
ご自由にお取りください

～理念～

～基本方針～

「Cool life together」
めざせ110歳

高齢者のみなさま方の社会復帰とノーマライゼーション

（他の人々と同じように生活し、活動することができる

こと）を目指します。高齢者のみなさま方が、クール

（すずやか）な人生を送ることができるよう医療と介護の

シームレス（継ぎ目のない）な連携を行いながら、

社会へ貢献します。
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コロナワクチン接種におけるアナフィラキシー反応についてコロナワクチン接種におけるアナフィラキシー反応について

現在、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種が進んできており、もう接種済みの方やこれ
から接種予定の方も多いと思います。
ワクチン接種後の副反応として、発熱や疼痛は相当数の方が経験された（される）と思いますが、最も
怖い反応として、接種後15～30分程度で発症しうるアナフィラキシーを心配されている方も多いの
はないのでしょうか。
そこで今回は、コロナワクチン接種におけるアナフィラキシー反応について、その頻度や症状、
対応をお話しいたします。

令和3年2月17日～5月16日までに接種された6,112,406回において、943件のアナフィラキシー発生
報告があり、それを専門家が詳しく評価した結果、ワクチン接種に基づくアナフィラキシー反応である
と認定された事例は146件でした（146/6,112,406≒0.002％）。

傾向としてやはり女性に多くみられているようです。アレルギー既往歴があまり関係してなさそうなこと、
また１回目接種後の報告例が多かったのは意外でした。医薬品や化粧品に多く用いられているPEG（ポ
リエチレングリコール）がワクチンにも含まれている為、すでにPEGに感作されていた場合、ワクチン接
種後の反応にも影響しているのではないかとの説もありますが、その真偽はまだ分かっていません。

≪アレルギー既往歴≫　あり：32件　　なし（記載なしも含む）：114件
≪男女比≫　　　　　  男性：11件　　 女性：135件
≪年齢≫　　　　　　  20～29歳：19件　30～39歳：39件　40～49歳：51件
　　　　　　　　　　  50～59歳：32件　60～69歳：5件
≪接種回数≫　　　　  1回目：131件　2回目：15件

≪画像参考≫
一般社団法人日本アレルギー学会
アナフィラキシーガイドライン
1.アナフィラキシーの定義と診断基準 P1.

【ワクチン接種後のアナフィラキシー発生頻度について】（※厚生労働省報告より）【ワクチン接種後のアナフィラキシー発生頻度について】（※厚生労働省報告より）

世界的にはプライトン分類におけるアナフィラキ
シーの症例定義が用いられる事が多いのですが、
ここでは日本アレルギー学会のアナフィラキシー
ガイドラインより抜粋させていただきます。

【アナフィラキシーの症状・診断基準】【アナフィラキシーの症状・診断基準】

診断基準
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グレード1
（軽症）

グレード2
（中等症）

グレード3
（重症）

紅斑・蕁麻疹・
膨疹

部分的 全身性 ←

癢痒 軽い癢痒（自制内） 軽い癢痒（自制外） ←

口唇、眼瞼腫脹 部分的 顔全体の腫れ ←

口腔内、咽頭違和感
口、のどのかゆみ、

違和感
咽頭痛 ←

腹痛 弱い腹痛 強い腹痛（自制内）
持続する強い腹痛

（自制外）

嘔吐・下痢
嘔気、

単回の嘔吐・下痢
複数回の嘔吐・下痢 繰り返す嘔吐、便失禁

咳嗽、鼻汁
鼻閉、くしゃみ

間欠的な咳嗽、鼻
汁、鼻閉、くしゃみ

断続的な咳嗽
持続する強い咳込み、

犬吠様咳嗽

喘鳴、呼吸困難 －
聴診上の喘鳴、
軽い息苦しさ

明らかな喘鳴、呼吸困難、
チアノーゼ、呼吸停止、
SpO₂≦92％、締め付け
られる感覚、嗄声、

嚥下困難

循環器症状 脈拍、血圧 －
頻脈（+15回/分）、
血圧軽度低下、蒼白

不整脈、血圧低下、
重度徐脈、心停止

神経症状 意識状態 元気がない
眠気、軽度頭痛、

恐怖感
ぐったり、不穏、
失禁、意識消失

皮膚・粘膜症状

消化器症状

呼吸器症状

　第一選択薬はアドレナリン筋注！！！
　　0.01mg/kgを直ちに筋注します。
　　通常では上腕でも可ですが、重症例にはより血中濃度上昇速度の早い大腿中央やや外側寄りに
　　筋注します。これはズボンやスカートの上からでも注射可です。
　　症状が持続する場合は、10～15分毎に追加投与を行います。
　　β遮断薬服薬中の方はアドレナリンの効果が減弱する為、代わりにグルカゴンを用いることも。

