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生活用水と病原

小林準三

1. 生活と水

私たちの日常生活は，水なしには考えられない。朝起されば顔を洗い，口

を嚇ぐ。湯茶を飲む。料理に使う水や台所の洗い水，入浴や清掃の水，消火

用水，水洗便所や汚物処理の水などから病人の氷ゃう がし、水，水枕， 花瓶の

水からアイロン掛けの霧吹きの水まで数え立てたらきりはない。そう してこ

れらの用途に使用される水を私たちは生活用水と呼ぶ。

生活用水は職業によっても種類が異なってくる。農家にとっては川や，田

の水も重要な生活用水である。病院や実験室では大量の蒸留水を必要とし，

食品店では魚や豆腐などを保存するための水を特に用意する必要がある。工

場ではさまざまな工業用水を使＼，＂水上生活者ともなれば川そのものが生活

用水の大部分を占める。

生活用水はまた，時代の進歩と共にその範囲が拡がっていく。発電用のダ

ムの水，交通のための水路の水， ヒソレの冷房用の水とか自動車のエン ジンや

機械の冷却水， レジャ一時代ともなれば公園の噴水やプーJレ，スケー卜場や

人工スキー場などにも水が使用され，さらにはあまり評判のよくないインス

タント釣 り堀やトノレコ風自の類までF 盛んに水を使用することになる。こう

してみると汚水や，大洋の底の水などは別として，ほとんどの水が生活用水

になり得るものと見倣してよいようである。

そうして，私たちはこの生活用水を貯水池や湖，河川等の地表水，井戸等
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の地下水，稀：こは天水からも供給を受けているのである。

日本にいると，水の有難味はとかく忘れがちである。しかし一歩圏外に出

たとたんに， 1.Kとはいかに貴重なものであるかを肝に銘じて味わされる。特

に東南アジアの国々では，清浄な水を十分に手に入れるのは至難のこととな

っている。それらの国々では多くの河川は黄褐色に濁り，その水は病原菌に

よりひど〈汚染されていて伝染病が絶えないが， しかし生ぎるためにはそれ

らの水や，あるいは半分腐ったような天水でも飲まねばならぬことも多い。

香港の水飢鐙も既に定例行事のようになってしまった。いかに豪華なホテノレ

であっても，シャワーの水が一滴も出ないのでは話にならない。これに比べ

るといつでも安心して澄んだ水の飲めるわが国は幸せであるといわねばなら
J-~ • 
I，正し、。

しかしこれは上水道に限つてのことであり 3 下水道の方はあまり感心で

きぬ状態である。東京は下水道の設備の悪い点では世界有数であると聞く。

いまなお汲取り便所が多く，井戸水の汚染されることもしばしばある。都内

には黒濁し，悪臭，ヵースを発生する河川が流れ， し尿を積んだ舟が列をなし

て海：こ下っていく。そのため夏には大腸菌の海で泳がされることにもなる。

河川（こ流れ込む工場廃水や農薬による被害も馬鹿にならない。全国にはまだ

まだ多くの風土病が残っており，そのほとんど、が水と密接な関係を持ってい

る。

毎年のよう；二赤痢や日本脳炎の流行がくり返されてL、るが，これに対して

は未だに3 十分な措置がとられているとはし北、難い現状である。

私たちの生活環境は戦前に比べ，はるかによくなっているが，先に述べた

ような理由：二より，生活用水と関連性のある疾病の問題Iま依然として残され

ており 3 その重要性にはいささかの変りもないのであるc

2. ＊と病気

生活用水と密接な関係のある疾患には多くのものがあるが，大別して 2つ

の群；二分：ナることがでをる。

その第 1！主，一定地域の水に自然に含まれている有害物質とか，鉱山，工

場，水田等から河川その他の水源に流入した毒物が人体内にとり入れられた

ために起る中毒であり，第 2（土水，あるいは水棲動物を介して細菌，寄生虫
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等が体内に侵入して起る疾患群である。

