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◆次回（2020 年 12 月 12 日（土））例会予告◆

一流競輪選手への道

前回 2822 回例会記録

		

（幹事兼 50 周年記念例会実行委員長）
山崎

大雅

様（会計）

ローズホテル３階
泉野

正明

様

◎今週メークアップへ行った会員
11 ／８ 東京紀尾井町ロータリークラブ（宮田会員）
11 ／ 25 横浜南ローターアクトクラブ

《合唱歌詞》

友達になろう （ BE A FRIEND
）

作詞・作曲
Paul Bordeleau

和訳 佐藤千尋（東京東

友達になろう みんなと誰とでも
心のひろい友達になろう
われらは
ROTARY
いつも心あたたかく
希望乗せて
ROTARY

友達になろう 苦楽を共にして
春 夏 秋 冬
変わらぬちぎりを
われらは
ROTARY

（松井会員・井原会員）

≪会長報告≫

槇

俊徳

会長

１．本日例会前に親睦活動委員会と前年度理事会が開催
されました。ご出席いただきました皆様ありがとう
ございました。
２．11 月 18 日（水）
、
西区にありますホテル プラムにて、
クラブ奉仕委員長会議が開催されました。島社会奉
仕委員長に、ZOOM にてご出席いただきました。
ありがとうございました。
３．ロータリー米山記念奨学会より、10 月のクラブの
寄付に対して、米山功労クラブとして感謝状が届い

R
C

）

ております。今回で 95 回目の表彰となります。皆
様ご協力ありがとうございました。
—
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≪幹事報告≫

青木

理

幹事

１．次回 12 月５日例会後、例会会場にて年次総会を開
催いたします。皆様ご出席いただきますようお願い
致します。また、その後、被選理事会を、開催いた
します。ご出席いただきます次年度理事・役員の皆
様宜しくお願い致します。
２．次回、被選理事会終了後、第６回理事会を開催いた
します。ご出席いただきます理事・役員の皆様宜し
くお願いいたします。
３．本日、新会員候補者（齋藤久夫君

永島克政君）お

★ Memo〔細かいステップ〕
宿主リボゾーム→ RNA 依存性 RNA ポリメラーゼ

二人を通知させていただきました。本通知の日から、

（RdRp）

7 日以内に書面による異議の申し立てがない場合、

RdRp がウイルス RNA（+）→ RNA（－）ファビピ

幹事は被推薦者に対し入会承認の通知を致します。

ラビル（アビガン）レムデシビルが阻害

４．12 月 3 日（木）
、新横浜にあります。新横浜国際ホ
テルにて、第 3 回クラブ会長・幹事会が開催されま

RdRp が RNA（－）→ RNA（+）ファビピラビル（ア

す。槇会長と私で出席してまいります。

ビガン）レムでシビルが阻害
サブゲノム mRNA の合成→宿主リボゾームを利用し

５．他クラブより例会変更のご案内が届いております。

構造たんぱくの合成をする。

詳細は事務局までお願いします。

１つのポリペプチドよりメインプロテアーゼの作用に

≪卓話≫

より切り出される（プロテアーゼ阻害薬で阻害）
。
吐く息から排出されたウイルスは、空気中で 3 時間

コロナウイルスについて
鳥山

直樹

以上、また、ステンレスやプラスチック上に付着した

会員

状態では 72 時間以上感染活性が確認されています。

★ Memo〔重症化予測因子〕
１．悪性腫瘍

２．糖尿病

３．呼吸数＞ 24 回／分

４． 呼 吸 困 難

５．CRP>1.4mg ／ dl

>8×109 乗／Ｌ

６．血小板＜ 180×10 の 12 乗／Ｌ

８．リンパ球 <1×10 の 9 乗／Ｌ

まず、新型コロナウイルスについてどんなものなのか
知りましょう。
大きさは 100nm（0.1μ ｍ =0.0001mm）Single RNA
ウイルスです。報道番組で構造はよくご存じと思います
が。エンベロープと呼ばれるタンパク質の殻の中にウイ
ルスの遺伝子が入っている単純な形をしています。よく
ニュースで見ると思いますが赤い突起がいっぱいある画
像が有名です。実際は電子顕微鏡で見るので色の変化は
なく後で彩色したものです。
この粒が、人間の細胞につくとスパイクタンパクと呼
ばれるぶつぶつした出っ張りが人の細胞の ACE2 受容体
に結合し（プロテアーゼ Furin が関与）
、人間の細胞の細
胞に取り込まれ（TMPRSS2 が関与：ナファモスタット
で阻害）内部で増殖し細胞外に放出され増えていきます。
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５． 白 血 球

