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今年に入って『風疹の流行に注意しましょう』という呼

びかけを耳にされている方も多いと思います。今年に

入って風疹の患者数が急増しており、2012年度は9月

までに1500名以上の感染が報告されています。2008年

から2011年は1年間の総報告数が400名以下であり、

風疹は周期的に流行すると言われておりますが、特に

今年は大流行を来しているといえます。地域別では東

京、神奈川など関東地方、大阪、兵庫など関西地方で

患者数が多く、そのうち男性が76％を占めています。

世代別には20～39歳となっており、若い男性が主体と

なっております。そのため、妊婦への感染が懸念され

ており、風疹予防について強く呼びかけられております。 

 

『風疹』とは風疹ウイルスによる急性の発疹性感染症で、流行は春先から

初夏にかけて多くみられます。潜伏期間は2～3週間（平均16～18日）で、

主な症状として発疹、発熱、リンパ節の腫れが認められます。「はしか：麻

疹」に似た症状ですが、その程度の軽さから「3日はしか」とも呼ばれます。

ウイルスに感染しても明らかな症状がでることがないまま免疫ができてしま

う（不顕性感染）人が15～30％程度いるようです。一度かかると、大部分の

人は生涯風疹にかかることはありません。従

来、集団生活にはいる1～9歳ころに多く発生を

みていましたが、近年は前述のように多くが成

人男性となっています。風疹ウイルスは患者さ

んの飛まつ（唾液のしぶき）などによって、ほか

の人にうつります。発疹のでる2～3日前から発

疹がでたあとの5日くらいまでの患者さんは感

染力があると考えられています。  

 

風疹の症状は子供では比較的軽いのです

が、まれに脳炎、血小板減尐性紫斑病など

の合併症が、2,000人から5,000人に一人くら

いの割合で発生することがあります。また、

大人がかかると、発熱や発疹の気管が子供

に比べて長く、関節痛がひどいことが多いと

されています。一週間以上仕事を休まなけれ

ばならない場合もあり、軽視できない病気で

す。  
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また、重要な問題として『先天性風疹症候群』と

いう病気があります。妊娠中、特に妊娠初期の

女性が風疹にかかると、胎児が風疹ウイルス

に感染し、難聴、心疾患、白内障、そして精神

や身体の発達の遅れなどの障害をもった赤

ちゃんが生まれる可能性があります。これらの

障害を先天性風疹症候群といいます。先天性

風疹症候群をもった赤ちゃんがこれら全ての障

害をもつとは限らず、これらの障害のうち1つか

2つのみを持つ場合もあり、気付かれるまでに

時間がかかることもあります。先天性風疹症候

群がおこる可能性は、風疹にかかった妊娠時

期により違いがあります。特に妊娠初めの12週

までにその可能性が高いことが認められており

ます。妊娠中は風疹の予防接種をうけることは

できません。そのため、女性が妊娠する前に予

防接種を受けることによって、風疹にかかるこ

とを予防し、また、まわりの人が予防接種受け

ることによって妊婦にうつすことを予防すること

が必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 風疹の予防接種としては、風疹ワクチンとは

弱毒化を行った種ウイルス（弱毒株ウイルス）

を培養・増殖させ、凍結・乾燥したものです。弱

毒株ウイルスを接種した場合、通常の風疹感

染と違ってほとんど症状はでませんが、風疹ウ

イルスに対する免疫を得ることができます。現

在は麻疹ワクチンと今後した麻疹風疹混合ワ

クチンが定期の予防接種に用いられています。

風疹の定期予防接種としては2005年度までは

1回の接種が行われていましたが、それでは抗

体価の上昇（免疫の獲得）が十分に得られない

ため、2006年度から麻疹とともに2回接種制度

が導入されています。 

 また、2008年度～2012年度までの5年間は

中学1年生（第3期）および高校3年生相当年

齢の者（第4期）に追加の定期接種として2回

目のMRワクチンを接種することになりまし

た。定期接種を受けると、公費負担を受ける

ことができ、通常無料または若干の自己負担

のみで接種できます。また、1995年までは女

子中学生のみを対象に行われていました。女

子中学生のみへの予防接種では、社会全体

を風疹から十分に守ることができず、また、男

性が予防接種を受けずに自然感染したとき

には妊娠中の女性へ風疹をうつす可能性が

あることから、1995年から男女ともに定期接

種となりました。  

 

