
20170616A 結核 学生の結核に注意 徹夜学習は避けよと専門家（国家応急広播） 

Translated on Jun. 17, 2017 

 
結核 学生の結核に注意 徹夜の学習は避けよと専門家 
中国国家应急广播 www.cneb.gov.cn 2017-06-16 12:06 来源：国家应急广播网综合 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

新華社長沙 06月 16日電 （記者 師才） 

記者が湖南省胸科医院から聞いた情報では、最近、同医院では学生の結核患者の収容が増えており、専

門家が、「免疫力が下がるとより容易に結核に罹りやすくなる。一部の学生では徹夜が習慣化し、生活が不

規則になることで免疫力低下を招き、結果として結核を罹患しやすいグループとなっている」としている。 

湖南省胸科医院第 7 内科の王玉梅主任は、特に、高校生や大学院受験生たちのような学生グループは、

学習の負担が重く、プレッシャーも大きい、また、精神的にも緊張するということに加え、生活の不規則

さや栄養不良、体の鍛錬が少ない、しばしば徹夜をするなどの影響があり、免疫力が下降するので、この

時に結核菌に感染すると容易に結核を発症すると語る。 

王玉梅医師は、「結核は空気感染するが、経口感染はしないため、結核の予防には通風をよくすることが

最も重要だ。 学校は人が密集しており、室内の換気通風意識がないと、もし学生に肺結核患者が出た場合

には、簡単に学生間で感染してしまうことになる」と語る。 

専門家は、「一部の結核感染患者においては、結核の予防治療に関する知識が少なく、自己保護する意識

がないために、結核を疑う症状が現れたら速やかに受診しないと、病状が悪化することになる。 結核は、

結核菌により引き起こされる慢性の肺部感染症だ。 もし咳や胸の痛み、体の火照り、寝汗、やつれなどの

症状が現れた場合には、速やかに病院を受診せねばならない。 結核は、正規の治療を受けさえすれば、90％

以上の患者は皆治療することができるのだ」とアドバイスしている。 

 

Be vigilant to students’ tuberculosis! Do not sit up late for studying: Experts’ advice 
 

Xinghua Changsha, June 16 (Reporter: Shuai Cai) 

According to Hunan Chest Hospital, the students hospitalized due to tuberculosis are especially 

increasing recently. Experts say “The lower the immunity, the more likely to get tuberculosis, some 

students used to stay up all night learning, and their life becomes irregular, which will make them 

infectious easier. 

Wang Yumei, the seventh internal medicine director in Hunan Chest Hospital, advised as follows; 

because the student groups, especially high school students and students who will have entrance 

examination for graduate school, is facing heavy stress and mental stress and so on, further, their life is 

irregular and malnourished, their physical exercise becomes less, and they often stay up for studying, 

which all results in weakening their immune system. Once a student, at this moment, infected with 

Mycobacterium tuberculosis, he/she will soon become tuberculosis. 

Wang Yumei said that tuberculosis will spread through the air, but it is not oral infectious disease, 

therefore, the most important key to prevent tuberculosis is to ensure proper airflow. School population 

is highly concentrated, if the indoor ventilation awareness is poor, once the students in tuberculosis 

patients, which will easily cause the disease spread among students. 

Experts advise, because some patients who are infected with tuberculosis do not have much 

knowledge on prevention and treatment of tuberculosis and their self-protection awareness is poor, if 

suspicious symptoms of tuberculosis appears, go to the medical institution as soon as possible, 

otherwise, the situation becomes worse and worse.  Tuberculosis is a chronic lung infection caused by 

Mycobacterium tuberculosis. If there is cough, chest pain, hot flashes, night sweats, weight loss and 

other symptoms, promptly go to the hospital for treatment. Tuberculosis just requires the official 

treatment, more than 90% of patients can be cured. 
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警惕学生群体结核病 专家提醒莫熬夜学习 
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新华社长沙 6 月 16 日电（记者帅才）记者从湖南省胸科医院获悉，近期，医院收治的学生结核病患者增加，专

家提醒，免疫力越低，越容易得结核病，一些学生习惯熬夜学习，生活不规律，导致免疫力下降，成为结核病易

感人群。 

湖南省胸科医院内七科主任王玉梅提醒，由于学生群体尤其是高中生、考研学生学习负担重、压力大、精神紧

张，加上生活不规律、营养不良、体能锻炼少、经常熬夜等因素影响，造成免疫力下降，此时一旦感染结核杆

菌，就容易发生结核病。 

王玉梅说，结核病通过空气传播，不会通过吃饭等途径传播，因此预防结核病，通风最重要。学校人口高度集

中，如果室内通风意识差，一旦学生中出现肺结核患者，就很容易造成该病在学生之间传播。 

专家提醒，由于部分感染结核病的患者对结核病的防治知识了解不多，自我保护意识差，出现肺结核可疑症状

后未及时就诊，使得病情加重并恶化。肺结核是由结核杆菌引起的慢性肺部感染。如果出现咳嗽、胸痛、潮热、

盗汗、消瘦等症状，应及时到医院进行就诊。结核病只要接受正规治疗，90%以上的病人都可以治愈。 
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