
アップデート (2021年10月29日)

イベント終了後に発表された研究結果をもとに、ブースターの
適応が変わりました。詳細はCDCのホームページをご覧下さい。

最初のワクチンの種類 適応 条件 タイミング

ファイザー、モデルナ

65歳以上 全員

2回目接種より6ヶ月後以降

18歳以上 長期療養などに住んでいる方

18歳から64歳の方 基礎疾患のある方

18歳から64歳の方 感染リスクの高い職場勤務の方

ヤンセン (ジョンソン・ジョンソン) 18歳以上の方 全員 初回接種より2ヶ月後以降



コロナ最前線情報とQ&A
「コロナでも頑張ったあなたへ！」

ヒューストン日本人会主催・外務省協賛
2021年10月10日

テキサス州立大学ヒューストン校感染症科 兒子真之
ベイラー医科大学感染症科 福田由梨子

（臨床試験（治験）のための研究費を受け取っていますが、本イベントとは関連がありません）

さいぜんせん じょうほう



コロナ最前線情報とQ&Aの流れ

● 新型コロナウィルス感染症の最近の動向
● ハリスカウンティでの現状
● 感染症科を含む各診療科の役割

● 子供向けクイズ（12歳まで）
● 一般向け (13歳以上の方対象) クイズ
○ 希望者全員参加
○ 選択肢から選ぶ
○ 勝ち抜き戦
○ クイズ→解説 を繰り返す
○ 景品があります！

● Q&A: 休憩中、会終了後も対応致します！



景品を寄付して下さった会社の皆様、
ありがとうございます！

craftuno.net

けいひん きふ くだ かいしゃ みなさま



新型コロナウィルス感染症：最近の動向

10/8/2021 アクセス
https://covid19.who.int/; www.cdc.gov;  https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-
19/kokunainohasseijoukyou.html;  
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

累積感染者数 (人) 累積死亡者数 (人) 必要回数のワク
チン接種完了

世界 236,599,025 4,831,486 34.0%

アメリカ 43,792,254 703,599 66.9%

日本 1,708,742 17,856 60.2%
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ハリスカウンティでの現状

Stay home unless 
fully vaccinated

一回でも接種 接種完了

全米 76.3% 65.9%

テキサス州 72.4% 62.5%

ハリスカウンティ 76.6% 65.8%

10/08/2021アクセス
covid.cdc.gov; 
https://publichealth.harriscountytx.gov/res
ources/2019-novel-coronavirus; 
tmc.edu

ハリスカウンティでの新規患者数

テキサスメディカルセンターでのコロナ入院患者数

ハリスカウンティで接種完了した人の割合
全世代の中で接種完了した人の割合
16歳以上で接種完了した人の割合
12歳以上で接種完了した人の割合

Dec May                    Sep

70(%)

10/4/2021現在
テスト陽性率:12.1%
新規陽性者:     1,826人
新規入院者:     176人
ICU入院者: 466人
病棟入院者:     900人
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新型コロナウィルス感染症診療に関わるチーム