【ウイルスの感染 経路】

回／ h → 12 回／ h に増えても患者と接する人（医療
従事者や家族）の感染リスクは、数％しか減らない一

新型コロナウイルスは、接触と吸入性エアロゾルによ
り広がるとされています。

方で、同室の離れた場所にいる他の患者のリスクは半

□接触感染は：直接接触（握手やハグ）間接接触（ドア

分近くまで減少した）
。
住宅は、建築基準法で 0.5 回／ h 以上の機械換気設

ノブ、家電や消費者製品）。

備設置が義務付けられ、実際の換気回数は 、春、夏、秋、

イスラム教国で感染が高いのは神への祈りの際に神
殿の柱に接吻をする習慣があるから？とも言われてい

冬で 1.2、1.7、0.6、0.6 回／ h と報告がある。この換

る。床だけでなく、壁や天井にウイルスは付着し長時

気回数では、数 μm 以下の粒子に、数十分～数時間

間感染性を持っている。

曝露され続けることとなり。定常的・断続的に発生が
想定される場合には、常時の窓開けが望ましい。困難

□吸入性エアロゾル感染
飛沫感染：咳やくしゃみや発声に伴って排出される飛

な場合には、一定時間ごとの換気をすることになるが、

沫（主に >5μm：5000nm の液滴）。

対策としては不十分。

このうち飛沫核 60μm を超える大きな飛沫は、
（イ

換気によって屋外に排出された空気中にウイルスが

ンフルエンザウイルスでの実験）重力沈降 によって

含まれている場合も、外気によって非常に高倍率で希

10 分： 0.7％、30 分：51.2％、60 分：98.8％減少、換気：

釈されるため、屋外での感染には寄与しないと考えら

1 回換気／ h15％、10 回換気／ h81％減

れている。

相対湿度 90％／ 10％インフル

10 分

失活速度

1.4 倍 2.7 倍 7.3 倍

30 分 1 時間

沈降速度

1.7 倍 2.0 倍 2.2 倍

大きい粒子は沈着（落下）により空気中から除かれる

【室内空気の清浄化】フィルターによる粒径別粒子の捕
集効率は、0.1μm 前後で非常に低く、数 μm 以上や
0.01μm 以下では非常に高いとされていたが、効率静電
フィルター（サブミクロン領域の低捕集効率が改善され、

