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戦争の音がヒタヒタと近づいています。全ての人は、自分の国のために良かれと思つて行動してい
るのに何故? 我 が目は,世 界に先駆けて超高齢化社会を迎えています。すなわち戦争をするため
の国力の表えは著しいのです。しかも地震や津波や火山の噴火といつた自然災書は世界で有数の国
です。世界のどの国が日本を侵略しようというのでしょうか?こ れほど面倒で世話の焼ける国はな

能取りが、とんでもない方向に向かい、
なく思います。志のある若者は、世界r

欺くことは、愚かな為政者の常套手段です。この国の
代に禍根を残すことは痛恨の極みです。本当に申し訳

いでしょう。仮想敵目を作つて自らの失政を欺くことは、愚かな為
脱取りが、とんでもない方向に向かい、次世代に禍根を残すことは

沖

[最近 目立つ病気1
手足 日病が大流行 しています。今年の

手足 日病は高熱が 1～ 2日 出るものが多
いようです。その後手足や 日内、日周囲
に発疹が出てきます。外陰部や肛門周囲、
上腕や大腿、躯幹にも出ることがあ り水

痘や単純ヘルペス感染症、伝染性膿痴疹

(とびひ)と の区別が難 しいこともあり

ます。ヘルパンギーナもみ られています
が、経過をみていると手足 日病だつたと
い うケースが目立ちます。両者 とも原因
ウィルスはヨクサ ッキーウィルスが多い

ので、症状は違いますが同じような病気

です。特別な治療 もなく、自然に治つて
いきます。

ウィルス性胃腸炎、ウィルス性発疹症

も比較的みられます。また、おたふくか

ぜ、溶連菌感染症も時々みられています。

夏季は感染症の少ない時期ですが、罹患

すると高熱が出るものや、乳幼児では発

疹の出るものが多く、突然の高熱で熱性

けいれんを起 こした りするので親御 さん

にとつては心配な季節です。

[手足 口病]
手足 日病は、日の中や、手足などに水

疱性の発疹が出る、ウイルスの感染によ
つて起こる感染症です。乳幼児を中心に、
主に夏に流行 します。病気の原因となる

ウイルスは、主にコクサッキーウイルス

A6、 A16、エンテロウイルス 71(EV71)

で、その他、コクサッキーウイルス A10

などが原因になることもあります。

感染経路は、飛沫感染、接触感染、糞
日感染 (便の中に排泄 されたウイルスが

日に入つて感染すること)で す。乳幼児
では原因となるウイルスに感染 した経験
のない者の割合が高いため、感染 した子
どもの多くが発病 します。

感染 してから 3～ 5日 後に、日の中、

手のひら、足底や足背などに水疱性発疹

が出ます。高熱が出ても 1～ 2日 で続 く
ことは通常はあ りません。ほとんどの発

病者は、1週 間以内に治る病気です。 し

か し、まれですが、髄膜炎、小脳失調症、
脳炎などの中枢神経系の合併症のほか、
心筋炎、神経原性肺水腫、急性弛緩性麻

海など、さまざまな症状が出ることがあ

ります。 (特に EV71に 感染 した場合には、

他のウイルスによる手足日病 と比べて、

中枢神経系の合併症を引き起こす割合が

高い。)ま た、手足 口病の典型的な症状
がみ られずに重症になることもあ ります
ので、注意が必要です。なお、近年、コ

ャ
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クサッキー ウイルス A6感 染により手足
口病の症状が消失 してから、 1か 月以内

に、
一時的に手足の爪の脱落を伴 う症例

も報告 されていますが、自然に治つてい

きます。

手足 口病には有効なワクチンはなく、
また手足 日病の発病を予防できる薬 もあ

りません。治つた後でも、比較的長い期

間、便などからウイルスが排泄されます。
また、感染 しても発病はせず、ウイルス

を排泄 している場合もあります。これ ら
のことから、発病 した人だけを長期間隔

離 しても有効な感染対策 とはならず、現

実的ではあ りません。衛生観念がまだ発

達 していない乳幼児の集団生活施設で

は、施設内での感染の広が りを防ぐこと

は難 しいです。 しか し、手足 日病は、発

病 しても、軽い症状だけで治つてしま う
ことがほとんどであるとい う意味で、感

染 してはいけない特別な病気ではあ りま

せん。これまでほとんどの人が子 どもの

間にかかつて、免疫をつけてきた感染症
です。

一般的な感染対策は、接触感染を予防

するために手洗いをしっか りとすること

と、排泄物を適切に処理することです。
特に、保育施設などの乳幼児の集団生活
では、感染を広げないために、職員 とこ

ども達が、しつか りと手洗いをすること

が大切です。特におむつを交換する時に

は、排泄物を適切に処理 し、しつか りと

手洗いをしてください。
手洗いは流水 と石けんで十分に行つて

ください。また、タオルの共用はしては
いけません。

手足 口病に特効薬はなく、特別な治療

方法はあ りません。 しかし、まれに髄膜

炎や脳炎など中枢神経系の合併症などが

起こる場合がありますから、経過観察を
しっか りと行い、発熱が 2日 以上続 く、

嘔吐する、頭を痛がる、視線が合わない、

呼びかけに答えない、呼吸が速 くて息苦
しそ う、水分が取れずにお しつこがでな
い、ぐつた りとしているなどの症状がみ
られた場合は、す ぐに医療機関を受診 し

[中東呼吸器症候群 (MERS)]

主な症状は、発熱、咳、息切れなどで

す。下痢などの消化器症状を伴 う場合も

あります。MERSに 感染 しても、症状が

現われない人や、軽症の人もいますが、

特に高齢の方や糖尿病、慢性肺疾患、免

疫不全などの基礎疾患のある人で重症化

す る傾 向が あ ります 。 中東 地域 か ら

MERSの 確定症例 として WHOに 報告 さ

れた者の うち、症状が悪化 して死亡する

割合は、約 400/0とされています。また、

死亡例の約 90%は、基礎疾患のある人 と

の報告があります。

人がどのようにして NIERSに 感染する

かは、まだ正確には分かつていません。
2015年 5月 以降、韓国で流行 しています

が、多くが、韓国内の病院での院内感染

によるものであると考えられています。

患者から分離された 電ヽRSコ ロナウイル

スと同 じウイルスが、中東のヒ トヨブラ

クダから分離 されていることなどから、
ヒトコプラクダが M酎 も ウイルスの保有

動物であるとされてお り、感染源の一つ

として疑われています。
一方、患者の中

には動物 との接触歴がない人も多く含ま

れています。家族間や、医療機関におけ

る患者間、患者一医療従事者問など、濃

厚接触者間での感染 も報告 されていま

す。主に、飛沫感染 (咳や くしゃみなど

による)又 は接触感染による感染である

と考えられています。

☆大手町の夜問急病診療所 (■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体で行つています。

加畑の担当は 9/6、10/1、10/29の予定で

す。なお、8/16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 ・インフ匹ンサ
S)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。




