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はじめに

ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）や鳥インフルエンザなど、最

近は見た事も無い奇妙な病気が世界中で突発します。その度にマス

コミ、お医者さんたちはやかましいほど警鐘を鳴らし、人々はどう

したら良いのかと、オロオロします。細菌性流行感染症に関しては、

ＭＲＳＡ（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）や大腸菌Ｏ１５７以外

ではあまり大騒ぎとなりません。これはルーチン化された診断・検

査法があり、抗生物質が炎症をうまく抑えてくれるからです。とこ

ろがウイルス感染症ではそうは行きません。全てが急性感冒様ない

し胃腸炎症状で始まることと、診断法が多様であって定型化されて

いないこと、有効な治療薬のないこと、感染性が強くて短期間に広

がること、時に致死的になることなどが不安を増幅する原因となっ

ています。また、ウイルスは小さすぎてその分類が非常に難しく、

生物学的な機能や性状もまだ解明されていないのが現状です。

多くのウイルス感染症の中でも流行頻度が高くて重篤化しやすい

ものには、次第に、酵素免疫法などを利用した特異的血清学的診断

検査法が確立されてきました。この方法では、各メーカーが特異抗

体を作って試薬として利用していますが、抗体は作る毎に少しずつ

性質の違うものができあがります。ウイルスも感染動物の体内で構

造を変異させます。これらが合わさって試薬のメーカー間差を生み

出し、ある試薬はＡ型インフルエンザ ･ ウイルスと強く反応するの

に、別の試薬では反応が弱いことがあります。

使用する検査材料中のウイルス量にも問題があります。赤く腫れ

上がった鼻粘膜にはウイルスが多くて陽性反応を示しますが、この

急性炎症期を超えますとインフルエンザ ･ ウイルスを捕まえるのは
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困難です。ウイルス感染症は早期に確実な診断を行い、治療と伝染

予防することが大切です。この意味から信頼性の高い診断法をとる

ことが望まれます。

今回は、絵本シリーズの第７集で、ウイルス感染症が主題です。

ちょっと難しいかも知れませんが、皆様の勉強のお役に立てば幸い

です。

巽　典之
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Preface
Unusual diseases such as severe acute respiratory syndrome 

(SARS) and bird influenza―diseases never before seen―have 
appeared recently around the world. When these events 
happen, the media alert us, and doctors issue strong warnings. 
People become distracted and do not know what to do. We 
rarely see a big commotion made over bacterial epidemic 
in fect ious diseases―except for methici l l in- res is tant 
Staphylococcus aureus (MRSA) or Escherichia coli O-157―
because we routinely apply well-established diagnostic and 
investigative methods to these problems. Additionally, certain 
antibiotics suppress the accompanying inflammation well. In 
contrast, this is not the case with viral infectious diseases. All 
such diseases start with acute and flu-like or gastroenteritis 
symptoms. The diverse diagnostic methods we use on them 
have yet to be standardized. In addition, we lack effective 
medicines for their treatment. The viruses are so strong that 
they spread in a short time―often with fatal results. These facts 
cause us to feel uneasy about viral infectious diseases. To 
make matters worse, viruses are so tiny that the classification is 
very difficult. At the moment, biological functions and 
characteristics of viruses remain unknown as well.

Many kinds of viral infectious diseases exist. For those which 
strike most often and readily create a severe reaction in their 
victims, specific serodiagnosis and examination methods have 
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been gradually established―using techniques such as 
enzyme immunoassay. In this method, each manufacturer 
makes a specific antibody as a reagent. Whenever an 
antibody is made, however, one with sl ightly different 
characteristics emerges. Likewise, a virus varies in its structure 
in the body of its infected host. The combination of these 
conditions produces a difference, which we can see in the 
effect of a reagent from one manufacturer to the next. For 
example, one reagent reacts strongly to the influenza A virus, 
while another responds weakly.

The number of viruses in a specimen can also affect the 
results of an examination. For instance, nasal mucosa contains 
many viruses which represent a positive reaction. However, 
catching the influenza viruses from a sample of mucosa is 
difficult after this acute inflammation period has passed. 
Hence, diagnosing viral infectious diseases accurately in the 
early stage, treating them, and preventing them from 
spreading are essential. We are expected to provide highly 
reliable diagnoses for these diseases.

In this seventh book of the Laboratory Medicine Illustrated 
series, we have taken viral infections as our main subject. The 
topic might seem a bit difficult, but I hope this book helps you 
achieve an understanding of viral infectious diseases.

