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く予定になる︒

考えると共に︑各事業
所の理解を要望する事
とした︒また︑それら
改善に伴う講習会を開

②福利厚生事業

する事が原則で有り︑

組合員各位に一番密
着している厚生事業を
一段と強化する為︑本
部厚生委員の他に各支
部担当の専門委員を設
け愛板共済制度の加入
促進に助力を願う︒な
お︑事務局で保管して
いる共済手数料も年々
増えつつ有るが︑これ
を組合事業資金に使用
する為には︑公平を期
組合員の九割以上の加
入が必要となる︒

以上・五時閉会

め理事待遇とする︒

任期満了に伴い各委
員会に所属して頂く委
員の人選と適性を協議
した︒また青年部代表
には︑理事会出席を認

③各委員会の構成

加入増強に力を入れる︒

その他︑健康保険︑

員会﹂を特別に設
け内容の再検討を

労災保険︑年金基金の

﹁保証事業推進委

①共同保証事業

名古屋市昭和区
北山町３−８−６
電話７３２−１２２６
発行広報委員会

保証制度発足か
ら数年が経ている
が︑いまだ一件だ
けの実績に過ぎな
い︒そこで安定経
営︑不況対策など
に対応出来るよう

陸汀●ザ

議した︒

点事業の取組を協

平野理事長挨拶に続
き平成五年度事業計画
にもとづき今年度の重

︵知多︶の両氏には初
の会議となった︒

琴常識罫狸型崇塾寿劃
六月十八日︑新年度
第一回の常務理事会を
開いた︒役員改選によ
り今年度より常務理事
に着任された長谷川信
俊︵名古屋中︶小島広

＃Ｊ三

識

愛 知 県
板金工業組合
することとした︒

そして︑保証事
業を逸早く取り上
げ成功している他
の県板の実績や方
法等を参考にしな
がら︑保証内容︑

検査体制の簡略化
など︑適用事業所
が取組易い方法を

望

聯

識
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話題のひとつに作業
中の態度についてパイ
プ台︑折り台の足の件
で︑道具と治具の区別
のつけにくい物で︑本
来の作業姿勢を指導す
るか︑また︑最近は作
業台を使用して立った
ままで仕事をする方法
が普及してきたことを

会が行われた︒

採点終了後︑場所を
かえて軽い食事と反省

というものだろうか︒

しかし︑彼等の下請
け加工品や︑既製品を
取り付け作業の多い現
在と︑昔職人の製品加
工から取り付けまでを
美しく仕上げようとし
た業を比較するのは酷

多かった︒

審査に加わった私の
目で見たところ平均し
て︑合格ラインは越え
ているが少し注意をし
て作業すれば美しい仕
上りと思われるものが

蕊

︵内外装板金︶を実施
７月肥・岨日名古屋 級は４時間の制限時間
市 北 区 安 井 町 の 愛 知 県 と釦分の余裕時間内で
立名古屋高等技術専門 行われた︒
校において︑今年度の
課題は昨年と同じ形
式の物であったが半田
技能検定が行われた︒
昨年は岡崎市が会場 付け作業において長い
であったが今年度は新 あいだ炭火で行ってき
設されたばかりのこの たが今年から電気ごて
会場で１級唱名と２級 を使用することになっ
型 名 の 受 験 申 込 者 を 対 た︑そのため炭火の暑
象に実技試験を行った︒ さは無い変わりにエン
ジン発電機の騒音が拍
子木の音と共に暑さを
増した︒

肥日は９時帥分より
受け付けをおこない皿

時より作業を開始した︒

が同会場で行われた︒

翌旧日は作品の採点

作業時間は昼食を挟ん
で１級は４時間半︑２

Ｉ
識 !f蝋蝉脚

た︒

考慮するか意見が別れ

また︑受験のための
講習会の指導法につい
て︑現場の日常作業で
は殆ど体験したことの
ないこの課題は合格ラ
インを目標に指導すれ
ば良いではないか︑と
いう意見と︑国家検定
であり︑１．２級資格
者であるためには図面
に従って理論的かつ正
確に展開し︑加工法で
はこの部分はこの道具
を使ってこの方法で作
業するというように基
本的なことは指導する
べきだ︑との内容の意

