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暑い日が続いています。今年の梅雨はまさに、空梅雨でした。降るときは、どしゃ降り。まるで台
風か、熱帯地方のスコールのようです。しとしとと降り続く雨が一音前の梅雨のイメージでしたが
全くの様変わりです。温帯性の気候がだんだんと亜熱帯性の気候に変化しているように思います。
熱中症とは、真夏日に戸外で激しい運動をしていて起こるものばかりではなく、最近は夜間に自宅
で熱中症にかかる高齢者が増えています。特に認知症のある方は、気温に応じて衣服を替えること
ができず、周囲が気をつけてあげなければ容易に熱中症になってしまいます。これは、乳幼児でも
同じことです。昼間は 26℃ くらい、夜間は 28℃ くらいに室温を保ち、快適に暮らしましょう。水
分補給と十分な睡眠をとることを心がけてこの夏を乗り切りましょう。さて、暑い季節の中の参議
院選挙、日本のこれからの方向性を決める大事な選挙です。是非、投票に出かけてください。

[最近 目立つ病気]
例年のごとく、手足 口病 とヘルパ

ンギーナが乳幼児で目立ってきまし
た。 ここ2～ 3年 、手足 口病の病型
が変化 し、発疹の出方が変則的にな
ってきました。治癒後に爪が剥がれ
る等の今までにみ られない症状がみ
られた りしま した。今年は流行初期
は、教科書通 りの手足口病でしたが、
その後、水痘や単純ヘルペス感染症
と見間違 うようなケースが増えてい
ます。

突然に高熱が出て、1～ 2日 で解
熱する夏風邪がみ られます。細菌性
胃腸炎 (食あた り)も 散見 されます。
おたふ くかぜのよ うで経過をみると
違 うものがあ ります。耳下腺が腫れ
ますが片側のみで 2日 ほどで軽快 し
ます。抗体検査でもおたふ くかぜは
否定されます。繰 り返 し耳下腺が腫
れ る場合は、反復性耳下腺炎 と診断
します。咳が続 く人も目立ちますが、
ア レルギーやエアコンが原因のこと
も多いようです。マイ コプラズマ感
染症 もみ られますが、以前ほど目立
ちません。マイコプラズマ感染症の
診断に抗原を検出する迅速検査が出
来るようにな りま した。まだ保険適
応はあ りませんが、今までよりも診
断の精度は格段に向上 しました。
[手足 口病]

上述 しま したように、手足 口病の
発疹が教科書的ではなくなっていま
す。神戸市感染症発生動向調査によ
ると、手足 回病の患者 さんか らコク
サ ッキー A6ウ ィルスが検出されて
います。このウィルスは 2年 前にも
検出されてお り、水痘 と鑑別を要す
るような大きな水疱を形成 し、治癒
後に爪が剥がれるといつた特徴的な
症状を示す とのことです。

手足口病の診断に苦慮 したことは、
私が医師になつて 33年経ちますが、
はじめてのことです。今年は注意 し
なければなりません。
[子宮頚がん予防ワクチンとCRPS]

子宮頭がん予防 ワクチンと CRPS
(複合性局所疼痛症候群 i Complex

Regional Pain Syndrome)との因果関
係が問題 とな り、本年 6月 14日に厚
生労働省は子宮頚がん予防ワクチン

を積極的に勧奨 しないことにしま し
た。 これは、定期接種が中止 された
ものではありません。今までどお り、
接種券を使つて無料で接種できます
が、保護者の同意書が必要にな りま
した。

このワクチンは、世界では、これ
までに約 1億 5千 万回の接種がされ
てお り、他のワクチンに比べて副作
用が多い とい う結果は出ていないよ
うです。我が国では、これまでに約
800万 回の接種がされてお り、CRPS
の疑い例が 5例 報告されています。
ただ し、5例 とも疑似例で確定診断
には至っていません。厚生労働省の
決定に影響を与えたケースは以下の
ような経過です。一 『14才の女子中
学生カミ2011年19月 にサーハリックス1回 目接
種、11月に 2回 目を左腕に接種、2回 目

接種後、左腕の腫脹、疼痛、しびれあり。
その他、左肩、左足、右腕、右足にも疼

痛が間欠的に生 じた。夜間には肩から肩
甲骨、指先まで痛みが広が り、疼痛のた
め歩行困難となつた。接種 7日 後に CRPS
が疑われた。接種 lヶ 月半でも症状の改
善なし』

一

CRPSと は、米国では RSD(Renex
Sympathetc Dystrophy:反射性交感神
経性ジス トロフィー)と 言われてい
ます。 この疾患の定義か らは、ワク
チン成分によつて起 こるものではな
く、外傷 ・骨折 ・注射針等の刺激が
きつかけで発症するものです。 とす
れば、他のワクチンでもみ られてい
るはずですが、今までは問題になっ
ていませんで した。何故、我が国で
子宮頚がん予防ワクチンに目立つの
か、今後の調査が待たれます。因み
に、子宮頚がんの疫学について、記
しておきます。我が国における年間
の患者数は約 9千 人、死亡者は約 2
千 5百 人です。そして、子宮頚がん
予防ワクチンの効果は 50～ 70%で

が個別接種 となりました。生後 5～ 8
ヶ月が標準接種期間で生後 1年 まで
可能です。

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 されま した。なお、厚労省は、世
界保健機関 (WI10)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。
(2)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。
おたふくかぜについては 1才 に 1回
目 就 学前に 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。
(3)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 度から医師用予防
接種ガイ ドラインに記載 されました。

☆大手町の夜間急病診療所 (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 7/11・8/11・9/5。9/26の予定
です。また、721は 当番医です。
☆すこやか検診は 10月 末までです。早
めに受診 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 ・インルエンサ

や
)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 」

に贈りましょう。
を次の世代

く
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[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
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