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悲観的な未来を予想させるような事件ばかりでした。人間の歴史
も言い過ぎではないと思いますが、半世紀以上もの間、日本では平
。平和は与えられるものではなく、努力して築いていくものだと思
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わりは本当に早いものです。去年の大雪からもう一年がたつてしま
なることやら。・・・ロロ・「冬来たりなば、春遠からじ。」
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[最近 目立つ病気]
インフルエンザの流行期を前にし

て、た くさんの感染症が見 られるよ

うになりました。12月 が暖かかった
せいか、喘息横気管支炎がまだみ ら
れました。ノ ドや鼻につ くカゼも目
立ち、高熱を伴 う場合もあります。
ウィルス性の胃腸炎 (感冒性嘔吐下
痢症)は 、乳児から大人まで幅広い

年齢層で流行 しています。急に吐き
気が起こり、約

一 日続きます。下痢
を伴 う人、あるいは、下痢だけの人
もあります。下痢便の色は うす くな
ることが多 く、小児では自つぱくな
る傾向があ ります。奉先に流行 るこ

とが多いロタウィルス感染症 と比べ

て、軽症のことが多いようです。
おたふ くかぜは、昨春からの流行

が依然 として続いています。 これほ
どの流行は近年に見 られなかったも
のです。水痘 (水ぼ うそ う)も 寒い

季節に入 り、 目立つてきました。こ

れから初夏まで流行が続 くかもしれ
ません。おたふ くかぜ と水痘は定期
予防接種がなく、集団の免疫力が弱
いために流行 を繰 り返す病気です。
できれば、 2才 前後で任意の予防接
種を受けてお くのがよいと思います。

伝染性紅斑 (リンゴ病)と 手足日
病の流行も続いています。手足日病
は初夏から夏にかけて見られること
が多かつたのですが、今では一年中
見られるようになりました。概 して
軽い病気ですが、高熱が続く場合や、
けいれん、意識障害がある場合は、
脳炎、脳症の可能性があり要注意で
す。

その他に、突発性発疹やマイコプ
ラズマ肺炎が散発しています。突発
性発疹は乳児によくみられ、高熱が
丸 3日 も持続するために、家族にと
つてはとても不安な病気です。私た
ちにとっても、診断がなかなかつか
ないため、たいへんにス トレスがか
かります。発熱のはじめに診断がつ
けばいいのですが、虫垂炎 (いわゆ
る盲腸)と 同じく簡単そ うで、診断
が難 しい医者泣かせの病気なのです。

マイコプラズマ肺炎の多くは、入
院を必要としない軽症の肺炎です。
しかし、通常の抗生剤では無効なた
め、こじれてしまうことが時々あり
ます。マクロライ ド系の抗生剤が著

効 しますが、味が悪く服用 しにくい
のが難点です。当院ではエ リスロシ
ン、リカマイシン、クラブシッ ド、
ジスロマ ックといった商品名の栗剤
がそれに当たります。後味に苦みが
残 りますので、注意して飲ませてあ
げてください。牛乳、コーヒー牛乳、
バニラアイスクリームやヨンデンス
ミルクをあとに飲むと苦味がやわら
ぎます。ジュース、スポーツ飲料や
ヨーグル トは苦味を増強してしまい
ますので与えないで下さい。

[狂牛病のこと]
狂牛病 (牛海締状脳症―BSE)は 、

神経細胞が破壊 されて脳に空胞がで
き、スポンジ状になつて しま う致死
性の病気です。イギ リスで最初に報
告 されたのは 1986年 です。1996年
になって、ヒ トに感染することが明
らかとな り、家畜の伝染病 とい う認
識から、一躍大きな社会問題にな り
ました。

狂牛病の原因は、プ リオンとよば
れるタンパク質で、動物や ヒ トが普
通にもつているものです。これが異
常型プ リオンタンパクに変わ り脳 に
蓄積 して発病 します。タンパク質が
病原体であることは、これまでの常
識からは考えられないことで、これ
を証明 したスタンサー ・プルシナー

