
山現ふ県 区

第溌号 (2015年，平成27年3月31日発行）

毛エーェ

巻頭言……………………･………．．………中島道子……1

講演会の記録

・小児期のヘリコバクター・ピロリ感染症

一臨床に役立つ知識を中心に

……………奥田真珠美……2

・小児の慢性痛に対する考え方(CRPSを中心に）

……………西江宏行……:3

・小児がん医療の将来像

……………小田 慈……4

・予防接種の動向

～水痘ワクチン定期化にあたって

……………中野貴司……5

・熱性けいれんへの対応と痙塗重積

……………岡 明･･…･6

・小児の血栓症と血栓性素因

～感染と止血のかかわり～

……………大賀砿一……10

･DWhigh&ADClowの可逆性脳梁膨大部病変を
伴う急性脳症の発見と経緯

．………．｡…塚原宏一……11

｢伊原木岡山県知事さんとの懇談会」 ・………．．…．．……･…14

病院だより

・岡山大学病院小児科の紹介

……………岡田あゆみ……15

リレー随想

・心に移りゆくよしなしごと…………平 芳春……20

･SagradaFamilia･･………･…………村尾正治……21
・内なる言葉，外に出てゆく言葉

……………上田美子……22

・はなちゃん．．………………･…………石原明子……23

・小児科医としての自分…･………．．…片山 威……25

県下小児科医会の動向…･………………･…………･………27

岡山県小児科医会会則･…………………･………･…………29

会計報告…………･……………………………………･…･…30

平成26年度岡山県小児科医会入張会状況について…32

原稿募集………･…………･………………………．?.………･32

瀧目
侭砥表

’



巻頭
’
’
一
一
国

岡山県小児科医会会長中島道子

当医会は，小児医学の研鎖，小児医療の向上，小児科医業の合理化，医政問題を研究し，併せて会員相互の

親睦をはかることを目的として，昭和57年に設立され活動を行ってまいりました。

昨年4月から籔内弘先生の後会長を務めさせていただき1年が経とうとしています。この1年間の活動報

告を致します。

医会総会を例年通り4月, 10月に開催し，会長，副会長総務と幹事の一部が交代しました。会則の一部を

改訂しました。特別講演各2題の学術講演会を開きました。

平成29年度から始まる新しい専門医制度に向けて， 「小児科専門医存続の危機」を迎えるかもしれないとの

思いから， 「日本小児科医会地域総合小児医療認定医制度」の状況について，山口県小児科医会会長田原卓浩

先生に講演いただきました。

5月には，伊原木隆太岡山県知事との懇談会，その後岡山県保健福祉部の先生方と，予防接種，県境の医療

状況， ピロリ菌検診,生活習慣病検診,虐待予防対策等について意見交換会を開催しました。

外来強化委員会研修会を1回開催し，子どもの心対策委員会症例検討会を開催しました。

日本小児科医会関連事業では6月の総会フオーラム，定時総会に出席しました。

当医会元会長の梶谷喬先生が，名誉会員に推挙されました。前会長籔内弘先生が,功労者表彰を受けられま

した。

「日本小児科医会地域総合小児医療認定医制度｣が開始されました。

地域小児救急医療全国協議会，子どもの心対策委員会,社会保険全国委員会,乳幼児学校保健研修会に各担

当幹事が出席しました。

子どもの心対策委員会「カウンセリング講習会｣が岡山市で開催され岡田幹事が代表世話人をしました。

平成27年度の目標として，新たに「小児在宅医療」などにも取り組みたいと思います。

会員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
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｢講演芸あ記詞

"ﾘ卿/Wコノ1噸クター・どログ感染症一統に役立つ鯛を頃心に

兵庫医科大学地域総合医療学兵庫医科大学ささやま医療センター小児科奥田真珠美先生

ヘリコバクター・ピロリ（以下H.pylori)はグラム陰性のらせん菌で菌の一端または両端にl～20本の鞭毛

を持つ微好気性菌(CO25～10%,O25%で増殖)である。胄内の強力な酸から逃れるためによく発達した鞭

毛を回転させ,酸度が中性になっている胄粘膜の下層に侵入し，冑粘膜上皮細胞や細胞間隙あるいは粘液内に

棲息する。強いウレアーゼ活性を有し，尿素から二酸化炭素とアンモニアを産生し，産生されたアンモニアで

酸を中和し，生存する事ができる。

感染の多くは小児期(特に5歳頃まで）に成立し，成人での新たな感染のリスクは低いと考えられている。

現在の小児の感染率は3～5％程度であり，感染率は激減してきている。感染経路は家族内が主であり特に母

から子への感染が重要であるという報告が多い。

感染診断には内視鏡を用いて採取した冑組織を用いる方法(培養法,迅速ウレアーゼ試験,検鏡法）と内視

鏡を用いない方法(尿素呼気試験,便中抗原測定法,抗H・ pylori抗体測定法)がある。除菌治療は小児期へリ

コバクター・ピロリ感染症の診断,治療,および管理指針（日本小児科学会雑誌109: 1297-1300, 2005)に記載

された疾患（胄・十二指腸潰瘍, '|曼性胄炎，冑MALTリンパ腫蛋白漏出性胄症,鉄欠乏性貧血,慢性血小板

減少性紫斑病)で考慮される。

除菌治療は一次除菌としてプロトンポンプ阻害剤(PPI)とアモキシシリン(AMPC),クラリスロマイシン

(CAM)の3剤併用療法, 7日間が行なわれる。薬剤アレルギーに注意し，ペニシリンアレルギーがある場合は

AMPCをメトロニダゾール(MNZ)に変更する。一次除菌に失敗した場合はCAMをMNZに変更した二次除

菌治療を行なう。除菌失敗の主な原因はCAM耐性であり,CAM耐性菌が多くなっている小児では薬剤感受

性試験を行なってから治療法を選択するのが望ましい。除菌判定は除菌終了後4週間以降に行なうが,判定時

期が遅いほど正確である。判定方法として尿素呼気試験が最も多く使われている。

Hpylori感染者では胄がんの発生が20倍以上というもの，追跡調査では平均7年間で非感染者では発生はな

かったが,感染者では2.9％で胄がんが発生したという報告など多くの研究からH.pyloriは冑がんの主な原因

となることが明らかとなり，若年者に対してピロリ菌検診と除菌治療による冑がん予防の試みがされるよう

になった。除菌治療による冑がん予防の研究では萎縮性胄炎や腸上皮化生など前がん病変が存在すると発が

んを予防できなかったが，胄炎が軽いと除菌後には冑がんが発生しなかった。これらのことから，胄がん予防

はH.pyloriに感染しない事感染者では病変が軽症である時期，すなわち若年者で除菌をする事である。一

方,H.pylOriの主な感染経路は家族内(親子問)感染である事が示きれており，若年者,特に親になる前に除菌

治療する事は本人の冑がん予防と同時に子どもへの感染も防止するという二つの効果が期待できる。今後,若

年者へのピロリ菌対策による冑がん予防が実施される事が想定されている｡。

（講師抄録）

2014年4月6日岡山コンベンシヨンセンター
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"垢の慢性蒲にかする考え方ぐ…を申心にン

