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ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「生田ﾋﾙｽﾞ」の訪問医師 鈴木先生に伺いました 

インフルエンザ撃退作戦！ 
「予防接種」に「ﾏｽｸ」「うがい」「手洗い」＋「湿度管理」がﾎﾟｲﾝﾄだ!! 
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各地からの紅葉の話題にあわせるように、朝晩の冷え込みに注意の季節がやってきました。

そしてこの季節になると注意しなければならないのがｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ。今回はそんなｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策

についてﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞの訪問医をお願いしている横浜北ｸﾘﾆｯｸの医師鈴木啓之先生にお話

をお伺いしました!! 

Q：今年も大流行が懸念されるｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、先生、何か秘策はありますか？ 

鈴木：予防策としてのﾄｯﾌﾟ･ﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨはやはり予防接種ということになります。 

Q：予防接種をすれば万全！大丈夫なのでしょうか？ 

鈴木：勿論 100%というﾜｹにはいきません。この季節になると日本には毎年 4～5 種のｲﾝﾌﾙｴﾝ

ｻﾞ･ｳｲﾙｽが偏西風に乗って入ってきますが、ﾜｸﾁﾝは予めその年流行するだろうと予想される

ｳｲﾙｽの 3 種<一般 2 種、新型 1 種>を選んで作られるからなのです。ですから予測がはずれた

り、他のｳｲﾙｽに感染すると効力をほとんどあらわさない事になります。一般的には大陸から

偏西風にのって九州から流行が始まり、関東には 1～2 週間後にやってきます。しかし東北

や中国地方から流行が始まる事もあります、これは気象条件によって偏西風の吹き方が変

化、予想と違ったｳｲﾙｽが飛来しﾜｸﾁﾝの予想がはずれてしまう事になるのです。更に予防接種

を打っても抗体が出来るまでに 2 週間位かかります、流行の始まるのが例年 12 月頃と考え

ると、遅くとも今月中には接種しないと間に合わない場合があります。 

Q：わかりました！早速病院にいってきます！ 

鈴木：予防接種を受けた上で様々な予防法を考えてみましょう。基本的にｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞは空気感

染です。とにかくまずは「ｳｲﾙｽを持ち込まない・すい込まない事」が重要になってきます、

そのため「ﾏｽｸ着用」「うがい」「手洗い」と言ったﾍﾞｰｼｯｸな予防方をｷﾁﾝと励行していくこと

が必要になります。人混みは勿論、最も注意しなければならないのは病院です。特に高齢者

の場合は病院でもらってくる方が多いようです!病気の方が集まっているﾜｹですから当然と

言えば当然ですよね。 

Q：使い捨てﾏｽｸの普及できちんとﾏｽｸをする方が増えましたね。うがいはやっぱり「ｲｿｼﾞﾝ」

ですよね？ 

鈴木：水道水よりも効果は認められます。しかし、私がお勧めしたいのは「お茶」です、そ

れも出がらしでｲｲのです、「お茶」に含まれるｶﾃｷﾝには殺菌作用があると言われており、そ

れが何とｲｿｼﾞﾝの 4 倍もあるという論文も発表されています。高齢者や子供が間違えて飲み

込んでも安心です(笑)。 

鈴木：ひとつ予防で是非実行して頂きたい大切な事があります。これからの季節非常に空気

が乾燥しますね、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ･ｳｲﾙｽは乾燥が大好き、ですから冬の暖房の効いた乾いた部屋は

天国です。ところがｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞのｳｲﾙｽは湿度が 60%以上になると部屋の中では飛んでいられな

いのですね。そう、加湿器の出動です。単に喉や鼻腔の保護だけでなくこんな大切な役割が

あるのです。加湿器を使用する時の注意ですが部屋の中でも高いところが湿度が低く、低い

ところが高くなりますので、ﾍﾞｯﾄﾞの高さを基準にこの湿度に調整するのがｲｲでしょう。 

 

 