はじめの，自然の水に含まれていたり，鉱山，工場等から流れ出す有害物

質としては3 次のようなものが重要視されている。すなわち，銅，鉛， 7 ン

カA ン， クロ ーム，水銀等の鉱物質や，批素，青酸塩，苛性ソーダなどの強ア

ルカ ljや強酸，有機水銀，石炭酸，ベンゾーノレ， 有機燐などの農薬，特殊な

例としては放射性物質などもこれに加えることができる。

鉱物質の中毒の場合は，それぞれの物質によって特有の症状を起す。例え

ば銅中毒で（ま腹痛，日匡吐などが起り，鉛中毒では貧血を起したりするが，

最近ではこれらの水中含有鉱物質と癌，あるいはある種の神経病との関連性

についても論ぜられている。ふっ素は少量であれば歯牙によい影響を与える

（儲歯の予防になる）とし、うので，水道の水に混入する所も多いが，量が多すぎ

る場合：こはかえって斑状歯などの歯牙疾患を惹起する。

鍍金工場から流出する青酸塩はこの種毒物中最も恐ろしいものの lつであ

り，数年前多摩川水系に流れ込んで問題になったことがあった。近年ことに

中毒患者が多七社会問題となっているものに有機水銀と有機燐がある。

昭和31年 4月頃より，熊本県水俣地方で中枢神経系を犯され，死亡したり，

あるいは重篤なる後遺症を残す原因不明の疾患が多発した。これがし、わゆる

水俣病である。後（こ同地方にある工場の廃液中に含まれた有機水銀が魚介類

の体内lこ取り入れられ，これらを摂食した人々にこの疾患が起ったというこ

とが確かめられた。最近は新潟県阿賀野川付近の人々にも同様疾患の発生を

みており，やはり有機水銀の中毒によるものと考えられている。

有機燐等農薬：こよる中毒もかなり多い。多くは水田作業時に中毒を起して

いるが，静岡県では農薬が水源に流入し，これを飲用した多くの人々が腹痛，

下痢を起してL、るし，また農薬の混入した川で泳いで中毒した子供の例も報

告されているつ原子炉や核爆発による放射性物質が生活用水に混入してくる

場合もありうるが，少なくとも現在までは大きな事故はないようで為る。し

かし島など＼生活用水を天水に頼る他ないような所では今後も警戒を要する

問題であろう。

第 2群の水，あるいは水棲動物を介しての細菌性あるいは寄生虫性の疾患

（；！：，第 1表に示すとおり感染経路からさらに 4とおりのものに分けられる。

第 lは直接的の感染で，これには経口感染と，皮膚粘膜を通しての感染と
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第 1表 生活用水に入る可能性のある有害物

