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1. 一人ひとりが健康に関して気になっているテーマの共有
2. 「絶対ならない」から「虜になった公衆衛生の魅力」とは？
3. そもそも「健康」とは？
4. 公衆衛生対策の基本となる考え方①

ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチ
5. 公衆衛生対策の基本となる考え方②

ヘルスプロモーション
6. 公衆衛生と保健師
7. 感染症対策①

新型コロナウイルス対策を市民目線で総括する
8. 感染症対策②

病原体に着目する意味
9. 感染症対策③

対策の混乱と今後の方向性を考える
10.市民による、市民のための公衆衛生とは



前回の振り返りの前に



そもそも

「健康」

って何？



そもそも「健康」って何？
WHOの健康の定義（１９４８年）

Health is a state of complete

physical, mental and social well-being

and not merely the absence of disease or infirmity.

健康とは、身体的、精神的ならびに

社会的により良い、調和のとれた状態であり、

単に疾病がないとか、虚弱ではないということではない。



「健康」の定義改正案
WHO（１９９９年）
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and not merely the absence of disease or infirmity.



「健康」の定義改正案
WHO（１９９９年）

Health is a dynamic state of complete

physical, mental, spiritual and social well-being

and not merely the absence of disease or infirmity.

健康とは、身体的、精神的、スピリチュアル、ならびに

社会的により良い、調和のとれた状態であり続けることで、

単に疾病がないとか、虚弱ではないということではない。



「健康」の定義改正案
WHO（１９９９年）

Health is a dynamic state of complete

physical, mental, spiritual and social well-being

and not merely the absence of disease or infirmity.

健康とは、身体的、精神的、スピリチュアル、ならびに

社会的により良い、調和のとれた状態であり続けることで、

単に疾病がないとか、虚弱ではないということではない。



「健康」の定義改正案
WHO（１９９９年）

Health is a dynamic state of complete

physical, mental, spiritual and social well-being

and not merely the absence of disease or infirmity.

健康とは、身体的、精神的、スピリチュアル、ならびに

社会的により良い、調和のとれた状態であり続けることで、

単に疾病がないとか、虚弱ではないということではない。



スピリチュアル と spiritual の違い

スピリチュアル
精神的。霊的。宗教的。

[広辞苑第七版]

spiritual
connected with the human spirit, rather 

than the body or physical things

connected with religion

[Oxford Dictionary]

mind, feelings and character
spirit

connected with religion

宗教的

思考･感覚･感情･意志などの働きをする心











前回の振り返り



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


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


寒冷地で増えている

理由は？



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

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


換気は

窓を開けた
自然任せの
空気の流れ

換気扇も

エアロゾルが残る

冬場は
温風
サーキュレーター

エアロゾル感染

換気ではなく空気の流れで排気を

×



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

携帯型扇風機で薄めるエアロゾル

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


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220126/k10013451791000.html

８００人を収容した場合でも対応できる換気設備

苫小牧市の大会で起きたクラスターの教訓を踏まえ
会場内で空気が循環するようにしていた

検温やマスクの着用、観客席の間隔を空ける

１５０人を超える人の感染が確認された

建築基準法の「換気」
と

感染症対策に必要な「排気」は別物

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220126/k10013451791000.html


https://nationalstadium-tours.com/?area=1490
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プレキシグラスの高さの差

違いは？

エアロゾル感染の拡大機序

エアロゾルの濃度が高くなり隙間から漏れ出す

エアロゾル

エアロゾル

https://nationalstadium-tours.com/?area=1490


なぜ、教訓が生かされなかったか？

空気を入れ替える「換気」ではなく

空気の流れを創出し

ウイルスを含むエアロゾルを

拡散させるとともに、積極的に外に追い出す

「排気」の発想がなかったから！



２４時間換気

換気ができるエアコン

ロスナイ換気

「換気」という誤解？



エアロゾルは、
湿気だから排気されない

外のものは入れないが
中のエアロゾルは留まる



一見理にかなっている？？

空気の入れ替えチェックのCO2センサー



https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/products/ventilationfan/about/index.html

エアロゾルエアロゾル エアロゾル エアロゾル

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/products/ventilationfan/about/index.html


質問からの広がりを

さらに深堀すると



インフルエンザはなぜ

冬に流行し、夏は収まる？



感染症を予防する

三つの対策



中学生が
学ぶこと





https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_10_surveillance_update_330.pdf?ua=1

