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カラオケ、ライブハウスのクラスターに惑わされない【第2波に
備えよ 新型コロナを徹底検証】
6/18(⽊) 9:26 配信

【第2波に備えよ 新型コロナを徹底検証】#8
暑くてたまらないのに、マスクを着けなければバ
スに乗るのもはばかられる世の中だ。これから夏に
向けて熱中症リスクは⾼まる⼀⽅だというのに、マ
スクを強いる社会はおかしいのではないか。公衆衛
⽣に詳しい岩室紳也医師に聞いた。
写真はイメージ（Ｃ）⽇刊ゲンダイ

「ＷＨＯ（世界保健機関）は以前、健康な⼈がマス
クを着⽤すべきだと判断するには⼗分な証拠はないと主張していましたが、最近、
公共の場での着⽤を推奨すると⽅針を変えました。これをもって、⽇本ではマスク
論議は決着した、マスクをするのが当然、という⾵潮になっています。しかし、Ｗ
ＨＯもマスクをしただけで感染を抑えられると⾔っているわけではありません。私
はマスクをしている多くの⼈は、新型コロナウイルスはどんな経路をたどって感染
し、マスクはその防⽌にどのように役⽴っているか、まず理解することが⼤切だと
考えています」

Yahoo!ニュース 特設ページ
新型コロナ⼼配でも命を守る⾏動を

災害からはまず「命を守る」⾏動をしてくださ
い。災害時の新型コロナの感染予防や注意点を
まとめました。

感染経路は⾶沫、エアロゾル、接触感染といわれる。新型コロナでよく語られる
のは⾶沫やエアロゾルだ。ライブハウスやカラオケで感染者が多数出ているから
だ。⼤声で歌い、叫んだときに出る⾶沫やエアロゾルが直接、他⼈の⼝や⽬や⿐か
ら⼊ったといわんばかりだが、本当だろうか︖ そこで感染した⼈は歌っている⼈
の真ん前にいて⾶沫やエアロゾルを直接⼝や⽿や⿐に浴びたのか︖

アクセスランキング（ライフ）

1

浴びたとして

⾶沫やエアロゾルに⼈を感染させるだけのウイルス量が含まれていたのか︖

それ

が科学的に実証されたとしても、それを理由に、はるかに少ない⾳量で過ごす⼀般

相続会議 7/7(⽕) 12:10

2

の⼈の⽇常⽣活に、全員マスクを強要されるだけの根拠になるのだろうか︖
■感染経路の検証が先

の⼈に感染場所となる⼝や⿐や⽬に強い免疫応答が⽣じて⾚く腫れたり、熱を持っ

3

「科学的に考えてこの中で最もリスクが⾼いのは接触感染だと考えます。ただ、よ
く感染リスクの⾼い⼿で⼝や⽬や⿐を触るのが危ない、⼈は知らず知らずのうちに
こうした場所を触るので、マスクがそれを予防する、などという話を聞きますが、

淡路島の漁港⽣まれの⽩い⼦猫
勇猛果敢で⾃分より⼤きな猫にも
猫パンチ、飼い主を気遣う優しさ
も
sippo 7/7(⽕) 10:40

4

たり、こわばりが出るなどの異変が起こるはずだ。第⼀、それが本当なら、マスク
が常態化する以前の２⽉、３⽉にはより多くの⼈が感染していたろう。

⾯会時間は20分 涙の別れ際、思
わず吹き出した義⺟の⼀⾔
なかまぁる 7/7(⽕) 7:30

そもそも普段の⽣活で他⼈の⼝や⽬や⿐に向かって⾶沫を⾶ばす⼈はまずいない
し、仮におしゃべりしたり、歌ったりすることで感染が起きたとしたら、より多く

働き盛りの50代夫が急死、年収
850万円を超えてなければもらえ
る「遺族年⾦」ってどんな制度︖

アイデア商品「アメトマスク」に
注⽂殺到 マスクはコロナ危機の
あめ店の経営を救った
まいどなニュース 7/7(⽕) 10:30

5

関関同⽴は兵庫の元⼥⼦⾼がトッ
プ 現役「実合格者数」20⼈まで
ランキング
朝⽇新聞EduA 7/7(⽕) 12:10

PR 安倍⾸相「⽇本はもう終わりだ」

【感染症予報】7⽉に注意してほしい感染症 要注意・新型コロナウイル
ス感染症(COVID-19)、No1・腸管出⾎性⼤腸菌感染症、No2・A群溶⾎
性レンサ球菌咽頭炎(溶連菌感染症)、No3・⼿⾜⼝病、No4・咽頭結膜
熱
感染症・予防接種ナビ 7/1(⽔) 13:22

