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冬の大敵  「インフルエンザ」

毎年、流行するインフルエンザ。予防接種、うがいや手洗いが励行されますが、どんな人に

も感染する危険があります。今シーズンは昨年 9月 に一時流行 しました。これを受けて
｀`
冬に

流行する
′′

という固定観念を捨て、フルシーズン対処できるよう備える為の情報をお知らせし

ます。

インフルエンザには季節性インフルエンザと新型インフルエンザがあるのをご存知でしょうか。

「季節性」にはA型、 B型、C型があり、流行を繰り返しながらその変異体が発生しています。
一方「新型」は抗原性が大きく異なるインフルエンザウイルスで、多くの人が免疫を獲得 して

いないことから全国規模で急速にまん延することで、脅威となりえます。新型は発生の予測が
つかず、発生すれば国民全体の生命や健康、医療体制全体へのダメージになりえます。この種
のインフルエンザも過去に何度か流行 しました。スベイン風邪ともいわれたスベインインフル

エンザや、平成21～22年の新型インフルエンザ等です。いずれも、世界中で流行すると、免疫

を獲得できた人が増加しました。最近ではこの種のインフルエンザも「季節性インフルエンザ」

として扱われるようになっています。

◆ 病原と感染

病原には細菌や微生物、ウイルスがありますがインフルエンザの病原はウイルスです。体内

に入ったウイルスは、細胞の内側に入り込み増殖 し、その細胞を破って次の細胞へと攻撃を続

けます。この状態が感染です。インフルエンザウイルスA型は変異体が存在 し、増殖が速く感

染力が強いのが特徴です。 B型はA型に次いで流行 しやすいウイルスですが、症状が重いのが

特徴です。 C型は感染力も弱く風邪程度の症状で、多くの人が免疫を獲得済みになっているよ

うです。

インフルエンザウイルスの感染力は発症する 1日前から発症後 5～ 7日 頃まで衰えません。
感染力がとても強く、流行につながります。ウイルスの潜伏期間は 1～ 3日 です。風疹、麻疹

(は しか)のウイルス潜伏期間が 2週間、流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)の潜伏期間は 2～
3週間と長めですが、それに比ベインフルエンザウイルスは感染すると翌日または翌々日には

発症する可能性があります。体内に入ったウイルスの90%は 10分～20分後には鼻腔粘膜やのど

の細胞に付着 し、 1時間後には80%が細胞内に入り込み増殖します。 8時間後には100個、24

時間後には100万個に達 します。ウイルスの数が100万個を越えると発症 します。つまり感染す

ると、 1～ 2日 後には発症するのです。ただすべての人が、感染後発症するわけではありませ

ん。健康な人は、まず免疫が力を発揮 し、体内に入ったウイルスを処理 します。弱いウイルス

に感染した場合は増殖するまで時間がかかり、免疫が優勢になります。体内に入ったウイルス

の数が多ければ、また免疫力が低下 していれば、24時間後には300万個、400万個に増え、発症
します。それゆえ予防、つまり体内に入らせない、免疫力を強くしておく等が大切です。

◆ 症状

風邪の症状と大きく異なるのは、初期から悪寒・頭痛、高熱が現れます。喉が赤く腫れ (時

に扁桃腫脹)、 目が充血する、関節痛、強い倦怠感等が見られます。風邪では、初期に鼻水や

咳が現れますが、インフルエンザの場合、鼻水は後期になって現れることが多い

ようです。インフルエンザは、気管支炎や肺炎など重度の合併症を併発すること
もあるので、インフルエンザかなと思ったら早期に対処してください。

◆ ワクチン接種と予防                        '~
ワクチンを接種することで、感染後に発症する可能性を低減する、発症した場合の重症化を

防止するのに有効とされています。インフルエンザには 2種類のワクチンがあります。

(1)生 ワクチン 生きているウイルスの毒性や発病力を弱めて作ったもので、摂取後はその

病気の症状が軽く出てくることがあります。妊婦や免疫不全者には禁忌となっています。また、

ウイルスを増殖させる宿主に卵を使用する場合、卵アレルギーのある人は注意が必要になります。

(2)不活化ワクチン 紫外線等で処理され、感染力・毒力を無くした病原体、またはその成

分で作ったものですが、生ワクチンのように体内で増殖できないので必要な免疫を獲得するのに
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数回の摂取が必要です。免疫不全者に使用可能ですが、十分な免疫が獲得できない場合がある
ことや、発病の危険はないものの、正常な免疫反応としての発熱や副反応、肝機能障害などの

副作用がある事が報告されています。
ワクチンは感染を完全に抑える働さはありません。ワクチンの有効性について、ある研究で

は60%と されています (厚生労働省HP参照)。 この数字からも、感染の一歩手前で防ざたい
ものです。

インフルエンザウイルスの生命力は、紙や衣類のような凹凸の多い表面では 8～ 12時間生存
します。凹凸が少なければ24～ 48時間、本や ドアノブ・つり革等に付着したウイルスは 2～ 8