Noriyuki Tatsumi
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真っ白い髪のおばあさんが、夕焼けの街を歩いています。

An old woman with white hair walks around town in the glow 
of the sunset.
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「まあ、かわいい子どもたち。元気かい？
暗くなる前におうちに帰って、いい子は早く寝るんだよ。」

彼女は街はずれに住むルーマばあさん。
にこやかな笑顔は、とっても優しそう。

"Oh, my, look at the cute children. How are you? You are good 
boys and girls, aren't you? So, go home before sundown, and 
go to bed early. Okay?" she coos sweetly.

She is Granny Luma, and she lives on the edge of town. 
Granny Luma has a kind, smiling face and seems very gentle.
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日もとっぷりと暮れたころ、
ルーマばあさんは家にたどり着きました。

「さあて、わたしゃこれから忙しい。イヒヒヒヒ。」

メガネをかけると、小さなランプの下で、
なにやらゴソゴソしています。

When night falls, Granny Luma returns to her home.

"Well, I'll be busy from now on. Tee, hee, hee," she giggles.

Granny Luma puts on her glasses 
and fumbles around under a small lamp.



9

Hepatitis Smallpox
AIDS

おばあさんは毎日、
可愛がっているコウモリたちにエサを与えているのです。
しかし、その餌は、なにやら怪しげです。

Everyday, Granny Luma feeds her pet bats, which she loves.
The feed, however, seems somewhat suspicious.
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ある日の夕暮れどき。

街のわんぱく坊主、アレックが友達と一緒に
ルーマばあさんの家の近くまでやってきました。

One evening at twilight,

Alek―a naughty boy from town―
and his friend approach Granny Luma's house.
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2 人は家の中からもれる明かりに誘われて、
ついつい家の中をのぞいてしまいました。

Enticed by a light coming from the house, 
the two boys cannot help but peek inside.
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「わあ！
色んなコウモリがいっぱいだ！」

"Wow! 
Look at all the different kinds of bats!"

家の中をのぞいたアレックは、
思わず大きな声を上げました。

Alek shrieks with excitement while peeping 
through the window into the house.

その声に気がついて、
ルーマばあさんが、窓のほうを振り向きました。

とんがった三角の目、口から飛び出るキバは、
昼間の笑顔とはまるで別人です。

Hearing the noise, Granny Luma turns to the window.

With pointed, triangular-shaped eyes and fangs coming out of 
her mouth, she seems a very different person from the gentle 
old woman with the smiling face of the afternoon.



13

"Aaaaaaaah! Help us!" they cry.

「わあ〜〜〜〜！　助けてー！」

あまりの恐ろしさに、友達は街へ一目散。
アレックはひとりで取り残されてしまいました。

Alek's friend is so terror-stricken he runs away for dear life. 
Alek, in the end, stands all alone.



14

「見たね、この姿を。
わたしの先祖は、あのドラキュラ伯爵なんだよ。
さあ、血を吸ってあげようか。」

"You have discovered who I really am!" 
My ancestor is Count Dracula. 
Well, shall I suck your blood?"Granny Luma asks Alek.

「キャー、助けてー！」

"Aaaaaaaah! Help me!" 
he screams.
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「しかしこの子は、まだほんの小さな子どもだね。」
しばらく考えたおばあさんは、今度は大きな声で言いました。

"Wait! This boy is just a little kid," Granny Luma mutters to herself.
She considers this for a while, and then speaks loudly.

「お前の血を吸うのは勘弁してやるよ。
ただし、わたしの言うことをよーくお聞き！」

"I won't suck your blood. I'll let you off the hook. However, 
listen to me carefully!" she orders.
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「お前に、このコウモリたちを預けよう。
街の大人たちのもとに、この子たちを連れていくんだ。
そうすりゃ、今日は帰してやるよ。

その代わり、必ず２週間後にもう一度おいで。
もしも約束を破ったら、
そのときは、たっぷり血を吸うことになるよ。」

"I'll give you these bats. Take them to the grown-ups living in 
town. If you do it, I'll let you go today.

However, promise me you'll come back here in two weeks.
If you break your word, I’ ll then suck plenty of blood from you,"
Granny Luma threatens Alek.
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Hepatitis Hepatitis

アレックの肩には、黄色い顔のコウモリたちが
たくさんとまりました。

Yellow-faced bats fly down and perch on his shoulder.
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アレックがコウモリを連れて街まで行くと、コウモリたちは、
思い思いの方向に飛び去りました。

血が大好きなおばあさんのために、街の大人たちの血を吸い
に行ったのです。

When Alek arrives in town, the bats fly away in every direction.

They fly through town to suck blood from grown-ups 
for Granny Luma, who loves human blood.
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それから２週間がたち、街は大騒ぎになりました。黄色い顔
になった人たちがあちこちで倒れ始めたのです。

街の人の多くが急性肝炎にかかってしまったようです。
アレックのおじいちゃんもその一人でした。

After two weeks pass, a big brouhaha erupts in town. 
People whose faces have turned yellow start to break down 
here and there.

