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「最近みられる病気」
寒 くなってくると、いろいろなタ

イプの風邪が流行 します。大きく分
けて 3種 類あります。ひとつは、咳
がなかなか止まらないカゼ、ふたつ
めは、ノドにきて高熱のでるカゼ、
みつつめは、吐き下しのおなかのカ
ゼ。そのほかに、溶連菌感染症と水
痘が目立ちます。インフルエンザは
12月 中旬現在まだ流行の兆しはあり
ません。例年ですと、1月中旬から3
月中旬までが流行期です。このうち、
冬季llE吐下痢症とインフルエンザに
ついて以下に述べてみます。
「冬季嘔吐下痢症」
下痢を起こすウィルスには、ロタ

ウィルス、アデノウィルス、アス ト
ロウィルス、カリシウィルス (小型
球形ウィメレス、 SSRV)力 Sあります。
また、それぞれにさらに細かな分類
があり、そのため何度もおなかのカ
ゼにかかる人がいます。この中でロ

タウィルスは症状が一番重く、子供
も大人も急激な脱水症状のため点滴
を必要とすることもあります。最近
の傾向では、初冬 (10月 ～ 12月 )
にはカブシウィルスの感染がみられ、
晩冬 (2月 ～ 3月 )に はロタウィル
スの感染がみられます。アス トロウ
ィルスは軽症の下痢で不顕性感染も
多いようです。アデノウィルスは主
に夏季に多いのですが、いろいろな
型ごとに肺炎を起こしたり、結膜炎
を起こしたり多彩な症状がみられ、
下痢を伴 うことが多いウィルスです。

これ らのウィルス感染の症状とし
ては、下痢のほかに嘔吐、発熱が
3い50%に みられます。 ロ タウィルス

やカリシウィルスでは熱がないのに
ひきつけを起こすこともあります。
まれな合併症としては、、肝炎、発疹、
筋炎、脳炎 ・脳症があります。

治療は対症療法しかありません。
‐番のポイン トは水分補給です。自

湯やお茶よりもミネラルや糖分を含
んだスポーツ飲料や りんごジュース
などがおすすめです。吐き気の強い
時は少量ずつ何度も与えることが肝
心です。極端な場合は、スプーンで
ひとさじずつ流し込むように根気強

く与えましょう。欲 しがるだけ飲ま
せた り、無理に食べ させ ようとする
と、嘔吐を誘発 し消耗す るばか りで
す。吐き気がお さま り食欲がでてき
たら、重湯や 3～5分 粥、よく煮込ん
だ うどんからは じめて徐々に下痢の

状態を見なが らふだんの食事に戻 し
てください。決して急がないこと、『急
がばまわれ』を忘れないでください。
脱水症状になると排尿回数が減 り、
日の中が乾き、泣いても涙が出なく
なります。もつと進むと、皮膚の弾
力性がなくなり皮膚をつまんでも、
す ぐに戻らずシフが寄つたままにな
ります。また、目がおちくばんで表
情がうつろになります。このような
状態になると点滴を要し、場合によ
つては入院治療が必要になります。

なお、ロタウィルスワクチンが米
国で使用されるようになりましたが、
我が国ではまだです。
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「インフルエンザについて」
今シーズンは流行前にフクチン接

種希望者が多 く、ワクチンが早々に
なくなって しまいました。マスコミ
の報道で『インフルエンザは怖い』と
いう認識がゆきわたったためですが、
過乗Jに反応 されている方もみられま
す。フクチンはたしかに重症化を防
ぐようですが、学問的には立証 され
たわけではありません。ただ、私個
人としては、接種した方がかかって
も軽くなるような印象はもつていま
す。

とにかく予防が第一です。うがい、
手洗いを励行すること。睡眠を十分
とること。暴飲暴食をしないこと。
流行がはじまつたら人混みには出な
いこと。まず当たり前のことをきち
んとすることです。

かかつてしまったら、安静にし睡
眠を十分 とること。水分 ・栄養の補
給。薬剤の服用。薬剤についてはア
マンタジン (商品名 :シンメ トレル)
が A型 インフルエンザには有効で発
症後二日以内なら症状を軽くするこ