(米国)は 、1997年 度のノーベル医
学 ・生理学賞を受賞しました。

狂牛病の元凶は、とツジのかかる
スクレイ ピー とい う病気であると考
えられます。 ヒツジからツシに感染
した原因は、スクレイピーにかかっ
たヒツジの内臓や内、骨などを 「肉
骨粉」 としてウシに食べ させたため
です。肉骨粉はタンパク質やカルシ

ウム、ミネラルなどの栄養源 となる
上、家畜の廃棄部分のリサイクルに
もなり、広 く用いられてきました。
しかし、革食動物であるツシに 「共
食い」をさせるとい う、自然界には
存在しない食物連鎖が悲劇のはじま
りとなりました。
狂牛病に感染 したウシの脳や肉な

どを食べたために感染 したと考えら
れているヒトの新型ヤコプ病は、若

い年齢層で発生 してお り、有効な治
療法はまだ見つかつていません。ヤ
コブ病 (クロイツフェル ト・ヤコプ

病)に かかると、痴呆、人格障害、
錯乱、不随意運動、運動麻痺などの

症状が出て、 1年 以内に死に致 りま
す。今後、狂牛病や ヒ トの新型ヤコ

プ病が どのような展開をみせるか注
意深 く見守つていかなければな りま
せん。

[炭痘菌のこと]
2tlt11年9月 11日の米国における

同時多繁テロ後、バイオテロリズム

(生物兵器テロ)の 可能性が大きな
問題 となりました。生物兵器は、従
来の化学兵器に比べ、より殺傷力が
大きく、安価であることが特徴です。
空気中での拡散に適 してお り、広範
囲で多くの犠牲者を出す可能性のあ
るものとして、炭症菌と天然痘が注
目されています。たとえば、1側 kg
の炭疸菌を米国の首都ワシントンで
空中にばらまいた場合、13万人から
300万 人の死者が出ると予想 され、
これは、水素爆弾に匹敵します。
通常、炭症菌による感染症は、先

進国ではきわめて稀です。世界的に
は、イラン、イラク、 トルコ、パキ
スタン、サハラ秒漠以南の地域が汚
染地域です。炭遠菌は長期にわたり、
土壌中に芽胞を形成 し生存すること
ができます。と卜からヒトヘ感染す
ることはありません。感染部位によ
つて皮膚炭症症、肺炭遠症、咽頭 ・

消化器炭遠症に分けられ、この内、
肺炭疸症の死亡率はほぼ 10o%で す。

☆毎週木曜日午後は、体診です。
☆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
を投けるなど便宣を計つています。
☆当院周辺の工事が相次いでいます。
当院前の川沿い道路敬良工事 (H13,9
月～H14.3月)が 本格化しました。

工事途中で川沿いの道路は、芸術
村方面から仰影箱方面への一方通行
道路となりますのでご注意下さい。
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[最近 目立つ病気]
今シーズンのインフルエンザは、

1月 中旬から流行がはじまり、春休
みに入るまでダラダラと続きました。
当初はA型 、のちにB型 が主流とな
り、2回 罹患した方もおられました。
私の印象では、ワクチンを接種 した
方は、概 して症状が軽かつたように
思います。
溶連菌感染症が寒い時期に流行 し、

いまだに時々みられます。発熱の程
度は様々で、ノ ドの痛みが強く、身
体のかゆみ、発疹が時々みられます。
ノドを診ると、咽頭が真っ赤になり、
粘膜に小さな膿のかたまりがみえる
こともあります。舌のツプツプが大
きくなって苺のようにみえることも
あります。回復期に、身体のカサカ
サが強くなった り、手足の皮膚がボ
ロボロとむけたりすることもありま
す。免疫がつきにくく何度も罹患 し
てしまうことがあります。溶連菌は
腎炎や リツマチ熱の原因となる可能
性があり、長め (7～ 10日間)に 服
薬しなければなりません。手洗い、
うがい、規則正 しい生活など、予防
が大切です。

