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明けましておめでとうございます。今年は子年、当院の開業が 1996年ですから今年の
10月 で満 12歳 です。年男、年女という言葉がありますが.年 医院というのは聞いたこ
とがないですね。子年の俗説をひとくさり。「神様が十二支の動物を決める時に家の問
の前に来た順で決めることに した。牛は動きがのろいので真つ先に出かけ一番に門の
前に着いた。 しか し、問が開けられる時に牛の頭に乗つていた鼠が飛び降 りて一番に
なつた。猫も十二支に入れてもらおうと思つていたが車鼠がわ ざと違 つた日を教え
た。それで今でも猫は目に恨みをもつているらしい。」猫年がないのはこんな理由だつ
たのですね。さて、詳 しく言えば成手 (つちのえね)年 はどんな年になることやら?
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、いわゆる 「おなか
の風邪」です。 この時期はほとんど
がノロウィルスと言われています。

このウィルスは 1968年にアメリカ
オハイオ州のノー ウォーク州の小学
校で集団発生 した胃腸炎の息者 さん
から発見されました。今から40年 も
前のことです。1972年 に 「ノーウォ
ークウィルス」 と命名 されました。

その後世界中か ら類似の報告があ
りその形態か ら小型球形 ウィルスと
呼ばれました。

1977年 に、札幌で発見されたサッ
ポロウィルスはノー ウォークウィル
スとは形態的に明らかな違いがあり、
2002年 の第 12回 国際ウィルス学会
(パリ)で ノーウォーク様 ウィルス

をノロウィルス、サ ンポロ様 ウィル
スをサポウィルスと定めました。

このような経緯で、ノロウィルス
とい う名前は新 しいものですが、40
年前か ら既に知 られていた感染症な
のです。実際、私が小児科医となっ
た 1980年には、冬になると流行する
嘔吐下痢症は当た り前の病気でした。

最近のマスコミによる過剰反応で
怖い病気のイメージが定着 してしま
いましたが、全 く怖いものではあ り
ません。死亡例はもともと寝たきり
のお年寄 りに限 られます。それも滅
多にあるものではないのです。

小児科医か らすれば、春先に流行
するリウィルス性胃腸炎の方がはるかに
重篤な病気です。

このような事例からしても、マス
コミの影響力を痛切に感 じます。マ
スコミ関係者はどうしてもセンセー

ショナルに書いて しま うものです。
何故なら自分の記事を注 目してもら
いたいか らです。職業柄、当然のこ
とでしょう。受け手側にしっか りと
した知識がない と、洗脳 されて しま
います。情報の氾濫す る現代におい
て、批判的精神がない とマスコミに
踊 らされることにな りかねません。
ちょっと横道にそれて しまいました
が、これはとても重要なことだ と思
います。

ノロウィルス感染症のはじまりは、
突発的です。突然の激 しい嘔気 ・嘔
吐、悪寒、発熱、頭痛、関節痛では
じま り、 1～ 2日 でお さま りますが
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☆大手町の夜問急病診療所 (TEL:222-0099)
では年後7時から年前0時まで、小児科と内科
の診療を年中無体で行つています。私の担当
は2/7,3/2,3/23の予定です。
☆1/13は当番医です。
☆ホームページご案内
L匹超し  httpt//7▼W2.nsknet.Or.』p/～dr.kbt/
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長かつた冬も終わり、希望にあふれた春がやつてきました。北陸の冬の鉛色の空には気分が減入つ
てしまいます。しかし、それだけに暖かな陽光が戻つてきた喜びは格別なものです。さて、新年度
から医療界には大きな変化があります。後期高齢者制度の導入 ・診療報酬改定 ・特定健診、特定保
健指導の実施 口麻疹風疹ワクチンの第 3期、第 4期の開始等といったことです。今号はこれらのこ
とについて、簡単に解説します。また、当院では、レントゲンのデジタル化をこの 4月 中に行いま
す。これまでより、被曝線量が少なくなり、現像の際に暗室が不要で廃液も出ません。フィルムは
不要で保管場所がコンパク トになります。いいことばかりですが、導入できなかつたのは高価だつ
たからです。しかし最近の医療界の lT化でだんだんと安くなつてきましたので思い切つて導入す
ることにしました。もし肺炎で入院が必要になつた場合、レントゲンフィルムではなく、CDを 持
参してもらうことになります。

