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あけましておめでとうございます。
「今年が良い年になりますように。」-2011年 3月 11日以来、この平凡な言葉の実現がいかに困難

なことか、身に染みて分かるようになりました。
世界を見渡しますと、戦争の火種は数多くあります。自国の権利ばかり主張しているようでは平

和は遠のいていくばかりです。共存共栄のためには、譲り合いの精神が必要です。翻つて身の回り
を見ても赤信号になつても右折する車、歩行者を邪魔者扱いする車や自転車、譲り合うどころか早
い者勝ち、強い者勝ちの弱肉強食の世界です。昨夏、米子へ車で行く機会があり、彼の地の交通マ
ナーの良さに感動しました。信号はすべて歩車分離です。車も譲り合いの精神が行き届いていまし
た。身近なところから、まず自分自身から実践していきたいものです。

[最近 目立つ病気]
あいかわらず、マイコプラズマ感

染症 と、乳幼児で RSウ ィルス感染
症が流行中です。インフルエンザは
年末から金沢市内でも出始めました。
おそらく例年 どお り 1月 中旬から本
格的な流行がは じまるもの と思いま
す。インフルエンザが流行 し出す と
他の感染症は目立たなくな りますが、
流行前は様々な感染症がみ られます。
今年 もノロウィルスに代表 されるウ
ィルス性 胃腸炎、溶連菌感染症、手
足 口病、アデノウィルス感染症、水
痘、おたふ くかぜがみられています。
手足 口病やアデノウィルス感染症は
少 し前までは夏に流行するもので し
たが、近年は 1年 中みられるように
なりました。
[ノ

ーウォークウィルス感染症]
ノロウィルス胃腸炎が新聞紙上を

賑わしています。すでに 1960年代か
ら秋か ら春にかけて ウィルス性胃腸
炎が流行することは知 られていまし
た。1968年 に米国オハイオ州ノーウ
ォークとい う町の小学校で急性胃腸
炎が集団発生 しま した。その患者 さ
んの糞便か らウィルスが検出され、
ノーウォークウィルス と呼ばれまし
た。その後 世 界各地で似たような
ウィルスが発見 され、ノー ウォーク
様 ウィルスまたは電子顕微鏡下の形
態か ら小型球形 ウィルスと言われる
ようにな りま した。その後、小型球
形 ウィルスには 2種 類あることが判
明し、2002年 8月 に国際ウィルス学
会でノロウィルス とサポウィルスに
正式に命名 されました。

しか し、野呂 (Noro)姓 の方々か
ら、い じめやからかいの原因 となる
とい うアピールがあり2011年の国際
ウィルス分類委員会はノロウィルス
とい う属名は使 うべきではなく、本
来のウィルス名称であるノー ウォー

クウィルスを使 うように関係者に求
めています。

以前か ら俗に 「おなかの風邪」 と
呼ばれていた大部分はノー ウォーク
ウィルス と考えられます。潜伏期間
は 1～ 2日 で治癒後も 1～ 3週 間は
便中にウィルス排出が続きます。

主な症状は突然の悪心 ・嘔吐、下痢、
腹痛、悪寒、発熱、身体痛、頭痛等
です。急性期の症状は 1～ 2日 で軽
快 しますが、下痢は数 日かけて徐 々
に治まっていきます。乳幼児やお年
寄 りでは 1～ 2週 間、下痢が続 くこ
ともあ ります。また、感染 しても発
症せずに終わる場合 (不顕性感染)
や普通の感冒のような症状で終わる
場合があると言われています。つま
リー旦流行がは じまると、その制御
は極めて困難です。

確定診断は糞便中のノー ウォーク
ウィルスを検出 します。最近、迅速
診断法が保険適応 とな りま したが 3
才未満 と 65才 以上に限 られていま
す。

[ワクチン最新事情]
(1)平 成 25年 4月 から、金沢市で

も結核に対す る BCGワ クチン接種
が個別接種 とな ります。 これまでは
集団接種だったので、ワクチン接種
のスケジュールを立てる際に他のワ
クチンとの同時接種ができないため
不 自由で した。個別接種 とな り、 し
かも生後 5～ 8ヶ 月が標準接種期間
で生後 1年 まで可能 となるため時間
的な制約が非常に楽にな ります。
(2)任 意接種であつた ヒブワクチ

ン、小児用肺炎球菌 ワクチン、HPV
ワクチン (子宮頚がん予防ワクチン)
の 3種 類が定期接種化の予定です。
この 3種 類のワクチンは任意接種で
すが 2010年度半ばから本年度末まで
自治体 と国が費用を助成 しています。
本年 4月 からこのままの制度でやつ
ていくのか、定期接種のワクチンと
して組み込まれ るのか、まだはつき
りとしていません。なお、厚労省は、
世界保健機関 (WHO)が 推奨 して
いる水痘、おたふ くかぜ、B型 肝炎、
成人用肺炎球菌、ロタウイルスのワ
クチンも順次定期接種の対象 として
検討 しています。
(3)任 意接種の水痘 ワクチン、お

たふ くかぜ ワクチンについて、2回
接種が推奨 されるようにな りました。
おやふ くかぜについては 1才 に 1回
目 3～ 5才 代で 2回 目、水痘つい
ては 1才 に 1回 目 3ヶ 月以上あけ
て 2回 目が標準です。
(4)接 種部位についてはワクチン

による大腿四頭筋拘縮症の出現はな
い とのことで、これまでの上腕接種
部位に加 え、大腿前外側部が推奨 さ
れています。2012年 度の医師用予防
接種ガイ ドラインに記載 されました。
赤ちゃんの小 さな腕に接種するのは
たいへんなので、今後は当院でも大
腿前外側部を採用 したい と考えてい
ます。
[ワクチンを受ける時の注意]

麻疹 ・風疹 ・おたふ くかぜ ・水痘
に罹つた後は、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。熱性痙寧後は 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、ご相談 ください。

☆大手町の夜問急病診療所 (駈: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 1/31。2/21・3/24の予定です。
また、1/13は当番医です。
☆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

｀
)に

ついての助成金制度を行っています。
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。