It seems that a majority of the citizens now suffer from acute hepatitis. 
Alek's grandpa suffers from acute hepatitis as well.
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アレックはその夜、約束を守ってルーマばあさんをたずねま
した。すると今度は、褐色のブツブツのあるコウモリたちを
預けられました。

「次はこのコウモリたちを、となり街へ連れていくのじゃ。　

ウヒヒヒヒ。」

しかし今度は、待てど暮らせど何も起こりません。

As promised, Alek visits Granny Luma that night. This time, 
she gives him bats with brown lumps.

"Next, take these bats to the neighboring town. Tee, hee, hee," 
she chuckles to herself.

Granny Luma waits anxiously, but nothing happens this time. 
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SmallpoxSmallpox

Smallpox

実は、となり街の大人たちは全員

「天然痘ワクチン」を受けていたのです。

だから、ウイルスに感染しなかったのですね。

そんなことを知らないルーマばあさんは、
不思議でたまりません。

In fact, all the grown-ups have received a vaccine for smallpox.

Thus, they are not infected. 

Since Granny Luma has no idea about the vaccine, she wonders 
why the townspeople do not get sick.
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ルーマばあさんは、またアレックを呼びつけて言いました。

Granny Luma calls Alek once again.

「もう一度言うことをお聞き。今度はこの子たちを大人がたく
さん集まる繁華街に連れて行くんだ。」

"Listen to me one more time. This time, take these bats 
to a downtown area where many people gather," she commands.

AIDS

AIDS

AIDS

AIDS



＊エイズは、一般に性行為によって感染します。空気感染や飛沫感染
はないので、握手などの接触でうつることはありませんし、動物に
触れただけで感染することもありません。

＊AIDS, in general, is spread by unprotected sex. Air or droplets do not 
spread it; thus, it cannot spread through casual skin contact such as 
shaking hands or touching infected animals.
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AIDS

アレックがルーマばあさんから渡されたのは、赤い顔をした

コウモリです。首には「エイズ」の札が下がっています。
Granny Luma gives Alek bats with red faces and tags that say 
"AIDS"＊ hanging from their necks.
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しばらくはとても平穏な日々が続きました。
そして 10年あまりが経ち、アレックが立派な青年になった
ころ、街にはこんな噂が流れるようになりました。

「毎日、たくさんの人が痩せ衰えて死んでいく……。」

「街がゴーストタウンになっていく……。」

The townspeople live in peace and quiet for a while. More than 
ten years pass and Alek becomes a grown-up himself. 
About this time, rumors begin to fly.

"Many people are wasting away and dying..."

"The city is turning into a ghost town..."
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そんな噂を聞きつけて、ウイルス病に詳しい
マルロ先生が町を訪れ、街の人たちの血液検査を始めるよう
になりました。

Hearing these rumors, Dr. Malro, a well-informed physician and an 
expert on viral diseases, visits the town and starts examining the 
blood of the citizens.



26

検査の結果は、恐ろしいものでした。
「たくさんの人たちがウイルスに感染している。このままじゃ、
街中の人に広がってしまう。」

街の人々はびっくりしました。

The results of the examinations are frightening.
"Many people are infected by a virus. Left alone, 
the virus will spread throughout the town," Dr. Malro warns.

People all over town are astonished at the serious situation.

「ウイルスは、一体どこから来たんだろう？」

「誰が病気にかかっているんだろう？」

「どうしたら病気が治るんだろう？」

"Where did the virus come from?"

"Who suffers from this viral sickness?"

"What shall we do to get over this sickness?" they wonder.



27

そんな街の混乱を聞き、
アレックが思い出したのは、
ルーマばあさんのことでした。

「あのときのコウモリたちが
原因かもしれない……。」

Hearing the confusion of the town, Alek remembers Granny Luma.

"The bats of that time might 
have caused this tragedy," he thinks.
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「先生、街の人を助けたいんです。
僕にも何か手伝わせてください！」

"Dr. Malro, I want to save all the people in town.
Let me help you do something, please!" Alek pleads.

アレックは、一目散にマルロ先生の
研究室に向かました。

Alek runs to Dr. Malro's laboratory 
as fast as possible. 
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そんなアレックに、
マルロ先生は微笑んで答えました。

Dr. Malro nods with a smile and explains:

「まずは感染者を正確に検査することが大切。

血液をほんの少し調べるだけで、ウイル
ス病にかかっているかどう
かがわかる器械があるんだ。

アレック、この器械で街の人をどんどん検査しておくれ。
私は病気の人に薬を与えて治療をしよう。」

"First of all, and most importantly, 
let's do an accurate investigation to 
determine who has been infected. 
We have an apparatus that can test 
for viral infectious disease 
by examining a bit of blood. 

