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「最近目立つ病気」
寒 くなつてきますと、おなかのカ

ゼが流行つてきました。このカゼは
何種類かのウィルスによつて引き起
こされますが、一番症状の重いのは、
ロタウィルスです。高熱、嘔吐と下
痢が主症状で、白色便になることが
多いです。その他、高熱を伴 うノ ド
のカゼと咳のつづくカゼが目立ちま
す。溶運菌感染症や水痘も増えはじ
めました。一部で流行性耳下腺炎 (お
たふくかぜ)も みられます。

今冬は、夏に多いカゼもまだ残つ
ています。アデノウィルスによって
起こる咽頭結膜熱 (プール熱)、ヨク
サンキ~ウ イルス等によつて起こる
手足口病が目立ちました。単純ヘル
ペスウィルスによる歯肉日内炎は一

年中少しずつみられています。この
うち、咽頭結膜熱や歯肉日内炎は発
熱が 1週 間近くも続きますのでたい
へん心配な病気です。

このように、寒 くなってくると、
様々な病気が流行 りはじめるので、
一旦カゼをひくと次々に別のカゼに
かか り、なかなか健康な状態に戻れ
ないことが、しばしばあります。 と
くに、 3才 までの乳幼児で保育園に
行つている児に目立ちます。家族と
してはたいへんご心配で、暗い気持
ちになりがちと思いますが、そ うや
つて子供は免疫を獲得 し強くなって
いくのです。また、思い切つて 1週
間くらい休ませることも悪循環を断
ち切るための良い方法だと思います。
「ウィルス感染 と細菌感染の違い」
カゼのほとんどは、ウィルスによ

つてひき起こされます。ウィルスに
対して効 くくす りは、数えるほどし
かありません。 しかし、幸いなこと
に、ウィルスによる病気はほとんど
が日にちが経てば (だいたい 1週 間)、
免疫の働きで自然 と治つてゆくので
す。ただし、まれにウィルスが中枢
神経系や心臓に入 り込んだ場合は、
たとえば、脳炎や心筋炎を起こし重
症になります。

これに対して、細菌が感染 した場
合は、重症化することが多く、注意
が必要です。要するに、傷が膿むと
い う状態がノ ド、肺、脳など内臓で
起こるのです。 しかし、これに対し
て私たちは、抗生剤 という有力な武

器を持つています。たとえ、化膿性
髄膜炎とい う恐ろしい病気にかかつ
ても、早期に的確に抗生剤を使用す
れば、後遺症なく治 ります。ただし
この場合は入院の上、全身の管理を
し、静脈注射で抗生剤を投与します。

このように、ウィルス感染か細菌
感染かを見分けることは、たいへん
重要なことなのです。 ところが、初
期にはこの 2つ を診察だけから見分
けることは、非常に困難な事です。
それで、血液検査をさせてもらうこ
とになるのですが、結果の解釈も難
しいことがあります。重症度や感染
後の経過時間によつて数値が異なっ
てきます。あまり専門的なことは、
書きませんが、自血球数 とCRP値
が重要です。一般的に両方 とも、ウ
ィルス感染では低 く、細菌感染では
高くなります。
小児科は日々感染症との戦いです。

これから、ウィルスのなかでも最強
のインフルエンザウィルスの流行期
になります。 うがい、手洗い、マス
クの装着、人混みを避けることや睡
眠を十分 とることなど予防に努めて
ください。

「乳児湿疹とア トピー性皮膚炎」
乳児期の湿疹はたいへん多い症状

です。それがア トピー性皮膚炎かど
うかは気になることですが、区別は
困難で、まず半年は経過をみないと
何とも言えません。それでも、裸に
したときに全身がかさつき、かゆそ
うにもぞもぞ動き、いわゆる耳切れ
があれば、ア トピーの可能性が強く
なります。家族歴や血液検査なども
参考になります。

