
■ダニとツツガムシ

いくつかの危険な感染や麻痩は、ダニのかみ傷から広がる。しかし、数時間以内に注意深く取り

除けば、通常これらの病気は防げる。ダニがよくいる地域を歩いた後は、全身をよく調べる。

かたく食いついているダニを取り除くときは､頭が皮層の中に残らないように注意する｡これが感

染の原因になる可能性があるからである｡ダニの体を引っ張ってはいけない。

ダニを取り除くには：

◆ピンセットで、できるだけ口の近く、つまり皮層を刺している部分で、ダニを捕まえる。（膨

れた腹をつぶさないようにする｡)ダニを静かに､確実に引き抜く。取り除いたダニには触らない。

焼き捨てる。

◆あるいは、火のついたタバコを近づける。あるいは、アルコールを少しかける。

非常に小さなダニやツツガムシを取り除くには、病癖に対して薦めた療法（ｐｌ９９を参照）の

ひとつを用いる。ダニやツツガムシのかみ傷のかゆみや痛みを除くには、アスピリンAspi｢ｉｎを用

い、ｐ､203のかゆみの手当ての説明に従う。

ツツガムシとダニにかまれないための予防として、畑や森の中に行く前には、硫黄の粉末を体、

とくに足首、手首、腰、下腕に振りかける。

■膿を持った、小さなただれ

皮膚の感染で、腿を持った小さなただれのできるものは、多くは、虫のかみ傷、病癖、あるいは

その他のかゆいところを、不潔な爪でひっかいたことが原因である。

与E当てと謁防：

◆ただれをせっけんと湯冷ましでよく洗い、ふやけたかさぶた

を静かにはがす。膿がある間は毎日これを行う。

◆小さなただれは空気に唾しておく。大きなただれには包帯を

し、包帯は頻繁に取り替える。

◆ただれの周りの皮肩が赤くて熱い場合、あるいは患者に熱が

あったり、ただれから赤い線が出ていたり、リンパ節が腫れ

たりしている場合は、ペニシリンPeniciIIin錠（ｐ351）ま

たはサルファSulfa錠(p,３５８)のような抗生物質を用いる。

◆ひっかいてはいけない。ひっかけば、ただれが悪化し、体の

他の部分に感染が広がる可能性がある。小さな子どもの指の

爪はごく短く切る。あるいはひっかくことができないように、

◆ただれやその他の皮唐病のある子どもを、他の子どもたちと

ない。感染はたやすく広がってしまう。

〕Iiできないように、手に手袋やソックスをはめる。

他の子どもたちと一緒に遊ばせたり寝かせたりし
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図膿痴疹（とびひ）

これは細菌の感染で、光って黄色いかさぶたのできるただれを、たちま

ち広げる。子どもの顔、ことにロの周りによくできる。膿痴疹は、ただれ

や汚れた指から、たやすく他の人に広がる可能性がある。

ﾗE当て：

◇患部をせっけんと湯冷ましで両日３－４１口1洗い、静かにかさぶたを

はがす。

◆毎回洗ったあとに、ケンチアナ紫Gentianviolet（p,３７１）をぬる◆毎回洗ったあとに、ゲンチアナ紫Gentianviolet（p,３７１）をぬる。あるいはボツズボリン

