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全世界で猛威を奮うオミクロン株。新規感染

者数は過去最多並びに最悪を更新する一方だ。
症状が風邪っぽくなっているし、重症化しないみ
たいだから私は大丈夫！とかと思っていては非常
に危険！過去のコロナ感染歴や年齢に一切差別な
くオミクロン株は私達を襲っている…… 再び危機
意識を持って頂きたい。

完全接種＝3回目接種≠追加接種
mRNA ワクチン 2 回接種並びに J&J 社 ( ヤン

セン )DNA ベクター型の 1 回接種で完全接種と行
政内では定義されておりますがオミクロン変異株
の到来により見直しが余儀なくされています。増
殖力の高いウイルス相手に私たちも素早い防疫行
動が求められている訳ですが、筆者は医学的観
点から述べさせて頂きますと 3 回目の追加接種 

（ブースター接種）という呼び名はもはや適切で
は無く、3 回目接種を終える事で完全接種とみな
すべきだと考えます。今一度 3 回目接種の資格基
準について振り返りましょう。
①ファイザー社ワクチン 2 回既に接種した方
12 歳以上の方で 2 回目から５ヶ月以上経過した
対象者は 3 回目を接種しましょう！交差接種も認
められておりますが 3 回目も同じファイザー社ワク
チンを打ちましょう！
②モデルナ社ワクチン 2 回既に接種した方
18 歳以上接種者で 2 回目から５ヶ月以上経過し
た対象者は 3 回目を接種しましょう！交差接種も
認められておりますが 3 回目も同じモデルナ社ワ
クチンを打ちましょう！但し、30 歳以下男性の場
合は心筋炎の懸念より副反応頻度が低いファイ

ザー社ワクチンを強く推奨します。
③ J ＆ J 社（ヤンセン）ワクチン 1 回既に接種し
た方
18 歳以上接種者で１回目から 2ヶ月以上経過し
た対象者はファイザー社又はモデルナ社の mRNA
ワクチンを接種しましょう！

C D C の新たなデータ解析（10 州で去年 8 月
から今年 1 月の入院患者報告より）によりますと
オミクロン株が主流になってからワクチン二回接
種して６ヶ月以上経過した場合、入院を防ぐ効果
は 57％だったが、3 回目完全接種の場合は 90％
以上まで上昇したそうです。改めて 3 回目接種の
重要性が強調される結果です。

主筆時、筆者は外科系 I C U にてコロナ陽性
患者の最前線治療に従事しておりました。N 95マ
スクと防護服に着替えて、感染防止のために陰圧
のかかった部屋で入院患者治療にあたっておりま
した。最悪な事にコロナがあろうがなかろうが緊
急手術は必要となります。コロナ陽性患者の手術
室は準備と手間、そして緊張が大幅に増え、フロ
ントラインの負担が割増です。もちろん手術室に
も入っている筆者ですが、病院現場はくたくたで
す。残念な事にそういった患者達はワクチン未接
種者が殆ど…… 医療従事者のために 3 回目接種
強要をしている訳ではありません。しかし、現状
から 3 回目接種で完全接種と見なす必要性と重
要性を強く訴えます。発熱や筋肉関節痛等の副
反応を挙げて 3 回目を回避したい気持ちも分かり
ますが、1 〜 2 日の副反応に対する我慢で最悪の
シナリオ（コロナ感染により入院して仕事欠勤や
経済活動の低下）を防げるのであれば、3 回の

ワクチンで命（自身と他者）とお金の両方を堅守
し、生産性も保てます。変貌し続ける未知なる相
手を取っているのですから、こちら側も柔軟にガ
イドラインや指針を頻繁に変える必要があります。 
3 回目未接種の方は是非前向きに検討願います！

