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健 康 見 聞 録 

と題しまして、比較的抵抗力の弱いお子様やご年配の方

にとって心配な 感染症 のお話を掲載しておりま〜す。 

そしてこれもまた、お子様やご年配の方に関係してい

て、なんとなく聞きにくいなーという オシッコ（膀胱）

のお話も、聞いてきたので掲載しちゃいましたよ〜。 
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こども・高齢者と感染症 
 子どもと感染症は、きってもきれない関係
です。特に集団生活をはじめる前の子どもは
感染症に対する抵抗力が弱く、集団生活がは
じまると様々な病原体にさらされます。その
ため、保育園に通う子どもは、そうでない子
どもに比べて約 2倍感染症（いわゆる風邪）
にかかりやすいといわれています。1歳から
3歳までは、年間に 10回ほど風邪をひくと
いわれています。また、幼い頃は体力もな

く、疲れたり、興奮しただけでも熱が出ることがあり、毎月熱
を出すことも珍しくありません。 

 さらに、多くの感染症は、周囲の人に病気をうつしてしまい
ます。特に高齢者は免疫力が低下している可能性があり、子ど
もが発熱している場合などは、同居している高齢者などに感染
することがあるので注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 今回は、現在旭川市で子供を中心に大流行している RSウイル
ス感染症と、今後冬になって流行するインフルエンザ感染症
についてご説明します。 

 

医療法人社団 二心会                                     

杉本こども・内科クリニック 

 杉本 昌也  先生 
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RS ウイルス感染症 

RS ウイルス感染症とは、RS ウイルスの感染による呼吸器
の感染症です。毎年お盆休み明け位から流行が治まり、9～10
月にピークを迎えます。4～5 日の潜伏期間の後、咳・鼻水の
症状が 2～3 日続き、徐々に咳がひどくなってゼーゼー・ヒュ
ーヒューといった喘鳴を伴ったり、重症の場合は 39～40℃の
熱が 5日間ほど続いたりします。
低年齢の児ほど重症化しやすく、
全身状態・呼吸状態が悪い場合
は、入院が必要になることもあり
ます。早産児や生後 24か月以下
で心臓や肺に基礎疾患がある、 
神経・筋疾患や免疫不全の基礎疾患を有する感染者の場合、 
重症化するリスクが高まります。 

非常に感染力が強く、幼稚園や保育園などの施設内感染に注意
が必要です。 

日 

 

RS ウイルスには有効な抗ウイルス剤がなく対症治療（症状
をやわらげる治療）、飲食ができなかったり、脱水がある場合
は、点滴を行います。本疾患はウイルス感染症ですので、基本
的には、抗生物質は不必要ですが、経過中に途中から細菌が感
染する（二次感染）ことも多いので、熱が続く時は血液検査を
したうえで必要に応じて抗生物質を併用することもあります。 
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成人が RS ウイルスに感染した場合、かぜのような症状である
ことが多いことから、RSウイルス感染者であると気付かないこ
とがあります。したがって、咳等の呼吸器症状がある場合は、可
能な限り 0歳～1歳児との接触を避けることが乳幼児の発症予防
に繋がります。また、RSウイルスに感染した乳幼児を看護する
保護者や医療スタッフがRS ウイルスに感染した場合、一度に大
量のウイルスに曝露されるため重症化することもあります。 

杉本先生が、 

おウチで気をつける 

ポイントを 

教えてくれているよ！ 
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こんなときはもう一度診察を！ 

! 胸やお腹をぺこぺこさせて息をしているとき 

! 顔色がわるいとき 

! 母乳やミルクの飲みがわるいとき 

登園のめやす 

 解熱後 1日以上経過し、元気・食欲が戻り、 
咳・喘鳴が気にならない程度に治まってから登園 
しましょう。 
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インフルエンザ感染症 

インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起
こされる呼吸器感染症です。風邪と間違われやすいインフルエ
ンザですが、風邪に比べて高熱が出て、のどの痛みだけでな
く、関節痛や筋肉痛を伴います。さらに風邪の場合ゆっくり症
状が出てくるのに対して、インフルエンザは急激に症状が出て
きます。症状が出る部位も局所的ではなく、全身に倦怠感が現
れるのも特徴です。風邪に比べて症状が重く、乳幼児や高齢者
では重症化することもあります。 

 潜伏期間は 1～4 日（平均 2日）で多くの場合 1週間程度で
治りますが、乳幼児や高齢者、基
礎疾患を持つ方の中には、肺炎を
併発したり、基礎疾患の悪化を招
く場合があります。 