が、小さい粒子は換気により屋外に排出されるか不活化

0.03–0.6μm の粒子の捕集効率は、市販の HEPA フィル

されるまで浮遊している。

ターでそれ以上ではほぼ 100％（0.03μm のみ 97％程度、

インフルエンザでは、湿度が高いほど不活・沈着しや

放電状態では 40％ –90％）
、市販の MERV13 フィルター

すいとされている。アロゾル中のインフルエンザウイル

で 60％以上
（放電状態では数％ –25％）
と向上した
（HEPA

スは、湿度が高いほど不活化しやすく、また沈着しやす

フィルターは、JIS（日本工業規格）で粒径 0.3 µm の粒

いとされ、相対湿度 10％の場合と比べて相対湿度 90％

子の捕集効率が 99.97％以上とされる。

の場合では、10 分、30 分、1 時間後に、失活速度は 1.4 倍、

市販の空気清浄機は、数 m3 ／分から 10m3 ／分のた

2.7 倍、7.3 倍に、沈着速度は 1.7 倍、2.0 倍、2.2 倍になっ

め、HEPA フィルターが搭載されているものであれば、

たという報告もある（実験室：温度 22–23° C、相対湿度

12 畳の部屋で 3–15 回／ｈ程度の換気に相当する可能性

40％）
。

がある。HVAC システムでフィルターを通して空気清

エアロゾル中の新型コロナウイルス生存半減期の中央

浄化を行った場合（循環回数 0.8–0.9 回／ h）
、咳を模し

値は 1.1 時間（95％信頼区間は 0.6–2.6 時間（実験室温度

た装置から発生するウイルス（バクテリオファージ T4）

22–23° C、相対湿度 40％）とされている（新型コロナ

の気中濃度は、0.5m 離れた位置では３種類のどのフィ

ウイルスの湿度依存性はよくわかっておらず不活化する

ルターでも 20％程度しか減少せず、３m 離れた位置で

のに長時間を要する可能性がある）。

は 20％ –80％、5 m 離れた位置では 70％ –98％、12％ –
92％とフィルターごとに大きく異なる効率で減少する）
（HVAC システムは、暖房・換気・エアコンの機能を一
体化したシステム）
。
HEPA フィルターを搭載した大型の空気清浄化システ
ムを使用した場合（51 回／ h）
、ウイルス（バクテリオ
ファージ MS2）を含むエアロゾルではバクテリアやカ
ビよりは除去効率が低いものの、95％が除去されたとす
る報告もある）
。
HEPA フィルターも性能に違いがあり、ウイルスの種
類で効果が異なることに注意が必要。空気清浄機を使用

【室内の換気】

する場合にも、換気との併用が望ましい。

★ MERS 感染患者病室における研究では、換気回数が 6
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【室内における沈着と再飛散】

