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2020年12月14日
児童福祉施設等を対象としたオンデマンド研修

新型コロナウイルス感染症について
広島大学病院 感染症科・感染制御部
大森慶太郎

厚生労働省 国内の発生状況など
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第二波では重症例が少なかった

第ニ波では第一波に比べ死亡率が低下

COVID-19 レジストリー研究より

COVID-19 レジストリー研究より

要因
• 無症状者や軽症者が診断される
ようになった
• 治療法の改善 など

J Infect. 2020 Nov 2;S0163-4453(20)30693-9.
First and second COVID-19 waves in Japan: A
comparison of disease severity and characteristics
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J Infect. 2020 Nov 2;S0163-4453(20)30693-9.
First and second COVID-19 waves in Japan: A
comparison of disease severity and characteristics
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年齢別の陽性者数、死亡率、重症化率
(人)

12月2日現在
(%)

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の国内発生動向
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広島市 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/186948.html
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感冒（かぜ症候群）

新型コロナウイルスの特殊性

• かぜ症候群の原因微生物は？
• 80-90%はウイルス性.
–
–
–
–
–
–
–

 無症候～重症肺炎まで幅が広い.
 感染性は発症2日前から感染性. 発症初期が最も感染性が高
いと考えられている.

ライノウイルス
コロナウイルス
インフルエンザ
パラインフルエンザウイルス
RSウイルス
ヒトメタニューモウイルス
アデノウイルス

 初期症状では通常の感冒と見分けがつかない.
 発症5-8日目頃に重症化

• 治療は？
– 安静睡眠, 休養, 保温により自然に治る.
– 抗菌薬は不要.
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 検査体制の一からの構築.

 有効な治療薬やワクチンがない.
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無症候感染者はどれほどいるか？

新型コロナウイルスの特殊性
 無症候～重症肺炎まで幅が広い.
 感染性は発症2日前から感染性. 発症初期が最も感染性が高
いと考えられている.

•
•
•
•

ダイアモンドプリンセス号
一定の限られた集団の全員に対して, 症状の有無に関わらずPCR検査を行った稀有
な事例
3711名：乗客+乗員
3622名：PCR検査実施

712名：PCR陽性（19.6%）

 初期症状では通常の感冒と見分けがつかない.
 発症5-8日目頃に重症化

 検査体制の一からの構築.
 有効な治療薬やワクチンがない.
厚生労働省 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応等
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無症候感染者はどれほどいるか？
•
•
•

無症状～軽症が大半。でも一部が重症化

セオドアルーズベルト空母でアウトブレイク
乗組員4779人のうち1271人（26.6％）が感染
平均年齢27歳

死亡

ダイアモンドプリンセス号

7例(1.0％)

1271人の症状の有無

重症
33例(4.8%)
軽症
269例(39.2％)

43％

無症例
378例(55.0％)

Emerg Infect Dis. 2020 Nov;26(11):2591-2597.

N Engl J Med. 2020 Nov 11;NEJMoa2019375.
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発症5日目

発症10日目

新型コロナウイルスの特殊性

発症19日目

 無症候～重症肺炎まで幅が広い.
 感染性は発症2日前から感染性. 発症初期が最も感染性が高
いと考えられている.
 初期症状では通常の感冒と見分けがつかない.
 発症5-8日目頃に重症化
 検査体制の一からの構築.

 有効な治療薬やワクチンがない.
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新型コロナウイルスの特殊性

唾液中ウイルス量

 無症候～重症肺炎まで幅が広い.
 感染性は発症2日前から感染性. 発症初期が最も感染性が高
いと考えられている.
 初期症状では通常の感冒と見分けがつかない.
 発症5-8日目頃に重症化

 検査体制の一からの構築.
• ウイルス量は発症早期の方が多く, 早期からの感染対策が必要

 有効な治療薬やワクチンがない.

Lancet Infect Dis 2020; 20: 565-74
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感染源の推定モデル
• ウイルス量は発症後時間経過に伴い低下する

1人の患者から
1日当たりに起こる
感染者数
症状出現前の感染者(45%)

従来
症状がある患者には,
現在
マスクや手指消毒
すべてのヒト
に対して標
準予防策を.
ユニバーサル 有症状の感染者(40%)
マスク,
環境(10%)
手指衛生

無症候感染者(5%)
感染後日数

Science. 2020;368:eabb6936.

