
２．食物

固形の食物が食べられないほど患者が重病の場合は、スープ、ミルク、ジュース、肉汁、その他

の栄霊のある水分を与える（第１１章を参照)。トウモロコシ粉、オートミール、コメなどのかゆ

もよいが、体を作る食品と共に与えるべきである。スープは、卵、豆類、細かく刻んだ肉、魚、鶏

肉などを使って作ることができる。患者が一度には少ししか食べられない場合は、１日に何回も、

少量ずつ食事をさせる。

３．清潔

病気の重い人にとって、体が清潔であることは、非常に重要である。患者を毎日、温湯で入浴さ

せる。

寝具は毎日取り替える。また汚くなるたびに取り替える。感染症患者の、汚れたり血液のしみが

ついたりしている衣類や寝具やタオルは、注蔵深く扱わなければならない。ウイルスや病原菌をす

べて殺すために、洗濯物は熱いせっけん水で洗う。あるいは塩素系の漂白剤につける。

４．ベッドで体位を変えること

非常に弱っていて、ひとりでは寝返りをうてない人の場合は、手を貸して、１日に何回もベッド

で体位を変えてあげる。これは、床ずれを防ぐのに有効である(ｐ２１４を参照)。

病気が長い子どもは、母親のひざにたびたび乗せなければならない。

患者の体位を頻繁に変えることは､肺炎を予防する助けにもなる。肺炎は､非常に弱っていたり、

病気が重く、ベッドに長期問いなければならなかったりする人みなにつきまとう危険である。患者

に熱があり、咳をし始め、速くて浅い呼吸をしているなら、おそらく肺炎にかかっている(ｐｌ７１

を参照)。

５．変化に注意する

病人の状態の変化を見落とさないようにしなければならない。状態の変化によって、病人がよく

なってきているのか、悪くなっているのか、判断できる。患者のくバイタルサイン＞の記録をとっ

ておく。次の事項について、１日に４回実測して、書き留めておく。

体温

(何度か）

謎
堀一プぞ

脈拍

(１分当りの数）

今蝿jr-"錫、
錘

呼吸

(１分当りの数）

さらに､患者が飲んだ水分の総匝と、１日に何回排尿と排便があったかも記録する。この情報は、

保健ワーカーや医者のために、保存しておく。

患者の病気が重いとか危険であるとかいうことが分かるような症状に気をつけることは、非常に

重要である。次のページに、危険な病気の症状の一覧表がある。これらの症状のうちのどれかが患

者に現れた場合は、直ちに医漕従事者の助言を求める。
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4２ Ｙ
■危険な病気の症状