Pbjspo伽（ｐＢ７１）のようなバシトラシンBacit｢acinを含む抗生物質クリームをぬる。

◆感染が広範囲に広がったり、発熱したりする場合は、ペニシリンPenicillin錠（ｐＢ５１）ま

たはジクロキサシリンDicloxacillin（p､351）を与える。患者がペニシリンPenicillinに対

してアレルギーの場合、あるいはこれらの薬が効いているようには見えない場合は、工リス

ロマイシンＥ『yth｢omycin（p355）ドキシサイクリンDoxycycline（p,356）またはコト

リモキサゾールCo-trimoxazole(p､８５８)を与える。

予防.．

◆個人の清潔についての指針（p､133）に従う。毎日子どもたちに水浴びさせ、ナンキンムシ

やサシバエから守る。子どもが病癖にかかったら、できるだけ早く手当てする。

◇膿痴疹の子どもをほかの子どもたちと一緒に寝かせたり遊ばせたりしない。凧初の症状のと

きに、治療を始める。

■イチゴ腫（フランベジア）

イチゴ腫は細菌の感染で、初めは痛みがない、でこぼこの腫蕩ができ、だんだん大きくなり少し

拡がる。約６ケ月後に腫鰯は消えるが、その数ケ月後あるいは数年後に再度腫鰯が現れ、さらに

拡がり、じくじくすることもある。こう芯ると他人に感染する可能性がある。これらの症状もまた

消える。しかし、もしそれが治療されていなければ、５年あるいは１０年後にイチゴ腫の感染は全

身に拡がり、骨や関節を蝕み、その他の問題を引き起こす可能性がある。

誤当て：

◇イチゴ腿バクテリアは梅毒に関係するが、性的ではない、体の接触によって拡大する。イチ

ゴ腫は梅毒と同じ方法で検査でき、同じ薬、投与量で治療することができる（p237-23B

を参照)。

■おできと膿蕩

おできまたは膿蕩は、皮膚の下に脳の袋ができる感染である。

毛根が感染すると起こる可能性がある。あるいは汚れた針による

刺し脇やけがの結果できる可能性もある。おできは痛く、その周

りの皮膚は赤く熱くなる。リンパ節の腫れと発熱をひき起こす。

■q
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美当て：

◆一日に数回、おできの上に温湿布を施す（p,１９５を参照)。

◆おできがひとりでに破れるまで待つ。破れた後も、温湿布を続ける。鵬が流れ出るようにす

るが、決しておできを圧したり絞ったりしてはならない。感染を体の他の部分に広げる可能

性があるからである。

◆腿傷が非常に痛く、温浸漬後２－３日たっても開口しない場合は、畷が流れ出るのを助ける

ために切開する。摘みは急速に引く。できれば医療従事者の助けを得る。

◆おできのためリンパ節が腫れて発熱する場合は、ペニシリンPenicillin錠（ｐ３５１）ま

たは工リスロマイシンＥ｢yth｢omycin（ｐ355）を用いる。もしくはジクロキサシリン

DicloxaciIlin（Ｐ351）を経口で500ｍｇ、１日４回、７日間服用する。

■かゆい発疹、みみずばれ、尋麻疹（皮層のアレルギー反応）

ある種のものの接触、飲食、注射、吸入が、アレルギーの人にかゆい発疹、

わち頴麻藩を引き起こすことがある。詳しくはp､166のアレルギー反応を参照

蕊麻疹は、密集して盛り上がつだ斑点または斑紋で、ハチの刺し傷に似て、

猛烈にかゆい。かゆみはめまぐるしく出たり引っ込んだりし、また、あちこ

ち動き回る。

ある種の薬、ことにペニシリンPenicillinとウマ血清から作った抗蛇毒

素その他の抗毒素の注射による反応にはすべて注意する。発疹あるいは蕊麻疹素その他の抗毒素の注射による反応にはすべて注意する。発疹あるいは蕊麻疹は、

分から１０日後に現れる。

薬の注射後、数

何らかの薬を飲んだり注射したりして、

かゆい発疹、薄麻疹、その他のアレルギー反応が出た場合は、

薬の使用をやめ、その後終生、決してその薬を再び用いてはならない。

これはアレルギー性ショックの危険を予防するために、きわめて重要である（Ｄ７０を参照)。

ＨＩＶ陽性者が使用する薬、特にコトリモキサゾールCot｢imoxazole（p､358）やネビラピン

Nevi｢apine（Ｐ397）は発疹を引き起こす。少量の薬の投与から始め､決められた投与壁までゆっ

くり薬を増やしていくことで、発疹を防ぐことができる場合もある。

かゆみの美当て：

◆冷水浴をする。あるいは冷水または氷水に浸した布で、冷湿布をする。

◆冷たいオートミール水の湿布もかゆみをしずめる｡オートミールを水に入れて沸臓させて漉

し､水が冷えたら用いる｡(オート麦の代わりに澱粉でもよい｡）

◆かゆみがひどい場合は､クロルフェニラミンChlo｢pheni｢aｍｉｎｅ

のような抗ヒスタミン薬を飲む(P､387)。

◆乳児が自分で引っかかないように､指のつめをごく短く

切り､手には手袋またはソックスをかぶせる。

r、
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;症秒f：

体の片側だけに痛い水庖の帯または斑紋が突然現

れるのは、おそらく帯状痘疹である。背中、胸、首、

顔に出るのが最も普通である。水痘は通常２－３週

間続き、その後自然に消える。時には、水痘が消え

た後も長く痛みが続いたり、ぶり返したりする。

口皮膚にかゆみまたは熱傷を起こす植物やその他のもの

イラクサ、＜刺す樹木＞、ウルシ、＜ツタウルシ＞その

他たくさんの植物が、皮膚に触れると水痘や熱傷やかゆい

隷麻疹をひき起こす。ある種の毛虫や昆虫の汁や毛にも似

たような作用がある。

l（

（

アレルギーの人は、ある極の物質が皮膚に触れたり付潤

したりすると、発疹またはくじくじくした〉ただれの斑紋

ができる。ゴム靴､腕時計のバンド､耳飾り、その他医薬品、

顔につけるクリーム、香水、せっけんなどが、そのような

問題を起こす。

季当て：

これらの刺激はいずれも、原因となっているものが皮膚に触れなくなれば、ひとりでに消える。

オートミールと冷水で作ったペーストが、かゆみをおさめるのに役立つ。アスピリンAspi｢ｉｎまた

は抗ヒスタミン薬（p､386）も有効である。ひどい場合は、コーチゾンＣＯ｢tisoneまたは副腎皮

質ステロイドＣＯ｢tico-steroid（ｐＢ７１を参照）を含むクリームを用いてもよい。感染を防ぐた

めに、患部を清潔に保つ。

１
１

／
Ｐ

回帯状庖疹
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帯状庖疹は水痘の原因のウイルスによって起こり、

