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本日の講義（目次）

水質汚染 水俣病

食品汚染 食中毒

感染症 結核

鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

室内汚染 化学物質過敏症

→ｷｰﾜｰﾄﾞ；健康リスク



ケース １

1950年代前半、一地方都市のある化学工場から排水
が流出した海域では、貝や魚が死に、漁村の猫はよろ
け回るようになり、鳥は空から落ちるという異常な光景
が現れ始めた。

ほぼ同じころ、神経を侵す原因不明の奇病が出始め
た。住民は、伝染することをおそれ、患者やその家族
を遠ざけた。

汚染源として、まず化学工場が疑われたが、漁民は他
に糧もなく魚を食べ続け、患者発生が拡大していった。

（ケースで学ぶ公衆衛生、矢野栄二、2005）



ケース１ （環境汚染）

この公害は、1956年、異常な事態に気付い

た病院医師が保健所に届け出たことから公
式に認知され始めた。

我が国では、このような公害事例が20世紀
半ばに次々と発生した。

（ケースで学ぶ公衆衛生、矢野栄二、2005）



ケース１ （環境汚染）

A  どういうことか

どう考えるか

B 健康影響にかかるキーワード

１ 公害

２ 有害物質

環境発癌物質、内分泌攪乱物質

３ 環境基準

４ リスク評価





（国民衛生の動向、２００７）



（環境衛生科学、南江堂、2006）



公害の種類

大気汚染

（工場、火力発電所) 二酸化硫黄SO2

（自動車）窒素酸化物NOｘ

炭化水素CmHｎ、一酸化炭素CO、

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ排気粒子DEP
（工場、自動車）

浮遊粒子状物質SPM・PM2.5
光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ



公害の種類（その２）

●水質汚染
(産業排水、農薬、生活排水)

重金属、PCB、DDT、BHC
→生物濃縮

（洗剤、肥料）
窒素、リン→湖沼や内海の富栄養化

→赤潮・アオコ
（有機物の多い排水）

水中の酸素↓、BOD,COD
嫌気性生物 →メタンガス→悪臭



公害の種類（その３）

土壌汚染

（排水；鉱工業など）

重金属（ｶﾄﾞﾐｳﾑCd,砒素As）
PCB、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ、残留性の高い除草剤・農薬

騒音（航空機、新幹線、道路沿道）

不快感、作業効率低下、聴覚障害

循環器障害

振動

地盤沈下

悪臭







ケース ２

32歳の男性

嘔吐、腹痛、及び下痢を主訴に来院

連休に、北陸へ会社の旅行で一泊旅行

症状は、突然始まった

同行者の中にも何人かが同様の症状と
なっている



ケース２（続き）

体温37.1℃、脈拍88/分、整、血圧
118/68mmHg、心・肺に異常所見を認めない。

腹部は平坦、軟で圧痛を認める。肝・脾を触知し
ない。神経学的所見に異常を認めない。

尿所見：蛋白(―)、糖(―)、血液所見：赤血球
550万、Hb17.0g/dl、白血球8000、クレアチニン
1.0mg/dl、総ビリルビン0.8mg/dl、AST38単位、
ALT32単位、γ-GTP40単位(基準8～50)、
Na145mEq/l、K4.0mEq/l、Cl 102mEq/l、
CRP0.2mg/dl