2つ の区別は難 しいですが、対策
は同じです。まず、スキンケアです。
汗やほこり、汚れをとるために、石
鹸できれいに洗いましょう。普通の
石鹸で大丈夫です。ゴシゴシこすつ
ては皮脂をそぎ落とすので、抱をた
て手のひらでなでる程度にしてくだ
さい。つぎに薬物療法です。なかな
かよくならなければ、弱いステロイ
ド剤を1週 間くらい使ってみてもよ
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い と思います。 この程度の短期なら
ステ ロイ ドの副作用を恐れ る必要は
あ りません。状態がよくなれば、保
湿剤 とスキンケアで経過 をみましょ
う。食事制限は明らかにそれによつ
て悪化が見 られる場合は制限すべき
ですが、成長期の過剰な食物制限は
したくありません。血液検査でアレ
ルギーの原因物質を調べることもで
きますが、よほどの高値でないかぎ
り参考程度で、あくまで実際に即 し
て決めるべきものと思います。

す ぐに良くなる症状ではありませ
んので根気よくがんば りましょう。

☆2001年1月 1日 より老人保険 (70
才以上)の 改正がありました。当院
では 1日 あたりの窓口負担は、800円
の定額制を採用 しています。 5日 目
以降は今まで通 り惑口負担はありま
せん。
☆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 りつけの方の予防接種につい
ては,日曜日の午前中に特別の時間を
設けるなど便宣を計つていますので
ご相談ください。
☆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
意をお隔い申し上げます。

私は大学受験生の頃、よく旺文社のラジオ講座を聞いていました。もうかれこれ 28年 も
前のことですが、数学担当の実先生が 「待てば海路の日和あり」と口癖のように言つてお
られ、その言葉にとても慰められた記憶があります。いつか必ずチャンスが訪れる。その
時まで準備万端整えて、あとは我慢、我慢。物質的余裕が精神的ゆとりを片隅に追いやっ
てしまつた現代に、すぐに切れてしまう人々のなんと多いことでしょう。さまざまな社会
現象の根底には 「待てない」ということがあると言つても言い過ぎではないと思います。
待てば海路の日和あり、心にゆとりを持ちましょう。しかし、病気で苦しんでおられる方
々をお待たせするのは、本意ではありません。スタッフともどもがんばっていきますので
よろしくお願いいたします。
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「インフルエンザの異変」
15年 ぶりの大雪で 1月 の金沢は、

雪かきに追われた毎 日でした。雪に
閉ざされたためか例年のようなイン
フルエンザの流行がみられず、もう
桜の季節かと思われた頃に流行期に
入つたようです。これはきわめて珍
しいことで、ふつ うは流行が終息す
るこの時期に本当に不思議なことで
す。

しかし、この現象は日本だけでは
なく北半球全体の地球規模の出来事
だそ うです。ひょつとすると、これ
は、新型のインフルエンザウィルス
が流行する前兆なのかもしれません。
私の悪い予想が当たらないことを祈
るばかりですが。
でも皆さんご安心ください。医学

の進歩は長足のものがあります。抗
インフルエンザウィルス剤 として今
までに使われてきたシンメ トレルの
他に、 リレンザやタミフルといった
新 しい薬剤が登場 しました。今でこ
そ、小児に対する適応はありません
がおそらくもうす ぐに使えるように
なります。この二つの薬剤はシンメ
トレルが A型 にしか効かないのに対
し、Aに も Bに も有効です。ワクチ
ンも鼻粘膜への生フクチン投与とい
う、より有効な、かつ安全な投与方
法が実用化 されようとしています。
たぶん、インフルエンザはここ数年
の間に人類の脅威ではなくなると思
います。

「伝染性軟属腫について」
このありふれた病気については、

まだ有効な治療法がありません。伝
染性軟属腫 ウィルスが感染していわ
ゆる 「水イボJと い ぅ状態になりま
す。これはイポイボが皮膚にできる
だけで別に痛くも痔くもありません。
津いのは、ア トピー性皮膚炎や乾燥
肌の人に起きやすいからで、水イボ
自体の症状ではありません。要する
に見栄えが悪いだけで、本人にとつ
ては何の苦痛もないのです。しかも、
放置 しておいて、 1～ 2年 たてば自
然に免疫ができて跡形もなく治つて

がtぶ魯ん 2001 春 (Na1 3)

