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（敬称は略させていただきました） 

  

今月の定期講習会は 

6 月 26 日（火）あべのメディックス 7 階研修室 で開催いたします。 
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－「むし」がつく病気－ 

定期講習会報告 

 『アウトブレイク その時検査室は何をしたか？ 

そして何をしなければいけないか？ 

− ノロウイルス、アデノウイルス、ＭＲＳＡを例に− 』

ごあんない 

 今月の定期講習会 
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講習会

テ−マ ：『次世代への腸管感染症検査』  

講 師 ：市立豊中病院臨床検査部 上田 恒平 先生 

日 時 ：平成 19 年 6 月 26 日（火） 18：30～20：00 

会場 ：あべのメディックス７階研修室 

参加費 ：会員 500 円、非会員 3000 円（会員証を御持参下さい） 

主催 ：大阪府臨床検査技師会学術部微生物検査部門 

生涯教育研修Ｃ・臨床専門 10 点 

連絡先 ：財団法人阪大微生物病研究会 坂本雅子 

E-mail ： msakamoto@mail.biken.or.jp 

同定検査で、その検査手順が最初に確立されたの
はグラム陰性菌ではないでしょうか？腸管感染症の
検査は食中毒をはじめとする馴染みやすい感染症で
あり、グラム陰性菌を中心とする検査で、多くの情
報が容易に得られることから取り組みやすい検査で
ある反面、常在性の腸内細菌叢から検出菌と起因菌
をどのように判断すればよいのか、嫌気性菌をどこ
まで検査するのか、使用できる培地の種類も多く且
つ多社市場の中で“無駄なく漏れのない培地の選択”
はどうしたらいいのかなど、日常検査の中で疑問に
感じることは多々あるのではないでしょうか？大腸
菌の誤同定が重要な問題として取り上げられていま
すが、感染症検査法がどのように進化し、変わろう
とも、腸管感染症検査において“これだけは押さえ
ておかなければ検査のポイント”を先輩技師から次
世代へ伝承されるべく御講演いただきます。皆様奮
ってご参加ください。 

 



 

～微生物検査・若葉マーク講習会～ 

基礎講座— 実技編 

昨年までは基礎技術講座―腸管感染症、呼吸器感染症は７月と９月の２回

にわけて開催していました。本年度は、より日常検査の流れに即した内容に

構成したく、“細菌を中心とした微生物検査基礎技術講座”として３日間で

開催することとなりました。 
微生物（細菌）検査の３本柱である塗抹・培養・感受性検査に必要な基礎

技術の習得を目的として、教科書には詳しく説明されていない基本操作を中

心に日常の検査業務の流れに沿った形で進めていきます。そして原虫や真菌、

感染防止から手洗い検証法など、若干のプラスαとディスカッションも加え

て楽しく学びましょう。 
“突然微生物検査に配属になったけどイマイチわからん”“知りたいこと

があるけど質問できる先輩がいない”など，様々な事情を抱えていらっしゃ

る方、老若男女を問わず、是非ご参加ください。 
 

事前登録制（下記要綱にしたがってお申し込みください） 

日程 ：平成 19 年 7 月 14 日（土曜日） 13：00～18：00 

  平成 19 年 7 月 15 日（日曜日）  9：00～17：00 

 平成 19 年 7 月 16 日（海の日）  9：00～15：00 

会場 ：大阪市立大学医学部 

募集人数 ：25 名（定員になり次第締め切らせていただきます） 

申し込み要綱 ：下記申し込み先にメールまたは官製はがきにて①施設

名，②部署，③施設の住所および郵便番号，電話番号，

FAX，④氏名，⑤経験年数をお知らせください。受付確

認のご連絡をさせていただきます。 

参加費 ：会員 8000 円，非会員 25000 円（会員証を御持参下さい） 

主催 ：大阪府臨床検査技師会 学術部 微生物検査部門 

申し込み先：赤木 征宏 

〒543-0031 大阪市天王寺区石ケ辻町14-13 

（財）大阪府警察協会大阪警察病院臨床検査センター 
Mail:akg@oph.gr.jp

空席わずかだよぉ～！！



 

