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巻頭言

B型肝炎ワクチンをもっと普及させよう

児玉医院兒玉央

B型肝炎ウイルス(HBV)はHIVの50～100倍感染力が強いといわれ、1歳ま

での感染で90％、1～4歳の感染で30～50％、5歳以降の感染で6％が慢性化

するといわれていますbB型慢性感染者の15～30%はHBV関連肝癌あるいは肝硬

変で死亡します。平成28年10月からB型肝炎ワクチンの定期接種が0歳児に対し

て開始されました。すでに母子感染予防で実績があり、副反応が極めて少なく有効性

の高いワクチンであり、世界に後れを取るものの漸くここまでこぎつけたといった感が

あります｡

しかし、まだまだ不十分、もう少し本気でHBV感染対策をし、HBV関連肝癌を減

らすことを目指してほしいと思いますb近年、海外型であるHBV遺伝子型Aが性感

染症として輸入され、全国に拡散し、わが国のB型急性肝炎の約半数は遺伝子型A

とされ､成人でも約10％は持続感染します｡安全で有効なワクチンがあるのですから、

定期接種ではありませんが、少なくとも多くが親元を離れる年齢の18歳未満を対象

に接種勧奨をし公費補助の実施の実現を望みます。若者への投資は惜しむべきでは

ありません。子宮頸癌ワクチンの定期接種が副反応と有効性の問題から頓挫している

わけですが、B型肝炎ワクチンにはこの問題は全くありません。B型肝炎ワクチンの定

期接種にはあまりにも時がかかりすぎました｡感染症対策として最も実効性のあるのは、

副作用の少ない、“効く”ワクチンなのです。安全性と有効性、コストベネフィットの面

からの有用性も確立しているワクチンですから､国や地方自治体は､広く啓発活動をし、

少しでも公費補助を行い、接種率向上に努めていいのではないかと思います。
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平成28年度長野県小児科医会総会報告

