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時事特集
医師国家試験には、前年、または近い過去に話題になった時事から問題

医学教育研究センターは教育一号

が出題されます。医学・医療に関わるものもあれば、いわゆる一般向け情報

館の６階にあります（旧医学教育

（例えば、環境問題など）の中からも出題されます。国家試験勉強に忙し
い学生さん達はなかなかこのような時事情報に触れる機会がないのではない
かと思います。そこでこのニュースレターには、時事をピックアップして学生さんに

学）。大学生活に関すること、学業
に関すること、留学やボランティア、部

紹介するという１つの目標があります。毎号、時事を紹介してますが、今回は

活に関すること。大学に関する悩みが

特に注目していただきたい時事情報を特集しました。医学英語の勉強にもな

あれば、どんなことでも相談に乗りま

りますので、ぜひ読んでください。

す。いつでもお越しください。「手薬煉

医学教育研究センターを楽しむためのヒント

を引いて」お待ちしています。

医学教育研究センターについて知ろう！（その２０）

- スタッフ一同

Q: Moodleのモバイルアプリがあるそうですが？
A: Google PlayまたはApple Storeから入手できます。
「Moodle Mobile (Moodle Pty Ltd.) という名称です。類似品が多いのでご注意ください。
開発途上アプリのためすべての機能には対応しておらず、制限があります。ポップアップ通知機
能のほか、アンケート記入、講義資料の閲覧などに便利です。」

今号の特集
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ヒトスジシマカ（左）とネッタイシマカ（右）（時事特集より）

医学英語に挑戦

時事特集
「忘れてない？ デング熱とジカ熱」
○ブラジルＷ杯とデング熱（安達）
2014年の夏、ブラジルで第20回FIFAワールドカップが開催された。ブラジルは22歳
のスター選手ネイマールの活躍で順調に勝ち上がったが、準々決勝の後半43分にネイ
マールが脊椎骨折の重傷を負い、準決勝でドイツに1-7の大敗を喫した。
2014年の夏、日本でデング熱に感染した患者3人が確認された。10日間で確認さ
れた患者66人はすべて海外渡航歴がなく、代々木公園の訪問歴があった。公園で採
取した蚊からデングウイルスが検出され、70年ぶりの国内感染であった。ちょうどこの夏、
ブラジルではデング熱が流行していた。

http://www.copa2014.gov.br/ptbr/noticia/zagueiros-marcam-eajudam-o-brasil-a-superar-acolombia-adversario-da-semifinalsera-a

○ブラジル五輪とジカ熱（安達）
ブラジルから始まった中南米のジカ熱流行を受け、2016年の冬、厚生労働省と国立
感染症研究所は、妊婦の流行地への渡航を控えるように勧告した。2月にWHOは
「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言し、日本ではブラジル滞在歴
のある10代男性がジカ熱に感染していることが確認された。現在、4類感染症と検疫
感染症に指定されている。
2016年の夏、日本でジカ熱感染による先天性小頭症が話題になった。国立国際
医療研究センターは妊婦パンフレットを作成して注意喚起した。オリンピックはブラジルで
開催されたが、テニスやゴルフで選手の出場辞退が続出した。男子サッカーのブラジルは
ネイマールの活躍で決勝に進み、PK戦で優勝を決め、ドイツに雪辱を果たし、オリンピッ
ク初優勝を飾った。
◎ブラジル デング熱の発生件数が減少（2017年5月10日 ニッケイ新聞）
ブラジル保健省の8日の発表によると、今年に入ってからのデング熱・ジカ熱・チクング
ニア熱の感染者数が昨年同期比で著しく減少したことが分かったと9日付現地紙が報
じている。減少が顕著なのはデング熱で、今年に入ってから4月15日までに発生して感
染が疑われる件数は、昨年同期比88.9％減の11万3381件であり、「予防が効果
的」と語っている。

http://agenciabrasil.ebc.com.br/rio
-2016/foto/2016-08/brasilconquista-primeiro-ouro-olimpiconos-penaltis

◎ブラジル ジカ熱の非常事態終結を宣言（2017年5月12日 BBCニュース）
ブラジルは11日、ジカ熱に関する非常事態の終結を宣言した。感染例が大幅に減
少したためであり、今年1～4月に報告された感染者数は昨年同期と比べ95%減少
した。ジカ熱の脅威がピークに達したのはブラジルがオリンピック開催に向けて準備を進め
る中、2015年11月に非常事態を宣言。その後、ジカウイルスの媒体となる蚊の駆除
活動が行われた。
◎ジカ熱 ウイルス初検出の約1年前から感染広がる（2017年5月25日 NHK
ニュース）
イギリスなどの研究グループの分析によると、ジカ熱の感染が拡大したブラジルでは、ウ
イルスが初めて検出された約1年前から地域での感染が始まっていたことが分かり、「今
後も気づかないうちに感染が広がるおそれがあり、蚊が繁殖する時期を前にウイルスの
監視態勢の強化が必要だ」としている。
ジカ熱に詳しい神奈川県衛生研究所の高崎智彦所長は、「ジカ熱は通常症状が軽
いため、気づかぬうちに流行が広まっていたということは十分に考えられる。日本でも蚊が
活動する季節となり、知らない間に感染が広がるというリスクも考え、医師は特徴的な
症状を事前に頭に入れておくなどの対策が必要だ。東南アジアや中南米など流行が起
きた国に行く場合は、蚊に刺されない対策を徹底してほしい」と注意を呼びかけている。

日経新聞
http://
www.nikkeyshimbun.jp/2017/1705
10-23brasil.html
BBCニュース
http://www.bbc.com/
japanese/39893242
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/
html/20170525/
k10010994081000.html