　第二選択薬（アドレナリン以外）
　・抗ヒスタミン薬：搔痒感、紅斑、蕁麻疹、血管浮腫、鼻及び眼の症状を緩和しますが呼吸器症状には
　                               無効です。
　・β2刺激薬（吸入等）：β2受容体を刺激して気管支拡張を促進します。喘鳴、咳嗽等の下気道症状
　                               に有効ですが、上気道閉塞には無効です。
　・グルココルチコイド（ステロイド）：作用発現に数時間を要するので速効性はありませんが、遷延性
　                               または二相性アナフィラキシーの防止、緩和に使用されます。

≪画像参考≫
一般社団法人日本アレルギー学会
アナフィラキシーガイドライン
8.アナフィラキシーの重症度評価 P12.

【アナフィラキシーと診断した時の対応】（※呼吸、循環動態の確認・確保は当然ですが！）

清水病院　副院長　野中 良和

重症度分類

コロナワクチン接種についてのいろいろな報道や記事を目にすると、すごく不安が大きくなり接種に
後ろ向きな方もいらっしゃると思います。
しかしコロナ感染症の抑制・収束に向けて、ワクチンの効果は高いと期待されます。
当院では緊急時対応も含め万全の体制でワクチン接種に臨んでおりますので、皆様もどうぞ安心して
接種にいらしてください！！！



感染対策委員会感染対策委員会

子どもの RS ウイルスが流行中！子どもの RS ウイルスが流行中！
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　子どもを中心に感染が拡大しているのは、乳幼児では肺炎などを引き起こすこともあるRSウイルス。
RSウイルスとは、急性呼吸器感染症であるRSウイルス感染症として知られるウイルスです。
乳幼児に多い急性の呼吸器感染症で、非常に感染力が強く、保育所などの施設内感染や高齢者の長期療養
施設でも集団発生することがあります。RSウイルスは人が生涯にわたって何度も感染を繰り返すウイルスで
あり、新生児にも感染し生後１歳までに半数以上が、３歳までにほぼ100％が初感染します。

感染感染

潜伏期潜伏期

発症発症

①飛沫感染：くしゃみや咳によってウイルスを含んだしぶきが飛び散り、それが眼に
　　　　　入ったり吸い込んだりして感染。
②接触感染：ウイルスが付着したドアノブ・手すり・スイッチ・机・椅子・おもちゃ・コップ
　　　　　などに触れた手や指で口や鼻、眼を触ったり舐めたりすることにより、
　　　　　間接的に感染する。

①飛沫感染：くしゃみや咳によってウイルスを含んだしぶきが飛び散り、それが眼に
　　　　　入ったり吸い込んだりして感染。
②接触感染：ウイルスが付着したドアノブ・手すり・スイッチ・机・椅子・おもちゃ・コップ
　　　　　などに触れた手や指で口や鼻、眼を触ったり舐めたりすることにより、
　　　　　間接的に感染する。

初期には発熱・鼻水・のどの痛み・咳などの症状が2～3日続く。通常7～12日間で改善
する。成人や学童期の子どもであれば、これらの症状は「風邪」として治癒する。
悪化すると喘鳴、呼気時の陥没呼吸、呼吸困難で鼻や口唇などにチアノーゼが見られる。

潜伏期：期間は2～8日（多くは4～6日間）

ワクチン・抗ウイルス薬について
ワクチン・抗ウイルス薬はなし。重症度に合わせて症状を和らげるための酸素投与、輸液、呼吸管理などが
行われます。細菌感染の合併が疑われる時は抗生物質の投与を行います。

重症化のリスク因子
新生児や生後６か月以内の乳児が初めて感染すると、重症化しやすいと言われています。また、低出生体
重児、心臓や肺の基礎疾患、免疫不全、ダウン症などがリスク因子として知られており、慢性呼吸器疾患と
心疾患を合併している高齢者は重症化しやすいことが分かっています。

