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もっと，外に目をひらいて

副会長谷口賢蔵

この原稿は8月初旬に書いています。戸外では，蝉の声が騒々しく暑さをいっそう増し

ています。各地で夏祭りが始まり，盆踊りの季節となりました。私の診療所は，古い酒蔵

が建ち並ぶ今津郷にあり， 盆踊りが盛んです。 しかし， 問題も多いようです。一番の問題

は。祭りの世話役が70代以上の高齢者ばかりだとのことでした。若い世代は，祭りには来

てくれるのですが，世話役は敬遠して引き受けてくれないとのことです。まるで，小児科

医会と同じような問題を抱えているようです。地区の小児科医会では， 若い先生方の参加

がなかなか得られなくて盆踊り化が進んでいます。

先日，恐ろしい夢を見ました。大学の卒業試験の[|に、 眠ってしまい何の準備も出来て

いない状態で目が醒め， うろたえている夢です。30年以上たっても， トラウマとして残っ

ているのですネ。私は出来の悪い医学生でした。そんな私でも，一人前の小児科医になれ

ました。学問としての医学と|lim床としての医学はまったく違うものだと実感しています。

大事なことは， 知識と経験は本からは学べなくて，実践と先輩からのアドバイスから学ぶ

ものだということです。開業してからは，何にでも興味を持ち， さまざまな会に参加して

一

一

来ました。小児科関係では医師会の乳幼児保健や学校保

健委員会に参加し行政と関わるようになると，教科書で

は習ったことのない知らないことばかりで驚き， 熱心に

勉強しました。そして， さまざまな科の講演会に積極的

に参加すると，今まで見えなかったものが見えてきまし

た。小児科という小さな窓からは見えなかったものが見

えるようになってきたのです。皆さまの周りには，すば

らしい先輩達がたくさんいます。積極的にかかわらない

と，宝の山を逃してしまいます。若い先生方に。 地区の

医師会や医会の活動に積極的に参加することをお勧めし

ます。 きっと，今まで見たこともない世界が見えてくる

でしょう。
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平成31年3月23日

於三宮研修セン
、

第71回小児医学講座

|講演1 】

座長＝兵庫県小児科医会教育委員会委員長

いぬいこどもクリニック院長 乾 幸
､′
V←、

<口

こども病院における遺伝子診療部門の役割

兵庫県立こと、も病院臨床遺伝科

森貞直哉 ＝‐

るために， 各医療機関で遺伝丁診療部門が整備

されている。ここでは小ﾘJ医療の重要な拠点で

ある小児医療専門捕院における遺伝子診療部門

の役割を検討してみたい。

キーワード：ゲノム医療次世代シークエン

サー， 遺伝カウンセリング，未診断疾,世イニ

シアチブ， 出生前診断

著者連絡先

〒650－0047

神戸市中央区港島南町1-6-7

兵庫県立こども病院臨床遺伝科

TELO78-945-7300

morisada_kch@hp.pref,hyogo・jp

ゲノムとは？遺伝子とは？ゲノム医療とは？

ケノムとはある生物のもつ全ての核酸上の遺

伝情報のことで， 細胞の核内にある染色体上

に存在する。一般にヒト染色体は46本あり， 22

種類の常染色体が2本ずつ， さらに性染色体が

2本含まれる。性染色体はX染色体, Y染色体

があり『 Y染色体を鹸低1本保有すれば生物学

的に男性とみなされる。なお， ミトコンドリア

DNAは原則として母親からしか遺伝しないの

で， ヒトゲノムには含まれない。

このヒトケノムをすべて解読することを目的

に, 1990年から「ヒトゲノムプロジェクト」が

開始された。ヒトゲノムプロジェクトは欧米の

研究機関が' | 1心であったが，一部の解析にわが

国の研究機関も参力| 'し, 13年の月|」と約3,000

億円の費用をかけてヒト全ケノムを解析した。

ヒトゲノムフ°ロジェクトでわかったのは蛋白

をコードするいわゆる「遺伝子」が全ゲノム

上のわずか1-2%程度しか存在しなかったこ

と． そしてその遺伝子が予想を下凹る約20,000

～25,000個程度しか存在しなかったことであ

はじめに（要約）

近年の遺伝子解析あるいはゲノム編集技術の

進歩によって、 日常生活でも「遺伝子」や「ケ

ノム」という言葉を耳にする機会が多くなっ

た。遺伝子は生命の設計図となることから、 そ

の異常が出生前から発生し，生後いずれかの

時期に生沽に支障をきたすようになった場合は

「遺伝性疾患」 として認知される。小児科|鐙は

このような遺伝性疾患の患者を診療する機会が

きわめて多い。また，がん組織に対する適伝子

解析も広く行われており，解析結果が治療法の

選択に直結することも少なくない。このように

遺伝子やゲノムに関する知識は実臨床の現場に

おいても欠かせないものとなっている。迩伝子

に関する情報知識を臨床現場で適切に使川す

へ
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療」はすでに実臨床への実装化が開始されて

いる。2019年3月の時点で国立がん研究セン

ター中央病院や大阪大学など1lの拠点病院が

整備され， さらに100カ所以上の医療機関が

連携病院となっている。がんゲノム医療は，

がん組織から抽出したDNAを解析して遺伝

子変異（バリアント）を突き止め，そのがん

の種類に適した抗がん剤の選択を行う，いわ

ゆるprecisionmedicineの代表である。現在

のがんゲノム医療は主に成人を対象としてい

るが，今後小児がんに対しても広がることが

期待される。

一方，先天性疾患とは生まれた時点から発

症している疾患を指す。全出生児の3－5％

は何らかの先天異常を持つとされている')。

原因はさまざまで，妊娠母体の感染や薬物投

与，妊娠糖尿病等も原因となる。近年では遺

伝子・染色体に異常がみつかる例が増えてお

り， このような遺伝子・染色体に起因する先

天性疾患を遺伝性疾患と呼ぶ。一部の遅発性

神経疾患（ハンチントン病など）や腎疾患

(UMOD異常による常染色体優性間質性腎

疾患など）では成人期に発症するが，多くの

遺伝性疾患は胎児期，小児期に発症する。小

児科医はヒトの出生時（あるいは胎児期）か

ら関わるため，遺伝性疾患の患者を診療する

機会が極めて多い。

代表的な遺伝性疾患はダウン症である。ダ

ウン症は21番染色体（厳密には21q22.3)の

過剰（トリソミー）による疾患で，約1,000

人に1人程度認められる。特徴的顔貌と染色

体検査から比較的容易に診断可能である。か

つてダウン症の生命予後は不良であったが，

現在は還暦を迎える患者も増えている。また

ダウン症患者の社会進出が進み，芸術など各

分野で活躍していることから， ダウン症に対

する医学的・社会的認識はかなり変化してい

る。一方でダウン症は後述する出生前診断の

る。ヒトゲノムプロジェクトによりヒトゲノム

の配列は明らかになったが， その配列の意味が

不明な領域が未だ多く残されており，現在でも

世界中でさまざまな研究が進められている。ヒ

トゲノムプロジェクトでは約3,000億円を費や

したが，現在では次世代シークエンサー(next

generationsequencing,NGS)が登場したこと

もあり，全ゲノムの解読にかかる費用は10万円

未満となっている。今後さらに迅速，安価でか

つ正確なゲノム解読技術が登場すると考えられ

る。

このようにヒトゲノム情報を入手しやすく

なったことから， その情報を医療に役立てよ

うとするのがゲノム医療である。主なゲノム医

療の対象は体細胞系列の異常である「がん・悪

性腫瘍」と，性腺系列の異常である「先天性疾

患・遺伝性疾患」で， さらに糖尿病や高血圧な

どの多因子遺伝疾患を解明し，疾患の予防につ

なげることもゲノム医療の達成目標のひとつと

されている。このようなゲノム医療を臨床の現

場で診療科横断的に担うのが遺伝子診療部門で

ある。遺伝子診療部門の役割としては表1のよ

うなものが挙げられる。

'銅、

表1
/…、

遺伝診療部門の役割

･遺伝性疾患の診療

・がん･悪性腫瘍，

・先天性疾患･遺伝性疾患

･遺伝学的検査の施行

･遺伝カウンセリング

･未診断疾患の解明

･出生前診断の相談

小児医療におけるゲノム医療

1)遺伝性疾患の診療：がん・悪性腫瘍と先天

性疾患・遺伝性疾患

がん・悪性腫瘍に対する「がんゲノム医
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査が行われる。代表的な遺伝学的検査は染色

体によるGバンド（分染）法である。Gバン

ド法は染色体の構造異常を検出することが可

能であり，約lOMb程度以上の染色体構造異

常が検出できる。ダウン症やターナー症候

群などでは必須の検査法である。Gバンド法

で検出できない微細な欠失に対してはFISH

(Fluorescenceinsituhybridization)法が用

いられる。FISH法はデイ ・ジョージ症候群

に対する22q11.2領域の欠失やウイリアムズ

症候群に対する7q11.23領域の欠失の検出な

どに用いられる。またサブテロメアFISHは

全染色体のサブテロメア領域の構造異常を検

出する方法で， これらの検査は保険診療で行

うことができる。DNAの配列は一般に直接

シークエンス法（サンガー法）により解読で

きる。マルファン症候群や多くの先天代謝異

常，先天性免疫不全症などでは保険診療での

遺伝子解析も可能である。2018年には医療法

が改正され，現在国内での遺伝子解析体制の

整備が進められている。

原因不明の遺伝性疾患に対しては，染色

体の微細な構造異常の検出が可能なアレイ

CGH(comparativegenomichybridization)

やNGSによる全エクソン・全ゲノム解析な

どの網羅的解析が有用である。これらの解析

はほとんどが研究目的で行われている。主な

解析手法と対象領域を図1に示す。

表2

小児科医が経験する遺伝性疾患

･Down症候群

･Marfan症候群

･神経線維腫症1型

･Noonan症候群

･Williams症候群

･頭蓋骨早期癒合症

。先天性難聴

･22q11.2欠失症候群

･家族性血尿

･遺伝性q｢延長症候群

･先天性副腎皮質過形成

･脊髄性筋萎縮症

など

〆~、

対象とされることが多く，倫理的な問題も残

されている。ダウン症の他ウィリアムズ症

候群，デイ ・ジョージ症候群，神経線維腫症

l型，マルファン症候群などは比較的よく認

められる遺伝性疾患である。主な遺伝性疾患

を表2に示す。ヒト遺伝性疾患のオンライン

カタログであるOnlineMendelianlnheritance

inMan(OMIM)には原因遺伝子・染色体領

域の同定された遺伝性疾患が5,000以上登録

されている (https://www.omim.org/)。

遺伝性疾患は「診断しても治療法がない」

といわれることが多いが，実際には疾患特異

的治療が可能な例は少なくない。たとえば

フェニルケトン尿症は常染色体劣性遺伝によ

る代表的な先天代謝異常であるが，マススク

リーニングにより生後早期に発見して食餌療

法を開始できると重篤な神経症状を回避する

ことができる。最近ではヌシネルセンによる

脊髄性筋萎縮症(SMA)に対する治療が保

険適用となった他神経線維腫症l型に対す

る特異的腫瘍抑制療法の治験も海外で進行中

である。その他にも近年さまざまな遺伝性疾

患の診療ガイドラインが発表されており，そ

の疾患その患者にあわせた診療方針を策定

することが必要となっている。

2）遺伝学的検査の施行

遺伝性疾患の診断を目的として遺伝学的検

/稗鬮､

ェ

！
塩基数

10Mb

lMb

lmkbp

lOkbp

lkbp

lmbp

lObp

lbp

|1｡
MLm法

Gバンド法

サンガー法

主に特定の遺伝子に対する解析 網羅的･包括的解析

図1 主な遺伝子解析手法と対象領域
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GeneticsandGenomics (ACMG)ガイドラ

インが整備されているが2)， 国内ではまだ十

分に検討されていないので，各施設において

対応方法を決めておく必要がある。

4）未診断疾患の解明

何らかの遺伝性疾患と考えられながら未診

断となっている患者はきわめて多い。最近で

は上述のようにNGSをはじめとする網羅的

解析によって診断される例が増えている。

このような背景から， 2015年に国立研究開発

法人日本医療研究開発機構(JapanAgency

forMedicalResearchandDevelopment,

AMED)が主導する未診断疾患イニシア

チブ(Initiativeonrareandundiagnosed

diseases, IRUD)が開始された3)｡ IRUD

は全国各地に地域拠点病院を置き，各地の

IRUD診断委員会で網羅的解析の適応ありと

判定された場合に, IRUD解析センターで全

エクソンあるいは全ゲノム解析が施行され，

その結果と臨床的評価をあわせて診断が行わ

れる仕組みである。2019年1月現在, IRUD

コーデイネーテイングセンターを中心に42の

地域拠点病院・高度協力病院と5つの解析セ

ンターが参加している。兵庫県では神戸大学

が唯一の地域拠点病院となっていて，兵庫

県立こども病院などが協力病院となってい

る。さらにIRUD-Exchange (未診断症例の

マッチング）やIRUD-Beyond(遺伝子機能

解析や新規の治療法開発）なども行われてい

る。 IRUDは遺伝性疾患の診断・新規疾患の

発見・治療開発まで幅広く対応できる体制を

とっている。

5）出生前診断の相談

出生前診断とは，羊水穿刺や超音波検査な

どによって，生まれる前に赤ちゃんの病気や

先天異常の有無を診断することである。出生

前診断は大きく 「非確定検査」と「確定検

査」に分けられる。一般に産科健診として行

3）遺伝カウンセリング

遺伝性疾患の患者を診療する際に重要なの

が遺伝カウンセリングである。遺伝カウンセ

リングとは，患者，家族（クライエント）か

ら遺伝に関する悩みや不安を聴取し，正確な

医学的情報をわかりやすくお伝えした上で，

自らの力で問題を解決できるように支援する

ことである。遺伝カウンセリングは主に認定

遺伝専門医と遺伝カウンセラーが担い，全国

の遺伝子診療部門で受けることが出来る。遺

伝カウンセリングの基本的な手順を図2に示

す。

/~、

依頼

｢秀才ﾃﾌ、■匿辰字診療蔀F詞
“患者,，ではない 且

遺伝カウンセラーによる事前問診

･聞きたいこと､知りたいことの聴取

･家系図の作成

且
臨床遺伝専門医による面談

且

図2遣伝カウンセリングの手順

※疾患・対象によって異なる

小児医療における遺伝カウンセリングは，

主に遺伝性疾患に対する遺伝子解析の前後に

行われることが多い。遺伝子解析の前には，

臨床的診断名，遺伝子解析の手法や予測さ

れる検査結果をお伝えする。未診断疾患に

対する網羅的遺伝子解析では，予測していな

かった診断がなされる場合もある。たとえば

男児の知的障害ではX連鎖性知的障害と指摘

されることが少なからずあり，その場合母親

が保因者であることが多いので，事前にその

可能性を説明しておくことが重要である。

また網羅的解析は目的外の病的なバリアン

トを見つけることがあり， これをsecondary

findings (SF) とよぶ。SFに対する取り扱

いは，米国ではAmericanCollegeofMedical

鯛
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われる胎児超音波検査も出生前診断であり，

非確定検査に分類される。非確定検査にはそ

の他母体血清マーカーを利用した検査があ

る。また近年では無侵襲的出生前遺伝学的検

査(non-invasiveprenatalgenetictesting,

NIPT)は広く行われている。NIPTは妊娠

中の母体から採血を行い，母体血中に存在す

る胎児由来のDNA(cellfreeDNA)を検出

して， その遺伝学的異常を検出しようとす

るものである。現在は13, 18, 21トリソミー

の検出が対象である。NIPTは出生前診断に

よる生命の選択につながることがあるので，

その実施には事前の遺伝カウンセリングが

重要である。NIPTの実施は日本産科婦人科

学会（日産婦）などが認定した施設によって

行われることが前提で，各施設では遺伝カウ

ンセリング体制を整えることが求められてお

り，遺伝子診療部門がその役割を担うことが

多い。しかし，最近では無認可の施設が多数

NIPTに参入している。このような施設の一

部では十分な遺伝カウンセリングをせずに検

査が実施されている可能性がある。そのため

日産婦では施設要件を緩和し未認可施設での

実施を抑制しようとしているが， まだ他学会

などとの足並みが十分にそろっておらず，今

後の動向が注目きれる。

おわりに

遺伝子診療部門が担うゲノム医療はもはや特

殊な医療ではなく，一般的な医療の一領域と

なっている。遺伝子・染色体検査の施行や解釈

は専門的な知識が必要であり，遺伝カウンセリ

ングは十分な時間が必要なことから，医療現場

での確実な連携が必要となる。兵庫県立こども

病院臨床遺伝科ではさまざまな遺伝性疾患の診

断，説明，治療を担当している，是非ご活用い

ただきたい。

/~､
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【講演2】

座長＝神戸大学大学院医学研究科

内科系講座小児科学分野准教授 永瀬裕朗

小児の急性脳炎，脳症の画像診断

兵庫医科大学放射線医療センター

准教授安藤久美子

りりb 同一。『

はじめに

本稿では，子どもの脳炎‘脳症の画像診断に

ついて概説する。

なるべく画像を多く提示して、実際の臨床の

場で．絵合わせをしながら診断を進められるよ

うに努めたいと考える。

さて， よく知られているように，子どもの脳

炎㈱脳症は㈱ 主に細菌感染によるものとウイル

ス感染によるものがある。細菌性が主に髄膜脳

炎を起こすのに対して， ウイルス感染症では脳

炎および急性脳症がり|き起こされる。急性脳症

は頻度が低いが， しばしば予後が不良である。

一

金
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図1 10カ月女児細菌性髄膜脳炎

MR|造影T1強調画像にてくも膜軟膜に肥厚と造

影効果を認める。 （→）

1.細菌感染症

細菌感染症では，髄膜脳炎，膿瘍のほか，

硬膜下蓄膿などが見られる。画像ではGd製

造影剤による造影後のTl強調画像が髄膜脳

炎の描出に有用で，病変部が造影される （図

1 ， 2）。 また『脂肪抑制後のFLAIR画像

（水を低信号にしたT2強調画像）でも肥厚

した髄膜軟膜を観察できる。細菌感染症が疑

われる場合は造影することを念頭に， あらか

じめ腎機能(Cr)のチェックや，検査開始

前のルートの確保が必要である。一方、膿瘍

や硬膜下蓄膿自体の描出には，拡散強調画像

が有用で，膿がたまった部分は高信号となる

（図3）。

これらの変化はなぜか頭蓋の頭頂側にみら

一

ｌ
ｃ

Ｓ
シ

『
邸
濫
。

2 t■ﾛ

図2 新生児男児細菌性髄膜脳炎，硬膜下蓄膿，
脳膿瘍

MRI造影T1強調画像にて両側の<も膜軟膜の造

影のほか，両側の硬膜下腔の液貯留， 両側基底核と

視床の造影効果を認める。 （→）
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一一

図3 10歳代男児細菌性髄膜脳炎

脳表の蓄膿がMR|拡散強調画像で高信号に描出さ

れている。

二崖

図5 10歳代女児結核性髄膜脳炎

MR|造影T1強調画像にて脳底槽に造影効果を認

める。 （→）

は， ウイルスが' | '枢神経を直接障害するこ

とによるものと‘ 全身のウイルス感染にと

もなって二次性に発生するものがある。主

に直接障害によりリ|き起こされるのは脳炎

と髄膜炎であり ｛ 二次性に引き起こされる

のがacutedisseminatedencephalomyelitis

(ADEM) ,急性脳症である。 しかし， どち

らかはっきり分かっていないものもある。

1 .脳炎

最も頻度が高い無菌性髄膜炎はほとんど

画像で異常所見が見られない。それを除く

と． ウイルス性脳炎では脳灰白質（皮質

深部j火| ' |質）に異常所見がみられる。 ま

た㈱ それぞれのウイルスで塒異的な障害部

位がある （図6）。

これらの脳炎の急性期の描出に最も適

しているのは,MRIの拡散強調画像であ

り， 脳炎が起こっている部分が高信号に

描出される。造影は多くの場合必須でない

が， エンテロウイルスD68の脊髄根炎の

1iill1には有川である。すなわち感冒様症状

後､ 弛緩性麻",[を伴う小児では造影脊髄

MRIを考慮する。

図4 8歳男児左中耳炎から波及した硬膜下蓄膿

造影CTにて左乳突蜂巣に接して左後頭蓋窩に辺

縁が造影される液貯留を認める。

。且

れることが多いが，髄膜脳炎，膿蝪が脳底部

に見られる場合は， 中耳炎やm11鼻腔炎からの

炎症波及を念頭に， 中内耳， 副鼻腔も観察す

る必要がある （図4）。また．脳底部の蓄|儂

では，鑑別に結核があがる （図5）。

Ⅱ、 ウイルス感染症

ウイルス感染に関連する主な小児中枢神経

障害としては，脳炎，髄膜炎脊髄炎， 脊髄

根炎, acutedisseminatedencephalOmyelltis

(ADEM) ,急性脳症などがある。これら
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側頭葉内側、 辺縁系 ほぼ正常

MERS

Brighttree 脳梁
深部灰白質

多発性

I

脳幹、脊髄 小脳
一 －

図6 ウイルス感染にともなう脳炎，脳症の画像のパターン

ルス感染症の20%を占める。初感染後，

HSV-lは三叉神経に潜伏し、 HSV-2は

腰髄神経節に潜伏するとされている。

脳炎は新生児， 小児㈱ 成人発症ともに

HSV-lによるものが多い。

lⅢI像所見は新生児期発症のものと， そ

れ以降で分布が異なっている。

小ﾘJから成人では， ウイルスが三叉神

l)無菌髄膜炎（図7)

ウイルス性のいわゆる無菌性髄膜炎は

小児の中枢神経感染症'|最も多いが, IIII

像所見はほとんど異常がないのが特徴で

ある。

2）単純へルペス脳炎HerpesSimplex

Virus1.2HSV-1,2/HHV-l,2 (図8)

単純へルペス脳炎は全' | '枢神経ウイ
。－可

BA

、“． h‐
0

図7 3歳男児無菌性髄膜炎

単純CT

頭痛単純CTにて脳溝が全体に

狭小化しているが，他異常を認めな
い､

図8 20歳代男性HSV-1による辺縁系脳炎

A.MRIT2強調画像, B.MRI拡散強調画像

両側側頭葉には内側を中心として高信号域が見られている。 (→）

凸

ル ■
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経節から脳内に入り，辺緑系脳炎をおこ

す。すなわち側頭葉内側部から島部，前

頭葉下部から帯状回に病変部に拡散強調

画像で高信号を認める。なお新生児でも

辺縁系脳炎をみることもある。

新生児へルペス脳炎では血行性にウイ

ルスが脳に到り，大脳皮質および皮質化

に多発性脳梗塞のような急性期に拡散強

調画像で多発性の高信号域を認めること

がある。

3） ヒトヘルペスウイルス6型Human

HerpesVirus6,HHV-6 (図9)

HHV-6は乳児突発性発疹の原因ウ

イルスで， 免疫性細胞とともに神経系

細胞に感染する。脳炎および急性脳症

(AESD) (後述）の原因となる。脳炎

は主に同種造血幹ll1胞移植後、 ｜臓器移植

後早期など免疫抑制状態でみられる。好

発部位は成人の単純へルペス脳炎|司様に

側頭葉内側で， Ⅲ像所見も類似する。健

常乳児小児で主に|川題となるのは急性脳

症特に痙箪重積型（ニイⅡ性）急性脳推

(Acuteencephalopathywithbiphasic

seizuresand latereduceddiffusion

AESD) (後述）である。

4）水痘一帯状庖疹ウイルス感染症

Varicella-zostervirusVZV(HHV-3HHV

a亜科）

小児期に初感染し水痘を発症。その後

三叉神経節，後根神経節， 自律神経節に

潜伏して，後に再賦活化し，帯状庖疹を

きたす。その際に，脳炎や脳血管炎を来

す。免疫正常なものにも発生しうる。水

痘や帯状庖疹から脳炎，脳血管炎までの

期間は数週から数年であることもあり‘

発症時に皮疹がないこともある。髄液中

のVAV-DNAPCR検索は診断に有用で

ある。

脳炎は脳血管炎よりも多いとされてい

るが‘ 画像上はしばしば異常を認めない

（いわゆる無菌性髄膜炎)。

脳血管炎(VZVvasculopathy)は中

大脳動脈など大中血管に狭窄や閉塞，時

に動脈瘤（解離性動脈瘤ふくむ）をきた

して， その領域に梗塞や出lⅢをきたす。

画像については以|､~を参照いただきた

い。

https://wwwneurology-jp.org/Journal/

public_pdfy058030182.pdf

へ

■巳

３A

図9 10歳代男性造血幹細胞移植後HHV-6による脳炎

A.MRIT2強調画像B.MRI拡散強調画像

痙壁，意識障害発症後1日のMR|にて，両側側頭葉内側に高信号域を認める。 （→）
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7）エンテロウイルス71型D68型

Enterovirus71,D68

エンテロウイルス属には， ポリオウ

イルスや， 無菌性髄膜炎の原因となる

エコーウイルス， 手足口病の原因とな

りうるエンテロウイルス(EV) 71型

EV-68型などが含まれる。このうち，近

年，感冒様症状のあと，弛緩性麻痙を伴

う脊髄炎の患者からEV-D68が検出され

た例が欧米（米国2014年）や日本(2015

年）から報告されている。脳MRIに

て，脳幹背側歯状核のT2強調画像

FLAIR画像高信号，脊髄MRIにて脊髄

の腫大（典型的には脳幹から全脊髄にも

わたるlongsegment),特に前角のT2

強調画像, FLAIR画像高信号，造影で

脊髄前根の造影効果がみられることがあ

る。すなわち，小児で感冒弛緩性麻痒

で脊髄MRIを撮影するときは，造影を

考慮することが重要である。典型的画像

は以下の文献を参照いただきたい。

http://www･ajnr.org/content/

early/2014/ll/20/ajnr.A4188.full.pdf

8）ジカ熱ジカウイルス感染症

ZikafeverZikavirusdisease

ジカ熱は蚊を媒介者とする感染症で多

くは無症候性である。小児に関して問題

とされているのは，胎盤を介しての母子

垂直感染によると思われる小頭症であ

る。2015-2016ブラジルで報告が相次い

だ。画像は以下の文献を参照いただきた

い。

http://wwwbmjcom/content/353/bmj

il901

5）エプスタイン・バーウイルス感染症

Epstein-BarrVirusEBVHHV-4 (図

10）

EBVは唾液などを介して咽頭扁桃か

ら侵入し， リンパ球のB細胞に直接感

染，潜伏する。初感染再不活化自己

免疫機序，腫瘍性増殖など多彩な神経症

候を引き起こす。脳炎としては，両側基

底核と視床のT2強調画像FLAIR画

像での高信号が特徴とされている。拡散

制限は見られない（＝拡散強調画像で

様々な信号だが, ADCは正常または上

昇する） （図9）。なお， 日本では基底核

視床病変をきたすウイルスとして， 日本

脳炎も鑑別にあげなくてはならない。

6） ロタウイルス感染症Rotavirus

ロタウイルスは子どもの胃腸炎の病気

で一般的である。 日本では急性脳症特に

MERSの原因とされている。他に小脳

炎を来す。MRIでは小脳皮質や歯状核

にT2強調画像, FLAIR画像高信号を

認める。画像については以下を参照いた

だきたい。

http://www.ajnr.org/content/

ajnr/31/9/1591.full.pdf

一

勾司

2．急性散在性脳脊髄炎

acutedisseminatedenCephalomyelitis

(ADEM) (図11)

図10 6歳代女児 EBVウイルス脳炎

MRI T2強調画像にて，両側基底核（尾状核およ

び被殼）に高信号域を認める。 （→）
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myelinoligodedrocyteglycoprotein抗体）

の関連が指摘されている。

MRIでT2WI Jf>FLAIRでの高信号を

呈する多発性・両側非対称性病変を認め

る。FLAIRの感度が最も高い。異常信号

は皮質下白質基底核，視床， 小脳脳

幹，脊髄などにみられる。拡散強調画像で

はしばしば異常信号を示さない。造影では

斑状からリング状の増強効果を示すことが

ある。造影されないことも多い。数ヵ月の

経過で異常所見は軽快する。発症数週間

で出血ではないTlWI高信号域が現れ，

数カ月～1年ほどの経過で消失することが

ある。出血を伴うものは予後不良とされる

(AHLE)"

感
謝
汀
へ
堆
言
《

織

＃

へ

図11 2歳女児急性散在性脳脊髄炎

acutedisseminatedencephalomyel itis ADEM

1 カ月前にポリオワクチン接種歴がある。意識変

容と頭痛， 嘔吐にて発症。発症5日後のMRIT2強

調画像で両側大脳皮質下白質，基底核に多発性の高
信号域を認める。 （→）

3 急性脳症（図12-14）

急性脳症の統一された定義はないが，小

児急性脳症診療ガイドライン2016の分類を

表1に示す。同ガイドラインによると，病

理学的には急激で広範囲な非炎症性脳浮腫

による機能障害であり， 臨床的にはほとん

どの場合感染症に続発し，急性発症して意

識障害を主徴とする症候群である， とされ

ている。

症候別には， けいれん重積型急性脳症

二相性急性脳症AESD(29%) {可逆性脳梁

ADEMの定義や診断基準は実は確定し

ていない。小児急性脳症診療ガイドライン

2016では急性脳症には含まれていない。典

型的にはウイルス感染や予防接種のlから

3週間後に意識の変容や発熱や頭痛多彩

な神経症状を来たす。先行感染や予防接種

歴のないこともある。若年者に多く ，多く

は単相性（再発することもある）である。

劇症型は急性出血性白質急性脳症Acute

hemorrhagic leukoencephalopathyAHLE

とよばれている。近年抗MOG抗体（抗

。■

表1 急性脳症の臨床病理学的分類

代謝異常を主な病態とする病型

古典的Rye症候群
各種の先天代謝異常症

サイトカインストームを主な病態とする病型
急性壊死性脳症(ANE)

Hemorrhagicshockandencephalopathy症候群(HSES)
急件脳羊徴型､びまん性脳浮腫型RVe-likesyndrome

けいれん菫積を伴う病型（興奮毒性型急性脳症）
けいれん菫積型急性脳症､二相性急性脳症（二相性痙筆と遅発性拡散能低
下を呈する急性脳症,AESD)

そのほかの急性脳症

可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎･脳症(MERS)
Daret症候群に合併する脳症

副腎不全(先天性副腎皮質過形成)に合併する脳症
そのほかの脳症

’ 分類不能の脳症
文献11よしﾉ改変

1

２

３

4
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ていると推測されている。原因病原体

はHHV-6, インフルエンザウイルスの

頻度が多い。 日本の急性脳症の'1-1で最も

多い（29％) ，平均年齢は1.7歳（中央値

1歳）である。典型的には第1 , 2病日

のCT!MRIは正常だが, 3～14病日の

MRI拡散強調画像で皮質下白質(bright

treeappearance)や皮質に高信号を認

める。中心溝周囲は保たれる (central

sparing)生命予後は通常良いが，神経

学的予後はしばしば不良である。 また二

相目に急激に脳浮腫が進行し生命予後に

関わる症例がある。

2）可逆性脳梁膨大部病変を有する軽

症脳炎・脳症Mildencephalitis/

encephalopathywithareversible

splenial lesion (MERS) (図13)

発熱後1週間以内に異常言動行動，

意識障害，痙箪などで発症し, MRIの

拡散強洲画像で脳梁膨大部に高信号を見

るが、 その後1カ月以内に後遺症なく |ﾛl

復する。発生機序は不明である。原因病

腺休はインフルエンザウイルス， ついで

膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症MERS

（16％) ，急性壊死性脳症ANE (4%)