外来：

基本的に酸素不要 かかりつけ医、救急

自宅療養で改善が見込める

病棟に入院： 総合内科

酸素、点滴などが必要

集中治療室 (ICU)に入院： 集中治療科

高濃度酸素、人工呼吸器、

血圧管理などが必要

感染症科

呼吸器科

腎臓内科

循環器科

胸腔外科

血液内科

主なコンサルタントチーム主治医チーム

ベッドコントロール
感染対策
看護部
薬剤部



感染症科の仕事内容

コロナウィルス

• 患者さんの診療
• 他科への教育
• 院内感染対策、教育
• 研究
• 臨床試験（治験）

• 外来内服治療
• コロナ後遺症

• ガイドラインの作成
• コミュニティへの情報発信

普段の仕事

• 公衆衛生 (CDC, WHO)
• 院内感染対策
• 診療：入院患者対応が約80％

• HIV
• 肺炎、膀胱炎、インフルエンザなど
• 術後感染（傷口が生んだ）
• 移植後感染症
• 熱帯医学（マラリアなど）
• 創傷治癒



子供向けクイズ

● 12歳以下のお子さんが対象です。

● 13歳以上の方は、おさらいとしてお聞き下さい。

● クイズに正解した方だけが次に進めます。

● みんな、参加賞、景品がもらえます。

こども む

さい いか こ たいしょう

さい いじょう かた き

せいかい かた つぎ すす

さんかしょう けいひん



1. マスクはどうやってつけるといいかな？

1 2 3



正解：１．口も鼻もしっかりカバーしよう！
せいかい くち はな

craftuno.net

www.cdc.gov

マスクの外し方

空気が漏れないものを選ぼう！



2. 手洗いをする時、手のどの部分を洗うべきかな？

1. 手のひら 2. 指先 3.手の全ての部分

てあら とき
て

ぶぶん あら

ゆびさきて て すべ ぶぶん



正解：３．手の全ての部分

せっけん びょう

• 石鹸で20秒
• サニタイザー (アルコール

いじょう て かわ

60%以上)では手が乾くまで

せいかい て すべ ぶぶん



3. どうやって、コロナウィルスに感染するのか

な？間違っているのはどれ？

1. 目から体の中へ 2. 鼻、口から体の中へ 3.手から体の中へ

かんせん

まちが

め からだ なか はな くち からだ なか て からだ なか



正解：３. 手から(直接)体の中へ。間違いです！

COVID-19 有識者会議より

せいかい て ちょくせつ からだ なか まちが

くうきかんせん

ひまつかんせん

せっしょくかんせん

かんせんしゃ

ひかんせんしゃ



4. コロナにかかっても、どの症状はあまりみ
られないかな？

1. 咳 2. お腹をこわす（下痢） 3.熱がでる

しょうじょう

せき なか げり ねつ



• まあまあ見られる症状

• 時々見られる症状

正解：２．お腹をこわす

• よく見られる症状

せいかい なか

ねつ せき つか

熱がでる 咳 ひどい疲れ

きんにくつう あたま いた あじ にお あたま はたら け ぬ

筋肉痛 頭が痛い 味、臭いがしない 頭が働かない 毛が抜ける

しょうじょう

症状なし（10%）

いきぐる むねいた なか いた げり のど いた

息苦しい 胸が痛い お腹が痛い/下痢 喉が痛い



5. どのスポーツが一番コロナウィルスに
かかりやすいかな？

いちばん

1. サイクリング 2. バスケットボール 3. サッカー



正解：2．バスケットボールが一番感染リスクが高い
● インドアかアウトドアか

● プレーヤー間の距離

● 共有器具

● プレーする時間

● プレーヤー、観客の人数/ マスク

せいかい いちばん かんせん たか

こまめに換気 他のプレーヤーと距離をあける

こまめに手の消毒 共有器具の消毒 プレーヤーもマスク 観客, 応援の仕方

かん きょり

きょうゆうきぐ

じかん

かんきゃく にんずう

かんき ほか きょり

て しょうどく きょうゆうきぐしょうどく かんきゃくおうえんしかた



大人向けクイズ

● 大人が対象です。

● 40名ほどに景品がでます！

● 正直に景品を貰うときは名乗り出てくださいね！

(ボランティアさんが目を光らせています‼)



一般人レベル



Q1. 咳が2日間あります。初日のコロナのPCR検査
は陽性、翌日にもう一度検査したら陰性でした。
コロナはもう治った？

1. ラッキー治った！

2. まだ、コロナに感染していて、うつす可
能性がある。

3. まだ、コロナに感染しているが、周りに
はうつさない。

4. コロナよりもオペラが気になる。



答え：2

軽症で症状が軽快した場合でも発症10日
以内の場合、コロナを周りにうつす可能
性がある。
*基礎疾患や症状が長引いたり重症度によって、コロ
ナウィルスを長期に周囲にうつす可能性もあります。



