
■おう吐

おう吐を伴ったく胃障害＞になる人が多い。ことに子どもたちはよくそのようになる。たいて

いは何の原因も見当たらない。軽い胃または腸の痛み、あるいは発熱があるかもしれない。この

種の単純なおう吐は通常、重いものではなく、自然に治る。

繍
ジ

おう吐は、さまざまな異なる病気の症状のうちのひとつである。

軽い病気もあれば、きわめて重いものもあるので、患者を注意深

く診察することが重要である。おう吐は多くの場合、胃または腸

の中の病気からきている。感染（ｐｌ５３の下痢を参照)、腐った食

物による中毒（ｐｌ３５)、あるいはく急性腹症＞（たとえば虫垂炎

や何かが腸に詰まった場合、Ｐｇ４）などである。また、高熱やひ

どい痛みのある病気は何でもたいてい、おう吐をひき起こす。こ；
とに、マラリア（ｐｌ８６)、肝炎（ｐｌ７２)、扇桃腺炎（P､309)、

耳痛（p､309)、髄膜炎（p､185)、泌尿器系の感染（Ｐ234)、

胆のうの痛み（p､329)、偏頭痛（Ｐｌ６２）などである。

おう吐を伴う危険な症状一速やかに医療従事者の助けを求める！

●脱水が進行し、食い止めることができない場合(ｐｌ５２)。

●おう吐がひどく、２４時間以上続いている場合。

●猛烈なおう吐。ことに吐物が渡緑色または褐色で、大便のよう屯●猛烈なおう吐。ことに吐物が渡緑色または褐色で、大便のような臭いのある場合（腸閉塞の

症状、ＰＳ4)。

●腸に一定の痛みが常にある場合。ことに患者が排池できなかったり（便)、患者の腹に耳を

当てたときにごろごろいう音が聞こえなかったりする場合（p,９４の急性腹症：腸閉塞、虫

垂炎を参照)。

●血液のおう吐（p,１２８の潤傷、ｐ､328の肝硬変)。

これらの大部分は、錠剤、シロップ、注射、座薬（凪汚から押し込んで使うやわらかい錠剤）

の形になっている。錠剤やシロップも、紅門へ挿入することができる。錠剤は砕いて少囲の水に

溶かし、涜腸器または針をはずした注射器に入れて用いる。

薬を□から飲む場合は、ごく少湿の水とともに飲み込まなくてはならない。また、５分間は、

その他のものを何も飲んではならない。決して、指示された量よりたくさん与えてはならない。

脱水が改善されて、患者の排尿が始まるまでは、２度目の投与をしない。ひどいおう吐または下

痢のため、口または虹門からの投薬が不可能な場合は、おう吐止めの薬のひとつを注射する。プ

ロメタジンPromethazineが一番よく効くだろう。投与量が多すぎないように注意する。
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1【6秘

図頭痛と偏頭痛

単純な頭痛には､休息とアスピリンAspl『ｉｎが有効だろう。熱い湯に浸した布を首の後に当てて、

首と肩を静かにマッサージ（こすること）すると、楽になることも多い。他のいくつかの家庭恢法

も助けになるだろう。

熱の出る病気に頭痛はつきものである。頭痛がひどい場合は、髄膜炎の症状がないか、よく調べ

る（ｐｌ８５)。
単純な頭痛または神経性の頭痛には､近代医療
と同じくらい民間療法がよく効く場合がある。

ぶり返し続ける頭痛は、慢性の病気または

栄養失調の症状かもしれない。よく食べて、

充分に寝ることが大切である。それでも消え

ない頭痛の場合は、医学的助けを求める。

偏頭痛は、多くの場合、頭の片側だけがひ

どくずきずき痛む頭痛である。偏頭痛は、頻

繁に起こることも、何ヶ月も何年も間を間い

て紀こることもある。

典型的な偏頭痛が始まるときは、眼がかす

んだり、奇妙な光の点が見えたり、－方の手

または足がしびれたりする。その後、数時間

ないし数日間、ひどい頭痛が続く。しばしば

おう吐もある。偏頭痛は非常に痛い。しかし、

危険ではない。

メキシ

民間痕

偏頭痛を止めるには、最初の症状のときに、次のようにする

◇アスピリンAspi｢in２錠を､カップ１杯の濃いコーヒー

または濃い紅茶と共に飲む。

◇暗く、静かな場所で極になる。できるだけくつろぐ。

病気のことを言えないようにする。

◆特にひどい偏頭痛には、できればコデインCodeineまたは他の鎮静剤とともに、アスピリン

Aspirinを用いる｡あるいはカフェインCaffeIne入りのエルゴタミンErgotamine錠(カフェ

ルゴットＣａ庵ngDt､p､380)を飲む。最初は２錠、

その後は痛みがとれるまで、３０分毎に１錠飲むｃ

１日に６錠までしか飲まないこと。

誉告:カフェルゴットＣａ危ﾉ宮ﾛｵは、妊娠中は用いない。



図かぜとインフルエンザ

かぜとインフルエンザは一般的なウイルス感染で、鼻水、咳、咽頭

炎をひき起こし、時には発熱したり、関節が痛んだりすることがある。

軽い下痢が、ことに幼い子どもで、あるかもしれない。

かぜとインフルエンザはほとんど薬なしで治る。ペニシリン

Penicillin，テトラサイクリンTetracycIine，その他の抗生物質は用

いない。抗生物質はまったく無効である上、害を及ぼすこともある。

◆水をたくさん飲んで、充分休息する。

◆アスピリンAspi｢iｎ（p､379)またはアセトアミノフェン

Acetaminophen（p､380)は､低めの発熱に有効で､体の痛みや

頭痛を和らげる｡もっと高価なく風邪薬＞も､効果はアスピリン

Aspi｢in程度である｡照駄なものに浪賀することはない。

甲Z正字１‐
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◆特別な食事療法は必要ない｡しかし､くだもののジュース､ことにオレンジジュースやレモネー