まさに、「シン

をされていましたが、今の社会は地
域のつながりが希薄となりました。
ご両親が怒るべき時はきちんと怒る
べきです。もう一度言いますが、ほ
めて育てることは、とても大事です
が、それは甘やかすこととは全く違
うことです。 しつかり怒ってくださ
い。家庭で正しく怒 られることに慣
れていない子が、学校や社会の中で
他人に怒 られた時に、切れてしま う
のではないでしょうか。

もう一つお願いしたいことがあり
ます。運転手さんに怒 られるからそ
れをやつてはいけない、あるいは先
生に怒 られるからそれをやってはい
けない、とい うような叱 り方をしな
いでください。そ うではなくて、そ
れをすることで他人にいかに迷惑が
かかるかとい うことを、しつかり言
い聞かせることが親の責任だと思い
ます。誰々に叱られるからやっては
いけないとい うのなら、叱られなけ
れば大丈夫とい うことになってしま
います。自分で責任がとれる人に育
てることが親の最低限の責任だと思
うのです。

☆5月 からすこやか健移がはじまり
ます。10月までですが、できるだけ
早めにお隠いいたします。当院では
例年どおり、基本健診、肝脱健診、
肺癌健惨、前立腺癌健惨を担当して
います。
☆毎遇木曜日午後は、 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
最けるなど便宜を計っていますので
ご相談ください。
☆当院周辺の工事が相次いでいます。
これから仰影橋の架け替え工事が本格
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、ど注
意をお願い中し上げます。

2001年 2月 にヒトの全遺伝情報である 「ゲノムの全容」がはじめて明らかにされまし
た。ヒトの遺伝子はショウジョウパエの遺伝子の約2倍の3万個しかなかったとのことで
す。おそらくネズミの遺伝子と同じ数とのことです。これは万物の霊長としての人類の自
た。ヒトの遺伝子はショウジョウパエの遺伝子の約2倍の3万個しかなかったとのことで
す。おそらくネズミの遺伝子と同じ数とのことです。これは万物の霊長としての人類の自
専心を傷つけられた気持ちもありますが、なぜか痛快な気持ちもします。まさに、「シン

ショウジョウパエの遺伝子の約2倍の3万個しかなかったとのことで
の遺伝子と同じ数とのことです。これは万物の霊長としての人類の自
気持ちもありますが、なぜか痛快な気持ちもします。まさに、「シン
ティフル」ではありませんか。自分自身の内部情報を手にした私たち

す。おそらくネズミの遺伝子と同じ数とのことです。これは万物の霊長としての人類の自

夢分を夕寮
け患空生寧

持ちもありますが、なぜか痛快な気持ちもします。まさに、「シン
ィフル」ではありませんか。自分自身の内部情報を手にした私たち
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我々を待ち受けるものは,ロコ?病気をせず長寿を全うする完壁な人々ばかりの世界?

しま うのです。イボだ らけになって
は不安かもしれませんが、ピンセ ッ
トで取つて しま うとい う痛みを伴 う
方法を行 つても、その子に免疫がで
きていない限 りはまた、イボイボに
なって しま うのです。以上のような
ことか ら、当院では水イボについて
は自然に任せるように指導 していま
す。実際、私の長男は幼稚園時代に
イボ人間にな りましたが、ある時に
急にきれいな肌になりました。 1～
2年 の辛抱ですので焦 らないで くだ
さい。

「小児期の心身症」
ス トレスの多い社会で大人の心身症
も増えていますが、子供たちにも同
様に心の問題に起因した状態を見受
けることが多くなりました。たとえ
ば、2才 児で トイレットトレーニン
グの時に排便を失敗 し、ひどく怒 ら
れたことがきつかけとなつて、排便
をすること自体が怖 くなり強度の便
秘 となってしまった子がいます。た
とえば、幼稚園や小学校でいじめら
れて、朝になるとおなかが痛くなっ
てしまったり、頭痛を訴える子がい
ます。たとえば、大きなイベン トの
前の練習による重圧で微熱が続 く子
がいます。 しかし、いずれもそれぞ
れに当たり前の反応なのです。自分
がその子の身になつてみれば分かる
はずです。決 して大げさに考えない
でください。そ うやって生きていく
ことが当たり前なのだと、子供たち
に教えてあげてください。何よりも
大切なことは、うまくいつた時に、
ほめてあげることです。失敗 したと
きに、慰めてあげることです。肝腎
なことは、ほめることと、廿やかす
こととは全 く違 うことと認識するこ
とです。自分や他人に危害がおよぶ
ようなときは、厳 しく叱ってくださ
い。それは、親 しかできないことで
す。そんな時は、言つて分からなけ
れば、体罰 しかありません。真剣に
なつてください。それは本当に親に
しかできないことなのです。一昔前
は、地域の長老の方々が、その役 目
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[最近目立つ病気]
高熱を出す人、咳の続 く人が目立