時間、感染力を持つようです。また湿度50%以上の場合は 8時間程度ですが、乾燥状態では 1

日以上生存 します。
うがい、手洗い、部屋には加湿器を置く等が予防に役立ちます。

油断ならない「風疹 (三日はしか/三日ばしか)」

インフルエンザ同様、風疹もウイルスによって引き起こされる病気です。最近
は海外で感染し、帰国後発症する

l輸
入例

7の
ケースもあり、昨年は 7月 下旬頃に

患者数が増加しました。厚生労働省は風疹に対し特定感染症予防指針を改正 し、
発生時の迅速な対応や感染経路の早期の把握、確実に風疹を診断する検査の実施等に努めてい

ます。海外に出かける人が多くなった昨今、この感染症も注意を要 します。

◆ 病原、感染と症状
風疹は、風疹ウイルスによって引き起こされる急性の発疹性感染症で、飛沫感染で人から人

へ感染します。感染 して約 2～ 3週間の潜伏期間の後に発熱、発疹、リンパ節が腫れる等の症
状が現れます。発熱は成人男性で38℃～39℃前後の高熱が 5日 程度続くようです。リンパ節腫
脹 (腫れ)は発疹出現の 5～ 10日 前後から見られ数週間にわたることがあり、主に頭部、耳介
の後部等後頭部に出るようです。発疹は、赤く癒合性のない点状の (軽いかゆみを伴う丘疹性)

紅斑が顔から全身に広がります。 3～ 5日 程度で消えていきますが、約20%～ 25%に は出現 し
ないことも報告されています。成人が発症すると子どもの発熱や発疹に比べ、症状が長く、関
節痛がひどいことが多いようです。

子どもは比較的軽症で、口因頭炎のみや、不顕性感染 (無症候性感染)の場合もあります。ま
れに脳炎、血小板減少性紫斑病など合併症を発症することがあります。

妊婦の場合、20週頃までの妊婦が風疹ウイルスに感染すると、体に障害を持つ「先天性風疹
症候群」の子どもを出生することがあります。妊娠10週までの感染で90%の、11～ 16週で10～

20%の胎児に発症の危険が、また20週では発症はまれとの報告があります。先天性風疹症候群
の三大症状として 0心奇形・難聴・白内障があげられていますが、脳性麻痺や血小板減少性紫
斑病、インスリン依存性糖尿病等の合併症が約2000人から5000人にひとりの割合でまれに発症
すると報告されています。また、出生前に感染 した胎児は出生後数ヶ月感染力を持つとされて
います。
妊娠中の女性は予防接種が受けられないため、風疹が流行する地域に入らない、外出を避け

る等特別な注意を払い、周りの人々も感染経路とならないよう万全を期す必要があります。

◆ ワクチン接種と予防
風疹のワクチンには、発病させる力を弱くしたウイルスを培養 して増やし、凍結乾燥させた

生ワクチンがあります。現在は、主に接種されるのが麻疹風疹混合ワクチン (MR)で、95%
の人が免疫を獲得できると言われています。 2回の接種によって、より免疫をつけることが可
能です。接種後年数が経過したときに追加のワクチンを受けることで免疫増強の効果がありま
す。このワクチンは鶏の胚細胞を用いて製造されており、卵そのものを使用 していないため卵
アレルギーの方にも心配が殆どないとされている一方で、重度のアレルギー (アナフィラキシー

反応の経験者など)のある方はワクチンに含まれる他の成分にアレルギー反応が生ずる場合を

考慮し、医師に相談する事が望ましいとされています。
風疹のワクチン接種については接種状況が世代で異なります。MMR(麻 疹・おたふくかぜ・

風疹の 3種混合)ワ クチンは2018年現在未承認ですが、このワクチンで重症健康被害が多発 し
たことにより、その後のワクチン接種について定期接種、個別接種等年代により接種状況が変
化 しました。母子手帳や国立感染症研究所 HP等を参照し、ご自身やご家族がワクチン接種 し
ているか、確認できるでしょう。
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★ バイオ・ ノーマライザーのウイルスに対する有効性 ★

ウイルスに対抗するバイオ・ノーマライザーの作用 :活性酸素を調整する。活性酸素は

直接ウイルスに作用 しそれを除去します。 しかし過剰に生産された活性酸素は健康な細胞

にダメージを与え、他の疾病を誘発させる恐れがあるため、体内の活性酸素の生産量を必

要に応じ調整する必要があります。

★ バイオ・ ノーマライザーはインターフェロンの生成にも働きかける ★

インターフェロンがウイルスを不活発にするには、体内に侵入 したウイルスに適合した

種類と量を選択、使用する必要があります。体内にウイルスが存在するときバイオ・ノー

マライザーはこのインターフェロンの種類と量を調整 します。

★ バイオ・ノーマライザーはマクロファージを活性化する ★

体内のウイルスや細菌を安全に食い殺す免疫の 1種、マクロファージが効率よく働く体

温は40℃前後とされており、バイオ・ノーマライザーを食べた後熱が上昇することがあり

ます。解熱剤は病状の変化をよく見て使用するタイミングを判断しましょう。

★★ 発症時の食べ方 ★☆

感染に気付いたら、体温を計測しながら最大量 (12g)を、 1時間おさに食べます。高

熱の場合は1000倍溶液を使って頭を冷やす等、少 しでもらくに過ごせるようにします。吐

さ気や唾液の出にくい病状には10cc前後の牛乳に溶かし (ベース ト状にすることもできま

す)国内で噛むように、唾液と混ぜ合わせながら食べてください。1000倍溶液で水分補給、

吸入器で喉や肺へ届ける事も出来ます。部屋の湿度を高めに保ち、ウイルスが飛散するこ

とを防ざましょう。
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