
１回新生児の眼の感染（新生児結膜炎）

母親がクラミジアや淋菌（P236）に感染していると、出産時に子ども

に感染する可能性がある。この感染は新生児の眼に入りこみ失明や他の病

気を引き起こすことがある。もし新生児の眼が赤く腫脹していて、最初の

－か月以内に眼の中に多量の鱈が見られる場合は、これらの感染症のどち

らか、あるいは両方を持っているかもしれない。早急に治療を行うことが

大切である。

ﾉ肘ﾙ園の治続.．

◆セフトリアキソンCeftriaxonel25m冨粁大腿の筋肉中に－階洋射計◆セフトリアキソンＣｅｆｔｒｉａｘｏｎｅｌ２５ｍｇを大腿の筋肉中に一度注射する(ＰＳ６０参照）

クラミジアの治療：

エリスロマイシンＥ｢ythromycinシロップを、３０ｍｇ、１日４回、１４日間、口から与える。

（ＰＢ６０）

どちらの病気が原因か調べることができない場合は双方の病気に対する薬を与える。更に新生

児の眼をきれいにし、以下のリストの薬で治癒しなければならない。

予防：

多くの女性がクラミジフフや淋菌に感染していながら自らの感染に気付いていない。母親がこれら

の感染がないことを示す検査がされていない限りは、失明を防ぐためにすべての子どもの目に薬を
使用するべきである。（ＰＢ７ｇ）

失明を防ぐために：

●それぞれの新生児の眼の中に0.5％から１％の工リスロマイシン軟膏１回量を生後２時間以

内に外用する。または

●１％テトラサイクリン軟膏１回量を生後２時間以内に外用する。または

●ポビドンヨードの2.5％溶解液を１滴づつを生後２時間以内に滴下する。

地域によっては、１％の硝酸銀溶液（あるいは他の銀製剤）を点眼している。これらの薬剤は、

淋菌による失明を防ぐことができるがクラミジアによる失明を防ぐことはできない。また硝酸銀に

よって、新生児は数日間、眼に不快感を覚えるかもしれない。もしエリスロマイシンかテトラサイ

クリンの眼薬が手に入るならば、そのどちらか在使うべきである。しかし、手に入れることができ
ない場合は硝酸銀を使うべきである。

乳児の眼に淋菌かクラミジアの感染が生じた場合は、両親とも、これらの病気の治療を受けなけ
ればならない（P､２３７と３６０)。

皿虹彩炎（虹彩の炎症）

正常な眼 虹彩炎の服 ｊ伝Ｚ７ｆｆ

瞳孔は小さく、しばしば形が

不規則。

虹彩の周りが赤い。

痛みがひどい、

虹彩炎は、通常、一方の眼だけに起こる。痛みは突然始まることも、徐々にくることもある。そ

の眼は涙がたくさん出る。明るい光の中で、いっそう痛む。触れると眼球が痛む。結膜炎のような
脳はない。通端、ものがぼやけて見える。

これは緊急事態である。抗生物質の軟膏は効かない。医療従事者の助けを求める。

轟蛎



年に１回、眼圧の測定をしてもらう

四緑内障

この危険な病気は、眼内圧の異蝋な上昇によって起こる。通常、４０歳を過ぎて始まり、失明の

よくある原因のひとつである。失明を防ぐには、緑内障の症状を見極めて、速やかに医学的助けを

得ることが重要である。

緑内障には二つの型があるｃ

急性緑内障：

頭痛と眼の中の強い痛みをともなって、突然始まる。眼は赤くなり、視界はぼやける。眼球は触

ると大理石のように固く感じられる。おう吐があるかもしれない。悪いほうの眼はよいほうの眼よ

り瞭孔が大きい。

冴冴Ｚ

正輔

発見が早く、特別な点眼薬（ピロカルピンPilocarpine）で手当てした場合には、失明を免れる

だろう。投与風は、眼圧を定期的に測定できる医者または保側ワーカーに決めてもらわなければな

らない。点眼薬は終生用いなければならない。可能であれば､眼科手術が最も確実な治療法である。

緑内障

急性緑内障はすぐに治療しなければ、数日以内に失明する。外科手術が必要なことが多い。速や

かに医療従事者の助けをもとめる。

慢性緑内障：

眼内圧は徐々に上昇する。通輔、痛みはない。視覚は横方向から徐々に失われ、患者はそれに気

づかないことが多い。櫛方向の視覚を検査することは、この病気を見つけるのに役立つ。

緑内障の検査

患者に片方の眼を覆わせ、もう一方

の眼で正面の物体を見てもらう。患

者の背後から頭のそれぞれの横を

通って動いてくる指先がはじめて見

える位置を記録する。

／

予防：

４０歳以上の人、あるいは親戚に緑内陣慰者のいる人は

ようにしなければならない。
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読むときに頭痛や眼の痛みがあったりする場合は、

１回涙蕊の感染（涙蕊炎）

症汐f：

眼の下の脚の櫛が赤くなり、痛く

がたくさん出る。腫れた部分をそっ

のふちから膿が出るかもしれない。

票当て：

◆温湿布をする。

腫れる。

|回斜視およびやぶにらみ

眼が時々この図のように片寄っているが、普段は正常に

正面を向いているならば、通幣、心配はいらない。時と共

に正面を向いてくる。しかし、その眼がいつも変なほうに

向いている場合、そして、その子が非常に小さい時期に手

当て歴受けなかった場合には、その眼ではものがよく見え

ない。できるだけ早く眼科医に見せて、よい方の眼に眼帯

をする、手術する、特別の眼鏡をかけるなど、有効な手当

ての方法を見つけてもらう。
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と圧すと、
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◆抗生物質の点眼薬または軟膏を眼につける。

