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短編（科学のよもやま話）第１４６号

　　　エマージング感染症（新興感染症）

***************************************************************

  細菌と同じように感染症を起こす微生物にウイルスがります。新型のウイ

ルスは２０世紀以降に続々登場しています。

　突然出現して社会に大きな影響を与える感染症のことを「エマージング感染

症（新興感染症）」と言います。
　
　感染症を引き起こす原因には、細菌・リケッチア・病原微生物など、いろ

いろありますが、ＳＡＲＳや西ナイルウイルスのようにウイルスによるものは、

抗生物質が効かず、死亡率が高く、大きな問題となることが多いのです。です

から新興感染症として問題になるのは、ウイルスが原因という場合が多いので

す。

　ウイルスが原因である病気として、人類にとって最強の「敵」であった天然

痘の根絶宣言が１９８０年に世界保健機関（ＷＨＯ）から出されました。私た

ち人類の英知は、ウイルスとの戦いに勝利しウイルス性感染症は克服できたと

思われました。

　しかし、１９８３年にＨＩＶウイルス（エイズ）、１９９７年に鳥インフル

エンザウイルス、西ナイルウイルスは、１９３７年にアフリカのウガンダで

発見されました。その後、アフリカ、ヨーロッパ、西アジアで流行し、９９年

にアメリカへ。２００３年にはＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）コロナウイ

ルスの出現と、立て続けに新興感染症（エマージング感染症）が発生しました。

　感染症は、世界の死者の３分の１を占める、死亡につながりやすい病気です。

細菌もウイルスも突然変異しやすいうえ、別の細菌やウイルス同士で遺伝子を

交換して耐性を獲得していきます。元々、新しい種類のものが生まれやすい

性質があるうえに、社会や生活の変化がかかわって世界的な脅威になっていま

す。

　新しい感染症は、動物を感染源とするものが多い。ジャングルの奥地に足を

踏み入れ、動物に接触したことで新たな細菌やウイルスに感染するようになる

ケースが多いのです。

　当メルマガ８２号（2005年10月21日発行）の西ナイル熱と新興感染症。

その番外編「ニパウイルスの立場。『冤罪（えんざい）だ！！』」を再度掲載

させていただきます。

　８２号の掲載前に、「エマージング感染症が出現する背景」についてお伝え

します。

☆エマージング感染症が出現する背景

　　ニパウイルスを例に、その出現する背景についてお伝えいたします。

　　　◎１９９８年、マレーシアでのことです。熱帯雨林の森を切り開いて

　　　　作られた養豚場の従業員が、高熱を出し痙攣（けいれん）を起こし

　　　　て死亡しました。

　　　◎政府は日本脳炎と考え蚊の駆除を行いました。

　　　◎それから２ヵ月後、別の養豚場で、大量の豚が口から泡を吹き痙攣

　　　　を起こして死亡しました。

　　　◎政府は、日本脳炎ではないと判断し、マラヤ大学医学部のチュア博士

　　　　に原因究明を依頼しました。

　　　◎博士は、患者の脳の運動神経を冒（おか）すウイルスを発見しま

　　　　した。

　　　　このウイルスは、最初にこのウイルスが検出されたマレーシアの

　　　　村の名前であるスンガイ・ニパ村から、ニパウイルスと命名され

　　　　ました。

　　　◎しかし、その間にも患者の発生は、隣国シンガポールにも広がり、

　　　　沈静化する気配はありませんでした。

　　　◎政府は、患者の発生した地域の全ての養豚場の豚を処分することに

　　　　しました。

　　　◎その結果、やっと患者の発生は止まりました。しかし、その半年間

　　　　でニパウイルス脳炎による患者数は２６５人、死者は１０５人に

　　　　達してしまいました。


　さて、それまでは知られていなかった（エマージングウイルス）、この

　ニパウイルスはどこからやってきたのでしょう？

　　　◎ニパウイルス脳炎の発生した養豚場は、密林を切り開いて作られた

　　　　ものでした。

　　　◎養豚場の近くには、そのコウモリの餌である果実（ジャンプアイル

　　　　という名前）の木がありました。

　　　◎養豚場が作られた場所は、フルーツバットというコウモリが棲（す）

        む岩山とは遠く離れた場所でした。ですから普通ならフルーツバット

　　　　が養豚場の近くのジャンプアイルの実を食べに飛んでくるようなこと

　　　　はないのです。

　　　◎しかし、１９９７年から１９９８年にかけて、インドネシア半島は、

　　　　エルニーニョ現象の影響による干ばつから、森林火災が多発してい

　　　　ました。その結果、火災の煙で日照が妨げられ、ジャンプアイルの

　　　　木は、実をつけられなくなってしまいました。

