科 マタニティフェロー

日本感染症学会 感染症専門医

進藤 達哉



はじめに

・本スライドの内容は個人の見解であり

所属団体を代表するものではありません

・情報は2022年1月24日AM9時現在のものです
(すぐに変更になる可能性があります)

・査読前の最新論文も多数含まれています
(このため引用文献の記載方法がバラバラです)



ややこしい言葉の使い分け

・変異種？変異株？変異体？

世界的に使用されている英語を和訳すると

変異体(variant)が正解ということになります

日本では変異株(strain)という言葉が定着しているので

皆さんが使用する分にはどっちでもOKです

本日は一応「変異体」という表記にしています
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自己紹介

31年間たつの市民でした!!



5月以降

イメージ図は公式HPより拝借

はりま姫路総合医療センターで勤務予定

総合内科
産婦人科

に所属
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過去最大にマズいけど

ちょっと中弛みしていませんか??

今一度気を引き締めましょう!!



日本の現状

新型コロナウイルス感染症の1日の感染者数は

今が一番多い!!第5波のピークよりも2倍多い!!

Google:新型コロナウイルス感染症の統計データより



日本の現状

コロナ流行前は考えられない凄惨なニュース

NHKニュース
朝日新聞アピタル
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20分以上経過しても搬送先が決定しない

救急医療が崩壊していないか見る指標



日本の現状

東京ルール適用件数も過去最多の1日260件!!

救急隊が5つの医療機関への受入要請を必要とした

または

20分以上経過しても搬送先が決定しない

救急医療が崩壊していないか見る指標

救急搬送困難事例が1日260件も!!
(コロナ以外の病気でも搬送できない)



コロナは風邪？

・専門医でそんなことを言っている人は皆無

・入院が必要なのに入院できない
手術が必要なのに延期になる
救急車を呼んでも搬送先がみつからない

・入院前に全員コロナ検査が必要、お見舞いは不可

風邪やインフルエンザでこんなことは起きない



なぜ流行を食い止められないのか

理由①

インフルエンザなどと異なり新型コロナウイルス

感染症は無症状の人からも数多く感染するため

インフルエンザが激減したのに新型コロナウイルス

感染症が減らないのはこの特徴によるもの



無症状感染者からの感染の割合

JAMA Netw Open. 2021;4:e2035057.

無症状感染者からの感染

発症前の感染者からの感染

24%

35%

有症状者
からの感染



無症状感染者からの感染の割合

JAMA Netw Open. 2021;4:e2035057.

無症状感染者からの感染

発症前の感染者からの感染

24%

35%

半数以上が無症状者から感染している!!
このため「症状がでてから」

隔離したり行動を制限するようにしても
感染を防ぐことができない



マスクをしていないスウェーデンでは…

2021年12月
インフルエンザも
過去最大の流行



マスクをしていないスウェーデンでは…

2021年12月
インフルエンザも
過去最大の流行

日本は多くの人がマスクや手指衛生を
心掛けているのでインフルエンザはほぼ

撲滅できている

にもかかわらず大流行する
コロナの恐ろしさ



なぜ流行を食い止められないのか

理由②

オミクロン変異体の影響

従来の新型コロナウイルスとは別物と考えるべき
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オミクロン変異体の特徴(良い点)

①重症化率が低い

デルタ変異体と比較して

入院リスクが50～80％減

死亡リスクが約80%減

1) 英国からの報告
SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England  Technical briefing

2) 南アフリカからの報告 Lancet. 2022 Jan 19;S0140-6736(22)00017-4.
3) カナダからの報告 medRxiv: https://doi.org/10.1101/2021.12.24.21268382
4) 英国からの報告 Report 50: Hospitalisation risk for Omicron cases in England

1-3)

3)

https://doi.org/10.1101/2021.12.24.21268382


オミクロン変異体の特徴(良い点)

①重症化率が低い

つまり

オリジナルの新型コロナウイルスくらい!!

千葉県では8700人の感染者の内1%が酸素吸入

インフルエンザよりは遥かに凶悪!!



良い点終了!!
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安川康介 医師 作成

大半が軽症者じゃん、と言っても



正しくイメージできていますか?

安川康介 医師 作成

39度の熱が5日続いて
しんどくて動けず

喉が痛くて食事もできない

軽症

大半が軽症者じゃん、と言っても



正しくイメージできていますか?

安川康介 医師 作成

衰弱し1人で歩けない

軽症

大半が軽症者じゃん、と言っても



正しくイメージできていますか?

