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［１］ヒトとウイルス感染の歴史 

（１）ウイルスとヒトの関係はどうだったのですか？ 

生命は RNA（≒ウイルス）から始まりました。ウイルスは突然変異で変化しつつ、細菌が

生まれました。さらにウイルスは細菌を取り込みながら進化したと言われます。多細胞から

高等生物に進んだ段階で、生物の遺伝子から分離放出されたウイルスは生物間を移動（感

染）して生存を継続しました。 

地球上にネズミが出現したのは 6000 万年前、ウシやブタの祖先が出現したのは 5400 万年

前に出現。これらの哺乳類にすでにウイルスは寄生していたと考えられます。現生人類ホ

モサピエンスが誕生したのは 20 万年前。１万年前から農耕生活を始め、家畜の飼育な

どにより動物と接触するようになったことで、動物のウイルスがヒトに感染し、ヒトの進化

とともにウイルスがヒトに適応してヒトの間で広がるようになりました。高等生物はウイ

ルス感染で自らの免疫系を訓練学習しましたが、一方絶滅の危機にも瀕することになりま

した。 

ウイルスの発生起源と由来動物 

 発症起源 由来動物 死者数 

麻疹ウイルス 8000 年前 ヒツジやヤギ 87 万人／年（現在） 

天然痘ウイルス 4000 年前 ウマかウシ 1980 年根絶 

インフルエンザ 紀元前 412 年 水鳥 ｽﾍﾟｲﾝ：1700 万人↑ 

エイズ（HIV-1） 1930 年代 チンパンジー 3500 万人（2016 年まで） 

エボラ出血熱 1976 年 オオコオモリ  

新型インフルエンザ 2008 年 トリ→ブタ 28 万人（世界） 

SARS 2002 年 コウモリ等 8439 人（世界） 

MARS 2012 年 ラクダ 858 人（世界） 

（ウイルスと現代社会、人獣共通感染症連続講座第 151 回、日本獣医学会、2003.11.15 と

ウイキペデイアより引用） 

細菌感染も猛威をふるいました。ペストは中世ヨーロッパにおいて人口の 3分の 1を死亡

に至らしめました。まさに人類の歴史は感染症との戦いの歴史iでした。 

近年人類が自然環境を破壊して自然の中に踏み入むことにより、野生動物が持っ

ているウイルスが家畜などに感染変異し、ヒトへの感染が増加しています。今後

も人畜共通感染症は続発、増加するでしょう。 

 

（２）ウイルス感染症対策は過去と今で変化はありますか？ 

治療法がない時代は人間同士の接触機会を減らすしか方法がありませんでした。ウイルス

は根治薬はないため、現代も基本的方法（都市封鎖あるいは営業自粛、行動自粛）が踏襲さ

れています。新しい方法は、①PCR 検査により早期発見→隔離による感染者数の減少、②ワ

クチン接種などです。 
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（３）感染対策と経済減退の関係は？ 

20 年 3 月の第２波は３密回避＋８割制限により０近くまで減少させることができました

が、経済へのダメージが大きかったです。6月以降の第３波は行動制限なしに、9月下旬よ

り社会経済活動を増加させましたが、積極的 PCR 検査による早期発見・隔離で感染数の横這

いを実現しています。経済への影響も少なくできているように見えます。しかし 9月イベン

ト緩和、10 月東京発着 GoTo とイーツの開始による経済刺激策で国民の自粛気運は減退し、

11 月より急増に至りました。1月より飲食店営業時間短縮（午後８時まで）で感染数は急に

減少しましたが、21 年 3月にはいりリバウンドの様相を示しています。 

感染対策と経済活動（総消費動向）は反比例しています。両者の併存は難しいです。 

 

・総消費動向は総務省消費動向指数（2021.3.9）より 

 

［２］新型コロナの PCR、抗原、抗体検査の特徴 

PCR 検査はウイルスの RNA を増幅して測定します。抗原検査はウイルスの特徴的タンパク

質を測定します。PCR 検査は感染していても約 30%は陽性にならない（偽陰性）ですが、偽

陽性はほとんどないとされています。 

抗原定量検査検査時間は約 30分と短く、スクリーニング検査として優れています。感度は

PCR 検査と比較してやや落ちます。また判定保留と低値陽性では PCR 再検が必要となるた
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め、PCR 検査が選択されることが多いです。抗原定性キットの精度はさらに落ちます（偽陰

