。
４種類の変異ウイルス株

１０

力の高まりに関 わっていると
推測されています。
デルタ株の感染力

現在はデルタ株が主流

1.30

国立感染症研究 所が示した
推計では、東京 都、埼玉県、
千葉県、神奈川県の
都

3

presented by

９月号

現在、国立感染 症研究所が
分類している変 異株は４種類
です。イギリス で見つかった
「アルファ株」、南アフリカで
最初に見つかった「ベータ株」
、 ブ ラ ジ ル で 広 ま っ た「 ガ ン
マ株」、そしてインドで見つか
った「デルタ株」です。

1.5

デルタ 株の感染力に ついて
は、従来のウイ ルスやイギリ
スで最初に確認
されたアルファ
株などと比べて
高まっていると
見られています。
厚生労働省の専
門家会合で示さ
れた分析によ る
と、国内での「デ
ルタ株」の感染力
は、従来のウイルスに比べて
倍 、「アルファ株」に比べ
ても
倍に高まっていたと
しています。このほかの国内外
の研究でも、お おむね従来の
ウイルスに対して
倍程度、
「アルファ株」に対して
倍
程度、感染力が高ま っている
とされています。
2

1

懸念される変異株

２０２０

県ではおよそ
％が、大阪府、
京都府、兵庫県の
府県では
％が「デルタ株」に置き換
わっているとみられています。

84

3

政府分科会の尾身会長は
「確かに感染力 は強くなって
いるが、道です れ違っただけ
で感染するようないわゆる
『空気感染』は起きておらず、
感染リスクの高 い場所はこれ
までと変わ
らず、換気が
悪いとか多
くの人が集
まるような
場所だ。ただ、
感染力が高
まったため
デパートの
地下の売り場や 、髪を切る場
面、学習塾など今まであまり
感染が報告され なかった場面
でも、感染が実際に起 きるよ
うになってきて いる。これま
で 個 人 で 行 っ て き たマ ス ク の
着用、換気、 密の回避など
の対策を今まで 以上に気をつ
けてやってもらう必要があ
る」と話しています。

マスク・換気・３密回避

95

3

1.87

２０２１年

ＷＨＯ （世界保健機関 ）に
よる と 、 デ ル タ 株 は 年
月にインドで初めて報告され、
年４月以降のインドでの
爆 発 的 な 感 染 拡 大 の 原 因 のひ
とつとみられています。ＷＨ
Ｏはデルタ株を最も警戒度が
高 い 、Ｖ Ｏ Ｃ （ 懸 念 さ れ る 変
異株）に位置づ けていて、デ
ルタ株が報告さ れている国や
地域は に上ります。デルタ
株はウイルスの 突起の部分に
あたる「スパイクたんぱく質」
の遺伝子に変異 があり、感染
１４２

デルタ株
新型コロナウイ ルスの爆発
的な感染拡大が 続いています
が、第５波を引 き起こしてい
るのはデルタ株 です。感染力
が強い変異した 新型コロナウ
イルスデルタ株 。首都圏での
感染は、すでに ほぼデルタ株
に置き換わって いると推定さ
れます。デルタ 株の特徴や感
染力、ワクチン の効果、さら
に「ブレイクスル ー感染」に
ついて検証します。 デルタ株
とはいったい何 なのでしょう
か？今までと何 が違うのでし
ょうか？新型コ ロナウイルス
の情報が錯綜す る中、今何を
すべきか、ワク チンは本当に
効果があるのか などを考え、
本質を正しく理 解し、正しく
怖がることが大 切です。今回
はデルタ株を考えてみます
２０２１
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デルタ株は重症化しやすい？
デルタ株に 感染した場合に
重症化しやすい かどうかにつ
いては各国で研 究が進められ
ている途中です が、ＷＨＯで
は入院に至るリス
クが高まっている
としています。そ
の中でカナダのト
ロント大学のグル
ープが示した研究
で は、 万 人の 新
型コロナの患者を
分析した結果、デ
ルタ株は従来のウ
イルスなどに比べ
て入院するリスク
が
倍、ＩＣＵが必要になる
リスクが
倍、死亡するリス
クが
倍になっていたとし
ています。

究結果によると 、発症予防効
果についてはモ
デルナ製が
％、
ファイザー製が
％。重症化予
防についてはモ
デルナ製が
％、
ファイザー製が
％という数字
になっています。
国立感染症研究
所の塚本教授は 「この研究は
実際にワクチン 接種をした人
の結果で、発症 予防効果とし
てはモデルナ製 の方が若干高
いと言えるかと 思うが、重症
化予防ではモデルナ製で
％ 、フ ァ イ ザー 製 で
％
とともに
割前後の数字に
なっているので 、デルタ株で
も重症化予防効 果があるのが
わかったという ことが大事だ
と思う」と言います。
76

81

しばらくマスクは必要

8

42

75

81
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再び政 府分科会の尾 身会長
は「間違いなく明らかなこと
は 、 ワ ク チ ン 接 種 に よ っ て重
症化や死亡を防 ぐという効果
がかなりある。それに比べる
と発症や感染を 予防する効果

は多少落ちてし まうというこ
とはある。ワク チンを打った
人も、自分や他 の人を守ると
いう意味でもしばらくの間は
マスクをしていただき たい」
と言っています。
ブレイクスルー感染
新型コロナウイ ルスの「ブ
レイクスルー感 染」が話題に
なっています。 ブレイクスル
ー感染とは、ワ クチンを接種
した人がウイル スに感染する
ことです。ほと んどの場合は
無症状や軽症で すが、入院し
たり死亡したり する人もいま
す。「えっ、ワクチンを接種し
ても感染するの ？」アメリカ
疾病対策センタ ー（ＣＤＣ）
は新型コロナウ イルスの感染
率が高くない地 域でも、感染
レベルの異なる 様々な地域か
ら来た旅行者が 参加するイベ
ントにおいては 、ワクチン接
種の有無にかか わらず、公共
の場では屋内で も、マスクな
どで予防することを訴えます。
ゼロ密を目指そう！
今まで密閉・密 集・密接を

防ぐ「３密回避 」を心がけて
来ましたが、こ れからは３密
のうちのひとつ の密も許さな
い「ゼロ密」を 目指すように
厚生労働省は勧 めています。
ワクチン接種を しても感染す
る可能性があり ますから、ワ
クチンを接種し たからといっ
て安心してはい けません。マ
スクや手洗い、 ソーシャルデ

ィスタンスを維 持するなどし
て、「ゼロ密」を目指しましょ
う！

参考文献 ＮＨＫ首都圏ナビ／ヤ
フー ニュー ス／厚 生労働 省ＨＰ
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デルタ 株に対してワ クチンの
効果はあるの？

2.08

これだけ感染力 が高く、重
症化リスクも高 いデルタ株に
対してワクチン の効果はある
のでしょうか？ ワクチンのデ
ルタ株への効果 についてアメ
リカの研究機関 が公表した研

ひとくち医学用語
変異ウイルス
ウイルスは自分
自身で増殖する能
力がなく、生きた細
胞の中でしか増殖
できない。その増殖
の過程で変異を繰
り返して生き延び
ようとする。新型コ
ロナは変異しやす
いウイルスである。
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