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言われています。難聴は、他の合併症に比べ頻

度は低いものの後遺症として残るので注意が必

要です。また膵炎も重篤な合併症です。

　

　日本耳鼻咽喉科学会が、2015、2016年に流行

性耳下腺炎の合併症で難聴となった方の実態調

査を行ったところ、少なくとも348人がムンプ

ス難聴と診断されていました。これは耳鼻咽喉

科学会単独の調査で、実際にはさらに多くの方

が合併症を発症していると考えられるとのこと

です。

　欧米諸国では、通常MMR（麻し

ん・流行性耳下腺炎・風しん混合）

ワクチンとして接種されており、有

効性が確認されています。日本では平成元年に

MMRワクチンが導入されましたが、比較的高い

頻度で無菌性髄膜炎が発生したことなどから平

成５年以降使用が見合わされ、現在はMRワクチ

ン（麻しん・風しん）は定期接種で、流行性耳

下腺炎ワクチンは任意接種となっています。現

在使用されている流行性耳下腺炎ワクチンは、

欧米で使用されている株型と同等の高い有効性

が確認されています。これまでの報告では無菌

性髄膜炎が1,000～6,000人に１例程度の頻度で

発生するとされていますが、これは自然感染し

た時の発生率より低くなっています。

　流行性耳下腺炎の治療は対症療法しかなく、

様々な合併症を起こす可能性があることから、

予防接種を受けることをお勧めします。

（日本耳鼻咽喉科学会、厚生労働省ＨＰ参照）

　流行性耳下腺炎は、おたふく風

邪とも呼ばれるように耳下腺が腫

れるウイルス性疾患です。感染者

の唾液などから感染し、２〜３週

間の潜伏期を経て発症します。子

どもの軽い感染症と考えられがちですが、様々

な合併症があり、特に難聴は一時的なものでは

なく、後遺症として残ってしまうため怖い病気

でもあります。

　両側あるいは片側の耳下腺や唾液腺が腫れ、

ものを噛む時などに痛みが出ることがありま

す。発熱は数日で、通常１〜２週間で改善しま

す。

　学校保健法で出席停止期間が定められていま

すが、症状が出る前にも感染力があり、注意が

必要です。感染力は強く、年間１万〜135.6万

人がかかり、そのうち約5000人が入院します

が、死亡例はありません。

　不顕性感染（ウイルスに感染したのに症状が

現れない）が、30〜35％とも言われており、症

状は出なくても免疫が獲得できていることもあ

ります。

　最も多い合併症は髄膜炎で、その他髄膜脳

炎、睾丸炎、卵巣炎、難聴、膵炎などを発症す

る場合があります。

　合併症としての無菌性髄膜炎は発熱、頭痛、

嘔吐などの症状があり、発症例の約10％にみら

れます。思春期以降の男性では、約20〜30％に

睾丸炎、女性では約７％に卵巣炎がみられると

流行性耳下腺炎で難聴
（ お た ふ く 風 邪 、ム ン プス ）

難聴

予防接種

合併症

症状



（２） 第356号

　コンタクトレンズとは

視力を補正するために黒

目の上に直接のせるレン

ズのことです。コンタク

トレンズの利用者は以前に比べて増えてきてい

ますが、正しく使用しなければ眼の障害や失明

につながる恐れがあります。そのためコンタク

トレンズは、医療機器の中でも副作用や機能障

害を生じた場合、生命や健康に重大な影響を与

える恐れのあるものとして

「高度管理医療機器」に指

定されています。眼に合っ

たコンタクトレンズを選択

してもらうためにも、必ず

眼科の検査を受けて購入し

ましょう。

 視力補正用コンタクト

レンズは大きく分けて、

ハードコンタクトレンズ

とソフトコンタクトレン

ズの２種類があります。

ハードコンタクトレンズは硬い素材のレンズで

耐久性に優れています。取り扱いは比較的簡単

ですが、異物感があり慣れるまでに時間がかか

ります。しかし、ソフトコンタクトレンズに比

べ、使用者自身が眼やレンズの異常に気付きや

すいのが特徴です。

一方、ソフトコンタクトレンズは水分を含む

素材で作られた柔らかいコンタクトレンズで

す。ソフトコンタクトレンズの中には使い捨て

のものがあり、１日（ワンデー）タイプ、２週

間タイプ、１ヶ月連続装用タイプなどがありま

す。柔らかいために装用感が

良くスポーツ時にも便利です

が、ワンデータイプ以外は毎

日の消毒などの手入れが必要

になります。

現在おしゃれ用カラーコンタクトレンズはコ

ンタクトレンズショップだけではなく、ドラッ

グストアや雑貨店などでも売られるようになっ

てきています。しかしカラーコンタクトレンズ

も、通常のコンタクトレンズと同様に高度管理

医療機器に分類されています。購入する前には

必ず眼科で検査を受け、厚生労働省の承認を受

けた製品を購入するようにしましょう。厚生労

働省の承認を受けた製品に

は、箱に「高度管理医療機

