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　図２に朝、昼、夜１日３回服用するタイプの「くすり」

の有効成分の血中濃度と作用の大きさの関係を模式的

に示しました。（A）は、決められた量の半分しか服

用しなかった場合のシミュレーションです。「効果がな

い時間帯」が決められた量を服用した時と比べ長く続

くことがわかります。（B）は、昼に「くすり」を飲み忘れ、

夜２回分をまとめて服用した時のシミュレーションで

す。この場合、「効果がない時間帯」や血中濃度が高

くなりすぎ「過剰な効果が現れる時間帯」が存在す

ることがわかります。

（４）⼝から飲むタイプの「くすり」は⽔と⼀緒に
飲んでください
　錠剤やカプセル剤などは、原則として水や白湯と一

緒に飲む必要があります（図３）。水と一緒に服用し

なかった場合、有効成分の吸収が妨げられたり胃の粘

膜が障害を受けたりすることがあります。また、お茶、

ジュース、牛乳などで服用した場合も有効成分の代謝

や吸収が妨げられ「くすり」の効果に影響が出る可

能性があります。

（５）「くすり」に添付されている説明書を読んでく
ださい
　病院などで医師が処方箋を発行し提供される「く

すり」には、薬剤情報提供書と呼ばれる説明書が添

付されています。また、街の薬局で販売されている「く

すり」にも説明書が必ず付いています。これらの説

明書には、「用法・用量」、「効能・効果」、「副作用

に関する注意事項」などの情報が記載されています。

安全かつ効果的に「くすり」を使用するためには、

これらの説明書に目を通すことが大切です。

（医薬品課）

参考
１）厚生労働用　日本薬剤師会　知っておきたい薬の知識
２）くすりの適正使用協議会　くすりは正しく使ってこそくすり！

（１）はじめに
　２０１９年１２月、中華人民共和国湖北省武漢市に

おいて、新型コロナウイルス感染症は初めて報告され、

その後、世界に感染が急速に拡大し、私たちの健康

や社会に大きな脅威となっています。

　原 因 は、重 症 急性 呼 吸 器 症 候 群ウイルス－2

（SARS-CoV-2）で、主に飛沫および接触によりヒ

トからヒトへと感染伝播します。主な病変部位は呼吸

器系ですが、全身の血管を侵し、血栓症（深部静脈

血栓症、肺血栓塞栓症、心筋梗塞、脳梗塞など）を

誘発することもあります。

　本稿では発生動向の現状、感染伝播の解析、今後

の動向予知の可能性について概説します。

（２）発⽣動向の現状
　世界保健機関は、国際的な感染拡大に対応し、２

０２０年１月３０日、新型コロナウイルス感染症につい

て、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を

宣言、その後、パンデミック（世界的な大流行）を

表明しました。日本では、２月１日に新型コロナウイ

ルス感染症は指定感染症（感染症法）および検疫感

染症（検疫法）に指定され、対策が強化されています。

　２０２０年１１月２６日現在、感染者の報告数は世

界全体で 6,072 万人であり、発生率（人口１０万人

あたりの感染者報告数）は 777.8 です。報告数の上

位 3 カ国は、アメリカ合衆国 1,313.8 万人、インド

926.6 万人、ブラジル連邦共和国 616.6 万人です。

日本での報告数は 13.9 万人であり、上位３カ国（ア

メリカ合衆国、インド、ブラジル連邦共和国）に比べ

て少ない状況です（表1）。

　日本における死亡率（人口１０万人あたりの死亡者

数）は 1.6 となっており、前述の上位３カ国の死亡率

（9.8 ～ 81.0）に比べて低くなっています。なお、新

型コロナウイルス感染症の発端となった中華人民共和

国の死亡率は 0.3 であり、日本よりさらに減少してい

ます。

　大阪府の現況（発生率：212.5、死亡率 3.3）は

日本の平均（発生率：110.4、死亡率：1.6）よりも高く、

この傾向は北海道、沖縄県を除き、大都市で顕著です。

（３）感染拡⼤の解析と予知
　感染伝播力や拡大の指標として、基本再生産数

（R0）、実行再生産数（Rt）や倍加時間が用いられて

います（内閣官房　新型コロナウイルス感染症対策

分科会、厚生労働省）。

基本再生産数（R0）は「誰も免疫を持っていない

集団の中で、1 人の感染者が平均で何人に感染伝播

させるか」を数値化した

指標です。主な感染症

と R0 を示します（表

2）。麻しんや百日咳は

R0 値が高く、感染伝播

力がとても強いことを示

しています。新型コロナ

ウイルス感染症の R0 は

平均２～３であり、１人の感染者から２～３人に感染

伝播します（季節性インフルエンザと同程度）。実際、

新型コロナウイルス感染者の約８０% は他人に感染さ

せないと言われています（世界保健機関）。しかし、

３密（密閉、密集、密接）の条件が揃うと感染伝播

しやすくなります。

実効再生産数（Rt）は「感染拡大防止対策（身体

的距離の確保、マスク着用、手指衛生、３密の回避、

行動や移動制限など）を実施している集団や免疫を

獲得（自然感染やワクチン接種）している集団の中で、

何人に伝播するか」を示す指標です。したがって、

Rt 値は時間や対策状況と共に変動します。Rt 値が１

超の場合は感染拡大、１の場合は拡大や終息せず一
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図３ 「くすり」の飲み⽅

図２ ⾎中濃度のシミュレーション
参照：くすりの適正使用協議会
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表１ 新型コロナウイルス感染症の発⽣動向
（累計、2020年11⽉26⽇現在）

  　人　口 人　口     感染者（検査陽性者） 　 　  死　亡感染者（検査陽性者） 　 　  死　亡

  　（100万人）（100万人）   報告数     発生率 死亡者数 死亡率   報告数     発生率 死亡者数 死亡率

            （万人）（万人） （対人口10万人）（対人口10万人） 　（万人）　（万人）　（対人口10万人）（対人口10万人）

 世界    7,604 6,072.1   777.8 142.6 　18.3

 アメリカ     327 1,313.8 3969.2   26.8 　81.0

 インド    1,353    926.6    670.5   13.5 　  9.8

 ブラジル     209    616.6 2,908.5   17.0 　80.2

 中国    1,428        8.6        5.9     0.5 　  0.3

日本    126.6      13.9    110.4     0.205 　  1.6

 　東京都    13.8        3.9    280.5     0.048 　  3.4

 　大阪府      8.8        1.8    212.5     0.029 　  3.3

 　神奈川県   9.2        1.1    128.2     0.018 　  2.0

 　北海道      5.2        0.8    153.8     0.017 　  3.2

 　沖縄県      1.5        0.4    273.3     0.006 　  4.5

（参照：worldmeter、厚生労働省）

表２ 主な感染症と基本再⽣産数（R0）
    感染症感染症    　　　基本再生産数基本再生産数

 麻しん       　　　　12～18

 百日咳       　　　　12～17

 風しん       　　　　   5～7

 季節性インフルエンザ   　　　　   2～3

 重症急性呼吸器症候群（SARS）  　　　　   2～3

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）       2～3

 中東呼吸器感染症（MERS）  　　　　  1未満

（参照：世界保健機関、米国疾病予防管理センター、国立感染症研究所）
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