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Introduction of the doctor
小児急性中耳炎の予後は従来ま
では良好とされ、経口抗菌薬によ
る治療にて容易に治癒していまし
た。しかし近年、抗菌薬を使用し
ても改善せず治癒が長引いたり感
染を繰り返す症例が増え（難治
化）
、中耳炎の臨床像が多様化し、
その合併症（難聴）にも注意をす
る必要が生じてきています。生後
６ヶ月までに４回以上、１歳まで
に５回以上の中耳炎を繰り返せば
少なくとも３歳までは中耳炎の難
治化に対する注意が必要です。
（３歳以降は細菌やウイルスに対
する抵抗力ができてくるため、次
第に中耳炎にかかりにくくなって
きます。
）
その変貌の最も大きな要因と
しては、ペニシリン耐性肺炎球菌
（ PRSP
）やβ ラ
―クタマーゼ非産
生アンピシリン耐性インフルエン
ザ菌（ BLNAR
）という中耳炎起炎
菌が抗生物質に抵抗力をつける薬
剤耐性化があげられます。
（この
インフルエンザ菌はインフルエン
ザウイルスとは異なるものです。
）

小児急性中耳炎

について

これらの菌の薬剤耐性化は薬が作
用する菌蛋白質の形が変化するこ
とにより薬と菌が結合できず、結
果として薬が菌に対し効かなくな
ります。
中耳炎難治化の背景として、小
児の鼻の奥（鼻咽腔）は成人のそ
れと比べ相対的に表面積が広く、
かつ鼻咽腔と中耳の交通路である
耳管が太いため耐性菌が鼻咽腔に
長期間存在し、繰り返し耳管を経
て感染を起こしていることが考え
られていました。しかし、最近で
は集団保育、短期間の授乳、親の
喫煙といった外的な要因も大きく
関わっていると考えられています。
なかでも集団保育に関しては、保
育園に通っているお子さんの鼻咽
腔より高率に肺炎球菌が検出され、
の占める 割 合 が高
なかでも PRSP
いことから、集団保育が菌の伝播
の重要な要因となることがわかっ
てきました。同年齢の子供さん同
士が密接に、また頻回に接触する
ことが細菌伝播に関与するものと
思われます。またインフルエンザ

耳鼻咽喉科

Sato

Katsushi

克至

佐藤





服が必要になってきます。

外耳道
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耳のしくみ

当科ではまずペニシリン系抗生物
質を処方し、改善がなければ鼻汁
や耳漏の細菌検査で PRSP
や BLNAR
の検出をみて、 P R Sで
P あれば、セ
フェム系と呼ばれる抗生物質を通
常より多めの量で処方し、 B L N A R
であればペニシリン系抗生物質の
量を増 やしたり、より強いペニシ
リン系抗生物質に変更することを
基本としています。しかしながら、
中耳炎の程度や下痢等の副 作用
の出現、 PRSP
と BLNAR
の混合感
染などの問題で慎重な薬剤の選択
が必要となってきます。
詳しくは耳鼻咽喉科までご相談
においでください。



菌は母乳中のある物質によりその
発育が抑えられることが知られて
おり、母乳栄養のお子さんでは急
性中耳炎の反復を決める１歳まで
の中耳炎になる回数が少ないと報
告されています。
鼻汁や耳漏からの細菌検査で
や BLNAR
が 検 出 されたり上
PRSP
記のような外的要因があれば中耳
炎難治化の可能性があるとしてい
ます。
中耳炎の治療ですが、難治化の
要因がなければ、鎮痛薬のみで改
善する場合がありますが、難治化
の要因があれば必ず抗生物質の内
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Q. 急性中耳炎ってなに？？
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Q. 年齢との関係はあるの？
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Q. どんな症状がでるの？
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「高額療養費制度について」
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■高額療養費制度とは
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■高額療養費制度を受けられる場合
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■現物給付制度

■貸付制度
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低体温症に注意 !!
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広島市安芸消防署
安芸郡海田町堀川町 3 番 12 号

ኄބ၏ܴ

TEL:082-822-4349
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１月

２月

12 日（月）15:00 ～ 16:00
13 日（火）
〃
14 日（水）
〃
15 日（木）
〃
16 日（金）15:00 ～ 15:30
15:30 ～ 16:00
19 日（月）15:00 ～ 16:00
20 日（火）14:0 0～ 15:00
21 日（水）1 5:00～ 16:00

糖尿病とは（糖尿病内科医師）
糖尿病の運動療法（理学療法士）
糖尿病と動脈硬化（糖尿病内科医師）
糖尿病の検査について（臨床検査技師）
糖尿病とオーラルケア（歯科衛生士）
生活指導とフットケアについて（看護師）
糖尿病の薬物療法（薬剤師）
糖尿病と眼疾患（眼科医師）
糖尿病と皮膚疾患（皮膚科医師）

