しゅん た ろう
まつ だ

できないこと、インフルエ

の予後について予測がまだ

新型コロナウイルス感染症

げてください。もちろん免疫を

ワクチン接種を受けて免疫を上

と思いますので、そのときには

内にワクチンが開発されてくる

ウイルス感染症について

よび「三つの密」
【①密閉空間（換気の
ウイルスの遺伝子の一部を増幅するこ

葉を耳にします。ＰＣＲ検査は、その
とで、感染しているかどうかを確認す

悪い密閉空間である）
、②密集場所（多
くの人が密集している）
、③密接場面

及ぼしていて、この記事を書いている

のいない串間市にも、多大なる影響を

症緊急事態宣言”は、現段階で感染者

に出された“新型コロナウイルス感染

気にも気を付けていくこと、は基本

沫を飛ばさないようにし、室内の換

をする際には、咳エチケットにより飛

に石けんを使って手洗いすること、咳

がある一定数以上存在することをＰＣ

ノクトマト法という方法で、ウイルス

は、ＰＣＲ検査ではありません。イム

ます。一方、インフルエンザ迅速検査

棒の先にウイルスがついていなかった

あり、実は感染していても、例えば綿
り、ついているウイルス量が少なかっ

Ｒ法とは別の方法で確認する方法で

ウイルス感染症のための特別な方法
たりすると、検査結果は陰性になる

しかし、この予防策は新型コロナ
ではなくて、実はインフルエンザな
のです。実際には、インフルエンザを

的な予防策として推奨されています。

ど、これまでよく知られているウイ

ゴールデンウイーク中も、６月以降の

実はコロナウイルスは、これまでに
ルス感染症の予防と何ら変わりはあ

生活がどうなっていくのか、いまだに

全世界で７種類見つかっていて、う

見通せない状況になっています。

ち４種類は普通の風邪の原因ウイル
疑って検査をしても３割程度は陰性
となるといわれています。よく、医療

りません。
一般的には、ウイルスは飛沫感染、

スであり、風邪の原因の ～ ％程
度を占める、普通に存在するウイル

いますが、検査をして陰性といっても、

ほしい」と市民病院を受診される方が

が調べてこいと言われたから検査して

などの環境では、咳やくしゃみなど

そのうち３割はインフルエンザウイル

機関に、「インフルエンザかどうか会社

の症状がなくても感染を拡大させる

スに感染していますので、このような

間で、近距離で多くの人と会話する

型であるために誰もが免疫（ウイルス
リスクがあるとされています。これ

接触感染で感染します。閉鎖した空

インフルエンザに薬があり
に対する抵抗力）を持っていないこと
は、普通の風邪やインフルエンザな

た新型コロナウイルスについては、新

ますが、実は効果としては
を生み出します。誰が重症化するの

から、予測することのできない結果

スなのです。ただし、今回見つかっ

発熱期間が５日から４日に短く

ンザ流行を引き起こす一因となるので

方が日常生活を送ることでインフルエ

の基本です。ぜひ、冬季などでイン

どにも共通するウイルス感染症予防

恐ろしさが、“緊急事態宣言”を行うま

か分からない、この得体の知れない

ません。ウイルスと闘うために、

復を促すために、症状があれば、しっ

す。このような理由から、早期の回

なるような程度の効果しかあり
最も大事なのは本人の免疫であ
思い出してください。

政府は、新型コロナウイルスのまん
する方法として、ＰＣＲ検査という言

最近は、新型コロナウイルスを判定

引き起こしています。

フルエンザが流行している時期にも

うどんな薬も万能ではありませ
延を防ぐために、不要不急の外出お

虫歯を予防しよう！
虫歯の要因は「歯の質」
「糖
分」
「虫歯菌」「+
時間」
です。

果的です。

毎日の丁寧な歯磨きが大変効

歯周病を予防するためには、

毎日の丁寧な歯磨きと
定期的な歯科健診で 
歯周病を予防しよう！

るのです。

かり自宅で休養することが推奨され

での厳重な管理を必要とする状況を

いわゆる「三つの密」
（①密
ん。

り、これから開発されるであろ

閉空間、②密集場所、③密

本以上の歯があると、 
ステーキやせんべいを食べられます。
自分の歯が 本以上ある人と、 本以下の人とでは、食事の内容や
そしゃく機能の満足度に大きな差があることが分かっています。
また、歯が多く残っている人ほど総医療費が少ないことも分かって
おり、歯と口の健康を守ることは体の健康を守ることにつながります。

