
公衆衛生

～「絶対ならない」から「虜になった公衆衛生の魅力」とは？～

ヘルスプロモーション推進センター

（オフィスいわむろ）

岩室紳也



感染症対策の難しさ

科学的知見と

「人の思い」とのギャップ



新型コロナウイルスについて
あなたの思いはどっち？

1. とにかく感染したくない

2. できれば感染したくない

ずっと一人で閉じこもりましょう

感染予防方法をしっかり勉強しましょう

これが「専門家」が出せる
唯一無二の「正解」です。

中国のゼロコロナ政策は批判するが

コロナの感染経路対策には取り組まない



新型コロナウイルスについて
気をつけたいのはどっち？

1. 人が大勢いる場所に行かない

2. 人が大勢いた場所に行かない

ウイルスをばらまいている人は

行動（咳、会話、等）を見ればわかる、避けられる

ばらまかれたウイルスは見えない

つい油断してしまう

永遠に必要なウイルス対策（消毒）

適宜行う感染経路対策



知識は役に立たない



知識は役に立たない？

あれだけアフリカで、まわりの人たちがどんどんエイズ

で死んで行く現状を目にしていながら、まさか彼がＨＩＶ

に感染しているとは、疑いもしなかった。

［北山翔子：神様がくれたHIV、紀伊國屋書店、p35、2010、東京］

http://www.amazon.co.jp/%E7%A5%9E%E6%A7%98%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%82%8C%E3%81%9FHIV-%E5%A2%97%E8%A3%9C%E6%96%B0%E8%A3%85%E7%89%88-%E5%8C%97%E5%B1%B1%E7%BF%94%E5%AD%90/dp/4314010665/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1275007021&sr=8-3


