
風疹と先天性風疹症候群 妊婦が風疹にかかるとお腹の赤ちゃんが危ない！！ 
 調査によると高知県の85%の方は免疫を持っていますが、接種を受けていない谷間の世代（15～25
歳）が子どもを産む年齢を迎えました。今のところ風疹患者の増加は見られませんが、県外では流行の
兆しがあり、先天性風疹症候群の子どもが生まれています。先天性風疹症候群とは妊娠中に母親がかか
った風疹の原因ウイルスが胎盤を介して胎児に感染し、新生児に起きる先天異常です。 妊娠の早い段階
でかかるほど重度で、白内障や心臓奇形、難聴、知能の低下など多くの異常が高い確率で発生します。
予防するには風疹ワクチンが有効です。妊娠中はワクチン接種をすることが出来ませんので、早めの対
応をお勧めします。 
 
麻疹 満１歳になれば出来るだけ早めに予防接種を受けましょう！！ 
 高知県では感染を防ぐ免疫のある方は７割います。麻疹（はしか）は感染力が強く、かかると肺炎や
脳炎など重症化する可能性が高い疾患です。麻疹にかかるのはほとんどが予防接種を受けていない方で
すが、予防接種を受けている方でも免疫がつかなかったり、免疫力が低下してかかることがあります。
国では、風疹と麻疹の混合で２回の接種を検討しています。 
 
インフルエンザ インフルエンザウイルスは抗原変異しやすい 
 インフルエンザウイルスは抗原変異しやすいので、ワクチンに使用する株も毎年見直されています。
2004年のワクチンにはＡソ連型、Ａ香港型、Ｂ型が入っています。毎年、Ａ型ウイルスが主流行で、
Ｂ型は散発的です。調査によると感染を防ぐ抗体価はＡ型よりもＢ型がより低く、ワクチン接種が必要
です。インフルエンザにかかったら、出来るだけ早めに治療を受け、治るまで人混みに出ないようにし
ましょう。 
 
新型インフルエンザ トリからブタを経由して、ヒトの世界に侵入してくる 
 高知県で生まれたブタの新型インフルエンザウイルスに対する抗体調査では、全例抗体陰性であるこ
とが確認され、全国でも今のところ日本のブタには新型インフルエンザの侵入の形跡はないとされてい
ます。 
 
日本脳炎 日本で２番目、毎年７月上旬に日本脳炎ウイルス感染注意報発令 
 日本脳炎ウイルスは、夏季にブタとコガタアカイエカの間で増えます。高知県では日本脳炎ウイルス
に感染したブタが沖縄県に次いで確認され、毎年７月に日本脳炎ウイルス感染注意報を出しています。 
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受けて安心、ワクチン接種 

詳しい情報はこちらをご覧下さい    
            国立感染症研究所感染症情報センター http://idsc.nih.go.jp/index-j.html 
            高知県衛生研究所ホームページ http://www.med.net-kochi.gr.jp/eiken/ 

感染症の予防は、うがいと手洗
いが基本です。そして、日頃か
らバランスの良い食生活で、免
疫力が低下しないようにしま
しょう！ 

 衛生研究所では、感染症から県民の皆様を守るため、厚生労働省・国立感染症研究所・地方衛生研究
所と緊密な連携をとりながら、感染力が強く重症化しやすい風疹・麻疹・インフルエンザ・新型インフ
ルエンザ・日本脳炎について感染症流行予測事業調査を実施し、いち早く情報を提供しています。 



 私たちの身の回りにはいつも放射線があります。 放射線には天然のもの（自然放射線）と人工のもの（人
工放射線）があります。天然放射線は太古より地球にあるウラン、トリウム、カリウム40などからの放射線
や宇宙から降り注いでいる宇宙線などがあり、これらを体の外側から受けています（体外被曝）。 
また、大気中の放射性の炭素やカリウム40などが食物を通じて体内に入り、それらから放出される放射線を
体内から受けています（体内被曝）。人工放射線には以前に行われた核実験などで作られたセシウム137や
ストロンチウム90などがあり、体外・体内の両方から受けるものがあります。そのほか、診断や治療のため
に体外から放射線を照射したり、あるいは放射性の医薬品を体内に入れたりします。  

