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 政府は新型コロナ対策としてのマスクの
着⽤について、新たな⽅針を発表した。3
⽉13⽇から屋内・屋外を問わず、個⼈の
判断に委ねるという。ただし、医療機関を
受診する際、重症化リスクの⾼い⼈が多い
医療機関や⾼齢者施設などを訪れる際、通
勤ラッシュ時といった混雑した電⾞やバス
に乗る際には、マスク着⽤を推奨する。

 重症化リスクの⾼い⼈が流⾏期に混雑し
た場所に⾏ったり、症状がある⼈や感染者
本⼈、同居する家族に感染者がいる⼈は外

出を控え、外出するときはマスクを着⽤するよう周知するという。

 なお、全員の着席が可能な新幹線や⾶⾏機、船、タクシー、⾼速バスなどではマス
クを外してもよいとした。

 しかし、これで本当に⼤丈夫なのか︖ 公衆衛⽣に詳しい岩室紳也医師が⾔う。

「国の新型コロナ対策を主導する⽴場の医師が、新たな⽅針を⽰した際に『換気が不
⼗分なところではマスクが必要』とコメントしたのが気になります。エアロゾル対策
の意味でしょうが、⾔葉⾜らずであり、⼀般の⼈が誤解する可能性があります。⼤事
なことは空気の流れを強制的につくることへの意識づけです」
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 そもそも換気とは「室内の汚れた空気を
室外の新鮮な空気に⼊れ替えること」を意
味し、「室内の汚れた空気」とは、⼆酸化
炭素、⼀酸化炭素、ハウスダスト、細菌、
ウイルスなどを指す。多くの⼈は換気とい
うと換気扇を回す、窓などを開けて、⾃然
と空気が⼊れ替わることをイメージしがち
だ。

「忘れてならないのはエアロゾルは、ウイ
ルスを含んだ⽔分だから重いということで
す。⼆酸化炭素などは窓を開けるだけでも

室内から追い出せるかもしれません。しかし、重いエアロゾルそれだけでは動かない
可能性がある。ですからサーキュレーターなどを使って強制的に空気の流れをつくっ
て拡散し濃度を薄めつつ追い出してやらないといけません。そのことを医療関係者で
すら認識していないことが問題なのです」

■屋外バーベキューで集団感染が発⽣した例も忘れずに

前へ  1  2  3  4  次へ 2 / 4 ページ

    

マスク着⽤が緩和されるが…（Ｃ）⽇刊ゲンダイ

シェアする 2

ワクチンは基
本年1回へ 夏

 2023年02⽉
14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

コロナワクチンを接種しな
い⼈は交通事故を起こしや

アクセスランキング 週間

1

2

3

4

5

元気だったので驚いた…⼩説家の⽔⼾泉
さん⼦宮体がんを振り返る

 2023年2⽉20⽇

「肥満症」は治療が必要な病気 30年ぶ
りに新薬「セマグルチド」の承認が了承

 2023年2⽉21⽇

お笑い芸⼈オガタ。さんが36歳で急逝…
⼤腸がん若年発症の要因は︖

 2023年2⽉18⽇

飲酒量と脳委縮には相関関係が…飲むほ
どに認知症リスクは増す

 2023年2⽉7⽇

「マスク新指針」でコロナ感染は防げる
のか︖ 3⽉半ばから個⼈判断

 2023年2⽉21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/278752
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278752
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278752?page=3
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278752?page=4
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278752?page=3
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/hc.nikkan-gendai.com/articles/278752
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fhc.nikkan-gendai.com%2Farticles%2F278752&text=%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF%E6%96%B0%E6%8C%87%E9%87%9D%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E6%84%9F%E6%9F%93%E3%81%AF%E9%98%B2%E3%81%92%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F%203%E6%9C%88%E5%8D%8A%E3%81%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%88%A4%E6%96%AD&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
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%2F278752
https://c26d12a202bc844b04e83ba217338da1.cdnext.stream.ne.jp/img/article/000/278/752/bfec84206749e96fd8f39e821855d95420230220133820460.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fhc.nikkan-gendai.com%2Farticles%2F278752&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278723
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278723
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/278526
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278736
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278753
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278746
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278692
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278752
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278736
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278753
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278746
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278692
https://hc.nikkan-gendai.com/articles/278752
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