熙
とができます。残念ながら、小児に
は保険適応がありませんが、重症化
が予想 される場合には保護者と話 し
合いの上、使用することもあります。
このほかに、ザナミビル (商品名 :
リレンザ)と い う新薬が承認 される
予定ですが、保険外の使用 (自費)
になるようです。価格はまだわから
ず、当院に納入 されるかどうかもわ
かりません。この薬は吸入薬でA・B
両方の型に有効です。

☆駐車場が狭 くて、たいへんにご迷
惑をおかけしていますが、当院専用
駐車場が徒歩 1-2分 のところにあり
ます。どうでご利用ください。
☆再診時は必ず診票券をお持ちくだ
さい。診察券に記載されている番号
でカルテを検索します。
☆毎担木曜日午後は、うきた病院で
小児科を担当していますので当院は
休診です。
☆時間外の急患の方にはできるだけ
対応していますが、24時間の対応は、
なかなかできません。救急の場合は、
県立中央病院、金沢大学病院や金沢
医科大学病院が対応されています。
また.も し、休日等で当院に連絡が
とれない時は休日当番医や大手町の
体日急病診療所 (本)をご利用 くださ
い。

(*)■■ 222-0102

診療時間
◆ 休日前日のpm7:00

～休日のam6:00

◆ 休日のpm7:00
～翌日のam6:00

☆かか りつけの方の予防接種につい
ては日曜 日の年前中に特別の時間を
設けるなど便宜を計 っていますので
ご相談 ください。
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[最近 目立つ病気]
年末からみ られた水痘 と溶連菌感

染症がひきつづき流行 しています。
例年、冬から春にかけて多い病気で
すが今後も油断できません。両方 と
も、きちんと診断 し早めにくす りを
服用すれば、症状を軽くすることが
できます。ウィルス性胃腸炎もイン
フルエンザが終息した2月 中旬以降
再び目立ちましたが、徐々におさま
つてきました。新聞によると SRSV
の集団発生があったようですがウィ
ルスとして食中毒の原因になるもの
です。人から人にも強い感染力があ
りますが症状はロタウィルスよりも
軽症のことが多いようです。

暖かくなって、 1～ 2日 高熱がで
るノドのカゼや喘息、花粉症などの
アレルギーの病気が目立つようにな
りました。今年のスギ花粉の飛散は
かな り多い と予想 されていました
が、雪の日が遅 くまでずれ込み晴れ
た日に一気に大量の飛散があつたよ
うです。人によつては本当に悲惨で
した。初めて花粉症を経験した人も
多かつたのではないでしょうか。 く
しやみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆ
みのほかにノ ドの痛みまで伴 うこと
もあリカゼとの区別がなかなかつき
ません。経過をみてはじめて分かる
こともありますが、鼻水の検査や血
液検査ではっきりすることもありま
す。早めに抗アレルギー剤を服用す
ることが症状を軽くすると言われて
いますが、外出時のマスク着用、う
がい、手洗い等の予防も大切です。
[今冬のインフルエンザの総括]
今年のインフルエンザは 1月 中旬

から2月 中旬までの約 lヶ 月間流行
しました。規模は例年並だったよう
です。ウィルスの型は、A香 港型とA
ソ連型の混合流行でした。去年は 3
月に入つてから B型 の流行がありま
したが今年はみられませんでした。
今シーズンは昨年の 11月 末に早々
とワクチンが底をつき接種希望者の
皆様にはたいへんご迷惑をおかけし
ました。
A型 インフルエンザで重症化が予

想される場合には、アマンタジン (商
品名 :シ ンメ トレル)を 処方 し服用
してもらいましたが、たいへん効果
がみられたようです。服用後翌 日に

は解熱し、大人ではそのまま熱がで
ない人が多かつたようです。乳幼児
では 2～ 3日 後に再び 2日 ほど発熱
することがしばしばみられました。
合併症としての肺炎や中耳炎は少な
くアマンタジンの効果はかなりのも
のと感じました。

ワクチンの効果についても巻では
いろいろと議論 されましたが、私見
では有効だと思います。私自身と家
族、スタッフにもワクチン接種を行
いましたがかからないか、かかつて
も軽症で経過 しました。来シーズン
は接種希望者がますます増えると予
想 されますが、国やワクチンメーカ
ーの迅速な対応をお願いしたいもの
です。
[医療費改定と介護保険の導入]
本年4月 より医療費の改定と介護