通端､以前水痘にかかったことのある人がかかる｡危

険ではないが､痛みを伴う場合もある｡とはいえ､これ

は時に､別の１１'大な病気､おそらくがんまたはHlV感染

の警告症状であることがある｡(p､３９９を参照）

与昌当て：

◇衣服でこすれないように、発疹の上にゆるく包帯をする。

◆痛み止めとしてアスピリンAspirinを飲む。アシクロビルAcyclovirはヘルペス水痘が拡が

るのを防ぐのに役立つ。（抗生物質は効かない｡）

lｉ

／
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旧たむし、白癖（真菌感染）

真菌の感染は体のどの部分にも現れるが、最も多いのは次の部位である。

頭皮（白獅） 毛のない部分

(たむし）

手足の指のあ

いだ（水虫）

脚のあいだ

(いんきん）

／

月飲み続ける必要があるかもしれない。

◆頭皮の白癖の多くは、子どもが思春期（１１

歳から１４歳）に達すると、すっかり治る。

感染がひどく、大きく師れた斑紋に膿がある

場合は、温湿布（p,１９５）で処i門しなければ

ならない。患部の毛をすべて抜き取ることが

重要である。可能ならば、クリセオフルビン

Ｇ｢iseofulvinを用いる。

黍当て：

◇せっけんと水。毎日せっけんと水で患部を洗うことが、必要なことのすべてである。

◆患部の乾燥を保ち、空気または日光にさらすようにつとめる。下着とソックスを頻繁に取替

える。特に汗をかいたとき。

◆硫黄とラードで作ったクリームを用いる（硫黄１に対してラード１０)。

◆サリチル酸またはウンデシレン酸を含むクリームと粉末、あるいはトルナフテート
そりいぶ

TolnaftaLe(チナクチン7ﾙﾌac加､p,372）が手足の指のあいだや鼠径部の真菌感染を治す。

◇頭皮のひどい白撫や、大きく広がったもの、上記の処置でよくならない真菌感染には、グリ

セオフルビンＧ｢iseofulvinを飲む｡大人は１日１グラム､子どもは１日０．５グラム(p､372)。

感染を完全に抑えるには、数週間ないし数ヶ

ノ
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ほとんどの真幽感染は、輪状に成長する。多くはかゆみがある。頭のたむしは、鱗片のある丸し、