 
4月定期講習会報告 

『アウトブレイク その時検査室は何をしたか？ 

そして何をしなければいけないか？ 

− ノロウイルス、アデノウイルス、ＭＲＳＡを例に− 』 

 
大阪市立大学医学部附属病院 中家 清隆 

 

去る4月24日、滋賀医科大学附属病院の茂籠 邦彦先生をお招きして『ア

ウトブレイク その時検査室は何をしたか？そして何をしなければいけない

か？』をテーマにご講演いただきました。非常に難しいテーマですが基本的

なところから具体的な内容までわかり易くお話して頂きました。その一部を

報告させて頂きます。 

 

【アウトブレイク outbreak】 

病院感染の発生率が閾値より高く、且つ確率などで有意な場合で、病院で

通常発生しない感染症が発生した場合を指す。 

 

【市中感染と院内感染】 

市中感染は病院の外で起った感染症（外来通院での感染を含む）で、院内

感染は病院外で健康に生活している人に活動性の病気を発症することのない

微生物が日和見感染起こす事。院内、院外共通の感染症も存在する。 

 

【院内感染の定義】 

入院患者の場合は原疾患とは別に新たに罹患した感染症を指し、医療従事

者の場合は院内において罹患した感染症を指す。 

米国疾病管理センター（Centers for Disease Control and Prevention: 

CDC）では、統計上、入院後(または、特定の病棟に転科後) 48 時間以降に

起こった感染症と定義されている。 

 

【病院感染の定義】 

入院時にその感染病原体を患者が持っておらず、入院後 48～72 時間以上

経過後発生した感染症、退院後 10 日以内に発生した感染症、装具・異物の

植え込みの場合は１年以内、術後感染症は術後３０日以内に起こったもので

ある。 

 

【病院内感染の要因】 



  

 

病院内感染がおこる要因には感染源と感染経路（空気感染・飛沫感染・接

触感染）がある。 

 

【感染経路別予防策】 
空気・飛沫核感染予防策：空気媒介性飛沫核は、長期間空中を浮遊する。空気の流れによ

って広く撒き散らされ吸入され、同室内あるいは感染病原者から遠く離れた感受性のある

患者にも定着する。 

飛沫感染予防策：飛沫は咳・くしゃみ・会話・気管吸引・気管支鏡などの手

技から、感染源となる患者より発生する。 

接触感染予防策：接触感染は、患者への直接接触（例えば、体位変換・入浴・

身体的接触ケア等）や間接接触（感受性のある患者や患者周辺にある物品と

の接触）によっておこる。 

 

【個室管理必要な感染症】 

 1〜3 類の感染症 

 ウイルス感染(influenzea virus、麻疹、風疹、耳下腺炎水痘、流行性

角結膜炎） 

 肺結核 Mycobacterium tuberculosis）  

 MRSA (Methicillin resistant Staphylococcus aureus) 

 VRE (vancomycin resistant enterococci) 

 髄膜炎（Neisseria meningitidis）  

 百日咳 （Brdetella pertussis）  

 疥癬 （Sarcoptes scabiei ） 

 

【微生物の感染材料と予防】 

病原微生物は便、尿、母乳、痰、つば、汗、涙などから体外に排泄され、

感染源となる。外傷や検査などで体外にでた血液も感染の原因になるが、病

原微生物を体に入れなければ感染しない。排泄された病原微生物は手につい

て運ばれることが多いので，自分自身や他のヒトに感染させないためにも、

頻繁に手を洗うことが大切である。石鹸を使って流水で手をよく洗う。手が

汚れていなければ擦式アルコール手指消毒剤を用いることもある。手袋やマ

スクなどを必要とすることもある。 

 

【消毒と滅菌】 

消毒：人体に有害な微生物の感染性をなくすか、感染レベル以下まで数を少

なくすること。  

物理的方法：湿熱（煮沸、熱水）蒸気 

化学的方法：消毒剤 

 



 

滅菌：全ての微生物を滅殺させるか、完全に除去すること。 

物理的方法：高圧蒸気、乾熱、焼却 

化学的方法：エチレンオキサイドガス、γ線、電子線 

 

