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あけまして、おめでとうございます。この言葉を言えるのは、あと何回だろうと思つてしまうのは
年齢のせいでしょうか?今 回で最後かもしれないと思つている方もいらつしゃることでしょう。人
生のはかなさを感じつつ、あらためてこの言葉をかみしめる時、めでたさは何倍にもなります。私
は還暦を迎えました。同級生には、定年で第 2の 人生を送る方もいらつしゃいます。ところが、医
師会というのは別世界で、なんと私はまだまだ若手なのです。小児科の新規開業医がほとんどな
く、このままでは小児の時間外救急を担う小児科医が絶対的に不足してしまいます。大手町の急病
診療所への出向回数が増え、当番医の回数もジリジリと増えています。少ない小児科医を有効に利
用するために行政と医師会とで様々な方策が考えられて、現在着々と計画が進行中です。2次 以上
の救急を担う病院の先生方を疲弊させないために開業医もがんばらなければなりません。

[最近 日立つ病気]
胃腸炎が 目立ちます。 ノロウィル

ス等のいわゆる 「おなかの風邪」で
す。 ノロウィルスは迅速検査ができ
ますが、保険適応のある方は 3才 未
満 と65才 以上の方です。そ してノロ

ウィルスと診断 されても特別な治療
法はあ りません し、何のメ リッ トも
あ りません。症状はピンからキ リま
で、個人差が大きい疾患です。 ノロ

ウィルスだけが、悪者にされていま
すが診断できない ウィルス性 胃腸炎
は他にも数種類あります。いずれも、
突然に発症 しますが、初 日を我慢す
れば自然 と快方に向かいます。ただ
し、ノロウィルスは高齢者で重篤化
しやす く、春先～初夏に流行するロ

タウィルスは乳幼児で重症化 します。
幸いロタウィルスについては有効な
ワクチンのお蔭で重症化する児は本
当に少なくな りました。

おたふ くかぜ と溶連菌感染症が流
行中です。水痘 も局地的な流行があ
ります。RSウ ィルス感染症は例年に
なく多いようです。マイ コプラズマ

感染症 もみ られてます。アデ ノウィ
ルス感染症 も時々あ ります。 この時
期は様々な感染症がみ られます。そ
して、おそらく例年 どお り 1月 中旬
か らインフルエンザが流行期に入る
と思われます。

[ノロウィルスの遺伝 子変異]
高齢者や乳幼児を中心に激 しいお

う吐や下痢を引き起 こす ノロウイル
スが変異 し、 ヒ トが免疫を持たない

新たなウイルスとなつて、ことし初
めか ら国内で感染 を広げていたこと
が分か りました。

激 しいお う吐や下痢を引き起 こす
ノロウイルスには、 ヒ トに感染す る
遺伝子の型が 31種 類あ りますが、
遺伝子型の判別が可能になつた平成
16年 以降、国内でも海外でも 「GH
・4」とい う型が流行の主流を占めて
きました。

ところが、
一昨年 10月からの半年

間、国内の患者か ら検出されたウイ
ルス 2000株 以上を調べたところ、
昨年に入つて、「G正 ・17」とい う型
が急激に増え、昨年 2月 以降は、す
べてこの型になつていま した。

さらにこの 「G正 ・17」の遺伝子
を詳 しく解析 した ところ、 ヒ トヘの

へやめへ幹や会幹やへ幹や
感染の しやす さに関わる部分が変異
し、 ヒ トが免疫を持つていない新た
なウイルスになつていた とい うこと
です。

ウイルスは、変異によつて新たな
タイプが出てくると、 ヒ トがそれま
でに獲得 した免疫が役に立たなくな
るため、感染する人が増え大きな流
行になるおそれがあります。

国立感染症研究所は、昨年の秋以
降、新たな 「GH。 17」型が流行の
主流を占めた場合、平成 18年の時の
ような大流行になるおそれがあると
して、ウイルスの検出を行 う全国の

地方衛生研究所に遺伝子の分析を徹
底 し、注意喚起につなげるよう求め
ました。

ノロウイルスは、アル コールによ
る消毒では十分な効果がないため、
患者のお う吐物や便を処理する時に
は、マスクや手袋をして次亜塩素酸
ナ トリウムを含む市販の漂 白剤など
を使 つて消毒する必要があ ります。

また、症状が出ない人もいるため、
飲食店などで食中毒を防 ぐには、調
理や配膳の際に流水 と石けんによる
手洗いを徹底 した り使い捨ての手袋
を使つた りすることなどが重要です。

(NHK「 かぶん」プログより)

[アタマジラミの最新事情]
ス ミス リンシャンプーに耐性のあ

るシラミが増えてお り、これまでよ
りも、専用の杭き櫛による退治が重
要視 されています。
【一般的な流れ】「シラミを発見した
ら」
①頭髪の虫がアタマジラミか どう

か確認する。
②シラミ専用杭き櫛を通販で注文
(店頭に並んでいないことが多い)。
③ス ミス リンを薬局、 ド ラッグス

トアなどで購入
発見初 日に成虫と幼虫を退治する
(スミスリンシャンプーを使 う)。
④杭 き櫛の到着、すべてのシラミ

と卵を取 り除いて駆除完了 !

再発がないかときお リチェックする。
当院には最新事情を報告 しているホ
ームページのコピーがあ ります。看
護師にお尋ね ください。アタマジラ
ミの駆除は保険診療ではできません。

[化血Lり子ブ)岸|1題]
製薬メーカーの化血研が長年にわ

たつて国の承認 とは異なる方法で血

液製剤や ワクチンを製造 していた問
題で、厚生労働省が化血研への業務
停止命令の期間を過去最長の 110日

間 とする方針を固めたことがわか り
ました。

この問題は、熊本市にある化血研
が、 40年 前か ら国の承認 とは異な
る方法で血液製剤を製造 し、さらに

隠蔽するため、虚偽の製造記録 を作
成 していたものです。

厚労省は、化血研に対 し、医薬品
医療機器法に基づき業務停止命令を

出す方針ですが、業務停止の期間に
ついて、過去最長の 110日間とする
方針を固めたことが関係者への取材
でわか りま した。製薬企業への業務
停止命令でこれまでで最 も長かつた
のは、抗がん剤 との併用で死者が相
次いだ抗 ウイルス剤 「ソリブジン」
の問題で、1994年に当時の日本商事
が受けた 105日間です。

厚労省は化血研が長期間にわた り
組織的な隠蔽 を行 うなど制度の根幹
を揺 るがす悪質な行為だとして、過
去最長の停止処分 とすることが適当
と判断 しました。 (TBS N e w s )

☆大手町の夜間急病診療所 (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。
カロ畑の担当は 1/1、 1/21、 2/21、 3/6、 3/31
の予定です。なお、2/ 1 1は当番医です。
=r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

ヾ
)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。