ウィルス性胃腸炎 (感冒性嘔吐下
痢症)は 昨年の秋からずつと流行が
続いています。SRSV、ロタウィルス、
アデノウィルスなど、いろいるなウ
ィルスで起こるので同じような症状
を繰 り返す人がおられます。脱水症
状にならないように、水分の補給が
重要です。重症の人には、点滴が必
要となる場合もあります。

リンゴ病 (伝染性紅斑)も 流行が
続いています。ヒトパルボウィルス
B19と い うウィルスが原因ですが、
症状の出かたには人によつて大きな
違いがあります。ホッペが真っ赤に
なつたり、四肢に網 目状の紅斑が出
たり、全身に風疹様の発疹が出たり
します。発熱はありませんが、年齢
が高いほど、かゆみや関節痛を伴 う
ことが多いようです。診断がついた
時点ではほとんど感染 しない状態で、
出席停止とはなりません。一旦流行
がはじまるとなかなか終わらないの
は、このためです。

このほかに、水ぼうそう (水痘)、
おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)も
あいかわらず、流行が続いています。

[熱性けいれんについて]
今冬も熱性けいれん (いわゆる、

ひきつけ)が 多くみられました。命
の縮む思いをされた親御 さんも多い
と思います。何度も経験 している我
々小児科医でさえも急変にとても緊
張します。

典型的な熱性けいれんは、発熱後
2日 以内に起こり、体温の急激な上
昇にともなつてボー ンとして意識を
失い、全身のカタカタした動きやこ
わばりが起こります。普通は 5分 以
内におさまり、何事もなかったよう
にケロッとしてしまうか、眠つてし
まいますが覚醒すると元にもどつて
います。年齢的には、生後 6ヶ 月か
ら6～ 7才 までがほとんどです。
熱性けいれんの頻度は、小児の 20

人に 1人 でそれほど珍しくはありま
せん。患児の過半数は、生涯を通 じ
て 1回 の発作だけですが、 3人 に 1
人は再発 し、 2度 起こした人の中で
3人 に 1人 は 3回 以上の発作を繰 り
返すと言われています。熱性けいれ
んの患児がてんかんへ移行する頻度
は 15～ 30人 に 1人で、一般人日の
頻度の4～ 8倍 です。要注意因子は、
言語や運動発達の遅れ、生後 6ヶ 月
未満および 5才 以降の初発、全身で
はなく身体の一部のみのけいれん、15
分以上のけいれん、24時 間以内の繰
り返し、けいれん後の意識回復の遅
れ、けいれん後の一時的な手足の麻
痺、てんかんの家族歴などです。

実際に我が子がひきつけた時は、
とにかく冷静になること、あわてて
抱き上げずに横に寝かせて顔を左右
どちらかに向けること、歯をくいし
ばつていても無理矢理日を開けずそ
のままにしておくこと、体温測定 し
発作の持続時間と発作の状態を観祭
すること、元に戻るまで背中をやさ
しくさすつた りしながら患児のそば
にいること、以上のことが全てでき
る方はたいへん優秀です。できるだ
けがんばりましょう。

緊急の受診が必要な場合は、発作
が 10分以上続く時、短時間に繰 り返
すけいれん、身体の部分的なけいれ
ん、 1才未満の初回発作、意識の回
復が遅い時、四肢に麻海が残る時な
どです。
予防接種は、原則 として全て行つ

