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例会プログラム

新会員卓話

担当：会長・幹事 例会運営委員会
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例会案内「９月～１０月」

９月２１日

（火）

前 例 会 長 報 告

No2935 第 7 回例会
宮澤孝司会長

昨日、緊急事態宣言の追加地域に北海道と３県
９月２１日(火） 新会員卓話
の追加が示されております。北海道は新規感染
９月２８日(火） 観楓会（夜間）
者数が増え、札幌・旭川はもとより、空知では
１０月 ５日(火） 年次総会・地区大会報告
岩見沢、本市でも出ており、今までにない状況
１０月１２日(火） ＲＣ情報委員会担当例会
であります。昨年度は緊急事態宣言発令時には
例会を中止しておりましが、本年度に関しまし
出 席 報 告
８月２４日例会
て本日臨時理事会を開催し、対応を決めさせて
いただき、皆様には後日ハガキにてご連絡をい
総 会 員 数 ３4 名（出席免除者１名中０名出席）
欠 席 者 数 ６名 石川 , 林 , 菅原 , 寺島 , 宮岸 , 各会員 たします。
出
席
率 ８１，８２％
前回ﾒｰｷｬｯﾌﾟ ０名
前回修正出席率 ７２，７３％

前例会幹事報告

森

幹事

■ＲＩよりザ・ロータリアン英語版の送付
■スポーツ協会より野球教室お礼状の送付
■滝川 RC・留萌 RC・赤平 RC より例会案内の送付

ス マ イ ル BOX

累計額

\196,3000

津田会員
卓話に際し
成田雅敏 P 会長 早退

津田こどもクリニック
津田尚也 会員卓話

（抜粋）

本日はコロナに関するお話させていただきます。私も 5 月にワクチンを打ちましたが副反応は
腕が痛い頭が痛いなどがありました。ワクチンとは体に免疫反応させて病原体の攻撃に備えさせ
る医薬品をワクチンといいます。免疫の反応には 2 つありまして液性免疫、細胞性免疫があり、
主にコロナワクチンは液性免疫で、抗体を作る医薬品です。新型コロナウィルスの特徴ですが、
電子顕微鏡で見ると丸い体にスパイクがあります。このスパイク蛋白が生体内にある ACE2 受容
体に結合し細胞内に侵入します。最近は子供たちの感染が多いですが ACE2 受容体は子供では発
現が少ないために子供の感染が少なくなっています。このスパイク蛋白にはレセプター・バイン
ディング・ドメインというタンパク質がありまして、そこに対する抗体作るというのがメッセン
ジャーＲＮＡワクチンです。ワクチンの種類ですが色々なものがあります。生ワクチンはウィル
スを着毒化させたワクチンで麻疹、風疹、水疱瘡のワクチンがあります。不活化ワクチンは毒性
を無害にしたものでインフルエンザワクチンなどがあります。そしてメッセンジャーＲＮＡワク
チンですが、ウィルスの設計図を基に生体に抗体を作らせるというもので、「DNA」は非常に大事
なため、直接その DNA を使わないでメッセンジャーＲＮＡが DNA の傍からコピーし、細胞内に
移動してコロナウィルスのスパイクタンパクを作り抗体ができるわけです。
色々なワクチンの中でメッセンジャーＲＮＡワクチンは開発スピードがとても早いように感じ
られますけども、実は数十年の研究のもとに作られたワクチンで急に作ったわけではありません
が特徴として保存条件が厳しくなっています。メッセンジャーＲＮＡワクチンは体内に残って有
害なことをするんじゃないかと思う方がいるわけですけども、細胞内で急速に分解され動物実験
の場合でも 10 日間位でなくなると言われてます。またメッセンジャーＲＮＡが DNA に組み込ま
れて染色体異常を起こすのではないかと思われている方もおりますが、生物学的にメッセンジャー
ＲＮＡは DNA に変換できないってことがわかっています。

スパイクタンパク質

深川ＲＣ

例会運営委員会
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新型コロナウイルス ワクチンの基礎と原理

