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１、風邪のコロナウイルス
• HCoV-229E、-OC43、-NL63、-HKU1の４種。
• 風邪の原因の10～15％。
• 冬季に流行。
• ほとんど小児期に罹患。
• 多くの場合軽症で回復。

２．重症急性呼吸器症候群コロナウイ （SARS-CoV）

３．中東呼吸器症候群コロナウイルス（MERS-CoV）

４．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）コロナウイルス
SARS-CoV-2

（国立感染症研究所ウエブサイトより改編）

コロナウイルス



Visseaux B, Burdet C, Voiriot G, Lescure FX, Chougar T, et al. (2017) Prevalence of respiratory viruses among adults, by season,
age, respiratory tract region and type of medical unit in Paris, France, from 2011 to 2016. PLOS ONE 12(7): e0180888. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180888
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180888

コロナウイルスによる上気道炎の季節性
（フランス パリのデータ）

冬に多いが7月以外は発生し、
8月以降、冬に向かって増加。



R0 H

麻疹 12～18 83～94

風疹 6～7 83～85

ムンプス 4～10 75～90

水痘 7.7～13.4 87～93

百日咳 12～17 92～94

インフルエンザ 1.5 33.3

インフルエンザ
H1N1pdm

1.96 49

ジフテリア 6～7 85
ポリオ 5～7 80～86
天然痘 5～7 80～85
SARS 2～3 50～67

主な病原微生物の基本再生産数（R0）と集団免疫率（H)

永井宗雄：小児科 ４９：５６１－４，２００８より一部改変 H=（１－１/R0) x 100



今までの感染症伝染のイメージ
（基本再生産数 = ２の場合）

SARS-CoV-2の感染症伝染のイメージ

図２



新型コロナウイルス感染症の経過

出典：大曲 貴夫、忽那 賢志、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の概説、日本医師会 COVID-19有識者会議ウェブサイト、
https://www.covid19-jma-medical-expert-meeting.jp/topic/53

味覚障害



新型コロナウイルス感染への曝露場所の概要
（英国の報道社の2020年8月19日～9月30日の発生例の調査資料を基に作成）

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8818577/Where-does-Covid-19-REALLY-spread-Pubs-account-fewer-outbreaks-schools-England.html
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マスクなし 一層布マスク

２層布マスク サージカルマスク

Diaz Ｇ，Facemask Droplet Visualization Comparison - No Mask vs Cloth mask (1 and 2 layers) vs Surgical Mask 

マスクによる飛沫拡散比較

https://www.grepmed.com/images/9437/visualization-coronavirus-comparison-facemask-droplet-covid19-
video



北京で新型コロナ患者を出した124家族（335人）の調査。
調査期間； 2020年2月28日から3月27日

• ソーシャルディスタンスを心がける
と2次感染はかなり減る。（3分の１～18分の１）

• 普段から家族の1人以上が家でマスク
をしていると、2次感染は5分の１に。

• 毎日家の掃除に塩素系やアルコール系
消毒剤を使うと2次感染は4分の１に。

Wang Y, et al. BMJ Global Health 2020;5:e002794. doi:10.1136/bmjgh-2020-002794



Zeng W , Wang X , Li J , et al Association of daily wear of eyeglasses and susceptibility to COVID-19 
infection.  JAMA Ophthalmol. Published online September 11, 2020. doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.3906

COVID-19患者の眼鏡装着率は一般住民より低かった

眼からもSARS-CoV-2は感染するようだ
2020年1月27日～3月13日まで中国湖北省随州市でCOVID-19と診断された276例の調査
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https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000649533.pdf



最近の感染状況等について 令和２年11月10日（火） 厚生労働省



東京大医科学研究所 河岡義裕教
授, 植木紘史特任助教らの研究

マスクによる新型コロナ感染防止
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サージカルマスクの場合



新型コロナウイルスの検査

方法 特徴
ＰＣＲ検査

（遺伝子検出）
感度高い、特殊な装置と手間が必要

抗原迅速検査
（タンパク検出）

早い、簡単。

抗体検査
（ヒトの血液の中の抗体検査）

採血必要。
過去にかかったか同課の判断に使う。

ウイルスの有無はわからない。



検査方法 ウイルス個数

RT-PCR 10

LAMP 100

イムノクロマト法 迅速診断キット 1,000 

新型コロナウイルス検出感度

出典: 厚労省資料:新型コロナウイルス感染症の検査方法における病原体の抗原検出の追加等について（案）令和２年５月１３日
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000630017.pdf
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感染拡大の危険因子



https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/2019n-covhassei_toukei.html



札幌市の新型コロナ流行における年齢分布の推移

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/2019n-covhassei_toukei.html





不特定多数の人が触れるものへの「忌避感」

メニュー表

印刷したA3の紙を客ごとに渡し、食後に廃棄する

無接触 QRコード式



Stadnytskyi V, et al., The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 
transmission, PNAS June 2, 2020 117 (22) 11875-11877．https://doi.org/10.1073/pnas.2006874117

空気のよどんだ場所で1分間しゃべると1000
個のウイルスを含んだ飛沫が8分間浮遊する。
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エアコン エアコン

循環型エアコンはウイルスを拡散させる可能性がある



これからのシーズン
換気が大事



インフルエンザシーズンを迎える前にできること

１、冬に発熱で来院する患者を減らすために
• インフルエンザ予防接種率を上げる
• 素早いクラスター封じ込め ⇒ 保健所への素早い情報提供

２、職場環境の確認と整備
• ガイドラインへの対応準備
• 情報の表示（ポスターなどの準備）
• 店の中のリスクの検知と改善

３、スタッフの啓発
• 自分を守る・人を守る
• パンデミック中の生活様式について繰り返し啓発。
• 人と会う機会を減らす。
• 人と会う会い方・会う環境の選択。