岡山大学病院麻酔科蘇生科助教西江宏行先生

小児が難治性の'|曼性痛で外来を受診する頻度としては多くないとされる。しかしその対応は容易ではない。

成人の場合では,慢性痛は病態別に,①…｢侵害受容性の痛みが長期間続くもの｣,②…｢神経障害によるもの｣，

③…｢①と②が合併したもの」に分類される。変形性膝関節症は①である。帯状庖疹後神経痛は②で腰部脊柱

管狭窄症は③であろう。それではCRPSと呼ばれている病態はどれに分類されるであろうか？実は上記分類の

他に，④…「痛みの原因となる組織病変が存在しない｣，がある。これらの分類は慢性痛の診断治療に関してと

ても大切である。①の原因であれば,ステロイドやNSAID,場合によりオピオイドも有効である。②による痛

みであれば，プレガバリンなどが考慮きれよう。③の痛みであればこれらを両方使用する。しかし,CRPSの

うち，特にタイプIと呼ばれる病態の分類は，私の認識では④になる。つまり， よくわからない痛みである。よ

くわからない痛みなので治療や診断にはいつも悩む。全身が痛む線維筋痛症と呼ばれる病態も私にとって分

類は④になる。したがって同様に対応に苦慮することがある。今までの経験からは,成人の’|曼性痛患者は，単

に生物学的な痛みではなく，心理的社会的な要因を持っている確率が高いと感じている。したがって単一の専

門科で難治性慢性痛を診療するのは難しく， 2年前より我々は， 「痛みリエゾン外来」と呼ぶ集学的慢性痛診療

チームを作った。麻酔科,整形外科,精神科,総合リハビリテーション部,歯科麻酔科,薬剤部などでカンファ

レンスをして，病態を整理し，方針を決定している。慢性痛の病態が複雑なのは，情動と関連が強いからであ

る。本来痛みは，生体を守るための危険信号である。情動も同じく生体を守るための危険信号である。「恐怖

心｣などの情動があるから人は危険なものに近づかない。強いストレスなどによりこれらの回路が脳内で破た

んした状態が④なのではないかと私は考えている。治療法は,①②③の慢性痛であれば投薬をはじめとした加

療を行うが,④の場合は原因検索よりも， リハビリテーションが中心となる。そして， リハビリテーションを

効果的に行うためには信頼関係の構築と不安の除去，そして患者自身の理解と治療への参加が重要となる。

最近我々も小児の慢性痛に係わることがある。小児では，心身ともに発達段階でありさらに病態は複雑であ

る。それに，患児は両親の影響を強く受けている。成人への対応よりもずっと気を遣う･しかも治療の成否が

患児の長い人生に影響を与えてしまう。我々にとって大きなプレッシャーとなる。小児の'|曼性痛患者に対して

も単一の診療科ではなく，上記の｢痛みリエゾン外来」で診察している。しかし小児独特の難しさを感じるこ

とが多い。今後小児'|曼性痛患者の対応については小児科医の先生方にも参加していただけるとこの上ない喜

びである。

講演では以上について具体的に報告する。

（講師抄録）

2014年4月6日岡山コンベンションセンター
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"ﾘ目力脇医療の梛像

岡山大学医学部副学部長岡山大学小児血液・腫瘍科／大学院保健学研究科教授小田 慈先生

小児がんの治療成績は, 1960年代以降,着実に改善され,近年では, "curabledisease"と，捉えられるように

なりました。このことは,繰り返し行われた多施設共同研究により得られた多くのエビデンスに基づいた治療

が導入されたことによる成果と考えられます。

多施設共同研究グループの整備に加え， 日本小児血液・がん学会による専門医制度もスタートし，この秋に

は，第一回の専門医試験も行われました。小児がん対策は，現在進行中の我が国の対がん施策のなかの重要な

項目として，取り上げられ,小児がん治療施設の整備なども進んでいます。

小児がん医療に追い風が吹いてきた，やっと，小児にも"がん"が重要な疾患として，存在するということが

社会に認知されてきたと， もる手を挙げて喜んでいいのか・ ・ ・ ，いや，決してそうではありません。まだまだ，

小児がんの子どもたちの命を救う為，生活の質を上げるため，やらなければならないことは，たくざんありま

す。小児がん治療施設の整備も始まったばかりです。 また，専門医だけでの小児がん治療など出来るはずも

なく，多くの診療科,多くの医療職種の方々との連携によるチーム医療が不可欠であり，我が国においては，

特にこの面での改善が希求されています。

日本，そして，岡山大学小児科の先輩たちは第2次世界大戦後問もない時期から，世界の小児がん医療発展

の為に大きな役割を果たしてこられました。この知られざる事実をご紹介したいと思います。また現在,小児

がんとの闘いにおいて私たちが持つ，最強の武器である多剤併用化学療法や造血細胞移植による治療成績の

向上は，すでに限界に近づいています｡AYA世代：思春期～若年成人における，がん治療成績は，ほとんど改

善が見られず,現代のBlackBoxとも言われています｡有効な新薬や分子標的治療剤の認可には，多大な労力

と時間を要し，世界に遅れをとっています｡今こそ,Breakthroughが必要な時と考えます｡現在の我が国の

小児がん医療にかかわる問題点と，それらの解消に向かって，将来の小児がん医療のあるべき姿へ,私なりに

考えていることを，お話させていただければと思います。

（講師抄録）

"14年10月恥日岡山コンベンシヨンセンター
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～水痘ワクチン定期とにあたって

