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国際ロータリー第２８４０地区  ２００９-２０１０年度 国際ロータリーのテーマ

善意というものがないなら
　　ロータリークラブは唯の社交クラブだ。
　　職業は金儲けのためでしかなく、
　　社会奉仕というも施しにすぎず、
　　国際奉仕は外交以外の何ものでもない。
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第２７２２回例会
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ありますので詳細については後日御報告申し上げます。
２８日　午後４時に野間幹事と共に第一高等学校へ表敬訪問
いたし、中島三代支校長と２２日のインターアクトクラブの
交流会の出席依頼と例会に出席致しました。部員が現在５名
ということで増員をはかりたいと西尾先生がおっしゃってお
りました。

幹  事  報  告
○ ＲＩＤ２８４０福田ガバナーエレクトより、国際協議会開催地サンディ
エゴよりエアメールが届いております。
○ 牛久保ガバナー事務所より、ハイチ地震義援金の依頼がご
ざいました。箱を回しますので、ご協力よろしくお願い致し
ます。
○ （株）クマヒラ　社長　熊平様（東京ＲＣ会員）より、「抜
粋のつづり六十九」が、寄贈されましたので、本日配布のロ
ータリーの友２月号に挟んであります。
○ （社）青年会議所理事長より、新年互例会のお礼状が届い
ております。
○ 桐生社会福祉協議会より、機関紙「ぐんまのボランティア」
が届いております。
○ 桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより、週報
到着。
○ 本日、例会終了後、定例理事会を開催致しますので、関係
役員の方は、ご出席をお願い致します。

委  員  会  報  告
出席委員会
本日の出席（平成２２年２月１日）：総員６４名・出席４４名
平成２２年１月２５日例会修正出席率：８５.９６％
ニコニコボックス
疋田博之君…卓話で藤江先生に新型インフルエンザを教えて
いただきます。／藤江　篤君…本日卓話させていただきます。

結婚祝
佐藤　富三君   ５８年
村田　勝俊君   ２９年
澤田　匡宏君   ２５年

誕生祝
竹内靖博君 ６８歳　養田　　君 ６４歳　川島康雄君 ６２歳
山h一順君 ６１歳　塚越紀隆君 ５９歳　村田勝俊君 ５５歳
月門快憲君 ５３歳　野間義弘君 ５２歳

会  長  の  時  間
　もう一カ月が過ぎ早くも２月に入りました。
あちこちから梅の開花のたよりがとどいております。
本来なら２月は一年のうちもっとも寒い時期ですが、今年は
暖冬の影響で暖かい日が続いております。
これも温暖化のなせるわざでしょうか。
　ところで今月は世界理解月間であり２３日はロータリー創
立記念日であります。ロータリーの原点を見直す機会にした
いものです。
２５日　特別委員会を開催し４月１８日のコンサートの具体
的な打合せをおこないましたが、まだ煮詰っていない部分が



【次回例会予告】２月１５日㈪ 卓 話

＊ お 知 ら せ ＊

「株式会社の事業継承について」

　　　　　　東京中小企業投資育成株式会社

　　　　　　業務第５部次長　土井　慎一郎様

関節痛、全身倦怠感等で同じです。その他細菌性カゼと同じ
症状であり、特別な検査を必要となります。
検査キットは鼻腔に綿棒を挿入して検査液にひたし、反応キ
ットに入れて５～１０分間反応を見ることとなります。
目印のラインの上側の反応ラインが出ればＡ型、下側でＢ型
のインフルエンザと判断されます。
現在流行している新型インフルエンザはＡ型ですが、季節性
インフルエンザも現在Ｂ型は少なくＡ型が主体です。