Alek, examine the townsfolk one after another with the apparatus. 
Then, I will treat the sick people by prescribing medication."
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街に作られた臨時診療所の前には長い人の行列ができました。
アレックは、ボランティアの看護師さんや検査技師さんとと
もに来る日も来る日も、一生懸命検査をしました。

Townspeople form a line in front of the temporary clinic built in 
town. Day after day Alek devotes himself to examining them with 
the help of volunteer nurses and medical technologists.
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一人ひとりから、親指ぐらいの少量の血をとって、検査装置
で調べていくのです。

Alek takes just a little blood―as little as the tip of the thumb― from 
each person and examines it using the investigative apparatus.
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“Churn, churn, churn”

検査装置＊は、一日も休まず動き続け、検査結果をパチパチと
印字し続けました。
マルロ先生も、診察の合間に検査室を訪れます。

「アレックのがんばりと、
この装置のおかげで検査は順調だ。
この装置を使えば、エイズや肝炎など、たくさんのウイルス
病原体が体内にあるかどうかを調べられるんだよ。
それに、ウイルス病原体に対する抗体があるかどうかも、
数十分で調べられるんだ。」

The investigative apparatus＊ continuously churns out the results 
of the examination. Dr. Malro visits the laboratory when he can 
spare time from his consultations. 

"The examinations proceed very well because of Alek's good 
work and the performance of this apparatus. The machine can 
detect various viral pathogens such as AIDS or hepatitis in the 
body. 
In addition, in less than half an hour, it can tell if a person has 
antibodies against these viral pathogens," Dr. Malro reports.
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【＊検査装置】
抗原抗体反応を利用して、血液中の微量成分を高感度に測定するた
めのさまざまな工夫が応用された自動分析装置。体内に進入したウ
イルス由来の抗原やそのウイルスの進入でできた抗体のほか、癌に
関連した微量成分や身体のバランスを調節するホルモンなど血液中
のさまざまな微量成分の量を測定することができます。

【＊ Investigative Apparatus】
This automated analyzer applies diverse means to measure micro-
components in blood at a super-sensitive level by using an antigen-
antibody reaction. The apparatus can assess an antigen originating 
from a virus invading the body as well as its antibody; in addition, it 
can assess the amount of the various micro-components in the blood, 
such as cancer-related micro-constituents and hormones regulating 
the balance of the internal environment in the body.
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「抗体ってなんですか？」
アレックはたずねました。

"What is an antibody?" Alek asks Dr. Malro.

Antibody
Virus

Limphocyte
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「ウイルスは体にとっては外敵だ。だから、ウイルスが体
に入ると、血液中の白血球（リンパ球）が、ウイルスを
殺す物質を体中に作り出す。それが抗体なんだ。
抗体はガンマ・グロブリンの一種で、一つのウイルスだ
けに作用する特性があるので特異抗体とも呼ばれている
んだ。」

"Viruses are foreign enemies, and when they invade the 
body, wh i te b lood ce l l s in the b lood ― such as 
lymphocytes―produce substances to kill the viruses 
throughout the body. We call these virus―kil l ing 
substances antibodies. Since antibodies are a kind of 
gamma-globulin and have special properties acting 
against only one virus, we also refer to them as specific 
antibodies," Dr. Malro answers.

「？？？」

"???" Alek seems a bit confused. 

「例えば、毒性をなくしたインフルエンザウイルスの一
部を体内に入れると特異抗体ができて、ウイルスをやっ
つけてくれるから、インフルエンザにかかりにくくなっ
て、肺炎などを起こさずにすむんだよ。この予防方法を

ワクチン接種というんだ。」
Dr. Malro explains further, "For instance, after injecting 
into the body a part of an influenza virus without toxicity, 
a specific antibody forms and repels the influenza 
viruses. You rarely suffer from influenza after such an 
injection, and it protects you from pneumonia, for 
example. 
We call this preventive measure a vaccination."



36

「冬の風邪の多くはウイルスが原因で起こり、インフルエンザ
ウイルスもそのひとつ。鼻腔粘膜にインフルエンザウイルス（抗
原）がいるかどうかを調べて、もしそのウイルスがいれば、抗
ウイルス薬を飲む。これが現代風のインフルエンザの治療法。
"Colds in winter are mostly caused by various viruses and an 
influenza virus is one of them. We first check for influenza viruses 
(antigens) in the patient's nasal mucosa. If the viruses are 
present, we prescribe a virucide (antiviral medicine)― the 
current treatment for influenza. 

We also have another way to prevent infection by influenza 
viruses. Around autumn, we can inoculate people with a vaccine 
to form an antibody in advance. Such a function is called immune 
response," he continues.

