
ヒューストンの日本人医師の先生方に聞く
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
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【免責事項】こちらの講演内容は情報提供を目的に作成しています。講師は資料作成にはできる限り正確に記載するよう努めていますが、その正確性、
完全性を保証するものではありません。また、主にアメリカでの推奨をもとに資料は作成されておりますので、一部日本での推奨と異なる部分がありま
す。万一、本講演、資料で提供した内容に関連して、利用者が不利益を被る事態が生じたとしても、講師は一切の責任を負いかねますので、ご了承くだ
さい。講演内容、資料は個人の見解であり各講師が所属する組織の見解ではありません。資料、見解は2021年3月28日時点の情報に基づくものです。



“医療の町”ヒューストンから、お届けします！







はじめに

•一年間、沢山の我慢、お疲れ様でした!

•新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は
重症化するととても怖い病気

•入院不要でも発熱や呼吸苦が続き辛くな
ることがある

•治癒後も呼吸苦・疲労感・嗅覚異常等が
続くことがある

予防が一番：感染対策&ワクチン

•コロナワクチンは
•パンデミックを終わらせる強力な味方
•あなたと、あなたのご家族の健康と命
を守ってくれます

•不安なのは自然なこと
•正確な情報をお伝えしたい



コロナワクチン
について

池田早希

こびナビの紹介

ワクチンの仕組み

有効性と安全性

妊婦と子供の接種

接種後していいこと





←こびナビサイト



一般的なワクチンのしくみ

これまでのワクチン

•病原体（ウイルス、細菌など）を弱らせるか、ころしたもの

•一部（タンパク質）

を注射して、病気にならずに体に免疫を作らせる



mRNAは生きるために必要なもの

•ヒトの細胞は常に説明書のコピーであるmRNAを読み込んでタ
ンパク質を作っている

• DNA（説明書）→mRNA（コピー）

•リボソーム（装置）でアミノ酸を組み合わせてタンパク質を作
る

DNA
リボ
ソーム

タンパク質

細胞

核

命の仕組みって
素晴らしい！



ウイルスに感染した場合

•ウイルスはヒトの細胞を使い、ウイルス
の遺伝子(RNAやDNA）を読み込ませて増
えていく

ウイルスのRNA

Y

増える

•咳など症状が出る場合

ヒトの細胞
に侵入

風邪をひいたことありますか？
風邪の9割はウイルスによるもの



•スパイクタンパク質との戦い方が分かれ
ば（＝免疫がつけば）コロナウイルスを
やっつけ、予防できる。

• mRNAワクチンではスパイクタンパク質
だけを作るmRNAを細胞に届け、作らせ
る

mRNAワクチンで免疫ができる仕組み①

ここだけ！

Saki Ikeda MD
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A coronavirus graphic. Courtesy of CDC



V

•スパイクタンパク質が細胞の表面
に提示させると免疫反応が誘導

•抗体（武器）を作るようにする

•細胞性免疫（ウイルスを免疫細胞
が直接攻撃できるようになる）

• mRNAは消えてなくなる

•体に残るのはコロナウイルスに対
する免疫だけ♡

mRNAワクチンで免疫ができる仕組み②

Saki Ikeda MD
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米国で緊急使用許可されているワクチンの種類

mRNAワクチン
•ファイザー
•モデルナ

ベクターワクチン
• Johnson & Johnson(ヤンセン)
•（今後: アストラゼネカ）

こびナビ
インスタより



実際の投与や保存

ワクチン 保存方法 投与回数・間隔

ファイザー・ビオンテック
社mRNAワクチン
(16歳以上）

• -80℃から-60℃
• 約-20℃でも2週間
保存可能

2回・21日 • 米国では期限を
守れない場合、
6週以内に

• 2度目も同じ会
社のワクチンを

モデルナ社mRNAワクチン
(18歳以上）

• -25℃から-15℃ 2回・28日

Johnson & Johnson (ヤンセン)
(18歳以上）

• 2-8℃
(冷蔵庫の温度)

1回

• 米国でのインフルエンザワクチン含めた不活化ワクチンと
同じ筋肉注射:腫れも少なく、免疫応答もよい！

• 赤ちゃんにも使用する細い針を使います



効果

発症予防効果(臨床試験の結果)

• 臨床試験でｍRNAワクチンは約95％の

• ワクチンを打たなかった場合1万人中100人発症

• ワクチンを打った場合、1万人中5人しか発症しなかったとのこと

• J＆Jワクチン 66％ （米国で72％）

• 参考: インフルエンザワクチン40-60％

• 入院や重症化を予防

• 感染予防効果を示す報告

症状あり、PCR陽性



メディアでの情報は賢く聞きましょう

•ワクチンの後、亡くなった

•ワクチンの後、交通事故に合う

•ワクチンの後、Chick-fil-Aのワッフルフライが食べたくなる

Life goes on….
ワクチン接種関係なく、

起こることは起こります。



用語の確認

•有害事象：ワクチン後に起こったあらゆる
好ましくない事象
因果関係は必要なし
不確かなもの

•副反応： ワクチン後に起こった出来事で
因果関係があるもの

Saki Ikeda MD



•免疫を作る過程で体の反応が起こる。過度な心配はいりません！

•良薬は口に苦し

•お年寄りより若い人で起こりやすい

•接種後3日以内に起こり、1-2日で治まる

•頻度より程度！軽症や中等度が殆ど。解熱鎮痛剤を使用してOK

ファイザーワクチン (2回目接種後の頻度)