川崎医科大学小児科教授中野貴司先生

近年の予防接種制度の推移は目まく、るし<，多くの新しいワクチンが導入され，同時接種や接種時期など運

用面でも改定が行われた｡Hibと小児用肺炎球菌ワクチンという髄膜炎など侵襲性細菌感染症を予防する2つ

の結合型ワクチンは，その普及により小児期重症疾患の疾病構造に変化をもたらした。

2014年10月から水痘が定期接種A類疾病となり，全国の1歳以上3歳未満の小児を対象に2回接種が開始

された。接種間隔は3か月以上開け, l回目の6～12か月後に2回目接種を行うのが標準である。

水痘は小児期の軽症疾患と考えられがちであるが,決してそうではない。細菌の2次感染，熱性けいれんや

肺炎，中枢神経合併症などにより辛い経験をする小児の数は相当数にのぼる。また，基礎疾患や治療薬の影響

により免疫低下状態にある宿主では水痘が重症化することが知られており，細胞性免疫障害では特にその頻

度が高い。妊婦や新生児，さらには成人の重症化もしばしば報告されている。ワクチンの普及により本疾患の

発生を制御し，健康弱者を含めて社会で暮らす総ての者を水痘の脅威から守ることは，予防接種本来の目的に

かなっている。

おたふくかぜ,B型肝炎，ロタウイルスのワクチンについては，定期接種化に向けての検討が継続されてい

る。どれほどの有効率で対象疾病やその合併症を予防できるか，すなわち有効性の評価はワクチンのベネフィ

ットを論ずる際に欠かせない要素である。一方,免疫反応を惹起する予防接種により，身体に不都合な症状，

すなわち副反応が起きる確率は零ではない。副反応の発生する頻度やその重篤度を的確に把握し，ワクチン接

種にともなうリスクを明示しておくことは，予防接種制度の適切な運用において必須である。

定期接種化に際しては，当該ワクチン導入による費用対効果の評価も加味されることが想定される。有効性

と安全性,双方の観点から起こり得る事象に関して，医療経済効果が解析される。適切な手順を経たうえで定

期接種ワクチンがさらに増加し，わが国のワクチン・ギャップが解消きれ,予防接種先進国となれることを願

いたい。

（講師抄録）

2014年10月9日岡山国際交流センター
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蕩篭霧

熱性けc)れんへの伽『と痙禦重磧

東京大学医学部小児科教授岡 明先生

熱性けいれんに関しては，現在日本小児科学会でガイドライン作成が進められていますが,今回は,2008年

のアメリカ小児科学会の臨床ガイドラインや最近のCochraneReviewを参照しながら，我が国の特性も考慮

した現場での対応を考えたいと思います。特に，ジアゼパム座薬による予防について考える際には，我が国で

は熱性けいれんの頻度が高く， またいわゆる複雑性熱性けいれんの中に痙箪重積例も少なくないことを考慮

する必要があると考えます。乳幼児期の有熱時の痙鍾重積と，その後遺症としての海馬硬化の問題はよく知ら

れており，その点も考盧した対応が現実的であると思います。また，我が国の特性としては，有熱時の痙鑿重

積等で発症する急性脳症の頻度が高く，痙箪の予防の観点が特に重視されると思います。

痙華重積については，以前は30分経過したものということになっていましたが,最近の救急の場では5分以

上などとする考え方もでてきています。その判断には特に救急検査としての脳波検査が有効であり，どの施設

でもいつでもできる検査ではないかと思いますが，その重要性を強調しておきたいと思います。実際の治療と

しては，静注製剤としてのフェノバルビタールおよびホスフェニトインが使用できるようになり，保険適応外

のミダゾラムと併せて施設ごとの基準で選択して使用されていると思います。脳波による適切な重積の評価

と， こうした薬剤による管理で,痙鍾重積によって負荷きれる脳損傷の予防を確実に行うことが， 日々の臨床

として重要であると考えます。 （講師

抄録）

(抄録の追加）

熱性けいれん(FebrileSeizure)の病態

なぜ,発熱時に痙箪するのか？

FSに関連してけいれん準備性に影響を与える因子は，体温上昇, IL-16, IL-6, IL-10,GABA,

ウイルス感染，アデノシンなどがある。FSの原因となる遺伝因子もある。基本的には多因子遺伝と考えられ

るが,濃厚な家族歴を有する家系では，浸透度の低い常染色体性優性遺伝を示す。すなわち，遺伝子異常(多

因子) ・イオンチャンネル・GABA受容体・サイトカインなどの家族歴が関与する道,体温上昇・神経系の

未熟性・抑制系の未発達･GABA･アデノシン関連などが関与する道，サイトカインの上昇(IL-1β等）

の関与する道が複雑に絡んで痙箪発作を起すと考えられている。

アメリカ小児科学会(APP)の臨床ガイドライン(2008)を参考にした熱性痙蕊の対応について述べる。

単純性熱性痙箪の定義は, 1.痙箪持続時間15分以下2.発作時の症状に左右差など局所的要素なし

3. l回の発熱に際して1回の発作(全体の約75%とされる）

1つでも該当しない場合には複雑型熱性痙箪とする（日本ではその他に，発達遅滞等の神経学的異常所見が

ないことも単純性の条件とすることが多い）

APP単純性熱性痙鍾の長期予後これまでのエビデンス

l.繰り返しても知的発達への影響なし 2．てんかんの発症に統計的に関連しているのは,@12か月未満

に初回発作,②複数回の発作の既往,③てんかんの家族歴ありなどで，こうした場合には，てんかんの発症は
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やや高い(24％） （その他神経学的異常や発達遅滞,複雑性熱性発作,家族歴の3つの因子のうち， 2つ以上

があると10％程まで上昇）3．熱性痙箪の発作再発率は初回発作12か月未満で50％， 12か月以降30％， 2回

目の発作があれば3回目以上の発作があるのは50％ 4．死亡のリスクは特にない

その他再発率に関連するリスクとして①両親か片親の既往(再発率50％）②発熱から痙筆までの時間が

短い③38度に近い比較的低い発熱で痙鑿などのすべてが当てはまれば8割が痙箪再発の可能性あり。

APPの単純型熱性痙鍾のガイドラインでは，有熱時のジアゼパム使用は予防に有効としている。二重盲検

試験で，ジアゼパム(経口)の0.331ng/kgの間隔8時間で2回投与により，発作再発は44%減少｡但し，ダイアッ

プ使用には否定的意見もある。APPは長期予後が変わらないから不要とも言うし，気道分泌の増加があるの

で,気管支炎では問題としている。単純性熱性痙鑿の再発率は50％程度なので，ルーチンの投与は不要ではな

いか， また，急性脳症の専門家は，痙掌発作時に使用した場合,痙掌後の意識レベルの変化が分かり難くなると

指摘する。しかし，ジアゼパム坐薬の間欠投与は,6か月から36カ月の対象では，いずれも発作再発リスクを低

下させていることは確か。しかし,CochraneReviewのまとめには,"Noclmicallyimportantbenefits''とある。

日本でのダイアップ使用への積極的意見は次のような点にある。すなわち, 1.ちゃんと間に合えば多くは

予防可能2． 日本では痙箪重積リスクが大きいので予防が大事3．家族の心理的な不安を取り除くことは

大事4．痙蕊で受診した場合に,何もしないという選択肢は，医師として取りにくい5．副作用の眠気や失

調(ふらふらする）などがあるが,元来健康な児ではあまり気になるものではない6．薬も出さないで痙愛し

た場合などには，クレームがくる場合がある，などが肯定的意見である。

わが国で考盧すべき特殊性と課題には，次の点がある。 1.痙鍾重積例が多い印象がある 2.急性脳症の

頻度が高いなどがあるので， 日本では熱性痙箪の予後が良好とばかり強調しないで， もう少し慎重に考える必

要がある。

熱性痙箪重積では，後遺症を来たす可能性がある。すなわち，海馬(内側側頭葉)硬化である。急性脳症の問

題としては， ①アジア人に多く，欧米ではあまり問題にされていない②後遺症も高度で社会的な問題であ

る③痙鍾重積とも関連がないとは言えない， といった点が挙げられる。

しかし，海馬硬化は痙蕊重積の原因か結果かが判然としていない。更に，海馬硬化では数年後に側頭葉てん

かんが発症し，一般に難治であることが知られている。

有熱時のジアゼパムの使用に関する演者の個人的意見は次の通り。

l.予防は必須でないことを説明する。 2.最終的には親の心配の度合いで使用を決める。 3.ダイア

ップは少なめに計算する。0．3－0．4囎/kg/回程度×2回最大量は6囎が基本4．副作用の出方には個人

差あり。2回投与の眠気・ふらつきを次回の外来で聞き取る 5．4－5歳でも熱性痙箪を起こす子で坐薬を嫌

がる場合は内服としても可(但し，保険適応外） 6．投与目安の体温は個々のケースで対応7．予防投与の

対応期間は発作回数や発熱のエピソードを参照する。

APPのガイドラインでの抗てんかん薬の連日投与による予防については，フェノバルビタール，プリミド

ン，バルプロ酸の連日内服により，熱性痙箪の再発予防は可能であるとしている(CochraneReviewではバル

プロ酸の有効性は否定)が,副作用が問題。リスクベネフイットの観点では，副作用＞効果(熱性発作の予後は

良好)なので,基本的には適応はないとしている。（適応となるとすると，重積する場合でダイアップなどが間

に合わない，発熱の程度が低い等の場合のみ）

熱性発作(痙筆)既往のある児への併用薬の注意について。テオフイリン，解熱薬等が考えられる。

テオフイリン関連けいれんの概念

テオフイリンの薬理作用としてアデノシン受容体拮抗作用がある。アデノシン受容体(Al)には痙箪抑制
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効果=>結果としてテオフイリンは痙箪を抑制しにくくする。更に，中毒域の高濃度では,痙箪誘発性がある。

