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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，2023 年１月～

  2023 年１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

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19，コロナ）の感染拡大第８波は，年末年始には新規感染者数が
一時的に減少したが，年明けから急増した。京都府内では１月７日をピークとして新規感染者数は漸減し，
第８波は収束の兆しを見せた。重症者と死亡者数は第７波に比して相対的に高い状況が続いた。季節性イン
フルエンザ（インフル）は流行期を迎え，懸念されていたコロナ・インフル同時流行が現実のものとなった。
　COVID-19 の感染症法上の取り扱いを２類相当から５類に引下げる議論が進み，厚生労働省（厚労省）
アドバイザリーボード，厚生科学審議会感染症部会での意見をもとに政府閣僚会議で５月８日に５類に移行
する方針が決まり，政府の対策本部において感染症法上の位置づけに関する対応方針，ならびに基本的対処
方針が改定された。今後３か月で具体的な対応策が順次決められる予定である。
　2023 年１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，１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
　全国的な新規感染者数は，2022 年 12 月中旬に増加傾向がみられ，年末年始で一旦減少傾向となったが，
１月上旬から再び増加に転じた。今週先週比は上旬に1.28に増加した。年末年始に医療機関の多くが休診し，
１月上旬に診療再開したことでの増減である。１月上旬から中旬にかけて新規感染者数が増加し，中旬後半
から再び減少傾向がみられ，すべての都道府県で今週先週比は１を下回る状況が続き，下旬には 0.6 程度ま
で減少してきた。感染状況には地域差がみられ，東海，中四国，九州などでは 10 万人あたりで全国を上回り，
北海道や東北，関東，北陸・甲信越では全国を下回った。高齢者施設や医療機関でのクラスター発生が多く
見られたが，減少傾向にある。
　全国の年代別の新規感染者数は，全年代で減少傾向となっている。20 代の増加は続いているが，60 代以
上では減少幅が小さく，一部地域では増加もみられたが，下旬には減少傾向となった。10 歳未満の減少幅
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が小さく，一部地域では増加がみられた。全国では重症者数と死亡者数が横ばいとなってきたが，特に死亡
者数は，第７波のピークである 22 年夏の最高値を超える状況が続いた。第８波では，新規感染者のうち 80
代以上の高齢者の占める割合が，第７波よりも増加する傾向が続いており，引続き注意が必要である。また
小児感染者数の増加にともない，小児の重症例や死亡例の発生や，小児の入院患者の動向にも注意が必要で
ある。
　流行株は，国内ではBA.5 系統が主流となっているが，BQ.1 系統やXBB系統などのオミクロン株の亜系
統が増加傾向となっている。米国を中心にXBB.1.5 が報告されており，これまで以上に免疫逃避が起こる
可能性があるとされ，海外での感染者増加の優位性が指摘されている。特にBQ.1 系統は国内での割合が増
加しつつあり注視が必要である。またBA.2.75 系統の亜系統であるBN.1.2 系統，BN.1.3 系統も国内での割
合が増加している。
　今後の感染状況は，厚労省アドバイザリーボードで報告されたエピカーブや全国および大都市の短期的な
予測では，地域差や不確実性はあるものの，全国的には横ばいまたは減少傾向となることが見込まれている。
さらに，今後の免疫の減衰や，より免疫逃避が起こる可能性がある株の割合の増加，また，中国における感
染状況および国内への流入等が，感染状況に与える影響についても注意が必要である。
　ワクチン接種の推進および自然感染により，オミクロン株（BA.5 と BQ.1.1）に対する免疫保持者割合が
各年代で増加していることと，特に高齢者層ほどワクチン接種により割合が進んでいることを示唆する報告
がある。一方で，ワクチン接種と自然感染により獲得した免疫は，経時的に低下してゆくと考えられている。
　全国的に，病床使用率は多くの地域で５割を上回り，７割を上回る地域もある。近畿では滋賀で８割を超
えた。重症病床使用率が４割を超える地域もある。介護の現場では，施設内療養者数が高い水準にあり，療
養者および従事者の感染がみられる。救急医療については，冬場は通常でも医療提供体制に負荷がかかる季
節であり，全国的に救急搬送困難事案数は，22 年夏の感染拡大時の最高値を超え，増加傾向が持続している。
救急搬送要請は，COVID-19 疑い患者よりも，非COVID-19 疑い患者の方が多い。
　季節性インフルエンザとCOVID-19 の同時流行が現実のものとなり，定点医療機関あたりの週間報告数
は，22 年 12 月末時点で１を超えて全国的に流行期に入り，１月中旬には４を超え 10 を超える地域も見ら
れる。冬で気温が低下し，換気がされにくい状況となっており，インフルを含めた呼吸器ウイルス感染症が
流行しやすい状況である。

表１．年代別 10 万人あたり７日間累積新規感染者の割合（全国，報告日別，HER-SYS データ）
10 歳
未満 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代

以上
全年代
平均

12/18～12/24 1,473.5 1,534.3 1,197.7 1,211.5 1,010.2 811.8 504.0 350.1 502.9 912.7
１/８～１/14 925.8 898.5 1,214.7 934.2 758.6 765.2 497.7 364.8 513.1 744.7
１/15～１/21 905.0 620.8 495.8 513.7 434.7 448.4 293.9 205.3 318.7 443.7

　一方，SARS-CoV-2 検査陽性者について，65 歳以上の発生届提出者が，日次報告として新規感染者の人
数に含まれていないことが判明した。2022 年９月 26 日から 23 年１月 11 日の日次報告データを厚労省が点
検したところ，同期間の 65 歳以上日次報告数が 65 歳以上発生届出数を 31.4 万人下回るなど，陽性者数が
乖離していることが判明した。2022 年９月 26 日から発生届の見直しがされ，65 歳以上で発生届を出してい
る件数を，日次報告にも含めて報告することになっていたが，実際には発生届のみ出されて日次報告数が出
されていなかった。診療・検査医療機関に対して，行政から再三に亘っての注意喚起がされていたが，実行
されていないケースが非常に多かったようである。この４か月での年代別感染者数は実情を表していないこ
とになる。診療・検査医療機関の会員各位におかれましては，この点を十分にご理解いただき，発生届を提
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出した分も日次報告に含めるよう，お願いする。

②　政府の対応策
　（ア）　水際対策の見直し
　　　 　政府は，2022 年 12 月に水際措置の見直しとして，中国渡航歴（香港・マカオを除く）のあるすべ

ての入国者への入国時検査と中国－日本直行便の使用空港の制限（４空港（成田，羽田，関空，中部）
への限定）を行った。１月８日以降は，中国（香港・マカオを除く）から直行便での入国者には，出
国前 72 時間以内の陰性証明書の提出を求める一方で，検疫体制を確認した上で，４空港以外の空港
への到着を認めることとした。さらに，12 日以降，マカオからの直行便での入国者にも，出国前 72
時間以内の陰性証明書の提出を求め，全員入国時検査を実施することとした。

　（イ）　死亡者への扱いについての改正
　　　 　COVID-19 で亡くなられた方のご遺体の取り扱いは，遺族にとっては到底納得できないもので

あった。コロナ対策で入院医療機関での非コロナ患者を含めてすべての面会制限が行われており，
COVID-19 患者の入院後は家族が一度も会えない（多くの医療機関では，この点の改善に取組まれ
ている）ことに加えて，葬儀業での厳格な（過剰とも言える）感染対策により，遺体収納袋（納体袋）
の種類によってはご遺体との顔合わせができない，通常の通夜・葬儀ができない，火葬場での職員の
PPE 装着が遺族に与える心理的負荷があることや，遺骨となって帰宅するまで遺族は会えない，等
である。

　　　 　SARS-CoV-2 の感染対策の見直しにより，COVID-19 で死亡された方等の処置，搬送，葬儀，火
葬等に関するガイドラインが改正された。改正前は，ご遺体が非透過性納体袋に適切に収容され，か
つ適切に保管されていれば，ご遺体からの感染リスクは極めて低く，非透過性納体袋に収容・密閉さ
れていれば，ご遺体への特別な感染対策は不要，とされていた。１月６日のガイドライン改正により，
原則，納体袋の使用が不要となった。

　　　　改正後のガイドラインにおいては，
　　　◦　 遺体に適切な感染対策（清拭および鼻，肛門等への詰め物や紙おむつ使用等により体液の漏出予

防を行う等）を講ずることにより，通常の遺体と同様に取り扱うことができ，納体袋に収容する
必要はなくなる

　　　◦　 感染予防策を実施する期間を満了した後に亡くなられた場合は，通常の遺体と同様に取り扱うこ
とができ，納体袋に収容する必要はない

　　　◦　 COVID-19 によりなくなられた方の通夜，葬儀については，遺族等の方の意向を踏まえ，適切
に感染対策を講じて，通夜，葬儀を執り行うようお願いする

　　　と，示されている。
　　　 　経済産業省から葬儀業の関係団体に別途周知された。また京都市の場合，京都市保健福祉局から京

都市中央斎場等へガイドに沿った対応を依頼した。

　（ウ）　COVID-19 の感染症法上の位置づけについての議論と決定
　　　 　COVID-19 は，「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第

114 号，「感染症法」）において，「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけられている。
　　　 　2022 年 12 月のアドバイザリーボードにおける議論を経て，23 年１月にCOVID-19 の感染症法上

の２類相当であることの見直しの議論が行われた。
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　　　◦　１月 11 日：第 113 回アドバイザリーボード
　　　　　 22 年 11 月 30 日，12 月７日，12 月 14 日，12 月 21 日，12 月 28 日のアドバイザリーボードにお

いて参加者から出されたCOVID-19 の感染症法上の位置づけに関しての意見の取りまとめが資
料として提出された。これらの意見から医療系の参加者（齋藤智也，岡部信彦，押谷仁，釜萢敏，
脇田隆宇，尾身茂ら 15 名連名）から「新型コロナウイルス感染症対策に関する見解と感染症法
上の位置付けに関する影響の考察」が，非医療系の参加者（武藤香織，磯部哲，児玉聡ら９名連名）
から「今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策における倫理的法的社会的課題（ELSI）
の観点からの提言」が提出された。

　　　◦　１月 17 日：第 114 回アドバイザリーボード
　　　　　 日本環境感染症学会の「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（１月 13

日）」が資料として提出された。
　　　◦　１月 23 日：第 69 回厚生科学審議会感染症部会
　　　　　 先の 113 回および 114 回アドバイザリーボードで提出された資料に加えて，「新型コロナウイル

ス感染症の感染症法上の位置づけに関する論点整理」が資料として提出された。さらに，全国保
健所長会から厚労省健康局長宛に出された意見書「新型コロナウイルス感染症患者の隔離・行動
制限措置の問題について（意見）」も資料として提出された。

　　　◦　１月 25 日：第 115 回アドバイザリーボード
　　　　　 感染症部会での資料に加えて，岡部信彦ら参加者 18 名の連名で「これからの身近な感染対策を

考えるにあたって（第一報）」が資料として提出された。また，「世論 /輿論の在所？～「コロナ
５類化」に向け公聴することの難しさ」と題する資料提出があった。

　　　◦　１月 26 日：政府閣僚会議
　　　　　 岸田首相，加藤厚労相，後藤経財・再生相らの協議で，COVID-19 の感染症法上の分類を５月

８日明けに「５類」に移行する方針を決め，27 日の対策本部で正式決定することとした。
　　　◦　１月 27 日：第 70 回厚生科学審議会感染症部会
　　　　　 これまでの議論をもとに「新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけについて（案）」が