保険の導入とい う大きな変化があり
ます。医療費については薬価や検査
料が引き下げられ技術料が引き上げ
られるとい うことで総額 としては現
状通 りかややア ップ となるようで
す。薬漬け検査漬け医療が批判され
る中でこれは好ましい方向と思われ
ます。ただし7月 には老人医療の自
己負担金の大幅アップが予定されて
います。これは改悪だと思います。

介護保険については全体像がかな
り見えてきましたが、民間の営利企
業が参入することでサービスの競争
とい うメリットばかりでなくデメリ
ットも現れると思います。たとえば、
手間ばかりかかり、報酬の少ない部
門が切 り捨てられるのではないか等
々。 しかし医療福祉の分野では目先
の利益ばかりを追い求める者はいず
れすたれていくでしょう。

介護保険という考え方は社会のニ
ーズに合つていると思います。制度
の問題点は運用 していくうちに明ら
かになっていくでしょうが来るべく
超高齢化社会においてはなくてはな
らぬものとなるでしょう。
[発熱と解熱剤の使用について]
この 「かばごん」でも何度もとり

あげましたがもう一度発熱 と解熱剤
の使い方について考えてみましょ
う。まず くれ ぐれも忘れてならない
ことは、解熱剤は病気を根本的に治
しているわけではないとい うことで
す。見かけ上熱を下げているだけで

必ず反動が来ます。 もしそのまま熱
が出なかった としても、それは解熱
剤 を使わなくても下がつていたはず
です。

一番大切にしたいことは自然
に備わつている治癒力です。 これを
助けるのが医学であり、決 して妨げ
ることがあってはなりません。熱の
ために脳障害が起きるのではないか
とい うことがご心配で しょうが、41
℃以上の熱が数時間続いた ときに熱
そのものによる脳障害が起こると言
われています。41℃ 以上の熱はめっ
たに出ませんか ら熱そのもので脳障
害が起こることはまずありえません。
重要なことは、その熱が中枢神経系
の病気によるものか否かなのです。
中枢神経系のものならばたとえ熱が
低 くても治療が遅れると生命に関わ
る問題になります。

インフルエンザに伴 う脳症 と脳炎
の調査では、解熱剤の使用 とライ症
候群 とい う死亡率の高い脳症 との関
連が疑われています。 とにか く、解
熱剤の安易な使用は厳 に慎みましょ
つ°                        十 二

☆駐車場が狭くて、たいへんにご迷惑
をおかけしていますが、当院専用駐車
場が徒歩1-2分 のところにあります。
どうぞご利用ください。
☆毎週木曜日午後は、うきた病院で小
児科を担当していますので当院は休診
です。
☆かかりつけの方の予防機種について
は日曜日の午前中に特別の時間を投け
るなど便賞を計つていますのでご相談
ください。
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当医院周辺の風景も時代と共にだんだんと変わつてきました。私が小学生の頃は、子供が
それこそあふれるほどいまして、道路や川原で一所懸命遊びました。近くに県立中央病院
もあり恰好の遊び場でした。日業の酒蔵も夏はひんやりとしていい場所でした。県中は
20数 年前に今の場所に移転し、そしていまや日榮の本社も解体工事の最中です。あと3
年ほどで御影橋も架け替えられるそうです。

饗写揮|こ辱を禄捧穐だ畢墨ど曇密電ぢ宅省丹られなくなることは、たいへん寂しい気がし
付近の移り変わりを見つめていきたいと思います。付近の工事中にはご来院の皆様にたい
へんなご迷惑をおかけすると思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。それにして
も季節の花々は、忘れることなく花開き私たちを楽しませてくれます。(平成 12年フ月1日)

[最近目立つ病気]
いわゆる夏カゼが流行しかけていま

す。ヘルパンギーナとい う高熱と日
内炎を伴つたカゼがみられます。高
熱は 2日 間ほどで、ノドに痛い口内
炎ができ食べられなくなります。同
じ種類のウィルスで手足日病 という
病気がありますが、ウィルスのタイ
プによっては無菌性能膜炎や脳炎を
併発 しやす くなります。石川県では
まだ流行していませんが、九州の一