Ｉ紅-９

患者に下記の症状が１つ以上ある場合は、熟練した医者

の助けなしに家庭で手当てするには病気が重過ぎる。生命

が危ないかもしれない。できるだけ早く、医学的助けを求

めること。助けが来るまでの間、それぞれのページに述べ

てある指示に従う。

ページ

１．体のどこかからの多量の出血･………･…………･………………………pＢ２、ｐ２６４，

２．曜血………．．……･…･……･……．．……．．…･…･………･……………･･…．p､１７９

３．唇と爪の著しい青み（新しい場合）……………………………………P､3０

４．非常な呼吸困難。休息によって改善しない｡…………………………･･ｐｌ６７、ｐ､325

５．目を覚ますことができない（昏睡）・………………………………．．…p､7８

６°立ち上がると卒倒するほど弱っている．……………………･………･…ｐ３２５

７．１日以上排尿できない………………･…………………………．．………p２３４

８．１日以上何も水分をとることができない………………………………p､1５１

９．１日以上（乳児の場合は数時間以上）ひどいおう吐またはひどい

下痢が続いている……･………………………………………･………･…P,１５１

１０タールのような黒い便､または血液や便の混じったおう吐物………p､１２８

１１．おう吐を伴った、強い腹痛の継続。患者は下痢ではない、ある

いは便通がない……･………………………………･………………･…ｐ９３

１２．３日以上続く、強い痛みすべて………………………………………ｐ２９－ｐ､３８

１３．背中が反って首が硬直。あごの硬直はあったり､なかったり………p､１８２、ｐｌ８５

１４熱のある人または重病の人の、－回以上の発作（全身けいれん)…p､76、ｐ､１８５

１５高熱(39℃以上）が下がらない。または４－５日以上続い

ている……･………………･…･････……･……………･…………………p､７５

１６．長期にわたる体重減少……………･……･……………･………………p､20、ｐ､400

17．血尿………………………………………………………………………Ｐｌ４６、ｐ２３４

１８．広がり続けるただれ､または手当てをしても直らないただれ………ｐｌ９１、ｐｌ９６

ｐ２１１、ｐ２１２

１９．体のどこかにできて、大きくなり続けるかたまり･･･…．．………･…p,１９６，ｐ,２８０

２０．妊娠と出産に伴う病気：

妊娠中の出血…………………………………………………………ｐ,249、ｐ２Ｂ１

臨月における顔のむくみと視覚障害………………………………ｐ２４９

いったん破水して分娩が始まった後、長引く……･…………．．…ｐ２６７

ひどい出血…･…･………･…･･………･…･…………．．………………ｐ､２６４

p,２８１

Ｉ



■疾宕従事者の助けはいつ、どのように求めるか

医療従事者の助けは、危険な病気の最初の症状を認めたときに求める。保健センターまたは病院

へ病人を運ぶのが困難または不可能になるほど、手遅れにしてはならない。

保健センターへ搬送するのが困難なために、

病人または怪我人がいっそう悪くなる恐れが

ある場合は、保健ワーカーを患者のところに

連れてくるようにする。しかし、きわめて特

別な治療または手術を必要とするような緊急

の場合（たとえば虫垂炎）には、保健ワーカー

を待たないで、直ちに患者を保健センターま

たは病院へ運ぶ。

患者を担架に乗せて運ぶ必要がある場合は、

できるだけ乗り心地よく、かつ落ちる心配の

ないようによく注意する。骨折している患者

の場合は、動かす前に副木で固定する(ｐｇｇ

を参照)。日差しが非常に強いときは、陰がで

きるように担架の上にシートをかけて覆うが、

内側には新鮮な空気が通るように気をつける。

鋪

‘

灘
雛

催鉾）

■保健ワーカーに言うべきこと

保健ワーカーや医者は、手当ての仕方や薬の処方を正しく判断して指示するために、病人を診察

しなければならない。病人を動かすことができない場合は、保健ワーカーに患者のところまで来て

もらう。それができない場合は、その病気について詳しく知っている信頼できる人を差し向ける。

決して小さな子どもや愚かな人を使いにやってはならない。

医療従事者の助けを求めにやる前に病人を注意深くかつ完全に調べる。そうしてから、患者の

病気と全般的な状態を、詳しく記録する（第３章を参照)。

次のページに、患者の妃録を作成するときに使える用紙を示す。この用紙と同じものが、この本

の最後に数枚つけてある。切りとって、できるだけ詳しく、注意深く記入していく。

医療従事者の助けを求めに誰かに行ってもらう場合は、

惰報を記入してある用紙を、

必ず使いの人に持たせること。

4３



排尿困難の性質を説明するー２４時間での排尿回数一一夜間の排尿回数

便：色は？血液または粘液は混じるか？下痢は？

１日 何回出るか？－－腹痛はあるか？脱水は？

4４

患者の記録PatientReport

医療機関に患者を紹介するときに用いるもの

患者名：

男性女性

今の主な病気または問題は何か？

年齢：

どこに住んでいる人か？

１
１
１

かなり重症病人の状態：さほど深刻ではない

非常に重症

(じんましん）やかゆみを伴う腫れ物や他のアレルギー性反応を生じたこと

どんなアレルギー性反応？

薬を服用しているか？

これまでに薬で蕊麻疹

があるか？

飲んでいるとすればどんな薬か？

いつそれは始まったのか？

排尿困雌はあるか？

どのようにそれは始まったのか？

以前にも同じ問題があったか？

色は？

あるとすればいつか？

42ページに列罷されている危険な病気の症状のどれかを示しているか？

あるとすればどの症状か？（詳しく密くこと）

熱はあるか？

痛みは？

どれくらい高い熱か？度いつからどれくらいの間続いているか？

ど こ が 痛 む の か ？ どんな痛みか？

他の症状：

呼吸困難（状態を説明)－

端鳴（ぜいめい）はあるか？

咳（状態を説明）

便に寄生虫がいるか？どんな種類の虫か？ー

深い、浅い、または正常な呼吸か？

以下、どのように具合が悪かったり、普段と遮うのか？

皮 膚：耳：

眼：ロと喉（のど）：

陰部：

尿：多いか少ないか？

脱水は軽度か亜いか？

呼吸：呼吸数／分一

疲（たん）の有無血液が疲に混じるか？



ＣＨＡＰＩＥＲ

薬を使わない治療
５

ほとんどの病気に薬はいらない。私たちの体は、自前の防衛力を持っている。つまり、病気に抵

抗したり、病気とたたかったりする手段を持っている。たいていの場合、私たちの健康にとって、

この本来の防衛力のほうが、薬よりはるかに重要である。

ひとは自分の力で、薬を使わずに、

風邪やくインフルエンザ〉など、ほとんどの病気から回復する。

体が病気を撃退し、病気にうち勝つためには、次の３つを守れば事足りる。

いつも渦潔にしていること。

〆
ダ

充分休息すること。

縁

よく食べ、

水分をたくさん摂ること。

薬が必要かもしれないもう少し函い病気の場合でも、病気にうち勝たなければなら芯いのは体で

あって、薬はただそれを助けるだけである。薬を飲んだ時も、清潔と休息、栄餐のある食物と充分

な水は非常に重要である。

保健技術の多くは医薬品治療に頼らない。薬に頼ってはならないのである。たとえ近代医療・薬

がまったくない地域に住んでいる場合でも、何をしたらよいかさえ知っていれば、ほとんどの普通

の病気の予防と手当てに関して、できることがたくさんある。

薬なしでも、予防したり手当てしたりできる病気はたくさんある。

もし人々が水の使い方だけでも正しく知っていれば、これだけで、間違った使い方をしている薬

も含め､今使っている全ての薬よりもはるかに有効に病気を予防したり治したりできるはずである。
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■水による治療