ジカウイルスのここに注目！（柏木）

医学教育研究センターのニュース
レターに記事を投稿したいと言う方

デングウイルス、ジカウイルス共に、フラビウイルス科の仲間であり、これらのウイルスに近
縁なものには、日本脳炎ウイルス、黄熱ウイルスなどがあります。お気づきのように、これら
のウイルスは全て「蚊」によって媒介されます。ジカウイルス感染症の注目点は、節足動
物媒介性、かつ先天性疾患を起こすという点です。不顕性感染も多く、蚊によって、知
らずの内に先天性疾患を起こす感染症が広がるという恐怖があります（柏木）。

は、是非ご連絡をください。教員、
学生問いません。教育に関する事、
学校生活に関すること、ボランティア
活動に関する事、大学に対する要
望など、受け付けております。
医学教育研究センター

ジカ熱の流行地域
http://www.cdc.gov/zika/images/
zik-world-map_01-152016_web.jpg

Wikipediaで医学英語に挑戦
１．デング熱（Dengue Fever）
① 症状と経過は？ ② 感染経路と診断は？ ③ 予防や対策は？ ④ 治療は？
Dengue fever is a mosquito-borne tropical disease caused by the
dengue virus.
Symptoms typically begin three to fourteen days after infection.
This may include a high fever, headache, vomiting, muscle and joint
pains, and a characteristic skin rash. Recovery generally takes two to
seven days. In a small proportion of cases, the disease develops into
the life-threatening dengue hemorrhagic fever, resulting in bleeding,
low levels of blood platelets and blood plasma leakage, or into dengue shock syndrome, where dangerously low blood pressure occurs.
Dengue is spread by several species of mosquito of the Aedes type,
principally A. aegypti. The virus has five different types; infection
with one type usually gives lifelong immunity to that type, but only
short-term immunity to the others. Subsequent infection with a different type increases the risk of severe complications. A number of
tests are available to confirm the diagnosis including detecting antibodies to the virus or its RNA.
A novel vaccine for dengue fever has been approved and is commercially available in a number of countries. Other methods of prevention are by reducing mosquito habitat and limiting exposure to
bites. This may be done by getting rid of or covering standing water
and wearing clothing that covers much of the body.
Treatment of acute dengue is supportive and includes giving fluid
either by mouth or intravenously for mild or moderate disease. For
more severe cases blood transfusion may be required. About half a
million people require admission to hospital a year. Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen should not be used.

先天性ジカウイルス感染症
（小頭症）
http://www.cdc.gov/ncbddd/
birthdefects/images/microcephalycomparison-500px.jpg

２．ジカ熱（Zika Fever）
① 症状と経過は？ ② 感染経路と診断は？ ③ 予防や対策は？ ④ 治療は？
Zika fever (also known as Zika virus disease and simply Zika) is an
infectious disease caused by the Zika virus.
Most cases have no symptoms, but when present they are usually
mild and can resemble dengue fever. Symptoms may include fever,
red eyes, joint pain, headache, and a maculopapular rash (*). Symptoms generally last less than seven days. It has not caused any re-

ported deaths during the initial infection. Mother-to-child transmission during pregnancy can cause microcephaly and other brain
malformations in some babies. Infections in adults have been
linked to Guillain–Barré syndrome (GBS).
Zika fever is mainly spread via the bite of mosquitoes of the Aedes type (**). It can also be sexually transmitted and potentially
spread by blood transfusions. Infections in pregnant women can
spread to the baby. Diagnosis is by testing the blood, urine, or
saliva for the presence of Zika virus RNA when the person is sick.
Prevention involves decreasing mosquito bites in areas where
the disease occurs and proper use of condoms. Efforts to prevent
bites include the use of insect repellent, covering much of the
body with clothing, mosquito nets, and getting rid of standing water where mosquitoes reproduce.

デング熱（Wikipedia）
https://en.wikipedia.org/wiki/
Zika_fever
ジカ熱（Wikipedia）
https://en.wikipedia.org/wiki/
Zika_fever

There is no effective vaccine. Health officials recommended that
women in areas affected by the 2015–16 Zika outbreak consider
putting off pregnancy and that pregnant women not travel to
these areas.
While
there
is
no
specific
treatment,
paracetamol
(acetaminophen) may help with the symptoms. Admission to hospital is rarely necessary.
(*) maculopapular rash：斑点状丘疹
(**) Aedes：ヤブカ、とくに(黄熱・デング熱・ジカ熱を媒介する)ネッタイシマカ

興味がある方への追加問題（柏木）
＜デング熱＞
⑤ デングの語源は？ ⑥ デング熱の別名は？
＜ジカ熱＞
⑤ ジカの語源は？ ⑥ ジカウイルスの発見は何年？
解答は医学教育研究センターまでお問い合わせください。

医学教育研究センターは最先端の技術で学生と教員を繋げます。

編集スタッフより
こんにちは。編集担当の柏木です。第2２号です。今月号は、なんと、臨床研修管理
センターさんから、ニャンコの投稿がありました。皆様もご自慢のニャンコがおりましたら、是
非ご紹介ください。ニャンコに限らず、ワンコも募集しております。ウサコ、ワニコ、ムササビ
コ、フクロウコでも大丈夫です。

お問い合わせ先
当ニュースレターついてお気軽にお問い合わせください。 記事も募集しています。
久留米大学医学部 医学教育研究センター 編集担当：柏木 孝仁
〒830-0011 福岡県 久留米市旭町67 TEL: 0942-31-7764 FAX: 0942-31-7765
https://csme.kurume-u.ac.jp E-MAIL: csme@med.kurume-u.ac.jp

今月のニャンコ（Rico君）