審議され，部会として取りまとめられた。その概要は図１に示す。
　　　◦　１月 27 日：第 101 回新型コロナウイルス感染症対策本部
　　　　　 アドバイザリーボードおよび感染症部会での議論の取りまとめを受けて，政府の対策本部で「新

型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの健康等に関する対応方針について（案）」お
よび「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（案）」を協議し，両者ともに本部決定
として公表された。

　　　 　以上，COVID-19 については，第 70 回感染症部会において「新型コロナウイルス感染症に該当し
ないものとし，５類感染症に位置づけるべき」との意見が取りまとまったことを踏まえて，オミクロ
ン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り，令和５年５月８
日からCOVID-19 について，感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし，５
類感染症に位置づけられることになった。なお，位置づけの変更前に，改めて，感染症部会の意見を
聴いた上で，予定している時期で位置づけの変更を行うか最終確認をした上で実施されることになる。
よって今後，具体的な５類以降に向けての対応策を順次決めることになるが，これらのことに関連し
て新聞等マスコミが推測・推定の情報を流しており，会員各位におかれては，不確実な情報に惑わさ
れぬようご注意いただきたい。
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図１．COVID-19 の感染症法上の位置づけ（概要）：厚生科学審議会感染症部会（１月 27 日）
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③　オミクロン株の亜系統
　オミクロン株は現在も変異を続け，異なる変異を持つ子孫系統（亜型）を増やしており，その中の特定の
系統が公衆衛生上のリスクを獲得する可能性を持っている。そういった事態に対応するために「監視中のオ
ミクロン亜系統」というカテゴリを追加し，脅威となる可能性を調査する目的として種々の亜型が指定され
たが，これらの系統の突然変異，子孫系統までを含むとされているため，今後様々な系統が追加，更新され
ることが予想される。2023 年１月 13 日時点では，BA.5 の変異株カテゴリから BF.5 と BQ.1 が選択され，
他のBA.5 亜系統は対象外となった。他にもBA.4.6，BA.2.3.20 も監視対象から外された。また，以前から
対象とされていた BA.2.75 についてはCH.1.1 が，XBBについては同じくXBB.1.5 がそれぞれの子孫系統
としてピックアップされた。
　現時点では世界で流行する SARS-CoV-2 の 99%以上がオミクロン株となっているが，様々な亜型が存
在し，出現と消滅を繰り返しながら流行を続けている。我が国を含めて，世界の多くの国でワクチン接種が
行われていることから，ウイルスの感染力だけでなく免疫回避能力（ワクチン効果減弱）の高さが重要と考
えられ，表面抗原のスパイクタンパク質上の変異に注目が集まっている。2022 年４月以降，スパイクタン
パク質の L452 部位の遺伝子変異を持つ亜型が増加し，特に同部位がＬ→Ｒに変化したBA.5 とその子孫株
は 280 を超える亜系統が登録され，その数は今も増加しており動向が注目されている。最近の新系統の報告
では，様々な系統に属する既存のウイルスがスパイクタンパク質上の L452，R346，F486，N460，K444 部
位の変異を取り込むことが多く，これらの変異によるウイルスの免疫回避能力の増加が新たな流行の一因と
なっている。
　2022 年１月にインドで初めて検出されたXBB系統は，アジアと欧州で増加している。XBB系統は主に
５つの亜系統（XBB.1 ～ 5）が派生し，ほとんどがXBB.1 である。ドイツの研究グループが，XBB.1 系統
の宿主細胞への侵入と抗体による中和を回避する能力について評価を行った。その結果，コロナワクチンを
４回接種した人や３回接種後にBA.5 に感染した人においても，XBB.1 の中和回避能力が非常に高いことが
判明した。またこの高い中和回避能力は，細胞侵入効率の若干の低下と引き換えにもたらされる可能性が示
唆された。このことから，ほとんどの抗体がXBB.1 を中和しないことから，COVID-19 治療には新たな抗
体が必要であり，XBB系統の発生率が高い地域では他の治療を検討すべきとしている。

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
　京都府内の新規感染者数の推移は，全国の推移とほぼ並行している。感染拡大第８波は 12 月下旬に１日
3,000 人超であったが，年末年始の医療機関の休診にともない，陽性者登録数が減少し，先週今週比は年末
に向けて低下し31日に 0.98と１を下回った。１日あたりの新規感染数は12月 31日以降2,000人以下であっ
たが１月５日には 3,000 人超になり，先週今週比は１月８日には再び１を超えた。新規感染者数は１月７日
をピークにその後は漸減，先週今週比は 15 日に再び１を下回り，下旬には 0.6 前後となった。
　年代別では，上旬から中旬にかけては 20 代から 60 代で半数前後の減少幅がみられるが，10 歳未満では
増加がみられ，10 代の減少幅は少ない。

表２．京都府内人口 10 万人あたり７日間累積新規感染者数（年代別，HER-SYS データ）
10 歳
未満 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 歳

以上
全年代
平均

１/１～１/７ 802.7 837.8 1,402.2 1,102.4 852.3 858.9 546.0 363.8 571.7 806.6
１/15～１/21 905.0 620.8 495.8 513.7 434.7 448.4 293.9 205.3 318.7 443.7
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　入院病床使用率は，新規感染数増加にともない中旬には 60%を超え，下旬には 50%台へと漸減した。第
８波では，第７波に比べて重症者と死亡者の率が高いが，第７波の８月のピーク時に比して高度重症者病床
使用は多かった。また，１日の死亡者数は，第７波では６～８人で推移したが，第８波では８～ 10 人で推
移したが，下旬に減少傾向がみられた。

表３．京都府のモニタリング指標の状況

１月

医療提供体制等の負荷 感染の状況

入院病床の
使用率

重症者病床の
使用率

［高度重症病床］

新規陽性者数
７日間平均
（人）

前週比
７日間平均

PCR陽性率
７日間平均

人口 10 万人あたり
の新規陽性者数
人口 10 万人あたり
１週間の合計数値（人）

１日 57.9%
585/1,027 床

42.9%
75/175 床

［15.7% ８/51 床］
2,414.00 0.88 74.7% 655.45

10 日   64.4%
661/1,027 床

38.3%
67/175 床

［7.8% ４/51 床］
2,799.00 1.23 74.9% 759.98

15 日   61.1%
627/1,027 床

38.9%
68/175 床

［7.8% ４/51 床］
2,419.14 0.84 74.9% 656.84

20 日 58.8%
604/1,027 床

40.0%
70/175 床

［9.8% ５/51 床］
1,890.71 0.65 61.0% 513.37

25 日 52.6%
540/1,027 床

28.0%
49/175 床

［11.8% ６/51 床］
1,286.71 0.55 52.0% 349.37

30 日   44.4%
456/1,027 床

24.6%
43/175 床

［5.9% ３/51 床］
979.00 0,62 44.6% 265.82

第７波
８月 24 日

64.0%
625/977 床

40.0%
70/175 床

［2.0% １/51 床］
4,712.29 1.14 86.1% 1,279.48

入院病床数；第７波８月 977 床→第８波 12 月 1,027 床

図２．第８波　京都府内新規感染者数の推移（2022 年 12 月 19 日～ 23 年 1 月 31 日）
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　変異株の京都府内のゲノム解析では，依然としてBA.5 が主体であり，BQ.1 およびその亜系統が増えつ
つある。しかし，XBBはまだ多くない。

表４．京都府内の変異株ゲノム解析状況（累計）（令和５年１月 27 日時点）
変異株の種類 系　統 件数（累計） 最終更新日 備　考

オミクロン株

BA.1 4,826 件 令和４年７月
BA.2 1,479 件 令和５年１月 20 日 １月４日から新たに１件判明
BA.2.12.1 21 件 令和４年９月２日
BA.2.3.20 8 件 令和５年１月 27 日 １月 20 日から新たに３件判明
BA.2.75 91 件 令和５年１月 27 日 １月 20 日から新たに 18 件判明
BA.4 8 件 令和４年 10 月７日
BA.5 1,899 件 令和５年１月 27 日 １月 20 日から新たに 109 件判明
XBB 4 件 令和５年１月 20 日 12 月 15 日から新たに１件判明
BQ.1 28 件 令和５年１月 27 日 １月 20 日から新たに７件判明
BQ.1.1 66 件 令和５年１月 27 日 １月 20 日から新たに 13 件判明
BQ.1.2 2 件 令和５年１月 20 日 11 月２日から新たに１件判明
BS.1.1 5 件 令和５年１月 20 日 11 月２日から新たに４件判明

地方衛生研究所，大学等で解析

②　京都府・京都市の対応
　（ア）　2022 年－23 年の年末年始の医療提供体制
　　　 　年末年始の医療提供体制について，京都府および京都市から診療・検査医療機関に対して診療体

制を確保するために，年末年始に診療を行う医療機関を募ったところ，表５の開設数となった。６
日間で京都府内（京都市を含む）全域で，延べ 758 医療機関で，延べ 10,471 人が診察を受け，延べ
12,155 件の検査（COVID-19 抗限定性，インフル抗原検査，コロナ・インフル同時検査）が実施さ
れた。

　　　 　また，京都府薬剤師会が年末年始に開設する薬局を募った結果，表６のとおり全調剤薬局中の 32.0
～ 84.8% の薬局が開設された。

表５．年末年始期間中の医療機関開設状況（2023 年１月 20 日時点の結果とりまとめ）

　
　

12 月 29 日 30 日 31 日 １月１日 ２日 ３日
医療
機関数

検査
人数

診察
人数

医療
機関数

検査
人数

診察
人数

医療
機関数

検査
人数

診察
人数

医療
機関数

検査
人数

診察
人数

医療
機関数

検査
人数

診察
人数

医療
機関数

検査
人数

診察
人数

京都市 93 1,272 936 57 886 733 74 1,109 984 67 831 767 87 1,188 1,065 72 1,104 1,024
乙　訓 15 108 95 8 177 144 6 160 125 5 153 133 5 221 204 5 184 161
山城北 30 498 464 18 233 232 9 150 155 8 117 128 9 129 140 10 159 177
山城南 7 86 73 5 100 87 3 66 65 2 72 67 4 79 74 3 80 76
南　丹 6 80 57 5 84 56 2 27 27 3 32 30 4 55 52 3 13 13
中丹西 10 171 152 7 150 141 6 132 128 5 153 147 5 184 182 5 177 172
中丹東 15 257 164 10 137 110 6 100 88 5 140 104 6 146 144 3 83 81
丹　後 11 127 89 9 184 87 7 133 71 7 105 61 8 183 87 8 140 83
合　計 187 2,599 2,030 119 1,951 1,590 113 1,877 1,643 102 1,603 1,437 128 2,185 1,948 109 1,940 1,787

  註：実績報告未申請２医療機関を除く実績数
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表６．年末年始期間中の薬局開設状況　（京都府HP掲載分）
　 薬局数 29 日 30 日 31 日 １日 ２日 ３日
京都市 153 123 75 65 57 70 63
乙　訓 7 7 6 1 1 1 1
山城北 32 30 19 11 5 7 7
山城南 15 15 12 8 7 7 7
南　丹 7 6 4 2 3 3 2
中丹西 2 2 1 0 0 0 0
中丹東 9 8 5 2 0 1 2
丹　後 6 5 4 3 1 1 1
計 231 196 126 92 74 90 83

　（イ）　京都市急病診療所
　　　 　2022－23年の年末年始に京都市急病診療所に発熱外来を設置した。発熱者は，１階でトリアージし，

２階の特設待合室および診察ブースにて検査と診療を行った。受診者数は昨年の約３倍であった。検
査は，コロナ・インフル同時検査キットを用いた。COVID-19 とインフルの同時流行を反映する陽
性者数の結果であった。COVID-19 の陽性率は，年明けには４割を超え，インフルは２割を超えた。
また，重症化リスクが低い者に対して，配布用検査キットを手渡したのは 235 件であった。