◆ペニシリンPenicillinを飲む（０３５１)。
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|園視力の低下

子どもで、ものがはっきり見えなかったり、読むときに頭痛や：

眼鏡が必要かもしれない。検眼をさせる。

高齢者の場合、加齢と共に近くのものがはっきり見えにくくな

るのは自然である。多くの場合、眼鏡が役に立つ。自分の眼から

４０センチ（'５インチ）離れたものがはっきり見える眼鏡を選ぶ。

眼鏡を使っても見えにくい場合は、眼科医にみせる。
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麺要事項..すべての子どもの視力を、できるだけ早期に

検査しなければならない（４歳ころが最もよい)。＜Ｅ

＞チャートを用いるとよい（保腫クーカーの崇習を助け

るＰ２４－１３を参照)。一方の眼だけに影響してい

る病気を見つけるために､眼は片方ずつ別々に検査する。

片方または両方の眼の視力が弱い場合は、眼科医に見せ

る。

年齢が高くなってから手術を行うと、通常、眼はまっすぐになって子どもの外観はよくなるが、

視力の弱さを改善することはできない。
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図ものもらい（麦粒腫）

通常、まぶたのふちに近い部分にできる赤く腫れた塊であ

る。手当てとしては、少逓の食塩を溶かした水で、温かい湿

布をする。眼科用の抗生物質軟膏を１日に３回用いれば、

ものもらいが増えるのを予防できる。

回翼状片

眼の表面にできる肉の盛り上がりで、白目の鼻に近い部分

から角膜へむけてゆっくり成長する。太陽光線、風、ほこり

が原因の一部である。サングラスが、刺激を押さえ、覗状片

の成長を遅らせるのに有効である。瞳孔に達する前に、手術

で除去しなければならない。残念ながら手術しても、また翼

状片がぶり返すことがよくある。

貝殻の粉末を用いる民間療法は､有効どころか有害である。

かゆみと灼熱感をしずめるために、冷湿布をしてみるのもよ

い。あるいはカモミールの点眼薬を用いる（よく沸騰させて

からさまし、砂糖は加えない)。

ムリ・凸と【』んこん

国角膜のすり傷、潰傷、傷跡（雁痕）

非常に薄くて繊細な角膜の表面に、傷がついたり感染によ

る損傷が生じたりすると、非常に痛い角膜漬傷ができる。充

分な明かりの中でよく目を凝らしてみれば、角膜の表面に灰

色がかったあまり光らないあざがあるかもしれない。

よい手当てをしないと、角膜の潰傷は失明をまねく可能性

がある。眼科用抗生物質軟膏を１日４回、７日間施し、ペ

ニシリンPenicillinを与え（ｐ３５１)、その眼を眼帯で覆う。

２日以内によくなってこない場合は、医療従事者の助けを求

める命

角膜の傷跡（癌痕）は、角膜にある、痛みを伴わない白い

あざである。角膜の潰癌、火傷、その他の眼の怪我が治った

痕であるかもしれない。両眼の視力を失ってもまだ光を感じ

ている患者には、一方の眼に手術（角膜移植）をすると、視

力が戻る。しかし、これは高価である。角膜の傷跡（癖痕）

が一方の眼にあっても、もう一方の眼でよく見える場合は手

術を避ける。よい方の眼が怪我をしないように注意する。

､一一一、へへー、



胴角膜の裏側の出血（前房出血）

角膜の裏側の出血は危険な症状である。通常、拳など鈍器によ

る眼の怪我が原因である。痛みと視力の障害がある場合は、ただ

ちに患者を専門の眼科医に見せる。痛みが弱く、視力障害がない

場合は、両眼とも眼帯をして、数日間患者をベッドで休ませる。

数日後に痛みがひどくなってくるなら、おそらく眼の硬化がある

(緑内障、ｐ､222)。患者をただちに眼科医に連れて行く。

皿白目の部分の出血

何か重いものを持ち上げた後、激しく咳をしたとき（百日咳の

ような)、あるいは眼を打ったときに、眼の白い部分に痛みを伴わ

ない血染めの斑紋が出ることが時々ある。毛細血管が破れた結果

である。打ち身と同じで危険はなく、手当てしなくても、２週間

ほどで徐々に消える。

丙
岬
・
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新生児の眼の小さな赤い斑点は普通である。手当ては何もいらない‘