（北半球）

1月 4月 7月2月 3月 8月 9月 10月 11月12月 5月 6月

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_10_surveillance_update_330.pdf?ua=1


https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_10_surveillance_update_330.pdf?ua=1

（西アジア）

1月 4月 7月2月 3月 8月 9月 10月 11月12月 5月 6月

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_10_surveillance_update_330.pdf?ua=1


https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_10_surveillance_update_330.pdf?ua=1

（中央アメリカ・カリブ海諸国）

1月 4月 7月2月 3月 8月 9月 10月 11月12月 5月 6月

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_10_surveillance_update_330.pdf?ua=1


https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_10_surveillance_update_330.pdf?ua=1

（東南アジア）

1月 4月 7月2月 3月 8月 9月 10月 11月12月 5月 6月

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_10_surveillance_update_330.pdf?ua=1


https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_10_surveillance_update_330.pdf?ua=1

（南半球）

1月 4月 7月2月 3月 8月 9月 10月 11月12月 5月 6月

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_12_10_surveillance_update_330.pdf?ua=1


インフルエンザウイルスHI抗体保有状況調査

HI抗体はウイルスの中和に重要

HI抗体の持続は感染後数年間で変異株の曝露によって
ブースター効果を受ける

採血時期は原則としてインフルエンザの流行シーズン前
かつ当該シーズンのワクチン接種前

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html


http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/813-idsc/map/130-flu-10year.html

２０１２年～２０２２年

２０２０年

２０２１年

２０２２年

例年の
インフル

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/813-idsc/map/130-flu-10year.html


https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000906106.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000906106.pdf


https://covid19.mhlw.go.jp/

https://covid19.mhlw.go.jp/


インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/8504-flu-yosoku-rapid2018-1.html

２０１７～２０１８年流行結果

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/8504-flu-yosoku-rapid2018-1.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/9363-flu-yosoku-rapid2019-2.html

２０１８～２０１９年流行結果

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/9363-flu-yosoku-rapid2019-2.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

２０１９～２０２０年流行結果

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

２０２０～２０２１年流行結果

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html


インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/8504-flu-yosoku-rapid2018-1.html

２０１７～２０１８年流行結果

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/8504-flu-yosoku-rapid2018-1.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/9363-flu-yosoku-rapid2019-2.html

２０１８～２０１９年流行結果

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/9363-flu-yosoku-rapid2019-2.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

２０１９～２０２０年流行結果

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

２０２０～２０２１年流行結果

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html


https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/8504-flu-yosoku-rapid2018-1.html

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/9363-flu-yosoku-rapid2019-2.html https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

２０１８年７～９月

２０１９年７～９月

２０２０年７～９月

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html

２０２１年７～９月

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/8504-flu-yosoku-rapid2018-1.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/9363-flu-yosoku-rapid2019-2.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/je-m/2075-idsc/yosoku/sokuhou/10776-flu-yosoku-rapid2021-1.html


２００９年５月９日朝日新聞夕刊

２００９年５月１６日日経新聞夕刊

２００９年新型インフルエンザ



http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/813-idsc/map/130-flu-10year.html

２００５年～２０１５年

２００９年
新型インフル

７月２７日～８月１日

↓

http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/813-idsc/map/130-flu-10year.html


https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2010Flu/Flu10_2.html https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html#3

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（流行年度）

https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2010Flu/Flu10_2.html
https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html#3


https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/253-idsc/yosoku/sokuhou/1598-flu-yosoku-rapid2011-3-fig3.html

https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/253-idsc/yosoku/sokuhou/3121-flu-yosoku-rapid2012-3-fig3.html

https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html

https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2010Flu/Flu10_2.html

２００９年７～９月

２０１０年７～９月
２００９年７～９月

２０１１年７～９月
２０１０年７～９月

２０１２年７～９月
２０１１年７～９月

免疫の獲得で
流行を阻止

インフルエンザウイルスHI抗体保有状況（経年変化）

https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/253-idsc/yosoku/sokuhou/1598-flu-yosoku-rapid2011-3-fig3.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/253-idsc/yosoku/sokuhou/3121-flu-yosoku-rapid2012-3-fig3.html
https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2009Flu/Flu09_4.html
https://idsc.niid.go.jp/yosoku/Flu/2010Flu/Flu10_2.html




https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm#current

オーストラリアにおけるインフルエンザ感染状況

https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm#current


https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm#current

新型コロナウイルスとインフルエンザの感染状況

https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm#current


https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm#current

オーストラリアにおけるインフルエンザ感染状況

https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm#current


https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm#current

オーストラリアにおけるインフルエンザ感染状況

オーストラリアの2022ワクチン
・A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus

・A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus

・B/Austria/1359417/2021-like (B/Victoria lineage) virus

・B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus
https://www.ncirs.org.au/sites/default/files/2022-03/Influenza-fact-sheet_March-2022%20update_FINAL.pdf

