
事実を知れば、怖くない。さあ、次の扉を開こう！

私たちが⽇常を取り戻すべき、これだけの理由
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OPEN THE DOOR 2nd message 

2020年11⽉8⽇改定 新型コロナウイルスを正しく恐れて活動再開を⽬指す会
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新型コロナウイルスCOVID 19 (SARS-CoV-2)（以降：新型コロナ）は
世界的な感染拡⼤とともに、未知のウイルスとして恐れられてきました。

これまで、さまざまな報道がされるなか、情報が増えれば増えるほど、
「わからない」からくる「恐れ」や「不安」は精神的にも、私たちの⾏動にも⼤きな影響を与えています。

そして、活動⾃粛により、倒産や失業者数の増加や⼦どもたちの学習教育への影響など
経済的・社会的な問題はますます深刻度を増してきています。
また、⽂化的な活動や⼈との交流もなくなり、私たちの豊かな⽣活も失われようとしています。

しかし、時間の経過とともに、新型コロナの傾向も徐々にわかってきています。
その事実と相対的なリスクから判断すれば、私たちは⽇常を取り戻すことができ、
⾃粛⽣活から通常の⽣活へ、活動再開をすることが最善の道であると考えます。

さあ、まずは正しく理解することから始めましょう！⼀緒に⼀歩前へ。次の扉を開けましょう！

新型コロナウイルスを正しく理解し
豊かな⽇常を取り戻そう！

OPEN THE DOOR 2nd message 〜事実を知れば、怖くない。さあ、次の扉を開こう！〜

新型コロナウイルスを正しく恐れて活動再開を⽬指す会
発⾜：2020年4⽉

発起⼈：藤井英明（株式会社ゲイン会⻑）
監修：上林拓（MD, PhD 免疫学者 ペンシルバニア⼤学准教授）



なぜ、新型コロナウイルスは恐れられているのか？

未知のウイルス 世界的な
感染拡⼤

重症化や
死亡のリスク
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想定されてきた恐怖のストーリー

感染拡⼤！ 医療崩壊！ 死者・重症者
の増加！パンデミック

クラスター

FACT（事実）から、正しく現状を理解しましょう！

実際に起きていますか？
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現在、わかってきていること
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FACT.1 FACT.2

⽇本⼈の重症化や
死亡のリスクは
⾮常に低い

FACT.3

そもそも
ウイルスは徐々に
弱毒化するものである

感染者の増幅に対し
死者数は⽐例して
増加していない
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そもそも、PCR検査はウイルスが体内にあるか（陽
性）がわかるだけで、発症したことを⽰すものではあ
りません。また、新型コロナウイルスの場合、感染し
ても８割以上の⼈が軽症か無症状です。

もし、感染者が増えて、同様に重症者や死亡者が増え
るような傾向が⾒られる場合は、早急な対策が必要で
す。しかし、無症状の感染者が増えているだけで、重
症化する患者が増えていないのであれば、医療崩壊や
死亡者が増えるリスクは低いということになります。

今後もPCRの検査数が増えれば、感染者数は増えるで
しょう。感染者に着⽬するのではなく、死亡者が増え
ているかどうかに注⽬していきましょう。

① そもそも、感染＝発症ではない。
②感染者数は増えているが、感染者数の増幅と
死亡者数は⽐例していない＝危機的な状況ではない。

FACT.1

■日本国内の感染者数、死亡数

出典：https://medley.life/news/5e390f2d6158e140a8122862/

＼ここに注⽬！／
感染者数の増幅に対し、

死者数はほぼ横ばい
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⽇本のコロナによる死亡者数は、他国に⽐べ圧倒的に
少ないことがわかってきています。

例えば、アメリカと⽐べると、死亡者数は約1/135に
なります。アメリカの⼈⼝は⽇本の⼈⼝の約3倍です
が、それを考慮に⼊れても約1/45となります。これ
には様々な理由が考えられます。例えば、重症化リス
クとなる⽣活習慣病保持率の低さや、以前から広まっ
ている多種のコロナウイルスから得た交差免疫、⽇本
⼈の先天的なウイルス免疫耐久性、医療の質の⾼さや
マスクなどの通常防備の⾼さなどが挙げられます。
現段階では、正確な理由はわかりませんが、他国に⽐
べ⽇本⼈の死亡者数の少なさは歴とした事実です。
理由にとらわれるのではなく、⽇本⼈は死亡率が低い
という事実を⾃信として、⼀歩前に踏み出しましょう。

⽇本⼈の死亡率、重症化率は
他国に⽐べ⾮常に低い。

FACT.2

出典：https://medley.life/news/5e390f2d6158e140a8122862/

■人口100万人あたりの感染者数と死亡者数

＼ここに注⽬！／
東アジアは
圧倒的に

死者が少ない
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ウイルスは細胞に寄⽣しないと⾃分を複製できません。元の宿主からいつかは免疫によって追い出されてしまうので、 次の宿主へと移って
⾏かないと、⽣存することが出来ません。強毒なウイルスは広がらないので対処が簡単です。なぜなら、強い症状が出ている⼈は外出しま
せんので、⼈に移すことができないからです。このような強毒性のウイルスは⾃然選択の中ですぐに消滅してしまいます。

ウイルスは⾃分の遺伝⼦を複製する時にあえて間違いを起こします。これを変異と呼び、ウイルスを進化させる機能です。変異はウイルス
を強毒化する場合もあれば、弱毒化もさせます。そして、感染⼒を上げたり、下げたりもします。

ここで⼤事なのは感染⼒と毒性は違うということです。毒性はウイルスが⼈に与えるダメージの⼤きさを表し、感染⼒は⼈に移す強さを⽰
します。ウイルスにとっては変異の中で弱毒化し、感染⼒が強まった⽅が有利なのです。そうしたウイルスが⾃然に選択されて⾏くので、
ウイルスは時と共に必ず弱毒化し、感染⼒が⾼まります。現在、⾵邪を起こすコロナウイルスの４種類も、新型コロナのような少し毒性の
⾼いウイルスが変異して、ヒトに順応していったと考えられています。