日時平成28年5月29日

場所松本市丸の内ホール

総会は､花村理事の司会で､はじめに森副

会長より開会の辞があり､引き続き高島会長

より挨拶があった｡(以下､敬称略）

会長挨拶【高島俊夫】

本日は長野県小児科医会総会ならびに第

62回学術研修セミナーにご出席いただきま

してありがとうございますbこの後おこなわれ

ます総会では決算･予算等重要な協議事項

がございますが､慎重なご審議をお願い致し

ますb

さて､本年10月からB型肝炎ワクチンが定

期化されることになって､長い間叫ばれてい

たワクチンギャップも解消されつつあり､日本

のワクチン行政も多少は進歩したかと思わ

れます。しかし先進諸外国に比べますと定期

予防接種の種類は十分とは言えず､ムンプス

ワクチン､ロタウィルスワクチン等､定期化す

べきワクチンはまだまだあります｡任意ワクチ

ンの定期化への早道は､任意ワクチンの接種

率を上げることも需要な方法だと思いますの

で､我々小児科医は任意ワクチンの接種料助

成を各地区の行政に訴え､助成金が出ること

による接種率の向上に努めなければならな

いと思います。

このような我々小児科医の努力､小児科医

の要望を国政にきちんと届けることは大変重

要なポイントだと思います｡以前にもお話し

ましたが､来る7月10日に予定されている参

議院議員選挙(比例区)に現役の小児科医で

ある自見はな子先生が自民党から立候補さ

れます。東海大学医学部を卒業され､東大小

2

蓑島宗夫

児科に入局されたという経歴の現役の小児

科医でございますb日本医師会も全面的に応

援していますし､もちろん日本小児科医会も

力を入れています｡私が日本小児科医会選

挙対策本部の長野県担当ということでござ

います｡大量得票をもって国政に参加してい

ただき､我々小児科医の活動､小児科医の声

を直接国会に伝えていただきたいと思いま

すので､ぜひ7月10日は投票所に行って投票

をしていただくようにお願い致しますb

さて本日の学術セミナーは学術担当の岩

崎康先生に計画立案していただきました｡午

前中は長野県立こども病院耳鼻咽喉科部長

の佐藤梨里子先生に､こども病院のトピック

スとして｢子どもに見られる耳･鼻･のどの疾

患について｣お話いただきます｡午後の特別

講演Iは｢水痘ワクチン定期接種の効果と課

題｣について､藤田保健衛生大学小児科吉川

哲史教授にご講演いただきます｡その後､長

野県小児科医会で取り上げるのは初めての

｢虐待｣のテーマに入り､特別講演Ⅱ｢子ども

虐待と小児科医の役割｣を国立成育医療研

究センター副院長･こころの診療部長の奥山

眞紀子先生にご講演いただきますb最後にパ

ネルディスカッション｢虐待を考える｣を薮原

先生の座長で行います｡先ほども申し上げま

したが虐待について長野県小児科医会とし

て取り上げるのは初めてだと思います｡いず

れも興味深いテーマでございます｡最後まで

参加していただき､先生方にとって有意義な

一日であることを祈念致します｡また日本小

児科医会地域総合小児医療認定医の推薦状

をご希望の先生は､本日持っていますので私

にお申し出ください｡以上挨拶とさせていた

だきます｡ありがとうございました。



続いて飯沼議長の司会で議事が行われた。

会務報告竹内副会長が以下のように報告

した。

1.平成27年11月29B(日）長野県小

児科医会総会並びに第61回学術研修セミ

ナー（長野第一ホテル）

2.平成27年12月2日（水）平成27年

6月ll日提出の｢子どもの医療費窓口無料

化を求める要望書」に対し長野県阿部守一

知事より回答届く

3.平成27年12月21日（月）平成27年度

第1回長野県母子保健推進協議会(長野県庁）

4.平成28年2月14日（日）日本小児科

医会第5回乳幼児学校保健研修会（ベル

サール新宿セントラルパーク）

5.平成28年2月20日（土）日本小児科

医会乳幼児学校保健委員推薦増田英子先生

6.平成28年2月23日（火）平成27年度第

2回県立こども病院運営協議会(県立こども病院）

7.平成28年2月28日（日）日本小児科医

会社会保険全国委員会（和光堂西新宿ビル）

8.平成28年3月22日（火）予防接種後

健康状況調査事業実施医療機関推薦竹

内こども医院・長野市（竹内則夫先生

DPT-IPV)、松本歯科大学病院･塩尻市（塩

原正明先生小児肺炎球菌)、長野県医師会

関隆教会長宛

発言（和田）子どもの医療費窓口無料化に

ついては県に要望などを出していただきあり

がとうございました。国は実施した自治体へ

のペナルティをなくすことを検討していて、

そろそろその方向で結論が出ると報道され

ているので、そうなった時には、もう一押し

県に対して要望を出していただければと思

いますのでよろしくお願い致します。

担当理事報告

[庶務］（花村）入会なし。退会は茅野市

の塚田良夫先生から3月付けで退会希望が

あり先日の役員会で承認された。
3

{会計I(篠崎）長野県小児科医会並びに

第61回学術セミナー特別会計決算報告書

(2015/11/29長野第一ホテル）について、

収入の部として、長野県小児科医会助成金

300,000円、研修セミナー参加費88,000

円（2,000円×44名)、合計388,000円。

支出の部は、講師謝礼（5名）50,000円、

長野第一ホテルへの支払68,428円、合計

118,428円。差引残高が269,572円で通

帳に戻した。

平成27年度長野県小児科医会会計決算

報告について別紙（次ページ）のように報

告を行なった。

I会計監査｝（小林）平成28年4月9日

に松本市医師会館において会計監査を実施

し、帳簿通帳その他関係書類はよく整理さ

れており適正かつ妥当に運営されていること

と認める。

(篠崎）平成27年度長野県小児科医会予

算を別紙（次々ページ）のように報告した。

発言（蓑島）日本保育保健協議会第3ブ

ロックセミナーの開催についての案内と県医

会からの協賛に対する謝辞を述べた。

発言（松浦)NPO法人e-MADOの理事

長が、小池前教授から県立こども病院中村

副院長に交代になったことについて報告が

あった。

[保険］（高島）中澤理事からの文書報告

を代読した。平成27年度診療所小児科の

医業経営実態調査アンケート結果報告とし

て、回収率20.8％、小児科外来診療料の

採用率78.5％、職住分離62％、保険診療

収入は微増ほかを報告した。

発言（天野）鼻腔・咽頭拭い液採取料は

当初、同日複数回算定できるという情報も

あったが、厚労省から1日1回のみ算定す

る旨の疑義解釈が出ているのでご確認をい

ただきたい（4月25日付け事務連絡)。



平成27年度長野県小児科医会会計決算報告

(平成27年4月1

収入合計

支出合計

差引合計

日～平成28年3月31日）

6，M8,406円

1,442,167円

46“,239円

収入の部

支出の部

4

科 目
27f三度

決算額（円）

27年度

予算額（円）

比較

増
万円）

減
備考

会費 902,000 905,000 0.5
ｊ
ｊ

円
円

０
０

０
０

０
０

０
５

１く
１

名
名

７
７

６
４

員
員

《
呑
今
室

医
医

業
務

開
勤

繰越金 4,745,524 4,745,524
普通預金1,711,826
定期預金(2口）3,033,698

広告料 300,000 200,000 10．0

県医師会 100,000 100,000

雑収入 882 900 利息（普通266,定期616）

収入合計 6,048,406 5,951,424 9．5

科目 項目
271

■
申
■

１
コ

毎
Ｇ
ｌ
ｂ

決算額(円）

27f
写
■
■

Ｊ
ｆ
３

■
■
０
■
．

予算額(円）

比較(万円）

増 減

備考

事業費

子供健康週間

子供を虐待から守る会(長野､諏訪）

セミナー補助

会報費

子供とメディア講演会(長野）

NPO法人e｣AM

長野県小児保健協会協賛金

ﾁｬｲﾙライン長野協賛金

ホームぺー ジ’ 端費

中：Iブロック連絡協謹会

中部ブロック・近畿ブロック合同会護

計

30,000

60,000

331‘871

432,000

0

100,000

50,000

30.000

5.466

40,000

20.000

1,099,337

30,000

60.000

600,000

600,000

10,000

100.000

50.000

30,000

10.000

0

0

1.490.000

4.0

2.0

27.0

16.5

1.0

0.5

39.0

年2回補助

年2回発行

会議費

旅費

役員会費

計

181,770

48,720

230,490

100.000

50.000

150.000

8.0

8.0

役員旅費

会場費､お茶代

事務費

通信費

慶弔費

雑費

計

51,488

0

60.852

112,340

70.000

60‘000

70.000

200,000

2.0

6.0

1.0

9.0

会報送料など

花代など

封筒代､送金費等

支出合計 1,442,1671.840.000 40.0



平成28年度長野県小児科医会予算
(平成28年4月旧～平成29年3月31日）

収入合計

支出合計

差引合計

円
円
円

９
９
０

３
３

１
１

７
７
８
８
８
８

５
５

収入の部

支出の部

5

科目
28年度

予算額（円）

27年度

決算額（円）

比較（万円）

増 減
備考

会費 880.000 902,000 2.0
１
１

円
円

０
０
０
０

０
０

０
５

１く
く

名
名

４
８
６
４

員
員

令
室
今
丞

医
医

業
務

開
勤

繰越金 4.606.239 4,745,524 14.0
普通預金1,571,925

定期預金(2口）3,034,314

広告料 300,000 300,000

県医師会 100,000 100.000

雑収入 900 882 利息

収入合計 5,887,139 6.048.406 16.0

科目 項 目
281

■
■
■

＃
Ｐ
。

p

p

b

予算額（円）

271
■
■
■

存
ヱ

決算額（円

比較（万円）

増 減

備考

事業費

子供健康週間

子供を虐待から守る会（長野、諏訪）

セミナー補助

会報費

NPO法人e-MM

長野県小児保健協会協賛金

チャイルドライン長野協賛金

ホームページ維持費

中部ブロック連絡協議会

中部ブロック・近畿ブロック合同会議

日本保育保健協議会協賛金

計

30,000

60,000

600,000

500,000

100,000

50,000

30,000

10,000

40,000

0

100,000

1,520,000

30,000

60,000

331,871

432,000

100,000

50,000

30,000

5,466

40,000

20,000
0

1,099,337

27.0

7.0

10.0

420

2.0

年2回補助

年2回発行

会議費

旅費

役員会費

計

200,000

50.000

250,000

181.770

48,720

230,490

2.0

2.0

役員旅費

会場費、お茶代

事務費

通信費

慶弔費

雑費

計

60.000

60,000

70,000

190,000

51,488

0

60,852

112,340

1

6

1

8

Ｏ
ｌ
０
ｌ
０
ｌ
０

会報送料など

花代など

封筒代、送金費等

支出小計 1,960‘0001.442,167 520

予備費 3,927,1394,606,239 68.0

支出合計（支出小計＋予備費） 5,887,1396,048,406 16.0



発言（原山）社保からの審査基準に関す

る連絡として、縦覧点検されているので、急

性疾患は治療終了から1週間以卜経過して

から、慢性疾患では治療終了からlか月以

上経過してからなら初診を算定することが可

能。心エコーを実施した際の病名としては、

器質的疾患（疑い）はよいが、不整脈の疑

い病名では不可、不整脈の確定病名ならよ

い。また心雑音という病名での心エコー検

査は認められないのでご注意いただきたい。

I広報］（蓑島）会報63号は現在印刷中、

今回は子どもとメディア、また運動器検診を

特集をした。ホームページは適宜更新中。

保育保健セミナーへのご参加と担当園への

参加呼びかけをお願いしたい。

{公衆衛生I(増田）実施報告として、第

5回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会

が平成28年2月14日に東京で行われた。

｢学校保健における医師の役割を考えよう」

をテーマに6演題、参加者約150名であっ

た。このうち文部科学省初等中等教育局の

担当官、日本医師会常任理事それぞれの講

演後に、学校現場で学校医として働いてい

る研修会参加者との間で活発な意見交換が

なされた。

今後の予定は、1）第27回日本小児科

医会総会フオーラムが平成28年6月11日

～12日に鳥取県米子市で開催される。乳

幼児学校保健部として、シンポジウム（自

尊感情を育む～乳幼児期の基盤形成～）と

ポスター発表(学校医に関する全国アンケー

ト調査結果）を予定している。なお、総会

フォーラム期間中に乳幼児学校保健部の全

国委員会も開催予定。

2）第6回日本小児科医会乳幼児学校保

健研修会が、平成29年2月11日に「育

児不安」をテーマに東京で開催される。ご

参加をお願いしたい。
6

発表「松本市周辺における2015/16年期

インフルエンザの疫学的・病因的観察一

AH1,AH3亜型株とB型2系統による4種

混合流行に遭遇一(中間報告)」と題して、

松岡小児科医院の松岡伊津夫先生から報告

があった。今回は4価ワクチンが使用され、

いずれの型も流行したが、流行規模には差

異がみられた。当院における流行状況を示

すが、例年よりは遅れて流行が出現し、6－7

週をピークに5月中旬まで続いた｡A型は急

上昇後に早く下がり前半の主役､B型は緩や

かに経過し、後半は優位になり、合算する

と例年を上回る勢いだった。小中学校にお

ける累積欠席率の推移は、両者とも2月前

半から増加した｡B型が現れてから増加が目

立ち、小学校は例年より多いが、中学校は

他の年度より下回った。流行を4期に分け

て年齢分布を比較すると、後半になり5－9

歳、10-14歳の階層で顕著な増加がみられ

た。型別月旬別の分布では､A型は全期間

にみられ、ほとんどがAHlpdmで、AH3

は散発、B型はVictoria系統が先行、途中

で山形系統が加わり混乱状態になった。

感染研が流行前に行ったAHlNlpdmO9
亜型の小児における抗体保有状況では、0

～4歳は低いが、他の年齢層は70％を超

え高かった。感染研に送ったAH1NIpdmO9

ウイルスHA遺伝子の系統樹解析では、4

例ともクレード6B.1に属し、2009年の株

から横にかなりずれていることがわかった。

これらから今年のAHl亜型は抗原性が相当

変異しなければ小規模以下であろうと想定し

ていた。感染研が行ったワクチン株と流行

株のホモ価は2倍以下であり類似株だとわ

かった。実際のA型の流行は中規模であっ

たので、予測した疫学的推察と抗原性解析

との間に違和感を覚えた。（以下略）

事業計画（高島）本年10月29日に役員

会（松本)、11月27日に医会総会と学術

研修セミナーを行なう予定をお知らせする。



第62回学術研修セミナー

参加者(順不同）

高島俊夫、中村友彦、花村潔、篠崎康治、蓑島宗夫、上条寧、松井彦郎

宮林麻 里 、 吉 江春人、藤松操、矢野秀実、宮川恭一、竹内慎、山川直子

飯沼和枝、木口雅尋、森暁子、増田英子、久田俊和、杉山裕、鴬沢和彦

新川一 雄 、 小 口桂子、原敏博、呉屋靖子、松浦敏雄、和田浩、中島周子

鈴木直美、天野芳郎、児玉央、北原文徳、竹内則夫、滝芳樹、坂井昭彦

小林敏美、菅谷紘子、森哲夫、薮原明彦、今井寿郎、藤森茂、藤森克之

田中宗史、松岡伊津夫、林晴彦、牛久英雄、松岡高史、原山修、萩元緑朗

塩原正明、大塚美悠紀、佐藤梨里子、青沼架佐賜、今村柚紀子、岸川ゆかり

武井義親、田村秋穂、岩崎康

子ども病院トピックス

子どもに見られる耳・鼻・のどの疾患について

～小児科と耳鼻咽喉科に関連する疾患～

長野県立こども病院耳鼻咽喉科部長佐藤梨里子

耳鼻咽喉科領域と小児科では、お互いに

深くかかわる疾患が数多くありますb今回は、

小児科と特に関連の深い疾患について簡単

に解説します6

(1)急性中耳炎

急性に発症した中耳の感染症であり、耳

痛、発熱、鼓膜発赤、膨隆、耳漏などの鼓

膜所見で診断します（表1）（図1）！)。鼻

炎や風邪症状に引き続いて発症することが

多く、冬の時期が最も多いですb3歳未満

(表1）急性中耳炎スコア

年齢（24力促 齢ラ
一

く筒） 3

の乳幼児が特に多く、50～70％の乳幼児

がすくなくとも1回は罹患するといい、低年

齢期にかかるほど難治性中耳炎になりやす

いですb症状の重症度により治療方法が選

択されます（図2)。

(2)謬出性中耳炎

鼓膜に穿孔がなく、中耳腔に貯留液をも

たらし難聴の原因となるが、急性炎症症状

すなわち耳痛や発熱のない中耳炎2)ですb

主な症状は、難聴と耳閉塞感ですb多くは

涯病 0 l（痛みあり） 2（；寺続性高度）

発熱 0(Temp<37.5℃） 1（37.5℃≦Temp<38.5℃） 2（38.5℃≦Temp)

啼泣・不機嫌 0 1

鼓膜発赤 0 2（ツチ骨柄、鼓膜一部） 4（鼓膜全体）

鼓膜膨隆 0 4（部分的な膨隆） 8（鼓膜全体の膨隆）

耳漏 0 4（鼓膜観要可） 8（鼓膜観察不同 ）

軽症5点以下、中等症6～11点、重症12点以上（小児急性中耳炎診療ガｲドﾗｲﾝ2013年版より）
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(図1）急性中耳炎
(写真:MeijiSeikaﾌｱﾙﾏ株式会社よりご提供）

● ●●●
2点:ツチ骨柄･鼓膜一部 4点:鼓膜全体

(図2）

小児急性中耳炎のアルゴリズム
(小児急性中耳炎診療ガイドライン2013年版より）
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アルゴリズム

ー重症

(図3）

惨出性中耳炎の鼓膜所見と
鼓膜チユーブ留置術後耳(右図）
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(図4）小児惨出性中耳炎のアルゴリズム3か月以内に自然治癒すると言われていま

すが、急性症状を伴わないため、気が付か

れずに長期間見過ごされることがあり、難聴

による遅れが生じる場合があります。鼓膜所

見は、黄色あるいは茶褐色の中耳貯留液が

全体を満たしている場合、気泡や貯留液線

を認める場合などがあります（図3)。治療

は、副鼻腔炎など感染を伴う場合は抗菌薬

の投与、感染症状を伴わない場合は経過観

察やカルボシステインの投与を行います。3

か月以上遷延した場合は、鼓膜チューブ留

置術を検討します（図4)。

3か月以_卜遷延

No

両側性
40dB以上

または鼓膜

の病的変化

片側性
鼓膜の

病的変化

WesYes
NoNo

アデノイド
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経
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棡
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》
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チ
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性
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出
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経
過
観
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・
保
存
的
治
療
嘩
陶

小
田

(3)難聴

難聴とは、音や言葉を聴いたり、音を区

別したりする能力が低下している状態のこと

で、中耳や内耳の障害で起こります。先天

性難聴は、生まれてくる赤ちゃんの1000

人に1～2人の割合でみられますb原因と

しては遺伝性が50％を占め、その他、感

染症・早産・頭部外傷などで、残りが原因

不明です3)。後天性難聴は、生まれたとき

は難聴がなく、成長の過程で出現する場合

を言います。後天性の場合の原因は、遺伝

性・中耳炎・感染症など様々です。

難聴の検査は、成人の場合と異なり、様々

な検査での評価が必要です。そのため、当

院では図5のフローチャートに従った精査

を行っております。

(図5）子ども病院での検査・治療までの流れ

新生児スクリーニング検査で異常難聴かも…病院を受診

匿
よる検査

r月）

〕検査）
］検杳）

ヨ寛的検査（ｲﾆ

'聴性反射検査

'BOA(聴性行
'COR(条件詮

'遊戯聴力検査
,標準純音聴弓

他覚的検査
･ABR(聴性脳幹反応）

･ASSR(聴性定常反応）
･OAE(耳音響反応）

灰
０
反
后

割
く
動
圭

補聴器装用
身体障害者手帳申請

9



(4)鼻出血

子どもの鼻出血の原因のほとんどは鼻入

り口付近の粘膜の損傷であり、尾翼を圧迫

することで止血します。前兆がなく突然起こ

り、繰り返すことが多いです。出血の原因は

ほとんどの場合が、外傷（鼻ほじり、乾燥、

気圧外傷)や炎症(アレルギー性鼻炎､感冒）

ですbその他、形態異常（鼻腔がせまい)、

血管異常、血液の病気、腫瘍などが考えら

れますb一般的な止血の方法は、子どもを

座らせて少しうつむいた姿勢にし、親指と人

差し指でしっかり鼻をつまんで、左右から鼻

中隔を挟み込むように圧迫します。座るの

がむずかしければ、横向きに寝かせるのが

良いです｡

(5)アレルギー性鼻炎

幼児のアレルギー性鼻炎では、水溶性鼻

汁、鼻閉、くしゃみのほか鼻出血や咳、い

びき、眼や鼻をこするしぐさなど多彩な症状

がみられるのが特徴です。風邪症状との違

いは、鼻汁の性状や持続期間、発熱の有無

や咳の性状などが参考になります。検査と

診断には、鼻の中の所見と症状、鼻汁細胞

診検査、アレルギー抗原検査（血液検査）

があります。治療方法は、アレルゲンの除

去（回避）ですが､内服による抗アレルギー

剤、ステロイド点鼻薬が多く使用されますb

最近では、アレルゲン免疫療法として舌下

免疫療法がありますが、小児の適応は12

歳以上となっています。

(図6）急性副鼻腔炎のアルゴリズム（軽症）

抗菌薬非投与5日間経過観察

5日後にi舶沌し

AMPC.または
ABPC常用量5日間投与

5日徴こ改善あり

AMPCoまたは
ABPC高田量投与

あるいは

CDTR,CFPN,CFTM高用量
を5日間投与

騨処鰯を優先する
側要に応じて副風腔自然口開大
処鬮を行う）

■発黙侶8.5℃以上):アセトア
ミノフェン10mg/kg(顎用）

■鰯棚雛査鵬に応じa

■内胆藁投与時にはピフィズ
ス菌製剤､鬮性乳酸菌製剤
を畑える。

■成人の鰍用量は超えない。

■ABPC,AMPCoの場合には
1500mgを超えない。

■経過観察期間は初診時より
3週までとする。

*保険適応外

日本鼻科学会編:急性副鼻腔炎診療ガイドライン.日本鼻科学会誌49(2):143-247,2010
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(図7)急性扁桃炎･扁桃周囲膿瘍
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(8)扁桃周囲膿瘍