ドは役に立つ。

かぜに伴う咳と鼻づまりの手当てについては、次からのページを参照。

醗告：単純なかぜの子どもに、抗生物質または注射は一切投与しないこと。それらは無効である上

に、有害である。かぜの症状が、ポリオウイルスによってひき起こされていることが時々ある。そ

のような子どもに注射をすると、ポリオによる麻痩がもたらされるかもしれない（p､３１４を参照)。

かぜまたはインフルエンザが1週間以上長引く場合、あるいは患者に発熱があって、咳とともに

多型の擁（腿混じりの粘液）を出す場合、また浅く早い息巡いまたは胸痛がある場合は、気管支炎

または肺炎に進行しているかもしれない（ｐ１７０．ｐｌ７１を参照)。抗生物質が必要になる。か

ぜが肺炎に移行する危険は、慢性気管支炎のような肺の病気のある老人や、あまり動けない人で、

いっそう大きい。

咽頭炎は多くの場合、かぜの一部である。特別な薬はまったく不要だが、温湯でうがいするのは

役に立つ。ただ、咽頭炎が突然始まり、高熱が出る場合は、連鎖球菌咽喉炎かもしれない。特別な

手当てが必要である（P､309を参照)。

かぜの予防：

◆睡眠を充分にとり、よく食べることが、かぜの予防に役立つ。ビタミンCを含むオレンジ、

トマト、その他のくだものを食べることも有効である。

◆民間で信じられているのとは違って、かぜは寒さと湿気からくるのではない（もちろん、非

常に寒かったり、湿気に当たったり、疲れたりすれば、かぜが悪化する可能性はある)。かぜ

は、感染している人がくしゃみをして、ウイルスを空気中にまき散らすなどして、他人から

くうつされる＞のである。

◆かぜを他の人にうつさないために、病人は他の人と別に食事をし、別に寝なければならない。

幼い乳児からは遠く離れているように、特別の注意を払う。患者は咳やくしゃみをするとき

に、風と口を掴わなければならない。

◆かぜから耳痛（p､309）に移行するのを予防するには、風をかむのをやめ、ふき取るだけに

する。子どもたちにも、このようにするよう教える。
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1６４

■鼻づまりとみずつばな

鼻づまりとみずつぱなは、かぜまたはアレルギー（次ページを参照）が原因だろう。鼠の中に

粘液がたくさんあると、子どもの場合は耳の感染、大人の場合は副嵐腔炎を起こすかもしれない。

話自存った録をすっきりさせるには、次のようにする：

1．小さな子どもの場合は、図のように、吸引球

または針をはずした注射器を用いて、鼻の中

から粘液を注意深く吸引する。
f乏靴』

ａ年長の子どもと大人の場合は、手のひらに食塩水を少

しとり､鼠でかぐようにして吸い上げる。こうすると、

粘液がゆるくなる。

３．ｐ､１６８で説明するように、熱い水蒸気を吸入すると、詰まった騨が通る。

４．みずつばなや詰まっているはなをかまないでふきとる。はなをかむと、耳痛や副鼻腔の感染

につながるかもしれない。

５．風邪をひいた後に、よく耳痛または副鼻腔炎になる人は、フエニレフリンPhenylephrine

（p､384）のようなうっ血除去点騨薬を用いることによって、これらの病気を予防できる。あ

るいはエフエドリンEphedrine錠（ｐ３８５を参照）で、点鼻薬を作る。少璽の食塩水を吸

い込んだ後、図のように、数滴、鼻の中に入れる。

頭を横に向け､下側の鼻の

穴に2-3滴入れる。

２，３分間まって､反対側も

同じようにする。

誉告:うっ血除去点鼻薬は、１日に３回まで、

３日間までしか用いない。

うっ血除去シロップ（フェニレフリンPhenyIephrineまたは類似のものを含んでいる）も役に

立つだろう。

鼻と副鼻腔の感染を防ぐこと－鼻汁はかまずにふくだけにする。

’



■副鼻腔の病気（副鼻腔炎）

副風腔は鼻に向かって開いている骨の空洞で､副鼻腔炎は､副鼻腔の急性または慢性の（長期の）

炎症である。通常、患者が耳またはのどの感染を起こした後、あるいはひどい風邪の後に起こる。

症渉f：

●図のように顔の眼の上下が痛む。（骨の真上を軽くたたい

たり、身をかがめたりすると、いっそう痛む｡）

●風の中に濃い粘液または畷がある。多分、悪臭がする。

鼻はよく詰まる。

●発熱（時々)。

●歯がどこかしら痛む。

、ー７
鍾雲==１

票当て：

◆水をたくさん飲む。

◆少鼠の食塩水を周の中に吸い込んだり（ｐｌ６４を参照)、熱い水蒸気を吸入したりして、風

の通りをよくする（ｐｌ６８を参照)。

◆顔に温湿布をする。

◆フエニレフリンPhenyleph｢ine（ネオシネフリンノVBo-SW7aphhine､ｐ384）のようなうっ

血除去点風薬を用いる。

◆テトラサイクリンTet｢acycline（pS56)、アンピシリンAmpicillin（p353)、またはペ

ニシリンPeniciIIin（p､３５１）のような抗生物質を用いる。

◆患者がよくなっていかない場合は、医学的助けを求める。

張防：

風邪をひいて風が詰まった場合は､風をいつも通しておくようにする｡ｐ,１６４のやりかたに従う。

■花粉症（アレルギー性鼻炎）

呼吸をして吸い込むとアレルギー反応を起こすようなものが

空気中にあると、みずつばなと眼のかゆみが起こる可能性があ

る（次ページを参照)。１年のある時期に特にひどいという場

合が多い。

与E当て：

クロルフエニラミンChlorpheni｢aｍｉｎｅ（ｐ387）のよ

うな抗ヒスタミン薬を用いる。乗り物酔いのために売られ

ているジメンヒドリネートDimenhydnnate（バラマミン

ロノ召ｍａｍｊｈｅ、Ｐ､３８７）も効く。

予防ノ

この反応を引き起こしている原因（たとえば、ほこり、鳥の

羽、花粉、かび）を見つけて、避けるようにする。
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■アレルギー反応