Q2. PCR検査とRapid Test(抗原迅速検査)と
何が違うの？

1. 迅速検査は遺伝子を増幅して行う検査である。

2. PCRの検査は、自宅でも簡便にすることができる。

3. PCRの検査と抗原検査の検出率(感度)は同様である。

4. PCRの検査は、コロナに感染していても陰性のことが
ある。

5. 感染症科医の話より、頭からバレエが離れない！



答え：4

PCRの検査は、コロナに感染していても
陰性のことがある。

2021年10月10日現在



コロナの検査

• 残念ながら、検査の方法に大きな変化はみられていません。

• どの検査も100％の確率で診断できるものはありませんが、PCR検査が最も有用と考えられています。

• 現在、ワクチン後の抗体検査は勧められていません。

検査のタイプ 検査の対象 特徴 問題点

PCR検査 遺伝子(RNA) 検出率が最も高い
(感度・特異度に優れる)

検査に時間がかかる

抗原検査 タンパク質 迅速に結果がでる。
簡便で外来や自宅でもできる。

検出率がPCRに劣る

抗体検査 人間の抗体 以前の感染などがわかる。

急性の感染には使えない。

抗体検査によって、ワクチン
の「効果」に使えないものが

ある。

2021年10月10日現在



研修医レベル



Q3. ワクチン接種完了していますが、感染者
と濃厚接触をしました。Quarantine(隔離) を
しないといけない？(CDC推奨)

1. 隔離はいらない。検査もいらない。自由に生きる。

2. 隔離はいらないが、検査を濃厚接触後３ー５日後に行い、陰性を
確認する。マスクは14日間必要。

3. 完全隔離14日間する。

4. 隔離よりも、ピアノとクラリネットのコンサートが気になって仕
方がない！

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-
vaccinated-guidance.html



答え：2
ワクチン完了者の場合、隔離はいらないが、濃厚接
触以降3日から5日の間に検査を受けて陰性を確認す
る。

症状の観察は14日間必要！

もし、自宅に免疫抑制患者や重症化のリスクのある
人がいる場合は自宅で14日間の隔離を考慮する。

ワクチン完了者でも感染すること

があります！

濃厚接触って？

コロナ陽性患者と24時間以内に
合計で15分以上2メートル以内
の接触があった場合。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html2021年10月10日現在



Q4.新型コロナのブレークスルー感染って？

1. ブレークスルー感染はコロナ特有である。

2. 新型コロナが患者を破壊(ブレーク)して無視する(スル
ー)ことである。

3. ワクチン接種直後にも関わらず、新型コロナに感染す
ることである。

4. ワクチン完了して2週後以降にコロナに感染することで
ある。

5. 『いいちこ』を飲みすぎて、わからない。



答え：4

ワクチン完了して2週後以降にコロナに
感染することである。



実証されたワクチンの効果‼

ワクチン未接種者の入院率は約30倍。
＊病院で働いていても、差は明らか。

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Aug 27;70(34):1170-1176.2021年10月10日現在



ブレークスルー感染とは？

ブレークスルー感染の定義
ワクチン接種完了後2週間以上経過した後
に呼吸器のサンプルよりコロナウィルスが
検出されたケース(1)

様々な要素が考えられますが。。。

• デルタ株のせい？

• ワクチン効果の減衰？

(1) COVID-19 Vaccine Breakthrough Case Investigation and Reporting, accessed on 9/16
(2) N Engl J Med. 2021 Sep 1. doi: 10.1056/NEJMc2112981.

ワクチンを受けた病院関係者の感染者数に関して

*ワクチンの効果が減衰することは、コロナウィルスのワクチンに限ったことではありません

2021年10月10日現在

Presenter
Presentation Notes




ワクチン後の抗体反応(ワクチンの効果？)
スパイク蛋白に対する抗体価

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/recommendations/immuno.html2021年10月10日現在