　　　◎フルーツバットは、餌を求めて長距離を移動するようになり、養豚

　　　　場の近くのジャンプアイルの木にもやって来ました。

　　　◎その結果、フルーツバットが食べかけて地面に落とした（フルーツ

　　　　バットの唾液の付いた）果実を豚が食べたり、フルーツバットの

　　　　尿からニパウイルスが豚に感染してしまいました。

　　　◎フルーツバットは、ニパウイルスに感染しても、脳炎の症状がでる

　　　　ことはありません。つまり、ニパウイルスはフルーツバットを宿主

　　　　として「おとなしく」していたのです。

　　　　　　　　　　注）宿主とは
　　　　　　　　　　　　ウイルスなどの寄生生物が寄生する相手の動物
　　　　　　　　　　　　や植物などのこと。

　　　◎しかし、密林を切り開いて養豚場が作られたことと、エルニーニョ

　　　　現象とが重なった結果、ニパウイルスは豚に感染する機会を得て

　　　　しまいました。豚はニパウイルス脳炎になってしまいます。

　　　◎そして、豚の糞尿から人間もニパウイルスに感染してしまったの

　　　　です。人間もまた豚同様、感染するとニパウイルス脳炎を発症して

　　　　しまうのです。




―――今週の内容――――――――――――――――2005．10．21――――

８２号  　西ナイル熱と新興感染症。その番外編

　　　　　　「ニパウイルスの立場。『冤罪（えんざい）だ！！』」

――――――――――――――――――――――――――――――――――

　西ナイルウイルス、そしてニパウイルスやＳＡＲＳなどのように、突然出現

して社会に大きな影響を与える感染症のことを「エマージング感染症（新興

感染症）」と言います。

　エマージングウイルスは、人間を主体に考えた時、「憎きウイルス」なの

ですが、はたして彼らは人間に害を与えることを「目的としたり」、「楽しん

だり」しているのでしょうか？　彼らにとって、エマージングウイルスとなっ

て人間に感染することのメリットとは何でしょう？  


　今週号は「バーチャルトーク」とでも銘打って、「ニパウイルスとの対談」

をお送りいたします。


私とニパウイルスとの対談

私「本日は遠いところをおいでいただきまして有難うございます」


ニパウイルス「いえいえ、私達に弁明の機会をお与えくださいましたことに、

　　　　　　　感謝いたしております」


私「ところで、最初に1つお願いがあるですが、どうか、私の身体の中に

　　入り込まないようにくれぐれもお願いしますね」


二「もちろんそんなことはいたしません！　そもそも、人間の皆様が私達が

　　好んで人間に感染しているとお考えになっていること自体が誤解なんで

　　す」


私「そうなんですか、・・・・？」


二「私は、今回の対談のためにこちらに伺（うかが）う際、親友のフルーツ

　　バット君からも頼まれました。『どうか君たちニパウイルスと僕たち

　　フルーツバットの冤罪（えんざい）を晴らしてきてくれ』と」


私「冤罪ですか？」


二「ええ、冤罪です」


私「でも、ニパウイルスさんは、私たち人間に感染して多くの死亡者を出し

　　たのではないですか」


二「ええ、その事実は認めますし、結果として人間の皆様に多大な迷惑を

　　おかけしたことは心よりお詫び申し上げます。しかし、私たちニパウイ

　　ルスは、決して、人間を狙って感染したのではないのです」


私「どういうことですか？」


二「私たちニパウイルスとフルーツバット君たちとは、とても長い間、お互

　　いに仲良く『共存』していたのです」


私「『共存』ですか？」


二「そうです。『共存』です。ニパウイルスはフルーツバット君の身体の

　　中に入り込み、そこで生かさせていただきますが、絶対にフルーツバッ

　　ト君を病気にさせるようなことはしません」


私「それはそうですよね。フルーツバットは、ニパウイルスに感染しても

　　症状は出ないのですから。それにしても、なぜニパウイルスさんは、

　　フルーツバットに感染するんですか？フルーツバットさんだって迷惑で

　　しょう？」


二「はい、確かに、フルーツバット君には、少しは迷惑をおかけしている

　　かもしれません。しかし、それは『神』が我々ニパウイルスに与え

　　給（たもう）た『試練』なのです」


私「『神様』が与えた『試練』？」


二「はい。『神』は、私たちウイルスには、単独で子孫を繁栄（増殖）させ

　　る身体を与えてくれなかったのです」


私「ああ、分かりました。『殻と設計図しかなくて細胞がない』ということ

　　ですね」


　　　　　　ウイルスの「殻と設計図」についての詳しい内容は４３号を
　　　　　　ご覧ください。こちらからご覧頂けます。
　　　　　　　　　　　　　　　　↓↓↓↓↓↓↓↓
　　　　　　　　http://www3.ocn.ne.jp/~kenkodo/m-magazine.html


