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この時期は、ここ数年来 新 型インフルエンザの話題でたいへんですが、病院や医院における院内感染対策は
とても重要なことです。軽い病気で来院して重い病気をうつされてしまう等ということは、あつてはならない
ことです。当院でも伝染病の疑いがある場合は、別室で待つていただいたり、健診やワクチン接種で来院された方
には予備待合室で待つていただいたりしています。しかし、スヘ

°―スに限りがあるため、大勢の患者さんが来院
された場合は、とりあえず順番をとつて一員帰宅してもらつたり、自動車内で待つていただいています。昨年
10月 から導入した携帯電話やパソコンからも待ち状況が分かるシステムはこのような混雑時こそ威力を発揮し
ます。このシステムを皆様がご利用になり、ご自分の順番の 3番 前までに来院していただければ、待合室がい
っぱいになることもなく、院内感染の危険もほとんどなくなります。これから、インフルエンザの流行期にな
ります。うがい、手洗い、マスクの着用といつた基本的なことがとても大切なことです。予防していても病気
に罹つてしまったら、医療機関への受診の仕方にもご注意下さい。

O     ° だ熱さ
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[感染性胃腸炎のこと]
感染性胃腸炎 とは、胃腸炎を起

こす感染性の病気の総称です。冬
季に起こる主なものは、ノロウィ
ルス ・サポウィルス ・ロタウィル
スによる胃月易炎であり、エンテロ

ウィルスやアデノウィルスによる
ものもあります。夏期にみられる
ような細菌性の胃腸炎は少なく、
ウィルス性が中心なのが特徴で
す。

ノロウィルスは小児からお年寄
りまで、幅広い年齢層が罹患 し乳
幼児 よりも年長児や成人の方が重
症になりやすいようです。特にも
ともと脱水症気味のお年寄 りが罹
患すると生命の危険があります。

乳幼児ではロタウィルスの方が
怖い病気です。激 しい嘔吐 ・下痢
のため一晩で重症脱水になること
があります。便の色が真っ白にな
ることもあります。真つ自でなく
ても、淡い灰色や レモン色になる
ことも多いです。便色が薄 くなる
ことはノロウィルスでもよくみ ら
られます。発熱はノロウィルスで
は 1 曰くらいで、 2-3割 の方に
み られます。 ロタウィルスでは 8
割 くらいに高熱がみられ、 2日 前
後続きます。

ウィルス性胃腸炎に特効薬はあ
りません。突然の嘔吐で始まりま
すが少 しおちついたら、水分を少
量ずつ頻回に補給することが重要
です。ポカ リスエット等のイオン
飲料や リンゴジュースでもよいで
すが、もつと水分や糖分を吸収 し
やすいものとして、経 回補液用の
飲料水があ ります。具体的には、
大塚製薬の OS_1(オーエスワン)、
和光堂のアクアライ ト ORSが あ
ります。栗局でご購入 ください。
本人に水分摂取を任せてしまうと
喉の渇きを癒すために一気に飲ん
でしまいます。そ して胃がいつぱ

いになると大量に吐いてしまいま
す。飲んで吐いての繰 り返 しはと
ても消耗 します。水分は親御 さん
が管理 して吐き気の強い時はスプ
ーンで 1さ じずつ根気よく与え、5
分 くらい吐かないのを7E認してか
ら再開するようにして下さい。時
間とともに吐き気は遠のいていき
ますので、吐いてもめげずに、少
量ずつ水分摂取させて下さい。本
人がもつともっとと欲 しがつても
決 して慌てずに吐かないのを確認
しながら与えて下さい。
「少量ずつ頻回に与えること」こ

れが早くよくなるコンです。
[Hibワクチンのこと]

前回にひき続きヒブワクチンの
ことを書きます。前回と重複 しま
すが Hibと は、ヘモフィルスーインフルエンサ

｀

b型 菌のことです。インフ匹ンナリィルス
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 といった
重症の病気になることがあり、恐
れ られています。WI10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。