はげになる可能性がある。真菌に感染した手足の爪は、でこぽこして分厚くなる。



陽1０１６

真菌感染の予防法；

たむしおよび他のすべての真菌感染は伝染性である（たやすく広がる)。－人の子どもから他の

子どもに広がるのを防ぐには、

●真菌感染の子どもを他の子どもたちと一緒に寝かせない。

◇ほかの子どもたちに同じくしを使わせない。洗って充分清潔にしてない限り、衣服やタオル

を共用しない。

◇感染した子どもをただちに手当てする。

函顔と体の白い斑紋

なまずは弱い真菌感染で、多くは首、胸、背中に小さな黒斑または白斑ができる。縁は明瞭だが

不規則である。斑紋はわずかにはがれるが、通常かゆくない。医学的にあまり問題はない。

票当て：

◆硫黄とラードでクリームを作り（硫黄１に対してラード１０)、斑紋が

消えるまで毎日全身にぬる。あるいは抗菌クリーム(ＰＳ72)を用いる。

◇チオ硫酸ナトリウムのほうがよく効く。これは写真家がフィルムを現

像するときに用いるく八イポ＞である。大さじ１杯のチオ硫酸ナトリ

ウムをグラス１杯の水に溶かし、これを上半身全体にぬる。その後食

酢に浸した綿片で皮膚をこする。

◆斑紋がぶり返すのを防ぐには、この処世を２週間ごとに繰り返す必要

がある。

◆硫化セレニウム（ｐＳ７２）またはウイットフィールドWhltfields軟

膏も役に立つ。

別の種類の小さな白い斑紋があるが、日光のもとで長

時間過ごした黒い皮膚の子どもの頬によく見られる。縁

はなまずほどは明瞭でない。この斑紋は感染ではなく、

何も問題はない。通幣その子どもが成長するにつれ消え

る。粗製のせっけんを避け、油分を施す。他の手当ては

蓉らない。

俗に言われているのとは逆に、この型の白い斑紋はどれも、貧血の症状ではない。強壮剤やビタ

ミンでは消えない。斑紋が頬にしかなければ、何の手当ても要らない。

注蔵：時に、白っぽい斑紋は、ハンセン病の初期の症状であることがある（p,１９１を参照)。八ン

セン病の斑紋は真っ白になることはなく、針でつついても感覚がない。自分の地域で八ンセン病が

よくある場合は、その子どもを詳しく調べる。



白斑（皮虐の白い部分）

皮膚の一部に本来の色（色素）のない人がいる。それで

白いまだらが出る。手、足、顔、上半身に出るのが最も普

通である。この正常な皮膚の色の消失は白斑というが、病

気ではない。高齢者の白髪と比べて考えることができる。

手当ては無用であり、また不要である。ただ、白い皮膚は、

布や酸化亜鉛の軟膏を用いて、日焼けしないように保護し

なければならない。また、まだらがあまり目立たないよう

にする特別の着色クリームも役に立つ。

皮腐の白いまだらのその他の原因

ある種の病気では、白斑に似た白い斑紋ができる。ラテ

ンアメリカには、青みがかった、あるいは赤い面ぽうから

始まり、のちに色の薄い、あるいは白い広がりを残す、ビ

ンタPintaと呼ばれる感染症がある。

ビンタの手当てには、２４０万ユニットのベンザチンペニ

シリンBenzathinepenicillinを両尻に注射する（片側に

１２０万ユニット)。ペニシリンPeniciIlinにアレルギーの

ある人には、テトラサイクリンTetracyclineまたは工リ

スロマイシンＥ｢yth｢omycinを１日４回、毎回５００ｍｇ

ずつ、１５日間与える。

真繭感染でも白っぽい斑紋ができることがある（前ペー

ジのなまずを参照)。

子どもで、全休的にあるいはまだらに皮膚と毛の色が消

失するのは､深刻な栄養失調が原因である(クワシオルコル、

p､１１３、またはペラグラ、ｐ２０Ｂ)。

胆妊娠斑

妊娠中の女性の多くは、顔、胸、下腹部の中央の皮膚に

暗いオリーブ色の部分ができる。出産後に消えることもあ

るが、消えないこともある。このしみは、避妊薬錠剤を用

いている女性にも現れることがある。

これらはまったく正常なもので、衰弱や病気の表れでは

ない。手当ては要らない。

図0別

h、

､



208

■ペラグラおよび栄養失調による、その他の皮層病

ベラグラは皮層に作用する栄養失調のひとつの型であるが、消化器系や神経系が影翻を受けるこ

ともある。トウモロコシその他の澱粉食品を多食し、豆、肉、魚、野菜、その他の体を作り保誕す

る食品が十分でない地域で、非常に一般的である（p､１１０を参照)。

(次ページの写真を参照）：

ペラグラの成人の場合､皮膚は乾燥

してひび割れている。日光が当たっ

て日焼けした部分のように皮がむけ

る。特に図に示す部分である。

‘

筋

裏側

栄獲不良の子どもの場合、脚（および

時に腕）の皮膚に、打ち身のような黒い

しみができる。皮のむけたただれのこと

もある。足首と足が腫れる場合もある

(p､１１３を参照)。

皮のむけ

ただれと

黒いしみ

I〉

画れた足

首と足

このような状態にあるときは、多くの場合、栄養失鯛の他の症状もある。膨れた腹、口の両角の

ただれ、赤くただれた舌、衰弱、食欲の消失、体重がどうしても増えない、などである（第１１章、

ｐｌｌ２と１１３を参照)。

栗当てノ

◆栄蚕のある食物を食べればペラグラは治る。患者は毎日、ソラマメ、レンズマメ、ピーナツ、

あるいは鶏肉、魚､卵、肉、チーズなどを食べるように努めなければならない。選べる場合は、

トウモロコシの代わりにコムギ（全粒粉がよい）を用いる。

◆重症のペラグラおよびその他の型の栄養失鯛に対しては、ビタミンの摂取が有効であるが、

よい食物のほうがいっそう重要である。使用するビタミンは、ビタミンＢ類が多く含まれる

ように処方する。特に、ナイアシン。ビール酵母にはビタミンＢ類が豊富に含まれている。



賜孤９

この女性の脚の白い斑点は、ビ

ンタと呼ばれる感染症による

(ｐ２０７を参照)。

この女性の脚の皮膚のく熱傷＞

は、貧しい食事のためにできた

ペラグラの症状である（ｐ２０８

を参照)。

この少年がよ

く食べるよう

になる前

この少年の脚と足にある腫れと

黒い斑点は、貧しい栄養の結果

である。もっぱらトウモロコシ

ばかり食べていて、たんぱく質

やビタミンに富む食品を摂って

いなかったの

…
〆

よく食べるよ

うになった後

Ｉ

一一＝

力､延竺=一”