アレルギーは、何かの物質を

●吸入したり

●食べたり

●注射したり

●皮膚で触れたり

したときに、その物質に対して敏感な人、つまりアレルギーのある人にだけ影響の出る障害や

反応である。

アレルギー反応には、軽いものと非常に重いものとがある。

●かゆい発疹、固い斑紋、頚附ﾇ疹（ｐ203)。

●みずつぱなおよび眼のかゆみ、またはひりひり感（花粉症、ｐｌ６５)。

●のどの過敏症、呼吸困難、または瑞息（次ページを参照)。

●アレルギー性ショック（ｐ70)。

●下痢（ミルクに対してアレルギーのある子ども。下痢の原因としては珍しい、ｐ､156)。

アレルギーは感染ではない。人から人へうつる可能性はない。しかし、両親がアレルギーだと、

子どももアレルギーになる傾向がある。

多くの場合、アレルギー患者はある季節に、あるいはアレルギーを起こす物質に触れたときに、

特に苦しめられる。アレルギー反応の一般的な原因には、次のものがある。

パンヤまたは羽毛の枕ほこりある菰の花と草の花粉ニワトリの羽

特別な食品､ことに､魚､エビ、

カニ、ビールなど

またはウマ血澗の注射（p､７０を参照）ネコ、その他の動物の毛

鍔 グヅ
で~、し′

ﾉ恥：

グ
ー
Ｐ かび臭い毛布

衣類

や
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■瑞息

瑞息の患者は､呼吸困難の発作に見舞われる｡しゅうしゅ

ういう音や､ぜいぜいいう音があるかどうか､ことに息を吐

くときに､よく聴く｡息を吸うときは､鎖骨の後の皮膚と､肋

骨の間の皮膚が､空気を取り入れようとして､引っ込むだろ

う｡充分な空気を取り入れることができないと､患者の爪と

唇は青く変わり､首の静脈が膨れる｡通常､発熱はない。

瑞息は子どものころに始まり､一生の病気になる場合が少

なくない｡伝染性ではないが､身内に瑞息の人がいる子ども

鐙

息をするために上半身を起こしている

には､かなり生じやすい｡一般に、１年のうちの特定の月間､または夜間に悪化する｡何年間も瑞息だっ

た人は､肺気腫が進んでいるかもしれない(ｐｌ７０を参照)。

瑞息の発作は､その患者がアレルギーを起こす物質を食べたり､吸い込んだりすることによって

起こる(p,166を参照)｡子どもでは､風邪がきっかけで端息になることがよくある｡人によっては、

神経過敏や心配も端息発作の引き金の一部になる｡瑞息はタバコやかまどの煙､野焼きの煙､車やト

ラックの排気ガスのような汚い空気(汚染された空気)によっても起こる。

美当て：

◆家の中にいて瑞息が悪化していくときは､空気の非常にきれいな戸外に出ること｡落ち着いて、

患者にやさしくする｡患者を安心させる。

◆水分をたくさん与える｡粘液がゆるみ､呼吸しやすくなる｡水蒸気の吸入も役に立つ(p､１６８を

参照)。

◆発作には､必要なときに何回でもサルブタモルSalbutamol（アルブテロールAlbute｢o１．

ｐ385参照)吸入器で治療する｡これはできるだけ深く息を吸い込みたいときのスプレー薬で

ある。

◆頻繁な発作､または歩行中や軽い運動の際に息切れを起こす瑞息には、抑制するための吸入剤

（ベクロメタゾンBeclomethasonep385参照)も使用

する｡抑制剤を用いることで､発作を防ぎ､金も節約し､緊急

の発作対応から解放される｡<スベーサー>の付いた吸入器

を用いるとより多くの薬剤を肺にとりこむことができる。

◆サルブタモルが手元にない緊急事態では､エプネフリン

Epineph｢ine（アドレナリンAd｢enalin.ｐ､386参照)を

皮下注射してもよい。

スペーサー

の作り方は

ｐ,385を参
照のこと

◆患者に熱があるか､または発作が３日以上続いている場合は､アモキシシリンAmoxicillin

（p､354)またはエリスロマイシンEryth｢omycin（Ｐ355)を与える。

◆まれに､回虫が端息を引き起こす場合がある｡瑞息を起こし始めた子どもに回虫が寄生してい

ると疑われる場合には､メベンダゾールMebendazole（p､374)を与えてみる。

◆患者が回復しない場合は､医癒従願者の助けを求める。

謁防：

瑞息の人は､発作を引き起こすものを食べたり､吸い込んだりしないようにすべきである｡住居あ

るいは仕事場は､清潔に保っておかなければならない｡ニワトリその他の動物は外で飼育する｡寝具

は戸外で日光に当てる｡戸外で寝ることが有効な場合もある｡粘液が固くならないように､毎日少な

くともグラス8杯の水を飲む｡瑞息の患者は､空気がもっときれいな別の地方に引っ越すと､よくな

るかもしれない。

端息の人はタバコを吸ってはいけない。喫煙は肺をいっそう痛める。
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■咳