の順で多いとされている。分類不能型が

44％を示すことも知っておくべきである。

また，画像で異常所見がみられないから急

性脳症が否定されるものではない。先行感

染はMERS, ANEでインフルエンザが，

AESDでHHV-6が多い。

画像で最も感度が高いのはいずれも拡散

強調画像である。特に急性期拡散強調画

像の強い高信号に比べてT2WI/FLAIR画

像での異常信号が見えにくいのは急性脳症

の特徴である。

l)けいれん重積型急性脳症二相‘性急性

脳症（二相性痙堂と遅発性拡散能低ドを

呈する急性脳症)Acuteencephalopathy

withbiphasicseizuresandlatereduced

diffusion (AESD) (図12)

二相性のけいれん（発熱当'1または翌'二l

のけいれんの後，一旦意識障害が改善す

るが， 3～7病、のけいれん再発） と遅

発性の拡散脳低下を特徴とする。脳|ﾉ1の

グルタミンなどによるﾘill奮毒性が関与し

一

F■ A 3

F。 ’，魂

図12 2歳女児けいれん菫積型急性脳症，二相性急性脳症AESD

A.MRIT2強調画像, B.MRI拡散強調画像

発熱後痙壁で発症。痙寧を繰り返すため発症後2日でMR|が撮影された。T2強調画像では不明瞭だが，

調画像で両側前頭葉と左頭頂葉の皮質下白質に樹枝状の高信号域がみられる。中心溝近傍は保たれていたく

拡散強

(→）
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図13 21歳男性可逆性脳梁膨大部病変を有する軽

症脳炎・脳症MERS

MR|拡散強調画像にて，脳梁膨大部に楕円形の高

信号域を認める。 （→）

図14 3歳男児急性壊死性脳症ANE

感冒症状と高熱後痙箪で発症した。MRI T2強調

画像にて両側視床に対称性に高信号域を認める。
（→｝

口唾

ロタウイルスが多い。小児の急性脳症

の中でAESDについで多く，平均発症

年齢は5.6歳である。MRI拡散強調画像

で｛ 楕円形の高信号域を脳梁膨大部中

央に見るが， 2カ月以内に消退する。な

お， 可逆性脳梁膨大部病変は感染のほ

か，抗てんかん薬の中断や高山病低ナ

トリウム血症低血糖CharcotMarie

Tooth病など様々な疾患で報告されてお

り, reversiblesplenial lesionsyndrome

と呼ばれている。

3）急性壊死性脳症Acutenecrotizing

encephalopathyofchildhood (ANE)

（図14）

発熱を伴うウイルス感染に続発して意

識レベルの急激な低下と痙禦を認め，

CT, MRIで両111l1対称性， 多発性脳病変

（特に視床病変） をみることを特徴とす

る。全身のサイトカインストームが関与

すると考えられている。原因病原体はイ

ンフルエンザウイルス， ついでHHV-6

が多い。小児の急性脳症の中で4％を占

め，平均発症年齢は3.3歳で中央値（2

歳）ある。 日本， 台湾，韓国からの報告

が多い。CT. MRIで両側視床病変は必

発で, CTではI | '心部が高吸収， 周llllが

低吸収,MRI拡散強洲画像で周囲の高

信号, T2強調画像で中心の強い高信号

と周囲の高信号を示す。他に大脳側脳室

周囲白質， 内包，被殼，上部脳幹小脳

髄質にも病変をみる。 しばしば脳は全体

に腫脹する。発症早期のステロイドパル

ス療法が推奨されている。生命予後と神

経学的予後共に不良である。

おわりに

細菌感染症では，髄膜脳炎，膿瘍, mll莫下蓄

膿などがみられ，造影後Tl強調Ⅲ像がもっと

も有用である。また，膿は拡散強洲i'l'i像の感度

が最も高い。ウイルス感染症による' ' 1枢神経|箪

害では脳炎，急性脳症ともに拡散強洲l'l1i像がITI-

期の感度がもっとも高い。よって，脳の感染症

疑いのMRIでは拡散強調画像はなんとしても

撮影することが大切である。ただし, ADEM

では最も感度が高い画像はFLAIR1IIi像であ

る。

へ
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兵庫医科大学小児科学')， あいち小児保健医療総合センターアレルギー科2)，

兵庫小児アレルギー研究会3)，西宮市保健所4)，小島医院5)， いたやどクリニック6）

河盛重紀l,2) 福田典子l,3,4) 齋藤 碧1）

田中靖彦l） 小島崇嗣35） 木村彰宏3,6）

竹島泰弘'）凧

キーワード：アドレナリン自己注射液， アナ

フィラキシ－，食物アレルギー，エピペン⑧

状況などの実態を明らかにすることを目的とし

て， アンケート調査を行った。

方法:2016年6月，兵庫小児アレルギー研究

会の小児科医師会員44名を対象として，郵送に

よりアンケート調査を施行した。

結果： 26名より結果が得られ（回収率

59%), 21施設で1353例に処方されていた。エ

ピペン③処方に際し最も用いられている基準

は， グレード3以上のアナフイラキシーショッ

クの既往であり （77％)，次いでアナフイラキ

シーショックを来す可能性が高いと予測出来

る（65％）であった。経口負荷試験の結果をア

ナフイラキシーリスクの予測因子とする医師

が73％であったが，原因抗原の特異的IgEな

ど，他の因子も考慮されていた。使用するタイ

ミングを指導する際には， その判断基準とし

て，小児アレルギー学会作成の「一般向けエピ

ペン⑧の適応」が多く用いられていた(81%)

が，必ずしも医師間で統一されているわけでは

なかった。一方，エピペン⑭の適応にも関わら

ず使用されなかった症例を経験した医師は16名

（62％）であり，その理由の多くが「使用する

べき症状なのかわからなかった」であった。医

療機関受診後， アドレナリン再投与が必要な症

例については， 4名の医師から経験ありと回答

があった。不適切な使用は7名（27％）の医師

代表著者連絡先

田中靖彦

〒663-8501西宮市武庫川町l－l

兵庫医科大学小児科学

0798-45-6352

tana-ped@hyo-med.acjp

【要旨】

背景：食物アレルギー患者の増加に伴いアド

レナリン自己注射液（エピペン③）の処方例は

増加しており， アナフイラキシー症状出現時の

対応が，家庭のみならず，学校・保育所などに

おいても必要となっている。そのため， 同一地

域の様々な医療施設の医師がエピペン③に対し

て共通の認識を持つことは，地域での医療連携

を考えるうえで重要である。しかし， 同一地域

の小児アレルギーに関わる医師を対象とした，

エピペン⑧の使用実態に関する多施設研究は少

ない。

目的：今回，兵庫小児アレルギー研究会所属

の小児科医師における，食物アレルギー患者に

対するエピペン③の処方の基準，医師によるエ

ピペン使用タイミングの指導内容，使用時の

/へ、
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査結果3)や，誤射や紛失などの報告もある2)。

そのため，使用するタイミングについての説明

や手技の指導に関して，新規処方するときのみ

ならず，その後も繰り返しフォローすることが

重要であるが， これらの点の多くはそれぞれの

処方医の裁量に任せられている。

これらのことから， 同一地域の様々な医療施

設の医師がエピペン③に対して共通の認識を持

つことは，地域での医療連携を考えるうえでも

重要と考える。アレルギー疾患対策基本法にお

いても， その地域の特性に応じた施策を策定し

実施することが地方公共団体の責務として示さ

れている。しかし， これまで，エピペン⑬の使

用実態調査として単施設35)あるいは，複数施

設の共同研究68)としての報告はあるが， 同一

地域の施設基準の異なる医療施設に勤務する小

児アレルギーに関わる医師を対象とした報告は

少ない。今回，我々はエピペン③処方時の問題

点を明らかにする目的で，兵庫小児アレルギー

研究会所属の小児科医師における多施設での処

方の実態とその後の使用状況について調査し

た。

が経験ありと回答しており， その内容は， ト

レーナーと間違えて実薬を誤射（未遂)，遊ん

でいるうちに誤射などであった。

考察・結語：処方の基準や使用するタイミン

グの指導に関して，医師間で必ずしも一致して

いるわけではなく， さらに議論を深める必要が

ある。また，患者あるいは家族・教職員などに

よる適正使用には具体的かつ複数にわたる指導

が必要と考えられた。

【はじめに】

アレルギー疾患対策基本法が平成26年6月20

日に成立し， 6月27日公布された。この法律が

成立した背景には， アレルギー疾患の患者が増

加していることに加えて， アレルギー疾患には

急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものが

あること， アレルギー疾患を有する者の生活の

質が著しく損なわれる場合が多いことがあげら

れる。実際，学校におけるアレルギー罹患率の

調査では，平成16年から25年の間に，食物アレ

ルギーは1.7倍， アナフイラキシ－は3.4倍に増

加していると報告されている')。このような，

アレルギー患者の増加にともない， アナフイラ

キシー症状出現時の対応が，家庭のみならず，

学校・保育所などにおいても必要となってい

る。

アドレナリン自己注射液（エピペン"）は重

症アナフイラキシーに対する治療の第一選択

薬であり， 日本では2003年にハチ毒によるアナ

フイラキシーに対しエピペン⑧が販売開始とな

り， 2005年に食物や薬物等によるアナフイラ

キシーおよび小児への適応が拡大した。さら

に, 2011年9月22日から薬価収載され保険適

用となり，学校などで教職員による使用も認

められている2)。日常診療において，今後，エ

ピペン卿を処方する機会がますます増加するこ

とが予想されるが，一方でエピペン⑧の使用適

応の判断が難しいという保護者のアンケート調

/徳、

【方法】

2016年6月，兵庫小児アレルギー研究会の小

児科医師会員44名を対象として，食物アレル

ギー患者に対するエピペン⑧処方の基準，指導

内容および使用の実態に関するアンケート調査

を施行した。急激に症状が悪化し生命にも関わ

るアナフイラキシーに対して，エピペン③を用

いた治療が適切に提供されているか検討し，問

題点を明らかにすることをアンケートの目的と

した。アンケートの質問内容は以下の通りであ

る：対象医師の属性（年齢，勤務先の施設基

準， アレルギー専門医の有無， アレルギー治療

経験年数1カ月の外来での食物アレルギー患

者診察総数)，エピペン感を処方する基準， アナ

フイラキシーのリスクに対する判断基準，エビ

/‐､
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ペン③処方時の最低体重エピペン＠を処方する

際の指導方法（具体的な指導方法，使用するタ

イミングの指導方法)，継時的な指導の有無

エピペン“の使用症例（年齢原因抗原，使用

した人，使用した場所)，エピペン⑧の使用適応

であるが使用されなかった症例の経験とその理

由，エピペン③使用時の有害事象の有無。

本研究は兵庫医科大学倫理審査委員会の承認

を得て行った（承認番号2255)。

アレルギー患者診察総数は， 50人以下が10名

（38％)， 51～100人が12名(46%), 101人以

上が4名(15%)であった。

2．エピペン⑧を処方する基準について

エピペン③を処方する基準について26名よ

り回答を得た。最も多い回答は「グレード

39)以上のアナフイラキシーの既往がある

症例」で77％，次いで「アナフイラキシー

ショックを来たす可能性が高いと考えられ

る症例」が65％， 「食物依存型運動誘発アナ

フイラキシーの既往がある症例」の62％で

あった（図1a)｡26名中24名が複数項目を

回答しており， 「グレード3以上のアナフイ

ラキシーの既往」のみを回答した医師はいな

かった。アナフイラキシーの可能性を判断基

準としている医師（図1a*1)に対し， そ

のリスクの判断基準に関して質問したところ

19名より回答が得られ， 「経口負荷試験の結

果を参照する」との回答が14名(73%)で最

も多かったが， うち8名は他項目との複数回

答であった。次いで「原因抗原の特異的IgE

【結果】

26名の兵庫小児アレルギー研究会の小児科医

師会員から結果が得られ（回収率59%), 21施

設で1353例にエピペン③が処方されていた。

凧

1．対象小児科医師の背景

回答を得た26名は，勤務医が14名， 開業

医が12名で, 20名(77%)がアレルギー専

門医の資格を有していた。食物アレルギー

治療経験は15年未満が8名(31%), 15年以

上30年未満が12名(46%), 30年以上が6名

（23％）であった。また, 1カ月の外来食物

a)エピペン⑧を処方する基準
(％）

77
,“ ’

グレード3以上(*2)のアナフイラキシ－の既往

アナフィラキシーショックをきたす可能性が高い(*1）

食物依存型運動誘発アナフィラキシ－の既往

アナフィラキシ－の既往

アナフイラキシ－をきたす可能性が高い(*1）

経口免疫療法中の症例

’
’
’
一
一
‐

b)アナフィラキシーリスクの判断基準

縫口負碕謹験の錆果一
原因抗原の特異的IgEが強陽性一

原因抗原のｺﾝボｰﾈﾝﾄが強陽性-3]

＝”
原因抗原の特異的IgEが継時的に低下しない

プリックテストの結果
J

コントロール不良のアレルギー疾患(*3)の合併 I■■■■■■■■21
J

１降
乃

図1 ：エピペン⑧を処方する基準。
a)工ピペン⑨を処方する基準に関して26名から得た結果を示す（複数回答可)。
b) a)で*1の項目を回答した医師(19名） を対象にアナフィラキシーリスクの判断基準に関する回答を示す
（複数回答可)。各項目の右に回答者の全体に占める割合（％） を示す。

＊2は参考文献9）に従った。＊3は気管支喘息，アトピー性皮膚炎，アレルギー性鼻炎を含む。
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を参照する」という回答が58％にみられた

（図1b)。勤務医と開業医の処方の基準に

ついても検討したが差は見られなかった。

時的な指導に関する質問には25名の回答があ

り， 8割が「行っている」と回答した。エピ

ペン⑧を処方する際の最低体重に関する質問

には18名より回答があり，半数の9名は15kg

であったが，他の9名は10～14kg台であり，

後者は全員アレルギー専門医であった。

3．エピベン⑧を処方する際の指導方法について

エピペン③を処方する際の指導方法につ

いて， 25名より回答が得られ， 「説明書．

DVD･資料による説明」は，全医師から

行っていると回答があった。 「医師による指

導」はほぼ全例で行われており， さらに加え

て「看護師または薬剤師による指導も行って

いる」という回答が約3割でみられた（図2

a)。エピペン③を使用するタイミングにつ

いての指導については， 26名より回答が得ら

れ， 「日本小児アレルギー学会発表の『一般

向けエピペン⑥の適応』 』0)に基づいて指導を

行っている」という回答が8割を占めていた

が， 「『アレルギー症状の重症度評価と対応マ

ニュアル』 】')の中等症以上」とする回答な

どもあり，必ずしも医師問で統一されている

わけではなかった（図2b)。エピペン③の継

4．エピペン＠を使用した症例について

実際にエピペン⑧を使用した症例に関す

るアンケート調査では，計55症例に関する

回答が得られた。対象症例の年齢は， 5－

9歳が56％を占めた（図3a)。原因抗原に

ついては牛乳（58％）が最も多く，ついで

卵(13%),小麦(11%)の順に多く認めた

（図3b)。使用者については母親が最も多

く77％， ついで本人12％，教師9％であり

（図3c),使用場所は， 自宅が65%であっ

たが，学校も22％を占めた（図3d)。医療

機関受診後， アドレナリン再投与が必要な症

例については， 4名の医師から経験ありと回

答があった。

/…､、

a)エピペン⑧処方時の指導方法
(％）

100

句
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Ｊ
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b)エピペン⑧の使用判断についての指導方法
（％）

『一蹴捌繍講認じて－“
「アレルギー症状の重症度評価と対応I ‐‐

ﾏﾆﾕｱﾙ｣(渉2)の中等鐘以上 Pﾛ■■■■■･2ヨ

「ｱﾚﾙ零ｰ鐘…鍾慶…応■”マニュアル｣(*2)の重症

アナフィラキシ－のグレード ‘

”頚"'に筆じてグし-ド．以上戸4
その他■'ユ

図2 ：エピペン⑨の指導方法。

a)工ピペン⑨の指導方法に関して25名から得た結果を示す（複数回答可)。
b)エピペン⑨を使用するタイミングについての指導に関して26名から得た結果を示す（複数回答可)。
各項目の右に回答者の全体に占める割合（％） を示す。

＊1は参考文献10)， ＊2は参考文献11)， ＊3は参考文献9）によった。
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エピペン⑧を使用した症例(55症例)について

a)対象年齢 b)原因抗原
果物

大豆2

暦一十、､， 、､ノR
ｰ ノノノ辺

c)使用者 d)使用場所

その他2％

外

本
-

図3 ：エピペン⑧を使用した症例の背景。

エピペン⑨を使用した55症例の年齢分布を示す。

原因抗原を示す。

エピペン⑧を使用した人を示す。

エピペン⑨を使用した場所を示す。

。
、
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エビペン⑨適応時の不使用事例
（％）

使用するべき症状なのかわからなかった

すぐに救急受診した

75

’ 38

内服で症状が改善した 31

エビペン⑭を携帯していなかった ’ 25

注射が怖かった■■■■1ｺ

友人や周囲の人に知られたくないため本人が拒否した■■6

エピペン‘卿の副作用が怖かった 0

その他1■■■■13

図4 ：エピペン⑨使用の適応にもかかわらず使用されなかった理由。

エピペン使用適応にもかかわらず使用されなかった症例を経験した16名の小

児科医における，各回答の頻度を示す（複数回答可)｡各項目の右に回答者の

全体に占める割合（％） を示す。

F~、

エピペン《副適応時の不使用および不適切な う症例を経験したという回答が多くみられ，

「アナフイラキシー時のエピペン③不携帯」

という症例を経験したという回答も25％みら

れた（図4)。

不適切使川の報告は7名の小児科医師から

15症例の報告があり， その内訳は， 「トレー

ナーとIH1違えて実薬を誤射」が6例， 「遊ん

でいるうちに誤射」が5例‘ 「使用者がエ

ピペン⑧を反対にもって指に誤射した」が2

例， 「紛失」が2例であった。

５

使用について

エピペン使用適応にもかかわらず使川され

なかった症例の経験は， 回答した小児科医Iilj

26名中16名が「あり」 と回答した。その理ll1

として， 「使用すべき症状なのかわからず使

用されなかった」 という症例を経験したとい

う回答が最も多く （75％) ， ついで使用前に

救急受診した」という症例や， 「I頓服の内服

にて症状改善したため使用しなかった」とい
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例であったと報告している'3)。

グレード3の状態はエピペン⑧投与の適応

ではあるが， この段階になってエピペン⑧の

筋肉注射の準備を始めたのでは，投与のタイ

ミングとして遅いと考えられる。グレード2

の段階で速やかに投与を検討すべきであり，

グレード2を起こすリスクのある患者にはエ

ピペン③を処方しなくてはならない。今回の

アンケート調査において，エピペン③を処方

する基準として， グレード3以上のアナフイ

ラキシーの既往がある症例のみではなく， ア

ナフイラキシーリスク評価をした上で， エ

ピペン⑨を処方していることが分かった（図

1a)｡ただし， リスク評価の方法は医師の

判断に委ねられている。今回のアンケート調

査では勤務医と開業医のエピペン⑧処方の基

準に関して検討したが，違いがみられなかっ

た。今回の調査は小規模であったため，明ら

かな違いがみられなかった可能性があり，今

後さらなる検討を要する。

アナフイラキシーのリスクの判断基準とし

ては，経口負荷試験が最も重視されていた。

経口負荷試験は安全摂取可能量の決定には最

も確実な検査であるが，重篤な症状が誘発さ

れた既往がある等の理由で行うのが難しい症

例も多く， その結果，除去継続となっている

症例もあると考えられる。今回の調査から，

経口負荷試験の代わりとして特異的IgE抗

体価高値， アレルケンコンポーネント，特

異的IgE抗体の経時的変化， プリックテス

ト等の免疫学的検査を利用していることが

分かった。また, 21%の医師はコントロー

ル不良のアレルギー疾患の合併をアナフイ

ラキシーリスクの判断基準としていた（図1

b)。食物アレルギー診療ガイドライン2016

においては重篤な症状を誘発しやすい要因と

して食物摂取に関連した病歴，食物の種類，

免疫学的検査，基礎疾患を挙げており2)，今

6．エピベン③使用時の有害事象について

エピペン⑧使用後の有害事象（血圧上昇，

心悸冗進頻脈手足のしびれ等）の経験に

ついては26名すべてが「経験なし」と回答し

た。

【考察】

今回，兵庫小児アレルギー研究会の小児科医

師を対象としてエピペン③処方の基準，指導内

容および使用の実態に関するアンケート調査を

施行し，処方の基準や使用するタイミングの指

導に関して， 医師問で必ずしも一致している

わけではないこと， アナフイラキシーリスクの

判断基準は，経口負荷試験の結果が最も多かっ

たが，他の因子も考盧されていることが明らか

となった。また，医師・医療スタッフによる指

導が行われているにもかかわらず，実際にはエ

ピペン⑧が使用されずにいる例が多くみられこ

と，不適切な使用による誤射の報告も少なくな

いことが示された。

/~､、

l.エピペン⑧を処方する基準について

食物アレルギー診療ガイドライン2016で

は， アドレナリン筋肉注射の適応は， 臨床

所見による重症度分類でグレード3 （重症）

の症状を認めた場合であり， さらに， グレー

ド2 （中等症）でも過去の重篤なアナフイラ

キシーの既往がある場合，症状の進行が激烈

な場合，循環器症状を認める場合，呼吸器症

状で気管支拡張薬の吸入でも改善しない場合

は，投与を考盧となっている'2)。安井らの

報告では，エピペン③を処方した食物アレル

ギー症例115例のうち, 107例(93.0%)はア

ナフィラキシーの既往のある症例で， 7例は

アナフィラキシーの既往は無いものの，その

リスクが高いと考えられた症例であった3)。

また， 山下らは，エピペン③を処方した症例

の97％はアナフイラキシーの既往のあった症

/‘へ､



兵庫県小児科医会報 21No.72.2019

難治性，重症型の牛乳アレルギー患者に対し

積極的に経口免疫療法を行っている医師が多

かったため， このような結果になったのでは

ないかと，推測される。

実際に使用した人は，母親が77％を占めた

が， 9％が教職員であった。山下らの調査で

も，エピペン⑧使用者は保護者が73％，教職

員20％であり 13),同様の傾向を示していた。

回のアンケートの結果より勤務医開業医と

もに多くの医師が，以前からガイドラインに

適合した形でリスク評価を行っていることが

うかがえる。また杉本らの報告'4)では鶏卵

経口負荷試験において対象者の血清特異的

IgE抗体価高値がアナフイラキシ一のリスク

と相関していることが示されており， リスク

評価項目として免疫学的検査は重要性が高い

と考えられた。

一方， 23％の医師が処方の基準として経口

免疫療法中であることを挙げており，免疫療

法を行うにあたりアナフイラキシ－を起こす

危険性を想定しているものと考えられた（図

1a)。エピペン③処方においては既往歴や重

症度によってのみ判断するだけではなく，個

別症例に対して症状誘発の危険性のリスク評

価をしておく必要があると考える。

4．エピペン⑧適応時の不使用および不適切な

使用について

回答した小児科医師26名のうち16名がエピ

ペン⑧の使用適応であるにもかかわらず使用

されなかった症例の経験を有しており，その

理由として，患者本人あるいは家族など周囲

の者が，使用すべき状況か分からず使用され

なかったというものが多くを占めた。安井ら

は，保護者へのアンケート調査から，エピペ

ン③の使用判断が難しいこと， 自宅で反復練

習する患者が少ないことを報告している3)。

患者の家族あるいは教職員は，知識としてエ

ピペン⑧の使用適応を理解していても，実際

の現場では使用をためらうことがみられる点

は，以前の報告と共通するところであった。

また，村井らは，教員に対する食物アレル

ギー・アナフイラキシーに関する講演会を

繰り返し行うこと，認識しにくい呼吸器・

腹部症状に重点を置くことの意義を報告し

ており16),繰り返し指導することが重要であ

ると考えられる。

一方，不適切使用の報告は7名の小児科

医師から15症例の報告があり，遊んでいるう

ちに誤射， トレーナーと間違えて実薬を誤

射などの回答が複数みられた。以前にもエ

ピペン③を用いて遊んでいる最中の誤射や，

トレーナーと間違えた誤射が報告されてお

り｣7)，誤射を起こしやすい状況を想定して，

指導を行うべきと思われる。また，池田らは

凧

2．エピペン③を処方する際の指導方法につい

て

エピペン③を処方する際の指導方法におい

ては，説明書･DVDなどを用いた医師によ

る説明が大多数を占めていた。使用するタ

イミングについては， 日本小児アレルギー学

会発表の「一般向けエピペン③の適応」 5)に

基づいて指導するという回答が多くを占めた

が， 「アレルギー症状の重症度評価と対応マ

ニュアルの中等症以上」という回答もあり，

必ずしも医師間で統一されているわけではな

かった（図2a, b)。

/~、

3．エピペン③を使用した症例について

エピペン⑧を使用した55症例の解析では，

原因抗原は牛乳が58％，卵は13%であり，食

物アレルギーおよびショックの原因食物と

も，鶏卵・牛乳の順に頻度が高いとする全

国モニタリング調査'5)の結果とは異なるも

のであった。今回の調査対象の背景として，
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適切に取り扱っていた症例では，小児アレル

ギーエデュケーターの介入が有意に多かった

ことを報告しており ］7)，小児アレルギーエ

デュケーターの育成も必要と考えられる。
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なお，本論文の要旨は第120回日本小児科学

会学術集会(2017年4月14日）において発表し

た。また，利益相反に関する開示すべき事項は

ありません。
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症例報告三三
: jぞご:乏毒

表現型に差異を認めたX染色体優性Conradi-H(Jnermann型

点状軟骨異形成症の母児例

加古川中央市民病院小児科')，兵庫県立こども病院血液・腫瘍内科2)，

大阪母子医療センター遺伝診療科3）

本郷裕斗'） 森川 悟'） 中谷尚子2）

森沢 猛'） 岡本伸彦3） 米谷昌彦'）猛'） 岡本伸彦3）

/鮒一、

【緒言】

X染色体優性Conradi-HUnermann型点状

軟骨異形成症(Conradi-HdnermannX-linked

dominanttype,以下CDPX2)は，骨端部の

点状石灰化を特徴とする，点状軟骨異形成症

(ChondrodysplasiaPunctata,以下CDP)の

一型である｣･2)。表現型として，両側性の魚鱗

癬や四肢短縮， 白内障を認め, X染色体優性

遺伝形式をとり，責任遺伝子はX染色体短腕

(Xpll.22-23)に存在するEmQpam〃伽伽g

protem(以下EBP)遺伝子の変異によるコレ

ステロール生合成経路の障害とされている3)。

頻度は不明だが，発症者と同一のEBP遺伝子

を有しながらも表現型が異なることがあり4)，

原因としてX染色体不活性化(X-inactivation)

が知られている5)。

今回我々は， 同じEBP遺伝子変異を有する

も表現型が大きく異なる母児例を経験したので

報告する。

キーワード:X染色体優性Conradi-HUnermann

型点状軟骨異形成症，魚鱗癬X染色体不活性

化

代表著者連絡先

〒675-8611加古川市加古川町本町439番地

加古川中央市民病院

本郷裕斗

【要約】

表現型に差異を認めたX染色体優性Conradi-

H(inermann型点状軟骨異形成症(CDPX2)の

母児例を経験したので報告する。症例は， 日齢

lの女児。出生時より全身に鱗屑，四肢の短縮

を認め入院となった。単純X線写真で胸仙椎お

よび上下肢長管骨骨端に点状石灰化像，両側非

対称性の白内障を認め，脂肪酸分析, EBPg

伝子解析からCDPX2の診断に至った。母児共

にEBP遺伝子に同様の変異を認めるも，母お

よび母方祖母は患児と同症状である魚鱗癬を

新生児期～乳児期に呈しているのみであり，現

在は明らかな症状は認めなかった。CDPX2は

X染色体優性遺伝であり, X-inactivationの結

果有症状のものから無症状のものまで表現

型が多彩となりうる。母の症状が乏しくても

CDPX2を鑑別として考盧するべきである。

'~、

【症例】

症例：日齢0，女児

家族歴：四肢短縮や魚鱗癬を有する者なし

母体は, 1経妊’経産。自然妊娠成立後，妊

娠27週より胎児エコーで四肢短縮を指摘されて

いた。妊娠経過中のワーファリン投与歴はな

かった。その他の妊娠経過に特に異常はなく，
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表1 ：38週台の長管骨基準値と本児の長管骨との比較

正常新生児の｢'.央値mm (SD) ｣3)

58．8 （2.8）

50．5 （3.1)

56．5 （3.05）

59．8 （3.0）

57．7 （3.0）

左mm (SD)

34.0 （-8.8）

240 （-8.6）

248(-10.4)

393（-692）

376 （-6.8）

右mm (SD)

28.3 ( 10.8)繩
骨
骨
骨
骨

到
僥
尺
脛
腓

狸
卸
一
繩
一
蝿

(-8.2）

(-6.0）

(-3.7）

(-4.1)

みられた（図3， 図4）。

合併症精査目的に，眼科にて検査を行ったと

ころ，両側性左優位の白内障を認めていたが，

周辺の皮質混濁のみで視覚発達に影響を及ぼす

可能性は低いと考えられた。

先天性四肢短縮をきたす骨系統疾患には，

在胎38週1日‘既往帝王切開のため選択的帝王

切開にて児出生となった。

体重23249,Apgarscore l分値8点, 5分

値8点であり， 出生時より全身に鱗屑， 四肢の

短縮を認め精査加療目的に入院となった。

身長36.5cm (-4.7SD) ,体重23249 (-1.5SD) ,

顔面は平坦で，頭部は部分的に禿頭を認め，粗

い疎な毛髪を伴っていた。左側優位に上下肢は

短縮しており （表1 ） ，左手関節および右足関

節の内反がみられた。皮膚は、全身に広範囲な

非対称性の鱗屑を呈していた（図1 ）。

入院時検査所見では，血液一般，生化学検査

に異常所見はみられなかった。胸腹部単純X線

写真では，胸椎から仙椎の周|井lに点状石灰化像

および軽度側簿を認めた（図2）。四肢単純X

線写真では，上下肢の長管骨骨端に点状石灰化

像を認め（図3， 図4） ‘左側優位の上腕骨

僥骨，尺骨および大腿骨，脛骨，腓骨の短縮が

一

』

』

図2 ：出生時体幹部単純X線写真。

軽度側轡および胸椎から仙椎の周囲に点状石灰化像

（矢印） を認める。

r■

R

図3 ：出生時下肢単純X線写真。

左側優位の大腿骨，脛骨，腓骨の短縮および長管骨

骨端の点状石灰化像（矢印） を認める。図1 ：出生時の外観
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Ｂ
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Ｆ
畠
Ｈ
Ｉ
ｒ

るEBP遺伝子の遺伝子解析を行った。EBP&

伝子解析では趾子共にc.494A>G(p.W165C)