性と偽陽性が一定あり）。現場ですぐ結果を出せるのが優位点ですが、少なくない偽陽性率

のため、あまり使われていません。 

検体採取の方法として３つあります。一般的なのは鼻咽頭ぬぐい液ですが、スタッフの感

染を予防するため PPE（個人防護服：サージカルマスク、ゴーグルかフェイスシールド、長

袖ガウン、手袋）が必要です。唾液採取は感染のリスクが低く、PPE を必要としません。被

験者自身が採取する鼻腔から 2cm 挿入して採取する鼻腔ぬぐい液もあります。  

抗体は感染の痕跡を調べる検査で、発症８日目には約 80%で陽性となります。ただし陽性

の場合、現在の感染か過去の感染かは分かりません。今感染しているかどうかは PCR か抗原

検査が必要です。また今のところどの抗体検査法が有効か確定していません。 

 

 

［３］新型コロナウイルスの特徴と対策 

（１）新型コロナウイルスによる感染の特徴は？ 

①インフルエンザより症状は重く、死亡率は５倍高いですii。 

②若年と高齢とでギャプが大きいです。若年者の大半は無症候・軽症。後期高齢者は重症

化しやすく致死率も高いです。中年軽症であっても一気に重症化することがあります。 

③半数は無症候時におこるので、知らずにうちに感染が広がります。やっかいなウイル

ス。 

④潜伏期は２週間と長いです。ひつこいウイルス。 

⑤感染経路：接触・飛沫感染だけでなく、空気感染もあります。手洗い＋マスク＋距離＋

ウイルスの

遺伝子

ウイルスの特

徴的蛋白質

ヘルパー

T細胞

B細胞

樹状細胞

抗体

PCR検査 抗原検査 抗体検査
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換気が重要です。 

⑤主な感染の場は会食（飲食）です。 

⑥感染者のウイルス排出量は 1000 倍以上の差があります。多いと、１−２分の接触、会話

でうつることがあります。 

⑦陽性者は差別されやすいです。寛容が求められます。 

 

 

（２）コロナの潜伏期間は？ 

潜伏期は１〜14 日間。5-7 日目の発症が多いです。8割は 10 日までに発症iiiします。濃厚

接触者（家族同居、双方マスク無しに１m以内 15分以上の接触など）は 14日間の自宅隔

離が必要となります。 

 

（３）コロナ発症時の隔離期間は？ 

感染伝搬の半数は無症候時からおこるivので、知らずにうちに感染が広がります。どんな

に注意しても感染ありえます。大半は発症２日前から発症翌日より５日間までに感染伝搬

がおこりますv。またウイルスの培養検出は発症後 8 日目までであり、その後は分離され

ませんvi。このことより隔離期間は有症状者では発症翌日より 10日間経過し、かつ症状軽

快から 72時間経過した場合とされています。無症状者は①検体採取日から 10 日経過した

場合、あるいは②検体採取日から 6日間経過後、24 時間以上の間隔をあけ２回の PCR検査

陰性を確認した場合です。 

 

（４）感染経路は？ 

主な感染経路は飛沫感染ですが、閉鎖環境では空気感染も起こり得ます。接触感染は少な

いとされますvii。ウイルスは数時間で物質表面から失活しますviii。 

 

（５）飛沫と飛沫核の違いは？ 

一般的には飛沫は大飛沫（50μ以上）と小飛沫（50〜5μ）に分けられます。飛沫核（5μ

未満）の大半は飛沫から水分が蒸発して発生しますが、医療処置（痰吸引、酸素吸入、
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NPPV など）でも発生します。主な生成場所は、大飛沫は舌と口唇で、小飛沫は声帯で、飛

沫核は細気管枝です。 

大飛沫は重く足元に１〜２秒で地面に落ちます。小飛沫は２m範囲内に１〜３分かかって

落ちます。飛沫核は軽いので６mの範囲まで広がり、感染性を有して 3時間漂います。 

 

 

（６）小飛沫の飛翔距離は？ 

大飛沫は呼吸や会話では足元に落下しますが、咳では２m、くしゃみでは６mまで到達しま

す。富嶽の研究ixでは開口呼吸では小飛沫の到達は１m、会話では 1.5m、大声歌唱では 2m

のようです。 
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（７）飛沫量は普通呼吸に比べて会話や歌唱でどのくらい増えるのですか？ 

Morawski によると、普通呼吸では飛沫は極少ないですが、会話では 10 倍以上、大声では

100 倍以上xになるようです。豊橋技術科学大学の実験xiによると、通常会話と比べて飲食

中の会話では飛沫量は２倍となります。大声で 8倍、大声歌唱で 11倍、飲食中の歌唱は

14 倍となります。飲食しながらのカラオケが最も危険です。 
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（８）どんなマスクがいいのですか？ 