安川康介 医師 作成

脱水で腎機能が悪化して透析になる

軽症

大半が軽症者じゃん、と言っても



軽症でも侮れない

LONG COVID(≒後遺症)

新型コロナウイルス感染症治癒後も
何らかの症状が長引く人が非常に多い

自宅療養となった若年軽症者でさえ
半数以上が6ヶ月後にも後遺症あり

Nat Med. 2021 Jun 23. doi: 10.1038/s41591-021-01433-3.



6ヶ月以上持続するLONG COVIDの例

味覚と嗅覚の消失

だるさ

息切れ

記憶力低下

認知機能障害

Nat Med. 2021 Jun 23. doi: 10.1038/s41591-021-01433-3.

28%

21%

13%

13%

11%



感染するとIQが低下するかも

イギリスでの研究

脳にもやがかかったような感じ “brain fog”

思考力低下や記憶力低下を来す

人工呼吸器管理を要した患者群ではIQ 7低下
(因果関係はまだ不明ではあるが…)

EClinicalMedicine. 2021 Jul 23 : 101044.
ZOE COVID Study



感染するとIQが低下するかも

イギリスでの研究

脳にもやがかかったような感じ “brain fog”

思考力低下や記憶力低下を来す

人工呼吸器管理を要した患者群ではIQ 7低下
(因果関係はまだ不明ではあるが…)

EClinicalMedicine. 2021 Jul 23 : 101044.
ZOE COVID Study

オミクロンではBrain fogの後遺症が増える
イギリスでは4人に1人が苦しんでいる



1年以上後遺症は続くかも

中国武漢で最初にコロナに感染した約1300人

1年間の追跡調査を行ったところ

・6ヶ月後も後遺症が残っている 68%

・12ヶ月後も後遺症が残っている 49%

Lancet. 2021;398:747-758. 

頻度が高いのは
疲労、脱力、不眠、脱毛、嗅覚障害、動悸、関節痛



1年以上後遺症は続くかも

中国武漢で最初にコロナに感染した約1300人

1年間の追跡調査を行ったところ

・6ヶ月後も後遺症が残っている 68%

・12ヶ月後も後遺症が残っている 49%

Lancet. 2021;398:747-758. 

頻度が高いのは
疲労、脱力、不眠、脱毛、嗅覚障害、動悸、関節痛

軽症なら感染しても良いという考えだと
後遺症で人生が楽しめなくなるかも

油断は禁物です



オミクロン変異体の特徴

②ワクチンが効きにくい

2回接種の感染予防効果は5-6ヶ月で消失

入院予防効果は6ヶ月後も残存している

2回接種では感染は防げなさそうだが
重症化(入院)を防ぐことができる

1) SARS-CoV-2 variants of concern and variants 
under investigation in England  Technical briefing

2) medRxiv https://doi.org/10.1101/2022.01.07.22268919
3) N Engl J Med. 2021;NEJMc2119270.
4) Omicron Variant: NYC Report for January 13, 2022

3,4)

1,2)

(10万人中180人→22人)

https://doi.org/10.1101/2022.01.07.22268919


オミクロン変異体の特徴

②ワクチンが効きにくい

後遺症リスクもワクチン接種者は50~70%減

オミクロンと言えどワクチンの効果は大きい

medRxiv https://doi.org/10.1101/2022.01.05.22268800



オミクロン変異体の特徴

③無症状者が少ないかもしれない

沖縄県のデータでは無症候者4%のみ

広島県のデータでは無症候者5%のみ

ノルウェーの集団感染では無症候者1%のみ

Outbreak caused by the SARS-CoV-2 Omicron variant in Norway
UK Health Security Agency. technical briefing 34

咽頭痛や咳が多く、味覚/嗅覚障害が少ない!!



オミクロン変異体の特徴

④潜伏期間が短い

今までは5日程度だった

オミクロンは3日程度と短い傾向にある
Outbreak caused by the SARS-CoV-2 Omicron variant in Norway
MMWR 2021:70;1782-4



オミクロン変異体の特徴

⑤感染力が強い(感染が早い!!)

デルタ変異体と比較して

家族内での2次感染が1.42倍(10.1%→13.6%)

家族以外の2次感染が2.63倍(2.8%→7.6%)

※濃厚接触者が感染する確率の比

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England  Technical briefing 33



オミクロン変異体の特徴

⑤感染力が強い(感染が早い!!)

デルタ変異体と比較して

家族内での2次感染が1.42倍(10.1%→13.6%)

家族以外の2次感染が2.63倍(2.8%→7.6%)

※濃厚接触者が感染する確率の比

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England  Technical briefing 33

ものすごい感染力ではあるが
濃厚接触者でも感染するのは

10人中1~2人程度
感染不可避というわけではない



オミクロン変異体の特徴

⑤感染力が強い(感染が早い!!)