それ以下の濃度でも痙箪準備性,特に痙箪を頓挫させにくくする可能性が考えられる。

テオフイリン関連痙箪の臨床像(塩見2009）

l部分発作症状が多い 2痙箪重積が多い 3多くは発熱あり 4 6歳以下がほとんど 5ジア

ゼパム（有効率46％)やフェニトインなどに抵抗性ニバルビタール製剤が必要な場合が少なくない6血中

濃度は治療域7．後遺症を残す例は痙箪重積型脳症に類似=>痙箪重積型脳症の原因の一つ？

解熱剤の使用について

1 .解熱剤を使用して一度体温が低下した後に再度上昇する際に，熱性発作を起こすこともある。→使いた

くないという保護者もいる。 2．アセトアミノフェンの使用にて熱性痙箪の変化は見られず,特に予防効果

はない。 3． しかし，有熱時の不快感などを緩和する目的での使用は構わない。二保護者には， メリット，デ

メリットを説明し，高熱の際に保護者の判断で使用することは可。

熱性発作とてんかんの関係,脳波検査の適応など。

熱性痙箪の児にも脳波異常は見られるので,脳波で厳密なてんかんの鑑別はできない‘

痙箪（てんかん)重積への対応について。

典型的な全身性強直間代痙箪とは，強直相1~20秒間代相～30秒発作後の筋収縮 数秒～4分｡平均

の二次性全般化強直間代痙箪の持続時間は53秒(KramerR,1992)62秒(TheodoreW,1994)と言われている。

Statusepileptics (SE) (てんかん重積)の従来の定義は, 30分以上持続，あるいは断続して起こり，意識の

覚醒が確認できない。しかし, 30分は不可逆的な脳損傷を起こす目安とされたが,必ずしもその根拠はない。

臨床現場での判断は30分待つわけではない。5分以上持続すればImpendingStatusと判断する。どれだけ

持続した場合に臨床的に重積としての積極的な治療が必要かが重要｡5~10分以上持続した痙箪は，すぐに頓

挫する可能性は低い。動物実験の結果からは30分以内の重積でも神経細胞の損傷は生じる。痙箪が持続して

から薬剤を投与しても有効性は低い。以上のことから, ImpendingStatusの考え方を取り入れて，最近のガイ

ドラインでも「5分以上」を定義としているものもある。

訴に受診し7

対応の流れ

た場合の初期けいれんを主

:痙筆が止まってい
#ない可能性あり

卜
痙拳は止まって

いるか､発作の

再発はないか

痙牽重積または群

発として治療‐’

□｡■■■■■申abq

次第に

改善
i痙輩は頓挫している； 痙垂後一過性

意庫レベル低下
。■■■■■■■■■■■■■■ぬ■■■■■■■

意識障害あり
■●■■■●■■崎■◆自律■申帥､車■甲■■■ 時間

経過
竃識は渭明か

急性田症･髄膜

炎の可能性

●■｡▽ ■

：持絞
■●■■□●■■④

;意職障害なし

異常所見あり
一

一詳細な診察～

頭蓋内圧冗進所見

一髄膜刺激症状一
原因･病態の精査

頭部CT検査

脳波検査

髄液検査

＝

|熱性発作’
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非痙箪性てんかん重積(NCSE)は脳波検査で鑑別可能。症例：異常行動見当識障害, JCS : 1-3,

応答は緩慢。前頭部優位に3-4HzdiffUsespike&waveが，ほぼ持続的に出現二DZP投与20秒後に覚

醒し見当識も回復。

FEBSTATによれば,救急部門で重積状態であると認識されていない場合が少なくないことに注意喚起さ

れているという。

重積状態かどうかの判断はまずは脳神経細胞の興奮状態を判断することである。①痙箪，筋の収縮，強

直や間代があるか－－→呼吸抑制はどうか②意識障害はあるか③交感神経興奮状態はどうか(心拍数増加，

血圧上昇,体温上昇，瞳孔散大）

けいれんに関しては，比較的観察がし易い部分的な強直や間代けいれんを見逃さないように注意する。意識

障害に関しては，発作後の一過性意識障害や正常な睡眠との区別が困難。交感神経興奮に関しては，瞳孔の所

見が重要で，発作頓挫すれば縮瞳，時間経過で観察して散瞳すれば発作と考える。1歳半までは髄膜刺激症状

が出にくいので，重積の際には原因検査を積極的に行う。予防接種歴も確認が重要。もしも，スケジュール通

りに細菌性髄膜炎ワクチン接種がしてあり，髄膜刺激症状がなければ細菌性髄膜炎の可能性は低い。髄液検査

を行わない場合には，その後の経過をしっかりと観察する。髄液検査は, CT検査後に施行。

小児のてんかん重積状態の治療フローチャート

静脈確保

↓ ↓
l 気迫確保酸素投与 ｜ 可 祠

ジアゼパム注射薬の注賜

ジアゼパム小児0.2～0.5mg/kg(0.04～0.1ml/") I (小児0.2～0.5mg/k9,成人で10～30mg）
＜5分第 ゆっくり原液で静注最大且'0,8(2m')岬注 あるいはﾐダゾﾗﾑ注射薬の口腔･鼻腔投与｜

（小児0.3mg/k9,成人10mg）

｜ ’ けいれん縛騒 ｜ ｜選 1

10分塁 ゞｧ笹,遡厨愛露擬与震た!' | j,ぃ掘撰爵j鑑識鱒" |
ミダゾラム0.15mg/kgを鮮注 山

｜----
（1mg/分）

‐__________↓_______‘戸________|謬雛同量露投与｜
ツ

フェノバルピタール(ノーペルパール｡)*
痙筆群発抑制または再発予防目的

10mg/kg‐効果を見て10mg/kg追加 〃 フエニトイン(アレピアチン●） 20mg/kg(0.4ml/鞄）
または20mg/kg 希釈して20分で点滴静注追加5mg/kg可

第 2mg/r/分で点滴静注 またはﾎｽﾌｴﾆﾄｲﾝ(ﾎｽﾄｲﾝ･)225mg/kg
↓ ’0分で点滴静注

20分選 ， けいれん消失 ， ’心量…序叢ﾓﾆﾀｰ｝
択 ↓ 、し｜ けいれん清失 ｜
薬 章漣同復の確醒 心

または脳波の評伍
室亜同復の確配または圃波の酵個

要すれば維持療法

吟諏扇斎-固_雪妾鍵溌耆‐
フェノバルピタール

zs～Sm誹副日分1 斗

30～60分．-.---__－－－－－－－－－｜
■rー､r *ここで､二次選択薬剤を

麻 ｜ 脳波ﾓﾆﾀﾘﾝグ･全身麻酔 ’ 素鎧涜議鋳
酔 ﾁｵﾍﾟﾝﾀｰﾙ ﾐダゾﾗﾑ ﾌﾟﾛポﾌｵｰﾙ 特に望ましい場合等では
薬 3~5mg/kgで静注 0.15mg/kgを静注 ，~2mg/kgで静注 蔬ﾄｲﾝ･ﾎｽﾄｲﾝを

1～5mg/kg/時で点滴 0.1～0.5mg/kg/時で点滴 2～5mg/kg/時で点滴

ジアゼパム注射薬の注賜

（小児0.2～0.5mg/k9,成人で10~30mg)
あるいはミダゾラム注射薬の口腔･鼻腔投与

（小児0.3mg/k9,成人10mg）

ジアゼパム小児0.2~0.5mg/kg(0.04~0.1mI/昭）
ゆっくり原液で静注最大丑10mg(2mI)岬注

｜ ’

｜ﾅい

けいれん一ロム同量再投与または

ム0.15mg/kgを鮮注
（1mg/分）

十一一一一一一言

ジアゼパム同量再投与または

ミダゾラム0.15mg/kgを静注
（1mg/分）

｜勢職一一一＝■ー一一一一

n l一蕊フェノバルピタール(ノーペルパール｡)*

10mg/kg‐効果を見て10mg/kg追加
または20mg/k9

2mg/幅/分で点滴静注

痙筆群発抑制または再発予防目的

フェニトイン(アレピアチン●） 20mg/kg(0.4ml/鞄）
希釈して20分で点滴静注追加5mg/kg可

またはホスフェニトイン(ホストイン･)22.5mg/kg
lO分で点滴静注

（心宙四歩血拝をモニター)