への排出、ウイルスの不活化がある。10μm を超えるサ

大きな粒子では重力沈降により床面に沈着したり移流

イズの粒子ではほぼ沈着で除去され、数 μm 以下の粒

により壁面に沈着 したりすることが多く、小さな粒子

子では換気と不活化が大きいと考えられる。室内を漂う

では拡散により床面だけでなく天井や壁面や家具などの

空気中に拡散・浮遊空気中に拡散・浮遊した微粒子は日

表面に沈着することが 多いとされています。

常生活の換気では、部屋の半分～全量の粒子の屋外 へ

ウイルス（バクテリオファージ T4）の床面への沈着は、
大きな大腸菌のケースと違い、咳をした近く（0.5m）で

の排出に１時間程度必要。窓開け換気をしなければ、感
染対策としての十分な換気量は得られない。

は少なく、3m 離れた位置で高く、5m 離れた地点でも
0.5 m の地点よ り 高かったという報告がある。感染者

Memo

から少し離れた 場所で床面に沈着する量が多いと思わ

三密を避ける

れます。

密閉：密閉された空間では

★新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の不活化の半減期

ゾルが浮遊しているだけでなく、加感染源となる人が在

空気中に放出されたエアロ

ステンレス 5.6

室していればそのエアロゾルの密度、感染確率は時間と

プラスチック 6.8 時間（中央値）ステンレス 48

ともに上昇する。同じ部屋にいて換気が悪ければディス

時間（初期値の 0.8％） プラスチック 72 時間（初期

タンスをとっていても時間とともに感染のリスクが上

値の 2％）でも活性が確認された（最大値）温度 22°

がっていく。人の呼吸は 1 分間に約５ℓ（1 時間 300ℓ）

C 相対湿度 65％。

→運動時には

銅 0.77 時間
時間

段ボール紙 3.5 時間

1 分 間 に 約 15 〜 20ℓ（1 時 間 900 ～

印刷用紙・ティッシュペーパ 3 日

1200ℓ）これが吐くほうも（感染源者） 吸うほうも（被

後、ガラス・紙幣 4 日後、ステンレス・プラスチック

感染者）共有しています。一時、ジムでのクラスターが

7 日後まで活性を有していた（初期値の〜 0.1％）温度

多く発生したのはこのためでしょう（当時は空気感染を

21–23° C 相対湿度 40％。

否定していたためロッカーなどの共有部分の接触感染と

木材・布 2 日後

実環境では、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）

されていましたが。
）
接触感染についてはボディータッチはもちろん、食器、

患者病室で手の触れるところだけでなく、床や窓や排
気ファンなど沈着したと考えられる箇所からもウイル

ドアノブなどのほか、アイパッドからの感染、コンタク

スが検出されている。床面や各種表面に沈着したウイ

トレンズ使用時の感染などが危険視されている。

ル スからの接触感染の可能性もあるため、消毒用エ

密集：解放された空間では距離が感染の因子となります。

タールや適切に希釈した次亜塩素酸ナトリウム液を使

ここでは何種類かのファクターを考えることが必要

用した殺菌処理を定期的に行うことが必要。

単純なモデルでは

次亜塩素酸ナトリウムは、皮膚に対する刺激があり、

は

会話で１ｍ

感染源の呼吸器から出た大きな飛沫

咳で２ｍ

くしゃみで３～６ｍ飛びま

消毒した表面に腐食や変色を起こす 可能性がある。

す。大きな声で会話をしながら接待を伴う飲食に行くリ

床面上のダストは、歩行、ドアの開閉や掃除などで再

スクがここにあります。接待を伴う飲食では黙っている

飛散（巻き上げられること）が起こる。ダストのサイ

か、内緒話をしましょう。

ズ・性状や床面の材質や環境条件によって、再飛散率

エアロゾルに関してはちょっと複雑です。換気で外部

は大きく異なりますが、金属粒子などのダストの再飛

に排出されるまでは部屋の空気中を漂っているわけです

散率は 0.000001％ –0.1％、カビやバクテ リアなどの再

から、例えばマウスシールドを使用してもエアロゾルは

飛散率は 0.0001％ –0.1％とされています）。再飛散率

防ぎきれない。

が高くないためか、ウイルス（ バクテリオファージ

コロナウイルスの大きさは 0.1 ㎛（たばこの煙の粒子

T4）を用いた試験では、ウイルスが検出された床上

が幅はあるものの 0.2 ㎛）ウイルスは通常は 5 マイクロ

を歩いた時に、気中からウイルスは検出されなかっ

メートル程度の飛沫で放出され、徐々に水分を失い小さ

た）
。

くなりながら浮遊時続ける

0.1μ ｍの大きさ（ウイル

ス周囲の水分がほぼ乾燥した状態）では感染するかどう

【環境】感染者が呼吸・会話・咳・くしゃみなどをすると、

かわかっていないが、少なくともマスクで防ぎきれるも

ウ イルスを含む飛沫が環境中に飛散する。会話や咳で

のではないことを理解しておく必要がある。寒いけれど

飛散する大きな粒子は、多くの場合 2m 以内に床面に沈

換気が必要です。換気が悪い空間ではこの微小なエアロ

着、室内の気流によっては 5m 程度飛散することもある。

ゾルは時間とともに増加、感染のリスクが上昇してしま

また、飛沫核など小さな粒子は、沈着せず数時間以上室

う。

内を漂う可能性がある。空気中からウイルスが除去され

空気清浄機はどうか？日本の空気清浄機は優秀でサブ

る経路としては、床面や壁面への沈着、換気による屋外

マイクロレベルの粒子捕獲率も優れている。エアコンが
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換気できないことは広く知られているが、換気機能のあ
る窓型エアコン、換気モードのあるエアコンも換気能力
は少ない。このコロナウイルスの感染を受けてダイキン
工業からは換気しながら冷暖房ができるエアコンが発売
されている。
換気の際に気流を考えずに行うと、空気のよどむとこ
ろ、また、流れはいいが飛沫が集中して集まってしまう
ところができやすく空間的配置に注意が必要。吸気口は
低めに

排気工は高めに設置することにより室内で発生

したエアロゾルを呼吸している空気のレベルに鬱滞させ
ることなく排気ができる（旅客機の廃棄シミュレーショ
ン）エアーダスターや掃除機による飛沫の再飛散にも注
意が必要。

【マスクの効果】
マスクの効果については今や世界的に認められている
が、一方、第 2 波，第 3 波を迎えた昨今、マスクを過信
している風潮がみられる。観光地に多くの人出がみられ、
マスクをしていない人も見られる。
感染源となる患者さんのマスクの効果は、大きな飛沫
に関してコンピュータで趣味レーションがされている。