意外と再生産数はデルタより高くなっていない
※再生産数＝1人の感染者がうつす人数

世代期間が短くなっていることで大量の感染者を
生み出している可能性が高そう!!(5日→2日)

※世代期間＝1人の感染者が
2次感染を起こすまでの時間



オミクロン変異体の特徴

⑤感染力が強い(感染が早い!!)

意味不明なんですけど



つまりこういうこと

デルタ

5日

再生産数 5
世代期間 5日

1人の感染者が
5日間かけて5人に感染させる



つまりこういうこと

デルタ オミクロン

5日

再生産数 5
世代期間 5日

再生産数 2
世代期間 2日

2日

1人の感染者が
2日間で2人に感染させる



つまりこういうこと

デルタ オミクロン

5日

再生産数 5
世代期間 5日
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つまりこういうこと

デルタ オミクロン

5日

再生産数 5
世代期間 5日

再生産数 2
世代期間 2日

2日

2日

世代時間が短いので
もの凄い数の感染者が出る!!



しかし良い点もある

世代時間が短いので
対策の効果も素早くでると考えられる

ものすごく感染者が増えるが
ピークに達するのも早くピークアウトしやすい

スピード重視なので対策が後手に回るとマズい



実際に海外では



実際に海外では



沖縄でも



沖縄でも

ピークは凄まじいが
ピークアウトは過去の波より早い

今が正念場!!!



感染対策の基本は同じ

三密の回避!!



感染対策の基本は同じ

ゼロ密になるように!!

人流の抑制ではなく、
人数の制限を中心に!!
(経済活動との両立)



1人ずつ10回会うようにする

厚生労働省クラスター対策班 古瀬祐気 医師作成



飛沫感染の予防

・お互いにマスクをする

・できれば2mほど距離をあける

・同居家族以外と飲食をしない

・他人と飲食する場合は少人数で

黙食し終了後にマスクをつけて会話する



マスクの種類と効果

お互いに不織布マスクをすると

浴びる飛沫量が84.3%減少

しっかりフィットさせることで効果が増す

例：不織布マスクの上に布マスクを
お互いすると飛沫量が96%減少
逆はダメ!

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 10 February 2021.



接触感染の予防

・60％以上のアルコールで手指消毒

・アルコールの効果は一瞬で消えるので
こまめに消毒することが大切

・物を介しての感染は稀なので

物の消毒よりも手の消毒を優先する
CDC:Science Brief: SARS-CoV-2 and Surface (Fomite) 
Transmission for Indoor Community Environments



エアロゾル感染の予防

・換気を行う

・マスクをつける

・密閉空間にできるだけ行かない



ワクチンは非常に効果が高いけど

ワクチンだけでは感染拡大を防げない

不織布マスクの着用、換気、手指衛生も

セットで行う必要がある



スイスチーズモデル

亀田総合病院 集中治療部 林淑朗医師 作成1つで完璧な予防策はない



ウレタンマスクはやめよう

仙台医療センター 西村秀一 医師 作成
(論文化はされていない様子)



ウレタンマスクはやめよう

仙台医療センター 西村秀一 医師 作成
(論文化はされていない様子)

去年と違って在庫も十分!!
不織布マスク一択!!



根拠ない主張で他人を危険に晒さない

園児６４人
職員１４人

計 79人のクラスター



長期戦なので費用対効果も考える

1時間おきに共用物品を消毒!!

物を介しての感染は稀とわかってきた

アルコールでの手指衛生をメインに

物の消毒は1日1回程度で良い

CDC:Science Brief: SARS-CoV-2 and Surface (Fomite) 
Transmission for Indoor Community Environments



長期戦なので費用対効果も考える

高価な空気清浄機を各フロアに設置!!

HEPAフィルタつきの空気清浄機は
有効とは考えられるが・・・

そもそも少し窓を開けておくほうが良い
お金もかからない

感染症学雑誌 2011;85:537-539.



ちなみに空間除菌は全て効果なし

次亜塩素酸水を空間噴霧するタイプも全て効果なし
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Q. 感染して免疫つけたらアカンの?

