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 政府は4⽉にも新型コロナウイルスの感
染症法上の分類を現在の「2類相当」から
季節性インフルエンザと同じ「5類」に移
⾏する考えだという。屋内でのマスク着⽤
も発熱などの症状がある⼈を除き、原則不
要になる。

 むろん、こうした措置はいきなりではな
く、段階を踏んで実施されることになる。
ところが、こうした「新型コロナ終結に向
けたシナリオ」に待ったをかける⼈も少な
くない。いわく「感染対策の緩みから感染

が増えたらどうする」というのである。公衆衛⽣に詳しい岩室紳也医師は、「⼀律に
感染対策を緩めるのではなく、感染対策を緩和する⼈たちと今以上にケアすべき対象
を⾒極め、有効かつ具体的な感染予防措置を取ることが⼤切」と⾔う。

「⾃分の意思で症状を伝えられない乳幼児は症状があれば必ず受診でき、容体が急変
したらすぐに対応できる体制づくりが⼤切です。乳幼児は新型コロナウイルスのレセ
プターが少ないので感染しづらい。とはいえ、感染すると急変する場合があります。
60歳以上の⾼齢者本⼈や周囲にいて⾯倒をみたり接触する⼈はマスク着⽤による⾶沫
感染予防、空気の流れをつくってエアロゾル感染予防などを徹底する必要がありま
す」
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 理由は最近の新型コロナによる死者は
60代、70代以上に集中する⼀⽅で10歳未
満もわずかながらいるからだ。実際、昨年
12⽉7⽇から今年1⽉3⽇までに亡くなった
⼈のうち、年代がわかっている5825⼈を
調べたところ、60代以上は5664⼈（全体
に占める割合97.24％）、70代以上は
5368⼈（同92.16％）で、10歳未満が4⼈
（同0.07％）だった。

 その⼀⽅で10代から20代で亡くなった
のは9⼈（0.16％）。どういう状況で亡く

なったかはきちんと調べる必要がある。ただし、治療薬も治療のためのスキームもあ
る程度確⽴したなかで、最も健康で⾃分で症状を周囲に伝えられるはずの年代で亡く
なるということは、いまの医学では救えないケースだった可能性もある。残念なが
ら、いまの医療には限界があることを私たちはいま⼀度認識しなければならない。

■若い世代の⾃然免疫獲得が⾼齢者や乳幼児を守ってきた

前へ  1  2  3  4  次へ 2 / 4 ページ

   
シェアする

 