 インフルエンザが疑われるとき
は、安易に風邪と判断せずに早め
に医療機関を受診し、治療を受け
ましょう。発症後 48 時間以内に抗ウイルス薬の服用・吸入を
すれば、症状が軽減され、早く治ることが期待できます。早め
に治療することは自分の身体を守るだけではなく、ほかの人に
インフルエンザをうつさないという意味でも重要です。 

日 
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治療方法 

 内服薬（タミフル・ゾフルーザ）、吸入薬（イナビル・リレン
ザ）、点滴の薬（ラピアクタ）がありますが、年齢・重症度・イ
ンフルエンザの型などによって使い分け効果的に治療します。
治療を開始すると、概ね 48 時間以内に解熱します。 

の 

ら 

か 杉 

   家庭での看護 
安静・保温が基本です。高熱が続き、 
体力を消耗させ、胃腸も弱るので、消化
のよい食べ物を取らせ、こまめに水分補
給をします。 

ア ド 

生 

ス イ 
バ 

先 本 
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こんなときはもう一度診察を！ 

! 5 日以上高熱が続くとき 
! 元気がなく、ぐったりしているとき 
! 息苦しそうなとき 
! 異常行動が見られるとき 
! けいれんを起こしたとき 

登園・登校のめやす 

発症後 5日間（発熱した日を0日として）を経過
し、かつ解熱した後 2日（幼児は3日）を経過するま
では出席停止です。 

予防接種をうけましょう 

ワクチンを接種したからといって 100％
かからないということはありませんが、発
症や重症化を防ぐためにも流行前にワクチ
ン接種することは大切です。ただし、接種
してからワクチンの効果が出るまで 2週間ほどかかり
ます。また通常の流行期は１～2月ですので、接種時
期は 12月上旬までが望ましいとされています。毎年
流行シーズン前に接種しましょう。効果はおよそ 5か
月ほどのため、流行期をカバーできます。 
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☆	

感染経路をキチンと把握しましょう 
RS ウイルス、インフルエンザウイルス
のどちらも、ウイルスに感染している
人の 咳やくしゃみ、または会話を 
した際に飛び散るしぶきを浴びて吸い
込むことで感染します。感染の多く
は、この「飛沫感染」によると考えられ、ドアノブなどの環境
表面についたウイルスへの接触により、鼻や口などの粘膜や傷
口などを通して感染する「接触感染」も成立します。 

★しっかりうがい・手洗い・消毒し、感染をストップさせましょう 
★マスクでしっかり予防しましょう 
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子どもの夜尿症について 
 夜尿症は、夜眠っている間につくられる
尿量と、尿をためる膀胱の大きさのバランス
がとれていない場合おこります。5歳以上
で、月に 1回以上の夜尿が 3か月以上続く場
合、夜尿症と診断されます。夜尿症は子供の
自尊心を低下させたり、自信をなくしたり、
学校生活や友人関係に影響を与えることがあ
ります。 

 夜尿症の有病率は、小学校入学時は 10％超です。自然治癒率
（特に何も対応しない場合）は、1つ年をとるごとに 10～15％
程度とされています。しかし低年齢から生活指導をはじめとする
治療を行うことにより、自然経過に比べて治癒率を 2~3倍高める
ことができ、治癒までの期間が短縮することが知られています。 

    

 

     医療法人 仁友会 

永山腎泌尿器科クリニック  

  水永 光博  先生 
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 ◎夜尿症で受診したお子さんには、夜尿症の程度、就寝時間 
などに加えて、生活環境、水分摂取の状況などのお話を伺います
が、まず生活指導をします。生活指導の 3原則は、「あせらず、
おこらず、起こさず」です。夜尿症はしかって治る病気ではあり
ません。夜尿をしなかった朝は、たくさんほめてあげるように心
がけましょう。生活指導は、すべて家庭でできることですので、
病院受診を考える前にまずお試しください。 
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①日中に十分な飲水を心がけ、夕食~就寝までは水分を制