ケース２ （３２歳男性、社員旅行で食中毒）

A
１ 何を考えるか
２ どうするか

B
１ 食中毒とは

概念、統計、細菌性・ウイルス性食中毒、
自然毒、食品衛生法

２ 食の安全について
食品安全法、食品輸入、BSE対策



事例における行動目標

１ 問診における追加質問

２ 鑑別疾患

３ 治療

４ 経過（予後）



さらに詳しく

他に、患者に聞いてみたいことは

更に、やってみたい検査は

感染型、毒素型など、食中毒の原因別の臨
床的特徴

潜伏期の違い

主要症状の特徴

どんな治療があるか

二次感染、予後

隔離、消毒、予防法

エルシニア、セレウス菌など



整理してみる

食中毒を起こす病原体とその特性

感染源

原因食品

そのほかの特徴

年次推移

エピソード

臨床的特徴







（ケースで学ぶ公衆衛生学、矢野栄二、2005）



ケース ３

32歳女性、NGO職員、1週間前にアフリカ中央部の
熱帯雨林地帯から帰国

帰国前から、咳が続いていたが放置、倦怠感が出
てきたので大学病院受診

インフルエンザ迅速キットで陰性、感冒薬を処方さ
れて帰宅

数日後、胸部に違和感が加わり、再受診、胸部ﾚﾝﾄ
ｹﾞﾝで、右上肺野に浸潤影を認め、入院となった。



ケース３ （32歳女性、NGO職員）

その後、検査や治療を担当した医師2名、看
護師1名、放射線技師1名が発症

大学病院の感染症予防対策委員長に対して、
院長から、この疾患に対する対応をまとめて
報告するように言われた



ケース３ （32歳女性、NGO職員）

A 何を考えるか

B ○○

１ 発生状況(死亡、新規登録、海外比較)
２ 対策

①健康診断・予防接種

②患者管理(適正な医療、生活指導)
③公費負担

④初回標準治療

⑤集団感染

（公衆衛生学、重松逸造、2006）



（環境衛生科学、南江堂、2006）



（ケースで学ぶ公衆衛生学、矢野栄二、2005）





ケース ４

■ Ｋ大学医学部学生（３0歳）は病院勤務の皮

膚科医を目指している。２年後の卒業に向け
多忙な日々を送っている。夜明けに図書館か
らの帰りに、元同級生で既に卒業している親
友のA医師と会食した際、

■ 最近、友人の台湾人医師が日本を観光し、
発熱があったが旅行を続け、帰国した後、入
院しているらしいとの話を聞いた。



ケース ４（続き）

■ 旅行好きで、東南アジアによく出かけて、日頃から
よく下痢をする人で、今回の事例も日本の保健所や
台湾の保健当局等には届けてあるとのこと

■ 翌日、インドネシアのリゾート地で休暇を過ごし帰
国したばかりの検疫所に勤める先輩医師と、検疫所
の終業時間の5時15分から食事に行って、その話を
したところ

■ 東南アジアでは、鳥インフルエンザや、デング熱な
どいろいろな感染症が報告されていて、海外で感染
した日本人が帰国後発症したり、感染した外国人が
日本に入国後発症するといった事例があるので、症
状がなくても気をつけた方がよいと言われた。



ケース４（３０歳医学部学生）

A 
どういう話か
どんなことに注意すればよいのか

B
１ 最近の感染症の動向
２ 感染経路（伝搬様式）
３ 感染症の予防キーワードと想起して欲しい項目
４ 症状

①感染、潜伏期、発症
②発熱、下痢、全身症状
③感染流行地への旅行、日本への入国



整理の方向

１ 最近の感染症の動向及びその認識

２ 感染症の基礎用語

３ 発熱の鑑別

４ 感染経路（伝搬様式）

５ 感染症の予防



具体的な要点

感染症による発熱

感染流行地への旅行

感染、潜伏期、発症



海外から帰ってきたヒト

●診察する際には何に気をつけるか

発熱がある場合

外来に来たら

病院に電話がかかってきたら

症状が無い場合

●台湾人医師の発熱の原因は何が考えられるか



最近の感染症の動向及びその認識

現在、我々は、感染症の脅威にさらされている。

鳥インフルエンザ、SARS,ウエストナイルウイルス
などの新興感染症、

ペットブームや温泉ブームによるオウム病、レジオ
ネラ症の発生。

また、HIV感染症の蔓延は危機的状況である。先
進国では、特に日本

温暖化に伴うマラリアなどの進入が危惧されている。

結核は今なお日本で最大の感染症である。



最近の感染症の動向及びその認識（その２）

感染症は、すでに征服されたと誤認した時期
があったが、改めて、感染症の成立要因、伝
播様式を理解し、発生予防や蔓延防止方策
を理解し、有効な対策を着実に進めることが
重要である。

（和歌山医大、上谷 2007）



感染症の基礎用語
感染infection；ウイルスや細菌などの病原体pathogenが
宿主host(ヒトや動物)の体内に侵入して、臓器や組織の中
で、成育または増殖すること
症状symptom；感染に対する宿主の反応、生活機能障

害のこと
発症manifestation of symptom, 発病onset of disease；

いずれも症状の発現した状態
徴候sign；（症状は自覚的なものをさすのに対し）他覚的

なもののこと
症候symptom and sign；症状と徴候を併せたもの
感染症infectious disease；感染によって宿主に発熱、下

痢、咳きなどの症状が現れた場合のこと
伝染病communicable disease；感染症のうち宿主から

宿主へ伝搬するもの
汚染contamination；病原体が身体の外表面や衣服、寝

具、器具などに付着しているだけの場合



感染症の基礎用語(その２)
潜伏期incubation period；病原体が体内に侵入してか
ら最初の症状が現れるまでの期間
顕性感染apparent infection；宿主に臨床症状が現れ