Q:とは言ってもｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに罹ってしまったら？ 

鈴木：それはもうお薬に頼るしかありません。「ﾀﾐﾌﾙ」「ﾘﾚﾝ

ｻﾞ」が代表的なお薬です。通常ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの場合3～4日の潜

伏期を経て 38～39 度、酷い場合は 40 度以上の高熱が一週

間以上続きます。高齢者の場合この一週間が致命傷になる

のです、お薬を飲むとこの一週間が 3～4日程度に半減され

ます、早く食事や栄養の摂取が出来るようになるﾜｹです。

しかしこれらのお薬はｳｲﾙｽを殺す働きをするﾜｹではありま

せん、それ以上ｳｲﾙｽを増殖させない働きをするのです。で

すからお薬を飲んでも高熱期の咳やくしゃみは空気中にｳｲ

ﾙｽを撒き散らしますので注意が必要です。 

Q:さて、感染ﾘｽｸの大きい医療現場にいらっしゃる先生はど

のようなｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策をされているのでしょう？ 

鈴木：いい質問ですね(笑)。私の場合「予防接種」「うがい」

「手洗い」の励行で、毎年ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの患者様と接していて

も 10数年罹っていません。医師、看護師を含め医療従事者

も最初の 2 年間位はよくｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに罹るようですが、やは

り少しづつ免疫が出来るのでしょうか？仲間内でもｲﾝﾌﾙｴﾝ

ｻﾞに罹って「さあ大変！」という話はあまり聞きません。

ただそれ以外にも注意していることはあるのです。それは

清潔の保持です、例えばこの「白衣」ですが同じものを二

日続けて着ることは絶対にありませんし、私の場合は更に

診療中に着た白衣以外の衣服も二日続けて着ることはあり

ません。そして入浴です、毎日の入浴と洗髪は欠かしませ

ん。十分休養をとり、規則正しい生活を送る(笑)。当たり

前と言えば当たり前の話ですが、こんな心がけも実は予防

の一助になるのです。 

ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞの診察は月に 2回定期的に行われます。 

先生を中心に看護師さん、薬剤師さん、そして介護ｽﾀｯﾌの

ﾁｰﾑが確立されています。 

訪問診療のお問い合わせ 

関東訪問診療ネットワーク 

TEL：045-250-3133 FAX：045-250-3921 

鈴木先生は「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」訪問診療を担当、入居者の健康

を管理する頼もしい司令塔。 

 
この日は、聴

こえの悪いと

いう入居者様

の相談に応じ

耳のお掃除! 

  



グループホーム空室情報 
空室情報、入居に関するお問い合わせは下記    

の各施設もしくは総合案内 

044-433-4889 迄     

★ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟでは只今スタッフ募集中です★ 
◆資格無くても可能職種あり◆ 