コロナ第2波に備えた、シンガポールの国を挙げた徹底
コントロール政策に学べるもの
プレジデントオンライン 7/7(⽕) 6:16

藤井聡京⼤教授「第⼆波に備え『8割⾃粛』を徹底検証すべし」【緊急
反論④:「効果の無い⾃粛」であることが判明。今後は「⼀律」⾃粛を絶
対回避せよ】
ＢＥＳＴ ＴＩＭＥＳ 7/3(⾦) 8:00

無症状者を徹底的に検査すべきか、議論を。
会、尾⾝会⻑が検査について語ったこと

始動した新型コロナ分科

BuzzFeed Japan 7/6(⽉) 20:08

貧乏な50代の家にある共通点 | モノを減らせば貧乏になりにくい真っ先
に断捨離した３つのモノとは︖
YamashitaHideko.com

Yahoo! JAPAN広告

「⾜りない」ままでいいのか ⾳楽の現場が模索すべきニューノーマル
Forbes JAPAN 7/2(⽊) 18:00

＜専⾨家に聞く＞ 今こそ知りたい感染症（1）若年感染者
（静岡県⽴こども病院・荘司貴代医師）

無症状多く

＠S［アットエス］ by 静岡新聞SBS 7/6(⽉) 17:20

新型コロナ<前編>苦しくて⼈⼯呼吸器のチューブを噛
みちぎり前⻭を失った【病の克服は患者に聞け】
⽇刊ゲンダイDIGITAL 7/4(⼟) 9:26

新型コロナ、ワクチンの有効性に不安材料続々

絶望の報告書

NEWS ポストセブン 7/4(⼟) 16:05

苦しんだ感染者の家族 ⼼ない⾔葉の中、厚意も【新型コロナ
1波】

検証第

＠S［アットエス］ by 静岡新聞SBS 7/5(⽇) 14:20

騙されていない︖プロパンガス料⾦の真実
surprise-lab
Yahoo! JAPAN広告

今、正直どこまでお出かけしていいと思ってる︖男⼥1000⼈の本⾳
CanCam.jp 6/30(⽕) 20:00

専⾨家会議、なぜ廃⽌? 政府は良かったこと、悪かったことの検証を
ABEMA TIMES 7/5(⽇) 8:05

ライブハウスに課せられた重すぎる感染防⽌ガイドライ
ン…神⼾の⽼舗「チキンジョージ」の今をレポート
まいどなニュース 7/2(⽊) 19:05

新型コロナ「ワクチン」「治療薬」開発はなぜ進展しないのか
新潮社 フォーサイト 7/3(⾦) 6:00

胃がんは内視鏡とX線 企業と⾃治体の検診 使い分けのヒント
⽇刊ゲンダイDIGITAL 7/4(⼟) 9:26

未だに「中国」と呼ばれる国 | WHOも「中国」と⼀括り。⽇本を⼼か
ら尊敬しても、⽇本⼈が知らないなんて…
in.fujii-worldforecast.jp

Yahoo! JAPAN広告

1カ⽉⼊院の男性、⼼砕かれ… 陰性続かず「いつ退院」【新型コロ
ナ 検証第1波】
＠S［アットエス］ by 静岡新聞SBS 7/5(⽇) 14:12

世界的医学誌で報告 新型コロナはA型の⼈で重症化しやすい
⽇刊ゲンダイDIGITAL 7/6(⽉) 9:26

野菜も⼀⼑両断のパワーウインドウの⼒。挟み込み事故
を防ぐポイントとは。
Park blog 7/3(⾦) 15:00

アフターコロナは「年⾦は今すぐ受け取るべき」が新常識に【＃コロナ
とどう暮らす】
⽇刊ゲンダイDIGITAL 7/6(⽉) 9:06

感染11⼈治療 総⼒戦、耐えた浜松医療センター 搬送次々、不安との
闘い【新型コロナ 検証第1波】
＠S［アットエス］ by 静岡新聞SBS 7/5(⽇) 14:00

