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第34回東北・北海道小児科医会連合会総会

プログラム

日時：平成27年10月3日（土）・4日（日）

会場：江陽グランドホテル

担当：宮城県小児科医会

メインテーマ：小児在宅医療を考える－現状と課題一

【第1日目10月3日（土)】

16:00受付開始(5階鳳凰（東）の間）

16:50～17:00開会

開会の辞宮城県小児科医会会長

奥村秀定

17:00～18:00特別講演I

座長宮城県小児科医会会長奥村秀定

「宮城県立こども病院の役割と将来展望～小児急性期医療から在宅医療まで～」

宮城県立こども病院理事長・院長

林 富

18:00～19:00特別講演Ⅱ

座長宮城県小児科医会顧問中川洋

「遺伝子医療の将来への展望」

国立成育医療研究センター研究所長

松原洋－

19:20～懇親会(5階鳳凰（中）の間）

【第2日目10月4日（日）】

8：00～9：00シンポジスト打合せ4階「千歳の間」

9:15～12:15シンポジウム5階「鳳凰（東）の間」

メインテーマ「小児在宅医療を考える－現状と課題一」

座長宮城県小児科医会副会長堺武男

宮城県小児科医会理事今泉益栄

l・北海道全域における小児在宅医療の展開

北海道小児科医会／医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぼろ

土畠 智 幸

2．青森県の小児在宅医療における現状と課題～特に母親の就労の観点から～

青森県小児科医会／青森県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児科

網塚貴介

3．盛岡市医療圏での小児在宅医療の現状と課題

一超重症・準重症児・者の医療側・介護者アンケート調査を通して－

岩手県小児科医会／もりおかこども病院小児科

米沢 俊 －

4．秋田県における小児在宅人工呼吸器管理と訪問看護の現状について

秋田県小児科医会／秋田県立医療療育センター小児科

豊野美幸
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5．山形県における小児在宅医療の現状と課題

山形県小児科医会／山形県立総合療育訓練センター小児科

清和ちづる

6．小児在宅医療：福島県の現状と課題

福島県小児科医会／竹内こどもクリニック

竹内真弓

7．新潟県における重症児（者）在宅医療の現状と課題

新潟県小児科医会／長岡療育園

小西徹

8．宮城県の現状と課題～「小児在宅医療支援センターの設置」事業について～

宮城県小児科医会／東北大学小児科

田中総一 郎

総合討論

閉会

次期開催県会長挨拶

ll:30～12:15

12:15～12:30

秋田県小児科医会会長

澤口

宮城県小児科医会副会長川村和

博
久閉会の辞

12:45～14:30会長会議4階「真珠の間」
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特 別講演抄録

特別講演I

宮城県立こども病院の役割と将来展望
～小児急性期医療から在宅医療まで～

座長

宮城県小児科医会会長奥村秀定

講師

宮城県立こども病院理事長・院長林 富

宮城県立こども病院は､2003年ll月に｢公設民営」

型病院として88床で開院し、2004年4月124床に増

床、2005年4月に160床フルオープンとなり、2006

年4月に地方独立行政法人に移行した。2010年度に

医療型障害児入所施設である宮城県拓桃医療療育セ

ンターとの統合整備事業が決定し当院敷地内に新築

移転工事中である。2016年春には病床数241床、診

療科26科の、小児周産期の急性期、慢性期、リハビ

リテーション、在宅医療までを一貫して担う、地域

のニーズに対応した医療・福祉施設となる。

2014年度末現在、後期・専門研修医9名を含め医

師59名、歯科医師2名、看護師・助産師244名等が

勤務している。最近の病床稼働率は約80％弱で、平

均在院日数は毎年短縮し2014年度は10．3日となっ

た。

当院産科はハイリスク妊娠を含めた妊娠分娩管

理、胎児疾患・双胎の周産期管理、胎児手術、出生

前診断、遺伝カウンセリングなどを行っているた

め、新生児科には胎児期診断・出生後診断とも合併

疾患を持つ症例が多く、県外からの紹介が増えてい

る。

外科、脳神経外科、心臓血管外科、形成外科、泌

尿器科、歯科口腔外科など外科系他科にまたがる難

易度の高い手術を各科協力体制で実施するのが特徴

である。2014年度に集中治療科を独立し三次転送受

け入れ体制の充実と集中治療の医療水準レベルアッ

プを図っている。

消化器科は難治性炎症性腸疾患、急性肝不全など

重症例の紹介が多く、血球成分除去療法、血液浄化

療法など高度専門的医療を実施している。またダブ

ルバルーン小腸内視鏡検査、カプセル小腸内視鏡検

査を導入し件数が格段に増加した。食物アレルギー

に対する食物負荷試験は最近急激に増加し、2014年

度は1,547件に達し､経口免疫療法も施行している。

ほか､血腫､循環、リハ科などの働きも紹介したい。

近年、経管栄養、自己導尿、呼吸管理、自己注射

などの在宅療養指導管理症例が激増している。在宅

療養移行前に保健師、相談事務所、訪問看護師、ヘ

ルパーなどの地域でのサービス環境を整えている。

現在県内30施設、県外3施設の訪問看護ステーショ

ンと連携し毎年利用者数が増加している。今後益々

小児在宅療養のレベルアップ、連携強化が重要にな

る。

東日本大震災の経験から大規模災害時の医療救護

体制の検討、避難救済訓練の実施、災害用医療品や

食料の備蓄、衛星回線設備の整備などに取組み、

2014年度には大型ドクターカーを整備し、災害時に

おけるエネルギー供給体制強化のため、太陽光発

電、蓄電池設備、ガスコージェネレーションのベス

トミックスによる「スマートエネルギーシステム事

業」を導入した。

その他、地域医療における当院の役割、将来展望

や、当院の特徴である、「成育支援局」の働き等に

ついて紹介したい。
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特別講演Ⅱ

遺伝子医療の将来への展望

座長

宮城県小児科医会顧問中川洋

講師

国立成育医療研究センター研究所長松原洋一

これまで遺伝子医療は、先天性代謝異常症や希少

な遺伝病などの領域に留まり、その他の多くの小児

疾患とはあまり縁のない存在であった。しかしなが

ら、近年のマイクロアレイや次世代シークエンサー

などの遺伝子解析機器の開発により、その裾野は大

きく広がろうとしている。たとえば、現在最も普及

している染色体検査で重度の知的障害患者を解析し

ても、異常が見つかる割合はせいぜい数％に過ぎな

い。最近の報告によると、このような症例に対して

マイクロアレイで解析すると12%に異常が発見さ

れ、それでも不明な症例に次世代シークエンサーを

用いたエクソーム解析をするとその27％に異常が発

見され、さらに不明な症例に全ゲノム解析をする

とその42％に異常が見つかっている(Nature511:

344-347,2014)。小児の疾患では遺伝的な背景をも

つものが多く、その解明による診断確定と治療方針

の決定が診療上有用である。このような背景のも

と、欧米各国では最先端の遺伝子解析機器を用い

た「未診断患者プロジェクト」が進行している。

わが国でも、本年度、日本医療研究開発機構のも

とに同様の研究班(IRUD:InitiativeonRareand

UndiagnosedDiseases)が発足した。治療法につい

ても、従来不治とされてきた疾患に対して、遺伝子

治療や再生医療が実用段階にはいってきた。

小児疾患には希少なものが多いが、最近そのよう

な希少疾患の研究が注目を浴びている。従来この分

野は、当該疾患の患者救済が主体で医療・医学全体

への貢献は乏しく、またその治療薬開発は不採算と

考えられてきた。しかしながら、多国籍巨大製薬企

業が続々と希少疾患治療薬を開発するベンチャー企

業を買収し、希少疾患研究部門を設立している。こ

れらの背景には、希少疾患治療薬そのものの収益性

が高いという他に、希少疾患の病因・病態研究に

基づいた「頻度の高い(commondisease)」の治療

薬が次々と誕生しているという実績がある。たとえ

ば、びまん性骨硬化を示す大理石骨病の病態を模

倣することによって生まれた骨粗髭症の新薬（抗

RANKLモノクローナル抗体)、遺伝性腎性糖尿病

の病態に基づく新しい機序の糖尿病治療薬(SGLT2

阻害薬)、低コレステロール血症家系の研究から誕

生した高コレステロール血症治療薬(PCSK9阻害

薬）などがあげられる。小児科医が関わる疾患の遺

伝子研究が、次世代の医療を生み出す原動力になっ

てきているといえよう。
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シン ポジウム抄録

座長

宮城県小児科医会副会長

宮城県小児科医会理事

堺武男

今泉益栄

1．北海道全域における小児在宅医療の展開

北海道小児科医会

医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぼろ士畠智幸

発表者は前任地である手稲渓仁会病院（550床、

救命救急センターおよびドクターヘリを有する急性

期総合病院）の小児科において、2006年より小児の

在宅人工呼吸器患者の訪問診療を開始した。その

後、2008年4月に小児に対するNIV(非侵襲的換気

療法）を含めた人工呼吸器療法を専門に行う部門と

して「小児NIVセンター」を同院内に開設、患者数

および訪問診療数の増加とともにスタッフを増員、

2011年からは神経筋疾患など成人患者の診療も開

始、2012年には「小児在宅医療・人工呼吸器セン

ター」と名称変更した。2012年には幼児の末期がん

患者の在宅看取りも経験、その際に訪問看護師との

強固な連携の必要性を感じた。総合病院で在宅医療

を行うことの限界も徐々に認識するようになり、札

幌市内で小児に特化した訪問看護ステーションを運

営していたNPO法人と合流する形で、2013年11月

に医療法人稲生会を立ち上げ、在宅療養支援診療所

「生涯医療クリニックさっぼろ｣、訪問看護ステー

ション、居宅介護事業所、医療型短期入所（日中の

み）の4事業を開始した。

法人開設後は紹介患者数もさらに増加し、2015年

7月1日現在で在宅患者数130名、訪問診療患者数

121名、うち在宅人工呼吸器指導管理料算定患者94

名、在宅時医学総合管理料算定患者65名となってい

る。2014年度の実績では、訪問診療数1,833件、往

診数158件､新規在宅患者29名、在宅看取り2名（小

児1名、成人1名）であった。対象患者が高齢者と

比較して相対的に少ないことから訪問範囲は広大と

なり、クリニックから最大52km離れた千歳市まで

訪問している。患者数の増加に伴い医師も増員、患

者の多様なニーズにも対応するため多職種の採用を

行い、2015年7月現在でクリニックのスタッフは小

児科医5名（うち1名は非常勤)、看護師2名、理

学療法士1名、作業療法士2名、社会福祉士1名、

アロマセラピスト1名、事務職員3名となってい

る。また、2015年4月からは訪問歯科診療も開始、

現在は非常勤歯科医師1名、常勤歯科衛生士1名に

より週2日、月20件程度の訪問を行っている。

2008年の小児NIVセンター開設時より北海道全域

を対象とした診療を行ってきたが、呼吸器導入ある

いは年1回の検査入院の際に札幌まで患者・家族に

来て頂くという方法であった。2013年1月にオホー

ツク地域は北見市（札幌から290km、車・電車で5

時間）の患者家族より電話で相談がありNIV導入の

適応と思われたが、冬の間は札幌まで移動が困難と

いうことで5月に札幌での入院を予定したところ、

2月に呼吸不全で亡くなったということが後に判明

した。患者・家族に札幌まで来て頂くというそれま

での方法では不十分であると考え、2014年8月に北

見市に訪問、拠点病院の小児科医師とも懇談し、そ

の後にメール等で相談しながら乳児の呼吸不全に対

して同院でNIV導入できるまでになった。この経験

から、北海道の拠点都市に直接出向いて地域の医療

関係者と懇談することが地域における小児在宅シス

テムの構築につながると確信し、その後は帯広市

(194km)、苫小牧市(68km)、旭川市(137km)

に訪問している。とくに帯広市については、2～3

か月に一度訪問して拠点病院の診療の後方支援（患

者宅訪問含む）を行うほか、地域の医療・療育・養

護学校関係者を対象として呼吸ケアのセミナーも開

催、今後は地域の理学療法士が当院において1か月

の研修を行う予定となっている。

これまで当法人独自の事業として北海道各地を訪

問してきたが、その限界も出てきている。2013、
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2014年度に厚生労働省が主導して全国8～10都県

で実施した小児等在宅医療連携拠点事業が今年度以

降は各都道府県で事業化する流れとなっており、今

後はその事業も踏まえて行政および地域の医療・福

祉・教育機関との協働が必要であると考える。前述

の通り小児等在宅医療は地理的な対象範囲が広大と

なるが、北海道はさらにその傾向が強くなる。小児

等在宅医療に習熟した人材を全ての地域に配置する

ということは短期的には不可能であり、診療そのも

のはもとよりシステム構築および人材育成の後方支

援をどのように行うか、地域の状況にあった取り組

みが必要となる。また、小児等在宅医療における固

有の問題としていわゆる「トランジション（移行)」

の問題がある。慢性疾患あるいは障害を抱える子ど

もが成人になるにあたり、成人診療科に引き継ぐの

かあるいはそのまま小児科医が診るのか、制度や患

者を取り巻く環境が変わる中で誰がどのように支援

を行うべきなのか、診療科の枠を超えて議論すべき

課題である。小児等在宅医療が小児科の領域のひと

つになるのか、あるいは在宅医療の領域のひとつに

なるのか、小児科医会の姿勢も問われていると考え

る。

2．青森県の小児在宅医療における現状と課題
～特に母親の就労の観点から～

青森県小児科医会

青森県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児科網塚貴介

「この子を育てながら私は働き続けることができ

るのでしょうか？」

これは障がいのあるお子さんを持つお母さんから

外来で問いかけられた言葉である。上のお子さんた

ちを県外の大学に行かせるには家計的に両親で働き

続ける必要があると言う。

我が国ではいまや共働き世帯が完全に専業主婦世

帯を上回っている。大卒就職率はバブル崩壊以降低

迷し、さらに近年の経済のグローバル化、雇用の規

制緩和などに伴う雇用環境の不安定化が共働き世帯

増加の背景となっている。よく「女性の社会進出」

と言われるが、その実態は「働かざるを得ない」と

言う側面がかなり大きいと言えるのであろう。

今年3月5日、青森県の地元紙である東奥日報に

「医療措置必要な我が子どう育てていけば…受

け入れ施設なく母苦悩」と題した記事が掲載され

た。先天性の疾患で気管切開と経管栄養を要する児

を持ったお母さんが出産後に復職しようとしたが、

医療的ケアが必要な子どもを引き受けてくれる施設

がなくて苦悩している現状が報じられた。

以下、記事から引用する。「昨年10月の退院後、

トモ子さん（仮名）は保育園を探した。育児休業が

終わる今年5月からの職場復帰を目指しており、翔

太ちゃん（仮名）を安心して預けられる施設の確保

は不可欠だ。青森市役所では、担当者から保育園に

直接問い合わせるように促された。ある保育園に問

い合わせると『市に相談を』との回答。看護師がい

る保育園に問い合わせても看護師一人では『対応で

きない』と断られた。いまだに保育園は見つかって

いない。＜中略＞『保育園は本来、仕事をしている

親、働きたいと思っている母親のためにあるはず。

それが、子どもの状態によって利用できないのであ

れば不公平を感じる』とトモ子さん。『医療の発展

によって、救える命が今後増え、医療的ケアを受け

ながら生活する子どもが増えるはず。どんな子ども

でも安心して利用できる保育園、それに代わる施設

ができれば』と願う。青森市こどもしあわせ課によ

ると、医療的ケアを必要とする子どもを受け入れる

保育園は看護師配置が前提となるが、2月現在、看

護師を配置している保育園は市内に22カ所。ただ、

実際に、どの保育園でどの程度の病状の子どもを受

け入れられるか、市は正確には把握していない。市

営の病児一時保育所は、風邪など一時的な病気の子

が対象となる。同課の担当者は取材に対し『(トモ

子さんの）子どもの状態を見て保育園などで受け入

れできるかどうか検討してみたい』と話した。＜引

用終わり＞」

このお子さんは最終的にはこの記事がきっかけと

なって市内の療育センターの日中一時預かり事業の

延長上と言う「特例」扱いで就労は可能となったも

のの、この事業枠自体に余裕があるわけでもなく本

質的な解決をみたわけではない。

このお母さんの復職希望はNICU入院中に一応把

握はしていたものの、預けるのは無理だろうと言う
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ことで積極的な情報収集をしなかったことを我々も

反省しなければならない。しかし、受け入れ可能施

設を調べようにも、記事にもあるように結局、誰も

その実態を把握していないことも明らかとなった。

NICUから退院する児達の障がいは極めて多岐に

わたり､一方､退院先もまた全県にわたることから、

地域ごとのリソースがどの程度利用可能なのかの把

握も困難な状況にある｡当面､我々ができることは、

障がいを有する児とそのご家族が利用可能なリソー

スを把握し情報提供することなのではないかと考え

ている。

現在小児在宅医療を支える基盤は非常に脆弱であ

り、家族に大きな負担を強いることで辛うじて成り

立っている。国はNICU病床不足や医療費抑制のた

めの対策として在宅医療を推進してきた。日中一時

支援事業等の諸制度が整備されてはいるが、母親の

就労と言う観点から見ると理想にはほど遠い状況が

ある。

在宅医療の推進は医療費削減と言う点では一定の

効果があるのだろうが、見方を変えると、それまで

全く別のスキルを築き上げ社会人として働いていた

（主に）女性を、生まれてきた子どもに障がいがあ

ると言う理由で、それまで行ったこともない医療的

行為を、しかも親子が1:1と言う非効率な方法で

家庭に縛り付け、それまでに培ってきた社会人とし

てのスキルを結果的に放棄させてしまっている。こ

れでは医療費が削減されても、社会全体としては極

めて非効率なことをしているとは言えないだろう

か？

本県の新生児医療はこれまで極めて高かった乳児

死亡率の改善を目指して政策医療の一環として整備

されてきた。しかし、在宅医療に限らず何らかの障

がいを持って退院した児とそのご家族に対してのサ

ポートは極めて貧弱である。政策医療として行って

きた医療は結果的に「助けっ放し」になってしまっ

ている。

生まれてきた子どもに障がいがあった場合、この

ように預け先探しもままならない現状は、障がい児

の親となることが結果として経済的不利益を招いて

いる。在宅医療に関わる枠組みを「母親の就労」「障

がい児の家庭の経済環境」と言う視点で今一度見直

す必要があるのではないかと考える。

3．盛岡市医療圏での小児在宅医療の現状と課題
一超重症・準重症児・者の医療側・介護者アンケート調査を通して一

背 景

重症心身障がい児・者（以下重身障児）の特に超

（準）重症児・者（以下重症児）に在宅医療への促

進が叫ばれているが、その在宅訪問診療の充実が

ない中では家族の介護者の負担ばかりで、家族の

QOLは低下するのみである。平成25年に岩手県が

全県の998病院・診療所に対して重身障児の現状に

ついてアンケート調査（回答率71%)を行い、その

調査結果では県内の重身障児は計524人でその内訳

は20歳未満188人、20～40歳未満156人であった。

さらに超重症児については計150人を数え、20歳未

満51人、20歳以上は99人であった。この中で入院・

入所者は93人、在宅介護者は57人であった。地域別

では県央部（盛岡、花巻、北上）に91人(60%)と

集中していた。

岩手県小児科医会

もりおかこども病院小児科米沢俊一

一方、岩手県重症心身障害児（者）を守る会の在

宅部盛岡圏域分会が平成25年に盛岡圏域の会員にそ

の生活実態に関する調査（対象197人、回収104人）

を行った。その結果、ホームドクターがいない.86

人、訪問看護希望･19人、往診希望・29人であっ

た。さらに介護者が困っている事に関しては身体的

負担・96人、外出・交際制限・72人、将来について

は通所、入所希望・54人であった。

目的

上記の背景から見えてくるのは介護者がしっかり

している間は出来るだけ在宅で看たいが、身体的疲

労が蓄積している事や社会的に活動がかなり制限さ

れている事が挙げられ、在宅医療が充実さえすれば

患者ならびに家族にとってQOLがかなり向上する



(10平成28年3月31日 山形県小児科医会会報 第67号

ことがわかる。

以上を鑑みて、今回私は盛岡医療圏（盛岡市、矢

巾町、紫波町、滝沢市、雫石町、八幡平市）に居住

する重症児を診療する病院・診療所とその重症児介

護者に対して、現在の在宅医療の現状と今後の在宅

医療への要望についてアンケート調査を行ったので

報告する。

対象

年齢1歳以上40歳までの医療的ケアを有する者

で、大島分類2以下、または超重症児・者判定スコ

アが10点以上の準超重症児者と超重症児者

方法

まず最初に、盛岡医療圏に属する病院小児科、小

児科診療所、在宅医療専門診療所、医療型療養施設

に対象者人数把握のために第1次アンケート調査を

行い、次にその対象者を診療している医療施設に対

して個別症例の現状と在宅ニーズ（年齢、障害名、

入院・在宅、重症度、将来の希望等）についての第

2次調査、そして在宅医療患者にはかかりつけ医か

ら介護家族へ第2次アンケート調査（介護者年齢、

患者年齢､医療的ケア内容､介護者の困っている事、

要望、将来展望等）を依頼してもらうこととした。

【結果】と【考察】についてはまだ調査途中のた

めにシンポジウムにて報告したい。

4．秋田県における小児在宅人工呼吸器管理と訪問看護の現状について

秋田県小児科医会

秋田県立医療療育センター小児科豊野美幸

はじめに

近年、気管切開や人工呼吸器管理を必要とする子

どもたちが増えている。このような重症児は長期入

院を経て在宅生活へ移行するか、重症心身障害児者

施設への入所が困難な場合は長期入院を継続するし

かない。一方、複雑な先天性心疾患や気管の異常な

ど、重度の先天性内臓疾患により医療ケアが必要だ

が、重症心身障害児ではない子どもたちが在宅生活

へ移行し様々な在宅支援が必要とされている。小児

在宅医療の現状を把握するため、秋田県における小

児在宅人工呼吸器管理の現状と訪問看護の現状につ

いて調査を行ったので報告する。

対象と方法

在宅人工呼吸器管理については、秋田県内の2

次・3次病院(18病院）の小児科医(25名）を対象

とした記名式アンケート調査を行った。調査期間

は平成26年6月lO日～20日までとした。回収率は

22/25名（88％）であった。また、秋田県内の訪問

看護ステーション38事業所に対し平成27年8月8日

～22日までの期間、アンケート調査を行い、小児

や小児期からの疾患で訪問看護を受けている例数や

看護支援の内容、課題などにつき調査を行った。

結果

秋田県内の6病院で在宅人工呼吸器管理を施行し

ており、患者数は26名であった。また、当センター

で呼吸器管理を行っている在宅患者4名を合わせ、

計30名の在宅人工呼吸器管理患者がいた。年齢は0

歳～38歳で、男性14名、女性16名であった。その

うち年齢が20歳以上の患者は10名おり、l/3を占め

ていた。また、患者の約半数は秋田市に集中してい

た。「往診をしている｣と答えた医療機関は14%で、

「ショートステイやレスパイト入院を行っている」

のは1医療機関（5％）のみで、医療入院扱いでの

受け入れであった。人工呼吸器を常時装着している

患者は47％、夜間のみは53％で、常時装着している

患者の全例が訪問看護を利用していた。夜間のみ装

着例で訪問看護を利用している例は69％であった。

訪問看護事業所に対する調査は現在調査中であり、

結果は当日報告する。

考察

少子高齢化が進む秋田県の人口は1,050,132人(平

成25年10月1日現在）であり、0歳～14歳までの

年少人口は約11万人(10%)と少なく、老年人口

（65歳以上）は32％を占めている。高齢者の在宅医
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療に関しては2次、3次病院と開業医が連携して進