両者マスクなし

力価の減少率

RNA 量の減少率

50 ㎝

55％低下

62％低下

100 ㎝

69％低下

77％低下

力価の減少率

RNA 量の減少率

25 ㎝

マスクなしでは飛沫はまっすぐ飛ぶのに対してマスク使

吸入側マスク着用

用では、マスクを通り抜けた口周辺と目から額にかけて

マスクなし

上方へと飛散する。不織布マスクをしっかり付けたとき
は上方への飛散量は減少する。マスクがちゃんと装着さ
れなかった場合は気流によっては上方から後方に向けて
飛散する場合も考えられる。
被感染者（健常者）の場合
理科学研究所で実際のコロナウイルスを使用した実験

距離

綿マスク

17％減少

N.S 37％減少

サージカルマスク

47％減少

N.S

50％減少

N95 マスク

57％減少

N.S

86％減少

N95 マスク（隙間なし）
排出側マスク着用

N.S

79％減少

90％減少

力価の減少率

RNA 量の減少率

マスクなし

でそれぞれのマスク使用時にコロナウイルスがどれだけ

綿マスク

76％減少

57％減少

減少するかの実験が公表された。

サージカルマスク

73％減少

58％減少

N95 マスク

95％減少

96％減少

N95 マスク（隙間なし）

不検出

99.7％減少

排出側布マスク着用
吸入側着用マスクの種類

力価の減少率

RNA 量の減少率

※イラスト入る

両者マスクなし
吸入側マスクなし

55％減少

NS

57％減少

吸入側綿マスク

68％減少

67％減少

吸入側サージカルマスク

74％減少

69％減少

吸入側 N95 マスク

82％減少

89％減少

吸入側 N95（隙間なし）

89％減少

96％減少

排出側サージカルマスク
吸入側着用マスクの種類

力価の減少率

RNA 量の減少率

吸入側マスクなし

56％減少

43％減少

吸入側綿マスク

60％減少

69％減少

吸入側サージカルマスク

71％減少

76％減少

吸入側 N95 マスク

69％減少

86％減少

両者マスクなし
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卓話の際は、N95 マスクを使用しましたが、一般の診

めには、ほかの都市以上の努力が必要なのではないか。

察では使用可能でしたが長時間話をするには呼吸が困難
でお見苦しい状況をお見せいたしました。ACE2 レセプ
ターに結合します。この ACE2 レセプターが多いところ
が感染の入り口で、ハナ、ノド、気管

消化管の細胞か

ら侵入してきます。
Memo
高血圧症に関連する細胞表面レセプターは ACE1 で直
接コロナウイルスの侵入、増殖に関連はないが、新型コ
ロナウイルス感染により

ACE2 がコロナウイルスとと

もにっ細胞内に取り込まれ、細胞表面上の ACE2 が減少
する。ACE2 はアンギオテンシン２（Ang Ⅱ）を不活化
するが ACE2 減少により Ang Ⅱ活性が上昇するとサイ
トカインストームの原因となる。降圧剤（ACE、ARB）
の内服により Ang Ⅱ系を抑制し重症化を抑える（市大、
神奈川循環呼吸器病センターほか）。

感染の拡大を抑制するために
個人ができること
細胞内にウイルスが取り込まれた際 TMPRSS2 の作用
もあり細胞内に侵入する。新型コロナウイルスは（＋）
シングルストランド RNA ウイルスなので

