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４．風邪で自宅療養する場合の注意点 

 現在、COVID-19は二類感染症です。基本が

入院治療で軽症者は施設または自宅療養と

なっています。しかし、今後感染者が増加す

ると全ての患者さんを入院・入所させたり、

保健所がきめ細かく状態観察を続けることが

困難になります。また、PCR検査や抗原検査

も漏れが結構ある現状では、インフルエンザ

と確定した場合以外はCOVID-19の可能性が否

定できないと考え行動する必要があります。 

１）体調が急に悪化した場合：息切れや動悸

がしてきたり、血栓症の症状（胸痛や手足の

マヒなど）が出た場合、そして全身倦怠感が

強く食事が食べられなくなった場合などです 

。まずは、かかりつけ医に電話で相談しま

しょう。保健所（相談センター）でもよいで

すが、結局医療機関に振られてしまいます。 

２）体調を観察し記録しておく：自己管理表

などの活用なども有効ですが、症状やその

強さを時系列で記録すればよいでしょう。

また、熱冷ましや風邪薬、抗生物質や抗ア

レルギー剤などの手応えなども書いておい

て下さい。これらは電話で相談する際にと

ても有意義な情報です。記録したものを写

メで医療機関に送り、相談してもよいで

しょう。 

３）家族にうつさない工夫をする：家庭内

でマスク着用、食事は自室で食べる、便所

は専用とし、風呂やシャワーは最後にし

て、使用後は換気を徹底する等です。最初

から、歯磨き時の口ゆすぎコップを別にし

ておくことも大切です。コロナもインフル

エンザも、家庭内に一人持ち込むと、症状

が出ないうちからどんどん家族にうつして

しまいます。できる事からやりましょう。 

編集後記 

 暑かった夏が終わり、ホッと一息です。このところ涼しくなったので、外での活動も楽になりました。８

月は少し動くだけで体が重く、自分の体調が悪いのではないかと思いましたが、９月１０日ころより体が軽

く感じるようになり、今は走ってもつらくありません。引き続き外での活動を続け、冬に向けて体力を落と

さないようにしていこうと思っています。 

 さて、新型コロナの第２波はピークを過ぎ、踊り場に差し掛かっていますが、このところ鎌倉市では毎日

一人、二人感染者が出ています。幸い大きなクラスターになっていませんが、医療の現場では引き続き神経

をとがらす日々が続いています。秋に入り、大きなイベントや集会、プロスポーツ観戦なども再開されまし

た。屋外で行うものに関しては、マスクをして静かに行っている限り比較的安全と思います。しかし、密閉

した空間で行われ、大きな声を出しエアロゾルを振りまく密接な状況は、やはり避けなければならないで

しょう。既にパンデミック始まりから８ヶ月が過ぎ、世界中でどのように対処して生活をしていけばよいの

か、だいぶわかってきました。後は、これらをどの程度実践していくかにかかっています。新しい生活様式

にも皆、だいぶ慣れてきました。多少の息苦しさは否めませんが、社会を回していくためには致し方ありま

せん。今後は、少し長期的な展望で、立ちゆかなくなっている大学や業種の業態改革を更に進めた

り、社会の人員配置転換を考えていかなければならなくなるでしょう。新しい政府は、単に実務に明

け暮れるだけでなく、今後の大きなビジョンを持ち、様々なシナリオを考えて欲しいですね。 
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すこやか生活 