ちます。高熱の原因は、主に夏かぜ
ですが、数 日から1週 間も熱が上が
り下がりするのは、アデノウィルス

感染症のようです。急に高熱が出て
2～ 3日 で解熱するのは、ヘルパン
ギーナをはじめとする夏かぜウィル
ス (エンテロウィルス属)が 原因で
す。発熱の上昇が急ですので、熱性
けいれんを伴 うこともあります。
溶連菌感染症、おたふくかぜ (流

行性耳下腺炎)や 、水ぼうそ う (水
痘)も あいかわらず、小流行を繰 り
返しています。

ほかに、はしか (麻疹)、リンゴ病
(伝染性紅斑)や 感染性胃腸炎も流

行中です。
感染性胃腸炎はウイルスによるも

のを言いますが、現在みられるもの
は、比較的軽症のようです。粘血便
や高熱が続き重症の場合は、細菌性
目腸炎 (食中毒)を 、考えなくては
なりません。夏場はとくに、内類や、
魚介類の調理には気をつけてくださ
い。よく火を通すこと、使つたまな
板は、そのつどお湯でよく洗 うこと、
古いものはもつたいながらずに捨て
ること、生郷は食べないこと、以上

昨年から全国的に麻疹の流行が、
目立ってきています。石川県でも、
今春、能登で流行がはじまり、 6月
に入り、全県的な流行となりました。
麻疹フクチンをしなかった人や 1才
未満の乳児に目立ちます。成人の麻
疹も多いです。

麻疹の症状は、発熱、咳、鼻水と
いつたかぜ症状からはじまり、それ
らがだんだんひどくなり、 2～ 3日
続いた後に少し熱が下がり、続いて、
高熱 と発疹が出現し、4～ 5日 続き
ます。発疹が全身に拡がる前に、日
腔内にコプリック斑とい う麻疹に特
有な粘膜疹が出現し、やつと診断で
きるのです。診断がつくまでに、 3
～4日 かかるため、その間にどんど
ん感染が拡大していきます。

一旦はじまつた流行をおさえるの
はたいへんに難 しいのです。とにか

く、一番大事なことは、ワクチン接
種です。感染者 との接触後早期なら
ば、緊急のワクチン接種で発病を阻
止できるか、軽症化させることが可
能です。

6ヶ 月末満の乳児の場合、母が麻
疹に免疫があれば、発病 しないか、
軽くすみます。6ヶ月以上の場合は、
重症化する可能性がありますので、
任意接種 (自費¥6000)を して予防
する方法があります。ただしこの場
合は、 1才 すぎに定期接種 (無料)
をもう一度受けた方がよろしいです。
麻疹が恐れられる理由は、上述の

ように罹病期間が 1週間以上となり、
体力の低下により、中耳炎、肺炎、
脱水症等を併発しやす く、麻疹脳炎
とい う致死率の高い合併症もあるか
らです。医療の発達した現在でも、
命を落とすことのある病気なのです。

[リンゴ病と手足日病について]
リンゴ病 (伝染性紅斑)は 、ヒト

パルボウィルス B19に よる疾患で、
最近は5年 ごとの流行がみられてい
ます。今年から来年にかけては、流
行期にあたっています。年齢分布で
は、 5～ 9才 で最も多く、次いで 1
～4才 に多く、成人にもときにみら
れます。