LbPで

少年がトウモロコシに加えて豆

類と卵を食べ初めて－週間後、

腫れは引き、斑点はほとんど消

えた。

Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｉ

Ｊ

１胃

鍛

ｊ
§

蝿
，
鋤
撒
噸
調
，
噸
爵
珊
Ｉ
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■いぼ

ほとんどのいぼ、ことに子どものいぼは、３－５年続いた後

自然に消える｡足の塵にできる､平らで痛みを伴ういぼ状の点は、

多くの場合、＜足底豆＞である。（あるいは魚の目だろう。以下

を参照｡）

弓E当て：

◆魔術的な療法や家庭療法でいぼがとれることがよくある。

しかし、強い酸や有毒植物は用いないほうが安全である。

いぼよりずっと悪い熱傷やただれをひき起こすからであ

る。

◆痛い足底豆は保健ワーカーに取り除いてもらうことができ

る。

◆陰茎または睦のいぼについては、ｐ,402を参照。

■魚の目

皮膚の硬く分厚くなった部分が魚の目である。サンダルや靴に押されるところ、または指どうし

の押し合うところの皮膚にできる。非常に痛む可能性がある。

弓E当て：

◆魚の目を圧しつけないサンダルまたは靴をはく。

◆魚の目の痛みを減らすために、次のようにする。

１．足を温かい湯に１５分間浸す。

動

２．やすりまたは石目やすりで、魚の目が

薄くなるまでけずる。

３靴や他の指に当たらないように、魚の目の周

りにパッドをあてがう。分厚いパッドになる

ように、足や指を柔らかな布で包み、魚の目

の部分に穴をあける。

f三二ｺ｡



画面ぽう（にきび）および黒色面ぽう

若い人たち、ことに皮膚に油気の多い人は、顔、胸、背中などに

面ぽうができることがある。面ぽうは小さな塊で、微小な畷のく頭

＞があり、需色面ぽうは、垢の黒い頭がある。時にはただれになっ

たり、大きくなったりする可能性がある。

弓E当て：

◆せっけんと湯で、－日２回洗顔する。

◆できれば２日ごとに洗髪する。

◆日光は面ぼうを治すのに役立つ。体の患部に日の光が当たる

ようにする。

◆できるだけよく食べ、水をたくさん飲み、充分眠る。

◆みつろうや油脂を含む、皮膚や髪の毛用のローションを使わない。

縄

蕊

◆寝る前に､アルコールに少量の硫黄を混ぜたものを顔にぬる(アルコール１０に対して硫黄１)。

◆膿の塊と袋ができる重症の場合には、以上の方法でよくならなければ、テトラサイクリン

Tet｢acyclineが役立つだろう。１日４回、毎回１カプセルずつ３日間飲み、その後は１日

２カプセルずつ飲む。数ヶ月間、毎日１－２カプセルずつ飲み続ける必要があるだろう。

■皮潤のがん

皮膚がんは、太陽のもとで長時間過ごす皮膚の色の薄い人に最もよく現れる。通常、太陽が最も

強く当たる部位に現れる。ことに、耳、頬骨、こめかみ、風、唇。

瀞
『

君電

寺
ら】

ｸーー

耳

頬骨または

鼻

唇

皮膚がんはさまざまな形をとる。通常、真珠色をして中央に穴のある輪の状態からはじまる。輪

はだんだんに大きくなる。

ほとんどの皮潤がんは、時機を失わずに手当てするなら、危険ではない。取り除くためには外科

手術が必要である。皮膚に慢性のただれがある場合は、皮膚がんかもしれない。保健ワーカーに見

てもらう。

皮膚がんを防ぐために、皮膚の色の薄い人は太陽から身を守り、いつも帽子を被っていなければ

ならない。皮膚がんにかかっている人が戸外で仕事をしなければならないときは、皮唐を守るため

の特別なクリームを買う。酸化亜鉛（亜鉛華）軟脅が安価でよく効く。
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■皮庸またはリンパ節の結核