どうしてコンドームを使わない

どうしてエイズ検査を受けない



岩室先生は
結婚して子どもをつくる時

（コンドームなしのセックス時）
STI（性感染：HIV、梅毒等）の

検査をしましたか？



さらに



1人/100人99人/100人



他人ごと意識の知識は役に立たない？

こんな人がセックスでHIVに感染しています

・保健医療関係者

・エイズ関連のボランティア

・学校の先生



大切なのは

かかわり・つながり・ささえあえる

コミュニケーション能力



会話・ラジオ
読み聞かせ・講演

眼から入る情報（PowerPoint等）は
わかったような気になる

耳から入る情報（会話、等）は
想像力を育み記憶に残る

印象に残ったことは？

PowerPointでの授業は成績が悪いが、板書した授業は成績がいい

スマホ・SNS・PowerPoint
テレビ・ゲーム・ネット

何が違う？



スマホ・SNS・PowerPoint
テレビ・ゲーム・ネット

会話・ラジオ
読み聞かせ・講演

想像力

＜

耳から入る情報（リアル）が

コミュニケーションの基本

目から入る情報（2次元・バーチャル）は

コミュニケーションではない



耳から入る情報（リアル）が

生きる力を育てる！

目から入る情報（2次元・バーチャル）だけだと

生きる力は育たない

会話・ラジオ
読み聞かせ・講演

スマホ・SNS・PowerPoint
テレビ・ゲーム・ネット

想像力

＜



医者はパニックで自分事に



達人も気づかず？？？

コンドームがたった一回破れて感染したパトリック

ハマラジでAIDS番組 １９９４年１月２９日



握手でパニック？！？！

HIVに感染したパトリックと握手してパニックになった岩室

→HIVに感染している人の汗にはHIVがいる

→手にササクレ（傷）は無数にある

→そこにHIVが・・・・・・・・・・

気をつけろ、その一滴で子ができる



パニックの結果

3ヵ月後、岩室紳也はエイズ検査を受けていた。

一人で受けるのが怖いので

「今年は国際エイズ会議が開かれる年。エイズの人の気

持ちを理解するためにみんなで検査を受けよう」と呼び

かけた

検査結果は もちろん（－）＝感染していない



HIVの感染経路再確認

HIVが感染する細胞は？

リンパ球（白血球）、等。

これらはどこに？

血液の中。

傷から血が出ていれば

血管の中にHIVは入れない！！！

するならつけようコンドーム



握手でうつる？？？







考えられるようになる

きっかけは？



岩室紳也とHIV/AIDS

１９６１年～１９６６年 岩室紳也はアフリカケニアに滞在。

小学生の間では「中央アフリカのほうでは若い大人が

やせて死んで行く “Slim Disease” というのがある」という

うわさ話が語られていた。



HIV/AIDSとは



ＨＩＶはどこから？

アフリカが起源



HIV/AIDSの歴史
（世に認識される前は）

１９５９年

この年に、当時ベルギー領コンゴだった現在の
コンゴ民主共和国で採取された血液が、後の検査
でHIV抗体陽性と判明



大きさの比較
（概略）

：

：



ＨＩＶ と ＡＩＤＳ の違い

H Human  

人（ヒト）

I Immunodeficiency

免疫不全

（めんえきふぜん）

V Virus

ウイルス

A Acquired  

後天性（こうてんせい）

I Immune

免疫（めんえき）

D Deficiency

不全（ふぜん）

S Syndrome

症候群（しょうこうぐん）

ＨＩＶはウイルス ＡＩＤＳは病気の状態



AIDSは人間だけの病気じゃないよ！

F Feline  

猫族（ねこぞく）

I Immunodeficiency

免疫不全

（めんえきふぜん）

V Virus

ウイルス

でも猫AIDSの原因のFIVは
人間には感染しません



リンパ球
（CD4+）

HIVは血管内に入りCD4+リンパ球に出会います

血管内



増えたHIVは別のリンパ球に感染し

HIVが増えるにはCD4+リンパ球が必要です
血管内

リンパ球を破壊しながら血管の中に放出されますHIVがリンパ球の中で増えた後再びリンパ球を破壊しながら血管の中に放出されます

リンパ球
（CD4+）



①感染初期

（急性期）
②無症候期 ③AIDS発症期

CD４陽性リンパ球

HIV RNA量

リンパ球
（CD4+）

HIV感染症の経過とCD4、HIV RNAの推移



HIV/AIDSの誤解

1991年 マジックジョンソンが

NBAから引退！！！

HIVに感染したマジックが引退から

カムバックしようとした時、92年の

ドリームチームの盟友カール マローン

が、接触した際の選手の安全について

公に懸念を示した。
http://www.nba.com/japan/allstar2004/040210_magic_johnson.html

http://www.nba.com/playerfile/karl_malone/index.html
http://www.nba.com/japan/allstar2004/040210_magic_johnson.html


日本で繰り返される

感染者排除の

「独り言」

「ヘイトスピーチ」



ヘイトスピーチ

特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、

一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

合理的
①道理や理屈にかなっているさま。
②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。[広辞苑 第七版]

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html


感染予防の２つの方法
HIV/AIDSの初期の頃

男性同性間性的接触、ハッテン場、新宿２丁目
風俗産業、不特定多数との性交渉が危険

偏見、差別、誹謗中傷、誤解に基づく

「感染機会」「感染者」の排除、排斥



ヘイトスピーチ

特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、

一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

特定の地域や性的指向の人々を、合理的な理由なく、

一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

合理的
①道理や理屈にかなっているさま。
②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。[広辞苑 第七版]

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html


感染予防の２つの方法
HIV/AIDSの初期の頃

男性同性間性的接触、ハッテン場、新宿２丁目
風俗産業、不特定多数との性交渉が危険

偏見、差別、誹謗中傷、誤解に基づく

「感染機会」「感染者」の排除、排斥

必要なのは科学的見地から感染につながる行為に対する啓発

ノーセックス、コンドーム

「感染経路」の遮断､回避



ヘイトスピーチだけではなく

科学的見地からの

啓発を拒む日本社会



コンドーム教育が
県議会で議論に

（1993年1月19日神奈川新聞）



２０１１年～２０１７年





最新２０２１年





新型コロナウイルスでも



感染予防の２つの方法
新型コロナウイルスの場合

夜の街、ホストクラブ、接待を伴う飲食店
３密、カラオケ、ライブハウス、喫煙所、GO TO が危険

偏見、差別、誹謗中傷、誤解に基づく

「感染機会」「感染者」の排除、排斥





ヘイトスピーチ

特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、

一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

特定の地域や時間帯、職業の人々を、合理的な理由なく、

一律に排除・排斥することをあおり立てるもの

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

合理的
①道理や理屈にかなっているさま。
②物事の進め方に無駄がなく能率的であるさま。[広辞苑 第七版]

