
✚ 日本赤十字豊田看護大学

下間正隆
（Infection Control Doctor）

2021年5月10日（月）

イラストで理解する
新型コロナウイルスの感染対策、NOW

全国土木建築
国民健康保険組合

の皆さんへ



（1） 新型コロナの基礎知識

（2） コロナに感染しないための行動

（3） ワクチンについて

本日の内容



1 新型コロナの基礎知識

・ 新型コロナの大きさ

・ 新型コロナの構造

・ コロナは、どのようにして感染するのか

・ 太っている人は、重症化する

・ パルスオキシメーターの測り方



きれいに見える
「つまようじ」の先

何も
見えないけれど？



拡大すれば…









コロナの大きさは
身長15ｋｍの巨人の足元にある

直径1ミリのゴマ粒の大きさ

人間の
1500万分の1

コロナウイルス
直径100ナノメートル

CDC image library

富士山を
4つ積み上げた
高さが15ｋｍ



エンベロープ
（油の被膜）

一本の鎖
のような

RNA遺伝子

新型コロナウイルスの構造

スパイク
（突起）

コロナは、一本鎖のRNA遺伝子を
油の被膜が包んでいます。

被膜の周りには、スパイクという
突起がたくさん出ています。



消毒薬

油の被膜を破壊して
コロナを消毒するゾ

コロナは消毒薬に弱い

アルコール以外に
家庭の洗剤でも
消毒できます



コロナは
皮膚に付いても

大丈夫かしら・・・？

イースター島のモアイ（南米チリ）



質問①

新型コロナウイルスは、皮膚から感染するか、どうか？

回答

A 皮膚から感染する

B 皮膚からは感染しない



コロナは
皮膚から感染しません



コロナは、顔の粘膜から感染する

目の結膜

口の粘膜
舌

鼻の粘膜

ネバネバした粘液
によって湿った状態に
保たれている膜（粘膜）



コロナは、粘膜のレセプターに結合して、体の中に侵入する

Angiotensin-converting enzyme 2
アンジオテンシン変換酵素2

※ 本来は、血圧を調節するためのレセプター

① 結合して

② 侵入

ACE2レセプター
（エースツー・レセプター）

たまたま、コロナにとって
ひっつきやすい
構造をしている



レセプターがあるのは
・ 鼻の粘膜
・ 目の結膜
・ 口腔粘膜
・ 舌など

皮膚は
天然のバリアー

皮膚に
レセプターはありません



嗅覚障害

・コロナが鼻腔の上部分（上鼻甲介）の
粘膜上のレセプターにひっついて
炎症をおこし、嗅覚神経が障害される

・コロナが「味覚を感じる細胞」の表面にある
レセプターにひっついて
炎症をおこして、味覚障害を生じる

味覚障害



Science: Why COVID-19 is more deadly in people with obesity—even if they’re young
By Meredith WadmanSep. 8, 2020 , 6:00 PM