められている。しかし、小児における在宅医療は大

学病院、療育施設、地域の2次病院が中心となりそ

れぞれが進めており、各病院間の情報交換や意見交

換を行う機会は少ない。今回小児在宅医療の中でも

特に濃厚な医療的ケアが必要とされる在宅人工呼吸

器管理の現状につき調査を行い、問題点として以下

のことがあげられた。①小児期からフォローしてい

るキヤリーオーバー症例（成人例）が増えており、

小児科医が継続して管理している、②人工呼吸器管

理患者の利用できるデイサービスは2施設のみと少

なく、レスパイト入院やショートステイ可能な施設

も2施設のみである、③往診している医療機関は少

なく、身体が大きくなると受診が大変である。今後

の課題として、地域格差を減らすため、大学病院、

療育施設だけではなく、地域の小児科や訪問看護ス

テーションを含めた在宅支援ネットワークを作るこ

とが必要である。同時に、在宅人工呼吸器管理を支

援するためのデイサービスやショートステイを充実

させる必要がある。一方、重症心身障害児ではない

が、酸素投与や胃瘻、人工肛門、中心静脈栄養のラ

イン管理など、医療ケアが必要な動き回れる子ども

たちも療育施設を受診しており、このような子ども

たちは地域の保育所や幼稚園を利用できないため、

主な介護者である母親の支援や子どもが社会生活を

送るための訪問看護や訪問介護支援、さらにはレス

パイトやショートステイ可能な施設が今後の課題だ

と思われた。

5．山形県における小児在宅医療の現状と課題

山形県小児科医会

山形県立総合療育訓練センター小児科清和ちづる

山形県では平成19年、平成25年に小児在宅医療に

関連した調査が行われている。平成19年の伊藤らの

調査報告により、医療的ケアを要するl～15歳の小

児は県内に92名存在し、そのうち62名が在宅である

ことが明らかになった。平成25年の渡辺らの調査は

19歳未満の医療的ケアが必要または介護が高度に必

要な患者を在宅で抱える家族が対象であり、52件の

回答が得られた。いずれも全数把握調査ではない

が、県内にはおよそ60名程度の医療的ケアを必要と

する在宅小児が存在すると推定する。平成25年の調

査では対象者は0歳から5歳が38％、6歳から9歳

が29％、10歳から18歳が33%で各年代にわたってい

た。二次医療圏毎の分布は村山地域が44％、庄内

25％、置賜19%、最上12%で人口分布におおよそ一

致した割合であった。介護は特に母親への負担が多

く、家庭で担う面が大きい点は2回の調査とも同様

であった。レスパイトや往診、訪問看護といった

サービスへのニーズが高いが実際の利用は少なく、

サービスや資源の不足が伺えた。また、情報提供や

保健師等福祉職の関わりも不十分であることが推測

された。地域別では特に庄内・最上地区で利用可能

なサービスや情報が少ないことが判明した。

現在、県内における18歳未満児の施設入所利用の

現況は、医療型障害児入所施設である県立総合療育

訓練センターで32名（うち超重症児10名、準超重症

児1名)、重症心身障害児・者入所施設である国立

病院機構山形病院で2名、国立病院機構米沢病院で

7名となっている。総合療育訓練センターに入所し

た児童の入所理由は、①高度医療的ケアが必要なた

め養育困難6名、②家庭養育環境の問題による養育

困難17名、③高度医療的ケアが必要かつ家庭養育環

境の問題による養育困難4名、④隣接する特別支援

学校への進学（通学困難）5名であった。山形県は

共働き率が全国1位であり、子どもが障害を持つ場

合、主たる介護者となる母親が就労しつづけるか、

こどものケアに専念するかの選択に迫られることが

多い。家庭の状況に合わせて利用が可能な資源が乏

しいために、施設入所を選択せざるを得ないケース

がある。総合療育訓練センターではNICU退院後の

医療的ケアを高度に必要とする小児の増加に対応す

るため、重症児病床数を増やすべく現在改築中であ

るが、在宅で安心してみていける環境・体制づくり

をすすめることも喫緊の課題である。

小児の短期入所受け入れが可能な施設は県内では

現在5カ所で、独立行政法人国立病院機構山形病

院、独立行政法人国立病院機構米沢病院、山形県立

総合療育訓練センター、地方独立行政法人山形県．

酒田市病院機構日本海総合病院鶴岡協立病院と
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なっている。なお、鶴岡協立病院は平成27年3月か

ら開設された。

県では健康福祉部地域医療対策課を中心に、医療

提供体制推進事業費補助金を活用したレスパイト体

制整備を促す動きがみられている。これにより医療

機関の空床確保により県内数カ所の病院においても

日中一時支援事業を行う検討がなされている。事業

をすすめるにあたり、重症児の医療的ケアや障害の

特徴を踏まえた対応について、医療者間の情報提供

や実技研修を行い、預かる側の不安を軽減し連携を

確立していくことが重要と考える。

県内においては、近年、医療的ケアが必要な小児

が利用可能なデイサービスや保育所が少しずつ出現

してきている。小児の受け入れが可能な訪問看護ス

テーションはまだ数が十分とは言えず、研修と連携

により小児の受け入れ増加が望まれる。リハビリ

テーションにおいても同様で、訪問看護ステーショ

ンの小児訪問リハの実績は少なく、医療機関による

小児専門の訪問リハは存在しない。学校教育におい

ては、特別支援学校の一部で看護師配置により医療

的ケアが実施されているが、研修や経験の蓄積と拡

充が必要である。

将来的な在宅重症児・医療的ケア必要児の増加を

想定すると、地域において受け皿が増えることが望

ましい。このために、当面は勉強会・情報の共有が

重要と考えている。患者個人の情報共有にはサポー

トブックやアセスメントシート、ICTを利用した情

報共有が有用といわれている。また､家庭状況・個

別の発達段階・成長の節目に合わせた各種サービス

提供等を提案できる在宅医療のコーディネーターが

必要で、相談支援事業所スタッフ等の育成が今後課

題である。生活支援として保健師・ヘルパー・保育

士・幼稚園や学校の教諭といった福祉・教育職との

連携・研修も不可欠である。

地域で生活する重症児が増加し、地域での医療的

ケアの充実が求められている中で、医療者に求めら

れている役割は大きいと感じる。これからの小児在

宅医療充実のためにまず山形県で取り組めることと

して、①医師・看護師対象の重症児理解のための定

期的勉強会や医療的ケア実技指導、②短期入所やデ

イサービス利用にあたっての患者情報の共有（医療

情報・ケア・生活支援)、③緊急時受け入れ先病院

との連携、④デイサービスや保育園・幼稚園・学校

等への相談・医療的ケア・療育・生活支援、⑤地域

資源活用のための在宅医療ガイドマップ作成が考え

られる。

6．小児在宅医療：福島県の現状と課題

県内の基幹病院の小児科の先生方に「小児の在宅

医療」についてのアンケートをおこなった。公表さ

れている福島県生活福祉部障害福祉課のデータで

は、福島県内には18歳以下の重症心身障害児（大島

の分類で1～4）は約1300人程おり、県内にある重

症児施設の入所者数を考えると900人前後の在宅児

がいると推定された。しかし、アンケートの結果で

は、基幹病院の小児科医が把握している児（通院の

有無をとわない）ははるかに少なかった。私が居住

する福島市の障害福祉課に問い合わせてみたが、市

内に居住する重症児の人数を把握しておらず、県北

保健福祉事務所に聞いてみてもやはり県北保健福祉

事務所が管轄する地域に居住する重症児の数は不明

であった。福島市障害福祉課の保健師は「福島県で

は18歳以下の医療費は自己負担が免除されているの

福島県小児科医会

竹内こどもクリニック竹内真弓

で、小児慢性特定疾患の申請書を出さずに通常の社

会保険で医療費を請求している例が多いため、患者

数が把握できないのではないか」と言っておりまし

たが、実態は不明です。いずれにしろ、在宅の重症

心身障害児の人数を把握しどのようなケアが必要な

のか調査するのにはかなり時間がかかりそうで、10

月のシンポジウムに間に合うかどうかわかりません

が、できる範囲で調べていく所存です。

アンケートにお答えいただいた施設のなかで、新

生児科が独立しており福島県いわき地区の新生児医

療を担っている磐城共立病院の回答から在宅の重症

心身障害児の状況が推察されましたので、御紹介さ

せていただきます。

外来に通院している児の総数は27名で、新生児仮
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死などが原因の脳性まひが13名、先天異常が10名、

頭部外傷などの後天的異常が4名でした。これらの

児は処置のために小児外科に月1回通院しておりま

すが、担当している小児外科の医師のコメントを掲

載させていただきます。

在宅医療の対象患児はほとんどが「胃ろうボタン

の管理｣、「気管切開チューブの管理」であり、かれ

らが「月に1回」小児外科を受診する理由は

1）在宅管理料と引き換えに必要物品（吸引カテー

テルや栄養チューブなど）をおわたしするのがメ

インであり、

2）気管切開チューブの交換、胃ろうボタンの交換

については「小児外科医のみが行わねばならない

手技」とは毛頭思っておりません。

3）刺入部肉芽の発生や、気管内部の肉芽など確か

に小児外科医が介在せざるを得ない場面もあり、

例えば「半年に1回」くらいの小児外科受診は必

要かと思いますが、「毎月の受診」は必要とは思

えません。

4）現在の前記管理については、正直いって「小児

外科医の負担」というものではありません。すぐ

に肩代わりしてほしいという意味ではありませ

ん。

5）むしろ、毎月の病院受診が患児および親の負担

になっているので、それをなんとか減らしてあげ

たいということです。

最後にアンケートにお答えいただいた先生方の御

意見をいくつか記載いたします。

・在宅医療を必要としている児の状況把握と、主治

医と施設の看護スタッフと地域のクリニックとの

情報の共有。

・病院の医師と診療所医師の役割分担を明確にする

こと。

・高齢者の在宅医療のような体制の確立。

・在宅医療を必要とする児が施設を退院して在宅に

移行する前に支援体制を協議する（主治医、看護

スタッフ、クリニックの医師､地元行政､保健師、

薬局、ME機器メーカー)。

・小児を看れる訪問看護師の養成。

7．新潟県における重症児(者)在宅医療の現状と課題

はじめに

ポストNICU問題に端を発して医療的ケアを必要

とする在宅療養児が急増している。それに伴って小

児在宅医療体制の整備が求められている。当園では

以前より重症児医療・療育のノウハウを生かして在

宅重症児者支援（外来診療・訓練、通所支援、短期

入所など）を積極的に実施してきた。今回、当園で

の支援内容をまとめ、新潟県における今後の課題に

ついて検討した。

対象・方法

1）新潟県の重症児者数：平成26年の県の報告によ

ると重度重複障害（身障2級以上十療育手帳A)

は1,噸名であり、重症児者は知名前後、QO37%

と推測された。うち入所者は4施設で425名、残

りの500名弱は在宅重症児者で小児が多く占め

る。なお､平成24年に当園で調査した(中核病院、

療育施設、特別支援学校など）医療的ケアを必要

新潟県小児科医会

長岡療育園園長小西徹

とする18歳未満の重症児は153名、0.039%であっ

た。

2）重症児者の在宅支援：①通所支援（重症児者通

園､日中活動の場)､②短期入所支援(レスパイト、

緊急一時保護)、③居宅支援（訪問診療・看護・

介護など）が3本柱である。勿論、病院・医院で

の外来/入院診療、特別支援学校での医療ケアも

在宅支援に含まれる。今回は当園で実施してきた

①～③を中心に検討した。また、当園における超

重症児者の受け入れ（入所または在宅）状況につ

いてもまとめた。

結果

①通所支援：通園センター（平成2年～)、CS魚沼

（平成19年～)、CS県央（平成20年～）の3カ所

で重症児者に限定した生活介護、児童発達支援、

放課後等デイサービスを実施している。利用登録

者は各々 68名、39名、50名の計157名で、中越．
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上越地区を中心に新潟県の約2/3をカバーしてい

る。超および準超重症児者の利用が25～30％と

年々増えており、利用中に様々な医療ケアを日常

的に実施している（殆どの利用者が医療を必要と

している)。通所支援は“日中活動の場”ではあ

るが、訓練を含めた“療育活動の場"、健康維持

を目指した“医療の場”でもある（重症児者総合

支援センター的役割)。そして、定期的に通園し

ていることで日常全身管理が可能であり、在宅医

療と言う点で効率よい支援である。

②短期入所支援：利用希望増に伴い13床(平成8年）

→17床（平成14年）→20床（平成21年）に増床し

て実施している。利用者数は年々増加しており、

平成12年78名、平成18年104名、平成24年123名で

あり、延べ利用者数/年は平成12年、1,804名、平

成18年、4,538名、平成24年、6,124名と3倍以上

に増大している。内、超および準超重症児者の利

用は平成12年に13%であったものが平成20年に

30％を超え、現在は40％近くを占めている。ちな

みに人工呼吸器管理例はpost-NICU問題が話題に

なった平成20年以降から急に増加し現在17名を診

ている。利用者の地域分布は中越・県央・魚沼地

域が主であるがほぼ全県に及んでいる（新潟県の

80～90％に相当)。利用理由は看護・介護困難、

レスパイト、家の用事、冠婚葬祭、家人仕事など

多枝に渡り、治療目的の短期入所もある。

③居宅支援（重度訪問介護、訪問看護）：平成19年

より実施しているが利用希望はそれなりにあるも

のの10名程度に留まっている。受け入れ側の準備

（短期入所のほうが楽)、施設側の人的制限、施

設との距離的問題などが利用の進まない理由であ

る。今後、訪問看護と介護を組み合わせた支援に

できないか検討中である。なお、訪問診療は実施

できていない。

④その他の在宅支援a.相談支援事業：計画相談

30件/年、一般相談800件/年、巡回相談50件/年を

実施している。重症児者専門のコーデイネータの

養成が必要。b.外来診療・外来訓練：発達障害

なども含めて100～150名／日の受診がある。内、

重症児者は20～30％程度であり訓練を中心に広

範な医療を実施している。

⑤超重症児者の受け入れ：平成12年から平成23年の

ll年間で69名の超重症児者を入所または在宅とし

て受け入れた(現在80名を超えている)。これは、

新潟県の超重症児者の約80％に相当する。pOSt-

NICU超重症児者29名く非NICU超重症児者40名

であった。在宅療養中の短期入所利用は59％、通

園利用は39％で計67％が在宅支援事業を利用して

いた。また、post-NICU児者の約70%は在宅療養

を経験していた。post-NICU問題＝施設入所とす

るのではなく通園や短期入所などの在宅支援に視

点をおいた対応が重要と思われる。また、この様

な重度障害十種々合併症を有するケースの命・生

活を守るには在宅移行前後にわたる中核病院と療

育施設の密接な医療連携が必須であると思われ

る。

まとめ

当園が実施してた在宅重症児者支援は新潟県にお

ける約2/3をカバーしておりほぼ満足できる実績で

あった。しかし、広範な面積を有する県であるが故

に身近な地域での在宅支援と言う点では全く程遠

い。重症児者では重度障害に加えて障害に関る種々

の合併症を有するなど、その在宅支援には特殊性と

専門性がある。重症児者支援を実施できる療育施設

を含めた社会資源が限られる中、せめて、医療/福

祉圏域単位での支援体制が構築できないかと模索中

である。

8．宮城県の現状と課題
～「小児在宅医療支援センターの設置」事業について～

小児在宅医療の現状と課題

近年の医療の進歩により多くの子どもたちの命が

宮城県小児科医会

東北大学小児科田中総一 郎

助かるようになり、我が国の新生児の救命率は世界

一と言われています。一方で、人工呼吸器や経管栄
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養などの医療を日常的に必要とする子どもたちが急

激に増えてまいりました。現在、人工呼吸器、気管

切開、経管栄養などの医療を受けて在宅で生活して

いる子どもは、仙台市で約160名おり、宮城県全体

では300名近くに上ると考えられます。NICU長期

入院が問題となり、子どもたちは一般病院や在宅へ

生活の場を移行させていますが、訪問診療や訪問看

護などの地域医療の整備は十分でなく、ご家族の大

きな負担のもとに子どもたちの在宅生活が成り立っ

ています。ご家族を対象としたアンケート調査で

は、主な介護者の睡眠時間は一般に比べ2時間も短

く、7割の介護者が腰痛・関節痛・高血圧などの生

活習慣病に悩んでおり、子どもの介護のために自身

の通院時間もとれないでいる現状があります。子ど

もたちは体調を崩しやすく、急性期に受け入れ可能

な医療機関も限られています。また、成人期に達し

たキャリーオーバーといわれる患者に対応できる医

療機関が乏しいという課題もあります。これらの問

題を解決するために、在宅生活を支える医師や訪問

看護師を育成する必要があり、以下のような事業を

行ってまいりました。

宮城県小児在宅医療支援研究会の開催

宮城県内の主な小児医療機関の医師、看護師、

ソーシャルワーカーなどの方々にお集まりいただ

き、小児医療支援について研究会を行っています。

検討項目として、退院支援の現状と課題、小児在宅

医療の現状と課題、訪問看護ステーションや居宅介

護など地域資源との連携と育成、小児在宅医療の診

療報酬について、レスパイト事業の現状と課題、小

児往診医療機関の必要性、医学教育、小児緩和ケア

などとして、地域での事例検討や報告を募ります。

また、全国で先進的な取り組みをしている有識者を

招聰し講演会を行います。

第1回研究会は、平成27年3月8日に「長期入院

児の在宅移行、小児在宅医療資源、短期入所事業」

をテーマに開催し、医師・看護師・メディカルソー

シャルワーカー、相談支援専門員などl20名が参加

しました。第2回は8月30日に「小児在宅移行支援

～多職種連携～」をテーマに、グループワークで支

援の実際を体感します。第3回は、9月26日に「医

学教育・看護教育」をテーマに講演会を予定してい

ます。

小児在宅医療に係る研修会開催

平成25年度から医師向けの「小児在宅医療実技講

習会｣､看護師向けの「小児在宅看護研修会」を行っ

ています｡平成27年からは､連携の重要なパートナー

として相談支援専門員の方々にもお声掛けして、連

携を見据えた研修会として開催しています。

地域基幹病院に対して、小児在宅医療についての

講義を行い、地域医療機関での関心を高め、理解を

深めています。各医療機関へ出向く出前講座の形を

とり、医師・看護師などを対象に、日勤が終わった

夕方の時間帯に1時間の講義や実習を行います。内

容は、摂食嚥下リハ実習、呼吸障害の病態とそのケ

ア、呼吸リハ実習、重症児の加齢による変化とその

対応、てんかんのいろいろとその対応、生まれてき

てよかったと思える支援体制作りなどです。

大学病院・地域基幹病院からの往診システムの構築

大学病院NICUや一般病棟からの退院を円滑に進

めるため、大学病院医師による往診を実施していま

す。大学病院が在宅療養後方支援病院となり、地域

の在宅支援病院と連携することによって、在宅患者

共同診療料1,000～1,500点や在宅患者緊急入院診療

加算2,500点を計上することができます。当日は、

必要な院外処方内容の聞き取り、在宅療養指導管理

料や在宅医療材料料による物品の準備を行います。

ご自宅で診療を行い、院外処方雲の発行、必要物品

の引き渡しをします。診療報酬は、在宅患者訪問診

療料（833点、6歳未満は＋400点)、在宅療養指導

管理料・在宅療養指導管理材料加算、薬剤料、特定

保健医療材料料を請求します。

小児科研修医の重症医療プログラム

小児科研修（プログラムinMIYAGI)の中で、

初期研修である程度の経験を積んだ4年目の医師を

対象に行っています。講義として、脳性麻痩、てん

かん、神経筋疾患、重症児の呼吸障害とそのケア方

法、ご家族との接し方や話し方を学び、実技研修と

して、呼吸リハビリテーション、摂食嚥下リハビリ

テーションを体験し、外来診療で小児神経学と症候

学、気管支ファイバー、気管カニューレ交換、胄瘻

交換などを行います。また、入院中の子どもの入浴

介助や摂食介助を行い、外来患者さんのご自宅や通

所施設を訪問して、生活の場でどのように過ごして

いるか､ご家族や施設スタッフの声に耳を傾けます。
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平成27年度東北・北海道小児科医会連合会総会の会長会議は、平成27年10月4日シンポジウム終了後の