急性扁桃炎の合併症として扁桃周囲膿瘍

(図7）があります。炎症が咽頭収縮筋に波

及し､口蓋扁桃との間に膿瘍を形成し､発熱、

咽頭痛の増悪に加えて、開口障害や含み声

の症状が出現します。程度が強い場合は、

喉頭蓋や下咽頭梨状陥凹・披裂部まで進展

し、気道狭窄をきたす場合もあります。治療

方法は、抗菌薬の静脈内投与になりますが、

切開排膿も必要になります。

急性扁桃炎

(6)急性副鼻腔炎､小児副鼻腔炎(慢性副鼻腔炎）

急性副鼻腔炎とは、急性上気道炎などの

感染をきっかけに副鼻腔に炎症が生じて、全

身･局所症状を併発している状態をいいます。

急性副鼻腔炎は発症1カ月以内に症状が消

失するものを言い､脳性鼻汁､鼻閉､後鼻漏、

咳嗽などの呼吸器症状と全身倦怠感、発熱、

頭痛、頬部痛、発赤、腫脹、嗅覚障害など

を伴います6慢性副鼻腔炎は、症状が3ヶ

月以上持続するものを言い、15歳以下の小

児に発症するものを小児副鼻腔炎と言いま

すb急性の治療は、抗生物質投与になりま

す(図6)。小児副鼻腔炎の治療については、

自然治癒することも多いため、鼻処置や吸引

(鼻をかむ）などの保存的治療を行います4)。

(9)急性喉頭蓋炎

喉頭蓋の細菌感染であり、H.innuenzae

typeB(Hib)の検出率が高いといわれて
います4)。

(図8)急性喉頭蓋炎
(7)急性咽頭炎・扁桃炎

急性咽頭炎、扁桃炎（図7）は、耳鼻科

だけでなく小児科でも日常診療でよく遭遇す

る疾患です｡感冒を誘因として発症し、アデ

ノウィルス、EBウィルス、エンテロウィルス

群、A群β溶連菌、インフルエンザ菌、黄

色ブドウ球菌、肺炎球菌などが挙げられま

す。治療は、重症度分類（表2）を参考5）

に治療を行いますが、軽症であってもA群

β溶連菌が検出されればペニシリン系抗菌
薬の投与をおこないます。
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(表2)急性扁桃炎スコア

0 1 2

不機嫌・活動性の低下 なし 軽度 高度
症状

ス コ ア
咽頭痛による摂取量の低下 なし 軽度 高度

発熱 37.5℃未満 37.5～38.5℃ 38.6℃以上

咽頭粘膜の発赤・腫脹 なし 軽度の発赤 高度の発赤腫脹
咽頭扁桃 扁桃の腫脹・発赤 なし 軽度の発赤 高度の発赤腫脹
スコア

扁桃の膿栓 なし 扁桃に散見 扁桃全体

急性咽頭・扁桃炎診療ガイドライン（案）扁桃炎研究会､2006より

炎症に伴い喉頭蓋がピンポン玉（図8）の

ように高度に腫脹するとともに、声門上部の

構造全体に発赤・腫脹が見られることで呼

吸困難を生じます。小児の喉頭・気管の炎

症性疾患としてはクループ（急性声門下喉

頭炎）とならび、生命の危険があるという

意味において気をつけなければいけない疾

患になります。治療方法は、呼吸状態が保

たれている場合は喉頭ネブライザー、補液、

抗菌薬、ステロイド投与を行います。呼吸

状態が悪化の場合は気道確保を行います6

(10）睡眠時無呼吸症候群(OSAS)

睡眠時無呼吸とは、睡眠中に呼吸が10

秒以上停止することを言います。小児の場

合のいびき､睡眠時無呼吸の主要な原因は、

アデノイド・扁桃肥大などの閉塞型で生理

的肥大の時期に一致して4～6歳ころにピー

クがありますbその他、アレルギー性鼻炎

や副鼻腔炎など鼻閉による原因も見られま

す(表3)。症状は､睡眠時のいびき･無呼吸、

眠りが浅い・座って寝ている。胸郭変形、

夜尿、長時間の昼寝、成長発育不良、行動

異常など様々な訴えがあります。検査方法

は、眠っている時の呼吸状態を見る(PSG

検査)、喉頭ファイバーや単純レントゲンに

よる閉塞部位の診断により手術が必要かどう

かの判断をします。

1Z

(表3）小児の睡眠時無呼吸症候群の原因

･解剖学的な閉塞

アデノイド、口蓋扁桃肥大

鼻閉（アレルギー性鼻炎、ポリーズ

咽頭弁手術後）

短頸、頚部軟部組織過剰

･顎顔面奇形

小顎症、下顎後退、巨舌、上顎発育不全

･疾病、症候群

病的肥満、甲状腺機能低下症、ダウン症、

ムコ多糖症、脳性麻揮、Arnold-Chiari奇形

(11)喉頭軟化症

生後間もなく発症する喘鳴や呼吸困難を

きたす疾患です。吸気時の披裂軟や披裂軟

骨溝、喉頭蓋の気管孔への陥没がみられ、

喘鳴や呼吸困難を引き起こします。原因とし

ては、軟骨の構造異常、筋肉運動の不均衡、

喉頭の結合組織、筋組織の形成不全などが

考えられています。病態は、気管孔へ陥入

する部位により分類されています（図9）6)。

生後l～2週後から始まる喘鳴、吸気性呼

吸困難で、啼泣時、哺乳時など呼吸量が多

くなる時に増強し、睡眠時は比較的症状が

消失します。大部分は、成長とともに軽快し、

2歳頃までに完治する。呼吸障害がある場

合は、気管内挿管管理となります。



(図9）喉頭軟化症

Typel(披裂部型):披裂部が伸び､吸気時に披裂が喉頭を閉塞する

Typen(喉頭蓋披裂ひだ短縮型):喉頭蓋披裂ひだが短縮し､吸気時に喉頭が内側に
つぶれる。

Typem(喉頭蓋型):喉頭蓋が声門裂側に倒れて､吸気時に喉頭を閉塞する。

Typel

披裂部型

Type2

喉頭蓋披裂ひだ短縮型

Type3

喉頭蓋型

喉頭軟化症の分類(OlneyDR,etal.)

以上、小児科とかかわりのある耳鼻咽喉

科疾患として11疾患を提示させていただき

ました。今後とも皆さまのご協力ご指導をよ

ろしくお願い致します。
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〈特別講演

水痘ワクチン定期接種の効果と課題

藤田保健衛生大学医学部小児科学講座主任教授吉川哲史

1.水痘の病態と臨床像

はじめに、人に感染するへルペスウイル

スの初感染臨床像、潜伏感染、再活性化に

ついてお話します。ヘルペスウイルスの最

大の特徴は、初感染をして、その後宿主の

体内に潜伏感染をし、その後、加齢あるい

は免疫抑制剤の使用によって再活性化をし

て様々な病気を引き起こしてくることです｡

表lに示したものは人に感染するへルペス

ウイルスです。現在9種類になっています。

（表1）ヒトヘルペスウイルス

HSV-1aヘルペスウイルス亜科

HSV-2"

VZV"

EBVyヘルペスウイルス亜科

HCMVβヘルペスウイルス亜科

HHVL6A"

HHVL6B"

H HV-7"

HHV-8yヘルペスウイルス亜科

水痘帯状庖疹ウイルス（以下VZV)は、

HSV-1，2と同じくαヘルペスウイルス亜科

というサブファミリーに属していて、潜伏感

染する場所が神経系の細胞という点で非常

によく似ています。HHV-6、サイトメガロ、

HHV-7はβヘルペスウイルス亜科に属して

おり、単球、マクロファージ、唾液腺の細胞

などに潜伏感染する特徴がありますbEBウ

イルスとHHV-8は、yヘルペスウイルス亜

科に括られており、リンパ球系に潜伏感染し

て、EBVはバーキットリンパ腫、HHV8は

カポジ肉腫など様々な癌にかかわっていると

言われています。同じサブファミリーのウイ
14

ルスの遺伝子構造はよく似ています。

VZVは初感染で水痘を起こし、その後、

脊髄後根神経節に潜伏感染し、再活性化し

て帯状庖疹をおこしてくるという特徴があり

ます。

合併症と死亡

水痘は基本的に予後のよい疾患ですが、

よく見られる重要な合併症として、二次性細

菌感染症が知られています。脳炎／脳症も

非常に稀ですがおこることもあります。成人、

年長児の水痘の場合は、肺炎と肝炎の合併

が増えますb免疫不全の人では重症化して

亡くなる場合もあることが知られています。

水痘罹患中に劇症型溶連菌感染症の発症リ

スクが上がることが知られています。

人口動態調査から見た、水痘と麻疹によ

る死亡数です。1998-99年頃は、麻疹によ

る死亡数が20数例あったのが、MRワクチ

ンのおかげで麻疹の発生がみられなくなっ

たために死亡数は減っています。一方、水

痘は定期接種ではなかったために毎年流行

をくりかえし、水痘による死亡例のほとんど

はベースに免疫不全があり、10例前後でか

わらず推移しています。最近は水痘による

死亡数が麻疹による死亡数を上回る状態が

続いていますb

帯状庖疹

VZVは潜伏感染をして再活性化をすると

紹介しました。耳鼻科領域ではハント症候

群が有名ですし、眼科領域では急性網膜壊

死という病気がありますbVZVの再活性化

の臨床像として帯状庖疹が一番有名ですが、

この場合は帯状庖疹後神経痛が臨床的に最

も重要な問題になりますb米国ではウイルス



量の多い帯状庖疹ワクチンが使用されてき

ましたが、最近が国でも水痘ワクチンを帯

状庖疹予防に使えるよう承認されました。

免疫不全宿主の臨床像

医原性免疫不全宿主はどんどん増えてい

るので、水痘に罹患すると重症化する可能

性があります。もともと水痘ワクチンの開発

というのは、ネフローゼや白血病の子どもた

ちが水痘にかかると重症化して亡くなってし

まうということがあり、当時の高橋先生や浅

野先生、井沢先生たちが、そのような状況

を何とかしようということで開発されたもので

す。

潰瘍性大腸炎でプレドニンを長期服用し

ていた高校生が、ある日、腹痛が出現して

近くの病院を受診して入院しましたが、腹痛

が著しいので演者の病院の消化器内科に搬

送されました。もともと潰瘍性大腸炎が基礎

疾患ですので、主治医が大腸内視鏡をおこ

ない、それほど強い炎症の所見が得られな

かったのですが、腹痛が強いためステロイ

ドを増量しました。その頃から体表に非常に

大きな水庖が出てきました。皮膚科医が診

て診断がつかず、小児科医も呼ばれて診察

しましたが、水痘とは異なる非常に大きい

水萢が多数みられました。当時開発中の

LAMP法で調べると水痘ウイルスのDNAが

検出されたので、非典型的な、症状が極め

て重症化した水痘と診断し、ステロイドを中

止しアシクロビルを投与しましたが、多臓器

不全のため全経過10日ほどで亡くなりまし

た。免疫不全の患者さんが致死的な水痘を

発症する際の初期症状として、皮疹出現前

に、腹痛、背部痛、腰痛が先行するのが特

徴です。

もう一例は清瀬小児病院から相談いただ

いた横紋筋肉腫で化学療法を行なっていた

最中の患者さんです．水イボのような皮疹

や固い丘疹が出現・消槌を繰り返しており、

皮膚科と一緒に診ていたが診断に至らない
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ので調べてほしいという依頼がありました。

