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私はヒガンバナが大好きです。花姿の美 しさと、秋のお彼岸の時期に突如として花茎を伸ば して く
る一途さが素敵です。今年の ヒガンバナの開花は猛暑のせいか、お彼岸の頃から 2週 間ほど後にな
りま した。私は、数年前に医院の周囲に赤 と自の ヒガンバナの球根を所々に植えま した。それ以
来、毎年 秋 の訪れをワクワクしながら待つています。今年は、赤のヒガンバナが 3つ 咲いただけ
で した。白花は全 く咲かず残念で したが、来年に期待 します。花が咲かなくても晩秋に青々とした
葉が出てきます。業の出る頃には花がなく、花が咲 く頃には葉がないので 韓 国では相思華と言 う
そうです。日本名は色々ありますが、「葉見ず花見ず」とも言うようです。中国からの帰化植物で、
呈珠沙華 (マンシ

さ
ュシャゲ)と も言われます。日本でのヒガンバナの名所は埼玉県日高市の巾着田です。

群生するヒガンバナはさぞかし壮観でしょう。一度は見に行きたいと思います。

[最近 目立つ病 気]
全年齢でマイコプラズマ感染症、

乳幼児で RSウ ィルス感染症が流行
中ですθマイ コプラズマ感染症の診
断は確実な迅速診断法は今の ところ
ないので、症状か ら推測す るしかあ
りません。肺炎になつていると長び
きます。 これまで有効だつたクラリ
スロマイシンとい う抗生剤に耐性の
マイコプラズマが増えているため、
流行が遷延 しています。乳幼児の RS
ウィルス感染症については後述 しま
す。

気温が下がつて くると例年 どお り
ウィルス性 胃腸炎が 目立ってきま し
た。 ノロウィルス、ロタウィルス、
サポウィルス、アス トロウィルス、
アデ ノウィルスが代表的なウィルス
です。 ノロウィルスがその名前か ら
有名になつて しまいま したが、小児
科領域で最も怖いウィルスはロタウ
ィルスです。脳炎、脳症などの合併
症や重症の脱水症を惹き起こします。
ロタウィルスの流行は近年 3～ 5月
です。すべてのウィルス性 胃腸炎に
は特効栗はあ りません。安静にして
休養 し水分補給に努めるしかあ りま
せん。栗剤は整腸剤や胃栗などの対
症療法栗 とな ります。

手足 口病、おたふ くかぜ、水痘、
溶連菌感染症もみられています。
[RSウ ィルス感楽丁it]

特に孝L児の呼吸器感染の主要なウ
ィルスです。乳児の半数以上が 1才
までに、ほとんどの人が 2才 までに
感染 し、その後も一生の間再感染を
繰 り返す ウィルスです。感染のたび
に症状は軽 くな ります。問題 となる
のは生後半年未満、特に 3ヶ 月未満
の乳児です。 この時期は母体か らの
移行抗体があるのですが RSウ ィル
スにおいては下気道の炎症を中心 と
した重篤な症状を惹 き起こします。
我が国では RSウ ィルスによる細気
管支炎や肺炎のために毎年約 2万 人
の入院があるとされています。特に
低出生体重児や心 ・肺系の基礎疾患
を有す る児や免疫不全を有する児は
しばしば遷延化 し重症化 しやすいく、
無呼吸による急性呼吸不全、ADH異
常分泌症候群の合併による電解質異

常、急性脳症を起こす危険があ りま
す③無呼吸は、基礎疾患がなくても
生後 lヶ 月未満の新生児にみ られや
す く突然死の原因 とも言われていま
す。

診断は、迅速診断キッ トによる抗
原検出が有用です。当院でも新生児
や乳児で、症状か ら RSウ ィルスが
疑われ る場合は入院の判断材料 とし
て積極的に検査を行つています。

初感染の年齢時期によつて症状に
大きな違いがあるため以下のような
方には予防の注射が保険適応 となっ
ています。ただ し当院のような一般
の診療所では取 り扱っていませんの
で小児科のある病院にお尋ね くださ
い。

抗 RSウ イルスヒト化モノクローナル抗体 (ハ
°
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マガ、商品名シナシち)の 投与対象 となる赤

ちゃん

0お 母 さんのお腹の中にいた期間が 28週 以下

: RSウ イルス流行開始時に生後 12ヵ 月以

下のお子さん

0お 母さんのお腹の中にいた期間が 29～ 35

週以下 : RSウ イルス流行開始時に生後 6ヵ

月以下のお子 さん

●過去 6ヵ 月以内に気管支肺異形成症の治療

を受けたことがあり、RSウ イルス流行開始時

に生後 24ヵ 月以下のお子 さん

0血 行動態に異常のある先天性心疾患 (CHD)

をお持ちで、RSウ イルス流行開始時に生後 24

ヵ月以下のお子 さん

2社 の製品の内容は、ほぼ同一です
ので計 4回 の接種で混在 しても問題
あ りません。また、3種 混合 ワクチ
ンと不活化ポ リオワクチンとも互換
性があ ります。 し か しなが ら、4種
混合 ワクチンの製造量が未だ少ない
ので 3種 混合ワクチン十不活化ポ リ
オワクチンで接種 してきた方が残 り
の回数を 4種 混合ワクチンに変更す
ることは現実的には難 しい と思いま
す。
[,7,rrと,′を
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ワクチンはできるだけ体調の良い

ときに受けたいものです。
麻疹 ・風疹 。おたふ くかぜ ・水痘

に罹った後は、かか り始めから lヶ
月間はワクチン接種は控えましょう。
突発性発疹症に罹患後は発疹消失か
ら 2週 間は控えましょう。その他の
感染症は解熱後 1週 間は控えましょ
う。
治 りがけの多少の咳や鼻水は問題

ありません。熱性痙攣後は lヶ 月間
は様子をみるのが一般的ですが、個
々のケースで対応が異な りますので、
かか りつけ医にご相談ください。

丁大手町の夜間急病診療所 (ЪL:222
- 0 0 9 9 )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
11/22・11/29・1/31の予定です。
また、1/13は当番医の予定です。

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。

F金 沢市では幼児期の任意接種のワ
クチン (水痘 ・おたふ くかぜ ・インフ
ルエンサ

ヾ
)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
に贈 りましょう。
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