１日白内障

瞳孔の後のレンズがくもってきて、光線で中を照らすと瞳

孔が灰色または白色にみえる。白内障は高齢者に普通である

が、まれに乳児にも起こる。白内障のために盲目の人が、ま

だ明暗の区別がつきものの動きがわかる場合は､手術によっ

て視力は回復する可能性がある。しかし手術後、なれるのに

時間のかかるほど度の強い眼鏡をかけなければならない。薬

で白内障は治らない。（最近では、度の強い眼鏡をかけなく

てもいいように、手術の際に眼の中に人工的なレンズを入れ

ることがある｡）

轟曳５

ジ

胴角膜の裏側の膿（前房畜臆）

角膜の裏側の膿は重い炎症の症状である。角膜の潤傷に

伴って見られることがあり、眼が危険な状態にある症状であ

る。ペニシリンPenicillinを与え（ｐＢ５１)、ただちに医学

的助けを求める。淡癌が適切に処霞されれば、前房諾膿はひ

とりでに治ることがよくある。



最初に子ども

て、暗いとこ

やがて患者lま

は輝きを失い

小さな灰色の

園夜盲症と眼球乾燥症（ビタミンＡ不足）

Ｂは夜盲症になるだろう‘

この眼病は１歳から５歳の間の子どもに最もよく起こる。

ビタミンＡを含む食品を十分に食べていないと起こる。気

がつかずにいて、手当てが遅れると、子どもは失明する可

,ﾘＩ（
〃

リ

能性がある。

、しわがよりはじめる［

識
●

F2J9妬

泡の斑紋（ビトーの斑点）が眼の中にで

ほかの人に比べ

ろでものがよく貝,えない。

ドライアイ（眼球乾燥症）になる。白目
Ｆ
Ｌ

ﾗ弓防と美当て：

眼球乾燥症は、ビタミンＡを含む食物を食べることによって、

のようにする。

◆乳児には、可能なら、２歳になるまで母乳を与える。

◆最初の６ヶ月の後、ビタミンＡに雷む食物を与え始める。

濃緑葉菜、パパイヤ（ポーポー)、マンゴー、カボチャの

ような黄色またはオレンジ色の＜だものと野菜である。全

乳、卵、肝臓もビタミンＡに富む。

◆子どもがこれらの食物を摂っていないような場合、あるい

は夜盲症や眼球乾燥症の症状が進行している場合は、ビタ

ミンＡ２０万ユニット（ＢＯｍｇのレチノールRetinol、

カプセルまたは液薬）を、６ヶ月ごとに１回与える

（p､３９２)。１歳未満の乳児には１０万ユニットを与えるべ

許であ為、

きる。

●病気が悪

なくぼみ

●その後角

る｡通常、

その他の

●眼球乾燥

はしかの

したりす

を検査す

症状を探

容易に予防することができる。次



◆症状がすでにかなりひどい場合は、その子どもにビタミンＡを、１日目に２０万ユニット、

２日目に２０万ユニット､１４日後に２０万ユニット与える。１歳未満の乳児には半分の量(１０

万ユニット）とする。

◆眼球乾燥症が一般的な地域では、母乳で育てている女性に、６ヶ月ごとに１回、ビタミンＡ

を２０万ユニット与える。また、妊婦には、妊娠後半期に与える。

鍔告：過剰のビタミンＡは有害である。ここで勧めた分量より多く与えないこと。

子どもの眼の状態が悪く、角膜が曇っていたり、へこんでいたり、膨らんでいたりする場合は、

医療従事者の助けを求める。子どもの眼に包帯をして、ただちにビタミンＡを与えなければならな

い。なるべくなら１０万ユニットの注射がよい。

漉緑葉菜、および黄色とオレンジ色の<だものや野菜は、

子どもの失明を予防するのに役立つ。

ひぶんしよう

囲眼の前の点またはくハエ＞（飛蚊症）

高齢者は時に、明るい面（壁、空）を見るときに小さな点が動いて困る、と言う。点は眼が動く

と動き、微小なハエのように見える。これらの点は通常無害で、手当ては何もいらない。しかし、

点が突然大皿に現れ、視力が片側から衰え始める場合は、医学的緊急事態（網膜はく離）かもしれ

ない。ただちに医療従率者の助けを求める。

■複視

ものが二函に見えるのには、たくさんの原因がある。

複視が突然起こる場合、慢性的な場合、あるいは徐々に悪化する場合

は、おそらく何か重大な病気の症状だろう。医学的助けを求める。

時々起きては消える複視は、衰弱または疲労の症状で、多分、栄養失

調が原因である。第１１章のよい栄狸についての項を読んで、できるだ

けよく食べるよう心がける。視力が改善されない場合は、医療従事者の

助けを得る。

■河川盲目症（眼オンコセルカ症）

この病気は、アフリカの多くの地域と南部メキシコ、中央アメリ

カ、南アメリカの北部の或る地域で一般的である。この感染は、小

さな背中の曲がったハエ、すなわちクロバエといわれているブヨが

人から人へ運ぶ小さな虫によって引き起こされる。

幼虫は、クロバエが人を刺したときに、＜注入＞される。 クロバエ