水庖形成がないので丘疹病変部を針で掻破

し、擦過して採取した検体をLAMP法で調

べたところ、VZVが陽性でした。LAMP法

は迅速診断には有用ですが、定量的評価は

難しい。その後、同じ検体をリアルタイム

PCR法で調べると、皮疹部と末梢血単核球

中に非常に大量のVZVのDNAが見いだせ

たので、皮疹だけでなく全身的なウイルス

血症がおきていたとわかりました。感染はし

ているが液性抗体は検出ができず、アシク

ロビルを長期に投与しても、多少よくなるが

すっきり消えない状態が続いて、最終的に

化学療法がすべて終わったあとに皮疹が痂

皮化し、seroconversionしました。院内感

染防止のために個室隔離が続き、色々な意

味で気を遣わなければいけないケースでし

た。当時、自分たちもあまり知らない病像だ

ったので文献を調べてみると、Chronic

verrucousvaricellazostervirusskin

lesionsという名前で報告がされており、

AIDS患者での症例報告が多くあり、1ケ月

以上、非典型的な皮疹が続き、皮膚生検で

はhyperkeratosisが主体であるとされてい

ます｡鑑別診断にはウイルス学的診断が必

須であり、院内感染制御の上で非常に問題

になり、非常に長期の抗ウイルス薬投与が

必要になることが症例報告に記載されていま

す。免疫不全の患者では重症化、遷延化、

非典型的症状であり、長期間にわたり抗ウイ

ルス剤を使用しなければならないため耐性

ウイルスの出現リスクが高くなる心配があり

ます。従って、迅速なウイルス学的診断を心

がけることと、診断後になるべく早く十分な

抗ウイルス剤を使うこと、抗体療法を併用す

ることです。水痘生ワクチンは打てないので、

不活化ワクチンにアジュバントを付けておい

て安全に免疫が誘導できるものがあればと

思います。抗ウイルス薬についても今後も引

き続いて開発が必要ではないかと思います6



2.水痘ワクチン定期接種化の効果

米国での成績をご紹介します。水痘ワク

チンの岡株という名称を先生方はご存知だ

と思います。これは岡という名前の患者さん

から採った水痘ウイルスを弱毒化して作った

ワクチン株です。世界で唯一の水痘ワクチン

株とありますが、例えば麻疹、ムンプス、

風疹のワクチンでは世界中に色々なワクチン

株があります。国内で使っているワクチン株

は国外のものとは異なりますし、国内でもメ

ーカーによって使っている株が違っていま

す。一方、水痘ワクチンには唯一、岡株が

世界中で使われており、米国でも欧州でも

同じ株ですb極めて画期的なワクチンである

と言えます。1974年に大阪大学の高橋先

生たちが開発をして、臨床試験は浅野先生

たちが、名古屋の中京病院でネフローゼの

患者さんに接種したり、三重大学の先生方

が白血病の子どもさんたちに打ったりして、

臨床研究がはじまったという流れです。

1987年に日本で製造承認がされて接種が

開始され、1995年に米国でFDAから製造

承認を得ています。ちょうどこの時に演者は

FDAに留学しており、フィリップ・クラウズ

がDNAワクチン部門のレギュレーションを

やっていましたので、彼の元で単純へルペ

スのmolecularvirologyを研究しました。
彼は指導をしながら、水痘ワクチンの

regulatoIyworkで分厚い書類を整理して

いたことを覚えています。1996年から水痘

ワクチンの定期接種が米国ではじまりまし

た。

米国における接種率の推移をみると、

2003年に8割くらいに達しています。米国

ではFDAが製造承認をしてACIPが定期接

種としてrecommendationを出す訳ですが、

CDCが3つの都市で集中的な疫学調査をし

ていますbWestPhiladelphia,TexasのTra-

viscounty、CalifbrniaのAntelopeValley、

人口30～40万人の市にフィールドを定め
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て、その地域ではすべての水痘の患者さん

を必ずチェックするというシステムを作り、

水痘ワクチン導入当初から経時的に水痘患

者の疫学にどのような変化があるかモニタリ

ングしています｡

各月ごとの水痘の患者数、千人ごとの発生

頻度は、寒い時期に多く、暑い時期に減ると

いう、日本と同じような流行パターンを持っ

ていたのが、ワクチン接種率が右肩上がり

に増えるに従って、水痘発症の発生頻度は

減るとともに、各年の流行のピーク高さが

徐々に減少し不明瞭になっているというデー

タがきちんと出ており、2002年のJAMAに

収載されています。JAMA,Feb6,2002vol287,No5p608

このようなアクティブサーベイランスが出来

ていないのが日本の現状ですb

水痘ワクチン導入後の入院患者数の推移

です。ワクチン接種率が上がっていくと、水

痘関連の入院患者数が右肩下がりに減って

行くということが、2004年のPediatricsに

載っています。2008年の同誌には、Ante-

lopeValleyで水痘の頻度が減って、入院数

も減少して、死亡率も低下するというきれい

なデータが出ていますb

以上のように、水痘患者数が減り、入院

数と死亡数が減ってくると、あまり問題ない

ように見えますが、当初1回接種で始まっ

たために、接種したばかりの時には高かっ

た抗体価も時間の経過とともに低下していき

ます。初めのうちは幼稚園・保育園で水痘

の流行があったので、接触をしてブースタ

ー効果がかかることで抗体が維持されてい

たのですが、どんどん水痘患者が減ってくる

と接触機会が減少するため、いわゆる

naturalboosterが得られなくなって免疫が

低下してきます。そのため高校生、大学生、

成人になってから、たまたま水痘の患者さん

と接触すると、水痘を発症するということが

おきてしまいました。これはかつて日本で

MRワクチンが1回接種だった時代に、い



わゆるsecondalyvaccinefailureが増えて

問題になったのと似たような状況です。

NEJM2007,356.1121-9に掲載されてい

るAntelopeValleyのデータで、1995年の
水痘ワクチン導入前では、全例がワクチン

未接種で水痘に罹患した人ですが、翌年に

はワクチンを接種してあったが水痘に罹患し

た人が少しみられますbワクチン接種率が

年々上がっていくと、未接種で罹患する人

数はどんどん減っていく一方、接種したのに

罹患する患者、いわゆるbreakthrough

varicellaの数が少しずつ増えて、2004年

時点でとうとう逆転しています。

このデータをもとに、水痘ワクチンは1回

だけではだめだから2回打ちなさいという

recommendationをACIPが出しました。米

国は統計的なデータをもとにrecommenda-

tionを出す点が優れていますが、日本では

このようなシステム構築が遅れていますb

水痘ワクチンを受けた子どもたちは帯状

庖疹を予防できるかが次の課題になってい

ます。ワクチンを打たれて帯状庖疹になるリ

スクは、水痘に自然感染して帯状萢疹にな

るリスクに比べて小さいことを示す論文があ

り､最近もいくつか同様の研究がされており、

水痘ワクチンを受けているほうが、将来帯

状萢疹になるリスクを低くできることがわか

ってきています。

以上をまとめると水痘ワクチン定期接種化

の効果は､米国のデータを見る限り､患者数、

合併症、入院例、死亡例のいずれも減らしま

す。今日は示しませんでしたが医療費も当然

削減できます。1回接種だけだと接種後罹患

が増えますが、2回接種すると接種後罹患は

減らせますb最近のデータをみると帯状庖疹

のリスクも減らせることがわかってきました。

3.臨床研究の結果

定期接種化までに我々がおこなってきた

準備としてMRワクチンとの同時接種の成績
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と、現在も追っている2回接種の間隔に関

するデータを示します。MRワクチンとの同

時接種が重要になってきますので、同時接

種しても安全かどうか、効果に問題はない

かどうかを調べた臨床試験ですも米国や欧

州で普通にやっているので、当然問題がな

いに決まっていると思うのですが、日本国内

で定期接種化するには日本人での成績があ

る程度必要だということで、厚生労働省の

分担研究としておこなった仕事です。MRワ

クチンと水痘ワクチンを同時に打って1か月

後に採血をして、プレ、ポストで色々な抗体

の動きをみる、また有害事象を調べること

をしました。まず水痘の抗体反応です。水

痘単独接種と、MRと水痘の同時接種を2

つの抗体法で調べました。IAHA法は感度

が悪いのでテイク率をみると7割強くらい、

gpELISA法では85%くらいです。水痘単独
でも、MRと水痘の同時接種でも、抗体価

には有意差はなかったので、水痘の抗体レ

スポンスについて差はありません。麻疹、

風疹の抗体価についても単独接種と同時接

種の差はありません。水痘ワクチンは副反

応が非常に少ないワクチンですので、有害

事象があったとしてもMRワクチンの副反応

と考えられます。この研究では同時接種と

MRワクチン単独接種を比較していますが、

両者の差はありませんでした。

2回目接種をすると、いわゆるブースター

効果が得られることがわかります。この研究

では、水痘とMRワクチンの同時接種は安

全かつ有効です。

2回目の水痘ワクチン接種は必要になるの

ですが､日本のMRワクチン2期と似た形で、

米国では4～5歳に実施する形で始まって

います。ドイツでは日本と同じように非常に

早い時期に2回目接種をしていますb米国

ではsecondaryvaccinefailureの問題を解

決するために5歳くらいに2回目の接種をし

ていますが、ドイツではprimaIyvaccine



failureがかなり多いので2回目までの接種

間隔をかなり短くして、2回打つことで十分な

感染防御能を得てもらおうという考え方です6

次に、どういった接種間隔が一番いいか

を決めなければなりません。1回目の接種

後3～4ケ月、5～6ケ月、8～12ケ月後

に2回目を接種した成績を比べました。1回

目の接種の前後、2回目の接種の前後で抗

体を見ています。1回目の接種後にserocon-

versionしていても、2回目の接種が3か月

の群で接種前の抗体価が検出限界以下にな

っている人たちがいる、6か月の群にも同じ

ようにいるという状況です。ここで2回目の

接種をするとブースターがかかって抗体が

上がるので、その上がり方が3つの群で差

が出てくるかがこの研究のポイントです。

A群3～4ケ月、B群5～6ケ月、C群

8～12ケ月の3群で比較して、2回目の

gpELISAについて、C群がA群より若干高

いという結果でした。明確な有意差は出ま

せんが、3ケ月で2回目を接種するよりも、

それ以降の時期にした方が、ブースターの

かかりがややよいようです。

最近は水痘の発症数も減っており、保育

園入所による感染リスクも下がっているの

で、6～12か月の間隔で2回目を受けた

方がよいだろう。感染研のホームページを

見ると、水痘ワクチン定期接種開始後は、

水痘が春先に増えるパターンがなくって、発

生数が減ったことが確認できます。水痘発

生定点報告ではどこで流行しているかわから

なくなっているので、将来は全数報告にして

いかなければならないでしょう。

4.今後の課題

一つ目は、ドイツ式で開始した短い接種間

隔を、MRl期・2期に合わせて行なう米国

方式に移行しなければならないと思います。

二つ目は、すべての子どもたちが水痘ワ

クチンを受ける時代になると、その子たちが
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帯状庖疹を発症したときに、それがワクチ

ン株によるものか野生株によるものか鑑別

が必要です。それはワクチンの安全性を担

保するのにその点を明確にするのが重要で

す。水痘の患者が減ってくるといわゆる

naturalboosterがなくなってしまうので、帯

状庖疹が高齢者の病気ではなく、30歳くら

いに発症するような時代がくるかもしれませ

ん。それもしっかりモニタリングしなければ

ならない。もしそのような状況がおきてくる

ならわが国でもなるべく早く帯状庖疹ワクチ

ンを導入する必要が出てくるように思います。

ワクチン株か野生株によるものかの鑑別で

す。l例目は大阪府立総合医療センターから

紹介いただいた症例です。7歳8か月のお

子さんが2月22日に水痘ワクチンを打って、

3月12日にALLと診断されて化学療法を始

めたら、寛解導入のdayl2に皮疹が出てき

て､day30に皮疹が拡大してきたケースですb

演者の大学でもちょうど同じような症例が最

近ありました。水痘ワクチンを白血病発症の

lか月くらい前に受けて、化学療法終了頃

に発疹が出てきて、LAMP法で調べたらワ

クチン株の水痘ウイルスでした。ワクチン株

は野生株を弱毒化したものなので、遺伝子

レベルのミューテーションがみられ、ウイル

スの前初期タンパクをコードしている

gene62に、多くの変異が入ります。その遺

伝子多型を使って制限酵素でLAMP産物を

切ることによって簡便に型判別をすることが

できます。この方法はJournalofClinical

Microbiologyに投稿済みですbこの方法を

用いて、これらの症例の皮疹は水痘ワクチン

由来のウイルスが増えて水庖を作ったもので

あることがわかります。

微研はまだ市販後調査報告を出していま

せんが、これまでの各報告をまとめると腎移

植例に水痘ワクチンを打って亡くなったケー

ス、同じく腎移植例で最終的にはリカバーし

ているが、極めて重症であった例、脳性マ



上の患者さんに打って亡くなっている例が報

告されていますb元々、免疫不全の人たち

用に開発された安全なワクチンですが、この

ような報告もあるので免疫不全とわかってい

る人たちに接種するのは極めて慎重に行くべ

きでしょう。ワクチン開発当時はアシクロビ

ルがなかったので、水痘に効く治療法がな

い中で、安全なワクチンで防護してあげると

いうのは理解できる。今日では抗ウイルス薬

があるので、免疫不全の人たちに敢えて危

険を冒してまでワクチンを打つことは、必要

性を極めて慎重に吟味するべきです。

次に帯状庖疹がワクチン由来か野生株由

来か区別しましょうという話をします。

ll歳女児、右耳介後部の腫瘤、右前額

部の皮疹、右半側の非常に強い頭痛を主訴

に演者の外来を受診しました。既往歴に水

痘の罹患はなく、1歳llか月に水痘ワクチ

ンを接種しています。初診時、右耳介後部

リンパ節腫大と軽度圧痛、右半分の強い頭

痛、額の右側に発赤、同部をぬぐって

LAMP法で調べたが陰性。3日後、同部に

水萢が出現して帯状庖疹と診断されました。

既往歴からワクチン由来の帯状庖疹の可能

性を考えなければなりませんが、採取され

たVZVのDNAを解析するとワクチン由来

の株ではありませんでしたので、ワクチン接

種の前か後に、家族が気づかないような非

常に軽い野生の水痘に罹患していたと考え

られました。このような作業をきちんと行わ

ないと、ワクチン株で帯状庖疹に罹患したこ

とになってしまいます。先生方が同様の症

例を診た際には、簡単に鑑別できますので、

演者の大学の公式サイトにある連絡先、検

体送付先をご覧いただき、検体を送ってい

ただけたらと思います｡

米国から報告されているもっと重篤なケー

スでは、水痘ワクチンの接種歴があり、水

痘の既往歴がない男性が、致死的な水痘脳

炎になって死亡しています｡剖検で得られた
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脳炎組織からPCRでVZVが出ています。