季甲|

の木に紅梅
今年の春は駆け足で過ぎていきました。
木に紅梅と白構が咲いたように見えて、

過ぎていきました。兼六園の紅梅に淡雪が降り積もり、まるで一本
背景の青空とともにとても印象に残ったのが、

つい昨日のことのようです。
沈T花 の甘い香りの次に、モクレン、レンギョウ、ユキヤナギ、そして桜とまたたくま

に春の主役が出そろいました。人間社会の忙しさが与自然にも影響したかのように一足飛
びの春本番でした。

り警写恭F響藩賃も緞 だ警所學乳密讐み世智電記牲あ岳名ほ協豊樫催農農能と亀換
たのだと思うと、今も昔も同じなのだと妙に安心したりします。

・ざ.
てさしつかえありません。 しかし、
それぞれのケースで臨機応変に対応
していくのがよいと思います。一般
的には、典型的な熱性けいれんなら
けいれん後 lヶ 月以上あけること、
ただし、はじめてのけいれん発作の
場合は、 2～ 8ヶ 月の観察期間をお
くのがよいと言われています。要注
意園子がある場合は、けいれん後 3
ケ月以上あけましょう。いずれにし
ても、昔のように、 1年以上あける
とい うような極端な考え方はしなく
なつています。熱性けいれんを起こ
しやすい人ほど、病気を予防するこ
と

ii:i::ii:言 ]  聯
☆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。
☆かか りつけの方の予防棲種につい
ては、日曜日の午前中に特別の時間
を設けるなど優宜を計つていますの
で受付でお尋ね下さい。
☆当院周辺の工事が相次いでいます。
当院前の川沿い道路改員工事 (H13.9
月～H14.5月)が 最終段階にはいりま
した。犀川沿いの道路は、芸術村方
面から御影橋方面への一方通行とな
つていますのでご注意下さい。
4月初めからは、当院の増改築と、

駐車場整備工事がはじまりました。
6月中には完成の予定です。工事中は
たいへんにご迷惑をおかけしますが、
何とぞ事故のなきようよろしくお願
い申し上げます。

なお、5月中は旧弁食品の駐車場が
使えなくなりますので、従来のサン
シヤインの駐車場をご利用下さい。
ただし、「かばた」のネームプレー ト
のない場所は駐車繁上です。ご不便
をおかけしますが、よろしくお願い
します。
☆5月～10月の期間は例年どおり、す
こやか検惨を行つています。早めに
受診 しましょう。

が t3tS恐ん  2002る(Nc2 2)
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半年以上にも及ぷ川沿いの道路改良工事が5月半ばにやっと終了し、相前後して当院の増
改築および駐車場整備工事が始まりました。7月半ばにしてようやく、完成に至りこの間
皆様にはたいへんなご迷惑をおかけし、あらためてお詫び申し上げると共に、ご協力に感
謝いたします。なお、川沿いの
いますので、くれぐれ

への一

え工事が始まります。3～ 4年 を要する大工事となりま
音の絶える日がないようです。皆様にはご迷惑をおかけします
お気をつけ下さい。特にお子様が道路に飛び出すことのないよ

ら に

すしますが、
の でで当院周辺は今後も騒

どうか事故のなきよう
お気を=
します。

こお子様が道路に飛び出すことのないように、よろしくお願いいた

[       が
流行しています。

乳幼児によくみられますが、代表的
な夏かぜはヘルパンギーナと手足日
病です。ヘルパンギーナは突然の高
熱が 2日 間続き、咽頭に痛い日内炎
が起こります。急な発熱のため熱性
けいれんを起こすこともあります。
日内炎のため経日摂取ができずに脱
水症状を起こし点滴が必要になるこ
ともあります。手足日病は手のひら、
足の裏、膝、肘、おしり、日の中に
水疱や紅色丘疹ができます。日内炎
はやはりとても痛くて経日摂取がで
きずに脱水症状を起こし点滴が必要
になることもあります。発熱は微熱
から高熱までいろいろですがだいた
い 2日 間でおさまります。

溶連菌感染症はまだ小流行がみら
れます。

水ぼうそう (水痘)や 、おたふく
かぜ (流行性耳下腺炎)は 、少 しず
つ少なくなってきました。

りんご病 (伝染性紅斑)は 、だら
だらとみられます。ホッペが真っ赤
になり手足にまだら模様の紅斑が出
るのが特徴です。普通は、 1週 間く
らいで治るのですが、2～ 3週 おい
てぶ りかえす例や、 lヶ 月近くも症
状が持続する例があります。