実際の大きさ一侭
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眼オンコセルカ症の症噺ｳｆｆ

●クロバエが刺して虫が体内に入った後数ヶ月たつと、

皮膚の下に塊ができ始める。北米や南米では、塊は

頭と上半身に、アフリカでは、胸と下半身と腿にで

きるのが、最も一般的である。多くの場合、塊は３

－６個より多くはない。直径２－３ｃｍになるまで

ゆっくり成長する。通常痛みを伴わない。

●幼虫が広がるときにかゆい。

●背中、肩、腰の関節が痛い。あるいはく身体全体が

痛い＞・

●鼠径部のリンパ節が大きくなる。

●背中と腹の皮が厚くなり、毛穴がオレンジの皮のよ

うに大きくなる。これを調べるには、光線を皮膚の

一方から横切るように当ててよく見る。

ま老人のようにしわがよる。下肢の前面に、白い斑点と●病気を治療しなければ、次第に皮唐は老人のようにしわがよる。下肢の前面に、白い斑点と

斑紋が現れる。乾いた発疹が下半身に出るかもしれない。

●眼の病気から視力消失にいたることが多い。はじめ、赤くなって涙がたくさん出る。ついで

虹彩炎の症状が出る(p,221)。角膜は眼球乾燥症(p226)のように曇ってへこむ。最終的に、

角膜の傷跡（頴痕)、白内障、緑内障、その他の病気のために失明する。

眼オンコセルカ症のうE当て：

処霞が早ければ、失明を防ぐことができる。眼オンコセルカ症の発生が知られている地域では、

最初の症状が現れたときに、医学的な検査と手当てを求める。

◆イベルメクチンlve｢mectin（メクチザン肋巳c2i2白ﾉ7）が、眼オンコセルカ症の治療薬と

して最もよい。この薬は、地方保健局から無料でもらえるだろう。ジエチルカルバマジン

Diethylca｢bamazineとスラミンＳｕ｢ａｍｉｎも別の眼オンコセルカ症治療薬であるが、有効

であるより有害であることがときどきある。ことに眼の損傷がすでに始まっているときはよ

くない。これらの薬は、経験のある保健ワーカーしか用いるべきでない。これらすべての薬

の投与腿と予防措置については、ｐ,３７８を参照。

◆抗ヒスタミン薬が、かゆみを減らすのに役立つ（p､386)。

◆初期に外科手術で塊を取り除けば、虫の数が減る。

予防：

◆クロバエは､流れの速い水中で繁殖する｡流れの速い小川の岸辺のやぶや植物を伐採することで、

数を減らせるだろう。

◆戸外で寝ないこと。ことに通常このハエが刺す日中は気をつける。

◆クロバエ除去計画に協力する。

◆早期の治療が失明を防ぎ、病気の広がりを抑える。



ＣＨＡＰＩＥＲ

歯、歯ぐき、口
Ⅳ

■歯と歯茎の手入れ

歯と歯茎をよく手入れすることは大切である。なぜなら、

●食物をかんでよく消化するためには、丈夫で健康な歯が必要であるため。
』炉

●痛むくう嵩〉（虫歯のために歯にあいた穴）や歯ぐきのただれは、充分な手入れによって予

防できるため。

●清潔でなかったためにできた虫歯、つまり腐った歯は、体の他の部分を冒す重い感染症につ

ながる可 能 性 が あ るため。この子どもには

歯と歯茎を鎧康に深つには：

１．甘いものを避けること。甘いもの（サトウキビ、キャン

ディー、ペストリー、砂糖入りの紅茶やコーヒー、コー

ラのようなソフトドリンク、炭酸飲料）は、すぐに歯を

虫歯にする。

子どもたちによい歯でいさせたいなら、甘いものやソフト

ドリンクを癖にさせないこと。

画ぞＵ】千BQ

2．毎日よく歯みがきすること。また、なにか甘いものを食べた後はいつも、すぐに歯みがきす

ること。子どもの歯みがきは、歯が生え始めたときから始める。その後子どもたちに自分で

歯をみがくよう教え、正しくしているかどうかよく見てやること。

〆～ 一

5mm,壷､,i′壷,謬湾!'

このように、

－歯を横向きだけでなく、

上から下へみがく。

すべての歯の前、後、頭、

根元をみがく。

3．水や食物に天然のフッ素が充分に含まれていない地域では、飲料水にフッ素を入れたり、直接

歯にぬったりする事により虫歯を防ぐことができる。子どもたちの歯に、１年に１－２回フッ素

をぬる保健計画もある。ほとんどの海産食品は、多鼠のフッ素を含んでいる。

注意：少皿ではなく多髄に飲みこむと、フッ素は有毒となる。注意して用い、子どもの手の届かな

いところに保管すること。飲料水にフッ素を加える前に、どのくらいのフッ素が必要か、水を検査

してもらうとよい。
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4．年長の乳児には、晴乳瓶を使ってはいけない。晴乳瓶を使い続ければ、乳児の歯は甘い液体に