水痘の罹患歴はないのですがVZVのDNA

から野生株だとわかっています。すべての

子どもたちがワクチンを受ける時代になって

くると、このようなケースを一つひとつ

molecularepidemiologyでワクチン株と野

生株を鑑別しておかないと、いろいろ問題

がおこってくることがご理解いただけたと思

います。

ここまでをまとめると､①ハイリスク者への

ワクチン接種の可能性が増えますb②水痘ワ

クチン接種者の帯状庖疹症例は、molecular

epidemiology解析を行い、ワクチン株か野
生株かをきちんと区別することが必要になり

ます｡③ワクチンを打っても罹患する症例が

あると有効性に疑念が生じますので、科学

的な検討で有効性を示す必要があります。

症例対照研究の結果を示します。大学では

行いにくいので、近隣開業医15人の協力

を得て水痘が発生すると患者登録を行い、

皮疹部ぬぐい液を送付してもらい、水痘ウ

イルスを確認し、患者の年齢、性別が同じ

症例を選んで登録してもらいます。この研究

をほぼ1年行い、現在120名でDirect

LAMP陽性が72%、PCR含めて81%で水

痘を確認しました。水痘患者と対照を比較

した結果、ワクチンの有効性が示唆されまし

た｡④水痘罹患年齢が高い方へシフトして

いる可能性があるので、今後キャッチアップ

接種が重要になるでしょう。⑤水痘患者は今

後は定点観測ではなく、全数把握が必要に

なると思いますが、現在、入院患者は全数

把握が義務付けられています。感染研ホー

ムページで2014年の水痘ワクチン定期接

種化後から、年齢ごとに入院例をみてみる

と、小さい子が減って年長や成人の比率が

増えています。ワクチンでカバーできない年

齢層で水痘になる例が今後増えていくでしょ

う。年長児の水痘は重症化するので今後の

課題になります。



本日のまとめ

･水痘は、細菌感染をはじめとして非常に重

い合併症がまれにおきます。

･細胞性免疫不全宿主の人では非常に重症

化して亡くなってしまうこともあります。

･水痘ワクチン定期接種化の効果は、米国

のいくつかのレポートを見れば明らかです。

同じ効果がわが国でも今後期待できると思

います6

･MRワクチンとの同時接種は安全かつ有効

です

．水痘ワクチンは2回接種が非常に重要で

す。適切な接種間隔を選ぶ必要があります。

･定期接種化後もすべてが解決したわけで

はないので、いくつかの課題が残されてい

ますので、きちんとフィールドワークを行っ

て科学的なデータを保護者にフィードバック

する必要があると考えています。

(以上は平成28年5月29日に長野県小児

科医会セミナーにて行なわれた特別講演を

編集担当者が聞き書きしたものですbその

ため不正確な記載が含まれている可能性が

ありますので、ご承知おきください｡）
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〈特別講演

子ども虐待と小児科医の役割

国立成育医療研究センター副院長・こころの診療部長奥山眞紀子

3年前の小児虐待防止学会では大変お世

話になった。その際、子どもの虐待死ゼロ

を目指してChilddeathreview(CDR)を

きちんと行う大会宣言を出した。この5月

27日に改正児童福祉法が、反対0、全員

賛成で参議院を通過した。この改正にCDR

は含められなかったが両院質疑でその必要

性が示され、大臣答弁を受けてモデルケー

スで行うことになった。

この分野で医療の役割は早期発見、初期

対応であるが､重要なのは予防､福祉･警察・

司法に意見を提出できるか、在宅支援であ

る。児相通告の9割は在宅支援、分離は1

割に過ぎない。これまでの在宅は実質的に

放置状態であったが、この法改正で市町村

が在宅支援をしなければならなくなった。こ

の支援拠点に医療もからまないと命を救うこ

とができないのではないか。本日は早期発

見、対応と検証の話を中心に行う。

虐待の検証

2004年に児童虐待防止法が改正され、

国、地方自治体の責務として調査研究が規

定され厚労省の重大事態検証ができた。実

施したところ大変勉強になったので、各都道

府県でも行うことになった。国では年間約

90の検証をしている。年間400の虐待疑

い例があるが、検証が行われていないとい

う指摘がある。豪州の頻度から推計すると

日本は年300例程になるので、90例の倍

かそれ以上見逃されているだろう。虐待死

事例と無理心中例を比較するとだいぶ様相

が異なる。無理心中は、複数の子が死亡

Z1

(首を絞める、中毒)、両親がいる、望まな

い妊娠なし◎無理心中は虐待リスクがほと

んどなく､自殺予防からのアプローチが必要。

虐待は、1人を殺害、片親、望まない妊娠、

母子手帳未発行、妊婦検診未受診が多い。

虐待は4割が乳児、3歳以下が4分の3

を占める。

｢しつけのつもり」

3歳以上では｢しつけのつもり｣が虐待の

動機になっているので､児童福祉法に体罰

禁止を条文として入れたいという話があっ

た｡スウェーデンでは体罰禁止を法律に盛り

込むことにより虐待防止につながったので、

今回の改正でも入れるべきだとされたが、

法務省が｢懲戒権にはある程度の体罰を許

す｣と言い出して盛り込まれなかった｡付帯

決議の中で｢懲戒権を見直すこと｣になった。

以前の法律では､児童は保護の対象と規

定されたが､今回の改定で､児童は発達保障

と自立が保障される権利を有するという児

童の権利保有が明文化された｡第2条に意見

表明権､子どもの最善の利益が優先されると

示された。

検証の結果、虐待防止法が改正されて、

都道府県に虐待数の減少が義務付けられ、

都道府県の検証の会議には小児科医が招膀

されるだろうからご協力願いたい。要保護

児童対策地域協議会が義務化され、市町村

の98％で達成した。

報告を受けた場合は48時間以内の目視

確認が盛り込まれ、また死亡事例検証を行



なっていると精神科医療および小児科医療

の中で疎外された事例があったので、医療

体制整備が盛り込まれた。一番大きかった

のが児童福祉法改正で、生まれる前から対

策がとれるようになったこと。支援を必要と

するという意味で「特定妊婦」を発見した

者は、努力義務ではあるが、情報を要保護

児童対策地域協議会に報告することになっ

た。報告にあたって本人の承諾は不要であ

り、協議会には守秘義務がかかっているの

で報告は守秘義務違反にはならない。

米国各州でCDRを行うようになって、残

された家族もCDRにかかわってほしいとさ

れた。その際、グリーフケアが大きな課題

になってきた。米国、豪州、英国でCDRは

死亡の原因究明だけでなく、どうすれば防

げたかを、福祉、警察、教育関係者が入っ

て検証するようになっている。

通告の件数と内訳は次のようである。児

童面前での家庭内暴力(DV)はすべて児

相に通告することになったので､警察(29％）

から児相への通告が急増した。面前DVは

分離よりも、地域から家族全員への支援が

必要なので市町村が中心になるだろう。近

隣・知人から19％・医療機関からは3％と

外国に比べて少ない。但し、病院が関わる

虐待は乳児が多い。死亡事例の4割が乳

児であり、重症例、頭部外傷など死亡に至

る危険がある事例が多いので、早期発見、

早期対応が必要である。

Childprotectionteam(CPT)を持ってい

ないと臓器移植医療に関与できないので普

及が進んだが、院内組織(CPT)－医療機

関どうし－関係機関へのネットワークの構築

が必要である。

マニュアル3種を紹介する。「一般医療

機関における子ども虐待初期対応ガイド」

(http:/ijamscanjp/manual・htmlからダウ
ンロード可）「子ども虐待対応医師のための

子ども虐待対応・医学診断ガイド」「Child
22

Abuse:MedicalDiagnosis&Management,

3rdedition｣。

成育医療センターのチームはSuspected

childabuseandneglect(SCAN)という呼称
である。虐待の事例数は増えていないが、

チームへの連絡数は増えていて、特定妊婦

(胎児）から0歳が多い。内訳は身体的虐

待が多く、ネグレクト、心理的虐待の順。

疾患各論

医療機関以外がかかわることができない

虐待の形態4つを以下解説する。

1.乳幼児揺さぶられ症候群、ShakenBaby

Syndrome(SBS)

最近はAbuSiveHeadTrauma(AHT)と

いう呼び方が変わってきているが、SBSは

虐待に限られておらず、発症機序に由来し

た名称である。虐待の場合は、揺さぶった

後に投げ落とすので、ほとんどの場合

Shakenimpactsyndromeである。揺さぶら

れると重篤な網膜出血を伴うが、このような

出血は単にぶつかっただけでは生じない。

また脳全体に障害が及ぶ。

SBSの所見では、頭蓋内出血、眼底出血、

脳実質障害、軸索損傷、低酸素脳症と同じ

状態がみられる。骨折や皮膚の損傷は伴う

ことも伴わないこともある。生体は直接の外

力よりも、ズレの力に弱い。脳も同様で架

橋静脈が切れるが、それほど大きな硬膜下

血腫を起こす訳ではない。硬膜下血腫で亡

くなったり障害を残したりすることはほとんど

なく、脳実質障害が主な死因である。大脳

鎌に沿った硬膜下血腫｡灰白質白質剪断(ズ

レの力が働く時に白質と灰白質の密度が変

わるところが切れやすい。脳梁の断裂。炎

状の眼底出血と網膜剥離。骨折は骨幹端骨

折を見つけること、また胸郭を手で掴むの

で数珠状の肋骨骨折を生じる。



2.代理人によるほら吹き男爵症候群

MUnchausenSyndromebyProXy(MSBP)
両親または養育者によって子どもの体に

病的な状態が持続的に作られ、医師がその

子どもには様々な検査や治療が必要と誤診

するような巧妙な虚偽や症状の裡造によっ

て作られる子ども虐待の特異な形。Roy

Meadowは「子ども虐待の奥地」であると

言っている。ミュンヒハウゼン症候群は診断

名であり、MSBPも親の診断名と受け取られ

かねない。虐待は子どもの側から見なけれ

ばならないのに、親に診断名をつけてしまう

ことに問題がある。米国のCarolJennyは、
medicalabuse(医療を使った虐待の一形

態）がよいのではないかと提唱している。

症状は多岐に渡る。比較的多いのは、無

呼吸、けいれん、出血である。敗血症／菌

血症は点滴の側管から汚水を注入して作ら

れる。加害者の心理としては、注意を惹き

たい、支配する欲求・喜び、よい親の仮面

を被る、子どもが自分の注意を惹くものとし

て扱うなど。

症状の特徴は、確認が困難で、次々と奇

妙な症状が続く。疑うサインとしては、持続

的ないし反復する病気があり､①一見健康そ

うに見える子どもと、危機的症状や重篤な検

査結果の不一致、②注意が行き届き、子ど

もの傍らを離れようとせず、重篤な臨床状態

に直面しても驚くほど明るく見える養育者、

養育者と分離すると症状が落ち着く（分離し

たいのだがなかなかできない)、③ルーチ

ンの治療や薬物治療が奏功しない、④過去

にいくつかの専門医から症状に対する意見

書が作成されており、加害者はその記録を

なくしているか忘れている。

加害者が医療者を巻き込むことがある。

尿崩症を疑われた例があり、大量に飲水を

させて低Na血症を作り出していた。子ども

に傾眠傾向が見られ他院に転院し命が危な

いと言われた。他院から戻ってきたが、そ
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の時の主治医はすでに母親に完全に取り込

