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ウイルスは、生きた細胞に入り込んでその蛋白質合成系を乗っ取ってしか仲間を増や
すことが出来ないことから、厳密には生物とは言えない偏性細胞内寄生体です。ヒトは、
そのウイルス RNA と DNA 遺伝暗号を獲得して共存して生きてきました。人類誕生以来一
部の病原ウイルスとの戦いが余儀なくされ多くの命が奪われてきましたが、免疫システ
ムのお陰で生き残ってきました。免疫にはマクロファージ(M )などの貪食細胞やウイル
ス感染細胞を速やかにみつけてその細胞を死滅させるナチュラルキラー（NK）細胞の非
特異的な自然免疫と、リンパ球の働きによって成立する特異的獲得免疫があります。人
口増による自然破壊、人の営みの変化、グローバル化に伴って現れるウイルス感染症の
襲来に遭遇しますが、まず対峙するのは自然免疫です。1)
ヒトの身体は 37 兆個の細胞から成り立っていますが、棲み付いている多種類の 100 兆
個を超える細菌は、マイクロバイオームという世界を築いて棲み着いています。細菌は
細菌同士でだけでなく、ヒトの免疫細胞などともコミュニケーションを取りながら健康
に寄与しています。しかし、悪玉菌が増えて腸内ディスバイオーシス（毒素症）になっ
た場合には、健康破綻に係わってしまいます。口腔には、清潔にしていても多種類の細
菌細菌が 100 億程度も棲み着いています。歯周病がある場合には、細菌が数千億個にも
達します。口腔細菌は唾液や歯と歯肉の溝から染み出している歯肉溝液を主な栄養源と
して、スクラムを組んだバイオフィルム集団となって居座っています。内毒素や蛋白質
分解酵素を作り出して病原性を発揮する悪玉菌の集団は、口腔ディスバイオーシスを形
成してウイルス感染に加担してしまいます。1) また、口腔ディスバイオーシスを起こす
細菌は、下気道に入り込んでウイルスと混合感染して重篤な肺炎をもたらします。その
ため、世界保健機関（WHO）や米国疾病対策予防センター（CDC）は、新型コロナウイル
ス感染に対峙する口腔ディスバイオーシスのないオーラルヘルスの重要性を取り上げ
ています。2)
1. 新型コロナウイルス感染症の特性
インフルエンザウイルスの自然宿主は、カモなどの鳥類でブタを中間宿主として変異
してヒトを攻撃する病原ウイルスとなります。そのため、インフルエンザなどは自然宿
主のトリや中間宿主のブタなどと密接な生活している環境で誕生してヒトに感染して
病原性を発揮します。季節型インフルエンザウイルスは、主として上気道粘膜に吸着し
て侵入します。多くは高い発熱に伴って数日後に抗体が産生されて治癒に向かいます。
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2003 年末から 2006 年に東南アジアでニワトリからヒトに感染した A 型の高病原性トリ
インフルエンザ H5N1 亜型は、上気道粘膜だけでなく気管支や肺さらには肝臓細胞など
に瞬く間に入り込んでしまいます。そのため、多くの免疫細胞がサイトカインを大量に
放出してウイルス感染細胞を破壊しようとします。そのため免疫暴走（サイトカインス
トーム）が起きて多臓器不全などに陥入り、60%を超える高い死亡率です。高病原性 A 型
トリインフルエンザ H5N1 亜型は、現在までのところニワトリからヒトに伝播している
だけですが、ヒトからヒトに伝播するようになれば未曾有のパンデミックになることが
危惧され、多くの国はワクチンの備えなどに取り組んでいます。
コロナウイルスはコウモリなどが自然宿主です。ヒトに感染する4種類の風邪コロナ
ウイルスは、ほとんどの子どもが5歳頃までに感染し、鼻風邪あるいは上気道炎を発症さ
せますが、その風邪コロナウイルスの病原体は特定されることは稀で流行の実態は分か
っていません。
2002年中国で発生し、アジア地域に拡大した重症急性呼吸器症候群(SARS)の病原体コ
ロナウイルス(SARS-CoV)の中間宿主は、ハクビシンとされています。また、2012年に中
近東で重症急性呼吸器感染症(MERS)を起こしたコロナウイルス(MERS-CoV)の中間宿主
は、ひとこぶラクダとされています。新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の自然宿主はコ
ウモリで、中間宿主としてセンザンコウが疑われています。
新型コロナウイルスは、鼻腔、咽頭粘膜、下気道粘膜、肺細胞から血管細胞までも標
的とするだけでなく、味蕾細胞や唾液腺細胞にも感染することから唾液は最も危険な感
染因子になっています。