浸かり､早期う蝕(虫歯)を生じる。（晴乳瓶をまったく使わないのが最良である。ｐ２７１参照｡）

■歯ブラシがない場合

歯ブラシは必ずしも必要ではない

図のように、木の枝を利用することもできる。

歯の間をきれいにするために、こちらの端をかみつぶして、繊維を

こちらの端をとがらせる。ブラ シ の よ う に 使 う 。

あるいは､ざらざらしたタオルの切れ端を棒の端にくくりつけるか、

指に巻きつけるかして、歯ブラシとして使う。

練り歯磨きは必ずしも必要ではない

ざらざらしたタ

オルの切れ端

よくみがけば、水だけでも充分である。歯と歯ぐきをきれいにするとは、それらをなにか柔らか

く、少しざらざらしたものでこするということである。粉にした木炭や食塩でこする人もいる。食

塩と重炭酸ソーダ（ベイキングソーダ）を等遥混ぜて、歯磨き粉としてもよい。くっつきやすくす

るためには、粉に入れる前に歯ブラシを湿らせるとよい。

一今
Ｅ”畠･●．。．．･屋

皿

キングソーダ）

力仏

歯にすでにくう嵩〉（溶けてできた穴）ができている場合

ひどく痛んだり、脳揚ができたりしないように、甘いものは避け、毎食後

よく歯みがきすること。

可能ならば、すぐに歯科にかかる。十分に早く行けば、何年ももつように

きれいにして詰め物をしてもらえる。

う窟のある歯があるときは、痛みがひどくなるまで放っておかない。

すぐに歯科にかかって、詰めてもらうこと。



■歯痛と膿癌

痛みをしずUｳるにはｆ

◆歯の壁にあいた穴をきれいにし、食物のかけらを

取り除く。次に、温かい食塩水で口をすすぐ。

◆アスピリンAspirinのような鎮痛薬を飲む。

◆歯性感染が重症（腫脹、排脳、リンパ節腫大）の

場合は、ペニシリンPeniciIIin（p､３５１）または

スルフォンアミドSuIfonamide（Ｐ358)の錠剤、

または、テトラサイクリンTetracycIineのカプセ

ル(大人のみ､ｐ､３５６参照)などの抗菌薬を用いる。

ツ

歯痛はう窓が感染しているときに起こる。

痛みと腫れが引かない、あるいはぶり返す場合は、そ

の歯はおそらく抜かなければならないだろう。

感染が体の他の部分に広がる前に、膿傷は速やかに手

当てするべきである。

鏡癖は､感染が歯根尖に遠し､膿のポケッ

トを作ることによりできる。

■歯ぐきの感染（歯槽膿漏）

炎症をおこした（赤く腫れた）痛い歯ぐきは次のことが原因

でおこる。

１歯と歯茎の清掃をよくしていない､あるいは不十分である。

２栄養のある食物を充分に食べていない（栄養失調)。

ﾗ弓防と弓E当て：

一 .－ー－～－

◆毎食後に歯をよくみがいて、歯の間についた食物を取り除く。また、できれば、歯と歯ぐき

の境目にできた暗黄色のあか（歯石）をかきとる。歯の間に丈夫で細い糸（デンタルフロス）

を通すことは、歯茎の根元をいつもきれいにしておくのに有効である。はじめは出血が多い

かもしれないが、すぐに歯は健康になり、Ｈ－ｍｷ)減る。

◆ビタミンに富む栄養食品、ことに卵、肉、豆類、緑色野菜、オレンジやレモンやトマトのよ

うなくだものを食べる（第１１章を参照)。甘く、べたべたした食品、筋の多い食品は、歯の

間に挟まるので避ける。

留意点：フェニトインPhenytoin（ジランチン､脂､師）のような発作（てんかん）用の薬が、

歯茎の腫れと不健康な増殖を起こすことがある（ｐ３ｇＯを参照)。このような場合は、医療従事者

に相談して、別の薬を使うことも考える。
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屡邸目

園口角のただれ､またはひびわれ

子どもの□の両端にできる幅の狭いただれは､多くは栄

獲失調の症状である。

このただれのできている子どもは､ビタミンとたんぱく、
質に富む食物を食べなければならない｡ミルク､肉､魚､ナッ

ツ､卵､くだもの､緑の野菜などである。

田口の中の白い斑紋または斑点

舌が白いく舌苔＞におおわれている｡病気になると､舌と口蓋が白

色または黄色っぽいもので覆われる｡これは熱があるときによくお

こる｡危険なものではないが、１日に数回､食塩と重炭酸ソーダを加

えたぬるま湯で口をすすぐのが有効である。

熱のある子どもの口の中に塩粒のような微小な白い点ができた時

は､はしかの初期症状かもしれない(p､３１１）。

がｆ＞

篇口癒:口の中と舌にできる小さな白い斑紋で､生肉の上の凝緊ｌ

のように見える｡モニリア症と呼ばれる酌類または酵母の感染に

よっておこる(p､242を参照)｡鴬口癒は､新生児、HlV陽性者､ある

種の抗菌薬､ことにテトラサイクリンTet｢acyclineやアンピシリン

AmpIcillinを服用している人によく起こる。

抗菌薬を服用し続けることがどうしても必要な場合以外は､その

服用を中止する｡口の中にゲンチアナ紫をぬる｡ニンニクをかんだ

り､ヨーグルトを食べたりしても効果がある｡ひどい場合はナイスタ

チンNystatinを用いる(p､３７３)。

アフタ性口内炎:唇または口の内側にできる小さな､白い､痛みの

ある斑点である｡発熱またはストレス(心配事)の後に現れる。１－３

週間で消える｡□を食塩水ですすぐ｡あるいは少量の過酸化水素また

はコルチコステロイドCorticoste｢oidの軟膏をぬる(ｐＢ７１)｡抗菌

薬は効かない。

圃ヘルペスと単純庖疹

(為、、AＪ

唇(または生殖器)にできる､小さくて痛い水庖で､破れてかさぶたができる｡発熱またはストレス

のあとに出る｡へルペスウイルスが原因である。１－２週間後に治る。１日に数回ただれに氷を数分

間あてると治りが早くなる｡明碁(みようばん)､樟脳(しょうのう)､植物の苦い汁(ｐｌ３のカードン