・接種部位の痛み/腫れ/赤み (8割)

・38℃以上=発熱 (14％)

・頭痛 (6割)

・筋肉痛 (4割)

・寒気 (3割)

予想される反応（副反応）

接種後1-2日は休んでも
大丈夫なように予定を

組みましょう！

J&J (FDAへの資料から)

・接種部位の痛み/腫れ/赤み (約半分)

・38℃以上＝発熱 (9％)

・頭痛 (4割)

・筋肉痛 (3割)



アナフィラキシーとは

•強いアレルギー症状

• 2種類以上のアレルギー症状が出る事

（例）じんましん＋息苦しさ、唇の腫れ＋脈が速くなる

•どんな薬でも起こり得るので想定内

•頻度は非常に稀
• 100万投与でファイザー: 4.7例、モデルナ:  2.5例

•接種会場では
• アレルギー反応が起こらないか観察時間

• アドレナリン(エピネフリン) 等の治療薬をすぐ投与できる体制
JAMA. 2021.doi:10.1001/jama.2021.1967

Saki Ikeda MD



安全性はとても高いです

承認後

•有害事象の評価

•副反応の拾い上げ

承認前・承認時

•三段階の臨床試験
• 数万人規模

• 有害事象の評価

• 副反応（反応性）の確認

•製薬会社とは独立した
承認プロセス
• 予防接種の実施に関する諮問委員会

(ACIP)・FDA

• 厚生労働省

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/05-COVID-Lee-intro.pdfSaki Ikeda MD

安全



V-safe         https://vsafe.cdc.gov/en/



妊婦へのワクチン接種
•妊婦は承認前の臨床試験の対象に含まれず、安全性や有効性は、
十分評価されていない。接種は可能。

•生ワクチンではない→ワクチンのしくみを考えても、悪影響を
及ぼす可能性は考えにくい

• Pfizer: 妊婦で臨床試験実施中

•ベクターワクチン: エボラのワクチンで妊婦にも使用されて安
全性が確認されている

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html
doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0043

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/covid-19.html

Saki Ikeda MD

6万人の妊婦が接種済み



妊婦へのワクチン接種

•妊婦は妊娠していない同世代の方と比べ、重症化、早産のリス
クが高い→かからないことは重要

•接種で抗体が胎盤から移行し、新生児が感染から守られる

•発熱等が起こり得ることの説明が重要

•「接種してもしなくても、起こることは起こります」

•ワクチンのメリットと、感染するリスク、まだ十分評価されて
いないこと、などを踏まえて

主治医と相談して決めましょう

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html



米国CDCより

•授乳中: 承認されているワクチンは生ワクチンでは
なく体内でウイルスが増えるわけではないので、
授乳中の女性や乳児へのリスクはいと考えられて
いる →接種可能

(米国産婦人科学会：授乳していない方と同様にoffer
されるべき）

•ワクチンで不妊になる事実はありません



お子さんの接種:まだ打てません

• 稀とはいえ、小児でも重症化し、亡くなっている。
米国でCOVID-19: 約180名が死亡 (12月時点)
報告された小児多系統炎症性症候群(MIS-C): 30名以上死亡

• 小児のワクチン接種も重要
• 発症を防ぎ、安心して生活をする
• 子供もうつす→高齢者等のリスクのある人を守る

臨床試験
•ファイザーとモデルナ

• 12歳以上終わるところ (夏か秋には接種開始？）
• 6カ月から11歳開始されている

• J&J: 12歳以上で予定
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e1.htm
https://www.cdc.gov/mis-c/cases/index.html

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7003e1.htm


接種後のCDCの現時点での推奨事項

• しっかり免疫ができるのは最後の接種の2週間後(fully vaccinated)

公共の場所では
感染予防を続ける必要
がある

※それぞれの国の公的機関の指針に従いましょう

• コロナワクチンを接種した人(fully vaccinated)同士ではお互いの家
（一世帯のみ）に行くのはOK

• コロナワクチンを接種した人(fully vaccinated)が一世帯の重症化リ
スクの低い人と家で会うのはOK

→マスクを外し、距離を保たなくてもよい



まとめ
•米国で使用されているコロナワクチンは有効性と安全性が高い

• mRNAワクチンは腕の痛みや発熱等は比較的起こりやすい（解
熱鎮痛剤を使用可）

•世界で約280万人の方がCOVID-19で死亡。ワクチンはそれを防
いでくれる
• 「自分がコロナを子供にうつしてしまったんだ」と苦しむ人、亡くな
る人をみたくない

• 元の生活に近づくにはワクチン接種が必要

•人生の選択において100％安全なものはない、100％安全な医薬
品はない

•打つメリットがデメリットを圧倒的に上回ると考えられる

•接種は個人が決めること。情報を得て、納得した上で決めま
しょう。悩んだら、主治医に相談を

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6







コロナワクチンについて
分からないことがあれば

こちらのQ&Aをご利用ください！






