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新型コロナウイルス感染症対策
～京都府医師会での対応，2022 年 10 月～

  2022 年 10 月 31 日
  京都府医師会新型コロナウイルス感染症対策チーム

１．はじめに

　７月からの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大第７波は，新規感染者数減少が９月以降，
10 月になっても継続した。しかし，10 月中旬に前週比が上昇し，徐々に減少したものが下旬には漸増した。
10 代の感染が目立つ。下旬には北海道，東京，大阪，神奈川での増加が目立った。国外では新型コロナウ
イルス（SARS-CoV-2）の変異株でオミクロン株亜系統（BA.2.75，BA.4.6，BQ.1，BF.7 など）の検出が
増えており，今後の感染拡大第８波に繋がる懸念がある。
　新型コロナワクチンは，オミクロン対応２価ワクチン（ファイザー社）の接種が始まっており，当初
BA.1 対応であったが，BA.4/5 対応に切り替わった。モデルナのオミクロン対応２価ワクチンの供給も開始
された。小児（５～ 11 歳）対象のコロナワクチンの接種率は高くない。６か月から４歳対象のコロナワク
チン接種が承認された。
　今冬のCOVID-19 と季節性インフルエンザの同時流行を想定した医療提供体制について，国が公表した
フロー図を基にして，都道府県での検討が始まった。
　2022 年 10 月の１か月間の動向について述べる。
　なお，本文中に記載した数値や対応策等は，10 月 31 日時点のものであり，今後の動向により変化するこ
とを予めお断りしておく。

２．COVID-19 の流行状況とその対策

⑴　全国の感染者数の推移と対策
①　感染状況
　全国の新規感染者数は，すべての地域において減少が続き，10 月に入ってから 10 万人あたり約 197 人か
ら 143 人となり，今週先週比は 0.7 前後で減少が継続した。一部の地域では減少速度が鈍化し，今週先週比
が 1.0 に近づくところもあり，地域差がみられる。また，高齢者施設と医療機関の集団感染は，減少してい
るものの，一部で継続している。31 日時点で，国内のCOVID-19 患者は，ダイヤモンド・プリンセス号乗
船者を含めた累計で 2,230 万人を超えている。10 月第４週（10/26 ～ 11/１）の直近１週間の新規感染者数
は 30 万人を超え，前週 233,989 と比べて約 71,000 人増えた。都道府県別の１週間の新規感染者は，10 月第
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４週では，北海道 33,426 人が最多で，東京が 28,155 人，大阪 18,094 人，神奈川 17,621 人，愛知 15,991 人
と続いており，いずれも前週を上回っていた。北海道は人口10万人あたりの新規感染者数が，10月第１週（10/
５～10/11）の222.45から４週の639.78人まで毎週増加し，都道府県中で最多である。全国の実効再生産数は，
10 月１日の 0.93 が中旬まで横ばいから微増し 16 日に 1.0 を超え，18 日の 1.10 をピークに再び漸減し 15 日
には 0.99 となったものの，その後微増し 31 日 1.06 となった。
　年代別の新規感染者数は，全国的に全年代で減少が続いているが，人口あたりでみると，若い世代ほど多
くなっている。高齢者の新規感染者数も減少傾向となっており，高齢者の重症者数や死亡者数の減少も続い
ている。24 日時点で死亡者の累計は 46,334 人となった。
　新規感染者数の減少にともなって，療養者数も減少し，ほとんどの地域で病床使用率は３割を下回り低下
傾向にあり，医療提供体制についての状況の改善が見られる。
　重症者や死亡者数は減少傾向にあるものの，下げ止まりで横ばい状態となっている。重症病床使用率も低
い水準にあるが，今後，新規感染者数の増加にともなう影響に注意が必要である。2022 年１月以降の小児
等の死亡例に関する暫定的報告（第 46 報ｐ９－10 参照）で示されたように，小児の感染者数増加にともなう，
重症例，死亡例の発生には注意が必要である。
　介護の現場では，施設内療養や，療養者および従事者の感染がみられる。
　救急搬送困難事案は，非コロナ疑い事案，コロナ疑い事案ともに，全国的には横ばいである。
　SARS-CoV-2 の流行株は，B.1.1.529 系統の変異株（オミクロン株）の亜系統 BA.5 が主流となり概ね置
き換わっているが，現時点では，日本国内でのさらなる他の系統に置き換わりが進む傾向はみられていない。
　今後の感染状況について，大都市における短期的な予測などでは，地域差や不確実性があるものの，横ば
いまたは増加傾向が続く可能性がある。今後の社会経済活動の活発化による接触機会の増加等が感染状況に
与える影響にも注意が必要である。過去２年間の傾向から予測される今冬の SARS-CoV-2 感染の流行拡大
が，より早期に始まる可能性が懸念される。また現時点では低い水準にある季節性インフルエンザの例年よ
りも早期の流行に加えて，これらの同時流行も懸念される。そのため，政府が同時流行に備えた医療体制の
強化のために，基本的な対応策を出してきた（後述）。

②　政府の対応策
　（ア）　SARS-CoV-2 と季節性インフルエンザの同時流行時の診療体制
　　　 　COVID-19 の感染拡大第８波と季節性インフルエンザ（インフル）が同時流行するかどうか，現

時点ではわからない。今夏の南半球でみられたインフルの流行により，北半球で今冬は２年ぶりの流
行の可能性は否定しきれない。厚労省のアドバイザリーボード（第 101 回，10 月５日）で，新型コ
ロナとインフルエンザの同時流行の短期的な見通しについて議論された。2022 年 10 月から 23 年に
かけての半年間で新たなCOVID-19 の流行拡大と，インフルの流行が発生する可能性が極めて高い，
とされた。ただし，流行の立ち上がり時期と持続期間，流行規模，医療負荷の程度については，事前
情報が不足しているため，この時点ではそれらを定量的に予測することは困難としている。

　　　 　なお，９月上旬時点での世界のインフルエンザの状況は，ヨーロッパは低レベルで，スペイン，ポ
ルトガル，英国等の一部の国でＡ（H3N2）優位で増加傾向，米国も低レベルであるがＡ（H3N2）
優位で増加傾向，東南アジアではインフルエンザウイルスが継続して検出され，シンガポール，カン
ボジア，ラオスでＡ（H3N2）優位で増加，南アジアでのインフルエンザウイルスの検出は微減する
がインドでＡ（H1N1）pdm09が優位，南半球のアフリカ南部では日本の夏季に流行が収まったものの，
再度Ｂ（Victoria）の検出が増加，オセアニアと南米でも日本の夏季に流行が収まり低レベルとなっ
ている。日本の水際対策の大幅な緩和により増えてくる外国人観光客や帰国者が，国内にインフルエ
ンザウイルスを持ち込む可能性が高くなる。
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　　（ｉ）　新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース
　　　　 　新型コロナとインフルの同時流行を生じた場合に，発熱外来などに患者が集中して医療がひっ迫

することを避ける目的で，発熱外来強化と受診を希望する患者の診療体制の強化，健康フォローアッ
プセンター等の拡充，入院治療が必要な患者への対応の強化，などの対策が必要である。厚労省は，
こうした対策や国民への協力呼びかけを迅速かつ効果的に実施するよう，関係する団体（日本医師
会，日本薬剤師会，日本小児科医会，四病院団体協議会），学会（日本感染症学会，日本小児科学会，
日本救急医学会，日本臨床救急医学会，日本プライマリ・ケア連合学会），経済団体（日本経済団
体連合会，日本商工会議所，全国中小企業団体中央会），地方自治体（全国知事会，全国保健所長会），
国の行政機関（内閣官房，総務省，消防庁，文部科学省，経済産業省，国立感染症研究所）等と連
携して取組んでゆくため「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」を立ち上げ，第１
回が 10 月 13 日に，第２回が 18 日に開催された。

　　　　　タスクフォースで示された対策の要点
　　　　　　１．同時流行に備えた対策
　　　　　　　⑴　新型コロナ・インフルの同時流行歌における外来診療・療養の流れ（図１－１，１－２）
　　　　　　　⑵　発熱外来の強化と治療薬の円滑な供給
　　　　　　　⑶　 インフル等の体調不良等により受診を希望する患者の電話診療・オンライン診療体制の

強化
　　　　　　　⑷　健康フォローアップセンターの拡充と自己検査キットの確保
　　　　　　　⑸　発熱患者等の相談体制の強化と周知徹底
　　　　　　　⑹　救急医療や入院治療等に関する対策
　　　　　　　　①救急医療のひっ迫回避
　　　　　　　　②入院治療が必要な患者への対応の強化
　　　　　　　　③高齢者施設等に対する医療支援等
　　　　　　２．ワクチン接種の推進
　　　　　　３．国民への情報提供と重症化リスクに応じた外来診療・療養への協力等の呼びかけ

　　　　 　図１－１と図１－２は，新型コロナ・インフルの同時流行が起こり，発熱患者が極めて増加し発
熱外来等がひっ迫した場合を想定したフローである。地域によって医療提供体制や保健体制が異な
るため，これを参考にして都道府県・市町が地域の事情に合わせて検討する必要がある。また，同
時流行が始まる前からこの体制を取るものではない。厚労省は都道府県・政令市に対して，同時流
行時の発熱患者の発生人数や受け入れの予想を行った上で，体制整備をすることも求めている。

　　　　 　都道府県等行政との緊密な連携の下，当道府県医ならびに郡市区医（地区医）とが協議の上，各
地域の実情に応じた発熱外来診療体制のさらなる強化について，早急に検討する必要がある。
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図１－１．新型コロナとインフルエンザ同時流行時の発熱者の対応（重症化リスクが高い者）

　図１－２．新型コロナとインフルエンザ同時流行時の発熱者の対応（重症化リスクが低い者）
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　　（ⅱ）　日本感染症学会の見解
　　　　 　日本感染症学会インフルエンザ委員会では，2020 年に新型コロナ・インフルが同時流行した場

合のフローチャートを作成していた。このフローチャートに厚労省のタスクフォースが提示したフ
ローチャートの内容を反映させたものとして，同学会は 10 月 18 日に「COVID-19，インフルエ
ンザ同時流行となった場合の外来診療フローチャート」を発表した。外来診療現場のひっ迫を想定
した緊急避難的な措置の１例であること，基本的には対面診療が原則であることを明記している。