私たちはほとんどが薬なしでも生きられる。しかし、水なしで生きられる人はいない。実際、

人体の半分以上（５７％）は水である。農場や村で暮らしている人みなが、水をうまく使いこなす

なら、病気と死亡の総数は、ことに子どもでは、減少するだろう。

たとえば下痢は、予防も手当ても、水を正しく使うことが基本である。多くの地域で、小さな

子どもの病気と死亡の最もよくある原因が下痢である。汚染された（潤潔でない）水が、原因の一

部であることが多い。

下痢その他多くの病気の予防では、飲料水の安全を確保する、ということが重要である。井戸

や泉の周囲には垣根や壁を設けて、汚物や動物が入らないように守る。井戸や泉の周囲にちゃん

とした排水路を築くために、セメントや岩を用いる。雨や汚水はそこから流れ出るようにする。

水が汚染されている恐れのあるところでは、飲料ま

たは炊顔に用いる水は、沸騰させるか、ろ過すること

が、下痢を予防するために重要である。この点は、こ

とに乳児の場合大切である。乳児の哨乳瓶や食器も、

煮沸しなければならない。瓶類をいつも煮沸するのが

不可能な場合は、カップとスプーンを使うほうが安全

である。

排便（うんこ）の後や、食事の前や、食物を扱う前に、

せっけんと水で両手を洗うことも大切である。

－－ツ

⑳
予
防

4６

次からの２ページに､水を正しく使うほうが､薬を使うよりはるかに重要である多数の例を示す。

手
当
て

下痢の子どもが死亡する一般的な原因は、重い脱

水である。脱水とは、体から失われる水が多すぎる

状態である(ｐｌ５１を参照)。下痢の子どもに水（一

番よいのは、砂糖か穀類と食塩入り）をたくさん与

えることによって、脱水を防いだり、改善したりす

ることができる(p､１５２､水分補給飲料の項を参照)。

渉一 一く つ

(軍

下痢の子どもに水分をたくさん与えることは、どんな薬よりも大切である。実際、水分を充分

に与えていれば、普通、下痢の手当てに薬はいらない。



■水を正しく用いれば、薬よりも効果がある場合

病名

1．下痢、寄生虫、

腸の感染症

2．皮膚の感染症

予防

水の使い方

飲料水の煮沸またはろ過、

手を洗うなど

頻繁に入浴する

３．感染傷に進行する似：せっけんと潤潔な水で

破偲風よ く 洗 う

病名

1．下痢、脱水

２．熱のある病気

３．高熱

手当て

水の使い方

水分をたくさん摂る

水分をたくさん摂る

衣類を脱がせ、体を冷水で

ぬらす

４．泌尿器系の軽い感染水分をたくさん摂る

（通常女子）

５．咳､端息､気管支炎、

肺炎、百日咳

水分をたくさん摂る

暖かい水蒸気を吸う

(痕をゆるめる）

参照ページ

１３５

1３３

８４．８９

参照ページ

１５２

７５

7６

２３５

1６８

4７

鍵X純f，

偽

〃て，



1９３．１９４

病名

６．ただれ、膿痴疹、皮膚

または頭皮のたむし、

幼児頭痴皮、吹き出物

水の使い方

せっけんと清潔な水で

洗い落とす

参照ページ

２０１２０２．２０５

２１１２１５

１１．軽い火傷

せ
つ

Ｊ
Ｊけ

ん

ロー沓-‐７．感染創、膿癌、おでき温湿布 ８８‘２０２

i２．咽頭炎または扇桃腺炎温かい食塩水でうがい

８．筋肉と関節のこりと痛み温湿布 1０２．１７３．１７４

９．捻挫 初日、冷たい水に関節

をひたす。その後、湯

で温める

1０２

直ちに多屋の冷たい水

で眼を洗う、３０分間

続ける

１３．眼に酸、アルカリ、

ごみ、刺激物が入る

１６．風邪や熱による

ただれ､水庖疹

〆一●､~

水痘の上に１時間程氷をおく

１０．かゆい、ひりひりする、冷湿布

じくじくする皮膚の

過敏症

上記の例では（肺炎は別として)、水が正しく用いられれば、いずれの場合も薬はいらない。こ

の本では､薬を使わない治し方をたくさん提案している｡薬は､本当に必要な場合にだけ用いること。

鴎8；

２１巳

すぐ冷たい水につける ｇＥ

食塩水をかぐ

910鱈

1６４

饗g彊

１４．昂づまり

最初の症状のときに

1５．１２６多量の水を飲む（涜腸

は緩下剤より安全だが

使いすぎないこと）

１５．便秘、硬便



ＣＨＡＰＩＥＲ

現代医薬の正しい使用と間違った使用
ｅ

薬局や村の売店で売っている薬の中には、きわめて有用なものがある。しかし、多くはまったく

価値がない。たいていの国で売っている60.000種の薬のうち、必要なものはたった２００種ほ

どだと、世界保健機関（ＷＨＯ）は言っている。

また、最良の薬が間違って使われていることもある。そのため薬は役に立つどころか、害を及ぼ

している。薬が役に立つためには、正しく使われなければならない。

医者と保健ワーカーを含む多くの人が､薬を必要よりもはるかに多く処方している。そのために、

なくてすんだはずの病気と死が多数生じている。

薬はどのようなものでも、使えば危険が伴う。

薬には、何よりも危険なものがある。残念ながら、非常に危険な薬が、軽い病気に用いられてい

ることもある。（乳児の風邪に、クロラムフェニコールChlo｢amphenicolという危険な薬を母親

が使って、その子どもが死んでしまったのを見たことがある｡）軽い病気には、決して危険な薬を

用いてはならない。

＠号言一 ④-皇④

思い出そう：蕊Mま殺し屋になれ

■薬の使用に関する指針

１．薬は必要なときだけ用いる。

２．いかなる薬でも、その正しい使い方と予防措固を知る（グリーンページを参照)。

３．必ず正しい瞳を用いる。

４．薬が効いていない場合、あるいは問題がある場合は、使用を中止する。

５．何か疑問がある場合は、保健ワーカーの助言を求める。

留意点：まったく必要のないときに薬を与える保健ワーカーがおり、またそのような医者も少なく

ない。患者が薬を欲しがるとか、患者は薬をもらわないと満足しない、と医者たちが考えているた

めでもあるようだ。地域の医者や保健ワーカーに、本当に必要な場合にしか薬はいらない、と言お

う。金の節約になるし、健康にとってそのほうが安全である。

薬は、必要性とその使い方を

確実に知っている喝合にだけ用いること。

4９
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■最も危険な薬の誤用

ここで現代医薬を使う人にありがちな、最も一般的で危険な間違いを列挙する。以下に示す薬

を不適切に用いたために、毎年たくさんの死亡事故が起こっている。注意すること！

1．クロラムフエニコールChIoramphenicoI（クロロマイセチンＣｈﾉbmmyce2inノ（ｐ357）

２．

この薬を単なる下痢やその他の軽い病気に気軽に用いることは、ことのほ

か不適切で、危険が大きい。クロラムフエニコールChlo｢amphenicolは、

腸チフス(ｐｌ８８を参照）のような、非常に重い病気のときにだけ用いる。

新生児には決して与えてはならない。

およびエルゴノビオキシトシンOxytocin(ビトシンロノｍｃ”、ピチユイトリンPituitrin、

ンErgonovine（エルゴトレートE7gD”御（p､391）

／ーー、
残念ながら、これらの薬を、出産を早めたり、分娩中の母親にく力をつけ

たり＞するために用いる助産師がいるが、これは非常に危険な慣習である。

母親や子どもを死亡させる可能性がある。これらの薬は、子どもが生まれた

後の出血を押さえる場合にだけ用いる（p,266を参照)。

３．薬を注射すること

一般的には、薬は口から飲むより注射するほうがよく効くものだ

と信じられているが、これは正しくない。飲み薬は注射と同じか

それ以上によく効くことが多い。また、たいていの薬は、口から

はるかに危険である。軽いポリオに感染している（単なる風邪の飲む場合より注射するほうが、はるかに危険である。軽いポリオに感染している（単なる風邪ｃｐ

ように見える症状の)子どもに注射して､麻簿させる危険性もある(p,７４を参照)。注射の実施は、

限定されるべきである（第９章を注恵深く読むこと)。

４．ペニシリンPeniciIIin(p､３５１）

ペニシリンPeniciIlinはある型の感染症にしか有効ではない。ペニシリンPenicillinを捻挫や

打ち身や痛みや発熱一般に用いるのは、大きな間違いである。一般的にいって、皮膚が破れてい

ない偶は、どんなにひどい打ち身であっても、感染の恐れはない。従って、ペニシリンPenicillin

その他の抗生物質で手当てする必要はない。ペニシリンPeniciIIinも他の抗生物質も、風邪には

役立たない(p､１６３を参照)。

ペニシリンPenicillinはある人々 には危険である。ペニシリンPenicillinを用いる前に、その

危険性と予防措置についてよく学んで理解しておくこと。Ｐ７０とＰ､３５１を参照。

5．カナマイシンKanamycinとゲンタマイシンGentamicin（ガラマイシンＧａ眉ｍｙ℃”