IASR Vol. 41 p117-118: 2020年7月号
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新型コロナウイルスの特殊性

疑うポイント

 無症候～重症肺炎まで幅が広い.

• 症状や問診だけでは通常感冒との区別は困難

 感染性は発症2日前から感染性. 発症初期が最も感染性が高
いと考えられている.

疑うきっかけ
• 患者との接触歴, 流行地への移動
• 味覚嗅覚異常
• 特徴的な肺炎画像
• 血液検査（リンパ球減少, LDH上昇, D-dimer上昇，
フェリチン上昇）
• 呼吸困難を伴わない低酸素血症

 初期症状では通常の感冒と見分けがつかない.
 発症5-8日目頃に重症化
 検査体制の一からの構築.

 有効な治療薬やワクチンがない.
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→ しかし検査をしないと分からない.
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COVID-19の病態

新型コロナウイルスの特殊性
軽症
 無症候～重症肺炎まで幅が広い.

中等症

ウイルスCt値, リンパ球
減少, CRP↑

IL-2, IL-6, IL-7, G-CSF↑
CRP, LDH, フェリチン↑
トロポニンT上昇, NTproBNP↑

ウイルス感染

 感染性は発症2日前から感染性. 発症初期が最も感染性が高
いと考えられている.

重症

宿主の過剰な免疫応答
サイトカインストーム

 初期症状では通常の感冒と見分けがつかない.
凝固異常（特に血栓症）

 発症5-8日目頃に重症化

D-dimer上昇, FDP上昇,
PT延長, Fib上昇・低下

 検査体制の一からの構築.

抗ウイルス療法（レムデシビル, ファビピラビル, シクレソニ
ド, ナファモスタット）
ステロイド, トシルズマブ（抗IL-6受容体抗体）

 有効な治療薬やワクチンがない.

23

抗血栓療法（低分子ヘパリン, ヘパリン, ナファモスタット）
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検査体制は以前より拡大

新型コロナウイルスの特殊性
 無症候～重症肺炎まで幅が広い.
 感染性は発症2日前から感染性. 発症初期が最も感染性が高
いと考えられている.
 初期症状では通常の感冒と見分けがつかない.
 発症5-8日目頃に重症化
 検査体制の一からの構築.
 有効な治療薬やワクチンがない.
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厚生労働省 国内の発生状況など
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新型コロナウイルスの特殊性

検査体制は以前より拡大
•

•

検査対象
– 有症状者
– 濃厚接触者
– 接触者
– 無症候者
• 海外渡航
• 国内移動
受診場所
– 感染症指定医療機関
– 感染症協力病院
– 病院
– 診療所
– PCRセンター

•

•

 無症候～重症肺炎まで幅が広い.

検査方法
– 核酸増幅検査（PCR法など）
– 抗原検査
– 抗体検査（保険適用外）

 感染性は発症2日前から感染性. 発症初期が最も感染性が高
いと考えられている.

検査場所
– 保健所→公的検査機関
– 民間検査会社
– 病院

 初期症状では通常の感冒と見分けがつかない.
 発症5-8日目頃に重症化

問題点
✓ キャパシティーを超えることも

 検査体制の一からの構築.

• 以前より検査対象が拡大
• クラスター発生により急激な検査数増加も

 有効な治療薬やワクチンがない.

✓ 世界的流行により海外からの試薬供給不足
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新型コロナウイルスの特殊性

新型コロナウイルス感染症治療薬

 無症候～重症肺炎まで幅が広い.

◼ 治療薬（日本国内で承認されている医薬品）

 感染性は発症2日前から感染性. 発症初期が最も感染性が高
いと考えられている.

◼ 治療薬（日本国内で入手できる薬剤の適応外使用）

・レムデシビル（RNA合成酵素阻害薬）：2020年5月7日に特例承認
・デキサメタゾン（ステロイド薬）：2020年7月21日承認
・トシリズマブ
（ヒト化抗IL-6受容体モノクローナル抗体、効能・効果：関節リウマチ）
・ファビピラビル
（RNA 合成酵素阻害薬、効能・効果: 新型・再興型インフルエンザ）
【その他の薬剤】
・アドレノメデュリン（血管拡張性ペプチド）
・イベルメクチン（抗寄生虫薬，効能・効果：糞線虫症，疥癬）
・シクレソニド（吸入ステロイド薬、効能・効果：気管支喘息）
・ナファモスタット（蛋白質分解酵素阻害剤、効能・効果: 急性膵炎）
・サリルマブ（遺伝子組換えヒト化抗 IL-6 受容体モノクローナル抗体、
効能・効果: 関節リウマチ）
・ネルフィナビル（プロテアーゼ阻害薬、効能・効果：HIV感染症）
・バリシチニブ（JAK 阻害剤，効能・効果：関節リウマチ）：

 初期症状では通常の感冒と見分けがつかない.
 発症5-8日目頃に重症化

 検査体制の一からの構築.
 有効な治療薬やワクチンがない.

