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ご留意：
このスライドは牧元先生がご制作されたものです。今回、特別にご許可を頂戴しウェブ掲載させて頂いています。
そのため図のコピーしてのご利用やプリントは出来ない設定となっています。
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ドイツにおけるCOVID-19感染状況 (2020年11⽉現在)

第⼆波の到来
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新型コロナウイルス感染症 (COVID-19: coronavirus disease 2019)

症状

感染⽅法

無症状 味覚異常
嗅覚異常

⾵邪様症状
発熱・のどの痛み・せき
頭痛・倦怠感など

呼吸不全
敗⾎症
多臓器不全

呼吸困難
肺炎

⾶沫感染
ウイルスに感染してから症状が現れるまでの期間は
平均５~６⽇ (⻑い場合14⽇程度の場合も)



新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の検査⽅法

抗原検査
Antigen-Test

検査結果の解釈⽅法に注意

PCR検査
PCR-Test
PCR-Schnelltest ⿐やのどの粘液、唾液の採取

・現状で最も精度が⾼い検査
ただし、簡易型は精度が劣る傾向

・「今感染しているかどうか」を調べる
・時間と⼿間がかかる

通常型は24時間以上
簡易型は数時間〜数⼗分専⾨の設備で解析

ウイルスの遺伝⼦を検出

⿐やのどの
粘液を採取

専⽤の検査キット使⽤
ウイルスの殻を検出

・結果がはやい(数⼗分)
・「今感染しているかどうか」を調べる
・精度はPCR検査に及ばない

抗体検査
Antikörper-Test

少量の⾎液を採取
専⽤の検査キット使⽤
⾃分の免疫にウイルスと
闘った痕跡があるか調査

・結果がはやいものが多い(10分〜数時間)
・「過去に感染していたか」を調べる
・精度が劣るの差も⼤きい

偽陽性・偽陰性に注意

r.nikkei.comより

MIT Tech Reviewより



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療薬について

新型コロナウイルスをメインターゲットとする薬はまだない（できるまでに時間がかかる）
既存の薬でCOVID-19にも効くものはないだろうか？

レムデシビル
抗エボラウイルス薬

2020年10⽉22⽇
⽶国FDAがCOVID-19初の治療薬として
正式な承認

(⽇本は2020年5⽉に特例承認)

WHOは治療効果を否定

(ヒドロキシ)クロロキン
抗マラリア薬
SLE, リウマチにも

ファビピラビル「アビガン」
抗インフルエンザウイルス薬

⼼機能に負担？
臨床試験は⼀時中断後、再開したが
現在のところ良い結果は得られていない

インフルエンザ治療薬として
⽇本で開発・承認されていたもの

現在各国で治験や承認申請の段階

写真はいずれもnikkei.comより

決定的な有効性はまだどれも確認できていません。
承認された国においても、限られた条件の下で慎重に投与することになると思われます。

話題になった候補薬の例



ワクチン・集団免疫について

ワクチンとは

弱毒化した病原体を体内に投与し
前もって抗体を作っておくことで
本物の病原体の感染に備えること

集団免疫戦略とは

本物の病原体にみんなで感染して
免疫を獲得していこうという戦略

例：インフルエンザ予防接種、BCGなど
例：スウェーデン(COVID-19)

・感染者の体内の抗体が数か⽉で消失するという報告
・感染後、⼀度陰性になった直後に再度発症した報告例

「COVID-19の集団免疫獲得は困難」？？？
BCG：結核に対する予防接種
⽇本・韓国などで接種が⾏われていた
ドイツでも昔は⾏われていたが、
旧東ドイツは⽇本と似た株を使⽤しており、
旧⻄ドイツは別の株を使⽤していた



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン開発状況

2020年11⽉9⽇付 aerzteblatt.deより
2020年11⽉9⽇付 ZDF.deより



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン開発状況

2020年11⽉9⽇付 ZDF.deより

・臨床試験 (Phase 3) で90%以上の予防効果を確認
(2020年11⽉9⽇ 各媒体でトップニュースに)

・EUの承認は⽬前、Pharmaindustrieとの契約も完了
ドイツは100 Mill. Dosenの供給を希望
(2020年11⽉10⽇ ZDF)

・⽇本はPfizer社との基本合意で、2021年6⽉末までに
6000万⼈分の供給を受けることになっている
(2020年11⽉10⽇ NHK)

・供給に関する課題：超低温保管施設
(2020年11⽉10⽇ ロイター)

・誰から投与を開始するのか？
⾼齢者施設？介護職員？医療従事者？



新型コロナウイルスにまつわるQ&A

ウイルス名：SARS-CoV-2, 新型コロナウイルス

冬に感染⼒が増すって本当？ 治療薬はあるの？
若者はかかりにくいって本当？

BCGが有効って本当？

どういう⼈が重症化しやすいの？ ⽇本⼈はかかりにくい？

COVID-19の集団免疫って
できたの？

ワクチンはいつできるの？

Ja, 低い気温＆乾燥した環境
で感染⼒が増すようです

固有の治療薬はなし、
既存の抗ｳｲﾙｽ薬を限定的使⽤か
対症療法が主

⼩児・若者でも重症化・死亡例は
珍しくない(持病がなくても)