限する（コップ 1 杯程度まで）。夜間、膀胱にたまる

尿量を少なくすることが大切です。  

②夕食を就寝 2時間前にすませる。 

③寝る前に必ず排尿する。 

④睡眠中、体が冷えないようにする。 

⑤夜更かしを避ける（就寝時間を遅くしない）。 

⑥便秘しないような食生活、飲水習慣。 

⑦膀胱訓練、日中に排尿を我慢する訓練。我慢して尿を

ためる目安（目標）は、6 歳で 200cc、8 歳で

250cc、10歳で 300ccくらい。 

⑧無理に起こさない。 

夜尿症の生活指導 

★膀胱訓練（排尿我慢）の方法 

 尿意は波のようにやってきます。最初に尿意を感じても、我慢した
り、他のこと（テレビなど）に集中したりすると尿意を感じなくなるこ
とを経験すると思います。意識的に尿を我慢することによって、膀胱容
量が拡大します。 

尿
意 

時間 

最初の尿意の時 

排尿しない 

我慢してから排尿 
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夜尿症の治療 

①アラーム療法 

専用装置を購入する必要があります。パンツやオムツに尿漏
れを感知するセンサーを固定、コードでつながったアラーム
装置を耳元に近い位置に置きます。尿漏れを感知するとアラ
ームが音と振動を発し、目覚めることになります。寝ている
間の夜尿を気づかせ、目が覚めてトイレに行くか、我慢する
ことで夜尿をしないようにする条件付け療法です。約 6割の
患者に有効とされています。週に 3回以上夜尿がみられる頻
回の夜尿症患者で、本人と家族の夜尿症を治そうというモチ
ベーションが高い場合に有効なことが多いです。アラーム療
法成功のためには患者がアラームの音か振動、あるいは家族
の介助で起きなくてはなりません。当院では「ピスコール」
「ウエットストップ 3」のどちらか 2機種を斡旋していま
す。いずれもネット通販で購入可能です。 

②薬物療法 

1.デスモプレシン錠（口腔内崩壊錠）による治療 

腎臓に作用して尿量を減らす薬です。夜間の尿量が多く膀胱
容量が正常な患者に最も効果があります。生活指導や行動療
法で改善しない 6歳以上の患者の薬物療法として最初に使う
薬です。就寝 30～60分前に服用します。 

2.抗コリン剤による治療 

膀胱にたまる尿量を増やす薬です。デスモプレシン錠で効果
が不十分な場合、一緒に内服します。 
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 過活動膀胱 について 

 

 

 

   過活動膀胱は 2002 年に症状によって定義された病気です。
それまでは尿失禁・尿漏れ・おしっこが近いといった症状につ
いて病院で相談するのは恥ずかしい、と思っていた人が多かっ
たように思います。過活動膀胱とは、尿意切迫感（急にもよお
す強い尿意）があって、通常は頻尿（何回もトイレに行く）や
夜間頻尿（就寝後何回もトイレに起きる）を伴っており、場合
によっては切迫性尿失禁（急に強い尿意が起こってトイレまで
間に合わずに尿がもれる）を伴う疾患です。つまり、尿意切迫
感があれば、過活動膀胱が疑われます。 

 日本で行われた疫学調査で、過活動膀胱の罹患率は 40歳以上
の男女の 14.1％、1040 万人もの人が罹患していることがわか
っています。この数は糖尿病の有病率より多いのですが、医療
機関を受診している人の割合は 10％以下です。高血圧・糖尿
病・骨や関節の病気・胃腸など消化器疾患などで病院に通院し
ている人の 2～3割の方が、過活動膀胱を合併しているとされて
います。 

 過活動膀胱の原因としては加齢が大きくかかわっています。
男性は、前立腺肥大症が原因のことが多く、女性は女性ホルモ
ンの低下が影響しているといわれています。 
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過活動膀胱（OAB）の頻度	
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過活動膀胱の年齢別有病率	
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①骨盤底筋体操   
 骨盤底筋体操は、腹圧性尿失禁（労作時または運動時、もし
くはくしゃみまたは咳の際に、意図せず尿が漏れる状態）にと
ても有効ですが、過活動膀胱の症状にも効果があります。                    

 実際のやり方です。腹式呼吸や軽い準備体操で全身をリラッ
クスさせて、肛門や尿道・膣だけを５秒間強くしめ、次いでゆ
っくりゆるめます。おならが出そうなとき、とっさに我慢する
ような要領です。これを２０回繰り返し、朝、昼、夕、寝る前
と４回にわけて毎日行います。最初は５秒間でもしめておくの
が難しい人もいますが訓練により効果が現れます。自分流にア
レンジして良いので、1日トータル 5分以上は行うようにしま
しょう。 

姿勢は骨盤底筋を上手にしめたり、緩ませることができれ
ば、どんな姿勢でも良いのです。座っていても寝ていても立っ
ていてもできます。根気よく続けて、毎日の習慣にすることが
大切です。 