見があった︒

した︒

熱心な意見交換も笑
い声とかわり次回には
指導者の研究会をおこ
ない受験者たちが高い
レベルの作品で合格で
きるよう約束して解散

＋安全対策ノ
﹁これだけは知っていて欲しい﹂

チェックをする︒

⑤着地ヨシ！
動作の例題として活
︑よ︾っ

五・不要になった品物
は︑速やかに持去る

免許︑工具等の
用して下さい︒

品は絶対に使わない︒

事︒

をして︑作業しよう︒

◆危険予知︵ＫＹ︶

める︶

③これが危険のポイン
トだ︵重要項目を定

︵対策︶

②あなたならどうする

圭己

でいるか︵事故災

①どんな危険がひそん

◎服装と保護具
◆服装・キチンとした
身なりで仕事をしよう
・セイケッなものを身
につけよう・体に合っ
たものを身につけよう
◆保護具・保護具は危
険から身を守るもので
す・使う前に異常の有
無を点検しよう・不良

る

で職場を離れない事︑

の指示に従い︑尚無断

歩行中や作業中︑くわ
えタバコはしない︒ク
レーン等の吊荷の下に
は絶対に入らない︑不
安全設備︑行動又は異

常事態を発見したら︑
監督員や作業指揮者に︑

としています︒そして︑

すぐ知らせる︒など徹
底した活動を望み︑安
全作業は無理︑無駄の
ない自然な行動を基本

能率と安全は一体のも

我をしないさせない︑

のであり︑安全を守っ
て行う仕事は良い仕事
に巽ります︒﹁私は怪

いものです︒

沼淫

他人にもさせない﹂と
心に誓い︑今日も安全
作業に取くみます︒お
互に完全無災害を達成
し︑今年も乗りきりた

ご安全に

……………….……………一一…………………………………………………‑…………………＃
（注）一人当たり１泊２日￥40,000‑
$

④守らせる人を決める
⑤チームの行動目標を
決め皆んなで唱和す

用する︒

１２:4013:20

方策とも云えよう︒

◎ＡＳＫ運動の推進
災害や事故は﹁安全
ルール無視﹂・﹁危険
予知の不足﹂・﹁確認
不足﹂等による不安全
行動に起因するものが
多い︒このため一人ひ
とりが自ら﹁危険感度
を高め﹁考えた安全行
動﹂を習慣化するのが
ＡＳＫ運動の狙いです

◆安全帽．原則として
元請名記入のものを着

◎始業点検
◆作業前に必ず始業点

（各車集合）

異常気象とは云え︑

囚安全ルールの遵守
回指差呼称の徹底
図危険予知の実践

滑らない靴を着用︒

◆通常は安全靴を使用
するも︑地下タピ及び
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先づは初歩的な内容

◎重大災害防止︒
５つのポイント！
①落ちるナー．②落と

詳
し
く
は
後
日
各
支
部
長
さ
ん
に
連
絡
い
た
し
ま
す
の
で
､
支
離
長
さ
ん
に
申
し
：
一一一一一一一一一一…一一一：

あ・お

すナ１．③挟まれる

込んで頂くことにな.ります。（別表参照）

寒気が流れ込み︑日本

検をしよう︒
・不良工具はないか︒

◆安全帯・常に着装し
墜落のおそれ又は２ｍ
以上の高所での使用︒
・フックは腰より高い
位置に掛ける︒
◆手袋・防じんメガネ︑

を使う︒

防じんマスク︒作業に
応じて指示されたもの

に扱わない︑作業は︑

◎｜般的な心得
決められた規則等は
必ず守り︑同僚などの
不安全行動を発見した
ら必ず注意し︑是正し
て頂く︑稼動している
機械類には絶対に近づ
かない事とし︑スイッ
チには係員以外は勝手