⾼リスク要因：⾼齢・循環器疾患
・呼吸器疾患など

まだ成功確認例はない

⽇本・韓国の感染者が
欧⽶より少ない理由は今も不明

証明までには⾄っていない
⼀般に⾏き渡るまでには
まだ時間がかかる⾒通し



新型コロナウイルス感染第⼆波の到来

KW 42-43, 11/1 Yahoo!Japan記事より KW 43-44, 11/5 ECDCのHPより

「ドイツは欧州の中では感染が少ない」？
11⽉初めから、感染拡⼤防⽌のための制限措置が開始

例) レストランの飲⾷スペース閉鎖
オープンな公共の場所でもマスク着⽤義務化

→ そうとも⾔えなくなってきた！

「感染第⼆波が到来」っていうけど、この状況をどう捉えたらいいの？第⼀波との違いは？

KW44-45, 11/12 ECDCのHPより



ドイツにおける
感染第⼀波
を振り返る

⽣活制限

(感染発⽣) 感染者発⽣

3/13〜4⽉
国境管理
遊興施設・⽂化施設・会合やイベント禁⽌
⽇常必需品以外んの店舗の営業停⽌
学校・保育所閉鎖

2020年1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉

段階的な制限緩和

新規感染者数ﾋﾟｰｸ R値<1
6⽉

感染状況

● 再⽣産数（R）
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⾺場先⽣ご作成



ドイツにおける感染第⼀波を振り返る - 病院の状況 -

病院・診療所はどうなっていたか？

⾏政からの要請で、緊急性の低い⼿術等を急遽⼀時停⽌することに

院内感染を防⽌するための様々な⽤意に奔⾛

電話/ビデオ診察の奨励

さらに、⼊院設備を備える病院の場合は、、、

空きベッドの確保を強く要請される
特に⼈⼯呼吸器を備えるインテンシブベッド

ベッド数の稼働率を⾏政と緊密に情報交換
（テレビニュース、インターネット上などへも公開）



COVID-19をめぐるドイツ医療システムの状況 第⼀波と第⼆波の違い

・突然の感染爆発で、準備不⾜（物資⾯・情報⾯ともに）が著しかった

・重症患者さんのためのインテンシブベッド・⼈⼯呼吸器の不⾜には⾄らなかった

・3州(NRW, BW,Bayern)を除いては、感染がそこまで広がらなかった

・季節的に暖かくなっていくタイミング

第⼀波
(3-4⽉)

・物資⾯・情報⾯ともに準備はある程度できたが、それゆえの緊張感の⽋如や反発もある。

・専⾨スタッフの不⾜（特にインテンシブ病棟の看護師）が深刻

・インテンシブベッド・⼈⼯呼吸器は⼀度埋まると⻑期占有となるパターンが多い

・感染拡⼤はドイツ全⼟に広がっている、医療従事者も感染や⾃⼰隔離で常態的に不⾜

・季節的に今後ますます寒さが増していくタイミング

第⼆波
(10⽉- )

医療システムの状況は、第⼀波のときよりも厳しくなっている



新型コロナウイルス 私たちにできる予防と準備

感染しないための努⼒

⽇ごろから基礎体⼒を上げておく努⼒
（感染してもなるべく軽く済むように）

万が⼀感染した場合にするべきことを
あらかじめ想定して準備

絶え間ない情報収集
⽣活制限の内容は情勢に応じて細かく変化します。
ウイルスの詳細かつ正確な情報はこれからわかってくるもの
と考えておいてください。



新型コロナウイルス 感染しないための努⼒

マスク着⽤

⾶沫感染防⽌だけでなく
のどの保湿にも良い

⼿をよく洗う

⽯鹸で3分程度

⽇本では
「３密」を避ける
という表現も

他者と距離をとる(2m)

マスク着⽤中でもなるべく
密接・密集は避けた⽅が良い

換気をする

寒すぎない程度に
定期的に

消毒をする

必要に応じて
アルコール消毒を



新型コロナウイルス ⽇ごろからの体⼒づくり

「疲れたな」と感じるときは
無理をしない

⽇ごろから栄養・休養をしっかりとる 寒い場所・乾燥した場所に
⻑くいない

ご⾃⾝の免疫機能が
⼀番強⼒な武器になります！

適宜の運動を定期的に

体⼒づくりだけでなく
気分転換にもなります

ストレスを上⼿に発散



新型コロナウイルス 万が⼀感染した場合に備えて

連絡すべき相⼿と連絡先を把握しておく

家庭医 Hausarzt
保健所 Gesundheitsamt
家族・友⼈
接触のあった⼈
など

14⽇ほど家にこもれる程度の準備
買い置き可能な⾷料・物資を準備
スーパー・⼩売店の配送サービス、
レストランのデリバリーサービス等を
チェックしておく、など

⾼リスク群に属する⽅は、急激に症状が悪化するおそれがあります
あらかじめ⼊院に備えておきましょう
⾝の回りの物、保険ｶｰﾄﾞや持病の薬、
持病のこれまでの経緯がわかる資料など
かかりつけ家庭医の連絡先（紙に書いておくとベター）
家族・親戚等の緊急連絡先（紙に書いておくとベター）

悲観的に準備し、楽観的に対処しよう

他の⼈に
うつさない
努⼒も
忘れずに！



新型コロナウイルス 絶え間ない情報収集を

最新情報に常にご注意を！

「制限の緩和=もうおおっぴらにやっても感染しない」
という意味ではない

⽣活制限の内容はよく変わります

新型コロナウイルスについての正確かつ詳細な情報は、これからわかるものと考えてください。

2020/10/30 ADAC HPより
Risikoländerからの帰国者はPCR検査が義務付けられています

2020/10/10 RP ONLINE HPより
Neues Corona-Testzentrum 
am Düsseldorf Flughafen



ご静聴ありがとうございました

Bitte bleiben Sie gesund!

デュッセルドルフ大学病院 循環器内科教授
牧元 久樹 先生

2020年11⽉14⽇   JAMSNETドイツ・DeJak-友の会共同主催� オンライン勉強会