なかには強毒化したウイルスの話を聞くこともあるかもしれませんが、それは変異によるものではなく、インフルエンザのように多種と部
分的に遺伝⼦破⽚を交換ができるウイルスに限ります。コロナウイルスは遺伝⼦破⽚を１つしか持っておらず、遺伝⼦を交換することが出
来ません。徐々に変異でしか変わることが出来ないので、新型コロナウイルスは強毒化することはありません。

ウイルスは徐々に弱毒化するものである。FACT.3
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現在、新型コロナウイルスは既に感染⼒が⾼まり、弱毒化しつつある
傾向が世界各地で⾒られています。

例えば、アメリカで第１ピーク（ロックダウン前）の感染者数に⽐べ
て、第２ピーク（ロックダウン解除後）の⽇毎の感染者数は３倍とい
うデータがあります。そして、今は第３波を迎えて、第１波の５倍に
なっています。

しかし、死亡者数がこれに対し⽐例して増えていません。第１ピーク
に⽐べて、第２ピークの死亡者数は増えているところか、その約半分。
そして、第３波も同じく第２波とあまり死亡者数が変わりません。こ
れは単純計算すると、致死率が10倍低いということになります。

理由として第２ピークの感染者の若年層が多めであること、医療対処
の進歩、PCR検査数の増加（感染者数をもっと認知出来ている）など
も考えられますが 、弱毒化している可能性も考えられます。また、
感染⼒が⾼まっていることは、学術論⽂でも報告されています。

いずれにしても、徐々にウイルスは感染⼒は⾼まるが毒性は弱まると
いう傾向にあるため、時間は⼤きな味⽅になるでしょう。

FACT.3 アメリカの事例

データ出典元https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

＜アメリカの感染者数＞

＜アメリカの死亡者数＞
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⽇本では、感染による
深刻な被害は回避できていると⾔えます

でも、「死者や重症者が出ているではないか」という⽅は

⼀度、本当の『リスク』について客観的かつ相対的に考えてみましょう。

以上のFACT（事実）から、現状を⾒ると
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FACT.4

重症化リスクは
基礎疾患保持者
と⾼齢者が⾼い

これまでにわかっている通り、重症化しやすいのは限定的な層です。

若年層の多くは軽症か無症状であり、
重症化や死亡に⾄るケースは⾼齢者や基礎疾患保持者がほとんどです。

⽇本では、重症化リスクの⾼い⾼齢者や基礎疾患保持者以外は

リスクは低いと⾔えます。
FACT（事実）から考えると

令和２年７月29日18時時点
新型コロナウイルス感染症の国内発生動向

全体
10歳
未満

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
以上

3.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 4.1 12.5 25.4

重症者割合（％）

全体
10歳
未満

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
以上

1.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 2.5 5.8 3.7 2.5

注：これらの分析は年齢階級や入退院の状況など陽性者の個別の状況について、都道府県等から当省が情報を得られたものを集計しており、
総数は現在当省HPで公表されている各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げた陽性者数・死亡者数・重症者数とは一致しない。

【死亡率】
年齢階級別にみた死亡者数の陽性者数に対する割合

【重症者割合】
年齢階級別にみた重症者数の入院治療等を要する者に対する割合

死亡率（％）
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年齢階級別死亡数
※7月29日時点で死亡が確認されている者の数

（令和2年7⽉29⽇18時時点）出典：SmartFLASH 4/9(木)より
出典：https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000654102.pdf
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現在、明らかになっている重症化リスクFACT.4

出典：https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200830-00195714/

●新形コロナに感染したときに基礎疾患のない⼈と⽐べて
それぞれの基礎疾患を持つ場合の⼊院リスク
（CDC資料より データはアメリカでの新形コロナ⼊院データに基づく）

⽇本の⼊院患者全体のうち
男性は58.9%を占め、
さらに重症者全体の78.9%を占める

●⼥性よりも男性が重症化しやすい

●以下のような⼈は、年齢に関係なく新型
コロナに感染した際に重症化のリスクが⾼
くなります。

• がん：重症化リスク3.6倍
• 慢性腎臓病：⼊院リスク増加
• COPD（慢性閉塞性肺疾患）：重症化リスク5.7倍
• 固形臓器移植による免疫不全状態：致命率上昇
• 肥満（BMI30以上)：

⼊院リスクが2.1倍、死亡リスクが1.5倍
• ⼼不全、冠動脈疾患、⼼筋症などの重篤な⼼疾患：

重症化リスク3.4倍
• 2型糖尿病：重症化リスク2.3倍

CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). People with Certain Medical Conditionsより
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＜参考資料＞ インフルエンザの死亡者も⾼齢になる程増えていきます。

新型コロナウイルスに限らず、
加齢に伴い、様々な疾患のリスクは⾼くなっていきます。

出典：プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/33466?utm_source=line03_12

FACT.4
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FACT.5
重症化の⽅程式は
“感染時のウイルス取り込み量”x“基礎疾患保持数”x“年齢” 。
これらのリスクファクターが多いほど重症化しやすくなる。

ウイルスが発症や重症度には、免疫機能が健全に働くかどうかに加え、⼀般的に
「感染時のウイルスの量×基礎疾患保持数×年齢」が関係していると⾔われています。

まず、ウイルスが発症するためには、体内のウイルスが、⼀定量境界線を超える必要があります。
ウイルスは体内で増殖をするので、感染時のウイルスの量が多いと免疫機能が闘う相⼿も増えてしまいます。

例えば、体内のウイルスが1⽇で倍に増殖すると仮定します。
●ウイルスの感染量が少ない場合
1⽇⽬：１０ウイルス ⇨ ２⽇⽬：２０ウイルス ⇨ ７⽇⽬：６４０ウイルス
●ウイルスの感染量が多い場合
1⽇⽬：１０００ウイルス ⇨ ２⽇⽬：２０００ウイルス ⇨ ７⽇⽬：６４０００ウイルス

このように、感染時のウイルス取り込み量が少なければ、増殖するまでに時間稼ぎができるので、
免疫機能は闘う準備と時間も増えますが、感染時のウイルス取り込み量が多いほど、免疫機能が対応するまでに、
体内のウイルスが増殖してしまい、重症化しやすいのです。
重症化リスクの⾼い⼈は、感染時のウイルスの取り込み量を少なくするよう、マスクの着⽤や⼿洗いなどで防護すると良いでしょう。
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ゼロリスクの対策は存在しません

NO ZERO RISK

感染者や死亡者をゼロにする。それは、本当に正しい考え⽅でしょうか？
まずゼロリスクは、そもそもこの世に存在しません。⼈は⽣まれた時から死ぬリスクがあります。

⼤切なのはリスクがどの程度なのかを知ること。そして、そのリスクをなるべく抑えるように努⼒することです。
例えば、新型コロナに感染した健康な６０代以下の⼈の死亡確率は、交通事故よりも低いのです。

新型コロナに対しても死亡率から考えれば、過度なリスク対策をする必要はないことがわかるでしょう。

ゼロリスク思考を⽌め、リスクを抑えながら活動することを⽬指しましょう。
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NEXT ACTION！ 基本指針
NEXT
OPEN THE
DOOR.