自然あるい i銅，鉛，マンガン， F ローム，水銀，ふっ索，枇素，青酸塩，強酸，
は人工の有｜
書物質 ｜強アノレカリ，有機水銀，有機燐，石炭酸，放射能等

直接的

病原生物

間接的

赤痢菌，腸チフス菌，パラチフ λ菌， コレ

経口的に感染｜ ラ菌，赤痢アメーバ， ポリオウィノレス，伝

染性下痢症ウィルス，肝由主， マンソン孤虫等

皮膚s 粘膜より｜ワイノレ病レプトスピラ， 日本住血吸虫，ム

侵入して感染 ｜クド リ吸虫，アデノウィノレス，淋菌等

魚や甲殻類を介｜肺吸虫，肝吸虫，横川吸虫，異型吸虫，広

して感染 ｜節裂頭条虫，有線顎口虫等

｜マラリアプラスモジウム フィラ リア 日
蚊を介して感染｜

［；本脳炎ウィノレス，デング熱ウイノレス等

がある。第 2の間接的の感染には魚や甲殻類を中間宿主とする寄生虫の感染

と，蚊の媒介によるウィルスあるいは寄生虫の感染とがある。普通私たちが

水と病原について論ずる場合，主に第 2群のものを対象としており，それぞ

れ非常に重要な疾患を含んでいる。それゆえこれら 4とおりの疾患群につい

てはおのおの項を改めて述べる ことにする。

3. 経口的に入る病原

これには多くの細菌， 寄生虫などがある。普から伝染病の代表のようにし、

われてL、るコレラ，腸チフス，パラチフス，細菌性赤痢，アメーパ赤痢等は

皆，水を介しての感染が起 りうる。この他急性灰白髄炎（ポリオ〉や伝染性

下痢症などのウィノレス性疾患，マンソン孤虫の寄生や肝蛭症などもそうであ

る。

これらのうち3 現在最も多く，かつ危険で厄介な疾患は何といっても細菌

性赤痢であろう。赤痢菌によって水源が汚染されると爆発的に患者が発生す

るが，この最も有名な例は昭和12年の大牟田市における赤痢の流行であろう。

この時は短期間のうちに，実に 2万人を超える赤痢患者を出したといわれて

いる。このような例は特別だが，小規模な赤痢の集団発生は毎年のように，

全国各地で起っている。多くはさし水などによる共同井戸の汚染とか，池沼，

河川に患者の便などが流れ込んだために起っているが，衛生知識の貧弱なた
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めとか公徳心の欠如による非衛生的な水の扱いに起因するとみられることも

ある。 ことに寮，寄宿舎，学校，病院など集団生活をするような所に保菌者

がL、たりする と爆発的に患者が発生するおそれがある。昔私が勤務したこと

のある精神病院では，毎年決ったように赤痢を思わせる患者が発生した。 こ

のあたりの村では川の水を洗濯に使う習慣があり，この病院も御多分に洩れ

ず川水を引き入れ，池のようにして澱ませ3 洗濯場にしていた。ある日私が

見ていると，体中糞便をつけた不潔患者をこの場所につれてきて裸にし洗い

流し始めた。この後別の人々がやってきて洗濯を始めたので直ちにやめさせ

たが，このような抜け穴があったのて。は，い くら厳重に食器を消毒し，飲食

物に気を配っても患者の発生をくいとめる ことはできないであろう。案外私

たちには古い習慣から抜け切れず，病気を温存しているような場合（ことに風

土病など〕があるのではないかと この時感じたのであった。

アメ ーパ赤痢も馬鹿にならぬ疾患である。 この病 気に躍ると，赤 痢症状

〔出血性下痢便など〕を呈する他，肝膿療な どの危険な合併症を起すこ とも多

く，また非常に治りづらL、。アメーパ赤痢な どは南方の病気で，自分達とは

あまり関係がないように考えている人達もいるが，実際に調べた結果て寸土，

全国いたる所にかなりの率で原虫保有者がL、る ことが証明されている。また

水による集団発生の例もいくつか報告されている。例えば1948年，東京駐留

軍関係のアパートで，アメ ーパ赤痢の集団発生があった。これはノfイプの不

備のため上，下水が混合し，アメーパに汚染された水を飲んだ人々 が発病し

たのであった。山梨県の某地方でもアメ ーパ赤痢患者が爆発的に発生したこ

とがあったが，これは川水の汚染が原因であった。先にも述べたように，こ

の病はなかなか治り難く，不完全な治療のま ま放置し，アメ ーパ嚢子をばら

撒いて歩く保虫者が跡をたたぬため，患者数もいつまで経っても減少せず，

私たちも感染の危険にさらされることも多いのである。

腸チフスおよびパラチフスは抗生物質ができてから死亡率がし、ちじるしく

減少し，症状も軽く抑えられるようになり以前程問題となることはなくなっ

た。しかし本質的には恐ろしL、疾患である ことには変わりなく，油断は絶対

に禁物である。赤痢とともに水系流行の多い疾患であり，世界的にも数多く

の水による集団発生の記録がある。わが国で、は洪水の後などで腸チフスの流

行するおそれが多分にあり，このような時には特に厳重な注意が必要である C•
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コレラは症状が激甚で，死亡率が高いことで恐れられている。また感染力