まれていた。母親はジアゼパム(DZP)を

使わないでほしいと言っていたが、投与し

ていないにもかかわらず血中濃度は非常に

高い値であったことで､演者に相談があった。

母親に問いただすと「外泊中に隣人にあず

けていた時に誤ってDZP座薬をいれられた」

という。その日時と血中濃度半減期から計

算すると超大量を使用しないと辻棲が合わ

ないことから、虚言であることを担当医に説

明して､取り込まれていたことを気付かせた。

そのような母親は、若い担当医の身の上話

まで聞き出して個人情報を把握していること

があり、子どもが一時保護になった時に、

担当医の住まい近くで待ち伏せしたりもし

た。取り込まれた医師は母親を信じ込んで

いるため、症例検討の際に意見の対立が生

じる。総合診療部の医師は虐待を疑い、専

門医は身体的疾患にこだわって解決が難し

かったケースが何例かある。中には2歳前

から9歳まで慢性下痢を理由に中心静脈栄養

を続けた例もあったが、この例は側管から毎

日血液を抜いて貧血を作り出し、頻繁に輸血

を受けていた。蓄尿には生卵白を毎日入れて

いた。尿蛋白がヒト由来でないことを腎臓専

門医が見つけ、警察介入時に母親の持ち物

から卵黄を分ける調理用品が見つかった。

病状が次々にエスカレートする、ドクター

ショッピングをする、ちょっとしたことで病院

を受診するなどが見られる。疑ったら病気

が作られたものであることを証明するための

検査をする。前医の情報を入手する（例：

先の傾眠児例でのDZP処方量)、一番よい

診断方法が親との分離である。母親の治療

は、加害行為を認めないと難しい。精神状

態が安定して物質依存から回復していること

が治療の前提になる。精神症状群と身体症

状群に分けて評価すると、後者には16例

中2例の死亡があった。死亡していないが

死亡の危険がある例は相当な割合になる。



3.医療ネグレクトMedicalNeglect

子どもの病状の否認、医療機関を受診し

ない。白血病のような重大な病気を認めよ

うとせず、治療のために必要な検査を拒否

する。生命予後が明らかに良い疾患に対し

て治療拒否、怠慢がある。子どものQOLが

明らかに改善するのに治療の怠慢がある。

文化的に許容できる代替治療ではない治療

で子どもに明らかに害がある。代替治療と

は異なるがマクロビオティクス狂信者の母親

は、自身の発達障害のためか、こだわりが

強いことがあり、絶対こうでなければならな

いという食事療法に嵌っていく。東京にはそ

れを助長する医療機関もある。母への食事

制限、母乳哺育の強制、舌小帯切除の3

点セットがよくみられる。子どもがひどい体

重減少をおこすことがある。入院させて子ど

もの栄養状態を改善させたら母親が自殺し

た例もあったので、母のケアの際に念頭に

置いておくべきである。

親の養育能力、精神障害、性格の偏り、

発達障害、医療に関する誤った知識などの

いずれかまたは複数が原因になる。病気や

治療の説明が十分に伝わっているか、突然

告げられた親の動揺を理解しているか、家

族全体に話が伝わっているか、医療チーム

からの話が人によって違いや矛盾がないか、

両親それぞれの思いを確認しているかなど

注意すべきである。

乳児に障害があることを告げると、父親は

ミルクも与えないで殺してくれと言うが、母

親は忍びなくて何も言えないので、父母の

話を別々に聞く必要がある。消極的対応で

も親に子どもを殺す権利はなく、両親は子ど

もの権利を守る義務があることを説明する。

｢看取りかネグレクトか」は非常に難しい。

両親それぞれの思いを確認し、日本におけ

る平均的な予後を提示し、最終的には臨床

倫理委員会で検討する。子どもの最善の利

益を考えた医療が行われなければならない。
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医療ネグレクトが疑われる時に行う対応を

児相が作成したものをみると、親権停止・

保全処分で手術が必要な時には手術をする

こともできる。医療機関から連絡があった際、

早ければ一晩で家裁が命令を出すことも

あった。アジア文化圏は、障害児を切り捨

てる傾向にあり、親の一方が外国人の場合、

父母の意見が食い違い、父親に相談して母

親(外国人)の親権停止をしたこともあった。

4.非器質的成長障害Non-organicFailure
toThrive(NOFTT)

成長曲線が非常に重要である。成長曲線

が低いといって緊急入院になると上がり、

退院すると下がることを繰りかえす．入院加

療で体重増加を確認する。虐待通告を必ず

してネットワークで対応する。体重が増えな

いよいうにしておく親のエネルギーはかなり

強いものがあり、身体的虐待に移行する例

がかなりある。NOFTTだからといって侮る

べきではない。

虐待事例への対応

対応の目的：心身の危険から守る。精神障

害を起こす危険もある、繰りかえし虐待を受

ける危険、自分より弱いものを虐待する危

険もある。

対応のポイント：疑わしきは行動をおこす。

疑わなければ介入はできない。はじめから

虐待とわかる例はほとんどない。「あれ何か

おかしい」と疑うことが糸口となる。福祉で

支援を与えるのであるから疑わしきは行動

をおこさないと子どもを救えない。心身の安

全を確保する。一人で抱え込まない。諦め

ないことを原則にしている。

病院での初期対応：疑いがあって、医学的

な評価をして、評価後の危険度を計って児

相あるいは市町村との連携を開始していく。

児童虐待通報は固定電話から189．心身の

安全を確保するために病院であれば入院。



開業医や園医であれば病診連携で対応す

る。一人で抱え込まない。重篤なケースで

はない方が対応するのは難しいのであって、

諦めず関わっていくうちに機会があってケア

できるようになる。

3歳未満の硬膜下血腫を診たら、普通、

交通外傷や3m以上の転落以外ではおきな

いと認識して対応する。全身の細かい観察

をして、事故の状況を聞く、眼底検査、全

身の骨撮影を行う。母子手帳のチェックを

する。明らかな事故、明らかな虐待の対応

は決まっているが、中間への対応が重要。

硬膜下血腫があり、眼底出血が5個未満で

あれば、SBSではなく事故の可能性が高い

が、通告はすべきである。児相が入り、よく

話を聞いて､虐待であるか決定できなくても、

事故防止の話もしながらフォローをしていく

ことが必要。児相、市町村は家庭訪問、一

時的保護、密な在宅支援が可能。実際には

親の状況や話の変化などを加味して判断し

ていく。グレーゾーンとして対応を続けなけ

ればならないことも少なくない。ヒストリー

がない場合や40～50cmからの転倒を主張

する場合、虐待の可能性が高い。1mの高

さで回転力のある転倒なら、出血原因とな

る可能性は考慮する。個人情報保護法でも

児童の健全育成のためなら情報提供ができ

るとされている｡改正された児童福祉法でも、

要保護児童対策地域協議会や児相から医療

機関に情報提供を求められたらそれにこた

える努力義務が医療機関にはあるので協力

する。死亡に近い時、障害が生じた時、証

拠保全が必要な時には警察への通報が必

要。ただし立件と子どもの保護は異なる。

立件は加害者と日時場所が特定できないと

無理だが、立件できないから保護が不要と

いうことではない。医療機関は重篤例を扱う

こともあり、迷うのが当然だが、常に子ども

の安全に目を向けていかねばならない。虐

待を受けた子どもは、一人や一職種では守

りきれないので連携が必要であり、院内シ

ステム、地域システムの構築が必要である。

(以上の記事は、本誌編集者が聞き書きしたもの

をまとめたものであり、聞き漏らした部分や不適

切に要約をした箇所が含まれている可能性もある

のでご承知おきください）
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当院での胎児・新生児虐待症例の検討

長野赤十字病院小児科天野芳郎

同MSW杉野仁、産科病棟唐沢節子、産婦人科本藤徹

、鞠

はじめに以前から、未成年の母、父が新

生児を遺棄してしまう事件が時々報道される。

また、厚生労働省による子ども虐待による死

亡事例等の検証!)によると、心中以外の虐

待死では0歳児、特に0日の虐待死が多い

ことが報告されている。予期せぬ妊娠や望ま

ない妊娠は、自宅分娩や飛び込み分娩、未

妊健妊婦となることが多く、それ自体が胎児・

新生児に対する虐待であり、児の死亡や重

大な健康被害につながることがある。

今回、長野赤十字病院での未妊健妊婦、

飛び込み分娩、自宅分娩の母、およびその子

どもについての実態を後方視的に検討した。

MSWや看護師の聞き取りから経済的に困

窮していると判断した症例を経済的困窮あり

とした。また、家族内の問題の有無につい

ても、同様に客観的評価が難しいが、虐待

"DVがあったという診療録の記載から判断

した。

結果5年半の間に自宅分娩7例、飛び込

み分娩11例、妊婦健診の遅れ17例、人

工中絶1例の計36例の妊婦・分娩があっ

た。1例は双胎だったので、新生児は37

例だった。母親の年齢（図l)は13歳～

42歳、中央値26歳だった。19歳以下の

未成年が8例で中学生1例、高校生4例、

専門学校生1例の6例が学生だった。

(図1）母親の年齢

目的未妊健妊婦、飛び込み分娩、自宅分

娩の母、およびその子どもについて、その

特徴を調べ、胎児あるいは新生児に対する

虐待を未然に防ぐ手段を考える資料とする。
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方法2011年1月から2016年6月まで

の5年半の間に長野赤十字病院の産婦人

科、小児科で関わった妊婦健診が遅れた妊

婦・新生児、飛び込み分娩をした妊婦・新

生児、自宅分娩をしてから病院に搬送され

た母児について、後方視的に以下の項目を

調べた。

調査項目：母体年齢、妊娠・分娩回数、基

礎疾患の有無、母の職業、母親の婚姻の有

無、家庭の経済的困窮の有無、家族内の問

題の有無、分娩様式、母体の感染状況、新

生児の（推定）在胎週数と体重、アプガー

スコア、新生児の異常の有無、新生児の行

き先、家庭の経済的困窮があったかどうか

については、客観的評価が難しいが、生活

保護を受けている場合に加え、診療録、

15趨未渦15-ﾕ9 3易3940趣以上ZOZ4 Z5.29 30-34

妊娠回数（図2）は初回の妊娠が15例

(42％)、5回以上の多妊娠回数が4例

（11％）だった。

(図2）母親の妊娠回数
15

10

5

0

初 回1234567
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母親が精神疾患を合併していたものがll