（p､359）

乳児にこれらの抗生物質を用いすぎたために、何百万人もの子どもが、一生治らない聴覚障害

(ろう）にみまわれている。乳児には、生命にかかわる感染症の場合にだけ用いること。アンピシ

リンAmpiciIIinも同じように有効だが、この方がはるかに危険性が少ない。



６．ヒドロキシキノリン類HydroxyquinoIines（クリオキノルCIioquinoI、ジヨウドヒ

ドロキシキノリンDi-iodohydroxyquinoline，ハルキノルHaIquinoI，ブロキシキノリ

ンBroxyquinoIine：ジオバキンDjodbqUh､エンテロキノルE77r巳rDqujr70Aアミクリン

Ａｍｊ℃"he，クオヰヴルQuOgWkその他多数の周扇名ノを含む下痢止め薬（p､370）

かつてクリオキノルClioquinoIは下痢の手当てに広く用いられた。今では多くの国で、これら

の危険な薬が禁じられているが、未だに売られている国もある。これらの薬は、一生治らない麻痔

や失明や、さらには死さえもひき起こす恐れがある。下痢の手当てについては、第１３章を参照。

７．コーチゾンCortisone、副腎皮質ステロイド類Corticひsteroids（ブレドニゾロン

Prednisolone、デキサメタゾンDexamethasone、その他）

これらは、瑞息の激しい発作や関節炎や重いアレルギー反応に対して、たまにしか必要とされな

い強力な抗炎症薬である。しかし、多くの国で、効き目が速いからといって、軽い鈍痛や局部的な

痛みに対してステロイドが処方されている。これは大きな間違いである。ステロイドには､重大な、

つまり危険な副作用がある。ことに、多量にあるいは数日間以上投与されると危険である。これら

の薬は、感染に対する患者の防衛力を低下させる。結核をいっそう悪化させ、胃潰揚の出血を起こ

し、骨折しやすくする。

８．蛋白同化ステロイド類Anabolicsteroids（ナンドロロンデカノエートNandroIone

decanoate、ジュラボリンロL"abo"h、デカジュラボリンDeca,Daabo伽、オラボリン

Oノョbﾛﾉﾘｈ；スタノゾロルStanozoIol、セタボンＣ唇Zabon；オキシメトロンOxymethoIone、

アナボロンＡｎａｐｏｊｏｎ：エチルエストレノルEthyIestrenol、オルガナボラルaganabo『ｮﾉ。そ

の他多数の商品名がある｡）

蛋白同化ステロイドは男性ホルモンから作られる。子どもの体重増加と成長を助けるために、ト

ニックに入れて使われているが、これは誤った判断である。はじめ子どもは、成長が早まるかもし

れない。しかし、まもなく成長が止まり、もし薬を使っていなかったなら達していたはずの身長に

至らない。蛋白同化ステロイドには、非常に危険な副作用がある。少女の顔には少年のように毛が

生え、その子どもが薬をやめても消えない。子どもに成長促進薬を与えてはならない。子どもの成

長を促すためには、薬ではなく食物を買うこと。

９．関節炎の薬（ブタゾン類Butazones：オキシフェンブタゾンOxyphenbutazone、アミバ

ソンＡｍｊＵｂｍｎｅ：およびフェニルブタゾンPhenyIbutazone、ブタソリジンBUrazﾛﾉﾘﾛﾘhノ

関節の痛み（関節炎）を抑えるこれらの薬は、危険な、時には致命的な血液の病気（無穎粒

球症）をひき起こす可能性がある。また、胃や肝臓や腎臓を害する可能性もある。これらの

危険な薬は用いないこと。関節炎には、アスピリンAspi｢iｎ（p､379）またはイブブロフエン

Ibuprofen(Ｐ３ＢＯ)のほうが安全かつ安価である。痛みと熱だけの場合は、アセトアミノフェン

Acetaminophen(ｐ380)を用いることができる。

１０．ビタミンＢ'倉、肝圃エキス、および鉄の注射（ｐ393）

＃
ごくまれな場合を除いて、ビタミンＢｌ２と肝臓工キスが貧血やく衰弱＞に役立

つことはない｡しかも､これらの注射を行った場合は､一定の危険がある｡これらは、

専門家が血液検資を行った後に処方した場合にしか、用いるべきでない。また、

イムフェロンＩｍ７１９ｍﾉﾌﾞのような鉄分の注射も避ける。貧血には、鉄剤のほうが安

全であるし、効果もある(ｐｌ２４を参照)。

５１
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１１．その他のビタミン（p､392）

原則として、ビタミン類は注射しない。注射は、錠剤よりも危険で高価である。それに、通常、

錠剤より効果が大きいわけではない。

残念ながら、ビタミン入りのシロップやトニック、＜工リキツル剤＞のために浪費する人が多い。

たいていは最も重要なビタミン（ｐｌｌ８を参照）が含まれていない。含まれているとしても、よ

い食物をたくさん買うほうが、ずっと賢明である。豆、卵、肉、くだもの、野菜、穀類全般のよう

な体を作り､保護する食品は､ビタミンその他の栄養素にも富んでいる(p､１１１を参照)｡やせて弱々

しい人には、ビタミンやミネラルの補助食品を与えるより、よい食物を今より頻繁に与えるほうが、

通常はるかに役立つ。

よく食べている人には、追加のビタミンはいらない。

ビタミンの最もよいとり方

冨垂砂
謬必

"