図1.

エンベロープを有する新型コロナウイルスは、スパイク蛋白質で標的宿主細胞のACE受容

体に吸着して、細胞のTMPRSS2蛋白分解酵素によってウイルスエンベロープが切断されて宿主細
胞膜と融合して遺伝子RNAを挿入して感染します。
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2. 変異続ける新型コロナウイルス
新型コロナウイルス RNA の複製過程で塩基配列の 1 つにでも変異が生じれば、それま
でなかったアミノ酸に置換した変異ウイルスが出現することがあり、そのまま mRNA と
して働きます。天然痘、麻疹、B 型肝炎などの DNA ウイルスは、塩基配列に変異が生じ
たとしてもそれを修復する酵素が働き変異は簡単には出現しません。感染力を強める新
型コロナウイルス変異株は、ウイルス粒子表面のスパイク蛋白質を構成するアミノ酸が
置換されて ACE2 受容体に吸着と侵入を高める変異型です。新型コロナウイルスは既に
膨大な数の変異型が存在し、WHO は注目すべき変異株（Variants of Interest :VOI）、
懸念される変異株（Variants of Concern: VOC）を選定しています。
2020 年 9 月イギリスで見つかったアルファ株は、スパイク蛋白質の 501 番目のアミノ
酸が、アスパラギン（N）からチロシン（Y）に置き換わった N501Y 型で、わが国では若
い人を含めて 2021 年初頭に感染拡大していました。
インドで発生したデルタ株は、452 番目のロイシン(L)がアルギニン(R)に置き換わっ
た L452R 変異型と 484 番目のグルタミン酸(E)がグルタミン(Q)に置き換わった E484Q
変異型を併せ持ったいわゆるダブル変異株です。感染力を約 2 倍に高めて、世界各地で
蔓延し続けています。
2021 年秋から世界中で爆発的感染拡大をしているオミクロン株は、感染力が従来株に
比べて数倍に高めています。オミクロン株のスパイク蛋白質 655 番目のヒスチジン(H)
がチロシン(Y)に置換した H655Y 変異、679 番目のアスパラギン(N)がリジン(K)に置換し
た N697K 変異、687 番目のプロリン(P)がヒスチジン(H)に置換した P687H 変異などを含
めた 30 箇所も変異しています。オミクロン株は、複製されるウイルス粒子の急激な増加
があるため潜伏期間が 2 日間と短く、爆発的感染の原因となっています。また、デルタ
株などに比べて子どもへの感染力も高く保育園などでのクラスター発生が増加してい
る。オミクロン株の特性として上気道粘膜細胞への感染力が強く咽頭部疼痛と発熱が顕
著なことがあります。さらに、若い健常者では無症状や軽症の場合が少なくないことも
感染を拡大させる原因にもなっています。
オミクロン株は発症率と重症化率が低いとはされていますが、有病者や高齢者など易
感染性宿主の感染予防が肝要であることには変わりません。すでに危惧された脅威のオ
ミクロン株の変異が起きています。日本で 2022 年初頭から爆発感染しているオミクロ
ン株 BA・1 に比べて感染力を一段と高めたオミクロン株 BA・2 が、2 月に入って各国で
感染し始め、更なる監視の必要性があります。
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図 2. 第５波の中心のデルタ株と第６波をもたらしているオミクロン株の比較