二「そうです。細胞のない私たちウイルスは、『他人』の身体をお借りし

　　ないと増殖できないのです」


私「そうか！　それで、『神様』は貴方たちニパウイルス君には、親友と

　　してフルーツバット君を選んでくれたのですね」


二「そうです。私たちニパウイルスは、フルーツバット君の身体をお借り

　　することで、子孫を繁栄（増殖）させることが出来るのです」


私「でも、フルーツバット君が発病しないのは、フルーツバット君の身体を

　　借りることに対する『義理』ということなのですか？」


二「いえいえ、そうではありません」


私「でも、私たち人間に感染した時は発病するのに、フルーツバット君に

　　感染した時は発病しないのは不公平だし、フルーツバット君に『義理

　　立て』しているとしか思えませんよ」


二「そんなことはありませんよ。フルーツバット君が発病して死んでしまうと

　　いうことは、私たちニパウイルスにとって、子孫を繁栄（増殖）させる

　　場所を失ってしまうということになってしまいます。ですから、自分自身

　　のためにも発病させることはしたくないのです」


私「だったら、何故、人間に感染した時は発病させるのですか？！　そんな

　　悪さをするから、ニパウイルスは、人間に『目の敵（かたき）』にされて

　　やっつけられそうになっているんですよ。きっと近い将来、君達を撲滅

　　する抗ウイルス剤が完成しますよ」


二「そうですね。確かに私たちニパウイルスは何人もの人間を死なせてしまい

　　ました。もし、抗ウイルス剤が完成して、私たちニパウイルスが殺される

　　ことになっても仕方ないとは思っています。でも、ニパウイルスとフルー

　　ツバット君とが仲良く共存していた森に侵入してきて、その平和を破った

　　のは、貴方たち人間ですよ。私たちニパウイルスは、これからも未来永劫

　　（えいごう）、フルーツバット君と仲良く生きて生きたいと願っていたの

　　に・・・」


私「マレーシアの密林を切り開いて作った養豚場のことを言っているんですね」


二「そうです。ずっとずっと昔からあの密林は、すでに文明を有してしまった

    人間は入ってはいけない、私たちウイルスと野生動物の棲家（すみか）

　　だったのです。いくら『万物の霊長』である人間といえども、『神』が

　　作った『人間が立ち入れない領域』にまで侵入して来ることは、『神』に

　　対する冒涜（ぼうとく）です！」


私「でも、貴方たちの棲家は密林の奥深い場所であって、養豚場を作った場所

　　は密林の『入り口』なんだから、『人間は入ってはいけない領域』とは

　　言えないんでは？」


二「その考え方は、貴方たち人間の驕（おご）りです。たとえ『入り口』で

　　あったとしても、あの密林はその全てが『神』が決めた『人間は入って

　　はいけない領域』なのです。事実あの時までは、長い人類の歴史の間、

　　ずっと、貴方たち人間は、あの密林を『ものの怪(け)の棲む森』と呼び、

　　決して侵入して来なかったではありませんか」


私「しかし、あの場所に養豚場を作ったのには、作らざるを得なかった事情が

　　あるのですよ。養豚場の主（あるじ）は、養豚でお金を稼（かせ）いで、

　　飢えに苦しむ自分の子供たちの命を守らなければいけなかったのですよ」


二「貴方たち人間の世界では、世界人口の５分の1つまり１２億人もの人が

　　飢えに苦しんでいるんだそうですね」


私「そうなんです」


二「でも、その一方で、先進国と呼ばれる国では、摂取カロリー過多が問題と

　　なったり、食べ物を粗末に扱ったりしているということがあるそうじゃあ

　　ないですか」


私「はい、それは事実です。反論する余地がありません」


二「そんな現実って、何かおかしいとお思いになりませんか?」


私「はい、確かにそう思います。でも、飢えに苦しむ幼い命に免じて、『神様』

　　もそのお慈悲（じひ）で、『ものの怪(け)の棲む森』の『入り口』だけだっ

　　たら、養豚場を作ることをお許しくださっても良いとは思いませんか？」


二「はい、そう思います。そして『神』もそれをお許しになりました」


