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患者の心、医者知らず？

し一一一

東邦大学医療センター大橋病院小児科教授清水教一

私達は診療に際して患者さんや保護者の方と様々な話をします。時には自分達の管轄でないことでの

愚痴を聞くことがあったり、人生相談のような話をされることもあります。そんな風に色々な話をして

くれると、その患者さんやご家族のことを(少なくとも''1分が診ている病気に関しては)それなりにわ

かっている気になりますが、本当にそうでしょうか。

近年、臨床研究は対象となる疾忠の患者さん達も参力llする形で行われる事が多くなってきています。

患者レジストリーが行われている疾患も増えてきていますし、難病プラットフオームという制度も始ま

りつつあります。そんな患者参加型の調査で興味深い結果を'二Iにしました。ある‘腱性疾患、進行性であ

り自然歴では極めて予後が不良であるが内科的治療法が碓立されている遺伝病の慰者さんへのアンケー

ト調査です。そこに、 「現在の状態(転帰)」と｢困り感や不安の有無と感じている|川題点｣に関する調査結

果がありました。蛎蹄は、約80％の患者さんが｢すべてにおいて不肖11Iなく自立生活可能｣、そして｢や

や不自由であるが自立生活可能｣な忠者さんが約15%おりました。つまり、 この病気では患者さんの約

95％が、ほぼ普通の生活を送っていることになります。この結果から教科害や総説論文を書くと、 「こ

の疾患は、 きちんと治療が行われれば予後は良好な疾患である｡」という記載になると思います。ところ

が、 もうひとつの調査結果は次の通りでした。 「困っていることや不安に思っていることは何かありま

すか？」との質問に対し、約85％の患者さんあるいは保護者が何らかの不安や困難さを感じていると回

答していました。内容としては、経済面や遺伝に関しての不安を訴える忠者さんや保護者が多くいらっ

しゃいましたし、保謹者の方の記戦からは患者さんであるお子さんが独り立ちした後の病気の管理につ

いての不安も多くみられました。また高齢の脳者さんでは定期的な通院が負担であるなどの回答が目立

ちました。

薬に関しても同じような事があります。ある慢性疾患の治療薬(慢性疾患ですので毎日長年にわたっ

て服用する必要がある薬です)は、服用時に刊捕や悪心などの消化器症状が副作用として出現すること

が知られています。ただ、それによって入院しなければいけないような事態にはならず、副作用(有害

事象)としては軽微なものに分類されます。そうなると、やはり教科書や文献には｢本薬剤は重篤な副作

用は認められない｣という記載になりますし、私達も「(その程度であれば)頑張って飲み続けましょう」

と指導しがちです。しかし、 もし'『1分に1日3回毎日飲まないといけない薬があり、その薬を飲むたび

に冑が痛くなったり、気持ち悪くなったとしたら、私であれば薬を飲むことがかなり憂諺になると思い

ます。

医学的見地から｢予後良好｣と考えられている疾患だったり、 「重篤な刑作用がない」と評されている薬

であっても、患者さんや保護者の方は様々な不安や問題点を抱えているのかも知れません。私達はそれ

を読み取れる力量を身につけていかねばならないな、 と日々考えております。
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特 集

最新インフルエンザ事情

1 ．流行状況要旨

2018/19シーズン(先シーズン）は、 2018年第49

"(2018年12月3日～12月9日)に、全国の定点当

たり報告数が1.70となり、全国的な流行開始の指

標である1.OOを初めて上回った。この流行開始は

前々シーズン(2017/18シーズン)と同様に(2017年

第47週に流行開始)、例年より早い開始であった。

ちなみに2019/20シーズンである今シーズンは、

9月にいったん｢l.00｣を超えたものの、沖縄県が

突出して多く全国的な流行にはなっていなかった。

しかしll月に入って各地で患者数が増加し、第45

週に流行期に入ったとされた。これは1999年より

現行のスタイルのサーベイランスとなってから、

いわゆる新型インフルエンザ発生といわれたパン

デミックの時に続く、 2番目に早い流行シーズン

の開始となった。これについてはいろいろな見解

も述べられているが、 目下のところエビデンスを

持った確固たる理由はなく、 さらなる検討が必要

なところである。

先シーズンの流行は、 49週での流行期の開始以

来徐々に全国に拡大し、 2019年第4週(2019年1

毎シーズンの季節性インフルエンザの流行状況

については、国立感染症研究所が中心となってま

とめているので、そこで発表されたデーターに筆

者の調査成績、考えなどを加え、 20018/19シーズ

ン(先シーズン)のインフルエンザについてまとめ

た。先シーズンは例年より早い流行が開始、 2019

年第4週にはパンデミック(2009年)時のピークを

上回り、その後急速に減少した。2019年夏には沖

縄を中心として患者発生が多くなったが、その原

因は不明である。ウイルスは圧倒的にA型が多く、

A/H3とA/Hlがほぼ同割合であった。今シーズ

ンのワクチンについては、A/H3とA/Hlが変更

となった。先シーズンは、ゾフルーザ③服用者か

らも異常行動が発生し、異常行動は特定の薬剤の

影響というよりインフルエンザの発症初期には異

常行動が起こり得るとの考えをさらに強めるもの

と考えた。抗インフルエンザと出血傾向について

注意が喚起され、疫学調査が開始されることと

なった。
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図1 インフルエンザ発生動向感染研感染症疫学センターまとめ

https://www.niid.gojp/niid/ja/10/2096-weeklygraph/1644-01Hu.html

推計値を比較するうえで注意を要する点である。月21日～1月27日）における定点当たり報告数は

57.09(患者報告数283,388)となり、 ピークとなっ

た。この時の定点当たり報告数は、現行のサーベ

イランス体制となった1999年以来の最高値であり、

パンデミック(2009年)時のピークを上回った。し

かし、来院患者数は多くとも、あの当時の混乱は

見られていなかったことは興味深い。その後は、

第5週(定点当たり43.24)、第6週(定点当たり

26.28)と急速に減少した(図1 )｡

先シーズンの推計受診者数は、およそ1,170万

人となった。2009年のパンデミックは国内の患者

数は約2,200万人と推計されているので、 2019年

第4週に報告されたピーク時の患者数は2009年の

パンデミックを上回ったが、流行期間の長さでパ

ンデミック時の患者数が大きかったといえる。

なお、先シーズンから推計受診者数の推計方法

が変更されている。従来は医療機関数により割り

戻した計算が行われていたが、 インフルエンザ定

点医療機関は他の医療機関と比較し患者数の多い

医療機関が指定されている場合が多く、推計値が

大きくなる傾向があったことから、定点医療機関

のlか月間当たりの外来患者延べ数をもとに割り

戻す計算方法に変更された｡2018/19シーズンか

らの推計値は、試算の結果からは、従来の推計値

のおおよそ0.66倍になると考えられている。今後、

2．年齢別患者発生状況と入院患者状況、

インフルエンザ脳症

年齢別患者発生状況(報告数)は、図2で見るよ

うに、 5～9歳が最も多く総患者報告数の17.1%、

ついで0～4歳の12.2%、 10～14歳のll.9%となり、

0～9歳でほぼ3割、 O～14歳でほぼ4割を占め

ている｡20代、 30代、 40代、 50代は、それぞれ10

％前後で、その割合は少ない。60代は6.7％、 70代

以上は7.8％とさらに少なく、 インフルエンザの患

者数は圧倒的に小児、学童に多く、大人の受診者

は少なく、高齢者はさらに少ないことがわかる。

この傾向はこの3シーズン同様である。しかし一

方入院者数の割合を見ると、図3でみるようにこ

の3シーズンを通し、高齢者が圧倒的に多く、大

人は少なく、小児がやや多いことがわかる。つま

り、高齢者インフレンザに対してかかりやすいわ

けではないが、いったんかかると重症化しやすく、

小児はかかりやすく患者数も多いだけに重症者数

も増えてくることになる。大人はそれほどかかり

やすいわけではなく、重症化の割合も少ないとい

える。

インフルエンザ脳症の報告数は、 2019年第17週

までに233例と過去3シーズン中もっとも多かつ
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図3

A/H3illi型:56%、A/HlpdmO9亜型:38%、B剛：

6％であった。

A(HINl)について、先シーズンの流行株は、

同シーズンのWHO推奨ワクチン株であったA/ミ

シガン/45/2015(HINl)pdmO9類似株(国内では、

A/シンガポール/GP1908/2015(IVR-180)(HlNl)

pdmO9を採用)から抗原変異をしており、WHOは

2019/2020シーズンのA(HlNl)pdmO9ワクチン株

としてA/ブリスベン/02/2018(HINl)pdmO9類似

株を推奨した。この現象は、わが国においても同

様であり、 また、 ワクチンの製造効率は先シーズ

た。そのうち、 10歳未満は154例(当該シーズンの

69％）で過去3シーズン中もっとも多く、一方、

60歳以上は19例(I司9%)で過去3シーズン巾もっ

とも少なかった

3． ウイルスの型別流行状況と抗原性解析、

今シーズンのワクチン株

先シーズン111半は、A/HlpdmO9亜型を111心に、

後半はA/H3亜型が大きく増加した。B型は少な

いものの、 シーズン終盤にビクトリア系統を中心

に検出された。シーズン全体に占める割合は、

■■■■

１
１

Ｉ製盈

11曲一 ＝。
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ン株に比べてやや良好であることから、A/ブリ

スベン/02/2018(IVR-190)(HINl)pdmO9が選定

された。

卵で分離継代したA(H3N2)ワクチン株は、卵

馴化により抗原変異を起こすことが知られており、

これによってワクチン株は流行株から抗原性が乖

離することがある。最近の世界のインフルエンザ

A/(H3N2)の流行株は、遺伝子進化系統樹上では

大きく3C.2aおよび3C.3aに分けられたが、国内で

は3C.2aのみの流行であった。3C.2aに属する流行

株は、卵で分離されたウイルスをワクチン株とし

たA/シンガポール/mFIMH-16-0019/2016に対す

る抗原性解析では、流行株と血清の反応性はよく

なく、いわゆる、抗原性の『ずれ』が生じていたこ

とになる。3C.3aは米国およびヨーロッパの一部

の地域での流行であったが検出数が急増し、今後

世界的に拡大する可能性があること、 これらの株

は前シーズンのワクチン推奨株A/シンガポール／

INFIMH-16-0019/2016類似株とは抗原性が異な

るということ、ほとんどのヒトは3C.3aの流行株

に対する免疫が低いという成績から、WHOは次

シーズンのA(H3N2)ワクチン株として3C.3aに属

する流行株から選定するのが妥当と判断し、A/

カンザス/14/2017類似株を推奨した。国内では

3C.3aに属するウイルスはまったく検出されては

いないものの、次シーズンに国内でもこれらのウ

イルスの流行の可能性があること、 また3C.3aに

属するウイルスはこれまでの流行株と抗原性が異

なっておりこれらのウイルスに対する免疫が低い

と考えられることから、国内においても3C.3aに

属する流行株から選定するのが妥当であるとされ

た。また製造効率も前シーズンワクチンウイルス

株より良好である、A/カンザス/14/2017(X-327)

が推奨された。

B型については、山形系統、ビクトリア系統と

もに大きなウイルスの変異はなく、血清との反応

性もよく、 また製造実績があることから先シーズ

ンと同じウイルス株が選定されている。

4．抗インフルエンザウイルス薬(異常行

動と出血傾向）

タミフル③が発売された後、 タミフル服用後の

異常行動について問題となり、発症が多く報告さ

れた10代でのタミフルの使用制限などが行われた。

その後多くの臨床医の協力を得て行われた毎シー

ズンの調査では、飛び出す・走り出すなどの異常

行動は年齢別では小学校入学前後より発生が増加

し、男児に多く、発生は発熱から48時間以内がほ

とんどであることが判明している。また異常行動

はノイラミニダーゼ阻害剤の処方がされていない

群、アセトアミノフェンのみが処方されている群

でも一定数の発生が見られていること、 ノイラミ

ニダーゼ使用群では処方量によってその割合は異

なるものの､いずれのノイラミニダーゼ阻害薬(タ

ミフル⑧、 リレンザ⑰、 イナビル⑰、 ラピアクタ⑰）

で異常行動の報告があることも判明した。これら

からインフルエンザにおける抗インフルエンザウ

イルス薬等の投薬の有無および薬物種類にかかわ

らずインフルエンザにおける異常行動に関する一

般への注意喚起、 10代のタミフル使用に関する対

応の転換、抗インフルエンザ薬全体の添付文書見

直しなどが行われた。

先シーズンはゾフルーザ③が登場し、 これにつ

いても従来と同様、多くの臨床医の協力を得てア

ンケート調査が行われたが、図4に示すように、

ゾフルーザ服用者からも異常行動が発生している。

先シーズンのゾフルーザ⑰の販売量は抗インフル

エンザ全体の約4割を占め、その多さが異常行動

におけるゾフルーザの多さ（ゾフルーザのみ、ゾ

フルーザ＋アセトアミノフェンで35％)に結びつ

いていると考えられる。すなわち、 インフルエン

ザにおける抗インフルエンザウイルス薬等の投薬

の有無および薬物種類にかかわらずインフルエン

ザにおいては異常行動が起こり得ると考えられる

ものであり、異常行動の発生を予防することはむ

つかしいが、そこから重大事故につながることは
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2018/2019n=72

アセトアミノフェン

のみ.3．4％

アセトアミノフェン

（OTC). ｜ ， 1％

リレンザのみ,2

3％

ゾフルーザのみ

10， 14、

ノレンザ＋アセトア

ミノフェン.5．7p8

タミフルのみ, 5， 70i
イナビル＋アセト

アミノフエン.7， 10％

タミフル＋アセトア

ミノフェン. 7．909
イナビルの

八
ワイ]’2，3％

図4 服用した薬の組み合わせ(重度の異常な行動すべて：①突然走り出す．②飛び降り．③その他)18/19シーズン成績

注： タミフル、 オセルタミビル｢サワイ」(2018/2019のみ)、 シンメ 1､レル、 リレンザ、 アセトアミノフェン、 ラピアクタ
(2009/2010以降のみ)、イナビル(2010/2011以降のみ)、ゾフルーザ(2017/2018以降のみ)、テオフイリン(2012/2013以降のみ）
の9剤の服用の狗無が明らかな症例についての内訳。 9刑のうち一部の薬剤服用があっても、他の調査薬商11の服用状況が不

Iﾘlな症例は｢いずれかが不明｣に分類。

https://www.mhlw.g().jp/content/lll20000/000560950.pdf

es/idsc/disease/innu/Hudocol819_pdf

2) 1 で述べた推計患者数の算定方法については，

https://www.mhlw.go・jp/file/05-Shin

gikai-10601000-Daijinkanboukouseikagaku

ka-Kouseikagakuka/siryou3-4.pdfより引用

3） 3． ウイルスのJM別流行状況と抗原性解析． 今

シーズンのワクチン株については， 第3回厚生

科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究開発

及び生産・流迪部会季節性インフルエンザワク

チンの製造株について検討する小委員会. 2019年

4月18H. 資料https://www.mhlwgo.jp/con

tent/10601000/000503048.pdfよりリ|用

4） 4．抗インフルエンザウイルス薬(異常行動と川

lill傾lbl)については，令和元年度第91DI薬事・

食舳衛生審議会薬事分科会医薬IW,等安全対策部

会安全対策調査会2019.10.29

資料(平成31年度| 1本医療研究開発機構委託事業

（医薬I品等規制洲和・評価研究事業）

「インフルエンザ様疾患罹患時の異常行動に係る

全国的な動li1に関する研究｣研究代表者岡部信

彦 ) https://www.mhlw.go.jp/stf/new

page-07535.htmlより引用

一般的な注意で防ぐ・ことが可能であると考えられ

るものである。

厚生労働は、刑作用情報からゾフルーザ:Rは、

発売以来因果関係が否定できない出血が13例報告

されたところから、重大な副作用として｢出血｣を

添付文書に追記し、 また同剤とタミフル②に、 ワ

ルファリンとの併用に注意することを明記するこ

とになった。これら薬剤と出血に|奥jしては、厚労

省抗インフルエンザ薬と異常行動と同様の疫学調

査を行うとしているので、今シーズン以降もし該

当症例に班遇した場合には、ぜひ調査に積械的に

協力していただきたい。

参考資料

l ) 1 . 流行状況 2. 年齢別,'&者発生状況と入院

患者状況， インフルエンザ脳症の数字について

は． 国立感染症研究所ほか：今冬のインフルエ

ンザについて(2018/19シーズン) . 2019年7月19

日． より引川https://www.niid.go.jp/niid/imag-
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特 集

最新インフルエンザ事情

～500万人が重症化、 25～50万人が死亡している

と推定されている[https://www.who・int/news-

room/fact-sheets/detail/influenza (seasonal)]･

健常な人であれば、季節性インフルエンザに罹患

しても予後は良好であるが、高齢者、免疫不全者、

慢性基礎疾患を有する者などは、肺炎等の合併症

を引き起こして重症化し死亡することも少なくな

いことから、先進諸国では公衆衛生上、最も重要

な疾病の一つとして掲げられている。

インフルエンザウイルスは、その粒子内部に存

在する核蛋白質(NP)およびマトリックス蛋白質

(Ml)の抗原性の違いからA，B、C、Dの4つの

型に分類されるが、そのうち季節性インフルエン

ザの原因となるのはA型とB型インフルエンザウ

イルスである。A型インフルエンザウイルスは更

に、その粒子表面に存在するヘマグルチニン

(hemagglutinin:HA) とノイラミニダーゼ

(neuraminidase:NA)の抗原性の違いにより18

種類のHA亜型(H1-H18)と11種類のNA亜型(N1-

Nll)に分類される。一方、B型インフルエンザウ

イルスは亜型の存在は確認されていないが、HA

の抗原性の違いにより2つの系統に分類される。

はじめに

2018年3月に新規抗インフルエンザ薬、バロキ

サビル・マルボキシル(商品名：ゾフルーザ)の販

売が日本において開始された。販売承認後初めて

本格的に使用された2018/19インフルエンザ流行

シーズンでは、単回経口投与で治療が完結するバ

ロキサビルの利便性が支持され、その市場シェア

は先発の抗インフルエンザ薬を抑えて4割を占め

た。その一方で、同シーズンにおいて、バロキサ

ビルに対して感受性が低下したウイルスが高い割

合で検出された。本稿では、 これまでに明らかに

されたバロキサビル感受性低下ウイルスの生物学

的性状について概説する。

季節性インフルエンザの病原体

北半球に位置する温帯地域以北の国々では、

1-2月頃が季節性インフルエンザのピークとな

り、 4－5月にかけて終息していくが、流行の規

模は年や地域によって大きく変動する。世界では

毎年、小児人口の20～30%、成人人口の5～10%

が季節性インフルエンザに罹患し、その中で300
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ザウイルスの増殖を抑制する。このようにバロキ

サビルは、上述のNA活性阻害剤やM2活性阻害剤

とは作用機序が異なることから、 これら薬剤の耐

性ウイルスに対しても効果が期待できる。

12歳以上から65歳未満のインフルエンザ患者を

対象とした第III相国際共同試験では、バロキサ

ビル投与群の罹病期間は53.7時間であった')。一

方、プラセボ投与群では80.2時間であったことか

ら、バロキサビル投与により罹病期間が1日程度

短縮した｡このバロキサビル投与群の罹病期間は、

オセルタミビル投与群とほぼ同等であり、両薬剤

間で臨床効果に差は認められなかった。しかし、

バロキサビルの抗ウイルス活性はオセルタミビル

よりも顕著に高いことが示された。オセルタミビ

ル投与群では投与後1日目(day2)の患者検体に

含まれるウイルス量は投与開始日(dayl)と比べ

ておよそ千分の1程度まで減少したのに対して、

バロキサビル投与群ではおよそ10万分の1程度ま

で減少した(図1 ， 2)。このことはバロキサビル

で患者を治療することで、患者周囲が感染する機

会を大きく減らせる可能性を示唆している。

バロキサビル感受性低下変異ウイルスの出

現とその性状

バロキサビルもこれまでの抗インフルエンザ薬

と同様にウイルス蛋白質を標的としていることか

ら、アミノ酸変異が生じやすいインフルエンザウ

イルスでは耐性株の出現は避けられない。

バロキサビル存在下でインフルエンザウイルス

を培養細胞で増殖させると、PA蛋白質の38番目

のアミノ酸に変異[イソロイシンからトレオニン

(PA-I38T)]が生じることが示された2)。さらに、

バロキサビルの臨床試験では、 イソロイシンから

トレオニンに変異したウイルスだけでなく、 メチ

オニン(PA-I38M)あるいは、 フェニルアラニン

(PA-I38F)に変異したウイルスが患者から検出さ

れている3)4)。いずれの変異もバロキサビルに対

するEC50値(ウイルスカ価を1/2に抑制するのに

2019年9月現在、 2009年にパンデミックを起こし

たブタウイルス由来のA(HIN1)pdmO9ウイルス、

A(H3N2)香港型ウイルス、B型ウイルスの3種類

が季節性インフルエンザの流行を引き起こしてい

る。

バロキサビル・マルボキシルの作用機序と

臨床効果

バロキサビル・マルボキシルの製造販売が承認

される前は、 日本では季節性インフルエンザに対

する治療薬として、A型およびB型インフルエン

ザウイルスのNA活性を阻害する4薬剤(オセル

タミビル、ザナミビル、 ラニナミビル、ペラミビ

ル)が主に使用されていた。NAは感染細胞で新

しく作られた子孫ウイルス粒子が細胞表面から遊

離する際に必要な酵素で、NA阻害剤はこの酵素

活性を選択的に阻害することで、体内でのウイル

ス拡散・増殖を抑制する。A型インフルエンザウ

イルスM2蛋白質のイオンチャンネル活性を阻害

する薬剤(アマンタジン)もA型の季節性インフル

エンザ治療薬として使用できるが、海外での乱用

により、現在ではA型季節性ウイルス流行株の全

てが耐性を獲得している。また、A型およびB型

インフルエンザウイルスのRNAポリメラーゼ活

性を阻害する薬剤(ファビピラビル)が2014年に認

可されたが、副作用の問題から、その使用はイン

フルエンザ・パンデミック発生時のみに限られて

いる。

インフルエンザウイルスゲノムの転写・複製を

担うRNAポリメラーゼの構成因子の一つである

PA蛋白質は、そのエンドヌクレアーゼ活性によ

り宿主細胞mRNAからキャップ構造を含むRNA

断片を切断する。この断片をプライマーとして、

ウイルスのゲノムRNA(vRNA)を鋳型としたウ

イルスmRNAの伸長反応が開始する。バロキサ

ビルの活性体は、 ウイルスmRNAの合成に必要

なPAのキャップ依存性エンドヌクレアーゼ活性

を阻害することで、A型およびB型インフルエン
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第111相国際共同試験(20歳以上65歳未満）
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一バロキサビル投与群

７
８

Dayl DayZ Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 DaV8 DaV9
や

［、
投与開始日(1日目)からの日数

図1 患者検体中のウイルスカ価の変化
（平均値±標準偏差）

ゾフルーザ錠10mg/20mg/穎粒2%分包医薬品インタ
ビューフォーム

2019年7月作成(第4版)を－部改変

http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/6250047F1022_1_0
7/?view=frame&style=SGML&lang=ja

Dayl DayZ Dayヨ Day4 Day5 Day6 Day7 0aV8 Day9
や

七、
投与開始日(1日目)からの日数

図2 患者検体中のウイルスカ価の変化
（平均値士標準偏差）

ゾフルーザ錠10mg/20mg/穎粒2%分包医薬品インタ
ビューフォーム

2019年7月作成(第4版)を－部改変

http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/6250047F1022_1_0
7/?view=frame&style=SGML&lang=ja

必要な濃度)を上昇させるが、中でもI38Tの変異

は同薬剤に対する感受性を大きく低下させること

が明らかにされている。

第III相国際共同試験では、バロキサビル治療患

者の370例中36例(9.7%、注：うちl例はA(H3N2)

およびB型ウイルスに重複感染した患者)でPA-

I38TまたはPA-I38M変異を有するA(H3N2)ウイ

ルスが検出された! )。 12歳未満の小児患者を対象

とした国内第III相臨床試験では、 77例中18例

(23.4％)で変異ウイルスが検出されおり、その出

現頻度は前述の成人及び青少年を対象とした第

Ⅲ相国際共同試験よりも高かった3)｡PA-I38変

異が検出された患者群では、投与後3日目以降に

ウイルス排出量の増加が認められ、PA-I38変異

が検出されなかった患者群やプラセボ群に比べて

ウイルス排出期間の延長がみられた')(図3)。ま

た、 この群の罹病期間はプラセボ群よりも短かっ

たものの、 PA-I38変異が検出されなかった患者

群よりも長かった。

国立感染症研究所による国内の2018/19シーズ

ンの抗インフルエンザ薬耐性株サーベイランスで

は、A(HIN1)pdmO9感染者330例中6例(1.8%)お

よび、A(H3N2)感染者356例中34例(9.6%)がPA-

I38変異を有していた(https://www.niid.go.jp/

niid/images/flu/resiStance/20190909/drl8-

19j20190909-1.pdf)。変異が検出された患者の多

くは、 12歳未満の小児であった。一方、B型ウイ

ルス感染者40例では、変異は検出されなかった。

変異が認められたA(H3N2)感染者34例中5例は、

薬剤未投与例であることがわかった4)5)。このこ

とはバロキサビル感受性低下ウイルスがヒトから

ヒトに伝播した可能性を示している。

では、PA-I38変異を有する季節性インフルエ

ンザウイルスは、野生型の感受性ウイルスと同様

の病原性あるいは増殖性を保持しているのだろう

か？ 1933年に分離されたA(HINl)ウイルスあ

るいは1975年に分離されたA(H3N2)ウイルスを

もとに、PA-I38Tの変異を持つ組換えウイルス

が作出され、培養細胞における増殖能が解析され

た。その結果、いずれの変異ウイルスも培養細胞

における増殖能は野生型ウイルスよりも顕著に低

いことがわかった3)。一方、 この変異は、 1959年

に分離されたB型ウイルスもとに作出された組換

えウイルスの増殖能には影響しなかった。
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ルを処方された小児患者において感受性低下変異

ウイルスが出現しやすいことを示した。インフル

エンザウイルス感染の経験がない(あるいは少な

い)小児ではウイルス排除に必要な免疫が十分に

誘導されず、感受性低下変異ウイルスが発生しや

すい可能性がある。変異ウイルスの病原性と増殖

性が野性型ウイルスと同等であること、変異ウイ

ルスが検出された患者において罹病期間の延長が

みられたことを考えると、小児へのバロキサビル

の投薬は慎重を要するかもしれない。

第111相国際共同試験(12歳以上65歳未満）
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図3患者検体中のPA-138変異有無別の
ウイルスカ価の変化(平均値±標準偏差）

ゾフルーザ錠10mg/20mg/穎粒2%分包医薬品インタ
ビューフォーム

2019年7月作成(第4版)を－部改変

http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/6250047F1022_1_0
7/?view=frame&style=SGML&lang=la
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Checkmahomedらは、最近のA型ウイルス流行株

をもとに組換えウイルスを作製して、同様の実験

を行った6)｡pA-I38T変異を有するA(HIN1)

pdmO9流行株あるいはA(H3N2)流行株由来の組

換えウイルスは、いずれも培養細胞において効率

よく増殖した。また、 これらの変異ウイルスはマ

ウスに対して野性型ウイルスと同程度の病原性を

示した。さらに、マウスに変異ウイルスと野性型

ウイルスを重複感染させた競合試験を行ったとこ

ろ、A(HlN1)pdmO9とA(H3N2)の変異ウイルス

はいずれも肺において優位に増殖した。これらの

成績は、PA-I38T変異は現在流行している季節

性A型ウイルスの病原性あるいは増殖性に影響し

ないことを示唆している。今後は、PA-I38変異

ウイルスが蔓延するのかどうかを検証するために、

インフルエンザのモデル動物を用いて、同ウイル

スの伝播力について解析する必要がある。

おわりに

バロキサビルの抗ウイルス活性はNA阻害剤よ

りも極めて強い。しかし、臨床試験および国内の

薬剤耐性株サーベイランスの成績は、バロキサビ
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多く、超過死亡も認められた。2018/19シーズン

は当初から多くの患者が報告ざれ2018年末までは

H1の流行が2/3を占めていたが2019年になると

H3の流行が始まり最終的には2017/18シーズンを

上回る流行規模であった｡H3が56%、H1が38%、

Bが6％を占め毎年その流行パターンが異なって

おり最近の2年間では毎年1,000万人以上が感染

していると考えられる。毎年の流行株が変化し抗

原性の変化に対応するために血清疫学情報を参照

しワクチン製造株の選択に苦慮している。分離株

とワクチン株との抗原解析の結果ではH3の抗原

変異のスピードが早くワクチン株との抗原性に乖

離が認められることが報告されているⅡ)o現行の

インフルエンザワクチンの課題とこれからのワク

チン開発について言及する。

要旨

インフルエンザスプリットワクチンは40年以上

同じ製造方法でつくられており、流行株との抗原

性の乖離によりインフルエンザワクチンの有効性

は毎年議論の的となる。 2015/16シーズンからHl、

H3，B山形、Bビクトリアの4価ワクチンとなり

有効性の向上が期待されたが、 2017/18, 2018/19

シーズンは未曽有の大流行を起こした。特にH3

は流行株の抗原変異が大きくワクチンの有効性に

限界がみえてきた。抗原性だけの問題ではなくス

プリットワクチンは自然免疫系に刺激が入らず基

本的な剤型の問題から免疫原性が低くその投与経

路を含めた改良が待たれる。

はじめに

1 ． インフルエンザワクチンの評価系の問題点
2017/18シーズンは2017年第47週から報告数が

増加し累積推計受診者数は最近10年の中では最多

の2,249万人と推定された。最終的にはB山形が44

％、H3が30%、Hlが24%を占めていた。Hl、B

山形では各ワクチン株と類似した抗原性を示して

いたが、大流行となり60歳以上の高齢者の入院が

真のインフルエンザワクチンの有効率として感

染を抑える効果をみるためには無作為二重盲検法

によるcasecontrolstudyが通常の方法である。

そのためには被験者のエントリーのバイアスをな

くし無作為に(ワクチン接種群)と（ワクチン非接
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卵で増殖する株を選択する。野生流行株と高増殖