となるヘテロ接合性のミスセンス変異を認め‘

CDPX2の確定診断に至った。

¥ー
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：
：
；
‐
封
‐
↑

1

、

巾

狸

【考察】

CDPは， 骨端軟骨とその周囲軟部組織の

点状石灰化像を呈する疾患群の総称であり，

骨系統疾患国際分類では8つのタイプに分類

される。胎児期の母体へのワーファリン投与

やビタミンKの代謝異常等においても症候性

の点状軟骨石灰化を呈することがあり鑑別診

|析となる6)｡CDPのうち，両側性の魚鱗癬や

四肢短縮白内障などを合併するタイプには

RCDPとCDPX2があるo

RCDPは常染色体劣性遺伝をとるぺルオキ

シソーム病の1つである。 type別に病因遺伝

子が異なり, typelはPEX7遺伝子, type2は

DHPAT遺伝子, type3はAGPS遺伝子であ

り，変異によってぺルオキシソーム生合成障害

をきたす。臨床所見として，前頭突出，平坦な

顔貌，鼻根部の低形成，対称性の魚鱗癬や四肢

短縮， 白内障を特徴とし，重度の精神運動発達

遅滞やてんかん発作, ll乎吸器感染症を繰り返

す7)。 さらに，脂肪酸分析において， プラスマ

ローゲンの減少を認め, typelではフイタン酸

のi'iMIIを認める8)。本症では，非対称性の魚鱗

癬や,ﾉLI肢短縮， 白内|鐙であったこと，脂肪酸分

析でプラスマローゲン フィタン酸は共に正常

《

図4 ：出生時上肢単純X線写真。

左側優位の上腕骨，榛骨， 尺骨の短縮および長管骨

骨端の点状石灰化像（矢印） を認める。

一

CDPや軟骨無形成症骨形成不全症，骨端異

形成症があるが， 単純X線写真で骨．軟部の

石灰化像を認めたことからCDPと診断した。

両側性の魚鱗癬や白内障を呈していたことか

ら, CDPの中でも近位肢型点状軟骨異形成症

(RhizomelicCDP, 以下RCDP) とCDPX2

が疑われた。

RCDPはぺルオキシソーム病の一つで㈱ 極

長鎖脂肪酸の変化をきたすことから‘ 脂肪酸

分析を行った。脂肪酸分析ではプラスマロー

ゲンとフイタン酸は共に正常であることから

RCDPは否定的であった。そこで，両親以外

の親族の幼少期に遡った詳細な問診を行ったと

ころ， 母と母方祖母に共通して，現在症状は認

めていないものの，新生児期～乳児期に魚鱗癬

を認めていたことが判|ﾘ』し, X染色体優性迩

伝であるCDPX2が強く疑われた（図5)。そ

こで, CDPX2の責任遺伝子として知られてい

へ

口十． 口右占占

□?尚 的
I

0

Ⅱ
Ⅲ

家系図図5
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る'1)。そのため, X染色体遺伝において同一家

族内でも症状の多様性が生じうると考えられて

いる。

また，変異を起こしたX染色体の遺伝的活性

を発現する体細胞は出生後の時間経過と共に減

少すると言われており，皮層病変は通常3～6

カ月で改善，点状の骨端病変も生後3～4年

までに消失するa'2)。本症例においても，母と

母方祖母は幼少期に魚鱗癬を認めていたもの

の，現在症状は完全に消失していた。本症例

の母や母方祖母のようにX-inactivationの結果

として表現型が軽い場合，成人期には無症状と

なっている場合があり，成人期だけの臨床症状

に関する問診のみではわからない場合がある。

本疾患のようなX染色体優性遺伝疾患を鑑別と

して考える場合には，乳児期に遡った詳細な問

診が診断へのアプローチとして重要と考えられ

る。

であったことからRCDPは否定的であった。

一方, CDPX2はX染色体優性遺伝形式をと

り，男児は一般的に致死的である。発生頻度は

50万人に1人とされ，臨床所見として，平坦な

顔貌，鼻根部の低形成，部分脱毛，非対称性の

魚鱗癬様皮層角化症等の皮層病変や変形を伴

う四肢短縮， 白内障などを認める2)｡X線写真

では非対称性近位長管骨短縮や変形，骨端部

や腰仙椎周囲の点状石灰化が特徴である。責

任遺伝子は, X染色体短腕(Xpll. 22-23)に

存在するEBP遺伝子であり9),lanOSterOlか

らcholesterolへの中間ステップを触媒する3-

6-hydroxysteriod-A8,A7-isomeraseをコード

する。このEBP遺伝子の変異によりコレステ

ロール生合成障害をきたし， 中間産物である

8-dehydrocholesterolやcholest-8(9)-en-36-ol

の増加を認めるが， この中間産物の異常増加が

CDPX2の発症に関連があることが示されてい

る3,6,10)o

本症では，四肢短縮や白内障の有無など家族

内で臨床症状の差異が認められた。このように

CDPX2の臨床像において，遺伝子変異が同じ

であるにも関わらず有症状から無症状まで多彩

な表現型を呈することが報告されており4)，原

因としてはX染色体不活性化(X-inactivation)

の影響が考えられている5)。哺乳類の性染色体

において, Y染色体は約50個の遺伝子しか持た

ないのに対し, X染色体は約1000個の遺伝子が

存在する。このXY染色体の遺伝子量（転写

量）を是正するため，雌の2本のX染色体のう

ち一方のX染色体のみが遺伝的活性を持ち，一

方のX染色体は発生初期に不活化され， その遺

伝的活性の多くを発現しない状態となることを

X-inactivationという。発生初期にランダムな

X-inactivationが起こることで，変異を起こし

たX染色体が活性化された体細胞と正常X染色

体が活性化された体細胞とが混在し，その両者

の遺伝子発現の差によって表現型の差異が生じ

風

【結語】

表現型に差異を認めたCDPX2の母児例を経

験した。CDPX2はX染色体優性遺伝であり，

X-inactivationの結果，有症状のものから無症

状のものまで表現型が多彩となりうる。成人期

には症状が消失している場合があることから，

現在の母の症状が乏しくてもCDPX2を鑑別と

して考盧するべきである。

'…I
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症例報告

ハゼノキによる接触性皮盲炎の1例とその認知度調査

加古川中央市民病院小児科

橋本総子

平田量子

西山敦史

親里嘉展

松本和徳

米谷昌彦

【諸言】

ハゼノキはウルシ科に属し，接触性皮膚炎

を起こす危険な植物であるが， 人里に広く分

布する身近な植物である。ハゼノキによる接

触性皮膚炎は，皮膚の露出部位である手指か

ら前腕にかけて掻痒感を伴う丘疹・水庖・紅

斑を生じ， 数日の経過を経て， 顔や頚部に

も広がるのが臨床的な特徴である。今回我々

は， 緩徐に進行する典型的なハゼノキによる

接触性皮膚炎の児を経験したので報告する。

また， 本症例を機にハゼノキの危険性につい

ての認知度調査を行ったので報告する。

キーワード：接触性皮膚炎， ハゼノキ， ウルシ

一

代表者の連絡先

住所：〒675-8611

兵庫県加古川市加古川町本町439番地

所属：加古川中央市民病院小児科

電話:079-451-5500 Fax:079-451-2053

e-mail : fusakonakaoka@hotmail.com

【要約1

ハゼノキはウルシ科に｝,封し， 人里に広く分

布する身近な植物であるが‘接触'性皮ﾊｻ炎を

起こす危険性がある柿物である。今回， その

危険を知らずに， ハゼノキの葉を刻んで遊ん

だ後に，接触性皮膚炎を発症した児を経験し

たので報告する。

症例は9歳女児。受診4LI前より上肢に小

丘疹が出現し， 徐々に蛸加し一部水泡化し

た。受診2日前に頬部に丘疹，受診| ｜には顔

面腫脹を認めた。その後の問診で，受診1週

間前に， ハゼノキの葉を刻んで遊んでいたこ

とが判明した。一緒に遊んだ友人2人にもIIil

様の症状を認めていたことから． ハゼノキに

よる接触性皮膚炎と診断した。

また， 当院の医療従事者に対して㈱ ハゼノ

キの危険性についての認知度を調査した。ハ

ゼノキの危険性を知る人は少なく ，今後の啓

発が必要であると考えた。

【症例】

9歳3カ月，女児

主訴：顔の腫脹・手背の水庖

周産期歴：特記事項なし

既往歴：アレルギー性鼻炎， 食物アレルギー

なし『 アトピー性皮膚炎なし。

家族歴：特記事項なし

現病歴: 2018年5月。受診4日前手背に丘

疹を2か所認めた。受診3日前， 両側前腕

と頬部に小丘疹が広がり ， 受診2日前に

は， 頬部の丘疹が増加し，掻痒感が強く ，

近医皮膚科を受診した。抗ヒスタミン薬内

服と， デキサメサゾンプロピオン酸エステ

ルの塗布にて経過観察となった。受診日，

顔の著明な浮腫性紅斑を認めたため， 近医

小児科を受診後， 当院へ紹介となった。

一
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表1 検査結果
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図1 受診日の浮腫性紅斑

(写真掲載に対する同意あり）
一

’

図3 病変消失後の顔

【経過】

臨床所見と検査結果（表1 ） より， 感染症

や膠原病は否定的であり ，何らかの接触性皮

膚炎を疑った。治療は，抗ヒスタミン薬の内

服と， 顔にはヒドロコルチゾン酪酸エステ

ル， 体にはベタメタゾン酪酸エステルプロピ

オン酸エステルの塗布を行い, 10日間で皮層

病変は消失した（図3)。

問診により， 当院受診の1週間前に友人2

人と一緒に，公園にｲ'l'びてきていた葉や枝

を， 細かく刻んで遊んだことが判|ﾘ1した。そ

の際に黒い樹液が手につき，顔もよく触って

いた。児が当院を受診した当日， 一緒に遊ん

でいた友人2人にも， 手背に小水庖顔に丘

疹を認めた。頬部には，患児の受診2日前と

同程度の発赤・丘疹の癒合を認め， その後自

然軽快していたことがわかった。 また児は友

皇

図2 受診日の手背の小水庖

身体所見：体温： 36.4度体重: 24.8kg, 意

識：清明，心拍数： 92回/分，酸素飽和度：

98％・呼吸数: 20回/分， 両頬部には腫脹と

丘疹を伴うびまん性紅斑を認め（図1 ) , 1IIIj

耳介には紅色小丘疹を伴うびまん性紅斑，

I几l肢．殿部には粟粒大の紅色小丘疹が散在

していた。左第2， 3指基部周|州に211dilの

緊満性水庖あり （図2）。左手背に小指頭大

の鱗屑性紅斑。皮疹出現部位には掻痒感が

あり，特に顔の皮疹には強い掻痒感を訴え

ていた。その他特記すべき異常所見を認め

なかった。
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してはいずれも陰性と判断した。 1週間後ま

で経過観察を行ったが，他覚的な異常所見を

認めなかった。

人2人よりも時間・量とも濃厚に接触してい

たこともわかった。

後日， 家族が持参した葉と写真を確認する

と， 葉は左右対称で細長く ， 枝の先は三つ

葉， 枝が赤く，樹液が酸化すると黒くなるハ

ゼノキの特徴と一致した（図4－5）。同じ

葉で遊んだ友人にも同時期に同症状が出現し

ていることより ， 臨床的にハゼノキによる接

触性皮膚炎と診断した。本症例は臨床症状で

診断確定できたため， パッチテストは行わな

かった。

ハゼノキと同じウルシ科のマンゴーとピス

タチオによる交差反応を検討した。これまで

にマンゴーは問題なく摂取していたが， 新た

な感作成立の可能性を考え負荷試験を行っ

た。またピスタチオは未摂取であった。食物

経口負荷試験を行うことを， 文書を用いて説

明し'司意を得た上で， それぞれ別日に行っ

た。マンゴーl/4個を総負荷量とし60分間隔

で2 1nl摂取し漸増法とした。ピスタチオは総

負荷量を5粒とし単回で摂取した。患児自身

が5粒のピスタチオの殻を剥いた直後より，

30分間持続する指先の違和感を自覚し接触に

よる違和感と判断した。食物経口負荷試験と

【認知度調査】

対象

2019年5月23日からの9日間に， 当院に

勤務する看護師、 薬剤師， 医師のうち，認

知度調査に協力することに同意を得られた

60人を対象とした。

方法

図4－5の写真を見せて，①この植物を

触ってもよいか。②は①を選んだ理由につ

いて， 質問用紙による自由記載回答とし

た。なお， 本研究は， 当院倫理委員会の承

認(2019-11) を得て実施し，研究協力に

対する利益， 不利益を対象者に伝えた上

で。研究の実施と公表について同意を得た。

洲査結果

60人に対して実施し， 回答率は100%で

あった。年齢は20－73歳， 男性18人，女性

42人。 職種は医師31人（小児科16人，外科

7人， 内科3人，研修医4人， 放射線科1

人) ，看護師26人，薬剤師3人であった。①

一

〆、

図4 ハゼノキの赤い枝 図5 ハゼノキの葉
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この植物を触ってはいけないと答えたのは

4人（6.6％）で， 40～50代の看護師3人と

薬剤師1人であった。56人（93.3％）は触っ

ていいかどうか分からないと答えた。②

触ってはいけないと答えた4人は， その理

由として，小児期に遊んだ地域に生えてい

た，触れないよう大人から教えられた，枝

や葉が赤く葉の形が特徴的であり判別可能

であったと回答していた。

ギー性皮層炎は，初めて接触した物質では起

こりえないが， ウルシ科の場合は，初回の暴

露でも皮層症状を引き起こす可能性があると

言われている6)。これまでのウルシ科の植物

による接触性皮虐炎の報告は多数ある。例え

ば，ハゼノキと知らずに剪定や伐採をした4

症例の接触性皮層炎の報告では，全例がハゼ

ノキに接触してから，皮層炎症状の出現まで

にl～2日間と短く， これまでにウルシ類に

感作されていた可能性があったと考察されて

いた7)｡また, 8歳女児が，葉が左の頬部に接

触し線状の丘疹を認め， その後遅発性に顔全

体の浮腫性紅斑を認めた報告がある4)。本症例

が，ハゼノキと接触3日後より軽度の発赤を

呈する遅発性の進行を認めたことは， ウルシ

科の植物に対する初回暴露による接触性皮虐

炎の典型的な症状と考えられた。また， ウル

シオールは強力な抗原であるため， よく洗浄

しても洗い流せない。通常，手掌や指の腹側

が最も暴露されるが， 角質が厚く，吸収しに

くいため，病変を生じにくいと考えられてい

る!)。顔や性器は手指からの接触で暴露しやす

く， また角質が薄いため，浮腫状紅斑を起こ

しやすいとされている8)。山林で作業する職業

では，服．道具などからも暴露が続く場合も

ある8)。本症例でも，手掌への暴露は多量に

あったと推測されるが，手掌には全く病変を

認めず，角質の厚みが影響した可能性が考え

られた。また暴露，週間後に，非露出部の殿

部や下肢にも病変を認め，手指を介して残存

したウルシオールが接触したために，病変が

出現した可能性が考えられた。数日のうちに

緩徐に進行した臨床症状は， ウルシ科の接触

性皮層炎の特徴であり，問診の際に留意する

必要がある。

ウルシ科の植物よる接触性皮層炎に感作さ

れると， 同じウルシ科の植物のマンゴー， カ

シューナッツにも注意が必要であるといわれ

【考察】

本症例は，葉に含まれる水分の多い春に，

その若葉や枝を刻んで遊んだために，多量の

樹液に暴露し，ハゼノキによる接触性皮膚炎

の典型的な経過を認めた。また，本症例を機

に実施した医療従事者への調査では，ハゼノ

キの危険性についての認知度が低いことがわ

かった。

鑑別疾患としての伝染性紅斑・手足口病・

水痘・伝染性軟属腫は， 同時期の周囲での流

行はなく， これらの疾患は皮疹の分布や臨床

経過，抗体検査で鑑別が可能な場合がある。

ウルシ科の植物には，接触性皮盧炎の原因

となるウルシオールという成分が含まれる')。

ウルシオールは，植物の切り口から出る白い

樹液に含まれ， この液は時間が経過すると黒

く変色する2.3)。患児が刻んだ時にも，黒い樹

液が手についたことを自覚していた。乾燥し

ていないウルシオールが皮膚に付着すると，

接触性皮膚炎を起こすことが知られている2)。

一般的に，植物による接触性皮層炎は，皮層

を露出する季節に多く，直接接触した手指か

ら前腕にかけて強く認められ，顔面，頚部な

どに散在性に認められるのが特徴である')。接

触12～48時間後より丘疹・紅斑・小水庖を認

め，以前に感作のある人は， より短時間で出

現する4)。ウルシ科の植物による接触性皮層炎

は， アレルギー性皮層炎である5)。通常アレル

/…ヘ
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接触性皮層炎と食物アレルギーの起こる機

序は異なる。本症例のように，接触によりウ

ルシ科の植物の感作を受けた場合は， ウルシ

オールと交差反応のある抗原を含む植物との

接触には注意が必要である。しかし一般に経

口摂取は可能であり，不要な除去をしないよ

う指導することが重要である。

医療従事者のハゼノキの危険性についての

認知度を確認する調査では， その認知度が低

くいことが分かった。ウルシ科の植物は，葉

は左右対称であるが，枝の先は3枚の葉でで

きている （図4－5)。英語圏には, Leavesof

three, letthembeということわざがあり，先

が3枚ある葉は注意が必要であることが知ら

れている]2)。 日本に自生するウルシ科の植物

として， ウルシ， ツタウルシ， ヤマウルシ，

ハゼノキ， ヤマハゼなどがあり， これら全て

に枝の先が3枚の葉であるという特徴を持

つ。その特徴を知っていれば， ウルシ科の植

物の判別は比較的容易であり，今後， 同様の

症例を減らすためにも啓発が必要であると考

えた。

ている！)。岡らは，ハゼノキの接触性皮層炎

と診断した4症例に， マンゴーの果皮から精

製した抗原のパッチテストを行い，接触歴の

なかったマンゴーの果皮に全例陽性であった

と報告している7)。マンゴーの抗原は， 果実

よりも果皮に多く含まれ， マンゴーをかぶり

つくように食べた際に皮や果肉部分が口唇付

近に触れ， ，～2日後に口唇やその周囲の紅

斑．腫脹．掻痒を生じ，次第に範囲が拡大す

る7,9)｡ 17人のアメリカ人がイスラエルでマン

ゴー狩りを行った後17人全員が接触性皮層

炎を発症したが，現地の30人のイスラエル人

は，人も発症しなかったという報告がある9)｡

アメリカ人の出身地域にウルシ科の植物が

生育しておりこれまでの感作が原因ではない

か， あるいはイスラエル人の経口寛容により

発症しなかった可能性が考察されていた9)。カ

シューナッツの殻から抽出するカシューナッ

ツシェルオイルは塗料として本邦でも使用さ

れており， 人工ウルシと呼ばれ接触性皮層炎

の原因となる10)。しかし， 日本で市販されて

いるカシューナッツは，殻を取り除いた後油

で調理後に輸入され，通常接触性皮膚炎は生

じない!l)。ピスタチオもウルシ科の植物であ

り， ウルシオールが含まれているとあるがl),

我々が検索した範囲ではピスタチオによる接

触性皮層炎の報告はなかったcピスタチオの

抗原性が少ないためか， あるいは生産量が少

ないため報告がないのではないかと推察し

た。またウルシ科の植物ではないが， イチョ

ウの葉やイチヨウの外種皮であるギンナンに

よる接触性皮膚炎の報告があり， これらにウ

ルシオールと交差反応を示す抗原が含まれる

ことが分かっている7)。本症例では， ピスタチ

オの殻を剥いた直後より30分間持続する指先

の違和感を自覚したが，接触性皮層炎後にど

の程度の頻度で交差反応が起こるのかは，今

後の検討課題である。

“

【結語】

典型的なハゼノキによる接触性皮層炎の症

例であった。前腕に小水瘤・丘疹，顔に浮腫

状紅斑を認めた時は， ウルシ科の接触性皮層

炎も考え，詳細な問診を行うことが重要であ

る。本論文の主旨の一部を第275回日本小児科

学会兵庫県地方会(2018年9月29日）にて発

表した。

利益相反に関する開示：著者全員は本論文

の内容について，他者との利害関係を有しま

せん。

“
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床数358床）を迎えました。その際には，岡山

大学以外の医局からも医師が集まって，新しい

総合病院として復興しました。また，病院の運

営は，平成21年4月に地方独立行政法人神戸市

民病院機構へ移行し，現在に至っています。

小児科は，平成20年9月までは岡山大学人事

の常勤医2名で診療をしていましたが， 同10月

から私一人となったため， 中央市民病院（現神

戸市立医療センター中央市民病院）小児科の先

生方にご協力頂いて，小児科診療と新生児医療

を継続することになりました。ところが，約

7カ月経過した平成21年5月，神戸市で新型イ

ンフルエンザが発生しました。強毒型インフル

エンザの可能性もあったため， 同疾患に対応す

るための発熱外来及び入院病棟が中央市民病院

に開設されました。そのため， 中央市民病院の

医師による応援診療が不可能となり， 当院での

診療や当直・オンコール，委員会・会議への出

席などを全て私一人で行うことになりました。

この「フルタイムワンオペ」の期間は約1ヵ月

半でしたが，幸い体調を崩さず乗り切ることが

できました。

その後， 当時の石原享介院長が神戸大学小

児科松尾雅文教授と面談され，平成22年ll月以

降， 同大から小児科医を派遣して頂けることに

なり，最終的には平成23年6月に常勤医5人と

なりました。令和元年7月現在，上記5人に加

え，専攻医1人の6人体制で診療しています。

また，神戸大学病院などから医師を招聰し，小

児神経内科や小児循環器科の専門診療なども

行って頂いています。

現在当科では， アレルギー診療を積極的に

行っています。日帰り入院（平成30年度は延

べ200件）での食物経口負荷試験の他， アレル

ギー患児に関わる家族や保育士，教職員の方な

どへのアレルギー疾患に関する講習会や， アレ

ルギー症状（アナフイラキシーなど）発現時の

多職種の連携を目的としたオープンカンファレ

医局だよﾚﾉ西東

神戸市立医療センター西市民病院

神戸市立医療センター西市民病院小児科

江口純治

当院は，大正13年に市立神戸診療所として神

戸市長田区三番町に発足し，市立神戸市民病院

（昭和3年)， 中央市民病院長田分院（昭和28

年)，市立長田市民病院（昭和32年） と改称さ

れ，昭和45年に現在の位置（長田区一番町）に

市立西市民病院として病床数300床で開院しま

した。その後6 ． 7階を増築して，昭和52年に

370床となりました。震災前の当院の医師は，

小児科を含め， ほとんどの診療科が岡山大学の

医局人事であったと聞いています。

平成7年1月17日の阪神・淡路大震災では，

本館が全壊しましたが，その時の映像は全国へ

報道されたため， ご覧になった方も多いと思い

ます。幸い，平成3年に増築されていた北館は

損壊を免れたため， 同館1階で応急外来診療を

開始し， 同年2月からは長田区総合庁舎保健所

内に移転して，仮設診療所で外来診療を行いま

した。それと並行して仮整備工事を行った北館

で， 同ll月に外来診療科8科，病床数38床で診

療を再開しました。

私が当院に着任したのは平成9年4月です

が， 当時の病院周辺は，震災で損害を受けた建

物の取り壊し， その後の新しい建築の他，道

路工事などが至る所で行われていて，傾いたま

まの電柱も珍しくありませんでした。着任後ま

もなく本館の建設が始まりました。当時の小児

科外来は，再建する本館と隣接する部分にあっ

たため，診察室奥の仮設壁のすぐ隣で，地下2

階・地上11階の新館建設工事が行われていまし

た。そのような環境の中での診療の傍ら， オー

ダリングシステム導入や業務手順の作成などの

準備に携わって，平成12年5月の全館開院（病

ノヘ、
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ンスも行っています。

入院に関しては， 5階病棟が基本病棟となっ

ています。主に産婦人科と小児科の混合病棟

で‘小児科10床と新生児3床が割り当てられて

います。平成29年までは，病棟全体で個室が5

部屋（＋有料個室2部屋） しかなく ， 入院患者

の疾患が多種にわたる時ベッドコントロー

ルに苦慮していました。 しかし㈱平成30年l～

2月に4人部屋2つを個室4部屋に改築してい

ただき，感染症患者の隔離などがスムーズに行

えるようになりました。 とはいっても入院する

患者の疾患は． 食物アレルギー負荷試験以外で

は，肺炎，気管支炎‘細気管支炎， 胃腸炎など

感染症が大部分を占めます。小児科が優先的に

使用できる個室は病棟改築後でも7部屋しかな

く， 入院患者が増えた時には十分とは言えませ

ん。また， 入院患児に付き添うご家族の負担も

考え‘外来治療可能な段階での早期退院を心掛

けています。因みに‘平成30年度(2018年度）

の小児科入院患者･のうち，新生児と食物負荷試

験を除いた患者(nllち， 一般的な小児疾,槻で

入院した患者）の平均在院日数は、 4.3nでし

た。

前述のように，常勤医は以前の二人から徐々

に増え，小児科二次救急病院としての責務を果

たせるようになってきました。一方．平成29年

度末で，神戸市の小児科二次救急輪番を担って

いた2病院が小児科を閉鎖し，今後小児科の集

約化が加速する可能性もあります。そのような

状況1､~で， ますます市民や診療所なと．の医癖機

関から期待される存在になると予想されます。

その期待に応えられるように，子どもや家族に

寄り添い， かつ医娠崩壊を招かぬように，持続

可能な医療を考えながら，社会に貢献し続けた

いと考えております。今後ともご指導ご鞭燵賜

りますようよろしくお願いします。

へ

聯繁展，
甑

へ

当院を北側から望む

(右前が阪神・淡路大震災での損壊を免れた北館，左後が平成12年に完成した11階建ての本館）
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ウルミュージックなどを聴くようになりまし

た。フュージョンやジャズなどのインストウ

ルメンタルも聴くようになりました。他にも

ここに書いていないジャンルもあり， とりと

めもない音楽遍歴ですが， その時々で聴きた

い音楽を聴くことができていた幸せをかみし

めています。

今なおいろんな音楽を経験したり触れたり

していたいという願望・欲求がありますが，

今はいい時代です。世界中の音楽をサブスク

リプション （定額）で，多少の不便を我慢す

れば無料で世界中の音楽を聴くことができる

からです。録音もいくつかクリックするだけ

でいとも簡単に出来ます。一昔前はレコード

プレーヤーやカセットデッキの再生と録音ボ

タンを同時に押して， 曲が終わるとそ－つと

停止ボタンを押す。多くの先生方がご経験さ

れたように， これを延々繰り返してオムニバ

ステープなど作ったものです。でも振り返っ

てみるとこの作業をしていたからこそ， 曲の

細部まで聴いて覚えていたのかとも思いま

す。今では曲のエンディングなどはロクに覚

えていません。

CDとレコード， どちらの方がいい音がする

と思いますか？

私はレコードだと思いますし， そう感じま

す。CDは人間には聴こえない22kHz以上の周

波数はカットしていますが， レコードにはそ

の周波数が残っています。聴こえないのだか

らいいじゃないかという合理的な考えがデジ

タルだとすると， アナログは人間の五感を震

わせてくれるという情緒的な側面があるのだ

ろうと思います。

私もデジタルの恩恵を十分に受けています

ので，全く不満はありません。しかし， アナ

ログの良さも大切にしたいと思っています。

私がアナログレコードに興味を持つきっか

けとなったのが, 10年ほど前からアナログレ

Iノレー いそう

アナログ閑話

梶山瑞隆

姫路市ルネス花北の北山真次先生からバト

ンを頂きました神戸市灘区で開業しています

梶山小児科・アレルギー科の梶山瑞隆と申し

ます。

北山先生が神戸大学病院におられた頃発

達障害・心身症に興味があった私は，毎週外

来見学に足しげく通っていました。そのご縁

で，今でもどこかで顔を合わすことがあると

気さくに話しかけて〈だきります。ある宴会

で北山先生から「ちょっと頼みがあるんやけ

ど」と声を掛けられ， リレーずいそうの話を

頂きました。かなりお酒が入っており，気分

がよくなっている私の断れない心を，完全に読

み切って頼んでくるところが流石の先輩です。

さて，前回北山先生が「ボヘミアン・ラ

プソディー」のことを書かれていましたが，

私も音楽が好きなので映画館で観ましたし，

飲み会で北山先生とロック話になり， ヴイン

テージのクラプトンモデルギターのことな

ど，音楽の話に事欠きません。

ということで，共通の趣味ということで，

私も音楽についてちょっと書いてみようかと

思います。

私は1970年生まれで， 中学生のころから音

楽に興味を持ち，邦楽だとオフコースにどっ

ぷりはまり洋楽ならTheBeatles,Bostonや

TOTOが大好きでした。高校に入るとドラム

を叩くようになり，聴く音楽もロック，ハー

ドロック，ヘビーメタルに変化していきまし

た。有名どころではLedZeppelinやMetallica

などでしょうか。大学生になり，色気づき

ちょっとおしゃれな音楽やユーロビートやソ

ノヘ、

/銅、



兵庫県小児科医会報38 No.72.2019

コードを聴かせてくれる三宮のバーによくお

邪魔するようになってからです。そこで聰く

音楽は至福の音です。音が粒子となり目の前

を通る体験をしたり ， ライブを聴きに来てい

るような錯覚に陥ったりします。なぜかいく

ら疲れていても眠くなったりしません。心地

よくて気づいたら5時間くらい居座ったりし

たこともあります。ちょっと病んでいたのか

と思わせるくらいの異次元空| ,1llです。

その体験が病みつきになり， 自宅にレコー

ドプレーヤーを購入したのが開業2年目の4

年前のことです。なかなか自分の時間が取れ

ず三宮に足が遠のいてきたときに， そのバー

のマスターの「それならプレーヤー買って家

で聴いたらええやん」 と‘ 医者に例えると患

者に「クリニックに来んと、坐薬買って家で

寝てたらええやん」 というのに等しい良心的

なささやきで， そこに置いているプレーヤー

と同じものを購入することになりました。

1980年代に製造されたtechnicsのSL1200

Mk3という機種を， 片手万円ほどで購入でき

ました。決してお安くはありませんが， 資金

繰りに悩む開業初期の私にも何とか手が出せ

るものでした。

ある日， それが我が家に届きました。

最初の音は何にするかは， ほぼ悩むことは

ありませんでした。

"WeAretheWorld''USAfOrAfricaです。

私が中学の時に初めて闘った洋楽のレコー

ドで， ずっと大切にしまっていました。公民

の先生が授業でこのillを流して，世界で何が

起こっているのか， それに対して人は何をし

たらいいのかを‘ 話してくれたのだと思いま

す。でもそんなことより ， この曲に揺さぶら

れたことだけを覚えています。

リビングのテレビにつないでいるAVア

ンプにプレーヤーをつなげ，数十年ぶりにレ

コードに針を落としました。家族全員を呼

ぴ正座をして最後まで聴きました。小さな

スピーカーから流れる当時の|暖かい音色に酔

いしれたのは僕だけだったのは言うまでもあ

りませんが， デジタルしか知らない子どもた

ちも「いいね」と言ってくれて少し満足です。

今の問題は， 家族がテレビを見ているとき

にレコードは聴けないことです。マンション

住まいなので仕方ありませんが， 将来の夢は

オーディオルームを持つことです。

そろそろ私の人生もB面に入ってきまし

た。 レコードの溝を針が進んでいくのを眺め

ていると， 「人生は後戻りできないよ。なるよ

うにしかならないよ」 と暖かく教えてくれて

いるようです。

最後まで， アナログ閑話にお付き合い頂き

ありがとうございました。

次回は． 僕の1つ上の先輩で。研修医の時

にはいろいろ教えていただき㈱ その後は一緒

に仕事をすることはありませんでしたが， お

互い開業し，今は兵庫県小児科医会の理事で

またご一緒することになりました‘ 加古川市

の楠本直樹先生にバトンをお渡ししたいと思

います。 《神戸市灘区》

全
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店に立ち寄り，新たに入荷した工芸品を見せ

てもらったり，専門的な話を聞いたりして楽

しんでいました。 また， イカールの画集を数

冊買ってきてページをめくりながら，素晴ら

しい彩りと柔らかいタッチで描かれた女性に

魅了されました。どうしても手に入れたいリ

トグラフもありましたが，諸般の事情により

未だ入手出来ておりません。

アンティークな絵画を自宅に飾れるという

喜び， その作者の他の作品を画集などで見る

楽しみ， アンティークの店に出入りして， 目

を肥やし， 店の主人といろいろ話しする事が

楽しみの1つになってきました。

平成20年5月， 自宅から5分のところに小

さな骨董品店が出来ました。妻と共に土‘ 日

曜日に時々店をのぞき， 小品を買ったりして

店主（古物商） と親しく話すようになり， 仕

入れ先のことなども教えてもらうようになり

ました。主な仕入れ先はあるコレクターで，

前衛美術の画家であり『 父親が大阪のビルの

オーナーで， 以前から美術品を多数収集され

ていたとの事です。古物商がコレクターの家

に親しく出入りして美術品を仕入れていると

の事でした。

私が購入した小品を記載してみます。

。高さ20cmのべネチアングラスの壺2点。

。高さ25cmの裸婦のブロンズ像。

･ 21×10cmパリの街角を描いた岡本太郎サ

イン入り陶板凹(1929-1940パリ在住)。

･ 17×l1cm鉛筆画の少女像：コレクターの

家に東郷青児が遊びに来た時描いたもので

青児． 昭44年6月3日のサイン入り。

・ 13×9cm水彩画帽子をかぶった婦人（写

真②）何|Tl見ても魅力的な絵なので購入。

30年前コレクターの父がしかるべき筋より

購入。マリー・ローランサンの有名になる前

の初期の頃の絵とのこと。

9月ごろ， その骨菫品店でロシヤの教会を

|忙中閑話’