　　　　 　インフルに関して同学会は，早期診断・早期治療を推奨してきたが，インフルを含めた急性呼吸
器感染症のオンライン診療については，診断が難しいこと，治療が必要な患者を見逃す可能性があ
ることから，緊急時に限定すべき，としていた。また，自宅療養・オンライン診療を受ける可能性
のある基礎疾患のない青少年・壮年も，必要があれば対面診療に切り替えることを考慮することが
大切であるとしてきた。

　　　　　今回，同学会が発表したフローチャートについて，以下のように説明している。
　　　　・　 診療体制の基本は，重症化リスクに応じた対応であり，外来診療ひっ迫が想定される場合，医

療機関への受診は重症化リスクの高い人（高齢者，基礎疾患を有する，妊婦，小学生以下の小
児）を優先するとしており，重症化リスクが低い人は，SARS-CoV-2 検査キットによる自己
検査を推奨し自宅療養に誘導する。

　　　　・　 診断検査の基本は，新型コロナ・インフル同時簡易抗原検査（コンボキット）の利用であり，
医療機関においてはコンボキットを有効に活用すること，コンボキットによる判定が難しい場
合に備えて，SARS-CoV-2 遺伝子検査も実施できるよう準備する。また流行が到来する前に，
市販のキットを購入しておく

　　　　・　 自己検査で SARS-CoV-2 陽性となった人は，すでに稼働している「健康フォローアップセン
ター」への登録，症状の悪化や不安を感じる場合は「同センター」に相談して医療機関の受診
を相談すること，としている。また，インフルエンザの重症度，予後予測については，「成人
新型インフルエンザ治療ガイドライン第２版」（2017 年）を参照することとしている。

図２．日本感染症学会が示すフローチャート
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　　　　・　 電話・オンライン診療の活用と注意点について，対面診療に比べて得られる情報が限定される
ことに注意すること（「オンライン診療の適切な実施に関する指針（※）」（厚労省，平成 30 年３
月）），判断に迷う場合や重症化を否定できない場合は受診させる，電話・オンライン診療でイ
ンフルの可能性が高いと判断する場合は解熱薬や鎮咳薬などに加えて抗インフルエンザ薬の処
方が可能である。
（※）： 対面診療の際の症状から「インフルエンザ様疾患」と臨床診断した症例を対象にした研究で，

PCRや血清診断などで「インフルエンザ」と確認できたのは 60%弱である（LA Wallace, et al. 
J Clin Virol. 2004；31：40－５）ことから，正診率について留意する必要がある。

　（イ）　新型コロナワクチン
　　（ｉ）　厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（ワクチン分科会）
　　　　 　10 月７日開催の第 38 回ワクチン分科会で，生後６か月～４歳に対するコロナワクチン接種，オ

ミクロン株対応ワクチンについて議論され，またアストラゼネカ社ワクチンの取り扱いについても
協議された。

　　　（ａ）　小児（生後６か月～４歳）に対するコロナワクチン
　　　　　 　PMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）は，審査報告書において生後６か月～４歳

の小児に対するファイザー社ワクチンの接種（初回シリーズ：１，２および３回接種）について，
臨床試験における免疫原性試験の結果等に基づき，一定の効果が期待できると判断した。この臨
床試験（第Ⅱ /Ⅲ相）において，３回接種後７日以降における発症予防効果は 73.2% と報告さ
れている。また，３回接種後１か月までの有害事象の割合は，実薬群とプラセボ（生理食塩水）
群とで大きな差がなかったこと等が報告されており，PMDAは臨床試験の安全性解析の結果に
基づいて，安全性に重大な懸念は認められないと判断した。安全性について米国での報告では，
１回目，２回目接種後の局所・全身反応として被接種者から報告された症状（ほとんどが軽症ま
たは中等度で回復性が認められている）の頻度は，臨床試験と同様の傾向であり，また医療機関
からの有害事象のうち重篤なものは 1.9%（米国予防接種後副反応報告システムVAERS に報告
された 1,107 件の有害事象のうち 19 件）であったが，発熱と四肢痛を除き，ワクチンとの因果
関係が否定され，転帰は軽快または回復であった。これらの成績により，10 月５日に生後６か
月～４歳対象のファイザー社ワクチンが薬事承認された。

　　　　　 　オミクロン株流行下で，小児の感染者数が増加し，新規感染者全体のうち２割が 10 歳未満の
小児が占めていること，2022 年７月以降における小児のCOVID-19 の重症・中等症の年齢別割
合で５歳未満が６割を占めていること，国立感染研の 20 歳未満の死亡例の解析で５歳未満の死
亡例の半数近くは基礎疾患がなかったこと，等を考慮して，生後６か月～４歳へのワクチン接種
に対する公的関与の規定の適用をすることを決定した。

　　　　　 　接種方法は，生理食塩水 2.2mL で希釈したものを，１回 0.2mL を筋肉内注射するが，２回目
は通常３週間の間隔で，３回目は２回目接種から少なくとも８週間経過した後に接種する。

　　　　　 　なお，乳幼児対象のワクチン接種が開始されることにともなって，「定期の予防接種等による
副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部が改正され，新型コロナワクチンに関する報告基
準として「熱性けいれん」が追加された。

　　　　　 　また，文科省と厚労省，内閣府子育て本部から，都道府県教育委員会，私学学校主幹，認定こ
ども園主幹，保育担当，衛生主管宛に，６か月から４歳対象のコロナワクチンの実施に係る周知
等の事務連絡が 10 月 24 日に発出された。
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　　　（ｂ）　ファイザー社オミクロン株BA.4-5 対応ワクチン
　　　　　 　追加接種に使用するワクチンとして，ファイザー社のオミクロン株 BA.4-5 コミナティ RTU

筋注が，10 月５日に薬事承認された。この時点で，添付文書では，追加免疫に使用する，初回
免疫に使用しないこと，コロナワクチン接種歴のある 12 歳以上，前回のコロナワクチンから少
なくとも５か月経過後（注：後日３か月に短縮（後述））に接種するよう改められた。

　　　　　 　ファイザー社オミクロン株対応２価ワクチン（従来株 /BA.4-5）を特例臨時接種における令和
４年秋開始接種に加えることとなった。オミクロン対応ワクチンとしては１回の接種である。ま
た，交互接種については，これまでの追加接種と同様，前回までに用いたワクチンの種類に関わ
らず接種できることとした。

　　　（ｃ）　アストラゼネカ（AZ）社ワクチンの取り扱い
　　　　　 　AZ社ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）は，2022 年７月をもって自治体

への配送を終了していること，国内配送済みのAZ社ワクチンはすべて 22 年９月 30 日をもって
有効期限を迎えていることから 10 月以降に国内におけるAZ社ワクチンの使用は想定されない
ことになる。

　　　　　 　このことから，AZ社ワクチンを特例臨時接種で使用するワクチンから除くこと，22 年９月
30 日以前になされたAZ社ワクチン接種は引続き予防接種法に基づく予防接種として取り扱わ
れるよう経過措置を設けることとなった。

　　　　　 　この決定を受け，予防接種法施行規則および予防接種実施規則の一部を改正する省令が発出さ
れた。

　　（ⅱ）　接種間隔短縮
　　　　 　９月 12 日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において，オミクロン対応２価ワ

クチンの接種間隔は５か月以上が適当と判断された。その理由として，モデルナ社２価（従来 /
BA.1）ワクチンは接種間隔３か月以上の臨床データが提出されているが，ファイザー社２価（従
来 /BA.1）ワクチンの接種間隔５か月以上の臨床データが提出されていることから，実際の接種に
おいての混乱を考えて，両社の２価ワクチンの接種間隔を統一する，としたことによる。同部会で
は，海外ではより短い接種間隔が設定されていること等を踏まえて，接種間隔をより短い期間で設
定すべきではないか，という意見があり，接種間隔についての情報を整理した上で 10 月下旬まで
に結論を得ることとなった。

　　　　 　10 月 19 日開催の第 11 回医薬品第二部会で，接種間隔についての情報を基に改めて検討された
結果，接種間隔を３か月に短縮することとし，翌 20 日の第 103 回厚労省アドバイザリーボードで
確認され，翌 21 日に予防接種実施規則の一部を改正する省令が公布された。

　　　　○　 第一期追加（３回目）または第二期追加（４回目）接種として１価（起源株）ワクチンを接種
する場合，初回（２回目）または第一期追加接種の終了後からの接種間隔を５か月以上から３
か月以上に変更

　　　　○　 令和４年秋開始（３，４，５回目）接種として２価（起源株 /BA.1，起源株 /BA.4-5）ワクチン
を接種する方法について，初回接種，第一期追加接種または第二期追加接種のうち，被接種者
が最後に受けたものの終了時からの接種間隔を５か月以上から３か月以上に変更

　（ウ）　発熱外来への診療報酬上乗せの期間延長
　　　 　新型コロナ・インフル同時流行に備えて，発熱外来を設置した医療機関の診療報酬を上乗せする仕
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組みについて，10 月末までとしていた期限を 2023 年３月末まで延長することを厚労省が決めた。
　　　 　「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」で示された「二類感染

症患者入院診療加算（250 点）」については，23 年２月 28 日までの延長とするが，その条件として，
①新たに発熱外来を行う診療・検査医療機関として都道府県から指定される，② 11 月１日以降の診
療・検査対応時間が 10 月 13 日の公表時点に比べて１週間あたり 30 分以上長くする，③過去に通院
歴のない患者を診る，④診療・検査対応時間を１週間に８枠以上（各日の診療・検査対応時間を午前・
午後の半日につき１枠とした場合に，１週間あたりの診療・検査対応時間が８枠以上に該当すること）
を求めている。

　　　 　自宅療養患者への電話等を用いた診療の特例の「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点
数（147 点）」について 23 年３月 31 日までの延長とするが，算定の条件として，①新たに電話診療
等を開始，②既存の対応医療機関では，土日または時間外に週３時間以上対応，かつ１週間に８枠以
上対応することのいずれかであり，追加要件として電話等への対応の公表，季節性インフルに対応す
る体制もあること，とした。また初回に限り算定できるとしている。