表７．急病診療所の発熱外来受診者数（１月５日速報値）
受診者数 コロナ陽性 インフル陽性 昨年度受診者数

12 月 29 日   122  40（32.8%）  10（ 8.2%）  40
30 日   247  98（39.7%）  36（14.6%） 110
31 日   284 105（37.0%）  40（14.1%） 109

１月１日   279 116（41.6%）  39（14.0%）  95
２日   289 136（47.1%）  61（21.1%） 112
３日   292 117（40.0%）  68（23.3%）  92

計 1,513
612（40.4%） 254（16.8%）

558
866（57.2%）

  （　）内：受診者数に対する検査陽性率

　（ウ）　臨時オンライン診療
　　　 　京都市の開設した臨時オンライン診療では，12 月 29 日から１月３日までそれぞれ，13 名，28 名，

44 名，28 名，70 名，72 名の合計 260 名に対応した。また，京都府立医大が開設した陽性者オンライ
ン診療センターでは，年末年始の６日間および１月７～９日の計９日間で実施診療数は 27 件（内科
23；小児科４）の利用があったが，利用者の地域別内訳は，京都市４，乙訓８，山城北７，山城南５，
中丹東２，丹後１であった。

　（エ）　抗原検査キットの配布
　　　 　SARS-CoV-2 抗原定性検査キットを，希望する府民と市民に無償配布する体制を整えた。
　　　 　京都府内（京都市以外）の各市町において，市町村，薬局，郵送の何れかで配布したのは 12 月 29

日～１月３日に合計 1,046 件の案内実績であった。そのうち最多は，宇治市 134 件，木津川市 112 件
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であった。
　　 　京都市は，京都府薬剤師会を通じて年末年始に開設する薬局に，無料配布用としての検査キット
21,600 回分（77 薬局）を事前に配布した。また，市内に２か所の臨時配布拠点を設けた。抗原キット
の配布実績は，年末年始に開設した診療・検査医療機関を除いて，77 薬局で 14,818 個，２拠点配布所
で4,897個，自宅配送は3,745個が配布された。薬局での配布が６割超であり，薬剤師会にはこの場をもっ
て改めて感謝申し上げたい。

３．府医の１月の活動

⑴　会議
　府医の会内会議は，１月５日の府医役員，府医事務局の新年挨拶および定例理事会で始まった。定例理事
会，各部会，各委員会，地区庶務担当理事連絡協議会等は引続きWeb併用のハイブリッドで開催した。地
区医との懇談会は，地区医によってはWeb開催あるいは対面での開催となった（Web：１月 18 日京都市
西陣，23 日中京東部；対面：14 日左京，21 日山科）。主たるテーマは，かかりつけ医，オンライン資格確認，
電子処方箋などであった。28 日の冬の参与会（地区医会長会議）は，対面式での開催で，参与 24 名（会場
19 名，Web参加５名；欠席２名），府医役員 26 名（欠席８名）が参加した。医療DXに係る内容で「医療
における情報化の推進および医療DXについて」と題して，厚労省医政局特定医薬品開発支援・医療情報
担当参事官室室長補佐の岡本潤氏が講演を行った。
　対面形式での開催が徐々に増えてきた。都道府県医会長会議は日医会館で，京都府薬剤師会などの医療団
体および地区医の創立記念式典や新年会などは，ホテルの会場で開催され，松井府医会長あるいは副会長が
参加した。今後の感染状況によるが，参集での会合等が増えることになろう。

⑵　宿泊療養施設健康管理
　宿泊療養は，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施設で引続き行われている。入所者数が最も多かったのは１月８日で，１日 65 名入所で，総入所者数
215 名であった。その後は１日入所者数，総入所者数ともに漸減し，21 日から総入所者数は二桁台になった。
入所者総数は，31 日時点で３施設合わせて 48 名まで減少した。
　施設別の１日入所者数は，HV357 名（１日平均 11.5 名），AE299 名（同 9.7 名），AH229 名（同 7.4 名）であっ
た。陽性者外来受診は計９名で他の月よりもやや多かった。転院は２名だった。
　健康観察医は，AEと AHは連日１名の出務で，VHは２名の出務が１/３で残りは１名（平均 1.3 名）で
あった。保険診療は，１日平均でVH2.7 件，AE2.8 件，AH2.4 件であった。

４．COVID-19 ワクチン

　１月 25 日にファイザー社ワクチン（12 歳以上用，１価：起源株；12 歳以上用，２価：起源株 /オミクロ
ン株）の有効期間が 15 か月から 18 か月に延長された

⑴　接種状況
　１月 31 日公表分で，オミクロン株対応ワクチンの接種率は，全体で 41.6%，うち高齢者で 71.1%であった。
接種回数では，全体では２回接種完了が 80.4%，３回接種完了が 68.1% で，高齢者ではそれぞれ 92.4%，
91.1%，小児ではそれぞれ 22.9%，8.4%，乳幼児ではそれぞれ 2.3%，0.1%であった。



令和 ５年 ２月 1５ 日　　　　２２39 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 11 ）

⑵　オミクロン株の亜系統（BQ.1.1，XBB）に対するワクチン効果
　第８波の主流となっているオミクロン株のうち，BQ.1.1 系統（BA.5 から派生）やXBB系統（BA.2 から
派生）の感染例が，世界的に急速に増えている。これらの系統に対するコロナワクチンの有効性を検証する
ために，東京大学医科学研究所と国立国際医療研究センターとの合同の研究グループで，COVID-19 患者
から分離した血漿を用いて中和活性を調べた。
　mRNAワクチン被接種者から採取された血漿のBQ.1.1 系統と XBB系統に対する感染阻害効果（中和活
性）を調べた結果，mRNAワクチン３回目の被接種者の血漿（３回目接種から半年経過）または４回目の
被接種者の血漿（４回目接種から１～２か月経過）の，BQ.1.1 系統とXBB系統に対する中和活性は，いず
れも従来株，BA.2 系統，あるいは BA.5 系統に対する活性より著しく低く，多くの検体で中和活性が検出
限界以下であった。また，mRNAワクチンを３回接種後にBA.2 系統に感染した患者（BA.2 ブレークスルー
感染）の血漿を用いた BQ.1.1 系統と XBB系統に対する中和活性は，従来株，BA.2 系統，あるいは BA.5
系統に対する活性よりも顕著に低いことがわかった。一方で，ほとんどの血漿は低いながらも中和活性を有
していることが判明した。

⑶　モデルナ社 BA.1 対応２価ワクチンによる 55 歳以上での追加接種の効果
　SARS-CoV-2 は変異を繰り返すたびに，従来株のワクチンで獲得した免疫を回避する能力が高くなって
いる。変異配列に対応したワクチンとして，オミクロン株対応ワクチンを使用する必要があるが，オミクロ
ン対応株ワクチンでの追加接種の効果について，モデルナ社が臨床試験を行い，第Ⅲ相試験の結果を公表し
た。
　過去にモデルナ社ワクチン（BNT162b）30µg を３回接種済みの 55 歳以上の成人を，BNT162b を 30µg
または 60µg 接種する群，BA.1 対応２価ワクチンを 30µg（BNT162b 15µg ＋ BA.1 対応１価ワクチン
15µg）または 60µg（BNT162b 30µg ＋ BA.1 対応１価ワクチン 30µg）接種する群に無作為に割り付け，
BA.1 対応ワクチンの，BNT162b に対する優越性（50%中和抗体（NT50）に関して）と非劣性（血清反応
に関して）を判定した。また，従来株に対する中和活性について，BA.1 対応２価ワクチンのBNT162b に
対する非劣性を確認した。探索的解析として，オミクロン株亜系統BA.4，BA.5，BA.2.75 に対する免疫応
答を評価した。
　ワクチン接種後１か月時点で，BA.1 対応２価ワクチン（30µg と 60µg の両方）と BA.1 対応１価ワクチ
ン（60µg）は，BA.1 に対して，BNT162b（30µg）よりも優れた中和活性を示し，NT50 の幾何平均比（GMR）
は，それぞれ 1.56（95%CI：1.17 ～ 2.08），1.97（95%CI：1.45 ～ 2.68），3.15（95%CI：2.38 ～ 4.16）であった。
　BA.1 対応２価ワクチン（30µg と 60µg の両方）とは，対 BA.1 血清反応についても，BNT162b（30µg）
に対して非劣性を示し，群間差（%）は 10.9 ～ 29.1 ポイントであった。BA.1 対応２価ワクチン（30µg と
60µg の両方）は，従来株に対する中和活性について，BNT162b（30µg）に対して非劣性で，NT50 GMR
は 30µg が 0.99（95%CI：0.82 ～ 1.20），60µg が 1.30（1.07 ～ 1.58）だった。BA.4-BA.5，BA2.75 に対す
る中和抗体価は，BA.1 対応２価ワクチン 30µg が，BNT162b（30µg）より数値が高かった。
　安全性プロファイルは，BA.1 対応１価ワクチン，２価ワクチンのいずれの用量でも，BNT126b と同様
であった。有害事象の発生率は，BA.1 対応１価ワクチン 30µg 群と BA.1 対応２価ワクチン 60µg 群が，そ
れぞれ 8.5%，10.4% と，その他の群より高率だった。
　以上から，１価・２価のオミクロン株対応ワクチンは，従来株とオミクロン株BA.1 に対して顕著な中和
反応を誘導し，また程度は低いが，BA.4，BA.5，BA.2.75 も中和した。

⑷　BA.4/BA.5 対応ワクチンの中和抗体価とＴ細胞応答
　米国食品医薬品局（FDA）が緊急使用許可した（我が国の厚労省でも特例承認された）ファイザー社と
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モデルナ社のオミクロン株BA.4/5 対応２価ワクチンについて，米国の研究グループが，これらのワクチン
の追加接種における免疫原性について検証した。
　１価ワクチンもしくは２価ワクチンの追加接種によって，従来株，BA.1，BA.2，BA.5 のいずれに対する
中和抗体価が上昇していた。

表８．追加接種による中和抗体価と細胞応答の変化
１価ワクチン追加接種 ２価ワクチン追加接種

従来株に対する中和抗体価（中央値） 5,197 → 21,507（４倍） 3,633 → 40,515（11 倍）
BA.5 に対する中和抗体価（同上）   184 →  2,829（15 倍）   212 →  3,693（17 倍）
BA.5 に対するCD8+Ｔ細胞応答（同上） 0.027%→ 0.048%（1.8 倍） 0.024%→ 0.046%（1.9 倍）
BA.5 に対するCD4+Ｔ細胞応答（同上） 0.060%→ 0.130%（2.1 倍） 0.051%→ 0.072%（1.4 倍）
BA.5 に対するメモリＢ細胞応答（同上） 0.079% 0.091%

　この結果から，１価ワクチンおよび２価ワクチンによる追加接種によって，中和抗体価は著しく上昇する
が，Ｔ細胞免疫応答は実質的には増大しないことが示された。BA.5 に対する中和抗体価は，２価ワクチン
の方が１価ワクチンの 1.3 倍となり，やや優位な結果となっている。過去の抗原曝露による免疫の刷り込み
が，ウイルス変異に対する強固な免疫の誘導に大きな課題をもたらす可能性がある。

