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COI開示

岡部 信彦

発表者が所属している各学会が示して
いる開示すべきCOIについて、本日の
発表に関連して開示すべきCOI関係に
ある企業は、今回の共催社を含めてあ
りません



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

1.16 国内第1例
1.28 指定感染症（2類相当）
2.3 ダイアモンドプリンセス号横浜に
3.14 特措法施行
4.7 緊急事態宣言（7都府県）
4.16 緊急事態宣言（全国）
5.19 緊急事態宣言解除（３９県）
5.25 緊急事態宣言解除（全国）

1.8     緊急事態宣言（１都３県）
1.13 （7府県追加）
2.2      3.7まで延期 （解除:栃木県）

新型コロナウイルス 2021.2.3  

陽性者数 累計 396,716人
死亡者数 6,072人
致死率 1.53%



世界的な新興再興感染症の出現
1984年

〜2015年

Courtesy National Institute of Allergy and Infectious Diseases

1967年 米国公衆衛生長官
“もう感染症の時代は終わっ
た。今後医師は教科書の感
染症のページを開く必要はな
くなった。”

1992年 米大統領府
“新興再興感染症”
1996年 WHO
“我々は今や地球規模で感
染症の危機に瀕している。も
はやどの国も安全ではな
い”



• 人・物の、短時間・大量の移動
（対岸の火事ではない）

• 動物微生物の種を超えた

人への拡大

• 薬剤耐性の出現

• 情報量の増加、迅速性、質、

のアンバランスな状況

変貌する人間社会と
感染症拡大の要因



地球規模での感染症の最近の話題 緑：国内で大きな影響を受けた

• エボラ出血熱 （1976～）

• 鳥インフルエンザ（H5N1）のヒト感染 （1997～）

• ニパウイルス感染症 （1998）

• 重症急性呼吸器症候群 SARS （2003）

• 新型（パンデミック）インフルエンザ （2009）

• 重症熱性血小板減少症

Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome: SFTS

（2011～）

• Middle Eastern Acute Respiratory Syndrome: MERS 

（中東呼吸器症候群)  （2012~）

• 鳥インフルエンザ (H7N9)のヒト感染

（2013～）

・ 野生型ポリオ流行 （2014~）

• エボラ出血熱（西アフリカ→コンゴ） （2014～）

• ジカウイルス感染症 （2015~ ）

• COVID-19 （新型コロナウイルス感染症） (2019~ )



https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3044207/china-shuts-seafood-

market-linked-mystery-viral-pneumonia

Published: 4:59pm, 1 Jan, 2020

https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3044207/china-shuts-seafood-market-linked-mystery-viral-pneumonia


WHO: PHEIC (Public Health Emergency 

of International Concern） 2020.1．30．
Pandemic とみなす 2020.3.11



典型的な新型コロナウイルス感染症の経過

患者と接触など 発症

感染力の強い期間

潜伏期間
5日程度
（1〜14日）

発熱、咳、倦怠感、
頭痛、筋肉痛、関節痛
味覚障害、嗅覚障害など

人によって
症状が悪化
（ARDSなど）

発症から7日前後で肺炎
を併発することもあり

ウイルス性肺炎

サイトカインストーム

ウイルス分離

PCR検査

抗原検査

抗体検査



新型コロナウイルス感染症患者からのウイルス分離状況―感染性の評価

IASR Vol. 41 p171-172: 2020年9月号
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2502-idsc/iasr-in/9878-487d03.html

分離成績、病日、Ct値の相関 ー患者（有症者）の陽性確定時の検体ー

最も多くの検体からウイルスが分離

全体の分離陽性率は73.1（49/67）

第9病日に採取された1検体
からもウイルスが分離

Ct値30未満の検体からウイルス
が分離されることが多かった

https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-vol41/9885-idx487.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2502-idsc/iasr-in/9878-487d03.html


N Sethuraman et al. JAMA. Published online May 6, 2020. doi:10.1001/jama.2020.8259 より改変し作成