　　　　詳細は，「京都医報」保険医療部通信を参照していただきたい。

⑵　京都府の感染者数の推移と対策
①　京都府内の新規感染者数の推移（図３）
　感染拡大第７波は，９月には順調に新規感染者数の減少がみられ，10 月上旬も減少傾向がみられた。
　しかしながら中旬以降に今週先週比は 1.3 超と増加に転じた。一旦前週比が 1.0 を下回ってきたものの下
旬になり 1.0 を超えた後に下旬後半から急速に増加し 1.2 を超えた。第８波の入り口に差し掛かったかどう
かは，今後の新規感染者数の動向を注視する必要がある。
　年齢別の新規感染者数では，全年齢で減少傾向がみられるものの，10 代と 10 歳未満が相対的に多く，保育・
教育現場での感染が多いことが示唆される。この年代のワクチン接種率が高くないこと，５歳未満のワクチ
ン接種が始まっていないこと，子どもの親世代の 20 代～ 30 代のワクチン接種率が相対的に低いことも一因

図３．第７波以降　京都府内新規感染者数の推移（2022 年９月１日～ 10 月 31 日）
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と考えられる。オミクロン株流行期になってから全国的に小児の感染者が増えていることは京都府・京都市
ともに例外ではない。
　京都府内で検出されている SARS-CoV-2 変異株はほぼ BA.5 であり（表１），10 月に BA.1，BA.2 の検
出はなく，BA.2.75 や BA.4 も 10 月中旬以降検出されていない。観光地京都に外国人観光者の訪問が急速に
増えていることから，諸外国で検出されているオミクロン株亜系統（後述）の流入が危惧される。
　病床使用率は 10％台で推移しているが，新規感染者数の微増にともなって下旬には増加傾向がみられた。
一方，高度重症者病床の利用は下旬にはゼロとなっている。京都府内の死亡者数は，９月は５名前後（３～
８名）/日で推移したが，10 月は７日の６名が最多で，その後漸減し 25 日～ 30 日はゼロであった。今後の
新規感染者数の増加によって，重症患者数，死亡者数の増加には注意を要する。

表１．京都府内の変異株ゲノム解析状況（累計）（令和４年 10 月 28 日時点）
変異株の種類 系　統 件数（累計） 備　考

オミクロン株

BA.1 4,826 件 令和４年７月以降，新たな判明はなし
BA.2 1,477 件 令和４年９月 16 日更新時から新たな判明はなし
BA.2.12.1 21 件 令和４年９月２日更新時から新たな判明はなし
BA.2.75 ７件 令和４年 10 月 14 日更新時から新たな判明はなし
BA.4 ８件 令和４年 10 月７日更新時から新たな判明はなし
BA.5 1,040 件 うち，147 件が令和４年 10 月 14 日から新たに判明

地方衛生研究所，大学等で解析

表２．京都府のモニタリング指標の状況

10 月

医療提供体制等の負荷 感染の状況

①病床のひっ迫具合 ②新規　
陽性者数 ③前週比 ④ PCR　

　陽性率
⑤人口 10 万人
あたりの
新規陽性者数

⑥療養者数 ⑦感染経路
　不明割合

入院病床 重症者用病床
７日間
平均
（人）

７日間
平均

７日間
平均

人口 10 万人
あたり１週間の
合計数値（人）

人口 10 万人
あたりの
全療養者数
（人）

７日間
平均

病床の
使用率

［即応病床］

入院率
入院者数／	
療養者数

病床の使用率
［高度重症病床

51 床］

１日 16.1%
163/1,013 床 ― *

6.9%
12/175 床
［5.9%］

753.00 0.70 44.2% 204.45 ― * ― *

10 日 15.1%
407/1,013 床 ― *

12.0%
21/175 床
［2.0%］

474.71 0.77 37.9% 128.89 ― * ― *

20 日 11.3%
275/1,013 床 ― *

4.6%
8/175 床
［0.0%］

461.29 1.09 30.3% 125.25 ― * ― *

30 日 13.2%
134/1,013 床 ― *

6.90%
12/175 床
［0.0%］

550.86 1.27 39.3% 149.57 ― * ― *

*： 発生届対象者の限定にともない，令和４年９月 26 日以降は，入院率や療養者数，感染経路不明割合の公表を終了し
ている
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②　京都府・京都市の対応
　オミクロン対応２価ワクチンの接種の伸び悩みがあるが，京都府内において圏域によって接種率の差がみ
られた。京都府は京都府接種会場でのオミクロン対応ワクチン（モデルナ社，BA.1）の接種対象者を 18 歳
以上（初回接種済み）に拡大した。京都市は，オミクロン対応コロナワクチン（BA.4/5）の事前予約なし
での接種（先着 150 名 / 日）を 11 月に「みやこめっせ会場」で平日午後５時～午後６時に行うことを予定し，
接種率が上がることが期待される。
　接種間隔が３か月に短縮されたことを受け，10 月 24 日以降，接種券を届ける予定日を，それまでの５か
月から３か月に前倒しして発送することになった。従来株１価ワクチンで４回接種を完了した者に対する５
回目接種券の送付も始まった。
　６か月～４歳用のファイザー社ワクチンは，10 月 24 日の週から順次供給され，11 月 18 日の週にかけ
て，全国で 701 万回分のうち，京都府には 135,500 回分が供給される。各市町村の６か月～４歳児人口（約
86,000 人）をベースに全市町村に配分するが，対象人口あたりのワクチンの充当率は 60%弱（３回接種換算）
となる。なお，特例臨時接種の実施期間が 2023 年３月 31 日までであることと，３回接種には 11 週間を要
するため，実施期間内に３回の接種を完了するには，2023 年１月 13 日（遅くとも１月 15 日）までに１回目
の接種を実施する必要があることに留意しなければならない。
　新型コロナ・インフル同時流行に備えての体制づくりの一貫として，京都府は診療・検査医療機関に対し
て，流行時の受け入れ可能人数などについてアンケート調査が行われた。これらのデータを集計して，京都
府での同時流行時の発熱患者への対応策を構築する予定である。

⑶　オミクロン株の亜系統
　南アフリカで新たな変異株としてオミクロン株の出現が報告されて１年近くが経過した。2022 年２月に
BA.5 系統が南アフリカで検出されて以来，BA.5 の検出数は世界的に増加し，22 年 37 週（９月 12 日～ 18
日）時点で，BA.5 系統とその亜系統が全世界で検出された株の 76.2% を占め，主流となっている。世界各
国でオミクロン株が流行する中で，スパイク蛋白質に特徴的な変異を有する亜系統および組換え体が次々と
出現した。WHOは，BA.4，BA.5，BA.2.12.1，BA.2.75（*１）の亜系統を「監視下のオミクロン株の亜系統 
Omicron subvariants under monitoring」としている。日本国内では BA.5 にほぼ置き換わっているが，
諸外国でBA.5 からさらに新たな亜系統への置き換わりが徐々に進んでおり，今後の感染拡大に影響する懸
念がある。
　米疾病対策センター（CDC）の推定では，８月半ばの新規感染者の９割近くがBA.5 であったが，10 月
９日～ 15 日には BA.5 の割合が約 68%まで低下し，BA.4 に新たな変異が加わった BA.4.6（*２）が約 12%に
なり，８月上旬～中旬の約６%から約２倍に上昇している。BA.5 に変異が加わったBQ.1 と BQ.1.1（*３）が
各６%弱，BF.7 も約５%に増えた。
　英国保健安全局は，９月 25 日時点のイングランド地方では，BE.1.1 系統（BQ.1 や BQ.1.1 を含む）が約
18%，BF.7 と BA.4.6 が各７%前後，BA.2.75 系統（BA.2.75.2 を含む）が約５%と推定している。BA.5 以
外の系統が４割を占め，なかでもBE.1.1 は感染拡大の速度はBA.5 より約 30%速いと分析している。
　これらの亜系統は欧州やアジアの複数の国のほか，日本でも確認されている。シンガポールなどでは２
種類の系統の遺伝子が混ざった組換えウイルスXBB（*４）も確認されている。BA.2.75 は「ケンタウロス」，
BQ.1.1 は「ケルベロス」，XBBは「グリフォン」の俗称で呼ばれている。
　10 月 21 日時点で，Outbreak Info / Our World in Data での患者発生データの直近約 30 日間の流行株
は，BA.5.1 はフランス，フィンランド，カナダ，オランダ，BA.5.2 は日本以外ではドイツ，フランス，韓国，
英国，香港，BA.5.2.1 は台湾，イタリア，米国，ギリシア，ブラジル，オーストラリア，BA.2.75 はシンガポー
ル，BA.4.1 はチリで確認されている。
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　これらの変異株について，感染性や重症度等に関する明らかな知見は得られていない。新たなこれらの亜
系統や組換え体の特性について，引続き諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに，ゲノムサーベイラ
ンスによる監視を続けていくことが重要である。
（*１）　 BA.2.75 系統：22 年６月にインドから報告された。10 月 10 日時点でGISAID （Global Initiative on Sharing 

Avian Influenza Data）に 59 か国から 15,817 件が登録され，日本でも 10 月 17 日時点では検疫で 129 件，国
内で 137 件の BA.2.75 系統（亜系統含む）の登録がある。BA.2 と比較して中和抗体からの逃避能が上昇してい
るとする報告があり，インドでの検出状況からBA.2 系統，BA.5 系統に対する感染者数増加の優位性が示唆さ
れている。

（*２）　 BA.4.6 系統：22 年５月に米国から報告された。10 月 10 日時点で，GISAIDに 79 か国から 36,818 件が登録され，
日本では 10 月 17 日時点の検疫で 12 件，国内で 136 件の BA4.6 系統が登録された。ヒト血清を用いた抗原性の
評価では，BA.4.6 の中和活性はBA.4/5 系統に比べて 2.4 ～ 2.6 倍低下することが示唆されている。

（*３）　 BQ.1 系統，BQ.1.1 系統：BQ.1 は BA.5.3 系統の亜系統で 22 年９月にナイジェリアから報告され，また BQ.1
に R346T 変異が追加された BQ.1.1 系統も報告された。10 月 10 日時点でGISAID に 48 か国から 3,284 件が登
録され，英国，フランス，デンマークなど欧州と米国から多く報告されている。BQ.1 系統は BA.5 から，スパ
イク蛋白質にK444T，N460K 変異を獲得しており，ワクチン接種や感染免疫による中和抗体からの逃避の可能
性が示唆されている。国内外での報告数が少なく，感染者数増加の優位性，重症度，治療薬の有効性への影響
についての明らかな知見はない。