A. アカンよ

オミクロンは免疫回避作用があるので
ワクチンの効果が落ちている

同様に感染しても免疫をあまり誘導できない
ため、感染による長期免疫獲得は期待できない

そもそも感染して軽症で済む保証がない



Q. 感染して免疫つけたらアカンの?

A. アカンよ

感染により抗体陽性率が95%のインド



Q. 感染して免疫つけたらアカンの?

A. アカンよ

故意に感染して亡くなったチェコ人歌手

チェコで映画館やカフェに入るには
ワクチン接種済みであることか
直近の感染歴を証明する必要があった

反ワクチンだが社会活動がしたいため故意に感染
そして数日後死亡した(同居家族はワクチン接種済で軽症)



Q. 感染して免疫つけたらアカンの?

A. アカンよ

変異ウイルスはどこで生まれるか

感染者の体内で!!(自然発生しているわけではない!!)

感染者数が増えると新たな変異ウイルスが生まれる
オミクロンより強毒で、オミクロン並みの感染力だと
もう太刀打ちできなくなる可能性がある

(既にオミクロンBA.2という亜型が出てきている)



必要性



3回目接種の必要性(私見)

・医療/介護従事者など感染してはいけない職種

・高齢者、肺気腫など重症化リスクが高い人

・抗がん剤、免疫抑制剤使用など抗体がつきにくい人

・妊婦、透析患者など入院できる病院に限りがあるか

・上記の同居人

該当する場合は3回目接種を強く勧めます

使える治療薬に限りがある人



3回目接種の必要性(私見)

・2回接種済の基礎疾患のない元気な若者

・2回目接種までに強いアレルギー反応がでた人

どこまで推奨するか
専門家でも意見がわかれそう



有効性



3回目接種の有効性

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in 
England Technical briefingをもとに大阪大学 忽那教授作成



3回目接種の有効性

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in 
England Technical briefingをもとに大阪大学 忽那教授作成

短期的な効果は
3回目モデルナのほうがありそう!!



オミクロンに対する発症予防効果

2回目接種から10週後 30%

20週後 0%

3回目接種から4週後 70%

10週後 45%
SARS-CoV-2 variants of concern and variants under 
investigation in England Technical briefing



オミクロンに対する発症予防効果

2回目接種から10週後 30%

20週後 0%

3回目接種から4週後 70%

10週後 45%
SARS-CoV-2 variants of concern and variants under 
investigation in England Technical briefing

3回目接種したとしても
感染を確実に防げるわけではない!!



オミクロンに対する入院予防効果

2回目接種から25週後～ 50%

3回目接種から2週後～ 88%

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under 
investigation in England Technical briefing



オミクロンに対する入院予防効果

2回目接種から25週後～ 50%

3回目接種から2週後～ 88%

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under 
investigation in England Technical briefing

3回目接種により
重症化予防効果は高まる!!



オミクロンに対する入院予防効果

3回目接種から12週後～ 90%

査読前論文 https://ssrn.com/abstract=4011905



オミクロンに対する入院予防効果

3回目接種から24週後～ 89%

査読前論文 https://ssrn.com/abstract=4011905

3回目接種の重症化予防効果は
3ヶ月時点で低下なし!!



入院しやすいのはどっち?

3回接種した80代 未接種の30代<



入院しやすいのはどっち?

3回接種した80代 未接種の10-20代<ワクチン3回接種で
71倍の差をひっくり返せる



カナダ アルバータ州のデータ

https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#vaccine-outcomes

10万人あたりの
入院率を比較



安全性/副反応



一般的な副反応

・ほとんどが痛みかだるさか熱

・2回目接種と比較し増加なし

・接種翌日がピークのことが多い

厚労省 ワクチン分科会資料 2022年1月21日 公表

(脇の下のリンパ節が腫れる頻度は少し上昇) 



前回高熱でたけどまたでるの？

藤田医科大学
新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)にかかわる免疫持続性および安全性調査(コホート調査)



前回高熱でたけどまたでるの？

藤田医科大学
新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)にかかわる免疫持続性および安全性調査(コホート調査)

2回目で高熱が出た人の半数は
3回目で高熱が出ずに済む



前回高熱でたけどまたでるの？

藤田医科大学
新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)にかかわる免疫持続性および安全性調査(コホート調査)



前回高熱でたけどまたでるの？

藤田医科大学
新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)にかかわる免疫持続性および安全性調査(コホート調査)

2回目で高熱が出なかった人も
10人に1人は3回目で高熱がでる

油断は禁物



解熱鎮痛剤の予防内服

・予防内服は推奨されない
(ワクチンの効果が落ちるかもしれない)

・症状でれば我慢せず内服してOK

市販薬だとタイレノールA®かラックル®がおすすめ
腎機能障害や喘息がないならロキソニンS®も良い



アナフィラキシーは大丈夫なのかな?