ビタミンはいつ必要なのか、どのような食物に含まれているのか、といったさらに詳しい知識に

ついては、第１１章、なかでもｐｌｌｌとｐ､１１８を読むこと。

１２．複合薬

同じ錠剤またはトニックの中に、２種類以上の薬が組み合わされていることがある。たいていは

このような形になると効果が減り、値段が高くなる。有効であるどころか有害である場合もある。

複合薬を処方されそうな人がいる場合は､本当に必要な１種類の薬だけにするように保健ワーカー

に頼むこと。不要な薬のために浪費すべきでない。

ＨＩＶのための薬には複合薬になったものがある（ｐ３９８を参照)。このため以前より内服が容易

になったものがある。

避けるべき複合薬でよく知られているものは、次の通りである。

●咳を抑える薬と渓を排出する薬の両方が含まれている咳止めの薬。（咳止めの薬は、単一薬で

あれ、複合薬であれ、効くことはほとんどなく、無駄遣いである。）

●下痢止め薬と組み合わせた抗生物質。

●閏痩翠を防ぐための薬と組み合わせた胃潤鰯手当て用の制酸蕊。

●二つ以上の鎮痛薬の複合薬（アセトアミノフェンAcetaminophenまたはカフェイン

Caffeineと組み合わせたアスピリンAspirin）



１３．カルシウム

カルシウムを静脈へ注射するのは、きわめて危険である。充分にゆっくり

と注射しないと、たちまち患者が死ぬ危険性がある。尻にカルシウムを注射

して、非常に重い膿揚や感染を起こすこともある。

こ
ち
ら
が
よ
い

&蛍昌

5３

医療従事者の助言を求めてからでなければ、

決してカルシウム注射をしてはならない！

留意点：トウモロコシのトルティーヤ、その他石灰を含む食物をたくさん食べているメキシコそ

の他の国々で、カルシウム注射をしたりトニックを用いたりすることはばかげている。（＜力をつ

ける＞とかく子どもの成長を助ける＞として、よく行われている。）体に必要なカルシウムはす

べて、石灰から得られている。

１４．静脈からのく栄養補給＞（静脈内lntravenousすなわちく１Ｖ＞輸液）

地域によっては、貧血の人や非常に体の弱い人が、なけなしの金をはたいて、自分の静脈に注

入するための｜Ｖ溶液１リットルを買い求めている。この人たちは、これでもっと強くなれるし、

血が濃くなると信じている。しかし、これは間違いである１静脈内輸液というのは、食塩と砂

糖を少し加えたただの水に過ぎない。大きな飴の棒ほどのエネルギーもないし、血液を濃くでき

るどころか､いっそう薄くする。貧血に効くことはないし､からだの弱い人を強くすることもない。

その上、充分に訓練を受けていない人が１Ｖ輸液を静脈内に注入すれば、血液に感染を取り込

む危険がある。病人を死亡させかねない。

静脈内輸液は、患者が口から何も摂ることができない場合、あるいは脱水がひどい場合に限っ

て用いるべきである(０１５１を参照)。

飲み込むことができる病人には、砂糖（または穀物）と食塩を加えた１リットルの水(p､１５２

の水分補給飲料の項を参照）を与える。患者にとって、１リットルのｌＶ輸液と同じ効果がある。

食べることのできる人には、栄養のある食物のほうが、どのような型のｌＶ輸液よりも、体を強

くするのに役立つ。

グ

病人が飲み込むことができ、水分を吐か

水分補給飲料

~や
こ
ち
ら
よ
り

こ
ち
ら
が
よ
い
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■薬を飲んではいけない場合

薬を飲んでいるときにしてはならないことや、食べてはならないものについて、いろいろな思い

込みのある人が多い。そのため、その人たちは、薬が必要なのに飲むのをやめるということがあ

る。実際には、特定の食物、例えば豚肉、チリペッパー、グァバ、オレンジその他どのような食物

であっても、それと一緒に飲んだというだけで害を及ぼす薬はない。ただ、脂肪分や香辛料の多い

食物は、何かの薬を飲もうと飲むまいと、胃や腸の病気を悪化させる可能性はある(p､１２８を参

照)。アルコールを飲んでいると悪い作用を及ぼす薬はいくつかある(P､３６９のメトロニダゾール

Met｢onidazoleの項を参照)。

特定の薬を用いないことがあきらかに最もよいことがある。それは次の場合である。

１．妊娠中または授乳中の女性は、どうしても必要なもののほかは、

どのような薬も避けるべきである。（制限された量のビタミンと鉄剤

であれば、飲んでも危険はないだろう。）

２．新生児に薬を用いる場合は、十分に注意する。どのような型の

薬でも、用いる前には可能な限り、医療従事者の助言を求める。薬

は与えすぎないように、十分注意する。

３．以前にペニシリンpenicilIin､アンビシリンAmpiciIlin､スルフォ

ンアミドSuIfonamide、その他の薬を用いた後に、頚麻疹やかゆみ