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
は漸 く昨年 12月 19日にアク トヒ
ブ とい う商品名で発売 されま し
た。まだ、任意接種 (1回¥7500)
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。接種対象は生後 2ヶ 月以上 5
才未満の小児で乳児期早期からの
接種開始がベス トです。
接種方法は月齢 2～ 7ヶ 月で 4～
8週 おきに 3回 、1年 後に追加免
疫を行います。月齢 7ヶ 月以上 1
才未満では、初回免疫は 2回 、1

年後に追力日接種、1才 以上 5才 未
満では 1回接種のみで追力日はあり
ません。また、DPT3種 混合ワク
チンと同時接種が可能です。

ワクチンの供給はまだ不安定で
希望されてす ぐに接種はできませ
ん。予約を受け付けてから製薬会
社に直接 車逮 で申し込みその後
ワクチンが届きます。昨年末現在
で約 lヶ月待ちの状況です。詳 し
くは当院ナースまたは診祭時に直
接お尋ね下さい。

☆大手町の夜間急病診療所 (駈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 1/15、2/8、 3/8の 予定
です。

☆ホームページのご案内
h晩ガ/WttW2.IIsknet.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。

☆長 らく木曜 日午後に うきた産婦
人科医院で小児科を担当してき
ま したが、 うきた医院が分娩取
り扱いを昨年 11月 で終了しまし
たので、本年 1月 より、 うきた
医院での小児科担当は終了とな
りました。
なお、当院の木曜 日午後休診は
変わりません。

☆世界の宝 「憲法 9条 」を次の世
代に贈 りましょう。



振り返つてみますと毎年同じことを書いているような気がします。しかし、読者の皆様は
毎回少しずつ違います。正確でタイムリーな情報をお届けすることを大切にして、重複は
ご容赦願います。かばごん第 1号 にこんなことが書いてあります。一 『常に初心に帰るた
めに、ここに当院の理念を掲げておきます。(1)と もに悩み、ともに苦しみ、ともに生き
る (2)第一線の医療を行う (3)医療と福祉の架け橋となる』一当院の現状はどうでしょ
うか?初 心を忘れずにスタッフともども一丸となつて努力していきたいと思います。院内
広報誌を月に 1回 出している先生もおられると聞き、私も頑張らねばと思います。次は第
100号を目指してゆつくりと歩んでいきます。

[最近 目立つ病気]
本当に暖かな冬で した。地球温

暖化が叫ばれて久 しいですが、こ
のままではたいへんなことにな り
そ うです。

今シーズンのインフルエンザの
流行は奇妙な動きでした。1月 の
中～下旬に一気に A型 の流行が
起こり、2月 中旬にはおさまりか
けましたが、B型 が少 しずつ増加
し2月 下旬から3月 下旬まで流行
しました。 このため 2つ のピーク
のある流行型 となりました。4月
に入つて漸 く落ち着いてきました
が春休みの影響 と考えられ、新学
期になって再び増加の可能性があ
ります。ここ数年、2年 毎に B型
の流行があ りますが、今回もその
通 りになりました。

その他、溶連菌感染症、感染性
胃腸炎、水痘、アデノウィルス感
染症が目立ちます。感染性胃腸炎
の うち、ロタウィルス胃腸炎が 3
月に目立ちました。 ロタウィルス
は春先に特に多いですが、乳幼児
にとつてはノロウィルスよりもは
るかに怖い病気です。当院では疑
いがあれば迅速診断を行い、注意
を喚起 しています。おたふくかぜ
も一部の保育所や幼稚園で流行 し
ました。おたふ くかぜの最近の動
向は 3～ 4年 毎の周期で流行があ
り今年は流行の年に当たつていま
す。2～ 3週 の潜伏期間で発症 し
高熱 と耳下腺の腫脹 ・疼痛が主症
状ですが合併症 として髄膜炎、神
経性難聴、宰丸炎、卵巣炎、膵炎
等があり、特別な治療法もなく注
意が必要な病気です。予防接種で
予防可能または症状の軽減化がで
きますので、是非受けて欲 しいワ
クチンです。ただし、任意接種の
ため¥6000の 負担が必要です。
[日本脳炎ワクチンのこと]