・アナフィラキシー
≒重症アレルギー

・どれくらいの頻度で起こるのか



アナフィラキシーの頻度(ファイザー)

2021年2月17日~2022年1月4日

約1億7000万回接種し600件

100万回あたり3.6件

第75回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会



アナフィラキシーの頻度(ファイザー)

3回目接種に限定すると

約53万回接種し1件

100万回あたり1.9件とより低下

第75回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会



アナフィラキシーになったらどうなる!?

・入院が必要だったのは48%のみ

死亡者0で全員軽快

万が一アナフィラキシーが起きても
治療薬があるので大丈夫

JAMA. 2021 Feb 12. doi: 10.1001/jama.2021.1967.



妊婦/小児



妊婦のワクチン接種

・ワクチン接種による

有害事象(流産、死産など含む)の増加なし

・約35000人の妊婦が参加した治験でも

胎児や出産への悪影響なし

CDC:V-safe COVID-19 Vaccine Pregnancy Registry

N Engl J Med. 2021 Nov 18;385:2008-10.

N Engl J Med. 2021;384:2273-82.



妊婦のワクチン接種

ちなみに、妊婦がコロナに感染すると

・同世代の非妊娠女性より重症になりやすい

・早産になりやすい

・帝王切開になりやすい

…と、妊娠経過に悪影響があると判明している
JAMA Pediatr. 2021:e211050.



最新の研究では

出産前28日間でコロナに感染した妊婦

・ワクチン未接種者
620人が感染し14件が胎児/新生児死亡(リスク4倍)

・ワクチン接種者
91人が感染したが胎児/新生児死亡は0件

Nature medicine. https://doi.org/10.1038/s41591-021-01666-2



悪質なデマ!!

不妊になるって聞くけど？

そのようなデータや根拠は一切ない

逆に新型コロナウイルスに感染すると精子数が
減少することがあり、不妊になる可能性がある

JAMA. doi:10.1001/jama.2021.9976
Reprod Biol Endocrinol. 2021;19:69.
Human Reproduction 2021;36:1520-9.
Hum Reprod. 2021 Dec 22;deab282. 



Q. 5-11歳へのワクチン接種は必要??

A. 個人的には必要だと思います

理由①個人を守るため

5-11歳へのワクチン2回接種で
発症予防効果90.7%とかなり良い成績

mRNAの量は12歳以上の1/3なので
副反応も12-25歳に比べ少なかった

NEJM. 2022;386:35-46.

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70:1579-83.



Q. 5-11歳へのワクチン接種は必要??

A. 個人的には必要だと思います

理由①個人を守るため

米国では870万回も接種されているが
心筋炎は11件(0.0001%)のみで全員回復

小児多系統炎症性症候群の予防に絶大な効果

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70:1755-60.



小児特有の後遺症 小児多系統炎症性症候群

・感染の数週間後に発症(治ってから!!)

・複数臓器に炎症が出現し時には重篤化

・川崎病のような症状を呈する

・心筋炎を合併することがあり注意

・年齢の中央値は9歳、5-13歳で多い

・米国では6431人が発症し55人が死亡(0.9%)
米国CDCのHPより
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#mis-national-surveillance

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children

(MIS-C)



小児特有の後遺症 小児多系統炎症性症候群

・感染の数週間後に発症(治ってから!!)

・複数臓器に炎症が出現し時には重篤化

・川崎病のような症状を呈する

・心筋炎を合併することがあり注意

・年齢の中央値は9歳、5-13歳で多い

・米国では6431人が発症し55人が死亡
米国CDCのHPより
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#mis-national-surveillance

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children

(MIS-C)

治ってからも数週間心配する必要あり
この心理的な負担は大きい!!

ワクチン接種すれば安心材料に



Q. 5-11歳へのワクチン接種は必要??

A. 個人的には必要だと思います

理由②同居家族を守るため

インフルエンザでも学童の集団接種により
高齢者の死亡を4万人も減らすことができた

同様に、学童の集団接種により
1-4歳の小児の死亡を防ぐことができた

NEJM 2001;344:889-96.

いずれも日本の研究!!
Clin Infect Dis. 2005;41:939-47. 



Q. 5-11歳へのワクチン接種は必要??

A. 個人的には必要だと思います

理由②同居家族を守るため

新型コロナウイルス、特にオミクロン変異体は
インフルエンザよりも高い感染力がある

この世代の接種により同居家族の重症化を
防ぐことができるのはほぼ間違いない



Q. 5-11歳へのワクチン接種は必要??

A. 個人的には必要だと思います

理由③経済と児童の文化的活動を守るため

この世代が感染すると隔離が困難

多摩府中保健所のHPより



Q. 5-11歳へのワクチン接種は必要??

A. 個人的には必要だと思います

理由③経済と児童の文化的活動を守るため

この世代が感染すると隔離が困難

保護者も濃厚接触者となり、最低でも
20日間自宅隔離しないといけなくなる

成人が感染した場合の2倍の長さ!!