②膀胱訓練 
夜尿症で膀胱容量を増やす効果があるのと同様に、過活動膀

胱でも有効な場合があります。最初の尿意で尿が漏れてしまう
ような場合は効果が不十分です。 

心因性頻尿（緊張してすぐにおしっこに行く状態、いつも尿
意が気になって他のことに集中できない）は、過活動膀胱とは
違う病気で、排尿のことを気にしないように心かげて膀胱訓練
をすることで症状の改善が期待できます。 

普段の生活の中でできる過活動膀胱の治療 
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日常生活で注意すること 

 

 

 

①外出時に尿が漏れてしまう方は、早めにトイレに行く
ようにしましょう。また外出の際、トイレの場所を確
認しておくこと安心です。 
 
②過剰な水分やカフェインを含む飲料（コーヒー）、アル
コールなどを控えめにしましょう。塩分摂取を控える
ことは、高血圧などの予防だけでなく水分過剰をおさ
える効果もありますので、塩分制限は大切です。 
 
③寒いところで長時間過ごすことを避けましょう。寒さ
により膀胱が刺激されて過敏になり、尿量も増えるこ
とによって頻尿になります。 
 
④夜間頻尿（夜トイレに起きる回数が多い）がつらい人
は、午前～日中に飲水をとって、夕方以降の飲水を控
えるようにしましょう。寝る前にぬるめのお風呂にゆ
っくりつかって身体を温めたり、夕食後に散歩をする
ことも有効です。 
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過活動膀胱の治療 

今回は、テーマを       

『キッズ・シニア必見特集』と

して、杉本先生と水永先生に

お話を伺いました。これを読んで

頂いたご本人はもちろん、ご家族

などの健康の維持増進にもお役立

て頂ければ嬉しいです。 

 

 

 

 飲水や生活指導で改善しない場合は、薬物治療（内
服）を行います。従来から使われている薬は、抗コリン
薬です。有効ですが、口渇・便秘・排尿困難などの副作
用が出現する場合があります。  

 2011年に日本で開発されたβ3作動薬の薬は、その
ような副作用が少なく抗コリン剤と同等の効果があり、
世界各国でも発売されました。この薬を服用して症状が
良くなった患者さんの中には、もっと早く受診していれ
ば良かった、と言う方がたくさんいらっしゃいます。 

 過活動膀胱の治療は、泌尿器科だけではなく、内科な
どかかりつけ医でも対応していますので、おしっこの症
状でお悩みの方は、恥ずかしがらずに身近のお医者さん
に相談される事をおすすめします。 
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 人生１００年時代。いかに 健康寿命を伸ばすか が人生を楽しむ カ

ギ。 そのヒントが得られるよう、永山地域の医療期間や介護施設が協

力して、住民向けの講演会活動を平成

２９年度から進めてまいりました。現

在、講演会は残念ながら休止中です

が、 新たに持ち帰って頂いて読んでも

らう形の 健康情報誌 を発刊する運び

となりました。ぜひ健康維持の情報源

の一つとして活用して頂ければと考え

ております。 

永山メディケアネットワークとは？ 

それは地域密着型の健康知っ得情報発信源！ 

                 

永山メディケアネットワーク   

プロジェクトの HP はこちら 

                 

    メールはこちら 

                  

永山地域協力機関はこちら 

永山メディケアネットワークプロジェクト運営実行委員会 
代表 伊藤広也（医療法人社団 ヒロ歯科・口腔外科クリニック 理事長） 

! 石川 幸広 （医療法人社団 仁友会 永山腎泌尿器科クリニック 事務長） 
! 太田 矩子 （新旭川•永山南地域包括支援センター 主任介護支援専門員） 
! 蔭山 卓也 （新旭川•永山南地域包括支援センター副センター長 主任介護支援専門員） 
! 竹田 尚功 （医療法人社団 健光会 永山ペインクリニック 院長） 
! 福島 将恭 （永山地域包括支援センター センター長 主任介護支援専門員） 
! 三國  亨 （わかば調剤薬局 開設者 代表取締役）  
! 矢口 享史 （藍歯科クリニック 院長） 
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最後に！ 

! 編集・構成 

 伊藤広也（医療法人社団 ヒロ歯科・口腔外科クリニック） 

! 広報・印刷・配布 

 福島将恭（永山地域包括支援センター） 

 蔭山卓也（新旭川・永山南地域包括支援センター） 