マスク

手洗い→これだけでは不十分であることを自覚

するべき

細胞に入る

と細胞内にあるリボゾームで RNA の複製、RNA から

感染を断ち切るために

タンパクへの転写が行われ

しっかりした換気、積極的な消毒、イベントの開催方法

細胞よりウイルス粒子が放

出される。

の検討

新型コロナの症状としては、ACE2 レセプターの多い
部位の症状、つまり味覚嗅覚の症状、咳、消化器症状が

現状を把握するために

特徴だが、味覚嗅覚の症状が出るのは 10 ～ 15％程度

症状がある人が差別を受けず

と判断の基準にならないうえ、ほかの風邪でも同様の症

るように

状が出ることがある。また、発熱や全身倦怠感は、ウイ

感染が心配で

社会生活にひずみを起こさないように

たとえば

床面を 2m の正方形で区切りその中に複数

安心して検査を受けられ

ルス疾患では多く見られ、インフルエンザやノロウイル
スでも同様の症状が出る。症状のみからの鑑別は困難と
いえる。

新型コロナウイルス感染の現状
ほぼ毎日 2000 人以上の新規感染者が確認されている。
第一波はクルーズ船関連、第二波は海外よりの帰国者に
よる。第三波は国内の人の移動によるものだが、横浜市
の感染動向をみると第二波、第三波の区別がつかなく

のグループ・個人が入らないようにする（一つのグルー

なっている。これは第二波の時十分に感染対策がなされ

プを分けても意味がない）と同じ面積・人数で感染リス

ていなかったことを推測させる。第三波を収束させるた

クが減少する。
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空間のコロナウイルスの不活化は、いろいろ検討され
ているが
オゾン：0.1ppm でコロナ活性が
湿度 80％ 10 時間で４.6％まで低下
湿度 55％ 4 時間で 53％まで低下（藤田保健衛生大）
赤丸：感染者

人体に有害でない範囲で、特に乾燥環境では効率が悪い。

青丸：濃厚接触

消毒の方法も再チェックが必要
消毒薬の効果は ①一定の濃度以上あること ②一定の時

※オゾンの人体に対する影響

間以上行うこと ③人体への影響を考えること

空気中濃度（ppm） 影響
0.01

敏感な人の嗅覚閾値

0.01-0.015

正常者における嗅覚閾値

0.06

慢性肺疾患患者における嗅気能に影
響ない

0.1

関してはモノの消毒をみとめているが、手の消毒は認め

正常者にとって不快、大部分の者に
鼻、咽喉の刺激

0.1-0.3

喘息患者における発作回数増加

ていない

0.2-0.5

3 ～ 6 時間暴露で視覚低下

0.23

長期間暴露労働者における慢性気管
支炎有症率増大

0.4

気道抵抗の上昇

0.5

明らかな上気道刺激

意見の多い次亜塩素酸水とは異なった独自のものとして

0.6-0.8

胸痛、咳、気道抵抗増加、呼吸困難、
肺のガス交換低下

いる）などに関しては有効性がはっきりしないうえ日本

0.8-1.7

上気道の刺激症状

1.0-2.0

咳嗽、疲労感、頭重、上部気道の乾き、
2 時間で時間肺活量の 20％減少、胸
痛、精神作用減退

5-10

呼吸困難、肺うっ血、肺水腫、脈拍増
加、体痛、麻痺、昏睡

50

1 時間で生命の危険

1,000 以上

数分間で死亡

6,300

空気中落下細菌に対する殺菌

手や指の消毒は、手洗いが基本
り洗う

石鹸を使ってしっか

アルコールなら全体が濡れるようにし、自然乾

燥を待つ。ほかの消毒方法はあくまで副次的なもの。
厚生労働省は次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水に
空間消毒に関しても根拠薄弱で否定的な意見

が多い。
空気清浄機に関しては日本の空気清浄機は優秀で、空
気中のエアロゾルの排除に能力を示している。プラズマ、
イオン、次亜塩素酸水溶液（パナソニックでは否定的な

感染症学会に提出されている研究論文では否定的な結果
が出ている。ただ、集塵力は問題ないので、感染症予防
として使用していく意味は十分にある。

紫外線：
9.65 秒の照射でコロナウィルスの脅威を除去

国産紫外線

ロボット「UV バスター」による新型コロナ不活化実験

板橋区と日本大学医学部、理化学研究所、株式会社
ファームロイドは、2020 年 9 月 4 日、共同で進めてき
た紫外線ロボット「UVBuster（UV バスター）
」に搭載
の紫外線ランプによる新型コロナウイルス不活化に対す
る実証実験を行った結果、短時間での不活化を証明した
ことを同年 9 月 9 日に発表した。
今回の研究では、紫外線ロボット「UV バスター」に
— 47 —

