
はじめに
ヒトメタニューモウイルス（humanmetapneumo-
virus hMPV）は、2001年にオランダの研究グループ
により急性呼吸器感染症の小児から発見された、比較
的歴史の浅いウイルスである。遺伝子の構造は、小児
で呼吸器感染症を引き起こす、RSウイルスに類似し
ている。
小児で流行する呼吸器感染症のウイルスには、現在
流行中の新型コロナウイルスの他、インフルエンザウ
イルス、RSウイルスなどがある。これらは、メディ
アにも取り上げられる機会が多く、知名度が高いのに
対して、ヒトメタニューモウイルスは、マイナーな印
象が拭えないが、肺炎や細気管支炎で入院する乳幼児
においては一般的である。今回は、小児だけでなく、
成人の肺炎の原因としても重要なヒトメタニューモウ
イルスについて解説する。
ヒトメタニューモウイルスの特徴
疫学：乳児期から感染し、5歳までにほとんどの小児
がり患すると報告されている。RSウイルスの感染症
が乳児で問題になることが多いのに対して、ヒトメタ
ニューモウイルスは年長児にも多いことが特徴である。
季節的には冬から春先にかけて流行することが多いが、
コロナの流行によりウイルスの流行時期がコロナ前と
は変化し、2022年には RSウイルスと同時期に流行
が見られ、入院する乳幼児が増加した。
成人においては、いわゆる風邪症状を呈することが
多いが、入院した成人肺炎の4％程度がヒトメタ
ニューモウイルスであったとする報告がある。特に高
齢者においては軽視できないウイルスである。
症状：潜伏期間は5～9日間である。発熱、咳、鼻水
といった風邪症状を呈して、その症状は RSウイルス
感染症に似ている。乳幼児では、ゼーゼーして夜眠れ
なくなったり、呼吸が苦しくなって酸素が必要となる
場合もある。咳や喘鳴のピークは発症後5～7日目に
なることが多く、発熱の期間は5日以上になることも

ある。1回の感染では十分な免疫を得ることができず、
再感染が一般的である。
検査：臨床症状のみで、RSウイルスなどと区別する
ことはできず、迅速検査が有用である。インフルエン
ザの検査と同じように鼻に綿棒を入れて検査を行い、
結果は15分程度で判明する。ただし、迅速検査の保
険適用が認めれられているのは、6歳未満で、レント
ゲンなどで肺炎が疑われる症例に限るため、診断され
ていないヒトメタニューモウイルス感染症の小児が多
数いると考えられる。
治療：ウイルスを直接攻撃するような治療薬はない。
そのため、発熱に対しては解熱薬を使い、咳などの症
状に対しては痰を出しやすくするような去痰薬などに
よる対症療法が主体となる。飲食ができなくなったり、
呼吸困難を認めた場合には、入院の上、点滴や酸素投
与などが必要となる。
感染対策：家族内での感染や、保育園、幼稚園、高齢
者福祉施設などにおいて集団感染を起こすことがある。
感染力が強いので注意が必要である。飛沫感染と接触
感染が主体なので、距離をとること、手洗いやアル
コールによる手指消毒をすること、タオルなどを共用
しないことなどの基本的な感染対策を守ることが重要
である。学校、幼稚園、保育園などの通学、通園につ
いて、学校保健安全法における出席停止期間の定めは
ない。そのため、通院しているクリニックや病院の先
生の指示に従うことになる。一般的には、発熱がなく、
咳などの症状が軽快すれば、登園や通学が可能と考え
られる。
まとめ
ヒトメタニューモウイルスは、乳幼児だけでなく、

高齢者の肺炎の原因としても重要なウイルスである。
治療法がないため、予防が大切である。ヒトメタニュー
モウイルスに特有の感染対策はなく、新型コロナウイ
ルスと同様に基本的な感染対策を怠らないようにすべ
きである。