咳そのものが何かの病気というわけではない。しかし、のど、肺、または気萱支（肺へ通じる気

道の網状組織）を冒すたくさんの違った病気の症状である。以下に、異なった種類の咳を引き起こ

す、いくつかの病気を示す。

疲を少量または伴わない空咳：

かぜまたはインフルエンザ

(p,163）

寄生虫 一肺 を通 過するとき

(p,140）

はしか（p､311）

喫煙者の咳（喫煙、ｐ､149）

慢性または絶え間ない咳：

結核（p､179）

多凪または少量の痕を伴う咳：

気管支炎（p､170）

肺炎（p､171）

端息（ｐｌ６７）

喫煙者の咳、ことに朝の起床時

(p､149）

血液を吐き出す咳：

結核（p,179）

ぜいぜいいう音､ひゅうひゅうぃ

う音､および呼吸困難を伴う咳：

端息（p､167）

百日咳（p,313）

ジフテリア（p,313）

心臓病（p,325）

のどに何かが詰まったとき

(p､79）

喫煙者または炭鉱労働者の咳（p,149） 肺炎（黄色、緑色、または血痕のついた疲、ｐ,171）

端息（発作の繰り返し、ｐ､167） ひどい寄生虫感染（p､140）

慢性気管支炎（p,170） 肺またはのどのがん（p,149）

肺気脳（p､170）

咳をすることで、体は呼吸器系をきれいにし、のどや肺から癌（膿混じりの粘液）と病原菌を追

い出す。だから、咳をして癌が出るときは、咳を止めようとして、薬を使ってはならない。その代

わりに、痕をゆるめて出やすくする方法をとる。

咳のうE当て：

ｌ粘液をゆるめたり、あらゆる型の咳を軽くしたりするには、水をたくさん飲む。これがどんな

薬よりもよく効く。

また、熱い水蒸気を吸入する。椅子に腰掛け、足元に熱湯を

入れたバケツを置く。シーツを頭からかぶってバケツをおおい、

上ってくる蒸気をとらえる｡この蒸気を､１５分間､深く吸い込む。

１日に数回繰り返す。ハッカやユーカリの葉、またはウエポラッ

ブI/apombを加えるのが好きな人もあるが、熱湯だけで充分有

効である。

注意：患者が瑞息の場合は、ユーカリの葉やヴェポラッブ

レapoﾉＵｂは用いない。いっそう悪くなる。

脚



2．あらゆる種類の咳、ことに空咳には、次に示す咳止めシロップを与える。

蜂磁１ レモンジュース１

繊 ＋

１
６㎡）

２－３時間ごとに、小さじ１杯飲む。

鰐告：１歳未満の乳児には蜂蜜を与えない。蜂蜜の代わりに砂糖を用いてシロップを作る。

3．眠れないほどひどい空咳には、コデインCodeine入りのシロップを用いる（p､384)。アス

ピリンAspi｢ｉｎ錠をコデインCodeineと併用（あるいはアスピリンAspi｢ｉｎだけ）しても効

果がある。痕が多い場合または、ぜいぜいいうときは、コデインCodeineは用いない。

４．ぜいぜいいう咳（苦しくて、音の出る咳）は、瑞息（Ｐｌ６７)、慢性気管支炎（p､170)、心

臓病（p,３２５）の項を参照。

5．咳を起こしている原因の病気を見つけるようにし、その病気の手当てをする。咳が長く続いて

いたり、血液や職や悪臭のする痕が混じっていたり、患者の体重が減っていったり、呼吸困難

がずっと続いていたりする場合は、保健ワーカーに見せる。

6．どの型の咳にしろ、咳のある人は、タバコを吸ってはいけない。喫煙は肺をいためる。

咳を防ぐためには、タバコを吸わない。

咳を治し､咳の原因となる病気の手当てをするためには､やはり､タバコを吸わない。

咳を鎮め、痩をゆるめるためには、水をたくさん飲む。そして、タバコを吸わない。

肺からの粘液の排出方法（体位排膿法）

ひどい咳をしている人が高齢者であったり、虚弱で

あったりして、胸の中の粘っこい粘液や渓を吐き出す

ことができないときは、水をたくさん飲むのが有効で

ある。さらに次のようにする。

◆まず､熱い水蒸気を吸入させて､粘液をゆるめる。

◆次に、手をすぼめて患者の背中を軽くたたく。

こうすると、粘液が出やすくなる。

1６９
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国気管支炎

気管支炎は、気管支つまり空気を肺に送る管の感染である。音のひどい咳があり、多くの場合、

粘液または篠を伴う。気管支炎は、通常、ウイルスによって引き起こされるから、抗生物質は原

則として効かない。抗生物質は、気管支炎が１週間以上続いていて、よくなっていかない場合や、

患者が肺炎(次ページを参照)の症状を見せている場合や､あるいはすでに慢性の肺の病気|こかかつ

ている場合にだけ用いる。

慢性気管支炎

j伝汐f：

●咳が何ヶ月も何年も続き、粘液を伴っている。咳は悪化する

ことがあり、発熱もあるだろう。この種の咳があって、結核

や瑞息のような他の慢性病ではない人は、おそらく'慢性気管

支炎である。

●慢性気管支炎は、極端な愛煙家の老人によく起こる。

榊型胸

●慢性気管支炎は､肺気腫に移行する可能性がある。肺気腫は、

肺の微小な気泡がつぶれる、非常に重い、不治の病気である。

肺気腫の患者は、ことに動くときに呼吸するのがつらく、胸

はく櫛のように＞大きくなる。ｌＬか、ｰＩＴｚ－ＬＦ＝ＬＪ，一０－戸〆、廷と、Ｐｕ，｡Ｊ⑨

肺気剛は、慢性端息、慢性

気笹支炎、あるいは喫煙に

よって起こる。
美当て:

◆喫煙をやめる。

◆抗瑞息薬を、エフェドリンEphed｢ineまたはテオフイリンTheophyllineと一緒に飲む

（p,385)。

◇慢性気管支炎の患者は、発熱を伴うかぜまたはくインフルエンザ＞にかかったときはいつで

も、アンビシリンAmpicillinまたはテトラサイクリンTetracyclineを用いなければならな

い、

｡粘っこい痕を咳と共に吐き出すことのできない患者の場合は、熱い水蒸気を吸入させてから

（ｐｌ６Ｂ)、体位排膿法（p,１６９を参照）で排出するのを手伝ってあげる。

『

'慢性的な咳がある場合（あるいはそれ

を防ぎたいと思う場合）は

タバコを吸わない！



図肺炎

肺炎は肺の急姓感染である。はしか、百日咳、インフルエンザ、気管支炎、瑞息といった呼吸器

病、また乳児や高齢者では、何か重い病気にかかった後によくおこる。ＡＩＤＳの患者でも肺炎が進

行する。

肺 与繊

症'f：

●突然寒気がして、次に高熱が出る。

●呼吸は、浅く速く、小さなブツブツ音、

または時にゼイゼイあえぐ。鼻孔は呼吸

と共に広がる。

●発熱（時に、新生児および老人または非

常に虚弱な人で、微熱または熱の出ない

肺炎のことがある)。

●咳（しばしば、黄色、緑色、さび色、ま

たはわずかに血液の混じった粘液を伴

う)。

●胸の痛み（ときどき)。

●患者は非常に容態が悪い。

●しばしば顔面へルペスが顔または唇に現

れる（p232)。

非常に容態が悪く、１分間に５０回以上の浅

い呼吸をしている子どもは、おそらく肺炎にか

かっている。

（呼吸が速くて深い場合は、脱水ｐｌ５１また，

あるかどうかよく調べる｡）

または過呼吸ｐ２４が

函

与昌当てJ

◆肺炎の場合、抗生物質を用いて手当てをするかどうかが、生死を分ける可能性がある。ペニ

シリンPenicillin（ｐＳ５１)、コトリモキサゾールＣＯ､trimoxazole（p､358)、または工リ

スロマイシンErythromycin（ｐ355）を与える。重症の場合は、プロカインペニシリン

Ｐ｢ocainepeniciIIin（ｐ３５３）を注射する。大人には、４０万ユニット（250ｍｇ)、１日２

－３回。あるいはアモキシシリンAmoxicilIinを、１日４回、経口投与する（ｐ353)。小

さな子どもには、大人の１/４－１／２の分量を与える。６歳未満の子どもには、通常、アモ

キシシリンAmoxicilIinが一番よい。

◆熱を下げ、痛みを和らげるためには、アスピリンAspirin（p３７９）またはアセトアミノフエ

ンAcetaminophen（p’380）を与える。

◆水分をたくさん与える｡患者が食べられない場合は､流動食または経口補水液を与える(p､１５２

を参照)。

◆水をたくさん飲ませ、熱い水蒸気の吸入をさせて、咳を和らげ、粘液をゆるくする（ｐｌ６８

を参照)。体位排服法も有効だろう（ｐｌ６ｇを参照)。

◆患者がぜいぜいいう場合は、抗瑞息薬をテオフィリンTheophyIIineまたはエフエドリン

Ephed｢ineと共に用いてもよいだろう。
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■肝炎

肝炎は､通常はウイルスによって､またはバクテリア､アルコール､薬害によって引き起こされる肝

臓の炎症である｡肝炎には主な３つの種類があり(A，Ｂ、Ｃ型)病気の徴候があろうとなかろうと､症

状が消えたあとでさえ､人から人へ伝染する｡いくつかの地域では､肝炎をく熱病＞(Ｐ２６を参照)と

呼んでいるが､多くの場合､肝炎では体温の上昇はほとんどないか､まったくない。Ａ型、Ｂ型肝炎の
患者は、２－３週間容態が悪くなることが多く、１－４ケ月衰弱し､通常､その後回復する。

