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新型コロナウィルス感染症とは？

• COVID-19 （新型コロナウィルス感染
症2019）は風邪症状や肺炎を起こす
病気で、中国湖北省武漢市で初めて
報告されました。その後、中国国内から
アジア、ヨーロッパ、アメリカに拡散し、現
在世界的大流行(パンデミック)を引き
起こしています。

• 2021年4月27日現在、福岡県では
21,930名、全国では56.7万名の感
染者がいらっしゃいます。

• 感染しても80%の方は回復しますが、
20％の方は肺炎になり重症になること
があります。

• 確立した治療法はまだありませんが
2021年2月よりワクチン接種がはじま
りました。

地域 感染者数 死亡者数 回復者数

福岡県 21,930 351 19,237

全国 566,863 9,972 504,738

世界 147,522,046 3,116,478 85,180,205

新型コロナウィルス感染症流行の状況（2021/04/27現在）

（福岡県）



新型コロナウィルス感染症の症状と経過

• 最初の頃は普通の風邪やインフルエンザと区別がつきません。

• 鼻水、喉の痛み、咳、発熱（37.5℃以上が多い）、強い体のだる
さ、頭痛、節々の痛み等々・・・・

• 臭いがしなかったり、味がしなかったりすることもあります。吐き気や

下痢の人もいます。

• 無症状～重症の症状まで様々ですが、80％の人は回復します。60
歳以上、病気を持っている方は重症になる可能性があります。

• 普通の風邪に比べて症状は長く続きます。

回復 回復 回復

新型コロナウィルス感染症診療の手引き 第1版2020 を改変

喉の痛み

鼻水

咳

熱

寒気
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息切れ

強いだるさ

味が変・しない 臭いがしない



① 飛沫感染
会話、咳、くしゃみをするとウィルスを
含む飛沫が約2m飛んできます。

② 接触感染
ウィルスで汚染されたところを触った手
で目、鼻、口を触って感染します。

③ エアゾル感染
飛沫は2ｍで落ちますが乾燥

して小さくなるとエアゾルと

して室内を3時間漂います。

エアゾルを吸い込むことで

感染します。

新型コロナウィルス感染症の感染経路
（どうやって感染するの？）3つの感染経路

2ｍ未満

2ｍ

エアゾル感染

5μm以下の粒子
が3時間漂います。

大きな飛沫は2m
で落ちますが・・・・



新型コロナウィルス感染症の致死率

高齢者の致死率は有意に高くなります。

新型コロナウィルス感染症にかかったらもうダメだということではありませんが、
ご高齢の方や合併症を持つ方ではに死亡率が上昇するので注意が必要です。

合併症を持つ方では致死率が上昇します。



新型コロナウィルス感染症をどうやって予防する？

① 飛沫感染予防
・咳エチケットを守りましょう

・人ととの間隔をとりましょう（ソーシャル・ディスタンス）

・人に近い時はマスクを着用しましょう。

（自家製でも可）

② 接触感染予防
・頻回の手洗い（石鹸で20秒）

・アルコールによる手指消毒

・人との密着を避けましょう（近距離会話、抱擁、握手等）

③ エアゾル感染予防
・密室での人の集合を避けましょう（電車等も含む）

・お部屋の換気を十分に行いましょう

●3密（密閉、密集、密接）を避けましょう

密閉× 密集× 密接×

●飛沫感染予防

咳エチケット

●接触感染予防

手すり、スイッチ、ドアノブ 手の汚染

●エアゾル感染予防



新型コロナウィルス感染症、1年の経過

7月22日：
「Go Toトラベル」開始

6月8日
世界の死者40万人超える

7月16日
国内の１日の感染者
600人超

7月29日
国内の１日の感染者
1,000人超

8月20日
対策分科会 尾身会長
「流行はピークに達したとみられる」

12月6日
ロシア モスクワで新型コロナワクチ
ンの大規模接種始まる

12月8日
イギリスで新型コロナウイルスの
ワクチン接種が始まる

12月28日
GoToトラベル全国一時停止

12月21日
アメリカでモデルナ製 新型コロナワ
クチンの接種始まる

1月7日
菅首相 1都3県に
緊急事態宣言

5月25日：
緊急事態の解除宣言

1月28日
英国の変異ウイルス 69の国・地
域で確認 WHO公表

2月3日
新型コロナ 国内の死
者6000人を超える

2月7日
新型コロナ 世界のワクチン接
種者 1億人超

2月17日
新型コロナ ワクチン先行接
種始まる 医療従事者 約4
万人対象

2021/04/25
～緊急事態宣言



新型コロナウィルス感染症久留米の状況

久留米市ホームページより引用



新型コロナウィルス感染症久留米の状況

久留米市ホームページより引用

筑後地域の感染者
は増えています!!