が強く， ことに水によ って伝染する場合がはなはだ多い危険な疾患である。

コレラはわが国には常在せず，稀に外国から侵入しては新聞種になってい

る。今までは幸に大流行にいたらずに終っているが，東南アジアの各国：こは

コレ ラの巣窟のような所がL、くつもあり，今後も十分な警戒を要する。

急性灰白髄炎（ポリオ〕のウィノレスは大使中に排池され，これが再び経口的

にとり入れられて発病する。ハエやゴキブリの媒介による感染が重要現され

ているが，水を介しても感染することが知られている。 流行時にはプーノレな

どで感染する危険性もあるといわれている。なおポリオ類似疾患で，水によ

る感染の考えられているものもいくつかあり，伝染性下痢症なども同様に水

を介して感染する可能性が強いと考えられている。

肝蛭は吸虫（ジストマ〉の一種であるが，本来の終宿主は牛や羊などであ

り，中間宿主は ヒメモ ノアラヵーイとL、うノトさな巻員である。 動物の糞ととも

に排出された肝蛭卵は水中に入ると有毛仔虫（ミラキジウム）となり， ヒモノ

アラカ晶イの体の中に侵入し，育ち，増殖する。一定期間の後彩しい数の有尾

仔虫（セノレカリア〉となり再び水中に出，付近の水草などに付着し， 牛などに

食われるのを待つ。この水草や，浮訪干したメタセルカリアを水などとともに

誤って飲んだりすると感染するのであるが，日本での人体寄生例は数える程

しかなし、。しかし，ハワイではかなり多数の感染例が報告されており， 症状

も日本におけるものより強いようである。ただ近年農村て寸土牛による耕作を

廃止して，耕転機に換える傾向が強くなってきたため，肝蛭症 （牛の〕そのも

のが自に見えて少なくなってきているといわれており，何年か先にはこの病

気も全く問題とならなくなるかもしれない。

マンソン孤虫はマンソン裂頭条虫という「さなだむし」の一種の幼虫であ

る。 7 ンソン裂頭条虫というのは元来犬や猫の寄生虫であって，第 l中間宿

主がケン ミジンコ，第 2中間宿主は両棲類，J1I巳虫類，鳥類や晴乳類など広範

囲のものがなる。人間もまた，第 2中間宿主としてこの虫に寄生されること

がある。人がこの虫に寄生されるのは，仔虫の寄生したケンミジンコを水と

一緒に飲んだりした場合であるが，その他蛙や蛇，鶏などを生で、食べたとき，

この虫の幼虫が人に移るということもありうる。それ故，信仰などで「さん

しょうう お」の類を生で呑む地方があるというが，とんでもない話である。
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人は終宿主でないので，他のさなだむしのように腸に定着することなく，人