【消毒有効使用の原則】 

消毒の 3要素（濃度、時間、温度）を正しく守り、必要とされる消毒・滅

菌のレベルに合致していることが必要である。溶液の状態で、十分に接触さ

せて使用し、手洗いなどの消毒の技法が正しくなければならない。手や器具

の消毒は有機物を除去後、消毒薬を使用する。 

 

 

～ノロウイルス～ 
【病原体】 

カリシウイルス科、2002 年、ノロウイルスという名称に変更された(以前

は、小型球形ウイルスと呼ばれた)。正 20 面体の構造をしたエンベロープを

持たない単鎖 RNA ウイルスで感染力が非常に強い （10 個で感染が成立）。

培養細胞や実験動物への感染がいまだに成功していないウイルスで、ヒトが

唯一の感受性動物（ヒトの小腸で増殖）である。 

 

【感染経路】 

汚染された水、食品からの感染し、最も多いのは貝類(二枚貝)による食

中毒で、生食あるいは加熱が不完全なままで摂取することにより感染する。

吐物や便の中に含まれるウイルスが手、あるいは手で触れたものを介して伝

播し、人から人へ感染。吐物の飛沫から感染する場合もあり、空気感染の可

能性も指摘されている。 

 

【臨床症状】 

潜伏期間：２４～４８時間 

主症状：吐気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱は軽度 

症状の持続期間：通常１～２日 

一般的に後遺症はなく、軽い風邪症状のみの場合もある。 

 

【診断と治療】 

診断：電子顕微鏡法でウイルスを確認 

ＲＴ-ＰＣＲ法・リアルタイムＰＣＲ法などの遺伝子検出 

治療：ノロウイルスに対する抗ウイルス剤はない。通常、対症療法 

 

【感染予防策】 

標準予防策 （手を洗う、湿性体液物質を触るときには防護具を着用） 



 

接触感染予防策 （血圧を測るときにでも手袋をつける） 

アルコールに抵抗性があるので、次亜塩素酸ナトリウムで消毒 

環境中に安定して存在するので、流行時は頻回の拭き掃除が必要 

 

【ノロウイルス院内感染予防策】 

 該当病棟への出入禁止 

 新規入院患者の受け入れ中止 

 緊急手術を含めた手術の禁止 

 有症状患者様の病棟外検査の自粛 

 退院可能な患者様の退院促進 

 患者様へ発症状況と感染対策の説明 

 症状の有無での使用トイレの区別 

 職員への標準予防策の周知徹底 

 職員発症時の就業規制 

 

【ノロウイルス病棟での対策】 

 発症者のコホート（集団）隔離 

 コホート隔離している病室の出入り口に防護具（手袋、マスク、プラス

チックエプロン）と感染性廃棄容器を設置 

 発症者と非発症者のトイレの区別（職員･患者とも） 

 次亜塩素酸ナトリウム溶液による環境清拭を実施→トイレ、手すりなど 

 当該病棟の出入りを最小限に制限→検査中止、面会禁止 

 病室の清掃は感染扱いとし専用の用具を使用 

 リネン類は全て有感染性扱いとする 

 外注業者などは、当該病棟への出入りを業務の最後とし、他の病棟と交

差しないようにする 

 

【職員への周知および就業規制】 

 主にメールを利用した情報提供や感染対策の喚起を行う 

 各部署の管理者が集まる会議での報告する 

 下痢･嘔吐症状を呈した職員は、全て就業停止とする 

 業務復帰は、下痢･嘔吐症状消失の後、一定期間を経ることを条件とす

る 

 

【制限解除】 

 新規発症者がなくなってから 72 時間経過した後、制限緩和 

 診療科職員の他病棟への出入り制限解除 

 新規発症者が 10 日間ない 

 発症者の症状が 48 時間以上消失している 



 