汗をかく季節になって、皮膚の病
気が増えてきました。

とびひ (伝染性膿痴疹)は 1年 中
みられる皮膚の細菌感染症ですが、
暑い時期に特に多くみられます。原
因菌は黄色ブ ドウ球菌がほとんどで
すが溶連菌もみられます。す り傷や
虫刺されがもとで、そこにばい菌が
ついて発症 します。毎日お風呂に入
って清潔にすること、かゆくても掻
かないことが大切です。水疱や汚い
発赤疹があちこちに拡がつてくるよ
うでしたら、早めに受診 してくださ
い。とびひは塗 り薬だけでは治りま
せん。約 5日 間の抗生剤の内服が必
要です。

プールに入る季節になつて問題に
なるのが、水イボ (伝染性軟属腫)
です。保育所や幼稚国で 「水イボが
あるのでプールには入れませんから
イボを取つてきてください」と言わ
れ受診する方がいます。水イボは確
かに皮膚と皮膚が接触することで感

染 しますが集団生活をしていれば、
通常でもうつる可能性はあ ります。
楽 しいプールだけを禁止することは
かわいそ うだ と思います。原則的に
はプールを禁止するのは行き過ぎで
す。 ビー ト板 とタオルを共用するこ
とがなければ、入つてさしつかえあ
りません。ただ し、通つている保育
所や幼稚園によつては、頑なに禁止
していることがあ り、私 も泣 く泣 く
ピンセ ッ トでむ しり取るとい う野蛮
な行為を行 うことがあります。

虫刺 されの多い季節です。まず予
防が第一。虫に刺 される可能性があ
るところへ行 くときは防虫スプレー

をして行きま しょう。小 さい子 ども
ほど虫刺 されでひどい症状が出ます。
夜間は蚊取 り線香を使 つた り、蚊帳
を吊つた りして防ぎましょう。つい
でに言えば、エアコンを使つて快適
に過 ごしてください。夜間は 27℃ ま
たは除湿に して 1～ 2時 間で切れる
ように設定 して ください。真夏には
一晩中かけていてもよいと思います。

おなかのかぜ (嘔吐、下痢)も 小
流行です。その中に食中毒の場合が
あ りますので要注意です。生 ものや
古 くなった物を食べない ように気を
つけてください。
[無菌性能膜炎について]
本格的な夏の到来 とともに、高熱、

頭痛、吐き気 といった症状が 2～ 3
日続 くいわゆる夏かぜが多 くなつて
きま した。その中に、症状の程度が
強 く、首を曲げようとす ると、首の
後ろが痛みのため硬 くな り曲げられ
ない状態 (項部硬直)が み られ、髄
膜炎 と診断される例が時々あります。
福井県、大阪府、福島県で多 くの報
告があ り原因ウィルスはエコー ウィ
ルス13型と判明 しています。症状は
初 日が守寺に遅重いですカミ、 璽賢日ヤこtiよか
な り改善 し髄膜炎 といっても軽症例
がほとんどです。

細魯&あ       鴨
が必要ですが無菌性の場合は、安静
と点滴などの対症療法によつて自然
に治癒するか らです。髄膜炎 と診断
したら、細菌性か無菌性かの区別が
とても大切なことなのです。乳児で
は項部硬直がはっきりしないことも
多いので、診断 自体が難 しく、全身

状態や血液検査で髄膜炎が疑われた
ときは、入院の上、腰椎穿針をし髄
液を採取 して確定診断 しなければな
りません。もちろん、細菌性の疑い
が少 しでもあれば、年齢にかかわ ら
ず髄液検査が必要です。
[マイコプラズマ肺炎について]