一般医レベル



Q5.コロナの感染が疑われます。Self testをす
るときに どのように鼻にスワブを入れたら
いいですか？

A B C.アサヒビール

が飲みたくてし

ょうがない。

Presenter
Presentation Notes




答え：A

1.5㎝ぐらいまで鼻の前方部位に入
れて、4回ほど15秒ほど回転させ
る。両方の鼻でしましょう。

ご自宅で検査されるときには、検
査キットの使用説明書をご確認
ください。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-
specimens.html 2021年10月10日現在



お子さんにする場合

1.5㎝ぐらいまで鼻の前方部位に入れて、4回ほど
15秒ほど回転させる。両方の鼻でしましょう。

ご自宅で検査されるときには、検査キットの使用
説明書をご確認ください。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-
specimens.html 2021年10月10日現在



Q6. モノクローナル抗体治療って何？

1. 内服で使える治療である。

2. 静脈注射のみで使える治療法である。

3. 一般的に入院患者にも有効である。

4. 濃厚接触時の予防にも効果がある。

5. 抗体治療より、DAIDOで買い物がしたい！



答え：4

濃厚接触時の予防にも効果がある。

- 重症化のリスクが高い、特にワクチ
ンの効果が見込めない患者さんに適応
があります。



モノクローナル抗体治療
治療

• 重症化のリスクのあるコロナ患者
への外来での治療

• 重症化のリスクのある方でワクチ
ンを受けていないか、受けていて
も免疫を獲得できないであろうコ
ロナ患者に投与

予防

• 重症化リスクの高い方で、症状は
ないが濃厚接触した場合

NIH Treatment Guideline
JAMA. 2021 Mar 9;325(10):1015.2021年10月10日現在



Q7.デルタ変異株は、従来株に比べて、ど
れくらい感染性が高いか？

1. 約2倍の感染力である。

2. 感染力に変化はない。

3. 感染力は約10倍である。

4. 感染よりもクラフトの方が好きだ！



答え：１

約2倍の感染力である。



変異株に関して

• WHO：5月下旬にギリシャ文字を使った変異株の表記を推奨

• 甚⼤な被害が想定される変異株 (Variant of High Consequence)
• 懸念される変異株（Variant of Concern : VOC）
• 注目すべき変異株（Variant of Interest : VOI）

https://www.who.int/news/item/31-05-2021-who-announces-
simple-easy-to-say-labels-for-sars-cov-2-variants-of-interest-
and-concern2021年10月10日現在



デルタ株がどうして怖いのか？

• 数か月で米国での感染の90％以上
になりました。

• 日本でも、感染者が低く抑えられ
いたのに、最近では多くの感染者
が見られます。

＊実際にヒューストンの病院内の状
況も劇的に変化が見られた。

2021年10月10日現在
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#variant-proportions



デルタ変異株とワクチンの効果

• mRNAワクチンを受けた患者の血清と
利用して、ウィルスが増殖できるかど
うかを見極めた研究。

• 効果の減少がみられたが、デルタ変異
株に対する中和する効果もみられた。

N Engl J Med. 2021 Aug 12;385(7):664-666. doi: 10.1056/NEJMc2107799.2021年10月10日現在



2021年10月10日現在
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-
research/scientific-brief-emerging-variants.html

WHO Strain 最初に発見さ
れた国

発見時期 感染力 重症化リスク
ワクチンの有

効性

Alpha B.1.1.7 イギリス 2020年9月 ++ +
(おそらく) →

Beta B.1.351 南アフリカ 2020年5月 + - ↓

Gamma P.１ ブラジル
(日本) 2020年中旬 + - ↓

(おそらく)

Delta B.1.617.2 インド 2020年10月 ＋＋＋ ＋
（おそらく）

↓

Lamda: C.37 ペルー、Mu：B.1.62 コロンビア
Kappa: B.1.617.1; Iota: B.1.526; Eta: B.1.525; Epsilon: B.1.427/B.1.429. Former VOIs no longer designated as VUMs: Zeta: P.2; Theta: P.3

2021年10月10日現在

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/science-and-research/scientific-brief-emerging-variants.html


専門医レベル



Q8. 新型コロナウィルスの
3回目ワクチン接種の適応について

1. ブースターはすべての人に適応がある。

2. ブースターは65歳のみに適応がある。

3. 3回目の接種は2回目の接種より28日以降に接種するこ
ともある。

4. 「おーいお茶」が飲みたい。



答え：3

3回目の接種は2回目の接種より28日以降に接種することもある。

(ひっかけ問題でした！)

2021年10月10日現在



ワクチンのブースターの適応がややこし
くなってきました。

最初のワクチンの種類 適応 基礎疾患 タイミング コメント

ファイザー

65歳以上 基礎疾患にかかわらず

2回目より6か月後

Should!