１．密閉空間では空気感染に御注意！ 
 右図は１月１９日に浙江省、寧波市で

行われた屋外仏教礼拝に参加するため

に、往復100分の座席指定のバス旅行で起

こった、新型コロナウイルス感染症のク

ラスターです。６７名の乗客と運転手の

うち、感染源と考えられる赤の人を含み

６８名のうち、なんと、２４名（35%）

という大クラスターになりました。バス

は緑の窓は開く可能性がありましたが、

冬でもあり閉じていました。同時に同じ

街からもう一台のバスでこのイベントに

参加した人たちの間では一人の感染者も

でず、イベント参加者全体では4.1%の感

染者がでました。感染源患者は１月１７

日に武漢在住者と会食し感染したと考え

られ、バス旅行中は無症状で、自宅に

帰った夜に発熱、咳ほか、COVID-19の症

状が出ました。 

 このJAMAの論文では、バス中央左に

座っていた感染源患者を中心に、バスの

左右、前、中、後について感染リスクの

差を検討していますが、左窓側に座る人

の感染者が少ない傾向にありましたが、

感染者はほぼまんべんなくバス内に散在

し、ソーシャルディスタンスでは説明で

きず、空気感染（エアロゾル感染）が起

こったと考えられています。換気のでき

ない車中は飛行機も電車もバスも３密に

なります。お店も家庭も、できるだけ換

気を徹底して下さい。 

暖房吹出口 感染源患者 中等症者 軽症者 無 症 候 感 染非感染 3次感染数 

運転手 
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２．今年、インフルエンザは流行るのか？ 

 季節性のインフルエンザは、冬に流行

します。日本で流行が収束している夏の

間に冬の南半球各国で流行り、その中心

的なウイルス株が、来たる冬に日本で広

がります。つまり夏の間の南半球の流行

状況を見れば、ウイルス株を含め、次

シーズンの流行を占うことができます。 

 表は南半球各国の近年の４月から８月

中旬の世界保健機構 (WHO) に報告された

インフルエンザ感染者数です。これらの

国は、日本のようにインフルエンザの検

査数が多くないので、絶対数としては少

ないのですが、例年と同様な集計を行っ

たところ、記録的にインフルエンザの症

例数が少ないことがわかりました。実に

例年の1/10～1/100程です。実際に2019年

以前のチリやオーストラリアの発生状況

を見ると今年だけが特別であることがわ

かります。（グラフ）新しいウイルスが

出ると、それまでのウイルスが姿を隠す

と言われていますが、COVID-19対策に

より副次的に減少したと思われます。 

①入国規制が行われ北半球からインフル

エンザが持ち込まれなかった 

②春（現地で秋）からロックダウンや学

校閉 鎖が行わ れ、集団感 染（クラ ス

ター）が発生しなかった。 

③マスク着用が広がった。 

④３密回避が徹底された。 

⑤テレワークや不要な移動が減るなど、

感染対策を盛り込んだ、新しい生活様式

が普及した。 

⑥医療機関が危険回避でインフルエンザ

の検査をあまり行わなかった。 

 COVID-19の流行による唯一とも言え

る福音は、インフルエンザが流行らな

かったことです。ただ、⑥の問題がどの

程度、影響しているかにもよるので、こ

の冬インフルエンザは絶対に流行らない

と考えるより、できることは全てやって

おくことで、流行をより一層小さいもの

にしていくことが大切です。また、①～⑤

が有効で、インフルエンザの流行が起きな

かったかも、本当のところはわかりませ

ん。くれぐれも油断せずに行きましょう。

紛らわしいのが一番困ります。 

国 2018年 2019年 2020年 

アルゼンチン 1517人 4623人 53人 

チリ 2439人 5007人 12人 

オーストラリア 925人 9933人 33人 

南アフリカ 711人 1094人 6人 

４月～８月中旬の南半球各国のインフルエンザ発生状況 

                         2020年WHOサーベーランスより 

チリ 

オーストラリア 
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３．コロナとインフルエンザ対策を両立する 

 
風邪をひいて混乱しないために 

 一般的に医者も市民も皆カゼはウイルス感染な

のでうつると考えていますが、本当にそうでしょ

うか？患者さんを見ていると、毎年同じ時期にカ

ゼをひいて来る方が多く、家族も同様だからうつ

されたと訴えます。しかし、そんな方々を見てい

ると、アレルギー性鼻炎がありそれがこじれて副

鼻腔炎になり、熱や咳が出たり肺炎になってし

まっている方もいます。そんなケースでは抗ヒス

タミン剤ほかアレルギー性鼻炎の薬をきちんと飲

むことによって、カゼを全然ひかなくなる例を、 

 

とても多く見かけます。つまり、やることをき

ちんとやって備えておくことにより紛らわしい

状況を回避でき、怖い思いをしなくても済むと

言うことです。まずは、 

①過去の薬手帳を見直しカゼの履歴の季節性を

確認すること。  

②もし同じ時期によくカゼをひくのならアレル

ギーの有無を確認し、可能性があれば鼻炎の治

療を続けておくこと。 これらにより、感染症

以外のカゼが回避可能です。 

 COVID-19とインフルエンザは発熱と

セキなど症状が似通っており紛らわし

く、区別は簡単ではありません。そこ

で、この２つを睨んだ風邪の診療がこの

冬求められています。 

特徴：初発時および経過観察時の大きな

違いは、発症第１週目の臨床経過です。 

インフルエンザ）発症初日、２日が最も

症状が強く、肺炎や脳症などの合併症を

起こさない限り３日目、４日目と解熱

し、上気道症状や倦怠感、筋肉痛が軽減

していきいます。 

COVID-19）初発時は発熱や気道症状が軽

微であっても徐々に肺炎が広がると、セ

キや息切れ、高熱、倦怠感などの症状が

強くなり、軽症から１週間程度で中等

症、重症と進むことがあります。  

予防：インフルエンザはワクチンがある

ので、流行を少しでも小さくするためで

きるだけ多くの人に、接種していくこと

が大切です。ただ、数に限りがあり、流

行すると困る高齢者を先に今年は行われ

ます。COVID-19は、今のところワクチ

ンはありません。どちらも、気道感染症

ウイルスなので、飛沫、接触感染に加

え、空気（エアロゾル）感染も起こり得

ます。このため、①マスク着用、特に室

内で会話をする場合や多人数が室内で

いっしょに過ごす場合などです。今後は

都内など仕事で通勤している人のいる家庭

内では、食事以外に常時着用することもあ

りでしょう。手指消毒なども大切とされて

いますが、本当にどのくらい有効なのかき

ちんと証明されていません。  

検査：インフルエンザは抗原迅速検査が有

効で、５分でわかります。COVID-19にも

抗原迅速検査がありますが、PCR検査より

検出率が落ち、唾液検体では一般の外来で

迅速に検査をすることはできません。つま

り、すぐどちらか確認することは困難なの

です。また、どちらかわからない場合は、

インフルエンザの検査であっても一般の診

察室で気軽に検査をすることは医療従事者

にとって危険です。このため、今年はより

安全な集合検査場などを中心に検査が行わ

れ、患者、医療者双方に手間がかかり、し

かも、両方同時にやらざるをえません。 

治療：インフルエンザは薬があるので、ま

ずはそれを使って様子を見て、治りが悪い

場合COVID-19の検査をすることも考えら

れます。また、薬局などで他の患者さんと

混じると感染のリスクが増えますので、使

い方の面倒な吸入は避け、内服薬をもらっ

てサッと帰ることになるでしょう。このあ

たりは、決まった考え方はないので、我々

もその都度考えながら臨機応変に対応しま

す。COVID-19については、今後自宅療養

者も増えるので注意が必要です。 


