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おとしよりの呼吸器感染症
の代表として︑肺炎︑インフ
ルエンザ︑結核についてお話
します︒

肺炎
肺炎は︑高齢者にとって怖
い病気で︑重症化しやすく︑
生命にかかわることもありま
す︒しかも︑高齢者は症状が
出にくく︑発見が遅れること
が多くあります︒
原因菌としては︑肺炎球菌
が最も多くみられます︒この
菌の早期発見のために︑尿中
抗原検査を行います︒また予
防のために肺炎球菌ワクチン
を接種します︒現在日本で
は︑一生の間に１度行うこ
ととなっています︒

�������
インフルエンザ
は高熱などの全身
症状が強く︑さら
には肺炎などの合
併症で重症化しま
す︒このため︑発
病予防効果は弱い
ですが︑重症化を
予防するために毎
年の予防接種が勧
められます︒

肺結核

日本の予防接種スケジュール

肺結核は決して過去の病気
ではなく︑新登録患者に占め
る高齢者の割合は徐々に増加
しています︒治すためには︑
副作用に注意しながら︑抗結
核薬の内服による治療をきち
んと続けることが大切です︒
いずれの病気においても︑
予防︑早期発見・早期治療が
大切です︒体調不良時には早
めの受診をお勧めします︒
呼吸器科 鳥居正芳

40

ていません︒

百日咳︵ひゃくにちぜき︶

QuickTime˛ Ç∆

百日咳は︑近年成人の慢性
咳嗽︵まんせいがいそう・せ
きが出続けること︶の一部で︑
その原因となっていることが
報告されています︒
小児科 河邊太加志
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現在︑院内には︑赤ちゃ
んを連れて利用できるトイ
レを外来１階・２階のエス
カレーター横に設置してい
ます︒このトイレは︑車椅
子使用者︑ベビーカー使用
者及びベビーシート利用者
の３者が利用できるように︑
約４㎡の室内に洗面︑身障
者用便器︑手すり及びベビ
ーシートを設け︑入口にそ
の利用方法を表示していま
すので︑今後︑ご利用いた
だきますようお願いします︒
なお︑今後︑このような
ことがないよう︑救急外来
受け付けへ周知徹底を行い
ます︒

市民病院から

緊急でかかりましたが︑
トイレにベビーチェアがな
いため︑不便でした︒医師
に子供︵赤ちゃん︶を抱い
てもらってトイレに入りま
したが⁝︒

赤ち�んと入れる
トイレはどこに？

ご意見

皆様のご意見ご要
望にお答えします
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子供����感染症����
これは︑２回接種することに
流行性耳下腺炎の原因となる
小児によく見られる感染症
よって︑１回目に打ちそびれ
ムンプスウイルスの不顕性感
の︑症状・経過の概略︑流行
てしまっていたケースや︑抗
染例が報告されています︒ム
や予防対策の動向︑新しい知
体が１回の接種で獲得できな
ンプスワクチン接種後の髄膜
見など一部を紹介します︒
かったり︑獲得後に消退して
炎は︑自然感染で合併する率
麻疹︵はしか︶
しまうなどのケースの救済を
の百分の１以下
図るためのものです︒
とされています︒
麻疹は︑過去 年間に自然
また︑ワクチン
感染者が減少した上にワクチ
風
疹
︵
三
日
ば
し
か
︶
接種後に自然感
ン接種率も低く︑ 世紀末に
染した場合でも︑
風疹は︑それまで女子中学
小児期を過ごした世代を中心
髄膜炎の合併率
生のみを対象にしていたワク
に抗体保有者が激減していま
は低下すること
チン接種を︑平成７年から１
した︒しかし︑平成 年に国
が報告されてい
〜７歳の男女に変更したこと
内で流行し︑すでに予防対策
ます︒
で︑平成 年以降小児の罹患
が進み感染者が著しく減って
が激減しました︒ただし︑接
いた欧米各国から〝感染輸出
インフルエンザ
種法変更の過渡期に７歳以上
国〟として顰蹙︵ひんしゅく︶
中学生以下だった世代への移
を買いました︒このため︑こ
インフルエン
行措置が不充分だったために︑ ザワクチンの抗
のころから我が国でも地域・
現在 代になっているそれら
全国規模で麻疹対策に本腰を
体獲得率は 〜
の世代に小流行が見られます︒
入れられるようになります︒
%とされてい
またそれに付随して︑近年新
疫学上は︑国民の %以上
ますが︑実際の
生児の先天性風疹症候群の報
が抗体を獲得すれば︑麻疹の
発症阻止率は
告数が増加傾向にあります︒
流行は終息へ向かうとされて
〜 %程度と言
います︒麻疹ワクチンを１回
われています︒
流
行
性
耳
下
膜
炎
接種した場合の抗体獲得率は
近年鼻の粘膜に
︵おたふくかぜ︶
〜 %といわれています︒
接種するワクチ
抗体保有率の更なる上昇を
ンの有効性も報
流行性耳下腺炎は︑数千分
目指して︑平成 年４月から
告されています
の１の頻度で聴覚障害が起き
は麻疹・風疹混合ワクチンの
が︑我が国では
ます︒例えば︑突発性難聴と
２回接種法に変更されました︒ されているものの一部には︑
まだ実用化され
99
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肺炎球菌ワクチンとは？
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