日曜・休日に実施している医療機関
月日 場所 施 設 名 科 目 電話（048） 場所 施 設 名 科 目 電話（048）

3

5 和光 恵クリニック 内、消内、皮 464-9893 朝霞 みらいず眼科 眼 423-7310

12 朝霞 石原クリニック 消内、内 486-1890 志木 ここ肌クリニック 皮、精、心内 458-3956

19 志木 いわさき
内科・循環器科 内、循内 486-4622 和光 和光耳鼻咽喉科 耳、アレ 467-0889

21 朝霞 富岡医院 内、循内、小 461-7581 新座 いしもと
脳神経外科・内科 脳外、内 483-7111

26 志木 柳瀬川駅前
クリニック

内、呼内、
循内 486-6201 新座 新座駅前

耳鼻咽喉科 耳、アレ 458-0390

日曜日、祝日に
開局している
薬局
下のコードから
確認できます。

ヒトメタニューモウイルスわたくしたちの健康
かみまき いさむ

朝霞地区医師会 上牧 勇
�464-4666

午前10時～午後4時

※当番医は変更になる場合があります。確認してからお出かけください。

救急医療のお問い合わせ
●埼玉県南西部消防局 �460-0123
●埼玉県救急電話相談 ♯7119（全国共通ダイヤル）または�824-4199（ダイヤル回線、ＩＰ電話、ＰＨＳ）

公民館のひろば

※先着順などを除き、定員のある講座で申込多数の場合は、市内
在住者を優先し、抽せんとなります。

日日時 対対象 定定員 参参加費 締締め切り 持持ち物 申申し込み 講講師 問問い合わせ

各公民館の催し物の詳細は、右のコードから
ご確認ください。（市のホームページにリン
クします）

施設名 電話番号 住 所 メールアドレス

南 朝 霞 公 民 館 461-0163 〒351-0023溝沼1-5-24 minami-kom@city.asaka.lg.jp

北 朝 霞 公 民 館 473-0558 〒351-0035朝志ケ丘1-4-1 kita-kom@city.asaka.lg.jp

内 間 木 公 民 館 456-1055 〒351-0032田島2-18-47 utimagi-kom@city.asaka.lg.jp

施設名 電話番号 住 所 メールアドレス
中 央 公 民 館 ・
コミュニティセンター 465-7272 〒351-0016青葉台1-7-1 tyuo-kom@city.asaka.lg.jp

東 朝 霞 公 民 館 463-9211 〒351-0005根岸台6-8-45 higasi-kom@city.asaka.lg.jp

西 朝 霞 公 民 館 462-1411 〒351-0014膝折町4-19-1 nisi-kom@city.asaka.lg.jp

中央公民館 問／☎465-7272

●中央公民館プラネタリウム
「春番組 星占いの星座たち」
一緒に春の星空を楽しみましょう。

日／3月5日～ 毎週日曜日
①午前11時～ ②午後3時～
（1日2回投映。受付：各回投映30分前～）

定／各回60人
参／市内子ども100円・大人200円
（市外は5割増し）

3月の各公民館のおやすみ

●中央公民館 6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪
●東・西・北朝霞公民館 5日㈰・13日㈪・19日㈰・

21日（火・祝）・27日㈪
●南朝霞・内間木公民館 6日㈪・12日㈰・20日㈪・

21日（火・祝）・26日㈰

西朝霞公民館 問／☎462-1411

●サークル見学・体験ウィーク
3月20日㈪～28日㈫に、サークルの活
動時間にあわせて見学・体験ができます。
詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い
合わせください。