インフルエンザウイルスにかからないように秋ごろに、あらか
じめワクチンを注射して抗体を作るようにする予防法もある。

抗体を作るこのような機能を、免疫応答と呼ぶんだ。」
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「インフルエンザのウイルスが鼻腔や咽頭の粘膜にいるかどう
かを数十分で調べられる簡易型キット＊をお医者さんは持って
いる。ひどい風邪かな、と思ったら、病院で調べてもらえば
いいよ。」
"Doctors have a simple kit＊ which can detect influenza viruses in 
mucosa of the nasal cavity or the pharynx in less than twenty 
minutes. 
When you think you may have caught a severe cold, you should 
have a medical examination in a hospital," Dr. Malro tells Alek.

【＊簡易型キット】
早期にインフルエンザウイルス抗原を検出するための迅速診断キッ
ト。鼻や喉からサンプルを採取して、特別な分析装置を必要とせず、
簡単な操作でウイルスに感染しているかどうか判定できます。サン
プル採取から数十分で判定でき、ベッドサイドや外来の診察室でも
その場で診断ができます。

【＊A Simple Kit】
This rapid-diagnosis kit can detect an antigen for the influenza virus in 
the early stage. The kit needs no specific analyzer. With a sample 
taken from the nose or throat, the kit can easily determine 
the presence of viruses. It takes less than twenty 
minutes to detect any viral infections from a sample. 
So, a doctor can diagnose at a patient's bedside or in 
an outpatient consultation room.
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「ワクチン注射は毎年しなくちゃいけないの？」
アレックは聞いてみました。

「ワクチンと一口に言っても、抗体を作る力が強いものもあれ
ば、弱いものもある。インフルエンザのワクチン効果は、せ
いぜい 1年なんだ。だから毎年注射しなくちゃ効き目がなく
なってしまう。

これに対し、はしか、おたふく風邪、風疹などは、一度ワク
チンを接種すれば一生かからないんだよ。

"Should we get vaccinated every year?" Alek asks Dr. Malro.

"All sorts of vaccines exist; some have a 
strong capacity to form antibodies and 
others have a weaker capacity. An effect of 
the vaccine for influenza lasts for one year 
at most. Therefore, do get the vaccination 
every year. Otherwise, the vaccine will lose 
its effectiveness. 

In contrast, you won't suffer from mumps, 
measles, or rubella (German measles) 
forever after one vaccination.
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水ぼうそうの場合は、ワクチンの効果は一生もたないことが
多くて、大人になってから再発すると帯状疱疹になることも
あるんだ。」

As to ch icken pox, the ef f icacy of the 
vaccination doesn't last forever. Thus, if one 
suffers a relapse after growing up, chicken pox 
can turn into herpes zoster," Dr. Malro answers.

「じゃあ、エイズは？」

"Well, what about AIDS?" Alek asks.

「エイズを引き起こすウイルスはHIV。HIV に感染すると確か
に抗体はできるが、抗体はウイルスをやっつけてくれないん
だ。抗原としてのウイルスがリンパ球内でゆっくりと増えて、
次第に体を衰弱してしまう。残念ながら現在のところ、エイズ・
ワクチンはできていないんだ。

"HIV is a virus causing AIDS. After HIV infection, an antibody 
eventually forms, but it can't knock out the HIV. The virus as an 
antigen slowly increases in lymphocytes and gradually 
collapses the body. Unfortunately, we have not yet developed 
an AIDS vaccine.

ただし、ウイルスが増える力を弱める薬はある。
だから、ウイルスを持っている人をできるだけ
早く見つけて治療することが大切なんだ。」

However, we do have medicine that inhibits 
the capacity of the virus to proliferate, which 
explains why we should find and treat those 
people with the virus as early as possible," 
Dr. Malro responds.
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アレックが、マルロ先生の検査のお手伝いを始めて半年。
2人の努力が報われ、街のエイズの患者数はだんだんと減っ
て行きました。

A half-year has passed since Alek began helping Dr. Malro 
investigate the viral infection. Their efforts are rewarded by the 
gradually declining number of AIDS patients in the town.
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そして、街の人々の顔は、ようやく晴れやかになりました。

Finally, smiles return to the faces of the townsfolk.
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【肝炎ウイルス】
肝炎は薬やお酒の害による肝炎とウイルスが原因で感染症として

起こる肝炎に分けられます。肝炎を引き起こすウイルスを肝炎ウイ
ルスと呼び A、B、C、D、E 型の５つのタイプがあります。A 型、
E 型は経口感染ですが、B 型、C 型、D 型は人の血液などを介して
伝染します。