 

 

 

 

 

 

そのため、近年の流行は予防接種を受け

ていない世代の主に男性に多い特徴があり

ます。また、1回しか接種していない女性では

抗体価（免疫の獲得）が十分ではない可能性

があり注意が必要です。今後、妊娠の可能性

のある女性、その家族はもちろん、社会全体

での風疹予防が必要です。定期接種以外で

ある場合は、自己負担となりますが、風疹に

かかったときの先天性風疹症候群などのリス

クを考えると予防接種の必要性の高さうかが

えます。風疹にかかったかどうかわからない、

予防接種を2回受けているかどうかがわから

ないという方たちは、風疹抗体価の測定も可

能です。 

 上五島病院では小児科で予防接種を行っ

ています。妊娠中の方には産婦人科で説明、

案内をおこなっています。また10月に入り、イ

ンフルエンザシーズンも近づいてきています。

うがい、手洗いなど感染予防に努めましょう。  

（産婦人科 山口 純子） 
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※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。 

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。 

  泌尿器科 耳鼻科 循環器科 神経内科 皮膚科 

10月1日（月）   
原先生 

★午前、午後 
      

10月2日（火）   
原先生 

午前 
      

10月3日（水）         
清水先生 

午前 

10月4日（木） 
竹原先生 

★午前、午後 
        

10月5日（金） 
竹原先生 

午前、午後（～15時） 
        

            

10月8日（祝）           

10月9日（火）   
駒澤先生 

★午前 
  

森先生 

★午前 
  

10月10日（水）         
小川先生 

午前 

10月11日（木） 
大仁田先生 

★午前、午後 
        

10月12日（金） 
大仁田先生 

午前、午後（～15時） 
        

            

10月15日（月）   
穐山先生 

★午前、午後 
      

10月16日（火）   
穐山先生 

午前 

深江先生 

★午前、午後 
    

10月17日（水）         
富村先生 

午前 

10月18日（木） 
志田先生 

★午前、午後 
        

10月19日（金） 
志田先生 

午前、午後（～15時） 
        

            

10月22日（月）   
畑地先生 

★午前、午後 
  

調先生 

★午前 
  

10月23日（火）   
畑地先生 

午前 

武野先生 

★午前、午後 
    

10月24日（水）         
鍬塚先生 

午前 

10月25日（木） 
松尾先生 

★午前、午後 
        

10月26日（金） 
松尾先生 

午前、午後（～15時） 
        

            

10月29日（月）   
渡邊先生 

★午前、午後 
      

10月30日（火）   
渡邊先生 

午前 
      

10月31日（水）         
竹中先生 

午前 

★ 午前の受付開始時刻は8：30となっておりますが、診療開始時刻は医師来院時の交通機関の都合により、 

   9：00～10：00頃の間で変動します。ご了承ください。 
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 昨年１１月より上五島病院での診療応援をお休みされていた神経内科の 

