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マダニによる感染症について

　12 月になりましたが、日中は気温も暖かく、

冬とは程遠い日が続いています。

　春から秋にかけて活動が活発になるマダニで

すが、マダニに咬まれることによって発症する

「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」という

感染症があります。

　平成 23 年に初めて特定された SFTS ウイルス

に感染することにより引き起こされる病気で、中

国において新しい感染症として流行しているこ

とが報告されています。

　ウイルス自体は以前から国内に存在していた

と考えられますが、平成 25 年 1 月に山口県に

おいて初めて患者が報告され、複数の府県におい

て患者の発生が確認されています。

　感染経路としては、多くの場合、ウイルスを保

有しているマダニに咬まれることにより感染す

ると言われています。インフルエンザのように、

容易に人から人へ感染して広がるものではない

とされています。

　症状は、マダニに咬まれた後、6 日から２週間

程度の潜伏期間を経て、主に発熱、消化器症状 ( 食

欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛 ) が出現します。

時に頭痛、筋肉痛、神経症状 ( 意識障害、けいれ

ん、昏睡 )、リンパ節腫
しゅちょう

脹、呼吸器症状 ( 咳など )、

出血症状 ( 紫
しはん

斑、下
げ

血
けつ

) を起こします。

　全国での発生状況については、国立感染研究所

によると、2020 年 5 月 27 日現在で、517 件
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の報告がされています。

　宮崎県内では、平成 25 年 3 月の届出開始か

ら今年 11 月 1 日までで、73 件の報告があり、

20 人の方が亡くなっています。

　マダニは、家庭内にて寝具や衣類に発生する

「ヒョウヒダニ」とは種類が異なり、堅い外
がい

皮
ひ

に

覆われ、比較的大型 (3 ～ 4 ㎜ ) であり、主に森

林や草
くさ

地
ち

などの屋
おく

外
がい

に生息しており、日本全国に

分
ぶん

布
ぷ

しています。

　宮崎県でも県北部から県南部まで幅広く分
ぶん

布
ぷ

していますので、県内全域で注意が必要です。

　感染予防としては、「マダニに咬まれないよう

にする事」が最も重要です。

・草むらや藪
やぶ

など、マダニが生息する場所に入

る場合は、長袖、長ズボン、足を完全に覆う

靴を着用して肌の露出を少なくしましょう。

・ディートやイカリジン成分を含む虫除けスプ

レーは、一定の効果があるとされています。

・マダニに咬まれても痛くもかゆくもない場合

もあります。屋外活動後はシャワー浴や入浴

をし、マダニに刺されていないかを確認しま

しょう。

・吸
きゅうけつちゅう

血中のマダニを見つけた場合は、無理に引

き抜こうとするとマダニの一部が皮膚内に

残ってしまうことがあるので、できるだけ医

療機関で処置をしてもらいましょう。

・マダニに咬まれた後、発熱などの症状があっ

た場合は、医療機関を受診しましょう。その

際、いつ、どこを咬まれたか、どのような活

動や行動をしたのか、情報を伝えましょう。

・ペットを家に入れる時には、ブラッシングを

してマダニが付いていないか確認しましょ

う。また、獣医師に相談して、マダニの駆除

剤を使用しましょう。

　また、体調不良のネコから咬
こうしょう

傷暦のあるヒトが

SFTS を発症し死亡した事例がありました。稀
まれ

な

事例ではありますが、SFTS を発症した犬やネコ

の体液からヒトに感染する事も否定できないこ

とから、ペットの体調が悪そうな時には、動物病

院を受診したり、過剰な触れ合いを避けるなど、

注意が必要です。

五大奉仕委員長・各委員長中間報告

　活動計画である①年2回のインフォーマルミー

ティングの開催、② 3 年未満の会員との懇親を

深めるだが、コロナの影響をみながら年明け以降

に実施していきたい。

クラブ奉仕委員会� 岩切　久美　委員長

・ひまわり賞の選考については、本日の理事会に

て審議の上決定し来年1月に授与式開催の予定

・職場訪問は、10/19 にママンマルシェたかな

べに行き実施済み

職業奉仕委員会� 平木　泰英　委員長

青島学園に対して

・寄贈品として8/3 に音響施設を贈呈した

・秋楽祭は中止だったが、子供たちへのプレゼン

トを11/28 にお渡しした

・卒業式に何かできないか企画中である

社会奉仕委員会� 鳥越　逸雄　委員長



五大奉仕委員長・各委員長中間報告

・国際奉仕に関して、10/26　SDGs について卓

話を実施した

・ロータリー財団委員会活動については今後実施

していく

国際奉仕委員会� 迫園　洋二　委員長

・委員会の役割を理解し、情報提供をとにかく頑

張ります

雑誌・ロータリー委員会� 森重　文彦　委員長

・コロナもあり、会員卓話を中心にプログラムを

組んでいるが、4 月以降は外部卓話を入れてい

きたい

プログラム委員会� 青井　慎一　委員長

・奨学生が無事終了した

・米山奨学会を理解していもらうための卓話を

11/16 に実施した

米山奨学委員会� 上村健太郎　委員長

・年 2 回の研修会のうち 1 回は 11/2 に実施済

み

・ロータリーの友、ガバナー月信は毎月目を通し

てください

クラブ研修委員会� 村川　保訓　委員長

・活動方針にある「気品を保ち」例会が実施でき

るよう努めていきたいので、皆様ご協力お願い

します

ＳＡＡ委員会� 濱田　国雄　委員長

　ライラ、今期はコロナで中止となった

青少年奉仕委員会� 長友　廣志　委員長

・週報の発行は、関係各位の協力のもと滞りなく

実施済み

・facebook の活用ができていないので取り組み

たい

クラブ会報・広報委員会� 越山　直美　委員長



例 会 記 録 第984回  2020年12月7日（月）

プログラム

・会長タイム

・幹事報告

・委員会報告

◎セレモニー

◎五大奉仕委員長・各委員長中間報告

出席状況報告

12月7日 第984回 11月16日 第982回

会員数 29名 会員数 29名

出席数 19名 出席数 23名

出席率 65.52％ 修正出席率 82.76％

メイキャップを積極的に行いましょう。

メーキャップ　　前取り：青井　慎一  君

・	 12/1　青島学園への活動に関し宮崎県社会

福祉事業団から表彰されました。

幹事報告

１．12 月、1 月、2 月のプログラム

〇	12/21　クリスマス夜間例会を取りやめ

昼間例会へ変更する

〇	1/18　新年家族懇親会（夜間例会）を

取りやめ昼間例会へ変更し、宮崎神宮へ

の参拝と周辺で昼食をとる形とする

〇	2 月のプログラムは 4 回とも会員卓話を

予定している

２．職業奉仕賞の選定を実施。全員一致で承認

された

命のはうす保護家　山下　由美　様

　（推薦者　岩切　久美　会員）

３．2021 ～ 2022 年度　理事役員について

歴代会長会開催のうえ承認された

４．その他

○	11 月末時点決算中間報告を行った

○	青島学園に対して

・クリスマス会へのプレゼント要請が

あったが、秋楽祭の贈呈から間がない

こともあり今年は見送る件について承

認された

・卒業生を送る会として、ウェルシティ

で食事マナー教室開催を提案、承認さ

れた

○	インフォーマルミーティングを以前行っ

た宮崎中央 RC との共同開催の企画があ

る

○	柳園会員に対し 12 月末にて退会勧告す

る件について承認された

理事会議事録

スマイルＢＯＸ

岩切　久美　君

12/11 で 41 才になります。

３才の息子の相手をする事に少し限界を感じ

ています。