1. ＜リスク別の対策＞

・重症化のリスクの⾼い層と低い層を分けて対策する。

2. ＜リスクの⾒直し＞

・直接死因のコロナ死者数の許容範囲を設定する。

・死者数が許容範囲の場合は過剰な感染対策や活動⾃粛はしない。

・感染拡⼤を優先するのではなく、リスクを相対的に判断し政策を決める。

3. ＜医療体制の充実＞

・指定感染症から外し、他の疾患患者を含めたリスク対策と医療体制を整える。

リスクを相対的に捉え、豊かな⽣活を取り戻すための⾏動を！
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新型コロナウイルスは若年層にとっては弱毒性ですが、感染⼒はとても強く、そもそも感染を防ぐことができない
ウイルスです。したがって、感染者数をゼロにするのがゴールではありません。
新型コロナウイルスは、⾃然感染が増えることで集団免疫が確⽴し、⾃然と収束に向かうものだと考えられます。
感染することがリスクではなく、重症化リスクを最⼩限に抑え、通常⽣活に戻すことをゴールにするように考えて
いくことが⼤切です。
重症者と死者数を抑えるには、まずは感染リスクの⾼い⾼齢者や基礎疾患保持者を優先的に守ること。そして、耐
性のある健康な⼈は徐々に⾃然感染を促していくことです。ウイルスとの共存の中でさらに毒性は弱まり、気付か
ないうちに全てが収まっていくでしょう。

重症化リスクの⾼い⾼齢者や基礎疾患保持者は
感染に気をつける必要はありますが、
それ以外の低リスク層は通常通りの⽣活に戻ることが可能です。

⾼リスク層と低リスク層を分けて考える。
NEXT
OPEN THE
DOOR.１
リスク別の対策

１、重症化のリスクの⾼い層と低い層を分けて対策する。
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FACT.
死者の多くは病院内や⾼齢者施設内で感染。
疾患保有者や体⼒のない⾼齢者など
⾼リスク層が多く居住する施設でのリスクが⾼い結果に。

●７⽉30⽇、WHO（世界保健機関）によると、多くの国で新型コロナウイルス感染症による死者の４割以上が、⾼齢者向けの介護
施設であるということを発表。先進国をはじめとする⾼所得国の中には、亡くなった⼈の８割が介護施設の⾼齢者というケースも
あるという。
出典： https://www.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no906/	/

●東京都は7⽉31⽇(2020年)、6⽉30⽇までに新型コロナで亡くなった⼈の分析結果を公表した。6225⼈の感染者のうち、亡くなっ
たのは325⼈。70歳以上が全体の8割を占め、平均年齢は79.3歳だった。院内・施設内感染者は51.7%と半数以上。多くが糖尿や⾼
⾎圧などの基礎疾患を持っていた。
出典： https://www.j-cast.com/tv/2020/08/04391473.html?p=all

⾼齢者施設や介護施設では、特に感染対策が求められる。

●新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関連する死者数のうち介護施設の⼊所者が占める割合は、フランスで49.4％（4⽉15
⽇現在）、ベルギーで49.1％（4⽉16⽇現在）。介護施設政策への提⾔を⾏う英拠点の団体「ILPN」が公式統計に基づく各メディ
アの集計により出した17⽇の発表によれば、ポルトガルとスペインでの介護施設での死者数は全体の33％、53％をそれぞれ占めた。
出典： https://www.afpbb.com/articles/-/3280080
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①⾼リスク層の防護
• クラスターや感染拡⼤が予想される場所での徹底した対策

感染拡⼤が起こりやすい病院や介護施設や⾼齢者施設は徹底的に防御する。
マスクやソーシャルディスタンシングを徹底し、 施設利⽤者の定期的なPCR検査の実施や、必要に応じて訪問者の
PCR検査をするなど、新型コロナ感染者をなるべく病院や介護施設に近づけないようにする。

• 基礎疾患を持つ⾼齢者（７０歳以上）は３密を避けて⾏動するように⼼がける。

②低リスク層は過剰な対策を避ける
• 発熱や咳などの軽度の初期症状が⾒られる⼈は⾃宅で療養し、呼吸困難やそれ以上の治療（酸素吸⼊やなど）が必要

な場合は病院へ⾏き必要に応じて⼊院するなど、症状に合わせた治療をしていく。
• 屋内の混み合った場所で過ごす場合は、なるべくマスクをして、体内に⼊るウイルス量を減らすように⼼がける。そ

れ以外の場所では、マスクの必要はない。
＊ただし、⾼リスクグループと接触するときは、マスクやソーシャルディスタンシングを⾏う。

• 感染者が出たからと⾔って活動を⽌めない。速やかにPCR陽性だった⼈を療養させ、陰性の⼈は通常業務を続ける。
陽性者は厚労省のガイドラインにしたがって仕事や学校に復帰する。

相対的なリスクを減らし、
社会を動かす適切な感染対策を。

NEXT
OPEN THE
DOOR.１
リスク別の対策

１、重症化のリスクの⾼い層と低い層を分けて対策する。
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あらゆる疾患においても、交通事故のような⽣活上のリスクにおいても、死
亡者が全く出ないような、ゼロリスクの対策は存在しません。新型コロナウ
イルスも、ある程度の死亡者数の許容範囲を想定していく必要があります。