⑸　国産ワクチンの承認申請
　第一三共が開発中のmRNAワクチンを，追加接種用として厚労省へ承認申請を行ったことを，１月 13
日に発表した。国内のワクチンの承認申請は，塩野義製薬に次いで２番目である。第一三共によると，変異
株にも対応しやすいという。

⑹　モデルナアームの発生率
　モデルナ社ワクチン（mRNA-1273）の接種後副反応のひとつの「モデルナアーム」は，遅発性大型局所
反応（delayed large local reaction, DLLR）で，接種後約１週間で接種部周囲に生じ，４日間程度持続す
るが，接種直後に生じる局所反応とは区別される。発生機序やリスクは明らかではないが，病理組織学的に
DLLR とアレルギー性接触皮膚炎とは類似した点がある。モデルナ社ワクチン接種後のDLLR 発症リスク
を明らかにするために，約 6,000 例の大規模横断研究を，自衛隊中央病院皮膚科のグループが行い，報告した。
　研究グループは，2021 年５月 24 日～ 11 月 30 日に大規模接種会場（東京，自衛隊）で２回目のモデルナ
社ワクチン接種を受けた 5,893 例（男性 3,318 例，女性 2,575 例）を対象とし，DLLRの定義は，「初回接種
後６日以降，接種部周囲に紅斑，圧痛，搔痒，膨隆を自覚」した例とし，２回目接種前の問診時に皮膚科専
門医が接種部副反応について聞き取り調査を行った。
　DLLRは 747 例（12.7%）にみられ，女性と有意な関連がみられた（男性 5.1% vs. 女性 22.4%，オッズ比
（OR）：5.30，95%CI：4.42 ～ 6.34，P<0.001）。年齢層別では，30 歳未満との比較で 30 ～ 69 歳で有意な関
連が認められた（30 ～ 39 歳（OR：1.68，95%CI：1.25 ～ 2.26，P<0.001），40 ～ 49 歳（同 1.89，1.41 ～ 2.53，
P<0.001），50 ～ 59 歳（同 1.76，1.29 ～ 2.40，P<0.001），60 ～ 69 歳（同 1.45，1.10 ～ 1.91，P=0.008）。
ワクチン接種後の日数別で症状があった者の割合は，男女とも７日目に有症状の割合が急上昇し，その後緩
やかに低下していた。
　今回，40 歳代をピークに中年層で高い発生率であったが，年齢層別にアレルギー性接触皮膚炎の有病率
を検討した先行研究（J Allergy Clin Immunol 2017；140：1451-53.e5）では，種々の抗原に対する有病率
は若年層で低いことが示されている。この観点から，DLLRはアレルギー性接触皮膚炎と同じくⅣ型アレル
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ギーに類似した免疫反応であると考えられる。但し，Ⅳ型アレルギーとしては非特異的な点として，バッチ
テスト /プリックテスト /皮内テストなどのアレルギー検査で再現性がないこと，２回目以降の接種後に発
生することがまれであること，発生が接種後７日前後であることはⅣ型アレルギーとしても遅い，という特
徴が挙げられる。研究グループは，前２者については感作後に何らかの機序で免疫寛容が成立していると推
察されるが，アレルギー検査による発生機序の解明が現時点では困難なため証明が難しいとしている。また
後者について，筋注された抗原が皮膚まで移動する期間を反映している可能性や，スパイクタンパク質が生
成される期間に関連している可能性が考えられるとした。いずれも，現時点では不明である。
　なお，欧米における先行研究と日本のDLLRの発生率を比較すると，日本における発生率は欧米の 10 倍
程度である。米国やドイツでのDLLRの発生率は１%未満であるが，日本の先行研究では 7.0%と高い発生
率を示している（Open Forum Infect Dis 2021；８：ofa497 ）。日本人が欧米人よりもDLLRを生じやす
い可能性もあり，何らかの遺伝的・環境的要因が関与している可能性が考えられる。

⑺　ワクチン接種後の心筋炎での遊離スパイクタンパク質
　ファイザーあるいはモデルナ社の新型コロナmRNAワクチン接種後の心筋炎が報告されているが，その
機序はまだ解明されていない。米国の研究グループが，青年および若年青年のmRNAワクチン接種後の血
液を分析し，SARS-CoV-2 に特異的な細胞性免疫応答，自己抗体産生，血中スパイクタンパク質濃度など
を評価した。対象は，2021 年１月～ 22 年２月にファイザー社（BNT162b）またはモデルナ社（mRNA-1273）
の接種後に心筋トロポニンＴの上昇をともなう胸痛を呈し心筋炎で入院した 16 例（心筋炎発症例），および
年齢をマッチングさせた健康人 45 例（非発症例）で，プロスペクティブに採血した。
　SARS-CoV-2 に対する適応免疫応答やＴ細胞応答は，心筋炎発症例と非発症例で差はなく，また自己抗
体の産生や他のウイルス感染，コロナワクチン接種後の過剰な抗体反応も認められなかった。しかし，抗
スパイク抗体に結合していない血中の遊離スパイクタンパク質濃度は，両者間で大きな差がみられた。心
筋炎非発症例では遊離スパイクタンパク質が全例で検出されなかったのに対して，心筋炎発症例では，平
均 33.9pg/mL と有意に高濃度で検出された（p<0.0001）。また心筋炎発症例の血漿を，抗体を変性させる
dithiothreitol で処理しても，スパイクタンパク質濃度に変化がみられず，発症例で検出されたスパイクタ
ンパク質は，抗スパイク抗体に捕捉されなかったことが示唆された。
　研究グループは，遊離スパイクタンパク質に対する知見を深める必要があるが，接種後の心筋炎の有無に
よって免疫応答に差が見られなかったことは，COVID-19 重症化予防におけるコロナワクチン接種のベネ
フィットがリスクを上回ることに変わりはない，とまとめた。

⑻　コロナワクチンの免疫応答の年齢別評価
　一般的に加齢とともに免疫機能が低下することは知られているが，生体内で刺激を受けたＴ細胞の応答が
加齢によってどのように，またどの程度変化するのかは不明である。SARS-CoV-2 に対するワクチンの個
人差・年齢差を検討するために，京都大学 iPS 細胞研究所の研究グループが，ワクチン接種後のＴ細胞応答
や抗体産生，副反応との関連を調査した。
　対象は，ファイザー社コロナワクチン（BNT162b）を２回接種した 65 歳以上の高齢者 109 人（年齢中央
値 71 歳（範囲：65 ～ 81 歳），男性 56 人）と，65 歳未満の成人 107 人（同 43 歳（同：23 ～ 63 歳），男性 43 人）
の合計 216 人で，血液採取は，ワクチン接種前，１回目接種から約２週間後，２回目接種から約２週間後，
１回目接種の約３か月後の４回実施した。
　SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質受容体ドメインに対する IgG 抗体価は，両群ともにワクチン２回
接種後に大幅な上昇がみられたが，抗体価のピークの中央値は，成人群で 27,200AU mL-1，高齢者群では
18,200AU mL-1 で，高齢者群で約 40%低かった。ワクチン特異的ヘルパーＴ細胞は，両群ともに１回目の
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接種で大きく増加し，２回目の接種後も同程度を保ち，３か月後に減少していた。高齢者群では１回目接種
後の増加が成人群よりも少なかったが，２回目接種後に同程度となり，３か月後には再び成人群よりも少な
くなった。ワクチン特異的Th1 細胞における，Ｔ細胞活性化を抑制する PD-1 の発現量は，両群とも２回
目接種後にピークを示したが，高齢者群では成人群に比べて有意に多かった。また，PD-1 発現量が多い高
齢者では，キラーＴ細胞の誘導が低い傾向にあり，免疫反応が抑制されやすい可能性が示唆された。
　２回目接種後の局所的副反応（接種部位の疼痛）は，両群で同程度であったが，全身性の副反応（発熱，
倦怠感，頭痛）は成人群で有意に多かった。ただし，高齢者群では解熱鎮痛薬を服用している割合が高かっ
た。年齢にかかわらず，２回目接種後に 38℃以上の発熱がみられた者では，１回目接種後のＴ細胞応答と
２回目接種後の IgG抗体価が高かった。
　以上から，高齢者群ではＴ細胞応答の立ち上がりが遅く，収束が早いという特徴があることが判明した。

⑼　日本感染症学会：COVID-19 ワクチンに関する提言（第６版）
　日本感染症学会のホームページ上で，「COVID-19 ワクチンに関する提言（第６版）」が１月 25 日に公開
された（https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/2301_covid-19_6.pdf）。
　第６版では，主にオミクロン株対応ワクチンに関する情報の追加，新たに適応追加となったウイルスベク
ターワクチン，組み換えタンパク質ワクチンに関する有効性と安全性の内容が改訂された。来る５月に予定
されているCOVID-19 の５類への引下げを前に，一層の接種への取組みも求めている。

⑽　新しいワクチンの開発
　現在，世界中で使用されているコロナワクチンは，従来株（武漢株）に基づいて作製され，開発当初の臨
床試験段階では感染予防効果は極めて高かったが，SARS-CoV-2 が変異を繰り返すたびに感染予防効果が
低下してきた。SARS-CoV-2 やインフルのウイルスに変異が起きても十分な効果がある汎用性の高い新た
なワクチンの出現が待たれる。
　ビオンテック社とファイザー社が開発中のmRNAワクチンは，スパイクタンパク質以外の変異しにくい
タンパク質に対する抗体を作らせるようmRNAを設計しているが，様々な変異ウイルスに効果のある汎用
型ワクチンになることが期待されている。両社は，2022 年 11 月からこの新たなコロナワクチンの第Ⅰ相臨
床試験を始めた。
　米国バイオ医薬品企業のVBI ワクチン社は，ウイルスに似せた微粒子（VLP）の表面に SARS-CoV-2，
SARS-CoV，MERS-CoVの３種類のスパイクタンパク質を付けたワクチンを開発している。動物実験では，
オミクロン株などの変異株に良好な効果を確認し，コウモリなどの動物のコロナウイルスにも強い反応を確
認している。
　米国カリフォルニア工科大学の研究チームは，SARS-CoV-2 や SARS，MERS を含めた様々なベータウ
イルスに対する汎用型ワクチンを開発し，VBI 社とは別の微粒子に８種類のコロナウイルスのスパイクタ
ンパク質を付けている。CEPI（感染症流行対策イノベーション連合）の支援を得て第Ⅰ相試験を始める予
定である。
　政府が国産ワクチン開発の中心となるよう新設した SCARDA（先進的研究開発戦略センター）も汎用ワ
クチン開発を支援する。VLPセラピューティクス・ジャパンは，ウイルス類似粒子（VLP）を用いて自己
増殖型ワクチン（体内で抗原を合成）のブースター用第Ⅱ相を 2022 年９月に開始している。VLP社では汎
用型ワクチン開発を目指している。
　なお，アンジェス社のDNAワクチンは，22年９月に開発を中止した。また田辺三菱の子会社メディカゴ（カ
ナダ）が開発したタバコ属の植物を用いたVLPタイプのワクチンも開発中止となった。
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５．COVID-19 治療薬