部でみられています。咽頭結膜炎 (プ
ール熱)も みられます。これはアデ
ノウィルスで起こる病気で高熱が5
～ 7日 つづき、結膜炎と咽頭炎がみ
られます。体力のない方に感染する
と肺炎を併発することがありますの
で注意が必要です。細菌性の咽頭炎
や扁桃炎も目立ちます。小児ばかり
でなく、大人にもみられます。細菌
によるものか、ウィルスによるもの
かは見た目だけでは分かりにくく、
血液検査をしなくては分からないこ
とも多いです。当院では自血球数や
CRP等 の検査でウィルス感染と細菌
感染 との区別をす ぐにつけることが
できます。ウィルス性か細菌性かは、
治療の上で非常に大事なことです。
一般的に、前者は軽症で時期がくれ
ば自然に治癒するのに対 して、後者
は重症化することが多く、適切な抗
生剤を使用して治療しなければなり
ません。

水痘や溶連菌感染症も依然として
みられますが、一時のような流行は
みられません。

嘔吐や下痢を主症状とする胃腸炎
もみられますが、この時期の胃腸炎
は食中毒も考えられます。細菌によ
る胃腸炎は腹痛が強く、下痢便に粘
液や血稜が混 じることが多いことが
特徴です。下痢の場合は、必ず便の
性状を確認 し変わった便がみられた
なら、容器に入れて、あるいはおむ
つや便の付着した下着等を持参して
ください。
虫さされ、あせも、とびひ等の皮

膚の病気もふえてきました。皮膚の
弱い方はエアコンを適切に使つたり、
毎 日入浴 して清潔にこころがけてく
ださい。蚊やハチや毛虫には刺 され
ないように予防すること、もし刺さ
れたら、消毒剤やかゆみ止めを使用

し、局所の炎症が強いときには早め
に医療機関を受診 してください。

[ポリオワクチンのこと]
本年 4月 のポ リオフクチン予防接

種後、因果関係は不明ですが、福岡
県で無菌性髄膜炎後に下肢麻痺 とな
つた 1才 男児および急性脳症の 3才

女児が報告 されました。これを受け
て、厚生省は安全性の確認のため 5
月 16日付けでワクチン接種の見合わ
せを各都道府県に指導しました。

ポ ブオフクチン接種後の下肢麻痺
等の麻痺患者の発生率は、約 440万

人に 1人 とされています。無菌性髄
膜炎や脳症の発生についてはこれま
でに報告がないとのことです。

厚生省によるとその後の検討で、
製品の品質 ・安全性について問題の
ないことが確認 された とのことで、
今秋には再開の予定です。

因みにポ リオフクチンに関連 して
次のようなこともあるので注意が必
要です。 ワクチンを服用 した人の便
か らは、弱毒のワクチンウィルスが
1～ 2ヶ 月間排泄 され続 けますが、
ポ リオの免疫のない人の日に入つて
しまうことがあります。ほとんどは、
ワクチンを飲んだことと同じで問題
あ りませんが、極めて稀に自然のポ
ソオと同じ症状が出て しま うことが
あります。この確率は約580万回の接
種につき 1件 とのことです。 とにか
くポ リオに限 らず感染症の予防には

が重要なこと
です。

なお同じ生フクチンでも麻疹、風
疹、おたふ くかぜ、水痘な どのワク
チンを接種 した人から他の人に感染
する事は、まず考えられません。

[食中毒にかからないために]
1.食 品の購入
生鮮食品は新鮮なものを購入する

こと。肉汁や魚の水分がもれないよ
うにビニール袋などに分けて包む こ
と。温度管理の必要な食品の購入は、
買い物の最後にすること。

2.家 庭での保存
すぐに冷凍庫や冷蔵庫に入れること。
冷蔵庫や冷凍庫に詰めすぎないこと。
冷蔵庫は 10℃以下、冷凍庫は-15℃

以下にすること。魚や肉などは容器
やビニール袋に入れておくこと。魚
や肉、卵などを扱 うときは前後に必
ず手を洗 うこと。
3.下 準備
こまめに手を洗 うこと。魚や肉など
の汁が他の食品につかないようにす
ること。生の魚や肉を切つた包丁や
まな板は、洗つた後に熱湯をかけて
から使 うこと。解凍は冷蔵庫内や電
子レンジで行 うこと。
4.調 理
加熱 して調理する食品は十分に加熱
すること。
5.食 事
清潔な手で、清潔な器具を使い、清
潔な食器に盛 りつけること。調理前
の食品や調理後の食品は、室温に長
く放置しないこと。
6。 残つた食品
清潔な器具、皿を使つて保存するこ
と。急速に冷凍できるように浅い容
器に小分けして保存すること。無理
をせず思い切つて捨てること。暖め
なおすときも十分に加熱すること。