カクタスの項を参照)をつけるとよい｡投薬では改善しない｡生殖器のヘルペスについては、ｐ､402

を参照。

歯と歯ぐきについてより詳しくは､戯医菩のいなし)ところでを参照｡ヘスペリアン財団で手に入れ

ることがで去る。



男性：

塵の開口部または産道

(内部の梯子については

p､280を参照)。

ＣＨＡＰＩＥＲ

伯
泌尿器系と生殖器

Ｉ 泌尿器系すなわち屈路は、からだにとって、血液から老廃物を取り除いて尿として排出する役割

のあるものである。

鍔暁は尿をためておく袋である。いつ

ぱいになると伸びて大きくなる。

蔵立顔は稲子を運ぶ液体をつ

くる。

灘:/ｉｉｉ

既鍾は血液をろ過

して尿をつくる。

尿の通箔(尿jGiノは男

性の陰茎または女性の

膝の陰唇間の小さな開

口を通して、尿を排出

する。 Ｉ
尿管は尿を勝脱に

送る管である。 ウ

局
》

牛殖翠は男女の別のある器官である。

虹門：腸管

末端。
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輸綱管。

蕊

､繕二
女性：

腔の外陰唇
鱈稜：非常に敏感な部分

で、触れられると性的快

感を生じる。

排尿口：尿が出てくる穴。内陰唇。
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■尿路の病気

尿路には多くの種類の病気がある。区別するのはなかなか容易ではない。また、同じ病気が、

男性と女性とで、違った現れ方をする可能性がある。これらの病気にはたいした問題ではないも

のもあるが、非常に危険である可能性のあるものもある。危険な病気でも、はじめは軽い症状か

もしれない。本書のような書物を参照するだけでは、これらの病気を正しく見極めるのは困難な

ことが多い。専門的な知識と検査が必要だろう。可能な場合は、保健ワーカーの助言を求める。

排尿に関する一般的な病気としては次のものがある。

1．尿路感染症。これらは女性にきわめて普通である。（セックスのあとに始まることもあるが、

他の時期、ことに妊娠中に起こるかもしれない｡）

２．腎臓結石または勝耽結石。

３．前立腺の病気（肥大した前立腺によって起こる排尿困難。高齢者に最も多い)。

４．淋病またはクラミジア（セックスによる感染症で､多くの場合､排尿困難または痛みを伴う)。

５．－部の地域では、住血吸虫症が血尿の最も－般的な原因である。この問題は他の寄生虫感染

とともに論じてある。Ｐ,１４６を参照。

尿路の感染

症例：

●ときに発熱と寒気、あるい

は頭痛。

●ときにわき腹の痛み。

●排尿時の痛みおよび頻尿。

●排尿を抑制できない（こと

に子どもで)。

●尿がにごる、あるいは赤い

（血尿)。

●ときに勝耽が完全に空

になった気がしない。

●腰（腎臓）が痛いこと

がある。

●痛みが脚のほうにおり

てくるような感じがす

る。

●重症の場合(腎臓病)は、

足と顔がむくむ。



多くの女性が尿路の感染に悩まされている。男性ではそれほど一般的ではない。排尿時の痛みと

頻尿だけが症状であることもある。その他の一般的な症状は、血尿と下腹部の痛みである。肋骨の

下のわき腹に広がることの多い背や腰の痛みで発熱を伴うものは、もっと霊い病気を示している。

弓E当て：

◆水をたくさん飲む。軽い尿路の感染は、薬を使わずに、水をたくさん飲むだけで治る可能性が

／

ある。３－４時間の間、３０分ごとに、少なくともグラ

ス１杯飲む｡そして､水をたくさん飲む習慣をつける。（た

だし、患者が排尿できない場合、または手と顔にむくみ

がある場合は、水をたくさん飲んではいけない｡）

◆水をたくさん飲んでもよくならない場合、あるいは患者

に熱がある場合は、コトリモキサゾールCo-trimoxazoIe

（ｐ358)、アンピシリンAmpiciIIin（p,３５３)、または

テトラサイクリンTet｢acycIine（p,356）の錠剤を用ＩテトラサイクリンTet｢acycIine（p,356）の錠剤を用いるべきである。投与量と予防措置に

は充分な注意をはらう。感染を完全に抑えるには、薬を１０日以上飲む必要があるだろう。こ

れらの薬、ことにスルフォンアミドSulfonamideを飲んでいるあいだ、水をたくさん飲むこ

とが大切である。

◆速やかに改善しない患者の場合は、医療従事者の助言を求める。

◆いくつかの新薬は痛みを取り除くことはできるが、尿路感染症を治すことはできない。このよ

うな薬を２日以上にわたって使わないこと。

画腎臓または勝眺の結石

症珊ｆｆ

●最初の症状は多くの場合、腰、わき腹、または下腹部、男性では陰茎の根元の鋭い、つまりひ

どい痛みである。

●尿管が詰まることがあり、患者は排尿が困難になる。まったく出ない場合もある。あるいは排

尿し始めると血液が滴下する。

●尿路の感染が同時に起こっているかもしれない。

票当て：

◆上記の尿路の感染の場合と同様。

◆さらに、アスピリンAspi｢ｉｎまたは他の鎮痛薬および鎮痩薬（p,３８１を参照）を与える。

◆尿が出ない場合は、横になって排尿してみる。こうすると跨耽の中の石が戻って、尿道への口

が開くことがある。

◆重症の場合は、医療従事者の助けを求める．外科手術が必要なときがある。

■前古腺肥大

この状態は、４０歳以上の男性できわめて普通である。これは跨耽と尿道の間にある前立腺が腫

れておこる。

●排尿､ときには排便が困難である。尿はしたたる､つまり滴下するだけか､あるいは完全に止まっ

てしまう。数日間排尿できない場合もある。

●患者に熱がある場合には、感染も起こしている症状である。
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閏C宿

