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あけまして、おめでとうございます。本年が皆様にとつてよい年になりますように。
辰年は十二支の中で唯一架空の動物です。中国の古典 「礼記」によると、この世の動物たちの長だと考え

られていた 4つ の霊獣に麒麟、鳳凰、霊亀、竜があり、竜は変幻を表すと言われます。変幻自在とは思うま
まに姿を変えて現れた り消えたりすることと、辞書にはあります。まるで、現代の日本の首相のようです
が、日本列島はその姿から竜に例えられることがあり、今の日本はまさに手負いの竜のようです。私たちに
できることは、日本の復興は必ず実現すると信 じてそれぞれの日常をこなしていくことです。

江戸時代の名僧、良寛の言葉に 「災難に逢う時節には災難に逢うがよく候。死ぬ時節には死ぬがよく候。」
とあります。今まで、私はこの言葉の意味がよく分からなかつたのですが、災難や死という自分にはどうし
ようもできないことを受け入れるには、一生懸命生きなさいという意味ではないでしょうか?

[最近 目立つ病気]
昨年末か ら流行中のマイコプラズ

マ感染症は依然 として流行中です。
今回の流行は、マクロライ ド系抗生

剤に耐性のマイコプラズマによるも
のです。従来、有効だつたマクロラ
イ ド系抗生剤が効かなくなつたこと
で罹病期間が延長 し感染の機会が増
えたことが主因です。

アデノウィルス感染症や手足 口病
が流行 中です。以前は夏にみ られる
ことが多かったのですが近年は一年
中み られ るようにな りま した。 ウィ
ルスの世界 も人間社会の変化 ととも
に変わっているので しょう。昨夏の
手足 口病は発疹の分布が典型的でな
く、罹患後に爪が剥がれるなど従来
のタイプ とは異なっていま したが、
現在流行中のものは典型的な発疹分
布です。すなわち手のひ ら、足の裏、
肘、膝に紅色丘疹～水疱が、 日腔粘
膜にアフタがみられます。

溶連菌感染症、水痘も流行中です。
溶連菌感染症は、免疫がつかないの
で短期間に繰 り返 し感染す る場合が
あ ります。 うがい、手洗い といつた
基本的な衛生習慣が重要です。蓄膿
な どの慢性感染巣がある場合や指 し
ゃぶ りがある場合は繰 り返 しの感染
がみ られやすいです。また、症状 と
して初期に吐き気や嘔吐がみ られや
すいために感染性 胃腸炎の初期症状
と見分けがつきにくいことがあ りま
す。 この場合は、咽頭粘液を採取 し
ての迅速検査で判断 します。

ノロウィルスな どのウィルス性胃
腸炎は、例年ほどの流行はなかった
のですが、年末か ら急に目立つ よう
にな りま した。 これに対 しても、 う
力も 、ヽ手洗いが大切な予防手段です。
手洗い後のタオルは共用せずに個人
ごとに専用のタオルを使つてくださ
い。あるいはペーパータオルを使つ
て ください。特に家族内感染が多い
ので、便器の清掃 も重要です。乳幼
児の場合はおむつの処理時に便が他
の物に付着 しないように注意 してく
だ さい。llE吐物でも感染 しますので
同 じような注意が必要です。処理を
す る人は使い捨て手袋、マスク、エ

プロン等を装着 してか ら処理を行つ

てくだ さい。具体的には、汚物 (下
利便や嘔吐物)が 衣類に付いた場合
は、まず衣類 をビニール袋などに入
れて周囲への汚染を防ぎます。汚染
された衣類の消毒は 85℃ で 1分 間以
上熱湯消毒するか又は 0.02%次 正塩
素酸ナ トリウムに 30～ 60分 浸 しま
す。その後、他の衣類 とは別個に洗
濯 してください。

[ロタウィルス感染症]
ロタウィルス感染症は乳幼児で重

症化 します。典型的には突然の嘔吐
で発症 し、ひき続き白つぽい水様性
下痢 と発熱が起こります。我が国で
は毎年 1～ 5月 に流行 します。重症
化すると高度の脱水症や腎不全、痙
聾重積 (痙寧の頻発)、脳炎 ・脳症が
み られることがあり注意が必要です。

ヒ トは一生の間にロタウィルスに
何度 も感染 しますが、感染の度に症
状は軽 くなつていきます。 自然感染
を 2回 経験す ると重症化は しなくな
ります。

ロタウィルスワクチン (商品名 :
ロタリッックス)は生後 6週 から接種可能で、
生後 24週 までに 4週 間隔で 2回 経 口
接種 します。 これによつて、入院治
療を要するような重症化を95%予 防
できます。重篤な副作用 としては腸
重積症があ りますが、初回接種後、
特に 1週 間は嘔吐、血便などの症状
に注意が必要です。 しか し市販後調
査では一般人 口との腸重積発症の差
はほとん どないか僅かのようです。
接種料金は¥13.000です。
[ポリオワクチンのこと]

ポ リオの世界的な現状は常在国は
1988年には 125カ国でしたが、2003
年にはアフカ

｀
ニスタン、 エン

｀
フ
°
卜、 イント

や
、 ニシ

｀

ェール、ナイシ
Sェ

リア、アヽ
°
キスタンの 6カ 国のみ

とな りました。また、患者の 95%は
ナイシ

｀
ェリア、イント

や
、ハ

°
キスタンからのもので

す。
我 が国 の現 状 は 1950年代 には

1500～ 300 0例の患者発生がみ られ
1960年 には 5600名 超の大流行が起
こり1961年に経 口弱毒生ポリオワク
チン (OPV)の 一斉投与方式が採用
されま した。 これによって流行は終
息 し野生ポ リオウィルスは 1971年に
3型 が 1株 、1980年に 1型 が 1株分

離 されま したがそれ以後は発生はあ
りません。1980年代初期に野生ポ リ
オウィルスは根絶 された と考えられ
ています。すなわち、現在の状態は
皮肉なことにポ リオワクチン出来株
ウィルスによる健康被害が起 こって
い る状態です。それ を防 ぐために
OPVを 続けていては永遠にポリオの

根絶はあ りえません。ポ リオ根絶の
ためには注射剤の不活化ポ リオワク
チン (IPV)に よるしか方法はあ り
ません。現在我が国では OPVの Sabin
株 ワクチンを用いた不活化ポ リオワ
クチン (sIPV)が開発 され今年度 中
にも実用に供 され る予定です。私見
ですが、輸入 IPVを 実施 されている
医療機関もあ りますが、諸外国で製
造されている IPVは ポ リオウィルス

強毒株 を使用 していることもあ り、
sIPVが接種可能になるまでは、今ま
でどお りOPVを 受けられるのがよい
のではないか と思います。 しかし、
正直なところ私もどちらがよいのか
分か りません。皆様がいろいろな情
報を参考にしてよかろうと思われ る
選択をしてください。

☆ 大手町の夜問急病診療所 (伍222
-0099)では午後 7時 から 11時 ま
で、小児科 と内科の診療を年中無
休で行つています。加畑の担当は
1/29、2/23、3/18の予定 で す。

☆麻疹 ・風疹 ワクチンの第 3期 (中
学 1年 生)、第4期 (高校 2・3年
生)を 実施 しています。必ず接種
しましょう。

☆金沢市では任意接種のワクチンに
ついての助成金制度を行つていま
す。詳細は受付でお尋ね下 さい。

☆世界の宝 「憲法 9条 」を次の世
代に贈 りましょう。