毎年、何⼈が⾵邪を引いたりインフルエンザに感染したかについて、私たち
は特に意識せずに過ごしています。例えば、毎年の流⾏インフエンザや交通
事故の死亡者数は約3000−4000⼈、お⾵呂で溺死する⾼齢者は約5400⼈＊

１もいます。こうした事例は、これまで⼤きく問題視されていませんし、そ
れによって⾏動を⾃粛することはありませんでした。この数字を相対的に考
えて、新型コロナウイルスの死亡者数を同程度に抑えれば、通常⽣活に戻っ
ても許容範囲になるのではないでしょうか？

2020年11⽉6⽇現在、新型コロナウイルス による死亡者は約1,800⼈です。
上記の死亡者数から⾒れば、死亡者数の増加率や変動に注意しながら、死亡
者を許容範囲に抑えることを⽬標として対策をとればよいのです。

ゼロリスク思考を⽌め、
新型コロナの死亡者数の許容範囲の設定する。

NEXT
OPEN THE
DOOR.２
リスクの⾒直し

＜参考資料＞ インフルエンザの死亡者

3,325⼈

＊１ 出典元

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai19/dl/h6.pdf	
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/170125kouhyou_1.pdf	

２、直接死因のコロナ死者数の許容範囲を設定し、許容範囲内は過剰な感染対策（隔離）はしない。

出典：プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/33466?utm_source=line03_12
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他の死因と⽐べた新型コロナのリスクFACT.

●⽇本の年間死亡者数（2019年）
• 約380,000⼈→がん＊１
• 約100,000 ⼈→肺炎＊１
• 約20,000⼈→⾃殺＊１
• 約5,400⼈→お⾵呂での溺死＊２（2018年）
• 約4,300 ⼈→交通事故＊１
• 約3,600⼈→インフルエンザ＊１
• 約1,300⼈→お餅の誤飲（1⽉のみ）＊3 （年数不明）
• 約1,800⼈→新型コロナ（2020年11⽉6⽇現在）
OPEN	THE	DOOR	編集部調べ
参照：
＊１： https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai19/dl/h6.pdf
「厚生労働省」（2019）
＊２：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/170125kouhyou_1.pdf	
＊３：https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20191217-OYTET50009/



感染リスク ⾃粛による
リスク

社会と経済、豊かな⽣活のバランスを考え
リスクを相対的に捉える。
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感染によるリスクと、活動⾃粛がもたらすリスク。どちらが⼤きいのか？
過度な⾃粛により、私たちは多くのものを失っています。

感染者数にとらわれずに、リスクを相対的に判断し、⾏動基準を決めていきましょう。

NEXT
OPEN THE
DOOR.２
リスクの⾒直し

２、感染拡⼤を優先するのではなく、リスクを相対的に判断し政策を決める。
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コロナ関連
倒産数
687件

（11⽉6⽇16時現在）

解雇数
6万9130⼈

（10⽉30⽇時点、
⾒込み含む）

求⼈倍率
10年ぶりに

0.3ポイント以上
低下

認知症悪化
40%アップ

DV相談数
前年⽐

２〜３割増加

GDP
戦後最悪の
落ち込み
前期⽐年率

27.8%縮⼩
（ 2020年4〜6⽉期）

⾃粛によるリスクはこんなにも！
NEXT
OPEN THE
DOOR.２
リスクの⾒直し
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広がる活動⾃粛による被害
• 経済① 倒産・解雇の増加
• 経済② 経済成⻑の停⽌、停滞、機会損失
• 健康① ⾃粛による不活動から起こる、認知機能、肥満、⽣活習慣病の増加
• 健康② 過度な消毒・除菌による免疫機能の低下、免疫機能の変化（アレルギー促進）
• 健康③ 受診控えによる他の疾患の発⾒の遅れ、治療の遅れ
• 社会① ⾃粛ポリス、コロナいじめ、⼈権侵害、差別
• 社会② DV、ストレス、精神不安の増加
• 教育 教育格差、課外活動や集団教育の機会損失

失われた豊かな⽣活
• ⽣活の質① 祭りなどの⽂化的活動、観光・娯楽・レクレーションができない
• ⽣活の質② 会いたい⼈に会えない

⾃粛によるリスクはこんなにも！

NEXT
OPEN THE
DOOR.２
リスクの⾒直し
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＜活動⾃粛による被害のまとめ＞閲覧2020. 11.8現在

経済①
倒産・解雇の増加
https://www.tdb.co.jp/tosan/covid19/index.html
コロナ解雇7万⼈に迫る 製造、飲⾷、⼩売で半数
https://news.livedoor.com/article/detail/19167787/

経済②
経済成⻑の停⽌、停滞、機会損失
＊通常回復するまでの⾒込み
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62731860X10C20A8MM8000/
⽇本経済新聞「主要国経済1割縮⼩ 4〜6⽉GDP、リーマン時の3.5倍」8⽉17⽇
https://www.bbc.com/japanese/53802810
BBC NEWS「⽇本経済、戦後最悪の落ち込み 4〜6⽉期は27.8%縮⼩」8⽉17⽇
求⼈倍率→ 10年ぶりに0.3ポイント以上低下
https://diamond.jp/articles/-/245561
「DIAMOND online」（8⽉13⽇）
↓元データ
第37回 ワークス⼤卒求⼈倍率調査（2021年卒） | Recruit - リクルートグループ

健康①
⾃粛による認知機能、肥満、不活動、⽣活習慣病
https://www.asahi.com/articles/ASN8K565XN8GULBJ00T.html
朝⽇新聞デジタル「新型コロナで認知症の症状「悪化」 専⾨医の4割が回答」8⽉19⽇
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200804/k10012551011000.html
NHK「認知症の状態が悪化40％ 新型コロナによる⽣活の変化で」8⽉4⽇
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200602/k10012454461000.html
NHK「コロナ太り」57％が体重増加 専⾨家「⽣活習慣病のおそれ」6⽉2⽇

参照元LINK.