⑴　COVID-19 重症例への治療別の長期効果
　COVID-19 重症例への「免疫調整薬治療」，「回復者血漿療法」，「抗血小板療法」，「抗凝固療法」，「抗ウ
イルス薬療法」，「コルチコステロイド治療」の６つの治療の検証が行われた。パンデミック /非パンデミッ
クでの重度の肺炎患者に対する複数の治療を評価する国際多施設共同無作為プラットホーム試験（REMAP-
CAP 試験）は現在も進行中であるが，オーストラリアの研究グループが，事前規定の長期（180 日）アウ
トカムの解析を行った。
　14か国197地点で2020年３月９日～21年６月22日にCOVID-19重篤成人患者4,869例（平均年齢59.3歳，
女性 1,537 例（32.1%））が登録され，最終 180 日フォローアップは 22 年３月２日に終了した。被験者は６
つの治療のうち１つ以上の介入に無作為に割り付けられた（免疫調整薬治療 2,274 例，回復者血漿療法 2,011
例，抗血小板療法 1,557 例，抗凝固療法 1,033 例，抗ウイルス薬療法 726 例，コルチコステロイド治療 401
例）。２次解析の主要アウトカムは 180 日目までの生存で，ベイズ区分指数モデルを用いて解析し，ハザー
ド比（HR）が１未満は生存の改善（優越性）を示し，１超は生存の悪化（有害）を示すものとした。無益
性は，アウトカムでの相対的な改善が 20%未満で，HR＞ 0.83 の場合とした。無作為化を受けた 4,869 例中，
4,107 例（84.3%）がバイタル情報を有し，2,590 例（63.1%）は 180 日時点で生存していた。
　IL-6 阻害薬は，対象と比較した６か月生存改善の確率が 99.9% 超であった（補正後HR：0.74，95%信用
区間（Crl）：0.61 ～ 0.90）。抗血小板療法は，同 95%であった（0.85，0.71 ～ 1.03）。無益性（HR＞ 0.83）
の確率が高かったのは，抗凝固療法（確率 99.9%，補正後HR：1.13（95%Crl：0.93 ～ 1.42）），回復者血漿
療法（99.2％，0.99（0.86～1.14）），ロピナビル・リトナビル配合剤（抗ウイルス薬）（96.6%，1.06（0.82～1.38））で，
有害である確率が高かったのはヒドロキシクロロキン（免疫調整薬）（96.9，1.51（0.98 ～ 2.29）），ロピナビル・
リトナビル配合剤＋ヒドロキシクロロキン（96.8，1.61（0.97 ～ 2.67））であった。コルチコステロイドは，
早期に試験中止となり規定の統計解析要件を満たさなかった。ヒドロコルチゾンの６か月生存改善の確率は
57.1 ～ 61.6% であった。
　同試験の短期（21 日）の報告では，IL-6 阻害薬にベネフィットがある一方で，抗ウイルス薬，anakinra（免
疫調整薬），回復者血漿療法，抗凝固療法，抗血小板療法にはベネフィットがないことが示されていた。今
回の 180 日の長期のアウトカムの解析では，既報の短期の結果を踏まえると，当初の治療効果は，ほとんど
の治療で６か月間変わらなかったことが示された。

⑵　ワクチン接種者と未接種者に対するモルヌピラビルの効果
　モルヌピラビル（ラゲブリオⓇカプセル 200mg）は，重症化リスクを有するCOVID-19 患者に早期に投
与すると，入院と死亡のリスクを減らすことが報告されている。ただし臨床試験ではコロナワクチン未接種
者を試験対象としていたため，ワクチン接種済みの場合でも，同様の効果があるかは不明であった。英国の
研究グループが，ワクチン接種済みの成人を対象にして，モルヌピラビルがCOVID-19 による入院と死亡
を減らす効果について検討した。
　全英規模の多施設臨床試験「PANORAMIC」は，COVID-19 に対する治療法の有効性を並行して複数
同時に調べられる「プラットフォーム適応型」のオープンラベルランダム化比較試験で，組み入れ対象は，
50 歳以上あるいは併存疾患のある 18 歳以上の地域住民で，COVID-19 の診断確定から５日以内の有症状
者である。条件を満たした患者を，１：１の割合で，投与群（モルヌピラビル 800mg １日２回投与×５日
間＋通常ケア）または対照群（通常のケアのみ）に割り付け，割り付けから 28 日間のあらゆる原因による
入院または死亡を主要評価項目とした。層別化は，年齢とワクチン接種歴について実施した。
　2021 年 12 月８日～ 22 年４月７日に，参加者 26,411 人をランダムに投与群 12,821 人と対照群 12,962 人
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に割り付けた。平均年齢は56.6±12.6歳，女性58%で，24,290人（94%）はコロナワクチン３回接種者であった。
　28 日間の入院または死亡は，投与群 105 人 /12,529 人（１%），対照群 98 人 /12,525 人（１%）で，調整オッ
ズ比は1.06（95%ベイズ信頼区間0.81-1.41）で有意差はなかった。重篤な有害事象は，投与群0.4%，対照群0.3%
に報告されたが，モルヌピラビルとは関連がないと判定された。この結果から，研究グループは，モルヌピ
ラビルはワクチン接種を完了した成人の入院と死亡リスクを減らしていなかった，と結論した。

⑶　経口レムデシビル
　レムデシビル（ベクルリーⓇ点滴静注用 100mg）は，基礎疾患など重症化因子を有する軽症以上の
COVID-19 患者への抗ウイルス薬として使用されている。中国企業などが共同開発したレムデシビルの経
口薬（重水素化レムデシビル臭化水素酸塩，VV116）について，上海ウイルス学研究所のグループが経口
抗ウイルス薬ニルマトレルビル /リトナビル，パキロビッドⓇパック）と比較して，有効性と安全性につい
て第Ⅲ相非劣性無作為化観察者盲検比較試験によって検討した。
　オミクロン株流行期の 2022 年４月４日～５月２日に，重症化リスクを持つ軽症～中等症の症状を有する
COVID-19 成人患者を，VV116 群またはニルマトレルビル /リトナビル（N/R）群に無作為に割り付け，
それぞれ５日間経口投与した。主要エンドポイントは，無作為化から持続的な臨床的回復（COVID-19 に
関連する全症状が２日間連続して軽減（11 項目の症状のスコアの合計スコア（０～ 33））までの期間（観察
期間 28 日目まで）とした。非劣性マージンはハザード比（HR）の両側 95%CI の下限を 0.8 とした。
　無作為化された 822 例は，384 例がVV116 群，387 例がN/R 群で，年齢中央値は 53 歳，女性が 50.2%，
軽症COVID-19 は 92.1%，ワクチン接種済み（ブースター接種を含む）が３/４を占めた。主な重症化リ
スクは，60 歳以上（37.7%），心血管疾患（高血圧を含む）（35.1%），肥満（BMI ≧ 25），喫煙（12.5%）お
よび糖尿病（10.1%）などであった。
　主要解析（データカットオフ日：2022 年５月 13 日）で，持続的な臨床的回復までの期間は，N/Rに対す
るVV116 の非劣性が検証され（HR：1.17，95%CI：1.01 ～ 1.35），最終解析（データカットオフ日：22 年
８月 18 日）でも同様の結果（中央値：VV116 群４日 vs.N/R 群５日，HR：1.17，95%CI：1.02 ～ 1.36）であっ
た。最終解析において，持続的な症状消失までの期間（11 項目のCOVID-19 関連症状の各スコアが２日連
続で０），および無作為化から SARS-CoV-2 検査が初めて陰性になるまでの期間は両群間で差は認めなかっ
た，28 日までに死亡または重症COVID-19 に進行した患者は両群とも報告されなかった。有害事象の発現
率は，VV116 群 67.4%，N/R 群 77.3% で，VV116 群の方が低かった。Grade ３または４の有害事象の発
現率も同様であった。以上から，VV116 は N/Rと比較して，臨床的回復までの期間に関して非劣性で，安
全性も良好であることが判明した。

⑷　エバシェルドの緊急使用停止：米国
　米国食品医薬品局（FDA）は，SARS-CoV-2 抗体薬のチキサゲビマブ・シルガビマブ（商品名エバシェ
ルドⓇ，アストラゼネカ社）について，緊急使用許可を改訂し，本剤の使用を停止することを１月 26 日に
発表した。オミクロン株のXBBやBQ.1への有効性が期待できないことが明らかになったとしている。今後，
米国でエバシェルドが有効な変異株が広く流行する場合に備えて，医療機関や医薬品製造会社が本製品を保
持しておくことを FDAは推奨している。

⑸　軽症・中等症COVID-19 患者へのフルボキサミンの効果
　フルボキサミンは選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）で，社会不安障害やうつ病などのさまざ
まな精神疾患の治療に使用されているが，COVID-19 流行初期の研究で，フルボキサミン投与により臨床
転機が改善する可能性が示唆されていた。米国の研究グループで，軽症～中等症のCOVID-19 外来患者（過
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半数がワクチン２回以上接種済み）を対象にフルボキサミンの有効性を検討するプラセボ対照ランダム化比
較試験を実施した。COVID-19 に対する既存薬の転用の可能性を検討するACTIV-6 試験（Accelerating 
COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines）の一環として実施された。
　主要評価項目は，症状が回復するまでの期間（３日連続で無症状の場合の３日目までの期間）とし，ベイ
ズ比例ハザードモデルを用いて検討した。副次評価項目は，28 日目までの入院，急病診療所受診，救急診
療部受診，死亡の複合評価としベイズ回帰モデルで検討した。
　試験を完遂したのは1,288例（フルボキサミン群674例，プラセボ群614例）で，コロナワクチン接種状況は，
フルボキサミン群で未接種 31.2%，１回接種 0.9%，２回以上接種 67.9%，プラセボ群ではそれぞれ 32.0%，
1.2%，66.9% だった。
　病状回復までの期間中央値は，フルボキサミン群で 12 日，プラセボ群では 13 日で，両群に有意差はなかっ
た（HR：0.96，95%CI：0.86 ～ 1.06，有効性（HR＞１）の事後確率 P=0.21）。副次評価項目の基準を満
たしたものでも，有意差が認められなかった。入院はフルボキサミン群１例とプラセボ群２例で，死亡は両
群ともにまれであった。
　以上から，フルボキサミン投与では軽症～中等症COVID-19 患者の回復期間の短縮がなかったことが確
認された。

⑹　女性へのゾコーバ処方の際の注意喚起
　SARS-CoV-2 の経口抗ウイルス薬エンシトレルビル（ゾコーバ錠Ⓡ）の投与後に女性２例で妊娠が判明し
たことが，塩野義から１月 20 日に公表された（市販後調査の結果）。厚労省は同日に，自治体宛に事務連絡
を発出し，女性のCOVID-19 患者にエンシトレルビルを投与する際には，妊娠の可能性を入念に確認する
よう周知した。
　エンシトレルビルは動物実験段階で，ウサギの胎児に催奇形性が認められたことから，妊娠または妊娠の
可能性のある女性には投与禁忌としている。日本感染症学会が公開している「COVID-19 に対する薬物治
療の考え方　第 15 版」では，エンシトレルビルについて，以下を記載している。

妊婦又は妊娠する可能性のある女性には投与しないこと。 
◦　 問診で直前の月経終了日以降に性交渉を行っていないことを確認する。妊娠の可能性が否定できな
い場合は，本剤を投与しないこと。