成人の感染に注意
成人がRSウイルスに感染した場合、風邪のような症状であることが多いことから、RSウイルスであると気
づかないことがあります。咳等の呼吸器症状がある場合は、０歳～１歳児との接触を避けることが乳幼児
の発症予防に繋がります。新型コロナに注目が集まる中、こうしたウイルスにも注意が必要です。

予防・対策
＊厳重な手洗いと手指消毒・タオルやおもちゃの共有を避ける・マスクの着用。
＊おもちゃや手すりのような、よく手が触れる場所はアルコール系消毒や次亜塩素酸ナトリウムでこまめ
　に消毒する。
＊院内感染は主に患者との濃厚接触や分泌物に汚染された表面への接触によるので、標準予防策と接触
　感染予防策が推奨される。可能ならば患者の隔離とスタッフのコホーティングも有用である。
　しかしながら、RSウイルスは鼻および眼からも感染すると考えられており、通常のマスクでは限られた効
　果しかないとされる。

感染対策委員会　副委員長　立山　美智子参考文献：Medical Note、厚生労働省HP、

国立感染症研究所HP、感染対策コンシェルジュ
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腰痛予防
体操

腰痛予防
体操

腰は体を支え、”立って・歩く”という動作の文字

通り「要」となっています。

また一方で、非常に複雑な部位であるため、腰痛の

原因も様々です。

老化による骨の変形や、腰を支えている筋肉の衰え

なども大きく関係しています。

腰 痛 と は ？ ？腰 痛 と は ？ ？

足かかえ足かかえ 腹筋腹筋 足上げ足上げ

お尻あげお尻あげ かかと上げ・へそのぞきかかと上げ・へそのぞき 片足上げ片足上げ

目安：左右各３回

目安：4 回

背筋・腸腰筋のストレッチ

背中が丸く

ならないように

片足をゆっくりと胸にかかえるように
上げて、５秒間保ちます（左右とも）。

腹直筋の強化効果効果

大殿筋・腹筋の強化効果効果

腹筋・下肢筋力の強化

片足を床から浮かせ、２呼間で足首を
反らします。そのまま 4 呼間で元に
戻します。

効果効果効果効果

吐く

両膝を立て、両手をおなかの上にのせ
ます。息を吐きながら頭を持ち上げ
5 秒間保ちます（息を止めて力まない
ようにしましょう）。

お尻を高く上げ過ぎないように

力を入れる

力を入れる

両膝を立て、両手をおなかの上にのせ
ます。お尻とおなかに力を入れながら
2 呼間でお尻を浮かせ、2 呼間で元に
戻します。

腹筋に力を入れる練習効果効果

目安：左右各３回目安：３回

かかとを上げると同時にへそをのぞき
込むようにあごを引き、そのまま５秒
間保ちます。

腰周辺のストレッチ、

バランスの向上効果効果

目安：3 回 目安：左右各 2 回

おなかと背中に力を入れて、2 呼間で
片足を上げてまっすぐ後ろへ伸ばし、
2 呼間で元に戻します（左右とも）。

力を入れる

まっすぐ伸ばす

力を入れる

腰への負担を軽減するためには、筋肉の維持や強化を行っていくことが、腰痛を予防するため
に今からできる一つの方法です。

リハビリテーション科 理学療法士　山本 なつみリハビリテーション科 理学療法士　山本 なつみ

参考資料：見てわかるシリーズ 7 実践リハビリ体操
　　　　　著：妹尾 弘幸 



　歯科衛生士　濵田　久美※参考資料：一般社団法人　日本訪問歯科協会
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歯を失う二大原因は虫歯と歯周病です。一般的に歯は奥歯から失われる傾向にあり、奥歯が失