株であるA/HIN1/PuertoRico/8/34(PR-8)を発

育鶏卵に重感染させるとnaturalreassortantを起

こして8本の遺伝子の交雑ウイルスが産生され

る。そのなかからHA、NA蛋白が流行株である

ウイルスを選択する。更に、受精卵で増殖する株

を選定するがその過程に変異が導入され流行野生

株型ではあるが抗原変異を来たしワクチン株の有

効性が減弱する5)。ワクチン株の選定に毎年苦慮

しており2015/16シーズンからB型にはビクトリ

ア， 山形タイプを含めた4価ワクチンとなった。

ワクチン選定株は10日齢の受精卵に接種し尿膜腔

液を採取し超遠心精製し、エーテル、界面活性剤

でウイルス粒子をばらしてゾーナル遠心後HA画

分を採取しホルマリンで不活化する6)。欧米のワ

クチンの有効性と比較するとわが国のワクチンの

有効性は若干低い。スプリットワクチンの製造工

程について欧米ではホルマリンで不活化した後で

スプリットにしているが有効性に影響しているか

どうかは検討が必要である。

孵化鶏卵継代による抗原変異の問題から世界で

は細胞培養型ワクチンを製造しているメーカーも

存在する。しかしながら、MDCK(イヌ腎細胞)、

Vero(サル腎細胞)の系で検討されたが、細胞培

養用のプラントが必要でコスト高となり季節性ワ

クチンで細胞培養型ワクチンの占める割合は全世

界でも10%以下である。ウイルス収量に関しては

鶏卵培養に劣るため季節性インフルエンザワクチ

ンを細胞培養で製造するには製造コストを含めた

検討が必要となる7)。

種群）に振り分け、流行の終焉まで被験者を

fOllowすることになる。 1967～2011年の間に発表

されたワクチンの有効性に言及した5,707論文の

うちrandomizedcontrolstudyで、 18～65歳を対

象に遺伝子検出を指標としたワクチンの有効率は

59％、 8～17歳では17論文中6件が有効であると

結論している2)｡小児期の季節性インフルエンザ

ワクチンの有効性に関する30論文の88,468例の解

析ではすべての株に対しては65％、ワクチン株と

流行株との抗原性が一致した時で78％、一致しな

い年でも55％と報告されている3)｡インフルエン

ザワクチンがすべての年齢層に推奨されて以来、

非接種群では不利益を被ることの倫理的な側面か

らtest-negativedesignが最近の臨床試験の主流

となっている4)｡Test-negativestudyではインフ

ルエンザ疑いで来院したインフルエンザ感染者と

非インフルエンザ患者の2群で後方視的調査をお

こないワクチン効果を検討する方法である。登録

者のエントリーを決めるインフルエンザの診断は

臨床所見に加えてウイルス分離、RT-PCR、迅速

抗原検査が用いられておりその特異性と感度が課

題となる。特に陰性の場合には注意が必要になる。

test-negativestudyでのsubtype毎に評価した論

文のsystematicreview，meta-analysis解析の結

果2010年から3,368の発表論文のうち56編をまと

めたpooledvaccineeffectivenessはH1の2009pdm

以前では67％、 2009pdmでは73%、その後のHl

に対して61%、H3に対しては33%、B型に対して

は54％の有効率と報告されている4)。

2．インフルエンザワクチン株の選定と製造

3．現行スプリットワクチンの限界
現行のスプリットワクチンの製造工程を表1に

示した。ワクチン株の選定は前年度の流行株から

WHO推奨株が2月に決まり、わが国での製造株

は3月末に決定される。前シーズンの流行株、増

殖性、抗原性、血清抗体の保有状況を参考に次

シーズンのワクチン株が選定される。ワクチン製

造株は発育鶏卵で分離しワクチン製造のために鶏

インフルエンザワクチンは麻疹・風疹ワクチン

と比較してワクチンの有効性に課題がある。野生

株とワクチン株の抗原性の乖離だけでなくスプ

リットワクチンの剤型は免疫原性が低いことや注

射用製剤としての投与ルートは自然感染の感染

ルートと異なることも有効性に課題がありまとめ



収〃<小児科|災会報14 2019 NOVEMBER vo1．38 N().2

表1 現行インフルエンザワクチンの製造

*製造株の選定:H1,H3,BVictoria,BYamagata，高増殖株の作製
2月:WHO推奨株

3月：国内製造株の選定

4月：製造株を製造所に配布

*ウイルス…質：発育譲卵、細胞培養(MDCK)
10日齢ぐらいの受精卵に接種32-35oCで2日間培養
40C1晩放匿尿膜腔糠を採取

ウイルス精製(薦糖密度勾配遠心法）
エーテル処理界面活性剤
精製

ホルマリン不活化

8‐9月：ワク千ン原液を混和し最終バルケ構成
国家検定

10月：接種開始

☆ワケ千ン効果の評価: i

免疫原性:H1抗体陽転率、感染阻止抗体(H1≧40)保有率、中和抗体
感染阻止率：臨床症状、ウイルス分離迅速抗原キ,v卜、PCR

表2 現行のインフルエンザスプリットワクチンの限界

1）ワケ千ン抗原
流行野生株との抗原性の乖雛
鶏卵馴化の過程で抗原性の変化

2)ワク千ンの剤型の問題
☆自然免疫系に刺激が入らぢい。

免疫原性が低<naiveぢ乳幼児にlさ免疫応答が低い。
＊インフルエンザの既往歴(Bcell,CD4〆モII-)に依存する。
＊細胞性免疫､Thl応答の誘導ができぢい。
＊抗原変異に対応できおい。

*IgE感作を増強する。
3)投与ルートの問題

現行の皮下捧種で'ず局所IgA抗体の誘導ができぢい。
皮内にlさ抗原提示細胞が多く存在する。
自然感染と同じ感染ルートの経鼻ワク千ン。

4)昨年度の流行型から製造株を狭定する。
共通抗原部位(HAstalk)

て表2に示した。

1 ） インフルエョ1 ） インフルエン

誘導する。 2本鎖RNAは、 また、RIG-IのRNA

bindingdomainに結合しcaspaseを活性化し炎症

性サイトカインの前駆体からIL-1β等の炎症性

サイトカインを誘導する。ウイルス感染、 I|ミワク

チンはこうした自然免疫系に多くのシグナルを入

れることで強い免疫応答を誘導することがIi].能で

ある。全粒子不活化ワクチンは糸|||胞内に取り込ま

れるが増殖することはなくケノム由来の一部二本

釧榊造のRNAはTLR3/7を刺激するがRIG-Iには

刺激が入らない。一方、 スプリットワクチンは粒

子がバラバラで理論的には自然免疫系にシグナル

ザワクチンの剤型による免疫応

答

インフルエンザ生ワクチンと不活化ワクチンの

免疫応答を図1に示した。生ワクチンは自然感染

と lil様に感染しウイルスの一本鎖RNAは

endosomeのToll-likereceptor (TLR)3/7に認識

され、感染後の複製過程で生じる一部2本鎖

RNAはTLR3Jfretinoicacid induciblegelle

(RIG)-1を刺激する8)｡TLR3は結合後のシグナ

ル伝達によってインターフェロン(IFN-a/6)を
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全粒子不活化ウイルス

尾
』

Inflammasome

上気道感染 所属Iノンパ節
図1 インフルエンザ生ワクチンと不活化ワクチンの免疫応答

全粒子不活化ウイルス抗li(の粒子内ケノムRNAは糺l胞内に取り込まれて一本鎖ケノムRNAは二次構造をとり一部二本鎖
RNAがTLR3のリガンドとして働く。TICAM-l/TRIFからI型IFN、 innammasomeから炎症性サイトカインを誘導する。
生ワクチンはケノムRNAだけでなく細胞lﾉ1で期殖する過1I1で生じる二本釧RNA(dsRNA)はRIG-Iは刺激を入れcaspaseを誘
導し炎症桃サイトカインを誘導する。樹状細胞に感染、収り込まれ所属リンパ節に逆ばれ独得免疫を誘導する。

2）アナフイラキシ一

2011/12シーズンの2-phenoxyethanol(2-PE)

を保存剤として使川したインフルエンザワクチン

接種後にアナフイラキシ－が起こりその原因はイ

ンフルエンザワクチン成分に対するIgE抗体の存

在が関与していた]())｡ IgE感作の原因はTh2応稗

に偏った免疫応答のみを誘導する現行のスプリッ

トワクチンの剤型に|Ⅲ題がある。一方、 自然感染

ではIgE抗体の上昇は認めずThl応答も誘導でき

る。 IgE感作は5歳未満までで年長児でIgE感作

を誘発することは少ない。

3）投与ルートの問題

皮下接種により血中にIgG抗体が誘導され下気

道粘膜にしみ出してくる抗体により重症感染を抑

えると考えられる。現行ワクチンでは上気道に

IgA抗体が誘導できないために感染防御能には|浪

界がある。 自然感染に近い経鼻投与のワクチンが

は入らないが製剤中に残存する遺伝子を含めたウ

イルス成分の残置が刺激となり弱いながらも抗体

産生を誘導する。従って、 スプリットワクチン成

分であるHA蛋白がCD4memory、抗体産生のB

cellmemoryを刺激するのみでそれまでにインフ

ルエンザ感染の既往がない乳幼児には効果が低いc

IFN-q/βはMHCIとともに認識されるco-

stimulatorymoleculeの発現を高めることでCD8

細胞に認識されやすくして活性化しlll胞性免疫の

誘導に関与し、炎症性サイトカインはMHCIIと

ともにCD4%lll胞に認識されやすくすることでCD4

helper活性を増強する作川がある。生ワクチンは

IFN-d/β、炎症性サイトカインを介して液性免

疫、 糸lll胞性免疫を誘導できるが不活化ワクチンは

炎症性サイトカインを介して液性免疫を誘導する

が細胞性免疫を誘導できない。不活化インフルエ

ンザの免疫応答はCD4memoryに依存している9)o
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1） インフルエンザワケチンの揃冨

1-1)抗体の誘導
HA：中和活性十、ADCC，NA：中和活性は弱い、M2：抗原量が少ない、
NP：補体結合抗体、HAstaIk：universaIvaccine

l-2)細胞性免疫の號導
CD4Thl,CD4Th2,CD8Tcellrespcnse(CTL):NRM1,PA、

2)インフルエンザワケ千ンの剤型
2-1)不活化ワケ千ン
Split9subunit:免疫原性が低い、細胞培蔑ワケ千ン
全粒子不活化：

2-2)viruslikeparticles(VLP)

霧懲霧響
VLP ModifiedVLP PackagedVLP AdjuvantedVLP

2-3)生ワケ千ン
低温馴化経鼻ワワ千ン

2-4)遺伝子組換え生ワケ千ン(VectoredVaCcine)
2･5)DNAワケ千＞
3)投与経路
筋注、皮内、経鼻、

図2 インフルエンザワクチン開発の方向性

開発中である。経鼻ルート以外にも皮内接種ワク

チンの有効性が報告されている。経皮、皮内接種

のワクチンにはニードルタイプのもの、針状突起

の表面にウイルス抗原を固相したもの、 コラーケ

ンや多糖類の中に抗原を溶かし込んで針状にした

ものが開発されている。皮内には抗原提示細胞で

あるLangerhans細胞が多く、抗原を貧食し所属

リンパ節に運び、 自然免疫応答を介して獲得免疫

を誘導する'')。

中心であるが、HA蛋白の幹の部分(stalkregion)

は亜型に共通して中和抗体を誘導できる

universalvaccineの標的と考えられている。

Nucleoprotein(NP)はウイルス粒子内に存在し

補体結合性cell-lysis活性を有している。細胞性免

疫能の標的はNP，MlでCD4Tcellhelper，CD8

CTL活性を有する。特にCD4Tcellmemoryが重

要な細胞集団である12)｡

2）インフルエンザワクチンの剤型の開発

鶏卵由来ワクチンの抗原変異に対処するために

MDCK(イヌ腎細胞)、Vero(サル腎細胞)等の継

代細胞が用いられている。鶏卵に対して病原性の

高いパンデミックウイルスは鶏卵を殺すために細

胞培養による製造がおこなわれている。スプリッ

トワクチンは自然免疫系への刺激が入らないので

いかにして免疫原性を高めるかが課題となり不活

化抗原十アジユバント、弱毒生ワクチン、遺伝子

組換え生ワクチン、DNAワクチンが開発されて

いる。

viruslikeparticle (VLP)は外殻蛋白で感染防

御抗原であるHA蛋白を遺伝子組換え技術で酵

母、バキュロウイルスと昆虫細胞の系で発現さ

せ、ウイルス遺伝子を含まない中空粒子である'3)。

VLPの大きさは30～200nmで注射後には組織から

10分以内に所属リンパ節に運ばれる。ただ単独で

4．インフルエンザワクチン開発の方向性

現行インフルエンザワクチンの課題とその限界

が見えてきた。副反応も少なく有効性の高いワク

チン開発が行われており、その方向性を図2に示

した。

1）ワクチン抗原の選択

インフルエンザウイルスの外殻蛋白には

hemagglutinin(HA)、 neuraminidase (NA)、

membrane(M2)蛋白が脂質二重膜に突き刺さっ

ており中和抗体のメインはHA蛋白でウイルスが

感染するときに働く。NA蛋白は感染性ウイルス

粒子が出芽する時に働く酵素で中和活性の誘導能

は低い。M2e蛋白は膜表面に出ている蛋白ではあ

るが発現量が少ない。HA蛋白のglobularheadが

受容体であるシアル酸と結合する部位で中和活性
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は免疫原性が低いため粒子の外側をアミノ酸等で

修飾することで抗原性を高める方法がとられる。

中空のVLPにサイトカインやアジュバントとし

て二本鎖RNAなどを外殻蛋白に結合させたり内

包させることで免疫原性を高める｡VLPは抗原提

示細胞に貧食され蛋白はprocessingされMHCf

ケットに抗原提示される。内包された二本鎖

RNAはTLR3/7のリガンドとして作用しサイトカ

インは直接免疫原性を高める。

インフルエンザは気道粘膜感染であり弱毒生ワ

クチンが開発されている。M細胞から抗原が入り

樹状細胞が抗原を貧食しMucosa-associated

lymphoidtissueに運ばれ、 helperT細胞からの

刺激によりB細胞はプラズマ細胞に分化しIgG抗

体のみならず、血中にIgA抗体が産生され粘膜上

皮細胞でsecretorycomponentsが付加され2量

体、 4量体を形成し分泌型IgAとなり粘膜局所免

疫をつかさどるだけでなくCD4，CD8T細胞応答

も誘導する'4)。

低温馴化のインフルエンザ生ワクチンが開発さ

れ、抗原性が近い亜型のウイルスに関しても交叉

免疫原性があることからその有効性が報告され3

価の生ワクチンがアメリカで認可され4価の生ワ

クチンは2013/14から使用され2～49歳までの年

齢層に推奨されてきた。 4価になってからの

2015/16シーズンのH1Nlの流行株がそれまでの

流行株と比べて抗原性が変化していることや、特

定の年齢層(1958～1979年生まれ)での有効率が低

く2016/17, 2017/18の2シーズンにわたって

HlNlに対して効果がなかったことからアメリカ

では推奨ワクチンから外されていた。HINlの亜

型以外の有効性等が完全に否定されたものではな

くヨーロッパ、 カナダでは使用されており、我が

国でも臨床試験は終了している。当該2シーズン

に使用されたHl株はヒトの鼻咽頭粘膜での増殖

能が低いことから株を変更することで2018/19

シーズンから再び勧奨されることになったM)。生

ワクチンだけでなく不活化ウイルス抗原の粘膜ワ

クチンの臨床試験も進行しており、鼻粘膜中に停

留し自然免疫を刺激する粘膜アジュバントと共に

投与する必要がある。

スプリットワクチンの限界が明らかとなってき

て種々の剤型、投与ルートを含めた新規のワクチ

ンの開発が進んでいるが市場に出るには数年かか

ると思われる。
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特 集

最新インフルエンザ事情

経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの

EfficacyとEffectiveness

特定非営利活動法人VPDを知って､子どもを守ろうの会理事長／すがやこどもクリニック菅谷明則

EHicacyは高かったが、最近報告されている実臨

床でのFffectivenessは低く、期待された効果を発

揮していない。

インフルエンザウイルスは、エンベロープを持

つ1本鎖RNAウイルスで、核蛋白(NP)と膜蛋白

(M)の抗原性に基づいて、A，B，C型の3つに

分類される。ヒトでの発病の報告例はないがD型

も報告されている’)。ヒトで主に流行するA、B

型は8本の分節RNAケノムをもち、 ウイルス粒

子表面にはHA(赤血球凝集素(haemagglutinin))

とNA(ノイラミニダーゼ(Neuraminidase))とい

う糖蛋白がある。A型はHAには18の亜型が,NA

にはllの亜型がある】)。B型は亜型は1つだが、

抗原性により山形系とビクトリア系に分類される。

季節性インフルエンザワクチンには鶏卵培養ワ

クチン、組織培養ワクチン、遺伝子組み換えワク

チンがある。さらに鶏卵培養ワクチンには不活化

ワクチン(IIV)とLAⅣがある2)。このうち日本で

承認されている季節性インフルエンザワクチンは

鶏卵培養のIIVだけである。

LAIVはMasterDonorVirus(MDV)とワクチ

ン候補株の遺伝子再集合ウイルスで2)3)、ワクチ

要旨

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(Live

attenuatedinauenzavaccine,LAIV) はMaster

DonorVirus(MDV)とワクチン候補株の遺伝子

再集合ウイルスで、MDVの温度感受性、低温馴

化、弱毒化という性質を持ち、 さらに表面にワク

チン候補株のHA(赤血球凝集素)とNA(ノイラミ

ニダーゼ)という糖蛋白を持っている。 LAIVは

血中抗体だけではなく、経鼻投与されることで粘

膜免疫を誘導することもできる。さらに、細胞性

免疫も誘導し、ワクチンと抗原性が一致しないイ

ンフルエンザウイルスに対しても有効であること

が期待されている。ランダム化比較試験では高い

Efficacyを認めた。しかし、 2013年以降に行われ

たTest-NegativedesignCaseControlStudyでの

FWectivenessは低く、現在のところ期待された効

果を発揮していない。

はじめに

ランダム化比較試験(RCT)での弱毒生ワクチ

ン(Liveattenuatedinnuenzavaccine,LAIV)の
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表2 LAIVのインフルエンザAに対する

年齢別Effectiveness(文献6)

表1 LAIVのEfficacyとEffectiveness

（文献5文献6）

H1N1pdmO9

2013-2014年ｼーズン 2015-2016年シーズン．

E仔ectivenGss 95％CI E鮠ctiveness 95％Cl
（％） （％）

14 －6t◎30 18 戸31 t◎49

－22 －106to28 19 －123t◎69

4 －42t◎35 11 －40t◎44

34 －16t◎63 37 －35t◎70

Efficacy(%95%CI) Effectiveness(%95%CI )

randomized,controlledtrials test-negatIve,casecontr1

（1996～2002年) design(2013～2015年）

培養 RT-PCR

4,288(8) 12，594(5)

test-negatIve,casecontro

12,594(5)

H3N2

20I4-2015年シーズン

E肝ectiveness 95％CI
〈％）

7 －11 to23

12 －27t◎39

8 －29to34

3 38to32

零
ｍ

I

design(2013～2015年）

診断

症例数

（対象研究数）

InBuenzastrain

AnystraIn

A/H1N1

A/H1N1pmd

A/H3N2

B

７
４
８
７

歩
歩
罪
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ｊ

３
３

８
９

０
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ｔ
ｔ

３
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７
８

ｌ
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３
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７
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４
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６
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７
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３

８
８

０
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ｔ
ｔ

７
５

７
５
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４
８

８
６

はこのこつの指標は｢有効性｣と区別されずに用い

られることが多い。 しかし、EfficacyはRCTなど

介入試験で、 ’|真垂に対象を選択し、理想的な条件

下で最良のシナリオの基で検証された予防効果の

指標である。一方、Effectivenessはワクチンの承

認後に実際の臨床の場での観察研究などで評ｲilliさ

れた予防効果の指標である。現在、 インフルエン

ザワクチンのEifectivenessはTest-Negative

designCaseControlStLldyで検討されることが

ほとんどである‘' )。

1996年から2002年に行われたLAIVのPlacebo

を対照にした2～17歳のRCTのメタアナリシス

では、 インフルエンザ全体に対して79％(95％

con6dencelnterval[CI] :73， 83)、HINlに対し

て88%(95%CI :80， 93)、H3N2に対して84%

(95%CI :77， 89)、Bに対して68%(95%CI :55,

83)と高いEHicacyを認めた(表1 )5)｡2002年から

2005年に行われた11Vを対照としたRCTのメタア

ナリシスでは、 インフルエンザ全体、HINl、

H3N2、 Bの全てに対してLAIVのEfficacyが有

意に高かった5)。

一方、 2013年から2015年に米|韮lで行われた

LAIVの5fl: のTest-NegativedesignCase

Contr()lStudyのデータを統合した2～17歳に対

するEifectivenessは、 インフルエンザ全体に対し

て26%(95%CI : 15， 36)、HINlpmdO9に対して

20%(95%CI: 6，39)、H3N2に対して7%(95%

CI :-11， 23)、Bに対して66%(95%CI :47， 77)で、

インフルエンザAに対して有意なEifectivenessを

認めなかった(表1 ）6)。 インフルエンザB以外、

ン候補株のHA，NAのRNA分節と、MDVの残り

6分節を持っている。これにより、 LAIVはMDV

の温度感受性、低温馴化、弱毒化という性質を持

つようになる｡ ii,l度感受性により高湖(39度)での

増砿が抑制され、低温馴化により低温(25度)での

増殖が増強する。さらに弱毒化によりフェレット

での捕原性の低ドが示されている。経鼻投与され

たLAIVは、温度による増殖の制約のために、低

温の上気道では琳殖可能で免疫を誘導できるが、

高温の下気道では増殖が制限されるため、安全性

が確保される2) ! )。

LAIVはⅡVとl11様にⅢl中抗体だけではなく、経

鼻投与されることで粘脱免疫を誘導することもで

きる。さらに、 糸lll胞性免疫も誘導し、 ワクチンと

抗原性が一致しないインフルエンザウイルスに対

しても有効であることが期待されているl )4)o

欧米で使用されているLAIVのMDVはA/Ann

Arbor/6/60(H2N2)とB/AImArbor/1/66であ

る2)。当初は3(illiワクチン(LAIV3)であったが、

現在は41111iワクチン(LAIV4)が使用されている《

ロシアでもLAIV川のMDVが開発されている。本

稿では米川でのLAIVの小児のデータを'1'心に述

べる。

LAIVのEfficacyとE什ectiveness

ワクチンの有効性の評価にはEificacyと

Effectivenessという二つの指標がある。どちらも

ワクチン接種による疾怨の減少を表し、 日本語で
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奨された温度より高い温度で輸送されたために

効力が低下した。

･LAIVの中に遺伝子の欠損のある欠陥干渉粒子

が多く含まれ、気道でのウイルスの増殖を障害

する。

これらの要因は、被接種者側の要因(既存の免

疫)、LAⅣの問題(MDV、 3価から4価への変更、

欠陥干渉粒子)、LAIVに含まれるHINlpmdO9ウ

イルスの問題に分類される。製造メーカーは、LAIV

に含まれていたHINlpmdO9ウイルスのヒト鼻腔

上皮細胞での増殖が減少していたことを主因と考

え、 2015-16年シーズンからHlNlpmdO9ウイルス

をA/CalifOrnia/7/2009からA/Bolivia/559/2013

に変更したが、 IIVに比べFWectivenessが低かっ

た。このため、 2017年に株の選択方法に、 ヒト鼻

腔上皮細胞での増殖性の評価と50%tissue

cultureinfectivedoseの評価を組み込み、この方

法で評価されたA/Slovenia/2903/2015に変更し

た。A/SIovenia/2903/2015を含むLAIV投与後の

HlN1pmdO9ウイルスの排泄が､A/BolMa/559/2013

を含むLAIV投与後より多く（鼻腔での増殖が多

い)、HA抗体価の陽転化が高といデータが示さ

れている7)。

インフルエンザ全体、HlNlpmdO9、H3N2に

対して、 IIVを接種したときより、LAIVを接種

したときの方が有意に罹患しやすいという成績

だった6)。

また、 インフルエンザAに対する年齢別の

LAIVのFffectivenessは、HINlpmdO9が流行の中

心だった2013-2014年シーズン、 2015-2016年シー

ズンともにいずれの年齢でも有意なFHectiveness

を認めなかった。さらに、H3N2のdriftために

ワクチン株の抗原性が流行株と相違を認めた

2014-2015年シーズにもLAIVはいずれの年齢群

でも有意なFffectivenessを認めなかった(表2)6)。

このように、LAIVのEHicacyとFffectivenessの

間には大きな乖離が認められた。

H1N1pmdO9出現後に

LAIVのEffectivenessの低下した原因

LAIVのFITectivenessが低下した理由は現在の

ところ明らかではないが、要因として以下があげ

られている2)｡

､接種前に存在した免疫のために、 LAIVの局所

での増殖が抑制される。

、ヒト気道上皮の細胞表面に存在する糖蛋白質の

シアル酸残基への、 LAIVに含まれる

H1NlpmdO9ウイルスのHAの結合能が、

H3N2とBに比べて低く、細胞に感染できず

増殖できない。

･MDVのA/AnnArbor/6/60のM分節の遺伝子

変異がワクチンウイルスのpH安定性(M2蛋白

の働きによるウイルス粒子内の酸性化に反応し、

ウイルス殻のM1蛋白が崩壊し、RNAが放出

される）に影響を及ぼす。この影響が特に

HINlpmdO9ウイルスで大きい。

、インフルエンザBが2種類含まれるようになり、

このことがH1NlpmdO9ウイルスの増殖に影響

を及ぼしている。

･2013-14年シーズンのLAIVに含まれていた

H1NlpmdO9ウイルスの熱安定性が変化し、推

米国でのLAIVの推奨の変遷

米国では2003年にLAIV3が5～49歳を対象に

承認された。さらに、 2007年に対象が2～49歳に

拡大され、 2012年にLAIV4が承認された。 2009

年以前に報告されたLAIV3がIIVより有効であ

るというデータから、 2014年に2～8歳に対して

LAIV4をIIVより優先して接種することを推奨し

た。しかし、 2013-14年シーズンにHlNlpmdO9に対

してLAIVは有意なFffectivenessを示さず、 IIVは

有意なFIfectivenessを示したため、 2015年にLAIV

を優先する推奨を撤回した。さらに2015-16年シー

ズンにもHINlpmdO9に対してLAIVの

Fifectivenessが低かったため、 2016-17年シーズ

にはLAIV4の接種の推奨を中止したl)8)(2017-



東京小児科医会報 2019NOVEMBERvol.38No.222

H3N2のantigendriftためにワクチン株の抗原

性が流行株と相違を認めた2014-2015年シーズに

も有意なFffectiveness認めず、 antigendriftに対

する対応も容易でないことが示された。

日本ではIIVのEffectivenessの検討は、全年齢

を対象に継続して行われているものはない。米国

では、 日本と同様のIIV以外に、多くの種類のワ

クチンが承認されている。 日本でもIⅣの

EHectivenessを評価し、現在のIIVの問題点を明

らかにし、新たなワクチンの導入を検討する必要

がある。

個人輸入のLAIVが使用されている状態が継続

するのは望ましい状態ではない。インフルエンザ

のワクチンのEHectivenessを評価できる体制を整

え、わが国の国家検定を通ったLAIVが接種でき

るように、早期の承認が望まれる。米国では2019

年9月19日に｢現在のワクチンより有効で迅速に

生産できるインフルエンザワクチンの開発を奨励

する」という大統領令が発行されている14)o

18年シーズンも推奨しなかった)。2017年にLAIV4

に含まれるHINlpmdO9がA/SIovenia/2903/2015

に変更され、AdvisoryCommitteeonlmmunization

Practice(ACIP)は2018-19年シーズンにLAIV4

を再推奨した9)｡このシーズンにアメリカ小児科

学会(AAP)はLAIV4を推奨しなかったが、

2018-19年シーズンに英国でHlNlpmdO9に対す

るLAIV4の高いEHectivenessが報告されたため

'0)、 2019-20年シーズンはAAPも推奨を再開した

,,)。しかし、 IIVより優先的にLAIV4を接種する

ことを推奨はしていない'')。

日本でのLAIV

日本ではLAIVの第3相の臨床試験が2014-15

年シーズンに行われ、 ワクチンと抗原性が一致す

るインフルエンザに対するEfficacyが検討された。

H3N2が大きく変異した年で、抗原性が一致し

たインフルエンザ感染が少なく、有意差は認めな

かった12)｡ (インフルエンザ全体に対するEificacy

は27.5％と低かったが、有意なEfficacyが示され

た'2)｡)

また、原因は明らかではないが、 日本で個人輸

入されているLAⅣに含まれるウイルスの感染価

が低下していることが報告されている'3)。

それぞれの国で使用されるワクチンは、その国

の当局によって有効性、安全性について評価され

承認されたものであり、他国で使用されることに

ついては保証されていない。このため、個人輸入

したワクチンの使用にあたっては、接種医が被接

種者や保護者にこれらの情報を提供し、接種する

ことが重要である。
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ない。なぜなら、診療科によって医師数が異なる