日付 内容

20日㈪ 親子レク、水墨画、新体操（子ども）

22日㈬
書道（小筆）、絵手紙、七宝焼、空手（子
ども）、詩吟、着付け、シニアレク

23日㈭
バランスボール、水彩画、バレエ（子ど
も）、3Ｂ体操、謡曲、絵手紙、合唱

24日㈮
トールペイント、シニアレク、ミニテニ
ス、太極拳、カラオケ、体操

25日㈯ 手編み、自彊術、朗読

26日㈰ バレエ（子ども～大人）

28日㈫ 体操、ユニカール、レザークラフト

●育児講座「絵本の時間ぽぽたいむ」
絵本の読み聞かせや手遊びをします。遊びにきて
ね！
日／3月28日㈫
午前10時30分～10時45分

対／乳幼児とその保護者
定／8組（先着順）
申／当日直接会場へ

内間木公民館 問／☎456-1055

●生活教養講座「はじめての包丁研ぎ～ご自身で包丁
を研げるようになってみませんか？～」
日／3月17日㈮ 午前10時～正午
対／成人（包丁を研いだことのない人）
定／6人 講／内間木公民館サークル 包丁を知る会
締／3月8日㈬ 正午
持／普段使っている包丁、タオル、試し
切りに使う野菜と持ち帰り用容器

申／電話・窓口・市ホームページで

南朝霞公民館 問／☎461-0163

●南朝霞公民館サークル体験！！
南朝霞公民館で活動しているサークルの見学・体験

ができます。事前申込みや予約は不要です。
対／どなたでも

日付
午前

（10時～正午）
午後

（1時～4時30分）

24日㈮

金曜太極拳（太極
拳）、桜草の会（絵
手紙）

きものぐるーぶ（着
付け）、毛糸あそび（編
み物）、アラベスク（モ
ダンバレエ）

25日㈯

R.D.K チアダンス
Pink Diamante
（チアダンス・子
ども）

やわらぎ会（民踊）、
アヤメ民踊会（民踊）、
雅の会（着付け）、童
謡を歌う会かなりや
（合唱）

●はるやすみ映画会「となりのトトロ」
昭和30年代前半の日本を舞台にしたファンタジー。

何度観ても、子どもでも大人でも楽しめる作品です。
日／3月24日㈮ 午後1時30分～3時
対／どなたでも 定／30人（先着順） 持／上履き
申／当日直接会場へ

※番号はお間違いのないようにお願いします。

特に記載のないものは、どなたでも参加することができます。
お気軽に申し込みください。
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24日㈮
トールペイント、シニアレク、ミニテニ
ス、太極拳、カラオケ、体操

25日㈯ 手編み、自彊術、朗読

26日㈰ バレエ（子ども～大人）

28日㈫ 体操、ユニカール、レザークラフト

●育児講座「絵本の時間ぽぽたいむ」
絵本の読み聞かせや手遊びをします。遊びにきて
ね！
日／3月28日㈫
午前10時30分～10時45分

対／乳幼児とその保護者
定／8組（先着順）
申／当日直接会場へ

内間木公民館 問／☎456-1055

●生活教養講座「はじめての包丁研ぎ～ご自身で包丁
を研げるようになってみませんか？～」
日／3月17日㈮ 午前10時～正午
対／成人（包丁を研いだことのない人）
定／6人 講／内間木公民館サークル 包丁を知る会
締／3月8日㈬ 正午
持／普段使っている包丁、タオル、試し
切りに使う野菜と持ち帰り用容器

申／電話・窓口・市ホームページで

南朝霞公民館 問／☎461-0163

●南朝霞公民館サークル体験！！
南朝霞公民館で活動しているサークルの見学・体験

ができます。事前申込みや予約は不要です。
対／どなたでも

日付
午前

（10時～正午）
午後

（1時～4時30分）

24日㈮

金曜太極拳（太極
拳）、桜草の会（絵
手紙）

きものぐるーぶ（着
付け）、毛糸あそび（編
み物）、アラベスク（モ
ダンバレエ）

25日㈯

R.D.K チアダンス
Pink Diamante
（チアダンス・子
ども）

やわらぎ会（民踊）、
アヤメ民踊会（民踊）、
雅の会（着付け）、童
謡を歌う会かなりや
（合唱）

●はるやすみ映画会「となりのトトロ」
昭和30年代前半の日本を舞台にしたファンタジー。

何度観ても、子どもでも大人でも楽しめる作品です。
日／3月24日㈮ 午後1時30分～3時
対／どなたでも 定／30人（先着順） 持／上履き
申／当日直接会場へ

※番号はお間違いのないようにお願いします。

特に記載のないものは、どなたでも参加することができます。
お気軽に申し込みください。

生
涯
学
習
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