希釈し

または赤

章識向復の確瞬

または脳波の評伍

要すれば維持療法

フェノバルピタール

zs～5m誹国日分1

室亜回復の確鹿または唾適の酵個

要すれば維持療法

ﾌｴﾆﾄｲﾝ5~8m”日分Z
ﾎｽﾌｴﾆﾄイン5~7.5,唖kU日分,~Z

＊ここで､二次選択薬剤を

フェノバルビタールとした

が､意臓レペルの観察が

特に望ましい場合等では

フェニトイン･ホストインを

使用。

チオペンタール

3～5mg/kgで静注
1～5mg/kg/時で点滴

ﾐダゾラム

0.,5mg/kgを静注
。.,~0.5mg/kg/時で点滴

プロポフォール

ユ～2mg/kgで静注
2～5mg/kg/時で点滴

小児の熱性痙箪と急性脳症の治療指針について， 日本小児神経学会では，現在ガイドラインを作成中。急性

脳症についても作成委員会が組織され‘作業が始るのでこれらが発表されたら参考にして欲しい。

（文責：山岡秀樹）

2014年3月26日於倉敷国際ホテル
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鵬灘議慧

"帽の血栓症と血荏性顯～鰈と止血のかかわり～

山口大学大学院医学系研究科小児科学分野教授大賀正一先生

止血機構は，すべての動物が備える出血に対する基本的な生体防御反応である。これは感染に対する重要な

生体防御機構である免疫システムと深く関わっている。凝固系と補体系には構造や機能の類似点も多い。感染

症に伴ってその数が変動する好中球と血小板は，止血血栓の開始機転に必須であり，最近とくに好中球の重要

性が強調されている。好中球によるneutrophilextracellulartraps(NETs)や感染早期に産生されるフイブリ

ノゲンや炎症性サイトカインは，免疫と凝固を結ぶ重要なメデイエーターである。血栓には，血管の傷害部位

からの出血を阻止する「生理的血栓」と，何らかの病態により血管内で形成ざれ組織および臓器の血液循環を

障害する「病的血栓｣がある。局所における止血血栓の形成と退縮には凝固線溶系が不可欠であるが，それ以

外の部位では凝固制御系により病的血栓の形成が阻止されている。

こどもに血栓塞栓症がおこることは稀とされ， これまであまり注目きれてこなかった。日本人は欧米人より

血栓塞栓症の頻度が低く，食生活などの環境因子とともに， 日本人にはみつからない血液凝固第V因子ライデ

ンやプロトロンビン多型による遺伝的背景がこれを説明すると考えられてきた。小児期の血栓症は，新生児期

と思春期にその発症のピークがあり，近年先進国で報告が増加している。これは，新生児医療,心臓外科手術，

小児集中治療，そして画像診断の進歩による影響が大きい。中心静脈カテーテル，人工弁，長期臥床などは小

児における血栓塞栓発症の重要な誘因である。自然抗凝固因子であるプロテインC,プロテインSおよびアン

チトロンビン欠損症は，その他の遺伝性血栓症と比較して血栓発症のリスクが高いため，早期診断の重要性が

注目されている。一方， これらの抗凝固因子活性は，多くの凝固因子と同様に，成長とともに生理的に上昇し

ていく。また，ビタミンK欠乏症や感染症など,新生児および乳幼児に特徴的な要因がこの活性値に影響する。

したがって，小児期にこの3大抗凝固因子の先天性欠損症を診断することは容易ではない。

歴史的に， このプロテインCの先天的欠損あるいは後天的欠乏は新生児や重症感染症にみられる電撃性紫

斑病の原因として知られていた。プロテインCは血管内皮のendothelialreceptor (EPCR)に結合し， トロン

ボモデュリンと活性化トロンビンの複合体によって活性化される。活性化プロテインCは抗凝固作用以外に，

直接的な抗炎症および細胞保護作用をもつ。臨床的にもトロンボモデュリン製剤や活性化プロテインC製剤

が播種性血管内凝固症候群を合併する敗血症に有用であることが示唆され,小児の使用に関する知見も集積

されつつある。私たちは日本人の新生児と小児における遺伝性血栓症の分子疫学を明らかにして，プロテイン

C異常の重要性に注目してきた。本講演では自験例を紹介しながら，感染症と止血機構の関係，そして血栓症

の遺伝的背景に関して，基礎と臨床を結ぶ最近の知見を概説した。

（講師抄録）

2014年7月23日於倉敷国際ホテル
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〆

（倉敷W目科…第796回婚勗謬から

唖匿逼

､〃力勵＆〃Cわwの 僻う急雌の発帛と鵬

岡山大学大学院小児医科学講座教授塚原宏一先生

小児急性脳炎・脳症の臨床的特徴と病態の理解，それに対する治療と管理はこの1O年間で著しく進歩した。

それは， とりわけサイトカインストーム型のインフルエンザ脳症患者の診療現場で明らかである。一方，脳

MR検査(拡散強調画像:DWおよびApparentDiffusionCoefficient:ADC)の理解と小児診療での普及に伴い，

せん妄や痙箪を特徴とするClinicallyUild旦ncephalitis/旦ncephalopathywithaEeversiblegplenial lesion

(MERS=脳梁膨大部に一過性拡散低下を伴う軽症脳炎・脳症）も広く知られるようになった。あるいは，

MERSへの臨床的興味がDWの小児脳症患者への応用を少なからず後押ししたとも表現できる。

本発表者は多くは予後良好のこの症候群を早い段階で報告し（ロタウイルス脳症-JCAT2002(図1),抗不

安薬内服-EurRadiol2003,サルモネラ脳症-EurNeurol2003(図2)) |Tada,Takanashiらと1つの急性脳

炎・脳症症候群(=MERS) (Neurology2004)として提案し，その概念の普及に努めた経緯がある(Current

MedicallmagingReviews2005(図3))。

今回の発表では，急性脳炎・脳症の診断と治療(｢インフルエンザ脳症ガイドライン」より）に触れた後小

児のMERS患者の脳MR画像を多数紹介しながら(AJNR2006, JNeuroradiol2006など)それらを分類して

病態を考察することで,MERSへの理解を深めたいと考えている。最後にMR-DWの小児診療での応用の展望

について述べた。

(講師抄録）

2002年2月…

2歳女性

ロタウイルス胃腸炎
全身けいれん

Day3 1

ADC=0.13xlO-3mm2/sJ

Dwl

KobataRTSukaharaH"NakaiA,etal.TransientMRsignaichangesinthespleniumofthecorPus
callosuminrotaVirusencephalopathy:valueofdi仔Usion-weidltedimaging.
JComputAssistTomogr2"2

図1
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2001年2月…9歳女性サルモネラ胃腸炎
堂44麦

’

DW皿ADC=0.45xlO3mm2/s 七b

I■■■■■■■■■■■■■■■■■

IAIIHigh lAIIHigh

KobuchiN,TsukaharaHgKawamuraY,etal.Reversibled肝fUsion-weidTtedMRfindingsof
Salmonellaenteritidis-associatedencephalopathy.EurNeurol 2003

図2

司

的脳画像所見"可

#AIesioninthecentralpartofthespleniumofthecorpuscallosum

#SlightlyormarkediyhighsignalonT2-weightedimage

#LowsignalorisO-signalonT1-weightedimage

#Noenhancementoncontrast-enhancedimage

#ReStricteddi仔usion(markedlyhighsignal)ondrfUsion-weightedimage

#ReversiblewithinlweekaftertheinitiaIMRinpatientswith

encephalitisorencephalopathy

#Reversiblewnhinseveralweeksormonthsa代erthe initialMRin

drugspatientswnhorwithoutepilepsyreceivingantiepileptic

MaedaM,TsukaharaH・Transientbcal lesionsinthespleniumofthecomuscallosum

withrestrictedd肝usion:anenigma・CurrentMedical ImagngReviews2005

図3

(抄録の追加）

小児急性脳炎・脳症の病因の中で最も多いのはインフルエンザによるもので24％を占め小児急性脳炎．脳症の病因の中で最も多いのはインフルエンザによるもので24％を占め，ついでHHV