体内の方々を移り歩くので，なかなかめんどうなことになる。

4. 皮虜または粘膜から侵入する病原

経皮的に感染を起す重要なる病原として，まずワイノレ病レプトスピラと日

本住血吸虫をあげねばならぬ。

ワイノレ病は Leptospira icterohaemorrhagicaeとし、うスペロへータの一種

によって起されるが，この病に躍ると高熱を発し，悪感、戦傑 L，結膜充血，

筋痛，衰弱が強くなり，やがて黄症や出血が起きて死ぬ人も多L、。この病原

体は鼠の尿に排池され，水田や沼，下水などに入りそこで増殖する。ここに

人が素足で、入ったりすると皮膚から侵入 L，発病する。これは本州や四国，

九州など各地にあり，本来の症状の強いワイノレ病の他，秋疫，七日熱p 作州

熱，犬型レプ卜スピラ病など同系統の病がし、くつか知られているっそうして

この病を媒介する動物もドブ鼠，家鼠などの他，犬，牛，豚なども知られ，

この病に躍った動物の尿中に病原体が排池されることがわかってきた3 ワイ

ル病以外は死亡率は高くはないが，いずれにしてもこの種の病の流行地では

水田作業時など十分に警戒すべきであると思われる。

日本住血吸虫病は甲府付近，片山地方，筑後川沿岸など限られた地域に流

行している。昔から知られた有名な病気である。これは日本住血吸虫という

長さ 2cm 位の，ジストマの一種によって起される。この虫の中間宿主（！， ミ

ヤイリガイという長さ 1cm｛こも満たぬ小さな，細長い巻員であるが，これは

回の中や，田に水を引く溝の中に棲息している。日本住血吸虫病には人以外

に，牛， 犬，山羊， 鼠なども擢患することが知られており，このような動物

の糞便や患者の便が水中に入ると，便中に排池されたこの虫の卵から有毛仔

虫（ミラキジウム〕が滋出し， ミイリガイの中に入る。さらにこの貝の中で発

育，増殖した仔虫はY字型の尾を持った有尾仔虫（セノレカリア〕となって再び

水中に滋出し，人の皮膚をくい破って侵入し，門脈系（腸から肝臓に流れる血

管系） に寄生し，親虫に発育する。この病に躍ると急性腸カタノレ，腹痛，発

熱などの症状が起り，さらに肝牌腫，肝硬変，腹水，全身浮腫など重篤な病

状を現し，死ぬ人も為る。アンチモン系の薬が使われてはL、るが，副作用が

あったりして，なかなか治し難い病であるつ しかし，近年は PCPなどの強力
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な殺貝剤が使用され，さらに昔式の濯渡海も近代的なコンクリ ー卜 の溝渠に

代えられてミヤリカ、、イが目立って少なくなって来ており，近い将来には日本

住血吸虫病も根絶できそうな見通しも出てきている。むくどり吸虫は日本住

血吸虫によく似た寄生虫で‘あるが，人体内では成虫にまで発育はしない。た

だこの虫の有尾仔虫が人体内に侵入するとき，皮膚にひどい 「かぶれ」を起

させることが知られており，この点は日本住血吸虫の場合と同じである。

アデノウィノレスによる結膜炎は，いわゆる「プール性結膜炎」としてよく

知られてし、る。この場合には明らかに水によって病が媒介されたことになる

しまたトラコーマなども同じ洗面器を使ったりすると感染がよく起り，こ

れまた，水による感染と見倣してよいと考えられる。特殊な例では，よく幼

女などが銭湯で淋病に感染することがある。これは患者から出た淋菌を含む

膿が，他人の粘膜に付着したためで、あり，やはり水を介しての感染といえる

のであろう。

5. 魚や甲殻類が中間宿主となる病原

これには多くの吸虫類と，広節裂頭条虫，有赫顎口虫などが属する。

肺吸虫病は北海道を除き，ほとんど全国にある。この虫の第 1中間宿主は

河貝子（かわにな〕で，第 2中間宿主が十ワカザニ，モクズヵーニ， アメリカザリ

ガニなどの甲殻類である。人がこれらのカニを生で食べたり，料理（おぼろ

汁，たたき汁など）のときとび散ったこの虫の被嚢幼虫 （メタ セノレカリア）が口

から入ったりすると感染する。稀にはカニから離れて浮激したメタセルカリ

アが飲用水とともに口から入り，感染することもある。体に入ったメタセノレ

カリアは腸内で脱穀し，腸壁を貫き，肺その他の組織に入って成虫となる。

この病気になると咳が出たり 3 血疫が出たりするためよく肺結核と間違えら

れるが，時にはこの虫が脳に入って綴摘の症状を起したりすることがあるの

で危険である。

肝吸虫症は岡山，宮城，秋田，新潟，千葉，茨城などに多L、。病原は長さ

l～ 2 cmのやや細長い吸虫で，第 1中間宿主はマメタニ、ン，第 2中間宿主は

モロコ，ハヤ，鮒，タナゴ，ワカサギ等の川魚である。ことにモロ コは寄生

率が高い。これらの川魚を生や，生焼けの状態で食べたりすると，魚につい

ていたメタセノレカリアも一緒に口から入り，十二指腸から輸胆管を通って肝
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臓に行き，ここで成虫となる。この虫が多数に寄生すると，肝硬変や腹水を