Ａ型肝炎は、通常、小さな子どもでは軽く、高齢者や妊娠中の女性ではかなり重くなる。Ｂ型肝

炎はより璽傷で、慢性的に肝臓を傷つけ（肝硬変)、肝がん、死へとつながりうる。Ｃ型肝炎もま

たきわめて危険で、一生の肝臓感染になりうる。Ｃ型肝炎はＨＩＶ/ＡｌＤＳの人の主たる死因である。

i症抄f：
凸

．疲れる。食事または喫煙の

愈欲がなくなる。何も食べ

ずに数日間過ごすことがし

ばしばある。

・右側の、肝臓付近がときど

き痛む。筋肉や関節がとき

どき痛む。

弓E当て：

・発熱があるかもしれない。

・数日後、眼が黄色に変わる。

・食物を見たり､においをかいだり

すると､おう吐する。

・尿はコカコーラの色に変わり、
大便は白っぽくなる。または下

痢をする。

◆抗生物質は肝炎には効かない。実際、いくつかの薬は、痛んだ肝臓をさらに傷める。蕊は用

いないこと。

◆病人は休息し、水分をたくさんとらなければならない。ほとんどの食物を拒む場合は、オレ

ンジジュース、パパイヤ、その他のくだものを与え、肉汁または野菜スープを加える。こう

するとビタミンがとりやすくなる。おう吐を抑える（ｐｌ６１を参照)。

◆患者が食べられるときは、バランスのとれた食事をさせる。野菜とくだものがよく、いくら

かのたんぱく質を添える（p,１１０およびｐｌｌｌ)。しかし､たんぱく質（肉､卵､魚など）は、

たくさんは与えない。痛んだ肝臓を働かせすぎてしまうからである。ラードおよび脂肪分の

多い食品は避ける。少なくとも６ヶ月間は、アルコールは一切飲まない。

予防：

◆小さな子どもは、病気の症状が何もないのに、肝炎になっていることがよくある。このよう

な患者でも、病気を他人にうつす。家族全員が、清潔についての指針の全項目に、充分注意

し従うことが、非常に重要である（ｐｌ３３－Ｐ,１３９を参照)。

◆Ａ型肝炎ウイルスは、ある人の大便から他の人の□へ、汚染された水や食物を介して移る。

ほかの人が発病するのを防ぐには、患者の大便を埋める。患者、家族、世話をしている人は

清潔を保ち、頻繁に手を洗うようにしなければならない。

◆Ｂ型、Ｃ型肝炎は、セックス、殺菌されていない針による注射、感染した血液による輸血、

出産時に母から子へ､などにより人から人へ感染しうる｡他人に移さないための方法としては、

以下のとおり。セックス中はコンドームをつける（ｐ290)。ｐ､４０１のＡＩＤＳ予防の提案に

従う。注射器と針は使う前に必ず加熱する（ｐ７４参照)。

◆Ａ型とＢ型肝炎のワクチンはあるが、高価であったり、どこでも手に入るわけではなかった

りする。Ｂ型肝炎は危険であり治療法がないから、もしワクチンが入手できるなら、すべて

の子どもに接種すべきである。

野告：滅菌してない注射針を使って注射をすると、肝炎になる恐れがある：注射針と注射器は、使

用するときは毎回必ず煮沸する（P,７４を参照)。



■関節炎：（炎症を起こして、痛い関節）

ほとんどの慢性的な関節の痛み、つまり関節炎は、高齢者の場合、完全には治らない。しかし、

次のようにすると、いくらか楽になる。

◆休ませる。できれば、痛む関節に負担がかかるようなきつい仕事や、激しい運動を避ける。

関節炎のためにいくらか熱がある場合は、日中仮眠をとると効き目がある。

◆熱い湯につけた布を、痛む関節にのせる（p,１９５を参照)。

◆アスピリンAspirinは痛みを和らげる。関節炎のための投与型は、他の痛みの鎖静より多く

なる｡大人は１日に４－６回､毎回３錠飲まなければならない｡耳鴫りが始まる場合は減らす。

アスピリンAspirinによって胃が悪くなるのを避けるために、必ず食物または大きなグラス

１杯の水とともに用いる。胃痛が続く場合は、アスピリンAspi｢ｉｎを食物と多璽の水ととも

に飲むだけではなく、マーロックスMaaloxやグルシルＧｅ畑s"のような制酸薬をひとさじ

一緒に飲む。

◆痛む関節の動きの範囲が狭くならないように保ったり、広くした

りするために、簡単な運動をすることが重要である。

関節がひとつだけ腫れて､熱く感じる場合､ことに発熱がある場合は、

感染しているかもしれない。ペニシリンPeniciIIin（ｐ351）のよう

な抗生物質を用いて、できれば保健ワーカーに見せる。

若者や子どもの関節の痛みは、リウマチ熱（ｐ３１０）または結核

(ｐｌ７９）のような、他の重い病気の症状かもしれない。関節痛につい

てより詳しくは､鰯雷のある村の子どもたち､第１５章､第１６章を参照。

図背部痛

背部痛にはたくさんの原因がある。ここにそのいくつかを示す

咳と体皿減少を伴う上部の慢性

的な背部痛は、肺結核かもしれ

ない（p､179)。

Ili

子どもの背中中央部

の痛みは、ことに背

骨にこぶまたは塊が

ある埋合、脊椎の結

核かもしれない。

亜いものを持ち上げたり､引っ張った

りした後に､背中の下部の痛みが悪化

する堀合は､筋迎いかもしれない。

物を持ち上げたりひねったりしたと

きにまず初めに突然来る背中の下部

のひどい痛みは､椎間板ヘルニアかも

しれない。

ことに､一方の脚または足に痛みまた

はしびれがきて.力がなくなる場合は、

神経が圧迫されている可能性がある。

毒瀞執
上部右の背部痛は、胆のうの病気から来

ているかもしれない（p､329)。

この部分の急性（または慢性)の痛みは、

泌尿器系の病気かもしれない（p,234)。

月経または妊娠中の女性は、背中下部が

痛むことがあるが、正常なものである

(p､248)。

背中の非常に下のほうの痛みは､子宮また

は卵巣または直脇の病気から来ているこ

とがある。
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背郡嬬の美当てと予防：

◆背中の痛みに、結核、泌尿器感染、または胆のうの病気のような原因がある場合は、その原

因の手当てをする。難しい病気の疑いがある場合は、医学的助けを求める。

◆妊娠によるものを含めて、単純な背部痛は多くの場合、次のようにすると予防または軽減で

きる。

背中を前後左右に

まげる通勤（非常

にゆっくり）

いつもまつすぐに立つ。 このような固くて平らな埋所

で寝る。

蚕'ジー
Ｉ＃こうでは

◆アスピリンAspi｢ｉｎと温湿布(Ｐｌ９５)は､ほとんどの種類の背部痛をやわらげるのに役立つ。

◆体をねじったり、物を持ち上げたり、曲げたり伸ばしたりしたために、背中の下のほうが突

然ひどく痛んだ場合は、下の図のようにすると、すぐによくなることもある。

鍾勢為二壱三速力/だ

◆持ち上げたりひねったりしたことから来る背中の痛みが突然で、うつむくとひどい切り傷の

ような痛みを伴う場合、あるいはその痛みが脚にも走る場合、あるいは足がしびれたり力が

中
０

も
ａ
ｐ

Ｑ
一
吉

Ｉ

数日以内に痛みがとれてこない場合は、医学

1７４

なくなったりする場合は、重症である。背中

からきている神経が、ずれた椎間板（背骨の

間にあるパッド）によって、＜はさみつぶさ

れて＞いるだろう。数日間、平らに、仰向け

に休むのが最もよい。何か安定する物を、膝