【より有効な対応】 

 ノロウイルスを目的とする感染対策を早期に実行する 

 感染対策組織の中の役割分担を明確にする 

 感染対策チームの権限を明確化し、迅速な対応を行う 

 窓口の一元化を行い、情報管理を徹底する 

 情報の共有化を行う 

 細菌検査の結果、病棟の変化（下痢患者が多発など）を報告する体制を

明文化する 

 感染面での危機管理体制を整える 

 石鹸と流水による手洗いの重要性の確認する 

 標準予防策（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾘｺｰｼｮﾝ）の徹底 

 標準予防策（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾘｺｰｼｮﾝ）が遵守できるような環境整備 

 標準予防策（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾟﾘｺｰｼｮﾝ）の教育 

 清掃など日常的な病院環境の整備方法の検討 

 各部署からの感染対策組織への報告基準を明文化し、連絡体制を整える 

 アウトブレイク時の対応手順を明文化する 

 

 

～流行性角結膜炎～ 
【診断】 

眼ぬぐい液や結膜擦過法によりアデノウイルスを分離。ELISA やクロマト

グラフィー法（アデノクロン、アデノチェック） 

 

【診断基準】 

診断した医師の判断により、症状や所見から当該疾患が疑われ、かつ以下の

3つの基準のうち 2つ以上を満たすもの 

    1. 重症な急性濾胞性結膜炎 

    2. 角膜点状上皮下混濁 

    3. 耳前リンパ節腫脹、圧痛 

 

【治療・予防】 

対症療法的に抗炎症剤の点眼、角膜に炎症がおよび混濁がみられるときは、

ステロイド剤を点眼する。 

 

【潜伏期間】 

8～14 日 （長い） 

 

【臨床症状】 



 

    

急に発症し、眼瞼の浮腫、流涙を伴う。感染力が強いので両側が感染しやすいが、初

発眼の方が症状が強い。耳前リンパ節の腫脹を伴う。角膜に炎症が及ぶと透明

度が低下し、混濁は数年に及ぶことがある。時に結膜炎が出血性となる 

 

【注意事項】 

接触感染予防の徹底：分泌物の取扱いと処分に注意し、手洗い、消毒。点眼

瓶類の汚染に注意 

汚染物：病院内の器具類はオートクレーブで滅菌、アルコール、ヨード剤な

どで消毒する。 

 

【感染対策】 

 接触者スタッフのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査を実施 

 眼科外来、病棟の洗浄と消毒 

 患者・スタッフに手洗いの励行 

 ５月末まで眼科病棟の新規入院の制限 

 病棟・外来部門の汚物管理 

 
 
はじめまして今春より微生物検査分野の世話人を務めさせていただくこと

になりました大阪赤十字病院検査部微生物検査室の市村と申します。            

今は微生物検査室に所属しており一般細菌・抗酸菌が主な業務です。 

それ以外では採血業務にも従事しています。微生物検査に携わり今年で 4

年目、部屋の中では一番下のポジションであったが今年から新人が配属さ

れ自分にも後輩ができうれしく思っていたけど、よく考えてみるとこれか

らは教わる立場から教える立場になる。うーんまずい!!人に教えるほどの

知識と技術が備わってないではないか！4年間サボってきたのが今になっ

てこんな状況になるとは。自分自身が情けないやら後輩には申し訳ないや

ら（覆水盆に帰らずとはまさにこのこと）。 

そんな折世話人の依頼の話がきたので（今年は技師になって 10 年目の区

切りの年でもありこれも何かの縁かな？）自分自身の勉強の為、また他の

先生方からの豊富な知識を習得できる機会であると思いお受けしました（世

話人なのに自分の為でごめんなさい）。まだまだ半人前（いやそれ以下か

も）の私ですがご迷惑をかけないように精一杯努めさせていただきますの

で今後とも宜しくお願いします。茂籠先生目指してがん

ばりまーーーす。！！ 

 

 

 

 

 

 

ちょっと一息。。。



 

 



 

～血液培養の運用例～ 
 

 

血液培養装置が陽

性になると自動的に

陽性情報がシステム

に送信され、臨床に

ＦＡＸが自動送信さ

れ、陽性になったこ

とがわかるようにな

っています。検査部

は出勤した時に塗抹

染色を行い、塗抹結

果を臨床に報告しま

す。 

 

（血液培養陽性時の手順例） 

 
 