森先生が、先月から診療を再開されました。 

 ご復帰にあたり、かっとっぽ地域版へご寄稿いただきましたので、掲載いたし

ます。 

～海老餃子が待っていてくれた～ 
 

9カ月ぶりに上五島病院に来ることができた。昨年11月以来、月に1度の来院が叶わなかっ

た。長崎大学から神経班の女医さんが来てくれているという話は聞いていたが、いつもの顔ぶ

れを見るまでは多少の心配もあった。 

来院患者数は絞ってあったが、かつて知った患者さんを診ることができ、一安心した。正午に

6階の食堂へ行き、いつもの様に日替わり定食を頼んで待ったが、感激した出来事があった。

来院することを前もって調べていて、私のために海老餃子を作ってくれたことだ。ここの海老餃

子は風変りだ。普通の海老餃子は、中の具に海老が混ぜてあるが、ここのは餃子から海老の尻

尾が出ている。こうするためには、煮た海老を二つに開いて具をつめ、餃子の皮で被う必要が

ある。「こういう海老餃子、どこで買えるのですか？手に入れることが出来たら土産にしたいな」

というと、「気にいって貰えましたか、それは企業秘密です。これから先生には時々出しましょう」

とのこと。その後、2～3回この御馳走に巡りあえた。午後の診療においては、ニンニク臭さが

あったかも知れない。9カ月のブランクがあったにも関わらず再会できた感激はひとしおであった。 

上五島病院に診療応援に来るようになってから久しい。今の病院が建設される前の病院での

記憶がある。月に1回、長崎航空KKのセスナ機（アイランダー？）で来ていたが、乗客が少ない

ときは4人乗りのまるでタクシーに翼をつけたような小型機のこともあった。上五島空港は頭ケ島

にあり、風雨に弱い空港で、診療応援でも年に4回ほどが欠航になっていた。欠航になると別

の日には行かず、その月は休診になる。毎月だと少しずつ患者さんが増えるが、2ヶ月空くと患

者さんが減ってくる。とくに専門外かなと思って診ている患者さんには患者さんの立場からみて

も判るのか、脱落が多い印象があった。 

診療中に台風が近づき、飛行機もフェリーも出なくなったときがあった。翌日は長崎大学で診

療の予定で、何としてでも長崎まで帰りたいと思っていたが、鯛の浦―長崎便が出るという。波

間を木の葉のように揺れる船で波の壁を見ながら帰崎した。11年前に国立長崎中央病院（現 

長崎医療センター）を辞し、対馬いづはら病院へ転勤になったときは、さすがに上五島病院は

続けられなくなって、長崎労災病院の先生に行って貰うことになった。4年前に対馬の病院を退

職し、全国組織の地域医療振興協会に所属し上五島病院に再び来れるようになった。航空機

便は廃止されており、五島汽船の高速船に変わっていた。 
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昨年11月18日のことである。コンピューターを使っていて急にダブルクリックができなくなり、MRI

撮影を受けたところ脳腫瘍（髄膜腫）の診断を受けた。医者は自分の専門とする病気になるとは良く

言ったものである。髄膜腫は良性腫瘍であるが、できる場所が場所だけに開頭術で取るしかない。 

3日後に長崎医療センター脳外科に入院し、11月29日に脳腫瘍摘出術を受けた。術直後の覚

醒したときに右腕の完全麻痺に気づかされた。それからはリハビリの毎日であった。市立大村市民

病院を基点として、出張診療していた離島の5病院（対馬の3病院、上五島病院、五島中央病院）

には行けなくなった。3月末まで入院してリハビリを毎日受け、4月からは週に2回の通院リハビリを続

けた。右腕の麻痺は肩、肘、手首、母指、示指、中指の順で、回復してきているが、今なお箸扱いと

書字が不自由である。それでも4月からは市立大村市民病院と対馬3病院の診療を開始し、7月に

は五島中央病院の診療応援、そして漸くこの9月に上五島病院の診療を再開できた。この場を借り

て、迷惑をかけた患者さんや病院スタッフに御詫びし、神経内科の代診をしていただいた枡田先

生に深謝いたします。 

（神経内科診療応援 森 正孝）       

●職   種  給食調理員（パート） 

●募集人員  若干名 

●年    齢  不問 

●勤務時間  ５：３０～１９：００の間の４時間 

          （勤務時間は相談に応じます） 

●賃    金  時給７２０円 

 