日本の2022ワクチン
・Ａ／ビクトリア／１／２０２０（ＩＶＲ－２１７）（Ｈ１Ｎ１）
・Ａ／ダーウィン／９／２０２１（ＳＡＮ－０１０）（Ｈ３Ｎ２）
・Ｂ／オーストリア／１３５９４１７／２０２１（ＢＶＲ－２６）（ビクトリア系統）
・Ｂ／プーケット／３０７３／２０１３（山形系統）

https://www.mhlw.go.jp/content/000997612.pdf

https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/cda-surveil-ozflu-flucurr.htm#current
https://www.ncirs.org.au/sites/default/files/2022-03/Influenza-fact-sheet_March-2022%20update_FINAL.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000997612.pdf


やっと

新型コロナ、インフル、RS

の同時検査が可能に



https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202210/577131.html

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202210/577131.html


基本再生産数とは

基本再生産数の問題点



https://www.naika.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/nichinaishi-109-11-article_4.pdf
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基本再生産数

https://www.naika.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/nichinaishi-109-11-article_4.pdf


https://www.naika.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/nichinaishi-109-11-article_4.pdf

基本再生産数 接触減少
↓

感染経路減少
免疫の獲得

https://www.naika.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/nichinaishi-109-11-article_4.pdf


これまでの

コロナの状況が教える

免疫の獲得の仕方



新型コロナウイルスは感染経路が
つながった人たちの間でしか広がりません。

日本では感染しても、99％の人が
自らの免疫力と医療の手助けを受けウイルスを

体から排除し、その集団での感染拡大は収束します。
1％の方は亡くなられます。

感染が広がる人数が増えると
感染のピークが上昇します。

感染が広がる集団が重なると
流行の波の形が変わります。

感染が広がる集団が
急速に大きくなると

ピークは高くなりますが、
収束も急速？

感染が広がる集団が
緩やかにつながり続けると
ピークまでの期間も

収束までの期間も延びます。

ワクチン効果で
排出される

ウイルス量が減り
発症する人も

感染が確認される人も減り
波はさざ波に

ワクチン接種率
８０％



ワクチンで感染予防を

目指すには

国民の８０％以上の

ワクチン接種を

５カ月毎に！！！



新型コロナウイルスは感染経路が
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日本では感染しても、99％の人が
自らの免疫力と医療の手助けを受けウイルスを

体から排除し、その集団での感染拡大は収束します。
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ウイルスの
感染力が強いと
感染が確認される

人が急増

ワクチンが
間に合わず



外国は今・・・

USA



新型コロナウイルス感染症

一時的収束への道

ワクチン＋感染拡大



3回目ワクチン接種率（全人口） 48.4％

直近5カ月の感染者率（人口比） 23.5％

合計 71.9％
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直近5カ月の感染者率（人口比） 6.5％

合計 79.9％



3回目ワクチン接種率（全人口） 67.0％

直近5カ月の感染者率（人口比） 8.2％

合計 75.2％
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3回目ワクチン接種率（全人口） 73.4％

直近5カ月の感染者率（人口比） 6.5％

合計 79.9％

3.3％

84.2％

捕捉され
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3回目ワクチン接種率（全人口） 67.0％

直近5カ月の感染者率（人口比） 8.2％

合計 75.2％

4.1％

79.3％

捕捉され
ない感染



3回目ワクチン接種率（全人口） 65.2％

直近5カ月の感染者率（人口比） 10.5％

合計 75.7％

5.3％

81.0％

捕捉され
ない感染



ワクチンは重症化予防のため

だが

感染予防効果もある！！！



「リスク」の正しい理解を



リスク と risk の違い

リスク
①危険。「―を伴う」

②保険者の担保責任。被保険物。

[広辞苑第七版]

Risk
A situation involving exposure to danger.

[Oxford Dictionary]



リスク
①危険。「―を伴う」

②保険者の担保責任。被保険物。

[広辞苑第七版]

Risk
A situation involving exposure to danger.

[Oxford Dictionary]

危険への曝露につながる状況

リスク と risk の違い

ゼロリスク
やっているつもりの、自分勝手な安心感

Risk Reduction
できる人が、できることを、できる時に、できるように