◦　 投与開始前に妊娠検査を行い，陰性であることを確認することが望ましい。なお，妊娠初期は妊娠
検査で陰性を示す可能性があることに注意する。

◦　 妊娠初期においては，妊娠しているにもかかわらず，妊娠検査で陰性を示す場合があることを患者
に説明し，同意を得てから投与を開始すること。

６．その他

⑴　COVID-19 死亡者の広範囲に長期にウイルスが存在
　COVID-19 は，重症者で多臓器不全を引き起こすことがあり，また一部の患者では罹患後症状が長く続
く。しかし，呼吸器以外の感染負荷やウイルスが消失するまでの時間，特に脳においては十分に解明されて
いない。米国国立衛生研究所（NIH）のグループが，COVID-19 での死亡者 44 例（2020 年４月 26 日～ 21
年３月２日）の完全剖検を行い，うち 11 例の患者から中枢神経系を広範囲に採取し，感染から症状発現後
７か月以上までの，脳を含む全身のSARS-CoV-2の分布，複製，細胞型特異性のマッピングと定量分析を行っ
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た。
　死亡時の病日によって剖検例を早期（14 日以内：n=17），中期（15 ～ 30 日：n=13），後期（31 日以上：
n=14）に分類し，後期の症例で SARS-CoV-2 が存在する場合を「持続」と定義した。
　44 例の剖検の検体は，COVID-19 で死亡したワクチン未接種者で，年齢中央値は 62.5 歳（四分位範囲
（IQR）：47.3 ～ 71.0），女性 30%，61.4% が併存疾患を有していた。発症から最終的な入院，その後の死亡
までの中央値は，それぞれ６日（IQR：３～ 10），18.5 日（IQR：11.25 ～ 37.5）で，死亡から剖検までの中
央値は 22.2 時間（IQR：18.2 ～ 33.9）であった。11 例で脳のサンプリングが行われた。
　SARS-CoV-2 の RNAは 84 の異なる解剖学的部位と体液で検出され，早期～後期のいずれも非呼吸器組
織と比較して呼吸器組織で有意に高い値（p<0.0001）が検出された。脳のサンプリングを行った全症例で，
中枢神経系組織から SARS-CoV-2 の RNAが検出され（10/11 例，検出不能を除く），ここには 230 日目の
死亡例を含む後期症例のすべてが含まれ（５/６例，検出不能を除く），脳におけるウイルスの持続性が確
認された。高いウイルス負荷にもかかわらず，脳の病理組織学的変化はほとんど認められなかった。SARS-
CoV-2 RNAの持続性は，血漿では検出されなかったが，すべての後期症例で複数の組織にわたって確認
された。
　SARS-CoV-2 は，重症COVID-19 で死亡した患者の体内に広く分布し，感染初期には脳を含む複数の
呼吸器・非呼吸器組織でウイルス複製が存在することが明らかとなった。SARS-CoV-2 RNAが全身に広
く分布しているにもかかわらず，気道以外では炎症や直接的なウイルスの細胞病理はほとんど観察されな
かった。一部の患者では感染初期に播種し，非呼吸器組織よりも呼吸器組織で有意に高いウイルス量を示し
た。他の研究では，心臓，リンパ節，小腸および副腎などの SARS-CoV-2 RNAが報告されており SARS-
CoV-2 がこれらの組織や脳を含む他の多くの組織に感染し残存する能力があることを決定的に証明するも
のである。
　SARS-CoV-2 RNAが残存する場所としては呼吸器が一般的であったが，後期症例の 50%以上は，心筋，
頭頸部および胸部のリンパ節，坐骨神経，眼組織，硬膜を除く中枢神経組織のすべての採取部位にRNAが
残存していた。また，早期症例では呼吸器組織と非呼吸器組織で SARS-CoV-2 RNA量が 100 倍以上高かっ
たにもかかわらず，後期症例ではこの差が非常に小さくなっていることは注目すべきである。非呼吸器組織
におけるウイルス排除の効率悪化は，SARS-CoV-2によるウイルス性mRNAの細胞検出を変化させる能力，
インターフェロンシグナルの妨害，ウイルスの抗原提示の妨害における組織特異的な差異に関係していると
思われる。SARS-CoV-2 が免疫を回避するメカニズムの理解は，ウイルス排除を促進する将来の治療アプ
ローチに不可欠である。なお，この研究では，対象が重度COVID-19 で死亡した基礎疾患をもつ中高年の
ワクチン未接種者であることから，臨床所見をウイルスの持続性に帰するものではないことに注意を要する。
　以上から，COVID-19 の死亡者の体内には，呼吸器をはじめとする非呼吸器，脳に至るまで広く長期に
わたって SARS-CoV-2 が存在することが判明した。

⑵　COVID-19 重症例における肺胞上皮細胞の障害
　COVID-19 で，患者のウイルス量がピークを過ぎた後に病態の重症化が進行することが知られているが，
ウイルス量の減少後に肺組織の傷害が進行する機序は明らかではない。横浜市立大学の研究グループは，
ARDSを呈した重症COVID-19 患者では，発症後早期に肺胞上皮細胞に強い傷害が起こることを明らかに
していたが（Crit Care 2021；25：169），この知見を踏まえて，発症早期に生じた肺胞上皮細胞の傷害が
COVID-19 の重症化を誘発するとの仮説を立てて検証を行った。
　横浜市立大学に入院した重症COVID-19 患者をARSD群 30 例（男性 13 例，平均年齢 65 歳（範囲 49 ～
74 歳））と非ARDS群 18 例（同 23 例，69 歳（63 ～ 76 歳））に分け，年齢および性をマッチングさせた健
常対照群 18 例を対象として，肺胞上皮細胞における細胞死の機序について検討した。



令和 ５年 ２月 1５ 日　　　　２２39 号　　〔　京　都　医　報　〕　　付　　録 （ 19 ）

　血中および気管支肺胞洗浄液中の肺組織傷害特異的マーカーを解析した結果，ARDS群では，発症後早
期に主にネクローシスによって細胞上皮細胞死が引き起こされていることが分かった。また，ARDS群で
はネクローシスを起こした細胞から放出される代表的なDAMPs（ダメージ関連分子パターン）である核内
タンパク質（HMGB-1）分子の血中濃度上昇も認められた。
　SARS-CoV-2 の構成成分をマウスの肺に注入してCOVID-19 の動物モデルを作製し，肺胞上皮細胞の詳
細な細胞死の機序を検討したところ，COVID-19 モデルではネクローシスおよびバイロトーシス（分子的
に制御されたネクローシス）が生じていた。この動物モデルに抗HMGB-1 抗体を投与すると，肺組織傷害
が軽減された。
　以上から，細胞死を起こした肺胞上皮細胞から放出されたDAMPs が COVID-19 の重症化を防ぐ上で有
望な治療標的である可能性が示唆された。

⑶　COVID-19 回復期の小児の無症候性左室機能不全
　小児のCOVID-19 では，症状が軽症から中等症程度で，入院を要する例は成人に比べて少ないが，罹患
後の心臓障害に関するデータはほとんどない。小児多系統炎症症候群（MISC-C）として知られる重症例では，
左室機能低下として心臓後遺症が残ることが報告されている。イタリアの研究グループが，COVID-19 か
ら回復した小児の左室・左房障害の有無を心エコーで追跡調査した。
　その結果，無症状あるいは軽症の小児であってもCOVID-19 罹患後平均約 148 日では，左室心筋障害が
残っていることが判明した。

⑷　COVID-19 重症度と罹患後症状
　大阪公立大学の研究グループが，COVID-19 の重症度と罹患後症状の関連について検討した。
　対象は 2020 年１月１日～ 12 月 31 日に大阪府内５病院でCOVID-19 と診断された患者および入院した
285 例で，COVID-19 感染から約１年後に後遺症に関するアンケートを実施した。
　対象者のうち１つ以上のCOVID-19 罹患後症状を有していた者は 56.1%（160/285 例）で，このうち，
COVID-19罹患時に無症候/軽症であった者で１つ以上の罹患後症状を有していたのは52.9%（37/70例）で，
罹患時に中等症～重症であった者で１つ以上の罹患後症状を有していたのは 57.5%（123/214 例）であった。
　罹患後症状は，比較的軽症者（無症状・軽症）では，倦怠感，抜け毛，集中力・記憶力の異常，睡眠障害
が多く残っており（10%以上），比較的重症者（中等症～重症）では，倦怠感，呼吸困難感（息苦しさ，息
がしづらくなる感じ），味覚障害，抜け毛，集中力の異常，記憶力の異常，睡眠障害，関節痛，頭痛が多く
残っていた（10%以上）。また生活に大きな影響を及ぼす罹患後症状としては，倦怠感，喀痰が多く出ること，
呼吸困難感，嗅覚の異常，抜け毛，集中力や記憶力の異常，睡眠障害，関節痛，眼の充血，下痢があり，こ
れらの症状が気になるほど残っていることでQOLは低下している者が多かった。
　罹患後症状の残りやすい者の症状と危険因子（患者の背景・基礎疾患・血液検査値）についてのロジスティッ
ク回帰分析では，COVID-19 の重症度と，喀痰，胸痛，呼吸困難感，下痢などが非常に強く関連していた。
一方，COVID-19 の重症度と関係なく残る罹患後症状は，倦怠感や味覚・嗅覚の異常，抜け毛，睡眠障害であっ
た。

⑸　オミクロン株優勢期の妊婦の罹患・死亡リスク
　SARS-CoV-2 のオミクロン株が変異株の主流となってから，COVID-19 の診断を受けた妊婦において，
妊婦の罹患率・死亡率指数（MMMI，maternal morbidity and mortality  index）の変化について，英国
の研究グループが妊婦を対象に大規模前向き観察試験（INTERCOVID-2022 試験）を行った。
　INTERCOVID-2022 試験は，18 か国 41 病院で行われ，RT-PCR 検査でCOVID-19 が確定した妊婦１
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人について，COVID-19 と診断されていない２人の妊婦（マッチングなし）を，同時かつ連続的に対象
として被験者に加え，母親と新生児について退院まで追跡した。主要アウトカムは，MMMI と重度新生
児罹患率指数（SNMI，severe neonatal morbidity  index），重度周産期罹患率・死亡率指数（SPMMI，
severe perinatal morbidity and mortality index）であった。2021 年 11 月 27 日～ 22 年６月 30 日までに，
4,618 人の妊婦を被験者として登録し，そのうちCOVID-19 と診断されたのは 1,545 人（33%）の妊婦（中
央値：妊娠 36.7 週）で，3,073 人（67%）はCOVID-19 の診断を受けていない妊婦である。被験者のうち，
コロナワクチンを１回以上接種していたのは 2,886 例（63%）で，完全接種（２回またはジョンソン・エンド・
ジョンソン社ワクチン１回）またはブースター接種（３回またはジョンソン・エンド・ジョンソン社ワクチ
ン２回）は 2,476 例（54%）だった。ワクチン有効性は，母体リスクプロファイルで補正し推算した。
　COVID-19 群は対照群に比べて，MMMI リスク（相対リスク（RR）：1.16（95%CI：1.03 ～ 1.31），
SPMMI リスク（1.21，1.00 ～ 1.46）の増大が認められた。SNMI は，COVID-19 群の対照群に対する増大
が認められた（1.23，0.88 ～ 1.71）が，95%CI の下限が１未満であった。COVID-19 群でワクチン非接種
の妊婦は，MMMI リスクのさらなる増大が認められた（RR：1.36，95%CI：1.12 ～ 1.65）。
　重症COVID-19 の妊婦は，重度母体合併症リスク（RR：2.51，95%CI：1.84 ～ 3.43），周産期合併症リ
スク（1.84，1.02 ～ 3.34），他科への紹介・ICU入室・死亡のいずれかの発生リスク（11.83，6.67 ～ 20.97）
の総合的なリスク増大がみられた。ワクチン非接種で重症COVID-19 の妊婦は，MMMI リスク（2.88，2.02
～ 4.12）と，他科への紹介・ICU入室・死亡のいずれかの発生リスク（20.82，10.44 ～ 41.54）の増大がみ
られた。
　他科への紹介・ICU入室・死亡のいずれかの発生に関するワクチン有効性（全ワクチン総合）は，ワク
チン完全接種妊婦が 48%（95%CI：22 ～ 65），ブースター接種妊婦が 76%（47 ～ 89）で，COVID-19 群
の同有効性は，それぞれ 74%（48 ～ 87），91%（65 ～ 98）であった。
　以上から，オミクロン株優勢期にCOVID-19 の診断を受けた妊婦は，MMMI リスクが増大していたこ
とが明らかになった。特に，ワクチン未接種の重症COVID-19 妊婦で，同リスクはより顕著に増大していた。
また，COVID-19の重症合併症に対するワクチンの有効性は，完全接種で48%と高いことも明らかとなった。