と背中の中央の下に入れると楽になる。

◆アスピリンAspi｢ｉｎを飲んで、温湿布をする。

的助言を求める。

注意：背中の痛みが、落下または怪我のせいである場合は、このようにはしない。

やさしく、かつ一定の力をい

れて、こちらのひざを、背中

がねじれるように押す。

次に、こちらの屑をつかんで

おしさげ、
患者をねかせ、一

方のひざの下にも

う一方の足をはさ

んでもらう。

片側で行ったら、つぎに反対

側で同じことを行う。



■静脈痛（下肢）

静脈癌は、腫れたり、ねじれたり、しばしば痛んだりする静脈である。多くは、高齢者や妊婦、

または子どものたくさんいる女性の脚に見られる。

弓目当て：

。甥臣、戸Ｈ１静脈癌に対する薬はない。しかし、次のよう

となる。

◆長時間立ち続けていたり、足を下げて腰掛

てはけない。どうしても長時間座っていた

りせざるを得ない場合は、３０分ごとに数

くして（心臓より上）横になる。立ってい

の場で足踏みしてみる。あるいは、繰り返

てかかとを上げたり下ろしたりする。また、

足を（枕の上などに）上げる。

◆静脈をおさえるために、伸縮性のストッキ

ト型）または伸縮性の包帯を用いる。夜は』

◆静脈をおさえるために、伸縮性のストッキング（サポー

ト型）または伸縮性の包帯を用いる。夜は必ず外す。

◆この方法で静脈に気をつけていれば､慢性的な癌痛や､足首の繍砺衝は防げるだろう(p２１３)。

圃痔（ヘモロイド）

痔すなわちヘモロイドは、紅門または直腸の静脈掴で、小さな塊または球のように感じられる。

痛むが危険ではない。妊娠中にはよく現れるが、後に消える。

◆ある種の苦い植物の汁（ヨーロッバハルニレ、サボテンなど）を痔の上に叩きつけて塗ると、

小さくする効果がある。そうなったら、痔W８９用坐薬を用いる（p,392)。

◆温かい湯に座浴すると、痔が治りやすくなる。

◆痔の原因の一部には便秘があるかもしれない。たくさんのくだもの、繊維質を多く含んだ

キャッサバやフスマのような食品をたくさん食べるの

が有効である。

◆非常に大きな痔は、外科手術が必要である。医療者の

助自を得る。

痔が出血し始める場合には、清潔な布を直接痔の上に当

てて押さえると、血がとまることが多い。それでも出血が

止まらない場合は、医療従事者の助言を求める。あるいは、

膨れた静脈の中にある血液の塊を除去することによって、

出血を止めてみる。ピンセットを煮沸消毒してから用いる

とよい。

注意：痔を切り出そうとしてはいけない。患者が出血で死

ぬ恐れがある。

1７５



1７６

■足および体の他の部位のむくみ

足のむくみは､軽い病気から重い病気まで､きわめて多数の異なる病気によって起こる。しかし、

顔あるいは体の他の部位も腫れている場合は、通常、重い病気の症状である。

女性の足は、妊娠の終わりの３ヶ月間にむくむことがある。これは、通常、重いものではない。

これは、胎児の体重が､足からきている静脈を圧して、血液がいくらか流れにくくなるためである。

とはいえ、この女性の手や顔もむくんだり、めまいがしたり、視力に問題が起きたり、尿があまり

出なかったりする場合は､中毒､すなわち姪娠ｑｂ壌症にかかっているかもしれない(p､249を参照)。

急いで医療従事者の助けを求める。

長時間座ったまま、あるいは立ったままで過ごす高齢者は、循環不良のために、足がよくむくむ。

しかし､高齢者の足のむくみは､心臓病（ｐ325）または､あまり普通ではないが腎臓病（p234）

のせいであることもある。

小さな子どもの足のむくみは、貧血（ｐｌ２４）または栄養失調（ｐｌＯ７）が原因かもしれない。

重症の場合は、顔と手も腫れてくる（クワシオルコル、ｐｌｌ３を参照)。

美当てｆ

むくみを引かせるには、その原因になっている病気の手当てをする。食物の塩分をひかえるか、

あるいは無塩にする。排尿を助ける薬草茶も、通常､役に立つ（トウモロコシの毛､ｐ１２を参照)。

また、次のようにする。

足が腫れているときには：

悪 で ． 長 時 間 開

農

総 羅麟
テ寺iii

鍵



■ヘルニア（脱腸）

ヘルニアは､腹腔を潤っている筋肉にできた､穴または裂け目である。これができると､腸のルー

プが押し込まれて、皮膚の下でかたまりになる。ヘルニアは、通常、何か重いものを持ち上げたり、

いきんだり（出産時のように）すると起こる。ヘルニアの状態で生まれる乳児もある（ｐ３１７を

参照)。男性では、鼠径部のヘルニアが一般的である。リンパ節の腫れも（pBB）鼠径部に突出部

をつくる。しかし、

こうすると指で感じる

ヘルニアは通常この部分。ことができる。Ｉ，､ジパ縮'十堀誉ァ、郵今リンパ節は通常この部分。

'｡，
、蝶‘

INI
ヘルニアの予防方法：

重いものはこのよう

に持ち上げる。

＃

咳をすると（または物を持ち上げる

と）さらに大きくなる。

このように

してはいけない。

ヘルニア患音の生活方法：

◆重いものを持ち上げない。

◆ヘルニアがとび出さないように、ヘルニア帯を作る。

簡単なヘルニア帯の案：

ここに小さな

クッションをつ

ける。 鼠径

綿
咳をしても大きくならない。

注意：ヘルニアが突然大きくなったり、痛くなったりした場合は、足を頭より高くして横になり、

静かに突出部を押さえて引っ込ませる。引っ込まない場合は、医療従事者の助けを求める。

ヘルニアが非常に痛くなり、おう吐を引き起こす場合、そして患者に便通がない場合は、非常に

危険である。外科手術が必要かもしれない。急いで医療従頚者の助けを求める。その間に、虫垂炎

の場合と同じ手当てをする（pg5)。

1７７



1７８

■発作（ひきつけ、けいれん）
けいれん

突然意識を失って、奇妙な、びくびくしたｍｊき（全身痩騒）をする人を、発作を起こしたという。

発作は、脳の病気からくる。小さな子どもの場合、発作の一般的な原因は、高熱またはひどい脱水

である。重病人の場合は、髄膜炎、脳のマラリア、あるいは中毒が原因だろう。よく発作を起こす

人は、てんかんかもしれない。

◆発作の原因を理解して、できればそのための手当てをする。

◆子どもが高熱の場合は、ただちに冷水で熱を下げる（p､７６を参照)。

◆子どもが脱水状態の場合は､経口補水液をゆっくり涜腸する｡医療従事者の助けを求めにやる。

発作の間、□からは何も与えてはならない。

◆髄膜炎の症状（ｐｌＢ５）がある場合は､ただちに手当てを開始し､医療従事者の助けを求める。

◆大脳マラリアの疑いがあるときは、マラリアの薬を注射する（ｐ３６７を参照)。

てんかん

てんかんは、その他の点ではまったく健康に見える人に、発作が起こる病気である。発作は、数

時間、数日、数週間あるいは数ヶ月の間をおいてやってくるかもしれない。人によっては、発作で

意識を失って、激しい動きをすることもあり、しきりに眼を後に回転させる。軽い型のてんかんで

は、患者は突然、－瞬く意識を失った＞状態になり、奇妙な動き、またはおかしな行動をとる。て

んかんは、起こりやすい家系がある（週伝性)。あるいは、出生時に脳に障害を負ったり、子ども