2005年 5月 か ら現在 まで、
ADEM(亜 急性散在性脳脊髄炎)
の重症例が副作用 として起こつた

可能性 があ り事実上接種 ができな
い状態 です。 それ までは定期接種
として、 「I期 は、6か 月～ 7歳 6
か月までの間に 3回 接種。1回 目を
接種後 1～ 4週 間空けて 2回 目を接
種 し、1年 後に追加接種を 1回。
工期は、9歳 ～ 12歳 に 1回 接種。」
となつていま した。今回、新 しい製
法でのワクチンが 5月 に発売とな り
ます。 これまで通 り定期接種になる
のかあるいは任意接種 となるのか、
また受けられなかった年代の子 ども
たちが無料で受けられるような救済
措置があるのか、まだ詳細は分かつ
ていません。

日本脳炎はまれな病気ですが、ジ
フテ リアや破傷風 と同 じようにかか
つて しま うと、たいへん重症にな り
ます。6か 月か ら接種可能ですが、
多くの地域では 3歳 からです。西 日
本では、豚が 日本脳炎 ウイルスを保
有 している率が高く、養豚場も多く、
罹患の確率が他の地域よりも高いで
す。石川県は九州 ・四国 ・中国地方
に比べて リスクは低いですが受けて
おいた方がよいワクチンです。受け
た ところが少 し赤 くなるなどのこと
が 10%く らいの人に起こります。

副作用の ADEM(急 性散在性脳脊
髄炎)と は、ウイルス感染後や ワク
チン接種後に生 じるアレルギー性の
脱髄疾患です。ADEMは 原因から以
下の 3つ に分けられます。 (出典 ;
Wikipedia)
感染性 ADEM:麻 疹、風疹、水痘、
流行性耳下腺炎、インフルエンザな
どのウイルス感染や、百 日咳、狸紅
熱、マイコプラズマなどの感染後に
発症す るもので、感染か ら発症まで
の期間は 2～ 15日程度です。 ウイル
スや細菌そのものによる神経感染で
はなく、ア レルギー性 と考えられて
います。ワクチン接種後 ADEM:狂
大病や痘清などの予防接種を うった
時に、副作用 として発症 します。 ワ
クチン抗原に対するア レルギー反応
と考えられています。なお、痘清は
撲滅 されたため現在はワクチンはあ
りません。特発性 ADEM:特 に上記
のようなことがないにもかかわらず
発症 します。

発症直後は発熱、全身俗怠感、頭痛、
悪心、I匝吐などがみ られ、後になっ
て神経症状がみ られ るようにな りま
す。神経症状 としては、髄膜刺激症
状、片麻痺、失語、運動失調、四肢
麻痺などが起きます。多 くは後遺症
な しに回復 しますが、重症例では昏
睡などの意識障害に陥ることもあり、
その場合は予後不良です。
日本脳炎以外のワクチンの効能書を
読みます と、インフルエンザワクチ
ンにも ADEMの 可能性を書いてあり
ます し DPT3種 混合ワクチンや麻疹
・風疹混合 ワクチンには脳炎 ・脳症
の可能性の記載があります。

罹つた時の リスクとワクチン接種
の副反応によるリスクを比較すると
大きな違いがあり、ワクチン接種に
よる副反応の確率ははるかにJ さヽい
ものです。 もちろんこれがゼ ロにな
るのが理想的ですが、大多数の医師
がワクチン接種を推奨す るのは当然
のことです。私も自分の子 どもによ
かれ と思つてワクチン接種をしてき
ま した。 もちろん、保護者の信条や
宗教観が最優先 されますが、現行の
ワクチンは接種 されることをお奨め