「マスク新指針」でコロナ感染は防げるのか︖ 3⽉半ば
から個⼈判断

公開⽇:2023年02⽉21⽇ 更新⽇:2023年02⽉21⽇

 マスク着⽤の場⾯についても問題がある
という。

「タクシー内ではマスクを外していい、と
いう⾔い⽅ではダメだと思います。新型コ
ロナ対策は感染経路が似ている結核対策と
同じで、基本は⾵上に⽴つ⼈が安全です。
ですから、運転⼿さんの⾜元から⾞の後部
に向かって送⾵するようにして空気の流れ
をつくり、後部座席の窓を少しだけ開けて
おくことが⼤切だと思います」

 学校の体育館での卒業式については持ち運びのできるジェット式の暖房器具があれ
ばそれをフル稼働しつつ、体育館の上の窓を開けることがいい、という。

「エアロゾルはマスクをしていてもマスクと顔の隙間から排出も吸い込みもするので
マスク以外のエアロゾル対策を考えるべきです。暖かい空気は上に⾏くのでエアロゾ
ルを拡散しつつ、体育館から追い出すことが可能になります。単に扉や窓を開けるの
ではなく、強制的に空気の流れをつくり排気することが⼤切です。卒業式などでは同
じ⽅向を向いて黙っているのですからそもそも⾶沫（ひまつ）を出さないので、⾶沫
で感染する可能性がなくマスクはしなくてもいいと思います。合唱のときはマスクし
なさい、と政府は⾔っていますが、歌っている⼈は同じ⽅向を向いていて、他の⼈の
⾶沫を直接⽬や⼝や⿐に浴びることは基本的にないですし、前で聞いている⼈との間
隔が2メートルあればマスクは不要です」
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バックナンバー

新型コロナを終わらせろ

「マスク新指針」でコロナ感染は防げるのか︖ 3⽉半ば
から個⼈判断

公開⽇:2023年02⽉21⽇ 更新⽇:2023年02⽉21⽇

 また、以前屋外バーベキューで集団感染
が出た例もあった。⾷事に⾶沫がかかり、
それで感染する可能性を考えれば料理をす
る⼈はマスクを着⽤したい。

 エビデンスのない新型コロナ対策で⽇常
⽣活を縛ることは終わらせるべきだが、科
学的根拠のある対策は⽣活習慣として取り
込まなければならない。マスク着⽤の緩和
は感染対策を⾃分⾃⾝で考える⼀⾥塚なの
である。
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マスク着⽤が緩和されるが…（Ｃ）⽇刊ゲンダイ

シェアする 2

ワクチンは基
本年1回へ 夏

 2023年02⽉
14⽇

いまこそマスクの効果を検証し必要な⼈と場⾯を⽰すべき

「いまこそマスクを外すべき」と公衆衛⽣に詳しい医師…⼦供の⼼は悲鳴を上げてい
る

コロナ禍で増え続ける「⾃殺」は3⽉が最も危ない…10代20代も増加

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

コロナワクチンを接種しな
い⼈は交通事故を起こしや

アクセスランキング 週間

1
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3

4

5

元気だったので驚いた…⼩説家の⽔⼾泉
さん⼦宮体がんを振り返る

 2023年2⽉20⽇

「肥満症」は治療が必要な病気 30年ぶ
りに新薬「セマグルチド」の承認が了承

 2023年2⽉21⽇

お笑い芸⼈オガタ。さんが36歳で急逝…
⼤腸がん若年発症の要因は︖

 2023年2⽉18⽇

飲酒量と脳委縮には相関関係が…飲むほ
どに認知症リスクは増す

 2023年2⽉7⽇

「マスク新指針」でコロナ感染は防げる
のか︖ 3⽉半ばから個⼈判断

 2023年2⽉21⽇
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