「カツラやめる⼈続出」使いすぎてボーボー
tamagokichi
Yahoo! JAPAN広告

新型コロナで“外来もストップ”…患者から看護師らにも感染した病院が
始めた“救急現場”での「CT検査」
FNNプライムオンライン 7/5(⽇) 19:00

⿅児島の「ゲイバークラスター」発⽣で⾒えた“夜の街”感染防⽌の限界
ゲ

ダ

⽇刊ゲンダイDIGITAL 7/6(⽉) 15:00

国内タイヤメーカーに新型コロナ以降の⽣産状況の変化
や対策を聞いた【横浜ゴム編】
Impress Watch 7/7(⽕) 10:44

新型コロナが細胞に⽣やす不気味な触⼿の正体は
ニューズウィーク⽇本版 7/2(⽊) 17:47

ブラジル⼤統領が新型コロナと肺の検査、「私に近づくな」と警告
CNN.co.jp 7/7(⽕) 11:35

NHKを⾒てヨーグルトやめました
フローラ健康科学研究所
Yahoo! JAPAN広告

《新型コロナ》茨城県、警戒ステージ2に上げ 対策指針⾒直し ⾏動
制限は回避
茨城新聞クロスアイ 7/4(⼟) 8:00
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マスク現⾦給付、遅すぎる政府対応の訳は︖
総理が告⽩、意外な⿊幕の正体

本当でしょうか。幼い⼦供は別ですが、危ないと知って意識すればこういう場所を
触ることはないでしょうし、感染しやすく重症化リスクのある中⾼齢者はなおさら

keieikagakupub.com

Yahoo! JAPAN広告

です。実は、接触感染とは⾶んだ⾶沫やエアロゾルが落下して⾷べ物や飲み物、⼝
にするお⽫やコップなどに付着・蓄積したものを⼝にする『媒介物感染』のことな
のに、それを理解している⼈が意外に少ないのです」
実際、クラスターが発⽣した飲⾷店や夜の社交場はもちろん、ライブハウスやカ
ラオケ店でも飲み物や⾷べ物が提供されていて、感染者は汚染された⾷器やコップ
を使い、シェアする⾷べ物にウイルスが付着し、それらが喉の粘膜に運ばれ感染を
広げた可能性もある。
「灼熱の⽇本の夏において命を奪いかねないマスクの着⽤継続を主張するために
は、まず⽇本のデータを基に感染経路を再検証し、マスクが⽇本社会において新型
コロナウイルスを防ぐためにどれだけ役に⽴つかを早急に調べ直す必要があると思
うのです」
【関連記事】
<7>突然変異による重症化の可能性
肥満はコロナ重症化の危険因⼦ フランスの研究者が発表
新型コロナ 重症化を招く“免疫暴⾛”の新たな仕組みを解明
<5>新型コロナはなぜ全⾝に⾎栓症を起こす︖２つのパターン
顔をさらすのが怖い…1億総マスク依存症を精神科医が懸念
最終更新: 6/18(⽊) 9:26
⽇刊ゲンダイDIGITAL