12:45から仙台市の江陽グランドホテルで開催された。山形県からは私と秋場、芳川の3名が出席した。

1．各道県からの報告事項と議題

【北海道】1）日本脳炎ワクチンの公費接種に向けての活動が実を結び、2016年度から実現する見込みであ

る。

2）小児救急医療地域研修会を道内地域ブロック単位で積極的に行っている。

（山形県内では新庄・最上地区が小児科専門医の不足から、内科を始めとする他科の医師の

協力が必要な地域と考えられる｡）

3）入会勧奨活動の報告

【青森県】1)県小児科医会への入会勧誘

2）成育基本法成立に向けての署名活動、1409筆の署名を集めた。

（ちなみに山形県は9月2日時点では786筆だが、10月当初の集計は未発表である｡）

【岩手県】1）看護師による「こども救急電話相談」について

19時から23時まで看護師2名ずつで担当。相談内容の検証、相談員の技術向上のため毎月1

回相談員全員と小児科医3～4名の同席の下検討会を行っている。

2）盛岡市のインフルエンザワクチン接種委託料

初診料十注射料で3000円、ワクチン代十消費税でl620円、この合計×1.08で4989円の10円以下

切り捨てで4980円とした。（自院は3400円に設定したが、それでもなお接種率が低下しないか

懸念される｡）

【宮城県】1)宮城県小児科医会創立40周年記念誌を送付した。

2）東北薬科大学に医学部を増設認可。

(2020年から将来の医師数が都市部で過剰になる見込みから、医学部生削減に着手する。こ

の状況の中で全国医学部長会議病院長会議の反対を押し切って医学部新設するのはいかが

なものか？）

3）平成29年度日本小児科医会生涯研修セミナーが29年lO月9日（月・祝日）仙台国際センター

で開催予定。

【秋田県】来年の第35回東北・北海道小児科医会連合会総会を、平成28年10月1日（土)、2日（日）に秋

田キヤッスルホテルで開催する。シンポジウムのテーマは「小児科医の近未来を語ろう」

キーワード：少子化、医療経営、新専門医制度、総合診療専門医と小児科専門医、地域総合小児

医療認定医、成育基本法。

【山形県】1）平成27年度の県小児科医会総会で、山形大学小児科学教室の三井新教授の講演とともに、「地

域総合小児医療専門医制度一これからの地域小児医療の担い手は？」のタイトルで日本小児科

医会常任理事の佐藤好範先生の特別講演を行った。

2）食物アレルギーの児童、生徒に対する生活管理指導表と、アレルギー症状が出現したときの

対応についてのフローチャートを作成した。

【福島県】「福島の子どもたちの未来を守るために－復興を担う子どもたちと子育て世代への包括的支援を

求める－」総会声明を参加者全会一致で採決した。声明の重点項目は以下。

1）小児期のすべての任意予防接種の公費助成による無料化

2）小児医療、周産期医療、療育医療を集約した「総合成育医療センター（または総合母子医
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療・療育センター)」の設置

3）県民健康調査における甲状腺検査のすすめ方についての要望

【新潟県】1)平成26年11月15日に新潟県小児科医会設立30周年記念講演会、祝賀会を開催。

2）今年度も新潟県福祉保健部長との懇談会を10月15日に開催する。

3）医療と介護・福祉の専門サイト「地域包括ケアネット新潟日報ささえ－る＋」で小児科医療

コラムを11月より担当予定。

4）産婦人科医会と連携して「新潟日報」に「つなぐ命」を小児科医会と交互に毎月連載。

2．連合会事務局からの報告

1）成育基本法成立に向けた国会議員連盟、役員案に対して副会長の小渕優子氏、幹事の石井みどり氏の

両名は、政治資金問題の渦中にあり削除すべきではないかとの意見が出された。

2）インフルエンザワクチン価格に対する調査依頼：従来の3価ワクチンから4価ワクチンへの変更に伴

い、価格が約1.5倍に設定されたのは便乗値上げの疑いがあるため、松平会長に対して厚労省からの原

価調査を依頼する要望を提出した。

3）来年度の日本小児科医会総会フォーラムが烏取県米子市で開催される。そのテーマは「子どもたちの

すこやかな体、やすらかな心を願い行動する」である。なかなか交通の不便な開催地であるが多数の参

加が呼びかけられた。

4）日本小児科医連盟の山形県内の会員は6名で、来年の参院選挙の自見はなこ候補への支援拡大が呼び

かけられた。（現役の小児科医でもあり、小児科医として成育基本法成立の核になる人物であると思わ

れます。先日の山形県来訪に際して面会に協力された各会員には、厚く御礼申し上げます｡）
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東北・北海道小児科医会連合会総会のシンポジウムに参加して

シンポジウムの座長を務められた先生が、小児在

宅医療が抱える主な課題を、次の10項目にまとめ

た：①重症心身障害児（者）ならびに在宅療養児

（者）の実態把握、②在宅療養を支援する体制（診

療所、クリニック)、③在宅療養を支援する多職種

の連携、ネットワーク、④総合（基幹）病院の退院

支援、在宅支援のあり方、⑤医療ケアを必要とする

在宅児へのサポートの需要、⑥在宅医療支援医療機

関（者）の教育、育成の必要性、⑦在宅療養者の負

担と過酷な環境の改善、⑧トランジション、キャ

リーオーバーへの取り組み、⑨レスパイトや訪問看

護サービスの必要性、⑩療育施設、医療／福祉の役

割。各道県のシンポジストの先生は、これらの中の

幾つかのテーマに沿って発表していた。山形県のシ

ンポジストである清和ちづる先生が発表した内容の

詳細は、本会報で山形県小児科医会調査研究課題の

報告として掲載されている。

各シンポジストの発表後にパネルディスカッショ

ンが行われ、3つのテーマが採り上げられた。第一

は、一般診療所の小児科医が在宅医療にどのように

関わっていくかということであった。現在は、訪問

診療などの医療はほとんどが療養施設のスタッフに

より行われているが、これからは、一般診療所の小

児科医もかかりつけ医として、研修を積みながら、

療養施設の支援を受けて関与していく必要があると

の意見が出された。

第二のテーマは、成人にキャリーオーバーした者

への小児科医の関与に関してであった。つまり、障

がいを抱える子どもが成人になった場合、内科医に

引き継ぐのか、それとも引き続き小児科医が診るの

かということであるが、診療の内容は成人になって

も変わることはないので、基本的には、小児科医が

ずっと診るのが望ましいという意見が大半であっ

た。しかし、成人病に関しては内科医との連携が必

要であり、また、訪問診療は小児科医が行うのは可

能だが、入院を要する場合などは内科医にお願いを

せざるを得ないため、両者の緊密な連携が不可欠で

あるとの意見が出された。

第三のテーマは、在宅医療に関するシステムや

ネットワーク作りに関してであった。充実した在宅

山 形 市 秋 場 伴 晴

医療を行うためにはシステム作りが欠かせないが、

それには、ある限られた医療施設だけが頑張っても

うまくいく訳はなく、行政の協力が不可欠である。

県を一つの単位と考えた場合、在宅医療が行える医

療施設を設定し、それらの診療圏が県内全域に行き

渡るようなシステムを構築する必要がある。また、

医療スタッフの充実も欠かせない問題で、これらを

医療施設と行政が一体となって推進していく必要が

ある、というのが大方の意見であった。

最後の座長の言葉は、「今後、小児科医が生き残っ

ていくためには、在宅医療を避けて通ることはでき

ない」というものであった。

今回のシンポジウムに参加して、個人的な感想を

述べたいと思う。私はこれまでに小児の在宅医療に

関わった経験はなく、山形県を含めた各地の実態も

全くと言ってよいほど知らなかった。それが、今回

の各シンポジストの発表を聴講し、ある程度、理解

は深まったと感じている。山形県に目を向けると、

在宅医療に携わる様々な医療施設やサポート施設が

各地に存在しているものの偏りがあることは否め

ず、まずは、この点の改善が必要であろう。また、

スタッフの充実度に関しては、あまりはっきりとし

た実態がつかめなかったが、恐らく満足すべき水準

には達していないと思われる｡また､在宅医療を行っ

ている児を抱える保護者の意見をみると、それに対

する満足度が高いとは言えない。このような現状に

おいて、在宅医療にほとんど縁のなかった小児科医

にこれから何ができるのであろうか。小児在宅医療

のハードやソフト面での体制の構築に関わることは

難しく、これらの点に関しては、県立総合療育訓練

センターや、現在、在宅医療を実践している医療施

設の方、それと行政に考えてもらうしかないが、そ

の後、我々はどのように協力していけるのかという

ことになろう。少子化が進んでいるが、在宅医療を

必要とする小児はむしろ増加しているということで

ある。シンポジウムの最後に座長の先生が述べられ

た、「今後、小児科医が生き残っていくためには、

在宅医療を避けて通ることはできない」という言葉

は重く受け止めなければならないと感じた。
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犀蔬
山形県における小児在宅医療の現状と課題

山形県立総合療育訓練センター小児科清和ちづる

【はじめに】

平成27年10月3，4日に行われた第34回東北・北

海道小児科医会連合会総会のシンポジウムのテーマ

は「小児在宅医療を考える」であった。このたび私

は上記演題でシンポジストとして参加した。シンポ

ジウムでは当県のほか北海道、青森県、岩手県、秋

田県宮城県、福島県、新潟県からそれぞれ小児在

宅医療の課題や取り組みについて発表された。各地

域の様々な現状が浮かび上がり、また、討論のなか

で地域総合小児医療認定医との関連で、在宅医療の

問題が小児科分野においてどうすすむべきかといっ

た問題提起がなされていた。このときの発表内容に

ついて考察を加え、報告する。

【アンケート調査から】

山形県では平成19年と平成25年に小児在宅医療に

関連した調査が行われている。平成19年に伊藤京子

らの行ったアンケート調査では、医療的ケアを要す

る1～15歳の小児は県内に92名存在し、そのうち

62名が在宅であることが明らかになった。母親にか

かる負担が大きいことが指摘され、医療福祉の充実

が求められていた。

平成25年、渡辺眞史らは県内で医療・介護が必要

な小児を抱える家庭の実態を把握する目的でアン

ケート調査を行った。方法は、対象児が県内の主な

医療機関を受診した際に主治医から保護者にアン

ケート調査票を配布し、保護者が記入後回答を郵送

するもので、52件の回答を得た。調査期間は平成25

年2月から4月であった。対象となる児は、①医療

的ケア（呼吸器、気管切開、吸引、経鼻経管や胃ろ

うからの注入､酸素使用、モニター使用、定期導尿、

中心静脈栄養、鼻咽頭エアウェイ）が必要、②介護

が高度に必要（寝たきりで体位交換が日に複数回必

要、てんかん発作や肺炎を繰り返すなど症状が安定

しない）のうち、いずれか1つの項目があてはまる

患者で、退院後2か月以上経過する19歳未満の者と

した。

対象児の年齢分布は0～5歳38％、6～9歳

29％、10歳以上33%であった。年齢分布から、就学

している児童はおよそ6割と推測される。回答者の

居住地域は村山44％、庄内25％、置賜19％、最上

12%で、人口分布の比率におおよそ一致しており、

県内の各地域に在宅医療を必要とする小児が存在す

ることがわかった。障害の主な原因は、脳障害が

49％と約半数を占め、染色体異常、神経・筋疾患、

肺・呼吸器障害がそれぞれ10%、心疾患5%、代謝

疾患3％、その他13%であった。

日中の過ごし方は、在宅が49％と約半数で、特別

支援学校39％、通園・通所施設12%であった。日中

在宅で過ごすと回答した患者の中には訪問学級を利

用している者が含まれている。最上地域は通園通所

施設で日中過ごすという回答はなかった。

必要な医療的ケア・介護は経管栄養28名、吸引22

名､日に複数回の体位交換20名､気管切開15名といっ

た状況であった（複数回答あり)。

主な介護者は母親が96％、両親2％、祖父母2％

で、介護者年齢層は30歳代61%、40歳代37%であっ

た。介護者のおよそ7割が就労していなかった。ま

た、主たる介護者に急用・急病があった場合、これ

に代わる方法は父親41%､祖父母31%､兄弟1%で、

家族内で解決するとした回答が7割以上であり、一

時預かりを利用するという回答は16%にとどまっ

た。また、主たる介護者に代わる方法がないという

回答も9％存在した。介護者に代わる方法が一時預

かり利用であるという回答は最上地域で最も少なく

0％、介護者に代わる方法がないという回答は庄内

地域に2割程度みられた。介護者の相談相手は、か

かりつけ医療機関が33名で、友人・知人が28名、訪

問看護師または保健師15名とつづき、医療機関が相

談の窓口として期待されていた。

レスパイト（一時預かり）について、利用したこ

とがあるは33％、利用希望するは54％であった。利

用したことがあるとの回答が置賜・村山地域では約

半数であるのに対し、庄内・最上地域は2割程度に

とどまった。半数以上がレスパイトの利用を希望し

ているが、資源が不足していることが推測された。
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往診については利用したことがあるは6％のみ

で、利用希望するは39％であった。ニーズはあるが

希望に応えられていない現状である。

訪問看護は27％が利用していたが、庄内地域では

利用しているとの回答がなかった。全体の訪問看護

の利用希望は40％であった。

保健師の定期的訪問について、最上地域では3割

程度が半年に，回の訪問を受けていたが、全体的に

は保健師の定期訪問は受けていないという回答が

81%であった。就学前の児童が4割程度いることを

考えると、保健師の介入は全体に少ない印象であっ

た。

医療を受ける際に困ったことは、待ち時間が長

い、通院のための準備や移動が負担、医療機関が遠

い、医療機関の設備．建物が利用しにくいの順に多

かった。医療機関受診に当たって、通院の負担が大

きいことが判明した。

自由記載の意見．要望で多かった事柄は、障害児

を受け入れる医療機関の増加、相談・支援体制の整

備､行政対応の整備､短期入所やレスパイトの増加、

医療機関の連携や障害への理解であった。

【考察：県内の現状について】

平成19年、25年のアンケート調査はいずれも全数

把握調査ではないが、結果から、山形県内において

医療的ケア等在宅医療を必要とする小児は60名程度

存在すると推測した。県内各地域にこのような小児

が存在しており、介護は母親の負担が大きく、短期

入所・日中一時預かり等のレスパイト、往診、訪問

看護といった医療福祉サービスは、ニーズに対して

不足していた。二次医療圏別では、特に庄内・最上

地域の資源が充分でないことが推測された。地域の

受け皿が足りず、家族が大きな負担を抱えている現

状が浮き彫りにされたといえる。山形県は共働き率

が全国的にも高いが、アンケート結果では7割が就

労していなかった。子どもが障害を持つ場合、主た

る介護者が就労と子どものケアを両立させることが

難しいため、仕事を辞めざるを得ない場合や施設入

所を選択せざるを得ない場合がある。

県内の重症心身障害児・者の入所の現状をみてみ

ると、平成27年6月時点で重症心身障害児（者）入

所施設である国立病院機構山形病院に18歳以上98

名、18歳未満2名、国立病院機構米沢病院に18歳以

上lO9名、18歳未満7名、医療型障害児入所施設で

ある山形県立総合療育訓練センター（以下、療育セ

ンター）に肢体不自由児・重症心身障害児18歳未満

32名、18歳以上0名となっている。療育センター入

所32名のうち、医療的ケアを高度に必要とする超重

症児は10名､準超重症児は1名である｡療育センター

では、医療的ケアが高度であり養育が困難となり入

所に至った児が3割を占め、また、近年は入所時年

齢の低年齢化がすすんでいる。

重症心身障害児の短期入所受け入れ可能施設は平

成27年9月時点で県内に5カ所で、国立病院機構山

形病院、国立病院機構米沢病院、日本海総合病院

鶴岡協立病院（平成27年3月開設)、療育センター

となっている。県では健康福祉部地域医療対策課を

中心に、医療提供体制推進事業費補助金を活用した

レスパイト体制整備を促す動きがみられている。こ

れにより、医療機関の空床確保により県内数カ所の

病院においても日中一時支援事業を行う検討がなさ

れている。

短期入所の他、医療的ケアが必要な小児が利用で

きる児童デイサービスや保育所は近年少しずつ出現

してきている。小児の受け入れが可能な訪問看護ス

テーションはまだ数が十分とは言えない。リハビリ

テーションにおいても訪問看護ステーションの小児

訪問リハの実績はまだ少なく、医療機関による小児

専門の訪問リハは県内には存在しない。学校教育に

おいては、特別支援学校の一部で看護師配置により

医療的ケアが実施されている。

医療技術の進歩とともに、将来、在宅で過ごす重

症児や医療的ケア必要児は増加することが予想さ

れ、このような児と家族が地域で安心して生活でき

る環境・体制づくりが進み、利用できる資源が増え

ていくことが望ましい。短期入所等レスパイト事業

をすすめるに当たっては、利用希望する重症児の障

害や特徴について医療機関が情報を共有することに

よって、受け入れ側の不安が軽減されるのではない

かと考える。また、受け入れ側は、重症児に対する

一般知識や医療的ケア技術の他に、普段の状態の把

握、緊急時の対応などが求められるであろう。児童

デイサービスや教育機関、訪問看護・訪問リハにお

いても、受け入れ側に求められることは同様であ

る。地域での医療的ケア対応の充実が求められるな

かで、医師に期待されている役割は大きいと感じ

る。安心して生活できる環境・体制づくりのため

に、勉強会、実技研修、情報の共有が重要と考えて

いる。医師、看護師、療法士といった医療職はもと

より、福祉関係者、保育士、幼稚園教師・学校教諭
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といった教育関係者にも理解を広める必要がある。