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765837?guestAccessKey=c26c8c00-a470-4777-8abe-

f2857a184887&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-

jama&utm_content=olf&utm_term=050620

発症前 発症後

抗体検出

PCRは陰性の可能性が高いPCRは陽性の可能性が高い

曝露

検出されにくい

検
出
の
可
能
性
が
高
ま
る

発症

鼻咽頭拭い液PCR

気道からの
ウイルス分離

肺胞洗浄液・
喀痰PCR

便PCR IgM抗体

IgG抗体

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765837?guestAccessKey=c26c8c00-a470-4777-8abe-f2857a184887&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=050620


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1341321X20304360

Day59の検体ではウイルス分離も陽性

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1341321X20304360


http://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000113/113753/ima0220.pdf
https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000113/113753/ima0231.pdf
https://ml.medica.co.jp/nurse/41/ より作成

1. 熱水
８０℃の熱水に１０分間

2. 塩素系漂白剤
次亜塩素酸ナトリウム（0.05%）

3. 洗剤（界面活性剤）
アルキルグリコシド（0.1%以上）
アルキルアミンオキシド（0.05%以上）
塩化ベンザルコニウム（0.05%以上）

ものに付着した
ウイルスへの対策

http://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000113/113753/ima0220.pdf
https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000113/113753/ima0231.pdf
https://ml.medica.co.jp/nurse/41/


消毒すべき肝心なところは・・・・・・





厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A（一般の方向け）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html?fbclid=IwA

R1ASwDK0KxZddwq8Pg4trvyobCb2apUsZFV26qCmV4ON1vSgWJsIXHecew#Q12

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html?fbclid=IwAR1ASwDK0KxZddwq8Pg4trvyobCb2apUsZFV26qCmV4ON1vSgWJsIXHecew#Q12




内務省衛生局,1922より転載
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通勤ラッシュ 空港

催し物（イベント）

写真： 徳島市 馬原文彦先生

感染症は、ヒトが動く、ヒトが集まるところで拡がる



https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000113/113753/ima0230.pdf
https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000113/113753/ima0231.pdf より作成
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アルコール（濃度70%以上95%以下のエタノール）で手指消毒

https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000113/113753/ima0230.pdf
https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000113/113753/ima0231.pdf


2021.2.1 アドバイザリーボード資料 東北大押谷教授提供









第18回新型コロナウイルス感染症対策分科会資料





第19回新型コロナウイルス感染症対策分科会資料



第21回新型コロナウイルス感染症対策分科会（2021.1.8）資料
（東北大・押谷教授提供）



第21回新型コロナウイルス感染症対策分科会（2021.1.8）資料
（東北大・押谷教授提供）





厚生労働省 国内の発生状況より

重症者数 死亡者数





https://toyokeizai.net/sp/visual/tko/covid19/ 2021.1.27



新型コロナウイルス感染症の起源、感染様式、重症化因子
中間宿主？

土着の動物？

コウモリ
ブタ
ジャコウネコ
マウス

ACE2と結合
ACE2と結合
ACE2と結合
ACE2と非結合

ウイルス側の因子

宿主側の因子

SARS-CoV-2受容体：
Human angiotensin converting enzyme 2 
(hACE2)

重症化しやすい人：
• 高齢者（＞65歳）
• 基礎疾患のある人

感染しやすい人の基礎疾患：
• 高血圧
• 慢性閉塞性肺疾患
• 糖尿病
• 心血管系疾患
• 肝疾患
• 腎不全

重症合併症：
• 呼吸急迫症候群
• 敗血症性ショック
• 不可逆的な代謝性アシドーシス
• 凝固不全
• 多臓器不全

細胞変性効果（CPE）及びサイトカインストーム、あるいは持続
する炎症反応、低酸素症、敗血症性ショックなどは、SARS-
CoV-2感染患者の重篤な状態と関連するかもしれない。

SARS類似のコウモリCoV

S protein, 二つのサブユニットS1
、S2を持ち、宿主のACE2受容体
と結合：
• S1はRBDによってウイルスの
宿主の範囲と細胞親和性を
決定

• S2はHRIとHR2によってウイ
ルスと細胞膜の融合を仲介

M protein,栄養素の膜間輸送、ウイ
ルス放出及びエンベロープの形成
に関与

N, E protein及びいく
つかの補助タンパク
質は、宿主の免疫応
答あるいは未知の機
能を干渉他の未知の分子が膜への陥入

を促進（補因子）？

Guo et al. Military Medical Research (2020) 7:11 https://doi.org/10.1186/s40779-020-00240-0 

https://doi.org/10.1186/s40779-020-00240-0


Shutoku Matsuyama et al:  Proc Natl Acad Sci USA (March 12, 2020)



Copyright 2020 American Medical Association. 