 

【おわりに】 

今回アウトブレイクをテーマに具体的な事例も交えてわかり易くお話して頂きました。

ノロウイルスをはじめ多くの病原体によるアウトブレイクの可能性がありますが、手洗い

の重要性、スタンダードプリコーションの実施、正しい情報の共有化、伝播経路の遮断、

対策を事前に明文化することなどが重要であると感じました。また、検査の遅れは患者様

の治療の遅れに留まらず病院全体の大きな問題となります。人と物の力により、病院全体

が一つのチームとしてより良い医療が提供できるようにありたいものです。 

血液培養結果を自動で臨床

に報告する事により、血液培養

陽性の可能性を示唆できます。

技師がグラム染色を行い、臨床

に報告します。 
この場合、グラム陽性球菌であ

ったとしても、ＭＲＳＡである

可能性もあります。平板に分離

培養し、同定および感受性試験

を行う必要があると思われま

す。ＭＲＳＡの場合は通常のグ

ラム陽性球菌用の抗菌薬ではな

く、坑ＭＲＳＡ薬（バンコマイ

シンやリネゾリドなど）を選択

するため、菌名や感受性結果を

迅速に報告する事が望まれま

す。 



 

 
 

麻疹について 
北野病院 池田 千賀子 

 

今話題の麻疹についてとりあげてみました。 

 

麻疹（はしか）は空気感染をする病気です。日本では予防接種が普及して

いないので、感染する機会が増加しています。あまり知られていませんが、

1回麻疹になったからといって、必ずしも一生麻疹にかからないとは限りま

せん。麻疹の免疫は終世免疫と昔は思われていましたが、免疫記憶細胞の推

定寿命からすると間違いだということがわかっています。麻疹が「終世免疫」

になるのは、一度感染した後に免疫記憶がある状態で、再び症状が強く出な

い状態で感染し、免疫記憶がしっかりと更新された場合のみです。 

 

麻疹は日本の輸出病 

日本の医療で海外から真っ先に非難されるのは、麻疹の輸出です。経済的

に予防注射が可能な国の中で、日本の麻疹の予防接種の普及は最低です。予

防接種が普及しているアメリカでは年間、数十人の発症しかありません。そ

の数十人も、いわゆる不法移民がほとんどとされています。 

 自由の国・アメリカでは予防接種の国からの強制は当然ありません。しか

し、就学時の条件に麻疹を含めた多くの予防接種の証明が要求されます。ア

メリカ留学や転勤の場合、小学校入学を控えた家族がいると予防接種が済む

までは就学できないので注意が必要です。 

 

感染者から一気に拡大 空気感染力の強い麻疹 

麻疹は空気感染力の強いウイルス病です。例

えばよくある 9 人乗りのエレベーター。麻疹に

感染した人が降りた直後に乗りこんで、呼吸し

ただけで感染する可能性があります。 

 更にやっかいな事に発疹が出る前の時期の方

が感染力が強く、発疹が出る前は発熱とか腹痛

などが主な症状なので他のウイルス感染と区別

ができません。少なくとも発疹が出て麻疹と確

認された場合は、欠勤または欠席して、他人へのそれ以上の感染拡大を防ぐ

必要があります。 

 

女性は麻疹の検査を 



 

麻疹は、女性にとって深刻な病気です。もし、麻疹の免疫力がない女性が

妊娠中に麻疹に感染した場合、 胎児には大きな影響はないとされています

が、流産や早産の可能性を高くする事が報告されています。 

 出産を希望する女性の方は麻疹に対する抗体価（正確には IgG 抗体）を測

定すると同時に、風疹に対する抗体価とおたふく風邪に対する抗体価も測定

するほうがよいと思われます。測定結果が陰性あるいは抗体価が低い時は医

師と相談しましょう。 

 麻疹の症状は発疹ですが、発疹が出てから診断しても、有効な治療方法は

ありません。実は発疹の出る前、麻疹特有の一種の口内炎の時に診断すれば、

理論的には症状を軽くすることができます。一方、解熱剤は重大な副作用を

起こすので使ってはいけません。周囲に麻疹の人がいる時は、発熱しても解

熱剤は服薬しないで経過観察しましょう。 

 