放射線とは？ 
 物質を通過する能力を持った「直接目で見ることのできない非常に小さい高速の粒子や電磁波」のこ
とを言います。放射線を出す物質を「放射性物質」と言います。 
 
放射能とは？ 
 放射性物質などの「放射線を出す能力」ときには物質そのものを表すのに用います。 
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   放射能の単位 

 
  放射能の強さ・・・・・・Bq（ベクレル）

  放射線の人への影響・・・Sv（シーベルト）

  特定の場所での放射能の強さ 

放射線の利用 

食品の保存：日本では放射線の照射が認められている食品はジャガイモのみで、ガンマ線を照射して発芽を 
      遅らせて保存期間を延ばしています。これにより、食品の放射能が増えることはありません。 
害虫駆除 ：害虫のオスに放射線を照射し、不妊化させることにより根絶させる試みがあります。沖縄諸島 
      などで成功例があります。 
品質改良 ：植物に放射線を照射して突然変異をおこし、新しい品種を作ります。例えば、イネではお米の 
      品質が良く、茎が短く台風などでも倒れにくいなどの多くの長所をもつ「アキヒカリ」があり、
      またバラ、キクなどの園芸植物や果樹でも品種改良に役立てられています。 
X 線検査 ：体にＸ線を照射し、体を通過したＸ線を写真撮影して、体の中を調べることができます。 
 
   他にも、各種病気の診断、ガンの治療、半導体加工、厚みの測定、タイヤ加工、造船所での 
   非破壊検査、溶接検査などにも放射線が利用されています。 
 

（財 ）日本原子力文化振興財団：｢ 原子力 ｣図面集

-2002-2003年版-（2002.12）（同ＣＤ－ＲＯＭ） よ

り転載 

 これらを懐中電灯に例えると・・・ 
    懐中電灯 → 放射性物質 
     光   → 放射線 
    発光能力 → 放射能 
と、いうことになります。 
 「光」を出すと「懐中電灯」の電池が少なくな
り、「発光能力」が弱くなっていくように、「放射
線」を出すと「放射性物質」の「放射能」が弱く
なります。  

身の回りの放射線と放射能 



　日常食からのCs-137摂取量の推移
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日常食からのセシウム137摂取量の推移 

 衛生研究所では昭和36年(1961年)から自
然放射能のほか、核実験や原子炉施設の事故発
生の際、環境中に飛散し人に大きな影響を与え
るヨード131やセシウム137などについて雨
水、土、食べ物などの放射能調査をしています。
 食べ物からセシウム137をどれくらい摂っ
ているのか（１日の摂取量）調査した結果、セ
シウム137摂取量は年々減少しこの10年間で
ほぼ半分になりました。これは、昭和55年
（1980年）に大気圏核実験が停止されたこと
によるものと思われます。 

 高知県の「地上1mの放射能の強さ」（空間
線量率）を示しました。空間線量率は地質の
影響を受けるため地域により強さは異なりま
すが、最も高い地域の放射能であっても健康
への影響はありません。空間線量率から計算
した県民1人当たりの大地からの年間被曝量
は0.4ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ（ﾐﾘは1000分の１を意味し
ます）で、これは日本人の平均値と同じレベ
ルです。 

セシウム137 
 半減期が30年と比較的長く、現在でも環境中に見出
すことができます。人の体内に取り込まれるとほぼ全身
に分布して全身被曝が想定されます。このため、環境放
射能調査において重要な対象核種として分析調査を行
っています。 

ヨード131 
 核分裂生成物キセノンの崩壊により生成される揮発
性の核種で、事故の際、原子炉や再処理工場から大気中
に出されることがあります。ヨウ素は体内に摂取される
と他の臓器に比べ選択的に甲状腺に多く沈着し、甲状腺
がんを引き起こす場合があります。 