18歳以上 長期療養などに住んでいる方 Should!

50歳から64歳の方
基礎疾患のある方
(次のページにて)

Should!

18歳から49歳の方 May

18歳から65歳の方 医療関係者 May

ファイザー or モデルナ 18歳以上の方 重度免疫抑制状態にある方 2回目より28日後 適応が違うので注意！

モデルナ 免疫抑制状態にある方以外の適応は今週FDAで話し合われます。

J＆J 2回目のBooster Doseに関するデータがアナウンスされ、今週FDAで話し合われます。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html2021年10月10日現在



ブースターに関する主な基礎疾患のリスト

• 肥満患者(BMI＞25 kg/m2)
• 妊娠者

• 糖尿病

• 喫煙者 (禁煙の方も含む)
• 慢性疾患(心臓・肺・腎臓)
• 中等度以上の喘息

• 癌患者・免疫抑制状態患者

• 痴呆症・脳梗塞患者

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-
precautions/people-with-medical-conditions.html

• 詳しくはCDCのホームページを！

2021年10月10日現在



2回目接種28日後に3回目接種の適応になる
重度免疫抑制患者のリスト

• 投与のタイミングが違うので注意してください！

• ファイザーとモデルナの両方に適応があります！

• 癌患者で化学療法を受けている人

• 臓器移植や免疫抑制剤を飲んでいる人

• AIDSで治療をされていない人

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

‐ 病院で診るワクチン投与後の
コロナ重症患者がこういった方です。

2021年10月10日現在



他の同時接種

• CDCはワクチンの同時接種をしてもよいと推奨を変更
しました。

• インフルエンザワクチンの同時接種も可能です！

2021年10月10日現在



Q9. 新型コロナウィルスの
子供の接種の適応について

1. モデルナの12歳以上のワクチン接種はスタートした。

2. ファイザー・新型コロナワクチンの5－11歳のデー
タがPressに最近発表された。

3. ファイザーの5－11歳のワクチンの投与量は12歳以
上と一緒である。

4. 感染症専門医の話はおもしろい。もっと聴きたい！



答え：4

感染症専門医の話はおもしろい。もっと聴きたい！

ではなくて！

2.ファイザー・新型コロナワクチンの5－
11歳のデータがPressに最近発表された。

2021年10月10日現在



子供のワクチン適応ってどうなるの？

Only Press release!
• Phase2/3 trial：5歳から11歳まで2268人
• 容量：10 µg (12歳以上は30 μg)
• 投与間隔：21日
• SARS-CoV-2–中和抗体: 1,197.6

• 副作用は12歳から16歳のものと同様。

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-
biontech-announce-positive-topline-results 2021年10月10日現在



12歳から16歳までの副作用は？

• 大人の時と似ていますね。

N Engl J Med. 2021 Jul 15;385(3):239-250.

発熱 倦怠感 頭痛 悪寒 解熱剤内服

接種部位の痛み

2021年10月10日現在



今後のFDAの会議(VRBPAC)の予定

• 10月14-15日
モデルナの18歳以上のブースターに関して

J＆J(ヤンセン)の18歳以上のブースターに関して

• 10月26日
ファイザーの5歳から11歳のブースターに関して

https://www.fda.gov/advisory-committees/vaccines-and-related-biological-
products-advisory-committee/2021-meeting-materials-vaccines-and-
related-biological-products-advisory-committee2021年10月10日現在



質問タイム！

この講演は2021年10月10日をもとに作られたものです。
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