2. ワクチン接種の必要性
新型コロナウイルス感染後に充分な獲得免疫が得られないことが報告されています。
新型コロナウイルス感染よって感染防御に働く中和抗体が産生されるものの、感染を増
強させてしまう抗体依存性感染増強(antibody dependent efficiency: ADE)が起きるこ
とがあります。ADE は、スパイク蛋白質の N 末端部位に結びついて ACE2 への吸着能力を
高めます。3) 新型コロナウイルス感染者は感染予防ワクチン接種が不要であると間違っ
た発言もありましたが、感染者のワクチン接種は必要です。現在接種されているワクチ
ンで ADE が惹起される可能性は低いとされていますが、ゼロではありません。そのため、
N 末端領域を取り除いた感染・発症・重篤化予防に働く抗体産生をもたらすワクチン開
発が求められています。もちろん、オミクロン株などの劇的な変異株に対する有効なワ
クチンの開発と接種は緊急の課題です。
ファイザー社とモデルナ社の新型コロナウイルスの mRNA ワクチンは、遺伝子治療技
術を結集して開発されたワクチンです。4) mRNA ワクチンは、細胞あたり数百万個存在す
るリボソーム（ribosome）に結合させてスパイク蛋白質を作らせます。mRNA ワクチンは、
ウイルス粒子から取り出したスパイク蛋白質遺伝子 mRNA がリボソームに結合できるよ
うに 5’キャップ構造を付与し、難溶性薬物の可溶化や薬物配送素材と使われている二
重の脂質膜のリポソーム(liposome)という極めて小さなカプセルに包み込んだ粒子に
したものです。この脂質ナノ粒子としたワクチンは、接種された細胞内でスパイク蛋白
質を合成します。合成されたスパイク蛋白質は、リンパ管を介して免疫細胞が集まるリ
ンパ節に運ばれ、樹状細胞(DC)やマクロファージ(M )などに取り込まれて抗原として認
識されます。その抗原情報は、ヘルパーT(Th)細胞などに提示されます。 スパイク蛋白
質抗原情報を受け取ったヘルパーT 細胞は、免疫情報伝達性因子のサイトカインを出し
てキラーT 細胞（細胞傷害性 T 細胞）を活性化させます。活性化されたキラーT 細胞は、
細胞傷害性サイトカインを放出してウイルス感染細胞を死滅させるため偏性寄生性の
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ウイルスは複製できなくなります。また、抗原情報を受け取ったヘルパーT 細胞は、免
疫情報伝達性因子のサイトカインによって B 細胞を活性化して形質細胞に成熟させてス
パイク蛋白質に結合する中和抗体を産生させます。

図 3.

mRNA ワクチンの概要。スパイク蛋白質 mRNA のウリジンをシュードウリジンに置換させ

て cap を組み込み、脂質ナノ粒子のリポソームに挿入して接種し、リボソームに結合させてス
パイク蛋白質を作らせます。スパイク蛋白質は抗原認識細胞に取り込まれ、その抗原情報をヘ
ルパーT(Th)細胞などに提示します。ヘルパーT 細胞はキラーT（Tk）細胞を活性化させて細胞
傷害性サイトカインでウイルス感染細胞を破壊します。またヘルパーT 細胞は、B 細胞を活性化
させて形質細胞へと分化させてウイルス中和抗体を産生させます。

アストラゼネカ社のウイルスベクターワクチンは、新型コロナウイルス mRNA の相補
的 DNA を細菌に感染して遺伝子を運搬するウイルスであるファージと細菌細胞内で自
己複製する小型の環状遺伝子プラスミドの性質を併せ持たせたコスミドに組み込み細
胞内で量産させたワクチンです。この組換えコスミドをチンパンジー由来でヒトに感
染しない 68 型アデノウイルスを運び屋に組み入れたウイルスベクターワクチンです。