衛生研究所では放射能を調査しています 
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放射能の屋外測

放射能に興味がある方は以下のホームページものぞいてみて下さい 
 原子力図書館 げんしろう（http://mext-atm.jst.go.jp/） 

 放射能は太古から地球を構成する物質中に存在しています。その中で生命が誕生し、進化の過程を
経て、現在の私達や私達をとりまく環境があるのです。ですから放射能をいたずらに怖いものと思わ
ず、放射能について正しい知識を深めていきたいと思います。 
 しかし、核爆発や原子炉事故のように大量の放射性物質が環境中に放出されますと、人のみならず
生命体全ての存在を危険にさらすことになります。ですから、私達は英知と放射性物質の厳格な管理
のもとに今後も放射能と付き合っていく必要があるのではないでしょうか。 

     （生活科学部 近澤） 

高知県の空間線量

nGy/h：1時間当たりの放射能の強さ

n(ナノ)：10億分の１を意味します 
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【食中毒予防の三原則 】 
 
１．菌を付けない・・・手指・調理器具の 
           洗浄と消毒の徹底    
２．菌をふやさない・・早く調理して食べ 
           てしまう 
３．殺菌する・・・食肉（鶏肉など）は充 
         分に加熱する 
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   Ｃａｍｐｙｌｏｂａｃｔｅｒ jejuni電子顕微鏡写真 
（国立感染症研究所2001年第６週ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ感
染症より転載） 

 高知県での食中毒状況 
 高知県では大規模な集団食中毒は発生していないものの、
小児をはじめとして散発の感染症事例は頻発しています。 
 平成16年6月にはK保健所管内の高校寄宿舎で患者14名
の食中毒事件が起こりました。原因は食品等の取扱い不備に
よる本菌の二次汚染と推定されました。 

 衛生研究所での取り組み  
 保健科学部では平成13年から県市の食肉衛生検査所及
び食鳥検査センターと協力してウシやニワトリの食中毒菌
の保菌状況を調査しています。３年間のデータによるとウ
シ の 胆 汁 か ら 32.7% 、 ニ ワ ト リ の 便 か ら 48.2% の
Campylobacter jejuni を検出しました。 
 その動物が保有している種々な細菌が食肉に付着してい
る可能性があることを理解していただきたいと思います。 
 そして食材を吟味し、手洗いや調理器具を消毒殺菌する
ことが台所での衛生的な調理につながります。 
  少量の菌で感染するので二次感染に要注意です！ 
 何よりも食肉は充分加熱することが一番安全な調理法で
す。 
 これからも調査を続け感染予防に役立てたいと考えてい
ます。 
               （保健科学部 絹田） 

食中毒菌カンピロバクター 

 カンピロバクターがヒトの腸炎の原因菌と判明したのは1970年代で比較的新しい食中毒菌です。 
 平成15年、全国での細菌性食中毒事件数の原因物質として第1位！ 
 491件（31.0%）が発生しており 、その予防対策が急務となっています。 （下図参照） 

カンピロバクターとは？ 
 カンピロバクターは家畜やペット等、あらゆる動物の
腸管内に常在し、特に家禽類が高い率で保菌していま
す。 
ヒトの下痢症（主に小児）から検出されるほとんどが
Campylobacter jejuniであり食品、食肉、井戸水など
を介して感染してます。特徴としては数百個と少量の菌
数で感染しその潜伏期は2～5日、発症すれば発熱・腹
痛・下痢血便を伴う腸炎症状を呈します。治療により４
～５日で大半は回復しますが、感染後に運動障害を起こ
す末梢神経疾患（ギランバレー症候群）との関連も注目
されています。 
 ５～６月に多く7～8月はやや減少し再び9～10月に
上昇傾向となり、冬季も発生が増えている季節変動が他
の細菌性食中毒と少し異なります。 
 菌の特徴は（右写真）のように湾曲したラセン構造で
両端に1本ずつ鞭毛を持っています。低温では比較的長
く生存できますが、乾燥や加熱には極めて弱い菌です。
 食肉（特に鶏肉）は汚染率が高く、生食・加熱不十分
な調理が食中毒の原因となっています。しかし、鶏卵か
らは検出されることはありません。 

プラス 
食材を吟味する 