からである。そこで、 この点を検討すべく、上記

総数を医師数で除すると、外科＞内科となる。こ

のことから、外科系の方が内科系よりも訴訟にな

り易いことが分かる。

この点、小児科についても、上記総数を医師数

で除すると、内科をも下回る。したがって、小児

科は、かなり訴訟になり難い診療科ということが

できる。

3）賠償と補償について

賠償と補償とは、悪い結果が生じた場合に金銭

の支払いがなされる点においては共通する。

しかし、両者は、 こうした支払いがなされる条

件が異なる。すなわち、賠償による支払いがなさ

れるためには、原則として、悪い結果が生じてい

るほか、過失、悪い結果と過失との間の因果関係

が必要である。

これに対して、補償による支払いは、悪い結果

が生じていれば、過失がない場合であっても認め

られ得る。もっとも、過失がなくても金銭的な支

払いがなされるというのは、やはり例外的な扱い

となるから、補償により金銭的な支払いがなされ

るためには、そのための特別な法律や制度が必要

となる。

このような法律や制度としては、予防接種法に

よる補償制度、医薬品副作用被害救済制度による

補償制度、産科医療補償制度などがある、 このう

1 °はじめに

医療訴訟においては、小児科における傾向や典

型事例がある。小児科医としては、医療訴訟の知

識として、 これらについて知っておくべきである。

そこで、以下、医療訴訟の傾向と賠償・補償、

小児科開業医における典型事例について、解説す

る。

2．医療訴訟の傾向と賠償・補償

1）医療訴訟の増減傾向について

日本全国において、 1年間に提起された医療訴

訟件数は、 2004年の1,110件をピークとして、以後、

減少傾向となり、 2009年は732件にまで減少した。

しかし、以後は微増傾向に転じ、 2014年は864件

に達した。 もっとも、その後は、 2015年は830件、

2016年は862件、 2017年は839件、 2018年は785件

と低下傾向とも解釈できる状況となっている。こ

れが真に低下傾向と解釈するには、 2019年の統計

結果を待つ必要があろう。

2）診療科別の医療訴訟件数について

2018年において、地方裁判所にて既済となった

医療訴訟について見ると、多い順に、内科192件、

外科122件、整形外科84件、産婦人科47件と続い

ている(歯科を除く）。小児科は7件である。

もっとも、上記件数をもって、当該診療科が訴

訟になり難いか、なり易いかを論じることはでき

研 究 臨 床
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ち、医薬品副作用被害救済制度による補償にあっ

ては、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、

副作用が生じた場合についてのものである。すな

わち、医薬品の使用に過失があったならば、むし

ろ補償はなされないという制度である。

小児科領域でいえば、 ワクチン接種に伴う副反

応については、補償の対象となり得る。すなわち、

小児に対する定期接種に伴う副反応があった場合

には、予防接種法による補償の対象となり得るし、

同じく任意接種に伴う副反応があった場合には、

医薬品副作用被害救済制度による補償の対象とな

り得る。

他方、賠償に対する備えとしては、医師賠償責

任保険がある。日本医師会の会員であれば、 l事

故’億円を限度として、保険による支払いの填補

がなされ得る。もっとも、免責金額として100万

円が設定されている。この部分についても、別途、

医師が同窓会関係や学会関係等で、個別に賠償責

任保険に加入していれば、填補され得る。

咽頭発赤、右前頚部圧痛を認め、上気道炎、右頸

部リンパ腺炎と診断し、抗菌薬やアスピリン、解

熱剤を処方した。

Yは、上記処方薬を指示どおりに服用したが改

善しなかったため、同月30日午後7時ころ、X医

院でX医師の診察を受けた。X医師は、Yに39℃

の発熱のほか、扁桃腺の肥大・発赤を認め、扁桃

腺炎を病名に加え、抗菌薬、アスピリンを2倍と

する処方をし、 10月3日に来院するよう指示した。

Yは、 10月1日には発熱がやや治まり、かゆを

食べたが、 2日（日曜日)、朝から食欲がなく、昼

から再び発熱し、むかつきを訴え、同日午後2時

ころ、X医院が休診であったため、母親であるA

に付き添われ、 B医療法人が開設する総合病院で

あるC病院で救急受診し、鎮痛剤を処方された。

Yは、同日午後8時ころから腹痛を訴え、同日

午後11時30分ころ、大量に嘔吐し、その後も嘔気

が治まらず、翌3日午前4時30分ころ、Aに付き

添われ、 C病院の救急で診察を受けた。同病院の

医師は、腸炎と診断し、 また、虫垂炎の疑いもあ

るとしてX医院での受診を指示した。

Yは、同日午前8時30分ころ、Aに付き添われ、

X医院でX医師の診察を受けた｡X医師は、 C病

院での診療の経過を聴いた上、Yに38℃の発熱の

ほか、脱水所見を認め、急性冑腸炎、脱水症等と

診断し、X医院の2階の処置室のベッドで、同日

午後1時ころまで約4時間にわたり、Yに700cc

の点滴による輸液を行った。 2階への階段の上り

下りは、Aが背負ってした。Yは、点滴開始後も、

嘔吐しており、その症状は改善されなかった。

X医師は、嘔吐が続くようであれば午後も来診

するように指示をして、Yを帰宅させた。

Yは、帰宅後も嘔吐が続いたため、同日午後4

時ころ、Aに付き添われてX医院の1階でX医師

の診察を受け、再度、Aに背負われてX医院の2

階へ上がり、同日午後8時30分ころまでの約4時

間にわたり、 700ccの点滴による輸液を受けた。

Yは、点滴が開始された後も嘔吐が治まらず、黄

3．小児科開業医における典型事例

医療訴訟にあっては、医師の属性による典型事

例が見られることがある。小児科開業医にあって

は、高次医療機関への転送時期に関する係争が典

型事例である。

具体的には、下記の裁判例がある。古い裁判例

であるが、最高裁判例であり、こうした事例の中

では最も著名なものである。

1）事案の概要

X医師は、小児科・内科を標傍する開業医とし

てX医院を開設しており、Yは12歳の女児であっ

た。

Yは、昭和63年9月27日ころから発熱し、 29日

午前には、 1人でX医院に行き、X医師の診察を

受けた｡その際、Yは、X医師に対し、前日から

軽い腹痛があり、前日の夜には頭痛と発熱があっ

たこと、当日も頭痛と前頸部痛があることを訴え

た。X医師は、Yに37.1℃の発熱のほか、軽度の
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をAに交付した。

Yは、Aの知人の車でD病院に行き、受付でし

ばらく待たされた後、同日午前ll時に入院措置が

とられた。Yは、入院時、意識は傾眠状態で、呼

びかけても反応がなく、体幹及び四肢に冷感があ

り、頸部及び四肢全般に硬直がみられた｡D病院

の医師は、直ちに頭部のCT検査等を実施し、脳

浮腫を認め、Yの当時の症状を総合して、 ライ症

候群を含む急性脳症の可能性を強く疑い、脳減圧

や脳賦活を目的とした投薬を行った。しかし、Y

は、その後も意識が回復せず、入院中の平成元年

2月20日、原因不明の急性脳症と診断された。

Yは、同年10月25日、水頭症の治療のため、D

病院を退院し、 E病院脳外科に転院した。

Yは、平成2年2月、 E病院を退院したが、そ

の後も急性脳症による脳原性運動機能障害が残り、

身体障害者等級1級と認定され、 日常生活全般に

わたり常時介護を要する状態にある。

Yは、平成13年5月8日、精神発育年齢が2歳

前後で言語能力もないなどとして、後見開始の審

判を受け、成年後見人が付された。

2）裁判所の判断

平成15年11月ll日、最高裁は次の通り、判決を

言い渡した。

X医師は、初診から5日目の昭和63年10月3日

午後4時ころ以降の診療を開始する時点で、初診

時の診断に基づく投薬により何らの症状の改善が

みられず、同日午前中から700ccの点滴による輸

液を実施したにもかかわらず、前日の夜からのY

の嘔吐の症状が全く治まらないこと等から、それ

までの自らの診断及びこれに基づく上記治療が適

切なものではなかったことを認識することが可能

であったものとみるべきであり、 さらに、X医師

は、 Yの容態等からみて上記治療が適切でないこ

との認識が可能であったのに、本件診療開始後も、

午前と同様の点滴を、常時その容態を監視できな

い2階の処置室で実施したのであるが、その点滴

中にも、Yの嘔吐が治まらず、 また、 Yに軽度の

色い胄液を吐くなどし、 さらに、点滴の途中で、

点滴の容器が1本目であるのに2本目であると発

言したり、点滴を外すように強い口調で求めたり

した。Aは、Yの言動に不安を覚え、看護婦(筆

者注：当時の名称)を通じてX医師の診察を求め

たが､X医師は､その際､外来患者の診察中であっ

たため、すぐには診察しなかった。X医師は､そ

の後、点滴の合間にYを診察し、脱水症状、左上

腹部に軽度の圧痛を認めた。なお、Yは、同日午

後7時30分ころ、Aの不在中に尿意を催した際、

職員の介助によりベッドで排尿するのを嫌がり、

自分で点滴台を動かして歩いてトイレに行き、排

尿後、 タオルを渡してくれた職員に礼を述べたり

した。

Yは、同日午後8時30分ころ、点滴終了後、A

に背負われて1階に下り、診察台でX医師の診察

を受けた際、いすに座ることができず、診察台に

横になっていた｡Yは、点滴前に37.3℃であった

熱が点滴後は37.0℃に下がり、嘔吐もいったんは

治まり、同日午後9時ころ、Aに背負われて帰宅

した。

X医師は、Yの状態につき、このまま嘔吐が続

くようであれば事態は予断を許さないものと考え、

今後、症状の改善がみられなければ入院の必要が

あると判断し、翌日の入院の可能性を考えて、入

院先病院あての紹介状を作成した。

Yは、帰宅後も嘔吐が続き、熱も38℃に上がり、

同日午後ll時ころには、Aに苦痛を訴えた｡Yは、

同月4日早朝から、Aが呼びかけても返答をしな

くなった。X医師は、同日午前8時30分ころ、Y

の状態が気になっていたため、Y方に電話をかけ、

Yの容態を知って、すぐに来院するように指示し

た。

Yは、同日午前9時前ころ、Aの知人の車でX

医院に来院したが、意識の混濁した状態であり、

呼びかけても反応がなかった。X医師は、緊急入

院が必要と考え、入院先を精密検査・入院治療が

可能な総合病院であるD病院と決め、上記紹介状
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意識障害等を疑わせる言動があり、これに不安を

覚えたAがX医師の診察を求めるなどしたことか

らすると、X医師としては、その時点で、その病

名は特定できないまでも、X医院では検査及び治

療の面で適切に対処することができない、急性脳

症等を含む何らかの重大で緊急性のある病気にか

かっている可能性が高いことをも認識することが

できたものとみるべきである。

したがって、 この時点で急性脳症等を含む重大

で緊急性のある病気に対しても適切に対処し得る、

高度な医療機器による精密検査及び入院加療等が

可能な医療機関へYを転送し、適切な治療を受け

させるべき義務があった。そのため、この義務を

履行していない点で過失が認められる。

しかし、 この時点でYを転送したとしても、Y

に重大な後遣障害が残らなかったとの証明はなさ

れていない。すなわち、Yの重大な後遺障害とX

医師の過失との間に因果関係はない。そのため、

X医師には、Yが負った重大な後遣障害について

賠償する責任はない。

もっとも、過失なく医療が行われていたならば

重大な後遣障害が残らなかった相当程度の可能性

の存在が証明される場合には、医師は、患者が上

記可能性を侵害されたことによって被った損害を

賠償すべき不法行為責任を負う。

したがって、X医師を勝訴させた大阪高等裁判

所の判決を破棄し、相当程度の可能性の存否につ

いて判断するために、同裁判所に審理を差し戻す。

3）解説

前述のとおり、小児科は、かなり訴訟になり難

い診療科であるが、その中でも比較的多いのが、

急激な経過を辿る疾患である。このようなものと

しては、本例のような脳症のほか、一部の心筋炎、

絞掘性イレウスが挙げられる。なお、かつては電

撃的経過を辿る髄膜炎も、このような疾患に含ま

れていたが、 b型インフルエンザ菌(Hib)ワクチ

ンの定期接種化により、当該疾患による訴訟事例

は、昨今、経験していない。

こうした事例が訴訟化するのは、両親としても、

余りに急激な経過を辿るため、子どもの死亡や重

大な後遣障害の残存について、受容ができず、「あ

んな可愛い子がなぜ？自分は悪くない、 この子も

悪くない。医療機関が悪いのでは？」と考えるた

めであろう。

他方、 こうした疾患は、本例と同様、初発症状

は非典型的なものであることが多いため、小児科

開業医が診察した場合には、転送時期が争点にな

り易い。もっとも、非典型的な症状であるにもか

かわらず、常に高次医療機関へ転送していたので

は、地域医療は成り立たなくなるわけであるから、

本判決が述べるように、対処療法を継続している

にもかかわらず、症状の改善がみられない場合や

意識障害などの新たな症状が加わった場合などに

おいて、転送を検討することになろう。なお、意

識障害については、結果から遡って考えれば、あ

る時点で意識障害があったと言えるに過ぎない事

例もあるが、 こうした事は裁判官は理解し難いと

思われ、この点は、訴訟対応上、注意を要するポ

イントである。

また、急激な経過を辿る疾患については、適時

に転送したとしても、死亡や重大な後遺障害を回

避できたとは言えない場合も少なからずあるもの

と考えられる。その場合、悪い結果と過失との因

果関係は否定されるから、死亡や重大な後遺障害

に対する賠償責任は認められないことになる。

しかし、 こうした場合であっても、本判決が指

摘するように、過失なく医療が行われたならば、

死亡や重大な後遣障害を回避できた相当程度の可

能性が証明された場合には、 100万円単位での慰

謝料が認められることになる。もっとも、相当程

度の可能性とは、どの程度の可能性を指すのかは

明確ではなく、 この点は、裁判例の集積を待って

改めて検討する必要がある。

4． まとめ

小児科は訴訟になり難い診療科であり、 またワ
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などの新たな症状が加わった場合のほか、対処療

法を継続しているにもかかわらず、症状の改善が

みられない場合などについては、高次医療機関へ

の転送を検討したほうがよいであろう。

クチンの普及により急激な経過を辿る疾患も減少

し、いっそう訴訟になり難くなっている。

ただし、小児科開業医にとっては、初発症状が

非典型的な症状である場合に、いつ転送するかは、

今もなお難しい問題として残っており、意識障害
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積極的かつ多角的に評価し、 「こころとからだの

健康を損なうリスク｣へ介入する姿勢が求められ

ている。すべてのライフステージにおいて、こど

もを取り巻く環境には必ず｢こころとからだの健

康を損なうリスク｣がある。これらのリスクはし

ばしば表面化せず、当人・家族も気づかぬまま健

康を脅かす。本人の気質、養育者の生活習慣(食

事や睡眠） ・嗜好(喫煙・飲酒） ・経済状況、学校

の環境、友人関係など、環境のさまざまな健康に

影響をあたえる因子を｢健康の社会的決定因子｣と

呼ぶが、その中でネガティブに作用するものをリ

スク因子と判断する。たとえば、家庭の貧困や養

育者の喫煙、不規則な食事時間、支援的でない学

校環境、周囲の暴力などである。慢性疾患のある

児・医療的ケア児はさらに多くのリスクを持つ。

さらに、 リスク因子は日常生活の中で表面化しな

いことも多い。

乳幼児健康診査は母子保健の核であるが、疾病

の早期発見･早期介入(二次予防)が主目的であり、

個別化した詳細な保健指導は難しいことが多い。

就学以降の学校健康診断は、学科履修に支障をき

たす身体的疾病の有無を評価することが目的であ

り、保健指導や健康教育はなされない。特に思春

期の年齢では、医療機関へ受診する頻度も低くな

ることから、何らかの症状が顕在化して初めて医

療従事者の介入が始まることになる。すなわち、

現行の健診制度には一次予防の要素が不足してお

1 ．本邦の小児医療・保健の現状と課題

本邦の過去50年間を振り返ると、社会構造は大

きく変化しこどもを取り巻く家族のあり方も大き

く変容した。高度経済成長を迎え人口増加社会で

あったのが一変し、超高齢化社会、人口減少社会

となった。医学・医療における先人らの偉大な功

績により、疾病構造は大きく変化した。過去に多

く存在した重症感染症は激減し、大部分のこども

は重症の器質的疾患には罹患せず、軽症の感染症

や外傷を経験するのみとなった。一方で、 「ここ

ろの健康｣を保つことの困難さから身体症状を呈

したり登校困難を経験したりするこどもの数は増

えている。思春期に入ると、過度の勉学や部活動

による慢性的な睡眠不足やネット依存、安全でな

v,SNS使用など過去にはなかった問題も生じてい

る。さらに、医学・医療の発展により、以前は生

存できなかった.成長できなかった病態の児が、

さまざまな医療的ケア・福祉支援を受け自宅で生

活し、成長できるようになった。2015年の統計で

は医療的ケア児（0～19歳)は全国でl.7万人とさ

れ､慢性疾患のある児・医療的ケア児の健康維持・

向上も新たな課題となっている。

本邦の小児医療はこれまで疾病の診断・原因究

明・治療を重視してきた。その重要性はこれから

も変わらない。しかし｢からだの元気なこども｣が

主である現在において、こどもを取り巻く環境を

研 究
邑杢＝

B 話 床21
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医療ケアを受けることを原則としている。社会経

済状況の格差はそのまま医療アクセスの格差とな

り、加入している保険のランクが低いほど医療ア

クセスは悪く、受診できる医療機関や医師の選択

肢が制限される。米国の医療保険制度は非常に複

雑で欠点・課題も多いが、予防的介入を実践する

には有用な2点がある。 1つ目は、予防のための

行為に診療報酬を付けられる点である。健康教

育・指導を行った場合は、要した時間や対象患者

のリスクの程度に応じて報酬を請求できる。 2つ

目は、疾病治療目的の医療行為よりも予防的行為

のほうが安価に抑えられるため、保険の対象とな

りやすい。例えば、保険プランによっては、歯牙

のフッ素塗布は保険会社が支払うが、齪歯治療は

患者本人の自己負担となることもある。

良好な医療アクセスを持たない人々にとって、

かかりつけプライマリケア医は唯一頼れる存在で

ある。良質なプライマリケアでは、予防医学的介

入を通じて医療費を抑える、かつ、効果的な包括

的医療を提供することができる。米国小児科学会

(以下、AAP)は小児期を｢出生前から21歳まで」

と定義しており、かかりつけ医は最長で約20年も

の間ケアを継続する。主業務は急性・慢性疾患の

対応とhealthsupervisionvisitである。

Healthsupervisionvisitは、本邦での健康診査．

診断に該当し、小児のプライマリケアにおいて最

も重要視されている。これは、一人につき30分以

上をかけ行われる個別診察・面談で、身体診察、

成長発達評価、予防接種に加え、医師による医療

面接および保健指導・助言に多くの時間を割く。

医療面接では、養育者の疑問や悩みに答えるだけ

でなく、生活習慣・親子関係・学校生活など児を

取り巻く環境を詳細に聴取し、 こころとからだの

健康に影響しうるリスクの有無をスクリーニング

する。そして、AnticipatoryGuidance(直訳する

と｢予期ガイダンス｣)を与える。次の健診までに

起こりうる心身の変化、養育者が悩むだろう事象、

起こりえる事故・外傷等を予測し、対応方法を具

り、 こどもの傷病を十分に予防できない。

本邦では、国民皆保険制度・乳幼児医療費助成

制度のもと、大部分のこどもが医療費の負担なく

気軽に医療的ケアを受けることができる。受診回

数や診療科の選択に制限はなく、医療へのフリー

アクセスが実現している。大変素晴らしい制度で

はある一方で弊害もある。医療機関を患者が選ぶ

ことができるがゆえに、傷病の際に対応する医療

従事者が都度異なることも少なくない。都度対応

は過剰な検査や処方の原因と成り得るほか、養育

者のニーズや解釈モデルを医師が把握しづらい。

この医療の形式を｢点の医療｣と称することができ

る')。さらに、現制度は｢受診しない自由｣を許し

ており、患者まかせの医療を促してしまう。 「患

者まかせの点の医療｣は健康教育や指導などの一

次予防的介入を非常に困難なものとする。さらに、

予防的介入・行為に対して診療報酬がないことも

障壁である。効果的な健康教育や指導を行うため

には、それぞれの子どもおよび家族からよく情報

を得たうえで、本人および家族と丁寧に話し合う

必要がある。診療報酬が得られないと一人の患者

に時間を割くことは難しい。効果的な予防医療を

実践するには、かかりつけ医が長期的に介入を継

続できる、いうなれば｢線の医療｣を提供すること

が理想である')。前述のような課題があることを

踏まえつつ、 こどもの健康を最大限となるよう支

援することは小児科医の新たな役割であるという

概念変容が必要と考える。

2．米国の小児保健

こころとからだの健康を支援する際、参考にな

るのが米国の小児保健制度である｡米国では言語・

文化・宗教・社会経済状況の違いから、 こどもを

取り巻く環境は非常に複雑である。国民皆保険は

なく、職業・収入・居住地域により、各家庭が民

間の医療保険に加入する。自治体による乳幼児健

診や学校健診はない。 「かかりつけ医制度｣を採用

しており、かかりつけプライマリケア医を通じて
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表1 HEADSS

体的に説明するものである。問題に直面する前に

医師と話し合うことで、養育者は安心感を得、成

長に伴う変化にうろたえることが少なくなる。思

春期の児に対しては、児と医師が1対1で話し合

うことが推奨されており、明らかな自傷・他傷の

リスクがない限りは、児との話の内容を養育者へ

伝えることはしない。

きたい。

4．思春期の年齢のヘルス・スーパービジョン

思春期に入るとこころとからだの健康を損なう

リスクはさらに増加する。喫煙・飲酒・薬物使用・

無免許運転・安全でない性といったハイリスク行

動や、睡眠不足や欠食など不適切な生活習慣への

憧れが高まり、実際に行動に移す児もいる。親子

関係や友人関係、学校環境、学業到達度、課外活

動(部活動や習い事等)の状況を詳しく聴取して健

康を評価する必要がある｡ "Bγ廼肱ハ‘〃〃S''では、

児と医師が1対1で医療面接を行うことが推奨さ

れている。

!@Bγ妙rF沈加〃S''に記載されている事項ではな

いが、筆者が社会歴を聴取する際に日常的に用い

ている質問事項の語呂合わせHEADSS(ヘッズ）

をご紹介する(表1)｡Home,Education,Activity,

Drug,Sexualbehavior,Suicidalityの頭文字を

取ったもので、 もともとは1991年に提唱され3)、

今では欧米の医療現場で広く普及している。他の

項目の頭文字も追加して記載している教科書もあ

るが、著者はDiet(食生活・食習慣・嗜好)、

Safety(事故予防・外傷予防、スポーツ時の外傷

予防)を追加して聴取している。またActivityで

は必ずゲームやインターネット使用についても聴

取している。なお、 これらの項目を尋ねる時は、

3.Brﾉg/7rFu加res:Gu/de//nesfor

Hea/r/7Supervﾉsﾉonofノnfants,

Cﾉ7"dren,andAdO/eSCentS2)

標準化された小児期のhealthsupervisionを全

国的に展開するため､AAPはガイドライン"Bγ妙オ

ハ‘跡形S''を作成し、利用を推奨している。ガイド

ラインは出生前から21歳のすべてのこども(基礎

疾患のあるこどもも含む）を対象とし、Health

supervisionvisitの具体的な実践方法が記載され

ている。推奨されている健診の時期は、産前・出

生時・生後l～2週間・生後l ･ 2 ･4･6･9 ･

12．15．18か月、以降3歳まで半年毎、 3歳～21

歳は1年毎である。予防接種は疾病管理予防セン

ターの推奨するスケジュールに沿って実施される。

各健診時に評価すべき身体診察項目や検査項目、

医療面接時に尋ねる項目の質問例や指導内容も非

常に詳細に記載されている。AAPのホームペー

ジにて無料で閲覧ができるので、ぜひご覧いただ

H Home 家庭の様子、居住環境、家族との関係

E Education/

employment

学校の様子、学業成績、学業上の問題、学業上達成してい

ること ○

就労している場合は雇用状況について

A Activities 学校・学外での課外活動（部活・習い事など）

交友関係、余暇の過ごし方（ケーム、 ネツ ﾄ使用）

， Druguse/
abuse

喫煙・飲酒・違法薬剤の使用の有無

S Sexual

behavior

性行為の有無､初めての性行為の年齢､現在のパートナー数、

セックスの種類、性感染症罹患歴、妊娠歴

S Suicidality

anddepression

自傷行為や希死念慮の有無、抑うつ状態の有無
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表2 HEADSSの質問しやすい尋ね方の例

必ず親に退室してもらい、 「ここで話すことは絶

対に親には伝えない」ことを最初に児に伝える。

性や喫煙・飲酒・薬物使用に関して聴取すること

が望ましいが、聞きづらい時は｢友達｣はどうして

いるかを尋ねると、その本人の性への考え方を捉

えやすくなる(表2)。

努めることができる。 「もうひとこと．ひと観察・

ひと評価｣と普段の診療に｢プラスひとつ｣するこ

とで、本人および家族の健康意識を向上させる．

行動変容を促すことができるかもしれない。

すべてのこどもに｢こころとからだの健康を損

なうリスク｣がある。こどもの｢こころとからだの

健康｣を最大限にする｢文化｣を小児科医自らが作

り、新たな役割として担う。この概念変容が実現

し小児医療がますます社会的に重要視されること

を願う。

5．本邦への応用の検討

米国の健診の形式や"Bγ妙jF沈加γeS''の内容を

本邦へそのまま導入することは現実的ではないが、

現存の既存の枠組みに概念を応用することは可能

である。乳幼児健診においては、保健師による保

健指導内容の標準化を図る、 クリニックでの個別

健診では心理社会面を重視した保健指導を行う、

地域の集団健診に携わる医療従事者とかかりつけ

医の連携を強める、等が考えられる。就学以降は、

学校の授業で心理社会面への指導をする、スクー

ルカウンセラーとの面談でリスクを評価する、学

校とかかりつけ医の連携を強める、なども可能だ

ろう。 日常の臨床の場では、一次予防を意識しな

がら一人ひとりの患者を診察し、 「受診の理由｣以

外に気づいた点があれば積極的に介入をするよう
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2)HaganJF,ShawJS,DuncanPM, eds.Bright
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3)CohenE, etal.HEADSS, apsychosocialrisk
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l2．7: 1991 :539-544.