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第4版

29

30

5

2020/12/29

本日のテーマ

本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の特徴

1. 新型コロナウイルス感染症の特徴

2. インフルエンザ同時流行

2. インフルエンザ同時流行

3. 小児での新型コロナウイルス感染症

3. 小児での新型コロナウイルス感染症

4. 一般的な感染対策

4. 一般的な感染対策

5. 児童福祉施設での感染対策

5. 児童福祉施設での感染対策

31

32

症状の有無
潜伏期
無症状感染

ウイルス排出期間

インフルエンザ

COVID-19

ワクチン接種の有無により程度の
差はあるが，しばしば高熱を来す

発熱に加えて，味覚障害・嗅覚
症状を伴うことがある

1-2日

1-14日(平均5.6日)

10％
無症状患者では，ウイルス量は
少ない

数％～60％
無症状者でもウイルス量が多く，
感染力が強い

5-10 日（多くは5-6 日）

遺伝子は長期間検出するものの，
感染力があるウイルス排出期間
は10 日以内

ウイルス排出のピーク

発病後2，3 日後

発病日

重症度

多くは軽症~中等症

重症になりうる

致死率

0.1％以下

3-4％

ワクチン

使用可能だが季節毎に
有効性は異なる

海外では承認
国内では未承認

オセルタミビル，ザナミビル，ペラミ
ビル，ラニナミビル，バロキサビル
マルボキシル

軽症例については確立された治
療薬はなく，多くの薬剤が臨床
治験中

少ない

しばしばみられる

治療

ARDSの合併

国内インフルエンザ流行状況

日本感染症学会提⾔
今冬のインフルエンザとCOVID-19 に備えて 2020年8月3日から一部改変
新型コロナウイルス感染症診療の手引き・第4版
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2020年12月4日更新
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広島市 定点把握感染症 過去5年との比較

広島市インフルエンザ発生状況
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オーストラリアでのインフルエンザ陽性数

特徴的な症状がない場合は、
臨床所見や症状による鑑別は難しい
COVID-19

インフルエンザ

感冒

・ COVID-19流行

・ インフルエンザ流行

・ 症状はmild

・ COVID-19患者と接触

・ 2～3日以内にインフルエン ・ インフルエンザに比べると

・ 味覚嗅覚異常

ザ患者と接触

・ 息切れ・呼吸困難・低酸
素血症

ゆっくり発症

・ 突然の高熱で急激に発症 ・ 肺炎や低酸素血症はまれ
・ 筋肉痛，強い倦怠感

・ 鼻汁は比較的少ない

・ 肺炎は合併するが多くは

・ COVID-19を疑う肺炎像

細菌性肺炎

基本的には検査しないと区別できない
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広島市 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/186948.html

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第4版
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検査方法

診療体制・検査の想定パターン

COVID-19
抗原キット

抗原キット

〇

〇

鼻腔ぬぐい液

〇

〇

〇

鼻かみ液

×

×

〇

唾液

〇

×

×

鼻咽頭ぬぐい液

•
•
•
•
•
次のインフルエンザ流行に備えた体制整備
令和2年9月10日 厚生労働省

41

インフルエンザ

PCR検査
（抗原定量）
〇

いずれも検査は行わず対症療法、経過観察
両方検査
COVID-19のみ検査
COVID-19のみ検査+インフルエンザ検査
COVID-19のみ検査+インフルエンザ治療

⇒ 流行状況、医療機関の設備、症状、社会的背景などで判断

42
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小児は感染していても症状が出にくい

小児は感染していても症状が出にくい

国内学校での陽性例の解析

米国

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニ
ュアル ～「学校の新しい生活様式」～ (2020.12.3 Ver.5)
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Coronavirus Disease 2019 in Children - United States， February 12-April 2，
2020. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report 2020; 69(14): 422-6.
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小児は家庭内感染が多数を占める
学校での感染事例は少ない