「肥満」は、重症化の大きな要因です

ブラジル



痩せ型 普通体重 肥満1度 2度 3度 4度

BMI 身長と体重から計算する肥満度の指標



高齢と肥満は、重症化の大きな要因

年齢

BMI

※ 感染者2019人中、集中治療した265人の分析結果（アメリカ）、D.Kass, 2020.5.4.  Lancet



年齢

BMI

集中治療を必要とした
40歳以下の若い人は

ほぼ全員が肥満



なぜ、肥満は重症化しやすいのか？

・肥満で横隔膜が挙上して
換気がしにくい

・糖尿病、高血圧など
基礎疾患を合併している。

・動脈硬化が進行しているた

め心筋梗塞や脳梗塞などを
合併しやすい

・コロナの大好きな肺粘膜の
レセプターの数が増加している

・元々、免疫力が低下している

・もし、タバコを吸っていたら
さらに重症化する



2 コロナに感染しないための行動

● マスク

● 手指衛生

● 換気



新型コロナウイルスの3つの感染パターン

飛沫（つばき）は
1～2ｍ飛ぶ大声でしゃべると

マイクロ飛沫（100分の１
ミリ以下）ができる。
マイクロ飛沫は20分たっ
ても、空中をただよい続
ける。
これを吸い込むと
感染する危険性がある。

マイクロ飛沫

飛沫感染

接触感染



質問②

いつマスクをするのか？

回答

A 咳が出るとき（咳エチケット）

B 人との距離が取れないとき



① マスク ② テッシュで
口と鼻を覆う

③ 袖で
口と鼻を覆う

これまでは、「咳エチケット」の時代でした

3つの咳エチケット



ダイヤモンド・プリンセス号

2020年2月 横浜港
3711人が乗船していて、712人（20％）が感染した



重症
28人

PCR陽性104人の重症度 （ダイヤモンド・プリンセス号）
平均年齢68歳 （自衛隊中央病院からの報告）

新型コロナウイルス感染者の3人に1人は、症状がなかった

軽症
43人

症状なし
33人

誰がコロナを
持っているか

わからないわよ～



発症

咳がなくても、マスクが必要

発症
2日前 症状がない

発症前の方が
排出量が多い



洛中洛外図屏風（上杉本）

人との距離がとれない時は、マスクをしよう



✚ 日本赤十字豊田看護大学 （2020年11月 撮影）



質問③

いつ、手をきれいにする（手指衛生）のか？

回答

A こまめに、手をきれいにする

B 顔を触る前には、手をきれいにする



鼻や目、口の粘膜を触る前に手指衛生する

鼻のレセプターに
コロナを運ぶ

のは指先



水でも、アルコールでもよい。
とにかく、コロナの数を減らすことが大事



手荒れしないためには・・・
石けんを、よく泡立てる。
強くゴシゴシと洗わない。

皮膚にやさしく洗う。
水気をとる時も強く拭かない。

たっぷりと保湿する。

まず
消毒液の

プールで
指先を消毒する

指先 を意識した手指衛生が大事です



手の平に、「大きな液だまり」を作ります

1
手指消毒のポイント



液だまりに指先をつけて
爪の間まで、しっかり消毒します

右手の指先が終われば、右の手の平に液を
移して、左手の指先を消毒します。
液が足らなければ、ワンプッシュ追加します

2



親指、指の間、手の平、手
の甲、手首を消毒します

3

完全に乾燥するまで
しっかりと消毒しましょう

4



② 親指をねじりながら洗う

① よく泡立てて、両手全体を洗う

③ 指先を洗う

④ 爪の根元を洗う

石けんと流水による手洗い



質問④

なぜ 「換気」するのか？

回答

A 室内の「二酸化炭素」を吹き飛ばすため

B 「マイクロ飛沫」を吹き飛ばすため



飛沫感染 マイクロ飛沫感染

飛沫感染



換気が大切！

室内をよく換気して
マイクロ飛沫
を吹き飛ばす

← 密閉された空間は、危険





政府・新型コロナウイルス
感染症対策分科会

尾身茂会長

飲食時のリスクが一番高い。

特に、食事の場では
気をつけてください。



家に帰ったら
手洗い、うがい、洗顔！

イソジンがあれば
イソジンも使おう



目を さわらない
鼻を さわらない
口を さわらない

5つの粘膜の入り口をカバーしましょう 大切なことは
レセプターに、コロナを

つけない！



3
ワクチンについて

ワクチンの
集団免疫効果

とは・・・



ワクチンのない世界

どこを見ても
発症者ばかり



ワクチンのある世界

発症する人が
少なくなりました



ワクチンのある世界ワクチンのない世界

発症する人の数が減れば
距離をとることができます

集団免疫効果



感染

発症

重症化

首相官邸ホームページ
河野太郎ワクチン担当大臣



Q＆A ①

1 回目のワクチンを接種した後に、期間をおいて、ワクチンを

追加接種して、体の中の免疫細胞を刺激すると、抗体産生能力
が速く、高くなる効果があります。

これを「追加免疫（ブースター）効果」と言います。

ファイザー社製のワクチンでは、２回目の接種を受けて７日程度
経過してから、十分な免疫ができるとされています。

なぜ、2回接種するのですか？



１回目接種

3週間後に
2回目を接種

7日後

ワクチンを2回目に接種した7日後から
体の中に、十分な量の抗体が産生されて

追加免疫効果（ブースター効果）が出ます。



Q＆A ②
血をサラサラにする薬を飲んでいる

のですが、接種できますか？

今朝、血をサラサラにする薬を飲んでいても、接種できます。

接種後は注射した部分を2 分間以上しっかりと押さえてください。

接種後にもし、腕が腫れる、しびれるなどの症状が出たら、医師
に相談してください。



今日、風呂に入っても良いですか？
運動したり、お酒を飲んだりしても良いですか？

● お風呂に入っても良いです。

● 運動や飲酒後に、もし体調
が悪くなった場合、ワクチンの
副反応と区別のつかないこと
もあるので、今日は激しい運
動や深酒は避けてください。

Q＆A ③

今日は
おとなしく過ごそう



接種部位の痛み 37.5度以上の発熱

33％

疲労・倦怠感

80％ 60％

ファイザー製ワクチン2回接種後の副反応（国内治験）

参考：首相官邸ホームページ
新型コロナワクチンについて



手足の浮腫

蕁麻疹

アナフィラキシー症状の例

顔面の浮腫

口唇のチアノーゼ
（血液中の酸素濃度の低下）



ワクチンを打っても
感染する可能性があります。

ワクチンを打っても
マスク、手指衛生、換気
が引き続き大切です。



1. 新型コロナは、皮膚から感染しない

2. 顔の粘膜（目、鼻、口）から感染する

3. 指先を意識して、手をきれいにする

4. 人との距離がとれない時は、マスクをする

5. 常に、換気を心がける

6. ワクチンを打っても、感染対策は続ける

おわり

本日のまとめ
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