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※このメールはとちノきネットワーク会員にご登録いただいた方、とちノきセ

ミナーへご参加いただいた方にお送りしています。 
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【医療コラム】熱帯医学「ダニ媒介感染症」 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

梅雨の季節です。じめじめした毎日どうお過ごしでしょうか。 

梅雨入りしないといわれる北海道ですが、今年は雨の毎日が続いています。北

海道のこの時期の雨は、蝦夷梅雨やリラ冷えと呼ばれます。 

今月は余市にいます。今週末は久しぶりに草が生え放題になっていた庭の手入

れをしました。北国では雪が溶けると草木が激しく芽吹きます。半そでで作業

をしていたら腕がかぶれました。春から秋にかけて山や草むらで活動する機会

が多くなります。野山に生息するダニに刺されることで感染症を起こすことが

あり注意が必要です。 

特に最近になって話題になっているのは 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)と

呼ばれるダニ媒介性ウイルス感染症です。SFTS は２０１１年に中国の研究者ら

によって発表されました。マダニによって媒介されフレボウイルスが原因です。

下痢、筋肉痛、意識障害に続き、血球減少、出血症状を起こします。致死率は

6.3％～30％と報告されており、有効なワクチン、治療薬はなく、対症療法にな

り ま す 。 今 の と こ ろ 報告の 大 多 数 は 西 日 本 に 限 局 し て 

い ま す 。https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/sa/sfts.html 

 

その他日本で感染する可能性のあるダニ媒介性感染症にはツツガムシ病や日本



紅斑熱があります。ツツガムシ病はタイの田舎でも良く経験しました。北海道

ではライム病、ダニ媒介性脳炎が報告されています。草むらや藪に入る場合に

は、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し肌の露出を少な

くする、またディート等虫よけスプレーも効果があります。ダニに気を付けな

がら楽しい野外活動を送りましょう。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html 

 

マヒドン大学熱帯医学部、余市病院 内科 

森 博威 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

（特活）シェア キャリアナビ講座のご案内 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

【国際看護・保健を目指す人のためのキャリアナビ講座】 

看護師として国際協力を目指したいけれど、キャリアステップが分からない」、

「途上国で働くことが夢だけれど最初に何のスキルをつければよいのか迷って

いる」、「国際看護・保健分野で活躍している先輩の話を聞いてみたい」など、

国際協力に関心はあるけれど、一歩踏み出せない看護師の方向けにお勧めの一

日の講座です。 

 

日時：2017 年 7 月 15 日（土） 10:00～18:00   

※開場 9：40 分 

会場：JICA 地球ひろば 「セミナールーム 201AB」 

東京都新宿区市谷本村町 10-5 （http://bit.ly/2ds4Anu) 

受講料：10000 円（税込） 

詳細・お申込みはこちら 

http://share.or.jp/share/news/20170519.html 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

（特活）シェア 報告会×スペシャル対談のご案内 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

【カンボジア駐在員帰国報告会×スペシャル対談 2017】 

カンボジア歴２０年！人材育成の分野で活躍してきたシェアカンボジア駐在員

でベテラン看護師のモーガン三恵子が、みなさまにご報告します。 

 

日時：2017 年 7 月 19 日(水) 18：30～20：30 



場所：浅草文化観光センター 

東京都台東区雷門二丁目 18 番 9 号 

定員：30 名 

参加費：無料 

詳細・お申込みはこちら： 

http://share.or.jp/share/news/20170615.html 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

JAMSNET 東京 第６回講演会のご案内 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

作家の浅田次郎先生の基調講演｢日本人の死生観｣もあります。 

是非大勢の皆様のご参加お待ちしています。 

 

テーマ：異国での生と死を見つめて 

日時：7 月 23 日(日) 14:00～17:30 

会場：東京医科大学病院 本館６階 臨床講堂（最寄り駅 西新宿） 

参加費：会員無料・非会員 1000 円・学生 500 円 

※懇親会（2000 円）も予定しています。 

後援：外務省、日本渡航医学会、NPO 国際人をめざす会 

お申し込み先：info@jamsnettokyo.org 

お名前、会員の有無、懇親会参加の有無、ご連絡先メールアドレス、情報入手

先もお書き下さい。 

詳しい内容はこちら：

http://www.jamsnettokyo.org/news/2017/05/post-48.html 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