のときに高熱が出たり、あるいは脳の中にサナダムシの包漫があっても、起こる（ｐｌ４３)。てん

かんは感染ではないからくうつらない＞・多くの場合、一生の病気となる。とはいえ、乳児がこれ

を克服することもある。

てんかん発作を謁防する薬：

留意点：これらの薬はてんかんをく治す＞ものではない。発作の予防に役立てるものである。多く

の場合、薬は生涯にわたって飲み続けなければならない。

◆フェノバルビダルphenoba｢bitalはしばしばてんかんを抑える。安価な薬である（p,389

を参照)。

◆フェニトインPhenytoinは、フェノバルビダルPhenoba｢bitaIが効かない場合に有効だろ

う。発作を予防しうる最少堅を用いる（ｐ３ｇＯを参照)。

患者が発作を起こしている最中：

◆患者が自分で自分を傷つけることのないよう

に気をつける。硬いもの、とがったものは、

すべて遠ざける。

◆発作を起こしているときは、患者が舌をかま

ないよう、食物、飲み物、薬その他、口には

何も入れない。

◆発作の後、患者はぐったりして、眠そうにす

る。眠らせてあげる。

◆発作が１５分以上続く場合には、液体の

鰯 ､

侭（，
后

彫鎚iiiYiI

ジアゼパムDiazepamを針を外した注射器を使って紅門に注入する。投与鼠については

ｐ３９０を参照。フエノバルビダルPhenoba｢bitaI、フエニトインPhenytoin、ジアゼパム

Diazepamを筋肉注射してはいけない。少ししか経験がない場合、これらの薬を注射するの

はとても危険である。静脈に注射できる経験者のみが、これらの薬を注射すべきである。

発作についての詳細は、鱈害のある〃の子どもたち、第２９章を参照。



CＨＡＦＩＥＲ

医学的に特別な注意を要する重い病気
で４

この章で述べる病気は、多くの場合、医療従事者の助けなしに治すことが困難または不可能であ

る。多くの病気が、農村では手に入れることの難しい特別な医薬品を必要とする。民間薬で治すこ

とは難しい。これらの病気のどれかにかかった場合は、医頚従凄害の助けを縛るのが早いほどよく

なる総会力移くなる。

注意：他の章で述べている病気の多くも、重症となり医療従事者の助けを必要とする場合がある。

危険な病気の症状ｐ､４２を参照。

誰でもかかる可能性がある。

(p,399）患者や、虚弱や栄

図結核（TB,肺結核）

肺の結核は、慢性の（長引く）伝染性の（容易に広がる）病気で、誰でも

しかし、多くの場合、この病気は１５歳～３５歳の人、ことにＡＩＤＳ（p,39（

盤不良の人や、ＴＢ患者と共に暮らしている人などを襲う。

結核は治る。それなのに、毎年何千人もの人がこの病気で死亡している。

非常に大切なのは、結核を初期に手当てすることである。結核の症状を轡戒

していなければならない。患者なら症状のいくつかあるいはすべてを示して

いるだろう。

鐙もよく尾られる縞稜の症渉f：

●３週間以上続く慢性的な咳。起床直後にひどくなることが多い。

●夕方に微熱があり、夜中に汗をかく。

●胸と背中の上部に痛みがある。

●長期にわたり体重が減少し、少しずつ体が弱くなる。

重症または進行する場合ノ

●噌血。（通常は少園だが、多髄の場合もある｡）

●青白い、ろうのような皮膚。皮膚の色が黒い人は、ことに顔で色が薄く１

●声がしわがれる（非常に重い場合)。

軍少の子ども：咳を認めるのは遅れることがある。その代わりに次のことを、

●体重が減り続ける。

●よく熱が出る。

●皮膚の色が薄れていく。

●首（リンパ節）または腹部が腫れる(p2o)。

結核は通常は肺結核だけである。しかし、体のどの部分も冒される可能性ｔ

の場合、髄膜炎を起こすこともある（ｐｌ８５を参照)。結核による皮膚の病賃

を参照。

<Ｉ

ことに顔で色が薄くなる傾向がある。

その代わりに次のことを確認する。

しかし、体のどの部分も冒される可能性がある。年少の子ども

（ｐｌ８５を参照)。結核による皮膚の病気については、ｐ２１２

1７９



1８０

自分力鰐稜でＭ３tないかと疑っている人は：医療従事者の助言を求める。結核の最初の症状を認める

ときに保健センターに行く。そこでは保健ワーカーが結核かそうでないか､咳のとき出したもの鰭

液または増凝）を調べる。多くの国の政府は、結核の薬を無料で提供している。最寄りの保健セン

ターでたずねてみる。多分次の薬のうちのいくつかをもらえるだろう。

◆イソニアジドlsoniazid（ｌＮＨ）錠（Ｐ361）◆エタンブトールEthambutol錠(pB62）

◆リフアンビシンRifampin錠（p３６２）◆ストレプトマイシンＳｔ｢eptomycin注射

◆ピラジナマイドPyrazinamide錠（p､362）液（p､363）

◆チアセタゾンThiacetazone錠(p､363）

薬は指示通りに用いることが、きわめて大切である。治擬法は国によって異なるが、普通二つの

過程からなる。３．４種類の薬を２ヶ月間服用した後､噌痩を調べる。もしよくなってきていれば、

２種類の薬をさらに４－６ケ月服用する。その後、治癒したことを確認するために再度検査する。

体調がよくなったというだけで服薬を中止してはならない。病気が再発したり、他人に感染させた

り、薬への耐性をひき起こす恐れがある。結核が完全に治るのには、通常６ケ月から１年以上か

かる。

たくさんのカロリーの高い食品と、たんぱく質やビタミンに富んだ食物をできるだけよく食べる

(p,１１０～１１１)。

休息が大切である。できれば仕駆をやめて、よくなり始めるまでゆったり暮らす。その後は疲れ

たり呼吸がしにくくなったりしないよう、あまり懸命に働かないことである。常に、十分な休息と

睡眠をとるように心がける。

体の他の部位の結核はすべて、肺結核と同様に手当てする。首のリン

パ節の結核、腹部の結核（ｐ２０の図を参照)、皮膚結核（ｐ２１２を参

照)､関節（ひざなど）の結核が含まれる。背骨の結核がひどい子どもは、

麻窪を防ぐために、外科手術も必要だろう（鱈害のある〃の子どもたち、

第２１章を参照)。

結核は非常に伝染しやすい病気である。結核患者と共に暮らしている

人（ことに子ども）は、この病気にかかる危険性が非常に大きくなる。

肉

Iｌｉｉ
－

家庭内で誰か力鱈核の場合は：背骨の結核

◆できれば家族全員が結核の検査（ツベルクリン検査）を受けるよう

にする。

◆子どもに、結核に対するＢＣ.Ｇ予防接種を受けさせる。

◆みなが、ことに子どもは、栄養のある食物をたくさん食べなければならない。

◆結核患者は子どもたちと離れて、食べたり寝たりしなければならない。できれば､患者がまっ

たく咳をしなくなるまで部屋を分ける。

◆患者に、咳をするときは口を種い、床につばをはかないように言う。

◆家族の体重が減っていないか、その他の結核の症状がないか、よく見ておくこと。できれば、

危険が過ぎるまで、全員、ことに子どもたちの体重を毎月１回測定する。

家族の結核は非常にゆっくりと静かに始まることが多い。家族の誰かに結核の症状が見られる場

合は、検査を受けさせ、直ちに治療を開始する。

早期に完全な治療を行うことが予防にとっても鍵となる