9 日（月）15:00 ～ 16:00
10 日（火）
〃
12 日（木）
〃
13 日（金）15:00 ～ 15:30
15:30 ～ 16:00
16 日（月）15:00 ～ 16:00
17 日（火）14:00 ～ 15:00
18 日（水）15:00 ～ 16:00

糖尿病とは（糖尿病内科医師）
糖尿病の運動療法（理学療法士）
糖尿病の検査について（臨床検査技師）
糖尿病とオーラルケア（歯科衛生士）
生活指導とフットケアについて（看護師）
糖尿病の薬物療法（薬剤師）
糖尿病と眼疾患（眼科医師）
糖尿病と皮膚疾患（皮膚科医師）

 உྵנưƷʖܭǛਫ਼᠍ƠƯƍǇƢŵ٭ƢǔӧᏡࣱƕƋǓǇƢƷưŴ
ʙЭƴƓբӳƤƘƩƞƍŵųųųųųųųųųųųųųųųų
ϋᅹų

A

ǤȳǹȪȳƷ˺ဇƕɧឱƠŴȖȉǦ
ኄǛМဇưƖƳƘƳǓŴᘉ෩ɶƷȖ
ȉǦኄຜࡇžᘉኄ͌ſƕ᭗ƘƳǓǇ
ƢŵƜǕǛ᭗ᘉኄƱƍƍŴƜƷཞ७
ƕዒዓƢǔƷƕኄބ၏ưƢŵ

ƍǖǜƳᎰ
ᆔƷʴƷᛅ
ƕᎥƚǔǜ
ơǌƶᲛ

A

ҔࠖƷ˂ŴྸܖၲඥٟŴᕤдࠖሁ
ಮŷƳᎰᆔƕᜒƠǇƢŵ
᩼ŴƓឭƠƘƩƞƍŵ

ưƖǔ
ᛡưǋӋь
Ჹ
Ʒ
Ɣ
ǜ

A

ƲƳƨưǋƝӋьƘƩƞƍŵ
එޛƷӋьǛƓࢳƪƠƯƓǓǇƢŵ



Ivent Information

公開医療講座

ԓ

ഏׅʖ

当院では、毎月近隣の公民館等で公開医療講座を開催しています。
どなたでも参加できますので、お気軽にご来場ください。

December

12

「転倒と脚の運動について」

日時：12 月 27 日（土）10:30 ～ 11:30
講師：マツダ株式会社マツダ病院
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 理学療法士
井升 聖滋
場所：府中南公民館

January

1

「初期認知症の
診断 ・治療の現状」
日時：1 月 24 日（土）10:30 ～ 11:30
講師：マツダ株式会社マツダ病院
精神科神経科 医師
岩本 泰行
場所：府中公民館

統計資料
項

目

7月

8月

9月

10 月

48.9

47.3

47.2

48.5

15.1

15.9

14.9

15.9

200

172

166

188

20

16

14

12

外来一日患者数（人）

623

632

646

613

入院一日患者数（人）

215

199

191

195

紹介率（％）
平均在院日数（日）
手術件数（件）
【再掲】
日帰り手術件数（件）

ボランティアさん募集
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受付時間
午前 8：30 ～ 11：30（整形外科、眼科、精神科神経科 8：30 ～ 11：00）
午後 12：45 ～ 14：00（歯科口腔外科～ 16：00、皮膚科～ 15：30）
休 診 日
原則として、土、日、祝日、年末年始

マツダ病院理念
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●緊急時や即日入院
が必要な場合は、直
接担当医師にご連絡
ください。
●担当医の（初）は
初診、
（再）は再診の
日になります。
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アクセス
JR ご利用の場合
JR 向洋駅より徒歩 1 分
バスご利用の場合
向洋駅前・マツダ本社
前下車徒歩 1 分
お車をご利用の場合
駐車場約 120 台

マツダ病院は温かい思いやりの心で最新・最良の医療を提供し
社会に貢献します

基本方針
1. 患者さんの立場になって、心のこもった医療を提供します
2. 医療の安全を徹底し、信頼される病院を目指します
3. 地域の中核病院として、近隣医療機関との連携を図り、地域
医療の向上に努めます
4. 最新・最良の医療を提供するため、常に研鑚に励みます
5. 自主・自律（立）の精神のもと、一人ひとりが生き生きとし
た、働きがいのある病院を目指します
6. 医療資源の活用を図り、健全な経営の確保に努めます

病院機能評価認定病院

マツダ株式会社マツダ病院
〒 735-8585 広島県安芸郡府中町青崎南 2 番 15 号
TEL.082-565-5000( 代表 ) FAX.082-565-5138
http://hospital.mazda.co.jp/