…戒談ぐ Fヽ

☆大手町の夜間急病診療所 (h:222
-0099)で は午後 7F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 4/30、6/4、7/2、7/2 3の

予定です。
☆ホームページのご案内

hip:〃w-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。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。

します。
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ここ数ヶ月、メキショに端を発した新型インフルエンザは世界中に拡がり、遂に WHOは 6月 11日に
フェーズ6(パ ンデミック)を 宣言 しました。小児科は常日頃から感染症との闘いです。毎日が発熱
外来みたいなものです。幸い、新型インフルエンザといっても、従来型の季節性インフルエンザと大
差がないようです。うがい、手洗い、マスクという予防の基本を励行 し、不規則な食生活や睡眠不足
を避ければ、恐れることはありません。考えようによっては、生後 1才 以内の乳児にとつては従来型
のインフルエンザも新型インフルエンザなのです。毎年乳児もインフルエンザに罹 りますが、抗ウィ
ルス剤の使用もせずに対症療法で治っていくのです。人間には免疫反応という自然治癒力が備わつて
います。決 して無防備ではありません。一番怖いことはパニックになることです。精神的なパニック
は身体的なパニックを惹き起こします。皆様が冷静に対処できますように、かばた医院の総力を挙げ
て、適切に助言し治療 していきます。

セ審 ネ旨f者式,■十1格
[最近 目立つ病気]

いわゆる、夏風邪が流行中ですが、
例年のような勢いはありません。ヘ
ルパンギーナ、手足日病が夏風邪の
代表ですが今年はヘルパンギーナが
やや目立つ程度です。エコーウィル
スによると思われる発疹症も一部で
みられました。一般的に夏風邪は急
に高熱が出て2日 前後で解熱します。
初 日は頭痛や嘔吐がみられることが
多く心配ですが、2日 目には楽にな
ることが多いです。この点が、イン
フルエンザとは違います。2日 目に
なつても症状が悪化する場合は、必
ず医療機関を受診すべきです。逆に
言えば、発熱初日は症状からは夏風
邪 とインフルエンザの区別はつきに
くくインフルエンザの迅速検査もあ
てになりません。発熱後丸 1日 経過
すれば、迅速検査の信頼性が増しま
すので、発熱後すぐに医療機関を受
診することはお奨めしません。かえ
つて、受診によつて、院内感染のリ
スクを負 うことになるからです。も
ちろん、水分摂取もできず、ぐった
りとし明らかに状態の悪い場合は障
躇することなく受診してください。

が、接種可能 となつています。6
ヶ月～ 7才 半まで、 I期 初回の 2
回 と I期 追加接種で公費負担 (接
種券があれば無料)で 接種できま
す。通常は 3才 以上か らで、 日本
脳炎汚染地域への海外旅行を計画
されている方は 3才 未満でも接種
可能ですが接種量は半量の 0。25ml
とな ります。9～ 12才 の工期は
治験例が少なく安全性が確立され
ていないとい うことで、まだ公費
では接種できません。今のところ
工期は旧ワクチンでの接種 とな り
ます。 どうしても新 しいワクチン
を希望 される方は自費 (駈000)
による接種 とな ります。

前号でも書きま したが、 日本脳炎
はまれな病気ですが、ジフテ リアや
破傷風 と同じようにかかって しま う
と、たいへん重症にな ります。西 日
本では、豚が 日本脳炎 ウイルスを保

有 している率が高く、養豚場も多く、
罹患の確率が他の地域よりも高いで
す。石川県は九州 ・四国 。中国地方
に比べて リスクは低いですが受けて
おいた方がよいワクチンです。
新 しい 日本脳炎 ワクチンの副反応は
局所の発赤 と腫脹 くらいで大きな副
反応はあ りません。 旧ワクチンのよ
うなマ ウス脳を使つた製法ではなく
培養細胞からワクチンが作られます。
培養液中にウシの血清成分が入 りま
すが、精製抽出の過程でほとんど検
出されない程度にな ります。従つて
ウシの病気である狂牛病に罹患する
可能性はほぼ問題ないと考えられま
す。同様の製法で作 られているヒブ
ワクチンは約 15年前から世界中で使
われていますが大きな副反応の報告
はありません。