マウスシールドやフェイスシールドは大飛沫を止めていますが、小飛沫の大半は漏れた

ままであり、使用は勧められません。 

富嶽研究xiiでは飛沫核は不繊布（ふしょくふ）で 35％、ウレタンと布では 50％捕捉できて

いません。大飛沫は不繊布とウレタンは防いでいますが、布では 15％通過（すぐ足元に落

下）しています。全体的性能は不繊布＞布＞ウレタンです。ただし不繊布の空気抵抗はウレ

タンや布より大きいので隙間からの漏れが大きいです。不繊布が勧められますが、布やウレ

タンでもよいでしょう。布／ウレタンの場合は不繊布との二枚重ねにするとさらに効果的

かもしれません。いずれにせよピッタリ装着することが大事です。あるいは紐の部分をクロ

スに結んで隙間を減らす方法も有効です。 

マスク・シールド装着時の吹出飛沫量と吸込飛沫量（豊橋技術科学大学） 

対策方法 なし ﾞﾏｳｽｼｰﾙﾄﾞ ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄ マスク 

 

    

ｳﾚﾀﾝ 布 不繊布 

 
吹出飛沫 

 

100％ 

 

90％ 

 

80％ 

 

50％ 

 

18-34% 

 

20％ 

 

吸込飛沫 

 

100％ 

 

小飛沫 100％ 

 

 

60-70％ 

 

55-65％ 

 

30％ 

・図は上田が改変 

マスク無しでは飛沫は対面者にもろに向かっていきますが、マスク有りでは漏れは顔周囲
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30cm の範囲に止まり、１m先の対面者に届きにくいです。 

マスク着用にても、口周囲の飛沫の 30％は吸入してしまいます。マスクを過信してはいけ

ません。社会的距離と換気も重要です。 

 

（９）マスク無し／マスク有りの社会的距離は 

感染者の頭の１m周囲には小飛沫と飛沫核の塊があります。会話で 1.5m に拡大しまず。こ

の塊の中にはいってはいけません。さらにできたら２mの距離をとることです。 

マスク着用では（富嶽実験映像からは）顔面 30cm の範囲にマスクからもれた小飛沫と飛

沫核の塊があります。マスク無しよりも高濃度であり、その範囲に入ってはいけません。

ただしウイルス排出量は人と時期によって 1000 倍以上の差があります。ウイルス量が著

しく多いと、マスク着用者から 30cm 以上離れていても少なくないウイルスが飛散しま

す。マスク着用者であっても、１mの距離を確保したほうが安全です。 

 

 

（１０）手の消毒は？ 

①手洗い：流水による 15秒の手洗いだけでウイルスは１/100 に、石けんやハンドソープ

で 10秒もみ洗いし、流水で 15秒すすぐと 1万分の１に減らせます。 

②アルコール：濃度 70％〜95％のエタノールはウイルスの膜を破壊します。 
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［４］新型コロナ陽性者への差別 

（１）感染者への差別はなぜ発生するのですか？ 

ヒトの特徴はお互いの助け合いです。また危機にたいして一致団結する習性を持っていま

す。集団を強固にするためには、集団に添わない人を区別（村八分）することも行ってきま

した。今回コロナ危機に対し、法的規制力なしに国民の同調意識によって、８割削減の行動

自粛が実現できましたが、副作用として感染者に対し少なくない差別が発生しています。 

 

（２）感染者への差別があると何が起こりますか？ 

コロナ感染は無症状感染が約半数あるので、どんなに注意していても感染を 100％免れるこ

とはできません。差別されると孤立し、精神的社会的ダメージは大きいです。また感染者は

名乗り出なくなります。感染防御は「かからない」ことだけでなく。「かかった場合は濃厚

接触者を追跡して感染発症を防いで感染者数を減らす」ことが戦略上重要です。感染者に対

し、明日は我が身、寛容をもって接することが大事です。 

 

［５］新型コロナ禍での避難所 

（１）新型コロナ禍での避難所の特徴は？ 

① 感染を受けやすい避難所を避けるため車中、自宅親戚宅避難を選択する人が多くなり

ます。 

② 避難所は人口密度が高く、互いの感染機会が多いです。 

③ 重症化しやすい高齢者が多いです。 

④ 感染者は大都市部では住民とボランティアから、都市部以外ではボランティアからの

持ち込みによることが多いと思われます。 

⑤ 災害とコロナの２つの不安が重なります。 

 

（２）コロナ禍での避難所での基本的方針は？ 

① 手洗い＋マスク着用（家族内でも）＋１m距離＋換気です。 

② 情報提供（コロナについて正確な知識を伝える。陽性者を排除しないこと。）、朴訥に

繰り返し細かく対策を伝えます。ウイルスは弱い所を見逃しません。 

 