図 4. ウイルスベクターワクチンの概要。ウイルス mRNA の相補的 DNA をコスミドに組み込み細
胞内で量産させたワクチンです。この組換えコスミドをチンパンジー由来でヒトに感染しない
68 型アデノウイルスの運び屋に挿入したウイルスベクターワクチンです。
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4. 変異ウイルスに対するブースター接種効果
新型コロナウイルス感染予防ワクチンの初回接種によって抗原結合部位 (Fab)を 10
組有する IgM が速やかに産生されますが、半減期は 5 日程度であるため短期間で減少
します。ワクチンの 2 回目ブースター（追加）接種によって抗原結合部位が 2 組の IgG
抗体が多く産生されます。半減期の長い IgG サブクラスは 23 日程度です。2 回目のブ
ースター接種後は、徐々に IgG 抗体量が減るため 6 ヶ月以降に感染予防効果が低くな
ってしまいます。3 回目の mRNA ワクチンのブースター接種によって高い感染予防効果
が実証され、ブースター接種が緊要となっています。パンデミック収束がもたらされ
ない場合には、継続したワクチン接種を考慮しなければなりません。

図 5. 新型コロナウイルス感染予防ワクチン接種によってもたらされる抗体量の推移

新型コロナウイルス感染予防ワクチンが標的とするスパイク蛋白質は、約 1,100 個の
アミノ酸から作られており、5〜8 個のアミノ酸配列のエピトープ（抗原決定基）が複数
存在します。上述のワクチンの 2 回の接種後にもデルタ株やオミクロン株のブレークス
ルー感染が起きています。しかし、スパイク蛋白質エピトープに若干の変異が起きても
発症と重篤化の予防に効果があると報告されています。
パンデミックを収束させない限り感染力を強める変異株との遭遇から回避できませ
ん。病原性を高める変異ウイルスにその都度開発し接種することは簡単ではないものの、
備えを怠たることは出来ません。
5. 感染初期投与で発症・重症化を抑える内服薬 5)
メルク社が開発した「モルヌピラビル」
（商品名ラゲブリオ）は、新型コロナウイルス
の増殖を抑える内服薬としてインフルエンザ治療薬「アビガン」と類似したウイルスの
RNA ポリメラーゼ阻害に働いてウイルスの増殖を抑える内服薬です。
ファイザー社の内服治療薬「商品名パクスロビド」は、新型コロナウイルス発症の 3
日から 5 日までに一日 2 回 5 日間に投与すれば入院と死亡リスクを 90%減らすことやオ
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ミクロン株にも有効なことが証明されています。
「パクスロビッドパック」は、プロテア
ーゼ阻害剤の抗ウイルス薬「ニルマトレルビル」にエイズ治療薬の「リトナビル」を追
加投与する内服薬です。

図 6. 感染初期に内服すると入院と重症化リスクを下げる内服治療薬。

6. モノクローナル抗体のカクテル療法
特異抗体の受身免疫は、破傷風などの治療に従来から使われてきています。スイスの
ロッシュ社が開発した新型コロナウイルスのスパイク蛋白質に対する2種類のモノクロ
ーナル抗体をカクテルにした「ロナプリーブ」の点滴投与は、ウイルス表面に結合し
て複製を抑える受身免疫の治療薬です。6) 遺伝子組換えモノクローナル抗体
（Casirivimab）は、ヒト免疫機能を持つように遺伝子組換えされたマウスの抗体産生
細胞と骨髄腫細胞であるミエローマ細胞を融合させたハイブリドーマに産生させたヒ
ト抗体です。他の一つは、感染後の回復者の抗体産生細胞とミエローマ細胞のハイブ
リドーマで作成した遺伝子組換えモノクローナル抗体（Imdevimab）です。この2種の
モノクローナル抗体のカクテルを投与してスパイク表面に結合させ入院と死亡リスク
を減少させます。

図 7.