重症児が地域でいきいきと過ごすためには、医療だ

けではなく、具体的な介助法や栄養摂取法や姿勢管

理といった日常生活支援、人とのふれあいや生活を

豊かにする遊びなどの体験が欠かせない。家庭状況

や患者のライフステージに合わせたサービスを提案

できる在宅医療のコーディネーターが必要とされて

おり、相談支援事業所スタッフ等の育成が今後課題

になるであろう。

在宅医療を必要とする小児とその家族にとって、

疾患精査や高度専門治療、入院加療、緊急治療、全

身管理等については基幹病院、身近な相談や日々の

医療やケアについては開業医の先生方からサポート

を得ることが地域で生活するに当たって大変心強い

支えになるであろうと考える。

山形大学では、平成27年から烏取大、秋田大、大

阪市立大と連携し、文科省の「課題解決型高度人材

養成プログラム～重症児の在宅支援を担う医師等養

成～」として、医療職対象にテレビ会議システムを

利用した研修会が開始されている。療育センターと

しても､県内各医療機関､開業医の先生方との連携、

情報提供、地域で受け入れているデイサービスや保

育園幼稚園等教育機関への相談支援を継続して行い

たいと考えている。
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各委員会報告

平成27年度第2回日本小児科医会社会保険委員会報告

日時：平成27年10月25日（日)11:00～14:15

会場：和光堂西新宿ビル

出席者：長野省吾、小関圭子、奥村秀定、師

松田正、市川正裕、深澤哲、田山

日本小児科医会社保委員小関圭子

保之、高木英行、大山昇一、津田正晴、

正伸、志方出

【議事】

1.各地区・各委員報告

（北海道）日本脳炎ワクチン定期接種を来年4月から実施。（宮城）東北・北海道小児科医会連合会総会

が10月3日･4日に仙台市で開催された。（神奈川)9月に神奈川小児科医会主催の関東ブロック小児科

医会協議会が開催された。（東京）来年4月から都内23区全域でBCGが個別接種になる。（三重）小児科

医会会長交代。桑名市医師会で同時接種料金値下げの話題が出た。小児在宅医療検討委員会で退院後共同

指導料に関しての質問が出た（大山委員の補足発言)。退院後共同指導料については、COO1在宅患者訪問

診療料、CO11在宅患者緊急時等カンファレンス料が算定できる。（大阪）大阪小児科医会で、独自に医療

経営実態調査を行った。質問を簡略化することで回収率を上げることができた。（烏取)来年の総会フォー

ラムを米子市で開催する。中四国9県合同で在宅・学校保健・アレルギーの3つの共同事業を開始して意

見交換を行っていく。（九州）同時接種料金値下げの話題が出た。

2．日本医師会診療報酬検討委員会報告10月7日開催奥村副会長

l)診療報酬改定に関しては、小児在宅・救急を含めた地域包括化した診療料として検討していく必要が

ある。

2）厚労省は外来診療において、小児患者の重複受診が多いことを指摘しているが、多くは急性疾患で夜

間急変等もあり安易な受診抑制は好ましくないと考える。

3）インフルエンザワクチン価格について、公取委への提訴は考えていない。メーカーに原価提示の要望

を出すが、厚生労働委員会の権限なので難しい。

3．日本小児科学会報告大山委員

1）診療報酬改定要望書は内保連を通して厚労省に提出した。今回は虐待、学校での在宅医療の提案をし

たが、ヒアリングではかなり厳しい反応だった。

2）社会保険委員会・小児医療提供体制委員会の合同委員会を9月27日に行った。

小児医療の抱える構造的変化に的確に対応した小児医療供給体制を提案・構築していかなければなら

ない。小児科専門医制度をそれにマッチさせることも必要である。

4．内科系学会保険連合報告大山委員

内保連では、内科系医療技術の見直しとして、説明と同意（インフォームドコンセント）に対しての技

術料算定を要望している。

5．医療技術再評価提案書の厚労省ヒアリング報告（8月17日）高木委員長

診療情報提供料については、医療機関同士の情報のやり取りが原則であり、公共機関等への情報の提供
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は、公共機関等内の医療関係者への情報提供という形で検討する必要が指摘された。

6．日本小児科学会・日本小児科医会合同提出の「平成28年度社会保険診療報酬における小児医療に関する

要望書」に前回合意した内容に「DPC関連事項」と「小児慢性特定疾患入院医療費を20歳まで拡大」の

2項目を追加したことのお詫 び と 報 告 。 大 山 委 員

7．平成27年度診療所小児科医業経営実態アンケート調査結果について松田委員

有効回答率23％、平均年齢63.7歳、前回調査と比較して大きな変化はなかった（総医業収入微増、保険

収入微減、自由診療収入微増、総医業支出微増)。平均レセプト枚数700枚、平均点数568点だった。来年

2月の社会保険全国委員会で報告書を提出する。

8 ．小児在宅医 療 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ報告書について田山理事

報告書を作成することになり、各担当者は12月末まで執筆を依頼した。

9．平成27年度日本小児科医会社会保険全国委員会について

日時：平成28年2月28日（日)13:00～16:00

会場：和光堂西新宿ビル2階204会議室

特別講演：講師：日本小児科学会社会保険委員会委員長大山昇一先生

演題：未定

10.その他

市川委員より、大阪小児科医会平成27年度診療所医業経営実態アンケート調査方法・結果についての説

明があった。
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｢夜尿症」

夜尿症について

去るll月8日MSD株式会社によるsymposiumfbr

pediatrics2015が東京で開かれ私も参加してきまし

た。そこで兵庫医科大学教授の服部益治先生の“夜

尿症診療のす上め”と題した講演を聞き、今現在私

が行っている夜尿症の治療法について大きな違いが

ないことがわかりましたので、今回の山形県小児科

医会の会報に投稿してみる気が起こり筆をとらせて

いただきます。

まず全国の小学生で約60万人が夜尿症患者で、そ

のうち35万人が無治療であることが推定されていま

す。服部先生によれば1～2年の治療で50％以上が

改善するとのことで、正しい治療が必要とのお話で

した。このことでもわかるように充分な医療を受け

ることなしに本人、家族が苦しんでいることがわか

ります。また“おねしょ”という従来から存在して

いる考えがあり、しつけの問題にする方々、場合に

よっては“そのうちおさまる”としたり顔で両親に

アドヴァイスする方々（医療者もいます）が多くい

らっしゃいます。このため医療機関への相談が決し

て適切にされているとは思いません。先の講演で示

された治療法は2通りです。一つはアラーム療法と

抗利尿ホルモン治療です。では夜尿症の定義とはど

んなものかと調べてみると、“5歳を過ぎて週2回

以上の無意識な夜間尿失禁が3か月以上続く場合”

とあります。夜尿症の原因は睡眠中の抗利尿ホルモ

ンの分泌量が少ないか、睡眠中の膀胱容量が不十分

であることに起因すると考えられています。以前か

ら夜尿症は精神疾患のように扱われていましたが、

今現在はそのような考え方はしておりません。私は

さらに一日の水分出納の不適化も要因の一部と考え

られると思います。このことは世間的にも問題があ

るように感じます。それは夏場暑さ対策の一環で脱

水症が心配され、過度な水分摂取が推奨されている

山形 市 池 田 博 行

ように感じられます。そのためか夜間のスポーツ少

年団の練習などで過剰な水分摂取が行われるように

なり、入眠前3時間での水分摂取が1000mlを超え

る児が多く存在しています。これだけ飲まれたら、

いくら膀胱容量があっても追いつきません。身体的

原因を考える前に生活的な原因をまず考えてあげる

ことも大事であると感じております。私がここ20年

にわたり行ってきた夜尿症の検査としては、早朝第

一尿で3回、尿比重か浸透圧をチェックします。ま

た膀胱容量のチェックのため最大尿我慢をさせて尿

量測定を3回させています。また入眠6時間前から

の飲水量チェックをさせています。この検査により

生活習慣上の水分出納のチェックと、早朝尿におけ

る尿の比重、浸透圧の検査による低比重、低浸透圧

尿の児の洗い出し、膀胱容量のチェックを行い、ま

た入眠直後4時間以内の失禁と、入眠後4時間以降

での失禁を分けると指導が楽になります。4時間以

内のタイプは排尿習慣、入眠直前の水分摂取が多い

ことが多く生活習慣の見直しだけでも改善がみられ

ることが多くあります。

私はアラーム療法を行っていないので他の薬物療

法の解説をしたいと思います。早朝第一尿の尿比重

検査で1.020以下が3回あれば低比重尿と診断でき

ます。このような方は抗利尿ホルモン剤の適応で

す。以前は点鼻でしたが今は経口剤もあります。膀

胱容量は5～7ml/kg以下の場合、膀胱容量が少な

い方ですので抗コリン剤を使っています。またさら

にl～2回/週でおしっこ我慢をしてもらっていま

す。目標値として30分7ml/kgとして指導していま

す。

ここ開業してから7年余りで102名の新患がおり

ましたが、今現在フォロー中の患者は11名ですので

まずまず改善してオフフォローとなっています。
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夜尿症について雑感

本間先生からご依頼をいただきましたが、あまり

症例の蓄積はありません。でも、夜尿症で診療のポ

イントだなと思うことは、おぼろげながら遅ればせ

ながら、ようやくすこしずつ把握してまいりまし

た。新しい使いやすい薬もあるようですし、また挑

戦してみようかな、と思っています。

水分制限は大事。

これは言えると思います。漫然と三環系抗うつ薬

を飲んでいて一向によくならなかった患者さんが、

水分制限をしてみたらとの僕の一言で実行してくだ

さったら、そのあとはまったく夜尿が治癒したとい

うことがありました。

水はたくさん飲むほどよい、という信仰のもとに

水を飲んでいる人もいますし、水を飲むと心が落ち

着くっていう子供もいますよね。心因性多飲症によ

る尿崩症もどきっていうのもあるそうですし、水分

制限と一言にいっても実際は患者さんから抵抗にあ

うことも多いのではと思います。知的障害のある患

者さんで、お母さんから夜尿が続くのですが…と相

談を受けたことがあります。お話を聞くと多飲なん

ですね。まず水分制限をして、とお奨めしたら、水

分をあげることは子供の機嫌を取ることなのでやめ

るのは難しい、もっといえば水分制限なんか不燗で

可哀そうで出来ない、というリアクションでした。

こんなことは知的障害がない子供でも家庭によって

はあるかもしれませんね。

親の心がけは大事。

結局、夜尿があるのかの把握、水分制限を守らせ

られるか、あせらずおこらずおこさず、こごとを言

わない、ができないことが多いような気がします。

簡単にこれだけやればいいよ、という指導だけで治

るのならいいのですが、沢山配慮することがあり、

それだけで夜尿症の治療は親にとって取り組みにく

くなる気がします。

赤石俊二先生の治療前の日中の尿量と尿回数、我

慢尿量、夜間尿量、夜間の尿比重浸透圧から膀胱

型、多尿型を鑑別し、薬をやりながら生活を管理し

てなおすプロトコールが十何年前に商業誌にでて、

山形市勝島史夫

それに忠実にやってみたことがありました。とても

まじめな親御さんとご本人で半年ぐらいで完治した

かな？一晩に2回していたのがあれよあれよとい

う間に治ったのです。毎日の水分制限、尿量、夜尿

量、回数などをすべて記録していて、すごいノート

でした。ちゃんとやると間違いなく治るんです。

でも、この尿回数尿量の測定の時点でとても大変

なようなのですね。その後数年間この明石先生の検

査項目を全部取るようにと紙コップとデータの取り

方を書いたのを夜尿の親御さんに渡してお願いして

いたら、最初のひとりを除いて、だれも結果を持っ

てきてくれませんでした。ビギナーズラック。これ

では医者として情けないと思い、10年間気力を温存

し最近頼み方を工夫することにしました。まず朝の

尿の浸透圧比重を3回、がまん尿量を3回、これだ

けデータとるようにとお願いすることにしました。

自分が医者として気張らなくてもすこしずつとりく

めばいい、って思えるようになったからでしょう。

膨大な量のデータを取りなさいと一枚の紙を渡され

て自分からいわれた患者さんも想像してみれば、

びっくりしてたことでしょうね。

最近の親御さんは尋ねても、咳や鼻汁がいつから

あったのか、熱は今から何日前に出たのか、とかそ

ういう事を答えられない方が多く、この人たちに

どうやってこの面倒くさいことをさせたらいいの

か、って生活指導が必要な病気はいつも暗潅たる思

いでした。でも、自分がすこしでも働きかけること

で患者さんを治していかなくては、って思えるよ

うになりました。親御さんにも時には苦言を呈す

る、そこを上手にできるようにならないと、ダメだ

な－って思います。苦言を呈する覚悟がようやく出

来たってところでしょうか。子供の病気そのものよ

り親の生活能力、子供を育てる力の低下がすごい気

がするし、そこをなんとかしないと病気も子供の発

達もどうにもならないと感じることがこの10年とて

も多くなりました。

アラーム療法は有効ですか？

寝てしまうと起きないっていう子供も多く、ア

ラーム療法だとアラームで起きない子供は親が起こ
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さなくてはいけないので、親が大変で続かない、と

いうことを何回か経験しました。

そもそも同じ部屋に寝てないんです。で、子供は

遅寝遅起きになってたりするんですね。前の話もそ

うですけど、親が楽（らく）しすぎなのでは、って

思うのです。

男の子だともう小学校5年生になったりすると、

女親と一緒に寝てるのはおかしいから、っていって

本人はおねしょしてるのに別の部屋で寝せてたりす

ることもあるようです。それを変更するつもりはな

いようですし、じゃあ、アラームを使うために男親

と寝るかっていうとそれはないようですし。どこの

親も普通のみための形にだけは早くしようとするの

ですが、中を充実させないと外に出てくるものは

すっからかんなものなのに。自分がアラーム療法そ

のものに対してあるいは夜尿症治療に対して、そん

なに苦労して取り組むべきだと強く言えないってい

うのもありますが、やっぱりこういう例にわざわざ

苦言を呈するのは面倒くさいって思つちJやいます

ね。

一晩に2回濡らしている夜尿の子は1回だけ朝方

にある子よりアラーム療法が非常に効きにくいとか

そういう知見はないのでしょうか。アラーム療法は

昼間遺尿のない夜尿には頻度を問わずタイプを問わ

ず第一選択としてよいそうなのですが、はっきりし

た情報はそれだけで、こんなに大変であるのならす

こしでも治りやすい症例を選んでお奨めしたいで

す。

抗うつ薬は有効ですか？

これは言えると思います。当院では発達障害の子

供にかかわることが多く、ストラテラ、デブロメー

ルなどを服用している例が多く、そして発達障害の

子供は夜尿があることが多いのですが、服用を始め

ると夜尿が改善することがとても多いと感じます。

以前より三環系抗うつ薬が有効であることは有名で

したが、その機序はわからないってことになってま

したね。不思議ですね。

そもそも尿を意思でコントロールすることを教えて

いますか？

夜尿ではないのですが、小学1年か2年の男の子

で尿が頻回でしかも1日に何回ももらしてパンツに

ついてしまう、というお話がありました。いつから

なのですか、とお母さんに聞いてもなんだか、語尾

を濁すばかり。はっきりと答えない。で、すごい診

察室で落ち着きのない子供なんですね。はしりま

わっている…でも夜尿はないという。

このような子供はそもそも尿をコントロールする

とか、がまんするとか、尿意を感じるとかそういう

ことがないのではないか、とその時思いました。こ

の子がそうとは言えないですが、医学の常識かは知

りませんがADHDの子供で失禁がよくみられるよ

うです。いつも外の世界のことに気を取られている

わけですから、体の中のことは気が付かないだろ

う、と考えました。

それで、膀胱容量を増大させる抗コリン剤を小児

の遺尿に使う量を処方し、排尿を我慢させる練習と

排尿を途中でやめる練習をしてください、と伝えま

した｡まず､自分で尿によく気付くことが必要だと。

で2週間ぐらいおいて、再診させたら、変わらない

という。もう一度増量して、2週間後に来院させま

した。変わらないという。では練習させましたかと

聴くと、言葉を濁すばかり。なので、失禁を繰り返

す落ち着きのない子はADHDなどの多動の発達障

害があることがあるんですよ？学校での適応はどう

ですか？と尋ねてみました。ADHD-RSを渡して書

かせてみました。まったく行儀がいい子だという結

果でした（謎)。ではこの診察室での多動は？母親

に聞くと父親が怒りすぎるんですっていうんです。

それだけで尿までコントロールできなくなるのか？

そこで抗コリン剤を増量してちゃんと医者の指示

をまもるようにと母親にもう一回伝え、その後しば

らくして、父親が薬を取りに来院し、ちゃんと尿の

コントロールのことを教え、失禁も減りました、と

自分に笑顔で伝えてくれました……ああそうです

か、よかったですね（満面の笑顔で返す)。

これはミステリーです。母親が子供にいうことを

聞かせられない人なのか、父親が怒りすぎて愛着障

害で多動になっていたのか、そして本当に失禁は

治っていたのか？

医者のいうことは真筆に受け止め実行してほしい

ですし、なんでも正直に質問したことには答えてほ

しいです。こういったことがいろんな患者さんで続

いたので、最近はなんでも苦言を呈しようという気

になってきたのです。おもえばこのお母さんは上の

子が原因不明の咳が続いて喘息の治療をいくらやっ

ても治らなくて、ちゃんと症状の観察をして再受診

ください、と言ってもぜんぜんしてこなかったお母

さんでした。治ってないのに薬をやめてこなくな
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る、そして自分からはいつ来院すればいいのか、と

か問い返しもしない。いろいろやってるうちに治り

ましたが。見た感じやさしそうで、家庭環境も知的

に高く、自分は先入観でマークしてなかったのです

けれど。自分の人を見る目が甘かったのかもしれま

せん。

行動療法は有効ですか？

カリスマ言語聴覚士でしたつけ、臨床心理士？

ABA;AppliedBehaviorAnalysis応用行動分析の

勉強をされた方が発達障害の子供を適応に導いてい

くっていう、まあご自分の宣伝なんでしょうけど本

がありまして、とても面白く読んでたんです。時間

をかけて行動障害不適応をすこしずつ、なにか日常

生活で実行することでいい方に導いていくのです

が、不適応の治療が終わりそうなときに、ちょっと

だけ、なにか報酬と罰を与えて、あっというまに夜

尿をなおしてしまうんですね。おそらく治りかけの

状態だったんでしょうけど｡ほんとなのかな？（笑）

自分には行動療法はできないですけれど、でもこう

いう治療で治るということ、また、夜尿は心身症で

あり、心の状態で悪化、改善すること、などを考え

ると、夜尿症は子供として幸せに暮らしていれば、

親が適切に対応していれば、いずれこじれないで治

るはずのものなんだろうな、って思えます。ちょっ

と興味深いと思ったお話でした。

自分が医者として若いころは、抗うつ薬やれば治

るんでしょう？くらいに思ってましたけど、とても

それでは取り組めそうにないですよね。知識だけで

はなんともならず、特効薬もなく、トライアンドエ

ラーをくりかえしやっていくつもりにならないとダ

メな病気。こういったものを治せるようになる医者

になりたいと思ってます。

今回の雑文では一切の文献検索をせず、記憶だけ

に頼って記しました。無責任極まる内容ですので、

笑っておみすごしくださいますよう。
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夜尿症診療
～ガイドラインとちょっとした工夫～

国民的人気の坂本龍馬や相対性理論で有名なアイ

ンシュタインですら、10歳を過ぎても夜尿症があっ

たと言われている。夜尿症は、夜間の尿産生メカニ

ズムの異常、夜間の蓄尿メカニズムの異常、睡眠覚

醒の異常などの要因が複雑に関与した症候群とされ

ている。我が国では、小学生になっても夜間遺尿が

月に数回以上続く場合に治療が必要な“夜尿症”と

認識される。4歳以下の幼児期にみられる夜間遺尿

は“おねしょ”として“夜尿症”と区別され、一般

に治療の対象にならない。就学児の夜尿は10～15%/

年の自然治癒が期待できるため')、少なからず経過

観察が選択され治療が遅れることが多かった。ある

いは喉の問題とされている場合も少なくなかった。

一方、子供自身にとっての夜尿症は、心理面、社会

面、生活面において重くのしかかる問題であり、8～

16歳の小児において、夜尿症は、両親の離別、両親

の争いに次ぐ第3の精神的外傷の原因というデータ

もある2)。夜尿症治療におけるもっとも大きなハー

ドルは、病院への受診を決心することであると考え

られる。一大決心して受診した親子には、安易な経

過観察で終わりにせず、患児、患児の両親とともに

夜尿症の克服に寄り添うことが重要であると考えら

れる。夜尿症診療の流れを図示したのでご参照いた

だきたい。

夜尿症の治療対象は小学校入学以降が一般的とさ

れている3)。しかし、本人、家族に希望があれば、

就学前でも生活指導を開始して早すぎるものではな

いと考える。2004年に日本夜尿症学会は夜尿症診療

のガイドライン!）を作成した。それによれば、ま

ず、家族歴、発達・発育状態、生活環境を聴取し、

身体所見、排尿状態を把握する。それに基づき基礎

疾患を除外する。夜間多尿(先天性腎奇形､尿崩症、

糖尿病、神経性多飲)、膀胱機能障害（下部尿路疾

患、脊髄疾患)、尿管異所性開口、てんかん、睡眠

時無呼吸、注意欠陥多動症がないかどうかを確認す

る。基礎疾患がないと判断したら機能的夜尿症と判

断し治療を開始する。

夜尿症は生来持続している一次性と6か月以上自

立した後にみられる二次性がある。後者は心理的な

山形市松永明

側面が多い。尿浸透圧や膀胱容量から前者を膀胱

型、低浸透圧型、混合型に分類し治療方法の選択を

する。夜尿症治療には、生活指導、行動療法、薬物

療法がある。夜尿症は多因子が関連している場合が

多いので、これらを組み合わせて治療が行われる。

生活指導では飲水と排尿の管理が重要である。特に

就寝前3時間の飲水制限、就寝前の完全排尿が夜尿

症治療の最重要ポイントといえる。行動療法の中心

は夜尿アラームである。夜尿アラームは夜尿の水分

を感知して警報がなるシステムである。詳細な作用

機序は不明であるが、覚醒排尿を促すものでなく、

夜間の膀胱容量を増加させ睡眠中の尿の保持力を増

加させる効果がある。その効果は62～78％と言われ

ており、最も効果的な治療方法と考えられ4)。特に

膀胱型に効果が期待される。しかし、中止後の再発

率は6～66％と多いこと、保険適応がないため自己

負担が多いこと、手間や家族への負担などからド

ロップアウト例が多く、本人と家族の十分な理解が

必須である。薬物療法では抗利尿ホルモン剤が中心

である。以前は点鼻薬であったが、現在は内服薬の

デスモブレッシン酢酸塩水和物口内崩壊錠（ミニリ

ンメルト）が用いられ、使い勝手が向上した。主に

低浸透圧型に効果が期待される。抗利尿ホルモン剤

を使用する際には、水中毒に注意が必要であるた

め、飲水に関する生活指導を徹底する必要がある。

その他、膀胱容量の増大や膀胱の無抑制収縮の減少

を期待して抗コリン剤や、我が国で歴史的に用いて

きた三環系抗うつ薬がある。近年その重要性は高く

ないが､症例によっては効果が期待される｡その他、

小建中湯や白虎加人参湯などの漢方薬も投与される

ことがある。

ガイドラインでは、夜尿アラームもしくは抗利尿

ホルモン剤で開始し、効果不十分な場合は他方への

切り替えまたは併用が進められている。しかし、最

も重要なのは、①本人のやる気と持続力、②水分制

限と就寝前の完全排尿､③両親､主治医のバックアッ

プが基本であり、アラームや薬が治してくれるもの

ではないとの認識が必要と考える。①～③の前提の

もとに、見放さず、粘り強い対応が実を結ぶことが
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多い。さらに、順調でも最低数ヵ月を要すること、