主な症状は、平手打ちをくったよ
うな真っ赤なホッペと四肢の網 目状
の発疹です。 ときに体幹にも風疹様
の発疹がみられます。発熱はほとん
どありません。成人では関節痛や頭
痛がありますが、ほとんどは合併症
もなく、自然に回復します。
発疹出現の 7～ 10日前に微熱や感

冒様症状がみられることが多く、こ
の時期に感染力が最大で、発疹が現
れてからは、感染力はほとんどなく
なります。このため、発疹のみで全
身状態が良い場合は、登校 ・登園は
可能です。

なお、妊婦 さんが感染すると、流
産の可能性がありますので要注意で
す。

手足日病は、コクサッキー A16や
エンテロウィルス 71に よつて起こる
疾患です。 日控粘膜、手のひら、足

の裏、おしり、膝がしらといつた部
位にな疱性の発疹が現れ、高熱を伴
う場合もあります。数 日間で自然治
癒 しますが、近年この疾患が注目さ
れた理由は、1997年 4‐6月 にマレー

シア、1997年 7,9月に大阪、1998年
5‐10月 に台湾にて、小児の急死例が
続いたことによります。基本的には
軽症疾患ですが、まれに重症化 しう
るとい う認識が必要です。 とくにエ
ンテロウィルス 71が流行の主体の時
は慎重に経過をみることが大切です。
要注意の症状は、ぐつたりして元気
がない、頭痛、嘔吐、高熱の持続で
す。

毎年、初夏から夏にかけて流行の
ピークがありますが、最近は秋から
冬にかけてもだらだらと続きます。
幼児に最も多くみられ、学童にもあ
り、成人にもまれに起こります。
回復後もウィルスは、 2～ 4週 に

わたり便中に排泄されるので、急性
期のみの登校 ・登園停止は無意味で
す。流行阻止の目的よりも、患児本
人の状態によつて個々に判断すべき
です。ただし、繰 り返しますが、エ
ンテロウィルス 71の流行時は慎重な
対応が必要です。

☆すこやか健診を行つています。10
月までですが、できるだけ早めにお
願いいたします。当院では例年どお
り、基本健診、肝臓健診、肺癌健診、
前立腺窮健診を担当しています。
☆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
を設けるなど優賞を計っていますの
で、ご相醸ください。
☆当院周辺の工事が相次いでいます。
御影橋の築け替え工事と当院前の川
沿いの道路改良工事(H13.7月～H14,3
月)が本格化します。くれぐれも事故の
なきように、ど注意をお願い申し上げま
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世界はたいへん危険な事態に陥つていると思います。イスラムの異端者が
によつて、キリス ト教対イスラム教という宗教戦争に発展しそうです。2
に期待を膨らませていた矢先にとんでもないことになりました。景気の低
現等々、日本はそして地球はどうなるのでしょうか?一 寸先は間です。私
とは、今この一瞬を精一杯生きていくことしかありません。未来を信じて
どもたちに生きる喜びを教えていくことです。報復は果てしない報復の連
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すれば、あまりに悲しい結末です。悲観的になりがちな今日この頃です。
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[最近 目立つ病気]
おたふ くかぜ (流行性耳下腺炎)

が相変わらず流行中です。手足 口病
も一部で流行 中です。マイ コプラズ
マ肺炎が夏場にみ られましたが、ほ
とんどなくなつてきました。
マイコプラズマ感染 もその一つで

すが、咳の続 く病気が目立ってきま
した。一番多いのは、カゼによつて

誘発 されることの多い喘息様気管支
炎です。基礎にア レルギー体質のあ
る方は、咳や、ゼーゼー、ヒュー ヒ
ュー とい う喘鳴がなかなかとれませ
ん。その中に喘息発作を起こす方 も
いらつしゃいます。発作は思ができ
なくな り、水の中で調れそ うになる
ような、とても苦 しいものです。

咳の続 く病気 として、この他に忘
れてならないものに百 日咳、結核、
呼吸器系の悪性腫瘍があります。お
となの方で 2週 間以上咳の続 く方は、
胸部 レン トゲン検査が必要です。子
供でも治療に抵抗 してなかなかよく
ならない場合は、検査が必要です。

百 日咳におとながかかったときは、
咳が長び くだけのカゼのようにみえ
ますが、乳幼児がかかると、 とても
たいへんです。 1才 未満の児は呼吸
ができずに人工呼吸を必要 とするこ
とさえあります。身近なお となが感
染源 となることがありますのでごと
意下 さい。

高熱を伴 うノ ドのカゼも目立って
きました。 うがい、手洗いを励行 し
ましょう。  .