健康②
過度な消毒、除菌による肺への影響、免疫機能の低下
https://www.fnn.jp/articles/-/34597
FNNプライムオンライン「肺に⽩い影」医師も驚愕…原因はまさかの“過剰コロナ対策”
4⽉21⽇
https://news.yahoo.co.jp/articles/e07c75d786244f59223dd9cb7a9eb00da960f31e
Yahoo!ニュース「⼿の洗いすぎ、消毒のしすぎは感染リスクを⾼める恐れも＃コロナとどう暮
らす」6⽉10⽇

社会
⾃粛ポリス、⼈権被害、差別
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200509/k10012423651000.html
NHK「⾃粛警察」相次ぐ 社会の分断防ぐ冷静な対応を 新型コロナ5⽉9⽇
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/607787/
⻄⽇本新聞「他県ナンバー狩り、ネットで中傷…暴⾛する“⾃粛ポリス”」5⽉13⽇

教育
教育格差、課外活動や集団教育の機会損失
https://toyokeizai.net/articles/-/351563
東洋経済「⽇本⼈は｢休校⻑期化｣の深刻さをわかってない」5⽉23⽇
●QOLの⼤切さ
⽣活の質①
観光・娯楽・レクレーション・祭ができない
コロナウイルスで中⽌・延期になったお祭りまとめ
https://omatsurijapan.com/blog/discontinued-festival/
⽣活の質②
会いたい⼈に会えない
お盆休みの帰省 ⾃粛や慎重な検討呼びかける⾃治体相次ぐ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200805/k10012552671000.html
精神疲労
https://news.yahoo.co.jp/articles/243d59c044545fc9fd07ab028503cf3aeefe2c39
Yahoo!ニュース「DV、薬物・アルコール依存深刻化 コロナでストレス増 WHO⽶州」8⽉19
⽇
https://www.at-s.com/news/article/health/shizuoka/769038.html
静岡新聞NEWS
⾃粛ストレス「コロナ疲れ」ご注意を 社会活動再開、体調不良の増加懸念 静岡県内専⾨家
「睡眠、⾷事、規則正しい⽣活を」5⽉24⽇
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指定感染症の指定による医療現場への負担と
他の疾患患者の治療や通院の弊害をなくす。

NEXT
OPEN THE
DOOR.３
医療体制の充実

３、新型コロナを指定感染症から外し、他の疾患患者を含めたリスク対策と医療体制を整える。

新型コロナウイルスは指定感染症に指定されたことで、検査で感染が確認された患者は症状を問わず、原則的に⼊院を義務付けられます。
しかし、新型コロナウイルス感染者の８割以上が無症状／軽症ですので、本来⼊院する必要のない感染者全員に⼊院を義務付けることは、
医療施設に負担を掛けることになります。治療を必要としない無症状／軽症の⼈を病院に送ることで、治療を必要とする患者のベッド数を
減らすことになってしまうのです。加えて、治療を必要としない感染者を病院に送ることで院内感染のリスクを上昇させ、重症化リスクの
⾼い⼊院患者を危険に晒すことになります。
治療の必要な感染者以外を⼊院させなければ、 2020年11⽉5⽇現在の重症者の数は約190⼈ですので、医療負担からは程遠い数字となりま
す。これらを踏まえて考えても、医療の現場を守るためにも新型コロナウイルスを指定感染症から外すべきです。

新型コロナによる医療負担よりも、もっと⼤きな問題点は、他の疾患で治療や検査を必要とする患者が、新型コロナに怯えて病院に⾏かな
いことです。病院側も新型コロナ感染疑いなどで受け⼊れを拒否し、治療を必要とする患者がたらい回しにされて死亡するケースも出てき
ています。実際に、アメリカでは施設のロックダウンによる影響でガンの発⾒率が４６％低下していることや、⼼筋梗塞の治療が３８％低
下しているデータ＊１が出ています。これによりアメリカではガンの発⾒や治療の遅れによって３万⼈のガン死亡者増加となると想定され
ています。どの国も新型コロナの恐怖と閉鎖による２次災害死亡者が新型コロナによる死亡者よりはるかに超えると予測されます。
医療の現場も、あらゆる疾患を持つ患者を含め、リスクを相対的に捉えて体制を整えていく必要があるでしょう。

＊１ 出典元

https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200816-00191694/
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2768946
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⽇本でも、新型コロナ 全国に広がる受診検診控えで
「持病悪化、進⾏がん増加」 医師らが警告。

FACT.

●2020.８.23 AERA dot.より⼀部記事抜粋
⽇本医師会が7⽉22⽇に発表した全国693の病院と診療所に⾏った調査によると、3〜5⽉の⼊院外総点数前年⽐は病院で約4％減、診療所で
約16％減。診療科別で特に顕著だったのが⼩児科（約36％減）、⽿⿐咽喉科（約34％減）、整形外科（約15％減）だった。
持病の受診は不要不急ではなく、必要な⽤事であるはずだ。だが、⽣活習慣病を持つ患者にも、受診控えは起きている。⾼⾎圧治療に⻑年
携わる東京都健康⻑寿医療センター顧問の桑島巖医師は⾔う。「ある70代の⼥性は、今年2⽉に来院して以来、7⽉まで感染を恐れて病院
に来ず、処⽅した3カ⽉分の薬も切れていた。⾎圧はかなり上がり、動脈硬化が進んでいる可能性がありました」
緊急事態宣⾔後、70代以上は約2割、80代以上だと約4割の患者が病院に来なくなった。薬だけを求める⼈もいる。
⼀⽅、新型コロナウイルスの影響で医療機関が機能せず、必要な医療を受けられない事態も起こっている。都内の介護施設に勤める男性
（53）の両親は、⼭⼝県に暮らす。⽗親（86）が寝たきりで在宅介護を受け、かかりつけの訪問診療医がいる。
3⽉下旬、⽗親が⾼熱を出し、かかりつけ医に連絡すると、診察を断られた。患者に感染疑いが出たため、2週間は診察できないという。
県内に住む看護師の姉が実家に⾏き、様⼦を⾒た。だが、10⽇後に容体が急変、総合病院に救急搬送され、腎盂炎による敗⾎症と診断さ
れた。幸い、2カ⽉の⼊院を経て、⽗親の症状は軽快、⾃宅に戻ることができた。医療機関として感染を広げるわけにはいかないという姿
勢はわかる。だが、憤懣は消えない。
病院に⾏かなくなるということは、病気の⾒逃しが起こるということだ。AERAが⾏った医師1335⼈へのアンケートでも、受診控えにより、
進⾏がんや重症者が増加する可能性を指摘する声が多く寄せられた。国⽴がん研究センター中央病院検診センター⻑の松⽥尚久さんも、
「がん検診やその後の受診機会を逃すことで、進⾏がんが増えるリスクがある」と話す。