Q. 5-11歳へのワクチン接種は必要??

A. 個人的には必要だと思います

理由③経済と児童の文化的活動を守るため

この世代が感染すると隔離が困難

保護者も濃厚接触者となり、最低でも
20日間自宅隔離しないといけなくなる

成人が感染した場合の2倍の長さ!!

子どもが感染したほうが
経済的な悪影響も大きい!!

(飲食店の臨時休業期間も2倍)



Q. 5-11歳へのワクチン接種は必要??

A. 個人的には必要だと思います

理由③経済と児童の文化的活動を守るため

いくら軽症でも感染者が増えると学級閉鎖や
大切な行事の中止/延期の原因になる

実際、埼玉県では学級閉鎖数が
昨年の100倍以上になっている!!
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軽症者に対する治療

2022年1月現在、軽症者に対して有効な治療薬は

3種類ある!!



軽症者に対する治療

①ソトロビマブ(ゼビュディ®)

新型コロナウイルスに対するモノクローナル抗体

発症5日以内の酸素投与不要な患者に使用すると

入院もしくは死亡が85%減少!!
(7%が1%に)

N Engl J Med. 2021;385:1941-1950.



ソトロビマブ(ゼビュディ®)の適応

前提

①発症7日以内であること(できれば5日以内)

②酸素投与が不要な状態であること



ソトロビマブ(ゼビュディ®)の適応

・55歳以上

・悪性腫瘍

・肺気腫や喘息

・慢性腎臓病

・治療が必要な糖尿病

・肥満

・心疾患 などのリスクがあること

※病院や自治体ごとに
条件は微妙に異なります



ソトロビマブ(ゼビュディ®)の情報

・点滴治療なので原則入院が必要(1回で終了)

・12歳以上、体重40kg以上しか使用できない

・流通制限がある(どこでも治療できるわけではない)

・妊婦にも使用可能(安全性データは乏しい)

・ワクチン接種者のデータが不足している



ちなみに

デルタ流行期に大活躍したロナプリーブ®は
残念ながらオミクロンにはほぼ無効

このため治療推奨から外れてしまった



軽症者に対する治療

②レムデシビル(ベクルリー®)

元々はエボラウイルスに対する抗ウイルス薬

発症7日以内の酸素投与不要な患者に使用すると

入院もしくは死亡が87%減少!!
(5.3%が0.7%に)

N Engl J Med. 2021;NEJMoa2116846



レムデシビル(ベクルリー®)の適応

前提

①発症7日以内であること

②酸素投与が不要な状態であること



レムデシビル(ベクルリー®)の適応

・60歳以上

・悪性腫瘍

・肺気腫や喘息

・慢性腎臓病

・治療が必要な糖尿病

・肥満

・心疾患 などのリスクがあること

※病院や自治体ごとに
条件は微妙に異なります



レムデシビル(ベクルリー®)の情報

・点滴治療なので原則入院が必要(3日間)

・12歳以上、体重40kg以上しか使用できない

・流通制限は特になく薬剤はまずまずある

・妊婦にも使用可能(安全性データは乏しい)

・ワクチン接種者のデータが不足している

・腎機能悪化に注意が必要



軽症者に対する治療

③モルヌピラビル(ラゲブリオ®)

新型コロナウイルスに遺伝子変異を起こし
増殖させないことで効果を発揮するとされる

発症5日以内の酸素投与不要な患者に使用すると

入院もしくは死亡が30%減少

(9.7%が6.8%に)
N Engl J Med. 2021;NEJMoa2116044



モルヌピラビル(ラゲブリオ®)の情報

・内服薬なので外来治療可能(5日間内服する)

・18歳以上しか使用できない

・流通制限がある(どこでも治療できるわけではない)

・妊婦には使用不可能

・感染既往がある人の比較だと効果がなかった
(≒ワクチン接種済の場合効果がない可能性大)



モルヌピラビル(ラゲブリオ®)の情報

・内服薬なので外来治療可能(5日間内服する)

・18歳以上しか使用できない

・流通制限がある(どこでも治療できるわけではない)

・妊婦には使用不可能

・感染既往がある人の比較だと効果がなかった
(≒ワクチン接種済の場合効果がない可能性大)

効果が乏しく適応患者が少ないため
もっとも優先順位は低い

ちなみに5日間で40カプセル内服する
サイズは2㎝とむちゃデカい



もうすぐ使える薬



軽症者に対する治療

④ニルマトレルビル/リトナビル(パクスロビド®)