もう1つの絵画の楽しみ方

播磨良一

私がアンティークな絵1出iのもう1つの楽し

み方が分かるようになったのは, 30年前, 1

枚のリトグラフを購入してからです。

開業して3ヶ月後， 妻とルイ ・イカールの

展示会に行き， 3匹のグレイハウンドと女性

の御者の躍動感あふれる1枚のリトグラフ

“スピードⅡ” （写真①39×63cm,1933年制

作） を‘ 玄関に飾るのにほしくなりました。

そこで， 私の経理の担当者に相談したとこ

ろ， 同じく経理を見ている東灘区の内科のA

先生を紹介してくれました。彼はガレのガラ

スエ芸品が好きで‘ 北野町にあるアンティー

ク ・エルテという西洋骨董店のオーナーBさ

んから購入しているとのことで, Bさんを紹

介して頂きました。彼は年に5回ほどパリに

行き， オークションに参加したり，現地の古

物商からアンティークな絵画，壺机などを

仕入れたりしています。彼がアメリカのオー

クションで同じリトグラフを手に入れてく

れ， やっと購入できました。その後， 彼は研

錯を積み，最近では， 日本のガレの研究では

第一人者の1人と言われています。彼と御縁

があって後，妻時にはA先生と西洋骨董!1,11,

一

且、

司 三一

"II

1
1
1

Ｉ
ｉ

写真(1
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描いた大きな汕絵（写真③， 裏表紙）がか

かっていました。色鮮やかで‘ 重厚で， 自宅

玄i41に飾る絵の1つとしてふさわしいと思い

ました。80万円というので， よく見ると, 73

MarcChagall (写真④）のサインがありまし

た。本物ならどれ程になるのでしょうか？ｲiリ

度も見ているうちにどうしても自宅に飾りた

くなり，購入してしまいました。

早速， 本を21111･買いました。 1冊は1989年

「シャガールのシャガール展」の展覧会図録

で，北海道， 東京‘兵庫で展示されたパリ国

立近代美術館の収蔵品で， シャガールが亡く

なるまで手元に置いていた絵画が主体で146

点。版画集5点で年代順に掲載されていまし

た。 もう1冊は「マルク ・シャガール」ヤコ

ブ・バール＝テシユヴア著タッシェン社2002

です。

これらの本によると， シャガールは1887年

ロシヤのヴイテブスクでユダヤ人としてII II

生。ペテルブルク美術学校に入学｡ 22歳でパ

リに移り， 27歳でまたロシヤへ， 36歳で再び

パリに住む。 50歳でフランスl韮|籍を取り, 54

歳でアメリカに移り， 60歳で再びフランスに

戻り， 97歳で(1985年）ヴアンスで死去。ロ

シヤr11lj1:命， 2つの|I上界大戦ユダヤ人である

こと等が理由で‘ 各地に転居していました。

シャガールの作品とは，絵の中で楽しそう

に舞う色彩や様々な主題を求めてやまない壮

大なインスピレーシヨンが， 村， シナゴー

グ， ヴィテフ．スクやパリの空を1つに溶かし

込んでゆき， 多くの瞬間が1つにつながった

もので， どこまでも続く夢である。 と， パリ

国立近代美術館のアニェス・ ド・ラ・ボメー

ルは言っています。

また， パリ ・オペラ座の天J1装飾に1963年

76歳で着手。翌年完成させました。

この絵画の描かれた1973年、 彼は86歳で，

ソビエト文化大| |(の招待で妻とともにモスク

ワ， レニングラードを訪れました。 ソビエト

政府が． トレチャコフ美術館で展覧会を開催

しています。この絵画に描かれた教会は， 当時

一

のロシヤ時代の

絵画や㈱ 彼の故

郷への懐しさを

表すように描か

れた絵画の中で

見られる町並み

の' 1 'の教会によ

く似ています。

この絵の裏

（写真⑤） にロ

シヤ語の文章が 写真⑤
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のある都，, の写真も|可封） を送りました。結

果， シヤガールの“古い教会" (1973年油彩

69×50cm), |'花のある都'' (1973年油彩69x

50cm) 2点ともレゾネ （総作,5'!目録）掲救な

し。オークション歴なしということが分かり

ました。

真〃fについては， パリのシャガール コ

ミッティ （委員会）のみが判断可能。不定期

に委員会が開催され，作帥,をパリまで送る必

要がある。 l賃作と判断された場合は， フラン

スの法律により， 没収される可能性がある。

費用は1点につきコミッティに支払う1300eの

他作品の往復輸送費，保険料， パリでの保

管料がかかり，総額約100万円程かかるとのこ

ルー戸1ナ＝
ー塔レノ－○

また，参考までにと， 本物と判定された

シャガールの他の絵の鑑定書のコピー（写真

⑦） も同封されていました。

言かれています。私の叔父がロシヤ語に堪能

で翻訳してもらいました。

上部: 1973年シヤガールはモスクワとレニン

グラードを訪問した。

下部：アレキサンダーネ寺院69×50cm

中央：大きな字でたぶん教会（ツエルコビ）

のスペルでl/3が欠けている。

また， ロシヤ語の文献のコピーが2枚添付

されている。 1枚はシャガールの年代記の1

部で、 1973年モスクワとレニングラードを訪

れた。 トレチャコフ美術館で展覧会を行った

とある。 もう1枚（写真⑥）は9種類のサイン

を記している。

来歴として

は, 30年前コレ

クターの父がし

かるべき筋から

シャガールの絵

画2点を購入し

ました。以前よ

り親しく出入り

していた古物 写真⑥

商が， コレクターよりこの2点を仕入れまし

た。 うち1点“教会，， を私が買い‘ もう1点

“花のある都”は古物商が持っています。

10数年前コレクターの息子さんの友人が

ロシヤに行く機会があったので調べてもらい

ました。 “ロシヤの街並み” という17部作の一

部で， 5番目が私の持っている ‘．古い教会"’

8番目が古物商の持っている “花のある都”

という題名でした。

当I1寺， 私の義兄が森ビルの関連会社である

M&Iアート株式会社（事業内容：美術品の

評｛Ⅲ鑑定売買など）の社長だったので，

相談したところ‘調べてくれました。

この絵の来歴等と共に写真（古物商の“花

ー

Jcsoussi邸も,Jean-Lo“PRAT.apss宮ntcommcnmndatajredu
COMITEMARCCHAGALL,ccrtiEequel.にtｪvT℃rcproduite
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写真⑦

声司

今後の方針として． 重厚な鮮やかな色彩で

気に入った油絵なのでこのまま玄関に飾って

おくか雁作なら絵は戻ってこないかもしれ

ないが． まだ発見されていない本物の可能性

にかけて100万円投資して鑑定してもらうか，

どちらにするかは今後の楽しみにとっておこ

うと思います。 《西宮市》
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それでは「レジェンドに訊<」はじまり，

はじまり～～1

－末廣先生，今日はわざわざお越しいただ

き， あり力Tとうございました。

末廣先生（以下敬称|略） 「そんなん， 僕ら何も

喋ることなんかないで。 もう年寄りがごちゃ

ごちゃ言うたらいかん。若いもんが好きなよ

うにしたらええれん」

－末廣先生はどのようなきっかけで医会に入

られたのですか。

「初代の会長の石垣先生に声をかけてもるた

んや。昔まだ布引の滝の近くに中央市民病院

があった頃，僕がそこに行った時に石垣先生

にはとってもお世話になった。僕がまだペー

ペーやったのに，外来で入院が必要と言うた

ら， 石垣先生は何も言わんとどんなにベッド

が一杯でも手はずを整えてくださった。普通

やったら 『そんなん入院が本当に必要なん

か」 とか聞くもんやのにそれを言わはらへ

ん。ほんまにえらい先生やった」

－石垣先生から声がかかった時， 先生はどち

らにおられたんですか。

「県立尼崎病院におったんです。 まだ庄下川

の横にあった汚い汚い病院や」

－あの’ 川面にブクブクメタンガスの泡が出

るという･ ･ ･

「多弓身っ多気身っ’
1皇 ノ、増ノ、」

－－般的に小児科医会というのは開業医の会

というイメージが強いですよね。その中で

病院勤務医の末廣先生に声がかかったと。

「そうなんや， それでいろんな大学にも声を

かけて大学や勤務医の先生にも医会に入って

もらうようにしたんやね」

－それが基礎となって，今の開業医と勤務医

がうまく連携を取り合って活動を行なって

いる兵庫モデルができたんですね。素晴ら

しいことだと思います。 ところで先生は何

年生まれでいらっしゃいますか？

ひ

レジェンドに訊‘
0 －

｢幻の赤ションベン」

第1回末廣文彦名誉会長

芦田乃介

＝‐

美女に囲まれご機嫌の末廣先生

今号から新企画が始まりました。その名も

「レジェンドに訊く」。兵庫県小児科医会が創

られたのが1983年（昭和58年) ， それから36

年が経ちました。その間小児科医会の活動に

奮闘されてきた先生にその頃のお話を伺い，

医会の伝統を引き継いでいこうとの思いで始

まったこの企画その最初を飾るのは末廣文

彦名誉会長です。末廣先生について改めて紹

介する必要はないでしょう。一言IIIし上げる

なら， 私を編集委員会に引きずり込んだ， い

やいや引っ張ってくださった恩師です。そん

な末廣先生に来ていただいて。 いろいろなお

話を聞かせていただきました。場所は「三ノ

宮銀平｣， 末廣先生が小児科医会の会合の後に

そのメンバーと集まって食事をしながら意見

を交わされた場所だそうです。聞き手は編集

委員会の委員有志です。

タヒ
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いますねん」

－すごいですね。 ところで， 先生は最初どち

らの病院に勤務されたんですか？

「住友病院に行きました。最初大阪鉄道病院

に行ったんです， 同級生7人くらいと一緒

に。その頃鉄道病院に就職したら国鉄の切符

をダダでもらえて， 旅行し放題になるんで

す。それを目的にみんなで受けに行ったら，

向こうが「こんな仰山来てもうたら困る』言

われて。 「それならやめときます」言うて大学

に戻ったら，教授にえらい怒られました。そ

れで住友病院に行くことになったんです」

－その頃はインターン制度ですよね。イン

ターンの頃に苦労されたお話はありますか？

「僕は腎臓グループにおったんです。その頃

は溶連菌感染症がいっぱいおって， それに関

係した腎炎の研究がテーマでした。だからウ

サギを使って動物実験をやっていました。 と

ころが溶連菌は人間に親和性があって， ウサ

ギには親和性がなかったんです。そやからウ

サギを溶連菌に感染させても菌血症になるだ

けで腎炎は起こさへんのです。だから 「幻の

赤ションベン」言うて‘ なかなかうまいこと

いかへんかつた。それでも腎炎を起こすであ

ろう物質を抽出しようとして実験を繰り返し

ていたら， 使った菌株が猛烈に強いもんやっ

たんです。そやさかい， みんな溶連菌にか

かってしもて， 私の弟なんかひどいひどい猩

紅熱になって入院せなならんようになってし

もたこともありました」

－他にはどんなことがありましたか？

「京大病院に勤務していた頃回診の品中に

売店のおばちゃんから 「先生， マンガ入って

ますよ」 と連絡が入るんです。その頃はネフ

ローゼとかの腎臓病で入院している子がぎよ

うさんおって， そんな子はみんな半年とか長

い間の入院やったんです。 またそんなにお金

も持ってへんさかい， だから医者が手分けし

鋒

F=

末廣文彦名誉会長

一

「昭和11年生まれやから，今年で83歳になり

ます」

－お元気そうですね。

「そんなことあらしません。ぎようさん病気

してきましたで。心臓にはステントが5本

入っているし，去年は弁置換の手術も受けま

してん。他にも鮎釣りに行った時に向こうの

石に飛ぼうとして転んで膝のおⅢを割った

し， アッペにもなった。アッペの時は『僕が

アッペ言うたらアッペや！ 』言うて手術して

もらいましたんや。でもこれだけようけ病気

になったさかい，病人さんの気持ちはよう分

かる。これは大事な事やと思てます」

－学生時代の思い出は何かありますか？

「僕は'11級生の' |'でも小さい方やって『 それ

がために中学校の頃にはよういじめられた。

だから背の大きい強い子が帰ってくるのを校

門で待って‘ その子と一緒に帰ったもんや。

いじめられた時の事は今でもよう覚えてま

す。でもいじめた方が全くそんな記憶がない

んです。そして大学に入ったら僕より背の低

い奴がおって㈱ 本当に嬉しかった。大学時代

はいろんなクラブに入りました。山岳部，卓

球部それにブリッジ部」

－ブリッジ部？

「トランプのコントラクトブリッジをするク

ラブです。僕等それで大学日本一にもなって

〆司
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「そうや。結局そのガラス，僕が弁償したんや」

－先生が弁償されたんですか！ ？

「仕方ないやろ。その親御さんに請求もでき

ひんかつたから。そんな尼崎病院に20年以上

おりました。最初は病院が尼崎から大物に移

るから， それをうまく進めるために行ったん

です。忙しい病院で誰か後釜が来やへんかな

と思っとたら，静岡から河盛先生（現副会

長，芦田註）が来てくれはった。これで次の

人ができたと思て喜んどったら， 河盛先生

さっさと開業してしまいましてん。その後も

いろんな先生が来てくれはったんやけど，

すぐ､に他の病院に移ったり， 開業したりし

はったさかい，結局僕が長い間おることにな

りましたんや。その間いっぱいいっぱい喧嘩

しました。行政にも言いたいこと言わしても

らいました。僕はちょっと怒るとすぐ、に顔が

赤なるさかい，迫力あったんと違いますか。

でもその頃の院長先生は小児科に対して理解

があった。病棟がいっぱいになっている時だ

け見にきてくれはって，暇な時は来はらへん

かつた。病床利用率だけ見られたら小児科は

大変やけど， そんなこともあって大物の新病

院に移った時は日がよう当たる一番ええとこ

ろに外来をこしらえてもらえましてん。婦長

さんともよう喧嘩しました。入院している子

どもにきつい婦長さんやって， そやさかい僕

が代わりに喧嘩しますんや。でも，僕は若い

看護師さんには優しかった。若い人は怒った

らあかん。そんなこともあって，僕だけは看

護師さんの詰所に出入り自由でしてん。詰所

の冷蔵庫に僕の名前入りの飲み物まで入れて

もらって」

－先生，人気があったんですね。他には何か

エピソードをお持ちですか？

「そやね，僕は鼻が効きますねん。美味しそ

うなお店はなんとなくわかる。一度仙台に学

会で行った時，全然有名でもない牛タン屋さ

てマンガを買うて， それを持っていってあげ

とったんです。 『僕はサンデー， お前はマガジ

ン』みたいにして」

－その頃から先生は子どもの味方だったんで

すね。ところで先生のご趣味は？

「いろいろあるけど，鮎釣りが一番ですか

な。 もういろんな所へ行きました。若い頃，

地方の病院に腎生検で呼ばれていくんです。

そしたらそれが終わったら鮎釣り， そして夜

はマージャンです。向こうも僕が鮎釣り好き

なん知っているさかい， それをセットにして

待ってくれてはります。そういえばこんなこ

とがありました。田舎の病院に行った時に道

を歩いている子どもに病院までの道を聞いた

んです。そしたらその子が僕の関西弁を聞い

てびっくりして， なんせすごい田舎やからそ

んな関西弁を喋る人なんかおらしませんさか

い，緊張したんやろね。急に気をつけの姿勢

をとって『病院はあっちの方向であります』

言うて， それを聞いて思わず吹き出してしも

て。マージャン，県尼でもようやったで。僕

はマージャン強かつたさかい， その上がりで

全自動のマージャン卓を僕が買うたくらいで

す。仕事が終わったら医局に集まってようや

りました。僕が当直の時は， ほぼ必ずやって

ました， メンバー集めて」

－患者さんが来られたらどうされるんですか？

「その時はいったん中断。で，長くかかる時

はそれでおしまいにします。僕が負けている

時なんかは「急患やさかい」言うて， 山崩し

たりして。でも昔は今ほど急患が来ることは

多くなかったです。今の小児救急は大変やと

思います。ただ一度，僕の患者さんが救急

当番やない夜に病院に来て， その頃当番やな

かったら原則診察しませんのや。そしたら，

その親御さんが怒って病院の入り口のガラス

叩き割ってしもて」

－えっ， ガラスを！

/~、

/‐、
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んに入ったんです。 『ここは美味しそうや」

忠て。そしたら大正解，一緒に行った先生が

『こんなに美味しい'1蔦タンは食べたことあり

ません』言うてはりました。まあ， 若いH寺か

らいっぱい遊んできたからね。やっぱり遊ぶ

ことは大事や思います」

－そうですよね。子どもも今は遊びの経験が

少ない子が多いと思います。

「子どもの間も医者になっても， 遊ぶという

ことはほんま大事なことです。僕ら子どもと

対抗するためにドラクエやファイナルファン

タジーなんか．全部やってるんです」

－すごいですね！そんないろいろな経験をお

持ちの末廣先生から， これからの小児科医

会に何か一言いただけませんか。

「そんなん僕が言うことなんてあらしませ

ん。ただ今までいろんな所で働いてきたけ

ど，小児科の先生はええ先生ばかりやった。

子どもの利益を一番に考えて勅かはる。今の

県の小児科医会の委員会やってそうです。自

分の利益のために活動してる先生なんて一人

もいはりません。みんな子どものことを思て

熱心に働いてはる。ありがたいことです。こ

れからもこの流れを大事にしてもらえたらそ

れで結構です。それと最近思うのは， 以前に

比べてハンデキャップを持った子どもが堂々

と暮らせる世の中になってきた気がします。

ありがたいことやと,IL!てます。これも小児科

の先生方が尽力してくれはったおかげでしょ

う。成育基本法の成立という嬉しいニュース

もありましたし。みんないっぱい遊んで， そ

して弱い子と､もの味方になってくれはった

ら， それでええと恩てます」

－末廣先生， 今日は本当に多くのお話を聞か

せていただき， ありがとうございました。

医会創立の頃のお話も伺えて， 有意義な会

になりました。これからもご指導よろしく

お願いします。

「そうや， ここの鯛めしは美味しいさかい，

残った分は包んでもらって持って帰り。 lﾘ旧

の朝お茶漬けにしたら最高やさかい。ちゃん

と持って帰るんやで～・ほら㈱ ほら， 鯛め

し‘鯛めし」

文章にするとこれだけですが，実は今回3

時間近くお話を伺うことができました。その

間， 笑いあり，笑いあり ！ よくSNSで文章の

最後に（笑） と記してあります。 まさしくそ

んな感じの3時間でした。末廣先生のお話は

最後必ず笑いで終わります。それにあのはん

なりとした関IJH弁で『 いろんなことを話して

くださいました。当然ここには書けないよう

な内容もありました。それを伺えたのは編集

委員の役得だと思っています。昨年心臓の手

術を受けられ， また一段とパワーアップされ

た末脹先生， これからもレジェンドとして私

達小児科医会の会員を棚かく見守っていただ

けると思います。末廣先生これからもよろ

しくお願いいたします1

一

一

明るい未来を目指して進む一同
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＊第5回小児救急研修会

令和元年9月22日 （日）

全国町村会館

＊第15回生涯研修セミナー

令和元年10月13日 （日）

愛知・ウインクあいち

*第7回「子どもの心」研修会（導入編）

令和元年10月27日 （日）

KFCホール

＊第5回家庭看護力醸成セミナー

令和元年10月27日 （日）

三重県医師会館

＊第19回思春期の臨床講習会

令和元年ll月10日 （日）

KFCホール

＊第5回予防接種・海外渡航合同研修会

令和元年11月10日 （日）

東京都医師会館

広報だよレノ

1 ．令和元年度兵庫県小児科医会定時総会が

令和元年7月6日 （土）に兵庫県医師会館

で開催された。懇親会は第一模で開催され

た。

2．令和元年度兵庫県地区小児科医会連絡協

議会が令和元年10月5日 （士）に兵庫県医

師会館で開催。懇親会は第一模。

3．神尾守房名誉会長が， 内藤壽七郎記念賞

を受賞された。

/余刷、

◇小児医学講座◇

＊第72回

令和元年ll月30日 （土）

15:00～17:00

兵庫県医師会館

講演l. 「一般小児科診療所でもできる小

児在宅医療」

当会小児在宅医療委員会担当理事・

はしもとキッズクリニック院長

橋本直樹氏

講演2． 「在宅医療への移行から見た新生

児医療の変遷」

兵庫県立こども病院病院長

中尾秀人氏

◇日本小児科学会兵庫県地方会◇

＊第44回吉馴学術記念講演会

令和元年7月27日 （土）

兵庫県医師会館

＊第278回日本小児科学会兵庫県地方会

令和元年9月28日 （士）

姫路キャスパホール

/一､、

◇兵庫県小児保健協会◇

＊第36回総会

令和元年8月10日 （土）

兵庫県医師会館

◇小児在宅医療実技講習会◇

*第6回

令和元年8月4日 （日）

兵庫県医師会館

◇日本外来小児科学会◇

＊第29回年次集会

令和元年8月31日 （士）

～9月1日 （日）

福岡国際会議場

福岡サンパレスホテル

◇日本小児科医会◇

＊第9回乳幼児学校保健研修会

令和元年9月15日 （日）

東京･SMBCホール
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◇入退会・異動◇敬称略

入会

H31.2.22本郷裕斗

（加古川中央市民病院）

H31.3.12小山陽子（鈴木小児科）

H31.4.2服部英司

（西宮すなご医療福祉センター）

Rl.6．27橋本総子

（加古川中央市民病院）

Rl.7.21福原信一

（兵庫県立淡路医療センター）

退会

Rl.6 谷岡繁明

異動

H31.4.1 本郷裕斗（神戸大学）

H31.4.4大橋玉基

（兵庫県立こども発達支援センター）

H31.4.26井上翔太（千船病院）

R1.5.16坂口美奈子

（明石市立ゆりかご園）

R1.7.11竹田洋樹（神戸大学）

《桃田》/凧

[お知らせ］

第ｱ3回小児医学講座

1． 日時 令和2年3月7日 （土曜日) 15:00～17:00

2．場所 三宮研修センター

神戸市中央区八幡通4丁目2番12号FRⅡビル

伽へ

①15：00~16:00

「(予定）小児の腸管アレルギーについて」

大阪府立病院機構大阪母子医療センター

副院長・臨床検査部長

位田 忍氏

②16:00～17:00

「小児の慢性機能性便秘症一付き合って、治る」

学校法人神戸学院

神戸動物植物環境専門学校校長

中野美奈子氏

3．講演

4．主催 兵庫県小児科医会
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⑪新会員ご紹介霧

療的ケアなどに取り組んできました。

平成21年に，重症心身障害児施設砂子療

育園（平成22年． 西宮すなご医療柵祉セン

ターに名称変更） に異動して， 重症心身障害

児（者）の医療と福祉に関わっています。重

症心身障害児（者）の方々も， その煎症度は

以前に比べて飛朧的に高くなってきていま

す。 また， 支える医療の進歩により長く生命

を保つことができるようになり， 成人になっ

てからの生活の質をいかに保障するかが問題

となっています。 さらに， 入所者だけでなく

住み慣れた地域で生活する重症児（者）の支

援も今後ますます必要となります。

現在はセンターの母体法人（社会柵祉法人

甲lll福祉センター）の理事長として、 地域共

生社会の実現に向けた取組みの中での重症児

者支援について,'&!案し努力しているところで

す。

今後とも一層のご指導， ご鞭捷のほどよろ

しくお願いいたします。

氏名：服部英司（はっとり ひでじ）

勤務地：西宮すなご医療福祉センター

住所：〒663-8131

西宮市武庫川llIT2-9

TEL :0798-46-7446

FAX :0798-43-1022

E-mai l :h.hattori@sunago･or.jp

出身枝：大阪市立大学

卒業年度：昭和55年

趣味：鉄道（写真，乗り歩き）

抱負（自己紹介） ：

この度， 兵力|'県小児科医会に入会させて頂

きました。卒業後，大阪市立大学小児科医局

に入)両jして，大阪市立城北病院大阪市立小

児保健センターで研修後に大学に戻り，小児

*II'経学の診療・研究に携わってきました。大

学では㈱ てんかんやダウン症の診擁を中心に

臨床電気生理学や脳磁図(MEG)の研究等を

行っていました。 また‘大阪府医師会医療的

ケア検討委貝会に参加して、学校における医

ヨ詞

＝＝

霧

－忽
皇一一。
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氏名：小山陽子（こやま ようこ）

勤務地：鈴木小児科

住所：〒659-0033

芦屋市高浜町7番2-105号

TEL :0797-34 0766

FAX:0797-35-8188

E-mail:ytkoyama@bd6.so-net.nejp

出身校：大阪大学医学部

卒業年度：平成9年

趣味： ヨガ

抱負（自己紹介） ：

この度入会いたしました小山陽子と申しま

す。これまで大阪大学医学部附属病院, NTT

西日本病院， 米国ウェイク ・フォレスト大学

医学部勤務を経て，平成31年4月に実家の芦

屋浜の鈴木小児科を継承しました。この間，

息子を産み育てて， 「夜泣きの赤ちゃんの世話

より小児科当直の方がまし｡」 という言葉を実

感したりしました。

さて当院は、 父の鈴木紀元が昭和54年に開

設し，現在で40年になります。大人になって

からも予防接種等で来て下さる患者さんや．

親子で来て下さる患者さんもおられてうれ

しく思います。これからも， 地域医療に貢献

していきたいと存じます。

兵庫県小児科医会の先生方には，今後とも

ご指導ご鞭燵を賜りますよう， どうぞ宜しく

お願い申し上げます。

氏名：宇都宮剛（うつのみやたけし）

勤務先：兵庫医科大学小児科

住所：〒6638501

西宮市武庫川町l－l

TEL :0798-45-6111

FAX :0798-45 0137

E-mai l : ta-utsunomiya@hyo-med.ac.jp

出身枝：愛媛大学

卒業年度：平成14年

趣味：野球観戦，読書

抱負（自己紹介） ：

2019年4月より兵庫医科大学小児科で勤務

しております。専門は新生児でNICUでの

診療に携わっております。以前神戸市立医療

センター中央市民病院でも3年ほと÷NICUで

の診療に携わったことがあり， 兵庫県内では

二カ所目の周産期センターでの勤務になりま

す。診療だけでなく若手医師の教育や研究に

も力を入れていきたいと考えております。 とﾞ

うぞよろしくお願いします。

一

ご可
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氏名：井上翔太（いのうえ しようた）

勤務先：愛仁会千船捕院

住所：〒555-0034

大阪府大阪市西淀川区福町3 2 39

TEL :06-6471-9541

FAX :06-6474 0069

出身校：近畿大学

卒業年度：平成24年

趣味：スポーツ観戦

抱負（自己紹介） ：

本年度より千船病院で勤務しております。

|」々勉強と自分自身に言い聞かせ，外来・病

棟業務とも地域に根ざしたプライマリーケ

ア‘ アレルギー疾患を1 ' '心に謙虚に小児診療

に携わっていきたいと思っています。ご指導

ご鞭捷のほど， よろしくお願いいたします。

氏名：本郷裕斗（ほんどう ひろと）

勤務先：神戸大学医学部附属病院

住所：〒650-0017

神戸11j中央区楠町7丁目5 2

TEL :078-382-5111

FAX :078 382-5111

E-mai l :hongohirotol988@gmail_com

出身枝： 日本大学

卒業年度：平成27年

趣味：旅行

抱負（自己紹介） ：

神戸大学医学部附属病院，加古川中央市民

病院での研修を経て現在に至ります。 まだま

だ駆け出しであり, |l々勉強の毎日を過ごし

ております。出身が兵庫でもあり， 県内の医

療に少しでも貢献できるよう㈱ 精進していき

たい所存であります。今後ともご指導ご鞭燵

のほどよろしくお願い申し上げます。

≦巳

一
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赤十字病院で勤務しています。

私は平成29年に子どもを出産しました。 1

年間の育児休業をいただき復帰してもうすぐ

1年になります。子育ては初めてのことばか

りで戸惑うことも多いですが，悩みながらも

試行錯誤しながら成長を見守っています。子

どもを産んでから， 受診された患者さんのお

母さんの気持ちをより深く理解できるように

なったと感じています。

今後も一人一人の患者さんやご家族と向き

合いながら， 一番良い治療法を考え， 日々学

んでいきたいと思います。

今後ともご指導ご鞭捷の程よろしくお願い

致します。

氏名：坂田千恵（さかたちえ）

勤務先：姫路赤十字病院

住所：〒670-8540

兵庫県姫路市下手野1丁l l12番1号

TEL :079-294-2251

FAX :079-296-4050

出身枝：金沢医科大学

卒業年度：平成25年

趣味：映画鑑賞

抱負（自己紹介） ：

この度入会させて頂きました坂田千恵と申

します。

卒後2年間の初期研修は兵庫医科大学病院

でお世話になり、卒後3年目から現在の姫路

一

F■

投稿のお願 い ！

小児科医会では㈱ ひろ<先生方より原稿を募集いたしておりますので医療に関する諸問題

（医政，地域医療医療保険臨床体験， 医薬! '1l;等） をはじめ，趣味，随想，手記，旅行記

写真カット等， また会報に対するご意見， ご希望もどしどしお寄せ下さい。

なお掲載については，編集委員会にて検討の上採用させていただきますので， あらかじめ

ご了承下さい。 (400字詰原稿用紙4枚以内にお願いします）

送り先〒651-8555神戸市中央区磯上通6丁目l-ll

兵庫県医師会館内

兵庫県小児科医会編集委員会
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（参老）

平成12年4月の医科点数表の解釈には，

平成12. 3. 17保険発の外来管理加算につい

ての通知に「リハビリテーション， 処置等

とはそれぞれの部に掲げられている項| ｜を

準用しているものを言う。ただし， 処世の

うちネブライザー及びこれに準ずる処置は

含まない｡」 とあり、外来管理加算が導入さ

れた初期でもあり， ネブライザーを実施し

ても外来管理加算の算定は正当であった。

しかし， この通知は平成14年には抹梢され

ており ． 以後は通知の変更は無いので， ネ

ブライザーを実施した際には外来管理加算

の算定は認められず㈱ ネブライザー手技料と

薬剤料の算定で請求することが妥当である。

2福祉医療費助成事業の取り扱い変更につ

いて

（平成30年10月10日

兵庫県健康福祉部社会福祉局長）

l)福祉医療費（被用者保険分）の請求方

法等について

く請求先＞ ＜請求方法＞

・平成31年2月診療以前分：

国保連合会 #冊祉医療請求書

（3月請求分まで）

・平成31年3月診療以降分：

支払基金 併用レセプト

2）平成31年4月以降の請求に係る具体的

な取り扱いについて

①平成31年2月診療以前分に係る過誤へ

の対応について

’五l保連合会に請求された福祉医療費

に係る過誤再請求については, 2020年

lⅡ受付分までは国保連合会で処理を

行う。

＊それ以降については， 被用者保険本

体分を取り |､-げ‘ 併) |lレセプトで支

払基金に請求。

l ：

社会保険 ｜| ： I

社 保

平成30年度第1回

兵庫県小児科医会理事会・社保委員会報告

（平成30年12月6 1 1 兵庫県医師会館）

l 再診時のネブライザー処置と外来管理加

算の算定について

再診時にネブライザー処置の算定が無

く ､ メプチン吸入液やインタール吸入液等

の処置薬剤のみ算定し，外来管理加算を算

定することについて， 基金本部より全|玉lの

支部への洲査があり， その結果及び審査基

準の見解の提示があった。

調査結果では外来管理加算ではなくネブ

ライザーでの算定が多数であり ， 兵庫支部

の様に外来管理加算を算定しネブライザー

を算定せずに薬剤料のみを算定している支

部は少数であり ， 本部の見解として下記の

様に指示があった。

． 「外来管理加算は， 処置， リハビリテー

ション等（診療報酬点数のあるものに,恨

る） を行わずに高|､凹的な医学管理を行っ

た場合に算定できる｡」

と定められており ， メプチン吸入液やイン

タール吸入液は添付文書にネブライザーを

用いて吸入するとされており，処置項目の

ネブライザー(12点）で実施したものと考

えられ，外来管理加算（52点） よりも低い

点数の処置やリハビリテーション等を放棄

して外来管理加算を算定することは認めら

れない。

（審査恭堆の見解）

･処置の手技料を算定せずに薬剤料のみを

算定し， 外来管理加算を算定。→D在

定。 (D査定：告示・通知に沿わない診療

行為であり外来管理加算が査定される｡）

α己

丘
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2．平成30年度第1回兵庫県小児科医会社会

保険委員会報告

書面報告

3．兵庫県医師会保健委員会

平成31年度消費税引上げに伴う診療報酬

改定について

①基本診療料

初診料282点→288点

再診料72点→73点

②小児科外来診療料

処方菱を交付する場合

初診時572点→599点

再診時383点→406点

処方菱を交付しない場合

初診時682点→716点

再診時493点→524点

など

4．審査上の諸問題

①外来での細菌培養同定検査， プロカルシ

トニン検査の算定について

「尿路感染症」や「肺炎」などの感染

巣を示す病名と「敗血症（疑い)」病名の

両者があれば算定可。

②小児療養環境特別加算の算定について

ア．麻疹などの感染症に罹患しており，

他の患者への危険性が高い患者

原則として空気感染する麻疹，結

核，水痘が対象となるが， 院内感染の

おそれがある感染性疾患は認められ

る。 「上気道炎」病名では請求不可。

感染症以外で個室管理が必要な場合で

あって通知に該当すれば「重症者等療

養環境特別加算」で請求する事。

イ．易感染性により，感染症罹患の危険

性の高い患者。

a・免疫不全を来す疾患・病態

*2019年ll月以降は市町から直接過誤

に係る連絡がいくことがある。

②月遅れ請求への対応について

平成31年2月診療以前分に係る福祉

医療費の請求が遅れ， 4月以降になる

場合，原則として併用レセプトで支払

基金に請求する。その際，被用者保険

本体分を請求済みの場合は本体分の取

り下げが必要。

＊特例として2019年5月受付分まで国

保連合会において福祉医療費請求書

による請求に対応する。

＊平成29年3月診療以前分について

は，支払基金への請求ができないの

で必ず平成31年3月までに国保連合

会に請求。

3．医療機関等事務処理費の廃止について

本見直しに伴い，医療機関等事務処理費

は平成31年3月請求分（4月支払分）を

もって廃止するので，速やかな請求をお願

いする。

“

平成30年度第2回

兵庫県小児科医会・地方会合同社保委員会報告

（平成31年3月14日 （木）兵庫県医師会館）

/“

議題：

1． 日本小児科医会社会保険全国委員会報告

次期改定に向けた要望のとりまとめにつ

いて

「小児かかりつけ診療料」算定要件にあ

る「文書による同意」および施設基準の

「時間外対応加算届出」の削除

「診療情報提供料I」の小児科外来診療

料包括からの除外（小児小児かかりつけ診

療料では除外となっている） 悪性疾患・糖尿病・肝硬変などの

肝疾患・ネフローゼなどの腎疾患，
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が， 「発熱｣， 「鼻閉」では不可。 「感染性