出典：https://dot.asahi.com/aera/2020082000030.html?page=2
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新型コロナによる⽣活の変化受け、
新しい⽣活様式やNew Normalという⾔葉が聞かれるようになりました。

しかし、私たちは新型コロナの影に怯えることも、⽣活の質を落とす必要もないのです。

新型コロナ対策で強いられた⽣活から学んだことを、
未来へのアクションとして、もっと良い形に変えていくことが⼤切です。

例えば、在宅勤務のなかで仕事とプライベートやワークライフバランスについて考えた⼈も多いことでしょう。
オンライン会議はコミュニケーションの場を広めてもくれました。

New NormalではなくNew and Better Normal。

より良いライフスタイルへ、アップデートすることを⽬指しましょう。
⽣活に質を⾼めていくことを優先していくのです。不便なことを取り⼊れる必要は全くありません。

それでこそ本当の意味で新型コロナウイルスと共存し、新しい扉を開いたと⾔えるでしょう。

New and Better Normal
新しく、より良い⽇常を⽬指そう

NEXT
OPEN THE
DOOR. さあ、次の扉へ！OPEN THE NEXT DOOR!
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新型コロナウイルスに関する
FACT（事実）とTHINK（考察）

より深く新型コロナを理解するための資料集
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FACT.
新型コロナが陽性の場合は、厳密な死因に関係なく、
新型コロナの死亡者としてカウントされている。

参照：https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf

事 務 連 絡 

令和２年６月 18 日 

都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局）御中 

特 別 区 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について 

 

  ｢新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について｣（令和２

年２月７日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡）及び「新型コロナウイ

ルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」（令和２年 2 月 14 日厚生労

働省健康局結核感染症課事務連絡）に関するＱ＆Ａについて、別紙のとおりとり

まとめましたので、お知らせいたします。内容を御了知の上、関係各所へご連絡

の程よろしくお願い致します。 

本事務連絡を受けて、全数の死亡者数が変更となる都道府県等は、6 月 19 日

（金）17:00 までに厚生労働省疫学・データ班（旧サーベイランス班）まで、メ

ール又は電話で事前にご連絡をお願いします。 

また、変更された全数の死亡者数については、6月 23 日（火）17:00 までに厚

生労働省疫学・データ班（日本橋分室）（旧サーベイランス班日本橋分室）まで、

メール又は電話で報告をお願いいたします。疫学・データ班（日本橋分室）では、

変更があった死亡者について、これまでの患者情報との突合を行いますので、詳

細を確認させていただきます。 

なお、本事務連絡を受けた全数の死亡者数については、6 月 26 日（金）に厚

生労働省でまとめて公表する予定です。 

 

 

 

  

 

  

【連絡先】 

○本事務連絡について・事前報告について 

新型コロナウイルス感染症対策推進本部 疫学・データ班（旧サーベイランス班）

03-5253-1111（内線 8069）n-cov_survey@mhlw.go.jp 

○死亡者数の変更報告・患者情報との突合について 

新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

疫学・データ班（日本橋分室）（旧サーベイランス班日本橋分室）  

03-6262-7458  n-cov_survey@mhlw.go.jp 

 

（別紙） 

 

（答） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症を原死因とした死亡数については、人口動態調

査の「死亡票」を集計して死因別の死亡数を把握することになりますが、死因

選択や精査に一定の時間がかかります。 

 

○ 厚生労働省としては、可能な範囲で速やかに死亡者数を把握する観点から、

感染症法に基づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、

亡くなった方を集計して公表する取扱いとしています。 

 

○ したがって、事務連絡中の「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したとき」

については、厳密な死因を問いません。新型コロナウイルス感染症の陽性者で

あって、入院中や療養中に亡くなった方については、都道府県等において公表

するとともに、厚生労働省への報告を行うようお願いいたします。 

 

 

（答） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡くなっ

た方については、厳密な死因を問わず、「死亡者数」として全数を公表するよ

うお願いいたします。 

 なお、新型コロナウイルス感染症を死因とするものの数を都道府県等が峻別

できた場合に、別途、新型コロナウイルス感染症を死因とする死亡者数を内数

として、公表することは差し支えありません。 

 

 

  

問１ 2 月 7 日、2月 14 日の事務連絡では、「新型コロナウイルス感染症患者

が死亡したとき」に、速やかに厚生労働省に報告するとあるが、どのような

状況に報告すべきか。 

問２ 都道府県等の公表する死亡者数は、どうすべきか。 

 

（別紙） 

 

（答） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症を原死因とした死亡数については、人口動態調

査の「死亡票」を集計して死因別の死亡数を把握することになりますが、死因

選択や精査に一定の時間がかかります。 

 

○ 厚生労働省としては、可能な範囲で速やかに死亡者数を把握する観点から、

感染症法に基づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、

亡くなった方を集計して公表する取扱いとしています。 

 

○ したがって、事務連絡中の「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したとき」

については、厳密な死因を問いません。新型コロナウイルス感染症の陽性者で

あって、入院中や療養中に亡くなった方については、都道府県等において公表

するとともに、厚生労働省への報告を行うようお願いいたします。 

 

 

（答） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡くなっ

た方については、厳密な死因を問わず、「死亡者数」として全数を公表するよ

うお願いいたします。 

 なお、新型コロナウイルス感染症を死因とするものの数を都道府県等が峻別

できた場合に、別途、新型コロナウイルス感染症を死因とする死亡者数を内数

として、公表することは差し支えありません。 

 

 

  

問１ 2 月 7 日、2月 14 日の事務連絡では、「新型コロナウイルス感染症患者

が死亡したとき」に、速やかに厚生労働省に報告するとあるが、どのような

状況に報告すべきか。 

問２ 都道府県等の公表する死亡者数は、どうすべきか。 

● 2020年6⽉26⽇ 朝⽇デジタルより
厚労省は2⽉、新型コロナの患者が死亡した時は報告するよう
都道府県などに求めていた。しかし、新型コロナが直接の死
因ではない場合に除外されている例があり、6⽉18⽇に、厳密
な死因を問わず死亡者数として公表するよう都道府県などに
改めて求めた。
出典：https://www.asahi.com/articles/ASN6V6J5TN6VULBJ006.html