これ も前号で書いたことですが、
罹つた時の リスクとワクチン接種の
副反応によるリスクを比較す ると大
きな違いがあ り、ワクチン接種によ
る副反応の確率ははるかに小 さいも
のです。 もちろんこれがゼロになる
のが理想的ですが、大多数の医師が
ワクチン接種を推奨するのは当然の
ことです。私 も自分の子 どもによか
れ と思つてワクチン接種をしてきま
した。 もちろん、保護者の信条や宗
教観が最優先 されますが、現行のワ
クチンは接種 されることをお奨めし
ます。
[ヒブワクチンのこと]

ヒブワクチンをご希望の方々には
真に申し訳あ りませんが当院では現
在、予約を受け付けていません。 フ
ランスからの輸入による供給ですの
で絶対的に不足 しています。現在、
当院では 3ヶ 月以上お待たせ してい
る状況のため新規の予約は中止 して
います。十分な供給ができるまでも
う 1～ 2年 かかりそ うです。予約受
付の再開については未定です。状況
が改善 しましたらお知 らせいた しま
す。

域にジワジフと拡大 しています。従
来の季節性インフルエンザ と同じよ
うな症状で鳥インフルエンザ (H5Nl)
のような強毒性ではないため、一般

の医療機関で扱 うようになりました。
当院でも8月 11日現在で 4名 の新型
インフルエンザの疑いの方を診断 し
ました。疑いとい うのは PCR法 での
確定診断は全例に しなくなったか ら
です。この時期に迅速診断キットで A
型陽性 と出た場合はまず、新型に問
違いあ りません。従来の季節性のイ
ンフルエンザが夏に流行する可能性
は極めて少ないか らです。 これが、
今秋や今冬になります と A型 が出た
場合、新型か従来型かは不明 とな り
ますが、治療に関 しては大差なく重
症化 して入院 となつた場合のみ PCR
検査で確定診断することになると思
います。当院での症例 とこれまでの
情報から新型インフルエンザの増殖
速度は従来型 よりも遅 く潜伏期間 も
やや長め (3～ 4日 )で す。迅速診
断キットは従来型でも発症後 12時間
くらい経過 しないと確実に診断でき
なかつたのですが、新型の場合は 24
時間 くらいでやっと診断可能 となる
ことがあるようです。早期の受診で
は診断がつかず、経過観察 となるこ
とが多いのでよほど重症でなければ
1曰 くらい様子をみてから受診 され
るのがよいでしょう。

☆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 (10月 1日 からは午後 11時)
まで、小児科 と内科の診療を
年中無体で行っています。加畑
の担 当は 9/20。10/15。11/8・
12/3の予定です。

☆ホームページのご案内

☆巖イ鵬鍔 じ状墨
・
射そ中

学 1年生)、第4期 (高校 3年生)
を実施 しています。必ず接種 し
ましょう。

☆世界の宝 「憲法 9条 」を次の世９

】ス代に贈 りましょ



琴刊 がばごh 2009 秩  (h写 2)
気がつけばもう銀書の葉が黄色に色づいています。日常移張に忙殺されて 『かばごん」を書くこと
すらできませんでした。インフルエンザに明け、インフルエンザに暮れた一年でした。流行中の新型インフルエン
サ
・
の一番の特徴は、肺炎になりやすいことです。日症や心筋炎による死亡は季節性のインフルエンサ

・
で

も起こつていたことで、今のところその頻度が高いとは言われていません。
ワクチン接租でどうしたらよいかと悩んでいる方も多いと思います。rゃらないよりやつた方がよいだ
ろう」という程度です。何人のレヘ