国内で小児での死亡例はない
11月30日時点

感染経路

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニ
ュアル ～「学校の新しい生活様式」～ (2020.12.3 Ver.5)

厚生労働省 国内の発生状況など
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小児におけるCOVID-19の特徴

本日のテーマ

• 小児の感染リスクは低い

1. 新型コロナウイルス感染症の特徴

• 感染しても無症状～軽症がほとんど

2. インフルエンザ同時流行

• 小児は成人よりも感染性も低い？
3. 小児での新型コロナウイルス感染症

• 家庭内感染が主で、学校での感染リスクは低い。少な
くとも学校は流行の中心ではない。

4. 一般的な感染対策

• ただし1人かかると家庭内感染につながる可能性はある
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5. 児童福祉施設での感染対策
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医療従事者の感染予防

本日のテーマ
1. 新型コロナウイルス感染症の特徴

標準予防策

すべての患者に

接触予防策

飛沫予防策

空気予防策

ＭＲＳＡ・ＥＳＢＬ
などの多剤耐性菌
C.difficile
感染性胃腸炎

インフルエンザ, マイ
コプラズマ, 百日咳,

結核 麻疹 水痘
播種性帯状疱疹

2. インフルエンザ同時流行
3. 小児での新型コロナウイルス感染症
4. 一般的な感染対策
5. 児童福祉施設での感染対策
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医療従事者の感染予防

医療従事者の感染予防
インフルエンザ

53

標準予防策

すべての患者に

接触予防策

飛沫予防策

空気予防策

ＭＲＳＡ・ＥＳＢＬ
などの多剤耐性菌
C.difficile
感染性胃腸炎

インフルエンザ, マイ
コプラズマ, 百日咳,

結核 麻疹 水痘
播種性帯状疱疹

標準予防策

すべての患者に

接触予防策

飛沫予防策

空気予防策

ＭＲＳＡ・ＥＳＢＬ
などの多剤耐性菌
C.difficile
感染性胃腸炎

インフルエンザ, マイ
コプラズマ, 百日咳,

結核 麻疹 水痘
播種性帯状疱疹

54
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医療従事者の感染予防

標準予防策とは

COVID-19

標準予防策

• すべての患者の血液、体液、創のある皮膚、粘膜には
感染性があると考える概念

すべての患者に
• すべての患者は未知の病原体を保有していると考え，
患者および周囲の環境に接触する前後には手指衛生
を行う．

接触予防策

飛沫予防策

空気予防策

ＭＲＳＡ・ＥＳＢＬ
などの多剤耐性菌
C.difficile
感染性胃腸炎

インフルエンザ, マイ
コプラズマ, 百日咳,

結核 麻疹 水痘
播種性帯状疱疹

55

• 血液・体液・粘膜などに曝露するおそれのあるときは個
人防護具を用いることである．

56

医療従事者の感染予防

個人防護具の選択

COVID-19

血液、体液、排泄物、創のある皮膚、粘膜
手で触れる可能
性がある

衣類に飛び散る
可能性がある

眼にに飛散する可
能性

標準予防策

すべての患者に

口鼻に飛散する可能性
自分の飛沫で感染させたくない
場合

手袋

エプロン
ガウン

ゴーグル
アイシールド

接触予防策＜ 飛沫予防策

サージカルマスク

ＭＲＳＡ・ＥＳＢＬ
などの多剤耐性菌
C.difficile
感染性胃腸炎

57

インフルエンザ, マイ
コプラズマ, 百日咳,

空気予防策
結核 麻疹 水痘
播種性帯状疱疹

58

飛沫感染の経路

飛沫感染の経路

咳

くしゃみ

マスクなし

布マスク1枚

布マスク2枚

不織布マスク

マスクなし

布マスク2枚

布マスク1枚

不織布マスク

https://www.youtube.com/watch?v=UNCNM7AZPFg&feature=emb
_logohttp://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2020-215748

59

60

10

2020/12/29

接触感染対策

接触感染の経路

• 環境やモノについては神経質になりすぎず，適
切なタイミングと方法で手を洗う

※ウイルスが感染性のある間に複数のステップを経る必要があり
飛沫を直接浴びることに比べれば効率的ではない。
飛沫ほど重要な感染経路とは考えられていない。

61

石鹸と流水

アルコール製剤

62

手洗いの5つのタイミング

自宅や職場のよく触れる部位の消毒
• 多くの人が触れるところ
•
•
•
•
•
•

ドアノブ
エレベーターのボタン
スイッチ
テーブル
電話
共有のパソコン

• 自分の身の回り
• 特にスマートフォン

おもちゃや遊具は？
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000658585.pdf

63
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広島市 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/186948.html

