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 ９月５日残暑厳しい東京

で開催された女性医師・歯

科医師学習交流会の様子を報告する。

午前は千葉協会小児科医の原木真名氏

の「ワクチン行政を問う」の講演だ。

後半は女性医師・歯科医師の各地の活

動報告だった。 

「ワクチン行政を問う」の講演から 

 ＶＰＤ（ワクチンで防げる病気）はワ

クチンをしてこどもを病気から守って

あげようという考え。厚労省は世界の

情勢から10̶ 20年も遅れ，その姿勢は官

僚的で国民を真に病気から守る立場に

なっていない。（麻疹）は非常に伝染

力が強く、カタル期はわかりにくい、

発熱持続３日後ようやく発疹やコプリ

ク班で診断されると。特に乳幼児は肺

炎併発入院例も多く重症だ。07年、08

年に日本各地で、10－20代に麻疹が流

行した。厚労省の対応は定点観測を全

ワークもよく、私としては、１ヶ月前

に長野市歯科医師会で救急医療の実技

講習を受けて、いろいろ覚えたてだっ

たので活用できたのだと思いました。 

署長さんの話では、見て見ぬ振りをす

る人が多く、救護さえしてくれればと

思う事例が沢山あり、心が痛むと言っ

ていたのが最後まで心に残りました。  

 今回は、自分のエピソードを自慢げに

書いてしまい申し訳ありませんでした

が、この記事を読んだ先生方も事故な

どに遭遇した時は、ぜひがんばって救護

してほしいと思います。この話が今年

の夏の私の一番大きな出来事でした。 

数報告に変更し、中１と高３対象５年

間暫定接種を決めただけ。流行は10代

以上成人まで広く免疫がないこと（調

査すれば判る）を意味する。対象全員

２回接種にすべきだ。韓国は年齢層全

員に接種し流行を防いだ。何のため

に、誰のためにワクチンをしているの

か。日本はこれからも各地の小流行は

 事の起こりは、この夏の８月

８日の夕方。この日は、家内と

娘とアメリカからホームステイ

に来ている男子学生 そして私

の４人で富士山へ遊びに行った

帰り道でした。富士五湖のひと

つ 精進湖から甲府南インター

チェンジへ行く途中の山の中の

国道でした。   

 娘に運転を交代してまもな

く、「何で山の中なのに、渋滞

しているのかなあ？」。そう言

われて助手席で寝ていて目が覚

めると、渋滞の中で地元の人々

が、交通事故らしい？と話して

いる声が聞こえてきました。 

 娘にせかされ、車のトランクに入っ

ている往診用のアンビューバックとグ

ローブを持って、約１キロ走って駆け

つけると、車の正面衝突で回りの人々

の協力でケガ人が道路際まで運び出さ

れていました。すると救急車が到着

し、中でも一番重症と思われる女の子

を見ると、両耳からの出血、左側頭部

からの出血、口腔内からの出血。バイ

タルサインをとると、かすかに呼吸を

し、脈が触れました。救急隊員からパ

ルスオキシメーターを借り、指に装着

したところ80を切り、酸素ボンベを借

りました。しかし酸素マスクとボンベ

の接続がわからず、そうこうしている

と偶然にいあわせ

た看護師さんが接

続してくださいま

した。救急隊員か

ら血圧計をもらっ

たのですが、水銀

計で聴診器がなく

困っていたところ

看護師さんは、脈

診法で最高血圧を

計ってくださいま

した。しかし酸素

濃度が上がらず、

頚椎を右手で持ち

上げたところ、気

道が確保できて、

90以上になりました。そのうち口腔内

の血液が凝固してきて、のどの近くで

ゴロゴロ聞こえて、また80を切り、指

で血液をかきだし、救急車へ運び、バ

キュームを借りて、口腔内を吸引し、

隊員の方に頚椎を持ち上げていないと

気道が閉鎖してしまうことを説明し引

き継ぎました。そこへようやく渋滞の

中、娘の運転する車が来て、帰路につ

きました。 

 後日、甲府消防署から連絡があり、

当日救護や交通整理をしてくださった

方々に感謝状を贈呈したい旨の連絡が

ありました。辞退を申し上げたとこ

ろ、今度は、署長さんから連絡があ

り、９月10日、甲府まで感謝状贈呈式

へ行ってきました。事故当時は、あ

せっていて顔も覚えていませんでした

が、５人が感謝状をもらい当日の話が

でました。署からの話では、７人がケ

ガをして６人が通院中で私が手当てを

した方は、21歳で未だ重篤な症状と説

明がありました。そして、重篤な女の

子は、運転席の後ろの後部座席に座り

シートベルトをしていなく飛ばされ車

内の後部ガラスに頭をぶつけたようで

した。後部座席のシートベルトの重要

性を痛感しました。 

 また、当日は救護に当たり、チーム

 