しつ こい咳 と発熱を主症状 とし比
較的元気なことが多いのですが、胸
のレン トゲンを撮ってみ ると、ス リ
ガラス状の陰がみ られます。血液検
査では、炎症反応は軽 く、自宅安静
とちょっと苦いマクロライ ド系の抗
生剤で約 1週 間で治 ります。以前は
4年 周期の流行があ りま したが、近
年はいつ もどこかでみ られます。去
年の暮れか ら目だち始め、今夏もず
つと続いています。通常のくす りで
なかなか治 らない咳と発熱の場合は、
疑つてみる必要があ ります。年齢的
には、幼児や年長児に多 くみ られ 2
歳以下ではまれです。
[

間
急病診療所がオープンしま した。年
中無休で午後 7時 から午前 0時 まで、
主に金沢市医師会員が中心 となつて
交代で内科、小児科の診療を行って
います。年前 0時 か ら9時 までは電
話での医療機関紹介も行つています。
もちろん私 も出向 しています。最近
では、 7/16、 8/7,  8/21、  9/17 が
担当です            。

休 日の
当番医制です。各新聞やインターネ
ットの金沢市医師会のホームページ
でご確認 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
で受付でお尋ね下さい。
☆5月～10月の期間は例年どおり、す
こやか検診を行つています。早めに
受診 しましょう。
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花や野菜を育てていて一番困るのは病虫害です。それで農薬や殺虫剤を使いはじめること
になるのですが、あまりに神経質になりすぎると環境を破壊し花や野菜を結果的に弱らせ
てしまいます。花や野菜をかわいい我が子に、病虫害を病気に、農薬や殺虫剤を抗生剤に
置き換えてみてください。抗生剤を多量に使うことによって、本来持つている抵抗力を弱
らせ、抗生剤に耐性のバイ菌を作り出しているのなら医者として憂うべきことです。だい
たい7才 までに免疲は確立しますが、それまではいわば免疫不全状態なのです。基本に帰
れば、花や野菜の裁培で一番大事なことは土作りです。人間でいえば、偏食せずにバラン
ス良く食べ、適度に運動して体力をつけることです。この基本をないがしろにしてはいけ
ません。まず土台をしつかり作つてはじめて薬効も十分なものとなるのです。

芦 皐 ・
斎 暴 L 芦 暴

146人 にのぼっています。 日本脳炎
ウィルスに似たウィルスで鳥類、哺
乳類に感染 し、ウマには脳炎を起こ
します。 ヒ トでの症状は、潜伏期間
が 5～ 15日 で、発生時期は温帯地域
では夏の後半から初秋にかけてです。
通常型は、突然の高熱、頭痛、背部
痛、めまい、発疹、 リンパ節腫大を
起こし 3～ 7日 で回復 します。脳炎
型は重症で高齢者に多くみられます。
治療は対症療法 しかありません。 日
本脳炎 と同 じくイエ蚊の吸血によつ
て感染 しアジアでは、コガタアカイ
エカが主要な媒介蚊です。 日本に入
つてくるのも時間の問題かもしれま
せん。

[
の感冒と

は違 うとい う認識は常識 となつてき
ました。 これか ら冬にかけて流行期
に入 りますが、万全の備えで臨みま
しょう。今シーズンの流行が予想 さ
れる型は昨年 とほぼ同 じです。 した
がつてワクチン接種のや り方は昨年
同様、 7才 未満で初回接種の方は
1～ 4週 間隔 (できれば 4週 )で 2
回接種、昨年接種済みの方は全年齢
で 1回 接種を行います。 もちろん 2
回接種 ご希望の方は 2回 行います。
予約は不要で、接種料金は 1回 あた
り¥3.000で す。接種時期は 12月 中
旬までに終わ らすのが良い と思いま
す。

何 よりも大切なことは、睡眠を十
分にとリバランスの良い食事をし、
うがい ・手洗いを励行することです。
流行がは じまった ら、できるだけ人
混みには出ないようにしま しょう。