新型コロナウイルスの複製に必要な酵素を阻害し
増殖させないことで効果を発揮するとされる

発症5日以内の軽症患者に使用すると

入院もしくは死亡が88%減少

(6.5%が0.7%に)
まだ文献にはなっていない



パクスロビド®の情報

・内服薬なので外来治療可能(5日間内服する)

・12歳以上、体重40kg以上しか使用できない

・流通制限がある(どこでも治療できるわけではない)

・妊婦への投与データなし

・肝不全/腎不全があると減量 or 投与不可能

・飲み合わせの悪い薬が多数あり注意



パクスロビド®の情報

・内服薬なので外来治療可能(5日間内服する)

・12歳以上、体重40kg以上しか使用できない

・流通制限がある(どこでも治療できるわけではない)

・妊婦への投与データなし

・腎機能が悪いと減量 or 投与不可能

・飲み合わせの悪い薬が多数あり注意

非常に効果が高いが、リトナビルのせいで
高齢者がよく内服している薬と併用禁忌

リトナビルを使い慣れている医師でないと
少し心配…



ダメだった薬



イベルメクチン

そもそも寄生虫やダニに対して使う薬
(私も何度か処方経験あり)

・日本人が発見しノーベル賞を受賞

・試験管の中でコロナを不活化(超高濃度で)

これらがきっかけで何故か祭り上げられた

名古屋市HP
あいむ動物病院HP



イベルメクチン

・絶大な効果を示した論文が捏造発覚し撤回
しかも2つも!!

・捏造された論文以外にも多数論文があるが
いずれも新型コロナウイルス感染症に対して
有意な効果はなかった

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3570270
https://www.researchsquare.com/article/rs-100956/v3

JAMA. 2021;325:1426-1435.
Clin Infect Dis. 2021;ciab591.
Cochrane Database Syst Rev. 2021;7:CD015017.

良い薬だがコロナに使うのはNG

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3570270


これらの結果を受けて

FDA(米国食品衛生局)も使用するなと警告

ミシシッピ州では
中毒者も多数でた



ファビピラビル(アビガン®)

元々新型インフルエンザに使う薬

新型コロナに対する効果が期待されていたが、

2つの日本発の研究で発熱や呼吸状態などの

症状改善は認められなかった(有意差なし)

残念…
https://www.fujita-hu.ac.jp/news/j93sdv0000006eya.html
Infect Dis Ther. 2021 Aug 27;1-21. 
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Q. 5類にしたら全て解決するのでは?

A. 残念ながらあまり解決しない

理想

どの病院でも患者を診れるので医療崩壊しない

緊急事態宣言などを出す必要がなくなる

濃厚接触者の選定や隔離が不要になる

経済活動に支障を来すことがなくなる



Q. 5類にしたら全て解決するのでは?

A. 残念ながらあまり解決しない

現実①

5類になっても結局一部の病院しか診ない

・一部の病院しか治療薬を持っていない

・コロナに限らず急性期の患者を診ていない

・院内感染が起きることを過度に心配する



Q. 5類にしたら全て解決するのでは?

A. 残念ながらあまり解決しない

現実①

5類になっても結局一部の病院しか診ない

・一部の病院しか治療薬を持っていない

・コロナに限らず急性期の患者を診ていない

・院内感染が起きることを過度に心配する

後天性免疫不全症候群(AIDS)も5類感染症

が、診ているのは一部の病院だけ

HIV患者の虫垂炎(盲腸)手術も

一部の病院以外は断っている



Q. 5類にしたら全て解決するのでは?

A. 残念ながらあまり解決しない

現実②

補助金もなくなり、医療費もかかる

・今は指定感染症なので検査や治療が無料

・入院費用も、たぶんワクチンも有料になる

・PCRだけで4050円もかかる(3割負担)
(診察料、他の検査費用、処方料など除いて)



Q. 5類にしたら全て解決するのでは?

A. 残念ながらあまり解決しない

現実②

補助金もなくなり、医療費もかかる

・今は指定感染症なので検査や治療が無料

・感染して仕事を休んでも補償がでない

・PCRだけで4050円もかかる(3割負担)
(診察料、他の検査費用、処方料など除いて)

5類相当にするためには

治療薬の確保と、治療費の無償化

この2つを満たしてからでないと厳しい
(2022年末~2024年が目安?)