肺結核を起こす病原菌と同じ菌が、皮層に作用することもあり、次のような痛みのない病気を引

き起こす。

醜い腿癌 慢性的なただれ

の斑紋

皮膚の潰賜または大きないぼ

一

グ

ノ

多＝
４

一般に、皮腐の結核は進行が遅く、長引き、数ヶ月から数年の期間をおいてぶり返す。

また、結核はリンパ節に感染することもある。最も多いの

は、首または鎖骨の後の部分、首と肩の間のリンパ節である。

結節は大きくなり、開口し、服が流れ、－時ふさがるが、そ

の後ふたたび開口と脳の港みだしがある。通常、痛くない。

美当て：

慢性のただれ、潤賜、リンパ節の腫れは、どのような場合

葱
、鈴

リンパ節の結核

すなわち結核性

リンパ節炎

、
１

でも医療従事者の助言を求めるのが一番いい。原因を知るためには、検査が必要だろう。皮膚の結

核は肺の結核と同じ手当てをする（ｐｌＢＯを参照)。感染がぶり返さないように、皮膚の様子がよ

くなった後も数ヶ月間、薬を飲み続けなければならない。

■丹毒と蜂巣炎（ほうそうえん）

丹毒、（すなわち溶血性連鎖球菌感染症）は、非常に痛い

皮層の急性（突然の）感染である。熱くて明るい赤色の、ふ

ちのはっきりした腫れた部分ができる。斑紋は急速に皮膚一

面に広がる。多くの場合、顔の鼻の際から始まる。通常、リ

ンパ節の腫れ、発熱、および寒気をひき起こす。

－"／

,＃@趨蕊

《
＃

､へ~

蜂巣炎も非常に痛い急性感染で、体のどこにでもできる可能性がある。通常、皮膚に怪我をした

後に現れる。丹毒に比べて、感染はいっそう深く、斑紋の縁は鮮明さに欠ける。

与盲当て：

丹毒と蜂巣炎はともに、できるだけ早く治療を開始する。抗生物質を用いる。ペニシリン

Penicillin錠、４０万ユニット、１日４回。重症の場合は、注射用プロカインペニシリンP｢ocaine

penicillinを毎日、ＢＯ万ユニット（ｐ３５３を参照)。感染を示すすべての症状が消えた後２日間、

抗生物質の使用を続ける。痛みに対しては、温湿布およびアスピリンAspi｢inを用いる。



えそ

回噌層痘（ガス壊痘）

これは非常に危険な感染鰯で、灰色または茶色の悪臭のする

液体が出る。傷に近い皮膚には黒っぽい水庖ができ、肉の中に

は気泡がある。感染は､怪我の後６時間から３日の間に始まる。

急速に悪化し広がる。治療しなければ、数日以内に死亡する。

１

１

弓E当て：

◆傷をできるだけ広く切開する。湯冷ましとせっけんで患部

を洗う。死んだり腐ったりした肉を取り除く。できれば、を洗う。死んだり腐ったりした肉を取り除く。できれば、２時間ごとに、過酸化水素で傷を

洗い流す。

◆ペニシリンPenicillin（できれば結晶）を、３時間ごとに１００万ユニット注射する。

◆傷を覆わずに週き、空気に触れさせる。医療従事者の助けを求める。

■巾液循環不良による皮周の潰潟

皮膚の潰煽は、大きな開放性のただれで、さまざまな原因がある（ｐ２０を参照)。とはいえ、

高齢者、ことに静脈掴のできた女性の足首の慢性的な潰傷は、通常、血液循環不良による。血液が

脚の中を十分な速度で流れないのである。そのような潰傷は非常に大きくなる。潤傷の周りの皮層

|ま、青黒く、光って、非常に薄い。多くの場合、足が腫れる。

美当て：

◆これらの潰癌は治りが非常に遅い。しかも、十分に注意を払わな

ければ治らない。最も塑要なことは、できるだけ頻繁に足を高く

上げておくことである。足を枕の上に上げたまま寝る。日中は

１５－２０分ごとに足を高く上げて休む。歩行は血液循環を助け

るが、同じ場所に立ち続けたり、足を下にして座ったりするのは

よくない。

◆薄い食塩水で澗鳴の上に温湿布をする。１リットルの沸脇水に小

さじ１杯の食塩を溶かす。滅菌ガーゼまたは清潔な布で、潰傷

をゆるく覆う。清潔を保つ。

◆伸縮性のストッキングまたは包帯で、静脈癌を保持する。潤賜が

治った後も、包帯の使用を続け、足を高くしておく。破れやすい

傷跡をかいたり、傷つけたりしないように充分注意する。

◆潰揚に蜂蜜または砂糖をぬるのも役に立つ（p､２１４を参照)。

早めに静脈癌の手当てをして、皮膚の演癌を防ぐ（p,175を参照)。

〃

‘

／

し
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■床ずれ（圧迫性のただれ）

この慢性的な開放性のただれは、ベッドで寝返りをうつことのできないほどの重病人、ことに非

常にやせて衰弱している高齢の病人に現れる。ただれは、体の骨ばっている部分の皮膚が寝具に圧

しつけられてできる。最もできやすいのは、尻、背中、肩、ひじ、足である。

蕊謬 熱
床ずれについての詳細は､１畷雪のある〃の子どもたち､第24章､あるいは鱈雪のある女性のため

の鎧篤/(ンドブツクｐｌｌ４－１１７を参照。

床ず1打のう弓防方法：

◆１時間ごとに病人を寝返らせる。顔を上に向けたり、下に向けたり、左右に横向けたりする。

◆患者を毎日入浴させ、ベビーオイルで皮肩をこする。

◆シーツや綿は柔らかいものを用いる。それらは毎日取り替える。また、寝具は尿、大便、吐

物などで汚れるたびに取り替える。

◆骨ばつた部分がこすれにくいように、患者にクッションをあてがう。

E王〆

禰鰯i皇！ 溝乏霊ジ