☆毎週木曜日午後は、うきた病院で
小児科を担当していますので当院は
休診です。
☆かかりつけの方の予防機種につい
ては日曜 日の午前中に特別の時間を
設けるなど便宜を計っていますので
ご相談ください。
☆すこやか検診を実施中です。10月ま
でですが、なるべく早めにお受けくださ
い。今年は8月も実施しています。
☆当院周辺の工事が相次いでいます。
これから御影橋の築け替え工事が本格
化します。完成は平成15年とのことです
が、くれぐれも事故のなきように、ご注
意をお願い申し上げます。
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小学6年生の娘が夢中になつて読んでいるので、私も 「ハリーポッター」の本を読んでみ
ました。読み始めると物語の中にどんどんひきこまれて、いつのまにか寝不足の日々を過

す。あ れているのは
2巻だけですが、これからが楽しみです。まだ読まれていない方は読んでみ'

子供から大人まできつと魔法にかかったように楽しく夢中になれるはずです。
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がtぶ8ん
ました。読み始めると物語の中にどんどんひきこまれて、いつのまにか寝不足の日々を過
ごしていました。子供の本にこんなに熱中するとは自分自身驚きです。作者の J.K.ローリンタ

｀

は、生活保護を受けながらこの本を書いたそうですが、今や億万長者になりました。何よ
りもうれしいことは、テレビゲームばかりしていた子供たちが自分の本を読んでくれるこ
は、生活保護を受けながらこの本を書いたそうですが、今や億万長者になりました。何よ
りもうれしいことは、テレビゲームばかりしていた子供たちが自分の本を読んでくれるこ
とだそうです。もうフ巻まで書き上げていて、イギリスでは4巻がすでに発刊されていま
す。あとの3巻は金庫の中に厳重に保管されているとのこと。日本語に訳されているのは
とだそうです。もうフ巻まで書き上げていて、イギリスでは4巻がすでに発刊されていこ
す。あとの3巻は金庫の中に厳重に保管されているとのこと。日本語に訳されているの1
2巻だけですが、これからが楽しみです。まだ読まれていない方は読んでみてください。

「最近目立つ病気」
今年の夏はヘルパンギーナ、手足日
病、咽頭結膜熱 (プール熱)な どの
いわゆる夏カゼが目立ちました。 と
くに手足日病は全国的に大きな流行
だつたようです。秋になつてもまだ
一部で流行しています。

手足口病は以前は軽い病気と考え
られていましたが、エンテロウィル
ス71型 による手足日病は髄膜炎や脳
炎を併発することが知られており、
高熱、頭痛、嘔吐、けいれん、意識
障害がある場合は要注意です。また、
発熱、国内炎、手足 。お しりの発疹
といつた症状が治つても約 3週 間も
ウィルスの排出が続 くので一旦流行
すると、なかなか終息しないのです。

麻疹 (はしか)や 百日咳も近年に
なくみられました。この二つは、ワ
クチンで予防できるのですが、フク
チンを接種 していなかった人にみら
れましたとおとなが麻疹にかかると、
重症化することが多いようです。も
ちろん、小児でも麻疹はたいへんな
病気です。合併症 として、中耳炎、
肺炎が多く、また、1000例に 1例 く
らい脳炎が起こります。肺炎、脳炎
の合併は年少であるほど死亡率が高
く、ワクチンによる予防が最も大切
です。また、麻疹ウィルスの持続感
染による五急性硬化性全脳炎 (SSPE)
が麻疹患者の 100万例に5～ 10例起
こると言われています。進行性の神
経症状、痴果症状を呈し、死に至る
怖い病気ですが、米国ではワクチン
の普及により激減したとのことです。