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html


感染予防の２つの方法
新型コロナウイルスの場合

夜の街、ホストクラブ、接待を伴う飲食店
３密、カラオケ、ライブハウス、喫煙所、GO TO が危険

偏見、差別、誹謗中傷、誤解に基づく

「感染機会」「感染者」の排除、排斥

必要なのは科学的見地から感染につながる行為に対する啓発

拡散と排気になる空気の流れの創出、不織布マスク
口、鼻、目に物を入れる直前の手指衛生

「感染経路」の遮断､回避



ヘイトスピーチだけではなく

科学的見地からの

啓発を拒む日本社会



2020.8.13 大下容子のワイド！スクランブル

このネクタイを外して欲しい

キスで感染



知っておきたいこと



感染するために必要な

ウイルス量は？



Undetectable ≠ No Virus

https://hiv-uujapan.org/world/literature/

治療でエイズウイルスが

検出限界以下になると

コンドームを使わないセックスでも

パートナーは感染しない

https://hiv-uujapan.org/world/literature/


インフルエンザウイルス感染者のクシャミを
一回浴びて感染する確率

1/1,000,000程度

アカゲザルの新型コロナウイルス感染実験
エアロゾルで感染が成立するための最低ウイルス量

数千から数万個

近畿大学医学部・大学院医学研究科免疫学講座 宮澤正顯主任教授の教え
https://www.kindai.ac.jp/medicine/research/teachers/introduce/miyazawa-masaaki-764.html

https://www.kindai.ac.jp/medicine/research/teachers/introduce/miyazawa-masaaki-764.html