監督員又は生指揮者

全国板金業者大会へ参加してください！：

から︑記述して見よう︒

・不良安全帯︑メガネ

ナ！④感電するナ！
⑤爆発する危険！
◎４Ｓ・又は６Ｓ
整理︑整頓︑清潔︑
清掃を４Ｓと云う︒
わる︒

６Ｓは賎︑習慣が加

と︒

一・作業通路をつくり
有効に使い︑通路内
に物を置いたり︑作
業をしたりしないこ

してキレイニー．

二．物の置き方は︑安
定し︑区別され︑そ
三．物の置き場所は標
示する︵社名︑連絡
先等︶

四・毎日の一仕事一片
付けを確実に実行し

＃

お問い合わせは愛知県板金工業組合・早川まで

１７$００頃

１４:００１４:3０１５:４０１６:1０

マスク等はないか︒

・不良ワイヤがないか
・不良ガスホースはな
いか︒︵特に電動工

具関係を注意する
事︶

し決める︒

◎指差呼称
◆基本指差呼称
⑩目で←注意点をさが

②指で←注意点を差す
③口で←○○ヨシ！
△吊荷の作業をする場
合は︑笛又は手信号に
て機動操縦者に合図に
よって指示する︒
①台付ワイャョシー．

②地切りヨシ！
③方向ヨシ！

④旋同ソ！

平成６年５月18日に開催される全板大会の参加コースが決まりました。＃

国中が不況風に煽ら

③体調︑服装︑保護具︑

をしない︒

②早のみ込み︑早合点

切な事はメモする︒

⑪作業内容を聞き︑大

にもとづいて行う︒

れ︑一方北海道南西沖
﹁安全はすべてに優先
での地震災害発生︑多
する﹂
くの犠牲者と重なり︑
◎挨拶をしよう
併せて政府の早急な対
一．心構えとして挨拶
策を必要とする時に︑
は︑よりよい人間関
係を作るための潤滑
政権の異変一体どうな
るのか︑吾々の感心は
油です︒
連日のニュースに釘づ
一．右手の親指と人差
けにならざるを得ない︑
指で︑ゼロの輪を作
り︑他の指はまっす
半面吾々を取巻く環境
ぐ伸ばし︑腕を高く
は厳しく︑鷹が獲物を
上げて行う︒﹁ゼロ
捕獲するが如く︑一物
サイン﹂と云う︒
件に集中し乱戦模様の
繰り返し︑値崩れに拍
一．積極的に︑相手よ
車を掛け︑益々困窮に
り先にする様に︑心
押しやられ︑建設業界
掛けましょう︒
一．挨拶を受けたら︑
の汚職︑だれを信用し
て良いか疑いたくなる
必ず返すこと︒﹁返
のでは︑早く政治︑経
礼﹂
済︑業界などなどが一
一・工事現場に於いて
日も早く回復し私達に
は顔見知りの有無に
かかわらず︑誰とで
夢を与えて欲しいもの
も︑ゼロサインで気
である︒
さて︑これらを踏え
軽に挨拶する︒
常日頃から︑安全の確 ◎ミーティングと
保を如何になすべきか︑
危険予知
◆ミーティングは︑作
業指示書・施工計画書
今一度再検討の必要性
が生じてくるのではな
いか︑今がチャンスの
時期︑安全作業に於け
る技能講習や︑資格取
得の絶好の機会︑事業
主の義務として従業員
に教育するのも一つの

/１，(木)芦…−みどりの広鰯…)−越前の鯖一金濯"：
−南条鼠ﾊ−菱着鼠ﾊｰｰ富Lo‑JR名吉属西。：
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平成５年８月１５日（２）
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愛知県板厚生委員会
は県板事務所で各々
事務手続きを行って