治療ではインフルエンザの特効薬
が今年か ら小児にも使えるようにな
りま した。タミフル とい うインフル
エンザ ウィルス (A・B両 方)に の
み有効な薬です。ふつ うのかぜには
全 く効き目がないので、鼻の奥やノ
ドの粘膜か らインフルエンザウィル
スを証明する検査が必要 となるかも
しれません。検査は 10～ 15分 で判
明 します。 この薬はとてもよく効き
ますが発症後 48時 間以内に服用する
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少しみられますが、

高熱と口内炎を起こすヘルパンギー

ナをはじめとするいわゆる夏かぜは、
みられなくなり秋は感染症の少ない
時季です。実 りの秋に、スポーツに
読書に励んでください。

軽症のかぜをきつかけにして、咳
がなかなか止まらない人が、多くな
りました。春、秋は一日の気温差が
大きく、気管支が敏感になつていま
す。特に、ダニやハウスダス トにア
レルギーを持つている人は、かぜを
きつかけに、頑固な咳が続くことに
なります。アレルギーがなくても、
かぜに繰 り返し罹患するうちに気管
支の過敏性が増 して同様の症状が起
きます。夜間に咳込んで自分も周囲
の人も眠れなかったり、咳をしすぎ
て吐いたりする場合は、気管支喘思
に準じて治療をすることになります。
普通のかぜのようにはすぐに治らな
いので、根気よく薬を服用 したり吸
入 したりしてください。だんだんと
少 しずつ快方に向かうはずです。頑
回な咳が続 く感染症としては、百日
咳、マイコプラズマ感染症、クラミ
ジア感染症、結核などがありますが、
レン トゲン撮影、血液検査や略茨検
査で確定診断します。これらの感染
症は発熱を伴わないことも多いので
注意が必要です。百日咳や結核は大
人からこどもに感染することも多い
ようです。

おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)
とリンゴ病 (伝染性紅斑)は ほとん
どみられなくなりました。

ことが大切です。
うなと思つたら、
ださい。

普通のかぜとは違

[
正されま

した。主な変更点は、窓日一部負担
金が3才未満の乳幼児で2割 、70才
以上の高齢者で 1割 (一定以上の所
得のある人は2割 )と なります。ま
た、老人保険制度対象者が 75才以上
に段階的に引き上げられ 70～ 74才
の方には高齢受給者証が交付されま
す。高齢受給者証には窓日の負担割
合が記載されていますので、受診の
際は保険証とともに必ずご提示願い
ます。

医療法改正 と時期を同 じくして、
金沢市の乳幼児医療費助成制度が充
実 し、通院の場合の対象者が 3才 未
満か ら6才 までの未就学児にまで拡
大 されま した。当院で受診の度にお
波 しする領収書は、この制度に通用
しますのでなくさずに保管 し申請 し
ください。

☆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つていますの
で受付でお尋ね下さい。
☆すこやか検診は10月末で終了です。
☆本文に書きましたようにインフル
エンザワクチンの接種を10月28日よ
りはじめます。 1回 の機種料金は
¥3.000です。
☆大手町の夜問急病診療所 (TEL;222
-0099)では、年後7時 から午前0時
まで小児科と内科の診療を年中無休
で行つています。私の担当は、10/24,
11/24で12月は23日が休日当番医とな
つています。
☆御影橋架け替え工事中です。H,18.
3月完成予定です。くれぐれも事故の
なきようにお願い申し上げます。

みずぼ うそ う (水痘)と 溶連菌感
染症もめっきり少なくなりましたが、
例年寒 くな りだす頃か らだんだんと
多 くなつてきますので、これか ら注
意が必要です。

アメリカで大きな問題になつていま
す。1999年 のニュー ヨークでの流行
か らは じま り、徐々に西へ と拡大 し
今年はほぼアメリカ全上に拡が り、10
月 4日 現在で 2703人が罹患 し死者は