希望される方は、下記申込先へ履歴書を提出してください。面接日は追ってご連

絡いたします。（調理師免許をお持ちの方は、採用面で優遇いたします。） 

【お申込み・お問い合わせ】 

  上五島病院 総務係 

   〒８５７－４４０４ 南松浦郡新上五島町青方郷1549-11 

   電話 ５２－３０００  
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1. ポリオって何？ 

 ポリオウイルスは、2000年以上も前から人々

を悩ませてきたウイルスです。日本でも、1960

年までは年間数千人が罹患していました。ポリ

オウイルスは、小児マヒ（一生続く体の麻痺）を

引き起こすことがある怖いウイルスですが、は

じめの症状は普通の風邪と何ら変わりなく、特

効薬もないため、「予防」することがとても重要

になります。予防のための大切な手段がワクチ

ンなのです。 

 日本では生ポリオワクチンを1964年から日本

で開始し、1981年以降国内ではポリオウイルス

の発生は報告されていません。しかし、世界的

にはまだまだ感染地域は残っており、グローバ

ル化する社会の中で、いつまた日本で発生す

るかは分からない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 今までのワクチンと何が変わるの？ 

 ワクチンには、①「弱くした」ウイルス（生ワク

チン）、②ウイルスの一部（不活化ワクチン）を

飲んだり注射したりして免疫をつける、２種類

があります。 

 1964年以降、みんなが生ワクチンを飲んでポ

リオウイルスを日本から根絶することができた

のですが、この「弱くした」ウイルスというのが

問題視されるようになってきました。生ワクチン

を飲んだ人の中で、数百万人に１人という割合

で、生ワクチン含まれる「弱くした」ウイルスによ

り、もともとのポリオウイルスに感染した症状と

同じように麻痺になってしまった人がいるので

す。ここで生ワクチンよりも、不活化ワクチンの

方が安全ではないかと議論されてきました。そ

の結果、2012年9月より「生ワクチンはやめて、

不活化ワクチンにしましょう」と決定されました。 

「そんな危険な生ワクチンなんかすぐにやめ

てしまえばよかったのに！」と考える方もいる

かもしれません。しかし、感染を抑える力は

生ポリオワクチンの方が確実で強く、また、不

活化ワクチンによる重症な副作用が潜んで

いる可能性もあり、絶対に「生ワクチンよりも

不活化ワクチンの方が安全」という訳ではな

いということも頭に置いておかなければいけ

ません。生ワクチンをお子さんに飲ませたお

母さんも、決して後悔する必要はありません

よ。 

 

３. ワクチンって同時に２本以上接種し

ていいの？ 

 ワクチンを接種する回数が増えてきて煩雑

化していく中で、できるならば同時接種できる

ものは１日で終わらせ、接種忘れを避けたい

ですし、子どもにとっても嫌なことは１日で終

わらせたいものです。 

 もともと海外では予防接種は同時にできる

ものは同時に接種するのが一般的です（１回

に６本も注射することも）。ここ数年で日本で

も全国的に同時接種を勧める流れとなってき

ています。上五島病院でも同時接種を勧める

ことが増えてきています。 

 

４. 困ったときは？ 

 KNOW VPD(http://www.know-vpd.jp)や、厚

生労働省のホームページなどは役立つでしょ

う。ス マ ー ト フ ォ ン で は、予 防 接 種 の ス ケ

ジュール管理アプリもできているようです。も

ちろん、かかりつけの病院・診療所、上五島

病院小児科、役場こども課などへに相談して

いただいても構いません。上五島病院で出産

された方には、退院前にワクチンの説明を行

なっています。悩んでいるうちに、接種し忘れ

たということにならないようにしましょう。 

気軽に相談してください。 

（小児科 北島 翼） 
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◎赤字は新患担当医を示します。 

◎長大は長崎大学からの派遣の先生の診療です。予約が出来ない場合がありますので、ご了承下さい。 

上五島病院外来担当医一覧 (H24年7月1日～) 