（*４）　 XBB系統：22年９月にシンガポールから報告されたBJ.1系統（BA.2.10系統の亜系統）とBM.1.1.1系統（BA.2.75.3
系統の亜系統）の組換え体で，10 月 10 日時点でGISAIDに 21 か国から 562 件が登録されている。日本では 10
月 17 日時点でXBB系統が検疫で７件，国内では０件が検出されている。XBB系統は，スパイク蛋白質の受容
体結合部位にR346T，N460K，F486S などのアミノ酸変異を有し，中和抗体からの逃避の可能性が示唆されて
いる。

表３．WHOの指定する監視中のオミクロン亜系統　	 	 	
親系統 子系統 孫系統 再附番 子系統 孫系統 再附番 本来名称

BA.2*
B.1.1.529.2

BA.2.12 BA.2.12.1 B.1.1.529.2.12.1
　 BG.1 B.1.1.529.2.12.1.1

BA.2.75 BA.2.75.1 B.1.1.529.2.75.1
　 BL.1 B.1.1.529.2.75.1.1
BA.2.75.3 B.1.1.529.2.75.3

BM.4 B.1.1.529.2.75.4
　 BM.4.1 B.1.1.529.2.75.4.1

BA.2.75.5 B.1.1.529.2.75.5
　 BN.1 B.1.1.529.2.75.5.1

BA.5*
B.1.1.529.5

BA.5.1 B.1.1.529.5.1
　 BA.5.1.10 B.1.1.529.5.1.10
　 　 BK.1 B.1.1.529.5.1.10.1
BA.5.2 B.1.1.529.5.2
　 BA.5.2.1 B.1.1.529.5.2.1
　 　 BF.1 B.1.1.529.5.2.1.1
　 　 　 BF.1.1 B.1.1.529.5.2.1.1.1
　 　 BF.3 B.1.1.529.5.2.1.3
　 　 　 BF.3.1 B.1.1.529.5.2.1.3.1
BA.5.3 B.1.1.529.5.3
　 BA.5.3.1 B.1.1.529.5.3.1
　 　 BE.1 B.1.1.529.5.3.1.1
　 　 　 BE.1.1 B.1.1.529.5.3.1.1.1
　 　 　 　 BE.1.1.1 B.1.1.529.5.3.1.1.1.1

BQ.1 B.1.1.529.5.3.1.1.1.1.1
*  現在オミクロン株で使用されている BAという系統名は B.1.1.529 から再附番されたもので，B.1.1.529.2 は BA.2，
B.1.1.529.5 は BA.5 と命名されている  （出典：東京都健康安全研究センター）
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３．府医の 10 月の活動

⑴　会議
　第７波の新規感染者数が減少しているが，府医の定例理事会，各部会，委員会は，Webでのハイブリッ
ド形式での開催とした。地区医との懇談会は，10 月 12 日の宇治久世医師会はWebで，28 日の伏見医師会
は伏見医師会館においてハイブリッド形式で行った。26日の地区庶務担当理事連絡協議会はWebで行った。
　京都マラソン準備委員会の感染症対策委員会は府医会館で関係者が参集して 13 日に開催され，コロナ対
策について話し合われた。
　15 日に，令和４年度近畿ブロック衛生主幹部長・府県医師会長合同連絡会議が，兵庫県の当番で３年ぶ
りに参集形式で行われた（ホテルオークラ神戸）。迫井正深氏（内閣官房新型コロナウイルス等感染症対
策推進室長）による「新型コロナウイルス対応を踏まえた今後の医療提供体制」について講演があった。
COVID-19 の現状と対策，病床確保体制の構築，コロナ対応での課題について説明されたが，講演後に，
各府県衛生主管部長から，働き方改革，コロナ・インフル同時流行の対策の実効性，現状の医療資源・行政
資源での持続可能性，流行初期医療確保措置，陽性者への支援等の質疑応答があった。
　府民・市民対象の府医第 26 回健康講座が 22 日に府医会館での参加者とWeb参加のハイブリッド形式で
開催した。新型コロナ対策をテーマに，京都府入院医療コントロールセンター，医師会の取組み，在宅医療
でのコロナ対応と，京都府および京都市の取組みについての講演と，シンポジウムとして質疑応答が行われ
た。

⑵　宿泊療養施設健康管理
　ホテルヴィスキオ京都（HV），アパホテル京都駅東（AE），アパホテル京都駅堀川（AH）の３施設を引
続き宿泊療養施設として使用している。京都府内の新規感染者数の減少と並行して，１日あたりの入所者
数が減少，退所者数が増加していた。10 月の入所者総数は 430 名で，１日の入所者数の平均は，HV6.4 名，
AE3.7 名，AH3.8 名で，退所者数は 387 名で平均はそれぞれ 6.0 名，3.8 名，2.7 名であった。保険診療の１
日平均は，各施設のそれぞれで，1.5 件，1.2 件，1.4 件であった。健康観察の出務医は１日を除いて１名ず
つの出務であった。
　なお 10 月 31 日に，AHに他府県修学旅行生の感染者が多数入所した。今後，京都への観光客，修学旅行
生が増加するに従って，感染状況によっては同様の対応も増える可能性がある。

４．COVID-19 ワクチン

⑴　接種状況
　10 月 31 日時点の全国の接種率は，３回接種完了者は全体の 66.2%，うち高齢者では 90.7% で，高齢者
の４回目接種率は 78.4% である。オミクロン対応ワクチンの接種率は全体で 4.7%，高齢者は 3.2% である。
小児接種（５歳以上 11 歳以下）の２回接種完了者は 21.8%，３回接種完了者は 3.2%である。都道府県別で
は東日本に比べて西日本の府県で接種率が低い傾向にある。

⑵　モデルナ社オミクロン対応２価ワクチンの安全性と免疫原性
　モデルナ社のオミクロン対応２価ワクチン（mRNA-1273.214，オミクロン BA.1）を１価ワクチン
（mRNA-1273）と比較する臨床第Ⅱ /Ⅲ相試験の中間解析の結果が報告された。
　SARS-CoV-2罹患歴のない被験者において，オミクロン株BA.1系統に対する中和抗体価の幾何平均値は，
mRNA-1273.214 群 2,372.4（95%CI：2,070.6-2,718.2），mRNA-1273 群で 1,473.5（同：1,270.8-1,708.4）であっ
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た。またオミクロン株BA.4/5 系統に対する中和抗体価の幾何平均値は，mRNA-1273.214 群 727.4（95%CI：
632.8-836.1），mRNA-1273 群で 492.1（同：431.1-561.9）であり，mRNA1273.214 群はこれまでに流行した
複数の変異株（アルファ株，ベータ株，ガンマ株，デルタ株）に対しても結合抗体価が上昇した。
　安全性および反応原性は，両ワクチンで類似していた。

⑶　ブースター接種後の抗体価
　COVID-19 罹患とワクチン接種の組み合わせにより誘導されるハイブリッド免疫は，SARS-CoV-2 再感
染に対して優れた免疫防護を与えることが報告されている。一方，ハイブリッド免疫の質と持続性は，感染
したウイルス株や，接種ワクチンの種類，ワクチン接種と感染の間隔など種々の要因の組み合わせにより変
動することが指摘されている。
　国立感染症研究所が，ワクチン接種や感染による抗体保有者の血清を用いて，各種変異株に対する中和抗
体価の比較試験を行った。主な結果は以下のとおりである。
　・　 感染後２回接種者は，ワクチン未接種感染者に比べて，武漢株に対する中和抗体価だけでなく，

BA.1，BA.2，BA.2.75，BA.5 のいずれのオミクロン株に対しても高い中和抗体価を示した。
　・　 未感染３回接種者は，武漢株に対する中和抗体価だけでなく，BA.1，BA.2，BA.2.75，BA.5 のいず

れのオミクロン株に対しても，感染後２回接種者に比べて高い中和抗体価を示した。
　・　 ３回接種直後の者は，最終ワクチン接種から半年ほど経過した感染後２回接種者よりも，いずれの変

異株に対しても高い中和抗体が誘導されていた。
　・　 ３回接種者の血清において，BA.5 に対する中和抗体価は，武漢株に対する中和抗体価に比べて 10 分

の１ほど低くなっていた。

　以上の結果から，感染歴のある者にワクチン接種をすることにより，感染ウイルス株やワクチン株だけで
なく，直近のオミクロン亜系統に対しても中和能を有する抗体を誘導できるとする一方で，最終ワクチン接
種から半年ほど経過した感染後２回接種者のハイブリッド免疫の液性免疫は，未感染３回接種よりも優れて
いるとは限らないとしている。BA.5 は武漢株と抗原性が最も異なることから，ワクチン免疫を最も回避し
やすいと考えられるため，オミクロン対応ワクチンが有益である可能性が示唆されるとしている。

⑷　ブースター接種の入院予防効果
　mRNAワクチンの追加接種（ブースター接種）がどの程度の予防効果が補われ，それがどのくらい持続
するかについてほとんど知見がない。米国シカゴ大学の研究グループが，初回接種（２回接種）と追加接種（３
回目）でのCOVID-19 入院割合について評価した。その結果，追加接種が入院率の低下と関連していたが，
追加接種の時間経過にともない，その関連性が弱まっていったことが明らかとなった。研究グループは時間
経過により追加接種の効果が弱まったものの，ワクチン接種を受けた者は全体的に入院リスクが低いままで
あると述べている。
　CDCの研究グループは，４回目接種が推奨されたグループでの有効性についての検討を行った。ファイ
ザー社およびモデルナ社のmRNAワクチンは有効性が経時的に低下し追加接種で上昇することが臨床研究
で示唆されているが，この傾向が年齢，免疫不全状態，ワクチンの種類や接種回数でどのように変化するか
は不明であった。解析結果は，オミクロン株流行期において，入院を要するCOVID-19 に対するワクチン
の有効性は，３回目接種後２か月以内では 89%（95%CI：88-90）であったが，４～５か月後には 66%（同：
66-68）に低下した，また，COVID-19 による救急診療部 /救急診療所の受診に対するワクチン有効性は，
３回目接種後２か月以内では 83%（95%CI：82-84）であったが，４～５か月後には 45%（同：44-49）に低
下した。ワクチンの有効性の低下は，若年や免疫不全状態ではない集団などすべてのサブグループで認めら
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れたが，免疫不全状態の集団でより顕著であった。追加接種が推奨されるほとんどの集団において，４回目
接種後にワクチンの有効性は増加した。65 歳以上における入院に対する有効性は，３回目接種後８か月以
上で 45%であったが，４回目接種後２か月で 76%に増加した。