器」の記載があります。また

通常のコンタクトレンズと同

じように、正しい使用方法を

必ず守りましょう。

みなさんはコンタクト用目薬と

普通の目薬の違いを知っています

か？その違いは「防腐剤」が入っ

ているかどうかです。目薬には容

器内で菌などが繁殖しないように

防腐剤が含まれています。そのため開封しても

ある程度の期間使用できますが、この防腐剤が

角膜の細胞に影響を与え角膜に傷をつけてしま

う可能性もあります。そのため、コンタクトレ

ンズを使っている場合は防腐剤の入っていない

目薬を選ぶ必要があります。市販の目薬でも外

箱に「コンタクトレンズをしたまま点眼」など

の表示があれば、コンタクトレンズを付けたま

ま点眼しても問題ありません。また「ハードコ

ンタクトレンズのみ使用できるもの」や「すべ

てのレンズに使用できないもの」など様々な表

示があるので、分からない場合は薬剤師にご相

談ください。もし、コンタクトレンズを外して

点眼するよう指示があった場合は、点眼後５～

15分程度間隔をあけてからコンタクトレンズを

装着するようにしてください。

コンタクトのお話

コンタクトと目薬コンタクトレンズの種類

カラーコンタクトレンズ
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　子どもの熱の程度を判断する

には、平熱を知らなければなり

ません。同じ37.5℃の熱が出た

としても平熱が37℃の子どもでは0.5℃、平熱

が36.5℃の子どもでは１℃も高くなっていま

す。よって普段から時間ごとの平熱を測ってい

れば、どの程度の発熱かがわかって対処もしや

すくなります。また感染症法では、37.5℃以上

を「発熱」、38.0℃以上を「高熱」と分類して

います。

　主に生後６か月～５歳までの乳幼

児期に起こる、38℃以上の発熱に伴

う発作性の病気です。てんかんとは

違い、熱性けいれんは明らかな発作の原因がみ

られません。けいれんは突然起こることが多

く、身体を硬くして手足がガタガタ震えたり、

目が上向きになり白目になったりします。しか

しこれらの症状はほとんどの場合５分以内にお

さまり、あとは何事もなかったかのように眠っ

た状態になります。また発熱時にけいれんがな

くても、ぼんやりしていて反応が薄い場合も熱

性けいれんと呼ばれます。熱性けいれんはまれ

な病気ではなく、20～30人に１人の子どもが経

験します。

 明らかな原因はありませんが、あえていえば

「発熱でけいれんを起こしやすい体質」が原因

と言えます。家族に熱性けいれんを起こしたこ

とがある方がいる場合は、起きる確率が高いと

言われています。乳幼児が起こすけいれんの多

くは熱性けいれんですが、まれに違う病気が隠

れていることもあるので安易に熱性けいれんと

決めることはできません。

てんかんとの違いは、熱性けいれんは発熱に

よって起こる一時的な脳の反応ですが、てんか

んは慢性的な脳の病気であり発熱の無いときに

も発作が起こります。

★安全な平らな場所に寝かせる。

★首の周りを締め付けないように衣服を緩め

る。

★嘔吐がみられる場合は、顔が横を向くように

体全体を横に向ける。

※口の中に指やタオルを入れたり、体を強く抑

えたり揺さぶったりすることは危険ですので

しないようにしましょう。

★あわてず落ち着いて、けいれんの様子や持続

時間、体温なども確認しておきましょう。

熱性けいれんであれば、脳に後遺症を残した

り、命の危険があったりすることは少なく、ま

ずは冷静に様子を見ましょう。

発作が５分以上続く、また発作がおさまって

も意識の戻りや顔色が悪いなどの場合は救急車

を呼ぶ目安です。

38℃より低い熱でけいれんを起こしたり、初

めてけいれんを起こした場合は、かかりつけの

小児科や救急医療機関を受診しましょう。

熱性けいれんは１回きりで終わることが大半

で、治療は必要としないことが多いです。しか

し、けいれん時間が長い、頻回に起こすなどの

場合は、けいれんを予防するダイアップ坐剤を

用いることがあります。

発熱時に使用する解熱薬は、高熱でつらそう

にしていたり、眠れないなど子どもの様子を見

て使用しましょう。また、水分補給をし、脱水

症状を予防することも大切です。

生活上の制限はなく、予防接種も基本的には

制限なくできます。日頃から体温チェックする

習慣とダイアップ坐剤をもらっている場合は常

備することが大切です。手洗い、うがい、マス

クなどで高熱を伴う風邪やイン

フルエンザなどの感染を予防し

ましょう。

熱性けいれん と 子どもの熱
子どもの熱って？

熱性けいれんの原因は？

熱性けいれんとは？

発作時の対応

治療は？

日常生活での注意点
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に日光が当たるようにすると効果的です。日差