H おうちはどこ？家族は何人？兄弟は ？

お父さんとの関係はどう？お母さんとの関係はどう ？

おうちの中で喧嘩をする人はいる？自分が誰かと喧嘩することはある？

おうちでくつろげる？居心地はよい？

E 学校は好き？勉強の調子はどう ？

成績はクラス（学年）の中でどれくらい？自分の成績についてどう思う ？

A 学校で部活やクラブに参加している？放課後に参加している活動はある？

学校がないとき、何をしている？友達と遊ぶとき、どこで何をすることが多い？

， タバコやお酒を試したことはある？友達でタバコやお酒をやっている子はいる？

タバコやお酒に興味はある？法律で禁止されているドラッグを試したことがある？

友達や知り合いがドラッグをもっているのをみたことがある？

S 今、彼氏（彼女）はいる（いたことがある） ？その人とセックスをした？

友達の中で、 もうセックスをしたことがあるという子はいる？それについてどう思う

今まで何人とセックスをしたことがある？

自分は嫌なのに無理にさせられたことはある？

？

セックスをするとき、避妊具は使った？避妊について知っていることを教えてくれる？
S どうしようもなく気分が落ち込んだことはある？自分や他人を傷つけたくなったことはある？
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第111回学術講演会

飛行機と小児

日本航空株式会社人財本部健康管理部サトウ菜保子

1 ．飛行中の機内環境はじめに

1）機内環境

民間の飛行機は高度約1万mの上空を時速約

900畑で飛行している。機外の環境は、 0.2気圧、

気温-50度、湿度0%であり、人間は生存するこ

とは困難である(表1 ）。そのため飛行機は、エア

コンディショニングシステムを利用し､｢気圧｣｢温

度・湿度｣｢換気｣を調整し、少しでも地上に近く

なるように機内の環境を作り出している(機内環

境：0.8気圧、温度23～24度、湿度10～20%程度)。

客室内の高度は約2,000～2,400mで富士山の5合

目程度である。最近は低湿度対策のために客室を

加湿できる機材もある。

2）機内換気

飛行機は、飛行中に両翼のエンジンから外気を

取り込み、オゾンを除去後、 コンプレッサー(圧

縮機)で圧縮空気を作っている。このコンプレッ

サーで作られた一部の圧縮空気と、機内を巡り

戻ってきた空気で高性能HEPAフィルターに通し

国際観光機関によれば、 2017年の国際観光客数

は13億2千6百万人に達し、 7年連続で増加して

いる。

日本への出入国に際しては、 97.2％が飛行機を

利用しており、 2017年の日本の19歳以下の出国者

数は、約167万人となり、過去最高数であった1)o

また日本人国内旅行の動向調査において、小中

高生の子どもと一緒の家族旅行(乳幼児を含む)の

場合、 「飛行機の利用｣が22％であり、小児との旅

行に、飛行機を利用する家族が少なくはない傾向

が示されている2)。本稿では、飛行機の機内の環

境、小児の健康への影響と対策、飛行機の搭乗に

注意を要するケースの対応について説明する。

2017年166万9642人
万人
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表1 飛行中の機外と機内環境の比較

0.8気圧

24度

0－20％

率
度
２
印
％

０
－
０
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図1 日本人出国者数の推移(19歳以下）
湿度
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表2 飛行機の機内環境と健康への影響

機内の環境

気圧の変化

身体の変化

身体中の空気の

体積変化

低酸素

代表的な疾患
中耳炎･副鼻腔炎･腹痛･歯痛

循環器･呼吸系疾患の悪化･低酸素症気圧の低下 低酸素

低い湿度 乾燥

揺れ

長時間の着席血流のうっ滞

密集した空間

肌や粘膜（角膜･轟腔･咽頭）の乾燥･脱水

乗り物酔い･転倒によるけが

旅行者血栓症（成人）心身の疲労腰痛

感染症

①航空性中耳炎(図3）

飛行機が上昇する際は、耳管は比較的開きやす

いため、中耳腔内の圧を鼻側に逃がし、中耳腔の

圧と機内の気圧を一定にすることができる。しか

し下降する|際は、耳管は開きにくく、中耳腔内の

圧を下げることができず、耳に痛みを生じること

がある。航空性中耳炎は、耳捕や耳lIl感聴力低

下、耳鳴等の症状を呈する。大量の鼻汁の貯留や、

感冒や鼻炎のために耳管開口部周囲の鼻粘膜が肥

厚している場合には、特に発旅しやすい。予防と

して、出発前に耳鼻科系の炎症を治療しておくこ

と、 また搭乗前や下降前の点鼻薬の使用が有効な

場合もある。乳幼児は、 「耳抜き」のために「お

しゃぶりや哺乳瓶の口を吸わす」 「飲み物を飲ま

す｣、少し大きい小児であれば｢ガムや飴を食べさ

せる」 「少量の飲み物を飲む」等、 ’1然に耳管が

開くように促すとよい。バルサルバ法(鼻をつま

み、 l怪<息を吸いこみ、口をIMじて吸い込んだ息

を耳の方に送り込む)ができる年齢であれば、試

みると良い。

②航空性副胤腔炎

小児の場合、発達段階により副弾腔(前頭洞、

飾骨洞、上顎洞、蝶型''1-洞)の大きさに違いがあ

るが、一般的に感冒で鼻.汁が貯閉しているときに

は副鼻腔炎を伴っていると考えられるため、その

ような状態で飛行機に乗る場合は、症状が悪化す

る可能性が高い。刑鼻腔は、辿常は鼻と空気が''1

山に出入りでき、内圧が保たれているが、膿汁や

粘液の貯留、組織の腫脹などにより圧の調整がで

きない場合、強い頭痛、顔而ｿ前、歯捕などを生じ

ることがある。対策は、航空性中耳炎と同様、播

図2 客室内の換気

た空気(再利用)を50%ずつ混合し、調整した空気

を機内に送っている。この空気は客室天井にある

ダクトを通り、客室内の天井と側壁から供給され、

層状に対流し、床下両側の吸気口に流れ、機外に

排出される。そのため客室のコンパートメントを

超えて、空気が移動することはない。この換気に

より、 2～3分毎に新鮮な空気に入れ替わってい

る。 また雄近は｢HEPAフィルター｣で細菌、真菌、

ウイルスを捕獲するだけでなく、臭気、刺激物質、

ガス状汚染物を取り除くことのできる｢気体分子

フィルター」も導入している機材がある(図2）。

2．飛行中の機内環境と健康への影響(表2）

1 ）気圧の変化

ボイルの法則(温度が一定であれば気圧の体積

は圧力に反比例する）の通り、飛行機の高度が上

昇する際は機内の気圧が低下するため、体腔内の

ガスの体積は膨張する。一方、降下の際は、機内

の気圧が徐々に上がるため、体腔内のガスの体積

は縮小していく。このような飛行中の気圧の変化

に伴い、圧外傷が生じることもある(中耳、刑鼻腔、

消化符、歯牙等)。
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図3 飛行機内での鼓膜内外の気圧の変化

喚起が必要である。

2）低酸素分圧

約0.8気圧に調盤された航空機内では、酸素分

圧も80％となり、動脈llll酸素飽和度の低下が起き

るため、塒に新生児や循環器’1乎吸器系の疾患、

脳血管障害、高度の貧IIllがある場合には注意が必

要である。出発前に搭乗可能な状態であるか主治

医と相談しておくとよい。また搭乗に際し、航空

会社に診断書の細llが必要となる場合がある。小

児の健康状態に関する搭乗基準がほとんどないた

め4) 、経験豊富な航空会社を選ぶと良い。

3）低湿度

飛行が長時間になると、機内湿度は10%程度に

低下しているため、不感蒸泄量が増加し脱水状態

となる。また口渇・咽頭、鼻の粘膜眼の乾燥な

どが生じやすくなる。積極的に水分を摂取し、保

湿のためにマスクや眼鏡を使川すると良い(成人

の場合は、深部静脈血栓症や起立性低血圧の誘因

にもなりうる)。

4）振動

飛行中は、短長期的な機体振動が発生している，

また気流の悪い場所を飛行する際は、乗り物酔い

(空酔い)を起こすことがある。対策として、酔い

止め薬を搭乗の1時間から30分前に内服しておく

ことで予防する。空腹や満腹状態、 また振動や大

きな揺れの中での、読書やケームをすることは嘔

乗前に感!IIや耳鼻科系の炎症を治療しておくこと

が大事である。

③航空性腹痛

消化管内のガスが膨張することにより腹部膨淌

感、腹痛を生じることがしばしばある。搭乗前に

炭腰入り飲料、 イモ類や豆類、肉類等の摂取は控

えること、機内でげっぷや放屈は我慢しないこと、

ゆったりとした服装で搭乗すること等で予防する。

④航空性歯痛

齪歯の治療等で、歯牙と充填物との間に封入さ

れたガスが膨張し、歯髄神経が刺激されることに

より発症する。最近では歯髄の循環障害による浮

腫が原因とも言われている3)｡飛行機に乗る計画

がある場合は、齪歯の治療を終わらせておくこと

が大切である。

⑤減圧旅

ダイビング直後に飛行機に搭乗する場合等、体

内に溶解していた窒素ガス等が気泡化し過飽和状

態となることにより減圧症を発症することがある。

臓器内や血液中に気泡を形成し、 I型：関節痛

(bends)、皮膚症状(掻痒感、 しびれ等)、 Ⅱ型：

胸痛、 I1乎吸困難(chokes)、腹部膨満、頭痛、意

識障害等の種々の症状を引き起こす。ダイビング

後24時間は飛行機に搭乗しないように徹底するこ

とが大切である。特に小児でもリゾートで体験ダ

イビングをする機会が増えているため適切な注意



2019NOVEMBERvo1.38No.2東京小児科医会報36

が発生した場合の対応を定めているので、客室乗

務員の指示に従うようにする。

吐を誘発しやすいので避けると良い。また飛行機

の座席は、中央部(翼の上付近)が比較的揺れが少

なく安定しているので座席選びの参考にしたい。

機内を歩く場合には、転倒に備え、小児の場合は

できるだけ保護者が同行する。

5）長時間の着席

長時間、狭い座席に着席していることは、小児

にもストレスである。事前の対策でストレスを緩

和することを勧める。例えば、小児の好きなおも

ちゃ・お菓子･DVD･パジャマ・安心できるも

のを機内で利用したり、搭乗前に空港内の施設で

十分に遊ばせ、機内ではゆっくり眠れる工夫をす

る等がある。またできるだけ壁の前の席､バシネッ

トを予約し、足元のスペースを確保し、小児も保

護者も動きやすくすると良い。その他、狭い座席

では、小児のケガも散見される。 「ひじ掛けの裏」

｢テーブルの収納口｣｢シートベルトの金具｣などで

指を挟んだり、保護者に提供された熱い飲み物で

小児が火傷するケースが多いので注意が必要であ

る。

なお、保護者が長時間乳幼児を膝の上に抱いて

着席している場合、保護者の下肢静脈内に血液が

貯留し、深部静脈血栓症を生じるリスクも考えら

れるため、保護者も適宜立ち上がり、下肢を動か

し、脱水にならないように勧める。

6）密集した閉鎖空間

隣席の乗客が空気感染、飛沫感染するような感

染症にり患している場合は、換気精度には関係な

く感染することがある。また過去に麻疹、結核、

SARSの感染例や機内換気システムが作動してい

ない機内でのインフルエンザの集団感染例が報告

されている5)～9)。手洗いやうがい、マスクの利

用等を勧める。

なお、最近の調査では、飛行機の中で呼吸器感

染症患者から感染するリスクは、患者の座席の前

後1列および左右2座席以内が最も高く、それ以

上離れた席であればリスクは極めて低いことが報

告されている'0)。また航空会社では、感染症患者

3．航空機内の小児の救急症例について

2009年度からの6年間、某国内航空会社の機内

で発生した症例は、 1,634件であり、そのうち小

児(20歳未満)の症例は、 170件で全体の10.4%で

あり、海外の報告と同様の割合であった'1)'2)。客

室乗務員による記録の中で多かった症状は、けい

れん、意識障害、発熱、嘔吐であった。なお年齢

群別で特徴的なものでは、外傷・火傷は、 10歳未

満のみ、過呼吸症状は10代のみに発症していた。

既往症、基礎疾患のあった症例は37件で、小児症

例数の約l/4に相当した。その内訳は、てんか

ん10件､喘息6件､熱性けいれん4件､アレルギー

性疾患3件の順であった。なお重症疾患、難病の

憎悪もあり、これらの基礎疾患と機内での症状が

関連していると考えられる症例は、 30件であった。

4．飛行機の搭乗に注意を要するケースに

ついて

1）飛行機の搭乗に適さないケース(疾患がある

場合）

事前に主治医に飛行機の搭乗が可能であるか相

談する。疾患によっては｢搭乗可能｣の診断書の提

出を航空会社に求められる場合がある(診断書は

通常搭乗日を含め14日以内のものが有効)。飛行機

の搭乗に適さない状態は国際保健機関(WHO)の

InternationalTravelandHealthや国際航空輸送協会

(IATA)､AeroSpaceMedicalAssociation(AsMA)

に示されており、それらを参考に航空会社は自社

の基準を持っているため、搭乗の基準に際しては

各社のホームページなどで確認しておく必要があ

る(表3)。また五類感染症のうち伝染する恐れの

ある感染症および学校保健安全法で出席の停止が

定められている感染症では、出席停止期間の基準

を過ぎていない場合は、原則として航空機には搭

乗できない(表4)。
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表3 航空機旅行が適さない状態

心臓の病気 心不全、チアノーゼ心疾患、不安定狭心症、急性心筋梗塞（発症6週以内）

呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患､肺の拡張が完全でない気胸呼吸器の病気

繰り返す喀血

脳卒中急性期(発症4週以内）
脳の検査などで中枢神経系に空気が残存
頭蓋内圧上昇を来す頭部疾患

重症貧血

吐血、下血

重症中耳炎

創部が十分に治癒していない（頭部､胸部､腹部手術など）

出産予定日より28日以内にある妊婦

（産科医が搭乗の適正を証明する場合は可となる場合があります）
生後7日以前の新生児

他人に伝染させる恐れのある感染症

病状が安定していない精神神経科疾患､アルコール中毒その他の中毒

その他、

以下の症状等

’
日本航空HPより抜粋

表4 学校保健法による感染症と出席停止期間の基準
（搭乗できない基準）

出席停止期間感染症

発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日（幼児は3

日）を経過するまで

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製
剤による治療が完了するまで

インフルエンザ

百日咳

麻疹 解熱した後3日を経過するまで

耳下腺顎下腺又は舌下腺の膨張が発現した後5日を経過
し、かつ全身状態が良好になるまで

流行性耳下腺炎

風疹

水痘

すべての発疹が消失するまで

すべての発疹が痂皮化するまで

主要症状が消退した後2日を経過するまで

’
咽頭結膜炎

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎
伝染のおそれがなくなったと医師が判断するまで

結核

髄膜炎菌性髄膜炎
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なお、慢性的な疾患のある場合は、 日常内服し

ている薬品に加え、飛行機の中での悪化に備えた

薬の準備が必要である。けいれんの頓用薬、抗ア

レルギー薬、アドレナリン自己注射、喘息発作の

薬剤などは必ず機内に持ち込むようにする。また

海外に渡航する場合は、英文診断書を常に携行す

ることを勧める。

2）医療機器の使用が必要な場合

空港内、飛行機の機内で医療用酸素ボトルや保

育器等の医療機器が必要な場合は、依頼者と主治

医が所定のフオーム(MEDIF)に記入し、航空会

社に照会が必要となる(図4)。

東京. pp85-95,2015

4) Joel lsraels, etal. :FitnesstoFlyinthe

paediatricpopulation,howtoassessandadvice.

EuropeanJournalofPediatirics: 177:633-639,

2018

5)KenyonTA,etal. :Transmissionofmultidrug

resistant"yco6"c"""加加加γc"ﾉosisduringa

longairplanenight.NewEnglandJournalof

Medicine:334:933-938,1996

6)SonjaJ.0. etal. :TransmissionoftheSever

AcuteRespiratorySyndromeonaircraft.The

newEnglandJournalofmedicine:349:2416-

2422,2003

7)KaileyN:Measlestransmissionduringair

travel,UnitedStates,December l, 2008-

December31, 2011,TravelMedicineand

InfectiousDisease:11(2) :81-89,2013

8)MangiliA,GendreauMA:Transmissionof

infectiousdiseasesduringcommercialairtravel.

Lancet :365:989-996,2005

9)MoserER, etal. :Anoutbreakofinfluenza

aboardacommercialairline.AmericanJournal

ofEpidemiology:110: 1-6,1979

10)VickiStoverHertzbergetal. :Behaviors,

movements, andtransmissionofdroplet-

mediatedrespiratorydiseasesduring

transcontinentalairlinenights.Proceedingsof
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SatesofAmerica:115(14) :3623-3627,2018

https://www.pnas.org/content/115/14/3623

ll)佐藤菜保子，福島慎二，牧信子，他：航空機

内における小児救急例の検討．第19回日本渡航
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https://doi・org/10.1097/PEC.0000000000000993

おわりに

飛行機を利用する旅行は、機内の環境以外にも、

空港への移動や時差ぼけ等も心身の負担となる。

新生児や疾患のある乳幼児は出発前に必ず主治医

と相談し、身体のコンディションを優先した無理

のない旅程を組み、安全で楽しい空の旅を経験し

て頂きたい。また初めて飛行機に乗る時など、新

しい環境に適応することが難しい小児のために、

自宅で飛行機に搭乗する模擬体験ができるツール

を活用して準備を整えることもお勧めする。

文 献

l)法務省出入国管理統計表

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei

ichiran_nyukan.html(2019年6月15日アクセス）

2）旅行年報2018(公財)日本交通公社発刊

3）大類信浩，稲田真，藤田真敬：圧外傷．藤田

真敬監修：宇宙航空医学入門．鳳文書林出版販売
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第111回学術講演会

知っておきたい母子感染

東京大学医学部附属病院小児・新生児集中治療部高橋尚人

■■■

要旨

母子感染は現代においても依然として大きな問

題で、予防接種などの状況の変化により新たな課

題も現れている。先天性サイトメガロウイルス

(CMV)感染症、先天性風疹症候群、先天梅毒

先天麻疹についての最近の話題のほか、GBS感染

症、 リステリア感染症、新生児へルベスについて

解説した。 また、 日常的に行われる新生児点眼に

ついても汎用されてきた点眼液が製造中止となっ

たことから、今後の考え方について述べた。母子

感染患者を見た場合、一例一例教科書に立ち返り、

丁寧に対応することが必要である。今後も、病態

の解明、新たなワクチンの開発が期待される。

）

図1 母子感染の経路別の微生物

網掛けがいわゆるTORCHjiii候群を折し、かっこ内にその
頭文字を示した。かっこのないものがOthers(O)となる。
CMVはサイトメガロウイルス、 HTLV-1はヒトT細胞白
Ⅲ瓶ウイルスI剛、 IISVは単純へルペスウイルス、HPVは
ヒトパピローマウイルス｡

児に移行）と上行性感染・産道感染がある。一つ

のウイルスでも複数の感染経路が存在する。

母体感染スクリーニングと母子感染予防策

はじめに

小児の感染症をめぐる状況は大きく変化して来

ており、母子感染も同様である。ここでは、一般

小児科医が知っておくべき母子感染を解説するが、

教科書的な内容は簡単に述べる程度にした。具体

的な内容は2017年に発刊した束大病|塊新生児診療

マニュアルを参照していただきたい! )。

現在、本邦で行われている母体スクリーニング

検盃は、感染リスク者の把握として風疹が、キャ

リア・保菌者の同定として梅毒、HBV、HCV、

HIV，HTLV-1 、B群溶1m性レンサ球菌(GBS)、

CMV、 トキソプラズマ、 クラミジアが、感染経

路遮断（帝王切開、母乳回避）目的にはHIV、

HTLV-1 、HSVが、免疫能付与目的にはB型肝炎

が、病原体駆除目的にはトキソプラズマ、GBSが

対象として行われている。

母子感染の分類

図1に母子感染の経路別の微生物を示す。胎内

感染には経胎盤感染と上行性感染があり、分娩時

感染にはplacental leakage(子宮収縮で母体血が

研 究 臨 床
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7日以内に発生届を出す必要がある。出生後の周

囲への感染対策が重要で、抗体価が低い職員のワ

クチン接種、病棟・外来での児の隔離と他の妊婦

との接触防止が行われる。生後6か月時に再度

PCR検査を行い、以降lか月以上の間隔をあけて

2回連続陰性を確認できた時点で感染対策を解除

する。

先天性風疹症候群(CRS)は2012年からの風疹の

流行に伴い、 45人の患者が発生した。その後、

NHKなどのストップ風疹プロジェクト、 日本産

科婦人科医会の風疹ゼロ宣言、患者家族の会の

Handinhandなどのキャンペーンが行われ、 2018

年からの流行では、CRS発生は1人である。なお、

2019年から40歳以上の男性の抗体検査・予防接種

も無料化されている。

先天性サイトメガロウイルス感染症

CMVはへルペス属の中で最も大きなDNAウイ

ルス(235kbp)で、通常、不顕性の初感染後、生

涯潜伏感染となる。周産期の感染経路には胎内感

染、母乳感染、輸血関連感染がある。米国では妊

婦の抗体保有率が低く、未感染妊婦のl～4％が

妊娠中に初感染し、その約30％で胎児に感染が成

立し、先天性CMV感染の発生率は全出生の0.3~

l%となり、症候性感染症はその10%(全出生の

0.03～0.1%)とされる。しかし、既感染母体が安

全というわけではなく、再感染、再活性化も重要

とされている。診断には血液PCR，ウイルス分離、

CMV抗原、尿PCRが用いられ、 2018年1月より

｢サイトメガロウイルス核酸検出法(尿)｣が保険収

載された。検体は生後3週間以内に採取された尿

で、保険点数850点である。2003年の米国の第Ⅲ

相試験の報告で、中枢神経異常を認める症候性の

児にガンシクロビル12mg/kg/dayを6週間静脈

投与することで聴力が改善したとあるが、ガンシ

クロビルに先天性CMV感染症の保険適応はない。

抗CMV化学療法剤の新しい剤形薬バルガンシク

ロビルの｢バリキサ③ドライシロップ5000囎｣が

2018年12月7日に発売となった。こちらもまだ、

先天性CMV感染症の適応がないが、今後、医師

主導治験が始まり、その適応での保険収載をめざ

すことになる。

先天梅毒

梅毒は全妊娠期間を通じて感染が成立する可能

性があり、児への感染率は母体梅毒第1期と第2

期では60～100%で、母体発症からの期間が短い

ほど感染性が強い。症状は、生後3か月以内発症

の早期先天梅毒では黄疸、肝脾腫、 リンパ節腫脹、

多量の膿性鼻汁、手掌や足底の水庖性発疹、粘膜

斑、骨軟骨炎、骨膜炎、仮性麻輝、溶血性貧血、

血小板減少症などで、生後2年以降に発症する晩

期先天梅毒ではゴム腫性潰瘍、Hutchinson切歯、

神経梅毒などがみられる。診断には彦出物、鼻汁、

胎盤・膳帯の暗視野顕微鏡でのスピロヘータの確

認と非トレポネーマ検査ないしトレポネーマ検査

TPHA、FTA-ABSなどが用いられる。治療は

CDCのガイドラインでは母体の治療状況により

4つのシナリオに分けられている。診断から7日

以内の届出が必要で、厚生労働省ホームページか

ら届出基準、様式が閲覧できる。下記の5つのい

ずれかの要件をみたすものが対象になる。①母体

の血清抗体価に比して、児の血清抗体価が著しく

高い場合、②児の血清抗体価が移行抗体の推移か

ら予想される値を高く超えて持続する場合、③児

先天性風疹症候群

妊娠28週までの母体初感染で児に感染し、妊娠

初期(8～12週)の場合に高率に先天奇形を起こす。

母体不顕性感染でも白内障や難聴を認める場合も

ある。症状は感音性難聴、精神発達遅滞、心疾患、

白内障、肝脾腫、血小板減少などである。診断に

は血清風疹IgM抗体(生後半年は検出可能)、ウイ

ルス分離同定、風疹ウイルスPCR(咽頭拭い液、

唾液、尿)、血清風疹HI抗体価の経時的フオロー

などが用いられる。最寄りの保健所に、診断から
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の弧加"id"碗を抗原とするIgM抗体陽性、④早期

先天梅毒の症状を呈する場合、⑤晩期先天梅毒の

症状を呈する場合。

の早発型GBS感染症で、その75%が日齢Oの発症

で、 95％が日齢2以内の発症である。前期破水等

のリスクがなくても発症する。遅発型GBS感染症

は、生後2～4週が多い。垂直感染、水平感染の

両方があり、母乳からの感染や院内感染の報告も

ある。

現在、 Intrapartumantibioticprophylaxisが行

われており、 日本産婦人科学会・医会の産科診療

ガイドラインによると、 33～37週に膣周辺の培養

検査でGBS陽性者、 もしくは前児がGBS感染症の

場合にABPC2g、以後4時間ごとにlgを分娩ま

で投与する。検査未施行は陽性として扱い、予定

帝王切開は不要とされる。

先天麻疹

麻疹は感染すれば終生免疫を獲得し、いわゆる

発展途上国では妊婦の麻疹は稀である。ワクチン

接種を2回以上行っている先進国でも妊婦麻疹は

ほとんどみられない。しかし、本邦ではワクチン

接種率が低く、 2007～2008年に10～20歳代の麻疹

の流行があり、 この世代のワクチン未接種の問題

が明らかとなった。この世代が妊娠可能年齢にな

りつつあり、妊婦の約1割が感受性ありとされて

おり、注意が必要である。妊婦が発症した場合、

ウイルスは胎盤を通過し、約3割で胎児感染が成

立する。催奇形性はなく、新生児麻疹も正期産児

の場合は重症化しないとされる。早産の時期に母

体が感染すると、児は重篤化し死亡率が30%とい

う報告もある。先天麻疹には出生時に発疹を認め

る場合と認めない場合があり、生後7～10日以内

に発疹が出現した場合が先天麻疹とされる。しか

し、発熱は50%未満で、発疹も実際は半数程度に

しか見られず、無症状でペア血清での抗体価の上

昇のみで診断される例もある。母体の発症が明ら

かなら、児が無症状の場合もペア血清でIgGの上

昇がないか確認する必要がある。空気感染をきた

すため、陰圧個室管理が必要である。

リステリア感染症

原因菌のLiS"γ””0"OCymgE"eSは非芽胞形成

性グラム陽性短桿菌で、細胞内寄生性、肉芽腫形

成性がある。母体の食品からの感染に伴う胎児・

新生児の感染症で、胎児感染の死亡率は50～90％

とされ、特に早産児では予後不良例が多い。

IFN-γなどのThlサイトカイン産生が、早産児

では不十分なことがその理由として推測されてい

る。治療は、ABPCが第一選択で、セファロスポ

リンが効かない。我々はサイトカインプロファイ

ルを解析した症例を報告している2)。

単純へルペスウイルス感染症

「新生児へルベス｣で問題となるのは分娩前後に

感染する全身型で、初発症状は発熱、哺乳力低下、

無呼吸が多い。予防として母体外陰部に活動性病

変がある場合、アシクロビル母体投与・帝王切開

が行われるが、完全には防止できない。また、実

際には病変がない場合の方が多い。HSV-DNA定

量PCR(血液、髄液)が感度・特異度とも高く、結

果判明まで2～4日と早い。特に中枢神経型を

疑った場合は必ず髄液PCRも提出する。HSV-

IgM， IgGは特異度は高いが、検査結果判明まで

1週間程度必要で迅速性に欠ける。血球貧食症候

GBS感染症

学名は牛の乳腺炎を起こす菌という意味の

S"妙加cocc"szZzz"c"eで、 ヒトでも最近、母体

の乳腺炎が注目されている。新生児敗血症の原因

として最多の菌で、妊婦の10～30％が膣内に保菌

し、無処置なら保菌妊婦の50%で児に伝播し、そ

の1%の新生児が発症(全体で0.5～l.5/1,000人）

する。しかし本邦では、発症率0.1/1,000という報

告もある。

新生児GBS感染症の80～85%が日齢7以内発症
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が淋菌による眼炎で失明している。一方、近年で

はクラミジア・ トラコマテイスChja州d"

伽c肋"zα伽が新生児結膜炎の原因菌の過半数と

なっている。日本で汎用されてきたエリスロマイ

シン・コリスチン点眼液(商品名エコリシン)が

2016年に販売中止となり、多くの施設で対応の変

更を迫られている。

淋菌性結膜炎は娩出時に母親の頸管からの感染

性謬出液に曝露されることにより感染する。出生

2～5日後に膿性眼脂、眼瞼腫脹、結膜充血．浮

腫を認めるようになる。塗抹標本での菌の検出、

PCRが検査として用いられる。出生直後の1%硝

酸銀溶液を点眼することで予防でき、エリスロマ

イシン0.5%やテトラサイクリン1%の眼軟膏も用

いられる。

現在、世界的には妊婦の5～30％にクラミジア

生殖器感染があるとされ、分娩時に垂直感染する

危険性はその30～50%で、新生児の結膜、咽頭、

直腸、膣などの粘膜に感染する。発症は淋菌に比

べ遅く生後5～12日で、症状は軽度の結膜充血か

ら大量の膿性分泌物・偽膜形成を呈する重度の結

膜炎など多様である。塗抹標本での菌や封入体の

検出、PCR検査や直接蛍光抗体法が行われ、治療

としてはエリスロマイシンの14日間長期内服が行

われる。予防としてのエリスロマイシン、テトラ

サイクリン、硝酸銀は有効ではない。

新生児点眼は、 1881年にCredeが新生児の眼に

2％硝酸銀液を点眼し、淋菌性眼炎を10％から

0.3％に激減させたことから始まる。Nelsonの

textbookでは、 「帝王切開で出生した場合も含め

てすべての新生児に1%硝酸銀を点眼するか、あ

るいはエリスロマイシン(0.5％)またはテトラサイ

クリン(1.0％)の滅菌用眼軟膏を投与することに

よって、淋菌性新生児眼炎を予防しなければなら

ない｡」とある。一方、 日本では予防適応がある点

眼液や眼軟膏は存在しない。産科診療ガイドライ

ンの推奨通りにエコリシン眼軟膏塗布を行うのは

一つの選択肢である。ただし、淋菌については耐

群を合併することもあり、逸脱系酵素やフェリチ

ンの上昇がないか注意する。治療としては、アシ

クロビル(ビクロックス③)が用いられ、全身型・

中枢神経型:20mg/kg/dose、 3回/day、 21日間

投与する。疑い例でもPCR提出の後、早期に治療

を開始すること、規定量の投与を行うことが重要

である。予後は依然として良好とはいえず、我々

はサイトカインプロファイルを解析した2つの症

例を報告している3)4)。

B型肝炎母子感染予防

日本では1986年からHBe抗原陽性の母親から出

生した児に対して独自の予防法が開始され効果を

あげ、 1995年からはHBe抗原陰性のHBキャリア

母体にも予防措置がとられるようになった。同年

から予防措置が保険診療となったため感染の状況

把握が困難となり、処置の不徹底による感染発症

が問題となっている。2014年春に、予防措置が出

生後12時間以内のHBsヒト免疫グロブリン

(HBIG)投与とHBワクチン接種、生後1， 6か月

にHBワクチンの接種という国際的なプロトコー

ルに変更された。

家族内に母以外のHBVキャリアがいる場合の

新生児対応も定められていて、 日本小児科学会

HPに掲載されている。家族の希望がある場合、

母が入院中のワクチン接種も可能である。ただし、

母子感染予防と異なりグロブリンの注射は行わな

い。住民票が東京都23区外の場合は、母子健康手

帳に必ず記録を残し、スケジュールについて説明

し、近医小児科で以降の早めワクチン接種を勧め

る。

新生児眼炎と新生児点眼

結膜炎は新生児眼疾患の中で最も頻度が高く15

~20%の児が生後1週以内に発症する。世界的に

は淋菌"eiSs""go"0γγh0“gが主な原因菌で、

1880年には欧州の小児の10%が出生時に淋菌性結

膜炎に罹患していて、現代でも毎年世界で数千人
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告を図2にまとめた。非常に多くの種類の微生物

が原因となっている。
・細菌 ・ウィルス

ーMRSA 一コクサツキーA11,B3,B2,B1

－膿痂疹･SSSS －エコー18,30
-NTED

－エンテロB71
－サルモネラ

ー流行性角結膜炎
一大腸菌

一ノロ
ーGBS

一アシネトバクター －インフルエンザ
－バチルス.セレウス 一麻疹
一レジオネラ 一ロタ

ー単純へルペス

最後に

母子感染は現代においても依然として大きな課

題である。予防接種など、状況の変化により、新

たな課題も現れている。一例一例教科書に立ち返

り、丁寧に対応することが必要である。今後も、

病態の解明、新たなワクチンの開発が期待される。
図2本邦の正常新生児室での感染症流行の報告

医学中央雑誌で1981年から2012年までに報告があったもの
を列挙した。NTEDは新生児TSS様発疹症。
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性がありうること、 クラミジアについては予防効