◆患者にはできるだけよい食事をさせる。あまり食べない場合は、ビタミンと鉄分を補充する

のが役に立つ（p､１１８を参照)。

◆重い慢'性病の子どもの場合は、母親がたびたびひざの上に抱き上げてやらなければならない。

栗当てＪ

◆上に述べたことをすべて行う。

◆湯冷ましと刺激のないせっけんで､１日３回ただれた部分を洗う｡死んだ肉はそっと取り除く。

湯冷ましでよくすすぐ。

◆感染に対する治りを早めるには､蜂蜜､砂糖､糖蜜をただれにべったりぬる（蜂蜜と砂糖で作っ

たペーストが最も使いやすい)。１日に少なくとも２回、ただれを洗浄してぬりなおすこと

が大切である。ただれから出る液のために蜂蜜または砂糖が薄められれば、病原菌を殺すど

ころか培養することになる。



■乳児の皮慮病

おむつかぶれ

乳児の脚または尻の間の赤くてひりひりする斑

は、おむつまたは寝具にしみた尿のせいである。

CとＺク

ﾑくきiつど

よくないよい

ー 一

はだかが一番よい

弓E当て：

◆子どもを微温湯と刺激のないせっけんを使って、毎日入浴させる。よく乾かす。

◆発疹を予防または治療するには、子どもにおむつを当てないで、はだかにしておかなければ

ならない。また、日光浴をさせなければならない。

◆おむつを用いる場合は、たびたび取り替える。おむつを洗ったあと、食酢を少し入れた水で

すすぐ。

◆タルク（タルカムパウダー）は用いないのが一番よい。用いる場合は､発疹が消えるまで待つ。

■幼児頭痴皮（脂漏症、ふけ）

幼児頭痴皮は乳児の頭皮にできる油気のある黄色い外皮であるが、

頬や額、眉、鼻や耳にできる場合もある。多くの場合、皮膚は赤くひ

りひりする｡幼児頭痴皮は通常､乳児の頭を充分に頻繁に洗わない場合、

または頭を掴ったままにしている場合にできる。これはＨＩＶ陽性者に

おいても一般的な問題である。

乗当てｆ

◆頭を毎日洗う。できれば薬用せっけんを用いる（p､３７１を参照)。

◆ふけとかさぶたをすべて､そっと取り除く。鱗片とかさぶたを柔らかくするために､はじめに、

ぬるま湯に浸したタオルで頭を包む。

◆乳児の頭を覆わずにおき、空気と日光にさらす。

乳児の頭に幅子や布をかぶせ

ない｡頭は覆わないでおく。

よくないよい
一

一

はだかが一番よい

◆感染の症状がある場合は、膿痴疹（とびひ）と同じように手当てする（ｐ２０２を参照)。

２１５
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■湿疹（小さな水庖のある赤い斑紋）

症＃f：

●小さな子どもの場合：頬、時に、腕と手に赤い斑紋ま

たは発疹ができる。発疹には小さなただれまたは水ﾘ国

があり、浸出または分泌（破れて液体がにじみ出るこ

と）がある。

●年長の子どもおよび大人の場合：湿疹は通常、比較的

乾燥している。また、ひざの裏側とひじの内側に最も

よく見られる。

●感染がきっかけではないが、アレルギー反応の可能性

が高い。

望勿

阿和

弓E当て：

◆発疹に冷湿布を施す。

（◆感染の症状が進行する場合は(PB8)､畷痴疹(とびひ）

と同じ手当てをする（P202)。

◆斑紋の上に、日光を当てる。

◆難しい症状の場合は、コーチゾンCortisoneまたは副腎皮質ステロイドＣＯ｢tico-ste｢oidの

クリームを用いる（P､３７１を参照)。コールタールも役に立つ。医療従事者の助言を求める。

■乾癖

症淡苫

●赤みがかった、あるいは灰青色の皮

膚に分厚いざらざらした斑紋がで

き、白っぽい、あるいは銀色の鱗片

で覆われる。斑紋は、図に示す部分

にできるのが最も一般的である。

●この状態は通常、長期間続く。ある

いは何度もぶり返す。感染ではなく、

危険でもない。

与E当て：

◆患部の皮肩を日光に当てておくこと

が、有効なことが多い。

◆海水浴も、有効なことがある。

◆医療従軍者の助言を求める。治療は

長期間継続しなければならない。

『



騨涙管

眼から
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■危険な症状

目は繊細である。十分な気遣いが必要である。次のような危険な症状が現れた場合は、速やかに

医療従事者の助けを求める。

１．眼球を切ったり破裂させたりするあらゆる怪我。

２．角膜上の痛くて灰色がかった点で周辺角膜が赤い（角膜の潤鶏)。

３．眼の内部が非常に痛い（虹彩炎または緑内障の可能性)。

４眼または頭が痛いときに、左右の噛孔の大きさが非常に違う。

涙腺
～←クタ〆･－.､､、

グｂ
Ｑ

〃ａｐﾀーーーーーー－
『・わ。Ｌ，、

、｡--､雲.冬〈、、
′、，、 結膜は白目をおおう

薄い届である

瞳孔

虹彩

角膜は虹彩と睡孔をお

おう透明な、つまり透

き通っている届である

８抗生物質を含む眼科用の軟雷で治療をはじめて５－６日たっても改善されない眼の感染ま

たは炎症すべて。

、 〃､
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：、辞
員グ
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晒孔の大きさが非常に遮っているの