　Ａ型のどちらのタイプかは保健福祉事務所などでＰＣＲ検
査で判定しますが（検査料が一回５～１０万円かかります）
高額でもあり全例検査することはできません。しかし厚労省
の検査でＡ型の９０％が新型インフルエンザと発表されるた
めに日本の臨床医は現在Ａ型反応が出た時は新型インフルエ
ンザと診断して新型インフルエンザの治療することとなって
います。
　さいわい両インフルエンザは強毒性の鳥インフルエンザと
異なり、タミフルやリレンザなどの抗ワクチン薬剤が有効で
あるため心配はありません。人間のインフルエンザは基本的
にはヒトからヒトへの感染しかしません。
感染予防対策が重要で流行も学校単位、職場単位での流行が
毎年おこっています。ていねいな手洗い、うがい、マスクの
正しい着用（出来れば対ウイルス用のもの）し自分は自分で
守るという基本を守ること全ての病気と同じで早期発見、早
期治療が重要です。
　今回の新型インフルエンザの特徴はパンフレットのコピー
を配りましたので参照されたいのですが、小児科の発病者数
が非常に多く、成人の発病者は少なかったです。

　高齢者の患者さんは少なかった様ですし発症しても抗ウイ
ルス剤や補液し脱水症等の治療をすれば比較的軽症で治癒し
ている事が多い様でした。
１０％ぐらいで下痢、嘔吐などの消化器病状を呈することも
あり冬期流行するノロウイルス、ロタウイルスの感染症や感
染性胃腸病との正しい鑑別診断も必要となります。
健康な青年層でも、極まれに重症肺炎や脳髄膜炎を起こす例
もあり注意が必要です。
　２月になり季節型は今年はあまり発症はない様です。
新型インフルエンザもピーク（第一次）も過ぎたとみられて
いますが、過去２０世紀にあった３回のパンデミック（１９
１９－１９１９スペインカゼ、１９５７年アジアカゼ、１９
６８年香港インフルエンザ）がありましたが１９５７年のア
ジアインフルエンザの流行時ははっきりした第１波と第２波
の２相性の流行があり患者数の差はありませんでしたが、第
２波の重症化が多くみられ死亡者数の増加がみられました。

　厚労省も研究生も第２波の予防に力を入れています。新型
インフルエンザは季節に関係なく流行しそうで春になっても
流行する可能性があります。厚労省もやっと新型インフルエ
ンザ接種の条件を解除をしました。まだ国産のワクチンも残
っている様ですので早く接種することをおすすめします。
　今後の見通しは現時点での流行規模は季節型流行の１/１０
００以下でパンデミックはこんな甘いものではありません。
世界的にはＷＨＯもフェイズ５の判定をしている。ウイルス
は常に変化しています。ヒトでの伝播効率と病原性は増殖す
る可能性があります。
　現在、トリ強毒性Ｈ５Ｎ1ウイルス（中国で発病し流行）は
トリからヒトへの感染は非常に少ないのですが、全世界で家
畜や野鳥への感染が５３カ国で認められ１０カ国でヒト感染
２７３例（死亡１６７例）が２００７年２月の時点で報告さ
れています。

　全ての感染の最大の予防は病原の細菌なりウイルスに接触
しないことですが、これは完全には不可能です。
　手洗い、うがい、マスクの正しい着用はもちろん、自分の
免疫能力を高めること（肉体的、精神的疲労をさける）そし
て睡眠をよくとり、栄養のバランスのよい食事をとることです。
異常を感じたら、かかりつけ医の受診を早めにしてください。