2 種類の遺伝子組換えモノクローナル抗体を組み合わせたカクテル療法の概要。スパイ

ク蛋白質に対するマウス産生モノクローナル抗体と感染後に回復した患者から作成したモノク
ローナル抗体のカクテルを投与する治療薬です。
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7. ウイルス感染の障壁となる自然免疫を低下させない
ウイルス感染の最初の障壁になる自然免疫で中心的役割を果たしていのは、侵入ウ
イルスを貪食して死滅させようとマクロファージ(M )などの食細胞とウイルス感染細
胞を速やかに察知し細胞傷害性サイトカインで感染細胞を死滅させる NK 細胞です。
NK 細胞のサポーターとなっているのは、腸内マイクロバイオームの善玉菌です。そ
のため、善玉菌を送り込むプロバイオテックスと善玉菌を増やす食べ物を摂取するプ
レバイオテックスは、ウイルスにも立ち向かう副作用のない健康戦略となっていま
す。1)

図 8. 病原ウイルスに対して、第 1 関門となるのは自然免疫であり、第 2 関門は感染後に成立
する免疫とワクチン接種による特異的な感染防御に働く獲得免疫です。

7.

ウイルス感染に立ち向かうオーラルヘルス
口腔ディスバイオーシスは、新型コロナウイルス感染に手を貸して重症化をもたらす

とされています。7) また、歯周病原細菌 Fusobacterium nucleatum は、新型コロナウイ
ルス受容体 ACE2 の発現を高め、産生する炎症性サイトカインで発症と重症化因子であ
ることが突き止められました。8) 新型コロナウイルスに口腔細菌が混合感染すると重症
化することが示されています。そのため、口腔細菌数を増やさないオーラルヘルスの重
要性が以前にも増して強調されています。

図 9. 歯周病原細菌などの産生する蛋白分解酵素やノイラミニダーゼは、口腔・咽頭粘膜を被
覆する糖蛋白質膜を溶解して、ウイルスレセプターを露出させウイルス感染に加担します。
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図 9.

新型コロナウイルス単独感染後の肺炎は軽症のことが多いのに対して、口腔細菌との混

合感染は重篤化させてしまいます。

8. 口腔ケアでの抗菌性洗口液の活用
歯周病原性バイオフィルム形成阻害に有効に作用するマクロライド系 15 員環のアジ
スロマイシン（販売名ジスロマック）など内服投与によって、歯周病原細菌を減少させ
歯周治療効果を高めることが示されてきました。しかしながら、抗菌薬の中長期内服投
与は、自然免疫のサポーターである腸内善玉菌を駆逐して腸内ディスバイオーシスによ
って自然免疫の低下をもたらしウイルス感染の片棒を担ぐことに関わります。
口腔内細菌は唾液や歯肉溝を栄養源として就眠中に 10 倍近くになります。高齢者な
ど易感染性宿主には、口腔ディスバイオーシス元凶の細菌などが混入した唾液の不顕
性誤嚥がみられ、我が国の誤嚥性肺炎死亡者は毎年 4 万人から 6 万人に達していま
す。

図 11. 各種抗菌性洗口液のデンタルプラークへの抗菌性。ポビドンヨード液は強いウイルス不
活化作用もありバイオフィルムへ浸透力も高く短時間に抗菌性を発揮します。非イオン性洗口
液の 4 種類のエッセンシャルオイル含有リステリン液と MA-T(要時生成型亜塩素酸イオン水溶
液)はバイオフィルム浸透性があり短時間の殺菌性を発揮します。塩化セチルピリジウム(CPC)
とクロリヘキシジン (CHX)のイオン性に洗口液は、バイオフィルム浸透性が低くがマイナス荷
電の細菌表面に付着して静菌的に作用します。
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大阪大学が中心になって開発した MA-T（要時生成型亜塩素酸イオン水溶液）は、安
全性の高いウイルス不活化作用がある事が示され、抗菌性洗口液としても脚光を浴び
ています。9) 多くの抗菌性洗口液は、新型コロナウイルスを不活化することが示されて
います。10) それらの常用は、歯周病原細菌数を有意に減少させ、腸内ディスバイオー
シスをもたらすことがありません。11)
口腔衛生習慣や口腔ケアによる要介護高齢者に対する口腔清掃は、インフルエンザ感
染予防になることが示されています。12、13) 抗菌性洗口液常用は、新型コロナウイルス
感染、発症、重篤化の予防だけでなく誤嚥性肺炎予防に寄与すると確信しています。
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