インフルエンザ対策を
しっかりと

しますが︑ 予防接種 では︑血液
の中の 抗体 しか上 がら ないの
で︑完全な 予防効果 は期待でき
ません︒

ｂ・アマンタシン
︵シンメトレル︶
Ａ型イ ンフルエ ンザにのみ
有効
一日二 回で三〜 四日間服用
します︒
ｃ・ザナミビル︵リレンザ︶
吸入する薬剤です︒
一日二回で五日間

趣味 の コ ー ナー

﹁冬はハムをつくろう﹂
低温で湿度の低い冬の間はハム
をつくるのに絶好の季節です︒

一度手作 りのハム を作って味
わってみてはいかがでしょう︒

手順︵九日間︶
①豚ロース 一ｋｇの 表面に粗塩

三十五ｇ︵ 砂糖︑ス パイスを加
える︶をすり込みます︒

一週間置きます︒
︵一日一回天地を返す︶

使用します︒
Ａ型Ｂ型両方に効きます︒
②一 般的 治療 法
発熱︑咳 ︑咽頭痛 ︑鼻水︑鼻
づまりなど に対する 治療をしま

③塩漬けさ れた肉を 流水につけ

②肉をバッ トに入れ 低温の所へ

ませんが︑ 急激な高 熱︑身体が
だるいこと ︑頭痛︑ 関節痛など

三時間塩抜きをします︒

す︒
インフル エンザ対 策とは︑時
間があ る時 は予防 接種 を︒か

が強いことが特徴です︒

③インフ ルエン ザの症状
ふつうの カゼとあ まり変わり

しかし︑ インフル エンザの重
昨年末︑ 当地区で も︑インフ
症化は防げ るので十 分意味があ
ルエンザが 発生し︑ 流行のきざ
ります︒
しを感じました︒
昨シーズ ン当院で 予防接種し
お正月で 一時スト ップした感
た人の中で ︑インフ ルエンザら
じがありま すが︑今 後流行する
しい症状を 示した人 は一名でし
おそれが高いと思われます︒
た︒
インフル エンザ対 策をしっか

防

りしましょう︒

予
査

からタコ糸で強く締めます︒

④表面の水 分をふき 取りサラシ
で巻きます ︒サラシ で巻いた上
かってしま ったら︑ らしかった
ら検査をします︒

⑤半日風乾します︒

みなさんの質 問 や投 稿 を
お 待 ち し てお りま す ︒

☆受 付 け から の お 願 い

月初めには必ず保険証を
受付 けに お 出し 下さ い ︒

診察 券は 毎回 お 持ち 下さ い ︒

水曜・土曜・第一火曜午後）

検査 でイ ンフル エン ザなら
ば︑インフ ルエンザ 特効薬を使
います︒
これらの 方法でか なりの効果

⑥ドラム缶 や箱など の中につる
し五十五度 〜六十度 で三時間燻

（日曜・祭日

検

①一 般的 予防
鼻やのど の粘液中 のインフル
過労 にな らない よう 注意す
エンザ抗体 を調べま す︒十〜十
る︒寒さに あたらな いようにす
五分位で簡単に結果が出ます︒
る︒手洗い やうがい を行い︑マ
Ａ型かＢ型かも判定できます︒
療

1 月 14 日 （火） 午後

スクを 使用 するな どは ある程
度︑効 果が あると され ていま
治

が期待できます︒

煙します︒
温度調節 は電熱器 を使い燻煙

には蚊 とり 線香状 のス モーク
ウッドを使います︒

⑦ハムを七 十五度の お湯で一時

間半ボ イル してで きあ がりで
す︒

診

休

す︒

①インフ ルエン ザ特効薬
②予 防 接 種
ふつう十 一月〜十 二月頃行い
ａ・オセルタミビル
ますが︑心 配な方は これからで
︵タミフル︶
も接種 した 方が良 いと 思いま
Ａ型︑Ｂ型両方に効きます︒
す︒
一日ニ回で五日間服用します︒
インフル エンザの ウイルスは

鼻や︑気管 などの粘 膜から侵入

1 月・2 月の休診 日

Ｅ・メールを 送って下 さい。
ｎｏｒｉｋａｚｕ＠ｏｋｕｔｕ．ｊｐ
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