久留米市ホームページより抜粋



新型コロナウィルス感染症どんな人が重症化する？

新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 診療の手引き・第4.1 版



がん患者さんにおける新型コロナウィルス感染症
感染率は高いのでしょうか？

イタリアの研究ではコロナウィルス検査を84,246人のうち5.7％が
以前に癌と診断され、コロウィルス陽性の患者の中で、7.8％が癌
と診断されました。⇒感染率が高いとは言えない。

Rugge, M.Nat. Cancer 1,784–788 (2020).

中国の三次がんセンターからの1,524人のがん患者のうち、コロナ
ウィルス感染症の相対的な有病率は一般人口の2倍でした。

Yu, J.JAMA Oncol. 6,1108–1110 (2020).

●一般的にがん患者さんでは免疫力が低下しています。
手術、化学療法、免疫療法を受けている場合はさらに免疫力が
低下している場合があり、感染しやすい可能性があります。



がん患者さんにおける新型コロナウィルス感染症
他の疾患に比べて重症化・死亡率は高いのでしょうか？

【がん患者さん】死亡率28%英国報告

【慢性閉塞性肺疾患】19.7%

【慢性腎臓病】ｸﾚｱﾁﾆﾝが上昇している患者さんでは30%

【糖尿病】HbA1C>8.1%では11.1%

【高血圧】重症化・死亡例では高血圧の比率が2.72倍高い

がん患者さんにおける死亡率

クレアチニンが上昇し
ていた患者さんの死亡率

重症化・死亡例での高血圧の比率



新型コロナウィルス感染症対策
•予防

•治療（非承認薬を含みます）

• ワクチン接種

●3密（密閉、密集、密接）を避けましょう

密閉× 密集× 密接×

●飛沫感染予防

咳エチケット

●接触感染予防

手すり、スイッチ、ドアノブ 手の汚染

●エアゾル感染予防

まずは予防

ﾌｻﾝ

ｱﾋﾞｶﾞﾝ

ﾍﾞｸﾙﾘｰ

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ

人工呼吸

ECMO（ｴｸﾓ）



ワクチンの目的

1.自分がかからないために
2.症状が軽くてすむために
3.まわりの人にうつさないために

有効率大切ですが、接種率も大切です。
みんなで免疫をもてば感染拡大防止につながります。
集団免疫と呼びます。



新型コロナウィルスに対するワクチン

【ファイザー社のワクチン】
mRNAワクチン
2021年2月下旬から接種開始

【モデルナ社のワクチン】
mRNAワクチン
2021年1月8日に英国で通常認可
2021年1月21日から国内臨床試験

【アストラゼネカ社のワクチン】
ウイルスベクターワクチン
2020年12月30日に英国で通常認可
2020年9月より国内臨床試験を開始



新型コロナウィルスワクチンの効果イスラエルの成績

感染率

死亡率

ファイザー社ワクチン 各596,618人

接種した人

接種しなかった人

接種した人

接種しなかった人

ワクチンにより
感染率は92%
抑えられました。
死亡率は72%
抑えられました。



がん関連学会の提言

日本臨床腫瘍学会ホームページより抜粋



Q１：がん患者はワクチンを受けた方がよいのですか？
A：前向きに検討しましょう。ベネフィットとリスクを理解し、

主治医の先生と相談して判断することが大切です。

 厚生労働省：治療中の悪性腫瘍は優先接種のひとつにあげられています1)。
 米国疾病予防管理センター（CDC）：がん患者さんは、接種優先第2グループに含まれています2)。
 英国国民保健サービス（NHS）：がん治療を受けている患者さんは優先接種グループに含められています3)。