現在、厚⽣労働省は各都道府県に対し、新型コロナに陽性の場合、新型コロナが直接の死因でなくても死亡者として報告するように通達しています。



2020/9/1 copyrights:OPEN THE DOOR 31

● 2020年6⽉29⽇ 読売新聞オンラインより
新型コロナウイルスに感染するのは本⼈が悪い――。３〜４⽉の時点で、そ
う考えていた⼈の割合が、⽇本は⽶国や英国などと⽐べて⾼かったという調
査結果を、三浦⿇⼦・⼤阪⼤教授ら⼼理学者の研究グループがまとめた。三
浦教授らのグループが３〜４⽉、⽇本、⽶国、英国、イタリア、中国の５か
国で各約４００〜５００⼈を対象にインターネット経由で回答を得た。
「感染する⼈は⾃業⾃得だと思うか」との質問に、「全く思わない」から
「⾮常に思う」まで賛否の程度を６段階で尋ねた。
その結果、「どちらかといえばそう思う」「やや――」「⾮常に――」の三
つの答えのいずれかを選んだのは、⽶国１％、英国１・４９％、イタリア
２・５１％、中国４・８３％だった。これに対し、⽇本は１１・５％で最も
⾼かった。反対に「全く思わない」と答えた⼈は、他の４か国は６０〜７
０％台だったが、⽇本は２９・２５％だった。

三浦教授は「⽇本ではコロナに限らず、本来なら『被害者』のはずの⼈が
過剰に責められる傾向が強い。通り魔被害に遭った⼥性が、『深夜に出歩く
ほうが悪い』などと責められることもある。こうした意識が、感染は本⼈の
責任とみなす考えにつながっている可能性がある」としている。

FACT.
「コロナ感染は⾃業⾃得」⽇本は１１％、⽶英の１０倍。
強い⾃⼰責任論はコロナ差別や同調圧⼒の原因になる恐れも。

出典： https://www.yomiuri.co.jp/national/20200629-OYT1T50107/
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⼀度感染して治ったウイルス感染症は再度発症することはありません。
私たちが持つ獲得免疫には過去の病原体を覚える機能が携わっています。これを「免疫記憶」と⾔います。

病原体が⼤きく変異を起こし、元の病原体として認識できなくなるまでは免疫から守られています。また、コロナウイルスの変異率はインフル
エンザよりも低く、⼤きく変異するのに何年も掛かると予測されます。しかも、変異を起こしていくうちに弱毒化していくので、⾵邪ウイルス
のように変化して⾏くと考えられます。

獲得免疫細胞の種類でB細胞という細胞がいます。B細胞が作る中和抗体は病原体に特異的にくっついて除去してくれる物質です。治癒してす
ぐは抗体が⾎中で測定できるのですが、しばらく経つとその抗体が⾎中から検出できないこともあります。新型コロナウイルスの中和抗体は⾎
中であまり持続せず、３ヶ⽉程度で測定できないレベルまで落ちてしまう傾向にあります。
なぜなら、再度遭遇するか分からない病原体のためにずっと抗体を作り続けることはエネルギーの無駄になるからです。しかし、⾎中に抗体が
なくても⼼配するこおはありません。再度新型コロナウイルスが体内に⼊ると、記憶しているB細胞が即座に新しい中和抗体を作り、感染から
⾝を守ってくれる「免疫記憶」という仕組みがあるのです。
それに加えて、獲得免疫細胞の種類でT細胞という細胞も存在します。抗体は細胞に⼊り込んだウイルスに触れることが出来ませんが、T細胞
はウイルスが⼊り込んだ細胞を殺してくれます。T細胞も免疫記憶を持ち、感染から⾝を守ってくれるのです。

したがって、中和抗体が⾎中からなくなっても恐れる必要はありません。免疫機能は常に守ってくれています。

＜疑問＞再発症は？ 抗体はすぐ消えるのか？

⼀度感染して治ったウイルス感染症は再度発症はしない。
抗体は低下しても、「免疫記憶」で守られる。

THINK.
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全世界で何⼗⼈かの”再感染”が報告されています。しかし、これは何千万⼈といる感染者の中の稀な話です。これらの⽅は何らかの免疫
抑制が掛かっている可能性があります。それに加え、再感染というのはウイルスが唾液から⼀時的に検出できたこと＝陽性を⽰すだけで
あって、病気を発症した訳ではありません。しかも、PCR検査はそのウイルスが死んでいるのか、⽣きているのかを特定することができ
ません。

通常は症状がある⼈にしかPCR検査をしないため、感染＝発症なのですが、新型コロナの場合は、対策の上で無症状の⼈にも検査を⾏っ
ているので、感染＝発症とはならないのです。現に、現に再感染が確認された⽅は無症状／軽症がほとんどです。

新型コロナに再度遭遇した場合、先に述べているように、⾎中から消えた抗新型コロナの抗体は再度作られますが、多少時間が掛かるた
め（１⽇程度）、⼀時的にウイルスは死んだ状態でも⾝体に滞在することができます。同じく、免疫記憶T細胞の再活性にも少し時間を要
します。これは⾵邪コロナウイルスにおいても同じ報告が過去になされています。これらのケースでは再感染しても再発症しにくいこと
を再確認できました。同時に、新型コロナウイルスは多少変異しても、過去の免疫記憶で守られていることも⽴証してくれました。

つまり、遺伝⼦情報が少し違うウイルスからも守れていたということになり、多少変異を起こしたとしても免疫に守られていたことを⽰
唆しています。

＜疑問＞再感染はするのか？
〜⾹港の事例より〜

免疫記憶による抗体の再現には多少時間を要するため
陽性を⽰す場合もあるが、発症したわけではない。

THINK.
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●治療薬
基本的にウイルスは細菌と違って、抗⽣物質のような薬物で直接殺すことができません。ウイルスを除去するには、ヒトは⾃らの免疫シス
テムで戦う必要があります。治療薬の⽬的は、症状を和らげたり、ウイルスの複製速度を弱めたり、免疫機能を変えることです。なかでも、
重症化／死亡を防ぐのが⼀番の⽬的になります。