All Rights Reserved.

From: Nasal Gene Expression of Angiotensin-Converting Enzyme 2 in Children and Adults

JAMA. 2020;323(23):2427-2429. doi:10.1001/jama.2020.8707

Date of download:  10/5/2020

鼻粘膜上皮でのACE2発現は
、特に10歳未満で少ない



Date of download:  9/10/2020
Copyright 2020 American Medical Association. 

All Rights Reserved.

From: Racial/Ethnic Variation in Nasal Gene Expression of Transmembrane Serine Protease 2 (TMPRSS2)

JAMA. Published online  September 10, 2020. doi:10.1001/jama.2020.17386

Nasal Gene Expression of TMPRSS2 in Self-Identified Racial/Ethnic GroupsThe data points indicate means and the error bars 

indicate 95% CIs for transmembrane serine protease 2 (TMPRSS2) gene expression in self-identified racial/ethnic groups. The P 

values were calculated using linear regression modeling in which TMPRSS2 gene expression was the dependent variable and 

race/ethnicity was the independent variable.

Figure Legend: 

鼻腔内TMPRSS2発現の人種による違い
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Y
Y

Y

Y 抗体が
作られる

体内でウイルス
断片が作られる

筋肉細胞等

免疫獲得

鶏卵

培養細胞

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2の断片

弱毒化
不活化

又は

一般的なワクチン
組換えタンパクワクチン

ペプチドワクチン

化学合成
SARS-CoV-2の断片
（ペプチド）

DNAワクチン、
mRNAワクチン

SARS-CoV-2の
断片を作る遺伝子

大腸菌/酵素反応

ウイルスベクター
ワクチン

培養細胞
SARS-CoV-2の断片を
作る遺伝子を運ぶウイルス

１

２

３

４

不活化全粒子ワクチン

現在、創薬・開発中のワクチンは４種類 （図はイメージ）

COVID-19（SARS-CoV-2）に対するワクチンの種類 ①
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•JAMA. Published online  January 21, 2021. doi:10.1001/jama.2021.0600

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2775646

From: Allergic Reactions Including Anaphylaxis After Receipt of the First Dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 

Vaccine

21名のアナフィラキシーの報告
発症までの中央値：13分（2-150分）
15名（71%）：15分以内
18名（86%）：30分以内

頻度の高い症状：蕁麻疹、血管浮
腫、発疹、喉の閉塞感

17名（81%）：薬剤、医療製品、食品、
虫の刺傷でアレルギーやアレル
ギー反応の既往
7名（33%）：アナフィラキシーの既往
（破傷風とインフルエンザA(H1N1)
ワクチン接種後の2名を含む）

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2775646


https://www.niid.go.jp/niid/images/iasr/2021/3/493p01f01.gif

日本の新型コロナウイルス SARS-CoV-2 ゲノム情報の
塩基変異を用いたハプロタイプ・ネットワーク

(2021/1/14 現在) 

https://www.niid.go.jp/niid/images/iasr/2021/3/493p01f01.gif


Copyright 2021 American Medical Association. 

All Rights Reserved.

From: Genetic Variants of SARS-CoV-2—What Do They Mean?

JAMA. Published online  January 06, 2021. doi:10.1001/jama.2020.27124

B.1.1.7 (20B/501Y.V1）系統

2020年末に英国南東部を中心
に急速に拡大した変異株



https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/10144-covid19-34.html

感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の新規変異株について

(2021/1/25 現在) 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/10144-covid19-34.html


我迷惑 !!

差別・偏見
誹謗・中傷 ➡