オミクロン変異株の実態
デルタ株に比べてオミクロン株の感染力が強

いのは爆発的増加を示す新規感染者数から明白
です。その理由として、肺では無く上気道でオミ
クロン株が増殖しやすい事、潜伏期間が短い事、
ワクチンや過去のコロナ感染による免疫から逃れ
やすい事の以上が挙げられます。従来の新型コ
ロナウイルスの主な症状では咳や息切れ、発熱や
寒気、筋肉痛や関節痛、嘔吐や下痢、嗅覚や味
覚異常などの症状が見られました。特に嗅覚や味
覚異常が非常に特徴的でした。しかしオミクロン
株の主な症状ではデルタ株と比較すると喉の痛
みが多く、嗅覚や味覚異常が少ないと報告されて
います。これはオミクロン株のターゲットが肺か
ら上気道に移った事が反映されているからでしょ
う。従来の潜伏期間も約 5 日だったのが、オミク
ロン株では約 2 〜 3 日と短くなりました。即ちオ
ミクロン株では増殖サイクルが従来よりも速くなっ
たと説明できます。そして、オミクロン株は新型
コロナワクチンを 2 回接種した免疫や過去の感染
から得た免疫でも逃れやすい事が分かっておりま
す。時間経過に伴う抗体価の低下とオミクロン株
が従来からかけ離れて風邪に近い特性へと変異し
ている背景が挙げられます。従って、デルタ株に
感染したとしてもオミクロン株にも感染する事は
十分あり得ます。

最後にオミクロン株の重症化についてですが、
デルタ株と比較して、オミクロン株の感染者は救
急外来受診又は入院リスクは約半分、入院リスク
では約 3 分の１と英国では報告されております。
また南アフリカではデルタ株と比較して、オミク
ロン株の感染者は入院リスクが 0.2 倍、重症化リ
スクが 0.3 倍と報告されております。またワクチン
未接種者に比べて 2 回接種者の入院リスクが約
65％、3 回接種者が約 85％というデータも報告
があり、ワクチン接種の有無によって重症度が異
なるのが理解出来ます。つまり未接種ではコロナ
変異株に対する充分な防御力がないのが自明で
す。いくらデルタ株に比べてオミクロン株の入院リ
スクや重症リスクが低いとしても、オミクロン感染
者も重症化しない訳ではありません。まして米国
では数百万人以上が依然ワクチン未接種ですの
で、外来診療や通常病棟、I C U などの私が働い
ている現場では既に十分逼迫しておりますし、人
手不足にも悩まされております。例えこのオミクロ
ン株感染津波を凌いだとしても次の新たなる変異
株襲来の可能性もあります…… 

私達がやる事は変わらない！
オミクロン株だろうが新たな変異株が到来しよ

うが、私達がやる感染対策は変わりません。マス
ク着用（ダブルマスクを強く推奨）、手洗い、うが
い、社会的距離確保で飛沫感染やエアロゾル感
染への回避、こまめな換気と接触感染を避けるた
めのコモンエリア清掃、必要ワクチン接種など対
応策や出来る事は沢山あります！これらをより一
層丁寧且つ徹底的に行いながらパンデミック生活
を安全に生き抜いて行きましょう。フロントライン
より以上を切に願う。

ワクチン接種とオミクロン変異株！の話

	 学生医師　 中川裕介
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サーカスアーティストをしながら、サーカスのこ
とをマニアックな目で愛でている Yasu の「ちょっ
とサーカスなお話」第二回目は「サーカスと動物」
についてです。

目を瞑ってサーカステントに先月に続いて入って
みてください。（またかよ！）ライオンが吠えながら
火の輪をくぐってます。他の猛獣が鞭で打たれなが
ら猛獣使いの言うことを聞いています。他にも、ゾ
ウの逆立ち、熊の玉乗り、高いところから小ゾウ
が飛び降りて、大きな耳で飛んできました。その
横には鼻が伸びる木の人形がロバに変わって。。。
とにかく、野生動物が出てくるイメージが強いと思
います。

しかし、今日では、世界各国で野生動物の出演
が軒並み禁止され始めています。アメリカでも禁止
になったため、The Greatest Showman でお馴染
みの老舗の Ringling Bros.and Barnum & Bailey 
Circus も 2017 年に野生動物の出演禁止など経営
不審を理由に閉幕しました…… このように、野生
動物を劣悪な環境で飼育し、見せ物のように扱う
ことは時代遅れのように批判的に捉えられるように
なりました。、そもそもなぜ野生動物をサーカスに
取り入れていたのかを、歴史的背景を考えながら
見ていくと面白いことが分かってきました。