⑸　ブースター接種後も重症化リスクが高いのは
　英国の研究グループは，ワクチンの２回接種のみと比較して初回の追加接種によりCOVID-19 による入
院 /死亡リスクについて検討した。初回追加接種により入院 /死亡のリスクは低下するが，高齢者（80 歳
以上），複数の疾患（併存疾患５つ以上）あるいは特定の基礎疾患（免疫抑制剤の投与を受ける；慢性腎臓病）
を有する人は，初回追加接種完了後でも，重症COVID-19 のリスクは高いことが判明した。研究グループ
は，重症化リスクが高い人には，オミクロン対応ワクチンによる２回目の追加接種を優先的に行うとともに，
COVID-19 治療薬を用いるべき，と述べている。

⑹　コロナワクチン後の心筋炎の追跡調査
　米国の予防接種後有害事象報告システム（VAERS）では，年齢 12 歳以上のmRNAワクチン接種者の心
筋炎発症率は，接種 100 万回あたり 4.8 人と 2021 年に報告した。ワクチン接種後の心筋炎と診断された患
者は，しばしばウイルス性または急性心筋炎と同様の，心臓バイオマーカー（トロポニン値など）の上昇や
心エコーなどの画像所見の異常を示す。しかしワクチン接種後の心筋炎は，ウイルス性心筋炎よりも短期間
に回復して，入院期間が短くて済むことが報告されている。ただし，中期的な予後についての研究はほとん
どなかった。
　米国疾病対策センター（CDC）では，2021 年８月からmRNAワクチン接種後に心筋炎と診断されるリ
スクが高い年齢（12 ～ 29 歳）の患者を対象にフォローアップを開始した。VAERS に，2021 年１月 12 日
から 11 月５日に報告された対象者を，心筋炎発症から最短でも 90 日後まで追跡したアウトカムについて評
価した。21 年８月 24 日から 22 年１月 12 日までに，患者（あるいは保護者）と患者を担当した医療従事者
を対象とした２種類の電話調査を実施した。心筋炎の回復状況は，「完全に回復」，「恐らく完全に回復」，「改
善しているが完全に回復していない」，「診断時と同様」，「悪化」，「分からない」，「回復しない」を選択肢と
し，前二者の回答が得られた患者を回復したとみなした。調査期間中，ワクチン接種後に心筋炎または心筋
心膜炎を発症した 12 ～ 29 歳の患者は 989 人で，このうち 836 人が症状発症から少なくとも 90 日以上経過
していた。電話連絡が可能であった患者は 375 人で，357 人から調査協力が得られた。このうち 231 人は患
者と医療従事者の両方の調査で回答が得られた。医療従事者のみの回答は 162 人で，126 人が患者のみの回
答であった。
　年齢中央値は 17 歳（四分位範囲 15 ～ 22 歳）で，88％が男性であった。発症から調査完了までの日数は，
患者を対象とする調査の中央値が 143 日（同 131 ～ 162 日）で，医療従事者を対象とする調査の中央値が
191 日（同 170 ～ 216 日）であった。
　医療従事者（心臓専門医 61%）から回答を得られた 393 人のうち 320 人（81%）が回復したと判断された
のに対して，59 人（15%）は恐らく回復しているがさらに情報が必要とされた。回復したとみなされた患
者では，心筋炎関連の問題に係る最終受診日は，発症から中央値で 92 日（同 43 ～ 133 日），完全に回復した
患者に限定すると 84 日（36 ～ 135 日）であった。一方，61 人（16%）は改善しているが回復に至らず，４
人は変化なしと判断され，合わせた 65 人が完全に回復していないと見なされた。
　519 人中 484 人（93%）の患者が，心筋炎の診断後に入院し，そのうち 393 人（81%）は実施された治療
情報が得られ，99 人（25%）は ICUに入院し，１人は ECMOを必要とした。死亡例は報告されなかった。
多くの患者で，追跡期間中に心臓マーカーの値と心臓画像所見が改善した。
　健康関連QOLで，EQ-5D-5LとEQ-VASの両方に回答した患者は357人中249人だった。EQ-5D-5Lで，
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４人（２%）が身の回りの管理に問題ありと回答し，13 人（５%）は移動の程度に，49 人（20%）は普段
の活動に問題あり，74 人（30%）は痛み /不快感を，114 人（46%）は不安 /ふさぎ込みがあると回答した。
EQ-5D-5L の重み付き効用値の平均値は 0.91 ± 0.13 で，18 ～ 24 歳の米国パンデミック前のスコア値 0.92
± 0.13 と同様で，パンデミック初期の 18 ～ 24 歳の米国人スコア平均値 0.75 ± 0.28 より，有意に高かった。
　以上から，ワクチン接種後の心筋炎発症から 90 日以上の追跡では，81%の患者が医師による評価で回復
したとみなされており，自己申告のQOLスコアは，パンデミック前の同年代と同様になっていた。但し，
サンプルサイズが小さいため，一般化することはできず，一部の回復していない患者を引続き追跡する必要
があるとしている。

⑺　妊婦へのコロナワクチン接種のメタ解析
　妊娠中のコロナワクチン接種に関連する新生児アウトカムを調査したすべての前向き研究および観察研究
について，PubMed と Embase データベースで包括的な文献検索を行い，最終的に研究の条件を満たす９
つの研究を抽出し，メタ解析された。
　解析の結果，妊娠中のコロナワクチン接種は，新生児および母親の有害事象のリスク上昇と関連せず，新
生児のNICU入院，子宮内胎児死亡のリスク低下と関連し，妊娠中期以降の接種で早産，在胎不当過小（SGA）
のリスク低下と関連したことが示され，妊婦に対するワクチン接種の安全性と有効性が裏付けられた。集中
治療を必要とするCOVID-19 罹患の妊婦のほとんどがワクチン未接種であり，また無症状感染であっても
子癇前症や早産のリスク上昇と関連しているとしており，新生児および母親を SARS-CoV-2 から保護する
ためには妊婦のワクチン接種率を高めることが最も重要であると指摘した。

⑻　６か月～５歳へのモデルナワクチンの臨床試験
　モデルナ社のmRNA-1273 ワクチン 25µg の２回接種についての第Ⅱ /Ⅲ相試験（KidCOVE試験）の中
間解析が報告された。
　有害事象の大部分は一過性のGrade１または２であり，新たな安全性の懸念は特定されず，死亡，心筋
炎・心膜炎・小児多系統炎症性症候群は発生はなかった。57 日時点の中和抗体幾何平均値は，２～５歳で，
1,410（95%CI：1,272-1,536），６～ 23 か月児で 1,781（1,616-1,962）で，第Ⅲ相COVE試験の若年成年 1,391
（1,263-1,531）に対する非劣性を示した。
　COVID-19 の発生は，２～５歳児でワクチン群 4.6%，プラセボ群 7.1%，６～ 23 か月児でそれぞれ 3.4%，
6.6%に認められ，ワクチンの推定有効率は２～５歳時で 36.8%，生後６～ 23 か月児で 50.6%であった。

⑼　小児への BA.4/5 対応２価ワクチン
　米食品医薬品局（FDA）は，10 月 12 日に，モデルナおよびファイザー社のオミクロン対応BA.4/5 対応
の新型コロナ２価ワクチンについて，緊急使用許可を修正し，小児への単回追加接種の対象年齢を拡大した
ことを発表した。モデルナ２価は，これまで 18 歳以上だったものが６～ 11 歳も承認され，ファイザー２価
ワクチンは，12 歳以上だったものを５～ 11 歳にも承認された。それぞれ初回シリーズから最低２か月の接
種期間を経て接種が許可された。

⑽　小児用コロナワクチンの有効期限
　ファイザー社の小児用コロナワクチン（５～ 11 歳用）について，ファイザー社が有効期限延長に向けて
安定試験を継続している。これを踏まえて有効期限が 2022 年 10 月末または 11 月末になっている未使用の
ワクチン（ロット番号「FN5988」または「FP0362」，「FR4267」）は，今後の事務連絡等で連絡されるまでは，
有効期限を迎えても廃棄せず，引続き -90℃～ -60℃で保管し，有効期限が延長された場合に再び活用でき
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るようにするよう，厚労省が都道府県・政令市に通知した。

５．COVID-19 治療薬

⑴　オミクロン流行下での経口コロナ薬の有効性
　オミクロン株に対する経口抗ウイルス薬のリアルワールドでの有効性については，ほとんど示されていな
い。香港大学の研究グループは，外来患者へのモルヌピラビルまたはニルマトレビル /リトナビルの早期投
与について，後方視的症例対照研究を行い，Lancet に報告した。
　研究グループは，香港病院管理局（Hong Kong Hospital Authority）のデータを用いて，香港でオミク
ロン株亜系統BA.2.2 が主流であった 2022 年２月 26 日～６月 26 日の期間に SARS-CoV-2 感染が確認され
た 18 歳以上のCOVID-19 非入院患者を特定した。対照群は，入院前に SARS-CoV-2 感染が確認され，観
察期間中に外来で経口抗ウイルス薬の投与を受けなかった患者のうち，年齢，性別，SARS-CoV-2 感染診
断日，チャールソン併存疾患指数，ワクチン接種回数に関して経口スコアがマッチする患者を，１：10 の
割合で選択した。
　COVID-19 非入院患者 1,074,856 例のうち，新規経口抗ウイルス薬のいずれかが開始された患者が
11,0847 例（モルヌピラビル群 5,383 例，ニルマトレビル /リトナビル群 6,464 例）で，このうち適格基準を
満たし傾向スコアをマッチさせた解析対象は，モルヌピラビル群 4,983 例と対照群 49,234 例，ならびにニル
マトレビル /リトナビル群 5,542 例と対照群 54,672 例であった。追跡期間中央値は，モルヌピラビル群 103
日 vs.ニルマトレビル/リトナビル群99日で，モルヌピラビル群はニルマトレビル/リトナビル群に比べて，
高齢者が多く（＞ 60 歳；88.7％：85.9%），ワクチン完全接種率が低い（16.1%：33.4%）傾向があった。
　モルヌピラビル群は対照群と比較して，全死因死亡（ハザード比：0.76，95%信頼区間：0.61-0.95）およ
び入院中の疾患進行（0.67，0.43-0.76）のリスクが低下したが，COVID-19 関連入院のリスクは両群で同等
であった（0.98，0.89-1.06）。ニルマトレビル/リトナビル群は対照群と比較して，全死因死亡（0.34，0.22-0.52），
COVID-19 関連入院（0,76，0.67-0.86），および入院中の疾患進行（0.57，0.38-0.87）のリスクが低下した。
高齢患者では，経口抗ウイルス薬の早期投与に関連した死亡 /入院のリスク低下が一貫して確認された。
　COVID-19 外来患者へのモルヌピラビルまたはニルマトレビル /リトナビルの早期投与が，死亡および
入院中の疾患進行のリスクを低下したこと，さらにニルマトレビル /リトナビルは入院リスクも低下したこ
とが明らかとなった。