われると、その前方にある歯は噛み合わせを支持する力が弱いので、より失われやすくなると

いう悪循環を生んでしまいます。比較的若いうちは虫歯で失われる場合が多いのですが、残っ

た歯が少なくなるにつれて歯周病で失われる歯が多くなります。歯が抜けたままにする事は多

くのリスクを抱えることになるのです。

このように、抜けた歯をそのまま放置している時間が長ければ長いほど、面倒な事が多くなります。

歯科治療時にも色々な不都合が生じることがあります。歯磨きもしづらく、すぐに汚れがたまり不

衛生になってしまい、それが虫歯や歯周病の原因になります。

歯は抜けたままにせず、できるだけ早く治療を受ける事をおすすめします。

歯が抜けたまま放置した場合のリスク

歯列にかかる力のバランスが崩れ、隣の歯が

移動して抜けた歯の方向に傾いたり、ねじれ

たりして、噛み合わせに変化が起こります。

歯が移動して噛み合わせが狂うと、歯の周り

の組織にダメージを与えて歯周病になりやす

くなります。また、あごの正常な動きに支障

を来して、顎関節に過剰な負荷がかかり、病

気を引き起こすこともあります。

歯が抜けたままだと、咀嚼の能率が悪くなる

ため、消化吸収にも悪影響を与えます。噛む

力が衰えることにより、脳への刺激が低下し

認知症の原因になると言われています。

特に、上顎の前歯がないと、空気が抜けて、

サ行・タ行・ハ行・マ行の発音がしにくくなり、

コミュニケーションに支障が出ます。

前歯、奥歯が抜けた状態で長く放置すると、

噛む力が衰えるため、顔の筋力が低下します。

しわやたるみが増えるだけでなく、顔貌にも

変化（老け顔）が表れます

歯がないことに劣等感を持ち、精神的に悪影

響が出ることがあります。

02

03 04

05 06

嚙み合わせの変化嚙み合わせの変化

あごへのダメージあごへのダメージ

咀嚼の問題咀嚼の問題

精神的な影響精神的な影響見た目の変化見た目の変化

発音への影響発音への影響
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地域連携室地域連携室 を知っていますか？

地域連携室では地域の医療機関や福祉サービス等の関係機関と連携を図ったり、患者様

およびご家族が安心して療養生活を送ることができるよう、医療福祉に関する相談やお悩みを

お受けしています。

● 医療費のことが心配

● 退院した後の生活に不安がある

● 介護保険や施設について知りたい

● その他ご意見・ご要望など

何かお困りなことはありませんか？何かお困りなことはありませんか？

地域医療福祉連携室　医療ソーシャルワーカー（林田・森）

「大腸3D-CT検査」  「大腸3D-CT検査」  

バーチャル内視鏡とも呼ばれるこの検査は、
大腸に炭酸ガスを注入して拡張させ、
マルチスライスCT装置で撮影をします。
その後、専用の解析ソフトで大腸の3次元画像を
作成し、病変の検索を行います。
大腸内部はもちろん、大腸の全体像（形や長さ）もわかります。

基本料金  ￥19,800（税込）
その他割引等につきましてはお問い合わせください

095-894-5138
医療法人　啓正会　検診部（清水病院内）

【ご予約受付時間】
平日　9：00～16：00　土曜　9：00～12：00
★男性の方も検診受付は可能です（要相談）

② おしりにカメラを入れない
 ※細いチューブを少し入れます

③ 女性スタッフが対応
※画像診断は男性医師が行います。

① 多くの下剤を飲まない

～苦痛の少ない女性専用大腸がん検診～～苦痛の少ない女性専用大腸がん検診～

無料パンフレット
発送中！

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

相談内容については秘密を厳守いたします。

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

相談内容については秘密を厳守いたします。



※フォントは全てHG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO

編 集 後 記
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医療法人医療法人 啓正会啓正会
清　水　病　院清　水　病　院

〒851-2102〒851-2102

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷572長崎県西彼杵郡時津町浜田郷572
TEL：095-882-1225TEL：095-882-1225 FAX:095-882-1716FAX:095-882-1716
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　４月より当院でも新型コロナワクチン接種が始まり
ました。まずは院内の職員、５月からは院外の医療従
事者、6月から介護施設入居者様や職員の接種が開始
となりました。副反応で体調を崩す職員もいましたが
（私も倦怠感の最上級を経験しました）、 現時点では
重大なアナフィラキシーは起こっておらず安堵してい
るところです。まだまだこれからも接種は続きますの
で、ミスを起こさないよう気を引き締めて業務にあた
りたいと思っています。
　マスクを外すことができ、皆様の笑顔を見られる日
が１日でも早く来ることを願っています。
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第3回第3回 今回は
わんちゃんを
ご紹介します
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ココです♥
ちょっとビビりな10歳の女子です
お散歩とおやつが大好きです♥

最近はバブに追いかけ回されて大変です