[流行性耳下腺炎について]
3～ 4年 周期の流行があ り、昨年

末より大きな流行期に入つています。
2～ 8週 前後 (平均 18日前後)の

潜伏期の後発病 し、唾液腺の腫脹 ・

圧痛、鴎下痛、発熱があ り、 1～ 2
週間で軽快 します。接触または飛沫
感染にて拡が り、感染力は強いので
すが、不顕性感染 (発病 しないで免
疫だけ獲得)も 30～ 35%に み られ
ます。

紛 らわしい病気 としては、他の ウ

ィルスによる耳下腺炎 (多くは軽症)、
反復性耳下腺炎 (耳下腺腫脹の繰 り
返 しがあ り、痛みはあるが発熱はな
し)な どがあります。
合併症 としては、約 10%に 髄膜炎、

思春期以降の男性の 20～ 30%に 幸
丸炎、同じく女性の 7%に 卵巣炎が

みられます。まれな合併症 としては、
膵炎、難聴 (20 tltXl人にひ とり)が
あります。

治療は、対症療法 しかな く予防が
大切です。 2才 までは概 して軽症で
すので、 2才 を過ぎたらワクチン接
種をお勧めします。約 90%の 方が
良好な抗体を獲得できます。 フクチ
ンの副反応 としては、滅多にありま
せんが、数千人にひ とりの確率で髄
膜炎が起こりますので、接種後 2～
3週 目にご注意下 さい。なお、水痘
ワクチンと異な り、緊急のフクチン

接種は有効ではない と言われていま
す。

[インフルエンザワクチン接種につ
いてのお知 らせ]
朝夕の冷え込みが強ま り、秋 も深

まってきました。インアルエンザに
対する備えをする時期が近づいてき
ました。

昨シーズンは流行が小規模で、は
じまりも遅 く、 ピークが 4月 にな り
ました。今シーズンはどうなるか分
か りませんが、流行の規模は前回よ
りも大きくなると予想 されます。
当院では今年も 10月末よリインフ

ルエンザワクチン接種をは じめる予
定です。

昨年は 3才 未満で、は じめて接種
される方は 1～ 4週 間隔で 2回 接種、
その他の方は 1回 接種 としましたが、
今回は文献等で検討の結果、 2回 接
種は、 7才 未満の初回接種の方にお
奨めしたい と思います。 この年代の
子供は、免疫系が未熟で、種々の疾
患が重症化 しやす く、インフルエン
ザに伴 う脳症についても一番多い年
齢層です。インフルエンザフクチン
が脳症を予防するとい う確証は未だ
あ りませんが、私の考えでは接種 し

たほうが良いと思います。もちろん、
私は毎年、自分自身や私の家族にも
接極しています。

具体的には、今年は予約をとらず
に、希望者の方から順番に接種いた
します。おそらく不足することはな
いと思います。一回の接種料金は昨
年と同じく¥3000で す。接種時期
は、11月 ～ 12月 上旬が最適だと思
います。

☆すこやか健診を行つています。10
月までですが、できるだけ早めにお
願いいた します。当院では例年どお
り、基本健診、肝隣健診、肺癌健診、
前立腺癌健診を担当しています。
☆毎通木曜日午後は、休診です。
☆かか りつけの方の予防接種につい
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。
☆当院周辺の工事が相次いでいます。
皆様にはたいへんご迷惑をおかけし
ています。工事関係者には皆様にで
きるだけご不便がかからないように,
また、安全には十分配慮するように
申し入れてあります。何か問題があ
りましたら、当院までお知らせ下さ
い。

御影橋の架け替え工事 (H17年度
完成予定)と 、当院前の川沿い道路
改良工事 (H13.9月～H14`3月)が 本
格化 しました。 くれ ぐれも事故のな
きように、ご注意をお願い申し上tず
ます。