しの強い夏は、日陰で当たる程度で十分です。

　ビタミンＫは、骨を作る働きを促します。納

豆や油揚げ、緑黄色野菜などに含まれており、

１日250〜300μg（納豆なら１パック）必要と

されています。

　カルシウムやビタミンＤ、ビタミンＫを効率

よく摂るためには、手間のかからない食材も活

用しましょう。魚の水煮缶、しらす干し、乳製

品、ごま、きのこ、大豆製品、緑黄色野菜など

を積極的に料理にとり入れましょう。めざし、

ししゃも、しらす干し、桜エビなどのように骨

や殻ごと食べられる魚介類はカルシウムやビタ

ミンＤをたっぷり摂ることができます。きのこ

は、20〜30分程日光に当てるとビタミンＤが増

えて、うま味も増します。

　骨を強くするためには、骨を作る栄養素を積

極的に摂ることが大切です。皆さんもよくご存

じのカルシウムはもちろんのこと、ビタミンＤ

やビタミンＫも骨を作るのに欠かせない栄養素

です。これらの栄養素を多く含む食材や必要量

を知ってしっかり摂るようにしましょう。

　日本人のカルシウム摂取量は、男女ともにす

べての年代で不足しています。カルシウムを多

く含む食品には乳製品、大豆製品、緑黄色野

菜、海藻、魚、ごまなどがあり、１日700〜

800mg（牛乳なら600〜700ml）必要とされてい

ます。

　ビタミンＤは、カルシウムが腸で吸収される

のを助けます。魚、きのこ、卵などに多く含ま

れており、１日15〜20mg（鮭なら60ｇ）必要と

されています。ビタミンＤは日光に当たると皮

膚でも作られます。１日15分程度手足や顔など

骨を丈夫にする食事

★ひじきご飯（カルシウム37mg）

★材料

米飯……………150ｇ

干しひじき…… 2ｇ

油揚げ………… 3ｇ

人参…………… 5ｇ 

さやえんどう… 5ｇ

だし汁…………20cc

しょう油………3.5ｇ
　　　　　　　　（小1/2強）

砂糖…………… 2ｇ

①ひじきは水につけて戻し、水気を切る。

②油揚げは、熱湯をかけて油抜きし千切りに、人参

も千切りにする。

③さやえんどうはさっと茹で、千切りにする。

④①と②をだし汁、砂糖、しょう油で汁気がなくな

るまで煮る。

⑤ご飯に③と④をさっくり混ぜる。

★つみれ焼き（カルシウム248mg）

★材料

さば缶…………80ｇ

おから…………40ｇ

青じそ………… 1枚

しいたけ………10ｇ

片栗粉………… 6ｇ（小2）

①さばは缶汁を切って、ほぐしておく。

　青じそ、しいたけはみじん切りにする。

②①におからと片栗粉を加えて混ぜ合わす。

③小判型２個に丸めて油を引いたフライパンで焼く。

※好みで缶汁を添えてもよい。

★小松菜と干しえびの炒め物（カルシウム475mg）

★材料

小松菜…………80ｇ

干しえび……… 5ｇ 

油……………… 2ｇ
　　　　　　　　（小1/2）

塩こしょう

①小松菜は茹でて２cmくらいに切る。

②鍋に油を入れ、小松菜と干しえびを炒め、塩こしょ

うで味をととのえる。

★牛乳入り味噌汁（カルシウム65mg）

★材料

じゃがいも……50ｇ

玉ねぎ…………40ｇ

人参……………10ｇ

だし汁…………150cc

甘味噌…………12ｇ（小2）

牛乳……………50cc

ねぎ…………… 5ｇ

①じゃがいも、玉ねぎ、人参は下処理をし、

　５mm厚さに切る。

②だし汁に①を入れ、柔らかくなるまで煮る。

③甘味噌を溶き入れ、温めた牛乳を加え煮立つ前に

火を止めねぎを散らす。

メニューメニュー 11月17日の健康教室でつくります
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河川の氾濫や地震などの災害