国境なき医師団 海外派遣スタッフ募集説明会 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

国境なき医師団（MSF）日本による、海外派遣スタッフ募集説明会です。 

派遣経験者が現場の活動報告を、採用担当者からは採用情報をお話致します。 

質問の時間もたっぷりあります。 

MSF で働くことに関心のある方の参加をお待ちしております！ 

詳細・お申込みはこちら http://www.msf.or.jp/work/infosessions.html 

 

≪札幌説明会≫ 

日時：2017 年 8 月 19 日（木）14:00-16:00 

mailto:info@jamsnettokyo.org


会場：北海道立道民活動センター  

「かでる 2・7」 730 会議室（7 階） 

定員：40 名（入場無料） 

参加予定の MSF スタッフ：池田 知也 / 堀 正貴 

 

≪Web 説明会≫ 

国境なき医師団（MSF）日本による、オンライン版で海外派遣スタッフ募集説

明です。内科医で疫学専門家の鈴木基が、フィールドの仕事や生活、応募前か

ら現在までの国内でのキャリアについてお話します。 

ライブ中には、みなさまからの質問にもお答えします。 

MSF で働くことに関心のある方の参加をお待ちしております！ 

 

日時：2017 年 7 月 23 日（日）14:00 ～ 15:00 

※お申し込みされた方に、視聴 URL をお知らせします。 

参加予定の MSF スタッフ：鈴木 基 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

国境なき医師団 ワークショップ・セミナー案内 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

≪外科・産婦人科・麻酔科セミナー2017≫ 

MSF は、紛争地や災害現場のほか、必要な医療が人びとに届いていない地域、

感染症が流行する地域でも外科活動を行っています。人道・医療援助の現場で、

MSF の医師たちはどのような外科治療を行っているのか、また、どのような技

術が使われているのか、本セミナーでは、実際に MSF の活動現場でプロジェク

トに参加した医師が、フィールドでの経験に基づいてお話します。 

 

日時：10 月 22 日(日) 11:30～18:10 

会場：国境なき医師団日本事務局 4 階 

講師：国境なき医師団のフィールドを経験した医師 

言語：日本語 

参加費：無料（要事前申し込み） 

対象： MSF の活動に参加することに関心のある外科、産婦人科、麻酔科の医師 

定員：100 人 

詳細・お申し込みはこちらから 

http://www.msf.or.jp/work/infosessions.html 

 



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

第 1 回 日本国際小児保健学会（JICHA）  

学術大会 2017 のご案内 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

国際小児保健研究会（JICHA）は、「子ども、健康、国際」をキーワードとして

小児科医を中心に、途上国における国際保健医療協力や小児保健医療に関する

研究調査、活動、評価などに関する実践的研究を行っています。「国際保健活

動の計画・実施･評価に関して自由に議論する場を提供し、世界の子どもたちの

健康のために邁進する」という目的のもと、海外での研究だけでなく、インバ

ウンド、アウトバウンドなど国内の研究も含む年次集会（学術集会）を開催し

ます。 

 

テーマ：「だれひとり取り残さない小児保健医療をめざして」 

会期：8 月 26 日(土) 

会場：国立研究開発法人国立成育医療研究センター 

（東京都世田谷区大蔵 2-10-1） 

参加費：1,000 円※夜は懇親会を予定しています。 

詳細はこちらから：http://jicha.jp/ 

事務局：社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院国際事業部 浦部大策 

連絡先：聖マリア病院 国際事業部 

電話：0942-35-3322 FAX：0942-34-3336 

E-mail：jicha@st-mary-med.or.jp 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

とちノきネットワークにお心当たりのない方、解除その他メールマガジンに 

関するお問合せは、北海道社会事業協会余市病院地域医療国際支援センター 

までご連絡ください。E-mail：info@tochinoki-net.com 
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【発行元】北海道社会事業協会  

余市病院地域医療国際支援センター（月１回） 

□MAIL. info@tochinoki-net.com 
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