２０世紀初頭、野生動物はサーカスでは目玉とし
て取り扱われてきました。その当時、娯楽というも

のがあまりなく、サーカスを見た人々は、
村人 A「ほらあれ！異国の地の動物でライオンって
いうらしいで！噛みつかれたらやばいで！」
村人 B「そんな猛獣をあのムチ持った猛獣使いが
操ってるで！！」
村人 C「キリンが好きや！でもゾウさんの方がもっ
と好きや！」

みんなサーカスに度肝を抜かれて子どもも大人
も大興奮！！見知らぬ世界に導いてくれるサーカス
はその当時の人にとって最高のエンタメでした。し
かし、時代は流れ、映画、テレビが普及し始めると、
サーカスが唯一のエンタメではなくなっていきます。
おまけに野生動物を飼育する多大なコストもサー
カス興行主にとって重石となっていきました。

そんな時にフランスで登場したのが『ヌーヴォー
シルク』です。聞き馴染みのない人も多いと思い
ますので、ちょっと説明すると、「ヌーヴォー」は
ボジョレーヌーボー（ボジョレー地区でその年に採
れたぶどうの最新ワイン）と同じ意味で「新しい」
という意味。そして、「シルク」は、サーカスのフ
ランス語。つまり、『ヌーヴォーシルク』はフラン
ス語で『新しいサーカス』という意味で、若い芸
術家を中心に、演劇や音楽やダンス、ファッショ
ンや美術を積極的に取り入れ、野生動物を使わず、
主に人間の身体能力を活かしたアートサーカスの
ことを意味します。

このムーブメントを、フランス政府が積極的に支
援して『ヌーヴォーシルク』は確立されていきます。
1970 年代は伝統サーカスとヌーボーシルク系サー
カスとの群雄割拠の時代となり、200 以上のヌー
ヴォーシルク系の学校が生まれては消えていきまし
た。余談ですが、そんなヌーヴォーシルクの血を
引く巨大カンパニーがカナダのケベック州で生ま
れました。それがみなさんお馴染みの Cirque du 
Soleil（シルク・ドゥ・ソレイユ）。現在ラスベガス
にもレジデントショーが５つあります。「シルクは動
物を一切使わない」をモットーにして、『シルク』
という言葉のブランディングにも成功し、新しいサー
カス芸術を生み出し、それを確立して今日に至りま
す。

一方、伝統サーカスでは、スマホが普及した今
日の情報化社会において野生動物を見せ物として
扱うことが、むしろマイナスに働くようになって拡散
されていきます。ついには野生保護団体によるデ
モによって、国自体が野生動物の出演の禁止を進
め、たくさんの伝統的なサーカス団が衰退していき
ました。

そんな中で一人の男が立ち上がります！ドイツの
サーカスロンカリの創始者ベルンハルト・ポール！
ベルンハルト「これはもう野生動物に代わる野生
動物を作らなあかん！！！」

彼は 30 年もの間、総額 50 万ドル以上の個
人資金を費やし、研究に研究を重ねて、ついに
2018 年 4 月にサーカスの舞台に円形のスクリー
ンを張り巡らせて、11 台のプロジェクタを駆使し、
巨大な 3D ホログラムの立体動物を生み出しまし
た。

サーカスの原点である馬が光の粉を放ちながら
走り回ったかと思ったら、ゾウが逆立ちしする！！！テ
クノロジーによる野
生動物が躍動し、観
客を驚かせました。
彼はそれだけでは収
まりません。
ベルンハルト「ロボ
は漢のロマンや！！
猛獣ロボを発明する
で！！！」と言ったか
言わなかったかわか
りませんが、その年
の大晦日にロボを発
表します。５m くら
いの巨大なロボット
アームに３m くらい
の棒を握らせたもの
で、あたかも騎士が
剣を自由自在に操
るかように動きます。そしてそのロボアームに握ら
れた棒を人が鉄棒のように使ったり上り棒のように
使ったりするのです。それはまさに未来の猛獣とそ
れを操る猛獣使いのようで、伝統サーカスの血を

引くサーカスロンカリが、ヌーヴォーシルクとは違っ
た考えで未来の猛獣を誕生させたのでした。

このように、現在のサーカスの世界では、同じ「動
物は使わない」というアプローチですが、人馬一
体となる伝統サーカスと、身体的表現に重きを置
いたヌーヴォーシルクで、全く違った進化を遂げ
ていっています。