時、避難する時に持ち出す防災

グッズは備えていますか？必要と

わかっていても準備を怠っている

方も多いと思います。防災のために特別な物を

用意するのではなく、できるだけ普段の生活の

中で使っている物や食品等を備えるようにしま

しょう。

＜非常用に準備しておくと

　良い物＞

・飲料水（１人１日３リッ

トルが目安）

・食料品（最低でも３日分、大規模災害時には

１週間分の備蓄が望ましいとされています）

アルファ米（水やお湯を注ぐだけでできるご

飯）・ビスケット・缶詰・レトルト食品・イン

スタント食品・チョコレートなど。味に変化

がつけられる調味料（醤油など）

も入れておくと便利です。

・医薬品（常備薬・絆創膏・包帯・

消毒液など）

・衣類（防寒具・下着類・毛布・タオル・軍

手・雨具など）

・携帯ラジオ・懐中電灯・ライター・予備電

池・携帯電話の充電器

・あると便利な物（洗面用具・ティッシュ・

ラップ・カイロ・ビニール袋・ビニールシー

トなど）

・貴重品（現金・公衆電話用の10円硬貨・身分

証明書・通帳・印鑑など）

地震などの災害は、いつ起こるかわかりませ

ん。備えあれば憂いなし。

ぜひ準備しておきましょう。

10月22日午後１時よりテクスポート今治に

おいて、第１回今治薬剤師会健康フェアが行わ

れました。あいにくの台風21号の影響で開催が

心配されましたが、100名余りの方に相談・測

定・講演会会場に足を運んでいただけました。

講演では「市民が健やかに安心して暮らせるま

ちづくり」と題して、今治市長　菅良二氏にお

話ししていただきました。急速に進む高齢化、

医療介護における問題点、それを見据えて子ど

もから高齢者まで住み慣れた地域で互いに支え

合い、生涯を通じて一人ひとりの健康が守ら

れ、心身ともに健やかで安心して暮らしていけ

るように、まちづくり計画「バリッと元気」が

スタートしているとのお話もありました。皆様

の健康寿命延伸に向けて、薬局でもこれからも

地域の皆様の健康作りのお手伝いをさせていた

だきたいと思っています。

防災対策は出来ていますか？

第１回今治薬剤師会健康フェア
に参加してきました。

第１回今治薬剤師会健康フェア
に参加してきました。
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ヨガ教室
体と心の調和をめざして

●11月２日（木）・９日（木）・30日（木）
●午後１時30分～３時
●平野屋薬局３階 けんこう広場

（TEL32－0255）
●１回　1,000円
●用意するもの
　ヨガマットまたはバスタオル
　運動できる服装（素足でします）

健康体操教室
楽しくエクササイズ

●11月４日（土）・18日（土）
●午後７時30分～９時
●平野屋薬局３階 けんこう広場
　　　　　（TEL32－0255）
●１回　1,000円
●用意するもの
　運動のできる服装、靴（スニーカーなど）
　タオル
　お茶など水分補給できるもの

この印刷物は、ＣＳＲに取り組む
印刷会社が製作した印刷物です。

栄養相談　午後２時～４時
11月７日（火）平野屋薬局・14日（火）平野グリーン薬局・30日（木）平野拝志薬局

各薬局でお申し込みください。 （無料）

㈱平野各店では、みなさまからのご意見をお待ちしています。
お気軽に、お薬に関すること、「医薬だより」についてなど
お寄せください。

●発行責任者　㈱平野
　　　代表取締役　松田　泰幸
●編集責任者
　　平野調剤薬局　梅村　由貴

　骨粗鬆症は、骨にたくさん穴があいて鬆
す

が

入ったような状態になる症状です。転んだ拍子

に手首や太ももの骨が簡単に折れたり、腰や背

中が慢性的に痛むようになります。老人が寝た

きりになってしまうのも骨粗鬆症による骨折が

原因である場合が少なくありません。

　そこで、今回は骨を丈夫にする食事の話や調

理実習を開催します。また、日光を浴びて適度

な運動をすることも骨を強くするので合わせ

て、ノルディックウォークも体験してみません

か？興味のある方は、ぜひご参加ください。

日時：11月17日（金）10時00分～13時30分
場所：平野屋薬局３F　けんこう広場
　　（今治駅前　ロータリー側）

ポールを使って歩いてみよう。レンタルポールが
ありますのでお気軽に参加できます。

ノルディックウォークを体験してみよう！！
13時30分～14時30分　参加費：無料

内容：骨を丈夫にする話・調理実習と試食
費用：500円

☆歩きやすい靴でお越しください☆　　☆水分補給、日よけ対策は各自でお願いします☆

※参加には、事前申し込みが必要です。各薬局までお問い合わせください。

骨を丈夫にする食事健 康 教 室