など、何らかのアレルギー反応を起こしたことのある人は、危険で

あるから､以後終生､決してその薬を再び用いてはならない(P,７０の、

ある種の薬を注射して起こる危険な反応、の項を参照)。

６．脱水状態または腎臓病の患者は、使う薬に特に注意しなければならない。体を害する恐れのあ

る薬は、患者が正常に排尿するようになるまでは、１回分の投与園だけしか与えないこと。たとえ

ば子どもが高熱を出していて脱水症状も出ている場合は(p､７６を参照)、排尿が始まるまでは、ア

セトアミノフェンAcetaminophenやアスピリンAspirinを１回分しか与えない。脱水状態の患

者には、決してサルファ剤Sulfaを与えてはならない。

ノ
ー
Ｉ

４．胃潤傷または胸焼けのある人は、アスピリンAspi｢ｉｎを含む薬

を避けるべきである。ほとんどの痛み止めと、すべてのステロイド

類Ste｢oids(p,５１を参照）は、潤鰐と胃酸過多を悪化させる。胃を

刺激しない痛み止めは、アセトアミノフェンAcetaminophen(パ

ラセタモールＰａ｢acetamol、ｐ３ＢＯを参照）である。
〃

５ある種の病気に対して用いると、有害であったり危険であったりする薬がある。たとえば、肝

炎の患者は、抗生物質その他の強力な薬による手当てを受けてはならない。なぜなら、患者の肝臓

が傷ついており、体にとって、薬がむしろ毒物になってしまうからである（ｐｌ７２を参照)。
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抗生物質：どのようなものか、

どのように使うものか 了
抗生物質は正しく使えば、ことのほか有用かつ重要な薬である。抗生物質は、細菌が起こす感

染や病気とたたかう。よく知られている抗生物質には、ペニシリンPeniciIIin、テトラサイクリン

Tet｢acycIine，ストレプトマイシンＳｔ｢eptomycin，クロラムフェニコールChIo｢amphenicol、

そしてサルファ剤SuIfaすなわちスルフォンアミドSuIfonamideがある。

それぞれの抗生物質は、それぞれ特定の感染に対して、異なった仕組みで作用する。どの抗生物

質も、使えば危険が伴う。とびぬけて危険なものもいくつかある。抗生物質の選択と使用には、充

分注意を払うこと。

抗生物質は種類が多く､それぞれいくつかの異なったく商標名＞で売られている。紛らわしいが、

ほとんどの重要な抗生物質は、いくつかの主要なグループのどれかに分類される。

抗生物質グループ(一般名）商標名の例あなたの地域の商標名((1)き入机る）

ペニシリンPeniciIlin ペンＶＫＰｅｎＶＫ

アンピシリンAmpicilIin＊ ペンブリチンPenb｢itｉｎ

テトラサイクリンTet｢acycIineテラマイシンＴｅ｢｢amycin

サルファ(スルフォンアミドSulfonamides)ガントリシンGantrisin

コトリモキサゾールＣＯ.t｢imoxazoleバクトリムBactnm

ストレプトマイシンSt｢eptomycinその他アムビストリンAmbist『y、

クロラムフェニコールChlo｢amphenicoクロロマイセチンChlo｢Omycetin

工リスロマイシンＥ『ythmmycinエリスロシンＥ｢yth｢ocin

セファロスポリンCephaIospo｢iｎケフレックスKefIex

参照ページ

３５１

３５３

３５６

358

358

363‘３５９

３５７

３５５

３５９

*留意点：アンピシリンAmpicillinはペニシリンPenicillinの一種で、普通のペニシリン

Penicillinより、殺す細菌の種類が多い。

商標名の抗生物質があって、それがどのグループに属するものかわからない場合は、瓶または箱

の細かい字の印刷を読む。

たとえば、バラキシンSParaxinSとかいう薬があるが、中にはいっているものが何なのか

わからない、という場合は、細かい字の印刷を読む。〈クロラムフェニコールChIo｢amphenicoI〉

と書いてあるはずである。

‐忍、
１錠につき
クロラムフェニコール250ｍｑ含有

グリーンページ(ｐ３５７)で、クロラムフェニコール

、 Chlo｢amphenicolをひく。腸チフスのようなきわめて重

い病気の場合にしか用いてはならないということと、新生

児に与えればことに危険であることがわかる。

どのグループに風するのか、何の病気とたたかうのか、安全に使うためにはどのような予防措置

を講じるべきか､ということを充分に知ってからでなければ､決して抗生物質を用いてはならない。
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この本で勧めている抗生物質の用途､投与量､危険性､予防措置などについての情報は､グリーン