●募集内容 ①非常勤登録ﾍﾙﾊﾟｰ＜ﾍﾙﾊﾟｰ 2 級以上必要＞ 

      ②非常勤ｽﾀｯﾌ＜週 2日以上勤務＋夜勤可能な方＞ 

      ③夜勤専門ｽﾀｯﾌ＜週 1回から可能＞ 

●給与：①時給 1150円＜生活＞～1750 円＜身体＞ 

    ②時給 850～900 円＜資格・経験考慮＞ 

③夜勤 1回 13000 円 

●勤務時間：① 都合の付く時間で OK  

② 9：00～17：00 

③ 夜勤 17：00～9：00 

●休日：  ①②シフト制による  

●勤務地：中原区木月･小杉陣屋町/幸区南加瀬 

     宮前区菅生/多摩区三田 

★詳細は下記担当までお問い合わせ下さい。 

●問合せ：㈱アイ・ディ・エス 採用担当 森村･若狭  

☎044-433-4889 

■今回は、前回のアンケートで次回以降希望する講演内容で最も要

望が高かった「介護サービスの現状と今後」に関連付けたテーマと

いたしました。どうぞお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください。 

■ありがとう介護研究会 会長：みらいなな＜絵本翻訳家＞ 

副会長:坪内ﾐｷ子<女優>        

特別顧問:日野原重明<聖路加国際病院理事長＞     

■日時：平成 24 年 12 月 2 日＜日＞13 時～15 時 

■ﾃｰﾏ：「よく生きるとは？」～介護サービスの現状と今後～ 

■講演者：渕野純子：新天本病院副院長・東京看護協会理事 

     米山公啓：医学博士・作家 

■場所：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ 3 階「松の間」 

＜地下鉄九段下駅下車＞ 

■参加費：無料 

■主催：日清オイリオグループ株式会社 

協賛：あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険株式会社、株式会社ﾌｧｰｺｽ、 

白十字株式会社 株式会社ﾔﾏｼﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、 

株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 

■ お問合せ：日清オイリオグループ㈱ 

ヘルシーフーズ事業部 

             担当：高橋 

■電話：03-3206-5159 
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登録ﾍﾙﾊﾟｰ/非常勤ｽﾀｯﾌ募集中!! 
★ＩＤＳﾊﾞﾅﾅ園★ 

★当社運営グループホーム★ 
★幸区/中原区/宮前区/多摩区★ 

バナナ園グループ 
●グループホーム「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」☎ 044-280-2386 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園」☎ 044-588-0645 

●グループホーム「第二ﾊﾞﾅﾅ園」☎044-587-1773 

●高齢者ｹｱ付住宅「IDS ﾊﾞﾅﾅ園」☎044-580-3210 

●ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家」☎044-722-5361 

●グループホーム「のんびりーす」☎044-422-2295 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」☎044-911-1599 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」 ☎044-789-5691 

☎044-789-5692 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」  ☎044-789-5693 

●ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾊﾞﾅﾅ園☎044-588-0890 

●すこやかｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ☎044-411-3120 

第 9 回ありがとう介護研究会 
「よく生きるとは?」～介護サービスの現状と今後～ 

12 月 2 日（日） ﾎﾃﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽにて開催 

 

川崎市高津区 若年性認知症対応デイサービス 

ユニヴァーサルスペース「b―cafe 麦」 
 

最近バナナ園グループに増えている問い合わせに「若年性認知

症」があります。認知症と言うと高齢者特有の症状と思われがち

ですが、特に 65 歳未満で発病する認知症を｢若年認知症｣といいま

す。 実は診断がついている人だけでも数万人､潜在実数は 10万

人に上るともいわれています｡ 家庭内でも役割の大きい 40～50

代の働き盛りの世代で発症するため、多くの場合は経済面、子育、

そして介護に関わる負担が急激に増加するという背景もあり、高

齢者の認知症以上に当事者や介護家族の問題は深刻です｡最近は

若年認知症の周知が以前に比べれば進んだとはいえ、まだまだ受

け皿となる施設の整備や公的支援は遅れており、現実的には若く

身体機能の良好な方が､ミスマッチを承知の上高齢者中心の施設

やサービスを利用しているのが現実です。 

若年認知症の支援には、当事者とその家族に対する支援に加え

地域の理解が重要で、この問題解決に「特定非営利活動法人ぐる

ーぷ麦」が川崎市高津区の大山街道沿いの空き店舗を活用し、地

域住民と若年認知症者が気軽に集えるカフェとして、ユニヴァー

ーサルスペース「b―cafe 麦」を平成２２年５月にオープンしま

した。「b―cafe 麦」では、地域住民の交流の場として臨床美術

「脳トレ・アート塾・麦」を月曜に、健康麻雀教室は火曜、金曜

の午後に開催しています。アート塾には若年認知症者も参加して

おり地域住民とふれあう事で、地域の理解が促進されます。又、

若年認知症に特化したデイサービス〈でいサロン 麦〉を週 2回

（木曜・土曜）開催、現在は５名の若年認知症の男性が利用され

ています。認知症に関する相談等の事業もここでは実施しており

個人からだけでなく、近隣の行政や地域包括センターなどからも

多くの見学や視察、相談も受け付けています。代表理事の吉田歌

子さんは「この b―cafe 麦を活動の拠点として、病気に対する無   

理解で社会生活

を阻まれ孤立す

ることのない環

境｡更に地域か

ら､地域の人達

で若年認知症を

支える活動を前

進させていきた

いのです｡」と語

ってくれた。 

←吉田さん＜左 

から二人目＞ 

 

■お問い合わせ 044-811-2825＜TEL＆FAX＞ 

■川崎市高津区二子 2-17-2 

■http://www4.ocn.ne.jp/~b-cafe/ 

 