急性肝炎では強い黄疸が出ます。ウイルスの種類によっては急性
化せずに慢性肝炎となることもあり、この場合、肝硬変や肝癌に移
行することもあります。感染しても症状が出ずに、また血液検査上
肝機能に異常のないこともあります。この状態にある人を「キャリア」
と呼びます。キャリアは他人に感染させることがあります。また将来、
肝炎症状が現れ、悪化することもあります。

B 型肝炎はワクチン投与で予防が可能で、C 型肝炎では、遺伝子
型が 1b のウイルス感染の場合、インターフェロンとリバピリン併
用療法が有効です。

【Hepatitis Virus】
  We know of two kinds of hepatitis. Harmful effects of some medicine 
or alcohol abuse might cause one kind. The other kind of hepatitis is 
an infectious disease induced by viruses. The virus causing hepatitis is 
called hepatitis virus and has five types: A, B, C, D, and E. Types A and 
E spread orally; types B, C, and D spread through different routes such 
as blood.
  People suffering from acute hepatitis develop strong jaundice. Some 
types of viruses could directly induce chronic hepatitis. This 
unfavorable condition could turn into cirrhosis or liver cancer 
(hepatoma) in some patients. However, some people infected with 
hepatitis viruses do not show any symptoms and a blood test does not 
indicate malfunction of the liver, either. Such people are called 
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【Smallpox Virus】
 Throughout the world since before the time of Christ, humans have 
feared smallpox as a strongly infectious, fatal plague. We now know 
that smallpox struck the Americas in the 16th century and brought 
about the collapse of the Aztec and Inca civilizations. In 1798, Edward 
Jenner, a medical doctor in England, developed the smallpox 
vaccine to prevent the plague, and he began vaccinating patients for 
smallpox for the first time. Through the years, the vaccine has 
undergone repeated revisions. In 1967, the World Health Organization 
(WHO) launched a smallpox program and predicted its eradication 
by 1980. Smallpox virus, the pathogen of the disease, is presently kept 
only under secure conditions in laboratories in the U.S. and Russia.

carriers. Carriers can transmit the hepatic virus to others. In addition, 
hepatic symptoms in carriers could appear and worsen in the future. 
  A vaccine can protect one from hepatitis B. Combination therapy of 
interferon and ribavirin can effectively treat hepatitis C virus with 1b 
genotype.

【天然痘ウイルス】
天然痘は紀元前より、非常に感染性が強く、また死に至る疫病と

して世界中で恐れられ、16 世紀にはアメリカ大陸で流行し、アステ
カ文明やインカ文明が滅亡したとされています。1798 年に英国の
医師エドワード ジェンナーが、この疫病を防ぐ種痘ワクチンを開発
し、はじめて予防接種が行われました。その後、このワクチンは改
良が重ねられ、世界保健機関（WHO）は 1967 年に根絶計画を開始し、
1980 年に天然痘根絶宣言を行いました。天然痘ウイルスはその病
原体で、現在アメリカとロシアの研究所で厳重に保管されています。
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【エイズとその病原体 HIV について】
エイズ（AIDS）の病原体はヒト免疫不全ウイルス（HIV）ですが、

感染しても直ぐにエイズになるわけではありません。ですから、気
付かないうちに感染し、性行為によって感染が広がります。また、
HIV は血液中で増殖するので、血液を介した感染も注意しなければ
なりません。

1982 年、米国 CDC が「後天性免疫不全症候群（AIDS）」と命名
した原因不明の病気があり、1983 年にその原因ウイルス（HIV）が
発見されました。その後 HIV 感染者数は増え続け、WHO の統計で
は 2004 年現在、世界中で 3590 〜 4430 万人の人が HIV/AIDS と
ともに生活しており、新しく HIV に感染する人の数は 430 〜 640
万人に達すると推定されています。

HIV に感染すると 1 週間くらいで血中 HIV-RNA 量が増えますが、
血中 HIV 抗体価は 3 〜 4 週目から上昇します。この抗体が上昇する
までの間を「ウインドウ期」と呼びます。抗体の上昇は 1 〜 20 年
持続しますが、その間に（およそ 10 数年）、CD4 陽性リンパ球が
HIV に攻撃されて次第にその数が減少し、血中 HIV-RNA 量も増加し
ます。CD4 陽性リンパ球が 200 個/μl 以下になると AIDS が発症し
やすくなります。そして口腔カンジダ症、帯状疱疹、全身結核、カ
ポジ肉腫、カリニ肺炎、梅毒、サイトメガロウイルス感染症、トキ
ソプラズマ症などの病気で全身がやせ衰えて死に至ります。