搭載されている紫外線ランプ（253.7nm：人体にも有害
で取り扱いには注意が必要）による照射距離 30cm から
0、5、15、30 秒照射による新型コロナウィルスの不活
化メカニズムが明らかになった。これは、同年 5 月 26
日に行った前回の不活化実験をより精密に研究したこと
になる。

実験結果
紫外線ロボット「UV バスター」
同実験は、BSL-3（バイオセーフティレベル - ３／封
じ込め実験室）施設内の安全キャビネット内において、
シャーレ上の湿潤な環境において新型コロナウィルス
（SARS-CoV2-2）を 253.7nm の紫外線ランプで所定の照
度により、照射距離 30cm から 0 秒、5 秒、15 秒、30 秒
と照射。実験に使うランプは安全キャビネットサイズの
制約により、長さ約 40cm の UV-C サブランプ（UV バ
スターの車体下に搭載）を使用した。

4.87 秒照射

ウィルス力価は 10 分の 1 に減少

15.0 秒照射

ウィルス力価は 1,000 分の 1 に減少

22.6 秒照射

ウ ィ ル ス が 検 出 下 限 値 ま で 不 活 性、
ウィルス力価は 50,000 分の 1 に減少

UV バスター車体上に搭載されるメインランプ（長さ
約 110cm）は車体下に搭載されるサブランプよりも照度
が 2.34 倍高く、それを換算すると、9.65 秒の照射で、ウィ
ルスが検出下限値まで不活性、ウィルス力価は 50、000
分の 1 に減少するとの結果がでた。これは UV バスター
が時速 0.5 〜 1.0km ／ h で走行しながら紫外線を壁面や
机上に照射すると、新型コロナウィルスが検出できない
までに不活化することになる。

▼実験概要
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研究目的

自律走行型ロボットで紫外線照射す
る条件を想定した有効性の実証

同研究担当者

・ 間陽子 氏（日本大学医学部 血液膠
原病内科学分野 上席客員研究員／
理化学研究所 科技ハブ産連本部）
・飯村一樹 氏（株式会社ファームロ
イド 代表取締役／日本大学医学部
血液膠原病内科学分野 客員研究員）
・松浦遼介 氏（日本大学医学部 血液
膠原病内科学分野 研究員／理化学
研究所 客員研究員）
・Lo chieh-wen 氏（日本大学医学部
血液膠原病内科学分野 研究員／東
京大学大学院農学国際博士課程）

紫外線ロボット「UVBuster（UV バスター）」
日本大学医学部のウィルスや細菌を専門とする教授陣
をアドバイザーとした医工連携プロジェクトによって開
発 さ れ た「UV バ ス タ ー」 は、 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス
（SARS-CoV-2）の不活化（死滅）を 5 月に確認した国産
紫外線ロボットだ。一般的な紫外線ロボットは、壁面に
対するウイルス殺菌・除去が主であり、床面や机の上面
には殺菌線が届いていないが、同ロボットは照射アーム
を可変式とすることで壁面だけでなく、ベッドや机の上
面、床面などへの紫外線照射が可能。高出力の紫外線
UV-C でウィルスや細菌を殺菌・除去することで感染症
拡大を防げる。