威立源肥大の美当て：

◆患者が排尿できない場合は、この図のように、湯を入れたた

らいに座る。この方法で効果がなければ、カテーテルが必要

だろう（p､２３９)。

◆患者に熱がある場合は、アンピシリンAmpicillin（､８５３）

またはテトラサイクリンTetracycline（ｐＢ５Ｂ）のような

抗生物質を用いる。

◇医療従事者の助けを求める。重症または慢性の場合は、手術が要るだろう。

鼠意点.､前立腺の病気および淋病（またはクラミジア）もともに尿の通過を困難にする可能性があ

る。高齢者は前立腺肥大になりやすい。しかし、若い男性、ことに最近何かの感染のある人とセッ

クスした人の場合は、おそらく淋病またはクラミジアだろう。

団セックスによって広がる病気(性感染症:SexuallyTransmittedlnfections）（STls）

以下のページで、セックスによって広がる一般的な病気（STls）のいくつかを論じる。淋病、

クラミジア、梅毒、および鼠径リンパ肉芽腫である。HlV/ＡｌＤＳおよび生殖器にただれを起こす

いくつかの性感染症（性器へルペス、性器いぼ、および軟性下宿）については、ブルーページで論

じている。ｐ,Ｂｇ９－ｐ４０３を参照。

回淋病（クラップ、ＶＤ、ドリップ）とクラミジア

男性も女性も何の症状もないまま淋病やクラミジアに感染していることがある。淋病とクラミジ

アの症状は似ているが、淋病のほうが症状は早く現れ、痛みも強い。男性でも女性でも淋病とクラ

ミジアに同時に感染していることがあるので、両方に対して治療を行うのが最善である。淋病もク

ラミジアも治療せずに放置すれば、男女を問わず不妊（子どもができないこと）になる可能性があ

る。

妊婦が出産前に淋病やクラミジアの治療を受けていない場合、生まれてくる子どもの眼に感染が

起こり失明させることがある。（ｐ２２１を参照｡）

男性での』伝＃ｆ

●陰茎から膿がしたたる

●時に、翠丸が腫れて痛い

女性で同の』伝M7f

＠膳、肱門から黄色または緑

色の下り物がある

●下腹部の痛み（骨盤炎症性

疾患、ｐ､243）

●発熱。

●性行為中の痛み。

一〆

～

男性・女性ともに見られるj伝吠

●排尿中（おしっこの時）の痛みと焼

けつくような感じ

●全身の発疹とただれ

●片方または両方のひざ、ひじ、手首

が痛んでむくむ



男性の場合、最初の症状は、感染者とのセックス後２－５日（あるいは３週間以上後）に出始

める。女性の場合は、数週間から数ヶ月まで、症状は現れないだろう。しかし、感染した人は数日

後から、たとえ症状は何も見せていない場合でも、錐かにその病気をうつす可能性がある。

与昌当てＪ

◆かつては、淋病の治療は、通常、ペニシリンPeniciIIinで行った。しかし、現在は、多くの地

域でこの病気はペニシリンPenicillin耐性になっている。従って、他の抗生物質を用いなけれ

ばならない。自分の地域でどの薬が有効か、手に入るか、買えるかについて、地元の助言を求

めるのが一番よい。淋病とクラミジアの治療によく用いられる薬は、ｐ､３６０に賊せてある。手

当てを試みてから２－３日以内に膿のしたたりと痛みがとれない場合には、淋病がその薬にた

いして耐性になっているか、または患者はクラミジアにかかっている可能性がある。

◆淋病またはクラミジアの女性に、発熱と下腹部の痛みもある場合は、骨盤に炎症が起きている

かもしれない（ｐ２４３を参照)。

◆淋病またはクラミジアにかかっていることがわかっている人とのセックスをした人、ことに夫

が感染している妻はみな､手当てを受けなければならない｡妻に症状が何も見られない場合でも、

おそらく感染している｡妻も同時に治療しなければ､また夫へ病気をうつし返してしまうだろう。

◆すべての新生児の眼を、クラミジアおよびことに淋病から守らなければならない。これらの病

気は新生児を失明させる可能性がある（p､２２１を参照)。手当てについては、ｐ３７９を参照。

注意：淋病またはクラミジアの人は、気づかずに梅毒に感染しているかもしれない。さらに踏み込

んで、梅毒に対する完全な治療をするのが最善である。淋病とクラミジアの治療は、梅蜜の初期症
状を防ぎはするが、この病気を治すわけではないからである。

これらの病気および他の性感染症の予防については、Ｐ,239を参照。

■梅毒

梅毒はセックスを通じて人から人へ広がる、一般的で危険な

病気である。

ご＞ ニニミ）

鋪IwwWWIi；
症秒f：

①最初の症状は通常硬性下宿と呼ばれるただれである。梅毒

患者とのセックスの後、２－５週間で現れる。硬性下宿は、

腫れ物、水庖、あるいは開放性のただれのように見える。通

常、男性または女性の生殖器部位に現れる（あまり一般的で

はないが、唇、手の指、虹門、口にも現れる)。このただれ

は病原菌で満ちており、容易に別の人にうつる。通常、ただ

れに痛みはなく、腫の内部にできている場合、女性は気づオ

、_jL-
れに痛みはなく、腫の内部にできている場合、女性は気づかないか

もしれないが、容易に他の人を感染させることができる。ただれに

痛みがある場合には、軟性下宿の可能性がある（p●403を参照)○

、このただれは数日間しか続かず、手当てをしなくても自然に消える。

しかし、病気は体中に広がり続けている。

'
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●数週間後、または数カ月後、咽頭炎、微熱、口のただれ、関節の腫れが生じる。あるいはこれ