︵労災保険︶雇用保険

厚生委員会開催
︵滝伸次委員長︶は︑

のではないか︒

ると︑掛け金も少なく
てすみ老後も子供に頼
ること無く安心できる

で労蛎陳に加入しな

板事務所にご相談下さい︒

ければなりません︒ま
だ未加入の組合員は県

ロー﹄毒一国Ｄロ﹃﹄一﹄一己Ｉ・一﹄一箸●●凸二一宕弓己二一冠︒ロ・﹄︻一宇︒．・・二冒・０．・画一醇弓

ロ自二一再・函吊一雪国

９月に検討会を行う︑

年内開催を目標に８〜

を検討した︒
積算講習会については

ロ・﹃一雪Ｆｐｐ﹃︼一君・Ｉ・﹄﹃一二口ｑ凸・二一﹃・ロ︒・二一一■１二一雪冒・凸一﹄舌・口・■呂宕ｄ︲︲ロ二一二■ロ︒凸﹄﹃一弓︒ｑ■﹄一﹃﹄・・・・﹃︼君

技術研究委員会開催

Ｌ技術研究・経営対
策合同委員会では昨年
十一月に板金工事積算
講習会を開催したとこ

金がもら︾えづ︑ただ働

場合︑契約Ｉ｜上事を
行うとき︑この部分は
見積もっていないから
と言って施工しないわ
けにはいかない︒そう
すれば工事代金の決済
のときに追加で出れば
良いが自分の見積もっ
た部件であり承認され
ないことが多い︒そう
なれば工事はしたが代
きになる︒またトラブ
ルの原因になる︒
最近は高級思考から︑

建物も複雑になってき
ていて︑しっかり図面
を読まないと隠れた場
所があり見落とすこと
このような事から次

がある︒

回の積算講習会には︑

することになった︒

図面の読み方も含めた
講習会を開くよう検討

終了した︒

次回委員会は８月配
日に図面に関する資料
など持参して開催する
ことを決めて委員会を

された︒鷲見

本日の委員会は技術
委員９名中８名の出席
で３時〜５時まで開催

なる︒

はないか︒屋根の㎡数︑

組合員の中には組合で
標準単価表を出してほ
しいという意見が多く
あるが︑この問題はい
つも出る意見だか︑公
正取引委員会に抵触す
るので難しい︒むしろ
問題になるのは数量で

また﹁鋼板製屋根構
法標準﹂の講習会は先
にトレーナー諦習を開
いてから年度内開催を
目途に開催することに
あった︒成果のほうは
良かったと言う意見や
もう少し具体的に出し
てほしいという意見も
ありもう一度開催した
らどうかという意見が

﹁鋼板制屋根構法標準﹂

２保証制度に伴う︑
ける人がいる様だが︑

の講習会は最後の講習
会を開催してすでに６
年を経過しているので

外壁の㎡数︑水切りと
か役物の数量がしっか
り出せないと見積もり
ができない︒もし積算
で拾い落としがあった

あった︒

仕事上の怪我は健康保
険で治療する事は出来
ない事になっているの

また︑怪我をしたと
き健康保険で治療を受

入って下さい︒

板の国民年金基金に

これを補うための制度
で県や市でもこの制度
がある︒加入はぜひ県

る事ができないので︑

者が出席し説明した︒

各保険会社から担当

いる︒

福祉共済制度は今年
９月︑５回目の更新に
なる︑この制度は検査
なしで加入でき︑安い
掛金で高額の補償が得
られるなど組合員︑従
業員の福利厚生に適し
あってはならない事だ

委員の皆さんは支部
に帰り各種保険の加入
促進と口数拡大に協力
をお願いする︒保険の
事で判らなかったり詳
しい事が知り度いこと
があれば県板事務所に
連絡すれば委託保険会
社から支部例会や自宅
まで説明に来て貰える