「麻疹に解熱剤」は防御機能を下げて危険！ 

ウイルスと戦うための物質は実は攻撃するための物質だけではありません。

防御に使う物質もあります。この場合の防御は粘膜の保護だけでなくて、血

管の内皮の保護にも関係しています。もし、血管内皮の防護が手薄になると

何が起きるでしょうか？一番問題になるのは神経系です。神経系は脳血管関

門といって毛細血管の構造が特殊です。簡単にいえば、毛細血管を作る血管

内皮（注：血管内皮は全ての血管の内側にあります）が強くくっついていて

血管外部へ病原体が侵入するので防いでいます。血管内皮の防御能が落ちる

と最悪、ウイルス性脳炎を起こすことになります。特に小児では、ウイルス

感染でアスピリンを使うと、時に、全身性でかつ死に至るライ症候群を起こ

し、もし助かっても重い後遺症が残る可能性があります。ウイルス性疾患に

対して安全性が高い解熱剤は acetoaminophen だけです。安全性は高いので

すが解熱効果は弱く、下げるというより、投与時の体温より上げない程度の

効き目です。 

「麻疹かも……」と思ったら解熱剤は禁止！ 

最近の麻疹の流行は、予防接種が普及してない事と関係しています、麻疹

感染時、喉の痛みには喉の細菌の変化もある程度関係しています。しかし、

抗生物質の投与により病期が短縮することはありません。 

 

 発疹が明らかな麻疹は有効な治療法はありません。周囲に発疹から麻疹と

診断された人がいて、発熱した人は、まず経過観察をしましょう。 

 

参考 URL : http://allabout.co.jp/health/familymedicine/  より抜粋 



 

 

 

「むし」がつく病気 

関西医科大学付属滝井病院 中矢 秀雄 

 

私は虫が好きである。今はそうでもないが、学生のとき、特に蝶に興味が

あった。当時私は日本鱗翅学会という蝶と蛾の鱗翅目専門の学会に入会して

いた。確か、事務局は大阪の緒方病院（かの緒方洪庵先生所縁）だったと記

憶している。江戸時代の蘭学家、洪庵先生は医師としては種痘を広めたり、

コレラ流行の時は治療書を出版されたりと、本邦の医学近代化と疫病対策に

尽力された。その先生も蝶々に興味があったのかどうか私は知らない。 

昆虫学教室の教官や友人と早朝から蝶々の採集に何回か山登りをした。歩

きながら、ひらひら飛んでいる蝶の学名や食草（幼虫が食べる植物）の当て

っこをしたり、自生している山葵や山椒を採ったりとか、今からは考えられ

ないぐらい牧歌的な生活をしていた。 

約３０年前の話である。その頃は若かった。 

 

ミズムシ 足水虫（足白癬）、爪水虫（爪白癬） 

 代表的起因菌は白癬菌 Trichophyton rubrum  

約３０００万人が罹患している国内最大の感染症。明治以後、密閉性の高い

靴が使用されるようになってから広がったと思われる。 athlete’s foot。

運動選手は足が不潔ということなのか。 

明治以前の庶民の生活が下駄、草履、裸足が通常であったときは水虫に罹

患しにくかったのではないか。 

欧米化がもたらした完治困難な国民的感染症。 

 

ゼニタムシ（体部白癬） 

水虫が体部に発症したもの。単に「タムシ」というときもある。初期症状

としては、小さな赤いリングができ、それが徐々に広がり、大きくなり、病

名のような銭に似た形になる。英語では ring warm。 

足白癬から広がった場合がほとんどと思われていたが、最近ペット（犬、猫）

から感染する例が急増している。その場合、起因菌は Microsporum  sp.が

分離される。 

 

インキンタムシ（頑癬、股部白癬） 

水虫が股間、陰嚢にできたもの。猛烈に痒い。特に、運動後、入浴後体温



 