写真はイメージ（Ｃ）⽇刊ゲンダイ

「いまこそマ
スクを外すべ

 2023年01⽉
17⽇

1

2

3

4

新型コロナ感染後は糖尿病
に注意︕ 1年以内に発症リ

 2023年01⽉01⽇

⽇本⼈が旅⾏嫌いに︖ ⽶
国調査会社で驚きの結果

 2023年01⽉04⽇

新型コロナワクチンによる
健康被害 厚労省が新たに

 2022年12⽉27⽇

アクセスランキング 週間

治る認知
症「正常圧
⽔頭症」は

症状

1

寒い冬の
朝の頭痛に
は想像以上

⾎ 上昇

2

認知症だ
と思ってい
たら別の病
気だ た

3

「いまこ
そマスクを
外すべき」

公衆衛⽣

4

重症化し
づらい若者
の感染が集
団免疫を

5

治る認知症「正常圧⽔頭
症」は3つの症状がみられ

 2023年1⽉17⽇

寒い冬の朝の頭痛には想像
以上の⾎圧上昇の恐れあ

 2023年1⽉24⽇

認知症だと思っていたら別
の病気だった…医師の⼤半

 2023年1⽉24⽇

「いまこそマスクを外すべ
き」と公衆衛⽣に詳しい医

 2023年1⽉17⽇

重症化しづらい若者の感染
が集団免疫をつくる イン

 2023年1⽉24⽇

 続きを⾒る

編集部オススメ

TOP 新着記事 病気 症状 治療 予防 病院 闘病記 コラム 著者

https://hc.nikkan-gendai.com/
https://hc.nikkan-gendai.com/articles
https://hc.nikkan-gendai.com/series/4084
https://hc.nikkan-gendai.com/series/4084
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278634
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278634
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278634?page=3
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278634?page=4
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278634?page=3
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/hc.nikkan-gendai.com/articles/278634
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fhc.nikkan-gendai.com%2Farticles%2F278634&text=%E9%87%8D%E7%97%87%E5%8C%96%E3%81%97%E3%81%A5%E3%82%89%E3%81%84%E8%8B%A5%E8%80%85%E3%81%AE%E6%84%9F%E6%9F%93%E3%81%8C%E9%9B%86%E5%9B%A3%E5%85%8D%E7%96%AB%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B%20%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%81%AB%E5%AD%A6%E3%81%B6&hashtags=%E6%97%A5%E5%88%8A%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%A2
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhc.nikkan-gendai.com%2Farticles%2F278634&src=sdkpreparse
http://line.me/R/msg/text/?%E6%97%A5%E5%88%8A%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%82%A2%0d%0ahttps%3A%2F%2Fhc.nikkan-gendai.com%2Farticles%2F278634
https://c26d12a202bc844b04e83ba217338da1.cdnext.stream.ne.jp/img/article/000/278/634/366606a605307571db74ba08a365cc3d20230123133944962.jpg
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278605
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278605
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278549
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278549
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278542
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278542
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278539
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278539
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278526
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278526
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278549
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278542
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278539
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278602
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278602
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278636
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278636
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278631
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278631
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278605
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278605
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278634
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278634
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278602
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278636
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278631
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278605
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278634
javascript:void(0)
https://hc.nikkan-gendai.com/
https://hc.nikkan-gendai.com/
https://hc.nikkan-gendai.com/articles
https://hc.nikkan-gendai.com/genres/%E7%97%85%E6%B0%97
https://hc.nikkan-gendai.com/genres/%E7%97%87%E7%8A%B6
https://hc.nikkan-gendai.com/genres/%E6%B2%BB%E7%99%82
https://hc.nikkan-gendai.com/genres/%E4%BA%88%E9%98%B2
https://hc.nikkan-gendai.com/genres/%E7%97%85%E9%99%A2
https://hc.nikkan-gendai.com/categories/20
https://hc.nikkan-gendai.com/genres/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%A0
https://hc.nikkan-gendai.com/authors


>⽇刊ゲンダイヘルスケア >新着記事 記事

バックナンバー

新型コロナを終わらせろ

重症化しづらい若者の感染が集団免疫をつくる インフル
エンザに学ぶ

公開⽇:2023年01⽉24⽇ 更新⽇:2023年01⽉24⽇

「そのうえで集団免疫について考え直す必
要があると考えます。現在の新型コロナの
新規感染者を⾒ると若い世代は無症候性感
染が多い。これはウイルスの毒性が弱ま
り、ウイルスが元気な若者を感染させても
発症させるだけの⼒を失ったからではない
か、と考えています。だからこそ私は、イ
ンフルエンザに学び若者が集団免疫の中⼼
になることが可能だと考えています。ワク
チン接種による免疫も⼤事ですが、接種者
をいま以上に増やすことは難しいため、感
染による⾃然免疫を繰り返し獲得し続ける

ことと重ね合わせることで継続的に集団免疫を獲得し、ウイルスを寄せ付けない。⼈
類がワクチンや治療薬もない時代にも、さまざまな感染症から集団を守れたのは、若
い世代が無症候感染により⾃然免疫を獲得することで集団免疫が確⽴され、それが少
数の⾼齢者や乳幼児を守ってきたのではないでしょうか。それを考えればいま、若い
世代を⾃由闊達に活動させることは集団免疫の⾯でも重要ではないでしょうか」
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バックナンバー

新型コロナを終わらせろ

重症化しづらい若者の感染が集団免疫をつくる インフル
エンザに学ぶ

公開⽇:2023年01⽉24⽇ 更新⽇:2023年01⽉24⽇

 国⽴感染症研究所は、感染症予測調査事
業として「インフルエンザ感受性試験」を
⾏い、ワクチン接種前や流⾏前の年齢別抗
体保有状況を調べているが、若い世代の抗
体保有率が⾼いことがわかっている。それ
はその前のシーズンに若者ほど季節性イン
フルエンザに感染して抗体を持ち続けてい
るからだろう。

「私たちは季節性インフルエンザからいま
学ぶべきではないでしょうか。むろん、若
い⼈全員が免疫⼒があるとは限りません。

持病などの問題で免疫⼒の弱い若者もいますから、そういう⼈はワクチンの継続的な
接種などの個別な対応が必要で、⼀律に判断することはできません。しかし、前回述
べた『⼼の問題』も考えれば、元気な若者から新型コロナの終わりの始まりをスター
トさせてはどうでしょうか」
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