重症化の抑制

最後に

ります。ウイルスは意思も生命さえも持たない物質です。

この原稿を書いている段階で日本では 1 万 5 千人の感

人間の都合に合わせて感染の波を作っているわけではあ

染者、死亡者も 2000 人以上、世界では 6280 万人の感染

りません。種

者と 146 万人の死亡者を出しています。新型コロナウイ

なければもっとひどい結末になるかもしれません。日常

ルスは一本鎖 RNA ウイルスなので変異しやすく、多く

診療の場でも新型コロナウイルスの患者さんと接する機

の人の中で感染を繰り返しながら多くの変異を起こして

会が出てきました。いま、元気にしている隣の人が、今

います。感染スピードや、毒性の強い変異株が出現して

晩熱を出し３日後には人工呼吸器つながっていることも

きたり、せっかく開発されようとしているワクチンや、

ありえます。そして、すでにあなたに感染していることも。

治療薬が利かなくなるかもしれません。克服のために、

トランプ大統領が感染した→シークレットサービスもか

一人一人が感染しないこと、薬や医療だけでなく社会の

なわない、ホワイトハウスまで侵入するウイルスに現実

システムや AI を駆使して感染防御を行っていく必要があ

に直面していることを自覚しながら行動しましょう。
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対

種の対決だという観点で動いていか

≪スマイルレポート≫

い肉の日、私の 53 回目の誕生日です。青柳社長！御
馳走様です！

岡本真理子様・伊藤怜那様・𠮷田もも様・山崎大雅様（横
浜南 RAC）
：いつも大変お世話になっております。本

松井俊彦会員：鳥山先生、よろしくお願い致します。ロー
ターアクトの皆様ようこそ！

日は横浜南 RAC の 50 周年記念例会のご案内に参りま
した。12 月 12 日（土）15 時開会です。皆様のご参加、

佐藤一明会員：鳥山先生のお話を楽しみにしておりまし
た。本日の卓話、宜しくお願い致します。

心よりお待ちしております。
槇俊徳会長・岸厚子副会長・青木理幹事：横浜南ロータ

井原裕一会員：感染拡大の中の鳥山会員の卓話、よろし

リークラブ 岡本真理子会長、伊藤怜那幹事、𠮷田もも

くお願いします。ローターアクト四役のみなさん、よ

幹事、山崎大雅会計、ようこそお越し下さいました。

うこそ。50 周年まで 2 週間になりました。もう一息で

50 周年記念事業楽しみです。準備頑張って下さい。鳥

す！

山会員本日の卓話ありがとうございます。皆さんが今

澤田美穂子会員：ベイスターズの来年の監督が、ハマの

一番関心のある卓話だと思います。宜しくお願い致し

番長、三浦大輔さんに決まりました。今からわくわく

ます。

します！来年はリーグ優勝、日本一ですね☆

石田健二会員：今は唯々コロナ禍の一日も早い収束を祈

北島達也会員：結婚祝い。
髙橋常男会員：スマイルに協力して。鳥山先生の卓話楽

るのみです。

しみにしておりました。アクトの皆さん、ようこそこ

秋山豊会員：鳥山先生の卓話興味津々。誠にタイムリー

んにちは。

なお話を楽しみにしています。
関野敬博会員：①鳥山先生、卓話楽しみにしております。

小原淳会員：スマイルに協力して。
鈴木康昭会員：スマイルに協力して。

②例会欠席して申し訳ございません。
蒲隆夫会員：鳥山先生、楽しみにお聞きします。

新堀史明会員：スマイルに協力して。

水谷透会員：青柳さん、社長就任おめでとうございます。

伊藤雄一郎会員：スマイルに協力して。

萩生田義久会員：鳥山さん、コロナよろしく。

宍戸留美会員：スマイルに協力して。

川﨑智晴会員：①北島さん、先日は大変御馳走になりま

小野澤寿一会員：スマイルに協力して。

した。②昨日秦野に泊まり、日本 400 ヶ所目の市町村
本日のスマイル

宿泊達成しました。

31 件

宮田彰久会員：梶谷と井納、巨人だけには行って欲しく
（今月の会報担当

ない。ソトも…。

澤田

美穂子）

岸厚子会員：青柳会員、青柳組の社長就任おめでとうご
◎スマイルリクエスト

ざいます。

藤田伸哉

角井幸一会員：鳥山会員、卓話拝聴致します。

森山良子の２曲目のヒット曲。今はすっかりオバサン

藤田伸哉会員：結婚祝いの花届きました。ありがとうご

キャラで、CM 等で楽しませてもらってます。年のせい

ざいます。我が家の玄関を飾っています。
青木理会員：青柳会員、株式会社青柳組
長

会員「今日の日はさようなら」1967 年 8 月

代表取締役社

ご就任おめでとうございます！明日 11 月 29 日い

か今のテンポの早い曲、歌詞の意味不明の曲についてい
けません。
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