[後期高齢者医療制度]
福 田首相の 「ネー ミングがよろし

くない」 との一声で、舛添厚労相が
通称 「長寿医療制度」 と言い換えた
とい う制度、さてその中身は ?
75才 以上の後期高齢者の医療費の

増大に伴い、現行の医療保険制度 自
体の破綻が危倶 されるため、75才 以
上の方を対象 とした独立 した医療制
度が創設 されました。

りで す 。

保険料率 石川県の被保険者均等割額  45, 240円

石川県の所得割率  8 266/c

(参考)

平均額等 石川県の 1人 当た り保険科額 (平均)年 額 84,059円

月額 7,003円

軽減措置後 (※)の 実質的な 1人 当た り保険科額 年額 71, 293円

月額 51941円

限課限度額 500, 000円

※所得のない方に対す る 7割 ・5割 ・2割 の枝保険者均等割極減の算定後

金額

◆保険料率は、広域連合の安定した財政運営を確保するため、2年 ごとに

改定されます。

[診療報酬改定]
この 4月 から健康保険法等が改正

され窓 日の負担金が変わ りま した。
大きな変更は下記のとお りです。
(1)就 学前まで窓日負担が 2割 に

な りました。 これまで、3才 か ら義
務教育就学前までの窓 口負担の割合
について、3割 から 2割 に引き下げ
られました。
(2)70～ 74才 の方の窓日負担の

割合について、平成 20年 4月 から平
成 21年 3月 まで 1割 に据え置かれま
す。実際は 1割 から 2割 に引き上げ
られることになつていま したが、経
過措置 として 1年 間は据え置かれる
ことにな りました。ただ し、すでに 3
割負担 となつている現役並み所得の
方 と障害認定を受けて後期高齢者医
療制度の被保険者 となった方は除か
れます。
(3)75才 以上の方は後期高齢者医

療制度に加入す ることにな りました
が窓日負担は 1割 のまま変わ りませ
ん。窓 口では後期高齢者医療広域連
合の発行する被保険者証をご提示願
います。
[特定健診 ・特定保健指導]

特定健康診査 とは、2006年 の健康
保険法改正で、2008年 4月 より 40
～ 74才 の保険加入者を対象 として全
国の市町村で導入 される新 しい健康
診断です。「特定健診」や 「メタボ健
診」と呼ばれることが多いようです。

糖尿病、脳卒中、心筋梗塞、高脂
血症 といつた生活習慣病の患者 さん
は年々増加 し、国民医療費の 30%を
占めています。生活習慣病の病態は
内臓脂肪蓄積により惹き起こされメ
タボ リックシン ドローム (内臓脂肪
症候群)と 呼ばれます。

特定健康診査はメタボ リックシン
ドロームに着 目し、その該当者や予
備軍を抽出 してそれ以上の病態の進
展を防 ぐために行われるものです。

特定健康診査項 目には、間診 (生
活習慣、行動習慣)・診祭 ・身体計測
(身長、体重、腹囲、肥満度、BMI)

血圧 ・血液検査 (中性脂肪、IIDL・
LDLコ ンステロール、 GOT、  GPT、 γ GT、
血糖、mAlc)が ぁ ります。腹囲の
基準は男性が 85 cm以上、女性が 90

cm以上でメタホリックシント
｀
ロームの基本要件

を充た します。メタホリックシント
｀
ロームの診

断基準に従つてレヘれに応 じて医師、
保健師、管理栄養士等による特定保
健指導が行われます。なお、当院で
は本健診の保健指導については行っ
ていません。
「メタホリックシント

｀
ロームの診断基準」

腹囲男性 85cm、女性 90cm以上が必須。
かつ
血圧 130/85mmHg以上。

第 1期 (1歳 児)・第 2期 (小学校入
学前年度の一年間にあたる児)が 「定
期接種」 として公費で行われてきま
した。 これに加えて、この4月 か ら
5年 間の期限付きで、第 3期 (中学
校 1年 生相当世代)。第4期 (高等学
校 3年 生相当世代)も 「定期接種」
に加わ ります。つま り、公費で中学
校 1年 生 と高校 3年 生の人 も麻疹 ・

風疹の予防接種が受けられます。
これは、 1回 のみの予防接種では

免疫の獲得が不十分 となる可能性が
あり、現行の 2回 接種の対象 となっ
ていなかった児童 ・生徒の免疫を強
化す ることと、幼児期に予防接種が
受けられなかつた人を麻疹や風疹か
ら守ることが 目的です。すでに麻疹
や風疹に免疫がある人に予防接種 を
しても副作用の心配はあ りません。
対象 となる方は是非受けて下 さい。