果がないこと、眼軟膏塗布は医療スタッフが慣れ

ていないことなどを考慮する必要がある。一律の

出生時の点眼は行わず、淋菌ないしクラミジアの

母体感染のスクリーニングをより慎重に行うのも

選択肢と考えられる。

本邦正常新生児室での流行の報告

生後の水平感染は必ずしも母子感染のみではな

いが、医学中央雑誌で1981年から2012年までに抽

出された本邦の正常新生児室での感染症流行の報
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／、

小児領域のライフコースデータの意義と課題
：次世代医療基盤法時代を迎えて

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻教授

一般社団法人健康・医療・教育|背報評ｲⅢ推進機構(HCEI)常務理事川上浩司

省庁の境目

1 ．次世代医療基盤法について
1

2018年5)1に医療分野の研究開発に資するため

の匿名加工医療情報に関する法律(以下、次世代

医療埜盤法)が施行された。改正11w1人情報保護法

においては、第2条で|矢療情報や健診情報が要配

慮と指定されたため、本人の個別の同意なく、第

三者が異なる属性の医療や健診情報を連結して解

析するということは不可能となった。そこで、次

世代医療基盤法では、脚から認定された事業者で

あれば、本人のili'il別の|11意がなくとも、丁寧に'|1f

報公IMと説|ﾘlや抓否の窓口を設けるという「丁寧

なオプトアウト」によって、異なる属性の医療や

健診情報を連結して解析するということが認めら

れることになった。

すなわち、 この法律によって、個別のI11意がな

くても、例えば、 ｜司-11,'il人に対する診療所、病院

それぞれの医療|青報をつないで医療機関をまたい

だ研究を実施したり、医療機関と介護情報、乳幼

児健診と学校健診、学校健診と企業健診などの連

結が可能となることになる。

施行にともない、国や自治体は、各種行政施策

すなわち公衆衛生、医擦提供体制、医療保険等の

立案や実施に際して、 ｜雅名加工医療‘情報の利活川

を検討する必要があるとされている。本柚では、

次世代医療蛙盤法の制定に先駆けて、 自論体が保

有する情報を健康政策の立案へとつなげ、 また、

L__三口
旨自治体(市町村)

l刺…團
匡年謬庫瘤

Eう自治体から
都道府県立高校に
送付され散逸

地方行政の境目

図1 分断されている母子保健、学校保健
最終卒後5年で破棄されている

全匝|医療機関と連携した診療情報データベース

(RWDデータベース）を構築している、一般社川

法人健康・医療・教育情報評価推進機柵(以下、

HCEI)の取糸llをのうち、 ライフコースデータの韮

盤構築と活用の､｣能性について論じる。

2． ライフコースデータ構築の取組み

HCEIでは、全|刊の|坐I治体との契約のもと、健

康情服のデータベース化や利椚用に取り糸Ⅱんでい

る。特に対象としているデータは、図1のように

所管省庁の違いや地方行政の所管の違いによって

分断されてしまっている、学校健診情報及び母子

保健惜報の2種類であり、いずれについても自治

体の11ｲ･政的あるいは人的負担は発生しないように、

現場の負拙|嚥減にもなるように工夫している。

各々のデータベース化の概要と個人情報保護に|乳I
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する健康の状況、小児科医が作成した健康へのア

ドバイス等が記戦されている。 レポートはHCEI

から自治体に電子媒体で提供され、 自治体や学校

で個人識別情報と繋ぎ戻ったのちにプリントアウ

トされた状態で生徒に還元されている。さらに、

レポートにはQRコードが付|随しており、携帯端

末等で読み込むことで、電子生涯健康手1IE(PHR)

の一環として、将来にわたり健診記録を本人が保

管、閲覧できるようなる。将来、何らかの疾患に

罹患した場合、医師に過去の記録を見せることで、

医師の意思決定が早まり、 より適切な医療を受け

やすいという大きなメリットがある。

また、連挑自治体における保護者へのアンケー

ト洲査によると、住民の約84％が健康データを統

合して病気の予防のために活N1すべきだとl' 'l答し

ている。加えて、子どもの健診レポートが配布さ

れたことで保護者自身の健康診断受診の意欲が高

まったかという'川いに対しては、 56％が受診意欲

の高まりをIⅡ|答している。子どもへの健康レポー

トの還元を通して、地域全体の健康に対する意識

の高まりへとつながっていると考えられる。

で
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図2 連携自治体(2018年度までに全国120自治体）

する仕組みついて説明する。

2－1 ．学校健診情報のデータベース化

学校健診は、昭和33年から学校保健安全法に基

づき、義務教育期間の児童、生徒を対象に実施さ

れてきた。小学校1年生から中学校3年生までの

9年分が、健康診断票に手書きで記入され、高校

進学時には高校へと送られ、最終卒業後5年間保

存した後、破棄されている。 2018年度までに

HCEIは約120の自治体と協約を締結しており（図

2）、それ以外にも多くの自治体が2019年以降に

参、実施を検討している。

2－2．乳幼児健診情報のデータベース化

わが国では、母子保健法に基づき、全ての自治

体で乳幼児健康診査(以ド、乳幼児健診)が行われ

ている。悉皆で乳幼児他診が実施されているのは

他に類をみず、充実した制度である一方、問診内

容や1帳票の保存年限対象となる乳幼児の月齢は

自治体の裁量に任せられてきた。現在、厚生労働

省の主導の下、乳幼児健診の標準化及び電子化が

進められているが、デジタル化のための対応を迫

られる自治体や業務を担う保健師の負担は大きい。

そこで、HCEIでは、厚生労働省の標準項目検討

に合わせた、マークシート方式の乳幼児健診調票

を開発することで、 自治体や保健師の負担軽減に

貢献するとともに、健診データベースの構築を開

始した。

マークシート洲票は、 3－5か月健診、 1歳6

自治体が本取組みに参画する意義は､HCEIから、

･一人ひとりの生徒に還元される健康レポート

･個人が生涯を通じて健診情報を保管、閲覧でき

るPHRシステム

･自治体に対して、医療や健康領域における政策

立案のための根拠資料(後述）

が提供される点である。

生徒へのレポートには、 9年間の身良や体重、

BMIといった成長の記録、齪歯の状況をはじめと
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④ハシシュ化されたIDを

二 壽
提供。 （②③に基づく）

個々へ役立つコラム等も提供。

婆淫グ
⑤個人の健診情報や解析サマリーを

をリクエスト

⑤個人の健診情報や解析サマリ を

ネット回線

鷺…
■ 一 ■

曹

薄
現場でデータ閲覧

健診会場での措狸

お役立ちいただけ

システムをご提供

⑤健診会場でPHR利用の

察内用紙を配布いただきます。 ノ

灘）無二一⑤PHRア

健診情報及び

個人向け解析サマリーを閲覧

|受診者(保護者） ’
、 P

図3 乳幼児健診調票のデジタルスキャンからデータベース構築へ

か月健診、 3歳児健診について、 自治体が印刷可

能なシステムを無償で提供している。このマーク

シート方式の'帳票には、標準項目の他に若干の自

治体独自の問診内容を盛り込める。そして、健診

会場で記入済みの洲票がスキャンされると、個人

情報を除いたデータがHCEIのサーバーへ移送さ

れる仕組みである(図3）。学校健診情報と同様に、

保護者向け及び地域への健診分析レポートの提供

や、 PHRの一環として、保護者の携帯端末での

閲覧機能も準備している。 また、 自治体には、

HCEIから帳票のデジタルデータが還元されるた

め、国への刑本登録としてのデータ提lllがきわめ

て簡便になるというメリットがある。

扱事業者の義務は適川されないとする。これらの

規定及び文部科学省厚生労働省の発出による｢人

を対象とする医学系研究に関する倫理指針｣に基

づき、本事業における個人情報の取り扱いについ

て、HCEIは情報公llllと扣否の機会の提供をILI治

体に依頼し、配布用の保護者へのお知らせの文書

などを全て提供している。自治体によって、すべ

て個別の同意を保護者から取得するという場合、

その運用も支援している。全国の保護者などから

の質問や拒否の対応窓口もHCEI内に設置されて

いる。

次に、技術的な配順であるが、学校健診情報で

は、養謹教諭などが立ち合い、手書きの健康診断

票をスキャンする。その際、個人情報が含まれる

凹像とそれ以外の健診情報の画像は、パソコン内

の別々のフォルダに格納される。そして、学校に

は、個人情報部分と自動的に生成された連結記号

を提供し、HCEIのfu当者は匿名化された健診情

報のみをデータセンターへ持ち帰る。その後、国

際基準で高いセキュリティシステムを持つデータ

センターでクリーニング、解析される運びとなる，

なお、HCEIが作成する、生徒へ還元されるレポー

トは個人情報が除かれた情報である。その情報を

学校が保有する個人情報部分と連結記号を用いて

突合することで、一人ひとりのレポートとして出

2－3．個人情報への配慮

大きく2つの段階で個人情報に配慮している。

自治体がデータベースの構築について乳幼児や生

徒の保護者に告知する段階と、 スキャンでデータ

ベース運用の段階である。前者は法を遵守する取

り組みであり、後者は技術的な配慮といえる。

改正個人情報保護法では、第2条3項にて、病

歴を要配慮個人情報とし、健康診断情報もこれに

準ずるとされた。あわせて、第76条1項にて、大

学その他の学術研究を目的とする機|對若しくは団

体またはそれらに属する者において、個人情報取
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図4 学校健診における自治体での健康可視化の例

がる事例が増えると期待される。力される。

母子保健情報についても同様の技術的配慮がな

されている。まず、健診会場でスキャニングされ

た帳票の情報から、個人が識別される情報が切り

離された状態で、データがHCEI内のセンターへ

送られ、解析される。母子保健の個人向けレポー

トは、個人のみがスマートフォンなどで確認でき

る仕組みである。

これらの技術的な取り組みにより、個人情報の

流川を防ぐとともに、法の規定及び関連指針にし

たがった、非常に厳格な運用を行っている。

2－5．学校健診情報の活用における個人や自治

体にとってのメリット

学校において養護教諭が熱心な場合、健診記録

から、手作りで分析やアドバイスを記載して、卒

業時に生徒に渡すという地域がある。その努力や

志には敬意を表するものであり、今後も実施して

いただきたいとは思うが、 これはあくまで属人的

な収組みであり、そのような方が引退されたら終

了してしまうという事例もよく耳にする。さらに、

あくまでもその自治体内部での分析なので、

HCEIが行っているような、全国との比較や、個

人へのレポートに付|髄したQRコードによるデジ

タル化と一生を通じた健診結果の保管、閲覧機能

の提供とはならない。デジタル化した結果を個人

に返却することは、将来の転居や医療機関受診と

いった際に大いに役立つということは容易に想像

できよう。また、養謹教諭による個々の収組みで

は、HCEIが提供するような自治体内、場合によっ

ては広域連合における学校間の詳細な地域分析、

それぞれの地域の国勢調査や国民栄養調査などを

も参考にした自治体政策への提言にはつながらな

1，

V4o

一方で、一部の自治体では、せっかく実施した

健診結果は、受診勧奨などに使用したあとは、個

2－4．構築されたデータベースによる分析から

政策へ

HCEIは、連携自治体に対して、 自治体内の学

校ごとの健康情報による地域内健康格差の把握、

経年変化、全国の自治体や地域との健康状態の比

較等が記載されている(図4）。例えば、独自の取

り糸Mみとしてフッ素洗口を実施していた自治体で

は、 レポートを活用して全国平均と比較し、齪歯

の発生率が統計的有意に低いと確認、事業評価を

行う際の根拠としている。あるいは、学童の朝給

食の提供を自治体として検討する場合の根拠資料

としたという事例もあった。

今後、データの蓄積が進むことで経年変化の把

握が可能となり、 自治体における政策立案につな

曙■ Ⅱ Ff,叩 ＝面■ 弄珂
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度

jどのような赤ちゃんが’

どのように学菫期に移

行するのか

図5 ライフコースデータの概念図

人には返したくないという意見も聞く。間違えた

記載があった場合や、何らかの異常所見があった

場合に、保護者とのトラブルや、保護者や生徒を

不安にさせてしまうことを避けたい、 ということ

である。これでは、何のために自沿体や医師が時

間と労力をかけて健診を実施しているのか全く分

からない。健診を実施することそのものが目的化

していて、その結果は隠蔽しようということに他

ならない。人間の一生は学童期で完結するのでは

ない。一人ひとりが、学童期から先の長い道のり

を健やかに活躍していくために健診が行われてい

るときちんと定義することで、子どもたち一人ひ

とりの将来を守る、将来の社会を守るという重要

な認識を、学校現場の皆様にもっていただきたい

ものである。

方で私達はこれまでに、有力な政令指定都市であ

る兵庫県神戸市との調印、連携により、神戸市が

かねてよりマークシート形式によってデジタル化

して収集、蓄積している母子保健法に基づいた妊

婦健診および乳幼児健診を匿名化した、 1歳から

3歳までのデータセットをもちいた疫学研究を続

けてきた。これまでに、以下のような実絞を発表

している。

・受動喫煙と乳幼児期の齪蝕発生とのi奥l連、

BMJ誌、 2015年

・妊娠期喫煙、生後の受動喫煙と3歳||寺の蛋ILI

尿所見との|腱l連、 ClinJAmSocNephrol誌、

2017年

・乳幼児の睡眠不足と齪蝕発生との|對連、

JournalofPediatrics誌、 2018年

・乳幼児の短時間睡llltと3歳時の蛋白尿所見と

の関連、 SleepMedicine誌、 2017年

・妊娠期の飲汕習慣と3歳|'ず聴覚所見との関連、

AIcoholandAIcoholism誌、 2018年

・妊娠期喫煙、生後の受動|喫煙と3歳時聴覚所

兄との関連、PaediatrPerinatEpidemiol誌、

2018年

3 医学研究の事例

図5のように、 ライフコースデータを構築し、

特に母子保健と学校健診の15年間を紡ぐデジタル

コホートの構築により、人生を通じた切れ目のな

い健康長寿の実現に向けて、医学的にも多くの予

防医療や難病の理解に資する知見が集積されると

期待している。

本収組みを開蛉して数年のため、 15年|川のデー

タがつながっていくのはまだ先のことである。一

このうち、受動喫煙と乳幼児期の餓蝕発生との

関連については、過去に乳幼児健診を受診した約
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7万7千を対象に、家族が喫煙している家庭に生

まれた児は、喫煙をしない家庭の児に比べて、 3

歳時点での齪歯の発生がオッズ比で約2倍も増え

るという結果であり、国内外の新聞等でも広く報

道された｡このメカニズムとして､エビジェネティ

クスが作用していることが動物実験の結果により

推定されている。すなわち、受動喫煙の環境にお

かれた児は、その家庭で生きていくにあたり、た

ばこの煙に適応しようとする中で、 自身の生体防

御壁のひとつである唾液の成分が変化し、抗菌作

用が減少してしまうというものである。そしてそ

の現象は一過性のものではなく、一生を通じた体

質となっていく。齪歯は細菌によって引き起こさ

れるものであるので、唾液の抗菌が低いことによ

り、齪歯になりやすいという体質になってしまう

ということである｡このように､動物実験でわかっ

ているエビジェネテイクスの現象を、実際の人間

の集団のフェノタイプを対象とした疫学研究に

よって明らかにするという医学研究は、保健指導

や予防医療の根拠のためにも重要であろう。

データベース(DB))を構築している。標準化され

たデータベースを分母とすることで、各医療機関

には無償で、施設ごとの医療の質の向上、医療安

全、医療経営の可視化のための各種の分析を還元

している。2019年6月現在、全国175医療機関が

参加し、データベース内の患者総数は1900万人を

越える｡構築されたRWD-DBを用いることによっ

て、今までは不可能であった臨床疫学研究や薬剤

疫学研究が振興し、エビデンスに基づいた医療の

実践のための、医療の評価が進化していくことは、

未来の医療や医学の進歩のために重要である。

三つ子の魂百までと言われているように、人間

の一生において最もエビジェネテイクスの影響を

うけて体質を形成するために重要な、胎生期から

幼少期、学童期の健診情報を個人一人ひとりに還

元して将来にわたって保管閲覧できるようにする

とともに、個人の健康情報のみならず、将来的に

は上述の診療情報をもPHRとして一気通貫で個

人が保管閲覧できるようになることによって、個

人の一生を通じた切れ目のない健康意識の向上や

疾病対策となろう。また、匿名化された集団とし

てのライフコースデータのデータベースを、未来

の子どもたち、ひいては人類のために、予防医療

や難病の理解の基盤にしていくことが私の願いで

ある。

4．おわりに

ライフコースデータのための取組みとは別事業

として、HCEIでは、全国の医療機関と契約して、

電子カルテ由来の診療情報を統合した、医療にお

けるリアルワールドデータのデータベース(RWD
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．
小児科医の責務

一成育基本法公布・令和を迎えて－

的場医院伊藤隆一

は閣法と議員立法があるが基本法の多くは議員立

法となっている。成育基本法と同時に成立した循

環器病(脳卒中、心臓病等)に係る対策に関する基

本法があるが、あるベテラン議員から医者は病気

一つ一つに法律を作るのかと成育基本法にも疑問

をかけられたエピソードがある。

今回成育基本法は最終的に超党派での議員立法

にて衆参満場一致で可決された。政治の行方はわ

からないが、小児保健法を目指していた時代に、

もう一歩で成立かというところで政権交代時に一

度頓挫した過去がある。今回、松平隆光日本小児

科医会会長(現名誉会長)以外は末席の自分はじめ、

成立にあと何年かかるかと覚悟していたがこの2

年間で急速に進展し法の成立を見ることができた。

日本小児科医会がその必要性を訴え日本医師会会

長諮問、母子保健委員会で検討されてきたが、あ

る議員の方に法律を作るのは貴方達でなく私たち

が作成するのですと指導されたこともあった。ま

た今回、小児科医としては胎児という言葉を記し

たかったが、法案作成の法制局から現状日本の法

律では胎児に人権を認めていないので記載できな

いと教えられた。

条文は第1章(総則)、第2章(成育医療等基本

方針)、第3章(基本的施策)、第4章(成育医療等

協議会)、第5章(雑則)で計19条と附則からなる。

第1章では目的、定義、基本理念、そして国・

地方公共団体・保護者・医療関係者等の責務、連

成育基本法(略称)が2018年12月、平成昨年末に

成立・公布された。お母さんのおなかの中から親

になるまで(妊娠期サポート ・小児期・思春期・

次世代育成成人)の『成育』過程で子ども一人一人

の健やかな発育を目指す。

個々の医療、社会・公衆衛生学的視点、教育・

福祉の連係をはかり、切れ目なく社会全体が次世

代をサポートしていく。既存の関係法律・政策や

行政区分を包括統合して事業を有機的に推進する

基本法(理念法)である。

まず成育という言葉が一般になじみが薄い。自

分が教壇で使用している小児看護の教科書も生育

と誤植していたことがあり出版社に連絡した。国

立小児病院から国立成育医療研究センターとして

医療・研究内容が拡大した内容を見ると成育とい

う言葉が理解できると思う。

また基本法については､正式な定義はないが国

政の重要分野について進める施策の基本的な理念

や方針を明らかにして施策の推進体制等について

定めるとしている。

小児科医会発足から進めてきた昭和の時代には

成立した基本法は7法に過ぎないが平成に入り急

増している。関係が深い基本法には少子化社会対

策基本法(平成15年)、食育基本法(平成17年)、が

ん対策基本法(平成18年)、肝炎対策基本法(平成

21年)、アレルギー対策基本法(平成26年)などが

ある。他にも関係する基本法が多々ある。法律に
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携、協力を記載している。 10箇条で構成されてい

る。虐待が減らない中、保護者の責務を厳しく認

う事は今回検討から見送られた。

第2章は11箇条で、政府はその成育医療等基本

方針を定め、厚労大臣は内閣総理大臣、文部科学

大臣その他の関係行政機関の長と協議するととも

に成育医療等協議会の意見を聴いて案を作成し閣

議決定を求め遅滞なく公表しなければならない。

適時基本方針に基づく実施状況の評価を行い、状

況の変化を勘案し少なくとも6年毎に評価検討を

加え、必要がある時は変更しなければならないと

している。

第3章は12～16条の5箇条からなり、基本的施

策として、成育過程にある者及び妊産婦に対する

医療・保健・教育及び普及啓発・記録収集体制整

備・調査研究をあげる。

良質かつ適切な医療の提供、体制整備、救急医

療の充実、孤立の防止及び不安の緩和、虐待の予

防及び早期発見、健康診査、心身・健康に関する

相談支援体制整備と知識普及保持、科学的知見に

基づく愛着形成の知識とその活用、健康教育の啓

発普及。予防接種、乳幼児健康診査、学校健康診

断などの記録収集･管理と情報活用体制整備､デー

タベース整備。

妊娠・出産・育児・成育過程各段階の心身の健

康問題調査研究を行うとしている。

第4章は17． 18条の2箇条からなり成育医療等

協議会について言及しその他は政令で定めるとし

ている。

第5章は都道府県が医療計画など作成時は成育

過程にあるものに配慮し、適時実施状況の評価を

行い厚労大臣に報告するよう努めなければならな

いとしている。

附則では、本施策を総合的に推進するためには

行政組織の在り方等に必要な措置を講ずるものと

している。これは将来子ども家庭局や子ども家庭

省などへの行政組織改編の方向への足掛かりを記

載していると解釈できる。

日本小児科医会では全国各地域から委員を選出、

また日本小児医療保健協議会の合同検討委員会を

開催して意見集約を行っている。すでに本法への

パブリックコメントも終了している。 ll月中旬開

催された国会の超党派議員連盟の議員総会報告で

は2019年9月に関係府省庁準備会合、 11月関係政

令公布(施行期日、協議会、都道府県計画)、 12月

法律施行の予定となり2020年(令和2年)成育医療

等協議会設置(約20人)、その協議結果を受けて閣

議決定がされる予定となっている。

児童福祉法、母子保健法、健やか親子21、児童

虐待防止法、子ども・若者育成支援推進法が従来

の法律・施策であるが、今後医会はじめ希望・期

待される政策・研究を事あるごとに示して行かな

ければならない。

最初のフレームは先人小児科医の意志をつなげ

てようやくできた。今度はその中をより良きもの

に埋めていかなければならない。

疾病．社会構造の変化から心の病気はじめ社会

学医学的な問題が増えるなか、倫理にかかわる遺

伝子治療・生殖医療の進歩も目覚ましいものがあ

る。健康教育、生殖(性)教育、がん教育などにさ

らに取り組み、そしてレジリエンスをそなえる子

どもと保護者となるようサポートしていくのが小

児科医の重い責務となる。人間の本来の生物とし

ての子孫の残し方、家族の在り方を今一度考えた

い。そこには子どもを育てるのが楽ではないかも

しれないが『育楽』として育みが楽しい保護者や社

会になればと思う。愛着を持った育児が楽しい事、

幸せにつながる事を母親等に教えるのが小児科医

の役目である。愛情を受けて育った子どもは、 ま

た次の世代に向けた愛情を注いでいく。人間常に

楽しい時はない。苦しい事を経た後に楽しくなり

苦しい時が思い出になる。苦しい事を知らなけれ

ば楽しい事はわからない。
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S尋入墨三F
抗菌薬適正使用の現状と課題

石和田稔彦

日馬由責

千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野

陸l立国際医療研究センター捕院 l'il際感染症センター/AMR臨床リファレンスセンター

表1 抗菌薬適正使用に閨するシンポジウム概要
はじめに

テーマ:子どもを薬剤耐性菌から守るために小児科医が今、すべきこと

座長石和田稔彦(千葉大学真菌医学研究センター）

座長日馬由貴 （国立国際医療研究センターAMR臨床リファレンスセンター）

演者1 入院診療における抗菌薬適正使用

荘司貴代 （静岡県立こども病院小児感染症科）

演者2 外来診療における抗菌薬適正使用

黒崎知道 （くるさきこどもクリニック）

演者3 ほとんどの急性上気道炎に抗菌薬は不要?！

～中耳炎はいつ耳鼻咽喉科医に紹介すべきか～

永田理希 （医療法人社団希猩会ながたクリニック）

演者4市民啓発は重要だが焦らずじっくりと

③
笠井正志 （兵庫県立こども病院感染症科）

抗闘薬が効かない薬剤耐'1彌が世界的な問迦と

なっており、 このまま問題が放置されれば、 2050

年には年llll1,000万人が薬剤耐性菌によって死亡

する未来が訪れると言われている。薬斉l1耐性菌が

生み出される雄大の脈因は抗菌薬の使い方にある

新規抗菌薬の開発が頭打ちとなっている今、われ

われは適当ではなく適切に抗菌薬を使用すること

を心がけなくてはならない｡私たちは､ 2019年4

月の第1221可日本小児科学会学術集会においてシ

ンポジウム｢子どもを薬剤Ⅲ~性菌から守るために

小児科医が今、すべきこと」を企I山iした(表1 ）。

このシンポジウムでは、入院診療、外来診療、他

科連携、市民啓発の4つの視点から各分野の第一

人者の先生方にご講演いただいた。本稿では、そ

のシンポジウムで発表された内容を基に抗菌薬適

正使川に関する沽動の現状と課題について述べる

正使用支援加算｣が新設されたことにより、抗菌

薬適正使用支援チーム(AntimicrobialSteward-

shipTeam:AST)が組織されるようになった。

ASTは、抗菌薬の不適切な使用や長ﾘﾘ｣間の使用

が薬剤耐性菌の発生や蔓延につながるため、その

対策として患者への抗菌薬の使用を適切に管理・

支援するための実働部隊である。ASTの主な構

成メンバーは、抗菌薬の使川量を把握する薬尚ll師

とⅢ性菌発生動1句を把握する検査技師、実際の治

療の相談窓口となる医師となる。ASTが臨床現

場に介入するポイントは、 li1術期の抗菌薬適正使

用、反復性の肺炎や尿路感染症に対する対応など

の感染症予防から、峰症や' ' 1等症の感染症に対す

る静注用第3世代セファロスポリン系抗菌薬やマ

クロライド系抗菌薬の使川方法、重症感染症や、

化学療法や造Ⅲl幹糸lll胞移杣後の発熱性好}|!球減少

入院診療における抗菌薬適正使用

入院診擁の現場は重症患者が多いために広域抗

菌薬が使川される密度が高く、抗l泉i薬適正使川の

重要な拠点である。入院患者の感染管理に関して

は、院内全体の感染動向の早期把握や感染対策を

適切に管理するための実働部隊である感染制御

チーム(InfectionControlTeam: ICT)に加え、

2018年4ノlから、診擁報酬改定により「抗菌薬適
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症に対するカルバペネム系抗菌薬やタゾバクタム

/ピペラシリンなどの広域抗菌薬の使用方法まで、

広範囲にわたる。

広域抗菌薬の処方許可制は、抗菌薬の使用量の

制限には有効な手段ではあるが、それにより患者

の予後を悪化させてはいけない。培養結果から得

られた情報から起炎菌を推定し、薬剤感受性結果

から、最適な抗菌薬を選択すること、初期投与薬

剤から臨床経過や検査結果により適切に標的治療

にde-escalationできるようアドバイスすることも

ASTの重要な活動の1つである。そのためには、

感染症を専門とする医師が院内に配置され、

ASTチームの一員として活動することが望まし

く、小児感染症専門医の育成は急務である。また、

その一方で、直接抗菌薬適正使用につながる検査

(タイムリーな血液培養結果の報告、LAMP法や

PCR法などの遺伝子検査)の導入を積極的に行っ

ていく必要がある。そのためには、臨床医は不必

要な微生物検査のオーダーを減らし、検査技師の

負担を軽減し、抗菌薬適正使用に割ける時間を増

やすことも重要である。

静岡県立こども病院では、小児気管切開患者の

下気道感染症で検出される緑膿菌を治療対象とす

べきかどうかについて詳細に検討を行い、気道か

ら緑膿菌が検出されている気管切開児に対して抗

緑膿菌作用を有する抗菌薬投与は必ずしも必要で

はなかったと報告している')。私たちはこのよう

にエビデンスを示しながら、抗菌薬適正使用につ

いて、現場の医師に理解と協力を求めていくこと

が必要であろう。

一方、市中感染による入院症例において、耐性

菌感染は大きな問題となっている。例をあげれば、

カルバペネムを含む多剤に対して感受性の低下し

た肺炎球菌による髄膜炎2)、基質拡張型β－ラク

タマーゼ(ESBL)産生大腸菌による尿路感染症3）

などである。これらは、外来の現場ですでに耐性

を獲得した細菌が感染症を惹起し、入院治療を困

難にしていることを示している。

外来診療における抗菌薬適正使用

日本で使用されている抗菌薬の90％が内服抗菌

薬であるため、外来診療は抗菌薬適正使用の主戦

場と言える。抗菌薬処方割合は病院外来と実地医

家で比較すると実地医家の方が高く、第3世代経

口セファロスポリン系抗菌薬、ついでマクロライ

ド系抗菌薬が多い。さらに、小児領域での使用割

合が高いことが指摘されており実地医家も適正使

用に取り組む必要がある4)。

外来での抗菌薬投与の機会が最も多いのは呼吸

器感染症に対してである。呼吸器感染症に対する

抗菌薬投与のタイミングは、感染のフェーズから

考えることが重要であり、 ウイルス感染に続発す

る細菌感染合併時で、臨床症状から考えると、

徐々に増悪する湿性咳、著明な湿性咳の時期とい

うことになる。ただし、保育園児などは、様々な

ウイルスに短期間に繰り返し感染するため、急性

感染を繰り返しているのか、 1つの感染エピソー

ドの経過なのかを判断することも大切である。抗

菌薬投与にあたっては、ペニシリン系抗菌薬を第

1選択とする。血中濃度が上がりにくくグラム陽

性球菌に抗菌活性の弱い第3世代経口セフアロス

ポリン系薬処方は不適切使用に繋がるため、処方

機会は減らすべきであろう5)。抗菌薬適正使用に

対する考え方は、講演会やセミナーを通して広く

周知すべきである。しかしそのような機会に参加

しない医師にどのように抗菌薬適正使用を啓発す

るかは大きな課題である。実際、 2017年に千葉県

内小児科医会会員を対象に、抗菌薬適正使用に関

するアンケート調査を行ったところ、かぜ・気管

支炎に対する抗菌薬処方割合30％以下、ペニシリ

ン系抗菌薬を第1選択薬としていると回答した医

師が大半を占めた6)が、 この結果はAMR臨床レ

ファレンスセンターが公開している県別の抗菌薬

使用量と処方傾向の結果とはかけ離れたものであ

り、アンケート調査は意識の高い先生方の回答に

過ぎないと考えられた。
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が局所所見に比較して低く設定されていること、