が万が一事故などに

◇７月Ｍ日︵水︶︶
県県
板一
一階
階会圭
板一三
議室
愛知県板技術研究委 今年度の事業に組み入
員会︵斎藤委員長以下 れたらどうか︒
委員九名︶では今年始
ａ講習会の開催方法
めての委員会を開催し はブロック別で分けて
て今年度の事業計画を 行 っ た ら ど う か ︑ な ど

組合ではいろいろの
保険を扱っているが︑

保険ごとに扱う保険会
社が違っている︒

川国民健康保険は全国
板金業国民健康保険
組合で我々の母体組
合が運営している︒

②福祉共済制度は太陽
生命保険相互会社
③全国板金業国民年金
基金は日本生命保険
相互会社
側中小企業特定退職金
共済・中小企業経営
者年金共済は三井生
命保険相互会社
⑤労働者災害補償保険

との事である︒鷲見

６月明日㈹２時帥分よ
り中小企業センターに
於て委員記名が出席開
催された︒議題は
ｌ福利厚生事業の充実
と推進について
２各種保険制度の内容
について
３意見交換
初めに平野理事が日
頃は県板で行っている
各種保険にご理解とご
あった時には一助とな
るが入率をみると岨％
と印％にも達していな
い９月の更新時には加
入促進・口数拡大を図
検討した︒

以上これらの保険は
従業員や事業主本人の
ための各種保険であり
共済制度と労災保険は
万が一怪我をしたり入
院をした時の補償の為
に︑国民年金基金と退
職金共済は事業を止め
たときや老後の為の貯
金の様な掛金であり健
康である若い時から入

協力を願っているが︑

りたい︒

ろ皿名もの参加者が

あった︒

国民年金基金の加入率
は卵％に満たない現状
でより一層のご協力を
お願いしたいと挨拶が

国民年金は国の国民
年金に加入している人
ならだれでも加入でき
る︒国民年金では厚生
年金ほどの年金を受け

第２７５号

板
愛
(3)平成５年８月１５日

◇中板協青年部◇

豊田松井

きとなった︒

員が紹介された︒第４
号議案︵その他︶では
本青年部の今後の方針
及び組織内容について
改善する様指摘を受け
たが︑新役員より順次
対応する旨解答があっ
た︒また本年度の中板
協図面コンクールの担
当は静岡県板との発表
があった︒総代会終了
後︑懇親会があり和や
かな雰囲気の内にお開

総代会開催

７月３日︵土︶三重
北勢地域地場産業振興
センターに於て岨時釦

出席者は愛知・岐阜

分より開会した︒

・三重・静岡・石川︒
福井の各県よりＭ名︑

但し富山県板には現在
青年部組織が無く︑石
川県板青年部は本年度
より参加され３名の方

が出席された︒

た︒

三重県板青年部部長
岩間氏の司会で始まっ
総代
代会
会は
は︑
︑中
中﹄
仮協青
た総
年部部長林氏の
挨拶の後︑来賓
の紹介があり中
板協議長である
鈴木静岡県板理
事長と副議長の
平野愛知県板理
事長が来賓を代
表して挨拶され

議案︵事業報告︑

谷倉愛知県板青
年部長を議長に
選出して議案審
議に入り第１号

決算報告︶より
順次可決承認さ
れた︒第３号議
案で役員の改選
が発表され︑三
重県板の桑原氏
を部長とする平
成５年度の新役

といえばすぐにアル

です︒

コールを思い浮かべま
すが日本の場合︑アル
コール性肝炎は全体の
卯％にすぎず残り帥％
はウイルス性肝炎なの

口1ウイノレス;行することはない｡海外旅行などの際感染のおそれ。

､･･･■････ＩＣ｡｡｡･･･････一･････凸宇･‑･･凸････ﾛ････････・ﾛﾛﾛﾛﾛ･ﾛ｡…．．……．ﾛ...P､.・・.‑...･凸｡申..､巳.････ﾟ..｡.｡..p､.｡..｡.....｡..凸....‑...‑..,........…．ﾛ...………･ﾛ.…ﾛ...△｡..̲ロー凸.｡̲凸一一一.｡｡.､ﾛ．．･･