⑹　SARS-CoV-2 に対する鼻粘膜抗体価の推移
　呼吸器感染症からの防御に重要な鼻粘膜の抗体が，COVID-19 感染やワクチン接種からどのくらいの期
間，高いレベルに維持されているのかは不明であった。英国の研究グループが，2020 年２月～ 21 年３月に
COVID-19 で入院した 446 人を解析対象とし，入院時，６か月後，１年後，およびワクチン接種を受けた
307 人について接種前後にも検体を採取して抗体の変化を検討した。
　血液中の IgA 抗体や IgG抗体はCOVID-19 入院から２週間以内に有意に上昇し，１年後も有意に高い
値が維持されていた。それに対し，鼻粘膜の抗体のうち，IgG抗体は血液中の抗体と同じように変化してい
たが，IgA抗体は入院後４週以内に有意に上昇したものの９か月後には入院時点と有意差のないレベルに低
下していた。また，ワクチン接種者では，血液中と鼻粘膜の抗体がともに上昇していたが，鼻粘膜の抗体の
上昇幅は少なく，その持続期間も一時的であった。
　以上から，感染後の重症化の抑止に重要な血液中の抗体価は比較的長期間，高いレベルで維持されるのに
対し，感染自体を防ぐのに重要な鼻粘膜の抗体価が短期間で低下することが明らかとなった。COVID-19
の罹患あるいはワクチン接種によって得た免疫によって，COVID-19 罹患時の重症化リスクが低下する一
方で，感染リスクの抑制効果が十分でない理由の一つと考えられる。
　感染リスク自体を抑制するためには，鼻粘膜の抗体価をより効率的に高めることのできるワクチン，例え
ば季節性インフルエンザワクチンで鼻粘膜へスプレーして鼻粘膜での抗体価を上げる製品があるが，これと
同様のコロナワクチンの開発が待たれる。
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⑺　2020 年～ 21 年の COVID-19 流行における超過死亡数
　2021 年 12 月 31 日時点でWHOに報告されたCOVID-19 の確定数は全世界で２億 8,700 万人を超え，
そのうち約 542 万人が死亡している。しかしながら，検査の利用しやすさ，診断能力，COVID-19 死の
認定方法に一貫性がないといった要因のため，COVID-19 が世界人口に及ぼす影響の評価は困難である。
WHOの検討グループは，人命損失について世界規模で定量化するため，超過死亡者数を推定した。超過
死亡者数にはCOVID-19 死の総数，必要な医療の中断などの間接的な影響による死亡の両方が含まれる。
結果はNature のオンライン版で報告された。
　全世界の 2020 年～ 21 年のCOVID-19 流行による超過死亡数（不確定区間（UI））は，1,483 万人（1,323
万～ 1,658 万）で，この推定値はCOVID-19 死報告数 542 万人と比べて 2.74 倍であった。2020 年が 447 万
人（UI：391 万～ 507 万）で，21 年は 1,036 万人（906 万～ 1,197 万）に増加していた。2020 年～ 21 年の
超過死亡数の多い国は，インド（474 万人），ロシア連邦（107 万人），インドネシア（103 万人），米国（93.2
万人）などで，日本は 2020 年が−３万 139 人，21 年が１万 668 人であった。超過死亡率（超過死亡数 /
COVID-19 が発生しなかったと仮定した場合の予測死亡数）が高いのは，ペルー（97%），エクアドル（51%），
ボリビア（49%）だった。日本は 2020 年が−2.13%，21 年が 0.74% であった。WHOの定める６地域別の
2020 年～ 21 年の超過死亡率は，アメリカ 22%，東南アジア 22%，ヨーロッパ 17%，東地中海 12％，西太
平洋０%であった（日本は西太平洋）。
　以上，COVID-19 の流行は 2020 年～ 21 年において，全世界で顕著な超過死亡をもたらした
が，COVID-19 死報告件数，超過死亡数はともに 2020 年よりも 21 年の方が多かった。多くの国で
はCOVID-19 死が正確に報告されているようであるが，正確に報告されていない国では超過死亡数が
COVID-19 死報告件数よりも顕著に多く，数桁の差がみられる国もあった。全世界の約半数の国において，
入手可能なデータでは超過死亡数の追跡は不可能で，これらの国は統計モデルに頼らざるを得ない。そのた
め，データが得られない国が多い地域の推定値についての解釈は慎重を期すべきである。

⑻　COVID-19 とインフルエンザに重複感染した小児の実態調査
　我が国のCOVID-19 第８波では，COVID-19 と季節性インフルエンザ（インフル）の同時流行が現実
のものとなっているが，両者が重複感染している例も報告されている。米国において昨シーズン（2021 年
10 月～ 22 年４月）にCOVID-19 とインフルの重複感染した 18 歳未満の小児の実態調査が米国の研究グ
ループによって行われた。250 以上の急性期病院が参加しているインフルエンザ入院モニタリングシステム
（FluSurv-NET）およびCOVID-19 に関する同様のシステム（COVID-NET）のデータを用いて，昨シー
ズンにインフルで入院した小児は 575 名が記録されていたが，そのうち 32 名（６%）がCOVID-19 との重
複感染であった。
　重複感染患児は，インフルエンザ単独感染患児よりも重症度が高かった。

表９．小児のインフル単独感染とCOVID-19 との重複感染の比較
インフル単独感染 重複感染

侵襲的人工呼吸器管理 12.5% 4.2%（P=0.03）
二相性陽圧換気（BiPAP）/
持続的陽圧呼吸療法（CPAP） 15.6% 6.4%（P=0.05）

インフルワクチン接種 42.4% 17.4%（P=0.02）
抗インフルウイルス薬投与 60.0% 53.1%（有意差なし）
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　院内死亡の記録はなかったが，シーズン中のインフル関連死の報告が 44 人あり，そのうちにCOVID-19
を重複感染した小児７人（16%）が含まれていた。重複感染で死亡した７人はすべてインフルワクチンは未
接種で，また抗インフルウイルス薬を投与されていたのは１人だけであった（コロナワクチン接種状況に関
する情報はなかった）。
　COVID-19 もインフルも，小児の死亡者数は成人に比べると少ないが，ワクチン接種にともなうリスク
はウイルス感染時よりもはるかに低い。米国疾病対策予防センター（CDC）は，生後６か月以降の乳児へ
のインフルならびにCOVID-19 に対するワクチンの双方の接種を推奨している。

⑼　COVID-19 の心血管疾患発症リスクと全死亡
　香港の研究グループが英国のデータベースを用いて，COVID-19 の心血管疾患（CVD）発症リスクや全
死亡リスクに及ぼす短期的および長期的な影響を検討した。
　2020 年３月～ 11 月（この時期に英国では使用可能なコロナワクチンは存在しなかった）にCOVID-19
に感染した患者 7,584 例（感染群）を感染から最長 18 か月後まで前向き追跡した。年齢と性別をマッチン
グさせた同時期の非感染対象 75,790 人（同時期対照群），2018 年３月～ 11 月の非感染対照 75,774 人（過去
対照群）とCVD発症リスク，全死亡リスクなどを急性期と急性期後（感染から 22 日後以降）に分けて比
較した。
　急性期の主要なCVD（心不全，脳卒中，冠動脈疾患）発症リスクは，感染群が同時期対照群の 4.3 倍（ハ
ザード比（HR）：4.3，95%CI：2.6 ～ 6.9），過去対照群の 5.0 倍（HR：5.0，95%CI：3.0 ～ 8.1）であった。
急性期において，脳卒中，心房細動，深部静脈血栓症（DVT）のリスクも感染群が同時対照群（それぞれ 9.7
倍，7.5 倍，22.1 倍）および過去対照群（それぞれ 5.0 倍，5.9 倍，10.5 倍）と比べて高かった。
　急性期の全死亡リスクは，感染群が同時期対照群の 81.1 倍（HR：81.1，95%CI：58.5 ～ 112.4），過去対
照群の 67.5 倍（1.3，49.9 ～ 91.1）であった。
　ワクチン未接種のCOVID-19 は，急性期のCVD発症リスク，全死亡リスクを大きく上昇させ，これら
のリスクは最長 18 か月の追跡においても上昇していた。

⑽　オミクロン株感染者の唾液中セルフリーウイルス
　SARS-CoV-2 は，口腔内の上皮や唾液腺の細胞に感染して増殖するため，唾液中には多くのウイルスが
含まれている。そのため，会話，咳・くしゃみのたびに放出される飛沫やエアロゾルによって伝播され感染
が広がる。オミクロン株は，従来株やデルタ株と異なり，飛沫感染に加えてエアロゾル・空気感染によって
伝播するため，第７波・第８波の急速な感染拡大に繋がったと考えられているが，その仕組みは明らかでは
なかった。
　日本大学歯学部の研究グループは，SARS-CoV-2 の変異にともなって，唾液中に排出されるウイルス量
自体が多くなっていると推測した。またエアロゾル感染が成立するためにはウイルスが飛沫に含まれて拡散
する状態よりも遠くに飛散し，かつ長時間室内に漂うエアロゾルに含まれて飛散する状態が必要とも推定し
た。そのために，従来株，デルタ株，オミクロン株の感染者から採取した唾液を，全唾液と遠心分離で細胞
成分を除いた上澄み液とに分けて，それぞれに含まれるウイルス量を定量した。
　従来株では，全唾液１mL中に約 123 万個（中央値）のウイルスが存在した。そのうちセルフリーウイル
スは１mL中に約 18 万個で，全唾液中のウイルスに占めるフリーウイルスの割合は約 5.9%だった。デルタ
株では，全唾液中１mL中に約 1,860 万個で，従来株の 15 倍のウイルスが存在していた。セルフリーウイル
スは１mL中に約 117 万個で，全唾液中に占める割合は約 4.8% で従来株と類似した値であった。オミクロ
ン株では，全唾液中１mL中にデルタ株の１/２強の約 952 万個のウイルスが存在していたが，そのうちセ
ルフリーウイルスは１mL中に約 321 万個が存在し，従来株の 17.8 倍，デルタ株の 2.7 倍と大幅に増加して
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いた。全唾液中に占める割合は約 21.7% で，従来株やデルタ株と比較して約４倍のセルフリーウイルスの
割合となっていた。
　以上から，唾液中のセルフリーウイルスの量が多いほど，新たな宿主において SARS-CoV-2 受容体であ
るACE2 への結合が容易となり，感染効率が高まる。さらにセルフリーウイルスが唾液中に多く含まれる
ことは感染拡大の主要な原因になり得ると考えられる。このことから，大規模クラスターが多発している現
状を説明し得ると考えられる。また感染予防策としての換気の必要性と密閉空間でのマスク着用励行の根拠
となり得る。