季候や行事を考慮し、1年前あるいは1年後との比

較が重要であることを予め説明しておくことも必要

である。この事前の説明がドロップアウト症例を減

らすコツと考えられる。

最後に実際の診療で私が工夫している点をご紹介

する。

応策を必ず指導する。特にトイレでの着替えの練

習を事前にしておくと万一の場合にも冷静に対処

できる。

いずれにせよ、夜尿症治療には長い時間を要す

る場合が多い。本人、両親のモチベーションをい

かに持続させるかが重要である。万人に対応でき

る決った方法があるわけでない。デリケートな問

題なので注意深く個別に対応する必要がある。

Aコップ作戦：我慢尿が少ない場合、目標の量に印

をつけたコップに毎回排尿させ、目標が達成され

たら徐々に目標を上げることで我慢尿の増瞳を図

る。この際、目標に達したら褒めることを忘れて

はいけない。

Bシール作戦：患児の夜尿に対するモチベーション

が低い場合、成功した印としてカレンダーに大好

きなシールを貼らせる。子供はシールが大好きで

ある。

Cお泊まり対策；修学旅行やスポーツ少年団でのお

泊まりのとき、水分制限、就寝前完全排尿や内服

薬の確認をするとともに、万一、漏れたときの対

1）日本夜尿症学会ガイドライン作成委員会編夜

尿症のガイドライン2004

2)VanTljenN・MesserA,NamdarZ.Perceived

stressofnocturnalenuresisinchildhood.British

journalofurologyl998;81:98-9

3）夜尿ナビhttp://www.kyowa-kirin.cojp/onesho/

4)HoutAC,BermanJS,AbramsonH:Effectiveness

ofpsychologicalandpharmacologicaltreatments

fornocturnalenuresis.JConsultingClinical

Psychologyl994:62:737-745,
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夜尿症について

夜尿症は命にかかわるものではなく、自然治癒率

も高いことから一般的には深刻に捉えられることは

ない。しかし有病率が高いため日常診療で遭遇する

ことが多く、中には治療に難渋する例がある事も事

実である。この項では夜尿の一般的な知識から最近

の治療方法、鑑別すべき疾患などを概説する。

①夜尿症の定義、頻度

国際夜尿症学会の定義では、「5歳を過ぎて週に

2回以上夜尿がある場合、病的な夜尿症と診断す

る」となっている。夜尿の有病率は、5歳で15%、

7歳で10%、10歳で5%とされている（国際夜尿症

学会)。すなわち小学校入学時点では10人に1人が

夜尿症であるという事になるが、夜尿があるという

事を公言する人はまずいないと思われ、患児が初め

て外来を受診する際にはこれを話すだけで保護者や

患児が安心すると思われる。

夜尿症が自然治癒することは言うまでもないこと

であるが、1年に15%ほどが自然治癒すると言われ

ている。成人まで持ち越す頻度は1～2％と言われ

るが、病院受診をしない例が多いと思われる。

②夜尿症の分類

日本では帆足らが作成した分類がよく用いられて

いる。すなわち、ア最大限排尿を我慢した時の膀

胱容量、イ夜間の尿量（おむつ尿量十起床時の尿

量)、この二つを測定し、膀胱が小さい膀胱型、夜

間尿量が多い多尿型、両者が混在する混合型、昼間

の膀胱は大きいが夜間に蓄尿が出来ない乖離型の4

病型に分類される。10歳以上か未満かで判定基準が

異なる（表1）。

筆者は初診時にこの説明を行い、自宅での排尿日

記をお願いしている。具体的には我慢尿量の測定、

夜間尿量の測定、夜尿の有無、休日の排尿回数、排

便回数（後述するBowelBladderDysfunction評価

のため）である。

実際の日記を見てみると、表lの判定基準にぴた

りと当てはまらない、すなわち我慢尿量や夜間尿量

が変動することは頻繁にみられ、平均値を出したり

しながら病型分類を行う事が多々ある。筆者の経験

山形県立中央病院小児科近岡秀二

上､我慢尿量よりも夜間尿量の方が変動幅が大きい。

③BowelBlad"rDyfUnc廿on(BBD)

聞きなれない言葉だと思われる。筆者は2年ほど

前に知り合いの小児泌尿器科医から教えられ、治療

法の視点が増えた概念である。

早い話が、「下（しも）の問題は一緒」という事

である。上述したように排尿日記を書く際は排便記

録もお願いしているが、患児本人や保護者が思って

いるほど排便が定期的にされていない事がよくあ

る。すなわち便秘である。なぜ便秘だと排尿の問題

（夜尿に限らず昼間頻尿や尿失禁なども含む）につ

ながるのか明らかではないが、便塊による膀胱の狭

小化、便による膀胱三角部の圧排などが原因として

言われている。

便秘の具体的な定義はないが、できれば毎日排便

が得られるようにした方が良いと思われ、BBDの

患児には緩下剤を使用して排便コントロールを行う

ようにしている。排便コントロールのみで尿排泄の

問題がかなり改善することをしばしば経験する。筆

者は酸化マグネシウム、ラクツロース、ピコスル

ファートナトリウム等、一般的な緩下剤を使用して

いる。

話は脱線するが、漢方薬に麻子仁丸（ましにんが

ん）という薬がある。一般的には高齢者の硬くてウ

サギの糞のようなコロコロした便に用いられる薬で

あるが、原典である傷寒論には「便秘で尿回数が多

い」場合に用いると書かれている。西暦200年前後

に書かれた書物にBBDの概念が記載されているこ

とに驚くばかりである。今後使用してみたい薬であ

る。

④ 薬 物 療 法

膀胱型、多尿型、混合型と分類をしたら薬物の選

択を行う。三環系抗うつ剤は副作用の観点から、近

年は第一選択から外されている（が、著効すること

があるのは皆様ご存じのとおり)。

A)膀胱型：膀胱容量が小さい膀胱型には抗コリン

剤を用いる。筆者が多く用いているのはプロピベ

リン塩酸塩（バップフォー⑭）とオキシブチニン
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塩酸塩（ポラキス③）である。バップフォーは

lOmgから、ポラキスは2mgから、いずれも1日

1回夜の内服としている。どちらか一方が無効の

場合、もう一方に変更している。それでも改善し

ない場合はコハク酸ソリフェナシン（ベシケア③）

やフェソテロジンフマル酸塩（トピエース③）に

変更する事もあるが、抗コリン剤を3種類目、4

種類目と使用して良くなる経験はあまりなく、他

の治療を考慮する方が無難と考える。抗コリン剤

の副作用である口渇、目の乾燥、便秘、排尿障害

などの注意を必ず伝えているが、抗コリン剤単独

使用でこれらの副作用が出た事はこれまで1例の

みである（目の乾燥に伴うと思われた眼痛)。中

枢神経系の副作用（眠気や集中力低下など）が出

ることも報告されており注意を要する。

B)多尿型：デスモプレシン酢酸塩の経口製剤であ

るミニリンメルトOD錠⑭を用いている。就寝前

に120"gを1錠内服する。注意点は、舌下で溶

かして唾液で飲み込むこと、夕食後の水分制限を

厳守することである。腎臓での尿再吸収を増やす

薬であるため脳浮腫や低ナトリウム血症の恐れが

あり、水分制限が出来ない患児には使用しない。

誕生会などで水分を多く摂取した日には内服しな

いよう注意喚起している。1錠で効果不十分な場

合は240"gまで増量できる。効果は高いが止め

ると再発する例が多く、夜尿が改善した場合は内

服を急に中止するのではなく漸減する方が良いよ

うである。

C)混合型：上述の抗コリン剤とデスモブレシンを

併用する。混合型でなくとも抗コリン剤とデスモ

ブレシンを併用することはしばしばある。

D)乖離型:難治性であり、いろいろ試すほかない。

他の薬剤：漢方薬の小建中湯、葛根湯、麻黄湯、を

これまでに試したことがあるが、良い結果は得ら

れなかった。中には漢方薬を飲むために水分摂取

過多となり悪化した例もあった。昭和の漢方大家

である大塚敬節は葛根湯がよく効くと書いてお

り、なぜ自験例は無効なのか謎である。生薬とエ

キス剤の違いかもしれない。

⑤アラーム療法

近年注目を浴びているのがこのアラーム療法であ

り、海外のガイドラインでは第一選択とされている

事もある。日本では保険適用ではない事もあり、第

一選択とはまだなっていない。

具体的には、おむつや下着に尿を感知するセン

サーを取り付け、夜尿をするとアラームの鳴動に

よって起こされるという治療である。なぜこの治療

が有効なのか具体的メカニズムは不明であるが、睡

眠中膀胱容量が増えていくと言われている。夜尿症

患児は覚醒障害があるためアラームで起きない事が

多く、その場合は保護者が起こす必要がある。半年

間使用して効果が無い場合、それ以上使用しても改

善する見込みは少ない。

有効率は60％前後とされているが、筆者の外来治

療での有効率ははるかに低い。その理由は不明であ

るが、薬物治療に抵抗性の難治性夜尿にアラーム治

療を行っているからではないかと考えている。

面白いのは、薬物治療未経験者にアラームを装着

した所、まさにその日から夜尿が消えて、一度もア

ラームが鳴らずに治った症例を経験したことであ

る。夜尿症治療は本人のやる気がとても重要であ

り、この症例はそれを示唆する好例であろう。

夜尿アラームはちつちコール⑭、WetStop⑧な

どの名前で販売されている。保険診療の対象ではな

いため、筆者は病院で購入したものを無償で貸し出

している。

薬物治療ではないので副作用はないが、個人的な

経験では、一緒に寝ている保護者が寝不足になっ

た、集合住宅の近隣住民からうるさいと苦情が来た

等で継続使用出来なかった例が複数ある。

アラーム療法と薬物療法を組み合わせても良い。

⑥ 鑑 別 診 断

大多数の夜尿症は機能的なものだが、一部に

は器質的異常を原因とするものがある。潜在性

二分脊椎、尿管異所開口等の先天性腎尿路奇形

(CAKUT)、係留脊髄などである。潜在性二分脊

椎は正常者にも高頻度で見つかるが、夜尿が有る群

と無い群で有病率に差がある（夜尿群で多い）と

いう報告がある。難治性夜尿の場合はこのような

異常がないか、問診をし直したり、MRI等の画像診

断が必要である。筆者は超音波検査を全例に行い

CAKUTを必ず否定するようにしている。

心因性が原因と考えられる場合もある。祖母の家

に泊まりに行くと夜尿が消えることから母子関係に

問題を抱えている事が判明した例を過去に経験し

た。また東日本大震災を機に夜尿をきたした子供が

多数出た事は有名である。近年増えているADHD
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り、家族関係に問題があることを打ち明けられるこ

ともある。今の日本は貧困家庭や母子・父子家庭な

どが増えており、そういった心理面の治療が我々臨

床家に要求される時代になっていると感じるのは筆

者だけであろうか。

などの発達障害に夜尿が合併する事も報告されてお

り、難治性が多いと言われている。

⑦最後に

夜尿症の患児とは長い付き合いになる事が多い。

何回も診療しているうちに発達障害に気が付いた

表1小児の夜尿症の病型分類
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地区だより 平成27年一年間の報告

山 形

2015年の山形地方小児科集談会の活動について報

告する。

第479回：2015年2月5日

会場；山形国際ホテル

特別講演

「アトピー性皮膚炎の治療と予防に関する最近

の話題」

国立成育医療研究センター生体防御系内科部

アレルギー科医長

大矢幸弘先生

第480回:2015年6月18日

会場；山形市医師会館

話題提供

「髄膜炎菌ワクチン『メナクトラ』について」

サノフィ株式会社

勉強会（担当：山形県立中央病院小児科

小野田正志先生）

「日常診療で遭遇する免疫、血液疾患」

第481回:2015年8月26日

会場；山形市医師会館

情報提供

「オラペネムの情報提供」

MeijiSeikaファルマ株式会社

症例報告（担当：山形市立病院済生館小児科）

1)インスリンポンプ療法を導入した1型糖尿

病の4例

ざ2、 大 通尚先生

村山

2015年の村山地区小児科勉強会の活動として6月

17日に化血研の和田さんが【2015年インフルエン

地区

山形市秋場伴晴

2）新生児・乳児消化管アレルギー（新生児・

乳児食物蛋白誘発胃腸炎）

清水行敏先生

第482回：2015年10月21日

会場；山形市医師会館

話題提供

「ホクナリンテープ」

アボットジャパン株式会社

症例報告（担当：山形県立中央病院小児科）

1）日齢2に直接ビリルビン上昇を伴う黄疸を

来たし、胆道閉鎖症と診断した1例

前原菜美子先生

2）大量下血で発見されたメッケル憩室のl例

三浦啓暢先生

第483回：2015年12月10日

会場；山形国際ホテル

情報提供

「長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害薬イナ

ビル」

第一三共株式会社

症例報告（担当：山形市立病院済生館小児科）

「十二指腸潰瘍の10歳男子例」

松内祥子先生

特別講演

「小児インフルエンザの治療戦略」

外房こどもクリニック院長

黒木晴郎先生

地区

山辺町板垣勉

ザワクチンの動向一経鼻および4価ワクチンについ

て－】と板垣が日本外来小児科学会春季カンファレ
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ンスで話した【嘔吐下痢症で考えること】を話題と

して提供した。2015年は1回だけの勉強会でした。

2016年については未定です。できるだけ開業医が経

置賜

米沢市立病院、公立置賜総合病院、舟山病院の小

児科の先生方、米沢市の開業医（古川和秀先生、入

問田潔先生､岡田昌彦先生､早川洋先生､小関圭子)、

長井市の佐藤慎太郎先生の皆さんと月1回集まって

勉強したり、情報交換したりしています。2～3か

月に1回、各病院の先生方に症例を提示していただ

いて勉強しています。今年1年間の内容をまとめま

した。

平成27年3月10日

免疫染色でIgAのみが強陽性であったステロイド

抵抗性ネフローゼ症候群の1例

公立置賜総合病院豊田健太郎先生

この日は米沢市立病院からもう1題予定していま

したが、急患のためありませんでした。

平成27年6月9日

米沢市で見られた百日咳の4例

米沢市立病院石垣隆介先生

当院から高次病院へ搬送した症例の検討

公立置賜総合病院古山政幸先生

酒田

平成27年度の酒田地区小児科医会の活動報告なら

びに近況報告をいたします。

今年度も毎月（8月、12月は除く）第3木曜日に

日本海総合病院で症例検討会を行いました。また鶴

岡地区小児科医会と合同で年2回開催している庄内

小児科医会は6月27日とll月18日に行われました。

6月27日は酒田で、THEKINGCLINIC院長の近

利雄先生をお招きして「小児渡航者と国内小児にお

ける髄膜炎菌ワクチンの重要性」といった講演をし

験することを話題提供してまいりたいと考えていま

す。

地区

米沢市小関圭子

平成27年9月8日

突発性発疹後脳症の1例

公立置賜総合病院豊田健太郎先生

アセトアミノフェンが原因と考えられたじんまし

んの2例

米沢市立病院土田哲生先生

平成27年ll月10日

一過性の高血糖と尿糖．尿ケトン陽性を示した2

症例

公立置賜総合病院松木惇先生

食物依存性運動誘発アナフィラキシ－を疑い誘発

試験を施行したl例

米沢市立病院土田哲生先生

今まで参加されてない南陽市・長井市の先生方も

ぜひご参加ください。

地区

酒田市大滝晋介

ていただきました。近先生は東京で渡航ワクチンを

専門におこなっておられる先生で、ちょうどその頃

庄内にある高校の国際科の生徒さんたちが、留学時

に必要なワクチンの接種に私のクリニックを訪れて

おり、渡航ワクチンについて悩んでいたのでとても

役立つ講演でした。ll月18日は鶴岡で、山形大学医

学部小児科学講座の教授になられた三井先生をお招

きして「小児がん診療の現況」を講演していただき

ました。三井先生には事故から復帰なさったばかり



第67号 山形県小児科医会会報 平成28年3月31日㈱

でまだ体調も充分でない中わざわざ庄内まで足を運

んでいただき本当に申し訳なく思いました。

さて酒田地区小児科医会の近況ですが、27年4月

で杉山先生が医院を閉院なさいました。開業して40

年、酒田の小児医療を引っ張ってくださったことに

感謝を申し上げます。ただ乳児健診、休日診療所、

日本海病院の夜間救急は引き続き手伝ってくださっ

鶴岡

平成27年に鶴岡地区で開催された小児科関連の講

演会・研究会は以下の通りです。

第90回荘内病院小児科病診連携研究会

日時：平成27年1月22日（木曜日）

場所：荘内病院三階講堂

内容：

1)平成26年10月から同年12月までの紹介患者経過

報告

2）トピックス

a)当科で入院治療を行った気管支喘息患児の動

向（その2）

b)RAISEStudyのプロトコールに基づき治療を

行った川崎病の1例

c)H.pylori感染による鉄欠乏性貧血を発症した

14歳女性の1例

d)最近当科で経験した高インスリン血症の4例

く追加＞最近の感染症流行状況

3）最近の抄読会から

庄内地区小児ワクチン学術講演会

日時：平成27年3月12日（木曜日）

会場：東京第一ホテル鶴岡

1．「ロタウイルスワクチン導入前後の同ウイルス

感染症の動向」

鶴岡市 立 荘 内 病 院 小 児 科 堀 口祥

2．「定期接種化が望まれるワクチンーロタウイ

ルスワクチンを中心に－」

新潟大学医歯学総合病院小児科

助教大石智洋

第91回荘内病院小児科病診連携研究会

日時：平成27年4月23日（木曜日）

ており大変助かっております。ここ2～3年で3人

の先生が閉院なさり、現在の開業医は5軒になって

しまいました。私が一番の若手になりますが昨年還

暦を迎えました。5年後の酒田の小児医療を考える

と気持ちが暗くなりますが、その頃には新しい先生

が来てくれているかもしれないと期待して我々ので

きることを粛々とこなしております。

地区

鶴岡市石原融

場所：荘内病院三階講堂

内容：

1）平成27年1月から3月までの紹介患者経過報告

2）トピックス

a)過去10年間に当院ICUへ入院した小児例の検

討

b)MRSAにより化膿性肩関節炎をきたした女児

例

c)スキンケア教育入院を始めました

d)エピペンを処方するということ

e)ADHDの診断と治療について

く追加＞最近の感染症流行状況

3）最近の抄読会から

第92回荘内病院小児科病診連携研究会

日時：平成27年7月23日（木曜日）

場所：荘内病院三階講堂

内容：

1）平成27年4月から6月までの紹介患者経過報告

2）トピックス

a)クラッシュアーモンドチョコレート誤嚥によ

る気管支異物のl例

b)健診等から医療機関受診につなげられずに死

亡した肺高血圧症例を通して

c)腹部膨満を契機に先天性間葉性腎芽腫の診断

に至った1例

d)新生児遷延性肺高血症(PPHN)から脱却し

た安定期に、カテコラミン高値による高血圧を

認め、降圧剤投与を必要とした重症新生児仮

死・脳内出血の1例

く追加＞最近のウイルス迅速検査の動向

3）最近の抄読会から
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3）最近の抄読会から

庄内小児科医会

日時：平成27年ll月18日（水曜日）

場所：東京第一ホテル鶴岡

一般演題

l.気管支喘息発作とエンテロウイルスD68の流

行

鶴岡市立荘内病院小児科幾瀬樹、他

2．頚部化膿性リンパ節炎罹患後に環軸関節回旋

位固定を合併しGrisel症候群と診断した1例

日本海総合病院小児科篠崎敏行、他

特別講演

「小児がん診療の現況」

山形大学医学部小児科学講座教授三井哲

第93回荘内病院小児科病診連携研究会

日時：平成27年10月22日（木曜日）

場所：荘内病院三階講堂

内容：

l)平成27年7月から9月までの紹介患者経過報告

2）トピックス

a)腸管出血性大腸菌感染症の集団発生と溶血性

尿毒症症候群に至った1例

b)EBウイルス関連血球貧食リンパ球組織球症

より全身性EBウイルス陽性Tリンパ球増殖症

小児型(WHO2008)が疑われたl例

c)気管支喘息発作とエンテロウイルスD68の流

行について

d)起立性高血圧症の15歳男児例

最上 地区

條加奈子新庄市
一
一
一

最上地区の小児科医会のメンバーは須藤俊亮先生

と私の2人でしたが、須藤医院の須藤昌亮先生と最

上町立病院の菊池貴洋先生が入会され4人になり

ました。

新庄市の夜間休日診療所は、小児科医のみでなく

最上地域の他科の先生方に参加していただいていま

す。そのため、最上地域の小児救急診療体制の一

層の充実を図るため、新庄市最上郡医師会会員及び

公立病院・診療所の医師、看護師、市町村保健医療

担当者を対象に研修会を年1回のペースで開催し

ています。

平成27年は、昨年の研修会の日程変更もあり2回

開催されました。

内容：小児の初期診療について

小児初期救急診療研修会

日時：平成27年12月2日（水）

場所：新庄市民文化会館小ホール

講師：山形県立新庄病院救急部長

長瀬輝顕先生

内容：小児の初期診療について

～救急部及び耳鼻咽喉科分野から～

他にWEBシンポジウムとして1件開催されまし

た。

アステラスワクチンフォーラム

日時：平成27年4月22日（水）

会場：新庄ニューグランドホテル

講師：崎山小児科院長崎山弘先生

内容：ケースから学ぶ予防接種の実際

～予診・同時接種の保護者対応を中心

に～

小児初期救急研修会

日時：平成27年1月21日（水）

場所：新庄市民文化会館小ホール

講師：山形市立病院済生館小児科長

清水行敏先生
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気管支喘息における長期管理薬のステップダウン