雑誌アクセスランキング（ライフ）

1

焼きそばの麺を…洗う!? 知らない
ことだらけの極上の焼きそばの作
り⽅
レタスクラブニュース
7/6(⽉) 21:02

2

40代50代⼥性が憧れる⼥性芸能⼈
TOP3、3位⽶倉涼⼦、2位⽯⽥ゆ
り⼦、1位は︖
サライ.jp 7/7(⽕) 11:03

3

こんな記事も読まれています

認知症の⺟から「娘の私の存在が
消えた」とはっきり分かった⽇の
衝撃
現代ビジネス 7/7(⽕) 11:01

4

⽶英⼤学からバカ呼ばわりされた
東京都
JBpress 7/7(⽕) 6:01

プールでの新型コロ
ナ感染リスクは低
い︖注意すべきは…

軽症の新型コロナ患
者 ⻑期的には深刻
な影響も︖

新型コロナ、感染者
数の増加に「第2波」
懸念 東京都医師会

新型コロナ感染者は
なぜ「急増」するの
か、専⾨家が改め…

All About
6/30(⽕) 20:45

Forbes JAPAN
6/30(⽕) 21:00

TOKYO HEADLINE WEB
7/7(⽕) 7:10

Forbes JAPAN
7/7(⽕) 11:30

5

⾸都圏の4⼤受験塾は「親が⼦を
みられる時間」で選びなさい
プレジデントオンライン
7/7(⽕) 9:16

PR 安倍⾸相「⽇本はもう終わりだ」

マスク現⾦給付、遅すぎる政府対応の訳は︖
総理が告⽩、意外な⿊幕の正体
keieikagakupub.com
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動画アクセスランキング（ライフ）

1

⼣⽅以降 近畿も⼤⾬に警戒
を︕ 梅⾬前線が停滞
ABCニュース 7/7(⽕) 12:30

0:51

PR

Yahoo! JAPAN広告

送料無料

送料無料

2

送料無料

⼥性「3円かかるので…」レジ袋
有料化始まる コンビニ客も商品を
“鞄に⼊れる”⼈の姿⽬⽴つ

0:43

東海テレビ 7/1(⽔) 12:22

3

腰痛を改善する3秒の簡単ストレ
ッチ「これだけ体操」
ハルメクWEB 6/30(⽕) 12:02

Tivoli Audio チボリオ bluetooth トランスミ
ーデ…
ッター …

ウィルキンソン
(WILKINSON)タ…

アサヒ ウィルキンソ
ン タンサン ＰＥ…

￥104,980

￥3,670

￥3,984

￥1,780

(3件)

4

1:41

名古屋市初の「コストコ」2021年
夏オープン…約1万平⽅メートル
でGSや飲⾷店も併設へ

0:40

東海テレビ 7/3(⾦) 18:50

(112件)

5

⾜むくみを解消する筋膜はがし＆
セルフリンパケア
ハルメクWEB 7/6(⽉) 20:30

PR 「カツラやめる⼈続出」使いすぎ

Yahoo!検索で調べてみよう
コロナ 第2波

2:23

てボーボー

WHO マスク

カラオケ クラスター

tamagokichi

熱中症 マスク

Yahoo! JAPAN広告

新型コロナウイルス 感染 世界

おすすめの有料記事
PayPay残⾼

使えます

休業措置が取られていた学校の再開が
各地で始まる ビッグデータ不在の教育
⾏政
週刊東洋経済 7/3(⾦) 18:01

読み込み中…

税込110円

コメント⾮表⽰

新たな連帯の仕組みを構想しなくては
ならない 世界は第1次⼤戦以来の岐路
にある
週刊東洋経済 7/3(⾦) 18:01
税込110円

あなたにおすすめの記事
マスク着⽤で熱中症リスクも 新型コロナウイルス感染症対策との両⽴は
可能︖
Medical DOC 7/7(⽕) 9:53

奥村康/最後は「集団免疫」しかない
〈抗体保持者が⼈⼝のうち⼀定割合に
なれば、コロナ禍は⾃然と収束に向か
う〉――⽂藝春秋特選記事【全⽂公
開】
⽂春オンライン 6/27(⼟) 6:00
税込330円

⻭科の受診は本当に新型コロナ感染リスク⾼い︖ 感染
症専⾨医が回答

【イージス・アショアの不都合な真実
(1)】異常な選定作業の知られざる内幕
デイリー新潮 7/4(⼟) 5:50

Medical DOC 7/1(⽔) 10:50

税込220円

【イージス・アショアの不都合な真実
(3)】現⾏案が抱える3つの重⼤な問題

ジムやプール、温泉の感染リスクはこう防げ︕ 感染予防Q＆A〈AERA〉

デイリー新潮 7/4(⼟) 5:52
税込220円

AERA dot. 7/5(⽇) 9:00

ウイルスや菌は「加熱」すれば死ぬの︖ 感染予防に役⽴つ安全な調理の
コツ
All About 7/2(⽊) 20:45

ANA国内線がこの価格︖
ANA
Yahoo! JAPAN広告

気鋭のウイルス学者が語る ウイルスの不顕性感染と新型コロナ
⽇刊ゲンダイDIGITAL 7/3(⾦) 9:26
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