Q. 集客イベントの対策に変更は必要?

A. 基本に忠実なら変更不要

・不織布マスクを確実につけ、手指衛生

・体調不良者の参加は自粛いただく

・適切なソーシャルディスタンスを確保する
(集客人数の制限など、ガイドライン遵守)

ワクチン2回以上接種者 or 直前に検査で陰性確認 いずれかを満たす
…という条件が世界的には標準になりつつあるため、可能であれば



Q. 若者は検査せずに診断できるのか

A. 悩ましい!!

・インフルエンザで臨床診断をすることは多い

・専門医の多くはインフル迅速検査をしない

・なので突拍子もない意見ではない

・検査数が増えすぎた場合は検討すべき
(重症リスクが高い人の診断が遅れるとダメ)

我々は、「陽性であればそれ以外の検査が不要になる場合」のみ迅速検査をしている



Q. 若者は検査せずに診断できるのか

A. 悩ましい!!

・問題は濃厚接触者をどう扱うか

・濃厚接触者を10日間休ませ、PCRも施行する

なら経済への影響も検査数もさほど変化ない

・今の方針のままでは検査なしで診断するのは
あまりメリットがないように思える
(濃厚接触者への方針が変わればメリットあり)



Q. こども園(幼稚園、保育園)での対策は?

A. 保護者の協力なしでは難しい

基本的な対策(手指衛生、マスク、換気など)に加え

・体調不良者は受診しない限り登園不可

・5歳以上には可能な限りワクチン接種推進

・クラスや学年を混合にしたイベントを延期

など



Q. こども園(幼稚園、保育園)での対策は?

こちらも参考になります



Q. こども園(幼稚園、保育園)での対策は?

館山市では超細かくルールあり

★園児が体調不良の場合
1) 園に必ず連絡する
2) 医療機関を受診する

2-1)発熱している場合
2-2)発熱はなく鼻水や咳などがある場合
2-3)PCR検査を受けた場合



Q. こども園(幼稚園、保育園)での対策は?

2-1)発熱している場合
新型コロナ以外の診断で、医師が「症状が回復し登園可能」と判断
した場合、さらに園長の判断で登園可能となる
風邪の診断の場合は解熱2日後より登園可能となる

2-2)発熱はなく鼻水や咳などがある場合
新型コロナ以外の診断であれば登園可能

2-3)PCR検査を受けた場合
陰性であっても解熱翌日まで登園不可(解熱2日後より登園可能)



Q. こども園(幼稚園、保育園)での対策は?

★同居家族が体調不良の場合
1) 園に必ず連絡する
2) できるだけ医療機関を受診する

2-1)医療機関を受診した場合
2-2)医療機関を受診しない場合



Q. こども園(幼稚園、保育園)での対策は?

2-1)医療機関を受診した場合
新型コロナ以外の診断であれば症状消失後に園児は登園可能
(園児は無症状でも同居家族に症状ある間は登園不可)
PCR検査を受けた場合は陰性が確認でき、症状消失後に登園可能

2-2)医療機関を受診しない場合
2週間以内にコロナ患者と接触があった
2週間以内に会食やイベント参加など3密を伴う行動があった
2週間以内に5分程度でも互いにマスクなしで会話したことがあった

全て該当しなければ、症状消失後に園児は登園可能
1つでも該当すれば医療機関受診が必要→2-1)へ



Q. こども園(幼稚園、保育園)での対策は?

★同居家族が体調不良の場合
1) 園に必ず連絡する
2) できるだけ医療機関を受診する

2-1)医療機関を受診した場合
2-2)医療機関を受診しない場合

医療機関やPCR検査のアクセスなど
自治体によって方針は様々

たつの市教育委員会の方針に従いましょう
(もしルールが通達されていないなら相談してください) 



宣伝

・龍野商工会議所と連携し

『職場の安全・安心サポート事業』を行っています

・職場の感染管理に不安がある方はもちろん

不要な対策を減らしたい方は是非ご利用ください

・直接会社にお伺いすることも可能で、その場合は

今後何か質問がある時も直接メールでお答えします
詳しくはホームページをご覧ください



宣伝

・『職場の安全・安心サポート事業』の登録事業所は

新型コロナウイルス感染症に対する不安が軽減し

感染予防に対する自信が有意に上昇

・うつ病や不安神経症などメンタルヘルス問題が

増えており、一石を投じられるかもしれません



研究結果を世界家庭医学会で発表しました



さいごに

・現在兵庫県では医療崩壊が起きつつあります

重症は少ないとはいえ、中等症が非常に多く

すぐに入院できないことがあります

・迅速にワクチンを接種し、その後も密を避け

室内では不織布マスクをつけるようにしてください

我々も頑張ります。ご協力をお願いいたします



ご清聴ありがとうございました


