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新型コロナウイルスに感染し
たら。。。



症例 80歳代 男性
＃１ COVID-19 (感染経路不明)
＃２ シェーグレン症候群（SS）
＃３ 高血圧症
＃４ 橋本病
＃５ 高尿酸血症

＜入院までの経過＞

近医にて＃2による唾液腺腫脹、多関節痛のため、メチルプレドニ
ゾロン2mgの内服で加療を受けていた。

発症日（入院10日前） 発熱

発症2日目（入院9日前） 咳嗽にてかかりつけ医外来を受診、胸部
X線上異常なし、抗生剤5日分処方

発症8日目（入院3日前） 息苦しさを自覚し、かかりつけ医に電話
したところ、保健所に電話するよう指示された。同所より、かかり
つけ医に連絡するように言われ、同日受診。胸部X線で両肺にスリ
ガラス様陰影あり。同院でSARS-CoV-2 PCR検査を提出。

発症9日目（入院2日前）PCR検査陽性が判明。自宅待機となった。

発症10日目（入院前日） 発熱持続、濃縮尿。ADLが低下し、自宅
トイレへの移動がやっとの状況であった。食欲はなく、脱水症状の
ため、水分摂取を促されていた。

https://www.irasutoya.com/2020/03/blog-post_68.html
Kataoka H et al. Intern Med. 2020 Dec 29. doi: 10.2169/internalmedicine.6010-20. 

熱と咳で苦しい

10日経ったら息も絶え絶え、脱水で動けず

https://www.irasutoya.com/2020/03/blog-post_68.html


入院時胸部CT

Kataoka H et al. Intern Med. 2020 Dec 29. doi: 10.2169/internalmedicine.6010-20. 

これはしんどそう



かからないようにするには？



ウイルスに触れることがなければ感染しない

https://www.irasutoya.com/2020/12/blog-post_1.html

でもいつまでもこんな生活続けられません。。。

きみも
マスクしなはれ



かかったらすぐ病院にいけばいいのでは？

一番新しい抗インフルエンザ薬でさえ、
症状が改善するのが約1日早くなるだけ

ましてや新型コロナウイルス感染症の
特効薬などないのが現状です

Hayden et al. N Engl J Med 2018; 379:913-923



現実的な回避方法はワクチンが最も有効



一般社団法人日本感染症学会ワクチン委員会COVID-19 ワクチンに関する提言（第2 版）

ワクチンの有効性は95％
↓

ワクチンを打つと「ほとんど」
コロナにはかからない

F. P. Polack et al. N Engl J Med 2020 Vol. 383 Issue 27 Pages 2603-2615



少なくとも4ヶ月は十分効く

M. Connors et al. Ann Intern Med 2021 Accession Number: 33460347 PMCID: PMC7839932 DOI: 10.7326/M21-0111



そもそもワクチンって何だろう



草むらに隠れているのはだれでしょう？

https://usagi.ikunam.com/face01_smile02/
https://www.irasutoya.com/2016/10/blog-post_681.html

https://usagi.ikunam.com/face01_smile02/


うさぎさんです

https://usagi.ikunam.com/face01_smile02/

なぜ分かり
ました？



答えはかんたん

見たことがあるから



ではうさぎの絵を描いてください

細部まで書けますか？

足はどうなっているんだっけ？



そんな足でしたっけ？

https://www.irasutoya.com/2017/09/blog-post_987.html



これが正解



ものを判別するのには。。。

全部の正確な情報はいらない

特徴的な一部分で十分

これが（獲得）免疫です



ではワクチンとは？

全部の正確な情報はいらない

特徴的な一部分で十分

特徴的な一部分を体に覚え込ませる

これがワクチンの作用です



COVID-19の病原体

新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 診療の手引き・第２.1版

この形を全部
覚えていなく
とも。。

ここだけ覚え
ておけば

コロナウイル
スと分かる

こいつが憎い
コロナか！



COVID-19ワクチンによる
発症抑制機序



ビオンテック、ファイザー コミナティ筋注 適正使用ガイド

こらー！

抗体攻撃！



COVID-19ワクチンの種類



一般社団法人日本感染症学会ワクチン委員会COVID-19 ワクチンに関する提言（第2 版）



一般社団法人日本感染症学会ワクチン委員会COVID-19 ワクチンに関する提言（第2 版）

ワクチンの有効性は95％
↓

ワクチンを打つと「ほとんど」
コロナにはかからない

F. P. Polack et al. N Engl J Med 2020 Vol. 383 Issue 27 Pages 2603-2615



COVID-19ワクチンの接種対象



一般社団法人日本アレルギー学会 新型コロナウイルスワクチン接種にともなう重度の過敏症（アナフィラキシー等）の管理・診断・治療

J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;S2213-2198(20)31411-2.