胃I易炎」は算定可ですが， 「嘔吐症」は不

可， 「感冒」は算定可ですが「中耳炎」の

みでは不可です。

⑤インフルエンザ診療について

臨床診断で抗インフルエンザ薬投与開

始後の迅速検査は算定不可。

ゾフルーザ嘔吐後の再投与は患者負担。

⑥シナジスの投与期間について

7月から投与開始した場合， 2月まで

の8回までは認める｡ 3月まで9回投与

する場合は流行状況などのコメントがあ

れば認める。

5．社保・国保審査委員の推薦について

早野委員長の勇退に伴い，八若委員を新

規社保審査委員として推薦する。その他の

委員については前回通り。 《佐野》

膠原病再生不良性貧血などの血液

疾患HIV,原発性免疫不全症，重症

外傷‘ 重症熱傷低栄養，新生児，

1歳未満の乳児

b 医療行為による病態

抗がん剤， ステロイド， 免疫抑制

剤，放射線治療手術， 人工呼吸管

理カテーテル管理など

c・ その他川崎病急性期など

③マイコプラズマ検査について

抗原迅速LAMP法，抗体検査の複数

検査は原則不可。

④小児抗菌薬適正使用力||算算定時の病名に

ついて

「急性上気道感染症」または「急性下

痢症」 とされていますが， 「喘息性気管

支炎｣， 「細気管支炎」などは算定可です

一

丹波医療センターとして2019年711 1日に開

院し，報告を戴きます。

本年度前半の各圏域の患者報告では，特に

大きな災害もなく， 例年通りの疾旭の報告数

ですが， 例年より手足口病の発症が各地区で

多く見られたようです。

今年度は、 今まで調査を実施していなかっ

た， 各僅|域での開業医・勤務医の救急への参

力Ⅱ状況と， 出務に関する皆様の意見を調査

し・今後の各圏域同士の連携に役立てるよう

にアンケートを実施することといたしまし

た。会報に別添しておりますので‘ 皆様のご

協力の程宜しくお願いいたします。

《中迫》

急対

救急対策委員会報告
一

今期，救急対策委員会は新たな2年目を迎

えています。

従来通り奇数月第3木曜日に定例委員会を

開催し， 県下各圏域の救急医療情報を収集洲

査し‘ 小児救急医療の課題を検討しておりま

す。新しく姫路赤|一宇病院からも患者報告を

記載するようにいたしました。 また県立柏原

病院と柏原赤十字病院は統合・移転して県立
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液・注射器の準備から接種，廃棄までの各医

療機関での手順を調査させていただき， イン

シデント ・アクシデントの起こりにくい手順

を検討し会員の皆様に提供したいと考えてお

ります。

当委員会はここ数年, H本小児科医会総会

フォーラムや小児科関連の学会に複数の演題

を発表しており， 活発に活動しております。

委員のメンバーは仲良く ， 和気あいあいと活

動を行っており，担当理事の嗜好のためか飲

み会も多い委員会です。感染症にご興味のあ

られる先生は是非，参加していただきたいと

思います。これからも， 会員の皆様に役立つ

情報の発信を心がけたいと思いますので， ご

指導， ご協力をお願いいたします。

'感染症対霊｜|ー 染

感染症対策委員会報告

感染症対策委員会の現在の活動は， 3年前

より協議しておりました「ワクチンの温度管

理（第3報）～停電時の温度管理について～

（山本委員) ， 「兵庫県小児科医会における百

日咳臨床調査」 （富本委員）を日本小児科医会

総会フォーラムにおいて発表しました。 3年

間継続調査を行ってきました「おたふくかぜ

ワクチン安全性調査について」 （吉田委員）は

内容に関しましては県小児科医会総会で発表

し小児感染症学会雑誌に投稿中です。小児の

外来内服抗菌薬処方内容に関するアンケート

調査への協力（笠井委員）は調査結果を第51

回日本小児感染症学会で発表予定です。

本年度の活動としましては，①百日咳臨床

調査について（担当：冨本委員)，本来小児科

以外の科への啓発を目的として臨床調査を昨

年度実施しましたが，検査診断に対して多く

の小児科医が積極的でないことから小児科医

への啓発も必要と考えられ， 小児科での検査

の実態を調査する予定です。また百日咳含有

ワクチン助成事業が内科医への啓発になるの

で， 各自治体への働きかけ方を検討すること

になりました。②有料接種の接種率向上のた

めのアイデア集作成について（担当：小林委

員)，就学前の有料接種がどうしても数が多い

ため， こども園・保育園・幼稚園等への有料

接種の状況を調査することになりました。調

査項目と教育委員会への調査項目について検

討中です。③使用済み注射針等医療廃棄物の

処理法についてアンケート調査について（担

当：未定）はBCG接種後の廃棄物について

委員の間で処理法が多種多様であることが明

らかになりましたので㈱ 主に予防接種時の薬

一

《八若）

一
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4 乳幼児健診

発達障害の早期発見のために健診で

M-CHATの導入をするかと≧うかは， 自治

体によって差がある。 3歳児眼科健診で‘

スポットビジョンスクリーナーRの導入も

自治体によって差がある。先天性股関節脱

臼（発育性股関節形成不全）の健診マニュ

アルは各自治体にあるが, llll診と診察での

チェック項目の基準を満たすと無条件に二

次医療機関に紹介している場合と医師の判

断をふまえ症例を絞って二次に紹介する場

合があり， 自治体によって差がある可能性

がある。辰己副会長が， 次回の地区連絡協

議会で， 以上3つの事例について議胆に挙

げる予定にしている。

5 障がい者通所事業について

最近、 障がい児通所事業（本事業） とし

て， 児童発達支援や放課後等デイサービス

などの事業所の設立が相次いでいる。その

協力医についての実態を話し合った。本事

業の円滑な運営に当たるべき協議会の設立

もほとんと､なく ，事業所によって支援内容

の格差が大きいのが実態である。協力医は

施設設立のためには必要だが，報Wllや役割

が不明瞭である。半面， 本事業により， 保

育無償化の流れもあり発達障害の子どもた

ちの受け皿が広がり‘協力医になれば診療

所との連携も取りやすくなるメリットがあ

る。平成30年度から，本事業の適正化のた

めに， 基準の見直しが図られた。その中

で， 小児科医がどうこの事業にかかわって

いくべきなのか議論していく。

《梶山》

小児保健委員会報告

令和元年度の小児保健委員会は， 第l ll'lは

平成31年4月13日 (jz) , 第2IITIは令和元年7

月20日 （土）に開催された。

l 学童保育における問題点の実態調査

学童保育における事故・感染症対策等の

現状を知るために兵庫県下41市町にアン

ケート調査を実施し， 27市町より回答を得

た。結果として，事故対策， 感染症対策，

医療機関との連携指導について不十分な点

があると考えられた。保育現場からの家庭

内児童虐待に関する相談．報告は15市町が

ありと回答し， 早期発見や対応の指導を強

化する必要がある。 日本小児科医会総会に

て辰己副会長が発表した。各病児保育施設

へのアンケートは、今後， 自治体から紹介

された炳児保育施設に送付する予定。

2． ネット依存．ゲーム依存・メディア依存

ネット依存・ケーム依存が社会問題化さ

れている, ' 1 ， 家庭内で何歳からⅢ どのよう

なメディアに触れる機会があるのか， また

その目的なと．をアンケートすることにして

いる。対象は診察に訪れた未就学児の保護

者とし,WEB回答方式とする。 10月の理事

会にて県|喪会理事本委員会の先生方にま

ずお願いする予定である。

3．発達障害・児童虐待

発達障害や児童虐待などの育てにくさに

寄りそう支援のため， 「医療者が育児|韮|難

を抱えた保護者へ投げかけてみて響いた一

言」や、 逆に「保護者に発した言葉が， マ

イナスに働いた事例」なとﾐのアンケート調

査を行う予定である。

一

へ
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市である。講演2は兵庫県立こども病院院長

の中尾秀人氏で「在宅医療への移行からみた

新生児医療の変遷」で日医生涯教育講座コー

ドCC12･80である。座長は当会理事で教育

委員会委員の兵庫医科大学小児科講師の皆川

京子である。

④令和2年3月7日 （土）に開催される， 第

731且'小児医学識座の候補演題として便秘や消

化管アレルギーが推薦された。便秘の講演は

小児機能性便秘ガイドラインの近畿地区の委

員の大阪母子医療センター副院長の位田忍先

生に依頼し， 内諾を得ている。また消化管ア

レルギーは新生児乳児食物アレルギー研究会

の代表メンバーの野村伊知郎先生と国立成育

医療研究センターで，一緒に働いた事のある

小林教育委員会委員から講演の可否を問い合

わせて貰う事とした。尚，前回の教育委員会

で便秘治療薬のモビコールの販売会社の持田

製薬に共催をお願いしたが，年度内の講淡会

への共催の予算は執行済で、今年度の共催は

不可との回答であった。

⑤令和2年10~11月に開催される， 第741ul小

児医学講座の候補演題として，性同一性障害

(LGBT)や発達障害への薬物療法や小児の

漢方療法が挙げられた。性同一性障害の関連

学会の検索や発達障害への薬物療法に関する

本が複数出ているため，安部が内容を要約す

る事とした。同様に小児漢方の演者を探す事

とした。

以上の内容を整理し，教育委員会の委員|川で

メール相談とした。 《安部》

’ 青I教
I

教育委員会報告

令和1年度第1回教育委員会

令和1年7月6日 （土）

兵庫県医師会館6階第2会議室

乾委員長小林委員前田委員，野間

委員藤田会長辰己担当副会長安

部担当理事

日 時

場所

出席者

声司

議題

①平成30年度策3回教育委員会は平成30年11

月10日 （土）に兵庫県医師会館で行われた。

その時の議事録では， 同| |に開催された第70

回小児医学講座の講演lの演者を国立成育医

療研究センター総合診療部総合診療科の坂下

和美氏と記載していた。仮下和美先生が正し

いとの指摘を受け，議事録を修正した事を確

認した。

②令和1年度の兵庫県小児科医会の定時総会

は令和1年7月6日 （土）に行われた。一般

講演は吉山元嗣先生の「兵庫県で実施したム

ンプスワクチンの安全性調査」で，特別講演

は神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教

授の林創先生で ｜子どもの社会的な心の発

達一子と．もの「うそ」はどのように発達する

のか－｜であり，講師のlll符歴や演題名を確認

した。

③第721｣｣l小児医学溝座は兵庫県医|111j会館で令

和1年11月30日 （土）に開催される。講演l

は当会小児在宅医療委員会担当理事の橋本直

樹氏で「一般小児科診療所でもできる小児在

宅医療」で日医生涯教育術座コードCC72･

73である。座長は当会小児在宅医療委員会委

員長で医療福祉センターきずな院長の常石秀

r可
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講演④災害時小児周産期リエゾンと日本

小児科学会の災害支援について

帝京大学医学部附属溝口病院小児

科教授 井田孔明先生

講演⑤兵庫県の災害時要支援者（要配盧

者）支援

兵庫県企画県民部防災企画局長

高見隆先生

講演⑥重症児者・支援者合同シミュレー

ション型研修の試み

にこにこハウス医療福祉センター

施設長 河崎洋子先生

指定発言地域における人工l1乎吸

器ネットワーク形成への動き

小児在宅医療委員会

常石秀市先生

2． 第6回小児在宅医療実技講習会

開催日時：令和元年8月4日 （日）

13:00～17 : 15

会 場：兵庫県医師会館2階大会議室

テーマ：小児重症児の栄養管理・経管栄養

共 催：兵庫県医師会，兵庫県小児科医会

参加者: 194"(医師58名看護師71名

PT6名，教職員22名。福祉行政

20名， その他17名）

内 容：

講演①保育園幼稚園での医療的ケア～神

戸市での取り組み～

神戸市総合療育センター診療所長

高、哲先生

神戸市こども家庭局保健医療指導

担当課長 井出絹代先生

講演②重症児の摂食・栄養管理～楽し

く ・安全な食を目指すには～

医療福祉センターきずな院長

常石秀市先生

講演③重症児の栄養摂取・消化管の管理

～栄養経路および便秘・イレウス

児在宅小小 療

小児在宅医療委員会報告

平成30年度第6回小児在宅医療委員会を平

成31年3月17日 （日） に，令和元年度第1回

小児在宅医療委員会を5月25日 （土)， 第2回小

児在宅医療委員会を8月4日 （日）に開催した。

○活動実績

1 . 第3回小児在宅医療講習会

開催日時：平成31年3月17H (日）

13 :00～17:30

会 場：兵庫県医師会館2階大会議室

テーマ： 「小児在宅医療と災害時対応」

共 催：兵庫県医師会，兵庫県小児科医会

参加者: 191名（医|1ilj50名。看護師81名，

教職員15名， その他45名）

内 容：

講演①平成30年台風21号停電被害から見

えた災害時の在宅医療における現

状と課題

はらクリニック院長

原 秀憲先生

講演②当センターの防災対策と平成30年

台風21号に伴う災害停電時の状況

について

西宮すなご医療福祉センター院長

田中勝治先生

講演③災害時の人工呼吸器装着児のため

のネットワーク～オール小児在宅

医で取り組もう～

日本小児神経学会・災害対策小委

員会委員長

兵庫県リハビリテーシヨン中央病

院・睡眠と発達医療センター副セ

ンター長 木村重美先生

F、

へ
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・学校の受け入れ状況

・福祉援助制度の紹介と問題点

後半2時間→シンポジウム形式現場の困

りごとを中心に話し合う

・患者家族

・コーディネーターや支援貝

・先進地域の福祉行政

・壇上にデイスカッサー数名（病院・施設

医師，在宅医）

2．災害時の在宅呼吸器ケースのための地域医

療ネットワーク構築

・小児神経学会等から県単位で災害時の人工

呼吸装着児のためのネットワーク構築の要

請あり

・ 3次施設主治医・訪問医・地域センター

医などを結びつけるSNS的デバイスと

してMediLine⑧を利用したメディカル・

メッセージング・サービス「クラウド医

局」を利用

→NVCD(NetworkforVentilator-

assistedChildrenincaseofDisaster) を

構築へ

・在宅ケア患者家族と地域主治医の間は

LINEが妥当か 《橋本》

など～

神戸大学医学部附属病院小児外科

准教授 尾藤祐子先生

実技胄瘻ボタン交換・胄瘻用コネク

ターチューブ装着・輸注ルート

操作

在宅人工呼吸器ケースの全数把握調査

医療機関へのメールでのアンケート （50施

設）回収率96％

IPPV(気切）による在宅人工呼吸指導管

理料算定ケース188例集積

6歳以下38.8％，学生42.6%, 19歳以上

18.6%, 73.4%が24時間常時1MV装着

q
lノ

r里

O現在の検討事項

1 . 第4回小児在宅医療講習会

開催日時：令和元年12月1日 （日) 13:00~

テーマ案： 「障害児在宅医療の困りごと （仮

題)」

対 象：さらに行政職の参加を促す

内 容：

前半2時間→座学講演在宅移行を支える

ハードの実情紹介

・訪問看護ステーション
－

対策は皆様ご存知の通り2022年3月31日まで

の間に限り， 昭和37年4月2日から昭和54年

4月lロまでの間に生まれた男性で抗体検査

を受けて低い人に限られています。対象者の

多くは内科を受診されるとは思いますが， そ

の場合「抗体価はありますので，予防接種は

不要ですね｡」 という対応が多くなるでしょ

う。 しかしながら，麻しんの流行も診られる

今般「抗体価はありますが，麻しん対策も

兼ねて有料ですがMRを接種しましょう｡」

が本来のあるべき姿でしょう。この対策では

数年後にまた流行がありますね。 《H･H》

ちょっと、

風しんV期について

2004年の風疹流行から厚生省研究班は， そ

の予防対策を繰り返し提言していました。

2013年には1万人を超える流行があり, 45名

のCRSの発症がありました。にもかかわら

ず，現実にはその対応を怠ったために, 2018

年から再び流行し，東京オリンピック ・パラ

リンピックを控え，厚労省は漸く風しん対策

に重い腰をあげました。 しかしながら， その
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育所での医療的ケア受け入れに|對するガ

イドライン」 ，学校健診後の対応なと、を

掲載することにした。

b) リンクの整理を行った。

B)ホームページのスマートフォン対応につ

いて

スマートフォンに対応したページのデザ

イン ・ イメージが紹介され，検討を行っ

た。

a)私の提言・学会ニュースは割愛するこ

とになった。

b)委員会報告を見やすくした。過去の委

員会報告は別ページで閲覧できるよう

にする。情報・データ集を盤理して検索

ができるようにした。

移行作業を進めて， 9月上旬に，新し

いページに移行する予定である。

《寺田》

ホームページ委員会報告

平成30年4月から平成31年3月までのアク

セス数は23,312件であった。デバイス別ではモ

バイル（スマートフォン）が581%,パソコン

322％， タブレットが9.7％であった。

〈令和元年度第1回〉

開催日時：令和元年6月15日 15時

場 所：兵庫県県民会館会議室

出 席：多木秀雄八若博司，土屋さなえ，

毛見晃子， ’'1迫博英， 木花咲子，折

山文子，神尾範子，村瀬真紀，寺川

春郎

(1) 兵庫県小児科医会一般用ホームページにつ

いて

a)ごあいさつに渡辺先生の原稿を掲載し

た。

b)地区別小児科医会の記事の更新を進める

ために，地区代表に更新依頼の連絡をする

ことにした。

c)事業活動と入会のご案内を総会後に更新

した。

d)病院小児科一覧では県立丹波医療セン

ターのオープンについて掲載した。

e)感染症・ワクチン情報では，神戸市感染

症統合情報システムへのリンクを行い，他

の関連事項のリンクの整理を行った。

f)子育て相談窓口を更新した。

g) リンクの整理を行った。

(2) 兵庫県小児科医会会員用ホームページにつ

いて

A)新たな資料とリンク

a)情報データ集への新しい資料の掲載に

ついて検討した。

先天性股関節脱臼に関する資料「保

一

へ
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日時：令和1年7月6日 （土）

午後3時00分～午後3時50分

会場：兵庫県医師会館6階会議室

た。内藤壽七郎記念賞は，地域において長

年子どもたちのために活躍された小児科医

に与えられるものです。先生は長年にわた

り， 日本小児科医会理事，監事，公衆衛生

委員として従事され， また兵庫県におきま

しても，兵庫県小児科医会会長として小児

医療の発展に努められました。これらの功

績を認められての受賞であります。後輩と

致しましても誠に光栄であり，歓喜に堪え

ません。ここで花束を贈呈したいと存じま

す。 （土屋さなえ先生から神尾守房先生へ花

束贈呈）本当におめでとうございます。

さて，早いもので昨年会長に就任して1

年が経ちました。この間兵庫県小児科医

会はこれまでと同様， あるいはそれ以上に

活動してまいりました。乳幼児学校保健委

員会，地域総合小児医療検討委員会，公衆

衛生委員会，子どもの心対策委員会，法制

委員会などの日本小児科医会の委員会には

兵庫県小児科医会理事より担当理事並びに

委員として参加し，活発な活動を行いまし

た。また今年京都で開かれました第30回総

会フォーラムでは，兵庫県小児科医会の小

児保健委員会，感染症対策委員会から3題

もの一般演題の発表を行い，兵庫県小児科

医会の存在を大きくアピールできました。

これらは会員の皆様のご協力の賜物でもあ

ります。今後も会員にとって役に立つ， ひい

ては兵庫県の子どもたちの幸せにつながるよ

うな活動を続けていきたいと思っています。

兵庫県小児科医会の活動の目的として，

大切な兵庫県内の他の小児医療関連団体と

の緊密な連携があります。兵庫県地方会か

らの要請で始めたことですが，小児科専攻

1 ．開 会

辰己和人副会長（総合司会）のもと議長

筒井孟先生（神戸市東灘区）が開会を宣

言。会員数433名に対し，本日の出席者46

名，委任状166名，合計212名にて本日の定

時総会の成立を確認。議事録署名人に早野

昌毅先生（姫路市)，高原周治先生（尼崎

市）を指名。以下，筒井議長が議事進行。

2．会長挨拶

藤田でございます。会員の皆様におかれ

ましてはご多用のところ，令和元年度兵庫

県小児科医会定時総会にご出席賜り誠にあ

りがとうございます。また平素よりアン

ケート調査などの県小児科医会活動にご協

力賜り，感謝申し上げます。

今回は令和の時代になり初めての総会と

なります。昨年は7月に予定しておりまし

た総会が思わぬ大雨で残念ながら8月に延

期されましたが，今年は好天に恵まれ，予

定通り開催することが出来ました。 しか

し，九州では線状降水帯の影響で多数の被

害が出ているようで，心が痛む思いです。

心よりお見舞い申し上げます。

さて総会にあたり一言ご挨拶申し上げま

す。

最初に，我々兵庫県小児科医会にとって

非常にうれしいニュースをご報告申し上げ

ます。先日，京都で開催されました日本小

児科医会総会で，本会名誉会長の神尾守房

先生が， 内藤壽七郎記念賞を受賞されまし

椴凧

/凧
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実を図るべ<，米国の『BrightFutures』と