☆大手町の夜間急病診療所 (比222-
0099)で は午後 7時 から午前 0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 5/1、5/22、6/15の予定です。

☆ホームページのご案内

☆緋牌半催胡多す場封七鈍だ野こ代
に贈 りましょう。▲ `歌 、o
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京都の五山送 り火は、 葵 祭 口祗国祭 ・時代祭とともに京都四大行事の一つとされるものです。こ
の行事の起源は諸説あるようですが、、仏教が庶民の間に深 く浸透 した中世一室町時代以降である
と言われています。その音は 10カ 所から送 り火が上がったとされていますが、現在は 5カ 所にな
りました。毎年 8月 16日 に 「大文字」、「妙 口法」、「舟形」、「左大文字」、「鳥居形」の順に、五山
で炎が浮かび上が り、お精霊 (しょらい)さ んと呼ばれる死者の霊をあの世へ送 り届けるとされて
います。京都に住んでいた当時は当た り前のように、まるで花火大会のように、毎年見ていました
が、昨年一人でひさしぶ りに鑑賞 してみて、すばらしい行事だなあ !と あらためて思いました。伝
統行事を永 らく守つていくのは並大抵のことではできません。鳥居形は一般の住民の皆さんによる
保存会ですが、その他は寺の檀家衆による保存会が中心です。真夏の夜に浮かび上がるうたかたの
炎の下に、たくさんの人達の汗と思いと歴史があるのです。

[

いらつしゃると思いますが、採血
器具の不適切な使用について問題
となつています。当院でも調査 し
たところ、平成 11年 4月 から平
成 14年 10月 まで該当する採血器
具を主に2才 までの乳幼児の耳柔
採血に使用 した可能性があ りま
す。当時は安全性に関しては全 く
問題ない とい う認識で した。 (な
お、平成 14年 10月以降は器具全
体が使い捨てのものを使用 してい
ます。)

ところが、平成 17年 11月 にイ
ギリスで、採血器具の不適切な使
用による B型 肝炎 ウィルス感染
の可能性があるとい う報告を受け
て、平成 18年 3月 に厚生労働省
より注意喚起の文書が出ました。
しか し、この文書の医療機関等ヘ
の周知が不十分で当院でも未確認
でした。その後、本年 4月 に島根
県の英医療機関で採血器具の針が
自動的に替わると錯覚 して使つて
いた事例がありました。これがき
っかけとなつて、行政機関があら
ためて調査 したところ全国各地の
医療機関、保健所等で不適切な使
用があつたと判明しました。その
ほとんどは、針は替えていました
がホルダーは使い捨てではないた
め取 り替えていませんでした。今
回、これが問題 となっています。

当院での使用は、ホルダー部が
血液で汚染 されたことはほとんど
なく、あったとしてもアルコール
消毒の上使用 していました。感染
の可能性はほとんどないと考えら
れますが、万一のことも考えて可
能性のある方々について調査 し、
該当する方々へお知   ヽ たしま
した。
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なお、 日本感染症学会の見解 と
して、本年 7月 18日 付けで下記
のように発表 されました。

「針の周辺部分がディスポーザブ
ルタイプではない器具を使用 した
場合の対応」 (一部抜粋)
「ホルダー部分が使い捨てでない

採血器具を複数人に使用 したこと
により感染の事例 として英国にて
B型肝炎の感染が疑われる例が報
告 されていますが、我が国では、
これによる感染事例は報告されて
いません。また、C型 肝炎やHIV
の感染事例については、現在のと
ころ国内外 ともに報告 されていま
せん。

そこで、必要な検査 としては、
B型 肝炎 ウイルスが該当します。
B型 肝炎 ウイルスによる感染の確
認 にはHBs抗 原の測定を行いま
す。

なお、検査に関 して留意すべき
ことは、感染症検査が陽性であつ
ても、必ず しも採血器具を再使用
したことが原因であるといえない
可能性もあります。」

当院では念のためB型 肝炎検査
に加えてC型 肝炎検査も行つてい
ます。HIVウ ィルス (エイズの原
因ウィルス)感 染については一般
診療所では現在においても全 く問
題になつてお らず、ましてや当院
での対象 となつた平成11年から
14年においては考慮する必要はな