CD4 陽性リンパ球数が 350 個/μl 以下になると治療を考慮する必
要があります。治療薬には逆転写酵素阻害剤やプロテアーゼ阻害剤
などがあり、最近はそれらを併用して治療することでウイルス量を
減らし、CD4 陽性リンパ球数を増やすことができるようになりまし
た。医療関係者では、針刺し事故やＡＩＤＳ患者の創傷処置で感染
する危険性が高いとされ、これらの事態に遭遇した時には早期に予
防薬を服用することが望まれます。
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【AIDS and HIV―Pathogen】
  The AIDS pathogen is human immunodeficiency virus (HIV). AIDS 
symptoms usually do not occur immediately after HIV infection. One 
can be infected without knowing it, and, in turn, can spread the 
infection to others by having unprotected sex. In addition, HIV 
proliferates in blood, and care must be taken when blood is present. 
  In 1982, the U.S. Center for Disease Control (CDC) named a 
previously unknown disease "acquired immunodef iciency 
syndrome"(AIDS), and in the following year, HIV― the virus causing 
AIDS―was discovered. Since then, the number of individuals 
contracting HIV has continued to rise. According to 2004 WHO 
statistics, 35.9 to 44.3 million people around the world live with AIDS 
and/or HIV. In addition, WHO estimates that HIV will newly infect 4.3 to 
6.4 million individuals.
  Within about a week after infection by HIV, the concentration of HIV-
RNA in blood increases, but the antibody titer of HIV starts to rise 
during the third to fourth week after the infection. This interval from 
infection to the start of the increased antibody is called "the window 
period." The increase in antibody is sustained for one to twenty years. 
During the dozen years or so, however, the number of CD4 ＋ 
lymphocytes gradually decreases by the attack of HIV, and the HIV-
RNA concentrat ion in the blood increases. When the CD4 ＋ 
lymphocytes decrease to less than 200/μl, the onset of AIDS could 
begin. AIDS induces various diseases including oral candidiasis, 
herpes zoster, general ized tuberculosis, Kaposi 's sarcoma, 
Pneumocystis carinii pneumonia, syphilis, Cytomegalovirus infection, 
and toxoplasmosis. AIDS-infected people waste away and finally die 
under these unfavorable conditions.
  Treatment for AIDS should be considered when the number of CD4 ＋ 
lymphocytes decreases to less than 350/μl. Nowadays, combination 
therapy of several medications, such as reverse transcriptase 
inhibitors and protease inhibitor, has been applied to decrease the 
amount of HIV present while increasing the CD4 ＋ lymphocytes. 
Healthcare professionals have a higher risk of infection by AIDS via 
needle-prick accidents and/or during treatment of injured AIDS 
patients. Thus, when encountering these situations, they should take 
preventive medications as early as possible.
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【エイズを予防するために】
１．血液、精液、膣分泌液、脳脊髄液、胸水、腹水、羊水、母乳

などが感染源になります。薬物乱用者では、不潔な注射器や
針の再使用が感染の原因になります。

２．病院では、針刺し事故が原因で感染することがあります。そ
の場合は、すぐに専門医を受診して、投薬を受けることにな
ります。

３．キスや握手、蚊刺されなどで感染することはありません。
４．感染を疑ったときは医師に申し出て、まず抗体検査を受けて

ください。その際、HIV 感染後のウインドウ期を過ぎないと
陽性反応が出ないので注意しましょう。

【Prevention of AIDS】
1. The following substances can transfer the AIDS virus: blood, 

semen, vaginal secretion, cerebrospinal fluid, pleural effusion, 
ascites, amniotic fluid, and breast milk. Among drug abusers, 
contaminated syringes and/or reused needles can provide 
sources of infection.

2. An accidental needle prick in a clinical setting can cause the 
AIDS infection. In this case, one should immediately consult an 
AIDS specialist and take medications. 

3. People cannot become infected through kissing, shaking hands, 
or being bitten by a mosquito.

4. If you have reason to suspect an AIDS infection, consult a doctor 
and take an antibody test. After HIV infection, a positive reaction 
will not emerge until the window period passes.
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【性行為感染症（STD）とは】
性行為によって感染する病気の総称。英語の名称、"Sexually 

Transmitted Disease" の頭文字を取って、「STD」とも呼ばれます。
病気の多くは粘膜感染によるもので、感染すると粘膜が荒れ、他の
性感染症にかかりやすくなります。たとえば、クラミジア、淋病な
どに感染・発症していると、HIV への感染率は高くなります。

【Sexually Transmitted Disease (STD)】
  Sexually Transmitted Disease, usually called STD― the acronym in 
English―serves as a general term for diseases transferred by sexual 
intercourse. STDs mostly occur via mucosal infection. The mucous 
membranes of STD patients become inflamed; those infected have a 
higher risk of contracting other kinds of STDs. For instance, if a patient 
has chlamydiosis or gonorrhea, the potential infectious rate for HIV 
rises.
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【各種ウイルス検査によるウインドウ期の比較】