例(31%)あり､その内訳は知的障害5例、

統合失調症2例､うつ病2例､人格障害l例、

適応障害1例だった（図3)。

(図3）母親の精神疾患の有無

(図5）家庭の経済的困窮

／
Ｉ
雌
ｉ
ｌ
ｌ
、

(図6）家族の問題の有無

母の職業では、主婦14人(39%)、無職7

人(19%)､学生6人(17%)で､職業を持っ

ている女性は9例（25％）だったが、パート

タイムが5例、正規採用が4例だった。母親

の婚姻の有無（図4）は、結婚していたもの

14例(39%)、未婚20例(47%)、妊娠が

判明して分娩前に入籍したもの2例（6％)、

出産後入籍したものが3例（8％）だった。

(図4）母親の婚姻の有無

分娩様式は、自然分娩が24例（67％)、

帝王切開が9例（25％）で、2例は不明、

l例は人工妊娠中絶だった。母の感染状況

は、4例にクラミジア感染、1例に梅毒感染

が認められ、2例がGBS保菌者、l例がト

キソプラズマ抗体陽性者だった。新生児の推

定在胎週数は21週で人工妊娠中絶を行っ

たl例と、不明の7例を除くと、31週の早

期産が2例で、その他の26例は満期産と

考えられた。また、体重が測定された33名

の児の出生時体重は1903g～4166g(中

央値2893g)で、7例が2500g未満の低

出生体重児だった。出生児のApgarScore

は、自宅分娩の7例と人工中絶の1例を除

く28例中l例のみが1分値6点（5分値

は9点）で軽度の仮死と判断されたが、そ

の他の27例では仮死を認めなかった。分娩

の状況と児の異常との関連（表1)では、自

宅分娩の7例中3例が病院到着時にすでに

死亡しており、3例で低体温、1例が低出生

体重児で、正常児と判断されたのは1例の

みだった。飛び込み分娩の11例では周産

期の感染症が2例、低出生体重児2例、

初期嘔吐が1例に認められた。妊婦健診が

家庭内の経済的困窮（図5）については、

21例（58％）が経済的に困窮していた。家

族内の問題の有無（図6）については、23

例（64％）が家族内の問題を抱えていた。

その内訳は重複するが、夫・パートナーが無

職5例、母親が上の児に対してネグレクトを

行っていた4例、母親自身がネグレクトを受

けていた3例、夫と離婚あるいは離婚協議

中3例、外国出身の母3例、母が実家から

家出した2例、夫の暴力2例、その他2

例だった。
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母親あるいは父親の精神疾患、未婚、虐待

や暴力などの家庭内の問題があり、多くの

場合、それらが重複して存在し、解決する

ことは容易ではないと考えられた。

児の分娩は67％が自然分娩で、多くの

児は満期産と推定された。未妊健での分娩

でも病院で分娩した場合の児の予後は比較

的良かったが、自宅分娩の7例では3例の

新生児が死亡していた。検討した症例数が

少ないため、自宅分娩での新生児死亡が高

率となっていると考えられるものの、自宅分

娩は新生児にとって極めて危険であることが

改めて確認できた。

児の行き先の検討では、自宅で両親およ

び祖父母等の協力を得て育児されているも

のが21例（58％)、乳児院へ入所したも

のがll例(31%)、出生数日で里子となっ

たものl例だった。病院で最後に児を確認

したのは、多くの場合が、病院でのlか月

健診だった。地域の保健師や児童相談所に

分娩の状況や児の状態は連絡してあるもの

の、その後の経過を知る機会はなく、われ

われ病院スタッフの対応の結果がフィード

バックされていない現状は、改善の余地が

あると考えられた。

(表1）分娩の状況と児の異常との関連

遅れた17例では低出生体重児が4例に認

められた｡出生した新生児･乳児の行き先(表

2）については、自宅が21例（58％)、乳

児院11例(31%)、里子1例(3%)、死

亡4例（11％）だった。

考案日本では、大阪産婦人科医会が未受

診や飛び込みによる出産等の実態調査を先

進的に行っている2)。それによると、2013

年の大阪府では年間約7万3千件の分娩が

あり、28の施設から、285件の未受診妊

婦が報告され、およそ250分娩に1回の

発生頻度だった。長野県の出生数は年間

15,822人(2015年)3)なので、大阪府と

同じ発生頻度だとすると年間に63人の未受

診妊婦がいることになる。当院の約5年半

の未受診妊婦は36例だったので、年間で

は約6．5例で、長野県全体の1割程度の未

受診妊婦を取り扱ったと考えられる。

母親の年齢は19歳以下の未成年が8

例（22％）で、その内6例が学生だった。

大阪では、未成年は17.5％でほぼ同様の

比率だった。このような未成年の妊娠は、

性や妊娠、分娩、子どもの養育に対する知

識の欠如が問題で、中学生、高校生に対す

る性教育の充実が望まれる。

一方、成人の未受診妊婦の最大の原因

は経済的な問題だった。われわれの検討で

は、58％が経済的問題を抱えていたが、大

阪府の調査でも84例（29.5％）が生活保

護を受けていた。貧困以外の原因として、

まとめ長野県でも未受診妊婦、飛び込み

分娩、自宅分娩が少なからず存在し、胎児、

(表2）分娩の状況と乳児の行き先

Z8

人数 正常児 異常 死亡

自宅分娩 7 1
低

３
児 1

3

飛び込み分娩
11

(双胎1）
7

周産期感染症2

低出牛体重児2
初期嘔吐1

(1)

妊婦健診遅れ 17 14 低出生体重児4 0

人工中絶 1

人 乳児の行き先

自宅分娩 7

死亡3

自宅2

乳児院2

飛び込み分娩
11

(双胎1）
自宅7（死亡1）
乳児院5

妊婦健診遅れ 17

自宅12

乳児院4

民間斡旋1

人工中絶 1



新生児が危険にさらされている。中学生・

高校生に対する性教育や家族に問題を抱え

た妊婦への支援が必要である。表3に胎児・

新生児虐待を少しでも少なくするための対

策を掲げた。

文献

1)厚生労働省、子ども虐待による死亡事

例等の検証結果について（第ll次報告）

の概要.http://www.mhlw.gojp/61e/04-

Houdouhappyou-11901000-Koyoukintou-

jidoukateikyoku-Soumuka/img-XO72234

52_2.pdf

2）大阪産婦人科医会．未受診や飛び込み

による出産等実態調査報告書、2014年3月

3）長野県ホームページ、主要数値票（長

野県毎月人口異動調査結果)．http://www

3.prefnagano.lgjp/tokei/1_jinkou/annual

/H27/H27_18.pdf

(表3）胎児・新生児虐待を少なくするための対策

中学生・高校生への妊娠・出産・性教育

若年者が経済的負担がなく、避妊薬や緊急避妊薬を入手できる制度

｢にんしんSOS｣(大阪府）のように望まない妊娠を相談できるシステム

ハイリスク家庭、特定妊婦の把握と支援

貧困者への対策

養子縁組サポート
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鐙ヅ長野県における重症症例から見た虐待検知の現状
長野県立こども病院小児集中治療科松井彦郎、天笠俊介

小児虐待に対して必要な医療的・社会的

活動は、予防・検知．治療．対応．サポー

ト等と多岐にわたる。その中で小児重症症

例を診療する三次医療施設の役割は、外傷

症例における小児虐待の検知と治療である。

骨折・瘡等の典型的な所見を有する症例の

虐待検知は容易であるが、医療従事者は外

傷が発生した状況の分析は専門でなく、特

に乳児の頭部外傷症例においては事故．事

件・虐待の区別は困難である。また重症な

神経症状を呈する様々な病状において、最

初から虐待が疑われる典型的症例ばかりで

はなく、内因性及び外因性要因の判断には

慎重な鑑別が必要である。

乳児頭部外傷を診療する医療従事者の役

割として重要なことは、主観的ではなく、身

体所見や検査をもとにした客観的所見で虐

待の可能性を推定することと、診療と直接

関連のない虐待対応チームに連絡すること

である。医療従事者は事実に基づく重症度

を客観的に診断し治療に専念することが重

要で、事件や事故を調査する専門性を有し

ていない。診療から調査をわけることは患

者家族と医療従事者の関係を保つために重

要であり、事象の調査．判定は診療とは離

れた第三者的なチームで行われることが重

要である。

重症度の客観性に基づいた所見を調査し

てみると、重症度と保護者との話が乖離して

いることが多く、受傷機転が小さい方が大

きい方に比べて重症度が高かった。特に乳

児期では表面上の虐待の典型的所見は乏し

く、典型的な所見がないことは虐待を否定

することにはならなかった。頭部CT検査に

3○

おいては硬膜外出血が虐待に多く見られ、

これらの多くは頭蓋骨出血を伴わないもの

であった。この様な鈍的外傷を示唆する所

見は乳児ゆさぶられっこ症候群(Shaken

BabySyndrome)の所見と合致するものと考

えられた。

以上の様に、乳児重症症例から虐待を検

知することは典型的な所見を伴わない事が

多く、客観的所見をもとに判断する事が重

要である。そして乳児の重症神経疾患の診

療に際しては常に虐待を念頭において診療

体制を構築することが重要と考えらえる。



､鞠
二次病院における子ども虐待への取り組み

一院内虐待防止委員会の活動を含めて一

飯田市立病院小児科萩元緑朗、長沼邦明

【はじめに】

2014年度に全国の児童相談所が対応し

た虐待件数は88,931件にのぼり、児童虐

待防止法施行前の1999年度に比べ約7．6

倍に増加し、1990年度の調査開始以来24

年連続で最多を更新している。児童虐待が

深刻な社会問題になる中、医療機関では多

職種参画の院内虐待防止委員会を設けて、

虐待に関する適切な評価を行う施設が増え

ている。当院は地域の二次病院であるが、

最近子ども虐待を含め全ての虐待に対応す

る院内虐待防止委員会を立ち上げた。委員

会設置後まだ約2年半と短期間ではあるが、

その活動を含めて当院における子ども虐待

への取り組みについて報告する。

【虐待防止委員会立ち上げの経緯】

当院は、診療科数32、病床数423床を

有し、長野県内最南端の二次医療圏である

飯田下伊那地域で唯一の地域医療支援病院

である。虐待防止委員会設置以前の1989

年～2013年の25年間で、当院に入院し

た子ども虐待事例は17例であった。内訳は、

身体的12例（うち乳幼児ゆさぶられ症候

群4例)、性的0、ネグレクト3例、精神的

2例であり、予後は、死亡3例、身体的後

遺症3例であった。特に身体的虐待12例

中6例が死亡するか後遺症を残していた。

年齢は0歳児5例、1歳児3例、2歳児3

例など低年齢が多かった。上記虐待事例は

いずれも個別に対応していたが、かかわる

個人（主治医）に精神的・業務的に大きな

負担がかかっていた。

全国的に子ども虐待対策委員会CPT

(ChildProtectionTeam)を設ける施設が
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増える中、当院でも子ども虐待への対応の

見直しが検討され、職員の負担軽減、情報

の集約化、対応の迅速性を求め、2012年

からCPT設置の準備が小児科医や医療ソー

シャルワーカー(MSW)を中心に進められ

ていた。当初は子ども虐待のみを対象とし

て検討されていたが､同時期に準備中であっ

た病院機能評価にて、あらゆる虐待（配偶

者虐待(DV)、高齢者虐待、障害者虐待を

含む）への対応を求められていたことから、

全ての虐待に対応する虐待防止委員会を設

置することになった（当院は、2015年2月

に機能種別版評価項目3rdG:Ver.1.0の認

定を受けた)。

2013年ll月に院内虐待防止委員会が

設置され、2014年3月に「飯田市立病院

虐待防止マニュアル」が完成して、院内各

部署に配布された。委員会メンバーは委員

長を副院長（医療安全部長）とし、委員は

小児科医師、脳神経外科医師、形成外科

医師、看護部長、小児科病棟看護師長、

産科病棟看護師長、救命救急センター看護

師長､医療安全管理者､MSW､臨床心理士、

庶務課長、医事課長で構成されている（現

在15名)。また、虐待を疑う事例が生じた

際に、迅速に対応するための小委員会を組

織している。小委員会メンバーは、上記の

うち小児科医師、小児科病棟看護師長、救

命救急センター看護師長、医療安全管理者、

MSW、庶務課長、医事課長である。

虐待が疑われる事例が発見された場合に

は、上記マニュアル内にある各虐待におけ

るフローチャートに従って対応している。す

なわち､①発見者がMSW(児童の場合は、

虐待担当小児科医師も)に連絡､②MSW(児



童の場合は、虐待担当小児科医師も）が事

実の裏付けや家庭状況などを調べて緊急度

を判断､③小委員会を招集し対応を協議す

る、との流れである。また、後日経過の概

要ついて診察医師やMSWが虐待報告書を

作成し、委員に回覧あるいは委員会で報告

される。

・かかわる一部の人の責任ではなく、病院

の責任として対応することができるようにな

り、個人の負担が大きく軽減された。

､入院だけでなく外来事例も含めて全体像

が把握できるようになり、虐待報告書によっ

て委員内で情報を共有できるようになった。

･MSWが院内や院外の連携の窓口であるこ

とが明確になり、地域関係機関とも連携が

とりやすくなった。

･委員自身がまだ対応に慣れておらず、フ

ローチャートに添えない事例もあった。

･事例に遭遇する機会が多い救急外来スタッ

フについては、虐待に対する感度が高くなっ

ていると思われたが、それ以外の部署や職

員については、まだ感度が高いとはいえな

い印象であった。

【虐待防止委員会の活動内容】

表lに示すように、2013年ll月から

2016年3月の約2年半に、16件の虐待

事例（疑い含む）の報告があり、発見場所

はその大半が救急外来であった。このうち、

児童虐待7事例の内訳は、表2の通りであ

る。年齢は2カ月から17歳にわたり、平均

年齢7．4歳（中央値は2歳)、男児l例、

女児6例であった。虐待の種類は身体的4

例、ネグレクト3例であった。報告は全例

救急外来からであり、入院となったのは3

例（全て身体的）であった。行政機関への

通告・通報は児童相談所が5例と最も多く、

警察l例、市町村役場が2例であった（重

複あり)。

院内院虐待防止委員会設置から約2年半

とまだ日が浅いが、設置の成果と反省点と

しては、以下のようなものが挙げられる。

【地域関係機関との連携】

児童虐待対策においては、ハイリスク群

への介入、つまり一次予防も大変重要であ

る。低出生体重児・多胎児は虐待の高危険

因子であり、低出生体重児はそうでない児

の約10倍の危険度と言われている。1998

年以前は､病院､保健所､市町村､療育施設、

児童相談所がそれぞれ支援していたが、こ

れらの機関が連携して支援にあたるため、

(表1）報告された虐待事例

饗1件は児童とDVの重複
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2013年度

(2013年11月～）

2014年度 2015年度

虐待事例

児童

配偶者(DV)