後期臨床試験では、ファイザーとビオン ●ワクチンを接種した場合は、マスクを
テックのワクチン、モデルナのワクチン 着用する必要はない？
ともに、コロナウイルス感染の予防にお コロナウイルスのワクチンを接種したと
いて、それぞれ９５％と９４，１％の有 しても、ウイルスを他人に感染させる可
効性を発揮することが確認されました。 能性はあります。ワクチン接種がその後
オックスフォード大学とアストラゼネカ の感染力にどのように影響するかはまだ
これが解明されるまで、
のワクチンも、有効性は平均７０％であ 分かっておらず、
また多くの人々がワクチン接種を受けて
ることが示されています。
●コロナウイルスワクチンは生殖能力に いない間は、感染を防ぐために社会的距
離のガイドラインに従い、マスクを着用
影響を及ぼす？
一部の女性は、コロナウイルスワクチン し、こまめな手洗いを徹底する必要があ
により生殖能力が損なわれる可能性があ ります。コロナウイルスワクチンは、い
ることを懸念しており、オンライン上で くつかの軽度な副作用を除いては安全で
は、これに関する誤った情報が大量に流 あり、最終的に、さらなる感染者、入院
出しています。現在、ワクチンが生殖能 患者、および死者の増加を防ぐのに役立
力に影響を与えることを示唆する証拠、 つことは明らかと言えます。ワクチンは、
裏付けるデータは存在しません。さらに、 このパンデミックを乗り越えるために必
ワクチン接種により、女性の生殖能力に 要不可欠なツールです。
悪影響を与える原因となり得る生物学的 ●変異ウイルスにワクチンは効くか？
なメカニズムも存在しません。ワクチン スパイクタンパク質は１．２７３アミノ
接種を受けた女性が生殖能力の問題を抱 酸基 がつらなったものである。
えているという証拠もまた提示されてい → 数個のアミノ酸変異で大きく抗体活
ません。科学的根拠のない「デマ情報」 性が損なわれる とは考えにくい。
実験室での実証において、中和能が下が
の良い例です。
●コロナウイルスワクチンによりＤＮＡ ることも示されているがｍＲＮＡワクチ
ンについては、効果が極端に下がるよう
が変異する？
ワクチンに含まれるｍＲＮＡ（つまり、 なものは、今のところない。
免疫に関する指示）は、私たち自身のＤ ファイザー・モデルナともにイギリスお
ＮＡが含まれている細胞の核に入ること よび南アフリカの変異ウイルス に対す
はありません。これは、ｍＲＮＡが私た る中和能があることを確認。ただし、減
ちのＤＮＡに影響を与えたり相互作用し 弱ありのため変異に対応した。
たりすることがないことを意味します。 あらたなワクチン開発を開始している。
それどころか、コロナウイルスのｍＲＮ 今回のワクチンで生じうる副反応
Ａワクチンは、身体の自然な防御反応と ■打った場所の反応
相まって、コロナウイルスに対する免疫 ・痛み、腫れ、赤くなる ７０～８０％程度
を安全に向上させます。さらに、ｍＲＮ ■全身の反応
Ａは役割を果たした直後に免疫細胞によ ・熱がでる １～１５％程度
・体がだるくなる ４０～６０％程度
り分解され、取り除かれます。
・頭痛 ２５～５０％程度
・アナフィラキシー

■例会場 ラ・カンパーニュホテル深川 ■例会日 毎週火曜日
■事務局 〒 074-0004 深川市 4 条９番
■姉妹クラブ 南海ＲＣ（韓国）
■第２５１０地区第１グループ
プラザ深川３Ｆ ℡ (0164)34-6228
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ワクチンとは何か
身体の免疫を反応させて、病原体の攻撃
に 備えさせる医薬品のこと。
身体の（獲得）免疫の反応とは、２つ
液性免疫（主にＢ細胞・抗体）
細胞性免疫（主にＴ細胞）
■新型コロナウイルスワクチン
ではスパイクタンパク質を狙う。
■ワクチンは中和抗体を作らせる
ウイルスに結合し、ウイルスが細胞に
感染する 機能を邪魔する（中和するとい
う）抗体。

●ワクチン接種により、コロナウイルス
に感染する可 能性がある？
ファイザーとＢｉｏＮＴｅｃｈ、モデル
ナが開発したコロナウイルスワクチンに
は生きたウイルスは含まれないため、ワ
クチン接種によりコロナウイルスに感染
することはありません。オックスフォー
ド大学とアストラゼネカが開発したワク
チンは、チンパンジーの間で一般的な風
邪を引き起こすアデノウイルスから作ら
れています。もちろん、このウイルスは
感染を引き起こさないように改変されて
おり、コロナウイルスのスパイクタンパ
ク質の遺伝情報を伝達するために使用さ
れているのみです。従って、科学的根拠
のない誤報となります。
●コロナウイルスワクチンは、開発期間
があまりにも短いため安全ではない？
現在供給されているコロナウイルスワ
クチンは、動物実験を行った後、何千人
もの被験者を対象とした、厳格かつ厳密
な臨床試験を完了しています。供給元は、
開発に必要な過程を省略することなく、
臨床試験の結果により、ワクチンが安全
かつ効果的であることが証明されたと主
張しています。

津田こどもクリニック 津田尚也 会員卓話（抜粋）