百日咳は、百 日咳菌の感染で起こ
り、嘔吐をともな う咳込み発作を特
徴 とする急性気道感染症です。1才
以下の乳児ことに生後 6ヶ 月以下の
ものでは、重症となり死亡すること
もあります。百 日咳菌に対する免疫
は胎盤を通過できないので、新生児
期から百日咳菌に対 しては無防備で
す。おとなが罹患すると単に咳が長
びくだけで経過 しますので、カゼの
治 りが悪いくらいですまされ、フク
チン未接種の乳児の感染源 となりま
す。乳児期早期では、特徴的な咳よ
りもむしろ息を止めているような無
呼吸発作がみられ、無呼吸発作から
回復せず、けいれん、チアノーゼ、
呼吸停止が起こる可能性があります。

したがって、1‐才未満で百 日咳が疑
われれば、大きな病院での入院治療
が必要です。

「気管支喘息の季節です」
秋は多 くの人にとつて一年で最 も

気持ちの良い季節ですが、ア レルギ
ー とくに気管支喘息のある人にとつ
ては嫌な季節 とな ります。咳や喘鳴
といつた症状は、 3才 未満の小児で
はカゼにつきものであり、たびたび、
喘息様気管支炎 と診断 される子がい

ます。多 くは、年令 とともに軽快 し
ていきますが、気管支喘息になって
しまうこともあ ります。 1才 未満の

乳児の気管支喘息は重症化 しやす く
入院治療が原則ですが、必ず しも慢
性化するとは限 りません。 3才 以上
で、カゼ症状 もなく突然、咳や喘鳴
を伴い呼吸困難 を起こす場合は、い
わゆる小児喘息 と考えられます。患
児の血液でア レルギー検査をしてみ
ると、大概はダニ とハ ウスダス トに
強いアレルギーがあります。

最も大切はことは喘息発作を予防
す ることです。ダニの発生 しやすい
"じ

ゅうたんやカーペ ット
"を

敷か
ないこと、こまめに掃除をし、 とく
に寝具のホコリをお とす こと等、環
境の整備が重要です。当然のことな
がらタバ コや花火の煙に近づかない
こと、 ホ コリっぱい所にはイ子かなVヽ
ことです。 クス リの内服や吸八療法
を定期的に行い気管文の過敏性 を少
なくしてお くことも重要です。 とく
に吸入療法は少ない薬剤で確実に病
気の場所 (気管支)に 効 くのでたい
へんに有効な治療です。 とにかく魔
法のような治療はありません。す ぐ
に治る病気ではなく、コツコツと咳
や喘鳴のない状態を作 り出してい く
ことで快方に向かつてい くのです。
治療が長期になります と、精神的負
担や経済的負担が大きくな ります。
そのような時はどうぞお気軽にご相

「インフルエンザワクチンについて」
昨シーズンは、ツクチンがたいへ

ん不足 し、接種希望者の方々にご迷
惑をおかけしました。今年はおそ ら
くそのようなことはない と思います
が、混乱を避けるため、10月 2日 よ
り予約を受け付けることにしました。
電話でもよろしいですので、氏名、
年令、電話番号をお願いいた します。
接種は 10月 末からはじめる予定で
す。 1回 の接種料金は接種量にかか
わらず 30tltl円です。 3才 未満、70
才以上で前年末接種の方は、 1～ 4
週間隔で 2回 接種をお勧めします。

インフルエンザワクチンの有効性
が論議 されていますが、たしかに、
発症を阻止する効果は小さいですが、
重症化が防がれると思います。注射
によつて血液中に中和抗体が作られ
るので、上気道粘膜で増殖 したウィ
ルスが血液中に入 り込むときに防御
できるのだと思います。近年の流行
は 1月 半ばから始まり3月 末には終
息することが多いようです。遅 くと
も 12月中には接種されるとよいでし
よう。

☆毎週木曜日午後は、うきた病院で
小児科を担当していますので当院は
体診です。
☆かかりつけの方の予防機種につい
ては,日曜日の午前中に特別の時間を
設けるなど便宜を計っていますので
ご相談ください。
☆すこやか検診は10月末で終了しま
す。対象者の方々には是非受診されま
すように、もう一度ご確認ください。
☆当院周辺の工事が相次いでいます。
これから御影橋の楽け替え工事が本格
化します。完成は平成15年とのことです
が、くれぐれも事故のなきように、ご注
意をお願い申し上げます。
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