⑵　エンシトレルビルフマル酸の第Ⅱ／Ⅲ相臨床試験
　日本国内で承認されCOVID-19 治療薬として使用されている経口抗ウイルス薬は，ラゲブリオⓇカプセ
ル（モルヌピラビル，RNA合成酵素阻害薬）とパキロビッドⓇパック（ニルマトレビル /リトナビル，プ
ロテアーゼ阻害薬）で，厚労省の発表する使用実績は前者が約 93%を占めている。塩野義製薬の臨床試験
中の経口抗ウイルス薬が３番目になることが期待されているが，臨床試験の結果から承認を見送られた経緯
がある。
　塩野義が開発中のCOVID-19 治療薬のエンシトレルビルフマル酸（S-217622）（予定製品名「ゾコーバ」，
プロテアーゼ阻害薬）の第Ⅱ /Ⅲ相臨床試験 Phase 3 part（日本，韓国，ベトナムの軽症から中等症患者対象）
の結果をプレスリリースで発表した。申請用量（低用量）の投与により，対象集団においてCOVID-19 の
５症状（鼻汁または鼻閉，咽頭痛，咳など呼吸症状，熱感または発熱，倦怠感 /疲労感）が消失するまでの
時間は，プラセボ群と比べて約 24 時間短縮され，統計学的に優位な症状改善効果が確認された。また投与
４日目のベースラインからのウイルスRNA変化量は，プラセボ群と比較して 1.4  log10 copies/mL 以上大
きく，優れた抗ウイルス効果が示された。低用量，高用量ともに重篤な副作用や死亡例の報告はなく，忍容
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性と安全性が確認された。
　この結果は厚労省と独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）が共有しており，今後の承認審査
ならびに審議について協議が開始される予定である。

６．その他

⑴　妊婦のCOVID-19 患者の入院例の分析
　国立感染症研究所と国立国際医療研究センター（国立医療研）国際感染症センターの研究チームは，デ
ルタ株とオミクロン株流行期における妊婦のCOVID-19 入院例の臨床的な特徴を分析した研究結果を発表
した。この研究では，国立医療研が運営している国内最大のCOVID-19 レジストリ（COVID-19 Registry 
Japan, COVIREGI-JP）を利用した。
　2021 年８月～ 22 年３月の間に登録された妊婦のCOVID-19 入院患者を対象に，デルタ株流行とオミク
ロン株流行の臨床的特徴の違いを比較することと，中等症－重症に至った患者の特徴を明らかにすることの
２点について検討した。
　期間中に 14,006 人の患者情報が登録され，そのうち研究対象となった妊婦の入院患者は 310 人（無症状
患者 38 人を除く）で，デルタ期 111 人，オミクロン期 199 人であった。
　オミクロン期では，デルタ期の患者に比べて，鼻汁（26.1% vs.15.3%），咽頭痛（52.8% vs.37.8%），が多
く，倦怠感（29.6% vs,43.2%），嗅覚障害（1.5% vs.18.9%），味覚障害（2.5% vs.16.2%）が少ないという結
果だった。中等症－重症患者と軽症患者の多変量解析では，デルタ期，妊娠中期以降のオッズ比はそれぞれ
2.25（95%CI：1.08-4.90，p=0.0035），2.08（同：1.24-3.71，p=0.008）と，それぞれ有意に中等度－重症と
関連していた。一方，ワクチン接種２回完了はオッズ比 0.34（同：0.13-0.84，p=0.021）と，中等症－重症
となることを防ぐ方向に関連していた。同様の検討をオミクロン期の患者に限って実施すると，ワクチン接
種についてはオッズ比 0.40（同：0.15-1.03，p=0.059）と有意差は認めなかった。
　多変量解析で，軽症の入院患者と中等症－重症の入院患者の比較では，「デルタ期」，「妊娠中期以降」，「ワ
クチン２回接種未完了」の者が多かったことが判明した。

⑵　SARS-CoV-2 既感染者の防御効果
　我が国における第７波の主流であったオミクロン株 BA.5 では，従来株の感染既往があっても再感染し
やすいことが認識されていた。ポルトガル（2022 年６月１日から BA.5 が優勢になった）において，従来
株の感染既往のある者での BA.5 感染のリスクの調査が行われた。ポルトガル国内で，10,344,802 人が登
録されているコロナウイルスレジストリ SINAVEのデータを用いて，2022 年７月４日時点での 12 歳以上
の 9,307,996 人を対象とした研究で，遺伝子解析で各変異株が 90％以上を占める期間を特定し，優勢期と
して設定した。BA.1 と BA.2 は流行の移行が緩やかであったため優勢期が統合された。各優勢期に初めて
COVID-19 となった者を特定し，各変異株の感染既往群および未感染群の BA.5 に対する感染リスクを算
出した。なお，2022 年以前に被験者の 98％以上が新型コロナワクチンの初回接種を完了しており，感染者
はブレークスルー感染と見なされた。結果
は，表４で示す。
　BA.1/BA.2 感染既往者は，オミクロン
以前の変異株の感染既往者よりもBA.5 に
対して高い防御効果があることが示され
た。

表４．従来株／変異株の既感染者における BA.5 の防御効果
優勢期の変異株 防御効果 95%信頼区間

武漢株 51.6% 50.6 ～ 52.6
アルファ株 54.8% 51.1 ～ 58.2
デルタ株 61.3% 60.3 ～ 62.2
オミクロン株BA.1/BA.2 75.3% 75.0 ～ 75.6
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⑶　オミクロン株感染後の迅速抗原検査結果
　米国のCDCは，SARS-CoV-2 感染時の隔離期間は症状の有無にかかわらず５日間と推奨している。日
本では，有症状者は発症日から７日間隔離，無症状者は検査陽性となった日から７日間隔離で抗原検査陰性
になれば５日間に短縮可能としている。米国の研究グループは，SARS-CoV-2 陽性となった学生アスリー
トにおいて，診断日から７日目以降の迅速抗原検査の結果について検討した。
　学生アスリート 264 人（女性：53%，平均年齢：20.1 ± 1,2 歳，範囲：18 ～ 25 歳）で 268 件の感染（有
症状：66%，無症状：34%）があり，７日目に検査した 248 例のうち 67 例（27%，95%信頼区間（CI）：21
～ 33%）が陽性であった。有症状者の７日目の陽性率は 35%（95%CI：28 ～ 43%）で，無症状者の 11%（同：
５～ 18%）より有意に高かった（p<0.001）。BA.2 変異株感染者の７日目の陽性率は 40%（同：29 ～ 51%）で，
BA.1 変異株感染者 21%（同：15 ～ 27%）より有意に高かった（p=0.007）。
　今回の結果から，学生アスリートでは隔離後７日目でも 27%で迅速抗原検査が陽性であったことから，
研究グループは，CDCの推奨する５日間の隔離期間では感染拡大を防ぐには不十分である可能性がある，
としている。
　なお，日本国内データでは，発症後 10 日目までは感染リスクが残存し，発症後７日目までが感染力が強く，
５日間待機後でもまだ３分の１の感染者が感染性ウイルスを排出している状態であり，８日目（７日間待機
後）になると，感染者の約 85％は感染力のあるウイルスを排出しておらず，当該ウイルスを排出している
者においてもウイルス量は発症初期に比べて７日目以降では６分の１に減少したとの報告がある。

⑷　コロナ罹患後症状
　SARS-CoV-2 感染から回復後に長期にわたり持続する症状に対して，説明できる他の診断ができない
場合に「long COVID」という用語が用いられる。英国国立医療技術評価機構（NICE）は，症状が４～
12 週間持続する場合を「ongoing symptomatic covid-19」，12 週以上持続する場合を「post covid-19 
syndrome」としており，米疾病対策センター（CDC）は「post-covid conditions」，WHOは「post 
covid-19 condition」と命名している。日本の「罹患後症状」は，「COVID-19 罹患後に，感染性は消失し
たにもかかわらず，他に明らかな原因がなく，急性期から持続する症状や，あるいは経過の途中から新たに，
または再び生じて持続する全般症状」としている。

①　コロナ罹患後症状診療の手引き　第２版
　厚労省は，2022 年６月に公開した「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き　別冊　罹
患後症状のマネジメント（第 1.1 版）」を改訂し，第２版を 10 月 14 日に発表した。国内外の最新知見が追
加され , 参考文献全般も見直された。