（３）３密環境を避ける方法は？ 

① 通路幅は避難者が少ない場合は２mですが、避難者が多い場合は１mとします。ただし

さらに避難者が多い場合は通路幅には拘りません。 

② 換気を心がけます。厚労省が推奨する「30分おき５分間２方向換気」は実施困難のた

め、常に窓や扉を少し開けて常時２方向換気とします。 

③ 可能なら避難所より車中、自宅避難へシフトしていただきます。 
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（４）加湿と換気とどちらが重要ですか？ 

乾燥していると飛沫の水分が減少、粒子が小さくなりエアロゾル化が進みます。富嶽の研

究によると、湿度が 30％以下になるとその効果は顕著で 60％と比較して粒子は倍以上増

えます。しかし加湿しても粒子数は 1/2 に減るだけです。加湿よりも換気で吹き飛ばし

て、粒子数を０にしたほうがいいでしょう。 

 

（５）食事の注意点は？ 

食事中の互いの会話は感染のリスクが極めて高いです。 

・食事は可能なら 15 分以内で 

・食事中喋らない（会話するなら「マスク会食」） 

・１方向に座るか、互いに斜めに座る 

・箸やコップの共有をさける 

・オードブル形式はなし 

 

（６）接触感染対策は？ 

・手洗い励行、歯磨き粉は個人ごと 

・トイレは使用後便座と手すりを消毒液噴霧の紙でふく 

・手すり、ドアノブ、蛇口、スイッチは１日３回消毒液で拭く 

・握手はしない。抱き合わない。 

・タッチ（マッサージ等）によるアプローチは慎重に。 

・SpO2 測定は被験者の指を前後でアルコール消毒。 

 

（７）要援護後期高齢者はどう対処したらいいのですか？ 

・要介護の高齢者は施設へ緊急ショートしてもらいます。 

・要支援の高齢者は可能なら福祉避難所へ移ってもらいます。 

 

（８）避難所受付スタッフの個人防護具のレベルは？ 

コロナ陽性者が混じっている可能性がある際に、完璧な PPE（N95 マスク含む） を要する

のは、エアロゾルが発生する状況の場合です。つまり、口腔内分泌物吸引、気管内採痰、

気管内挿管、NPPV などの場合です。マスクをしている状態であれが、不繊布マスク＋アイ

シールド（あるいはフェイスシールド）で十分です。N95 マスクやガウンは不要です。

時々手洗いすることで、手袋は不要です。なおガウンの着用は陽性者の介護を要する場合

です。 

 

（９）コロナ感染の早期発見は？ 
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・ボランティアは登録時に PCR かコロナ抗原定量検査で陰性確認 

・避難者、ボランティア、行政は１日２回（朝、夜）体温測定 

・高齢者は自ら訴えない。呼びかけ必要。 

・症状あるならコロナ検査 

 

（10）コロナ感染者が出た場合どうするのですか？ 

・保健所の指示に従います。ただし大規模災害等で保健所指示ないなら自主取り組みが必

要となります。 

・感染者は高齢者、基礎疾患、低酸素、高熱など症状強い場合は入院、無症候や軽度症状

は療養施設へ入所。 

・陽性者を避難所外へ隔離できない時はゾーニングを行います。レッドゾーンの対象は陽

性者で、救護室付近の教室＋専用トイレを設置。レッドゾーンには専任医療者以外立ち入

りません。感染対応医療者の待機場所がグリーンゾーン（感染者はいない）です。グリー

ンゾーンからレッドゾーンへの移動は着替え室で PPE 着脱により行います。その他避難者

などは濃厚接触者とみなすので、レッドゾーンとグリーンゾーン以外はグレーゾーンとな

ります。 

・発熱者（37.5 度以上、コロナ検査結果未）はグレーゾーンとなります。レッドから離れ

た場所に設置したほうがいいです。 

・レッドゾーンとグレーゾーンで対応する医療者を分けます。レッドゾーンへは PPE（N95

マスク、フェースシールド、ガウン、手袋）で対応、グレーゾーンへはサージカルマスク

＋フェイスシールド（かゴーグル）で対応します。 

・福祉コーナーは感染対策のため別建物に設置するか、設置しません。 

・同じ家族・グループの人は、移動で感染を拡げる可能性あるので同じ位置に止まりま

す。 

・検査フォロー：発覚時に全避難者・関係者の検査実施、その後は発熱等症状出現時に検

査します。最終感染者から２週間経過すれば隔離終了です。 
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i 高山義浩：コロナ後の世界を生きる 村上陽一郎編／私たちの提言 
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