上記にあてはまらない方は皆さん対象です



一般社団法人日本アレルギー学会 新型コロナウイルスワクチン接種にともなう重度の過敏症（アナフィラキシー等）の管理・診断・治療

特定の医薬品使用後のアナフィラ
キシー歴がある場合、PEG、ポリ
ソルベートが含まれていたか確認

＜PMDA webページ＞
https://www.pmda.go.jp/PmdaS

earch/iyakuSearch/

J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;S2213-2198(20)31411-2.

•クリーム、ローション、シャンプー、毛染め液、口腔衛生用

品、食品添加物

•下剤、錠剤安定化剤、錠剤コーティング、注射薬安定化剤、

潤滑剤、エコーゲル、軟膏、座薬、骨セメント

PEG、ポリソルベートを含むもの



妊婦の方、授乳中の方は？



妊婦の方は？
• 妊娠中の方：
米国では、既に10万人以上の妊婦が新型コロナワクチンを接種しています（2021年5月3
日時点）。妊娠中にmRNAワクチン接種をした約3万5千人の女性の追跡研究の報告で
は、発熱や倦怠感などの副反応の頻度は非妊娠女性と同程度であり、胎児や出産への影
響は認められませんでした（※2）。妊婦中の女性に対するmRNAワクチンの安全性や有
効性に関するランダム化比較試験も現在行われています。米国CDCは、妊婦にも接種の
機会が与えられるべきだとしております（※3、※4）。これは、妊婦は同世代の妊娠し
ていない女性と比べて、新型コロナウイルスに感染した場合に重症になりやすく、また
早産や妊娠合併症、胎児への悪影響のリスクが上がることが主な理由です（※5）。
妊娠中にmRNAワクチンを受けた方の臍帯血（胎児の血液と同じ）や母乳を調べた研究
では、臍帯血にも母乳中にも新型コロナウイルスに対する抗体があることが確認されて
います。こうした抗体が、産後の新生児を感染から守る効果があることが期待されてい
ます（※6）。

• 妊娠を計画している方：
これから妊娠を計画されている方もmRNAワクチンを接種できます。mRNAワクチンが
生殖器に悪影響を及ぼす報告はなく、ワクチンのために妊娠のタイミングを変更する必
要はありません（※3）。もし接種後に妊娠していたことがわかった場合も、ワクチン接
種が妊娠に悪影響を及ぼすという報告はありません。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0027.html



授乳中の方は？

• 授乳中の方：
授乳中の方も、新型コロナワクチンのmRNAワクチンを接種することがで
きます（※3）。mRNAワクチンの成分そのものは乳腺の組織や母乳に出
てこないと考えられています（※7）。
授乳中にmRNAワクチンを受けた方の母乳中に新型コロナウイルスに対す
る抗体が確認されています。こうした抗体が、授乳中の子供を感染から守
る効果があることが期待されています（※5、※6）。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0027.html