は、脳の損個、脳出血、眼のけが、

緑内障､虹彩炎のためかもしれない。

(正常だがわずかな速いのある人も

いる。）

眼球内部の角膜の裏側の出血（p,225を参照)。

一方または両方の眼の視力が落ち始める。

晒孔内の白色の輝き、反射。これはがん（網膜芽服）

あるいは白内障（ｐ２２５を参照）の症例である可能

性がある。
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■眼の怪我

眼球の怪我はすべて危険であると考えるべきである。失明するかもしれない。

角膜（硫孔と虹彩を潤っている透明な厨）の上の小さな切り側でさえ感染を起こし、正しく処誼

しなければ視力を損なう。

眼球の傷が非常に深く、外の白い層の下の黒い層に達している場合は、特に危険である。

鈍的外傷（たとえばこぶしによるもの）のため眼球に血液がたまっている場合は、眼は危険な状

態にある（ｐ２２５を参照)。数日後に痛みが突然悪化する場合は、危険性が特に大きく、おそらく

急性の緑内障である（p222)。

弓E当て：

◆患者が怪我をしたほうの眼でまだよく見える場合は、眼科

用の抗生物質の軟脅（ｐ378）を眼につけて、柔らかくて

分厚い包帯で覆う。一両日中によくならない場合は、医療

従事者の助けを得る。

◆怪我をしたほうの眼でよく見ることができない場合、傷が

深い場合、あるいは眼の内部の角膜の裏側に血液がある場

合は（p２２５)、その眼を清潔な包帯で覆い、ただちに医

学的助けを求めに行く。眼を押さえつけてはならない。

◆眼球にくい込んでいるとげや破片を無理に取り除こうとし

てはならない。医療従事者の助けを得る。

蟻
…『-,ル霞1型嬢Ｉ
趨睡LIZE瓦璽」

(l蜜１F､;‘

■眼に入ったごみのかけらを取り除く方法

患者に眼を閉じてもらい、左、右、上、下を見るように言う。次に患者の目が開いているように

おさえて、上を見させ、つづいて下を見させる。こうすると涙がたくさん出て、ごみがひとりでに

出ることが多い。

清潔な水を眼にそそいで、ごみのかけらや砂を取り除いてみてもよい（p２１９)。清潔な布のふ

ちや湿らせた綿を用いることもできる。ごみのかけらが上まぶたの下にある場合は、細い棒の上に

まぶたをめくり上げて探す。そのあいだ患者には下を見ていてもらう。

●

"偽=壷誕ミ ， ごみの粒は、しばしば、まぶた

の縄に近い小さな満でみつかる。

渦潔な布のふちを使って取り除く。

／

／

ごみの粒をたやすく取り除くことができない場合は、眼科用の抗生物質軟賓を用い、眼を包帯で

覆い、医療従事者の助けを求めに行く。



■眼の薬品火傷

バッテリーの酸、アルカリ液、ガソリン、殺虫剤などが眼に入ると危険

である。その眼をあけたままにして、ただちに潤潔な冷水で眼を洗い流す。

３０分間水を流し続ける。痛くなったらやめる。もう一方の眼に、その水

が入らないようにする。

■赤くて痛い眼-種々の原因

たくさんの異なる原因によって、眼に赤みや痛みが生じる。多くの場合、正しい手当てができる

かどうかは､原因の発見にかかっている。従って､あらゆる可能性の症状を探して注意深く調べる。

次に示す図標が、原因を見つける助けになるだろう。

眼の中の異物（ごみのかけらなど）通常一方の眼だけに生じる。赤み

(p,218）：と痛みはさまざまである。

火傷または有害な液体（p２１９）：

＜ピンクアイ＞（結膜炎、ｐ､219）
花粉症（アレルギー性結膜炎、

P､165）

ﾄラコーマ（p､220）
はしか（p､311）

急性緑内障（p222）

虹彩炎（p,221）
角膜の引っかき侭または渦癌

(p､224）

Ｉ
Ｉ

片方または両方の眼。赤みと痛み

(まさまざまである。

通常、両眼（一方から始まったり

一方が悪化するこ

ともある)。通常、

眼球の周辺部が最

も赤い。焼けるよ

うな痛みがあるが、通常は中程度。

通常､片方の眼だ

け｡角膜の近くが最

も赤い｡痛みが激し

いことがおおい。

■ピンクアイ（結膜炎）

この感染は片方または両方の眼に、発赤、膿、弱いく焼けるような痛み＞を引き起こす。寝ると

両まぶたがくっつくことがよくある。子どもにとって特によくあるものである。

Ｉ
＝Ｉ

巽良一

弓E当てｆ

最初に煮沸した水で湿らせた清潔な布を用い

て、眼の膿をふき取る。次に眼科用の抗生物質

軟膏をつける（pS78)。図に示すように下の

まぶたを引き下げて、軟厨を内側に少しぬる。注蔵：
チュー

眼の外側に軟寓をぬっても効かない。
触れな

う胃防：

たいていの結膜炎は非常に伝染しやすい。感

染は一人の患者からほかの人へ、たやすく広がる。結膜炎，

り寝かせたりしない。同じタオルを使わせない。眼に触っ

。結膜炎の子どもを他の子どもと一緒に遊ばせた

眼に触った後は手を洗う。
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微小な新しい血管

■トラコーマ

トラコーマはゆっくりと悪化する慢性的な感染である。数ケ月から数年続く。初期に手当てしな

いと失明することもある。接触または八工によって広がる。また、貧しくて人が密集して馨らして

いるところで、きわめて一般的である。

症扶：

がたくさんできているからであ

碑ZID

／

普通の結膜炎のように、眼が赤くＩトラコーマははじめ、
F■

涙ぐむことからはじまる。
餌

ヌス)｡

一ヶ月ほど後に､縦と呼ばれる小さな桃色がかった灰
色の塊が、上まぶたの内側にできる。これを調べるにはぐ

D､２１８に示したように、まぶたを裏返す。
戸

白目は少し赤い。、
⑪ ヶ月後、充分注意して、あるいは拡大鏡で見るなら、

膜の殿先端が灰色がかつて見えるのがわかるだろう６
／

トラコーマの弓E当て：

眼科用の１パーセントのテトラサイクリンTet｢acycline軟膏または工リスロマイシン

E｢yth｢omycin戦膏（p､３７８）を、旬日３回、眼の内側に塗る。あるいは毎日１回、３パーセ

ントのテトラサイクリンTet｢acycline軟膏またはエリスロマイシンＥ｢yth｢omycin軟膏をぬる。

３０日間これを続ける。完全に治すには、さらにテトラサイクリンTet｢acycline（p､356)、工

リスロマイシンEIythromycin（ｐ855）またはスルフオンアミドSulfonamide（p,35B）を２

－３週間経口服用する。

語防：トラコーマが他人にうつるのを防ぐには、初期の完全な手当てが有効である。トラコーマに

かかっている人とともに暮らしている人、ことに子どもは、眼の検査を頻繁に受けなければならな

い。症状が現れた場合は、初期に治療しなければならない。毎日洗顔することは、トラコーマの予

防になりうる。また、第１２章で述べた清潔の指針に従うことが、非徽に重要である。

清潔はトラコーマの予防に役立つｃ

ある。
はんこん

年後、潤胞は消え始め、白つぼし1嬢痕がのこる。

で
数

j-2:F】にあれば、ほぼ確実にトラ蛎胞とパンヌスが

あるいはこの鰻痕がまつげを眼の中に

引き込んで角膜を引っかき、失明する。

この願痕はまぶたを分厚くして、

眼の開閉を妨げるようになる。