診療科 月 火 水 木 金 

総合診療科 深江/（直野） 山川 
枡田/大澤 

（深江） 
桑原/（直野） 山口将/（山口卓） 

内科 

１ 診 山川 山口将 本田 本田 本田 

２ 診 岸川 岸川 岸川 緒方 岸川 

３ 診 緒方 白浜 白浜 山口将 山川 

４ 診 大澤 緒方 直野 井上 井上 

午後再診   白浜 白浜     

神経内科（予約） 第1週 調         

循環器内科（予約）   隔週 長大       

胃カメラ 
本田 本田 緒方 岸川 堀川 

山口将 堀川、直野 山川、井上 深江 大澤 

大腸内視鏡（午後）   本田 緒方 本田   

検診 
１ 診 井上 深江 山口将 山川 直野 

２ 診     山口卓 大澤 桑原 

外科 堀川 八坂 堀川 八坂 深江 

整形外科 

１ 診 一宮 市村 一宮 市村 市村 

２ 診 市村 三好 市村 三好 三好 

３ 診 三好   三好   （一宮） 

麻酔科 ペイン   山口卓   山口卓   

小児科 
午前 小森、北島 北島、小森 小森、北島 北島、小森 小森、北島 

午後   小森、北島 北島、小森 小森 北島、小森 

 
髙原 山口純 髙原 助産師外来 髙原 

山口純 髙原 山口純 髙原 山口純 

眼科 午前 船越 船越   船越 船越 

泌尿器科 
午前     長大 長大 

午後（予約のみ）     長大 長大 

精神科 
午前 吉富 吉富 吉富 吉富  

午後 吉富 吉富 吉富 吉富  

耳鼻科 
午前 長大 長大       

午後 長大         

皮膚科     長大     

放射線科 
午前        第1週 長大 

午後         第3週 長置 

産婦人科 
産科 

婦人科 
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○５つの行動目標 

①信頼と満足の得られる医療の提供 

②地域の基幹病院としての診療機能の              

充実 

③地域における保健・医療・福祉の連携

④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化 

⑤地域における疫学研究と医療従事者 

   の教育・研究の推進 

電話  0959-52-3000 

FAX    0959-52-2981 

Email   kamihp@gold.ocn.ne.jp 

URL http://www.kamigoto-hospital.jp 
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○基本理念 

 地域と共に歩み、  

        信頼され親しまれる病院 

◆ご意見、ご感想を下記までお寄

せください。 

長崎県上五島病院 

８５７－４４０４ 

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷１５４９-11 

 10月になりました。薄着で外出すると思った以

上に肌寒くて後悔することもしばしばです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さて、恒例の10月の日本名である「神無月」の

語源からお話します。10月は神を祭る月であるこ

とから「神の月」と呼ばれ、「無」は「の」を意味す

る言葉なので、「神無月」と呼ばれるようになった

という説が有力なようです。全国の神様が出雲大

社に集まるからという俗説は、後に中世日本で出

雲大社の御師（参拝客のお世話係）が、「10月に

全国の神々が出雲大社に集まり、一年の相談を

することで、諸国に神がいなくなることから「神無

月」になり、逆に出雲では「神有月」と呼ぶように

なった。」と全国に広めたことから、有名になった

そうです。  

～～  １０月になりました１０月になりました  ～～  

9月は強い台風が多かった気がします。とくに

台風16号はみなさん大丈夫だったでしょうか？

例年に比べ強い台風が発生しやすくなっていま

す。10月もまだまだ油断できない月ですので、風

の強い日の外出はとくに注意するようにしてくだ

さい。 

 

 11月4日に、上五島病院では初となる「病院

フェスタ」が開催されます。他病院では行ってい

るところも多く、主に出店や病院見学、医療体験

などをやっているようです。当病院でも現在いろ

いろな企画を発案し、準備しているところです。

今回初の試みになりますので、地域の方の多数

のご参加をお待ちしております。   

（広報委員会 前田・濱江） 