らの症状すべてが、皮膚に現れるかもしれない。

体全 体に 痛い発疹輪形のみみず ば れ 手 ま た は 足 に 力 、

またはく面ぽう>ができるｃ（郭麻疹 の よ う な ) 。 ゆ ぃ 発 疹 。
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、
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通常、これらの症状はすべて自然に消えるので、患者は、自分は治ったものと思うことが多い。

しかし､病気は続いている。適切な治療をしなければ､梅毒は体のあらゆる部位を侵略し､心臓病、

麻痩、鯛神障害、その他たくさんの病気を起こす。

留蔵点：イチゴ腫は梅竃と共通の症状を多くもつ（ｐ２０２を参照)。



性錬染症の広がりを防ぐ方法

１．セックスの相手に気をつける：セックスの相手の多い人はこの病気にかかりやすい。売春する

人々は、ことに感染しやすい。感染を防ぐには、ただ－人の侶頼するパートナーだけを相手に

すべきである。それ以外の誰とであれセックスをするときは、常にコンドームを用いる。

2．ただちに手当てをする：性感染症に感染した人はみな、他人を感染させないために、直ちに治

療することが､きわめて大切である｡治療が終わって３日過ぎるまでは､誰ともセックスしない。

（残念ながら、HlV/ＡＩＤＳに対しては、まだ有効な治療法がない｡）

3．他の人々にも治療を受けるように言う：自分が性感染症に感染していることがわかった人は、

すべての相手にそのことを告げ、彼らも治療を受けられるようにしなければならない。ことに

男性側が女性に告げることが重要である。女性は自分が病気であることを知らないまま、他の

人々 にうつす可能性があり、自分の子どもが感染して失明したり、自分自身が不妊や重い病気
になったりするからである。

４．他の人々 に働きかける：性感染症にかかっている友人を励まして、すぐに手当てを受け、病気

が治るまですべてのセックスを避けるように言う。

■カテーテル（跨耽から尿を排出する

ためのゴム管）はいつ、どのように用い

Ｅ一三一ー三＝＝三三＝一一ーニーーーーーー＝＝＝

~==-－－－

カテーテルを用いるべきときと用いてはならないとき：

●どうしても必要なときあるいは適切な時期に医療従事者の助けを得るのが不可能なとき以外

は、決してカテーテルを用いてはならない。たとえ注意深くカテーテルを用いた場合でも、

危険な感染を起こしたり、尿道に損傷を与えたりすることがある。

●尿が少しは出ているときは、カテーテルは用いない。

●患者が排尿できない場合、まず、湯を入れたたらいに座って排尿させてみる（p､236)。ただ

ちに、指示した薬（淋病または前立腺の病気の薬）の投与を始める。

●患者の跨眺がいつぱいになりすぎて痛く、しかも排尿できない場合、あるいは患者が尿毒症

の症状を見せ始めている場合は、その場合に限ってカテーテルを用いる。

尿のz向軍(尿議症）の症１ｹf：

●呼気に尿のようなにおいがする。

●足と顔が腫れる。

●おう吐、精神的または身体的苦痛、錯乱。

j翌蔵点：排尿困難、前立腺肥大、腎臓結石などで苦しんでいる人は、緊急事態に備えて、カテーテ

ルを購入し手近に用意しておくべきである。
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カテーテルの挿入方法

６.カテーテルの表

面に作γゼリーのよ

うな水溶性の(油や

ワセリンではなく）

潤滑剤をぬる。

いﾍノ１．カテーテル

(および注射器

や使おうとする

すべての器具）

を１５分間煮沸す

る。

4.挿入部位の下と周りに､非常に消潔

な布をしく。

で千種武晴、豊平

IIr〃

9.男性の場合､カテーテ

２.包皮の下または腔陰唇の間､および

周辺部分をよく洗う。

く。あるいは腫陰唇をひらく。

次に

で湿

菌綿

尿道

齢
滴『鍛
一'/f､錫夢二二二

、､一一
ｰ一~＝ぬぐ

戸

一・一～一一."

8.包皮を後方に保持し､あるいは陰唇をひらいて､カ

テーテルを尿逝の穴に静かに挿入する｡必要に応じて

ねじるが､無理に押し入れてはいけない。
－、、

｡一F一●■

３.手を洗う｡可能なら

外科用せっけんイベタ

ジンBeI召d1heなどノを

用いる｡洗ったあとは、

滅菌済みか非常に消

潔なものにしか触れな

い。

グー

“まま

1忽
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女性は出産後に排尿できないことがある。６時間以上たって、廃眺が

カテーテルの挿入が必要だろう。勝眺がいっぱいでない場合は、カテー§

ん飲ませる。

カテーテルの使用についてより詳しくは、庫害のある御の子どもたち、 第２５章を参照。

へ、

Pb〃世矛占２茜

～
峰：

、
’
一

5.滅菌した手袋をはめる｡あるいはア

ルコールか外科用せっけんで手をよく

璽要頚項：患者に尿毒症の症状が見える場合、あるいは勝眺

がいつぱいになりすぎて伸びてしまっている場合は、尿を一

気には排出させないで、非常にゆっくり（カテーテルをつま

んだり、栓をしたりして)、１～２時間以上かけて出す。

ﾒある。６時間以上たって、跨耽がいっぱいのようであれば、

ｆがいっぱいでない場合は、カテーテルは用いず、水をたくさ

こする。
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