一般社団法人日本感染症学会ワクチン委員会COVID-19 ワクチンに関する提言（第2 版）

慢性疾患のある方は是非ワクチン接種のご検討を！



COVID-19ワクチンの副反応



副反応とは。。。

一生懸命何度もうさぎの絵を描いて、うさぎを覚えているいるうさぎさんたち

熱 皮疹

免疫を獲得している最中

パニックになっ
てしもたやんか

上手に描ける
ようになろう

！



何度か描いて覚えてしまえば。。。

免疫を獲得した状態

さらさらっと
描けますよ



新型コロナウイルスワクチン筋注副反応疑い報告の状況について
（市販直後調査第 6回中間報告）

皮疹・掻痒感

10.77%

アナフィラキシー

10.76%

悪心・嘔吐

5.15%

発熱・悪寒

4.25% 頭痛

3.15%

咽喉頭違和感
2.93%

血圧上昇

2.92%

咳嗽

2.80%
動悸

2.56%

倦怠感

2.52%

浮動性めまい

1.79%

意識障害

1.64%

投与部位反応

1.49%

感覚障害

1.47%

喘鳴・喘息症状

1.45%

関節・筋痛

1.40%

血圧低下

0.66%

ほてり

0.52%

潮紅

0.49%

蒼白

0.47%

喉頭狭窄感

0.45% 末梢冷感

0.38%

アナフィラキシーショック

0.24%

軽微な症状

39.73%まよわず
アドレナリン0.3mg

抗ヒスタミン薬、β2吸入薬
→アドレナリン0.3mg

抗ヒスタミン薬内服・静注

H2ブロッカー・
メトクロプラミド

アセトアミノフェン

副作用報告総数
8,641件

1000万回以上の投与

重度のアレルギー反応は13件/100万回



当院で経験した
COVID-19ワクチンによる
アナフィラキシーへの対応



当院のCOVID-19ワクチン接種状況
（１回目終了時点）

COVID-19ワクチン接種者

対象者 2106

希望者 1867

接種者 1793

年齢 43.9 ± 12.9

性別 男性 女性

人数 445 1348

副反応出現者 73 （4.1％）

平均年齢 40.0 ± 10.4

性別 男性 女性

人数 1 72

市立札幌病院感染管理担当課 土佐氏、山本氏まとめ



主な副反応症状

症状 ％

皮疹 63.0

咽喉頭違和感 20.5

咳嗽 13.7

喉頭閉塞感 12.3

市立札幌病院感染管理担当課 土佐氏、山本氏まとめ



前腕の皮疹



副反応の詳細
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n=132（重複あり）

市立札幌病院感染管理担当課 土佐氏、山本氏まとめ



副反応出現者のアレルギー的背景
アレルギー歴およびアレルゲン ％

喘息（小児喘息の既往を除く） 8.2

ワクチン副反応歴 9.6

化粧品 23.3

薬剤 24.7

金属 8.2

食物 30.1

動物（ダニ・ハウスダストを含む） 5.5

植物・花粉症 17.8

マルチアレルゲン 39.7

重複あり。市立札幌病院感染管理担当課 土佐氏、山本氏まとめ

アドレナリン投与
を行った方は全て
ここに含まれる



実際上の対応としては。。。

抗ヒスタミン薬
お一人様6個まで

（本当はM&M’s）

出口にこれを置いておけば、ほとんどの場合、十分では？



リウマチ・膠原病患者のコロ
ナワクチン接種について



ワクチン接種とリウマチ性疾患治療薬

変更を要さないと考えられる薬剤

プレドニゾロン＜20mg TNF阻害剤

ヒドロキシクロロキン IL-6受容体抗体

アプレミラスト IL-1阻害薬

IVIG IL-17阻害薬

サラゾスルファピリジン IL-12/23阻害薬

レフルノミド IL-23阻害薬

アザチオプリン ベリムマブ

経口シクロフォスファミド カルシニューリン阻害薬

J. R. Curtis et al. Arthritis Rheumatol 2021 Accession Number: 34128356 DOI: 10.1002/art.41877



ワクチン接種とリウマチ性疾患治療薬
変更が必要と考えられる薬剤

ミコフェノール酸モフェチル

ワクチン接種後１週間中止メトトレキサート

JAK阻害薬

アバタセプト皮下注 ワクチン接種前後１週間中止

アバタセプト静注

静注製剤使用から４週後にワクチンを接種し、
１週間経過したら次の静注製剤を投与

２回目のワクチンについては変更不要

シクロフォスファミド静注 ワクチン接種１週後に投与

リツキシマブ ワクチン接種２-４週後に投与

アセトアミノフェン・NSAIDs ワクチン接種24時間前に中止、接種後は制限無し

J. R. Curtis et al. Arthritis Rheumatol 2021 Accession Number: 34128356 DOI: 10.1002/art.41877

*ただしこれらの変更による病状の悪化の可能性が低いと考えられる低疾患活動性の場合に適応



日本リウマチ学会の見解

通常のワクチン接種の場合、免疫抑制剤やステロイドを中止・減

量することはないので、接種前後で免疫抑制剤やステロイドは変

更せず継続するべき

https://www.ryumachi-jp.com/information/medical/covid-19/



リウマチ・膠原病患者に対するCOVID-19 mRNAワクチン接種

G. S. Hazlewood et al. , J Rheumatol 2021 Accession Number: 33993119 DOI: 10.3899/jrheum.210288

リウマチ・膠原病患者においてもCOVID-19の発症抑制作用あり
自己免疫反応の惹起、重大な副反応の頻度はプラセボと変わらず
原病の悪化の可能性は低い（SLE患者データでは、活動性指標への影響なし）



まとめ

• COVID-19は時に生命を脅かしうるウイルス感染症である。

•適切な感染予防は発症予防において有効だが、感染後の重
症化を防ぐ二次予防策としてのワクチン接種の効果が期待
されている。

•ワクチン接種は任意である。

•ワクチンの副反応としてアナフィラキシーの報告があるが
、きわめて少なく、ほとんどは発熱などの対処可能な副反
応である。

•医療機関では十分安全に投与できる環境を用意しているた
め、安心して受けていただきたい。



ご安心を！