感燈…重…群…蕊辞職賎建緩鵡:…芙滞帯謹鰐蕊艦
染めイルス:る。日本での流行発生はない。

；Ｂ型肝炎i血液や体液を介して感染。一過性感染と持続性感染があ

Ｂ型の存在が知られて
いた︒しかし最近では

それ以外の種類もわ
かってきた︒経口感染
のＥ型︑血液感染のＣ
型などです︒

若でがて体の戦たの衛が接状け染て水食んある炎とで
いす多いを人中戦悪生あな態にす経をべ・りこにＡき
世がいるもは世前か状り関と衛る口通物ままとか型二
代、の人つ抗代・つ態、係密生だ感しやたせは力､肝度

ウイルス性肝炎は︑

染！§…洲…鶏龍濡醐蟻蛎聯

これまで︑飲料水など

経:Ａ型肝炎ｉ２〜３月をピークに季節発生の傾向だが、慢性肝炎に移

Ａ型肝炎ウイルスは伝
染性肝炎の主な原因で
日本では急性肝炎の２
〜３割を占め︑即〜如
歳の女性に多くみられ
また冬に多く発生する
のも特徴です︒しかし
一度感染すると抗体が

感；ウイルス;炎になることが多い。日本ではほとんど見られない。

からの感染するＡ型と︑

《肝炎ウイルスの種類と特徴》

血液を介して感染する

液;デルタ(Ｄ)型肝炎旧型肝炎の人のみが感染し、欧米では劇症肝炎や重症肝

日本には慢性肝炎の
患者が約血万人いると
いわれています︒肝炎

Ⅷ剛輔Ⅷ職病

蕊
血；ウイルスiる。

平成５年８月１５日（４）

板
愛
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接・間接に他人につか
ないよう次の事に注意

では非常に少なくなっ
性感染とがあります︒

ない︒

②子供に口移しで与え

自分で行う︒

③自分の血液や分泌物
のついた物は自分で始
末し︑傷の手当て等も

は使わない︒

①歯ブラシ・カミソリ
等は専用にし他人の物

しましょう︒

ています︒

亡してしまいます︒

ます︒

Ｃ型は血液感染ですか
ら日赤血液センターで
は献血者の血液にＣ型
肝炎ウイルスの抗体を
もつ人があるかどうか
を検査した処︑唖％の
人がＣ型肝炎のキャリ
アであることがわかり
ました︒そこで感染を
防ぐ為︑今日では献血
の際にＣ型肝炎ウイル
スの抗体チェックを行
い︑もし抗体が陽性で
ウイルスキャリアと推
定される場合は本人に
通知することにしてい

Ａ型編集後記︼

七月二十八日になって

やっと梅雨が明けた︒
長梅雨タイ記録とか︒

拍車をかけたようだ︒

おまけに台風が相次い
で発生し︑この時期に
はめずらしく次々と上
陸して悪天候によけい

のではバチが当たる︒

七月は日照時間がわず
か十数時間︑雨の一滴
も降らなかった日は無
しでは﹁板金屋を殺す
には刃物はいらぬ﹂と
でも言いたくなる︒で
も雨で仕事が捗らない
位で不平を言っていた

災害が続発した︒

七月に入り各地で自然

を失う被害が出ている︒

九州各地の集中豪雨な
ど︑いずれも多くの犠
牲者を出し︑住居資産

く雲仙普賢岳火災流︑

北海道奥尻島沖の地震
と津波︑以前として続

キャリアの場合は肝機

な出来ごとである︒

天災とは言えお気の毒

畳

午後六時終了③

委員七名出席

一一七五号編集会議

七月一一十八日

のでは無いだろうか︒

この様な時︑板金業界
も何等かの形で災害救
済活動に協力する事を
考えなくてはいけない

活で様子を見ますが︑

西春井藤

といえるでしょう︒

慢性肝炎ではインター
フェロンによる治療が
検討中です︒血液を媒
介とする血清肝炎には
Ｂ型．Ｃ型以外にもま
だあるのではないかと
見られＣ型ウイルスの
発見を含め今後の課題