⑾　かかりつけ医の機能とCOVID-19 入院リスク
　COVID-19 パンデミック以前の海外研究で，質の高いプライマリ・ケアが入院リスクの低下と関連する
ことが報告されている。COVID-19 パンデミックをきっかけに，「かかりつけ医」の役割に注目が集まって
いるが，我が国のプライマリ・ケア機能（かかりつけ医機能）と入院リスクについて検証が行われなかった。
東京慈恵医大の研究グループは，COVID-19 パンデミック下での，かかりつけ医機能と入院リスクとの関
連を検証する目的で，全国的な縦断調査を実施した。2021 年５月～ 22 年４月に実施されたプライマリ・ケ
アに関する全国前向きコホート研究のデータを用いた。
　追跡期間の 12 か月における入院の発生を主要評価項目とし，かかりつけ医機能は JPCAT（Japanese 
version of Primary Care Assessment Tool）短縮版も用いた。統計解析では，かかりつけ医あり群・なし群，
かかりつけ医あり群をさらに四分位群（低機能群，低中機能群，中高機能群，高機能群）に分けて，入院リ
スクを比較し，比較の際には多変量解析を用いて，年齢，性別，教育歴，慢性疾患数，健康関連QOLなど
の住民の属性の影響を統計学的に調整した。
　40 ～ 75 歳の一般住民を，年齢，性別，居住区域による層別化無作為抽出法で選定し，1,161 例が解析対
象となった（追跡率 92.0%）。うち 733 例（62.3%）がかかりつけ医を有し，追跡期間中に 87 例（7.5%）が
入院し，そのうち５例（5.7%）がCOVID-19 による入院であった。
　住民属性を統計学的に調整した結果，かかりつけ医あり群のなかでも，かかりつけ医機能が高い（JPCAT
総合得点が高い）群ほど，コロナ禍での入院リ
スクが低下することが明らかとなった（かかり
つけ医なし群と比較した，かかりつけ医あり・
高機能群の調整オッズ比：0.37，95%CI：0.16
～ 0.83）。高機能群における入院リスク低下は，
JPCATの総合得点だけでなく，下位尺度評価
（近接性，持続性，協調性，包括性，地域志向性）
を用いた解析でも，すべてにおいて認められた。

⑿　日本感染症学会：医療機関のコロナ対応ガイド第５版
　日本環境感染症学会は，同学会のホームページ上に「医療課機関における新型コロナウイルス感染症への
対応ガイド（第５版）」を１月 17 日に公開し，同日開催の厚労省第 114 回アドバイザリーボードでも資料と
して提出された。医療現場で感染対策を緩めることはまだ先のこととしながら，過剰な対策を見直す必要が
あり，新しいエビデンスを含めて理にかなった適切な感染対策を実施し，この状況を乗り越えるよう，述べ
ている。

表10．かかりつけ医の機能別入院リスク（調整オッズ比）
入院リスク

かかりつけ医なし 1
かかりつけ医あり /低機能 0.64
かかりつけ医あり /低中機能 0.46 *
かかりつけ医あり /中高機能 0.45 *
かかりつけ医あり /高機能 0.37 *

  *：統計的に有意な低下
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⒀　SARS-CoV-2 とインフルエンザの検査キット
　コロナ・インフル同時流行に備えて，コロナ・インフル同時検査キットおよびインフル単独抗原検査キッ
トの需要が高まり，流通が滞ることが懸念されていた。12 月下旬からインフル感染者が増加し，１月第４
週には，全国での定点あたりの報告数は 10 を超え，京都府は 20 を超えた。実際に検査キットのニーズが増
え，特にインフル単独キットの供給が十分と言えなくなった。
　厚労省は１月 11 日付けで都道府県・政令市衛生主管に対して事務連絡を発出し，「新型コロナウイルス単
独の抗原検査キットに加え，同時検査キットについても，地域の卸売業者の団体等と連携し在庫・流通状況
等の確認を行い，各地域においてメーカー在庫に余裕のある製品を取り扱っている卸売販売業者を把握した
上で，必要に応じて医療機関等に対して，入手するための発注方法について助言すること」と通知した。
　過去２年間にインフルの流行がなかったことから，検査キット製造メーカーがインフル単独キットの生産
を増やしていなかったこと，生産ラインはコロナ抗原定性検査キットおよびコロナ・インフル同時検出キッ
トの製造に比重をかけていたこと，などがインフル単独キットの供給に影響したと考えられる。
　コロナ抗原定性キットはOTC化されたが，インフルについてはOTC化されていない。しかしながら，ネッ
ト上あるいは一部の薬局等で，コロナ・インフル同時検査キットの「研究用」が販売されており（行政は実
態把握ができていないようである），発熱患者がそれを用いて判断していることが少なくない。発熱者が自
己検査を実施されてから医療機関を受診される場合は，事前に「研究用」でないかどうか，あるいは受診時
にキットのデバイス持参の上で確認する必要がある。なお，「研究用」では陽性であっても，陽性者フォロー
アップセンターを通しての陽性者登録はできない。

⒁　国際保健への貢献に向けた表明：岸田首相
　2023 年５月に広島で開催されるＧ７サミットと長崎で開催されるＧ７保健大臣会合を前にして，岸田総
理が国際保健への貢献に向けた意気込みを Lancet に寄稿した。「Human security and universal health 
coverage： Japan’s vision for the G7 Hiroshima Summit」と題し，「安全保障」と「UHC：すべての人
が適切な保健医療サービスを適切な費用で受けられる」に取組むことの重要性を強調した。
　ここでいう「日本のビジョン」を支えるための重要要素として，以下の３点を挙げた。
◦　公衆衛生危機のためのグローバル・アーキテクチャの強化
　　 COVID-19 パンデミックの教訓に基づき，健康機器に備えた政策，ガバナンスおよび賃金メカニズム
などの強化が必要

◦　ポストコロナ時代に向けたUHCの推進
　　 COVID-19 パンデミックにより後退した感染症，非感染性疾患，母子保健，健康な高齢化をはじめと
する保健課題に対応する保健システムの強化が必要

◦　デジタル領域を含むヘルス・イノベーションの推進
　　 パンデミック対応や現在の保健課題（薬剤耐性，NTDs（顧みられない熱帯病）など）に対する研究開
発を強化し，将来の健康危機に備えた研究開発に必要なインフラと能力を強化する必要がある。また，
サーベイランスのネットワークを早期警報システムに昇華させ，次世代の健康危機管理のためのデジタ
ルトランスフォーメーションを推進すべき

　絵に描いた餅，言うは易し行うは難し，にならぬよう，医療者をはじめすべての国民は，今後の政府の方
針・動向に注視する必要がある。
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＃ 「Prevalence of SARS-CoV-2 and Influenza Coinfection and Clinical Characteristics Among Children and 
Adolescents Aged < 18 Years Who Were Hospitalized or Died with Influenza -- United States, 2021-22 
Influenza Season」（K Adams, KJ Tastad, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022；71：1589-96）
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  （K Imai, R Ikeno, et al.JAMA Netw Open, Jan 9, 2023；6；e2250207）
＃ 「Association of COVID-19 with short-and  long-term risk of cardiovascular disease and mortality： a 
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＃ 「Pregnancy outcomes and vaccine effectiveness during the period of omicron as the variant of concern, 
INTERCOVID-2022： a multinational, observational study」（J Villar, CPS Conti, et al, Lancet, 2023 Jan 17 
（Epub ahead of print））
＃ 「SARS-CoV-2-specific nasal IgA wanes 9 months after hospitalization with COVIS-19 and is not induced 
by subsequent vaccination」（F Liew, S Talwar, et al. EBioMedicine, 2022；87：104402）
＃「FDA announces Evusheld is not currently authorized for emergency use in the U.S.」
  （Update, 2023, Jan 26）
＃ 「Impact of Primary Care Attributes on Hospitalization During the COVID-19 Pandemic： A Nationwide 
Prospective Cohort Study in Japan」（T Aoki, Y Sugiyama, et al. Ann Fam Med, 2023；21：27-32）
＃ 「Effect of Fluvoxamine vs Placebo on Time to Sustained Recovery in Outpatients With Mild to Moderate 
COVID-19, A Randomized Clinical Trial」（MW McCarthy, S Naggie, et al. JAMA, 2023；329（4）：296-305）
＃「Human security and universal health coverage： Japan’s vision for the G7 Hiroshima Summit」
  （F Kishida, Lancet online, Vol401, 2023 Jan 20）
＃「水際対策の見直しについて」（１月４日，内閣官房 /法務省 /外務省 /厚労省 /国交省）
＃「水際対策の見直しについて」（１月９日，内閣官房 /法務省 /外務省 /厚労省 /国交省）
＃ 「「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置，搬送，葬儀，火葬等に関するガ
イドライン」の改正について（周知）」（１月６日，事務連絡，厚労省健康局 /医薬 /生活衛生局）
＃「今後の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策における倫理的法的社会的課題（ELSI）の観点からの提言」
  （１月 11 日，武藤，磯部ら，第 113 回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対策に関する見解と感染症法上の位置付けに関する影響の考察」
  （１月 11 日，齋藤，中島ら，第 113 回アドバイザリーボード，資料３－10）
＃「新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの同時検査キットの流通の確保について」
  （１月 11 日，事務連絡，厚労省対策推進本部 /医政局）
＃「医療機関・健康フォローアップセンターからの日次報告の方法について（再周知）」
  （１月 13 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の感染症法上の位置づけに関してアドバイザリーボードから出された意見」
  （１月 11 日，第 113 回アドバイザリーボード，資料４）
＃「医療機関・健康フォローアップセンターからの日次報告の方法について（再周知）」
  （１月 13 日，事務連絡，厚労省対策推進本部）
＃「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド　第５版」
  （１月 13 日，（一社）日本環境感染学会，第 114 回アドバイザリーボード，資料３－９）
＃「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド（第５版）」（１月 17 日，（一社）日本環境感染学会）
＃「新型コロナウイルス感染症患者の隔離・行動制限措置の問題について（意見）」
  （１月 16 日，全国保健所長会，第 69 回厚生科学審議会感染症部会，資料４）
＃「新型コロナウイルス感染症における経口ウイルス薬（ゾコーバ錠 125mg）の使用にあたっての注意喚起について」
  （１月 20 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経口抗ウイルス薬（ゾコーバ錠 125mg）の医療機関及び薬局への配分について」
  （令和４年 11 月 22 日（令和５年１月 17 日最終改正），事務連絡，厚労省対策推進本部 /医薬・生活衛生局）
＃「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけに関する論点整理」
  （１月 23 日，第 69 回厚生科学審議会感染症部会，資料１）
＃「COVID-19 ワクチンに関する提言（第６版）」
  （１月 23 日，（一社）日本感染症学会，ワクチン委員会 /COVID-19 ワクチン・タスクフォース）
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＃「京都市中央斎場における新形コロナウイルス感染症で亡くなられた方の火葬について」
  （１月 24 日，京都市保健福祉局医療衛生推進室）
＃「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」
  （１月 25 日，事務連絡，厚労省健康緒局）
＃「これからの身近な感染対策を考えるにあたって（第一報）」
  （１月 25 日，岡部信彦，阿南英明ら，第 115 回アドバイザリーボード，資料３－10）
＃ 「インフルエンザ抗原検査キットの発注等について（協力依頼）」（１月 26 日，事務連絡，厚労省対策推進本部 /医政局）
＃「新型コロナウイルス感染症患者の日次報告について（依頼）」（１月 26 日，５健対第 95 号，京都府健康福祉部）
＃「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」（１月 27 日，第 70 回厚生科学審議会感染症部会）
＃「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの健康等に関する対応方針について」
  （１月 27 日，対策本部決定，内閣官房）
＃「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
  （令和３年 11 月 19 日，令和５年１月 27 日変更，対策本部決定，内閣官房）
＃「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について（情報提供）」
  （１月 27 日，事務連絡，厚労省対策推進本部）