いう健診の教科書を基にして，東大の岡教

授のもと （岡班）活動している。

4．一般会務報告（辰己副会長）

会員数（平成31年3月31日現在433名

A会員259名, B会員174名) B会員が大幅

に増加。

物故会員：佐野美智子先生（神戸市灘

区)，坂尾福光先生（西宮市)，高見嘉重先

生（姫路市）に黙祷。

平成30年度総会，理事会，総務会，一般

会務に関して報告。

5．事業報告

詳細は平成30年度兵庫県小児科医会会務

事績を参照。

1）生涯教育

教育委員会（安部理事）

委員会は3回開催。

(1)兵庫県小児科医会定時総会講演会（平

成30年8月18日）参加者67名

・教育講演： 「自己炎症症候群の過去・

現在・未来」

兵庫県立尼崎医療センター院長

平家俊男先生

(2)第70回小児医学講座（平成30年ll月10

日）参加者83名

・講演l 「子どもの健康を促す小児予

防医学～米国の健診システムから応

用できること～」

国立成育医療研究センター

総合診療部総合診療科

阪下和美先生

・講演2 「フインランドにおける小児

医療と育児支援～ネウボラは全ての

子どもを見守る～」

一般社団法人日本フィンランド協会

兼昭和薬科大学非常勤講師

北方美穂先生

医が専門医となるために必要な論文投稿を

兵庫県小児科医会報は数多く受け付けるよ

うになりました。また以前より兵庫県地方

会，兵庫県小児保健協会とともに立ち上

げた兵庫県小児医療協議会では，兵庫県に

種々要望して小児医療の充実を図ってまい

りました。今後もこれらの連携をより一層

強化し，兵庫県の小児医療に寄与したいと

考えています。また新たな活動目標とし

て，医師だけでなく，保健医療担当者など

の多職種とも連携を図り，一層の兵庫県の

小児医療の充実を図りたいと考えています。

委員会の活性化や充実などまだまだこの

1年でできたことは少なく，力のなさを痛

感しているところではございますが，会員

皆様の多くのマンパワーで，時代が変わろ

うとしている現在の難局を乗り切りたいと

考えています。医会会員の皆様におかれ

ましては，是非とも多くのご意見をいただ

き， 問題点を共有しながら兵庫の小児医

療・保健の新たな時代を作っていただきた

いと考えています。

今後の会員皆様のご協力をお願いし，私

の挨拶といたします。

3． 日本小児科医会活動報告（藤田会長）

日本小児科医会には合計33名の理事がお

り，多数の委員会がある。その中で乳幼児

学校保健委員会に私，子どもの心対策委員

会に野間先生，公衆衛生委員会に八若先

生，法制委員会に河盛先生，地域総合小児

医療検討委員会に辰己先生が参加して活動

している。現在日小医は昨年12月に成立し

た成育基本法に則って活動している。成

育医療等協議会が立ち上がり，皆さんの

意見・要望を吸い上げる場となっている。

我々乳幼児学校保健委員会も切れ目のない

子育て支援のために，乳幼児だけでなく，

学童期から思春期にかけての健康診断の充

/亀一､

/~、
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(3)第71回小児医学講座（平成31年3月23

日）参加者95名

・講演l 「こども病院における遺伝子

診療部門の役割」

兵庫県立こども病院臨床遺伝科科長

森貞直哉先生

・講演2 「小児の急性脳炎，脳症の画

像診断」

兵庫医科大学

放射線医療センター准教授

安藤久美子先生

2）広報活動

1．編集委員会（野間理事）

委員会は4回開催。

小児科医会報70号, 71号の編集，発

刊を行った。学術論文は70号2編， 71

号4編掲載された。

2． ホームページ委員会（寺田理事）

委員会は2回開催。

(1)トップページで緊急メッセージを掲

載できる仕組みを作成した。

(2)ホームページの内容毎に検討し，更

新を行った。

(3)一般用及び会員用ホームページの， よ

り一層の充実について協議を行った。

(4)感染症対策委員会との連携により，

感染症，予防接種等の情報を積極的

に広報した。

(5)救急医療に関して最新情報に基づき

更新した。

(6)熱中症に関する記事を更新した。

(7)ホームページから小児科医会報に学

術論文が掲載できるようにした。

(8)平成30年4月から平成31年3月まで

のアクセス数は46,674件（前年比4％

減）であった。

デバイス別ではモバイル（ス

マートフォン）が58.1%,パソコン

32.2％， タブレット9.7％であった。ス

マートフォンで見やすくなるように

計画中。

3． FAXニュース（河盛副会長）

FAXニュースを304号から316号ま

で，臨時号を2回発信した。

3）感染症対策

感染症対策委員会（八若理事）

委員会は9回開催。

(1)おたふくかぜワクチン安全性調査

平成30年小児感染症学会にて発表。

小児感染症学会雑誌に投稿予定。

(2)停電時のワクチンの管理についての検討

平成31年日本小児科医会総会フオー

ラムにて発表。

(3)百日咳臨床調査について

平成31年日本小児科医会総会フオー

ラムにて発表。

(4)小児の外来内服抗菌薬処方内容に関す

るアンケート調査への協力

平成31年小児感染症学会にて発表予

告ｧ

疋o

(5)有料接種（任意接種）の接種率向上の

ためのアイデア集作成について

アイデアを募集中。

(6)使用済み注射針等医療廃棄物の処理法

についての調査

BCG接種後の廃棄物について委員の

間で処理法が多種多様であることが明

らかになった。

今後，具体的に処理法を調査する。

4）小児保健対策

小児保健委員会（梶山理事）

委員会は5回開催。

(1)県下認可外保育施設における子どもの

事故対策について

平成30年日本小児科医会総会フォー

ラムで発表した兵庫県下の認可外保育

“

蝿
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があった。吸入， ネブライザーの外来

管理加算について確認。ヒルドイド投

与量についてはマルホのホームページ

の記載に準拠した。シナジスについて

は, RSウイルス感染症の流行期が早

まったことから， 7月から翌年2月の

8回を原則とした。

6）勤務医対策

勤務医委員会（米谷理事）

委員会は1回開催。

昨今話題の働き方改革に関連して， 医

療事務作業補助体制や時間外勤務に対す

る対策について討議した。それについて

各医療機関の状況を調査， また勤務医個

別に勤務の実情を調査する予定。

7）救急対策

救急対策委員会（中迫理事）

委員会は奇数月第3木曜日に開催。

(1)各圏域での小児救急患者数の動向，救

急体制の調査を行った。

(2)兵庫県医師会小児救急研修会に協力し

た。

8）小児在宅医療

小児在宅医療委員会（橋本理事）

委員会は6回開催。講習会は2回開催。

(1)第5回小児在宅医療講習会（平成30年

12月2日）参加者205名

(2)第3回小児在宅医療実技講習会（平成

31年3月17日）参加者191名

(3)在宅人工呼吸器ケースの全数把握調査

で在宅人工呼吸器指導管理料算定ケー

スが188例あった。

(4)関連講習会や協議会へ多数参加した。

9）各地区小児科医会との連絡協議会

（辰己副会長）

10月27日 （士）に開催した。各地区と

情報交換を行った。

10）その他（辰己副会長）

施設における事故の実態調査結果の要

約が，平成30年10月9日に行われた内

閣府の子ども子育て会議に資料として

提出された。

(2)学童保育における問題点の実態調査

兵庫県下41市町に行ったアンケート

調査の結果は平成31年度日本小児科医

会総会フォーラムにて発表。今後各学

童保育施設にアンケートに広げる予定。

(3)ネット依存・ゲーム依存・メデイア依存

保護者向けのアンケートを計画中

(4)発達障害・児童虐待

医療者から保護者に響いた言葉を募

集する予定。

(5)乳幼児健診

3歳児健診，眼科健診，先天性股関

節脱臼について自治体によって方法や

基準に差があるので今年度の地区小児

科医会連絡協議会で議題にあげる予定。

(6)障がい者通所事業

当事業に協力医を要請されることが

多くなってきたが， その問題点につい

て議論。

(7)液体ミルクについて

液体ミルクの情報をホームページに

掲載した。

5）社会保険診療対策

社会保険委員会（佐野理事）

委員会は日本小児科学会兵庫県地方会

との合同社保委員会として年2回開催。

・次年度の診療報酬改定の要望事項とし

て「小児かかりつけ診療料」の算定要

件の緩和と診療情報

提供料(I)の包括化からの除外を

挙げている。

・保険審査上の諸問題では，小児抗菌薬

適正使用支援加算でインフルエンザ

（の疑い)，喘息の病名で査定される例

/鋲慰、

/ー､
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l.兵庫県医師会との連携協力

2． 日本小児科医会との連携協力

3．兵庫県事業への協力

4．兵庫県小児医療協議会への参加

ll)成育基本法について（渡辺副会長）資

料参考

昨年12月に成立しました成育基本法に

ついてその後のご報告を致します。 「成

育過程にある者及びその保護者並びに妊

産婦に対し必要な成育医療等を切れ目な

く提供するための施策の総合的な推進に

関する法律」という長い名称ですが，今

後はこれを基に成育医療等基本方針が作

成され， それに沿って進められることに

なります。政府は基本方針を定めるため

に， 2020年厚労省の中に成育医療等協議

会を設置することになっています。委員

は厚労大臣が任命しますが， この中には

小児科医も参加する予定であり，子ども

と保護者に必要な施策を小児科医が提

案できるという大変貴重な機会となりま

す。一方で基本方針の見直しが6年に1

回行われるため，今回，施策を提案でき

なければ6年後まで待たなければなりま

せん。基本方針決定に向けて積極的に発

言することを目的に， 日本小児科医会の

中に成育基本法推進委員会を設置するこ

とが， 5月12日の日小医理事会で承認さ

れました。委員は各ブロックの代議員か

ら1名推薦され，近畿ブロックからは私

が参加しております。第1回成育基本法

推進委員会は6月9日に開催され，活発

な意見交換が行われました。ご参考まで

に，基本要望を資料にあげております。

第2回委員会が， 9月8日に開催予定

で， それまでに各ブロックでの意見を取

りまとめることになっておりますので，

今後の子育て支援や少子化対策に関する

ご意見， ご要望がございましたら兵庫県

小児科医会までご連絡していただきたく

存じます。宜しくお願い致します。

6．議 事

第1号議案平成30年度兵庫県小児科医会

歳入歳出決算の件（谷口副会長）

監査報告（多木監事）

（別紙承認）

第2号議案2019年度兵庫県小児科医会

事業計画の件（藤田会長）

（別紙承認）

第3号議案2019年度兵庫県小児科医会

会費賦課徴収の件（谷口副会長）

（別紙承認）

第4号議案2019年度兵庫県小児科医会

歳入歳出予算の件（谷口副会長）

（別紙承認）

7．閉 会

午後3時50分，特に質問なく閉会。

午後4時10分より講演が行われた。一般

演題は兵庫県小児科医会感染症対策委員

会，吉田元嗣先生による「兵庫県で実施し

たムンプスワクチンの安全性調査｣，特別

講演は神戸大学大学院人間発達環境学研究

科，林創先生による教育講演「子どもの社

会的な心の発達一子どもの「うそ」はどの

ように発達するのか－」であった。

午後6時より第一槙で懇親会が行われた。

＜桃田＞

凧

/凧
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(第1号識案）

平成30年度兵庫県小児科医会歳入歳出決算
自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

[収入］ （単位円）

/…、

[支出］ （単位円）

収入合計

支出合計

9,921,253

6,703,516‐差引残高 3.217,737

(第2号錨案） 3．感染症対策

1）有料接種の接種率向上のためのアイデア集作成

2）使用済み注射針等医療廃棄物の処理法について

アンケート調査

3）百日咳臨床調査

4．小児保健対策

l）放課後児童健全育成事業についての現状把握と問題点の検

討

2）ネット依存・ゲーム依存・メディア依存についての実態調査

の実施

3）一般小児科での発達障害・児童虐待の診療についての実態

調査の実施

4）乳幼児健診の現状についての改善点や新たな方策の検討

5）陣がい児通所事業について

5．社会保険診療対策

1）社会保険診療報酬に関する情報の収集と伝達

2）社会保険診療報酬の改定要望事項の検討

3）小児医療費助成制度の各自治体における実態の把握

4） 日本小児科学会兵庫県地方会社保委員会との緊密な連携

5）兵庫県医師会保険委員会との緊密な連携

令和元年度兵庫県小児科医会事業計画

/~NI
1．生涯教育

1）小児医学講座の開催年2回

2）兵庫県小児科医会総会での教育講演及び特別講演の開催

2．広報活動

1）会報の発行

医会報72号（秋） 73号（春）の発刊を行う

2）会報に査読論文を掲載

3）ファックス網・メーリングリストによる医会情報の伝達

4）ホームページの充実

①兵庫県小児科医会ホームページ(一般用・会員用)の内容につ
いての検討

スマートフォンで見やすいページの編集

②ホームページ内容の定期的更新

③会員用ホームページヘの速やかな原稿掲載についての検討

委員会報告の電子メールでの報告を徹底する

④会員ページのコンテンツをスマートフォン対応に変更する

⑤地区医会メーリングリストの活用と地区の記事の更新

項 目 予算額 決算額 差異 備 考

本年度会喪

過年度会費

事案収入

寄付金

雑収入

繰越金

5,840,000

200‘000

5”,000

60,000

1,000

3,439‘236

5.726.0”

318,000

378,000

60‘000

17

3,439.236

114,”0

118,000

122,m0

△

０
３
０

98

A会員@20,000247名 4,940.00O

B会員＠6.”0 131名 786.0m

A会員@20,000 12名 240,000

B会員＠6，000 13名 7aOOO

会報広告料等

県医助成金

預金利息

計 10,040‘236 9,921.253 118.983

項 目 予算額 決算額 差異 備 考

会隠会合費

事業費

事務費

雑 費

予備賛

870,000

7,052,000

1,700,000

150,000

268‘236

609.564

511,720

477,402

104,830

命
０

4

1

0

260,436

540.280

222,598

45,170

268,236

2

総会費･理事会費･賭会合費

会報関連費･医学請座関連費

各委員会関連費･賭事業費

通信連絡案内費･事務消耗費

事務経費･事務雑費

慶弔費･その他

計 10,040,236 6,703.516 3,336,720
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10．その他

l）兵庫県医師会との連携、協力

2） 日本小児科医会との連撹、協力

3）兵庫県小児医療協議会への参加

6．勤務医対策

1）県下病院小児科のメーリングリストの更新を行う

2）施設の代表者に対する調査のみならず、若手～中堅の

勤務医に対して勤務実態と問題点に関する個別調査を行う

3）上記の調査結果を検討して、改善策を提案する

(第3号趨案）
7．救急対策

1）各圏域での小児救急患者数の動向の調査を継続する

2）兵庫県医師会小児救急研修会への協力を行う

3）小児科医会各会員に、各地域における小児救急医療とその

問題点に関するアンケート調査を行う

令和元年度兵庫県小児科医会会費賦謀徴収の件

一， 会費の賦課額

令和元年度兵庫県小児科医会会費賦課額を次のと

おり定める。凧
8．小児在宅医療

l）第6回小児在宅医療実技講習会

2）第4回小児在宅医療講習会

3）講習会の地域開催検討

4）人工呼吸装蒜児を取り巻くネットワークの構築

開業医会員 （年額） 20， 000円

勤務医会員 （年額） 6， 000円

9．県下各地区小児科医会との連絡協議会の開催
以上

(第4号議案）

令和元年度兵庫県小児科医会歳入歳出予算

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

[収入］ （単位円）

…、

[支出］ （単位円）

項 目 令和元年度予算 30年度予算 差異 備 考

本年度会費

過年度会費

事業収入

寄付金

雑収入

繰越金

6,146,000

200,000

500,0”

60,000

1‘O”

3,217,737

5,840,000

200.000

500.0”

60．000

1,000

3,439,236

306.0”

０
０
０
９

221.49一

A会員20，0” 259名 5.180,000

B会員 6,000 161名 966,000

会報広告料(NQ72､伽73）

県医師会助成金

俣迩億用組合利息

計 10,124,737 10.040,236 84.501

項 目 令和元年度予算 30年度予算 差異 備 考

会臓会合費

事業費

事務費

雑 費

予備費

870,000

732.0m

700,000

150.000

672‘737

0

●

6

1

870,000

7,052,”0

1,700,000

150,000

268.236

0

-320,0”

0

0

404,501

総会費･理事会費･賭会合費

会報関連費･医学購座関連費

各委員会関連費･賭事業費

通信連絡案内費･事務消耗費

事務経費･事務雑費

慶弔費･その他

計 10.124,737 10,040‘236 84.501
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〔鯉墨鵬鳥会議室］与般講演要旨

座長＝兵庫県小児科医会

会長藤田 位

兵庫県で実施したムンプスワクチンの安全性調査

/へ、

兵庫県小児科医会感染症対策委員会

委員吉田元嗣

4．副反応例はできるだけ全例を対象に（承

諾害を得たうえで）唾液を採取しウイルス

遺伝子検査を実施した。

5． ウイルス検査は兵庫県健康科学研究所感

染症部において実施した。ウイルスの検出

はSH遺伝子部分を標的としたRT-PCR法

で行った。

6．倫理審査は兵庫県の倫理審査委員会の承

認を得た。

ムンプスウイルスの宿主はヒトだけであ

り， ワクチンで根絶させることができる疾患

である。しかし日本では国産株ムンプスワク

チン接種後の無菌性髄膜炎発症率が高いとさ

れており， このことがムンプスワクチンの定

期接種化を遅らせている。 しかし低年齢で接

種すれば無菌性髄膜炎発症率は低いという報

告がある。

兵庫県小児科医会感染症対策委員会は， 国

産株ムンプスワクチンの安全性を検証し， ム

ンプスワクチンの一日も早い定期接種化に寄

与できることを目指し本研究を実施した。

/~、
【結果】

総接種数は24,005で, 1回目接種は20,541

（内訳は鳥居株12,772,星野株7,769), 2回目

接種は3,926 （鳥居株l,861,星野株2,065)で

あった。

年令分布で見ると1回目 （表1 ）は1才が

66％を占め， 2回目 （表2）は5才（27.8％）

が最も多く，次いで6才(21.9%), 10～19才

(14.8%), 3才(10.3%) と続いている。今回

の調査で2回目接種は少なかった。しかし年

次別で2回目接種の割合をみてみると，平成

27年ll.8%,平成28年16.5%,平成29年19.8%

と増加してきており， 2回接種の必要性が

徐々にではあるが一般に認知されつつあるこ

【調査方法】

兵庫県小児科医会員を中心に本研究への協

力を呼び掛けたところ115の医療機関の参加が

得られた。内訳は開業医99,公立病院8，民

間病院7，大学病院1であった。

l.調査期間は平成27年1月～平成30年3月

2．各医療機関で接種したムンプスワクチンの

全数を年齢，回数，株別に集計し報告する。

3．副反応は接種4週間以内に発症した無菌

性髄膜炎疑い例と唾液腺腫脹例を報告対象

とした。
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(表1 ） 1回目年令別接種数

凧

ノー、

【考察とまとめ】とがうかがわれる。

副反応として唾液腺腫脹が21例報告されて

いる。全例でウイルス検査が実施され，星野

株7例，鳥居株l例，野生株3例（遺伝子型

は全てTypeG)が検出された。髄膜炎例はな

かった。

先進国の中でムンプスワクチンが定期接種

となっていない国は日本だけである。そのた

め日本は未だにムンプスの流行を繰り返す限

られた国の1つとなっており， ムンプスワク

チンの定期接種化が急務となっている。

年令 星野株 鳥居株 合計

1才 6 21 27 （0.7％）

2才 62 19 81 (2.1%)

3才 275 128 403 (103%)

4才 219 105 324（8.3％）

5才 482 611 93 （27.8％）

6才 406 455 861 (21.9%)

7才 96 98 194（4.9％）

8才 79 75 154(3.9%)

9才 77 57 134(3.4%)

10～19才 336 247 583 (14.8%)

20～29才 18 33 51 (1.3%)

30才～ 9 12 21 (0.5%)

合計 2,065 1,861 3,926

年令 星野株 鳥居株 合計

1才 5,292 8,264 13,556 (66.0%)

2才 550 1,103 1,653 (8.0%)

3才 504 1,043 1,547 (7.5%)

4才 261 455 716 （3.5％）

5才 238 445 683 （3.3％）

6才 221 416 637 (3.1%)

7才 84 149 233 ( 1.1%)

8才 65 111 176 (0.9%)

9才 69 85 154 （0.7％）

10～19才 339 548 887 （4.3％）

20～29才 80 69 149 (7.3%)

30才～ 66 84 150 (7.3%)

合計 7,769 12,772 20,541

症例No 年齢 回数 使用株 症状 ウイルス

1 5 2 烏居株 左耳下腺腫脹 検出されず

2 4 1 鳥居株 両耳下腺腫脹 鳥居株

3 2 1 星野株 両耳下腺・左顎下腺腫脹 星野株

4 1 1 鳥居株 左耳下腺腫脹 検出されず

5 3 1 星野株 右耳下腺腫脹 検出されず

6 1 1 星野株 両顎下腺腫脹 星野株

7 10 1 星野株 左耳下腺腫脹 野生株

8 1 1 鳥居株 左耳下腺腫脹 検出されず

9 2 1 星野株 両耳下腺腫脹 検出されず

10 2 1 星野株 左耳下腺腫脹 検出されず

11 2 1 星野株 両耳下腺腫脹 星野株

12 1 1 星野株 右耳下腺腫脹 星野株

13 4 1 星野株 検出されず

14 ll 2 烏居株 両耳下腺腫脹 検出されず

15 3 1 星野株 右耳下腺腫脹 検出されず

16 1 1 星野株 左耳下腺・右顎下腺腫脹 星野株

17 6 1 鳥居株 右耳下腺腫脹 検出されず

18 6 1 鳥居株 左耳下腺腫脹 野生株

19 9 1 星野株 左耳下腺・左顎下腺腫脹 野生株

20 14 1 星野株 右耳下腺・左顎下腺腫脹 星野株

21 6 1 星野株 左耳下腺・右顎下腺腫脹 星野株
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①接種率について

感染症流行予測調査によると平成18年

度， 2～3才でムンプスワクチン1回以上

の接種歴のあった者は約15%であったが，

平成27年度では約40％と増加している。今

回の我々の調査を基にして平成29年度の接

種率を試算してみる。平成29年度総接種

数7,927本に対する1才1回目接種数4,699

の割合は59.3％･全国のワクチン出荷数は

1,321,000本。これに59.3％を乗ずると783,000

本となり，平成28年度の出生数は976,979な

のでここから算出される接種率は約8％と

なる。

ただし今回の調査への参加医療機関のほ

とんどは小児科なので1才1回目接種率は

実際よりも高いと推測される。しかしその

点を勘案してもムンプスワクチン接種率が

更に上昇していることは間違いないと思わ

れる。

保護者の多くはムンプスワクチンを必要

と考えており，行政がそれに追いついてい

ないというのが現状であろう。

②ムンプス難聴

ムンプスの合併症というと髄膜炎があげ

られるが， 日本耳鼻咽喉科学会が実施した

ムンプス難聴の全国調査の結果によると

2015年～2016年の間に，少なくとも約360人

が難聴になり，そのうち約300人は改善せず

に残っている。ムンプス難聴を防ぐ手段は

ワクチンしかない。

③効果と免疫持続

国産株ワクチンは髄膜炎発症率が定期接

種化へのハードルとなっているが，先進国

で広く使用されているJeryl-Lynn株との比

較はいくつかある。ワクチン効果は国産株

80～90%,Jeryl-Lynn株60～70%と国産株

がやや勝っている。

また免疫の持続に関して，米国アイオワ

州でのアウトブレークで患者の半数は2回

接種者であり， ワクチン接種者の罹患年齢

層は18～24才が最も多かった。同様のアウ

トブレークは他にもありJeryl-Lynn株の免

疫持続期間に疑問が持たれている。

④無菌性髄膜炎

厚生科学審議会（予防接種・ワクチン分

科会副反応検討部会）の資料によると，平

成25年4月～平成30年4月の間のムンプス

ワクチン出荷本数は5,912,816本。同期間に

報告された無菌性髄膜炎は131例で， このう

ち1才児は34例であった。 しかし同期間に

おける1才1回目の接種本数を知るための

データはなく， そこで今回の兵庫県の調査

から算出した全接種数(24,521人）に対す

る1才1回目 (13,566人）の割合(55.4%)

を使って計算すると1才1回目の接種数は

3,275,700となる。そしてこれから算出される

1才1回目接種後の無菌性髄膜炎発症率は

l.03/100,000となりJeryl-Lynn株(0.1～l

/100,000)と同等である。

ただし今回の調査に参加した医療期間の

ほとんどは小児科であったので，実際の1

才1回目接種率はこれよりも低く， した

がって実際の無菌性髄膜炎発症率はこれよ

り高い可能性が否定できない。その一方

で，今回の調査で報告された唾液腺腫脹21

例中ウイルスが検出されたll例のうち3例

が野生株であったことから，副反応検討部

会に報告された131例の無菌性髄膜炎例の中

でウイルス検査がなされていない例には野

生株の紛れ込みがあることが想定され，す

なわち無菌性髄炎発症率は前述の数字より

低い可能性もある。

⑤添付文書

現在， ムンプスワクチンの添付文書では

接種対象者について「ただし生後24月から

60月の間に接種することが望ましい」とい

/~、

/＃へ、
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多いが， 今回の我々の調査においても24‘467例

の接種後髄膜炎報告はl例もなかった。

ムンプスワクチンのl l |も早い定期接種化

が望まれる。

う記載がある。一方， 日本小児科学会はム

ンプスワクチンの初回接種は1才を推奨し

ている。今回の調査でも初胆|接種の多くは

1才（66％）であった。 1才で接種すれば

無菌性髄膜炎発症が少ないという報告も踏

まえ， 添付文書の改訂を検討する必要があ

ると考える。

【謝辞】

本研究のウイルス検査を実施していただい

た，兵庫県健康科学研究所の高井伝士氏，荻

美貴氏に深謝いたします。【結語】

兵庫県小児科医会感染症対策委員会ではム

ンプスワクチンの安全性についての調査を実

施した。国産株ムンプスは低年齢で接種すれ

ば副反応は少なく安全性は高いという報告は

本研究に参加していただいた兵庫県小児科

医会会員をはじめ，参加医療機関の先生方の

ご協力に感謝いたします。

一

特別講演要旨

子どもの社会的な心の発達

一子どもの「うそ」はどのように発達するか－

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

准教授林 創
口巴

このたびは、 貴重な講演の機会を賜りまし

て， まことにありがとうございました。本講演

では， 「うその発達」を中心に，子どもの社会

的な心の発達を紹介いたしました。以下にその

要約をまとめさせていただきます。

ている」 といった心の状態は目に見えません。

しかし，私たちはその目に見えない心の状態を

意識的にも無意識的にも考慮して， 人の行動を

理解しています。このような体系のことを心理

学では， 「心の理論」 と呼びます。私たちは．

この心の理論を働かせることで，状況に応じた

柔軟なコミュニケーションを生み出し，社会的

な生活を送ることができています。

本講演では，心の理論の働きが顕著になる場

面として， 「うそ（欺き)」を取り上げ， その発

達について紹介いたしました。 うその発達につ

いての心理学の研究は，大きく2つに分けるこ

とができます。一つ目は．子どもが何歳頃から

私たちは日々，他者とかかわりながら社会的

に生きています。その社会性を生み出す上で鍵

となるのが，他者の考えや気持ちといった心の

状態に気づき， それらを考慮するということで

す。これは，ふだん私たちがしていることです

が， とても高度で奥の深い心の働きです。なぜ

なら， 「…を知っている/知らない」 「…と思っ
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敵と味方が同時に存在して，敵には欺き，味方

には本当のことを伝えないといけない「葛藤場

面」を設定すると，発達の進んだ6歳児であっ

ても，味方から情報を求められると即時に本当

のことを言って，敵にも情報が伝わってしまい

ました。大人で見られる「敵がいなくなるまで

待ってから味方に本当のことを伝える」 「小さ

い声で味方にだけ伝える」といった柔軟な形で

の敵への欺きは， ほとんど見られませんでし

た。状況に応じて行動を調整する工夫は，幼児

期にはまだ難しいのです。

これに対して，児童期になると，心の理論が

さらに発達します。単に「Aさんが…と思って

「うそをつく」ようになるのかを調べる研究で

す。二つ目は， 「うそについての理解」を調べ

る研究です。

まず，後者のうそについての理解を調べた研

究からは，大人と子どもで「うそ」のとらえ方

が異なる場合があることが明らかになっていま

す。たとえば， ある男の子（兄）がチョコレー

トを青い棚に入れて出かけた後に，妹からチョ

コレートの置き場所を聞かれたとしましょう。

チョコレートを妹にも食べてもらいたいと男の

子は「青い棚」と答えますが，実は男の子が出

かけた問に母親がチョコレートを緑の棚に移動

していました。このとき，男の子には妹を欺く

意図がないにもかかわらず，事実と違う情報を

妹に伝えたことになります。このような場合，

7歳頃までの子どもは「うそ」と判断すること

があります。幼い子どもは， たとえ「本当の

こと」を伝えたはずでも，結果的に「本当とは

違う」ので， 「うそ」と考えることがあるので

す。

前者の「うそをつく」については，子どもの

典型的なうそとして，幼い頃から「罰を避ける

ためのうそ（叱られるのが嫌でうそをつく）」

が見られます。実験的な手法からは， 3歳頃か

ら「否定」のうそが見られます。 しかし，単

なる否定ではなく，事実と違うことを相手に信

じさせるような「意図的なうそ」をつくには，

「相手が事実を知らない」ことを理解すること

/…、

いる」という理解（一次の心の理論）を超え
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

て， 「Aさんは『Bさんが…と思っている』と

思っている」というように，入れ子になった心

の状態を理解するようになります。これは三次

の心の理論と呼び， これが高度なうその発達に

『心の理論(theoryofmind)」

画他者(や自分)の行動を, 『心の状態｣(意図・

知識｡信念｡好みなど>を想定して理解する
枠組みのこと

/‐、

が不可欠です。つまり， 「心の理論」が必要と

なるのです。心の理論は4～5歳頃の幼児期に

大きく発達することから，意図的なうそも4～

5歳頃からつけるようになります。すなわち，

敵（情報を伝えるべきでない相手）にはうそを

つき （欺き)，味方（情報を伝えるべき相手）

にだけ本当のことを言うことができるようにな

ります。

しかし，欺く場面は，敵と味方が分かれた

単純な場合だけではありません。たとえば，

噸

幼児期 (－次の心の理瞳） 児童期 (二次の心の理錨）

出典(改変):林創(2016).『子どもの社会的な心の発運j金子書房
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<，特定の状況で生じた可変的な「行動」とし

てとらえることが有益とされます（嶋田洋徳

（2009)． 「うそ」をつく子阿部利彦（編著）

『クラスで気になる子の支援ズバッと解決ファ

イル』金子書房, pp.32-46.より）。他者を困ら

せるようなうそをつく子どもは，過去の経験に

よって「うそをつく」という行動を学習したと

考えるわけです。たとえば家庭に問題があり，

自分を認めてほしいという思いが家族では満た

されず，その思いを周囲の人に向けてしまうよ

うな場合， 「うそをつく （相手が驚く非現実的

な話をする)」ことで，周囲の気持ちをひきつ

けることに成功すると， 「うそをつく」という

行動がエスカレートするわけです。

このような場合， うそをうまく受け流して，

問題のない状況で意識的にその子どもとの接触

を多く持つのがよいのでしょう。その子が自発

的に「良い行動」をした時に積極的に声をかけ

るなど，別の場面で構うことで， 「関心を持っ

てほしい，認めてほしい」という思いがうそ

以外で満たされれば， うそをつく必要性がなく

なるからです。その一方， うそをついたことが

明確になった場合は，信頼関係を形成したうえ

で， その状況の善悪の判断を考えさせる指導

も必要でしょう。その際， 「うそをついたこと

で，他者がどう感じているか」を考えさせると

いう一見古典的な方法が有益です。子どもの心

の理論を適切に働かせていくきっかけにもなる

ためです。

私たち大人は，子どもにうそをつかれると

ショックを受けますが， こうした知見を知るこ

とで，子どもの社会性の深まりを表すものであ

り，苛立ちを抑えることができ，その対応も落

ち着いて考えることができるようになると考え

られます。このように， うその発達の様子を知

ることで， うそへの見方が変わってくることで

しょう。

つながります。たとえば， ある男の子が，親し

い女の子からプレゼントをもらって， ワクワク

しながら開けると， （男の子にとっては）嬉し

くないプレゼントだったとしましょう。このと

き，男の子は悲しみや落胆の気持ちを抑えて，

「うわ－， ありがとう ！ 」と言ったり，喜ん

でいるふりをしたりするはずです。このよう

に，相手の感情を傷つけないようにつくような

うそを，英語で「ホワイトライ (whitelie)」

と呼びます。これは， 「男の子は悲しいと思っ

ている」 （一次の心の理論を働かせてわかるこ凧、

と）だけでなく， 「男の子は『女の子がく僕が

喜ぶ〉と思っている』 と思っている」ことがわ

かって（二次の心の理論を働かせてわかるこ

と）はじめて， ホワイトライを理解できるよう

になるのです。

幼児期から児童期の初めまでの子どもは自分

の本当の感情を抑えるのが難しいものです。好

きでもないプレゼントをもらうと，露骨に嫌な

顔をしたり，多少のコントロールができても興

味のなさそうな顔をすることが多いでしょう。

これく、らいの年齢では，大人から見ると些細な

ことでも，子ども同士で喧嘩が起こりますが，

それはこのように本心を隠すことができず，感

情をもろに相手の子どもにぶつけてしまうから

であるといえそうです。しかし，児童期の中

頃になると，二次の心の理論の発達とともに，

相手を気遣うホワイトライが言えるようにもな

るのです。つまり， うその発達を通して，状況

に応じた柔軟なコミュニケーションができるよ

うになり，社会性が深まっていきます。このよ

うに， うそは子どもの社会的な心の発達の程度

をあらわす指標として考えることができるので

す。

その一方で，他者を困らせるうそを繰り返

す子どもに，大人が対応を苦慮することが多

いのも事実です。ここでの考え方の1つとし

て， うそをつくことを固定的な「性格」ではな

“
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子育て中のお母さん方のために書かれた本

です。本の帯には「持って生まれた才能は

いつか必ず花開く。どの子どもも親から受

け継いだ素晴らしい素質を持っています。

親は暖かく見守ればよいだけ」 と言いてあ

ります。高橋先生は弟と2人， 母子家庭に

育った方で奨学金を得て慶応大学をご卒業

なさっています。最初は遺伝子の話から，

トンビが脳を生まない理由を述べられた

り ， 子育てに困っておられるお母さん方に

エールを送られたりしています。そして子

どもにとって一番大切なのは， 共感力， 自

己肯定感意志決定力だと明言されていま

す。高橋先生の優しさにあふれた名著だと

思います。すでに読まれた方も多いと思い

ますが， まだの方はぜひご一読ください。

本日も大切な議題がございますので，慎重

なご討議のほどよろしくお願いいたします。

2． 日本小児科医会ニュース（藤田会長）

・ 3月10日に日本小児科医会の第5回通常

理事会が開催された。地域総合小児医療

認定医，兵庫県は70名と全|封で5番目の

多さ。小児社会医学と小児在宅医療の

WGが新しく設置された。藤田会長が小

児社会医学WG委員と厚生労働科学研

究・岡班への研究協力者に就任。神尾名

誉会長が内藤壽七郎記念賞を受賞される

ことが決定した。 日本小児科医会の正会

員数は5’539名。厚労省のデータでは，兵

庫県の小児科医師偏在指標は29番目。

・ 3月17日に近畿ブロックの会長・役員会

議が開催された。

3．協議事項

l)兵庫県小児科医会定時総会・講演の件

日時：令和元年7月6日 (Jz) 15 :00~

会場：兵庫県医師会館

①総会(15:00～16: 10)

｜
’

理事会議事録要雷録

'第1回）

日時：平成31年4月4日 （木）

14:30～16:20

会場：兵庫県医師会館6階会議室

出席者：藤H1会長横山， 熊谷各名誉会長，

河盛辰己， 渡辺，谷口各副会長，

小阪， 安部，八若，佐野野間， 米

谷， 寺田‘ 田中、 折| | | ， 桃田， 中

迫，橋本， 中西各理事森川， 多木

各監事筒井議長二宮副議長

【司会辰己副会長】

へ

1 ．藤田会長あいさつ

皆さん， こんにちは｡ 3月は異例の暖か

さで桜が開花したと思ったら， 4月に入

り， 急に冬の寒さに戻って降雪まで見られ

るこの頃ですが皆様の体調はいかがでしょ

うか。次期元号が「令和」に決まりまし

た。出典は，万葉集の「梅花の歌三十二

首」の漢文で害かれた序文「初春の令月に

して， 気淑〈風和ぎ，梅は鏡前の粉を披

き， 蘭は珊後の香を薫らす」からとられた

そうです。人々が美しく心を寄せ合う中で

文化が生まれ育つという意味が込められて

います。 日本の国柄をしっかりと次の時代

へと引き継ぎ， 日本人がそれぞれの花を大

きく咲かせることができる日本でありたい

との願いを込めたと安倍首相は語られてい

ます。大人にとっても子どもにとっても良

い時代が来るのを願わずにいられません。

さて，本日は1冊の本を紹介したいと思い

ます。 「小児科医の僕が伝えたい最高の子

育て」 という， 慶応大学の小児科教授で日

本小児科学会の会長である高橋孝雄先生が

二唾
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②講演(16: 10～17:40)