しかし、人によって磨けな
いところや、その人に適した
磨き方は異なるので、かかり
つけの歯科医院で定期健診を
受け、指導を受けましょう。

０３３３
（内線５１２）
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くしま

～新型コロナウイルス感染症の
る方法です。患者の鼻や喉の粘膜か
らのぬぐい液（インフルエンザ検査で

（互いに手を伸ばしたら届く距離での
会話や発声が行われる）
】が重なる状
鼻に綿棒を入れられるあの方法です）

流行から考える～
新型コロナウイルス感染症が世の中
から検査しますので、陽性ならば感
染している可能性がかなり高くなり

況を避けるようにし、自己への感染
せないよう徹底しましょう」と繰り返
ます。しかし、綿棒の先にウイルスが

を回避するとともに、「他人に感染さ

の皆さまは、さまざまな工夫を凝らし
し注意喚起をしています。また、感

経験したことのない状況の中で、市民
ながら、日常生活を送られていること
ついていなければ結果は陰性となり

を揺るがしています。これまで誰もが

重症化する原因の一つとして、
染防止のためには、できる限り頻繁

ンザと異なり、ほとんどの人が
下げる糖尿病などの生活習慣病

新型コロナウイルス
感染症に対する薬が
できるでしょうから、
大丈夫ではないですか？
皆さまがご存じのように、

と思います。４月

日に全都道府県

免疫（抵抗力）を持たないこと
の管理や日頃の体調管理の重要

新型
 コロナウイルス
感染症の流行はなく
なりますか？

皆さまの努力により、大流
行はしないと思いますが、

新型インフルエンザのよう

に、世の中に残る可能性は非常
に高いと思います。おそらく撲
滅はできません。

新型
 コロナウイルスに

性は言うまでもありません。

が大きく異なります。

いことが問題です。１～２年以

免疫（抵抗力）を誰もが持たな

けることです。また、感染する、

ウイルス
感 染 症 の話

新型
 コロナウイルス感

染症とインフルエンザ

松 田 俊 太 郎 先生

しかし、宮崎県の「 本以上自分の歯を持つ者の割合」は 歳以上

８０２０達成のための
必要な予防対策
「８０２０」
を達成するために

行っている県民は

は「歯の喪失をいかにして防ぐ
か」
がポイントです。
歯の喪失の２大原因は
「虫歯」

20

と「歯 周 病」で す。 つ ま り、 虫

約２割で、全国平均の
30

かからないためにはど

30

歯予防と歯周病予防を充実させ

フッ化物の
利用

20

接場面）が重なる状況を避

10

ることが歯の喪失予防と活動能

定期的に歯科健診に

40

医療
 介護課介護保険係
☎

全国
宮崎県

0

※出典：平成28年県民健康・栄養調査、国民健康・栄養調査
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日頃のケアに
ついて

時間
歯の質

じゃがじゃが

16

力
（ＡＤＬ）
や生活の質
（ＱＯＬ）

行うことが大切です。

約半分です。

21.5
10

定期的に歯科健診を受診している割合
表２

60

問

菌
糖分
おやつの
工夫

予防法をバランスよく

歯みがき

虫歯
それぞれに応じた

26.4

70

は何が違うのですか？

串間市民病院
総合診療科

20

11.1
20

総数
20 ～ 25 ～ 30 ～ 35 ～ 40 ～ 45 ～ 50 ～ 55 ～ 60 ～ 65 ～ 70 ～ 75 ～ 80 ～ 85歳
24歳 29歳 34歳 39歳 44歳 49歳 54歳 59歳 64歳 69歳 74歳 79歳 84歳 以上
0

の維持につながります。

虫歯の予防についてのフロー図

うすればいいですか？

Ｑ４

Ａ４

20

から半数以下になっています（表１）
。
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38.9
50.0
57.6

67.3
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83.3
90.2
100 97.1
100
100
100
100
（％）
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「8020運動」は「80歳になっても自分の歯を20本以上保とう」という
運動で、生涯にわたり自分の歯で物を噛むことを意味します。

めざせ 8020！
8020とは？

20本以上自分の歯を持つ者の割合
表１
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いつまでもおいしく食べるために。
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