　地球上に人類が誕生して以来、人類は色々な病気に悩まさ
れ続けています。特に感染症は大きな問題でした。科学の進
歩があり１９世紀末から２０世紀になると光学顕微鏡で見る
事の出来る細菌が原因の感染性の病気に対し、抗生物質の発明・
開発により有効で効果的治療が可能となりました。細菌より
数段小さく電子顕微鏡でやっと見ることが出来るウイルス感
染との戦いがおこなわれています。ウイルスが原因のウイル
ス性肝炎は近年インターフェロンの開発や病因ウイルスの分
類などがおこなわれ、有効なインターフェロン治療が出来る
ようになってきました。
今回のテーマである新型インフルエンザもウイルスの感染症
です。
　インフルエンザウイルスは多くは本来鳥類がもっているウ
イルスがブタを経由してヒトに感染可能になったものが人類
に感染する病気です。インフルエンザウイルスは一種類では
なく無限に近くあり少しずつ性格がことなります。
一般的な季節型インフルエンザは日本では乾燥した気温の低
い１２月から３月の冬期に流行します。ヒトからヒトに感染
する病気です。日本の厚生労働省では毎年流行するであろう
インフルエンザのタイプを同定してワクチンを作っています。
残念ながら時々予想がはずれることもあります。厚労省では
８月のブタのインフルエンザの感染を検査に感染度の高い３
ウイルス株を使って予防ワクチンを作ります。
　問題になることはワクチンを使るのに時間がかかることです。
皆さんに配った資料の中にもありますが、約半年前より雛鳥
を用意して十分な管理の元に成鶏まで育て、約半年に亘って
発育鶏卵を用意し、発育鶏卵（受精した卵で一般の食用の鶏
卵は受精していない）を消毒した後、１０～１２日ふ化させ
一定量の品質を満たす卵をワクチン製造用に使用します。そ
の後のことは省きますが、生きている受精卵の尿膜腔内を使
ってウイルスを増殖させて、目的のウイルスを使って不活化
したワクチンを製精します、今年のワクチンは季節型インフ
ルエンザはＡソ連型（Ｈ１Ｎ１）・Ａ香港型（Ｈ３Ｎ２）・
Ｂ型も製造株を、ＷＨＯ推奨株を参考に国内の分離ウイルス
解析結果などを元６月に発表しました。
　新型インフルエンザＡ（Ｈ１Ｎ１）ウイルスに対するワク
チン製造株はＡ型（Ａ／カリフォルニア／７／２００９（Ｈ
１Ｎ１） ｐdｍ（Ｘ－１７９Ａ）という株を製造しました。今
年はここで大問題がおこりました。日本では毎年インフルエ
ンザワクチンを製造していますが、厚労省も宣伝をしており
ますが副作用の問題もあり接種率が低く、使用量も少ない上
に毎年かなりの量が残ってしまう傾向にあり、製造が大変な
わりに利潤がないため日本では比較的小さな会社４社のみが
製造ラインがあるだけでした。そのため短期間の間に季節型
と新型のワクチンを製造しなくてはならなくなり自由に希望
者に接種できず、感染弱者から順番に接種する方法が決めら
れて行政で出荷を管理されることになってしまいました。
特に小児への接種が間に合わなかった件です。また本来ワク
チンは２回法が正式な接種法ですが、厚労省も１回法をとる
か二転三転があり現場の臨床医レベルでも混乱がありました。
皆さんに大変な迷惑をおかけしてしまいました。その上に季
節型ワクチンも生産ラインの一部が新型ワクチン製造にまわ
り発育鶏卵確保の量的問題があり例年に比べて製品量が不足
することになりました。
　季節型インフルエンザも新型インフルエンザも臨床症状は
突然の38℃以上の発熱、咳、くしゃみ等の呼吸器症状に頭痛、

／藤井征夫君…粗衣粗食に安じて心の玉を磨いて吉運。／五十
嵐健雄君…ネクタイを忘れてしまいました。／金子篤郎君…
結婚・誕生祝の乾杯をさせて頂きます。／川村　隆君…先日
の父葬儀の節は、皆様にお参りいただき誠にありがとうござ
いました。／佐藤富三君・村田勝俊君・澤田匡宏君…結婚祝／
山h一順君・塚越紀隆君・川島康雄君・野間義弘君・村田勝俊君・
竹内靖博君・月門快憲君…誕生祝／八木橋祥价君・佐々木裕君・
川島康雄君・川村隆君…写真を頂きました。
ロータリー財団
吉野一郎君　　＄１,０００（恒久基金）

卓　話

「新型インフルエンザ
　　～開業医の雑感～  」

藤江医院　院長
藤江　篤君