一般演題： 「兵庫県で実施したムンプス

ワクチンの安全性調査」

感染症対策委員会吉田元嗣先生

特別講演： 「子どもの社会的な心の発達

～子どものうそはどのように発達

するのか～」

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

准教授林 創先生

③懇親会（18：00～） 承認

2）入退会，異動の件について

入会：

本郷裕斗先生（加古川中央市民病院）

小山陽子先生（芦屋市鈴木小児科）

服部英司先生（西宮すなご

医療福祉センター）

承認

3） 日本小児科医会会報査読者推薦の件

安部理事，佐野理事が推薦された。

承認

4）県下地区小児科医会連絡協議会の日程

の件

日時：令和元年10月5日 （土） とする。

承認

4．報告事項

1)社会保険委員会（佐野理事）

日本小児科医会社会保険全国委員会

の報告，消費税引き上げに伴う診療報酬

の改定について，審査上の諸問題などが

報告された。詳細は社保委員会報告を参

照のこと。早野委員長の勇退に伴い，八

若委員が新規社保審査委員として推薦さ

れた。 5月10連休中の診療所の休日加算

及び夜間・早朝等加算の算定について説

明があった。

2）感染症対策委員会（八若理事）

おたふくかぜワクチン安全性調査結果

を協力機関に郵送した。 「停電時のワクチ

ンの温度管理について」 「百日咳臨床調

査」の2題を6月の総会フオーラムで報

告する。

外来内服抗菌薬処方に関するアンケー

ト調査の回答率が低いので，調査協力を

呼びかけている。任意予防接種の接種率

向上のためのアイディアも募集中。

3）小児保健委員会（野間委員）

「学童保育における問題点の実態調

査」を総会フォーラムで発表する。メ

デイア依存について乳幼児の保護者に向

けたアンケート，発達障害や児童虐待に

対応する際の小児科医の言葉かけ調査，

健診内容の地域差について，障害児通所

支援事業所の協力医の問題，液体ミルク

などについて協議されている。

4）教育委員会（安部理事）

第71回小児医学講座についての実施報

告。今年度兵庫県小児科医会定時総会

（令和元年7月6日）の教育講演・特別

講演について，第72回（令和元年ll月30

日)，第73回（令和2年3月）の小児医学

講座の内容について説明があった。

5）編集委員会（野間理事，河盛副会長）

第71号を校正中。投稿論文が7題と増

加し， 3題は掲載予定，査読中3題，取

り下げ1題。会報の査読は理事へ順番で

指名されている。

6）勤務医委員会（米谷理事）

前回から新たな委員会の開催なし。

7）救急対策委員会（中迫理事）

前回から新たな委員会の開催なし。

8）ホームページ委員会（寺田理事）

地区別小児科医会の記事の更新を検討

中。神戸地区の救急医療相談#7119,液

体ミルクの記事，医会報への投稿フォー

ムについて掲載予定。スマートフオンに

対応するための改定を今年度中に予定し

凧I

＃へ､
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④ゴールデンウイーク10連休の休日加算

の取扱いについて

⑤成育基本法施策決定のための参考人候

補の選出の件

高田哲先生（医療的ケア児支援)，上

谷良行先生（救急医療の充実) 、服部益

治先生（新生児聴覚スクリーニング完

全実施）を推薦した。

⑥地域総合小児医療認定医対象研修会

単位証発行についての説明があった。

⑦兵庫県産科婦人科学会市民公開講座

「子育て世代のうつを考える」

FAXニュースで周知を行った。

13)その他（渡辺副会長河盛副会長。 藤

山会長）

①第5回性暴力被害者支援急性期医療マ

ニュアルワーキングの開催報告

②第2回兵庫県アレルギー疾,IJ,連絡協議

会の開催報告

③日本保育保健学会の事前登録のお願い

ている。報告houkoku-MLを積極的に活

用してほしい。

9）小児在宅医療委員会（橋本理事）

小児在宅医療講習会の実施状況などに

ついて報告。在宅人工呼吸管理ケースの

全数把握アンケートにて, 188例のデータ

が集積された。 8月4 11に第6回実技荊

習会を開催予定。

10)広報部（渡辺・河癖副会長）

特になし。

11)経111!部（谷口理事）

昨年度の出席状況と今年度予算を事務

局に提出のこと。

12)総務部（辰己副会長）

①第30回日本小児科医会総会フォーラム

in京都演題募集の件

当会から3題の演題応募を行った。

②県民向け冊子「PULSE」けんこうQ&

Aへの原稿執筆協力の件

起立性洲節障害について㈱ 小児保健

委員会の梶山理事が執筆された。

③日小医公衆衛生委員会予防接種広域

化の調査の件

｜州藤隆夫感染症対策委員会委員長に

回答を依頼した。

一

次回理事会

令和元年6月6日 （木) 14時30分～

兵庫県医師会館

へ

岼間》二r』

なり1年半ほどは大学では無給でした。当

然，大学病院以外の病院で，週に21' 1 |ぐらい

バイトで当直していました。 しかし、 その頃

から臨床研修制度でまわってきた研修医が，

約30万の給与を国から大学を通じてそのまま

支給されるようになり， なんとも納得いかな

かったのを覚えています。当時， このような

ことは誰も興味なかったと思うのですが．今

はNHKの7時のニュースで報道されるのも

驚きです。ただ，椎利の主張は大事ですが，

熈給という部分だけに焦点があたりすぎてい

るような気がしてしまいます。 《K･N》

無給疾〃、、、

最近，無給医がクローズアップされていま

すが，以前はどうだったのでしょうか？自分

が大学に戻った時は大学病院の医員は何人と

決まっていましたが， その人数では人手が足

りないため， ｜玉局がそれ以上の人数を大学に

もどしていました。その結果，週に3日働い

てくださいという辞令を大学よりもらい， 月

10万位の給与でした。途' l !からは大学院生と
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【第2回】 て支援者となるためにはどのようにすれば

よいのかを考えていかねばならないと考え

させられました。

そんな中，神戸市保育協会から1つの提

案がありました。神戸市内の保育士は嘱託

医や小児科医ともっと話がしたいので， そ

んな場を作ってほしいということでした。

今回の学会で，保育士の疑問にお答えしま

すというシンポジウムを行ったのですが，

同じような会合を持てないかということで

した。保育士が小児科医と対話できないの

が大いに不満があるようでした。我々は地

方会や兵庫県小児保健協会と連携し小児医

療協議会として県への要望を行っています

が，保育士をはじめとする子育てにかかわ

る多くの方への対応は十分とは言えず，上

への要望だけでなく，今後より深く連携を

取る必要があると思います。

理事の皆様の一層のご活躍をお願いいた

します。

さて，本日は多くの議題がありますので

慎重なご審議よろしくお願いいたします。

2． 日本小児科医会ニュース（藤田会長）

令和元年度第1回通常理事会が5月12日

開催されました。理事会で，実際どんな事

をしているのか知っていただこうとその内

容を抜粋して報告いたします。

･HPVワクチン普及のためのポスター作成

の検討について

・麻しん，風しんの診断の困難さについて

・各医会の代議員，予備代議員名簿

・中部，近畿地区担当武知副会長からの地

区連絡協議会の報告について

・乳幼児学校保健委員会事業である，各市

町村における「就学時健診」の実施状況

についてのアンケート調査について

・経理について

・名誉会員及び名誉会長の承認を求める件

日時：令和元年6月6日 （木）

14:30～16:00

会場：兵庫県医師会館6階会議室

出席者：藤田会長， 末廣， 神尾，横山，熊

谷各名誉会長，河盛，辰己，渡辺，

谷口各副会長，安部，八若，佐野，

野間，貫名，米谷，寺田， 田中，折

山，桃田， 中迫，橋本，梶山中西

各理事，森川，多木各監事，筒井議

長，二宮副議長

【司会辰己副会長】

凧

1 ．藤田会長挨拶

皆さんこんにちは。まず最初にこの5月

18日, 19日の両日にわたり開催いたしまし

た第25回保育保健学会は，兵庫県小児科医

会の後援を得まして無事盛会裏に終われま

したことをご報告申し上げます。

さて， その中で基調講演をお願いしてい

ました東大の岡教授は，児童虐待や子ども

の貧困が社会問題となっている中，保育所

を子育ての拠点にと呼びかけられました。

親が感じる育てにくさや困り感を見出して

子育て支援者は，共有して解決していって

ほしいとの内容でした。実際，先日開催さ

れました西脇市の要保護児童対策協議会に

出席いたしましたが， わずか4万人少しの

地方都市でも貧困などの虐待予備軍として

フォローしている家庭は50家庭に及びま

す。神戸市や尼崎などの大都市では， いか

ばかりかと案じるところでございます。

現在，子育て支援を考えるとき，嘱託医

はもちろんのこと，小児科医の責任は重

く，一般診療だけすればよい時代ではなく

なっています。兵庫県小児科医会としまし

ても保育所のみならず小児科医自身が子育

へ、
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(2)特別講演(16:30～17:40)

「子どもの社会的な心の発達一子ど

もの「うそ」はどのように発達する

のか－」

神戸大学大学院人間発達環境学研究科

准教授林 創氏

③懇親会(18:00～20:00)

会場：第一槙 承認

2）

①平成30年度収支決算報告（谷口副会長）

承認

②令和元年度予算編成の件（谷口副会長）

承認

3）令和元年度(2019年度）地区小児科医

会連絡協議会の件（辰己副会長）

10月5日 （土）兵庫県医師会館

アンケート内容：乳幼児健診について

懇親会：第一槙 承認

4）入退会，異動の件（辰己副会長）

異動：

大橋玉基先生（兵庫県立淡路医療センター

→兵庫県立こども発達支援センター）

井上翔太先生（姫路赤十字病院→社会医

療法人愛仁会千船病院）

坂口美奈子先生（ひだこどもクリニック

→明石市立ゆりかご園）

承認

5） 「日本子ども虐待防止学会第25回学術集

会ひょうご大会」への広告協賛依頼の件

承認

6） 「第38回兵庫県小児糖尿病サマーキャン

プ」への広告協賛依頼の件

日時： 8月10日 （士）～14日 （水）

於：県立南但馬自然学校 承認

7）その他

①救急対策委員会委員交代の件

野津寛大先生から竹田洋樹先生へ

大橋玉基先生から福原信一先生へ

･会員の入退会の件

,小児救急医療委員会での家庭看護力醸成

セミナープロジェクトについて

・早産，極低出生体重児の経腸栄養に関す

る提言について

･幼児肥満ガイド要旨について

･公衆衛生委員会報告事項について

以上抜粋して報告しましたが，今後この

ような詳細な報告が必要か検討していただ

きたい。

協議事項

1)令和元年度(2019年度）兵庫県小児科

医会定時総会・講演の件（辰己副会長）

日時：令和元年(2019年) 7月6日 （土）

15:00~

会場：兵庫県医師会館6F会議室

①総会(15:00～16:00)

司会：辰己副会長

会長挨拶：藤田会長

日本小児科医会活動報告：藤田会長

一般会務報告：辰己副会長

事務報告：各委員会担当理事

議事：

第1号議案平成30年度兵庫県小児

科医会歳入歳出決算の件

第2号議案2019年度小児科医会事

業計画の件

第3号議案2019年度兵庫県小児科

医会会費賦課徴収の件

第4号議案2019年度兵庫県小児科

医会歳入歳出予算の件

②講演会座長：藤田会長

(1)一般演題(16:00～16:30)

「兵庫県で実施したムンプスワクチ

ンの安全性調査」

兵庫県小児科医会感染症対策委員会

吉田元嗣氏

3
/璽一､
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非会員は，入会の上交代 承認

②羽生田俊議員ビデオメッセージの件

（日本小児科医連盟）

総会後の10分休憩にて行う 承認

4．報告事項

1)社会保険委員会（佐野理事）

①社保，国保診療報酬審査委員決定

②被保険者資格確認について，個人番号

カードによるオンライン資格確認を導

入する動きがある。

③審査支払機関を集約し機能を強化する

方向へ

④診療報酬審査の10%をコンピューター

にてチェックする方向へ

⑤小児抗菌薬適正使用支援加算について

は， インフルエンザ， インフルエンザ疑

い，基礎疾患のあるものには，算定不可

2）感染症対策委員会（八若理事）

5月25日第1回感染症対策委員会開催

①おたふくかぜワクチン安全性調査

投稿原稿の確認

②停電時のワクチン管理についての検討

第30回日本小児科医会総会フォーラ

ムでの発表スライドを確認

③有料接種の接種向上のためのアイデア

集について

こども園や保育園の健康調査票の予

防接種項目について調査することを決定

④小児の外来内服抗菌薬処方内容に関す

るアンケート調査への協力

第51回日本小児感染症学会での発表

スライドの報告

⑤百日咳臨床調査について

第30回日本小児科医会フォーラムで

の発表スライドを確認

⑥令和元年度事業計画案について検討

⑦県医師会番組ラジオ関西「みんなの

健康相談」出演依頼について

「手足口病」で梶山委員が出演

3）小児保健委員会（梶山理事）

4月13日第1回小児保健委員会開催

①学童保育における問題点の実態調査

日本小児科医会フォーラムにて発表

②ネット依存・ゲーム依存．メディア依

存について

アンケート調査原案をもとに議論

③発達障害・児童虐待について

育てにくさに寄りそう支援のため協

議中，今年度は，医療者から響いた一

言を募集するアンケートを行う予定

④乳幼児健診について

地区連絡協議会で調査予定

⑤障がい児通所事業について

小児科医のかかわりについて議論

⑥液体ミルクについて

医会ホームページにあげる内容につ

いて議論

4）教育委員会（安部理事）

①第72回小児医学講座

日時：令和元年11月30日 （土曜日）

15:00～17:00

場所：兵庫県医師会館

講演1 「一般小児科診療所でもできる

小児在宅医療」

はしもとキッズクリニック院長

橋本直樹氏

講演2 「在宅医療への移行からみた新

生児医療の変遷」

兵庫県立こども病院病院長

中尾秀人氏

演題カリキュラムコードの確認を

行った。

②第73回の演題検討中

5）編集委員会（野間理事）

2019年春号の配布を行った。

2019年秋号の企画検討予定

凧

/~I
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②社保・国保の審査員の決定（県医）

③「第3回兵庫県小児保健協会総会」に

対する後援名義使用許可申請の件（同

協会長）

日時： 8月10日 13:00～17:00

於：県医師会館

④兵庫県小児医療協議会要望の件

以下の項目を要望する。

(1)兵庫県内の夜間・休日における小児

救急医療体制の整備について

(2)虐待予防のための兵庫県内医療ネッ

トワーク構築について

(3)認可外保育所における事故件数調

査，事故発生防止のための啓発につ

いて

(4)重症心身障がい児・者の医療に関す

る基騨整備について

(5)新生児の聴力スクリーニングについて

(6)病児保育の体制整備について

(7)新生児先天性代謝異常等検査にかか

わる費用について

(8)保育園こども園における看護師の

配置について

⑤「小児慢性便秘フォーラムin神戸」へ

の後援依頼並びに日医生涯教育講座単

位申請の件（神戸小児科医会）

日時： 7月27日 （土) 17:30

於：ホテルサンルート神戸

⑥第1回兵庫県母性衛生学会理事会案内

日時： 6月29日 (=t) 12:45

於：県医師会館6階会議室

6）勤務医委員会（米谷理事）

勤務医の勤務実態と問題点の調査検討

予定

7）救急対策委員会（中迫理事）

5月16日第1回救急対策委員会開催

①各地区救急患者報告は，昨年と3月変

わらず， 4月若干の増加

②各圏域での小児救急患者数の動向の調

査継続

③兵庫県医師会小児救急研修会へ協力

④小児救急医療の実態と問題点に関する

アンケートの実施予定

8）ホームページ委員会（寺田理事）

①新入会員の紹介や原稿が, HPより直接

投稿可能となった。

②液体ミルク及び各市町子育て支援窓口

の記事を掲載

③次回委員会にて, HP内容につき検討

9）小児在宅医療委員会（橋本理事）

5月25日第1回小児在宅医療委員会開催

①南あわじ市医療的ケア児支援講習会お

よび第3回小児在宅医療講習会の報告

②保育所での医療的ケア児受け入れに関

するガイドラインについて説明

③第6回小児在宅医療実技講習会および

第4回小児在宅医療講習会の内容につ

いて検討

④災害時の在宅呼吸器ケースのための地

域医療ネットワーク構築の検討

10)広報部（河盛副会長）

4月， 5月FAXニュースを配信

11)経理部（谷口副会長）

協議事項で報告を行った。

12)総務部（辰己副会長）

①「子どもの心」相談医新規・更新申請

用各種証明ご協力のお願い（日小医）

一部提出書類の中に所属都道府県小

児科医会長の署名・捺印が必要なため

/~､

侭

次回理事会

令和元年8月1日 （木) 14:30から

兵庫県医師会館

《折山》
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つけるのかという面白い研究の一部を紹介し

ていただきました。後の懇親会でも聴講され

た方々の関心が高かったせいか，林先生へ多

く方が質問をされていましたが，それらに一

つ一つ丁寧にお答えになっていたのが印象的

でした。ところで私の演者紹介の挨拶で， う

そも方便で妻に対しても上手にうそをついて

いるつもりと述べましたところ，藤田先生は

なぜうそをつく必要があるのか， どんなうそ

をついているのという鋭い質問が私にありま

した。誓って言いますが，たとえば「今日の

料理はおいしいね」とか美容院から帰ってき

た妻に「今日は一層きれいね」とかいう夫婦

の会話を進めるためのうそのみであります。

さて，最近の話題としては吉本興業芸人

の反社会的勢力との関わりとか， 日韓の関

係悪化問題が特に取り上げられています。

ところが吉本興業の話ではいつの間にか社

内の内輪もめに話がすり替わっていたり，

日韓との関係では安全保障の問題が報復問

題に変わっていたりと， 聞いているわれわ

れが切歯抓腕することが多いようです。話

をすり替えたい人たちがいるのも事実です

が，互いのコミュニケーションのとり方の

まずさに辞易しているのも事実です。冷静

になってことを見ていく必要があることを

実感している今日この頃です。

今日この頃といえば，今週下関の認定保

育園でしつけと称する子どもへの暴力・虐

待が発覚しました。昨日は横浜の幼児園に

おける体罰が報道されました。また2歳の

園児たちに「死んでしまいなさい」などと

不適切な言葉で指導していた栃木県のこど

も園も報道されています。昨年末に成育基

本法が成立しましたが， これは切れ目のな

い子育て支援を提供することと虐待防止が

大きなテーマであります。これら2つの園

における子どもへの虐待は看過することの

【第3回】

日時：令和元年8月1日 （木曜日）

14:30～16:30

会場：兵庫県医師会館6F会議室

出席者：藤田会長神尾，横山，熊谷各名誉

会長，河盛，辰己，渡辺，谷口各副

会長，小阪，八若，野間，米谷，寺

田， 田中，折山，桃田， 中迫，橋

本，梶山， 中西， 野津各理事，森

川，多木各監事，二宮副議長

【司会辰己副会長】

“

1 ．藤田会長挨拶

毎日暑い日が続いていますが，皆様いか

がお過ごしでしょうか。私はと申せば診察後

のうまいビールとつまみに舌鼓をうちながら

納涼している毎日です。ちなみに野球観戦は

納涼どころではありませんしビールがまずく

なるので夫婦の会話のみを楽しんでいます。

6月・ 7月は日小医の総会フオーラムや

兵庫県小児科医会定時総会があり，兵庫県

小児科医会にとって重要な期間でした。 6

月8日の総会フオーラムでは代議員の皆

様，各委員会委員の皆様，演題発表をされ

た皆様ご苦労様でした。小児保健委員会や

感染症対策委員会から3題の発表があった

り，尼崎小児科医会からも発表があったり

と，今年も兵庫県小児科医会の存在を大き

くアピールできました。関係されました先

生方には心より感謝申し上げます。総会の

詳細につきましては後ほど申し上げます。

また7月6日に開催されました兵庫県小児

科医会総会もスムーズに進行され，協議事

項も無事賛成多数を持って承認されました

ことに理事の皆様とともに会員の皆様にも

感謝申し上げます。林創先生による特別講演

も良かったですね。子どもはいつからうそが

/…、



兵庫県小児科医会報82 No.72.2019

できない大事件だと思います。多くの保育

園ではこんな保育が行われていないと信じ

たいところですが，嘱託医としての小児科

医は何らかの行動が必要ではないかと思いま

す。日小医にも諮ってみたいと思います。

本日も多数の協議事項がございますので

ご審議のほどよろしくお願い申し上げま

す。また理事会の最後に成育基本法につい

ての皆様のご意見を賜りたいと存じますの

で最後までよろしくお願い申し上げまして

私の挨拶といたします。

2． 日本小児科医会ニュース（藤田会長）

6月8日に日本小児科医会の第2回通常理事

会が開催された。成育基本法推進委員会委員

に兵庫県小児科医会渡辺副会長を含め7名

が承認された。日本小児科医会の会員数はA

会員3,355名, B会員2,157名。会長報告では，

日本眼科医会白根会長とスポットビジョン

スクリーナーに関し意見交換がなされ，二次健

診可能な眼科医を医会ホームページに記載する

方向で検討中とのこと。兵庫県小児科医会神

尾名誉会長が内藤壽七郎記念賞を受賞された。

3．協議事項

令和元年度地区小児科医会連絡協議会の件

日時：令和元年10月5日 （土) 15:00~

会場：兵庫県医師会館6F会議室

アンケート内容（集団健診に関する）につ

いて 承認

l)成育基本法推進員会と成育医療等協議

会への要望について（日小医）

基本要望：①幸福な育児（子ども目線に

立った育児支援)，②健全に成育する権

利の保障，③子ども地域包括ケア，子

ども地域医療構想，④施策を横断的に

切れ目なく実施するための「子ども家

庭庁」の新設

今後，具体的要望などの意見を集約

承認

2）入退会，異動の件について

入会：橋本総子先生（加古川中央市民

病院)，福原信一先生（兵庫県立

淡路医療センター）

退会：谷岡繁明先生（谷岡医院）

異動：竹田洋樹先生（奈良県総合医療

センター→神戸大学） 承認

3） 「阪神小児在宅研修会」への後援等依頼

の件（尼崎市・西宮市医師会）

日時：令和元年11月16日 （土）

14:30-17:30

会場：西宮市医師会看護学校大講堂承認

4）周産期および小児期の医療・保健に係

る専門家会議に係る構成員の推薦依頼の

件（県健康増進課）

米谷理事と久呉真章先生を推薦 承認

5）各専門分科医会との懇談会開催案内並

びに提出議題の件（県医師会）

日時：令和元年9月12日 （木) 14:00~

会場：兵庫県医師会館6F会議室

昨年と同様，追加あればメールで受付

承認

4．報告事項

l)社会保険委員会（二宮副議長）

消費税増税にともなうプレミアム付商

品券事業については原則として各医療施

設での個別対応の方針。

2）感染症対策委員会（八若理事）

RSV感染症が増加中。おたふくかぜワ

クチン安全性調査について（担当：吉田委

員）は近日論文投稿予定。第30回日本小児

科医会総会フォーラムでの「停電時のワク

チン管理についての検討」 （担当：山本委

員） と「百日咳臨床調査について」 （担

当：小林委員）の発表は無事終了した。

3）小児保健委員会（梶山理事）

ネット依存・ゲーム依存・メデイア依

存についてのアンケート，発達障害・児

/へ、

/~、
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童虐待についてのアンケート，地区連

絡協議会を通しての乳幼児健診のアン

ケートを実施予定。

4）教育委員会（野間理事）

①第72回小児医学講座

令和元年ll月30日 (jz) 15:00～17:00

兵庫県医師会館

講演1 「一般小児科診療所でもできる

小児在宅医療」

はしもとキッズクリニック院長

橋本直樹氏

講演2 「在宅医療への移行からみた新

生児医療の変遷」

兵庫県立こども病院病院長

中尾秀人氏

②第73回小児医学講座の候補演題とし

て，便秘や消化管アレルギー，第74回

小児医学講座の候補演題として，性同

一性障害，発達障害への薬物療法，小

児の漢方療法などを検討している。

5）編集委員会（野間理事）

会報秋号を製作中。

6）救急対策委員会（中迫理事）

救急診療についてのアンケートを開業

医・勤務医に分けて実施予定。

7）ホームページ委員会（寺田理事）

ホームページ内容の更新， リンクの整

理， スマートホン対応を進行中。

8）小児在宅医療委員会（橋本理事）

第6回小児在宅医療実技講習会開催予定

「重症児の栄養・経管栄養」

令和元年8月4日 （日） 13：00～17: 15

兵庫県医師会館2階大会議室， 6階会議室

9）広報部（河盛副会長）

6， 7月にFAXニュースを発行。

10)経理部（谷口副会長）

特になし。

ll)総務部（辰己副会長）

①令和元年度兵庫県小児科医会定時総

会・講演が7月6日に開催された。

・総会出席者94名

・講演

一般演題「兵庫県で実施したムンプ

スワクチンの安全性調査」

感染症対策委員会

吉田元嗣先生

特別講演「こどもの社会的な心の発

達～こどもの「うそ」はどのよう

に発達するのか～」

神戸大学大学院

人間発達環境学研究科

准教授林 創先生

・懇親会参加者31名

②ラジオ関西「みんなの健康相談」出演

を中西恭一先生に依頼。

「乳幼児の脱水症対策について」

③日本小児科医会ニュース近畿ブロッ

クニュース原稿を投稿済。

④「子育て支援研修会」への後援名義依

頼の件（神戸市医師会）

10月26日 （土) 14:30

神戸市医師会館4階大ホール

（総務会にて承認済）

13）その他

①令和元年第1回兵庫県アレルギー疾患

医療連絡協議会の報告

6月27日 （木）県民会館

②授乳・離乳の支援ガイドが改定された

（厚生労働省ホームページ参照)。

③タンデムマス・スクリーニングコン

サルテーションセンターの案内。

風

/“

次回理事会

令和元年10月3日 （木) 14:30~

兵庫県医師会館 《橋本》
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承認された。

その後「令和元年度事業計画及び予算」につ

いて林泉彦総務担当理事から報告があった。 ま

た今年度の内藤壽七郎賞は兵庫県小児科医会の

#'|]尾守房先生と東京小児科医会の秋山千枝子先

生のお二人が受賞された。神尾先生は長年にわ

たり， 日本小児科医会理事監事， 公衆衛生委

員を務められ， また兵庫県小児科医会会長とし

て兵庫県内の小児医療の充実，平準化にご尽ﾉJ

された。その功績が評価され受賞されたこと

は，兵庫県小児科医会として大変喜ばしいこと

であった。

来年の総会は令利2年6月6日 （土) ， 6〃

7R (H)に北海道で開催される旨の報告があ

り，予定通り閉会となった。

、児科医会令和元年度日 本ﾉ｣

定時総会報告

渡辺志伸

令和元年度のLI本小児科医会定時社員総会が

6月8日 （土）午前10時より京都テルサで開催

され，兵庫県小児科医会からは藤田位会長が理

事として，河盛重造副会長，辰己和人同l1会長

渡辺の3名が代議員として出席した。

開会に先立ち39名の物故会員に対して黙祷が

行われた後、前年度に引き続き議長に大山宜秀

先生（神奈川県) ， 副議長に加納芳郎先生(ll'支

阜県）が選出され，代議員数80名のうち出席代

議員数60名で総会は成立した。議事録署名人に

は埼玉県の森泰二郎先生，京都府の長谷川功先

生が指名された。

神川晃会長による開会挨拶では昨年の12月8

日に参議院本会議で可決された成育基本法の実

施にあたって， 日本小児科医会においても 「成

育基本法推進委員会」を設置し検討すること､

成育過程で生じる様々な問題に小児科かかりつ

け医が継続して個別に関与する必要性や，子育

て世代包括支援センター機能の充実などについ

て， 2年間の課題であると述べられた。

伊藤副会長奥村副会長武知副会長， 田li(

R11会長による各ブロックからの報告の後審議に

入り， 第1号議案の「平成30年度事業報告の承

認を求める件」では，各担当理事による事業報

告が行われ，委員会の活発な活動内容の報告を

頂いた。平成30年31131H現在の会員数は5,490

名(A会員3,371名, B会員2,112名， 個人賛助

会員7名) ， 入会者170名， 退会者225名，復会

者11名であった。第2号議案の「平成30年度決

算報告の承認を求める件」については，塙会計

理事より報告があり， 第1号議案第2号議案

共に承認された。第3号議案「名誉会員の承認

を求める件」では相澤昭先生が名誉会員として

勾込

《神戸市灘区

一之
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てました…。

私自身は今llJ'2つの口演をさせていただき

ました。

l .特別企mi4 :ProsandCons,小児の維持

輸液療法を考える （図2）

小児救急を専門とする2名と小児腎臓病

を専門とする2名が， 各1名ずつのグルー

プに分かれ， ガチンコで維持輸液には等張

液を使うのか低張液を使うのかを議論いた

しました。 ilt界の流れは2000年代|11半から

等張液一辺倒になりました。 日本におきま

してもそのあおりで, 2010年を過ぎてから

等張液派が俄然勢いを増しました。 しか

し， 等張液のメリットは結局の所， 医原性

低ナトリウム血症の発症率を低下させるこ

とが可能であるという一点のみです。医原

性低ナトリウム血症とは非浸透圧性に下垂

体からAVPが過剰に分泌されている際に，

低張液輸液を行うことで症候性低ナトリウ

ム,m症を発症し， 高い死亡率と後遺症発症

率が報告され， 大問題となりました。それ

により， イギリスでは， 小児病棟に3号液

を置くこと自体が禁止されました。 また，

カナダでも小児科学会から3号液を使わな

いようガイドラインが作成されてます。医

原性低ナトリウム｣Ⅲ症が広く深く知られて

いない場合， 物理的に使用できなくするの

第122回日本小児科学会

学術集会＠金沢報告記

神戸大学大学院医学研究科内科系講座

小児科学分野こども急性疾患学部門

野津寛大

平成31年4月19日から21日に金沢で開催さ

れた平成最後の学術集会に参加して参りまし

たのでご報告させていただきます（図1 ）。

今回一番衝撃を受けた講演は， モーニング

実践講座2 ： 「名古屋スタディ」結果とその

後（演者：名古屋市立大学， 鈴木貞夫先生）

でした。HPVワクチンの副作用の有無を名古

屋市を上げて調査した結果およびその後の反

響行政の結果への態度の急変ぶりを， 自ら

解析を行い報告したご本人が赤裸々に語って

くれました。名古屋スタディの結果自体は存

じ上げてましたが， その結果に関する行政の

落胆ぶり，必要以上に抗議をしてくるグルー

プおよびその理不尽な態度には怒りと衝撃を

覚えました。演者の先生は質疑の時間に攻撃

的質問にさらされても, 1つずつ丁寧に理路

整然と回答されてました。 しかし講演終了後

にはそのメンバーに会場の外に連れて行かれ

rL

一

、日本小児科学会学術集会
Thet22ndAnnualMeeti『'goftheJa”r1P⑧disbIcSo七ieW1JPS20191

Ｅ
１
１
Ｊ
』
－
門
乢
吋
吋
…
Ⅱ
Ⅱ

碑
山
師
川
Ｉ
梼
觜
経
管
費
強
要
念
貢
畢
工

垂
Ｊ
１
亨
理
叩
砥
Ⅲ
’
１
帝
２
罰
望
輌
』

子
同
■
角
４
ｊ
ｌ
ｌ
４
ｌ

Ｗ聾刃睡魯 ：＝

遡’ ■特別企画4 加pros&cons”～Breakingthe乳画面JLype～

特別や鞠4-1

4月Z0日（土） 8:50～9;50

第2会埋(石川県立音楽堂Z階邦楽ホール）

・RoUndl ：児の雑持輸液療法を考える～いま、敢えて考え直す～

飯島一鍼（神戸大学大学院医学研究科内科系鋼座小児科学分野）
座畏

川崎幸彦（福島県立医科大学医学部小児科学鴎座）

pros :等張性電解霊輪液(塘入)璽謙|話髄沢し､ HQIIiday-SegarS計算式とは異なる輪液量翼

出方法を推奨する

上村克徳 （兵庫県立こども鰯院救急総合診痕科）
涜密

三浦健一郎（梁京女子医科大学腎臓小児科）

cons：低張性琴質輸液圏剛を選択し､ HcIlidaY-Segars叶両式に議する伝統的蝉液量算出

方式を推奨する

川崎還也（碑岡県立こども病院小児集中治疲科）
演者

野津寛大（神戸大学大学院医学磯究科内科系瞬座小児科学分野）

｡

嬢鰯雲

2019年4月19B(金)～21日旧）
石川県立音衆堂'ANAｸﾗｳﾝブラザホテル金沢･ホテル日航金沢

金沢市アートホール･ホテル金沢

谷内江昭宏（金沢大学医桑像髄研究暖医学系小児科）

図1

会期

会明

会頭

図2

ここに生まれた君を守り

未来に輝く君を支える
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に会し， 研究の楽しさ，研究者と臨床医の