起し，死亡することも稀ではない。

横川吸虫や異型吸虫も魚を食うことによって感染するが，病状は強くはな

い。横川吸虫は第 1中間宿主が河貝子，第 2中間宿主が鮎や白魚で，これら

を刺身とか，酢味噌で生で食べたりすると感染し，腸内に寄生し，成虫とな

る。軽い腹痛，下痢程度の症状のため3 案外に気づかれず，患者もかなり多

いものである。異型吸虫は第 1中間宿主がへナタリという員，等 2中間宿主

がボラであるが，山口県で寄生の報告がある程度で，前者に比べるとはるか

に少なし、。患者の小腸に寄生し，腹痛や下痢を起す。

以上のごとく，これらの吸虫は魚や甲殻類が中間宿主となっており，これ

を生で食べたり，あるいはそれに近い状態で食べたり，不手際な料理法の場

合に擢患するわけであるから，それ等の点に注意すれば，十分に感染を防ぐ

ことができるのである。

広節裂頭条虫は大きなものだと lOm位にもなる「さなだむし」である。第

1中間宿主がケンミジンコ 3 第 2中間宿主が7 スの類である。日本海に注ぐ

河川の流域に多いといわれており，マスの刺身などにより感染することが多

い。近年はだんだん患者が減る傾向にあるといわれている。

有赫顎口虫は犬や猫を終宿主とする 2～ 3cmの線虫で，第 l中間宿主はケ

ンミジンコ，第 2中間宿主はラ イギョなどの淡水魚である。この虫は犬や猫

以外の動物の体内に入ったときは幼虫のままで留まり，その筋肉内に入って

いるようなことが多L、。人が感染するのは， ライギョの刺身などを食べた場

合などであるが，私は以前知らないでこの洗いを食べたことがある。鯉の洗

いと全く区別がつかない位で，これを料理した人が後で， ライギョはこうし

て食べるのが一番うま いのだと自慢していた。しかしこれは関東だったから

まだよかったようなものの，九州だったら大変なことになる。九州ではこの

虫の感染率が非常に高く，さらに四国，大阪，兵庫にまで拡がってきてい

る。この虫が人体内：こ侵入すると，先に書いたような理由で成虫になれず，

幼虫のまま人の体内を転々と動き回わる。それ故この虫のいる場所 の皮膚

が，痛みを伴って腫れ上り，次の日にはまた別の所に腫れが移動していると

いう風になる。稀に眼球の中に虫が入って失明したという例もあり，そのヒ

効く薬もないので，非常に厄介な寄生虫である。ライギョなどの刺身は絶対
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に食べてi;；：ならない3