気管支喘息の小児に長期管理薬を投与する場合、

小児科医の多くは「小児気管支喘息治療・管理ガイ

ドライン」（以下、「ガイドライン」と略す）を参考

にしていると思われる。その際、長期管理薬を投与

するタイミングを決めたり治療に用いる薬物の選択

に関しては、さほど悩むことはないであろう。これ

に対して、長期管理薬を中止する方向にもっていこ

うと考えたとき、そのタイミングや投与している薬

物は減量するのか中止するのかなど、悩む場面が多

いのではないだろうか。

私が山形市立病院済生館小児科に勤務していたあ

る時期は、「ガイドライン2002,2004年改訂版」を

用いていたが、長期管理薬の中止時期に関しては、

“現在のところ一定の基準はないが…臨床的には長

期間(1～2年）無症状となれば、休薬も可能と考

えられる，，と記載されていた。これでは具体性がな

く、あまり参考にならなかったため、私は長期管理

薬を中止しても喘息発作を再発する危険性が少ない

ことを予見できる指標がないかを探ることにした。

そこで、とりあえず2年間発作がないことを長期管

理薬の中止基準にし、中止した後の経過を観察し

た。対象は32例で、中止後に喘息発作の再発がな

かったのは25例、再発したのは7例であった。そこ

で、この2群間で、性、気管支喘息の診断を初めて

受けた時の年齢、長期管理薬を中止した時の年齢、

気管支喘息の罹病期間、家族内のアレルギー疾患の

有無、他のアレルギー疾患合併の有無、有毛ペット

の飼育の有無、中止した長期管理薬、中止から過去

1年以内の血清総IgE値、ダニとハウスダストの特

異IgEスコア、末梢血の好酸球数を比較検討した。

その結果、統計学的に有意差を認めたのは他のアレ

ルギー疾患合併の有無のみで、喘息発作が再発した

群でそれを合併している例が有意に多かった（山形

済生館医誌2005;30:11-14)。しかし、このよ

うな結果は出たものの、長期管理薬を継続する理由

付けに、アレルギー性鼻炎など他のアレルギー疾患

を合併していることのみを適用するのには少し抵抗

があり、その後も、原則として喘息発作が2年間な

山形市秋場伴晴

いことを目安に長期管理薬を中止してきた。2005年

に開業したが、それ以降は、比較的症状が軽かった

患児では、発作がl～l.5年以上ない場合には長期

管理薬を中止することもあった。最近の成績はまと

めてはいないが、山形市立病院済生館での結果と同

様に、中止後に約2割の患児が喘息発作を再発し、

長期管理薬を再開しているという印象である。

最新の「ガイドライン2012」では、治療ステップ

の1から4それぞれに「ステップダウンの判定」と

いう項目があり、以前のガイドラインに比べると、

長期管理薬の中止に向けた基準がより具体的に記さ

れている。その中身を見てみると、すべてのステッ

プに共通しているのは､“コントロール状態「良好」

が3か月以上維持”できたらステッブダウンを考

慮するということである。具体的な方法は治療ス

テップごとに異なるが、治療ステップlでは長期管

理薬は中止するとされていて、簡潔で分かりやす

い。治療ステップ2では、“呼吸機能がほぼ正常で

安定している”という条件が加わり、これを満たせ

ば長期管理薬の減量が可能で、徐々に減量してもコ

ントロール状態「良好」が維持できれば治療を中止

できるとされているが、その期間はどのくらい必要

なのかの記載はない。治療ステップ3では、やはり

“呼吸機能がほぼ正常で安定している”という条件

が加わっているが、長期管理薬に関しては、種類を

減らしたり減量するとされているものの、中止する

ための条件は記載されていない。治療ステップ4で

は、呼吸機能については触れられておらず、長期管

理薬に関しては、例えば吸入ステロイド薬は、コン

トロール状態「良好」が継続するのに必要な最少量

を維持量として用いるとされている。「ガイドライ

ン2012」では、この後に「長期管理薬の中止」とい

う項目があり、“薬物療法の中止の仕方に関する一

定の基準はない。一般的には投与薬物を徐々に減量

して最少量でコントロール状態「良好」が維持でき

ており、呼吸機能も良好であれば中止を試みる”と

記載されている。このような「ガイドライン2012」

に示されている方針に対する私個人の考え方である
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が、治療ステップの2から4において、コントロー

ル状態「良好」が3か月以上維持できたらステップ

ダウンを考慮するというのには抵抗があり、特に、

吸入ステロイドを投与した患児においては、少なく

とも1年間は良好なコントロールが得られない限

り､それをステップダウンすることは考えていない。

このように、気管支喘息において長期管理薬を中

止することを考えた場合、「ガイドライン2012」で

は“呼吸機能がほぼ正常で安定している”とか“呼

吸機能も良好であれは”という文言が出てくる箇所

がある。呼吸機能といえば､スパイログラム､フロー

ボリューム曲線、ピークフロー、β2刺激薬に対す

る反応性･可逆性などが挙げられるが､ピークフロー

以外は、一般の小児科診療所で行うのはほぼ不可能

である。そうなると、コントロール状態「良好」が

3か月以上維持できた場合には、治療ステップ2や

3の患児は病院に呼吸機能検査を依頼し、その結果

で最終方針を決定するということになるが、これは

なかなか実際的ではない。従って、「ガイドライン

2012」を参考にしている現状においては、良好なコ

ントロール状態がある期間維持できたことを主な理

由として、長期管理薬を減量や中止の方向へ持って

いくということにならざるを得ない。

第52回日本小児アレルギー学会が平成27年ll月21

日、22日に奈良市で開催された。私はプログラム・

抄録集を読んだだけで出席はしなかったが、企画の

中にワークショッブがあり、その一つに「気管支喘

息の長期管理薬～どうする？1薬の減らし方～」と

いうのがあって、私が現在悩んでいることに合致し

たテーマであったために興味深く読んだ。しかし、

このワークショッブでの結論は学会で発表されるこ

とになっており、学会に参加しなかった私としては

それを知る由もなく歯がゆい思いをしているが、い

ずれ、学会誌などで発表されることを期待したい。

もう一つ、このテーマに関連した話題として、教育

セミナーで岡山大学の池田政憲先生から「小児喘息

の長期管理（最新の話題）－寛解・治癒を目指して

－」という演題での発表があった。その抄録の一部

を書き出す。「…完全コントロール状態をl.5～約

2年間維持（治療開始時の重症度別に重症持続型は

2年以上、中等症持続型で2年、軽症持続型でl.5

年の無発作状態を維持）した後に抗炎症薬を終了

し、その後の長期的な自然経過を追跡中である。治

療開始から13年経過した現在、寛解率91.8%、臨床

治癒率は77.6％であり、従来の報告に比べ重症例も

含めて長期予後は明確に向上していた。呼気一酸化

窒素(eNO)はアレルギー性鼻炎合併群（合併率

78.6％）で有意に高く、喘息再発例は同群に集中し

ており、アレルギー性鼻炎の合併は強力な喘息再発

因子と考えられた。…｣。これは､前述したように、

私が10年余り前に行った研究に通じるものがあり、

喘息発作の再発例はアレルギー性鼻炎合併群で有意

に多いというのも、私の結論と同じであった。

ここで気になるのが呼気一酸化窒素である。気管

支喘息では、一酸化窒素は主に好酸球性炎症によっ

て誘導型一酸化窒素合成酵素が発現し、産生が冗進

するので、呼気中の一酸化窒素濃度を測定すること

により、気道の好酸球性炎症の程度を評価できると

されている。最近ではハンディな機器が利用できる

ため、簡便に測定することが可能になっている。し

たがって、治療の効果を判定することにも役立ち、

気管支喘息における治療のステップダウンを考える

際の客観的な指標と成り得ることが期待される。

気管支喘息の治療において、長期管理薬は発作を

抑制し、患児の生活の質を向上させるためには必要

不可欠なものである。しかし、小児においては、気

管支喘息が寛解することも多く、その時期をできる

だけ早く見つけ出して治療のステップダウンを行わ

なければならない。その判断材料として、症状は言

うまでもないが、客観的な指標が存在すれば、我々

臨床家にとっては大きな福音になる。一刻も早くそ

のようなものが確立されることを望みたい。
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｢3歳児検尿の標準化」

はじめに

3歳児検尿の主たる目的は、将来、慢性腎不全

になる可能性のある先天性腎尿路奇形(congenital

anomalyofthekidneyandurinarytract:

CAKUT)を早期に発見することにある。しかし現

行の3歳児検尿では各自治体の検尿方法や事後の流

れが一定でなく、CAKUTの発見に役立っていない

との指摘があった')。それについては山形市の松永

先生も県小児科医会報第64号2)で詳述されており、

山形市では2014年4月より3歳児検尿の事後対応が

フローチャートに沿って統一されている。2015年9

月より鶴岡市でも3歳児検尿の標準化に向け事後対

応を変更したので報告する。

先天性腎尿路奇形(CAKUT)

CAKUTの標的疾患として、両側低形成腎、高

度水腎症、倭小腎を呈する高度尿管膀胱逆流症

(VUR)、一側腎無形成、一側腎低形成・異形成腎

などがあげられ、超音波検査による腎サイズ異常の

スクリーニングが重要である。末期腎不全の疫学

データから、将来、腎不全になるCAKUTは5000~

10000人に1人程度と推計され、3歳児検尿におけ

るスクリーニング対象となる3)。

CAKUTの中には胎児超音波検査で発見される水

腎症や嚢胞性疾患の他、新生児期の体重増加不良や

乳児期以降の有熱性尿路感染症などの症候を機会に

3歳以前に発見される場合もある。一方で、胎児超

音波で発見されず、無症候性または症候精査で見逃

されるCAKUTの場合は発見されるまでに時間がか

かり、介入が遅れる。小児慢性腎臓病(CKD)患

者474人のデータによれば、CAKUT患者278人中、

3歳以上の発見は73人（26％)、その内3歳児検尿

時発見9人、3歳児検尿以降発見64人で、見逃され

ている患者は1/4に達した。3歳児検尿契機の発見

が低率な理由として尿蛋白定性を中心としたこれま

での3歳児検尿の感度が低いことが指摘されている3)。

早期発見・早期介入の有用性

末期腎不全に至るCAKUTの多くは両側の低形

成・異形成腎であるため完全に治すことはできない

鶴岡市今立明宏

が、高度な水腎症やVURは手術により末期腎不全

への進行阻止・抑制が期待できる。完全に治すこと

はできなくても、早期に発見、介入する事で高血圧

などの合併症による腎機能低下を最小限に留め、治

療への心理的、時間的準備も可能なため、患児の

QOLを向上させることも可能になる。

3歳児検尿の標準化

【蛋白尿（±）以上を陽性とし、尿蛋白/Cr、尿

62MG/Crを組み合わせる理由】

CKDの定義は腎障害（蛋白尿など）か腎機能低

下（糸球体濾過量(GFR)が1/2以下）が3カ月以

上継続する病態を指し、GFRによりステージ1～

5に分けられる。「効果的・効率的な乳幼児腎疾患

スクリーニングに関する研究」3）においてCAKUT

における尿試験紙検査の感度が検討され、CKD3

（腎機能がl/2～1/4)のCAKUTでは尿蛋白試験

紙（±）以上で51%が陽性、(+)以上では34%と

むしろ陽性が少なくなることがわかった(表1）4)。

腎機能障害を有するCAKUTで試験紙(+)以上を

陽性にした場合に見逃しが生じる理由として、尿

濃縮力障害による希釈尿（尿中クレアチニン(Cr)

100mg/dl未満が83%)が多い事が挙げられた。ま

た3歳の正常値についての検討では、3歳の尿も尿

中CrlOOmg/dl未満が86%を占め、年長児と比較し

てCr濃度が低い希釈尿であることが確認された。

このため尿蛋白や尿細管機能障害を反映する尿β2ミ

クログロブリン(62MG)もCr比で評価しないと

偽陰性が増えてしまう（表2）4)。先ほどのCKD3

のCAKUTにおいて尿蛋白/Crのカットポイントを

0.15g/gCrとした場合75%が陽性、尿β2MG/Crの

カットポイントを0.34"g/mgCrとした場合96%が

陽性にスクリーニングされ（表l)、尿蛋白定性よ

り感度が高く有用であった。しかし全例に用いるに

は委託検査費用の問題が生じる。そのため3歳児の

一次・二次検尿は尿蛋白（±）以上を陽性とし、さ

らに感度の高い尿蛋白/Cr，尿β2MG/Crを組み合

わせ超音波検査該当児を抽出するのが妥当になる。
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【3歳児検尿フローチャート】

CAKUT早期発見の為に最も有効な検査は超音波

検査である。体動の影響が少なく検査が容易な4カ

月健診で全ての小児にスクリーニングとして行うの

が理想だが、委託が可能か、専門の技術者をどうす

るかなど技術的なことや費用など課題が多く、可能

な地域でのモデル的運用に限られる3)。小児腎臓病

学会による3歳児検尿フローチャート5）（図1）で

は一次検尿で蛋白（±）以上を陽性とし二次検尿を

行うことで偽陽性者を減らす。さらに尿蛋白/Cr

0.159/gCr以上、尿β2MG/Cr0.5"g/mgCr以上ま

たは血清Cr0.38mg/d1以上のいずれかに該当する

異常者全例に超音波検査を行う事を推奨している。

鶴岡市での3歳児検尿事後対応の変更

鶴岡市の3歳児健診は集団健診方式で3歳時検尿

は臨床検査技師が試験紙（栄研化学・ウロペーパー

Ⅲ）を目視して判定している。今回、筆者から母子

保健担当者に3歳児検尿事後対応の変更を提案す

る以前より市健康課では新たな3歳児検尿フロー

チャート5）について周知していた為、市側の了解

はスムーズであった。次に健診を担当する鶴岡小児

科医会の小児科医が一堂に会し開催される、乳幼児

健診関係者懇談会の場において、以下の内容で3歳

児検尿の事後対応の変更を提案した。

①3歳児検尿の本来の目的はCAKUTの早期発見

であり、尿蛋白の有無でスクリーニングする

が、これまでの（＋）以上の陽性判定では見逃

し例が生じる。そこで尿蛋白（±）以上を陽性

と判定し、かかりつけ医で二次検尿を行う

②かかりつけ医での二次検尿でも尿蛋白（±）以

上なら、一次精密検診（一次精検）として問診

の他に尿蛋白/Cr、尿β2MG/Cr、血清Crの評

価をできる限り行い、異常者は超音波検査を含

む二次精密検診のため、地域中核病院に紹介す

る。

③二次精密検診での超音波検査は両腎サイズと水

腎症SFU分類を評価し、異常者を小児腎臓病専

門施設に紹介する。

以上、小児腎臓病学会の意図を口頭で説明し、資

料として学会提案の3歳児検尿フローチャート5）

と山形市の3歳児検尿事後フローチャート2）を添

付して協力を求めた。

鶴岡市の平成26年度3歳児検尿結果から見ると、

尿蛋白（＋）以上の児は受検児の0.4％（4人/947

人）に過ぎないが、尿蛋白（±）以上を陽性判定

した場合、7．2％（73人/947人）の児が二次検尿該

当者になる。CAKUTのスクリーニング対象は5000

~10000人に1人と考えれば、大多数は偽陽性者と

予想されるが、二次検尿と一次精検によって超音波

検査該当児はかなり絞り込めると思われる。これま

で鶴岡市では尿蛋白（±）児に対しては、健診医に

より指示が一定せず保護者任せの自己受診勧奨で

あった。2015年9月より尿蛋白(+)以上の児と同

様に尿蛋白（±）児も専用の受診勧奨用紙が保護者

に配布され、かかりつけ医（健診担当小児科医のい

る医療機関）で二次検尿を受けるよう統一して対応

するように変更した。但し市側との協議で、尿蛋白

（＋)以上児はこれまで通り精密健康診査受診票(精

健票）が発行されるが、尿蛋白（±）児には発行し

ない形で開始となった。3か月経過した時点での問

題点は、尿蛋白（±）児に精健票を発行しなかった

為、二次検尿の受診確認が保護者からの連絡に委ね

られ、確認が容易でないこと、また保護者とのやり

取りでは二次検尿と一次精検データの回収が十分で

きないことが挙げられた。3歳児検尿事後対応の変

更を評価する為、データが残せるシステムの構築が

必要であり､今後も市側と協議を続ける必要がある。

山形市の検尿事後フローチャートは二次検尿も尿

蛋白（±）以上が続く場合、かかりつけ医での一次

精検なしで専門医・二次医療機関の精密検診に進

む。二次医療機関が限られる当地区では、かかりつ

け医が二次検尿と一次精検を対応するのが望ましい

と筆者は考えたが、精検後のデータ確認には山形市

方式の方が確実と思われる。また乳幼児健診関係者

懇談会の場では、二つのフローチャートを提示した

為その差異が先生方を混乱させてしまったようで

あった。口頭だけの説明ではこれまで二次検尿対象

ではない尿蛋白（±）が2回続く場合、一次精検の

対象になることに納得されない先生方がいて当然で

ある。懇談会では十分な説明ができなかった補完の

意図もあり、今回、3歳児検尿標準化について寄稿

させて頂いた。詳細な参考文献と共に一読され、理

解して頂ければと思う。

おわりに

CAKUTは稀少疾患であるが、慢性腎不全に至る

児がいる。早期に発見し、小児腎臓病専門施設で介

入を含む経過観察を行うことが、患児の身体的、精

神的な幸せにつながる。その為には3歳児検尿に携
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わる我々一般小児科医が3歳児検尿の目的を理解

し、標準化された事後対応に協力していくことが重

要である。鶴岡市も3歳児検尿の事後対応を変更し

たが、さらなる事後対応システムの改良と健診担当

小児科医の協力が引き続き必要である。

3）本田雅敬：効率的・効果的な乳幼児腎疾患ス

クリーニングに関する研究．平成24年度厚生労

働科学特別研究.総括・分担研究報告書(http://

mhlw-grants.niph.go・jp/niph/search/NIDDOO.

do?resrchNum=201205032A0001.pdf)