立ち位置に関しておもしるおかしく話をし

ました。小児科学の他分野の先生方の苦労

話，研究への情熱をお聞きでき， とっても

充実したシンポジウムでした。私もいかに

'二I常診療から研究の題材を見つけ発展させ

るかに主眼を置きお話ししました。残念な

がら，若手小児科医はあまり会場に来てく

れず，少し寂しい企凹となりました。

今回の学術集会におきまして， 私は「遺

伝性腎疾患における分子生物学的発症機序

の解明および治療法の開発」のテーマで日

本小児科学会学術研究賞を受賞いたしまし

た（写真1 ）大変な名誉であり， ご指導い

ただいた先輩諸先生方には心より感謝申し

上げます。本報告記がほぼ私自身の体験談

となってしまったことをご了承ください。

今後も臨床・研究・教育におきまして、 手

を抜かず精進して参りますので㈱ 今後とも

ご指導の程よろしくお願いいたします。

《ﾈ'l'戸大学》

は非常に理にかなってます。 しかし，すで

に私たち小児科医が医原性低ナトリウム血

症に対し深く理解し， その結果， 様々な点

が見えてきました。例えば，低張液輸液に

より医原性低ナトリウム血症を発症する場

合, AVP分泌冗進に伴い， 長時間に渡り

著明な尿量減少をきたすこと，血清ナトリ

ウム値の低下に伴い，頭痛や嘔吐を認める

など， ｜臨床的に発症を予見することが可能

です。一方で，低張液輸液は非浸透圧性の

AVP分泌冗進が無い状態では理想的輸液組

成であることは明白です。私は今回，低張

液輸液擁護派の立場から， そのような話を

させていただきました。会場は超満員で，

終了後もたくさんの先生方から反響があり

ました。

2．特別企画7 ： これからの小児科学研究を

どのように進めるか活躍する先輩小児科

からのメッセージー （図3）

若手から中堅のPhvsicianscientistが一同

一

■特別や画フ

4月Z1日（日）9:10～11:10

鋪1会場(石川蝿立濁奈堂2階ｺﾝｻｰﾄホール)

これからの小児科学研究をどのように通めるか；

活崖する先輩小児科phVsician-sCIentiStからのメッセージ

泳田願子 （京都大学大学院医学研究科発達小児科学）
座畏

山岸敬幸 （慶嘩鴎大学医学部小児科学教室〉

山下基 （東京医科歯科大学大学院医歯学緯合研究科発生発運病態学分野，小

児科）

渡遇健太郎（東京大学大学院医学系研究料小児科)

哩海覚志 （国ウ歳育医療研究センター研究所分子内分泌研究部）

涜番 野派寛大 （神戸大学大学院医学研究科内科系蝸座小児科学分野)

牟田広実 （いいづかこども諏所）

古道一樹 （膜匝鋒堅大学医学部小児科学教室）

滝田噸子 （京都大学大学院医学研究科発迩小児科学）

杉村敏 （医毅法人杉村こどもクリニック）

へ

図3 写真1
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た。続いて， 新潟大学小児科の長崎啓祐先生

の「新しく始まった成長曲線を用いた学校保

健の現状と取りくみ」は私の専門分野でもあ

り， 興味深く拝聴しました。やはり各自治体

でも成長曲線の問題は大きそうで， 新潟市の

取りくみは大変参考になりました。さいたま

市立病院小児外科の中野美和子先生の「小児

慢性機能性便秘の治療」を拝聴しました。小

児外科の先生の講演ということもあり， グリ

セリン洗腸は多い量でしないと効果がない，

摘便を積極的に行うことなと・が参考になりま

した。フォーラムへ参加しましたことで， 日

常診療のヒントをたくさんいただきました。

明日からの診療に生かせますよう頑張ってい

第30回日本小児科医会総会

フォーラムin京都見聞記

漬平陽史

令和元年6月8－9日に京都で開催されま

した第30回日本小児科医会総会フォーラムへ

参加してきました。開業しましてまだ2年の

私にとりましては初めての日本小児医会総会

フォーラムへの参加でありました。私が参加

させていただいております感染症対策委員会

からは冨本康仁先生から「兵庫県小児科医会

における百日咳臨床訓査｣， 山本千尋先生か

ら「ワクチンの管理について（第3報）～停

電時の温度管理についての検討～」， 田中尚

子先生から「尼崎市小児科医会における台風

21号による停電被害およびワクチン管理につ

いてのアンケート調査」の3演題の発表があ

りました。私は症例を登録させていただきま

したこともあり， 富本先生のご発表を拝聴し

ました。現在， 百日咳は全数把握疾患となっ

ており， 非常にタイムリーな話題であり， 質

問・討論も活発に行われました。その夜には

恒例の？食事会が祇園の「割烹梅津」で開

催されました。田中尚子先生の予約・セッ

ティングでしたが，大変格式のあるお店で，

お料理も大変おいしくいただきました。お誘

いいただきありがとうございました。 2日目

にはシンポジウム・教育講演・教育セミナー

が多数開催され， と．れを聴こうか迷いました

が， 京都府立医科大学小児整形外科の岡佳伸

先生の「乳児股関節検診の現状と取り組み」

を興味深く拝聴しました。先天性股関節脱臼

は現在‘発育性股関節形成不全(DDH) とい

う概念でとらえられていることを初めて知り

ました｡DDHのリスク因子，診察手法，超音

波検査x線検査， 治療方法，検診の現状な

どを講義していただき， 大変勉強になりまし

へ

こうと感じた学会参加でした。

《姫路市

r■
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で，会場みんなが惹きつけられていました。

19時からはポートピアホテル本館30階

「GOCOCU」での交流会に参加しました。藤

田位会頭のご挨拶の後‘ 中村肇神戸大学小

児科名誉教授の乾杯のご発声と|司時に会場の

カーテンが開き㈱ 神戸の夜景が眼前に広がる

粋な演出がありました。中村肇先生の翌日の

市民講演の内容は，幼少期にあたたかい心を

育てることの大切さを，最近のトピックス的

な話題でもあるAI, ロボット， スマホのこと

などをちりばめ， お母さん方にも理解しやす

いようにやさしく話されていました。私が入

局当時から今に至るまで， アクティヴで若々し

く ， いつまでも素敵な先生だなと思いました。

交流会では， 本当に久しぶりに文教大学教

育学部教授の成田奈緒子先生にもお会いでき

ました。研修医の頃から存じ上げていました

が， その頃の力強さをさらにパワーアップさ

せておられるようでした。先生の翌日の市民

講演は． 発達|箪害児を扱う臨床研究の巾， 子

どもの発達には，生活を含める環境要因が果

たす役割が大きいこと， 睡眠を軸とした生活

面での問題点を治療者が積極的に介入するこ

とが， 子どもの心身や行動の問題解決にきわ

めて有効であることをお話しされました。子

育て世代に聞かせたい，本当に良い|1容と思

いました。交流会の時間は， アットホームな

雰囲気と趣向を凝らした演出で， あっという

間に過ぎていきました。

学会二日目の朝前述のアンケート調査の

発表をさせていただきました。県内の保育施

設の嘱託医がと・のような業務をしているかを

知り，保育施設スタッフとの連携を密にする

ための方策を検討する目的で行ったものでし

た。今後， 地域の保育施設とともに， 子ども

たちのヘルスプロモーションに関わっていく

ためにも㈱ 日頃から気軽に相談できる関係を

榊築する努力が必要と提言しました。拙い｜ ’

第25回日本保育保健学会

in神戸見聞記

相原浩輝

令和元年5)118日土曜| l , 19日日朧日， 神

戸市内では， 「こうくまつり」が開催されてい

る週末、 同市内ポートアイランドにある神戸国

際会議場にて藤田位先生が会頭をされる第25回

日本保育保健学会in神戸が開催されました。

私は兵庫県医師会乳幼児保健委員会の「兵

庫県内の医師への保育施設嘱託に関するアン

ケート調査」の発表者として， この学会に初

めて参加させていただきました。学会一日

目，土曜日午前の診療を大急ぎで終え，学会

場に向かいました。到着後ポスター会場でポ

スターを貼り終えると， 残念なことに‘ ちょ

うど藤田位会頭の会頭講演「小児科医が小児

科医であること」が終了するところでした。

プログラムによると今後の地域社会での小児

科医の役割子と．もを取り巻く環境改善のた

めのコミュニケーションつくりの重要さ等に

ふれられた会頭講演だったようです。藤H1先

生は， 今回の学会の準備，運営， 本当に大変

だったと思いますが， 先生のご努力のおかげ

で素晴らしい学会であったことを， 私からも

報告申し上げます。

学会一日目に特に印象に残ったのは，姫路

市の野間大路先生による特別講演「今と､きの

r育てに寄りそうコミュニケーションとは」

です。対話能力の大切さ， 多くの母親の育児

不安をとりのぞくことの重要性多職種の連

桃の中で， 地域の中で， 障害を持っている子

も，持っていない子にも，親子にやさしい居

場所づく り ㈱ 子育てを応援できる安全基地

を作る重要性、 また患者さんのお母さんとの

ホームページ上でのやり取りを公開，対応方

法を解説するコーナーもあり，巧みな話術

へ

‐唾
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演にもかかわらず， 多数の質問をいただきう

れしかったです。この発表に関わるスライド

やポスターのほとんどは， 県医師会事務の影

山様はじめ事務スタッフに作成していただき

ました。事務局のご協力の下， このような発

表ができましたこと， スタッフの皆様に，心

より感謝申し上げます。

今回私の所属する兵庫県医師会乳幼児保健

委員会からは， 私の発表の他に， 会頭の藤田

位先生の学会プロデユース， 岡勝巳先生によ

る発表，杉原加寿子先生によるポスター発表

もあり， 渡辺志伸先生，太田陸|隆先生， 村瀬

真紀先生， 山本千尋先生らも積極的に学会に

参加されておられ，委員の先生方の保育，保

健に対する熱意を感じることができました。

個人的には， 遠方のなつかしい先生方との再

会が果たせ， うれしい学会でもありました。

地域での子育て支援，特定妊婦や貧困家庭

問題，被虐待児などを扱う要保護児童対策地

域協議会活動発達障害児の居場所づくり，

医療的ケア児の就学受け入れなど， 今，小児

科医が地域の子どもたちの健全な育ちを守る

ために関わらなければならない問題が山ほとﾞ

あることを再認識しました。

《神戸市垂水区》

一

当たり前と思い始める。なぜか㈱ テレビ

のリモコンがよくなくなる。

6 電車の外を流れる景色を追えない。昔は

横の線路の枕木の数を数えられたのに，

今は線路しか見えない。

7．季節の移り変わりに後から気づく。昔み

たいな季節が変わることへのわくわく感

は皆無。

8外見だけ年をとっても'-|'身は大学生くら

いからあまり進歩していない。なので外

見の変化を素直に受け入れられない。

9英語の論文を最後まで読むための集中力

が持たない。Abstractのみ読んで全部読

んだ気になってる。

10. 自分が良く知っていると思っていること

に対してさらに最新の知識を得ようとい

う意欲が落ちる。そのためすごく詳しい

と思っていても， 実は、 若い医者の方が

最新の知識を持っている。

まだまだ， いくらでもあるけど， 悲しく

なってきたので終わりにします。

《K･N》

匿名希望の40台後半

おじさんになってきて分かったこと。

l . 「年をとっても， かっこ悪いからめがね

をはずして文字を読む行為だけはしたく

ない」 と思ってたが， そんなこと構って

られない。

2．寝ても疲れが取れない。いや，昔みたい

に長い時間眠れない。明るくなると目が

覚める。なので，夏は冬より睡眠時間が2

時間短い。昼過ぎには必ず1回睡魔に襲

われる。

3．一度おなかが出ると， なかなか引っ込ま

ない。いや， 本気になればできるはずだ

けど本気になる気力がない。

4‘頭が間違いなく悪くなっている。でも何

となく，何でも経験で乗り切れる。

5．物がなくなって探す行為に抵抗がなくな

る。基本， 物はなくなるので，探すのが

F両
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懐かしい歌を数々聞かせていただけたのが楽

しかったです。

日曜日の午前は， 「リサーチ何でも相談」 と

いうブースでリサーチ委員会委員として仕事

をしました。病院の先生から，研究の進め方

などの*Ⅱ談があり， 倫理や統計の問題など，

敷居が高くなった研究や論文執筆に関しての

相談を受けました。ちょっとした思い付きで

研究を始めてしまうのですが‘ デザインに

よって，研究の価値が変わってしまいます。

アイデアがあるところから相談していただけ

れば‘研究基金の利用統計専門家からのア

ドバイスなど， 学会としてお役に立てること

が多いと思います。

午後は， 毎年参加しているガイドライン検

討会のワークショップで，今年のテーマは鉄

欠乏性貧lⅢでした。乳児期の鉄欠乏が，神経

発達に影響することについて数々の報告があ

ります。鉄剤投与により発達予後は改善する

のかをテーマに論文を読み解きました。英語

論文を読み込むことは，勤務医時代もなかっ

たことで， このワークショップは日々の診療

の中でマンネリに陥らないように刺激を受け

る場所になっています。毎年のことではあり

ますが， 2日間朝から夜までの充実した会で

した。

来年度第30回の本学会学術集会は， 京都

府宇治市の幸道先生が会頭をされ， 私が実行

委員長をすることになっています。今回の学

会では運営面なども見てきましたが， 実行

委員の誘導もよく， きわめてスムーズに学会

運営がされていました。会頭や長井事務局長

の苦労がうかがわれました。来年の学術集会

については． 枠組みが出来上がったところで

す。テーマは「5年後の自分に出会う」で，

様々な人との出会いを演出していこうと考え

ています。 まず4月5日に今年の小児科医会

セミナーが行われた京都テルサで春季カン

第29回日本外来小児科学会
年次集会参加印象記

ゆたかこどもクリニック

中村 豊

今年の外来小児科学会は， 8月31日、 9月

1日の両日，福岡国際会議場・福岡サンパレ

スホテルで開催されました。会頭の吉永|場一

郎先生は， 勤務医時代， 病院内に「育児療養

科」を立ち上げられ， 多職種連携育児支援

ネットワークなど子育て支援を続けてこられ

ました。この仕事の! |言'で「子育ての， そばに

いる人は誰」 （メデイカ出版） を出版この表

題が，今回の学会のテーマになっています。

メディカルスタッフの参加が多いのが本学

会の特徴ですが， どの会場も聴衆であふれ，

熱心にメモを取る姿が印象的でした。内容と

しては， 一般演題のほか，本学会の特徴の

ワークショッフ。， シンポジウム， セミナー，

SIG(special interestgroup), ハンズオンセミ

ナーとたくさんの興味深い企画が組まれてい

ました。

さて私の参加したものを中心に感想を書き

ます。

土曜日の午前は一般演題中心のプログラム

で， 72題の発表がありました。学会の本質は

一般演題にあると,|と（います。フロアからは質

問が続き、聴衆がうなずき．笑うという本学会

独特の雰囲気の中で発表が行われていました。

午後は全体集会の後、参議院議員の自見は

なこ先生の講演を聞かせていただきました。

成育基本法の成立以後， 精力的に活動されて

いる様子がうかがえました。

夜には懇親会が行われ, 1年ぶりの交流に

たくさんの会員の輪ができました。吉永会頭

は自らもバンドを持つミュージシャンです

が， 関西からリピート11 1中さんがこられて，

一

へ
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ファランスを行います。今回は座学でなく，

拡大ワークショップと称して，抗菌薬離乳

食， 食物アレルギー，在宅医療， 子育て支援

の5つをテーマに会員で語り合おうという斬

新な催しです。夏の学術集会は， 8月29, 30

日に同志社大学今出川キャンパス良心館にて

開催します。大学という立地からゼミで使わ

れるような小部屋がたくさんあります。小さ

な集まりを増やし， 「議論し行動する」 という

参加型の学会を目指しています。多くの先生

方の参加をお願いします。

《神戸市西区》

"3@画圖
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つぎに「聰く」。支援が必要な子とﾐもに寄り

そいながら，子どもの話を傾聴します。こちら

から「何が起こったの？'|Wかつた？」 と根ほり

葉ほり詮索するのではなく， 「何かお手伝いで

きることはある？」 とあくまで必要なものや気

がかりなことについて尋ねます。子どもが興奮

している場合は，椅子に座らせ，水分などを与

え， まずは安心させてあげましょう。すぐに話

せる余裕のない子には「私はここにいるから話

したくなったらいつでも声をかけてね」と話せ

る大人がいることだけを伝え，待つ場合もあり

ます。子どもが話し始めたら，子どもと視線が

合うような姿勢で相槌を打つなど，話しやすい

雰囲気をつくり，最も重要な支援が何かを把握

します。

そして「つなぐ｣。子どもが必要としている

ことに対応できるようならば， すぐ、に行いま

す。できない場合は，適切な人・もの・情報へ

橋渡しします。非常に強いストレスを抱えてい

たり， 日常生活に支障をきたしているような

場合は，専門家（医療従事者，学校の先生，養

護教諭心理カウンセラーなど）からのサポー

トが受けられるようにつなぐ、ことが大切です。

継続的なケアの観点から，可能な限り地域の有

効な社会資源へとつなげることを心掛けましょ

つo

日本小児科医会第19回「子どもの心」研修

会でも 「子どもを暴力から守る」 と題して，

子とゞもへの暴力防止:CAP(ChildAssault

Prevention)のミニ・ワークショップがありま

した。PFAと内容的に重なる部分もあります

が， 簡単に紹介させて頂きます。子どもとは犯

罪の被害に最も遭いやすい存在です。学校や家

庭で起きるいじめ，体罰，性暴力，虐待などの

暴力， 地域で出会う誘拐，傷害，痴漢恐喝な

どの暴力，若年者の死因第1位である自死や自

傷も自己への暴力です。どんな暴力も人の心身

を傷つける人権侵害行為です。CAPは1978年

に米国オハイオ州で起きたレイプ事件をきっ

かけに始まりました。 1985年に日本でも紹介さ

他府県小児科医会会報より

宮崎県小児科医会会報第24号

｢子どものための

心理的応急処置」

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

赤坂美幸

心理的応急処置:PsychologicalFirstAid

(PFA) とは，災害時などにストレスを抱え

た子どもや養育者を傷つけずに支援するため，

世界保健機構などが開発したマニュアルです。

それをもとに, 2013年にセーブ・ザ・チルドレ

ン・ジャパンが，子どものための心理的応急処

置(PFAforchildren)を作成しました。子ど

もの認知や発達特性に合わせてあるので，精神

保健の專門家でなくても， だれでも使える子ど

もの心の応急手当て法です。

災害や事件，事故に巻き込まれ， 普段と異

なる事態に直面した子どもたちは，大人と同

様に,L､理的・社会的にさまざまな問題に直面し

ます。 しかし，発達途上である子どもたちは，

なにも感じていないようにみえたり，逆に「赤

ちゃん返り」などの退行現象をおこしたり，

「津波ごっこ」のように遊びの中で自分に起

こった出来事を再現したりします。そんな子ど

もたちへ周囲の大人はどのように対応するのが

良いのでしょうか。子どものためのPFAの行

動原則は「見る．聰く ・つなぐ」と， とてもシ

ンプルです。

「見る」では，最初に安全確認を行います。

被災地ではさらなる危険がないか周辺をよく観

察して，支援活動を始める前に自分自身の安全

も点検します。まず， あきらかに急を要する衣

食住の基本的ニーズを必要としている子どもが

いないかを見ます。それから，深刻なストレス

反応を示している子がいないかをチェックしま

す、

一
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れ, 1995年からCAPスペシャリストの養成も

始まりました。

CAPプログラムは，子どもを「おとなが守

るべき弱い存在」としてみるのではなく，不安

で困難な状況でも，子ども自身の問題を解決

する力を信じ， その力を活性化する，エンパ

ワメントの考え方が基本になっています。自分

の大切さを知り， 自分を守るための行動の選択

肢とそれを使って自分を守ろうとする意志が働

くことで，子どもも暴力から身を守ることがで

きます。つまり，誰もが生まれながらにして

持っている安心・自信・自由の人権意識を積極

的に伝えます。その意識によって，危険な状況

になったときにイヤという感覚「NO!」を持

つことができます。その感覚があって初めて，

大切な自分を守るためにその場を離れる行動

「GO!」や，誰かに話すこと「TELL! 」がで

きるのです。

また, CAPでは，子どもたちを孤立させな

いためにコミュニティの「信頼できるおとな」

が子どもをサポートすることが不可欠だと考

え， そのための積極的な働きかけをします。

たとえばおとなが学ぶためのワークショップで

は，親や教職員地域のおとなへそれぞれの立

場や役割に応じたプログラムを提供していま

す。子どもを大切にする具体的な方法として，

また暴力の被害に遭った子どもの心の応急処置

として，子どもの話を聴く方法を， 7つのアド

バイスにまとめて啓発しています。このアドバ

イスは小児科医が子育て中のお母さんとの相談

の際にすぐ、に活かせる内容なので，以下にコメ

ントを添えて，転載しておきます。

①子どもの意見を否定せず，アドバイスせず，

ただひたすら一生懸命に聴いてあげましょう。

大人（とくに親や先生）は子どもが話し出

すと，すぐ、に「それは違う」って否定した

り， 「なんでそんなことしたの？」って責め

たりしてしまいがちです。子どもの話をただ

ひたすら聴いてあげることが彼らへの最大の

贈り物です。

②どんな内容であっても， 「話してくれてあり

がとう」と伝えましょう。

自分のつらい体験を相談する際に， 「こ

れって告げ口かなあ…」 「チクったらあかん

よなあ」って悩みながら話す場合も多いで

す。 「困った問題を抱えている人が話すのは

告げ口ではなく，相談だよ。勇気をもって話

してくれて，ありがとう」と，相談への感謝

の気持ちを伝えましょう。

③もし子どもが自分を責めていたら， 「あなた

が悪いのではない」と伝えましょう。

子どもはみんな天使です。生まれてきてく

れただけで，ありがとうです。けっしてあな

たが悪いわけではない。どうか自分を責めな

いで。

④「悲しい」 「つらい」 「怖い」と訴えてきた

ら， リフレインしながら共感して聴きましょ

う。

子どもが自分の気持ちを言葉にできた時

は， そのまま「悲しいよね～」「つらいよね

～」って， こだまのように返してあげると，

子どもの心に寄りそいやすいです。

⑤びっくりするようなことを言っても， まずは

「あなたを信じるよ」と伝えてあげて下さい。

そんなことしちゃったの!?， そんなことす

る子はダメよ！こんな責め文句は当然,NG

です。子どもをありのままで良きものと信じ

る， これが大切です。

⑥「どうしたらいいのかわからない」と絶望し

ても， 「何かできることはあるよ」と一緒に

考えてあげましょう。

プラス思考で，時間をかけてみんなで考え

ていたら， ほんのちょっと今よりも良くなる

ヒントが不思議と生まれてくるものです。

⑦将来の不安を訴えたら， 「きっと大丈夫だ

よ」と希望が持てるように対話してあげて下

さい。

「だいじょうぶ」に理由は要りません。お

となの親身な「だいじょうぶ」だけで，子ど

もは意外と安心するものです。 《野間》

/凧
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～兵庫県小児科医会報投稿・原稿規定～ ＝

’
三

三

●掲載対象は小児科学全般に関連する領域の学術論文です。 I

･論文の筆頭著者は原則として兵庫県小児科医会会員に限ります｡兵庫県小児科医会に未入会 ！
三

の方は,下記事務ﾎｰﾑページ(http://www.hyogo-pa.org/)より入会手続きをお願いいた ！
i

します。 三

･ご投稿いただいた論文は年2回発刊される兵庫県小児科医会報に掲載させていただきます。 ‘
･論文投稿時にﾎｰﾑベｰジから同意書誓約書および利益相反報告書をダｳﾝﾛｰドし,必 ！

I
要事項を記入の上, PDF化しメール添付で提出して下さい。 i
･臨床実験である場合は, 1964年のﾍﾙｼﾝｷ宣言(以後の改定を含む)に基づいて行われて i
いなければなりません｡また,動物実験である場合は1980年の学術会議決議による｢実験 i
動物取扱い指針」 （以後の改定を含む）に基づいて行われていなければなりません。 ゞ

I

●患者プライバシー保護を考盧し，個人が同定されないよう執筆してください。 Iゞ

･臨床研究(介入･観察）に関する論文には倫理委員会承認を得ている旨を明記してくださ i

い・また,動物実験に関する論文には｡動物実験委員会(またはそれに相当する委員会)の i
三
舅

承認を得ていることを明記してください。 ’
三
三

●投稿の際には文頭に「原著」 ・ 「症例報告」の別について明記して下さい。未発表で他誌に投 I
言

稿予定のないものとします。 ’
三

三

・文字数は原著15000字以内,症例報告9000字以内(図,表は1点600字換算とする）でお願い ！
iします。
言

●原稿は次の順序に並べて作成して下さい。 l
言

(1) タイトルページ：タイトル,著者.共著者所属要約(発表時抄録と同じでも可), !
i

キーワード（5語以内)，代表著者連絡先（別刷請求先）
i

（2）本文，文末に利益相反に関して明記してください。 舅
i

（3）文献 三

I
（4） 図および表（原則白黒です)。カラーの場合は実費を差額で頂きます。 薑

I
（5） 図の説明 言

i
●文献については本文に引用した順序に番号を付け配列して下さい。 ゞ

I

〔原著の場合〕 ゞ
I

著者名論文題名雑誌名巻:頁-頁西暦(著者が4名までは全ての氏名を記す｡ i
5名以上の場合は筆頭者から3人目までを記し， 4人目からは省略して‘‘他'' ,英文の場合 i

三

"etal.'' として下さい） ’ゞ
三

〔著書の場合〕 i
言

著者名：題名．監修者名（編者名)．書名，版，発行所，発行地：頁一頁，西暦年号 ’
三

〔例〕雑誌 I
言

’）西村康孝,吉岡博,光藤仲人,他モヤモヤ病の診断後1年6カ月で右腎動脈の完全 ！
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閉塞がみられたl例．小児科臨床48: 1060-1064, 1995

2)SendeskiMM,Consolim-ColomboFM,LeiteCC,etal. Increasedsympatheticnerve

activitycorrelateswithneurovascularcompressionattherostralVentrOlateral

medulla.Hypertension47:988-995, 2006

〔例〕書籍

l)池住洋平， 内山聖．無症候性血尿・尿蛋白（家族性良性血尿).飯野靖彦，槙野博

史，秋澤忠男，編集腎疾患・透析最新の治療2008-2010,南江堂，東京: 141-

143, 2007

2)Nikolic-PatersonDJ,LanHY,AtkinsRC.Macrophagesinimmunerenalinjury.In:

NeilsonEG,CouserWG, eds. ImmunologicRenalDisease,2ndedition,Lippincott

Williams&Wilkins,Philadelphia,PA:609-632, 2001

●図表について

図については発表時に用いた図でも結構ですがなるべく解像度の高いものをお送り下さい。

●原稿の送付

下記事務局宛に郵送，電子メールの添付フアイルでお送り下さい。

【送付・連絡先】〒651-8555兵庫県神戸市中央区磯上通6丁目1-11

兵庫県医師会内兵庫県小児科医会事務局宛

電話078-231-4715,FAXO78-265-2326

E-mail :toukou-ronbun@hyogo-pa.org

●投稿論文はすべて査読の上，採否を決定させていただきます。編集委員会が2名の査読者を

決定し査読を依頼します。採否は，査読結果を参考に編集委員会で決定します。査読終了後

の再投稿は， 3ヵ月以内とさせていただきます。それ以後は，新規論文として扱わせていた

だきます。採否結果は編集委員会での採択結果後に速やかにご返信させていただきます。

●校正は，初校のみ投稿者及び寄稿者に依頼させていただき，再校以後は編集委員会で行いま

す。校正は，字句の訂正に止めてください。

●論文の内容については，著者が責任を負ってください。共同研究の論文の場合は，代表著者

を代表責任者とし，誓約書および同意書に直筆のサインをお願いいたします。論文が受理さ

れた場合は，上記のサインによって， その著作権を本学会に委譲することを承諾したものと

させていただきます。

●著者が開示する義務のある利益相反状況は，投稿内容に関連する企業や営利を目的とする団

体に関わるものです。投稿時に論文の本文末尾に利益相反状況を記載するとともに利益相反

報告書を提出してください。

●この規定を改正する場合は，兵庫県小児科医会理事会の承認を経なければなりません。
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2017年10月5日 兵庫県小児科医会会長
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あと がき

令和元年は新天皇陛下が即位された5月は

10連休になり， 「即位礼正殿の儀」が行われた

10月22日も祝日となりました。大変祝日の多

い年となり， ゆっくり 「令和」に込められて

いる意味と課題を考える時間になったのでは

ないでしょうか。

令和元年秋号をお届けいたします。お忙し

い中， ご寄稿下さいましたすべての先生方に

心からお礼申し上げます。

巻頭言は兵庫県小児科医会副会長谷口賢蔵

先生です。 socialdanceの華麗なお写真を添え

て若い世代の先生方にさまざまな分野の活動

に積極的に参加されるようお勧めしておられ

ます。

第71回小児医学講座は2題です。森貞直哉

先生は兵庫県立こども病院臨床遺伝科のさま

ざまな遺伝性疾患の診断，説明，治療を活用

していただきたいと述べておられます。 2題

目の安藤久美子先生のご講演では細菌感染症

とウイルス感染症による脳炎, ADEM,急性

脳症の画像診断について学ばせていただきま

した。

本号の投稿論文は3編あります。 じっくり

お読み下さい。

医局だより西東は神戸市立医療センター西

市民病院小児科江口純治先生です。平成7年

の阪神・淡路大震災からの復興，平成21年の

新型インフルエンザ発生の際のご苦労を乗り

切られ，現在医師6人体制となり，今後加速

するであろう市民や診療所などの期待に応え

られるように，持続可能な医療を考えながら

社会に貢献し続けたいと考えておられます。

リレー・ずいそうは梶山瑞隆先生です。ご

趣味のアナログレコードに酔いしれておられ

るお姿，先生の至福のお時間が伝わってくる

ようです。

忙中閑話と表紙裏の絵は播磨良一先生で

す。ご自宅が美術館のよう， さまざまな美術

品を収集され楽しんでおられるご様子， おお

きな夢があります。

好評の芦田委員長の「委員長， ちょっとお

じゃまします」が委員会を一巡したため終了

となり，本号から新企画の「レジェンドに訊

〈」が始まりました。第1回は末廣名誉会長

です。末廣先生，小児科医会の黎明期から多

岐にわたるご活躍有難うございました。これ

からもよろしくお願いいたします。

定時総会の林創先生からは「子どもの社会

的な心の発達一子どもの「うそ」はどのように

発達するのか一」の要旨をいただいています。

新会員ご紹介には新規ご入会の6名の先生

から自己紹介をお寄せいただきました。ご活

躍と今後のご投稿を期待しています。

他府県小児科医会報はだれでも使える災害

時などの子どものための心理的応急処置PFA

と日本小児科医会の子どもへの暴力防止CAP

を紹介し，子どもの話を聞くアドバイスを示

していただいています。 日常の診療のなかで

活かせていきたいと思います。

最後になりましたが，医会報の編集，発刊

にいつもご助言， ご協力をいただいています

事務局の平松様に深謝いたします。 《森川》
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