る感染
不顕性感染inapparent infection；宿主に症状が発現

しない感染
無症状病原体保有者asymptomatic carrier；不顕性感

染により、本人は健康であるのに病原体を排出する者
二次感染secondary infection；一人の発症者から排

出された病原体が周囲に感染を起した場合のこと
再感染reinfection；最初の感染による症状が治癒し

ない間に、再び同じ病原体の感染を受けるもの
重複感染superinfection；異なった病原体の

感染を受けるもの





感染症の予防

１）感染症予防の基本

感染症発生の三大要因

①病原体

②感染経路

③感受性

の１つでも阻止できれば、感染・流行を

防止できる。

（法的基盤）感染症法、結核予防法、検疫法、

学校保健法、食品衛生法、予防接種法など



感染症の予防（その２）

２）病原体対策

①消毒・滅菌

②感染源の早期発見

③伝搬予防－隔離 isolation と検疫 quarantine。
（検疫伝染病 quarantinable disease）

１類感染症、コレラ、黄熱、デング熱、マラリアの11種

④媒介動物対策 vector control
例）殺虫insecticideや忌避剤repellent



感染症の予防（その３）

３）感染経路対策（例）
性感染症予防・・・コンドームの使用

飛沫感染予防・・・マスクの着用など

（病院感染対策）
標準予防策 standard precautions と

感染経路別予防策 transmission-based precautions 

「感染経路を遮断する」という米国のＣＤＣの伝統的考え方に基づ
く。



感染症の予防（その２）

４）感受性対策

非特異的・・・平時・・・健康保持増進策

特異的・・・予防接種

化学予防chemoprophylaxis
例）ﾏﾗﾘﾔ、結核



（国民衛生の動向、2007）



（国民衛生の動向、2007）



（ケースで学ぶ公衆衛生学、矢野栄二、2005）







ケース ５

・49歳の女性。食欲不振を主訴に来院した。

・小児期に気管支喘息の既往がある。

・以前よりパートで働いている、大阪市西淀川区の国
道交差点の道路沿いのそば屋の内部が、3ヵ月前
に改装された。

・その直後から頭痛、眼の充血、鼻閉感、全身倦怠感
および皮膚瘙痒が出現するようになり、集中力の
低下と食欲不振とを自覚した。

・意識は清明。表情はさえない。体温、呼吸および血
圧に異常はない。皮膚、頭頸部および胸腹部に

異常を認めない。



ケース５ （49歳女性、そば屋ﾊﾟｰﾄ）

A 何を考えるか

更に、患者に尋ねたいことは

現場（そば屋及びその周辺）に行ってみた
いか行く場合、何をするか /  何を持っていく
か

鑑別疾患は



ケース５ （49歳女性、そば屋ﾊﾟｰﾄ）

B 調べる

■ ヒトに健康影響をきたす有害物質

例）揮発性有機化合物・・・・

■ 環境中の有害物質の健康影響評価の方法論

環境濃度 / 曝露 /環境基準

リスク ；リスクアセスメント / リスクコミュニケーション

■ 疾患の鑑別・・・原因、対策、類似疾患、鑑別疾患

うつ / 更年期障害 / 気管支喘息 / 
大気汚染による障害 / 化学物質過敏症 /
シックハウス症候群 / アレルギー



ヒトに有害な揮発性有機化合物

室内空気汚染物質の例

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、

スチレン、クロルピリホス、フタル酸-ｎ-ブチル、
テトラデカン、フタル酸ジ-ｎ-エチルヘキシル、
ダイアジノン、アセトアルデヒド、

フェノブカルブ など







シックハウス症候群

易疲労感、手足の冷え、発汗異常などの自律神経症状、

喉の痛みや乾燥症などの気道症状、結膜刺激症状が
多くみられ、
不眠、不安、うつ状態などの精神症状、

四肢末端の知覚・運動障害などの末梢神経障害もみら
れ、

心悸亢進、下痢、便秘、皮膚炎、喘息をきたすこともあ
る。
→この事例では、室内が改装された直後から症状を

呈しており、シックハウス症候群を考える。仕事に行くた
びに症状が出るようなら可能性がかなり高い。



シックハウス症候群（その２）
２ 原因や対策を説明できる。

建材、接着剤からの多種の揮発性有機化合物が考えら
れている。ホルムアルデヒドが代表例。平成15年にシックハ
ウス対応の建築基準法が改正され、ホルムアルデヒドにつ
いては、内装や天井裏に関し、発散する建材や換気設備に
厳重な規制がしかれるようになった。

３ 類似疾患について説明できる

化学物質過敏症；多種多量の原因化学物質に曝露され、
一旦過敏症を獲得した後、微量な原因物質への曝露のたび
に過敏に反応するようになるもので、症状としては明確でな
い不定愁訴を訴えることも多い。



リスク評価

（環境中の有害物質の健康影響評価の方法）

＜評価手順＞

発がん性の有無の確認

変異原性等の有無の確認

（遺伝子を障害するか、閾値の有り無しとするか）

有害物質を生涯摂取した際の発生率

有害物質からの曝露の評価

リスクの判定（閾値の有るもの、無いもの）

リスクコミュニケーション

許容リスクの決定



リスク評価（余談）

フレーミング効果；
数理的には同じ期待値であっても、肯定的に
表現する選択肢がより好まれる。

例）262人中100人助かる＞262人中162人死ぬ
生存率で示す治療法 ＞死亡率で示す治療法

体感したリスクは、科学的に評価されリスクよりも、リス
クを過剰に評価したり、過小に評価したりする。



（環境衛生科学、南江堂、2006）







（環境衛生科学、南江堂、2006）



がんに関係する因子の割合（死亡）

（Nature,303:648,1983を改変）

（環境衛生科学、南江堂、2006）
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