が上昇しているとき。女性にもまれに見られる。股間の皮膚は薄く、白癬菌

にとって感染しやすい部位とのこと。 

性行為感染症の一つにも挙げられている。やはり、足白癬が感染源になっ

ている場合が多い。ゼニタムシも含め、治療には全ての白癬部位を同時に対

象にしなければならない。 

 

疳（かん）のむし 

幼児の一過性の発熱、泣き、奇声、噛み付きなどの症状。似たもので「夜

泣き」がある。 

これが続くと親が泣きたくなる。 

 

癪（しゃく）のむし 

胸部あるいは上腹部に突如強い痛みが走る病。よく時代劇で道端に女性が、

「癪でございます。」とかがみ込む場面がある。 

 

疝気（せんき）のむし 

下腹部から股間に波及する激痛を訴える総称。腸神経等の冷えにより憎悪

する移動性かつ一過性の下腹痛。治療は血行を良くし、体を温め、疼痛を緩

和する漢方の領域となる。 

江戸時代には「男の疝気、女の癪」といわれていた。 

 

悋気（りんき）のむし 

やきもち焼きのこと。度が過ぎると病気かもしれない。 

 

今回は「むし」にこだわって病名を挙げてみました。寄生虫症はあまりに範

囲が広くて、割愛しました。後の４例は感染症とは関係ないですが、毎日の

生活のなかで

出くわす機会

は多いでしょ

う。貴方はど

んなむしに出

くわされまし

たか？ 
 

 

 



 

 

市立堺病院 和泉 多映子 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

地球温暖化の主な原因は、人間の活動により排出される各種の温室効果ガ

ス（二酸化炭素、（ ① ）、亜酸化窒素など）が大気中に蓄積され、長期滞

留することにある。健康への影響として、熱ストレスのほか、花粉症の起こ

る時期を早め、CO２レベルの上昇は、ブタクサのようなアレルギー原因物質

の量を増やすことが示されている。 

 罹患率や地理的分布が変化されると予測されている感染症は、蚊が媒介す

る感染症（例：マラリア、（  ②  ）、黄熱病、種々のウイルス性脳炎）、

水系感染症（例：（   ③  ）症など）、リーシュマニア症、ライム病、

オンコセルカ症などがあり、概して媒介生物や中間宿主を介して伝播する感

染症が多い。 

 また、人から人へ直接伝播する感染症でも、例えば（  ④  ）やコレ

ラは、高温下では、より急速に増殖することがわかっている。一例としてエ

ルニーニョ現象の程度と頻度がバングラディシュにおけるコレラの発生と関

連のあることが報告されている。現在、低温低雨量で、熱帯病の媒介生物が

環境に生存しないような地域でも、気候変化で環境バランスが変化し、以前

はその地域でみられなかった感染症が流行する可能性がある。 

 

（解答は次のページ）

【問題】 
 
地球温暖化と感染症について次の文章中の空欄を埋めてく

ださい。 
 



  

 

【答え】 

①…メタン、②…デング熱、③…住血吸虫、④…サルモネラ 
 
 
 
参考文献 「臨床と微生物」 Vol．33  No．4  2006．7． P.373－377 

  

 
 

 

 

 

 

 カエルなどの両生類がいったん感染すると、その 90％以上が死

に至るカエル・ツボカビ症が昨年 12 月に国内で初めて確認され

ました。 海外でカエルなどの激減・絶滅を引き起こしていると

考えられています。カエルツボカビ症は、一度、野外に広がったが最後、それを収拾

する手立てはありません。この問題が、深刻な事態を全国で引き

起こすかどうかは、現時点での予防が徹底できるかどうかにかか

っています。これまでのところ、カエルツボカビ症が国内で確認

されたのは、飼育されていた外国のカエルのみ。野外で日本産の

カエルに感染するかどうかは、まだ詳しく分かっていません。し

かし、一度大きな被害が出たら、日本の自然は深刻な影響を被る

おそれがあります。現時点での予防を徹底する事が必要です。今

後日本の自然の中で広がった場合、野生の両生類はもち

ろんのこと、生態系や農林業が深刻な打撃を受けるおそ

れがあります。早い時点での予防―自然・科学の分野で

は大切なことです。 

坂本雅子 2007.6.13. 
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