実臨床で本スコアリングを用いるとほとんどが中

等症以上になってしまうことなど、限界点も見受

けられる。米国小児科学会の急性中耳炎ガイドラ

インの抗菌薬投与判定基準は全身所見を重視する

ように作成されているものの、 2歳未満が層別化

されていて抗菌薬投与の基準が甘くなるため、 2

歳未満の場合はほとんどの症例で抗菌薬が投与さ

れてしまうような基準となっている'1)。本来なら

ば、急性中耳炎であっても全身状態が悪く、かつ、

局所所見が重症な場合のみが抗菌薬を投与すべき

フェーズであり、それ以外の場合は2～3日経過

を観察するのが望ましいと考えられる。一方、急

性中耳炎に罹患した児の40%程度が謬出性中耳炎

を合併すると言われており、 さらにそのうち10~

25％程度は3か月経過しても治癒しないため、急

性中耳炎の治療後は3週間程度の観察期間を設け

ることが望ましい。 3週間の経過観察で彦出性中

耳炎が治癒しない場合には、手術によるドレナー

ジが必要となる場合もあるため、耳鼻咽喉科医へ

の紹介が望ましい。

内服抗菌薬の選択に関しては、 よほど高度な耐

性菌を除いてはペニシリンでの治療が可能であり、

第3世代セファロスポリン系やカルバペネムなど

の広域抗菌薬が必要となる場面は少ない。また、

炎症の主座である中耳腔に点耳薬が届くためには

鼓膜が大きく穿孔している必要があるため、軽症

中耳炎や鼓膜チューブ留置例では効果が期待でき

ず、点耳薬が必要となる場面も限られている。

抗菌薬適正使用の根幹には根拠に基づいた適正

な診断が必要だが、プライマリケアについてこれ

らを学んでいる医師は少ない。そのため、適正な

診断について自ら学ぶ姿勢が重要である。耳鼻咽

喉科医が専門的に小児の中耳炎を診察しなければ

ならない例は、全身所見や局所所見が非常に高度

な場合、 3か月間未治療の謬出性中耳炎など、 ド

レナージが求められる場合に限られるが、それぞ

れの医師が得意な分野をカバーしあえればよいと

では、 この課題にどのように取り組むべきであ

ろうか？ 海外では、各医師が、 自分の処方を省

みることは抗菌薬処方の抑制につながるとの報告

がある7)。しかし、抗菌薬使用に関する指標の算

出法は煩雑であり、診療所において算出するのは

難しい。 くるさきこどもクリニックの黒崎は、抗

菌薬使用状況を比較的簡便に評価する方法として、

保険薬局の協力を得て処方せん応需に基づいた抗

菌薬処方状況を把握する方法を開発し、その有効

性を報告している8)｡簡便な方法でも自分の抗菌

薬処方数を省みることは、安易な抗菌薬処方防止、

不適切使用の防止につながる。千葉県では、 この

方法を基に県医師会と県薬剤師会の協力のもと、

全県的に抗菌薬処方の実態を調査し迅速に処方量

を現場にフィードバックすることで抗菌薬適正使

用につなげる活動を開始しているo

一方、保護者の受診行動をみると、発熱．感冒

様症状を認めた際に、小児科ではなく耳鼻咽喉科

を受診される方が少なからずいる。抗菌薬処方を

希望する保護者は、抗菌薬処方する医療機関を受

診する傾向にあり9)、近隣の医療機関と共同で抗

菌薬適正使用に取り組むことが大切である｡

他科連携

日本国内で処方される抗菌薬の90%は経口抗菌

薬であり、そのほとんどが外来で処方されている。

中でも、ウイルス感染症であるはずの上気道感染

症に対して不適切に抗菌薬が処方される例は多い。

上気道感染症の9割は抗菌薬が不要であるが、小

児の急性気道感染症の細菌性合併症として急性中

耳炎の頻度は高く、急性中耳炎の診断と、治療が

必要なフェーズを見極めることが重要である。

日本の小児急性中耳炎ガイドライン2018年版'0）

では、全身所見、局所所見、年齢によるリスクで

スコアリングして重症度を判定し、軽症例には抗

菌薬を投与しない治療方法が記載されている。し

かし、 このスコアリングは本来フェーズを見極め

るのに重要であるはずの全身所見を反映する点数
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ケースが増加するのではないかという懸念がある。

無意識的な医師の構造化によって抗菌薬を処方す

る医師を悪者にしてしまうと、このような例を増

やしてしまうことになりかねない。適正使用の根

本には患者アセスメントがあるため、診察スキル

が高くなければ適正使用の実践は困難であり、 さ

らに、適正使用には患者家族を不安にさせない話

術も必要となる。すなわち、適正使用ができる医

師は診療レベルの高い医師と考えることができる

ため、適正使用ができていて狭域抗菌薬をうまく

使いこなせる医師をモデルとして、周囲にそのよ

うなモデルの存在を浸透させることで、適正使用

していない医師のボトムアップが期待できるので

はないだろうか。これは、 「他人にあわせる｣を美

徳とする日本人の国民性ともよく合致する戦略で

ある。ただし、 この戦略を実施するには各医療機

関における処方の見える化、モニタリング．アン

ド・フィードバックのシステムが必須であり、学

会などが主導し、手段を確立することが求められ

る。

医療者啓発・市民啓発とも、対策というプロセ

スのみに注視するのではなく、対策により対象者

にどのような影響を与え、AMR問題にどのよう

な貢献がもたらされるのか、その点を常に意識し、

対策を進めなければならない。

いう考え方もある。まずは医師ひとりひとりが自

分の手の届く領域について学ぶことから始め、情

報を仲間と共有し合って広げていくことが、本当

の抗菌薬適正使用につながるのではないかと考え

られる。

市民啓発

AMR対策を行う上で、啓発は医療者・市民の

双方に行うことが大切であり、厚生労働省、内閣

官房による積極的な啓発が行われている。AMR

臨床リファレンスセンターも対策情報サイトを作

成して市民に積極的な情報発信を行いつつ、川柳

をはじめとしたキャンペーンを数多く行っている。

しかし、ホームページのアクセス履歴をみると医

療者向けのページビューは伸び悩んでおり、啓発

過剰で医療者の興味が逆に遠のいているような様

子も窺える。市民啓発においても、抗菌薬による

害が強調されすぎているような印象がある。抗菌

薬が危ない、 ′|布いというイメージを市民に植え付

けることは、過度な自然派志向を助長し、抗菌薬

を｢使用したくない｣市民を作ってしまうことにも

なりかねない。これからの啓発は、そのような｢北

風｣的なアプローチに加え、 「太陽｣的なアプロー

チが求められる。腸内細菌への注目は、 「太陽｣的

アプローチの一つである。 「抗菌薬によって耐性

菌を生み出してしまう」というよりは、 「抗菌薬に

よって腸内に生息する大事なパートナーをなくし

てしまう」と啓発するほうが、昨今の健康食ブー

ムと相まって理解が得られるのではないだろうか。

また、医学生は市民と医療者の間に存在する特殊

な存在であり、市民の応援を得やすい立場にある。

啓発の助けとなる存在であるため、積極的に活用

していくことが望ましい。いずれにせよ、啓発は

誰でも実行でき、持続可能で、周囲の理解の得ら

れやすいことが求められ、 これらの点に注目して

戦略を練っていくべきである。

医療者に対しては、抗菌薬適正使用を強調する

あまり、必要な感染症に抗菌薬が処方されない

おわりに

上記に述べた4つの話題は、いずれも薬剤耐性

菌と対時するための重要なテーマである。抗菌薬

を財産としてこどもたちへ、孫たちへと継承して

いくためには、医療者、非医療者に関わらず、ひ

とりひとりの心がけと行動が大切である。
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重症心身障害児と共に生きてきて…

元ベーテル職員 上ユウステベツク節子

がある。てんかん発作に慣れていて観察記述や対

処ができる私には、すぐに5歳から12歳位の少女

4～5名の世話が任された。この病院での入院検

査、主として有効な薬を見つけるには2～3週間、

長ければ2～3カ月にもなる。この間子供達は'二l

常生活のリズムを保てるよう|院内幼稚岡、院内学

いじめ、登校拒否等々の時期をへて自殺まで考

えていた私に、生きる事、何があっても生きてい

く事だとの自覚を持たせてくれたのは重度心身障

害を持つ弟だった。 2歳年下の弟は昭和23年頃に

大流行した日本脳炎の後遺症に、治療段階でのミ

スによる脳膜炎も重なり、半身マヒ、てんかん発

作等々を持っていた。その弟のために、そして全

力を尽くして弟の世話をする父母を思うと、 自ら

命を絶つのは許されぬと私は悟った。

先々の生き方を模索している頃、ある新聞記事

で｢障害者の街ベーテル｣を知った。今から半世紀

以上前の事である。ジャーナリスト志向であった

私は、そこで弟と同じような障害を持つ人々と生

活し、その先を考えてみようと思った。準備の時

を経てドイツ、 ビーレフェルト巾にあるベーテル

(正式の名称は||略)にやって来たのは22歳の時。一

年間、見聞し、多くの体験を得られればと考えて

いた私に間もなく看謹学校の先生からお声がか

かった。 「折角だから、看護婦の資格を取ったら

……」と。資格を取るには3年の勉強が必要であ

る。弟は存命であったし、そんな長い留学は考え

ていなかったので戸惑った。

結局看護学生になった私の主な実習場所は、て

んかん専門病院の小児病棟。当地では生徒といえ

どもll皇規の着誰婦とはほざ同様の勤務内容、責任

。

写真1 看護学生になったばかりの頃の私

てんかん専門病院小児病棟で
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グもあったが、初心を貫くために、試験だけ受け

て日本の看護婦資格も取った。 1 1本最初の重度心

身障害児施設と言われる島田療育園で働き、長女

出産後は、人手不足を解消するために折しも開設

されたl刺内保育所に預けて働いた。夫も最大限協

力してくれた。

ベーテルで看護婦に任される責ffと共に、その

権限の広さ、 白｢l1さをも学んだ私にとって島田で

の仕事には疑問も少なくなかった。看護婦も何事

につけ許可を得なくてはならず、散歩一つ、ハン

コ無しではできなった。 ｜境害児に一番近く接して

いる君謹婦の観察、意見を重視してくれたベーテ

ルの医師と比して、島田では医師との距離はかな

り大きかった(勿論、例外もあったが)。

ともあれ一家で充実した毎日を送っていたのが、

ある日突如一転した。夫の滞在許IIj-が延長されな

くなったのだ。子の将来を考えてもドイツへ移る

のが一番と判断し、私が引き続きライフワークを

実現できる地、ベーテルに引越す事にした。夫に

も事務の仕事が、娘(2歳)には保育園に席が確保

された。こうして私はベーテルの重度心身障害児

ホーム｢パトモス｣に働くようになった。前述のて

んかん専門病院と比し、パトモスはホームなので

病院的な雰囲気ではなく家庭的なムードを作るよ

う職員は心がけた。パトモスに私は長男出産もは

さんで15年近く、 2つのグループに勤務した。

「けしの花｣グループには特に｢難しい｣ケースが

校に通う。それ以外の時間は看護婦が世話をするC

l970年代後半からは幼児に|ｿ親がつきそうのも可

能になったが、それまでは完全看護で、入院想者

のつきそいは子供でも無かった。

見合った抗てんかん剤を見つけ、最適の量を定

めるのが、 この病院滞在の'二I的である。弟の存命

中、 日本で使われていた抗てんかん剤は3， 4種

類であったと記憶している。が、 ここでは既に10

数種の抗てんかん剤が使われていた。学生の私に

もすぐに子供達の薬を用意する課題が与えられた。

こちらでは入院でも院外でも薬は50錠、 100錠と

いう単位で川される。従ってその薬をきちんと配

分するのは大切な仕事である。乳児、幼児向けの

シロップや粉末剤は、 こちらでは極限られている。

錠剤を飲めない年齢では、例えば解熱剤は座薬で

ある。私が世話をした子供達は皆、何の抵抗も無

く薬を飲めた。錠剤だと万が一はき川しても、何

をどの位飲み込んでいないのかが明らかで都合が

良かった。私の子供2人は(現在44歳と39歳)健康

で殆ど服薬しなかったが、薬を飲み込めなくて

困った記憶は無い。

ベーテルで正看謹婦の資格を取った私は、重度

心身障害児の看護を志して州'五|した。弟は私の帰

国を待たずに重積発作のため亡くなっていた。弟

が私に託していった物を無にしない為に、私は看

護の道を歩み始めたのだった。帰|玉I直後、東京で

川会ったドイツ人男性と結幡するというハプニン

頭

苧

bl
戸一可

『 k 2010淵QB771‘9

写真2 ズイビレ(19歳位)と私 1985年頃 写真3 ズィビレと私
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た。又、ひつくり返り、叫び、頭を叩きつけても

座敷牢は極力使わぬようにした。小さなプレイ

ルームを彼女専用にし、大きなプレイルームや食

堂への扉(引き戸)は必要な時のみ閉るようにした。

私には他にも3名程、担当の子供がいたが、ズイ

ビレが私を最も必要としているのを同僚は暗黙の

中に認め､あらゆる形で協力してくれた｡私とズィ

ビレの信頼関係は互いの名前を呼びあう中で育く

まれて行った。歌うように｢ズイビレ｣｢セツコ」と

呼応しながら。この信頼関係の中で、彼女の異常

行動も序々に少なくなって行き、 22， 3歳でベー

テル内の成人ホームに移る事もできた。こうして

彼女は私の手を離れたが、今も私を忘れてはいな

い。

TUBEROESESKLEROSEを持つズイビレに

ついて、ある医師は母親に｢こういう子供達はこ

のようなボツボツを体内に持っていて、 30歳位ま

でしか生きない･･･」と言ったとか。そのことばは

母親にとって慰めにはならず絶望の心境にしただ

けだった。しかしその予想は当たらず、ズイビレ

は54歳になった。顔のTUBEROESESKLEROSE

は手術によりほぎ消失し、私を見れば満面の笑み

にその青い瞳を輝かすズイビレがいる。

多かった。周産期事故による重度の脳性マヒ。そ

の子をめぐっての裁判。更にそれらからのストレ

スによる両親の離婚。交通事故起因の脳障害。そ

の子より対応が難しいのは母親。他にも職員には

親との関係をスムーズにしていく事が要求された。

私が担当した少女、ズィビレは文字どおり一筋

縄では行かぬ子であった。 17歳位で成熟した立派

な身体だった。突如として衣類をかなく,り捨て、

ひつくり返り、大声で叫び、地面に頭をようしや

無く叩きつける。その度に頭には裂傷ができ縫合

が必要な位だった。原因は不明だった。私が彼女

の担当となった当時、ズィビレはトイレを改装し

た、言ってみれば座敷牢ですごす事が多かった。

頭を叩きつける自傷行為のみならず、他児の髪を

引っぱったりもし、その叫び声は耐え難いもの

だったので、隔離は当然と見られていた。その座

敷牢は窓一つ無く、床はタイル、壁にはマットレ

スのような物がはられていた。毎回、その長さは

異なったが、一時間程でその騒ぎがおさまり、ニ

コニコと笑顔を見せてくれたらプレイルームに移

動というのがほぎ日課となっていた。座敷牢には

おもちゃが何も無かったので、ズイビレは便コネ

もした。私は先ず彼女に好きな赤のオーバーオー

ルを前後さかさまに着せ、脱衣が無理なようにし
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学会見聞録

第55回日本小児循環器学会

広報部泉田直己

第55日本小児循環器学会学術集会は、 2019年6

月2711～29Hに札幌市、札|幌コンベンションセン

ターで埼玉|彊科大学住友直方先生会長の下で開催

されました。テーマとして、 「Collab()rationfor

thefuture｣を掲げておりました。

通附、 この時期の東京は梅雨時で昨年のような

梅雨の短いときは暑さに悩まされるのですが、い

かような変動にも対応できるということで、札幌

での'1M催となりました。今年のこの時期の東京で

は、 ちょうど台風が襲い、豪雨だったようですが

札幌は平穏で、会長のその鋭い判断が称賛されて

いました。

小児循環器の領域も、先天性心疾患、川崎病な

どの後天性心疾患、不整脈でそれぞれに対する病

態の解明、診断、治療と'陥広い領域の妓近の進歩

や新しい発見について討議されておりました。

様々な領域での進歩の1'1でも、肺高llll圧に対す

る治療の進歩は注目すべきものがあります。わず

か20年ほど前には、肺移植以外に治療法がないと

されるほどの難病が薬物の使用によりかなりのと

ころまで治療効果が得られるようになってきてい

ます。当然その関連の演題も多く、学会のハイラ

イ1､のひとつとなっていました。

医療安全講習では、京都大学中1 l 1健夫教授から

｢SharedDecisionMakingとは何か｣というタイト

ルの講油があり、一方的かつ難解になりがちな医

療側からの情報提供による慰者側の意思決定から、

医療側と,想者側が情報を共有したうえでの治療方

針の決定についての術演があり、実際の医療現場

の実際に!!llした新たな考え方を学びました。

学校心臓検診は、心疾患の発見およびそれに伴

う突然死の予防に重要なものでしが、昨年私たち

が作成した多数の小児を対象とした心電図計測値

の基準をもとに、杣川の基準値の変更を検討して
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います。そのAL準値の作成過程、基準他の案を特

別セッションで講演しました。

この時期の札l幌は、適度な気温で過ごしやすく、

食事も様々なものがあり楽しみが多い街です。遠

いのが問題ですが、航空券の往復は、意外に短時

川でかつ割引券もあるため安ｲilliに行けます。この

時期の札ll呪での開催は東京の暑い夏を避けたうま

い選択に思えました。

懇親会がljH催されたサッポロビール原I
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学会見聞録

第29回全国病児保育研究大会報告

全国病児保育協議会会長大川洋二

第291II全国病児保育研究大会は7月14日、 15日

の2日IM1、岩手県滝沢市山口クリニック山口淑子

会頭により盛岡市民文化ホールマリオスにて行

われました。テーマは少子化時代の病児保育～様

変わりする子育て環境～です。講演は14題、 シン

ポジウム2題、研修委員会、感染症対策委員会、

安全対策委員会、倫理委員会、保育園型委員会に

よる各種セミナー、 ワークショップ3題です。参

加者は1000名を超え、会場はどこも超満員の鴨況

でした。

山口会頭の講演は地域医療と病児保育の関係を

述べられ、大川会長の｢摘児保育はどこにli'lかう

のか｣と題した講油では保護者に育児の喜びを感

じていただくためには何が必要か、 これからの病

児保育の新しい分野について話されました。紫調

講演では濱谷前厚労省子ども家庭局歴より現在の

少子化に対する分析と今後の保育事業について解

説され、病児保育に対する期待が述べられました。

教育講淡は保育管理下での傷害予防(山中龍宏先

生)、皮膚病とスキンケア(天野博雄先生)、予防

接祁(宮津光伸先生)、発達障害と保育(||鳴野重行

先生)、子どもの虐待(赤坂美代子先生)、愛着(鈴

木厳子先生)等が講演されました。シンポジウム

として様変わりする子育て環境では抱っこの魅力

を三浦義孝先生、子ども食堂を山谷理恵先生、子

どもの貧困を棚幸恵先生が述べられ熱心な討議が

行われました。災害時の病児保育では大槌保育l刺

八木澤園長、女川町炳児保育室門真宗民、病児保

育室ラビット菊池先生から講演があり渕向透大船

渡病院長、今野友貴氏の司会により熱心に議論が

進んでいました。

一般演題は42題発表されていました。地域連携、

保護者支援､逆営､保育看護の質の向上のセッショ

ンに分けられ、ポスター会場で和気あいあいと討

離されました。

病児保育専|"1士認定式、表彰式では56人の病児

保育専門士が新たに認定され、累計で395人の専

|Ⅱ川身が今後全|玉|で活躍することになります。病児

一室 全国病児保育研究大会inいわ
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保育研究誌創刊10号記念の論文公募には13題の応

募ありました。協議会会長賞には領分とチーム

ワーク(岸本範子氏)、編集委員会賞には山梨県に

おける病児保育広域利用の導入の軌跡(宮本直彦

氏)、ど、 どうしよう（岡部愛氏)が受賞されてい

ます。同時に永年勤続の表彰も行われました。

参加者の懇親会はホテルメトロポリタン盛岡に

て開催され、地元の子どもたちの演奏を聴きなが

ら和やかに行われました。帆足英一先生の長年の

功績に対して病児保育協議会名誉会長の称号を授

与し、長くその功績を称えました。明年は2020年

9月21日、 22日東京大会をオリンピックの開催に

より会場を横浜に移し、パシフイコ横浜ノースに

て行います。

多くの方のご参加をお待ちしております。
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学会見聞録

第43回日本小児皮盧科学会学術大会

医療法人社団徳枝会佐藤皮膚科小児科クリニック佐藤徳枝

第43回Ⅱ本小児皮膚科学会学術大会が2019年7 待される宴があります。東京小児科医会からは、

月201二| (土)、 7ﾉ121日( I l )の2日間、大桝ソニッ 高橋系一先生、森閑子先生、私が迎営委貝です。

クシティで開催されました。参加者は2 1 l間で806 学術大会のlHIIの夜は懇親会があり、会費は無

名だったそうです。 料で多数の参加者で盛り上がりました。

l I本小児皮膚科学会は1977年(昭和52年)第l l'11 今|'IIの学会会場はポスター会場を含め4会場に

が東京プリンスホテルで開催されて以来、今回が なり、会場の移動、座席確保などが大変で、演題

43回目になります。第19回までは東京開催でした の選択にも悩むところでした。学会内容は、アト

が、 20回から東京以外でも開惟されるようになり ピー』| |皮府炎、食物アレルギーにI異jするものは以

ました。現在会員は約1,600名で、 4割弱が小児 前より少なくなり、 自己炎症疾患、膠原炳、ヘル

科医です。 ペス、小児ざ瘡、免疫不全、薬疹、川lll奇病などの

学会の会頭は征年小児科、皮唐科が交代で扣当 内容が幅広く織り込まれていました。アトピー性

しています。 l可じ大学または施設の小児科と皮府 皮膚炎治療に関しては、いかに保護者に外用剤、

科で会頭、副会弧を担当しています。今llllは｢皮 保湿剤を継続使川し小児期のアトピー性皮膚炎を

膚から全身を診る－小児科と皮膚科もコラボレー 寛解維持させるかが課題になっています。各波肴

シヨン」をテーマに柵協医科大学埼玉医療セン の先生方からはエビデンスを含めての日常診療の

ター小児科の松Dj(知代教授が会頭、川会頭は皮ﾊザ エ夫がありました。次l ' ' |の第44回はオリンピック

科のﾊ桐一元教授が担当でした。 前の2020年7月11日、 12日、大阪で開催されます。

H本小児皮膚科学会学術大会は会頭

講淡特別識演､教育誰演ｼﾝポジｳ 繊嘗第43回
ム、一般減題、ボスター発表、モーニ 日本小児皮膚科学会学術大会

7hF43rdAmⅡqIME威IngoJ7hEJd”､"ES“igtyoIP巴｡『回trkDEm繭tolQgy

冒鰭"＝
ングセミナー、 ランチョンセミナー、

イーブニングセミナー、お菜fがi妃ら
含■松原知代(■錘科大学埼玉決壊センヶー小児1斗）
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学会驫鼠録’

第11回日本子ども虐待医学会学術集会

広報部宮田理英

に統計をとってみると、ネグレクト以外の児でも

5本以上の虫歯がある児はそれなりにいるようで

す。フロアからの反論もありましたが、虫歯が多

いときには、虐待も考慮しつつ、総合的に判断す

ることが大切ということだと考えられました。身

体的虐待に関しては、傷、痛の状態が変化しない

うちに、サイズも含め、 しっかり写真をとって記

録をとることの大切さをまた改めて学習しました。

福井大学の友田先生からのご講演もありました。

最近話題になっている、身体的虐待だけでなく、

言葉の暴力、夫婦喧嘩の目撃なども脳に影響を与

えるという研究結果についてのお話がありました。

身体的虐待だけでなく、ネグレクト、心理的虐待

など、医療者だけでなく、学校、行政、警察との

連携をとりながら、予防、早期発見をしていくこ

との大切さを再認識する学会でした。

2019年7月27日～28日、サン・リフレ函館にお

いて2日にわたって開かれた子どもの虐待医学会

に参加してきました。

今回特に目立ったのは、アトピー性皮層炎やア

レルギーに関する医療ネグレクトについての演題

でした。誤った食物除去やステロイドへの恐怖か

ら栄養失調になったり、適切な治療が行えない状

態の報告がみられました。保護者への同意の上の

治療を基本的に行っていると、どこからを医療ネ

グレクトとして扱うかは難しい問題と思われます

が、児の生命はもちろん、成長・発達に影響を与

える前に医療者を含め福祉が動かないといけない

ということを感じました。また、歯科の先生より、

｢5本以上虫歯があれば虐待｣というのは言い過ぎ

ではないかという検証結果の報告がありました。

確かにネグレクト児には虫歯は多いですが、実際
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学塞暴圏録』
雪F:課:･1課 ･

第29回日本外来小児科学会

広報部川上一惠

8月30日(金)から9月1日（日）の三日間、福岡

国際会議場で第29回日本外来小児科学会年次集会

が開催されました。今回のテーマは｢子育ての、

そば･にいるのは誰？ ～支援マインドに支えられ

た小児プライマリ ・ケアの道標～｣でした。20年

ほど前から育児支援の必要性が説かれ、会頭であ

る吉永陽一郎先生は小児医療と育児支援を結びつ

けた先駆けです。育児支援の基本は母親の努力を

認めることですが、なんでもOKというわけでは

なく、単に長時間保育をすることでもなく、地域

の文化や特性、その家族にとって妥当な選択など

多くの要素を評価し、家族のそばに寄り添い、一

緒に考えること、解決策や解決できる人物に出会

うまで一緒にいることが欠かせないと吉永会頭は

述べています。

外来小児科学会年次集会は、たくさんのワーク

ショップが組まれ、参加者の双方向性の会である

ことが特色です｡母乳育児支援､事故予防、クレー

ム対応、 クリニック経営(経理、情報発信など)、

医業継承など主に医師特に開業医が関心を持つ

テーマ、服薬指導や検査前のプレパレーションな

ど看護師、薬剤師、保育士などコメデイカルが取

り組むテーマなど24のワークショップが組まれて

いました。筆者は、 「老若男女みんなで乳児健

診について論じ合ってみませんか｣というワーク

ショップにサブリーダーとして参加しました。老

若男女、世代、性別を超えて30名余が集まり、乳

幼児健診について語り合いました。筆者は年長の

女性という立場だったようです。若い医師たちは

疾病を見逃さない丁寧な診察を心がけ、ベテラン

は保護者への支援、指導に力を注いでいること、

男性医師は栄養指導で苦労していることなどが語

られ、苦労している点については他の参加者の工

夫を聞くなど、有意義な時間を過ごしました。 2

時間半の時間はあっという間に過ぎていきました。

最近は年次集会への参加者が増え、 ワーク

ショップの事前申し込みは数日でいつぱいになる

ことから、実行委員の方々の工夫でSIG(Special

InterestGroup)、ハンズオンセミナー、シンポジ

ウムなど種々のプログラムが組まれていました。

もちろん、一般演題、ポスターセッションもあり

ます。中でもスキンケアや外傷と熱傷における湿

潤療法のハンズオンセミナーは盛況でした。また、

教育部会医学生・若手医師支援委員会に所属する

医学生の団体｢こどもどこ」と一般社団法人こども

のみかたCHEERが共催した｢乳幼児健診の登竜

門｣でも熱のこもったワークショップであったと

聞いています。

2020年は8月29日(土)、 30日（日）に京都で開催

されます。
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学壼驫闇録■
日本小児歯科学会第34回関東地方会報告

一小児科医に知っていただきたいこと－

日本小児歯科学会関東地方会浜野美幸

て世界的な戦略で予防を進めていますが、 日本で

も新たな局面を迎えているう蝕の対応を整えてい

ます。

小児歯科における日本の大きな展開として、平

成30年に『口腔機能発達不全症』という病名が新設

されたことです。摂食嚥下障害の原疾患がないに

もかかわらず、摂食嚥下や構音という口腔機能に

何らかの問題を抱える小児の増加がこの背景に

なっています。歯科は、形態回復を中心とした医

療から、口腔機能維持、回復を中心とした医療に

シフトしていますが、今回の改定により、定型発

達児においても指導や管理を行い、必要があれば

運動訓練を保険で行うことができるようになりま

した。口腔機能は、 「食べる｣ことを通して発達し

ますので、歯科医療関係者は、診療や保育園や学

校などの歯科保健教育の機会を利用して、正しい

食べ方の指導を行っています。また、家庭や保育

の中にも、口腔機能向上が望める遊びを取り入れ

ていくことを勧めています。今回の学会では、運

動器を専門とされる、宮崎大学整形外科教授の帖

佐先生にお願いして、小児の運動器の問題とロコ

モ予防についての講演を拝聴しました。口腔は、

咀畷・嚥下を担う運動器ですが、その発達不全を

考える上で大変勉強になりました。

その他に、歯科の診療・健診が、全身の疾患の

早期発見に寄与できるのではないかと最近注目さ

れているものに、HPP(低ホスファターゼ症)があ

ります。一般的に乳歯から永久歯への交換は6歳

頃ですが、HPPでは、乳歯は1～4歳に早期に脱

去る9月16日におきまして、 日本小児歯科学会

第34回関東地方会が開催されました。この度、執

筆の機会をいただきましたので、学会報告を交え

て最近の小児歯科界領域の話題を紹介させていた

だきます。

小児歯科で世界的に話題として取り上げられて

いることは、ECC(Earlychildhoodcaries)と言

われる低年齢児のう蝕の問題です。 日本では｢む

し歯は減った」という印象をお持ちと思います。

確かに我が国は3歳児のう蝕罹患率は、 ここ50年

で約9割から約1割に著しく減少しました。しか

し、世界に目を移すと一部の地域(日本、北欧諸

国等)を除いて、う蝕の罹患率は高く、特にアジア、

南米での増加傾向は顕著です(アフリカは殆どの

地域が未調査です)。その原因として、 う蝕予防・

治療の制度が整備されておらず、口腔衛生の知識

や教育が不十分な環境にありながら、砂糖の消費

量が増加しているためと考察されています。現代

の日本でのう蝕罹患率は、平均値的には低いです

が、実際は2極化現象がみられ、多数歯う蝕によ

る口腔崩壊の小児も少なくありません。貧困を含

めた健康格差、急増している外国人の問題も、食

習慣を含めた生活習慣の違い、予防を周知するた

めの言葉や文化の壁の影響も否めません。乳歯う

蝕の特徴は、急進かつ多発性で、 さらに小児期に

う蝕が多発すると成人期にもその傾向が加速する

だけでなく、後述する口腔機能の獲得にも障害を

きたしかねません。国際小児歯科学会でも来年に

は、第2回のECCグローバルサミットを開催し
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EPD合同会社の協力の下、ハンズオンセミナー