6（10％）がこれに次ぐ。インフルエンザ脳症が疑われる症例では，当然インフルエンザ脳症治療ガイドライ

ン（平成21年9月改定）による治療を行う。重症インフルエンザ脳症に対しては集学的治療が必要である。イ

ンフルエンザ脳症は， 日本においては，患者数も死亡率も減少している。その初発神経症状は，新型インフル

エンザではけいれんと異常行動がほぼ同数の34％であるが,季節性では，けいれんが56％，異常行動が16%

で，様相が異なっている。

MERSは，基礎疾患が不明であり，経過は急性，薬剤などの特定危険因子は知られてな<,中枢神経障害

は局在性である。DIC･多臓器不全はまれ,血球貧食症候群もまれ,頭部画像所見で脳梁膨大部の浮腫が見

られる。治療は支持療法のみである。
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拡散強調画像(DW),および水拡散(ADC:apparentdiffusincoefficient)は，障害を診る方法で,DW

highの場合,ADClowとは限らない。DWhighはADClowの影響をおもに受けるが,T2Whighの影

響もいくぶん受ける撮像法である。ADClowT2WhighDWhighがこのl0MERS"である。水拡散(AD

C)は乳幼児の方が高い(みずみずしい)。このMERSの最初の報告は4つの国際雑誌に拒絶されたと言う経

緯がある。しかし， 「可逆性脳梁膨大部病変｣ならば予後良好とは限らないし， 「可逆性脳梁膨大部病変｣が現れ

ないことさえもある。これをClinicallyMildEncephalitis/EncePhalopathywithReversibleWhiteMatter

lesions "MERWM"と言う。

「可逆性脳梁膨大部病変｣を呈する症候群は脳画像検査一拡散強調画像が撮られていることが条件になる。

その分類は

．可逆性脳梁膨大部病変が単独に存在するもの

･可逆性脳梁膨大部病変以外に可逆性性脳病変が存在するもの

･可逆性脳梁膨大部病変以外に不可逆性脳病変が存在するものの3つが存在する。 その病因には，

・ウイルス性・細菌性の脳症・脳炎が関連すもの

･抗けいれん薬・向精神薬投与が関連するもの

･それ以外(低血糖,低酸素・虚血,腫瘍など)のものがある。

髄鞘形成がなくても「脳梁膨大部病変｣が現れることがあるし，急性巣状細菌性腎炎,同症による「敗血症性

脳症｣などによって起こることもある。

｢可逆性脳梁膨大部病変」は次のことをもたらした。

l.新たな脳炎・脳症が確立された。

2．脳障害の病態生理の理解が進んだ。

3．脳炎・脳症治療の層別化が進んだ。

4．拡散強調画像,ADC計測が一般化した。

5．脳画像,小児感染小児神経が身近になった。 （この中で特に5が大きいと思う）

その後の経緯

健常児では，腎臓のADCは年齢とともに増加する。腎膿瘍ではADCは低下する。従って, CKDではA

DCでGFRを読める。すなわち,ADCは腎機能のbiomarkerになると言える。

結語

MRimagingmicsDiffusinonomicsという造語が出来た。

MRimagingの示すものは 「形状｣-｢機能｣｡｢障害」と表現でき， また，その臨床的効用は， 脳。他臓器

成人。小児とも表現することが出来ると言えるであろう。

（文責；山岡秀樹）

2014年ll月26日於倉敷国際ホテル
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｢悪談套

｢伊原木岡L1/県知事さんとの懇誹会』

日時：平成26年5月9日（金)19:30~

会場：ホテルグランヴイア岡山3階ルビーの間

参加者：伊原木県知事，中島道子，横山裕司，新垣義夫，江口直宏〃

國富泰二，籔内弘,駒澤勝 （敬称略）

話題：

l)県境の小児医療，各市町村の取り組みへの援助，アドバイス

2）小児医療の無料化あるいは補助

3）ワクチンの無料化への行政の取り組み

4）医療における患者さんの流れの仕組(検診,成育医療,療育施設等）

5）疾病と外傷の予防(小児生活習慣病虐待も含めて）

6）その他

次第： 司会：江口直宏 （敬称略）

1.開会ご挨拶：中島道子

2．伊原木県知事ご挨拶

3．乾 杯：駒澤勝

4． 自己紹介： （参加者名簿に肩書きを記載）

5．話 題①県境の小児医療等：新垣義夫

②小児医療公費補助，予防接種公費補助等：籔内

③県北の療育施設整備等：國富泰二

④疾病,外傷の予防等：横山裕司

⑤子育て支援等：駒澤勝

6．閉会ご挨拶：江口直宏

弘

＆毎面b夕
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病院だより

M1Z大輔院(/'姐御の沼7、

岡山大学病院小児科岡田あゆみ

日頃から，岡山大学病院小児科にご高配い

ただき，誠にありがとうございます。

当院では平成24年9月から，基本理念｢高

度な医療をやさしく提供し，優れた医療人を

育てます」の元に， 「小児医療センター」を開

設しました。各科を横断する院内組織とし

て，科を超えた診療・教育の充実を図ってい

ます。今回は，その現状も踏まえて，小児科

の近況をご紹介させていただきます。

別
１

、
一

一
§
一

ｍ
庁

舶

雨（
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酊

戸W庁■■■－1 ．

雲馨
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~甚 や
－

小児医療センター｣の概念図

｢小児医療センター」での診療・研究・教育

【小児医療センター】

小児医療は，周産期から成人期まで，子ど

もとその家族への対応をふくめ，対象や内容

が|幅広いことが特徴です。さらに，近年の医

療技術の向上や疾病構造の変化から，内科

系・外科系にとどまらず,遺伝相談やこころ

の診療まで幅広い領域が対象となります。当

院のモットーである「あなたのそばに先進医

療」を実現し，子どもの健康な発達を応援す

るため，平成24年9月に｢小児医療センター」

が開設されました。

当センターは，当大学病院の10の診療科

連携部門（＝「センター｣）の中の1つで‘全

国的にみても規模が大きく ，小児領域をバックアップする成人科との連携がしっかりしていることが特徴で

す｡現在，センター長の槇野博史病院長,副センター長・小児外科の野田卓男教授小児科(塚原宏一教授)の

もと。小児血液･腫瘍科(小田慈教授)，小児循環器科(大月審一教授)，小児神経科(吉永浩美科長代行・准教

授)，小児歯科(仲野道代教授)，小児麻酔科(岩崎達雄准教授)，小児放射線科(佐藤修平准教授）など多数の診

療科が参加し， 「横の連携」を大切にしながら子どもとその家族に高度先進医療を安全に提供できるよう努力

しております。また，院内の各診療科，各センター，各チームと協力・連携することで，統合的で質の高い医

療を提供するとことが可能となっています。

さらに，診療のみならず教育にも力を注いでいます。医師(医科・歯科)，看護師，放射線科技師，臨床検査

技師，薬剤師，保育士，学生など，多数の人々が診療に参加し，経験豊富で視野の広い職業人の育成が可能に

なっています。定期的に開催される合同カンフアレンスは，院外の先生方にもご参加いただけます。以下に開

催状況をお知らせします。ご興味のある方は是非，小児科医局（塚原宏-tsukah-h@cc.okayama-u.ac.jp,

TEL:086-235-7249,FAX:086-221-4745)までご連絡ください。
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「小児医療センター｣合同カンファレンスの開催状況