4）本田雅敬.腎臓検診としての学校検尿及び3歳

児検尿の新たな考え方．日児誌2015;119:555-

565

5）日本小児腎臓病学会編小児の検尿マニュア

参考文献

l)柳原剛，多田奈緒伊藤雄平，他．乳幼児検

尿全国アンケート調査．日児誌2012;116:97-

102

2）松永明．3歳児検尿の実態と対応．山形県小

児科医会会報2014;64:27-30

ル．診断と治療社.2015

表1.CAKUTの各CKDステージにおける尿試験紙蛋白定性陽性率

(文献4)より引用）

表2．尿中クレアチニン濃度による尿蛋白定性と尿蛋白/クレアチニンの関係

文献4)より引用掌：偽陽性(尿蛋白/クレアチニンO.15g/Crをカツトオフとした場合）
寧事：偽陰性

CKD

ステージ

試験紙 試験紙 蛋白／

クレアチニン
β2ミクログロブリン／

クレアチニン

(±)以上 (＋)以上 0.15g/gCr< 0.34Ug/mgCr<

２
３
４
５

37.0％

51.3％

71.7％

85.7％

33.3％

34.7％

58.3％

85.7％

44.4％

75.6％

96.1％

86％

73.9％

96.2％

97.6％

100.0%

希釈尿

尿クレアチニン

50mg/dl

普通尿

尿クレアチニン

100mg/dl

濃縮尿

尿クレアチニン

200mg/dl

定性(＋）

蛋白定量

30～100mg/dl

0.6～2.0 0.3～1.0 0.15～0．5

定性(±）

蛋白定量

15～30mg/dl

0.3～0.6 0.15～0.3 0.075～0.15*

定性(一）

蛋白定量

8～15mg/dl

0.16～0.3＊＊ 0.08 0.04
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該当なし

異常なし

異常なし
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聯&

二次検尿尿蛋白(±)以上(潜血､穂は必須としない）

聯麟当
「宥所頁署司

聯
一次精密検診(かかりつけ医）

・診察・尿検査：尿蛋白/尿クレアチニン(Cr)比0.159/gCr以上

尿β2ミクログロブリン(MG)/尿クレアチニン(C『)比O.5IIg/mgCr以上｡。

･血液検査：血渭クレアチニン(Cr)0.38mg/dL以上

血睦測定:110/70mmHg以上(血圧測定は推奨検査･マンシェット幅は7cmを使用）

聯異鴬あり
二次精密検診(地域中核病院､都道府県が指定）

・診察・尿検盃・血液検査・血圧測定

･腎超音淡片側腎長径5.7cm未満.腎長径左右差1.1cm以上

水腎症SFU分類3度以上

＊地域によっては当初から二次

輔密検鯵瞳唆で－次輔密検診を

行うこともある

聯異常あり
小児腎臓病専門施般受診

本本尿β2ミクログロブリンはPg/Lで表示されることが
多いため尿β2MG/尿Cr比(Pg/mgCr)は以下で求める
尿p2MG(ug/L)÷尿Cr(mg/dl)÷10

図1．3歳児検尿フローチャート文献5)より引用

第67号
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2015年小児科外来診療で起きたこと

感染症を学ぶ知り合いからもウイルス馬鹿と呼ば

れるようになった私が今年経験したもの。それは1

月のインフルエンザ流行期にFlu迅速診断キット陰

性患者がたくさん出たことである。ある通園施設で

は1週間でほぼ全員が罹患したという話を患者さん

から聞いたときに何なのか不思議に感じた。これが

ヒトコロナウイルスOC43の大流行だった。できる

だけFlu(-)検体をウイルス検出に提出していたら、

数年前から行っていた4種類のコロナウイルスの疫

学調査を行っていたので、検出できたものである。

そのうち韓国国内でのMERS感染による死者が報道

されていたころ外来小児科学会で発表するために

臨床症状の解析を行っていたのも偶然だった。も

しMERSが国内で見つかったら恐らく感染者との密

な接触エピソードでしか疑うことはできないであろ

う。HCoV-OC43感染者の臨床症状は全くとらえど

ころがなかった。この点は夏に流行して大きな問題

となったエンテロウイルスD68感染症とは異なって

いた。

EVD68感染症の流行は2005年、2010年に山形市

近郊で流行が確認されていた。2010年秋に仙台で行

われた小児感染症学会で日本で初めて東北大学から

報告されたウイルスである。それが大阪、山口、

山形で夏に検出されていた。学会場で大阪市の先

生から状況を教えていただき2012年小児科学会で

Episodicviralwheezingを引き起こすウイルスであ

る可能性を報告した。ウイルスの経時的流行性を考

えるとインフルエンザCは2年毎、パレコウイルス

は3年毎、しからばEVD68は5年毎の可能性では

ないかと考えながら衛生研究所と相談し7月には

EVD68の遺伝子学的検索法の準備に取りかかり8

月からの流行に備えていた。キーワードは初回喘息

発作、高い年齢層である。8月末に、呼吸苦を伴う

初回喘息発作で来院した西村山地区の小学生の検体

からEVD68が検出された。基幹病院にはその旨を

連絡、天童市内での喘息患者さんの増加という情報

もいただいた。このことはHPにアップして呼吸障

害性､弛緩性麻痩に注意喚起した｡小児科学会のメー

山辺町板垣勉

リングリストに喘息発作の5年ぶりの急激な増加と

いうことで仙台市立病院のある先生が報告していた

のでEVD68が原因であり通常の重積発作の治療で

対応可能である旨を連絡した。それ以降全国的な喘

息発作の急激な増加が報告され、感染研に当院の

2005年～2010年の臨床データを送り、その後10月

1日に初めて病原体検出情報に東京での報告がアッ

プされ各地の現状がはっきりした。荘内病院小児科

の入院数なども報告されている。しかし呼吸障害

性・弛緩性麻痩の増加に関して必ずしもその原因と

して評価がなされていない。理由は再現性の問題、

なぜ症状を引き起こすのかという問題が必ずしもわ

かっていないためである。しかし呼吸障害性の再現

性に関しては恐らくクリアしていると思われる。

EVD68によるサイトカイン・ケモカインの解析と

してアレルギーを惹起するデータは得られないとい

う報告がありこれを覆すだけの根拠はいまだ見出せ

ていない。しかしこれも時間の問題である。神経障

害については山形市近郊で1例2010年の流行時に右

上肢弛緩性麻痩の児を経験しており、山形大学小児

科から小児神経学会で報告されている(日本で最初

の学会報告例)。このEVD68に関して東京小児科医

会では12月東京総合小児医療センターの先生が講演

予定、名古屋でも新潟大学小児科の齋藤先生が講演

されるようである。2016年2月に葛飾区医師会感染

免疫懇話会でも取り上げられることになった。講師

は小児神経学会の取りまとめを行った吉良先生、ど

ういうわけか小児アレルギー学会のとりまとめを

行った先生ではなく松嵜先生が呼吸器症状と現在ま

でのウイルスそのものの知見､感染研の清水先生(エ

ンテロウイルスの研究者)、感染研の多屋先生とい

うメンバーである。この葛飾区の感染免疫懇話会は

非常に専門性の高い勉強会で、必ず日本でもその道

のスペシャリストが講演を行う。毎回100名以上の

医師、ジャーナリストなど多職種の人々が集まる勉

強会である。HBワクチンの講演を依頼した乾先生

と出会い講演をお願いしたのもこの会である。そん

な講演会に出かけて講師と話をするのも楽しみなの
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である。

最後に化血研によるワクチンと血液製剤の出荷自

粛問題である。最低守らなくてはならないものを

守っていなかった。しかし40年近く行われてきたが

何も異様な問題は起きていなかったという点では胸

をなでおろした。この問題の中に存在するのは変更

事項があれば必ず臨床試験を行わなくてはならない

というコストの点であろう。非常に残念な事柄で

あった。

外来でのカゼの診療スタイルが大きく変化したの

は2010年以降の武内先生・草刈先生・芳賀先生らが

主体となり外来での抗菌薬適正使用問題、2015年大

阪の西村先生が監修、「治療」という雑誌で発表し

た【子どもの風邪診療】である。この雑誌は発売数

日で完売した。これからも新しい知見が増えて変化

すると思われるが、まずは正しい診断と保護者の考

え方を正しく導く生活指導が先だと考えている（保

護者と一緒に考える治療)。
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明るく、クリアな世界に戻れた

私は、若いころは視力は良く、眼鏡を必要とする

ときがやってくることはあまり想像ができなかっ

た。しかし、50歳を過ぎたころから近くの細かいも

のが見え難くなりだし、いよいよ老眼が始まったの

かなと思っていた。この頃に実際の診療で困ったこ

とは、コプリック斑の有無の判断に自信が持てなく

なったことであった。当時は山形市立病院済生館に

勤務していたので、判断に困ったときは若い先生を

呼んで診てもらうこともあった。10年半前に53歳で

開業したが、その際、傍らに頼れる同僚がいない状

況になったために、老眼鏡を作った。これでしばら

く問題はなかったが、ここ数年くらいの間に徐々

に、特に遠くのものは見えるもの全てがぼやけ、蕊

がかかったような感じになっていった。白内障に

なっているのかなと思ってはいたが、日常生活にさ

ほど支障はなかったので、眼科を受診することもな

く、そのままにしていた。しかし、老眼鏡をしてい

ても、例えば母子健康手帳の予防接種の項目の小さ

な文字がぼやけて見えるようになり、白内障だけで

なく老眼が進行しているのかも知れないと考え、平

成27年6月に新しい老眼鏡を作ってもらおうと眼鏡

店に行った。ところが、いくらレンズを替えてみて

もよく見えるようにはならず､そこのご主人から｢是

非、眼科を受診してください」と言われた。その言

葉で、私は白内障なのだなと悟った。そこで程なく

眼科を受診、案の定、白内障と診断された。瞳孔の

写真をみせてもらったが、よくこんな目で物が見え

ていたものだと思うくらい水晶体が白濁していた。

もちろん手術を勧められ､8月上旬に手術を受けた。

白内障の手術というと、最近は日帰りで行うのが

主流のようであるが、諸般の事情を考慮し、入院し

て手術をすることにした。金曜日の午前に入院し、

その日の午後に左目の手術、翌日の土曜日の午前に

右目の手術を行い、翌週の火曜日に退院した。4泊

5日の入院生活であった。

白内障手術では、濁った水晶体を除去したところ

に人工の眼内レンズを挿入するが、それには幾つか

の種類があり、単焦点、多焦点、それに最近ではト

リフォーカルというものもあるそうだ。特徴はそれ

ぞれの名称に表れている通りであるが、主に合わせ

山形市秋場伴晴

られる焦点の数の違いと言ってよいであろう。私が

手術を受けた病院では、前者の2つから選択するよ

うに言われた。単焦点眼内レンズは焦点はlか所だ

けなので、手術後も眼鏡が必要になることが多い。

それに対して多焦点眼内レンズは、焦点を2カ所で

合わせられるので、視力に影響する他の合併症がな

ければ眼鏡が必要でなくなることもある。私の場合

は老眼や乱視も混っていたために多焦点眼内レンズ

を選択し、母子健康手帳の文字がはっきり見えるよ

うにと30cⅡ】付近、ならびに遠方に焦点の合うものを

入れてもらうことにした。

医療保険の適応に関してであるが、単焦点眼内レ

ンズを用いた手術は公的な保険が適用されるのに対

して、多焦点眼内レンズを用いた手術では適用され

ない。しかし、多焦点眼内レンズを用いた白内障手

術は先進医療に指定されているため、先進医療施設

の認定を受けている医療機関で手術を行い、先進医

療に係わる費用を保障の対象にした民間の保険に

入っていれば、その部分はそこから支払われる。私

はそのような保険には加入していなかったために、

自己負担分は数十万円に及んだ。

手術の当日、術前処置として目やその周囲の消毒

と点眼薬による麻酔を行って手術台に乗った。そこ

で手術手技を受けていたのは10分程度であったと思

う。人間なら誰しも思うのは、痛くないようにして

欲しいということであるが、手技の最中はちょっと

押されたりして少し重苦しさを感じることはあった

ものの痛みは全くなく、あっさりと終ってしまっ

た。予め話には聞いていたが、こんなに短時間に、

しかも、痛みもなく終了するなんて、医学の進歩は

本当にすごいと思った。

手術した側の目は眼帯で被われ病室に戻った。そ

の後、特に痛みはなく夜になったが、手術した目の

重苦しさを感じたために看護師さんに訴えたとこ

ろ、点眼薬を使いますと言われ、眼帯を外した。そ

こで驚いたのは、天井の蛍光灯を見た時である。手

術した目で見た蛍光灯は白色であったのに対し、手

術していない目でみえる蛍光灯はややセピア色で

あった。この時初めて手術した前後の違いを実感す

ることができた。翌朝、病室の外を眺めたが、近く
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のビルの看板の色を見てさらに驚いた。手術した目