高齢者

障害者

1件

1例

件
例
例
例

６
１
３
２

9件鈴

例
例
例

６
３
１

発見場所

救急外来

整形外科外来

形成外科外来

1件 6件 件
件
件

７
１
１



1999年から当地区では未熟児等支援検討

会を月に1回定期的に開催している。場所

は飯田保健所、検討会の構成員は飯田市立

病院小児科医師、NICU看護師、リハビリ

理学療法士、保健所保健師、児童相談所

児童福祉司または児童心理司、飯田市保健

師(保健課､子育て支援課)､飯田市療育コー

ディネーター、市町村保健師（不定期）で

ある。対象は2000g未満の低出生体重児・
その他リスクの高い新生児である。地域に

生まれた全該当新生児に同意書を取り、名

簿を保健所で管理している。保健所保健師

は該当月に検討対象者をリストアップしてい

る。検討対象月齢・年齢は、修正4ヵ月、

修正7カ月､修正1歳､2歳､3歳､4歳､5歳、

6歳である。各構成員の持つ情報を連絡し

あい、問題がないかを検討している。検討

事項としては、発育・発達の状況、家族の

状況、健診の状況、保育園の状況等であり、

問題があれば介入を検討している。

さらに、養育する家族構成の問題や経済

的問題、家族の医療的問題（精神疾患や家

族の病気）などで、児よりも親に問題のあ

るケースについては、ハイリスク母子支援検

討会を行っている。未熟児等支援検討会と

合わせて年4回開催しており、検討会の構

成員は、精神科医師、飯田市立病院小児科

医師、保健所保健師、児童相談所児童福

祉司または児童心理司、飯田市保健師（保

健課、子育て支援課)、飯田市療育コーディ

ネーター、市町村保健師（不定期）である。

問診や検討会だけでは不十分であり、リス

クを評価し積極的介入が必要である場合は、

担当保健師などによる介入の強化を行って

いる。

このような形で地域関係機関との連携をと

りながら母子支援を行い、家族との良好な

人間関係作りを大切に考えている。

【おわりに】

院内虐待防止委員会を立ち上げて、約2

年半が経過した。今後の課題や改善点は残

されているが、組織として子どもを含むあら

ゆる虐待防止への第一歩を踏み出せた意義

は大きいと思われる。

子ども虐待が少しでも起きないように地域

関係機関と連携しながら防止策を行っては

いるが、もしそのような状況に遭遇した場合

には、できる限り迅速かつ適切に対応して

いく必要がある。その際、院内虐待防止委

員会は有用であり、今後も活動をより深めて

いきたいと考えている。

(表2）報告された児童虐待7事例のまとめ

年齢 2ヵ月～17歳（中央値2歳）

性別 男：女＝1：6

虐待の種類 身体的4例（うち入院3例）

(カッコ内は虐待者） 急性硬膜下血腫2例（両親1例、虐待者なし1例）

頭部陥没骨折1例（実母）

頭部打撲1例（実父）

ネグレクト3例（実母1例、実母と継父1例、両親1例）

通告・通報 児童相談所5例

警察署1例（児童相談所と重複）

市町村役場2例（うち1例は児童相談所と重複）

通告・通報なし1例
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長野県小児科医会 申込書

入会を希望される方は下記に記入の上、下記連絡先までFAXでお申し込みください。

異動された方も、退会される方も、下記に記入の上、下記連絡先までFAXでご連絡下さい。

お 願い

勤務先の変更･住所の変更がありましたら､下記までFAXにて 蔓警篭松本市新村247-l花村医院

-47-6630TELo263-47-0(TELO263-47-0032

雫唱…v2……噌廷
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長野県4、 児科医会会長殿

(ふりがな）

氏名
男。女

勤務病院名

又は

医院名

と

科名

病院・医院

クリニック
科

住所
〒

電話番号

FAX番号

メールアドレス ①

自宅

住所

電話番号

メールアドレス

〒

②

長野県小児科医会メーリングリストに登録を希望するアドレスは ①②

日本小児科学会の
会員である 会員でない

専門医である専門医でない

日本小児科医会の 会員である 会員でない

他の加入学会、主な略歴など



役員会記録

平成28年度第2回役員会

日時:平成28年10月29日(土)午後3時半

場所:松本市医師会館3階視聴覚室

出席者(順不同､敬称略)高島､森､兒玉､竹内

花村､松浦､宮川､北原､飯沼､藪原､増田､牛久

田中､小林､中澤､杉山､坂井､松岡高､篠崎､新川

開会挨拶(高島）

会務報告◆平成28年5月29日(日)長野県小

児科医会総会並びに第62回学術研修セミ

ナー(松本市丸の内ホール）◆6月11B(jz)

~12B(B)第27回日本小児科医会総会

フオーラムin米子◆6月16日(木)｢第28回

長野県小児保健研究会｣名義後援(長野県

小児保健協会/福嶋義光会長）◆6月28日

(火)長野県発達障がい者対策協議会委員

推薦(長野県医師会/関隆教会長)宮川恭一

先生◆7月4日(日)平成28年度長野県立こ

ども病院運営委員会(県立こども病院)高島

◆7月20日(水)日本小児科医会査読者推薦

(日本小児科医会)松岡高史先生･岩崎康先

生◆8月20日(土)第24回日本小児科医会

中部ブロック連絡協議会(岐阜市)高島･森・

竹内･増田◆8月20日(土)日本小児科医会

中部地区社会保険委員会(岐阜市)中澤◆8

月22日(月)予防接種後健康状況調査実施

医療機関推薦(長野県医師会/関隆教会長）

久田俊和先生◆8月23日(火)｢ながの子ど

も虐待防止オレンジリボンたすきリレー｣名

義後援(実行委員会/小松卓也氏）◆10月3

日(月)国民健康保険診療報酬審査委員推薦

(長野県医師会/関隆教会長)中澤良樹先生・

天野芳郎先生◆11月19日(士)第2回日本

小児科医会中部･近畿ブロック合同会議(名

古屋マリオットアソシアホテル）

会計(篠崎）総会.62回学術セミナー特別会

計決算報告(収入532､支出552)､平成28度

会計経過報告(収入888､支出1,181)単位
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千円

保険(中澤）日本小児科医会中部地区社会

保険委員会報告｡今回の改定で新設された

小児かかりつけ診療料の各県における算定

状況について､各県とも､ほとんどの診療所

が算定していない｡問題点としては､30点の

増点で24時間の電話対応は点数に見合わ

ない､同意書の提出を患者が拒否するケー

スもある(ひとつの診療所にしばられたくな

い)｡説明に時間がかかる､償還払いの県に

おいては説明がむずかしい(窓口負担増え

る)など意見が出た｡昨年度の時間外対応加

算の算定率が31％なのでかかりつけ診療科

の算定率もおそらくこの程度と思われる。

広報(宮川）会報64号は現在編集作業中。

データ出稿は11月20～23日頃､印刷納品は

12月7～11日､発送作業は12月8～15日頃

を予定｡ホームページは更新作業を適宜実

施中(最終更新10/24)｡役員会後に第63回

セミナープログラムを公開予定｡日本保育保

健協議会関東(第3ブロック)セミナーは､10

月23日に松本市Mウイングで10:30～16:

00に開催され､約120名の参加で､内容も充

実していたと参加者からは好評をいただき

ました(抱っこの魅力､園でのアレルギー､感

染症サーベイランス､餓歯･歯周病の新たな

原因､B型肝炎ワクチン任意接種､園児への

運動器検診､園でのSIDS･事故予防)｡長野県

小児科医会からは協賛金を頂戴しましてあり

がとうございました。

公衆衛生(増田）第5回乳幼児学校保健研

修会(東京)平成28年2月14日テーマ｢学校

保健における医師の役割を考えよう｣6演題・

総合討論で約150名の参加｡第27回総会

フォーラムin米子6月11日～12日(米子市）

シンポジウム3｢自尊感情を育む～乳幼児期

の基盤形成～｣､ポスター発表｢学校医に関

する全国アンケート調査結果｣を発表｡会期

中に乳幼児学校保健委員会全国委員会開催



今後の予定◆第6回乳幼児学校保健研修

会(東京丸の内)平成29年2月11日(祝）

｢クリニックで、地域で、安心な子育てを支

える」ネウボラ（フィンランド発祥の切れ目

ない子育て支援)、健やか親子21について

講演。◆第28回総会フオーラムin富山6

月10-ll日（富山市）乳幼児学校保健委

員会と富山市医師会・富山県小児科医会と

の共同企画「学校医として知っておきたい

歯科、眼科、整形外科の知識｣、会期中に

乳幼児学校保健委員会全国委員会開催。

◆今年度中に日本小児科医会会員を対象と

した運動器検診についてのアンケート調査

を実施予定。

総会予定長野県小児科医会総会並びに第

63回学術セミナー平成28年ll月27日

(日)午前10時20分より｢長野第一ホテル｣長

野市､参加費2,000円

総会(10:20)司会:兒玉央先生､1)開会の

辞:森哲夫副会長､2)会長挨拶:高島俊夫会

長､3)会務報告:竹内則夫副会長､4)担当理

事報告:飯沼和枝議長､庶務､会計､保険､広

報､公衆衛生､学術

学術研修セミナー(11:00)司会:天野芳郎

先生閉会の辞竹内則夫副会長

学術(天野)1.ワークショップ｢小児科医を巡

る諸問題｣座長兒玉央先生①｢乳幼児感染

性喘鳴とウイルス:RSウイルスとライノウイ

ルスを中心に｣松岡小児科医院松岡高史先

生②｢RSウイルス感染症入院症例のまと

め」長野赤十字病院小児科千葉奈央先生

③｢川崎病治療の最近の進歩」信州大学小

児科蜂谷明先生

2．特別講演（13:00)座長高島俊夫先生

｢小児と形成外科一長野赤十字病院での経

験から－」長野赤十字病院形成外科部長・

副院長岩澤幹直先生

3．シンポジウム「長野県の小児在宅医療

を考える」(14:00)座長天野芳郎先生①

｢長野県における小児在宅医療一長野県立
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こども病院の試み－｣長野県立こども病院

総合診療科樋口司先生②｢小児在宅医療

を支える－稲荷山医療センターの現状一

(仮)」稲荷山医療福祉センター小児科原田

由紀子先生③｢終末期神経芽腫に対する

在宅緩和医療の経験」信州上田医療セン

ター小児科塚原恵子先生④｢佐久圏域に

おける重症心身障がい児の現状｣佐久総合

病院小児科細谷まち子先生

編集後記

今号も、学術的、社会医学的に非常に充

実した内容で発行することができたと自負し

ております。児玉理事にはB型肝炎ワクチ

ンの任意接種に対する公的補助に関してタ

イムリーに提言していただきました。学術セ

ミナー報告では、こども病院の佐藤先生に

耳鼻科領域の知識をブラッシュアップできる

啓発的内容を寄稿していただき、特別講演

Iでは水痘ワクチン定期接種の効果と課題の

再確認を行うことができました。

特別講演IIとパネルディスカッションで

は、長野県小児科医会としてセミナーで初

めて本格的に取り上げた「子ども虐待」に

ついて、大変分かりやすい内容で収載する

ことができました。すべての読者の皆さまに

熟読していただきたいと思います。そして、

日常診療や園・学校の児童で虐待の可能性

がある事例に遭遇した場合には、スルーす

ることなく、どうしようか迷ったら市町村の児

童福祉課のケースワーカーか児相への通告

をお願い致します。つい先日、筆者が市の

急病センターで出務した際に、逆上した母

親に顔を叩打されて片目がかすんで見えに

くいとして来院した母子家庭の幼児例を診

察し、翌朝、市の担当部署に急病センター

の事務方から連絡をとってもらい、在宅フォ

ローになったところですb(広報担当"M"、

守秘義務との関係で地域が特定できる筆者

名は伏せてイニシャルのみ表記しました）
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