私「『お許しになった』？　でも、ニパウイルスは人間に感染したではないで

　　すか！それって『お許しになった』とは言えないのではないですか？！」


二「いいえ、確かに『神』はお許しになりました。しかし、貴方たち人間が

　　大きな過（あやま）ちを犯してしまったのです」


私「『大きな過ち』？」


二「そうです。貴方たち人間は、自分たちだけのことを優先する余り、決して

　　貴方たちだけのものではなく、生きる全ての生物のものである筈（はず）

　　の地球の自然を破壊し続けて来たのです。その結果招いたのが地球温暖化、

　　そしてエルニーニョ現象を初めとする異常気象ではないですか！」


私「・・・・」


二「そのエルニーニョ現象の影響で、干ばつから森林火災が起きてしまったの

　　です。火災の煙で太陽の光は遮（さえぎ）られ、私達の親友のフルーツ

　　バット君の主食であるジャンプアイルの木は、実をつけられなくなって

　　しまったのです」


私「・・・・」


二「フルーツバット君は、あまり長距離を飛ぶことは得意ではありません。

　　そのこともまた、フルーツバットが偶然にでも人間と出会ってしまうこと

　　で、人間が感染することのないようにという、『神』が与えてくれた思し

　　召し（おぼしめし）なのです。

　　しかし、彼らは生きるために、命がけで長距離を飛んで、ジャンプアイル

　　の実を探さざるを得なくなってしまったのです。そして、不幸にも、養豚

　　場の近くのジャンプアイルの実を見つけてしまったのです」


私「『不幸にも』ですか？　食べ物が手に入ったのでしょ？」


二「ええ、確かに。でも、人間に感染したニパウイルスは、その人間が死んで

　　しまったら、自分自身も生きていけません。人間に感染した私の仲間は、

　　人間の死と同時に死んでしまう運命にあるのです。ですから、私たちは、

　　決して、人間に感染したかったのではないのです。私たちニパウイルスは、

　　永遠に、フルーツバット君と仲良く生きて行きたかったのです」




以上、今週の内容でした。
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―[プロフィール]―――――――――――――――――[プロフィール]―
■長澤　昭（ながさわ　あきら）１９５２年　静岡県生まれ
１９８０年に薬局を創業。
２０００年、毎日新聞「アミューズ」に、「漢方薬に詳しい薬局」として、
全国わずか３５店のうちの１店として取り上げられる。
２００１年、約３００の病名・症状別の「病気別漢方選薬システム}を完
成させる。
現在は、当店ＨＰにて公開中http://www3.ocn.ne.jp/~kenkodo/m-magazine.html
―――――――――――――――――――――――――――――――――

-------------------------------------------------------------
□登録／解除の方法　
　　　　↓  ↓  ↓
http://kenkodo.web.infoseek.co.jp/melmaga.html
（E-Magazineからご購読の方はこのメルマガの一番下に解除フォーム有り）
-------------------------------------------------------------

―――――――――――――――――――――――――――――――――
□注意・免責事項
◎一般の方向けの内容なので、厳密な医学用語は使用していません。医学
的な専門性から考えた場合、妥当でない表現があると思いますが、なるべく
平易な表現を使用するようにしてあります。
◎個別の健康相談を行うものではありません。
◎体の状態は個人によって異なっています。現在治療中の方はかかりつけ
　の主治医と相談をしてください。
◎ご自分の責任の範囲でご利用ください。記載内容を利用し生じた結果に
　ついて、当方では責任がとれませんのでご了承ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――
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