にはピンク色に映ったのに対して、手術していない

目では黄土色に見えたのである。この日の午前に反

対側の手術を受け、翌日に、手術した両目で新しい

世界を眺めることになったが、全体が明るくなり、

ものはクリアに見え、さらに色調が鮮やかになり、

まるで別世界に来たような感じであった。眼科での

最初の診察で見せてもらったあの白濁した水晶体が

除去されたので、そうなるのは当然のこととは言

え、本当に感慨深いものがあった。

手術前は眼鏡をしていても新聞の文字はぼやけて

見えていたので、ほとんど読むことが無くなってい

たが、手術後は文字が裸眼でもくっきりと見えるよ

うになった。また、スマートフォンの文字も難なく

読めるようになったので、術後3日間の入院生活中

は、裸眼で新聞を隅々まで読み、スマートフォンで

インターネットを眺めていることが多かった。さあ

これでもう眼鏡とおさらばだと喜々として退院し

た。ところが帰宅後、デスクトップのコンピュー

ターを見て、その喜びは少し吹き飛んだ。文字がぼ

やけているのである。前述したように、手術で入れ

た眼内レンズの焦点の一つは30cm付近に合うように

なっているが、コンピューターを見るときのモニ

ターまでの距離は約50cmあるため、この距離の文字

に焦点は合い難いのである。私の診療所で使用して

いる電子カルテの画面も同じ距離にあるため、現在

は、これらのコンピューターを見るときだけは手術

前から使用している眼鏡を架けているが、それ以外

の場面では眼鏡を必要としなくなった。

手術後に嬉しいことがまだあった。私は還暦を過

ぎた4年前からゴルフを始めたが、ドライバーで

打ったボールが着地して転がるところは見えたこと

がなかった。そのため、常に同伴者にボールの行方

を確認してもらっていた。ところが手術後、初めて

コースに出て、最初にドライバーで打ったボールが

止まるところまではっきり見えたときには感動して

しまった。眼内レンズの焦点の一つを遠方に合わせ

てもらったのは、これが目的だったのである。

ただし、多焦点眼内レンズを入れたことによって

起こりやすいとされている現象がみられるように

なった。ハロー・グレア現象と呼ばれるもので、暗

所で光が散乱し、光の周辺に輪が架かって見える現

象のことを言う。これを顕著に感じるのは夜間に車

を運転している時で、周囲の車のへツドライトなど

光を放つものの周囲に光の輪ができて、なかなか賑

やかな世界になってしまう。運転にはさほど支障は

ないが、当初は、何も言われていなかったので、何

だこれはという感じであった。しかしこの点は、致

し方ないことだと諦めるしかない。

白内障の手術をしたことにより、見える世界が明

るくなり、そして、クリアになった。少なくとも十

数年前まではこのような感じであった筈だが、むし

ろ、その頃よりもくっきりと見えているのではない

かと思うくらいである。加齢による白内障は決して

少なくはなく、発生頻度は私のような60歳代では

70％前後とされている。これらすべての人が手術を

行う必要はないと思われるが、小児科医の先生のな

かには、今後、手術をなさる方もおられるであろ

う｡今回の私の経験が参考になればと思い､筆を執っ

た次第である。
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教科書を読んでみた

あるきっかけで免疫学の教科書を読んでみた。

この分野の進歩はめざましく、学ぶ必要性は感じ

ていたが、雑誌の解説記事等を所々読んでごまかし

てきた。しかし免疫学全体を理解していないので、

どうしてもその場限りの話で終わってしまう。せめ

て自己免疫疾患と免疫寛容の機序、自己炎症性症候

群と自然免疫、最近の分子標的薬とシグナル伝達な

ど、基本的なところだけでも読んでみようと思い

立ったのだ。

いい年をして学生用の教科書にエネルギーを費や

すのもどうかと思ったが、現実に無知なのだから

しようがない。最近は「学び直し」とかで、中・高

校生の教科書を社会人向けに編集した本が売れてい

るようだが､気分はそれに近いものがあった｡ただ、

学生の時と違って、試験もレポートの期限もない。

ひたすら理解（というか、自分なりの納得）だけを

心掛けて読み始めた。

初めに手元にあった「分子生物学第7版」とい

う訳本の該当部分を読み始めた。ところが、訳本特

有の読みにくさに、すぐいやになった。そして、ほ

とんど同じ頃に、この本の原書の第8版が出ている

ことがわかり、ますます読む意欲がうすれた。そこ

で、原書の第8版を求めてためしに読み始めてみ

た。ゆっくり読むと意外に理解しやすく、三つの章

を読んだところで、実によくできた教科書だと思っ

た。ただ、免疫学の基礎知識がないので消化不良感

が強かった。そこで、比較的簡単そうな分野を選ん

で、全体の半分ほど読み進めてみた。すると、いっ

そ全部読んでやろうという気が出てきて、3ヵ月程

費やしてとうとう読み終えた。

勿論、読み終えたから内容を記憶しているという

はずはない。むしろ読む傍から忘れていくので、次

に読み進むのも困難なことが多かった。それでも少

しずつ用語になじんできて、シグナル伝達分子名を

見てもいちいち驚かなくはなった。

自然免疫について言えば、TLRとNLRからのシ

グナルで転写因子NF-KBが活性化されIL-lβ前駆体

がつくられ、これがNLRP3インフラマソームを介

して活性化されたカスパーゼ-lによってIL-lβとな

天童市奥山芳夫

り分泌される。こんなことが､ようやく理解できた。

そして、他の一般書で、日本の研究者がMyD88や

各TLRのノックアウトマウスを用いてこの分野の

教科書を書き換える成果をあげたというエピソード

を読み、少し身近に感じられたのだった。また、よ

く出てくる抗PD-l抗体などもようやく位置づける

ことが出来た。

それにしても、読んでいて、自分があまりに無知

であることに驚かされた。極めて基本的な細胞生物

学や遺伝学、生化学などの知識が欠けている。勉強

するまで無知であることすら気づかなかった。夜間

中学ならぬ「夜間基礎医学教室」でもあればこっそ

り通うのにと思った。

また、読んでいる時に、しばしばインターネット

で用語の検索をしたが、最新の研究に基づいた細か

な情報が次々に目に入った。関与する分子名が増

え、話はどんどん複雑になるようである。深入りす

る気はなかったが、読んだ本が、あくまで学生向け

の教科書であることはわかった。

最後に、こういう本は知識がきれいに整理されて

出てくるので、ついわかったような気になるのだ

が、そのことについても折に触れて注意が記されて

あった。いわく「単純化のためにシグナル伝達を直

線的経路として議論するが、事実はもっと複雑で相

互に関連している｣。確かに、生物系の複雑さを考

えれば、ある経路についても、当初は幹線鉄道の始

発駅と終着駅がわかったようなもので、途中の駅々

や未発見の支線、まして駅を降りての周辺の状況な

どはわからないことばかりであろう。大陸横断鉄道

が通じたからと言って、大陸全体を支配したと勘違

いしてはいけない。最新の分子標的薬なども、よほ

ど注意しなければならないのだろうと思った。ま

あ、私の場合は幹線の路線図すら頭になかったわけ

だが。

とまれ、この教科書はとても工夫されており、憶

えられない虚しさを気にしなければ、結構面白い体

験ではあった。

以上、最初で多分最後の教科書学び直しの記であ

る。
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病院紹介

入会のご挨拶と新庄病院紹介

このたび、山形県小児科医会に入会させていただ

くことになりました、本間です、どうぞよろしくお

願いします。現在、山形県立新庄病院に勤務してお

り、入会のご挨拶と一緒に、新庄病院の紹介もさせ

ていただきます。

新庄病院の沿革を調べてみると、昭和20年に新庄

町立病院が前身で、昭和27年に山形県立新庄病院に

改称され発足しています。はじめは内科、外科、産

婦人科の3つの科、27病床から始まっていて、小児

科は昭和28年から加わっています。現在は、診療

科数16、病床数388で稼働しています。これまで病

院の増改築はしていますが建物自体は古くなってお

り、建て替えのための検討委員会も始まっているよ

うですが、病院診療圏である最上地域は過疎化によ

り人口は減少していて、病院の経営は厳しい状況が

続いているようです。新病院建設は地域からも要望

されているもののいつになることか見通しはたって

いない状況です。

さて、小児科は現在、常勤医3人体制で、そこに

山形大学小児科医局から専門外来として血液、心

臓、内分泌、腎臓の先生方を月2回ずつ派遣してい

ただいています。午前中は感冒などの一般診療を主

に、午後は予防接種やlか月健診、慢性疾患の予約

患者を中心に診療しています。病棟は、第1病棟と

第2病棟（産婦人科病棟）で診療に当たっていて、

山形県立新庄病院小児科本間友美

年に数人呼吸器管理が必要になるとICUも利用させ

てもらっています。第1病棟は小児科だけでなく他

科との混合病棟で、外科系も含めて小児には12床が

割り当てられています。感染症関連の入院患者が多

く、点滴、吸入、吸引が治療の主体です。新生児に

関しては、34週以前に生まれそうな方はNICUのあ

る施設に母体搬送していただくように産科にお願い

していますが、34週以降で出生し呼吸器管理や点滴

が必要な病的新生児は第1病棟に一般病室とは別に

観察できる部屋があり、常時1～2名程度入院して

います。コット上で光線療法を行う新生児など比較

的手がかからない新生児は母と一緒の病室とし第2

病棟でみています。病院外の診療としては、小児科

医が少ない地域のため、開業医の須藤先生や三條先

生とともに最上地域の乳幼児健診にも従事していま

す。

新庄病院は最上地域では中核を担う病院ですが、

小児科は小児の一次・二次診療を主に行い、血液

や悪性腫瘍の患者は大学へ、新生児の重症患者は

NICUのある施設へと、高度な医療が必要な患者は

専門施設へ紹介していくという方針は今後も続けて

いく予定です。

小児科医会の先生方、今後もご指導のほどどうぞ

よろしくお願いします。
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天童市民病院小児科石川安都子

この度は、入会のお誘いをいただき、ありがとう

ございます。

私は、平成10年に第一子の出産と同時に夫の転勤

で三重県に転居しましたが、平成17年に山形に戻っ

てきました．出産後は常勤医だった時期もありまし

たが、夫のイギリス留学に同行した時は、医師とし

ての仕事はしなかった代わりに、患者の親として救

急車に乗ったり、3回も入院したり、第三子の出産

も経験しました。帰国後は、諸事情で非常勤医とな

り、今に至っています。山形に戻ってからは、大学

からの派遣や女性医師バンクからの紹介等で､県内

の病院の北から南まで日替わりで行かせていただい

ていました。最近は、親の介護もあり、さほど遠く

ない天童市民病院を中心に勤務させていただいてい

ます。

できるだけ勉強の機会があれば参加したいと思っ

ていますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

山形県立総合療育訓練センター小児科清和ちづる

このたび、第34回東北・北海道小児科医会連合会

総会に参加させていただきましたのを機に、山形県

小児科医会に入会させていただくことになりまし

た。

山形県立総合療育訓練センターは、平成28年5月

から入院号棟・外来・リハビリ部門等の新棟移転が

なされる予定で、現在準備の真最中です。施設名も

新たに変わる予定です。センターに来て14年が経過

しますが、私自身もさまざまな面でまだ至らぬ面が

多く、周りの先生方に支えてもらいながら、子ども

達やお母さん達に励まされながらここまでやってき

た感があります。スタッフの一員として、微力なが

ら、障害を持った子ども達とその家族の幸せのため

にこれからも精進して参りたいと存じます。今回小

児科医会に入会し、学ぶ機会が得られたことを感謝

しております。

今後とも、御指導御鞭燵のほど、よろしくお願い

申し上げます。

山形大学医学部小児科沼倉周彦

また、先生方には山形県小児肥満対策でもお世話

になっております。ご多用な日常診療の最中にご迷

惑をおかけいたしておりますが、学校から診療依頼

がありました場合は、山形県小児肥満対策マニュア

ルをご参考に対応していただきましたらと存じま

す。よろしくお願い申し上げます。

この度、入会させていただきました沼倉周彦と申

します。山形大学医学部附属病院で小児内分泌分野

と先天代謝異常分野の診療を担当しております。具

体的には新生児マススクリーニング陽性例や低身

長、思春期早発症、小児糖尿病などの患者さんを診

療しております。その他、遺伝カウンセリングも担

当しております。今後ともどうぞよろしくお願い申

し上げます。
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山 形 県 立 総 合 療 育 訓 練 セ ン タ ー 小 児 科 白 幡 恵美

この度は山形県小児科医会へ入会させていただき

光栄に存じます。

私は、平成9年に山形大学を卒業後、山形市立病

院済生館小児科で横山新吉先生、秋場伴晴先生のも

とで研修させていただきました。その後、早坂清先

生ご高配のもと大学院での研究生活、大学で新生

児、神経グループでの勉強の後、平成18年から山形

県立総合療育訓練センター小児科で診療させていた

だき現在に至ります。

現在当センターは新医療棟開設に向けて準備中

で、まもなく5月に名称を山形県立こども医療療育

このたびお誘いをいただき山形県小児科医会に入

会させていただくことになりました。微力ながら山

形県の小児科医療の発展のために頑張ってまいりま

す。

簡単ながら自己紹介をさせて頂きます。小児期は

病弱の身であり、また父も山形大学医学部の某講座

におりましたので大学病院小児科の諸先生に大層お

世話になりました。平成10年に秋田大学医学部卒業

後に山形県立中央病院で研修させていただきまし

た。研修後は東北大学大学院に所属し、宮城県内の

関連病院を転々としたのち2008年に現在の中央病院

山形大学医学部附属病院から山形県立中央病院へ

の異動を機に、山形県小児科医会に入会させていた

だくことになりました。山形大学では、血液腫瘍班

に在籍させていただきながら、免疫不全症、免疫異

常、血液・腫瘍性疾患の臨床・研究に従事しており

ました。長く携わった免疫の基礎研究を土台とし、

免疫不全、腫瘍免疫、血液、移植免疫の分野で臨床

センターに改めて開院します。現在は電子カルテ移

行に伴う雑務に忙殺される日々です。これまでのセ

ンターは老朽化と入所者の重症化等のため実態に伴

わない状況があり、外来では発達障がいの新患の待

ち時間など様々ご迷惑をおかけしておりますが、良

いシステム作りができ、県民の皆様に還元できるよ

う努力していきたいと考えております。

小児科医会に入会し情報共有や勉強の機会をいた

だきましたこと、大変感謝しております。今後とも

ご指導よろしくお願いいたします。

山形県立中央病院小児科渡辺哲

に赴任しました。好余曲折ありましたが2014年に新

生児専門医となりました。

山形県の新生児医療に関しては厳しいニュースが

多くきかれます。そのなかで、いかなる状況で産ま

れた赤ちゃんにおいても、家族の一員として幸せに

なれるようにお手伝いしたいと思います。また、育

児には（出生率の向上にも？）父親の積極参加が欠

かせません。子育て世代のイクメンとして、何か発

信できたらと考えています。

今後ともご指導ご鞭燵のほどよろしくお願いいた

します。

山形県立中央病院小児科小野田正志

にヒントを得た研究を継続して参りました。現在

は、山形大学で外来診療を継続させていただきなが

ら、臨床の場を山形県立中央病院に移し、日常臨床

から世界に発信できる仕事の両立を目指して参りた

いと考えております。今後ともどうぞよろしく御願

い致します。
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このたび山形県小児科医会に入会させていただき

ました。どうぞ宜しくお願いします。出身は山形

市です。平成26年4月から新庄病院に勤務していま

す。35歳を過ぎてから徹夜の当直業務が体力的に非

常につらくなってきました。市中病院の救急外来で

は小児科だけではなく、すべての科の患者さんを診

ないといけません。専門外の患者さんの診療は不安

が大きいです。昭和生まれの患者さんというだけで

ちょっと憂うつな気持ちになります。

趣味はサッカーやフットサルです。初の海外旅行

このたび山形県小児科医会に入会させて頂くこと

となりました｡どうぞよろしくお願い申し上げます。

山形県立中央病院小児科では、一般小児科と小児

循環器疾患の診療に当たらせて頂いております。小

児循環器分野では、川崎病の退院後のフォローアッ

プ、学校心臓検診、先天性心疾患などを、部長の藤

山純一先生とともに担当させて頂いております。

出身は山形市で、平成元年に高校卒業後地元を離

れ、東京、富山と移り住み、富山医科薬科大学医学

部（現富山大学医学部）を平成14年に卒業しまし

た。卒後は同第一外科（心臓血管外科・呼吸器外

科）で研修医生活をスタートしました。その後幾度

かの異動を経て、小児科で小児循環器を続けていく

こととなり、当時の当院NICU部長であった前副院

長、渡辺眞史先生（現山形県赤十字血液センター所

長）にお声をかけて頂き、平成18年に山形にUター

ンして参りました。また、平成21年4月より、小児

循環器学会の修練施設群として山形大学小児科の前

山形県立新庄病院小児科笹真一

はドイツに行ってブンデスリーガを観戦して来まし

た。海外のスタジアムはピッチと観客席の距離が近

くて臨場感が凄かったです。運動するのも好きなの

で、ときどき友人たちとフットサルをしています。

なかなか臨床の現場にはマンパワーが増えません

が、限られたマンパワーの中で自分にできることを

一生懸命にやっていきたいと思います。山形県の小

児医療のために尽力したいと思いますのでどうぞ宜

しくお願いします。

山形県立中央病院小児科鈴木恵美子

教授早坂清先生、前准教授鈴木浩先生のご指導のも

とで約5年間修練をさせて頂き、平成27年度より、

新教授三井哲夫先生のもと山形大学小児科学講座に

入局させて頂くこととなりました。

遠回りで頼りない経歴ではありますが、なんとか

小児科医として続けてこられたのも、職場の諸先輩

方、地域の諸先生方のご指導のお蔭と感謝申し上げ

ます。また、女性医師としても、仕事と、子育てや

介護といった家庭との両立において皆様の助けをお

借りすることも数多く、心から感謝しながらの毎日

です。ご恩を無駄にしないよう、現場を離れること

なく微力ながら臨床を続けていきたいと存じます。

このたび、山形県小児科医会に入会し、さらに学

びの機会を頂けたことを誠に光栄に存じ上げます。

これからも山形県の小児医療、地域医療に少しでも

貢献できるよう、努力して参る所存です。今後とも

ご指導ご鞭燵のほど、どうぞよろしくお願い申し上

げます。

医 療 法 人 社 団 シ オ ン 羽 根 田 医 院 高 橋 信 也

山形県小児科医会の皆様、高橋信也と申します。

この度は、入会のお誘いありがとうございました。

平成26年8月から村山市の羽根田医院に主として勤

務しております。

内科の診療も一部担当させていただいておりま

す。これまでとは違い、更に広がった診療内容に、

戸惑いながらも楽しみつつ勉強をしているところで

す。それと同時に小児における地域医療について
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も、もっと勉強をしてできることを増やさなくては

と思わされております。成人の在宅医療を行ってお

りますが、将来は小児在宅診療なども当地域で行え

るといいのかもとぼんやりと思ったりすることもあ

ります。

この度、山形県小児科医会に入会させていただき

ました山形市立病院済生館の大通尚と申します。

平成16年に山形大学医学部を卒業し、同大学附属病

院で2年間の初期研修を行いました。その後、米沢

市立病院､県立河北病院山形大学医学部附属病院、

公立置賜総合病院で研修をし、平成22年10月から平

当地は北村山の西端の少子高齢化が進みに進んだ

寒村であり、人口減は著しく、小児医療に貢献でき

ることは極めて限られているとは思いつつ、微力な

がら努力していきたいと思っております。これから

ご指導よろしくお願いいたします。

山形市立病院済生館小児科大通 尚

成24年9月まで東京都立小児総合医療センターで内

分泌代謝の研修を受けてまいりました。

知識も経験も至らない若輩者ですが、諸先生方の

もと精進して参りたいと思いますので、ご指導くだ

さるようよろしくお願い申し上げます。
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理事会メモ

平成27年第3回山形県小児科医会理事会

日時：平成27年9月13日（日）、午前10時30分

場所：山形市医師会館

出席者：齋藤慶一、秋場伴晴、今立明宏、

清和ちづる、中里満、芳賀惠一、

小関圭子、今野昭宏、

東谷暁子、三須久子

（敬称略、会長以下五十音順）

議事

1．第26回日本小児科医会総会フオーラムの報告

日時：平成27年6月13日（土)、14日（日）

会場：別府国際コンベンションセンター、

別府市

・齋藤会長から、報告があった。他に数名が参

加したが、各自から会報で詳細な報告がなさ

れる。来年の本フォーラムは鳥取県の米子市

で開催される予定である。

2．第34回東北・北海道小児科医会連合会総会

日時：平成27年10月3日（土)、4日（日）

会場：仙台市、江陽グランドホテル

シンポジウム「小児在宅医療を考える－現状と

課題」

山形県のシンポジスト：

県立総合療育訓練センター小児科

清和ちづる先生

・清和先生から、総会で発表する内容につい

て、スライドを用いてプレゼンテーションを

していただいた。

3．平成27年度山形県小児科医会調査研究課題

「山形県における小児在宅医療の現状と課題」

県立総合療育訓練センター小児科

清和ちづる先生

・研究課題に関しては、清和先生に山形県小児

科医会会報上で詳細に報告していただくよう

にお願いしてある。

4．生後1カ月健診

・山形市小児科医会では、生後1カ月健診には

小児科医が関わり、しかも公費負担で行える

ように、山形県産婦人科医会の賛同を得て、

山形市医師会の了解の下、山形市に働きかけ

を行う予定であることが報告された。

5．地域総合小児医療認定医制度の研修集会

・齋藤会長から、本制度の研修集会に山形地方

小児科集談会が認められたことが報告され

た。

6．講演会の後援

．「(社）“人間と性”教育研究協議会山形サー

クル第7回講演会」が12月6日に開催さ

れ、その後援依頼が申請されたが、山形県小

児科医会として後援することを決定した。

7．山形県小児科医会会報の発行状況

・第66号は9月中に発行される予定である。
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平成28年第1回山形県小児科医会理事会

午後6時30分日時：平成28年1月23日（土)、

場所：水鳥山形市

出席者：齋藤慶一、秋場伴晴、

勝島史夫、小関圭子、

清水行敏、鈴木浩、

本間彰、横山新吉、

議事

l.平成27年、第34回東北・北海道小児科医会連

合会会長会議の報告

会長会議の詳細は、3月に発行予定の会報に

掲載されます（齋藤会長)。

2．平成28年、第35回東北・北海道小児科医会連

合会総会

日時：平成28年10月1日(土)、2日（日）

会場：秋田キャッスルホテル（秋田市）

シンポジウム：「小児科医の近未来を語ろう」

山形県のシンポジスト：総論的な演題は無理

なようで、「子どもとメディア｣、「米沢市

の5歳児健診」といった各論的な内容の演

題にしてはどうか…(秋場副会長)。結局、

演題、演者とも決まらず、次回の理事会ま

での課題となった。

3．平成28年度山形県小児科医会総会

日時：平成28年4月23日（土）

会場：山形国際ホテル（山形市）

特別講演：川崎医科大学小児科教授

中野貴司先生

共催：ジャパンワクチン

特別講演の演題については、会員が希望する

内容で対応できるとのことでした。

4．平成28年度山形県小児科医会調査研究課題

「山形県における侵襲性肺炎球菌感染症の実

態調査」

山形市立病院済生館小児科清水行敏先生

5．児童・園児の感染症の出席停止および登校・

登園基準について

山形市小児科医会は新たに作成する予定であ

るが、これに乗じて、山形県小児科医会でも同

様のものを作成するかどうかについて、次回の

理事会に諮る。

6．役員改選

齋藤会長から、体調を考慮して会長の職を今

滝
野
里
川

大
今
中
芳

晋介、岡田昌彦、勝浦理彦、

昭宏、佐藤陽子、三條加奈子、

満、橋本基也、東谷暁子、

正流（敬称略、会長以下五十音順）

期限りで辞したいとの意向があった。次期会長

には秋場副会長を推薦された。秋場副会長の後

任として、監事の橋本基也先生が推薦された。

須藤俊亮先生、石原融先生、奥山芳夫先生か

ら理事を辞任したいとの連絡があった。石原

融先生は後任に原田和佳先生を推薦された。芳

賀惠一先生から議長を辞任したいとの連絡が

あった。議長には東谷先生、副議長には三條先

生が推薦された。監事であった橋本先生の後任

として清水先生が推薦された。日本小児科医会

の代議員、予備代議員は現状のままで、それぞ

れ秋場先生、大滝先生が引き続き務められる。

社保委員は小関先生と高橋良和先生が、小児救

急担当委員は中里満先生が留任の予定である。

以上の案を次回の理事会に諮る。

7．山形県小児科医会新入会員の承認

このたび、以下の先生方が新たに入会を希望

され、理事会で満場一致で承された。会員数は

101名となった（秋場副会長)。

石川安都子（天童市民病院)、小野田正志（県

立中央病院)、笹真一（県立新庄病院)、白幡

恵美（県立総合療育訓練センター)、鈴木恵美

子（県立中央病院)、清和ちづる（県立総合療

育訓練センター)、大通尚（山形市立病院済

生館)、高橋信也（羽根田医院)、沼倉周彦（山

形大学医学部)、本間友美（県立新庄病院)、渡

辺哲（県立中央病院）［敬称略、五十音順］

8．地域総合小児医療認定医の申請に関して

山形県の第1次の申請者は9名であった

（齋藤会長)。

9．山形県小児科医会会報の発行状況

次号67号は、2月に校正、3月発行の予定で

ある。特集は「夜尿症｣。多くの先生方から原

稿を頂いている（本間彰先生)。
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10.その他

○山形市小児科医会は、生後1ヵ月健診の公費

負担等の要望について、現在、山形県の産婦

人科医会に打診中である（橋本先生)。いず

れ、山形市長へ嘆願書を提出したいと考えて

いる｡山形県小児科医会としてどうするか…。

○横山先生の日本小児科医会の理事の任期が今

年で切れることになる。
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◇第102回日本小児科学会山形地方会

日時：平成28年4月24日（日）10：00

場所：山形大学医学部CBT室

◇第119回日本小児科学会学術集会

日時：平成28年5月13日（金）～15日（日）

場所：ロイトン札幌、さっぼろ芸術文化の館

（札幌市）

テーマ：輝く未来へ、子供たちの懸け橋になろ

う！

◇第27回日本小児科医会総会フォーラムin米子

日時：平成28年6月ll日（土)、12日（日）

会場：米子コンベンションセンター（米子市）

テーマ：子どもたちのすこやかな体、やすらかな

心を願い行動する

◇第103回日本小児科学会山形地方会

日時：平成28年7月23日（土)15:00

場所：山形国際ホテル

◇第35回東北・北海道小児科医会連合会総会

予告

日時：平成28年10月1日（土)、2日（日）

会場：秋田キヤッスルホテル（秋田市）

シンポジウム：小児科医の近未来を語ろう

◇平成29年度日本小児科医会生涯研修セミナー

日時：平成29年10月9日（月・祝日）

会場：仙台国際センター

以下は開催日時未定､講師の予定確認中の学会です。

◇第22回山形小児内分泌・代謝研究会

日時：平成28年6月頃金曜日

◇第33回山形県周産期・新生児医療研究会

日時：平成28年6月頃土曜日

◇第13回山形小児アレルギー研究会

日時：平成28年7月頃金曜日

◇第21回山形小児神経研究会

日時：平成28年9月頃金曜日

◇第51回山形県小児保健会

日時：平成28年10月頃土曜日

週間前後

こどもの健康
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この正月は雪もなく、インフルエンザも少なかったのですが、この頃になってインフルエンザ・溶連菌感

染症その他が増えて忙しくなっているようです。

そんななか沢山の原稿をお寄せ下さいまして有り難うございました。

東北・北海道小児科医会総会の在宅医療のシンポジウムでは、少子化がすすむなか重症心身障害児は増加

していること、その対応が、特に過疎地等では難しく、社会的にも大きな問題であることを初めて身近に認

識しました。しかし一介の老開業医は、臓器の再生・移植や遺伝子治療等医療技術が進歩して障害臓器をと

りかえたり正常にすることが、近い将来出来るようになるのでは、等と頭の中で未来を明るく想像する許り

です。

特集の「夜尿症｣。これは命にかかわる病気ではないものの、小児科医にとっては100%解決とは行かない

悩ましい問題の一つです。薬物療法や生活指導、ケースによっては心理的指導、そして気の長い対応も要る

こと等、御寄稿下さった諸先生の治療法や御経験等大変参考になり、又面白く読ませて頂きました。

随想では板垣先生のウィルスのお話。普段「かぜですね」と軽く扱っているもののなかに、時には注意し

なければならないウィルスが原因のこともあるかも、と思ったり、秋場先生の御経験談では自分も眼の検査

をと思ったり、奥山先生のお話に至っては奥山先生どころではない自分の免疫学の無知さ加減にびっくり

がっくりでした。

開業して長い日々をつい漫然と送っていますと、古い、そして経験だけが頼りの診療になってしまい勝ち

ですが、会報を読んでいますと諸先生の新しい診療や楽しいお話を身近に聴いているような気持ちになりま

す。

どうぞ今後も沢山の原稿をお寄せ下さいますようお待ちしております。（佐藤記）
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