②　22 か国 120 万人の解析
　米ワシントン大学の研究グループは世界疾病負担研究（Global Burden of Disease）の一環として，54
件の研究（公表された研究 44 件，オーストリア・フェロー諸島・ドイツ・イラン・イタリア・オランダ・
ロシア・スウェーデン・スイス・米国で実施された共同コホート研究 10 件）と米国の医療記録データベー
スを用いて，2020 年３月～ 22 年１月における症候性 SARS-CoV-2 感染者のデータ（計 22 か国から約 120
万人分）を収集し，ベイジアンメタ回帰分析およびプール解析を行った。内訳は，公表された研究 44 件で
入院例 10,501 例，非入院例 42,891 例，共同コホート研究 10 件で各々 10,526 例および 1,906 例，２つの医
療記録データベースで 250,928 例および 846,046 例であった。
　モデルを用いた解析でCOVID-19 以前の健康状態を調整した結果，SARS-CoV-2 感染３か月後における
症候性SARS-CoV-2感染者の罹患後症状有病率は，全体で6.2%（95%不確定区間（UI）：2.4-13.3%）であった。
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症候性クラスター別では，身体的痛みや気分変動をともなう持続性疲労が 3.2%（95%UI：0.6-10.0%），持
続する呼吸器症状が 3.2%（0.9-9.6%），認知に関する問題が 2.2%（0.3-7.2%）であった。罹患後症状におけ
る各症状クラスターの割合は，各々 51.0%（95%UI：16.9-92.4%），60.4%（18.9-89.1%）および 35.4%（9.4-
75.1%）と推定された。
　SARS-CoV-2 感染３か月後の罹患後症状有病率は，20 歳以上の女性では 10.6%（95%UI：4.3-22.2%）で，
20 歳以上の男性での 5.4%（2.2-11.7%）と比べて高率であった。20 歳未満では男女とも 2.8%（0.9-7.0%）
と推定された。
　罹患後症状の症状クラスターの推定平均持続期間は，入院例で 9.0 か月（95%UI：7.0-12.0），非入院例
では 4.0 か月（3.6-4.6）であった。SARS-CoV-2 感染３か月後に罹患後症状を有していた人のうち，推定
15.1%（10.3-21.1）は 12 か月後も症状が持続していた。

③　プライマリケアにおける long covid 臨床指針（Long covid – an update for primary care）
　オンライン版BMJ に，プライマリケアにおける long covid への対処法が掲載された（BMJ 2022；378：
e072117）。これは 2020 年８月に BMJ に掲載された臨床指針 Practice Pointer（BMJ 2020；373：m3026）
の改訂版である。冒頭に，知っておくべきこととして次の３つを挙げている。

　⑴　long covid は一般的でありまれではない
　⑵　治療の主力は，支持的，総合的なケア，症状の管理および治療可能な合併症の検出
　⑶　多くの患者は特別な関心を持つ家庭医によってプライマリケアで効果的対応が可能

　これは Long covid を診療するには総合医の視座が必要であることを示唆している。COVID-19 罹患後
に長く症状が続く場合は，本論文で示す 14 項目の症状群を系統的に問診し，必要に応じて検査を行うが，
専門的な診察や検査が必要であれば，その領域の専門家へ紹介することになる。症状と徴候を的確に把握し
て，今ある症状が，COVID-19 にともなう症候か，入院にともなう二次的な症候（廃用症候群や心理的ス
トレスによる症候を含む）か，もともとあった症候や疾患が顕在化したものかを考慮し，因果関係について
慎重に判断するとしている。また多彩な症候を呈する場合は，long covid と包括せずに，１つずつ紐解く
必要がある。
　かかりつけ医が「罹患後症状」の患者と遭遇する機会が増えていることから，本論文が診療のヒントにな
ると思われる。

⑸　新型コロナ・インフルエンザ同時測定キット
　感染拡大第８波がオミクロン株BA.5 主流であれば，オミクロン対応２価ワクチンの追加接種が進むこと
によって，重症者や死亡者数を減らすことが期待される。発熱患者は，現時点では新型コロナ抗原定性検査
キットで自己検査を行い，その結果が陽性ならば陽性者登録センターに連絡することになっているが，イン
フル流行時にコロナ検査が陰性であった場合，インフルの検査を求めて医療機関を受診する人が増える可能
性がある。この場合，COVID-19 とインフルエンザの両方が流行中であれば，受診した発熱者によって発
熱外来においてCOVID-19 患者とインフルエンザ患者の交差を生じる。この２つを分離し，動線を分ける
ことは，多くの医療機関はでほとんど不可能である。もし，インフルでも自己検査ができるのであれば，こ
の２つの交差を減らすことに繋がる（但し偽陰性がある限りゼロにはできない）。
　現在，インフルと SARS-CoV-2 の両方を測定できる同時検査キットが出ている（表５）。これが，新型
コロナ抗原キットと同様に，OTC化されドラッグストアやインターネットで購入できれば，１度の検体採
取で両方のウイルス感染を検出でき，結果を事前に医療機関に連絡することにより，発熱外来では両者を分
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離しやすくなる。なお，厚労省は，各社に対して同時検査キットの増産を要請し，それを受けて対応が進め
られ，今冬に 3,500 万～ 4,000 万回分が確保できる見通しとしている。
　８月 31 日に開催された内閣府規制改革推進会議第８回医療・介護・感染症対策ワーキング・グループに
おいて，インフルの検査キットのOTC化について委員から意見が出された。新型コロナの検査キットの
OTC化は，パンデミックの状況を鑑みて特例的な対応として進めているが，インフルの検査キットについ
てはこの時点では予定していない，と厚労省（官房審議官）が回答した。
　スペインやオーストラリアでは同時検査キットを薬局で販売できるようにしている。発熱外来の混乱を緩
和するためにもインフル検査キットのOTC化についての議論は早急に進められると思われる。

表５．インフルエンザと新型コロナの同時測定検査キット（2022 年 10 月時点）
販売元 商品名 検　体

アドテック社 プライマルスクリーン SARS-CoV-2/Flu
アドテスト SARS-CoV-2/Flu

鼻咽頭ぬぐい液
鼻腔ぬぐい液

（株）医学生物学研究所 GLINE-SARS-CoV-2&FluA+Bキット 鼻咽頭ぬぐい液
鼻腔ぬぐい液

積水メディカル ラピッドテスタ FLU&SARS-CoV-2 鼻咽頭ぬぐい液
鼻腔ぬぐい液

タウンズ社 イムノエース SARS-CoV-2/Flu
キャピリア SARS-CoV-2/Flu

鼻咽頭ぬぐい液
鼻腔ぬぐい液

デンカ クイックナビ -Flu+COVID19Ag 鼻咽頭ぬぐい液
鼻腔ぬぐい液

ニチレイバイオサイエンス COVID-19 and influenza A+B抗原コンボテスト 鼻咽頭ぬぐい液
鼻腔ぬぐい液

冨士レビオ エスプライン SARS-CoV-2&Flu A+B 鼻咽頭ぬぐい液
鼻腔ぬぐい液

ミズホメディー クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu
クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu A,B

鼻咽頭ぬぐい液
鼻腔ぬぐい液

ルミラ・ダイアグノスティックス・
ジャパン /塩野義製薬

ルミラ・SARS-CoV-2&Flu A/B テストストリップ
（専用測定器が必要）

鼻咽頭ぬぐい液
鼻腔ぬぐい液

ロシュ・ダイアグノスティックス SARS-CoV-2 ＆ Flu A/B ラピッド抗原テスト 鼻咽頭ぬぐい液

東洋紡 イムノアロー SARS-CoV-2&FluA/B&RSV（*） 鼻咽頭ぬぐい液
鼻腔ぬぐい液

（*）３ウイルス同時検出：10 月 26 日保険適用（420 点），11 月に保険収載予定

⑹　コロナ患者の終末期ケア
　COVID-19 パンデミック下の病院で終末期を迎えたCOVID-19 患者とその家族に対して，どのような終
末期ケアが提供されたかを検討する質的研究が京都大学健康情報学の西村氏らによって行われた。
　2020 年３月～ 21 年 12 月にCOVID-19 患者とその家族に対して終末期ケアを提供した医療従事者を対象
にオンライン面接を実施して終末期ケアの実態について調査した。回答したのは 13 都道府県 23 病院に勤務
する医師 15 人と看護師 18 人であった。解析の結果，患者のケア（身体的ケア，心理的・精神的あるいはス
ピリチュアル・ケア，死後のケア），患者と家族の双方のケア（看取りの環境の整備，意思決定の共有，死
別のケア），家族のケアとして計 15 の取組みが行われていた。COVID-19 患者の終末期ケアにおける重要
な取組みとして，①患者との関係性の構築・維持，②患者と家族の繋がりの構築，③意思決定の共有，④人
間的なエピソードの創出，の４つのテーマが浮上した。
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　①： 感染対策として患者との接触時間が限られた状態で，患者の孤独に寄り添う，反応のない患者に話し
かける，孤独な死を避ける（家族または医療従事者の立ち会い）という取組みが見られた。

　②： 患者に家族からの手紙や見舞い品を渡す，挿管前に家族との会話を可能にするウェブ会議システムを
用いた間接的なコミュニケーションなどの取組みが見られた。PPE の供給が安定した 2021 年 10 月
～ 12 月には PPE装着の家族に短時間の面会を許可する病院が増えた。

　③： 厳格な感染対策により患者，家族，医療従事者が互いに孤立した状態にあり，患者に関する情報や意
思決定の共有が困難になっていた。家族の苦痛を理解する，ビデオなどを活用して患者の医学的状態
をわかりやすく伝える，患者の隠れた本心を探るなどの努力がされていた。

　④： COVID-19 患者が死亡した場合は，家族との最期の対面もなく火葬されることが多いため，思い出
となる人間的なエピソードをつくり出す努力がなされていた。PPE 装着の家族が遺体に触れること
を許可する，遺体袋に手紙を入れるなどの家族の関与，ICU日記による終末期の患者の様子の共有，
患者が患者の顔を見られる透明な遺体袋の使用などの取組みが見られた。

　４つのテーマの適切な認識と実践が，より良い終末期ケアの提供に役立つことが示唆されたとし，制限下
でのコミュニケーションによって，人間的なエピソードを創出することは特に重要であり，ICU日記やお
別れの儀式は，家族のグリーフケアと医療者への信頼に繋がる可能性があると，結論している。

　一方，死亡退院後の取り扱いが，今なお葬儀業者によって様々であり，家族にとってはグリーフケアに水
を差すことになっていることがあり，この点は改善・解決すべき課題として残っている。