◆
ルではワクチン経租をしても程島しますし、日症や心筋炎を防げる

わけでもありません。しかし、個人レヘ
◆
ルで一般的にわずかでも軽症化できるとすれば、社会全体と

しては大きなメリットになるはずです。結局 社 会防衛という意味では有用だろうと思います。しか
し、人々の不安を月つておいて 『任意接租ですよ。Jと いうのはどうかと思います。本来なら、防
備費を聞つてでも日が全傾負担し無料で接種すべきものだと思います。
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☆大手町の夜間急病診療所 (航:222
-0099)で は午後 7時 から午後 11
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 11/8。12/3。1/14
の予定です。

☆ホームページのご案内
htp:Fr帥 2.nsknet.orjp/―dr.kby

☆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。必ず接種 し
ましょう。

☆院内感染防止にご協力をお願い
いたします

☆世界の宝 「憲法 9条 」 を次の世９

卜及

弓

づ 亀くう亀くう亀くう亀くう亀
[最近 目立つ病気]

ウィルスの世界も弱肉強食のよ
うで、強いウィルスが流行すると
他のウィルスは静かにしているよ
うです。例年この時期に流行する
ノロウィルスをはじめとする感染
性胃腸炎も今年は散発程度に推移
しています。インフルエンザ以外
のウィルス性感染症でとりわけ流
行 しているものはありません。溶
連菌感染症は例年 どお り目立ちま
す。細菌の世界ではウィルスの影
響はないのでしょう。

インフルエンザの喉の所見はあ
まり特徴的なものはありません。
逆に言えば、高熱で重篤感のある
人の喉がほとんど異常なければイ
ンフルエンザが疑わしいとい うこ
とになります。溶連菌感染の喉は
血のしたたる肉のように真つ赤で
す。

因みに今夏の南半球でのインフ
ルエンザの流行はほとんどが新型
の豚由来の HlNlイ ンフルエンザ
だったとのことです。季節性のイ
ンフルエンザは新型の流行のため
にほとんどはや らなかったようで
す。 しかし、北半球でも同様のこ
とになるか どうかは分か りませ
ん。
[新型インフルエンナリクチンのこと]

新型インフルエンザワクチンは
製造が間に合わず リスクの高い人
から順番に接種 していくことにな
っています。新聞等の情報が先走
り現場の実態 とは合 つていませ
ん。 しかも、絶対的に不足 してい
るにもかかわ らず、製造 されたワ
クチンの 1ハ

｀
イアルの容量は 10mlと 1

mlの 2種 類だけです。季節性のワ
クチンは 0.5mlが 主流になつている
のですが、検定を早くするために
容量の大きいものになったようで
す。

このことが、現場でのワクチン接種
に大きな負担になつています。つ
まり、ワクチンが不足 しているので、

10mlハ
｀
イアルを 1人 に使 うと 24時

間以内に接種対象者がいなければ
廃乗処分となります。そのような
使い方は絶対にできません。結局、
日にちを決めて集団接種するしか
ありません。現在の状態では、 日
曜 日に特別の時間を設けてワクチン接
種を行 うしか方法はないと思いま
す。皆様のご協力をお願いいた し
ます。最優先の持病のある方が終
われば 1才から小学校 3年 生の年
齢の方が対象にな りますので、対
象者が多くな り、有効な使い方が
できるよ うになるか もしれませ
ん。状況に応 じて実施方法が変わ
りますので情報にご注意下さい。
季節性インフルエンサ

｀
については体調が

良ければお早めに接種 してくださ
い 。

以下の表は 10月 20日現在の
厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ
(htw/wwぅ mhlw.gojp/index.sh血1)

からの抜粋です。1回 接種か 2回
接種かで予定は変更にな ります
し、接種希望者が少なければ、計
画は前倒 しになります。なお、当
院では季節性インフルエンザワク
チンについては、7才 未満で初め
て接種 される方は 2回 接種、7才
以上は初めてでも 1回接種 として
います。7才 未満でも毎年接種 さ
れている方は 1回 でよろしいで
す。1年 でも明けば、再び 2回 接
種からはじめて下さい。

代に贈 りましょ


