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言葉のまやかしで作られた安保関連法案が成立してしまいました。小学生でも分かる嘘で塗り回め
られた代物です。戦争放棄を宣言している我が国にこのような法律ができたこと自体、時の政権が

督予富雫題 鸞難 側    瑠 罷 路 協 摯舗 電名鮭R
えただけです。この法律が成立したことで日本は二等国に成り下がりまし

た。アメリカという超大国に追随するだけの金魚の糞のような国です。我が国民の誇りはどこへ行
つてしまつたのでしょうか?憲法九条を守り抜くことこそが平和への唯一の道です。戦後 70年間が
それを証明しているではありませんか。選挙制度でも違憲状態の国会が作つた違意の法律がまかり
通ることは、日本国民の不幸中の不幸だと思います。皆様はどうお考えでしょうか?

[最近 日立つ病気]
今夏、大流行 した手足 口病は秋の

訪れ とともにみ られなくなりました。
代わつて RS感 染症やマイコプラズ
マ感染症が 目立ってきま した。 これ
らの感染症は頑固な咳が特徴です。
今年は、普通の風邪に罹患 した後

も咳が長引くことが多いようです。
おたふ くかぜが予想 どお り流行 し

てきました。近年は 4年 ごとの流行
があ り今年は当た り年なのです。

また、涼 しくなつて ウィルス性 胃
腸炎 (おなかの風邪)が み られ出 し
ま した。便が自つぼくなるのはロタ
ウィルスや ノロウィルスが有名です
が、他の ウィルスでも白つぼくなる
ことがあります。
季節の変わ り目は、気管支喘息や

ア レルギー性鼻炎がみ られます。今
年は寒 くなるのが早かつたためか気
管支喘息の症状を示す方が多 くみ ら
れます。

[おたふ くかぜ]
おたふ くかぜ ウイルス (ムンプス

ウイルス)に よる VPD(ワ クチンで
予防できる病気)で す。かかっても
軽症の場合が多いのですが、重い合
併症を引き起 こす こともあ りますの
でワクチンによる予防が重要です。

世界の多 くの国々では、おたふ く
かぜワクチンを定期接種を 2回 受け
ているので、流行はあま りあ りませ
ん。 しか し日本では、任意接種ワク
チンで接種費用が 自己負担の うえ、
これまでは 1回 だけ接種する習慣に
なつていま した。そのため、平均す
ると毎年約 60万人がかかつて、多 く
の子 どもたちが重い合併症で苦 しん
でいます。

症状や経過は、2～ 3週 間の潜伏
期の後に、両方またはどちらかの耳
下腺がはれてきます。触ってもはつ

き り分か らないこともあ りますが痛
みがあ ります。家族など周囲の人が
見ると腫れているのに気がつきます。
しばらくす ると反対側 もはれてきま
す。発熱は起 こることも、起 こらな
いこともあります。症状が出ない (不
顕性感染)場 合 もあ ります。またお
たふ くかぜ以外でも、耳下腺が腫れ
ることもあ ります。周 りでおたふ く
かぜが流行 しているか どうかも診断
の助けになります。

おたふくかぜには多くの合併症が
あります。
無菌性髄膜炎が約 50人に 1人の割

合で起こります。これを発症すると
強い頭痛を訴え、嘔吐することもあ
ります。
一生治らない重度の難聴になるこ

とがあります。約 1,000人に 1人 の
割合で、年間 700人 くらいがかかつ
ていると推定されています。
脳炎が毎年約 30人 に起こってい

て、障害が残つたり死亡したりする
こともあります。
予防は、おたふくかぜワクチン (任

意接種 ・生ワクチン)で予防します。1
歳以後に 1回 、1回 目の接種後数年
(小学校入学前)で 2回 目を接種す

るのがおすすめです。
「KN O W★ V P D  参 照 」

(h的)ダ/uttw.know‐vpdjp/hdex.php)

[重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)]
SF硝 は 2011年 に中国の研究者 ら

によつて発表 されま した。ブニヤウ
イルス科フレボウイルス属に分類 さ
れる新 しい ウイルスによるダニ媒介
性感染症です。2013年 1月 に国内で
海外渡航歴のない方が SFTSに 罹患
していたことが初めて報告 され、そ
れ以後他にも SFTS患 者が確認 され
はじめました。SFTSウ イルスに感染
すると6日 ～ 2週 間の潜伏期を経て、
発熱、消化器症状 (食欲低下、嘔気、
嘔吐、下痢、腹痛)が 認められ、そ
の他頭痛、筋肉痛、意識障害や失語
などの神経症状、 リンパ節腫脹、皮
下出血や下血などの出血症状などを
起こします。検査では白血球減少、
血小板減少、肝機能障害が多 くの症
例で認められ、血清フェリチンの上
昇や骨髄での血球貧食像 (自己の自
血球が自己の血球を食べること)も
認められ ることがあ ります。致死率
は 6.3～ 30%と 報告 されています。
感染経路はマダニ (フタ トゲチマダ
ニなど)を 介 したものが中心ですが、
血液等の患者体液 との接触により人
か ら人への感染 もあ り得ます。治療

は対症的な方法 しかなく、有効な薬
剤やワクチンはあ りません。
「国立感染症研究所 参 照」

http!′舶 .nih・gOjp/nii《瑚a/diSeases/sa/sf
低.hml)

[イン フ ルエ ンザ ワ クチ ン内容 俊 吏l
インフルエンザワクチンは昨年ま

では A型 2種 類、B型 1種類の内容
でしたが、今回から B型 も 2種 類 と
な りま した。B型 の流行を抑えるた
めに 3価 か ら4価 とな りま した。 こ
れに伴い製造単価が上がったためワ
クチン接種料金 も値上げすることに
な りま した。 当院でも、たいへん申
し訳あ りませんが、 1回 の接種料金
は¥3500と します。何卒ご了承のほ
どお願い申し上げます。 2回 目の接
種を指示 された方については 2回 目
は¥3000と な ります。

当院のや り方は、生後 6か 月か ら
就学前の方については、初めて接種
され る場合は 2～ 4週 間隔で 2回 接
種、前年接種済みの方は 1回 接種で

す。小学生以上の方は前年の接種の

有無に関わらず 1回 接種です。接種
のや り方は各医院で違いますので、
疑間のある方は遠慮なくお尋ね くだ
さい。

☆大手町の夜問急病診療所 (伍222-0099)

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 10/29、1/1、1/21、2/21の

予定です。なお、12/6、2/11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

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 」 を次 の 世

代に贈 りましょう。