ページに減せている｡グリーンページの初めのほうにあるあいうえお順の項目で､薬の名前を探す。

■すべての抗生物質の使用に関する指針

１．その抗生物質の使い方と、何の感染に用いることができるのかを正確に知らない場合は、用い

ないこと。

巳治したいと思う感染に対して､勧められている抗生物質のうち、１種類だけを用いること。（こ

の本で何の病気かを探す。）

３．抗生物質を用いる場合の危険をすべて知り、指示されている予防措置を訓じること（グリーン

ページを参照)。

４．抗生物質は指示されている凪だけ用いること。それより多くても少なくてもいけない。投与函

は、病気の種類と、患者の年齢や体重によって異なる。

５．経口で同様の効果があるような場合、決して抗生物質の注射をしてはならない。注射は、絶対

に必要な場合にだけ行う。

６.病気が完全に治るか､熱その他の感染症状がなくなったあと､少なくとも２日間は抗生物質を用

い続けること。（結核やハンセン病のようないくつかの病気は､患者が快方に向かった後も数ヶ

月間または数年間手当てを続ける必要がある｡それぞれの病気についての指示に従うこと。）

７．抗生物質を使用して、皮膚の発疹、かゆみ、呼吸困難、その他の危険な反応が現れた場合、そ

の患者は使用を中止しなければならない。そして、以後再びその抗生物質を用いてはならない

（p,７０を参照)。

８．抗生物質は、必要性が大きい場合にだけ用いること。抗生物質を使いすぎると、次第に効かな

くなり始める。

■ある種の抗生物質の使用に関する指針

１．ペニシリンPenicilIinまたはアンピシリンAmpiciIlinを注射する場合は、患者が万一アレ

ルギー反応を起こしたときにそれを抑えるために、アバレナリンＡｄｹBna伽(工ピネフリン

Epineph｢ine)のアンプルを、前もって必ず用意しておく。

２．ペニシリンPenicillinに対してアレルギーのある患者には、工リスロマイシンＥ｢yth｢omycin

またはサルファ剤SLlIfaの何か(ｐ３５５とｐ,358を参照）のような､別の抗生物質を用いる。

３．ペニシリンPeniciIIinその他の挟域スペクトル（限られた種類の菌に効果がある）の抗生

物質で抑えられるはずの病気に対して、テトラサイクリンTet｢acycline、アンピシリン

Ampicillinその他の広域スペクトル（多くの種類の菌に効果がある）の抗生物質を使用しない

こと（p､５８を参照)。広域スペクトルの抗生物質は狭域スペクトルの抗生物質より、はるか

にたくさんの種類のバクテリアを攻撃する。

４．原則として、クロラムフェニコールChlo｢amphenicolは、腸チフスのようなある種の致命的

な厳しい病気にだけ用いる。クロラムフエニコールChlo｢amphenicoIは危険な薬である。決

して軽い病気に用いてはならない。また、決して新生児に与えてはならない（百日咳の場合を

除く。ｐ３１３を参照)。

５．テトラサイクリンTet｢acycIineまたはクロラムフエニコールChIo｢amphenicoIは、決して

注射してはならない。これらの薬は、経口的に用いるほうが安全で、苦痛が少なく、よく効く。

ａテトラサイクリンTet｢acyclineは、妊娠中の女性や８歳未満の子どもに用いない。新しく

できる歯や骨を傷める恐れがある(ｐ３５６を参照)。
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７．原則として、ストレプトマイシンＳｔ｢eptomycinおよびそれを含む薬は、結核だけに用い

る。また、いつも、ほかの結核治療薬と共に用いる(P､363を参照)。ストレプトマイシン

Ｓｔ｢eptomycinは､アンピシリンAmpicillinが手に入らない（または値段が高すぎる）場合に、

ペニシリンPenicillinと組み合わせて、腸に受けた深い傷や虫垂炎その他の特別な感染に対

して用いてもよい。しかし、風邪、インフルエンザ、その他の普通の呼噸器の感染に用いては

ならない。

８．ストレプトマイシンＳｔ｢eptomycinグループの薬（カナマイシンKanamycinとゲンタマイ

シンGentamicinを含む）は、きわめて毒性が強い（有毒である)。軽い病気に対してこれら

の薬が処方されることが多すぎるが、使えば、有益であるより有害である。これらの薬を使う

ように指示されている、きわめて重い感染にだけ用いること。

９．ヨーグルトまたは凝乳を食べれば、アンビシリンAmpiciIIinのような抗生物質によって殺さ

れたからだに必要な細菌を補充できる。また、からだの自然のバランスを正常に戻す助けにな

る（次ページを参照)。

■抗生物質が効かないように見える場合はどうすればよいか

抗生物質を用いると、ほとんどの普通の感染は、１－２日で改善を見せ始める。用いている抗

生物質が役立っているように見えない場合は、次のことが考えられる。

１．その病気が何であるか､の判断が誤っている。用いている薬が適切でないのだろう。何の病気な

のか、もっと正確に理解することにつとめて、そのうえで、正しい薬を使用すること。

２．抗生物質の投与量が正しくない。確かめること。

３．細菌がこの抗生物質に対して耐性になっている。（もはやこの細菌はこの抗生物質によっては

殺されない｡）その病気に対して勧められている抗生物質の中から、別のものを選んで試して
みる。

４病気の治し方について、充分に理解していない場合。医療従事者の助けを得ること。ことに、

病状が重かったり悪化していたりする場合は、そのようにすること。

この３人の子どもたちは風邪だった…

蘭

この子どもはなぜもとのよう

に元気になったのか？
悪者は何か？ 弔いの錘を鳴らしたのは何か？

ｌ
ヘ
ヘ
ーＰ

危険な薬を飲まないで、

のジュース、よい食耶、

とったからである。

5７

≦ご；

抗生物質は、普通の風邪には用を成さない。

抗生物質は、効くことがわかっている感染にだけ用いる。

<だも

休息を

クロラムフェニコール

ChIorampherIicolである！（こ

の薬の危険性と予防措盟(こつい

てはをｐ､357を参照｡）

|、

、’