開催日時 内 容

｢小児の重症インフルエンザ｣(小児科）

｢ファロー四徴症,多脾症,内臓錯位を伴った胆道閉鎖症～診断と治療に

ついて」(小児外科）

｢難治のてんかん重積状態を来たし，外科治療を要した皮質形成異常の

1例」

｢小児神経科の新しい診断技術」(小児神経科）

｢当院NICU(NeonatallntensiveCareUnit)の現況」(小児科-NICU)

ｊ
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火
火

く
く

日
日

８
０
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月

５
７

年
年

５
５

２
２

成
成

平
平

回
回

１
２

第
第

第3回平成25年10月31日（木）

第4回平成25年ll月19日（火）

｢小児歯科領域で遭遇する疾患と全身的要因との関連～特に歯の形成と

口腔内の感染源について」(小児歯科）

｢腹部大動脈塞栓をきたし緊急カテーテル治療にて救命できた心臓腫瘍

症例の検討」(小児循環器科）

｢小児敗血症性ショックに対するECMO治療」(小児麻酔科）

｢小児白血病の診断,治療」(小児血液・腫瘍科）

｢小児固形腫瘍の画像診断」(小児放射線科）

｢小児の緩和ケア～緩和ケアチームの関わり」

｢小児に対するオピオイドの使用」

｢WholePersonCare｣(緩和支持医療科）

｢大学病院高度救命救急センターに小児集中治療医は必要か？」(救急科）

｢西病棟2階における看護師,保育士の活動とチーム連携～事例を通し

て医療チームでの役割を考える」(小児科-看護師・保育士）

｢急性心筋炎による入院加療が改善の契機となった不登校女児例」(小児

科一子どものこころ診療部）

｢小児呼吸器外科～兵庫こども病院での経験」(小児外科）

第5回平成26年2月4日（火）

第6回平成26年2月25日（火）

第7回平成26年5月21日（水）

ｊ
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月
水
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日
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月
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２
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成
成
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平

回
回

８
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第
第

第10回平成26年10月21B(火）

第11回平成27年1月28日（水）

【小児科の近況】

平成15年10月より長らく教室をご指導くださった森島恒雄先生が平成26年3月に退官され,平成26年8月

から塚原宏一教授のもと，新体制で診療に取り組んでいます。平成27年3月末現在,塚原宏一教授,小児循環

器科大月審一教授,急性疾患学講座池田政憲教授,小児血液・腫瘍科小田慈教授の他,23名の医局員が

所属しており， 4月からは医局員が29名に増える予定です。若い病棟医，中堅の指導医の切瑳琢磨によって

日々の臨床が支えられており，当院で経験を積んだ小児科医が,県内はもとより全国各所で活躍できる日も近

いと期待しています。

小児科外来：

小児科では，疾患別に専門外来を開設しており， 日替わりで診療を行っています。各グループが専門性を高

め， 「受診してよかった」｢紹介してよかった」と思っていただけるような医療を提供できるように工夫してい

ます｡平成25年度の小児科外来総患者数は14074人で，地域の先生方からのご紹介を多数いただき，大変感謝

しております。「待ち時間が長い｣｢予約が取りにくい」など,大病院ならではの課題もありますが， クラークの

配置やアメニテイの改善を行いながら対応しています。以下各専門外来の特徴を述べます。
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腎臓外来：

乳幼児,小児の進行した腎不全の治療としてCAPDを導入しています。またネフローゼ・腎炎等に対して

腎生検を行い，病態にあわせた治療を行っています。

循環器外来：

先天性心疾患を主として不整脈,心筋症,肺高血圧症などを対象疾患としています｡小児心臓カテーテル治

療件数では国内最多であり，また循環器内科と連携し小児不整脈カテーテルアブレーションも行っています。

血液・腫瘍外来：

造血幹細胞移植ができる施設として，多数の症例が県内外から受診されています。白血病だけでなく，脳腫

瘍をはじめとする固形腫瘍の化学療法にも取り組んでいます。

乳幼児健診・新生児外来：

早産児や低出生体重児の外来フォローを行い，身体面・発達面の支援を行っています。

アレルギー・膠原病外来：

食物負荷テストなど病態評価を行った上で，治療・生活指導を行っています。また，中四国で数少ない小児

膠原病の診療施設として， リウマチ性疾患の特殊治療(生物学的製剤）も実施しています。

感染症・消化器外来：

急性脳症や血球負食症候群などの重症ウイルス感染症の治療やPCRを用いた病因診断などを行っていま

す。ウイルス性肝炎のインターフェロン治療や，肝胆膵外科と連携して肝移植の必要な肝疾患の治療も行って

います。

内分泌・骨外来：

内分泌・骨疾患の特殊治療,代謝性骨疾患の遺伝子診断による病態の解析とそれに基づく治療法の開発な

どを行っています。

子どもの遺伝診療部(遺伝・代謝) ：

遺伝性疾患のお子さんを持つご家族やご本人へ，カウンセリングを行っています｡各種の先天奇形・代謝疾

患の診断と治療を行っています。

子どもこころ診療部(心身症外来) ：

小児の心身症,不登校養育の相談に乗っています。臨床心理士による，カウンセリングや非言語的治療(箱

庭療法,遊戯療法など）を実施しています。

小児科病棟：

小児の病床数は病院全体で50床， この中で小児科は西2階病棟(ベッド数44床,小児科32床,小児神経科

10床,小児外科2床）を中心に診療を行っています｡個室が12室,4人部屋が8室あり，個室の2室はバイオク

リンルームで同種骨髄移植を実施しています。平成25年度の退院数は616人で，白血病や固形腫瘍,蛋白漏出

性胄腸症など長期の加療を要するお子さんへの治療と共に，心臓カテーテル検査をはじめとする各種の診断・

検査入院も多数実施しています｡稼働率が100％を超えることも多く，感染症など個室が必要な方の入院をお
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引き受けできない場合,近隣の医療機関の先生方にご協力をいただいており大変感謝しております。

病棟は小さな社会であり，病気の治療だけでなく，子どもに各種の体験を保証し発達を促進・応援する場でも

あります。このため，当病棟では家族が24時間付き添える環境を提供しており，親子同室を基本としていま

す。長期入院の方が多いこと，生命予後が厳しい方も少なからずおられることから，子どもだけではなく，親

子や家族全体への支援を大切に考えています。また，病棟の特色として，プレイルームや院内小・中学校があ

り，長期入院であっても遊びや学習ができる環境を整えていることがあります。保育士は現在2名が配置さ

れ，遊びを通して保育支援を実施しています。プレイルームでの集団保育，病室での個別保育， さらに家族か

らの子育て相談にのるなど，活動範囲が拡大しています。院内学級は，鹿田小学校，桑田中学校から専任の先

生が配置されており，教室での学習はもちろん，体調に合わせて病室訪問もしてくださっています。

また，看護師・保育士の企画による季節ごとのお楽しみ会や，ボランティアの方達のご協力による絵本の読

み聞かせや演奏会なども開催しており，単調になりがちな入院生活でも体験が増えるように工夫しています。

子と＝もたちにとっても，院内学級で練習した合奏を家族やスタッフの前で披露するなどは， 「達成感」の得ら

れる楽しい活動となっています。以下に，保育士・看護師の取り組みの一端を御紹介します。
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，入院患児の|司胞(姉）に，弟の病気や移植母児の入院生活のことを知ってもらえるよう作成しました。スタ