す。

手足口病 (hand,foot and mouth
disease:IIFMD)は 、乳幼児を中
心に夏に流行が見られることの多
い病気です。 1950年 代後半に分
かつた比較的歴史の新 しいウイル
ス性発疹症で、我が国では 1967

年頃から見られ始めました。コク
サッキー A16・A10、エンテロウ
イルス 71な どのエンテロウイル
スによりおこり、基本的には自然
に治る病気です。 しかし、急性髄
膜炎の合併が時に見られ、稀です
が急性脳炎を生ずることもありま
す。頭痛、嘔吐、2日 以上続 く高
熱、痙撃、意識障害などの症状に
は髄膜炎、脳炎などに注意する必
要があります。特に EV71は 中枢
神経系合併症の発生率が高いこと
が知られています。
感染は主として咽頭から排泄 さ

れるウイルスによる飛沫感染でお
こりますが、便中に排泄 されたウ
イルスによる経 口感染、水疱内容
物からの感染などもありえます。
便中へのウイルスの排泄は長期間
にわた り、症状が消失 しても2～
4週 間にわた り感染源になる可能
性があります。このため、急性期
のみ登校登園停止を行っても、集
団生活での流行阻止はできませ
ん。本症の大部分は軽症疾患であ
り、脱水や中枢神経系合併症など
について注意 していれば、集団と
しての問題は少ないため、発疹だ
けの患児に長期の欠席を強いる必
要はないとされています。

☆大手町の夜間急病診療所 (伍222-
0099)で は午後 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。カロ畑の担当
は 9/21、10/23、11/20の予定です。

☆ホームページのご案内

☆巖
1程

も野
。
ジ】傷築翼罫(中

学 1年生)、第4期 (高校 3年生)
を実施 しています。重要なワクチ
ンですので必ず接種しましょう。

☆世界の宝 「憲法 9条 」を次の世
代に贈 りましょう。
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病院を受診することが億劫なのは待ち時間の問題が大きなことだと思います。。待ち時間をできるだけ短くし
たい。しかし、小児科という所は流行のある感染症がほとんどなので、一斉に病気にかかり、同じ時に多くの
人が来院します。長い待ち時間ならば、できるだけ快適に過ごしたい。当院では待ち時間を有効に利用できる
ように携帯電話を使つた順番待ちシステムを採用しようと思います。10月 7日 から試行しています。いずれ
は、携帯電話からメールで受診予約できるようにしたいと思います。。現在、回転寿司店等で採用しているも
のですが、その前段階としてうまく稼働するかどうか試しています。院外から待合室の状況が分かりますので
皆さんにルールを守つていただき円滑に運営できますようにご協力をお願いいたします。そのルールとは、ご
自分の順番の遅くとも 3番 前にご来院いただくことです。もし、順番が来てもご不在の場合は、来院後にお申
し出いただき、あらためて 3番 目に入つていただきます。もちろん、病状によつては、この限りではありませ
ん。

〇ポ 鼠〇院 ぢ〇へ o澄翼 〇
[RSウィルス感染症]

RSウ ィルスは冬期に乳幼児に流行す
るものですが、今年 はなん と、8
月か ら流行が見 られま した。小 さ
い子 どもほど重症化 しやす く、特
に 3ヶ 月未満の乳児や未熟児で生
まれた半年未満の児は要注意です。
また、先天性の心臓病を持つてい
る児が感染 した場合は入院治療す
べきです。重症では、細気管支炎
や肺炎を起こし、人工呼吸管理が
必要 とな ります。年齢 とともに軽
くな り 2才 以上になると、普通の
風邪 と同じになります。診断は咳、
鼻汁 ・鼻閉、喘鳴、発熱などの症
状か ら疑い、鼻の粘液で迅速診断
が可能です。乳児の重症度は、哺
乳状態、ご機嫌、睡眠状態等で判
断 します。咳や鼻汁があつても、
ご機嫌や哺乳力がまあまあな ら心
配い りません。治療は対症療法で、
哺乳前の鼻汁吸引、気管支拡張剤
・去茨剤の内服、吸入療法、等で
約 1週 間で回復 していきます。
[百日咳]

百 日咳は年長児や大人では、長
び く咳や咳き込み発作が主な症状
です。 しか し、乳児では生命の危
険 もある病気です。百 日咳菌抗体
は胎盤を通過 しないため 1才 以下
の乳児、特に 6ヶ 月以下では重症
化 しやすいので要注意です。DPT3
種混合ワクチンは効果があります。