新型コロナによる重症化の原因は、ウイルスが体内の細胞を殺すからではありません。ウイルスを上⼿に退治できないにも関わらず、免疫
反応だけが強く出てしまう反応「サイトカインストーム」が重症化の主な原因です。インフルエンザでも同様の現状が起こります。

「サイトカインストーム」は例えるなら、無数のゴキブリを家にいて、退治したい状況があるとします。しかし、あまりにも数が増えすぎ
て、１匹づつ丁寧に殺してもラチがあきません。その苛⽴ちの中で⾃分の感情を制御できず、ゴキブリを退治するために家に⽕をつけてし
まいました。そんなことをすればゴキブリはいなくなるかもしれませんが、家が破壊されてしまいます。こうした暴⾛⾏為が免疫機能に起
こることが原因なのです。

治療⽅針は症状や感染時期によっても変わります。重症化する前は免疫⼒を⾼める治療などを⾏い、重症化した患者には免疫抑制剤が有効
になります。現在では、こうした対処法がわかり死亡者数が減少している⼀因にもなっています。

＜疑問＞ 活動再開は治療薬を待ったほうがいいのでは？

治療薬は症状を和らげたり、ウイルスの複製速度を弱めるもの。
治療薬でウイルスを直接殺すことはできない。

THINK.
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●ワクチン
ワクチンは治療薬ではなく、未然に感染を防いだり、感染しても症状を和らげたりするために使うものです。ワクチンは病原体の⼀部分を
使って、体内に免疫記憶を作ります。うまく⾏けば、過去に新型コロナウイルスに感染したような免疫記憶でウイルスから⾝を守ってくれま
す。しかし、 ワクチンの開発は容易ではなく、確実な効果があるとは断⾔できません。

ワクチンの問題点としては以下が考えられます：
（１）⾃然感染に⽐べ免疫機能を活性化する⼒が弱い。
（２）ワクチンで抗体が誘導されても効果があるかどうか分からない。⾃然感染の場合は病原体との戦いに勝つことによって得られた免疫記
憶なので、確実に病原体に対して有効性があるということを⽰すが、ワクチンは病原体ではないので、免疫の有効性を試すことができない。
（３）免疫記憶の持続性が乏しい。⾃然感染に⽐べ、ワクチンで得られた免疫記憶は⻑期に保たれないことが多い。
（４）副作⽤の可能性。ワクチンには免疫を活性化するための物質、抗原を発現させるための物質などが含まれており、副作⽤が⽣じる可能
性がある。⾃然感染で治癒した⼈にワクチンを打つと、強い免疫反応が⽣じることも可能性もある。
（５）急速に開発が進められ、経済的、政治的要素も含まれたワクチン開発は⽤⼼すべき。

⼀番怖いことは、もし新型コロナワクチンで少しでも副作⽤が出た場合、他のワクチン（破傷⾵、はしか、ポリオ等）に対しても評価が落ち
てしまう可能性があるということです。これらのワクチンは、急速に開発されたワクチンとは違い、安全性と効果は⻑年に渡って⽴証され、
⼈類を守るために必要なワクチンです。何れにしても、ワクチンだけに頼るのではなく、私たちの免疫機能を⾼めることにも⼼がけましょう。

＜疑問＞ 活動再開はワクチンを待ったほうがいいのでは？

ワクチンは治療薬ではなく、未然に感染を防いだり、
感染しても症状を和らげたりするために使うもの。

THINK.
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ウイルスは細胞内でしか⾃らを複製することができません。宿主がいなくなれば、⾃然消滅します。免疫で守られている⼈が多いほど、ウ
イルスは感染場所をなくしてしまいます。最初は宿主になる感染可能な⼈が沢⼭いるので、感染は爆発的に増えます。

しかし、あるレベルを超えると、感染可能な⼈が減って⾏き、ピークが過ぎます。その後、緩やかに感染が広まり、知らないうちに消滅し
ます。新型コロナウイルスの場合は⼈⼝の５０％ほどに感染が広まると、まだ感染していない５０％の⼈は感染から守られると考えられま
す。これを集団免疫と呼びます。

ロックダウンなどの⾏動⾃粛で感染の拡⼤を⼀時的に抑えることはできます。これは感染のピーク値を低くして、医療負担を掛けないため
に⾏うのは理にかなってます。しかし、極度な⾃粛を続けても、それを解除すればまた広がりますので全く意味がありません。バランス良
く⾏動をする必要があるのです。

⼀番⼤事なのはゴールを⾒失わないことです。ゴールは許容範囲内に死亡者数を抑えながら通常⽣活を取り戻すことです。集団免疫の確⽴
やウイルスの除去はゴールではありません。まず、ほとんどの感染者が無症状であり、新型コロナウイルスを隔離で除去することはできま
せん。
安全で効果的なワクチンがない現在の状況で、集団免疫は⾃ら作れるものではなく、⾃然に通常⽣活のなかで到達するものです。許容範囲
内に死亡者数を抑えられる程度に通常⽣活を戻して、徐々に感染を広めていくと集団免疫は確⽴されます。

＜疑問＞集団免疫は獲得できるのか？

集団免疫は⾃然に獲得されるもの。
故意に達成するものではない。

THINK.
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新型コロナの後遺症についてのニュースも気になっている⼈も多いことでしょう。
しかし、新型コロナの後遺症については、もう少し先にならないと正しくはわかりませんが
無症状／軽症の感染者に後遺症が残る可能性は限りなく低いでしょう。

ただ、酸素治療や⼈⼯呼吸器などを必要とする重症化した患者は肺や⾎管にダメージがあるので、
退院後も重疲労感や息切れを感じる⼈もいるようです。
加えて精神的なダメージもあるので、完全回復には時間が掛かる可能性もあります。

これは新型コロナに限ったことではなく、どんな病気、怪我でも重症化をすれば完全回復には時間を要します。
新型コロナだけが恐ろしいのではなく、新型コロナも他の疾患と同様だということです。

＜疑問＞発症後の後遺症は？

どんな病気やケガでも
重症化すれば、完全回復には時間を要する

THINK.