https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000105093.pdf

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000105093.pdf


どこ へ どうやって ？どこ から

感染経路対策の考え方

ウイルス は



ウイルスは

どこ から

口から



喉

（肺）へ

目へ

鼻へ

どこ へ
口腔内へ

新型コロナウイルスは



どうやって ？

咳、くしゃみ、息で飛ぶ飛沫として

ウイルスは



どうやって ？

ウイルスは

漂うエアロゾルとして



どうやって ？

口から口へ移る唾液として

ウイルスは



どうやって ？

ウイルスは

飛沫、エアロゾルが落下・付着して



HIVとの共生

偏見差別という前に



患者を診ている
医者も知らない



兄弟や友達が

AIDSになった時は



AIDSになったら

食べられないものは？



岩室の失敗談

私がAIDSの人と飲みに行って、次の品を注文しました。

１． 焼き鳥

２． てんぷら

３． おでん

４． イカの刺身

AIDSの人が食べてはいけないものは？
するならつけようコンドーム



免疫とは？

自分の体の中にO157はいない

と思っている方は？

愛の証がコンドーム



O157の誤解

ステーキはOK ハンバークはダメ気をつけろ、その一滴で子ができる



食べていいもの、悪いものは？

しゃぶしゃぶ

焼肉

バナナ

いちご

秋刀魚

アジの開き

どうしてか、考えて見ましょう。



AIDSの友だちに出していい食べ物は？

するならつけようコンドーム



初版本に間違いも

1996年初版 大修館書店

ハンバーグは大丈夫

レアのステーキはダメ



でも

診療拒否

をした岩室が・・・



と言いつつ

昔の岩室は？



ＨＩＶ/エイズ予防は

ノーセックスかコンドーム

と正解を押し付ける医者 ？

この言葉で、正解で傷つく人は誰？



正解依存症にご注意を！



「正解依存症」とは？

自分なりの「正解」を見つけると、

その「正解」を疑うことができないだけではなく、

その「正解」を他の人にも押し付ける、

自分なりの「正解」以外は受け付けない、

考えられない病んだ状態。



「正解依存症」とは？

自分なりの「正解」を見つけると、

その「正解」を疑うことができないだけではなく、

その「正解」を他の人にも押し付ける、

自分なりの「正解」以外は受け付けない、

考えられない病んだ状態。
https://www.youtube.com/watch?v=4Pn09qyJsbQ

https://www.youtube.com/watch?v=4Pn09qyJsbQ


そもそも

マスクは何のため？



意外と知られていない

マスクの真実



エアロゾルが増加

エアロゾルが増加

メガネが
エアロゾル

で曇る

マスクは何のため？

エアロゾル

大きな飛沫がマスクを通過



マスクを通過する飛沫､マスクで増えるエアロゾル



https://www.r-ccs.riken.jp/en/fugaku/research/covid-19/msg-jp/

マスクが増やすエアロゾル

マスクをしても

エアロゾル
は排出されます

エアロゾル
も最後は落下

https://www.r-ccs.riken.jp/en/fugaku/research/covid-19/msg-jp/


https://www.r-ccs.riken.jp/en/fugaku/research/covid-19/msg-jp/

他の人にエアロゾルで感染させるリスクが高い人は？

気をつけたいのは風下？

https://www.r-ccs.riken.jp/en/fugaku/research/covid-19/msg-jp/


マスク

エアロゾルは
マスクと鼻や顎の周りから

吸い込まれますので
不織布マスクでも
エアロゾルは
予防できません



https://www.moraine.co.jp/products/ppe/mask/n95-tsi/

https://www.moraine.co.jp/products/ppe/mask/n95-tsi/


https://www2.huhp.hokudai.ac.jp/~ict-w/kansen/2.02_kansenkeirobetuyobousaku.pdf

https://www2.huhp.hokudai.ac.jp/~ict-w/kansen/2.02_kansenkeirobetuyobousaku.pdf


ウイルスが

口から出た時は

飛沫かエアロゾルか唾液



飛沫は2m以内にすぐ落下・付着

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/042100252/

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/042100252/


エアロゾルは温かく湿った空気中に

最大で１時間、10m程留まった後に落下・付着

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/042100252/

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/20/042100252/


片手の手のひらに息を吹きかけると・・・・・

エアロゾル



片手の手のひらに咳を吹きかけると・・・・・

飛沫



自分では動けない

ウイルスに

なぜ、動き方が

いろいろ？



結核菌
0.3×2μm

麻疹ウイルス
0.１～0.25μm

水痘ウイルス
0.１5～0.20μm

空気中を漂い続ける細菌やウイルス

大きさは

ほぼ同じ

新型コロナウイルス
0.１μm

新型コロナウイルスは水分に囲まれた状態で存在



新型コロナウイルスは水分に囲まれた状態で存在

周りの水分量の違いでウイルスの動きが変わる



0.4㎛ 5㎛ 500㎛100㎛

エアロゾルと飛沫の関係

エアロゾル 飛沫

体積比

（より小さな飛沫）

すぐ落下1時間漂う

大きい飛沫は小さいエアロゾルの約20億倍の大きさ

飛沫にはいろんなサイズが

約2000倍

100万倍

飛沫は大きいほど
多くのウイルスが存在



富岳で学ぶ

飛沫とエアロゾル
（より小さな飛沫）



https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/special-program_0617/

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/special-program_0617/


https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/special-

program_0617/movie/program_0617_01.html

500㎛

5㎛

0.4㎛

100㎛
飛
沫

エ
ア
ロ
ゾ
ル

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/special-program_0617/movie/program_0617_01.html


ウイルスを、人の思いを、

人の行動を、社会の動きを見て、

できることを探究しつつ、

社会に広める努力をし続けるのが

公衆衛生



物事の本質を、人の思いを、

人の行動を、社会の動きを見て、

できることを探究しつつ、

社会に広める努力をし続けるのが

公衆衛生