続くことになる。世界は麻疹撲滅の時

代に、日本は悪名高い麻疹輸出国だ。

追加事項は10万人に一人発症という悲

惨なＳＳＰＥはワクチンで守れる病気。

また最近のワクチン情勢でヒブワクチ

ン、肺炎球菌ワクチン、ヒトパピロー

マワクチンいずれもＶＰＤであり、い

ずれも定期接種化すべきだ。 

 次に米国のワクチン情勢をみると

（表１）、まずワクチン費用負担は民

間の各種保険会社だ。病気予防にワク

チンの費用効果が絶大であることは百

も承知だ。ヒブワクチン接種で病気が

激減した経験から学んだと。米国のワ

クチンは全てが定期接種だ。スケ

ジュールは生後12時間からＢ型肝炎予

防から開始する。生後２ヶ月でロタ、

三混（ジフテリア, 破傷風,百日

咳）、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチ

ン、不活化ポリオワクチンの全てが同

時接種される。６ヶ月まで計３回夫々

の接種だ。12ヶ月になれば、ＭＭＲ

（麻疹,風疹,ムンプス）、水痘（阪大

微研で作られ、日本より先に米国で定

期接種となる）とA型肝炎ワクチン

（６ヶ月毎２回）の同時接種である。

追加接種は4－６歳、ハイリスクの考慮

など綿密周到な計画である。米国には

予防接種の実施に関する諮問委員会

（ＡＣＩＰ）がある。チェック機構で、

保健社会福祉省（ＤＨＨＳ）ならびに疾

病管理予防センター（CＤＣ）に対して

助言と提案を行う。15人の各界の構成

メンバーで、年３回会議開催し討議さ

れる。日本でこの９月に定期接種化の

動きがある。 

気取らない集まり 

 女性医師・歯科医師の会の活動の様

子は九州、四国、大阪、兵庫発信の明

るい．気取らない集まりが数々報告。

そんななか男女共同参画、女性医師就

業支援、ワクチン署名や国会要請など

も。長野協会に女性医師の会発足の要

請があり、まずは集おうと（矢崎

記）。 

表１　Recommended Immunization Schedule for Persons Aged 0 Through 6 Years-United States・2010
                            For those who fall behind or start late, see the catch-up schedule

1 2 4 6 12 15 18 19－23 ２－３ ４－６
Ｂｉｒｔｈ months months months months months months months years years

Hepatitis B1 HepB

Rotavirus2 RV RV RV 2

Diphtheria,Tetanus,Pertussis3 DTaP DTaP DTaP DTaP

Haemophilus influenzae type b4 Hib Hib Hib4

Pneumococcal5 PCV PCV PCV

Inactivated Poliovirus6 IPV IPV IPV

Influenza7

Measles,Mumps,Rubella8 MMR

Varicella9 Varicella

Hepatitis A10

Meningococcal11 MCV

month

Varicella

HepA(2 doses) HepA Series

IPV

Influenza(Yearly)

MMR

Hib

PCV PPSV

Vaccine▼　   　　　 Age

HepB HepB

DTaP
ハイリスクを
除く
全ての子供の
推奨年齢

ハイリスクの
推奨年齢

ワクチンは上から1～11は、1,Ｂ型肝炎. 2,ロタウイルス. 3,ジフテリア、破傷風、百日咳. 4,ヒブ  5,肺炎球菌. 6,不活化ポリオ. 7,インフルエンザ、8,麻疹、ムンプ
ス、風疹. 9,水痘. 10,Ａ型肝炎. 11,髄膜炎菌   

 

報告 

甲府消防署にて著者 

長野市  原山歯科医院  原山周一郎  

★医療・社会保障全般、局問

題等での論評や意見、学会報

告、書評、また趣味世界や日

常生活の話題など幅広く原稿

を募集中！ ★また「会員情

報室」欄では会員の先生方の医所や

地域での様々な活動、催しを伝える

ことができます。★原稿等は、１面

題字左の本紙発行元まで郵送、ファ

クシミリ、メール等で。掲載分につ

き図書カード２千円分を贈呈。 

 県保険医協会では情報発信の多様化

に合わせ、メールアドレスやファクシ

ミリ番号など連絡されてない、又は変

更等された会員の先生方に、連絡をお

願いしてます。連絡は協会（電話026-

226-0086、ファクシミリ026-226-8698）

へ。Ｅメールではnagano-hok@doc-

net.or.jpまで。 