65

広島市 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/186948.html
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広島市 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/186948.html
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広島市 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/186948.html

68

本日のテーマ

本日のテーマ

1. 新型コロナウイルス感染症の特徴

1. 新型コロナウイルス感染症の特徴

2. インフルエンザ同時流行

2. インフルエンザ同時流行

3. 小児での新型コロナウイルス感染症

3. 小児での新型コロナウイルス感染症

4. 一般的な感染対策

4. 一般的な感染対策

5. 児童福祉施設での感染対策

5. 児童福祉施設での感染対策

69

70

日頃からの対策

児童福祉施設での感染対策
• 子供は感染流行の中心にならない
• 大人（職員）からの持ち込みに注意（会食、家庭内
、職場、経路不明いろいろ）
• いつ誰が感染しても不思議ではない
• 施設に持ち込まれる可能性はあると考えて準備しておく
• リスクをゼロにすることはできない
• 1人発症しても二次感染を出さないことも重要
• 施設運営を継続できるよう工夫

水際対策：
• 体調不良者のゾーニング：職員や自宅からは自宅隔離。集団生活では部屋を分け
る
• 保護者も参加するイベントは極力避ける
感染予防：
• 3密（密閉・密集・密接）を避ける。
• 換気
• 飛沫感染予防：マスク着用が出来る年齢では着用。マスクを外す時には会話を控え
る（食事、休憩時間など）、飛沫を防ぐ距離を保つなど
• 接触感染予防：手指衛生、高頻度接触部位の消毒

クラスター発生予防：
• 集団生活ではクラス（子供、職員ぞれぞれ）を分けて行動
• 全員が一同に集合することを避ける

71

72
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施設内で患者が発生した場合

濃厚接触者の定義

• 保健所と連携
• 濃厚接触者や接触者のリストアップ
– 発症日（無症候感染者では診断日）からさかのぼって2日以内
に接触したもの
– 接触状況：内容、時間、マスク着用の有無
– 濃厚接触者・・・PCR検査を受け、2週間の隔離
– 接触者・・・状況に応じてPCR検査。
➢1回のPCR検査が陰性でも後に発症することがあるため2週間
は体調チェック。
• ゾーニング（感染者、濃厚接触者、その他）
• 施設内消毒

• 確定患者の感染可能期間に接触した以下の者
– 発症 2 日前から入院，自宅や施設等待機開始まで
の間
• 患者と同居あるいは長時間の接触があった者

• 手で触れることの出来る距離（約1 メートル），必要な感
染予防策なしで， 15 分以上の接触があった者

新型コロナウイルス感染患者に対する積極的疫学調査実施要項
https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200529.pdf
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感染者が施設内で療養する場合
•
•
•
•

体調不良者が出た場合
• まずはかかりつけ医に相談

保健所と十分に相談
部屋の隔離
本人が部屋を出る際は、マスク着用、手指衛生
接する職員は、手指消毒、個人防護服の着用を

• 受診先が不明の場合は、相談窓口に電話

• 病院を受診前には必ず事前に電話連絡する
• 可能な限り公共交通機関は使用しない
• PCR検査を受け陰性であったとしても、症状がある間

は休み・隔離が望ましい（偽陰性も否定できない）

75

76

職員の家族が感染者・濃厚接触者になった場合（例）

職員が発熱や感冒症状を認めた場合
家族が感染者
→ 濃厚接触者となるため2週間自宅待機
家族が発熱
→本人に症状なければ出勤OK
家族が濃厚接触者や接触者としてPCR検査を受ける
家族が体調不良でPCR検査を受ける
→ 家族のPCR検査結果が出るまで自宅待機
日本渡航医学会/日本産業衛生学会
職域のための新型コロナウイルス感染対策ガイド
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感染者の復帰・隔離解除時期

本日のテーマ
1. 新型コロナウイルス感染症の特徴
2. インフルエンザ同時流行
3. 小児での新型コロナウイルス感染症
4. 一般的な感染対策
5. 児童福祉施設での感染対策

日本渡航医学会/日本産業衛生学会
職域のための新型コロナウイルス感染対策ガイド
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