6. 蚊によ コて媒介される病原

蚊によって媒介主れる病気は多いが， 日木の場合一応問題；こなるの！主日本

脳炎， フィラリア（糸状虫症）， ＜ ラリア，デンク熱等－cあろう。

日本脳炎は主としてコカぷタアカイエカによって媒介され3 病原体はウィノレ

スである。日本脳炎は人以外：こも馬，牛，豚，烏なども擢患し，ことに最近

は豚の本疾患の感染状況と，人における流行との関係が重要視されてきてい

る。媒介に重要な役割りを果すコカタアカイエカ（土，本州から琉球にまで極

く普通の蚊で，水田や池沼から発生する。成虫（ま 7, 8月に最も多く，急峻

な山を画き，この山ば日本脳炎患者の発生の山に約 2週間先行している。日

本脳炎を防ぐには予防接種と共に，蚊の駆除が重要な意味を持っている。

デング熱も蚊によって媒介されるウィルス性疾患である。以前にはかなり

患者が発生したことがあったが，近年は姿を消した。媒介蚊はネッタイシマ

カ， ヒトスジシ 7 カ等であり，わが国ではヒトスジシマカが媒介する。この

蚊は竹の切株，墓地の花筒や墓石の水受け，手洗鉢，雫缶にたまった水など

から発生する。畳間でも盛んに人を刺す。

7 ラリアも現在ほとんど日本にないが，音は全国いたる所にあった。 7 ラ

リアには三日熱，四日熱，熱帯熱とあり，病原体はプラスモジウムという原

生動物で，ハマダラカという蚊の一群によって媒介される。わが国の場合は

主に三日熱で，シナノ、7 ダラカという蚊によって媒介されるが，この蚊はコ

ガタアカイエカと同じように水田，池沼，小川などから発生し，尾端を持上

げて静止するので，他の蚊と何単に見分けることができる。

フィラリア症 （糸状虫症）はフィ ラリアという糸のように細い線虫が，人の

リンパ管内lこ寄生するために起る病気であり，これ：こ躍ると熱発作（くさふる

い〕が起きたり，尿が白く濁ったり（乳腺尿〉，下肢や陰嚢が大きく腫れ上って

その部の皮膚が硬化（象皮病〉したりする。この病原虫にはノインクロフト糸状

虫と 7 レ一糸状虫の 2種類があり ，前者は主としてアカイエカやネッタイイ

ヱカ 3 場合によりシナノ、7 ダラカやトウコ．ウヤブカなどにより媒介され，後

者は主にトウゴウヤブカが媒介している。フィラリア症患者の血液中には，夜

になると移しい数の 0.3ミリ位の長さのフィラリア仔虫（ミクロフィラリア〉が
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現れてくる。これを蚊が血液とともに吸い込むと，虫は蚊の組織内で育ち，

やがて， lmm 位の長さの感染仔虫となり 3 唾液腺に集り，人間への感染の機

会を待つ。この蚊が再び他の人を刺すとき，感染仔虫は人の血液内に侵入し，

結局リンパ管に到達して成虫になるわけである。パンクロフト糸状虫症は九

州，四国から奄美群島，琉球にかけて多く， 7 レ一糸状虫症は日本では伊豆

諸島の八丈小島にある。本疾患の媒介蚊として重要なアカイエカの幼虫は汚

水に多く，どぶ3 水槽，浄化槽，雨水で溜まった肥だめ，流し水のたまりな

どに発生する。 トウゴウヤブカは海岸の岩に溜った塩水中：こ好んで発生する

が，その他水槽や墓石などからも発生する。

7. 結 論

以上生活用水と関係の深い病原について，そのあらましを述べてみた。全

般を通じてみると，それらによって起される疾患の大部分は私たちの心掛け

次第で，十分に防げるものばかりである。これらの疾患が依然としてはびこ

っているのには，さまざまな理由があると思われる。病に対する知識の低さ

や無関心，旧来の非衛生的な習慣や迷信，公徳心の欠如，素人療法の弊害な

どが病気の糠絶に対して大きな妨げとなっている。例えば肺吸虫症や肝吸虫

症の患者は依然として多いが3 これは明らかに病の本質を知らぬこと，普か

らの習慣から抜けられぬこと，食品や水の扱いの不手際などからきているこ

とであって，感染を防ぐのはいたって簡単なことなのである。井戸や川水の

汚染による赤痢の流行なども，同様である。他人の井戸の近くに便池を作っ

たり，河川に汚物を投入したり，汚れた生水を飲んだりなど無知や公徳心の

欠如に由来していることが多L、。さらに戦後は抗生物質が素人に濫用され，

保菌者したがって感染源が増加する傾向にあり，防疫の妨げとなってきてい

る。蚊によって媒介される疾患にしても，どぶ，水たまり，空缶，花立など

ごく身近な蚊の発生源を始末すれば，現在よりもはるかに流行も少なく，か

っ快適な生活が送れるはずである。それが風流のつもりで庭の池や手洗鉢か

ら，盛んに蚊を発生させているのでは何にもならない。

無論，以上のようなことは，ただ個人個人の心がまえだけで済まされる問

題でなく，当然国家が率先して行なうべき事柄である。衛生知識の向上，上

水の消毒の監視，食品管理の指導や非衛生的飲食物の取締，浄化槽，下水道
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の完備，汚物処理，工場廃水，河川の汚染などに対する対策，風土病対策な

どに政府は積極的であらねばならない。ことに都市の場合従来のごとくその

場限りのずさんなものでなく，衛生的見地に立った秩序だった都市計画がな

されねばならぬ。

（.；！；：；？：、大’字伝染病研究所）
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