CES でも話題になる進化した SONY のペット型
ロボットの aibo や、Boston Dynamics のダンスや
バク宙までできるロボなど、現在ロボテックの進化
が激しく、やばいくらい面白いのです！それらテク
ノロジーを取り入れて、今後どのようなサーカスが
誕生していくのか？？実は今、サーカス業界からめっ
ちゃくちゃ目が離せなくなってきています！！興味の
ある方は、「Holographic Animals」「UliK Robotik 
Robopole」で調べてみてくださいね！

それではまた来月お会いしましょう。 
Yasu Yoshikawa

ちょっと
　ヤスの
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写真：サーカスロンカリの Facebook より

1 月は米国民が新年の抱負を立てる月です。健康
のために何かすることを抱負に挙げる人も多くいま
す。新年は、他者の健康や自分の健康を祈願する
時期でもあり、新型コロナウイルスワクチンとブース
ター接種は、誰もが新年を健康に過ごすのに役立
ちます。

2022 年の序盤に新型コロナウイルスワクチンの
ブースター接種を受けるべき主な理由は次のとおり
です。

ブースター接種は、時間の経過による防御力低
下を防ぎ、新しい変異株に対する保護を強化しま
す。新型コロナウイルスワクチンは、重症化、入院、
および死亡の予防に引き続き高い効果を発揮してい
ます。ブースター接種は、その名前の通り、時間が
経ってもウイルスへの免疫力を維持増強するための
接種であり、デルタやオミクロンなどの変異株に対
する追加の保護を提供します。ワクチン接種を済ま
せ、ブースター接種も受けた方は、感染リスクが下
がります。そして、仮にウイルスに感染した場合でも、
たとえそれが変異株の場合であっても、通常、病
状があまり悪化しません。12 歳以上のすべての方
がブースター接種を受けてください。

ウイルスは冬季の方が伝染しやすい傾向がありま
す。 気温が下がるにつれ、室内で過ごす時間が増
えます。混みあった屋内スペースは、新型コロナウ
イルスや他のウイルスの感染の温床です。ワクチン
接種を完了した人 も々対象外ではありません。屋内

の公共の場でのマスク着用に加えて、CDC が推奨
する接種対象になったらブースター接種を受けるよ
うにしてください。

ブースター接種で新型コロナウイルスの感染拡大
を阻止することが、パンデミックの抑制に役立ちま
す。 ウイルスは蔓延すればするほど、変異する可能
性が高くなり、感染力の強い危険な変異株が出現
する可能性が高くなります。より多くの人々が新型コ
ロナウイルスワクチン接種とブースター接種を受ける
と、ウイルスの感染拡大が抑制され、新しい変異株
が出現する可能性が下がります。ワクチン接種を完
了していれば、重症化や入院、死亡に対する予防効
果が保たれます。ブースター接種は、ウイルスの感
染拡大と将来の変異株の出現につながる可能性の
ある症例に対して、保護を強化します。新型コロナ
ウイルス感染症を制御し、変異株を防ぐための最良
の方法は、より多くのワクチン接種完了者がブース
ター接種を受けることです。

ブースター接種は、12 歳以上のワクチン接種を
受けた人なら誰でも簡単に受けられます。 ワクチン
同様、ブースター接種は米国居住者なら誰でも無料
で受けることができます。ファイザーまたはモデルナ
製のワクチンを接種した人は、5 か月後にブースター
を接種することが推奨されます。 ジョンソン・エンド・
ジョンソン製のワクチンを接種した人は、初回のワ
クチン接種から 2 か月後にブースター接種を受ける
ことが推奨されます。ワクチン接種を受けた成人（18
歳以上）は、以前に受けたワクチンの種類やメーカー
に関係なく、ブースター接種として利用可能なワク
チンであれば、どれを選んでも構いません。ただし、
12 歳から17 歳までのブースター接種には、ファイ
ザーワクチンのみが接種可能です。

ブースター接種は安全で、簡単に受けられます。
2022 年を健康に過ごす大きな第一歩です。詳細
およびワクチン接種を受けられる場所については、
www.vaccines.gov をご覧ください。

新年の健康づくり：新型コロナウイルスワクチンのブースター接種を受ける4つの理由
『We Can Do This （私たちなら、できる！）』新型コロナウイルス啓蒙キャンペーン