ウィンドウ期
（ウイルス感染後、陽性反応になるまでの期間）

ウイルスの種類 核酸検査 抗原抗体反応

B型肝炎ウイルス（HBV） 約 34 日 平均 59 日（37 ～ 87 日）

C型肝炎ウイルス（HCV） 約 23 日 平均 82 日（54 ～ 192 日）

ヒト免疫不全ウイルス（HIV） 約 11 日 平均 22 日（6～ 38 日）

〔日本赤十字社，1999 年〕
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【Comparison of the Window Periods Between Virus Examinations】

Window Period
The interval between the onset of the infection of viruses

and the appearance of positive reaction

Kinds of Viruses Nucleic Acid Test Antigen-Antibody Reaction

Hepatitis B Virus (HBV) About 34 days Average 59 days (37-87 days)

Hepatitis C Virus (HCV) About 23 days Average 82 days (54-192 days)

Human Immunodeficiency Virus(HIV) About 11 days Average 22 days (6-38 days)

〔Japan Red Cross, 1999〕
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【エイズとレッドリボン】
もともとはヨーロッパに古くから伝承される風習の一つで、病気

や事故で人生をまっとうできなかった人々への追悼の気持ちを表す
ものでした。 この「レッドリボン」がエイズのために使われ始めた
のは、アメリカでＨＩＶ／ＡＩＤＳが社会的な問題となってきた
1980 年代の終わり頃でした。この頃、演劇や音楽などで活動する
ニューヨークのアーティスト達にもエイズが広がり、エイズで倒れ
て死んでいくアーティスト達が増えてきました。 そうした仲間達に
対する追悼の気持ちとＨＩＶ／ＡＩＤＳに苦しむ人々への理解と支
援の意志を示すために「レッドリボン」をシンボルにした運動が始
まりました。 

この運動は、その考えに共感した人々によって国境を越えた世界
的な運動として発展し、ＵＮＡＩＤＳ（国連合同エイズ計画）のシ
ンボルマークにも採用されています。

レッドリボンは「エイズへの偏見を持たない」というメッセージ
であり、ＨＩＶ感染者／ＡＩＤＳ患者やその家族や友達への支援と
理解のシンボルになっています。世界のＨＩＶ／ＡＩＤＳに関する
ボランティア団体が、それぞれに独自のレッドリボンを作っていま
す。アメリカやヨーロッパなどでは、よく
知られていますが、日本ではまだ知名度が
低く、今後アジアの国々にも広めていくこ
とが課題です。
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【AIDS and the Red Ribbon】
  The red ribbon, a symbol handed down from ancient Europe, 
originally represented sorrow for those who did not live out their 
natural lifespans due to disease or accident. The ribbon began 
symbolizing AIDS at the end of the 1980s, when HIV/AIDS emerged as 
a medical and social problem in the U.S. Around that time, AIDS 
spread among New York City's community of creative artists and 
actors, and the numbers who died from AIDS grew. The community 
started a "red ribbon" campaign to express condolence for their 
companions who died from AIDS and to profess support for those with 
AIDS/HIV.
  The campaign has become a worldwide movement by people in 
many countries. As a result, the red ribbon now also represents the 
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS). 
  The red ribbon implies: "We do not have a prejudice against AIDS," 
and has served as a symbol of support and understanding for HIV 
carriers and/or AIDS victims and their families and friends. Throughout 
the world, HIV/AIDS volunteer groups have created their own red 
ribbons. These activities, well recognized in the U.S. and Europe, are 
less common in Japan. Asians, too, may well take up the challenge to 
spread the red ribbon campaign throughout their continent to 
acknowledge and support those who suffer from or have lost loved 
ones to AIDS. 



ルーマばあさんのわるだくみ　—ウイルス感染症物語—　７

2004 年 12 月　初版　　　　発行
2021 年 ２ 月　第２版第９刷発行

著　　者 巽　　　典　之
英　　訳 松　本　珠　希
発　　行 
 神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1　〒 651-0073
 Tel　078-265-0500
イラスト 塚　元　善　巳
構　　成 林　　　舞　衣

Granny Luma's Evil Tricks  − A Story of Viral Infectious Diseases −　７

Ninth impression of the second edition : February, 2021

Author : Noriyuki Tatsumi
English translation : Tamaki Matsumoto
Publisher : 
 1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan
 Tel  +81(78)-265-0500
Illustration : Yosimi Tsukamoto
Compositor : Mai Hayashi

Copyright Ⓒ Sysmex Corporation 2004, 2005
落丁・乱丁本はお取り替えいたします。