を開催致しました。当日は、立ち見が出るほど大

変好評でした。

今回の学会では、大会テーマ『子どもプロジェ

クトー社会が育てる心とからだ－』としましたが、

歯科医療関係者だけでなく、医師、栄養士、教育

関係者、行政関係者の方などを合わせて900名以

上の方々の参加がありました。今後も多職種の方

と、情報を共有し、連携して協働に努めて参りた

いと思います。どうぞよろしくお願い致します。

落がみられます｡歯科健診時に､本疾患のスクリー

ニングを行う体制を整えているところで、一部の

自治体では実施が始まっています。

歯科治療では、局所麻酔下で行う機会が多く、

小児歯科治療では、ほとんどの小児は局所麻酔薬

使用の既往がありません。当然ながら局所麻酔薬

使用時におけるアナフイラキシーの救急対応の知

識やスキルは、大変関心があります。それを受け

て、塙佳生先生にご講演｢アナフィラキシーの

おさらいと対応の実践」をお願いし、マイラン
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／

謡著、

乳幼児健診ハンドブック

成育基本法から健診の実際まで、

一

平岩幹列著

診断と治療社(定1Hi2,800円十税）

2019年4月発行

杵さん、乳幼児健診の手技や折導法をいつどこ

で覚えましたか？

近年、 ［|本小児科学会では｢乳幼児健診を中心

とする小児科医のための研修会｣が、 日本小児科

医会では｢乳幼児学校保健研修会｣が開催されてい

ます。また、標準的な乳幼児健診に関する調査検

討委員会(平成29年度子ども・子育て支援推進調

査研究事業、厚労省)から乳幼児健康診査身体診

察マニュアルや乳幼児健康診査事業実践ガイドが

地区小児科医会や個々の医師による乳幼児健診マ

ニュアルが出版されています。乳幼児健診は、今

まさにホットな領域となっています。

同名タイトルで2006年に初版が出版され4版ま

で改訂され、多くの健診に関わる|侭師や保健師に

読み継がれてきた乳幼児健診ハンドブックの最新

版です。前版までのサブタイトルは｢発達障害の

スクリーニングと5歳児健診を含めて」でした。

今版は成育基本法の成立を反映し｢成育雅本法か

ら健診の実際まで｣と変更されています。そして

第’章では｢成育基本法とその周辺｣として、成育

基本法とは何か、成育基本法の基本理念やその役

割が解説されています。また、 j'"1lの一途をたとﾞ

る児童虐待についても触れ、乳幼児健診と虐待の

発見、事後処置についても記載されています。諦

演を聴講された力はご存知だと思いますが、平岩

乳幼児健診
ハンドブック
成育基本法から賎診の実際まで

巳巍±平岩幹男砥

■診嘩潅霊社

先生の指導は｢ほめる｣｢認める｣が特徴です。本書

でも、乳幼児健診に来院する保護者の緊張する気

持ちを理解してリラックスさせることや子どもを

ほめることが記されています。乳幼児健診の経‘験

が浅いﾉj，今まで乳幼児健診を苦手と思っていた

ﾉjには、本書の指導方法が書かれた部分をそのま

まご自身の台詞として使えるくらい優しい言葉で

:ilfかれています。

本吉はA5版サイズ、 181ページとコンパクト

です。初心者からベテランまで、ぜひ一度通読さ

れることをお勧めします。

（広報委員川上一恵）
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理事会議事録要旨

平成30年度第6回理事会(臨時）

日時：平成31年3月17日（日曜日)午後5時00分～

場所：東京医科大学6階会議室

出席

理事：塙佳生、澤田雅子、伊藤隆一、林泉彦、佐

藤光美、佐藤徳枝、神川晃、川上一恵、大

川洋二、豊川達記、秋山千枝子、森蘭子、

荻原正明、泉田直己、武隈孝治、高木英行、

時田章史、宮川美知子、鈴木育夫、萩原温

久、辻祐一郎、増田敬

役員：高橋系一(監事)、柴田雄介(監事）

欠席

理事：津田隆、保坂篤人

役員：

(理事24名中出席2名欠席22名）

3．役員人事案について(塙会長）

津田総務、辻総務が一時休職につき、鈴木理事

が総務兼任。

総務担当以外の副会長も総務業務を補佐する。

→承認

4．新委員について(塙会長）

社会保険委員会草川功先生(聖路加国際病院）

学術委員会 大塚宣一先生(文京区）

中澤聡子先生(東京逓信病院）

医会活性化・メディア管理WG

杉原桂先生(千代田区）

松本勉先生(八王子市）

滝ゆうこ先生(千代田区）

上野正浩先生(荒川区）

→承認＜次第＞

I)協議事項

1． 日本小児医事出版社の東京小児科医会事務局

運営費年額変更について(塙会長）

→承認

次回改訂までに業務内容の低下がないことに

留意すべきという意見あり。

5． HP運営費用見積もりの件

→承認

6． 日本スポーツ振興センター災害共済給付審査

専門委員会委員の推薦について

前任細部千晴先生より佐山圭子先生を推薦

→承認2．東京小児科医会定款の改訂について(林副会

長）

l)定款18条理事定数変更

2）定款施行細則22条 （2）役員立候補要件

→承認

7．新入会会員

・東京医大菅波祐介先生
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今後の理事会開催予定

平成2019年度

予定

(1)第1回理事会:2019年5月25日(士）

（2）第2回理事会:2019年9月28日(土)(前年

度は会議後に懇親会）

（3）第3回理事会:2019年ll月16日(土）

（4）第4回理事会：2020年2月1日（土)(前年

度は会議後に新年会）

関プロ

(1)第68回関プロ:2019年10月5日（土)、於

茨城県

（2）第69回関プロ：2020年2月29日（士)、於

東京ガーデンパレス

2019年(令和元年)度第1回理事会

日
日
日
日
日

７
７
６
６
５

ｊ
１
２
１
２
１

事
月
月
月
月
月

監
３
３
６
６
７

橋
年
年
年
年
年

高
別
剖
元
元
元

成
成
和
和
和

平
平
令
令
令

日時：令和元年5月25日(土曜日)午後5時30分～

場所：エイジーエス西新宿ビル

出席

理事：塙佳生、澤田雅子、伊藤隆一、林泉彦、佐

藤光美、佐藤徳枝、神川晃、川上一恵、津

田隆、保坂篤人、豊川達記、秋山千枝子、

森蘭子、荻原正明、武隈孝治、高木英行、

時田章史、宮川美知子、鈴木育夫、萩原温

久、増田敬

役員：柴田雄介(監事）

欠席

理事：泉田直己、大川洋二、辻祐一郎

役員：高橋系一(監事)、和田紀之(顧問)、沼口俊

介(顧問）

(理事24名中出席21名欠席3名）

議事録署名人高木英行、佐藤徳枝

第110回学術講演会

学術プログラム委員会

第111回学術講演会予定

学術プログラム委員会予定

カルミア会予定

第111回学術講演会(令和元年6月16日）プログ

ラム

①専門医共通講習(医療安全)60分

座長塙佳生(東京小児科医会）

｢小児科医のための法律とトラブルの知識」

仁邦法律事務所桑原博道

②トピックス40分

座長 宮入烈(東京小児科医会）

｢ヘルス・スーパービジョンについて」

国立成育医療研究センター総合診療科・教育研

修部 阪下和美

③トピックス40分

座長三枝歌子(東京小児科医会）

｢飛行機と小児」

日本航空株式会社人財本部健康管理部

サトウ菜保子

④小児科領域講習(感染症)60分

座長森蘭子(東京小児科医会）

｢知っておきたい母子感染」

東京大学医学部附属病院小児・新生児集中治

＜次第＞

I)報告事項

塙会長報告

伊藤副会長、林副会長、澤田副会長報告

日本小児科医会報告神川晃会長

総務報告鈴木理事

各部報告(学術、公衆衛生、社会保険、調査、経理、

総務、広報）

1．学術部(鈴木理事、森理事、武隈理事、荻原

理事、豊川理事、佐藤(徳)理事、澤田副会長、
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ゾフルーサ⑧内服患者からの経時的ウイルス

分離では投与前と投与後3日目以降の分離株か

ら3～16歳の8例中A/H3N2のl例/5例とA/

HINlpdmの2例/3例の計3例から耐性株

(138T変異)が検出された。第Ⅲ相試験のデー

タにおけるゾフルーザ⑧耐性株は12歳未満で約

23％、 12歳以上は約10%となっており、A/

H3N2に多いとされていたが、今回の調査でA/

HlNlpdmでも耐性変異を認めたことは注視す

べきことである。今後も共同研究によって得ら

れた結果を迅速に会員に提供することにした。

療部 高橋尚人

＜医会セミナー＞

第30回2019年5月19日開催

2．公衆衛生部(泉田理事、萩原理事、時田理事、

伊藤副会長）

1)東京小児科医会公衆衛生委員会議事録

日時:2019年2月16日(jz)18時00分～

<調査部門＞

①2019年度千葉大学真菌医学研究センター共同利

用・研究の継続申請 （和田先生）

研究課題：保育園児から分離された肺炎球菌株

の病原性解析

研究概要と目的: 13価肺炎球菌結合型ワクチン

(PCV13)導入後、小児の侵襲性肺炎球菌感染

症の血清型に変化が認められている｡2008年よ

り行っている本研究の保育園児の上咽頭から分

離される血清型にも同様の変化が認められてい

る。分離される肺炎球菌非PCV13含有株・無

莱膜株に注目し､血清型解析･薬剤感受性試験・

MLST解析・病原性解析を継続的に行い、PCV13

導入効果と今後本邦で問題となる肺炎球菌株の

予測と臨床的位置づけを明らかにする。

③百日咳研究について(沼口先生よりの研究方針）

昨年から行った1年間の研究を継続しながら、

現状の解析を行い、国立感染研の報告を合わせ

て、今後は6か月未満の乳児対象の調査を強化

する方針である。

2) 2019年度第1回東京小児科医会公衆衛生委員

会議事録

日時:20191年4月23日（火) 19時30分～

議題

①平成30年度(平成30年4月1日～平成31年3

月31日)決算報告と令和元年(2019)度予算案

が承認された（黒澤先生） 会計報告書配布

②＜研究部門＞

（1）東京大学医科研とのインフルエンザウイル

ス共同研究（萩原先生）

1) 2018/2019シーズン インフルエンザ流行

株解析

2018年年末(52週)まではA/HIN1pdmが流

行したが、年明けからA/H3N2が増え、A型

インフルエンザに2度罹りの説明に役立つ結

果であった。インフルエンザB型は例年に比

べ少数であった。

2）ゾフルーザ⑰耐性変異株検討

ゾフルーザ⑧内服後0～9日間鼻かみやう

がい検体からウイルス分離を行い耐性変異株

②東大医科研とのインフルエンザ共同研究

2018/2019シーズン流行のインフルエンザウ

イルス分離状況とゾフルーザ③服用中の耐性ウ

イルス株について(時田先生、萩原先生、泉田

先生、西野先生、和田先生）

感染研や東京都等の公的機関からの流行株の

分離結果には3～4週間を要するが、医科研の

分離結果は数日で報告された。本年度はインフ

ルエンザ流行株の最新情報が臨床現場の一助と

なるように小児科医会HPに掲載した。

今シーズン当初はA/HINlpdmが優位であっ

たが、年明けからA/H3N2が優勢となった。B

型の報告は少数に留まった。
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ステムを作り全国のモデルにする。

東京小児科医会の公衆衛生委員が診療協力医

として登録することに賛同した。

対象児はHTLV-l陽性母の児で概ね3歳で

採血をし、陰性であればフォロー終了。陽性の

場合機関病院(昭和大学小児科または東京大学

医科学研究)に紹介する。陽性児母には悲観的

説明はせず、疾病についての知識を得てもらう。

全国と東京の協力診療機関での発生数等を年に

l～2回公衆衛生委員会に報告してもらう。

フォローアップの手順と詳細について公衆衛

生委員会の先生方に時田先生から後日メールで

連絡をすることとした。

(138/M/F)の出現状態を観察した。ウイル

スが同定できた15例のうち、AHlpdmの6

例中3例(50％)、AH3の9例中l例(11%)に

耐性変異株を認めたことは注目に値する。

耐性変異株検出症例の詳細な検討を行い次

のような考察が得られた。①ゾフルーザ③服

用により大半は解熱軽快したが、内服後3～

4日の再発熱の原因は耐性変異株による可能

性がある。②兄妹例で、ゾフルーザ③で服用

加療した兄に耐性変異株が7日目ころに出現

し、その耐性変異株によって妹が感染したと

推定される症例があった。ゾフルーザ⑰服用

例が身近にいる場合、その後1週目ころの発

症者の有無の確認を要する。さらに③ゾフ

ルーザ⑧服用治療後、いったん軽快したもの

の耐性変異株によって7日目ころに再び発症

したと推定されるケースがいた。

④話題『Vaccine hesitancy(ワクチンができる

境遇であるが、 ワクチンを拒否する人々)』につ

いて。 （菅谷先生、皆様）

現在日本で流行している麻しんは、麻しんワ

クチン未接種者により感染拡大している。

Vaccine hesitancyの原因は様々で解析を要す

る。今できる対応は乳児の初期接種(2か月齢）

までに丁寧に説明しVaccinehesitancyに向か

わせないことが大切である。

アメリカでは自閉症発症の流布が、 フィリッ

ピンではワクチンの信頼性低下により麻しんが

流行拡大した。カリフォルニアでは医学的理由

以外での拒否は認めない。フランスとイタリア

においては、すでに罰金が科せられているが、

ブルックリンでも4月9日から拒否者に1000ド

ルの罰金を科した。

行政が麻疹感染予防にどれほどのお金を使っ

ているか周知させることによりワクチンに対す

る皆の意識が向上するのではないか。為政者の

意識向上が必要である。Vaccine hesitancyの

解決は引き続き今後の課題である。

(2)東京小児科医会サーベイランス(和田先生）

2018年度に保育園児から分離された肺炎球菌

莱膜型および薬剤感受性の検討。

保育園児から分離された肺炎球菌は100%非

ワクチン型でPCGの薬剤感受性は、前年に比べ

て低下傾向が認められた｡PRSP株は莱膜型15

Aと無莱膜株であった。上咽頭への無症候性定

着は侵襲性感染症、中耳炎や肺炎などの呼吸器

感染症の発症契機となることから、保菌調査に

よる継続的な監視が必要である。 （第51回日本

小児感染症学会発表予定）

③HTLV-1 東京プロジェクトの説明と診療協

力機関の依頼（時田先生）

厚生労働省班会議の｢HTLV-Iの母児感染防

止対策の効果を評価する」プロジェクトは、患

者が九州や三陸に多く、希少疾患であるため、

現在フオローアップ体制は十分に行われていな

い。最近首都圏(東京や大阪)でHTLV-1陽性

母が多くなっており、東京でフォローアップシ

⑤長年ご活躍いただいた白井泰生先生が公衆衛生

委員会を退会。
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3．社会保険部(高木理事、増田理事、林副会長）

2月11日（月）日本小児科学会社会保険委員会

(2018年度第3回）

2月24日（日）日本小児科医会社会保険全国委員

会：特別講演は、厚生労働省迫井審議官

3月2日(士)東京小児科医会社会保険委員会：

新委員に草川功先生、 3月17日の臨時理事会で

報告承認済み。

4月7日（日）日本小児科学会社会保険委員会

(2018年度第4回）

4月21日（日）日本小児科学会学術集会総合シン

ポジウム(金沢）

4月22日(月)内保連経由で日本小児科医会より

医療技術評価提案書提出： 「小児かかりつけ診

療料｣および｢診療情報提供料(I)｣、受理済み：

7月又は8月にヒアリング予定

6月9日（日）日本小児科医会フオーラム(京都）

にて日本小児科医会社会保険委員会予定

患の治療の進歩で有益な情報が得られた。

(2)125号(7月発行)特集の季節依存性疾患・

病態、および視点などの入稿状況を確認し、未

入稿の場合には担当者から再依頼することとし

た。

(3)126号(11月発行)の特集を最新インフルエ

ンザ事情とし特集内容の検討とともに項目およ

び執筆者を選定した。そのほか、巻頭言、視点

などの項目について執筆者を決定し依頼するこ

ととなった。

(4)新規投稿は、現時点ではなし。

(5)次回のプレおよび編集委員会の日程を、 9

月7日および28日とし、会報の編集について議

論することとした。

（6）その他の議事

l)次号は38巻と巻が改まりその1号となるた

めに、東京小児科医会の定款、投稿規定、

オンライン閲覧の案内などを掲載すること

とした。

2）広報委員会委員、赤澤晃先生、渋井展子先

生は、任期満了とご本人の意向によりご退

任とすることとした。今後は数名の方に対

して就任を打診し、委員会で新委員候補が

確定後、理事会承認のための審議事項とし

て提出することとした。

3） 日本小児医事出版社と東京小児科医会との

事務局委託契約に関する契約への広報委員

会としての協力について議論がされた。

4）会員外会報定期購読ついて

平成24年～25年の理事会での下記の決定を確

認した。

･東京小児科医会の目的、活動に賛同し東京小

児科医会報の購読を希望するもの。

･医師であれば居住地、勤務地がいずれも東京

都以外のかた・

･非医師あるいは施設・法人が希望する場合は

東京に住所があっても認める。

･年会費は年間3回の発行に対して定価：2000

4．調査部(保坂理事、津田理事、増田理事、秋

山理事、林副会長、高橋監事）

①2019年4月論文

津田隆他： 「あなたはインフルエンザをどのよ

うに診断していますか」

②同年4月

「外来小児科診療における診療ガイドラインに

ついて」

第30回日本小児科医会総会フオーラム(京都)に、

演題申し込み

5．広報部(泉田理事、川上理事、大川理事、澤

田副会長、沼口顧問）

①会報発行

2019年3月31日東京小児科医会報124号発行

特集：稀少疾患の治療の進歩

②委員会開催報告

5月ll日広報・編集委員会開催

(1)124号(3月発行)について特集：稀少疾
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一覧表はメールにURLを記載しました。

小計240部

円、年間購読6,000円(郵送費、消費税込）と

し入会金は求めない。

.特別号等年3回の定期発行以外の書籍は含ま

れない。 5)東京都の保健所(5部ずつ）

(註)管轄下の健康福祉センターが5か所以上

の地域あり 31 小計155部6．小児救急部(宮川理事､津田理事､伊藤副会長、

沼口顧問）

①委員会開催

平成31年3月16日18時30分から麻布十番更科

出席者：佐藤(徳)、伊藤(隆)、神川、野間、宮下、

泉、津田、沼口、宮川

報告：災害時周産期リエゾンについて

配布資料に基づいて説明

協議：次年度予算と事業について(下記3）に別

記）

その他フリーデイスカッシヨン

②平成30年度作製ポスター｢子どもの事故・予防

と対策｣配布について

印刷部数7,000枚(残部数印刷屋預かり、必

要に応じて印刷屋から取り寄せ）

1)掲載省庁など(5部ずつ）

6）その他

＊日本小児科医会での全国救急関連の委員会で

配布

＊関東ブロック小児科医会で配布

＊東京小児科医会学術講演会で平積みにして配

布

＊日本小児科学会東京都地方会で会場配布

令和元年5月の地方会平積み

令和元年6月の地方会出席者全員に配布

③2019年度小児救急部事業について(経過報告）

＊災害リエゾンについて東京都医師会、東京産

婦人科医会と共催での講演を検討

（この他、東京都福祉保健局にも働きかけを

予定）

＊開催場所：都医講堂確保手続き等確認中

（プログラム内容、講師によって日程対応要

と思われる）

＊都のコーディネーターにはすでに講演お願い

すみ

＊東京消防庁 (#7119)

＊ 日本小児科学会 (ONLINE-QQ)

＊東京都福祉保健局 (#8000)

＊ 日本中毒情報センター （中毒110番）

＊消費者庁(子どもの事故予防）

小計25部 7．経理部(佐藤(光)理事、辻理事、神川理事、

澤田副会長、林副会長、伊藤副会長、高橋監

事）

報告事項なし

2）東京小児科医会会員（5部ずつ）

612名(平成31年2月2日現在）

小計3,060部

3）小児救急を実施している東京都の医療機関

（5部ずつ） 8． メディア管理・医会活性化WG

【更新情報内容について】

3月

･平成31年3月17日第110回東京小児科医会

学術講演会吉永真理先生のご講演スライド

・インフルエンザ流行株の最新情報 (2019年3

月29日更新）

187医療機関(実際の数は2～3少ない）

小計935部

4）東京都地区医師会 （5部ずつ）

*救急委員会

*東京都地区医師会47 （大学医師会．都

立病院医師会を除く）
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広報委員、都立小児総合医療センター成田雅美

先生推薦

広報委員会又は学術委員会委員、国立成育医療研

究センター塚本桂子先生

→承認

6．定款細則の変更について

第22条立候補者は、次の条件に該当する者と

する。

・役員および委員歴が1年以上の者。

→今後検討。

7．八丈島病院小児科医臨時医師募集について

医会ホームページとメーリングリスト等により

周知

→承認

4月

・平成31年3月17日第110回東京小児科医会

学術講演会沼口俊介先生のご講演スライド

・令和元年6月16日 13時から第111回東京小

児科医会学術講演会が開催

・令和元年6月8～9日第30回日本小児科医

会総会フォーラムin京都が開催

・ポスター｢子どもの事故・予防と対策」

・小児外来救急シート

5月

・東京都福祉保健局からの救急車利用に関する連

絡

。「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

(2019年改訂版)｣が発表

【1年間のHP状況】(直近のlか月状況）

閲覧ページ回数:24,061回(2,026回)､ユーザー

数:5,305名(573名)、ページ/セッション数:2.94

Ⅲ)入退会

・新入会13名

伊従秀章、長田成彦、佐藤明弘、佐藤正昭、

佐山圭子、宿谷明紀、多田英世、中井千晶、

成田雅美、藤本巌、古田俊哉、渡邉直幸、塚

本桂子

→承認

・退会 6名

逝去鈴木健一

→承認

自己都合遠山雄大、矢野久子、武谷禮子、

原郁子、宮崎幸枝

→承認

→現在会員数名612名

Ⅱ)協議事項

l.担当理事の変更について

津田総務理事、辻総務理事が休職のため、総

務担当は鈴木、学術担当は荻原理事→承認

2．第39回東京小児科医会総会資料の件→承認

3．東京都医師会から感染症予防検討委員会委員

について

黒澤サト子先生、萩原温久先生推薦→承認

4．源泉徴収義務者登録の件→検討

5．新委員承認の件

広報委員会委員、赤澤晃、渋井展子先生の委員退

任 会員メーリング登録者数154名

2019年(令和元年)度第2回理事会

日時：令和元年9月28日(土曜日)午後5時30分～

場所：エイジーエス西新宿ビル

出席

理事：塙佳生、澤田雅子、伊藤隆一、林泉彦、佐

藤光美、佐藤徳枝、川上一恵、泉田直己、

保坂篤人、秋山千枝子、森蘭子、荻原正明、

武隈孝治、高木英行、時田章史、萩原温久、

宮川美知子、鈴木育夫
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役員：高橋系一(監事）

欠席

理事：神川晃、豊川達記、大川洋二、辻祐一郎、

増田敬

役員：柴田雄介(監事)和田紀之(顧問)、沼口俊介

（顧問）

(理事23名中出席18名、欠席5名）

議事録署名人高木英行、萩原温久

座長 大塚宜一(東京小児科医会）

｢アトピー性皮層炎のプロアクテイブ療法」

国立成育医療研究センターアレルギー科

福家辰樹

15:00 トピックス 40分

座長時田章史(東京小児科医会）

｢発達障害児の家庭での対応」

河北総合病院小児科勝盛宏

16:00小児科領域講習

座長中澤聡子(東京小児科医会）

｢子どものマイナーエマージェンシー」

北柏こどもクリニック朱田博聖

＜次第＞

I)報告事項

1）会長報告

2)副会長報告伊藤副会長、林副会長、澤田副

会長

3)総務報告 鈴木育夫

4）日本小児科医会報告 伊藤隆一副会長

医会セミナー

開催予定

第31回令和2年2月9日

サノフィ共催

希少疾患

演者名古屋セントラル病院坪井一哉先生

ポリオワクチン

演者せきばクリニック関場慶博先生

第32回令和2年ll月ごろ

ミズホメデイー共催

百日咳に関する話題

各部報告(学術、公衆衛生、社会保険、調査、広報、

小児救急）

l .学術部(荻原理事、森理事、武隈理事、豊川

理事、佐藤(徳)理事、鈴木理事、澤田副会長、

高橋監事）

1 ．令和元年6月16日第lll回学術講演会

2．令和元年6月26日学術プログラム委員

会

3．令和元年7月15日 カルミア会

4．令和元年10月20日第112回学術講演会予

定

5．令和元年10月23日学術委員会プログラ

ム委員会予定

2．公衆衛生部(泉田理事、萩原理事、時田理事、

伊藤副会長）

日時：令和元年8月3日(zt) 18時

会場：青山 「星のなる木」

出席者(敬称略） ：泉田直己、伊藤圭子、伊藤隆一、

黒澤サト子、柴田雄介、千葉康之、千葉昭典、時

田章史、西野多門、沼口俊介、萩原温久、牧野郁

夫、和田紀之

議題：

l. <研究部門＞

(1)HTLV-1母子感染予防のための東京ネット

ワーク構築について(時田先生）

厚生労働省の成育疾患克服等次世代育成基

第112回学術講演会(令和元年10月20日）プログ

ラム

13:00専門医共通講習(医療倫理）

座長神川晃(東京小児科医会）

｢成育基本法の成立とこれから」

公益社団法人日本小児科医会松平隆光

14:20 トピックス 40分
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となることから、保菌調査による継続的な監

視が必要である。

②保育園児から分離される肺炎球菌株の病原性

解析～研究目的と意義～

13価肺炎球菌ワクチン(PCV13)導入によ

り侵襲性肺炎球菌感染症の血清型が非ワクチ

ン血清型に変化しており、 これは保菌由来肺

炎球菌でも認められる。また従来認められな

かった無莱膜株も呼吸器感染症や保菌検体か

ら検出され多剤耐性菌も認められる。これら

は今後本邦で臨床的に問題となってくると考

えられる。これらの肺炎球菌の予測と臨床的

位置づけを明らかにし、臨床現場における治

療戦略に役立てることは極めて重要である。

盤研究事業である｢HTLV-Iの母児感染予防

に関するエビデンス創出のための研究｣(研究

代表者；昭和大学教授板橋家頭夫先生)の令

和元年の班会議の報告がされた。

HTLV-1は九州地方に多いが、近年東京

にキャリア母子数が多くフオローアップのた

め東京ネットワーク(キャリア母子支援体制）

を構築した。東大医科研(日本HTLV－学会

関連疾患診療登録施設)を基幹病院、昭和大

学病院をキャリア母子相談基幹施設とし、東

京に6か所のキャリア妊婦相談施設(大学病

院や病院)を置いた。産婦人科医と都内15か

所の開業小児科医(公衆衛生委員会会員)が窓

口になりフォローアップ体制を構築する。参

加する小児科医は疾患の基礎知識を持ち、親

にストレスを与えず説明するようにする。

キャリア妊婦の児が3歳になったら

HTLV-1の抗体検査を行い、陽性者にはWB

法による確認検査のため東大医科研に紹介す

る。世田谷、多摩や町田など開業小児科医の

登録がない地域には委員会で行っているサー

ベイランス協力医に参加要請を行うこととし

た。今後は産婦人科と連携しマニュアル作り

を行う。本日委員会で東京ネットワーク構築

参加に承認された。

③百日咳調査（沼口先生）

（第29回日本外来小児科学会年次集会にて発

表予定。平成31年8月31日～9月1日）

平成30年2月から平成31年1月までの東京

都10区4市における調査結果について発表。

百日咳の実態解明のため2018年1月から全

数把握を行っている行政と連携して感染者の

追跡調査のため情報共有を依頼したが、個人

情報保護法の理由にて連携できなかった。今

回は症例定義が確実なLAMP法陽性者の457

例を対象にして分析を行った。

発症年齢の分布は国立感染研究所の報告と

同様で、症例は3～4歳から増え、小学生か

ら中学生の報告が多かった。 6歳未満42例の

分析では標準接種の4回接種済み児でも罹患

しており、免疫減衰が予想されていた以上に

早く起きている可能性があり4～5歳でも百

日咳抗体価が低下している事例があると推定

された。

臨床症状の分析ではガイドラインの4症状

以外に無症状例の報告があり、学校など団体

生活での検査確定例との接触があり臨床症状

が明確になる前の早期に受診し、感染症対策

(2)東京小児科医会サーベイランス(和田先生）

①(第51回日本小児感染症学会発表予定10月

26日）

平成30年度に保育園児から分離された肺炎

球菌莱膜型および薬剤感受性の検討。

2つの地区の保育園児から分離された肺炎

球菌は全て13価肺炎球菌ワクチン(PCV13)

非含有株であった。ワクチン型でPCGの薬剤

感受性は、前年に比べて低下傾向が認められ

た。PRSP株は莱膜型15Aと無莱膜株であっ

た。上咽頭への無症候性定着は侵襲性感染症、

中耳炎や肺炎などの呼吸器感染症の発症契機
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の観点から検査に至った事例であった。この