 我が国で承認されているCOVID-19ワクチンはBNT162b2（商品名 コミナティ）です。第3段階の臨床試
験に参加した43,540人のうち、がん患者さんは1,395名（3.7%）、BNT162b2接種を受けたがん患者さ
んは733名と少数でした7)。がん患者さんに対して同ワクチンががんを持たない方と同様の有効性・安全性があ
るのかについてはまだ明らかでありません。

 COVID-19ワクチンには予防効果というベネフィットと様々な副反応が生じるかもしれないというリスクがあります。
がん患者さんのワクチン接種のベネフィットとして、発症や重症化の予防、検査やがん治療を遅滞なくより安全に
進められることがあります。がん患者さんにおける副反応についての調査や報告はありませんが、がん患者さんにお
ける重症化の可能性を考慮すると、ベネフィットがリスクを上回ると思われ接種が推奨されます。がん患者さん一
人一人がそのベネフィットとリスクを正しく理解して、主治医の先生と相談して、接種するかどうかを自分で判
断することが必要です。

日本臨床腫瘍学会ホームページより抜粋



新型コロナウィルスワクチンの副作用（局所）

発赤、腫脹、硬結、熱感、かゆみ：10％程度
疼痛：90％、１日目、２日目

厚生労働省ホームページより抜粋改変



新型コロナウィルスワクチンの副作用（全身）

●37.5℃以上の発熱：38％、特に２回目の後が多い、38℃以上も20％
●頭痛：40％以上、特に２回目の後が多い
●倦怠感：65％、特に２回目の後に多い
●２日目、３日目に多くその後は改善する。

厚生労働省ホームページより抜粋改変



新型コロナウィルスワクチンによるアナフィラキシー
•国内の調査では47 件／578,835 回接種が報告されています。

•海外に比べると頻度は多いとされています。

•男性3名、女性44名。

• すべて適切な処置で回復しました。

•背景に何らかのアレルギー、蕁麻疹、喘息等

の疾患を持つ方が多く、中には過去にアナフィラキシーの経験

を持つ方もおられました。

鼻水 喉の腫れ
咳

蕁麻疹 息苦しさ
めまい

冷や汗 ショック

接種後15分以内の急な症状に注意します。 厚生労働省ホームページより抜粋改変

過剰に恐れる必要は
ありません。



●4月22日以降に高齢者（昭和32年4月1日以前に生まれた方）を対象として、
ワクチン接種クーポン券を順次郵送。

●高齢者施設等に入所中の高齢者から接種を開始。
●上記以外の高齢者は5月6日に予約を開始し、5月19日に接種を開始する予定。

久留米市ホームページより引用



★郵送される封筒には以下のものが入っています。
1. クーポン券
2. 全国共通案内チラシ
3. 市独自の案内チラシ
4. 予診票（2枚＝２回分）
5. ワクチンの説明症

★ワクチン接種会場に持ってくるもの
1. クーポン券
2. 予診票（1枚＝1回分）
3. ご自身を証明できるもの（運転免許証、健康保険証等）



久留米市の接種会場

1.個別接種会場（医療機関10カ所）

久留米大学病院（旭町）
社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院及び
聖マリアヘルスケアセンター（津福本町）
JCHO久留米総合病院（櫛原町）
新古賀病院（天神町）
古賀病院21（宮ノ陣）
医療法人松風海 内藤病院（西町）
高良台リハビリテーション病院（藤光町）
田主丸中央病院（田主丸町）
神代病院（北野町）
安本病院（三潴町）

2.集団接種会場（公共施設7カ所）

久留米市役所本庁舎2階くるみホール（城南町）
久留米アリーナ（東櫛原町）
えーるピア久留米（諏訪野町）
田主丸そよ風ホール（田主丸町）
北野生涯学習センター（北野町）
城島げんきかん（城島町)
三潴生涯学習センター（三潴町）



お伝えしたいこと

1.新型コロナウィルス感染症拡大はおさまっていません。

2.がん患者さんでは重症化するおそれがあります。

3.確立した治療法はありません。

4.ワクチンによる予防効果は90%以上。接種をお勧めします。

5.副作用に重篤なものは少なく、ほぼ安全です。

6.接種に関しては主治医の先生とよく相談してください。

7.ワクチンを接種しても基本的な予防は必要です。