キャリアでは通常の生

る治療を行います︒

能が正常な無症候性

Ｂ型に比べると感染性
は低いといえますもし
Ｃ型肝炎にかかったら
初感染の場合は安静と
高たんぱくの食事によ

生活で注意しますが︑

Ｃ型肝炎を防ぐには︑

ありません︒

てきました︒

ウイルス性肝炎のうち
一番問題になっている
のがＣ型です︒実はＣ
型のウイルス自体はま
だ発見されていません
しかし︑Ａ型でもＢ型
でもない﹁非Ａ非Ｂ型
肝炎﹂の研究のなかで
Ｃ型肝炎の概要が少し
づつわかってきました
例えば︑Ｂ型肝炎では
ない慢性肝炎や肝硬変
の患者を調べると帥％
以上がＣ型肝炎ウイル
スです︒特に︑輸血に
よる急性肝炎はほとん
どがＣ型肝炎とわかっ
Ｃ型肝炎が問題なのは
成人してから感染して
も約半分の人がキャリ
アになる事で︑また帥
％以上の人が慢性肝炎
に進展して︐います︒

Ｂ型肝炎と同様︑日常

肝炎を恐れて神経質に
なる必要はなく︑当り
前の衛生習慣を守って
いれば感染する心配は

一過性の急性感染は大
人になってから感染す
るケースで︑肥％が完
全治癒しますが︑残る
２％は症状が重く︑劇
症肝炎として︑％が死

肝炎にはなりますが︑

キャリアの場合は軽い
その後は生涯病状の出
ない無症候性の場合が
ほとんどですが皿％程
の人が慢性肝炎へと進
み︑人により肝硬変に
慢性化した場合は高た
んぱくの食事をし︑食
後は横になり血中の栄

至ることもあります︒

１〜２年後には使用で
きる見通しです︒同じ

養分を肝臓に送るなど︑

ワクチンの開発が進み︑

く経口感染するＥ型は︑

薬プラス食事と安静に

これは一見よい傾向に
思えますが︑反面︑抗
体をもたない人が衛生
状態の悪い東南アジア
やアフリカなどに行く
と︑多くの人がＡ型肝
炎にかかるという問題
もあります︒現在︑予
防法は免疫グロブリン
の注射以外にありませ
ん︒現地での飲料水や
食べ物の衛生状態に注
意する様心掛けて下さ
い︒しかし︑最近では

妊婦がかかると劇症肝
炎となり︑亡くなる場

Ｂ型肝炎ウイルスは血
液や分泌物により感染
しますのでキャリアの
人は自分の血液等が直

われております︒

その為かなりキャリア
も減少し︑即〜帥年後
には日本ではほとんど
いなくなるだろうと云

予防が行われています︒

よる治療が必要です︒

合もあります︒ただ︑

ていません︒

日本ではＥ型の問題は
あまりないといえます
いまのところ︑大流行
した地域で感染し帰っ
て発病する︑いわゆる
輸入肝炎しか報告され

Ｂ型肝炎の予防で一番
重要なのはキャリアを
なくすことです︒キャ
リアは母子感染がほと
んどですから︑現在は
Ｈ舵抗原をもつ母親か
ら生まれた赤ちゃんに
対して免疫グロブリン
というワクチンによる
Ｅ型は大流行する特長
がありますが︑衛生状
態のよい日本ではあま
り心配ないでしょう︒

Ｂ型肝炎には︑生まれ

た時に母親から感染
︵母子感染︶したウイ

ルスや幼児期に感染し
た時のウイルスを一生

持ち続ける持続感染
︵キーア︶と︑一過