ペニシリンpenicilIinである！

(p,７０のアレルギーショックの

項を参照。）
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■抗生物質をむやみに用いないことの大切さ

どんな薬であっても、むやみに使ってはならない。これは、抗生物質について、特に言えること

である。その理由は次の通りである。

１．中毒と影響。抗生物質は病原菌を殺すが、それだけではなく、中毒やアレルギー反応を起こす

ことによって体をも傷つける可能性がある。毎年、不必要な抗生物質を用いたために、たくさ

んの人が死んでいる。

２．自然のバランスを乱す。体の中の細菌全部が有害なわけではない。体が正常に働くために必要

なものもある。抗生物質は､有害な細菌を殺すついでに、よい細菌も殺してしまうことが多い。

抗生物質を与えられた乳児は、口（驚口箔、ｐ,232)または皮膚（モニリア症、ｐ,242)の真

菌または酵母菌の感染が進行することがある。これは、真菌類を抑えている細菌を、抗生物質

が殺してしまうからである。

アンピシリンAmpicillinその他の広域スペクトルの抗生物質を数日間用いている患者で、

下痢が進行するのも、同じような理由による。抗生物質が、腸内の細菌の自然のバランスを乱

しながら、消化作用に必要ないくつかの種類の細菌を殺しているのだろう。

３．治療に対する抵抗性。長期的な観点からすると、抗生物質をむやみに用いてはならない最も重

要な理由というのは、抗生物質を使いすぎると、だんだん効かなくなるからである。

細菌は、同じ抗生物質から何度も攻撃されると、次第に強くなって、もはや殺されないよう

になる。その細菌はその抗生物質に対して、耐性になる。このため、腸チフスのようなある種

の危険な病気の手当てが、数年前よりずっと困難になってきている。

クロラムフェニコールChIo｢amphenicolは、普通は腸チフスの最良の治瞭薬であるが、い

くつかの地域では､腸チフスはクロラムフェニコールChlo｢amphenicolに対して､耐性になっ

ている。クロラムフエニコールChIoramphenicolは、軽い感染や、ほかの抗生物質を使うほ

うが安全でよく効くような感染や、抗生物質がまったく必要でない病気に対して、あまりにも

たくさん使われてきた。

世界中で、重大な病気が抗生物質に対して耐性になりつつある。軽い感染に対して抗生物質を使

いすぎているのが、主な原因である。抗生物質にこれからも生命を救ってもらおうとするのであれ

ば、その使用を、現在よりずっと制限しなければならない。これは、医者と保健ワーカーと人々自

身が、賢明な使い方をするかどうかにかかっている。

ほとんどの軽い感染に、抗生物質はいらないし、使うべきではない。軽い皮膚感染は、通常、刺

激のないせっけんと水で手当てしたり、温湯につけたり、ゲンチアナ紫Gentianviolet(p,３７１）

を塗ったりすれば、充分効果がある。軽い呼吸器感染の手当てには、水分をたくさん飲み、よい食

物を食べ、休息を充分にとることが一番である。ほとんどの下痢に対して、抗生物質は必要でな

いばかりか、有害だろう。最も重要なことは、水分をたくさん摂ることである(p､155)。そして、

下痢の子どもが食べるようになったら、直ちに充分な食物を与えることである。

からだが自分で充分たたかえるような病気には、

抗生物質は用いない。

抗生物質は、どうしても必要なときのために残しておくこと。

抗生物質の賢明な使い方を学ぶためには、保煙ワーカーの学罫を助けるの第１９章の、もっと詳

しい説明を参照。



薬の分量の量り方と与え方

記号の意味：

＝イコール 、 ～ と お な じ

十プラス、 ～ と ～ を た す

部分は次のように書き表す

1錠＝１個丸ごと＝

1／２錠＝１個の半分＝

１１／２錠＝１個と半分＝

1/４錠＝１個の４分の１

１＋１＝２
いちといちを足すとに

CIIAIyTER

８

〃圏鍵雲個の８分……鋤した…とかけ)＝膨斡
計量

薬の重さは、通常、グラム（９）とミリグラム(ｍg)で表す。

１.ＯＯＯｍｇ＝１９（１，０００ミリグラムは１グラムである。）

１ｍｇ＝Ｏ､OＯ１ｇ（１ミリグラムは、１グラムを１，OOO等分したときの１個のことである。）

たとえば

Ｃ）
大人用のアスピリンAspi｢ｉｎ１錠には３００ミリグラムのアスピリンAspi｢ｉｎが含ま

れている。０．３ｇまたは３００ｍｇと、書き方は違うが、どちらも３００ミリグラム

のことである。

篤３
乳児用のアスピリンAspi｢ｉｎ１錠には７５ミリグラムのアスピリンAspi｢ｉｎが含ま

れている。Ｏ､Ｏ７５ｇまたは７５ｍｇと、書き方は違うが、どちらも７５ミリグ‘ラム

のことである。

留意点：薬の重さを言うのに、今でもグレーン(g｢)という単位を用いている閏がいくつかある。

１グレーンは６５ミリグラムである。したがって５グレーンのアスピリンAspi｢ｉｎ１錠は、紅

３００ミリグラムということになる。

園９



6０

ある薬１錠が何グラムなのか、何ミリグラムなのかを知ることが重要である場合が多い。

たとえば子どもの患者に、乳児用のアスピリンAspirinの代わりに大人用のアスピリンAspi｢ｉｎ

を使いたいとする。しかし、どのくらいの大きさのかけらを与えたらよいのだろうか。

そういう場合は、ラベルにある小さな文字

の印刷を読む。次のように書いてある。アス

ピリンAspi｢ｉｎ：アセチルサリチル酸Ｏ３ｇ
(アセチルサリチル酸＝アスピリン）

濁鮮坐慧燃郷
’００mg、謹聴ピﾘﾝ

ｇ＝＠
どちらもまったく等価である上、大人用アスピリンAspi｢ｉｎを分割するほうが安上がりである。

注意：薬は、ことに抗生物質は、幾通りかの違う重さと形のものが作られていることが多い。たと

えばテトラサイクリンTet｢acyclineは、三つも違った大きさのカプセルになっているだろう。

〔コニ)250m，①100m，①５０m，
薬は、指示された鼠だけ与えるように気をつけること。その薬に、何グラムまたは何ミリグラム

含まれているのかをチエックすることは、非常に重要である。

たとえば、テトラサイクリンTet｢acyclineの２５０ｍｇカプセル１個を１日４回用いる、とい

う指示があったとする。しかし､手元に５０ｍｇカプセルしかない場合は､５０ｍｇカプセル５個を、

１日４回（つまり１日に全部で２０カプセル）用いなければならない。

５０ｍｇ．＋５０ｍｇ．＋５０ｍｇ＋５０ｍｇ＋５０ｍｇ＝２５０ｍｇ

ＣＤ十①＋①＋ｑ｡＋の=Ｃエフ
ペニシリンPenicillinの計量

ペニシリンPeniciIIinは、ユニット（単位）という言い方で量を表すことが多い。

Ｕ＝ユニット１，６０ＱＯＯＯＵ＝１９または１，ＯＯＯｍｇ

ペニシリンPenicillinにはいろいろな形状（錠剤および注射）のものがあるが、多くの場合、１

回の投与量は、４０ＱＯＯＯＵである。

４００.ＯＯＯＵ＝２５０ｍｇ