（お詫び）
　10 月 15 日号第 46 報５頁の「（エ）HER-SYS 入力の変更」において，「『発生届対象外の方を登録・確認する場合』は，
保健所が使用するものであり，医療機関はここからの入力は行わない」としている箇所は，当初の原稿では「…，診療・
検査医療機関から入力が可能」の旨を記載していました（厚労省からの複数回の事務連絡を基に作成）。また９月 30 日
の府医MLおよび FAX情報では，「『発生届対象外者の登録』フォームを各医療機関において発生届出対象外の方の健
康観察を実施される場合においては，ご使用いただくことは差支えない」とお知らせしました。ところが，10 月１日に
COVID-19 陽性者で発生届対象外の方を「発生届対象外の方を登録・確認する場合」から入力した 30 か所以上の診療・
検査医療機関に対して，２日と３日に京都市から「保健所が使用するものであり，医療機関で入力しないように」との
電話連絡があったことを受け，急遽，第 46 報の当該箇所を書き改めました。その後，京都市に対して府医から再度確
認をした際に，京都市医療衛生企画課から，京都市の対応の誤りであったことを確認しました。京都市から正式に訂正
と謝罪がありました（第 46 報に同封済み）。10 月３日のクレームの時点で，十分な検証と再確認をしないまま原稿を修
正した結果，会員の先生方の混乱を招き，ご迷惑をおかけしたことを，お詫び申し上げます。
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  （X Yang, C Hou, et al. JAMA Network Open. 2022；5（9）：e2231790）
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＃「A Bivalent Omicron-Containing Booster Vaccine against Covid-19」
  （S Chalkias, C Harper, et al. N Eng J Med 2022；387：1279-91）
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  （P Qu, JN Faraone, et al. N Eng J Med 2022；387：14, Oct 6）
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a randomized, controlled, non-inferiority trial」（NK Love, DR Ready, et al. Lancet Respir Med 2022 Oct 10 
（Epub ahead of print））
＃ 「Outcomes at  least 90 days sice onset of myocarditis after mRNA COVID-19 vaccination in adolescent 
and young adults in the USA： a follow-up surveillance study」（I Kracalik, ME Oster, et al. Lancet Child 
Adolesc Health, 2022；6：788-98）
＃ 「No significant  increase  in Guillain-Barre syndrome after COVID-19 vaccination  in adults： A vaccine 
adverse event reporting system study」（M Jaffry, F Mostafa, et al. Vaccine, 2022；40：5791-7）
＃ 「Real-world effectiveness of molnupiravir and nirmatrelvir plus ritonavir against mortality, hospitalization, 
and  in-hospital outcomes among community-dwelling, ambulatory patients with confirmed SARS-CoV-2 
infection during the omicron wave in Hong Kong： an observational study」（CKH Wong, ICH Au, et al. 
Lancet 2022；400：1213-22）
＃ 「Severe COVID-19 outcomes after  full vaccination of primary schedule and  initial boosters： pooled 
analysis of national prospective cohort  studies of 30 million  individuals  in England, Northern  Ireland, 
Scotland, and Wales」（U Agrawal, S Bedston, et al. Lancet, 2022；400：1305-20）
＃「Evaluation of mRNA-1273 Vaccine in Children 6 Months to 5 Years of Age」
  （EJ Anderson, CB Creech, et al. N Eng J Med, 2022 Oct 19 （Epub ahead of print））
＃ 「Prevalence of Positive Rapid Antigen Tests After 7-Day Isolation Following SARS-CoV-2 Infection  in 
College Athletes During Omicron Variant Predominance」
  （J Tsao, A Kussman, et al. JAMA Netw Open, 2022；5e：e2237149）
＃ 「Providing End-of-Life Care for Dying COVID-19 Patients and their Families in Isolated Death during the 
Pandemic in Japan： The PRECA-C Project」（M Nishiura, M Toyama, et al. Chest online 2022 Oct 15）
＃ 「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）の変異株について（第 20 報）」
  （９月８日，国立感染研究所）
＃「第８回医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ　議事概要」（８月 31 日，規制改革推進会議，内閣府）
＃「新型コロナウイルス感染症罹患者の全数把握見直し関する日本小児科医会からの提案」
  （９月 27 日，（公社）日本小児科医会）
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＃「新型コロナウイルスに対する抗体保有者の血清中和抗体の性状に関する解析」（９月 27 日，国立感染研）
＃「ファイザー社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミクロン株（BA.4/5）の２価ワクチン）の配送等について」
  （９月 28 日，事務連絡，厚労省健康局）
＃ 「モデルナ社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミクロン株（BA.1）の２価ワクチン）の配送等について（そ
の３）」（９月 28 日，事務連絡，厚労省健康局）
＃「乳幼児（６か月から４歳）の新型コロナワクチンの接種に使用するファイザー社ワクチンの配分等について」
  （９月 28 日，事務連絡，厚労省健康局）
＃「「新型コロナワクチン　予診票の確認のポイント　Ver.8.0」について」（９月 29 日，厚労省健康局）
＃「新型コロナワクチンの特例承認について」（10 月５日，Press Release，厚労省医薬・生活衛生局）
＃「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて（一部改正）」
  （９月 12 日；10 月５日最終改正，事務連絡，厚労省対策推進本部）
＃ 「新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの流行に関する短期的な見通しと暫定的リスク評価：2022 年
10 月５日時点」（押谷仁，鈴木基，西浦博，脇田隆字，10 月５日，第 101 回 COVID-19 対策アドバイザリーボード，
資料３－９）
＃「「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第 8.1 版」の周知について」
  （10 月５日，事務連絡，厚労省対策推進本部）
＃ 「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲミマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について（別
紙及び質疑応答集の修正）」（９月１日；10 月６日最終改正，事務連絡，厚労省対策推進本部）
＃ 「デルタ株流行期とオミクロン株流行期に新型コロナウイルス感染症のため国立国際医療研究センター病院に入院し，
死亡退院した患者の臨床像に関する報告」（10 月７日，桜井彩奈ら（国立国際医療研究センター病院国際感染症セン
ター），第 103 回（10 月 20 日）厚労省アドバイザリーボード・資料３－９）
＃「ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて」（10 月７日，事務連絡，厚労省健康局）
＃「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確保について（その５）」
  （10 月７日，事務連絡，厚労省健康局）
＃「小児（５歳から 11 歳）の新型コロナワクチンの接種に使用するファイザー社ワクチンの配分等について」
  （10 月７日，事務連絡，厚労省健康局）
＃「生後６か月以上４歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について（その２）」
  （10 月７日，事務連絡，厚労省健康局）
＃「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）に関するＱ&Ａ（第５版）について」
  （10 月７日，日医発第 1343 号（地域）（健Ⅱ），日医）
＃「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施に当たっての取扱いについて」
  （10 月７日，日医発第 1344 号（地域）（健Ⅱ），日医）
＃ 「ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて」（10 月７日，事務連絡，厚労省健康局）
＃「オミクロン株対応２価ワクチンの接種間隔短縮について」
  （10 月 20 日，第 39 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会，資料２）
＃「予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について」
  （10 月 13 日，厚労省発健 1013 第１号，厚労省健康局）
＃「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について（指示）」の一部改正について」
  （10 月 13 日，厚労省発健 1013 第２/３号，厚労相）
＃「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」
  （10 月 13 日，厚労省発健 1013 第 10 号，厚労省健康局）
＃ 「厚生労働省委託事業「新型コロナウイルス感染症の PCR検査等にかかる精度管理調査」に関する応募について（協
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力依頼）」（10 月 13 日，事務連絡，厚労省対策推進本部）
＃ 「マスクの着用に関するリーフレットについて（更なる周知のお願い）」（10 月 14 日，事務連絡，厚労省対策推進本部）
＃「乳幼児（６か月から４歳）の新型コロナワクチン接種の体制整備に係る医療用物資の配布について」
  （10 月 14 日，事務連絡，厚労省医政局 /健康局）
＃ 「ファイザー社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミクロン株（BA.4/5）の２価ワクチン）の配送等について
（その２）」（10 月 14 日，事務連絡，厚労省健康局）
＃ 「新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時期流行期に備えた発熱外来診療体制のさらなる強化につ
いて」（10 月 14 日，日医発第 1406 合（地域）（健Ⅱ），日本医師会）
＃ 「「新型コロナウイスル感染症（COVID-19）診療の手引き　別冊　罹患後症状のマネジメント（第 2.0 版）の周知
について」（10 月 14 日，事務連絡，厚労省対策推進本部）
＃「今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」（10 月 14 日，健感発 1014 第１号，厚労省健康局）
＃ 「「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬（ラゲブリオⓇカプセル）の介護老人保健施設等での円滑な
投与について」（10 月 14 日，事務連絡，厚労省健康局 /医政局 /保険局 /対策推進本部）
＃ 「季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対する外来医療体制等の整備について
（依頼）」（10 月 17 日，事務連絡，厚労省対策推進本部 /医政局 /医薬・生活衛生局）
＃ 「モデルナ社の新型コロナワクチン（オリジナル株とオミクロン株（BA.1）の２価ワクチン）の配送等について（そ
の４）」（10 月 18 日，事務連絡，厚労省健康局）
＃「コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）に係る「使用上の注意」の改訂について」
  （10 月 19 日，事務連絡，厚労省医薬・生活衛生局）
＃「新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行も見据えた今後の感染対策について」
  （10 月 19 日，事務連絡，文科省初等中等教育局）
＃「職場における検査等の実施手順（第３版）について」
  （10 月 19 日，事務連絡，厚労省対策推進本部 /内閣官房対策推進室）
＃ 「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」（10 月 19 日，厚労省対策推進本部）
＃「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確保について（その６）」
  （10 月 20 日，事務連絡，厚労省健康局）
＃「「COVID-19，インフルエンザ同時流行となった場合の外来診療フローチャート」のポイントと注意点」
  （10 月 20 日，（一社）日本感染症学会）
＃ 「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）の変異株について（第 21 報）」
（10 月 21 日，国立感染研究所）
＃「世界の新型コロナウイルス変異株流行状況（10 月 21 日更新）監視下の亜系統の変更」
  （10 月 21 日，東京都健康安全研究センターウイルス研究科）
＃「予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について」（10 月 21 日，健発 1021 第２号，厚労省健康局）
＃「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」
  （10 月 21 日，健発 1021 第６号，厚労省健康局）
＃「「職場における積極的な検査等の実施について（報告依頼）」の廃止について」
  （10 月 21 日，事務連絡，内閣官房対策推進室／ 10 月 25 日，事務連絡，厚労省医政局）
＃「予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について」（10 月 24 日，健発 1024 第１号，厚労省健康局）
＃「「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について」
  （10 月 24 日，健発 1024 第５号 /薬生発 1024 第１号，厚労省健康局 /医薬・生活衛生局）
＃「生後６か月以上４歳以下の者に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に係る周知等について」
  （10 月 24 日，事務連絡，文科省初等中等教育局 /内閣府子ども・子育て本部 /厚労省子ども家庭局 /厚労省健康局）


