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[最近 目立つ病気]
嘔吐 ・下痢のウィルス性 胃腸炎や

溶連菌感染症が少 し目立ってきま し
た。涼 しくなるとともに、長び く咳
が多 くなつています。 この中には気
管支喘息などのア レルギーを持つて
いる人も見られます。乳幼児では RS

ウィルス感染症 もみ られます。高熱
がつづき、咳やゼーゼー といつた息
づかいがみ られます。 これか ら冬に
かけて RSウ ィルスや溶連菌感染症
は流行期に入 ります。

ウィルス性 胃腸炎は、まだノロウ
ィルスや ロタウィルスではあ りませ
ん。一年中、胃腸炎が流行するのは、
現代人の胃腸機能が弱つてきている
ので しょう。腸は免疫機能 と深い関
係があると言われています。免疫機
能の破綻であるア レルギー疾患が増
えていることと関連があると思いま
す。では、胃腸を鍛えるにはどうチ
ればよいので しょうか ?腸 内細菌叢
を整 えることが 目標です。 まず、3

度の食事を好き嫌いせずにしつか り
食べることが一番大事なことです。
また、発酵食品を食べることも大切
です。豆腐、味晴、醤油、漬け物、
ヨーグル ト、チーズなどが代表的な
発酵食品です。皆 さん、食べていま
すか ?

[デング熱]
ネ ッタイシマカや ヒ トスジシマカ

によつて媒介 され るデングウイルス
の感染症です。非致死性の熱性疾患
であるデング熱 と、重症型のデング
出血熱やデングシ ョック症候群の二
つの病態があります。

デ ングウイルスは 日本脳炎 ウイル
スと同 じフラビウイルス科に属す る
ウイルスです。4つ の血清型 (1型、2
型、3型 、4型 )に 分類 され、1つ の

型に感染 した場合、他の血清型に対
する交叉防御免疫は数ヶ月で消失 し、
その後は他の型に感染 します。 この

再感染時に重症のデング出血熱にな
る確率が高くなると言われています。
デ ングウイルスはヒ ト→蚊→ ヒ トの

感染環を形成 し、 日本脳炎 ウイルス

におけるブタのような増幅動物は存
在 しません。

ほとん どの患者 さんは、デング熱
と呼ばれる一過性熱性疾患の症状を
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里します。3～ 7日 の潜伏期間後、
突然の発熱で始ま り、頭痛特に限鴛
痛 ・筋肉痛 ・関節痛を伴 うことが多
く、食欲不振、腹痛、便秘を伴 うこ
ともあ ります。発熱のパターンは二

峰性になることが多いようです。発
症後、3～ 4日 後より胸部 ・体幹か
ら始まる発疹が出現 し、四肢 ・顔面
へ広が ります。 これ らの症状は 1週
間程度で消失 し、通常、後遺症なく
回復 します。

[デング出血熱]
デングウイルス感染後、デング熱

とほぼ同様に発症 して経過 した患者
さんの一部において、突然に、血衆
漏出と出血傾向を主症状 とするデン
グ出血熱が発症 します。重篤な症状
は、発熱が終わ り平熱に戻 りかけた
ときに起こることが特徴的です。
患者 さんは不安 ・興奮状態 となり、

発汗がみ られ、四肢は冷た くな りま
す。胸水や腹水が極めて高率にみ ら
れます。また、肝勝の腫脹、補体の

活性化、血小板減少、血液凝固時間
延長がみ られます。多 くの例で細か
い点状出血がみ られます。 さらに出
血熱の名が示すように、10～ 20%の
例で鼻出血 ・消化管出血などがみ ら
れます。症状の重症度によりGmde l
～ 4の 4段 階に分けられ、ショック
症状を示す Grade 3、4は デングショ
ンク症候群 と呼ばれ ることもあ りま
す。デング出血熱は、適切な治療が
行われない と死に至 る疾患です。致
死率は国により異な り、数 パーセン
トから 1パーセン ト以下と様々です。
[エボラ出血熱]

世界保健機関 (WHO)は 9月 23
日時点で、エボラ出血熱での死者が、
疑い も含 めて 3,091人 、感染者 が
6,574人にのぼると発表 しま した。
WI10は 、 このまま対策 を講 じなけ
れば、11月 上旬にも感染者が 2万 人
を突破すると試算 しています。致死
率は、50%か ら 90%も あり、西ア
フリアの国々に拡大 しています。 国
別の累計死者数は、 リベ リアが 1,830
人、ギニアが 648人 、シエラレオネ
が 605人 、ナイジェリアが 8人 とな
つています。

これを書いている最中に新 しいニ
ュースが入 りました。

(Rh72)

「エボラウイルスの感染が広がって
いる西アフ リカの りベ リアから先月
20日 、アメリカに入国 した男性が、
入国か ら4日 後に体調を崩 し、 30
日、エボラ出血熱を発症 しているこ
とが確認 されま した。アメ リカでエ

ボラ出血熱の発症が確認 されたのは
今回が初めてで、男性は 28日 か ら
南部テキサス州ダラスの病院で隔離
され治療を受けています。 この問題
で、州政府や病院の担当者が、記者
会見 し、男性が発症 してか ら入院す
るまでの 4日 間に接触 した可能性が
あるのは、男性の親族の子 ども5人
を含む、少なくとも 12人 か ら18

人に上ることを明らかにしました。」
日本にこのウィルスが侵入するのも
時間の問題かもしれません。

[ワクチン最新事情]
水痘 (水ぼ うそ う)ワ クチンは、10

月 1日から、定期接種 とな りました。1

歳以上 3歳 未満で 3か 月以上の間隔
で 2回 の接種です。
今年度に限 り3歳 以上 5歳 未満の児
は経過措置 として 1回 の接種が受け
られますが、今までに水痘 ワクチン

を受けたことのない児に限られます。

☆大手町の夜問急病診療所 (h222-00甥)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

10/14、11/16の予定です。

☆ LL据ロユ貝_【土と。は全国    ュ 拷
棋    差 つため体診至i軋_

☆金沢市では今年度も幼児期の任意接種のワ

クチン (おたふくかぜ ・インフルエンサ
ヤ
)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。

☆インフルエンザワクチン接種を実施 してい

ます。(10月15日～H27.

☆世界の宝 「憲法 9条 」
りましょう。

1月下旬)
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