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梅、精、沈T花 、桜、モクレン、春が一度にやって来ま した。先日、長年 年 賀状だけでのお付き
合いだつた恩師にお目にかか りました。小学校 6年 生の時の思師ですが、私に勇気と自信を与えて
くださつた方です。先生のお宅で、1時 間余 りで したが近況と昔話に花が咲きま した。先生は 88
歳、私は来年還暦を迎えます。この年齢になると、音のことが懐か しくなりますね。超高齢化社会
が問題化 していますが医師会の高齢化も問題です。特に小児科の開業医の高齢化が進み、新規開業
の先生もほとんどな く、数年後には当番医制度の維持ができな くなるかもしれないという状態で
す。同窓会に出ますと、他の職種の方々は定年の話になるのですが、私はまだまだ現役ですので別
世界のように感 じます。なにしろ医師会の中ではまだ若手として見 られているのですか ら。少子、
超高齢化社会をいかに乗 り切つていくのか?こ れからの最重要課題です。

[最近 IJ立つ病気]
嘔吐 ・下痢のウィルス性胃腸炎や

溶連菌感染症がひき続 き目立ってい

ます。インフルエンザの流行はほぼ
終息傾向です。B型 は局地的な流行
がみ られま したが、拡大は今のとこ
ろみ られていません。暖かくなって
花粉症の方が多 くなつてきました。
去年に比べて花粉の飛散量は北陸で
は 2～ 3倍 多いと予測されています。
去年は軽かつた人も今年は要注意で
す。スギ花粉に加えて、黄砂や PM2.5

も大気中に舞っていますので春霞 と
い うような悠長なものではあ りませ
んね。

この冬は溶連菌感染症がずっと流
行を続けています。インフルエンザ
と同時に感染 した方 もいらつ しゃる
と思います。最近の特徴 として発熱、
咽頭痛、発疹 。かゆみ、イチゴ舌 と
いつた典型的な症状を現す場合は少
なくなつています。発熱 もなく、咽
頭痛だけで、周囲で流行があるから
調べてみると陽性であつた りします。
保菌者 となつて、感染源 となるので、
治療が24要て}す。 とにかく、 うがい

と手洗い とい う基本的な予防が重要
です。爪噛みはやめま しょう。鼻 く
そを手ではじつた ら手洗い しましょ
う。

[ロタウィルス感染症]
最近のウィルス性 胃腸炎は小児科

領域ではロタウィルスが多いようで
す。 ロタウィルスワクチンが普及 し
てきて以来、近年は大きな流行がな
かったのですが今年は再び増加 して
います。 自然界は人間が思つた通 り
にはなかなか行きません。 ロタウィ
ルス感染症は脳症を起こし得 るので

乳幼児にとつては要注意です。胃腸
炎の症状 も嘔吐 ・下痢の症状が動揺
するので根気 よく水分補給をして、
食欲が出てきても少 しずつ食事量を
ア ップ していくことが大切です。多
少の行 きつ戻 りつは必ずあ ります。

ロタウイルスは レオウイルス科の
ロタウイルス属に分類 されます。 さ
らにウイルス粒子の内殻質白質の抗
原性により、A～ G群 の 7種 類に分
類 されます。 ヒ トヘの感染が報告 さ
れているロタウイルスは、主に Aと
C群 です。B群 ロタウイルスのヒト
ヘの感染 も報告 されていますが、極

めてまれです。また外殻蛋白質によ
つて規定される血清型を Gタ イプ、P
タイプといいます。Gタ イプの抗原
性が強いため一般的にウィルスの抗
原性は Gタ イプと一致 します。 ヒト
で多くみられる血清型は Gタ イプが
Gl～ 4,G9、Pタ イプが P[8],P[4]で、
これ らの組み合わせで約 88%の ヒ ト
におけるロタウイルスの血清型がカ
バーされます。

ロタウイルス感染症を予防するワ
クチンとして、ロタリックス (1価
ワクチン、2回 接種)、ロタテ ック (5
価ワクチン、3回 接種)の 2種 類が
あ ります。 日本では、ロタリックス
が 2011年 11月 に、ロタテ ックが
2012年 7月 に発売になりました。ロ

タリックスは GlP[8]、ロタテ ツクは
Gl,G2,G3,G4,P[8]の弱毒化 生 ワクチ
ンです。交差免疫があるため、他の
ロタウィルスにも有効 とい うことで
すが、今年のロタウィルスには有効
性が少ないように感 じます。

[ヒトメタニューモ ウィル ス感染JIT]
2001年 に発見された hWIPV(ヒトメタ

ニューモウィルス)は RSウ ィルスに似かよ
ったウィルスです。。hMPV感 染症で
は、すべての年齢層で呼吸器感染症
を惹き起こします。重症化 しやすい
のは、乳幼児、特に低出生体重児、
高齢者等の免疫力が低下 している人
たちです。
hMPV感 染症は 1回 の感染では十

分な免疫を獲得できず、乳幼児期に
は何度 も感染を繰 り返す と考えられ
ています。また、ウィルス量 と重症
度は相関するようです。

流行時期は 3～ 6月 です。その年
によって 1～ 2か 月のピークのずれ
はあ りますが RSウ ィルス感染症や
インフルエンザの流行が終わつた後
に hMPV感 染症の流行が来ます。年
齢別には 1～ 2歳 をピークに 5歳 ま
でに多くみ られます。

症状は、咳嗽 ・鼻汁の後に発熱 し
平均 5日 間で高熱になることが多い
です。発熱 とともに呼吸困難や喘鳴
がみ られます。状態の悪化があれば

胸部 レン トゲン写真や血液検査が必
要です。中耳炎の合併 もみ られ るこ
とがあります。 稀 には、月営炎 ・月肖症
の報告がみられます。

hMPV検 査キッ トが販売 されてお
り、2014年 から保険適応になりまし
た。対象 となる者は 「画像診断によ
り肺炎が強く疑われる hMPV感 染症
の 6歳未満の患者 さん」です。

[エボラ出血熱の動向]
http:〃www.forth.30jp/topics/2015/04021
333.htmlよ り。

2015年 4月 1日 付けの世界保健機
関 (WHO)の 情報によります と、エ

ボラ出血熱の発生状況は以下のとお
りです。エボ ラ出血熱 の患者数 は
25,178人、死亡者数は 10,445人にな
りました。
● 3月 29日 までの 1週間に新たに報
告 されたエボラ出血熱の確定患者数
は、前週の 79人 よりも僅かに増えて、
合計 82人 でした。ギエアでは、患者
数が前週の 45人 に対 して 57人 に増
えま した。 これは、シエラレオネで

確定患者数 25人 にとどま り、4週 連
続で減少 したことを相殺 してしまい

ま した。 リベ リアでは、この期間で
の新たな確定患者は報告 されません
でした。

☆大手町の夜間急病診療所 (血: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
っています。加畑の担当は 4/26、5/7、
6/18、6/28、7/19の予定です。
なお、5/17は当番医です。
☆金沢市では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

｀
)

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。