病状は 3期 に分けられます。は
じめの 2週 間はカタル期で、7～ 10
日の潜伏期間後に感 冒症状ではじ
ま り、だんだん と咳がひ どくな り
ます。次の 2～ 3週 は痙咳期で発
作性、痙撃性の咳が続 きます。典
型的には、短い咳が連続 して続き、
終わ りに息を吸 う時に笛の音のよ
うなヒュー とい う音が出ます。嘔
吐を伴 うことも多いです。乳児期
早期では咳よりも無呼吸発作を起
こし、ひどくなるとチアノ宝

S、
痙撃、

呼吸停止 といった危険な状態に陥
ります。 このような状態になる前

に適切な治療を行 うことが必要で
す。今年は特に大人の百 日咳が 目
立ってお り、乳児の周囲に長び く
咳をしている大人がいる場合は注
意が必要です。発症後 lヶ 月以上
す ると回復期に入 り、激 しい咳発
作は徐々に減っていきますが、風
邪をひ くと普段 よりもひ どい咳が
出ます。

診断は百 日咳菌の培養が難 しい
ので血中の抗体検査で行います。
ペア血清 (2週以上の間隔)で 4倍
以上の上昇、単血清で 40倍 以上な
ら確定的です。
治療はマクロライト

｀
系抗生剤 が有効

で、カタル期に服薬すれば、症状
を軽減 し経過 を短縮できます。5
～ 7日 の内服で菌は陰性化 します
が 1～ 2週 間の内服が必要です。
また、菌が陰性化 しても咳はしつ
こく続 くことが多いです。
[Hibワクチンのこと]
Hib と は、 ヘモフィルス‐インフルエンサ

｀
 b型

菌のことです。インフルエンサリィルスとは
名前が同 じですが、全 く関係あ り
ません。 この菌に感染すると髄膜
炎、肺炎、喉頭蓋炎 といつた重症
の病気になることがあ り、恐れ ら
れています。WHOに よると、全世
界で毎年 300万 人以上の患者が発
生 し40万 人近 くが死亡しているそ
うです。感染者の約 85%は 乳幼児
ですが、高齢者や免疫の低下 した
大人でも罹ることがあります。

髄膜炎の原因菌で最 も多いのが
Hibで その次が肺炎球菌です。 こ
の病気は致命率も高 く助かっても
後遺症を残す可能性があ ります。
この菌による肺炎 も怖い病気です
が、もつと怖いのは喉頭蓋炎です。
気管の入 り口にある喉頭蓋は味下
する時に食べ物が気管に入 らない
ように蓋をしますが、ここにこの
菌が感染す ると大きく腫れあが り
完全に気管を塞いで しまいます。
時間を争 うような急速な進行です
ので、あっとい う間に窒息状態に

な ります。救急疾患の中で最 も一

刻を争 うものと思います。
このような怖い Hibで すが、欧

米ではワクチンが普及 し、著 しい

効果を上げています。 日本でも漸
く本年 12月 に発売の予定です。商
品名はアク トヒブです。まだ、任
意接種 (有料)で すが、前述のよ
うな重症感染症に対する予防効果
が期待されます。接種方法は月齢 2
～ 7ヶ 月で 4～ 8週 おきに 3回 、1
年後に追カロ免疫を行います。費用
は 4回 の接種で合計 3万 円程度だ
そ うです。具体的には DPT3種 混
合ワクチンと同時接種が可能です。

是非受けて欲 しいワクチンなの
ですが、製造過程で細菌の培地等
に米国産 ウシに由来す る原材料が
使われています。平成 15年 12月
末の米国での BSE(牛海綿状脳症)の
発生後、米国産 ウシに出来す る原
材料を医薬品等に原則使用できま
せんが、治療上の効果が リスクを
上回ると認 められ医薬品 として承
認 されたものです。

☆大手町の夜問急病診療所 (仙:222
- 0099)で は午後 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。加畑
の担当は 10/23、11/20の予定で
す。

☆ホームページのご案内
htp:′′岬 2.nsknet.orjp/―dr.kbt/

☆麻疹 ・風疹ワクチンの第 3期 (中
学 1年生)、第 4期 (高校 3年 生)
を実施 しています。重要なワク
チンですので必ず接種 しま しょ
う。

☆世界の宝 「憲法 9条 」を次の世
代に贈 りましょう。


