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第91回 オミクロン株がより広まりやすいことに寄与
しうる特徴

公開⽇︓2021/12/21

企画・制作 ケアネット

世界の医学、バイオ、製薬業界の重要ニュースを毎⽇配信する
「 BioToday.com」より、注⽬のニュースを紹介。主に最新の新
薬開発状況を簡潔にお届けします。

治療で除去されたヒト組織を使った⾹港⼤学の研究の結果、新型コロナウイルス
（SARS-CoV-2）オミクロン（Omicron）株は去年2020年のSARS-CoV-2元祖やデルタ株に
⽐べておよそ70倍も早く気管⽀で増えることができました1)。オミクロン株が⼈から⼈に
より広まりやすいゆえんかもしれません。

⼀⽅、肺でのオミクロン株の複製はよりゆっくりでSARS-CoV-2元祖の10分の1⾜らず
でした。もしオミクロン株感染がより軽症であるとするなら肺で増え難いことがその⼀因
かもしれません。

スパイクタンパク質に無数の変異を有するオミクロン株の感染しやすさが他のSARS-

CoV-2を上回ることにはヒト細胞のACE2との相性の良さも寄与しているようです。

SARS-CoV-2代理ウイルス（pseudovirus）を使った実験の結果、SARS-CoV-2がヒト細
胞に感染するときの⾜がかりとなる細胞表⾯受容体であるACE2へのオミクロン株スパイ
クタンパク質の結合はデルタ株やSARS-CoV-2元祖のどちらにも勝りました2,3)。

著者によるとオミクロン株代理ウイルスの感染しやすさは調べた他のSARS-CoV-2変異
株のどれをも上回りました。

重症度はどうかというと、南アフリカ最⼤の保険会社の先週14⽇の発表を含む同国か
らの⼀連の報告ではオミクロン株感染⼊院率がデルタ株に⽐べて⼀貫して低く、オミクロ
ン株感染は⽐較的軽症らしいと⽰唆されています4)。

その保険会社Discovery Healthの解析ではオミクロン株感染が同国で急増した先⽉11⽉
中旬（15⽇）から今⽉12⽉初旬（7⽇）のおよそ8万件近くを含む21万件超のSARS-CoV-2

感染症（COVID-19）検査情報が扱われ、オミクロン株感染者の⼊院率は同国での昨年
2020年中頃のD614G変異株流⾏第⼀波に⽐べて29％低いことが⽰されました5,6)。

それに、⼊院した成⼈がより⾼度な治療や集中治療室（ICU）に⾄る傾向も今のところ
低く5)、⼊院後の経過も⽐較的良好なようです。

とはいえ、他国の状況を鑑みるにオミクロン株感染は軽症で済むとまだ断定はできない
ようです。

英国の⼤学インペリアル・カレッジ・ロンドンの先週16⽇の報告7,8)によると、同国イ
ングランドでのオミクロン株感染の重症度はデルタ株と異なってはおらず、南アフリカか
らの報告とは対照的に⼊院が少なくて済んでいるわけではありません4)。ただしイングラ
ンドでの⼊院データはまだ⼗分ではありません。

いずれにせよオミクロン株感染の重症度はまだ症例数が少なすぎて結論には⾄っておら
ず4)、さらなる調査が必要なようです。
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オミクロン株感染の増加が医療を圧迫する恐れ

今後の研究で幸いにしてオミクロン株感染の重症化や死亡のリスクが低いと判明したと
してもその感染数が莫⼤ならとどのつまり重症例も多くなります。その結果医療への負担
は⼤きくなり、他の病気の治療に差し障るかもしれません4)。

たとえば英国バーミンガム⼤学が率いた研究では、オミクロン株流⾏で⼊院が増えるこ
とで同国イングランドのこの冬（今年12⽉〜来年4⽉）の待機⼿術およそ10万件が⼿つか
ずになりうると推定されました9,10)。

待機⼿術を受け⼊れる余⼒を残しておく必要があると著者は⾔っています。
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