LAMP法陽性で無症状の人の存在により感

染が拡大する要因の一つになると思われた。

今回報告頂いた539例は無作為抽出されてい

ないので統計学的には地区代表のデーターと

なっていないが学校での感染事例を対象とし

た三鷹市の流行曲線の分析では正規分布の形

をとり、恐らく他の地域でも同様のことが起

こっていると推定された。感染が家庭内に持

ち込まれ重症化しやすい早期乳児期の感染対

策のためには全数把握している行政と地域医

療との連携は今後重要となると思われた。

トラは我が国でも接種可能なワクチンだが、い

まだその認知度と接種率は低い。来年のオリン

ピックには海外からの来訪者が多く、侵襲性髄

膜炎感染症の発生もありうる。もちろん麻しん、

風しん、ムンプスなどの他の感染症の予防も重

要である。そこでこれらの疾病の予防啓発を目

的とした学校における意識調査アンケートが提

案された。 （文責黒澤サト子）

3．社会保険部(高木理事、増田理事、辻理事、

神川理事、林副会長）

6月9日（日）日本小児科医会社会保険委員会(京

都）

16日（日）東京小児科医会定時総会

26日(水)内保連社員総会

7月31日(水)厚生労働省ヒアリング(医療技術提

案書：日本小児科医会）

9月7日(土)成育基本法推進全国大会

15日（日）日本小児科医会社会保険小委員会(今

年度の診療所小児科の医業経営実態調査アン

ケート内容の検討、他）

16日（月）日本小児科学会社会保険委員会

2． ＜予防接種部門＞

(1)世界の麻疹流行とVaccinehesitancyについ

て(萩原先生、沼口先生）

（令和元年感染症発生動向調査、定点医療機

関連絡協議会(7月25日開催)岡部信彦先生講演

より）ニュージーランドで麻疹のアウトブレイ

クの対策として従来15か月と4歳で行っていた

MMR接種を、 12か月と15か月に変更しアウト

ブレイクを防いだ。中国では近年麻疹ワクチン

接種率が上がり、麻疹撲滅プランにより発生率

が著減している。またDPTワクチン接種率が

著明に上昇しており患者も減少している。

Vaccinehesitancyは世界的な問題であり、

口コミや身近な人から影響を受けることが多い。

その対策の一つとして定期接種を目的とした保

護者にもワクチンの必要性を丁寧に説明するこ

とが大事である。 （萩原先生）

来欧し会談したポーランド人医師によれば

Vaccinehesitancyはスマホの影響が高いとの

見解であった。ウクライナでの麻疹患者増加は

戦争状態になるとワクチン供給が止まるためと

考えられる｡ (沼口先生）

（2）侵襲性髄膜炎菌感染症の学校の意識調査に

ついての提案(時田先生）

侵襲性髄膜炎菌感染症予防ワクチンのメナク

4．調査部(保坂理事、増田理事、秋山理事、林

副会長、高橋監事）

令和1年6月8日(土)第30回日本小児科医会

定時総会フォーラム(京都）

一般演題33 「外来診療における小児科診療ガ

イドラインについて」 口演

9月28日(土)調査部委員会(予定）

本年度調査アンケート

テーマ｢これからの小児科診療、今、そして

これからなにができますか？」

5．広報部(泉田理事、川上理事、大川理事、澤

田副会長、沼口顧問）

1．会報発行

2019年7月31日東京小児科医会報124号発行
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特集：稀少疾患の治療の進歩

6．小児救急部(宮川理事、辻理事、神川理事、

伊藤副会長、沼口顧問）

1．以下の講演については、似た内容の講演が

続いているため、時期を再検討中。

＊東京都医師会と連携して医師対象の講演会開催

「災害時、あなたは何ができますか？」(仮題）

2．第30回日本小児科医会総会フオーラムin京

都(6月8日～9日)に出席

全国小児救急協議会(6月9日）に参加・

本委員会作成ポスター配布・紹介(出席：

伊藤隆一、津田隆、宮川美知子）

3．平成30年度作製ポスター(7000部)は、関係

各所や希望者への配布が進み9月末現在で

残部数650

2．委員会開催報告

9月7日広報・編集プレ委員会開催

(1)125号(7月発行)を特集季節依存性疾患．

病態として発行した。

(2)126号(11月発行)の特集を最新インフルエン

ザ事情とし、視点その他の原稿を含めて執筆

状況や入稿状況を確認し、必要に応じて筆者

に再依頼をすることとした。

(3)127号(3月発行)の特集案を｢インバウンド感

染症」とすることとし、詳細は次回28日の編

集委員会で審議、決定することとした。

(4)次回の28日の編集委員会に向けて、委員の人

事について議論された。

9月28日広報・編集委員会開催(予定）

(1)125号(7月発行)を特集季節依存性疾患・

病態として発行した。

(2)126号(11月発行)の特集を最新インフルエン

ザ事情とし、視点その他の原稿を含めて執筆

状況や入稿状況を確認し、未入稿原稿は筆者

に再依頼をすることとした。

(3)127号(3月発行)の特集案｢インバウンド感染

症｣について内容の詳細、執筆者について審

議、決定することとした。また、その他の内

容(巻頭言、視点、小児科随想、など)の執筆

者についても検討する。

(4)投稿論文は、しばらくないため、若い世代に

向けて大学や小児科学会地方会などを通じて

広報していく方針としたい。

(5)広報委員会委員の人事について、赤澤晃先生、

渋井展子先生のご退任、都立小児総合医療セ

ンター医長成田雅美先生の広報委員の就任は、

前回の理事会で承認された。新規の委員候補

として、東京北医療センター宮井健太郎先

生、やよい町こども医院春原大介先生の推

薦が了承された。

7．経理部(佐藤(光)理事、辻理事、神川理事、

澤田副会長、林副会長、伊藤副会長、高橋顧

問）

特になし

8． メディア管理・医会活性化WG(豐川理事、

辻理事、鈴木理事、林副会長、澤田副会長）

【第1回メディア管理・医会活性化WG委員会】

令和元年7月20日

出席：林泉彦副会長、鈴木育夫総務理事、豊

川達記(担当)理事

松本勉委員、杉原桂委員、上野正浩委員、大

戸秀恭委員

欠席：澤田雅子理事、津田隆理事、辻祐一郎

理事、滝ゆうこ委員

報告事項

l.医会ホームベージの刷新作業と管理

医会HPの管理は当面、豊川理事のまま継続、

都内小児科医連絡網の管理は、林副会長、鈴

木総務から豊川担当理事へ

医会HPの会員システムとして、共通ログイ

ンを採用すること理事会へ答申
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医会会員メーリングリストの管理：事務局の

(日本小児医事出版社)佐藤氏が管理

会員以外への東京小児科医会報、学術講演会、

医会セミナーの周知活動

新会員獲得のための活動を計画

2 せ

【4月】

小児外来救急シート(再掲)の掲示

ポスター｢子どもの事故・予防と対策｣の掲示

令和元年6月8～9日第30回日本小児科医

会総会フオーラムin京都のお知らせ

平成31年3月17日第110回東京小児科医会

学術講演会沼口俊介先生のご講演スライドの

DL開始のお知らせ

3

4

ホームページ掲載

【9月】

令和元年度東京都小児等在宅移行研修(多職種

合同研修)の案内

第15回日本小児科医会生涯研修セミナーin

Nagoyaの案内

第112回学術講演会令和元年10月20日の案内

【8月】

オリパラ東京大会に向けてのワクチン対策緊急

会議の案内

小児在宅医療技術講習会Part lの案内

令和元年8月の前線に伴う大雨による災害の被

災者に係る妊婦康診査等の各種母子保健サービ

スの取扱いについて

【7月】

令和元年度東京都小児等在宅移行研修(医師向

け)の案内

令和元年度地域の診療所医師向け小児救急研

修会の案内

大田区子どもフオーラム（7/27)参加者募集の

案内

第7回カルミア会の案内

【6月】

ピークフローメーターWebアンケートの案内

【5月】

八丈島の小児医療支援へのご協力(東京都及び

東京都医師会より）

「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

(2019年改訂版)｣の発表のお知らせ

東京都福祉保健局からの救急車利用に関する連

絡

第111回東京小児科医会学術講演会のお知ら

東京小児科医会ホームページが一時閲覧不能と

なったがすでに改善。

協議事項

1)産婦人科医会との協議会開催について→承認

2)東京都内のHPVワクチン接種可能医療機関の

周知の件→公衆衛生部で検討

3)東京各科医会協議会(9/30)トピックスについ

て→承認

4)次回関東ブロック小児科医会(10/5)の開催に

ついて→承認

5)会員向けホームページ作成の件

年度変更の共通パスワードでの開設→承認

6)学術部パソコン購入の件→承認

7)#7119, #8000関連の現状アンケート実施検

討の件→承認

8)新委員承認の件

広報委員会東京北医療センター

宮井健太郎先生

やよい町こども医院 春原大介先生

→承認

9)都養護学校郊外授業の同行医師について会員

MLで募集→承認

10)和田顧問が日本医師会最高有功賞受賞決定→

会報で周知
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自己都合藤原陽子、富岡廸子、平林竹一、

石関朝世、田川雅子、吉竹克宏、

森島昭、財満信子、野崎佳枝

→現在会員数名616名

入会退会

・新入会7名(資料）

梅小路敦子、大内美南、岡本ゆりの、木村仁

三、鈴木理永、宮入烈、佐野はつの

・退会 11名(資料）

逝去清水五郎、石関しのぶ

会員メーリング登録者数162名
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小児科関連学会予定(2020年1月～3月）

第20回日本小児IBD研究会学術集会

会期:2020年2月2日（日）

会場：コングレスクエア日本橋(東京）

会長：国崎玲子(横浜市立大学附属市民総合医

療センターIBDセンター）

第42回日本小児遺伝学会学術集会

会期：2020年2月28日(金)～29日(士）

会場：沖縄県市町村自治会館(沖縄）

会長：要匡(国立成育医療研究センターケノム

医療研究部）

第113回東京小児科医会学術講演会

会期：2020年3月15日（日）

会場：東京医科大学新病棟9F臨床講堂

主催：東京小児科医会

第10回日本小児禁煙研究会学術集会

会期：2020年2月22日(土)～23日（日）

会場：千葉県医師会館(千葉）

会長：鈴木修一(国立病院機構下志津病院小児

科）
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第112回東京小児科医会学術講演会

2019年10月20日（日）午後1時～5時

東京医科大学病院9階臨床講堂

東京都新宿区西新宿6-7-1

日時

場所

プログラム

l :00開会

1 :00～2 :00専門医共通講習(医療倫理）

成育基本法の成立とこれから

座長：東京小児科医会 神川 晃

演者：公益社団法人日本小児科医会名誉会長松平隆光

2 ：20～3 :00 トピックス

アトピー性皮膚炎のプロアクティブ療法

座長：東京小児科医会 大塚宜一

演者：国立成育医療研究センターアレルギーセンター

総合アレルギー科福家辰樹

3 :00～3 :40 トピックス

発達障害児の家庭での対応

座長：東京小児科医会 時 l1 1 章史

演者：河北総合病院小児科勝盛 宏

4 :00～5 :00小児科領域講習

子どものマイナーエマージェンシー

座長

演者

5 ：00閉会

東京小児科医会 中澤聡

北柏こどもクリニック朱田博

子
聖

=一ノL



＜東京小児科医会報＞原著論文投稿・執筆規定
(2017年2月4日制定、 2017年ll月25日改訂）

東京小児科医会報(以下本誌という)への投稿は、共著者も含めてすべて東京小児科医会会員に限る。

ただし、投稿論文編集委員会(以下編集委員会)より依頼した総説等についてはこの限りではない。

1

2．投稿論文は臨床研究および症例報告とする。なお、投稿原稿の最終的な種別・領域は編集委員会が

決定する。投稿原稿は日本語に限り、以下の執筆要項に従う。

投稿論文の領域は以下に示すものとし、執筆者は投稿時に領域を申告する。

1．新生児、 2．循環器、 3．神経・筋、 4．精神・心身、 5．血液・腫瘍、 6．免疫・アレルギー、

7.先天異常・遺伝、 8．腎・泌尿・生殖器、 9．内分泌・代謝、 10.感染症、 1l.呼吸器、 12.消化器・

栄養、 13.リウマチ・膠原病、 14.保健、 15.救急、 16.その他(思春期、発達、外科、病理など）

3

原著(臨床研究)は8,000字以内、図表計8枚以内とする。症例報告は4,000字以内、図表計5枚以内

とする。原稿は概ね1,600字で1ページ、大きい図表は2点で1ページ、小さい図表は4点で1ペー

ジとなる。詳細は執筆要項を参照されたい。

4

他誌に発表された論文(投稿予定を含む)あるいはその主要部分を含む論文は受付できない。ただし、

編集委員会の許諾があれば、本誌に掲載された論文を英文化して別誌に投稿することができるもの

とする。

5

ヒトを対象とした研究は｢ヘルシンキ宣言(以後の改訂を含む)｣やこれに準ずる指針の規定を遵守し

なければならない。個人の匿名性を守り、説明と同意および所属施設の倫理委員会・治験審査委員

会等の承認を得た旨を記載する。症例報告においても同様に対応する。

6

7．利益相反に関しては投稿時にその有無を開示しなければならない。

8．論文の採択は原則として2名以上の査読者の査読を得た後、編集委員会が決定する。査読により訂

正稿となった場合、再投稿期限は6か月とする。論文採択後の内容の変更は認めない。

9．著者校正は1回行う。論文内容や図表の修正は認めない。校正刷は受領後3日以内に返送すること。

10.別冊は50部単位で請求できる。別冊印刷代金は全額投稿者の負担とする。

1l.論文の著作権について

本誌に掲載された論文の著作権は、著者と東京小児科医会が共有し、掲載論文の印刷、刊行、図



表の引用および転載に関する許可の権限(版権)は、東京小児科医会に帰属する。なお、抄録部分(要

旨を含む)のデータベースや抄録雑誌への二次的使用ないし転載、および当該論文の複写許諾権は

東京小児科医会に委嘱されたものとする。東京小児科医会と特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行

会および株式会社メテオとの契約により、投稿論文の要旨(抄録)は医中誌に、全文はメディカルオ

ンラインにそれぞれそのまま掲載される。

12．投稿論文が採択された場合は編集協力費として5,000円を振込名義人・振込日を明記の上、郵便振

替にて下記口座に振り込むこと。

なお、入金を確認後掲載される。

振込先郵便振替口座00150-9-596215

加入者名：東京小児科医会

（トウキョウショウニカイカイ）

13.投稿原稿はA4判片面に12ポイント大きさで印字した正原稿1部を、投稿通知書および確認書、東

京小児科医会報：自己申告による利益相反報告書、東京小児科医会報：論文投稿チェックリストと

ともに、下記送付先に簡易書留ないしレターパックにて送付する。また、電子媒体にコピーした正

原稿一部を同封すること。

なお、封筒にはく投稿原稿在中＞と明記のこと。

14.査読後再投稿原稿は電子媒体に保存し、ハードコピー1部とともに同封して郵送すること。なお、

電子化原稿は下記アドレス宛にメール添付で送信してもよい。

原稿送付先

〒160-8306

東京都新宿区西新宿5-25-11-2F

株式会社日本小児医事出版社内

東京小児科医会事務局

TEL;03-5388-5220, FAX;03-5388-5193

E-mailaddress: tpa@bloom・ocn.ne.jp



執筆要項

原稿構成

①第1ページを表紙とし、表題、著者全員の所属・氏名、キーワード、連絡責任者の住所・所属・

氏名、電話･FAX･E-mailaddressを記載すること。

②キーワードは5個以内とし、略語は使用しない。外国語を用いる場合は適切な日本語がない場合

に限る。

③第2ページ以降は以下の順に作成する。 1．要旨(和文抄録)、 2.本文、 3.利益相反、 4.著者役

割(臨床研究)、 5.文献、 6.表、 7.図の説明、 8.図、

投稿論文の文字数、図表、要旨(和文抄録)、文献は以下のとおりとする。

1

2．組上がりで規定ページ以内の場合は無料とする。規定ページを超える場合は、 1ページあたり

15,000円の著者負担とする。カラー印刷の代金、図のトレース費用は著者負担とする。

3．表題は簡潔にし、原則として40字以内として副題は付けないこと。

原稿は、以下の要領に従って作成すること。

①現代かなづかい、常用漢字を用いること。

②学術用語は原則として『小児科用語集』(日本小児科学会編)によること。外国語は極力避け、その

使用は適当な日本語がない場合に限る。

③表題には略語を用いないこと。ただし略語を使用したほうが分かりやすい場合は認められる。

④本文中に略語を用いる場合は、一般に使われているものに限る。その場合、初出の際に省略しな

い語を記載し、括弧内に略語を示すこと。

⑤原則として、外国人名は原語で、薬品名は一般名で記載すること。

⑥英数字は半角文字を用いること。

4

図・表については以下の要領に従うこと。

①表は、必要な情報を簡潔明瞭に示し、何を示そうとしているか分かる表題を付けること。

②図・表は、本文を参照しなくともその図・表のみで内容が分かるように工夫すること。

③図・表とその説明文・表題などは極力日本語を使うこと。

④図・表には各々につきアラビア数字で番号を付すこと(図1，表lなど)。

⑤図・写真は、そのまま縮小可能な形であること。従って、縮小されても情報が読み取れるものと

すること。

⑥患者の顔写真を使用する際は、患者本人および患者の代諾者に十分説明の上、文書で同意を得る

5

種別 文字数 図表 要旨 文献 キーワード 組み上がり

規定ページ数

臨床研究 8,000字 8 占〃00、 400字以内 制限無し 5個以内 7

症例報告 4,000字 5 占〃00, 400字以内 15編以内 5個以内 5



こと。本人の意思表示ができない状態では、代諾者の同意のみとする。許可を得たことを写真の

説明の中に明記する。被虐待児等の症例で同意が取れない場合には、 IRBの承認を得て、その旨

を写真の説明の中に明記し、 目の部分を隠すなど、患者の同定を不可能にする工夫をすること。

6．数字はアラビア数字を用い、数量の単位はkm，m、 cm、mm、〃m，L、 dL、mL、乢、k9， 9，

mg，〃g，mEq/L，mg/dLなどを用いること。 Inrn3、 cmmなどは用いず、〃Lを用いること。

著者全員の著者役割を、文献の前に例のように具体的に記載する。利益相反の後に掲載される。

（著者名)は論文の構想・設計、データの収集・解析および解釈において貢献をした。

（著者名)は論文作成または重要な知的内容に関わる批判的校閲に関与した。

7

8．引用文献

・文献は必要最少限にとどめる。記載順序は引用順とし、本文中の引用箇所は、その右肩にアラビ

ア数字で記入する。

・文献の書き方は、次の形式による。

1）雑誌の場合：著者名． タイトル．雑誌名発行年(西暦） ；巻：通巻始ページー通巻終ページ。

2）書籍の場合：著者名．書名．版数．発行社所在地名：発行社，発行年(西暦)。

3）分担執筆による書籍の分担部分を引用の場合：著者名．分担執筆部分の表題．編集者名．書名．

版数．発行社所在地名：発行社，発行年(西暦） ：分担部分の始ページー終ページ。

4）雑誌名は雑誌指定の略名を用い、指定がない場合はIndexMedicusあるいは医学中央雑誌の収載

誌略名を用いる。

5）著者名は3名までは全員を記載する。 4名以上の場合は最初の3名を記載し， 「，他｣あるいは外

国語文献の場合は｢,etal｣とする。

6）ウェブページの場合

著者名(分かれば). .@Webページの題名".Webサイトの名称．入手先URL, (参照日付). とし、

数年間は元データを保存する。

7）実例

a)FujisawaK,TaniP,McMillanR,etal.Platelet-associatedantibodytoglycoproteinllb/IIIa

fromchronicimmunethrombocytopenicpurpurapatientsoftenbindstodivalentcation-

dependentantigens.Bloodl993;81 : 1284-1289.

b)内田満夫，金子稔， 山本洋，他．我が国におけるインフルエンザ(HlN1)2009に対する

学校閉鎖の効果． 日衛誌. 2013;68: 103-117.

c)CohenMMThechildwithmultiplebirthdefects.NewYork:RavenPressl982.

d)大西弘高． アウトカム基盤型教育の歴史，概念，理論． 田邊政裕編． アウトカム基盤型教育

の理論と実践．東京：篠原出版新社， 2013：3-38.

e)DorkenB,MollerP,PezzutoA,etal.CDw75. In:KnappW,DorkenB,GilksWR,etal,

eds.LymphocytetypinglV:whitecelldifferentiationantigens.NewYork:Oxford

UniversityPress,1989: 109-110.

f) 日本小児内分泌学会のホームページ. http://jspe.uminjp/medical/taikaku.html(2015年5月

1日参照)．



東京小児科医会報編集委員会殿

投稿通知書および確認書

下記題名の投稿原稿を東京小児科医会報の原著論文(臨床研究・症例報告)として掲載を希望しますの

で、送付いたします。

l.投稿原稿については、著者全員が内容を確認し、投稿について了承しました。

2．採択され東京小児科医会報に掲載された場合、論文の著作権は、著者と東京小児科医会が共有し、

掲載論文の印刷、刊行、図表の引用および転載に関する許可の権限(版権)は、東京小児科医会に帰

属することを認めます。

3． この投稿原稿は、二重投稿ではありません。

月 日年投稿年月日

論文原稿題名

）論文の種類・領域： （臨床研究・症例報告） （領域

著者・共著者署名(責任著者は○印欄）
(自署）

確認年月日

○ 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日



東京小児科医会報：自己申告による利益相反報告書

著者名(共著者を含む全員）

論文題名

(著者全員とその対象者の配偶者、一親等の親族、収入・財産を共有する者が、投稿時から遡って過去

1年間以内での発表内容に関係する企業・組織または団体との利益相反状態を、該当する著者のみ下記

欄に記載してください｡）

なお、全ての著者が下記に該当する利益相反がない場合には、次の□にチェックしてください。

□すべての著者が、下記に記載の利益相反事項はありません。

(申告日） 年 月 日

責任著者(署名・押印） ⑳

項目

(1人あたりの金額が該当する場合は有）
該当の状況 有であれば、著者名：企業名などの記載

①報酬額

1つの企業・団体から年間100万円以上
有 ・鉦

〃、、、

②株式の利益
1つの企業から年間100万円以上、あるいは当該
株式の5％以上保有

有・無

③特許使用料
1つにつき年間100万円以上

有・無

④講演料
1つの企業・団体からの年間合計50万円以上

有・無

⑤原稿料

1つの企業・団体から年間合計50万円以上
有・無

⑥研究費・助成金などの総額
1つの企業・団体からの研究経費を共有する所
属部局(講座、分野あるいは研究室など)に支払
われた年間総額が200万円以上

有 ・鉦
〃、、、

⑦奨学(奨励)寄付などの総額
1つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する
所属部局(講座、分野あるいは研究室など)に支
払われた年間総額が200万円以上

有 ・鉦
〃、、、

⑧企業などが提供する寄付講座
(企業などからの寄付講座に所属している場合に
記載）

有・無

⑨旅費、贈答品などの受領
1つの企業・団体から年間5万円以上

有 、鉦
〃も，、



東京小児科医会報：論文投稿チェック'ﾉスト

口共著者も含めてすべて東京小児科医会会員である

口投稿論文は臨床研究または症例報告であり、次の領域のいずれかである

1．新生児、 2．循環器、 3．神経・筋、 4．精神・心身、 5．血液・腫瘍、 6．免疫・アレルギー、

7.先天異常・遺伝、 8．腎・泌尿・生殖器、 9．内分泌・代謝、 10.感染症、 11.呼吸器、 12.消化器・

栄養、 13.リウマチ・膠原病、 14.保健、 15.救急、 16.その他(思春期、発達、外科、病理など）

口原著(臨床研究)は8,000字以内、図表計8枚以内、症例報告は4,000字以内、図表計5枚以内である

口二重投稿ではない

口論文原稿には、個人の匿名性を守り、説明と同意および所属施設の倫理委員会・治験審査委員会等

の承認を得た旨を記載されている

口東京小児科医会報：自己申告による利益相反報告書が記入同封されている。 （利益相反がない場合に

もその旨を記載し提出が必要）

口投稿原稿はA4版片面に12ポイントの大きさで印字してあり、 「投稿通知書および確認書｣が署名も含

めて記載されている

口電子媒体にコピーした正原稿一部を同封され、封筒にはく投稿原稿在中＞と明記されている

口原稿送付先(下記)に簡易書留またはレターパックで送付する

〒160-8306

束京都新宿区西新宿5-25-11-2F

株式会社日本小児医事出版社内

東京小児科医会事務局

TEL;03-5388-5220, FAX;03-5388-5193

E-mailaddress:tpa@bloom.ocn.ne.jp



東京小児科医会報原著論文投稿規程

ホームページからのダウンロードについて

東京小児科医会報の原著論文投稿規程は、

東京小児科医会HPのトッブページの下方【関連リンク】に配置されております。

https://tokyo-pediatrics.org/

ダウンロードの際には下記の図を参考にお願いします。
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編厘圖國

国では迅速検査が定着し、治療に結びついていま

す。治療では1回の錠剤が2年前から発売され、小

児では1回だけ飲めば良いとのことでお母様方に

は喜ばれていますが、耐性の問題があり、その問

題を東大医科研の今井正樹先生に取り上げていた

だきました。今年は東京では9月中旬からインフ

ルエンザの流行がみられ、 さすがに暑いせいかそ

れ以上の流行にはなりませんでした。新型インフ

ルエンザが流行した時に6月から始まって、 さす

が盛夏の8月は下火になりましたが、 9月にはまた

盛り返したので、 インフルエンザにとって9月は

感染能力がかなりあり、免疫がない集団では流行

する潜在能力があるように見えます。今年のイン

フルエンザの流行はどうなるのか予測がつきませ

んが、大規模な流行にならないように願うばかり

です。 （浅村信二）

今号は｢最新インフルエンザ事情｣と題して、 イ

ンフルエンザの特集を組ませていただきました。

まずはじめに、昨シーズンのインフルエンザの流

行の総括を岡部信彦先生にお願いしました。イン

フルエンザは開業医にとって、毎年行われる一大

イベントで、一つは予防であるインフルエンザワ

クチンの接種であり、一つはインフルエンザの診

断と治療です。インフルエンザワクチンの供給に

はやや問題があり、検定に合格しない場合など需

要と供給の差が小さいためすぐに供給不足を生じ、

被接種者のパニックが引き起こされてしまいます。

今年は幸いなことに、今のところの供給の滞りは

ないようです。このインフルエンザワクチンの課

題と将来像を中山哲夫先生に、経鼻弱毒生インフ

ルエンザワクチンについて菅谷明則先生にご執筆

をいただきました。インフルエンザの診断は我が

東京小児科医会報

第4種学術刊行物認可

第38巻第2号(通巻126号）

2019年11月30日発行

発行人塙 佳生

編集人藤沢康司澤田雅子泉田直己

発行所東京小児科医会

〒160-8306

束京都新宿区西新宿5-25-11-2F

株式会社日本小児医事出版社内

TEL O3-5388-5220

FAXO3-5388-5193

印刷所株式会社ダイヤモンド・グラフイック社

広報委員 （＊委員長）

＊藤沢康司

浅村信二 梅原 実 大谷俊樹

梶原道子 齋藤昌宏 成田雅美

宮田理英

担当理事

泉田直己 大川洋二 川上一恵
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澤田雅子

顧問

沼口俊介

入会ご希望の方は上記発行所へお申し込み下さい。

東京小児科医会年会費A会員10,000円

B会員6,000円

日本小児科医会年会費A会員20,000円

B会員8,000円

郵便振替口座00150-9-596215東京小児科医会

●本誌掲載記事の無断転載を禁じます

･本誌に掲載する著作物の複製権・上映権・譲渡権・公衆送信権(送信可能化権を含む)は東京小児科医会が保有します。

･画く(社)出版者著作権管理機構委託出版物〉
本誌の無断複写は著作権法上での例外を除き禁じられています。複写される場合は、そのつど事前に、 （社)出版者著

作権管理機構(電話03-3513-6969、 FAXO3-3513-6979、 e-mail : infO@jcopy.or.jp)の許諾を得てください。
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a〃た丘a体外診断用医薬品’

・判定時間5分で迅速に繕果が得られ霞す。
●FIu、RSV､アデノで試料相互使用が可能です6

製造販売承認番号22700AMXOO678000

インフルエンザウイルスキット

刃レソーック徹FIu
製造販売承認番号22700AMXOO679000

RSウイルスキット

アルソーック画RSV
製造販売承認番号22700AMXOO673000

アデノウイルスキット
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●有効期間

●包装単位
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24箇月（使用期限は外装等に記載）
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使用上又は取扱い上の注意等は添付文書をご参照下さい。

資料請求先:アルフレッサファーマ株式会社

〒540－8575大阪市中央区石町二丁目2番9号TELO6－6941－O30B
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生きる喜びを､もを
Domore,feelbetter, livelon

GSKは､より多くの人々に

｢生きる喜びを､もっと｣を届けることを

存在意義とする科学に根差した

グローバルヘルスケアカンパニーです。

こ根差し存章

http:"jp.gsk｡com

グラクソ･スミスクライン株式会社



投稿のお願い／

会員通信

氏名
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｢Voice(声)」欄原稿募集：

ご意見、症例、診療上の工夫、研究報告など会員の診療に有益となるような論文または短

報を幅広いテーマで募集します。原稿枚数は、論文は400字詰め原稿用紙12枚以内、短報は

4枚以内（いずれも図表を含む）とします。東京小児科医会事務局宛にお送りください。なお、

査読を経た上での採否および掲載形式の決定は編集委員会に一任させていただきます。また、

原稿が受理された時点をもって、投稿された論文等の著作権（著作権法第21条から第28条まで

に規定されるすべての権利を含む)については､原則として当医会に帰属するものといたします。

会員通信：

会員相互交流です。内容・形式は問いません。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ご意見．ご要望に関する内容については執行部から出来るだけ回答をしていただきますo

匿名希望の方は氏名の欄に匿名とご記入下さい。

東京小児科医会広報部TELO3-5388-5220 FAXO3-5388-5193



東京小児科医会会長殿

入会申込

年 月 日暦西
圭
冒

貴会の目的に賛同し入会を申し込みます。

ふりがな

氏名 印

男
・
女

生年月日 平成｡昭和 年 月 日 （ ）歳

医籍登録番号

自宅住所

(〒 一 ）

TEL

FAX

e-mailアドレス

病･医院名

診療科目

病｡医院住所

(〒 ■■■■■■ ）

TEL

FAX

e-mailアドレス

文書等郵送先 自宅 勤務先 （どちらかに○印）

医会HPに医療機関名と氏名を掲載し､医会MLにメールアドレスの登録をさせていただきま
す ◎

医会HPに医療機関名、氏名の掲載を口希望しない
医会MLにメールアドレスの登録を 口希望しない

職歴(含出身大学名、研修歴）

その他の小児科に関する職歴
(例:学校医･園医など､期間）

日本小児科学会
自
貝

今
云 非会員 専門医 有

鉦
小

日本小児科医会
巨
貝

今
云 非会員 地域総合小児医療認定医 有

狂
小

その他の学会

会員種別 A会員 B会員(A会員推薦者名： ）