ッフが，お姉ちゃんのがんばりもちゃんと知っているよというメッセージを込めています。

周産母子センター：

平成20年3月にオープンし，周産期疾患の管理や治療を専門に行う施設として地域周産期母子医療センタ

ーに指定されています。センターには母体23床と新生児18床(NICU6床十重症新生児病床12床)があり，産

科婦人科と小児科が協同して運営しています。小児医療センターの各科はもとより，麻酔科脳神経外科，高

度救命救急センターなどが,母体胎児，新生児の診療に当たっています。当院の特徴として，習|貫流産・不

育症などハイリスクの妊娠身体・精神疾患を合併した妊娠胎児期に胎児奇形が判明している妊娠の頻度が

高く，分娩や生後直ちに治療が必要な新生児が多いことがあげられます｡特に高度先進医療の胎児心超音波検

査による先天性心疾患の出生前診断には力を入れており，胎児心臓超音波検査専門施設の一つに認定されて

おり，産科婦人科心臓血管外科，小児外科と協力して診療に当たっています。また，周産母子センター内に

NICUを併設し，早産児を始め様々な合併症を有する新生児の治療に当たっています。
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【研修システムとこれを支える体制】

教育・研修システム：

当院では， 4年生時に全国共用試験CBT(ComputerBasedTesting:知識および問題解決能力を評価する

客観試験),OSCE(ObjectiveStructuredClinicalExamination:技能・態度を評価する客観的臨床能力試験）

を実施し，合格した学生をスチユーデントドクター(studentdoctor :SD)と認定し, 5年生からの基本臨床

実習ではチーム医療の一員として能動的に行動できるよう教育を行っています。「見学型」から「参加型」に実

習の形態は大きく変化し，多数のSDが医師やスタッフから指導を受けながら院内で活動しています。

研修医の方にとっても“魅力的な病院・小児科でありたいと思います。現在当院には小児科専門医が22名

所属しており，小児医療を幅広く研修することができます。また，小児医療センターでの研修では，各診療科

で様々な経験を積むことができるように，個別に相談してカリキュラムを組むことができます。興味のある方

は是非ご連絡ください。

ｷｬﾘｱ支援就労支援:

近年の女子学生数増加と共に，小児科領域では女性医師の増加とキャリア支援が重要な課題となっていま

す。当院では，医療人キャリアセンターMUSCATで,女性(看護師他を含む）の復職支援のための研修会など

が開催されています。また，平成22年度からは男女の別なく支援対象としたキャリアサポート事業が運用さ

れており，復職支援のトレーニングや勤務形態の相談が可能となっています。院内に保育園（なかよし園）や

病児保育(マスカット病児保育ルーム）もあり，子育て中の方が働きやすい環境整備に取り組んでいます。

小児科でも，多数の医師がこの制度を利用しており，平日のみの勤務など生活状況に合わせてキャリアを維持

しています。小児科でも，離職を減らし，色々な形で能力を発揮していただけるように努力しています。
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【最後に】

2013年4月に，岡山大学病院は全国10施設の中の一つとして臨床研究中核病院に指定されました。今後，国

際水準の臨床研究の実施や，医師主導治験でなければ実施困難な難病・稀少疾患・小児疾患等の開発での中

心的役割を担うことを期待されています。

小児科では，質の高い小児医療を今後も提供できるように頑張って参ります。また， これから研修を開始す

る先生方にとって，臨床，研究体制ともに充実を図り， 「他では得られない体験」と「仲間という財産を得る」

機会を提供できるようにと考えております。

地域の先生方との連携あってこその大学病院,小児科です。今後ともご指導ご鞭燵いただきますよう何卒よ

ろしくお願いたします。
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「ﾛｰﾛﾆ随碩司

心に移りゆくよしなしごと

旭川荘療育．医療センター小児科平 芳春

この度，岡山県小児科医会に入会を承認されました平芳春と申します｡旭川荘療育・医療センターで重症心

身障害児・者などの診療に携わっております。

以前から，子どもの心と現代社会には関心があり，いじめ，学級崩壊,不登校，ひきこもり，家庭内暴力,援

助交際,発達障害の増加など｢子どもの危機｣の本質背景などを理解できればと思っておりました。昨年， 日

本小児科医会｢子どもの心｣研修会(前期・後期）に参加しましたが,得ることの多い研修で, 「子どもの心｣を

深く勉強しようと思い,小児科医会に入会しました。

今回， 「リレー随想」に投稿するようにとの課題を与えられ,兼好法師ならぬ文才の乏しい身ですが｢心に移

りゆくよしなしごと」を書きつくりたいと思います。

趣味は敢えて言うとジョギング,読書などです。当院の付近一帯は自然環境に恵まれており，旭川の土手沿

いにジョギングを楽しんでおります｡初夏に黄色いきれいな花(｢オオキンケイギク」という北米原産の花だそ

うです)が咲き乱れる頃は最高に爽快です。年に数回は，蒜山マラソン大会，そうじゃ吉備路マラソン大会な

どの主に地元の大会に参加していますが， タイムは年々落ちてきています。最近は， 「参加することに意義あ

り，制限時間内完走」をモットーとしています。

龍ノログリーンシャワーの森,龍乃口八幡宮もすぐ近くです。龍ノログリーンシャワーの森には200種類以

上の樹木が生育し，森林浴やバードウオッチングも楽しめます。森の香りは心身へのリフレッシュ作用がある

と言われています｡小児科医会の会員の先生方も健康増進のため龍ノロ散策はいかがでしょうか｡受験の神様

として知られる龍乃口八幡宮は標高219mの北峰山頂にあります。参道は急峻で所々岩もごつごつしています

が,登りきれば境内からの岡山市街や児島湾,瀬戸内海の眺望がすばらしいです。

浅学非才の身で読書量も豊富ではありませんが,高校時代に読んだ五木寛之｢蒼ざめた馬をみよ」が面白く，

｢風に吹かれて｣， 「さらばモスクワ愚連隊｣， 「青年は荒野をめざす」などの五木作品を多読した思い出があり

ます。北杜夫,遠藤周作,水上勉，安部公房，岸田秀，沢木耕太郎，森村誠一，松本清張などの作品も比較的よ

く読みました｡最も多くの作品を読んだ作家としては弁護士でもある推理作家和久峻三があげられます｡赤か

ぶ検事シリーズなどの原作者としておなじみの先生方も多いかと思います｡話の展開が面白く，個性的で魅力

的な人物が登場する作品が多かったです｡小説を通して法律用語をわかりやすく勉強でき，法律や裁判に関心

を持つこともできたことも有益でした。最近は村上春樹の作品をよく読んでいます｡独特の文体やムラカミワ

ールドの魅力に引き込まれ， 「ノルウェイの森｣， 「海辺のカフカ｣， 「ねじまき鳥クロニクル」などの作品を読み

ました。河合隼雄と村上春樹の対談集「こころの声を聴く」は，村上春樹の｢深読み」に有益な本でした。島根

大学教育学部教授で臨床心理学が専門の岩宮恵子の｢思春期をめく、る冒険一心理療法と村上春樹の世界一」も

思春期の心と心理療法の視点から村上作品を分析・解読するユニークで興味ある作品でした。

名大女子学生殺人事件,和歌山小5刺殺事件,佐世保女子高生殺害解剖事件など青少年の凶悪事件が繰り返

し報道されています。これらは，ごく「特異な｣個人が起こした事件かもしれませんが,乳幼児期から思春期ま

での生育歴・家族歴や個人の素因子どもを取り囲む社会環境の変化なども考慮して，その根底に潜んでいる

｢見えない心｣の解明を試みることも重要だと思いました。「心の問題」も早期発見，適切な診断・治療，早期対

応(指導・療育)が有効で，医療・教育・福祉の連携,個々人に応じた支援の推進が重要と考えます。「子ども

の心」に関して見識を深め日頃の診療に役立てて行きたいと考えています。

20



Sag/"adaFaﾉ77/"a

岡山市保健所村尾正治

2014年8月にスペインを一人旅しました。バルセロナのSagradaFamiliaは完成まで300年以上かかるとさ

れていましたが,観光客の増加による建設費の確保により，設計したAntoniGaudiの没後100周年目にあたる

2026年の完成を目指し急ピッチで建設が進んでいます。生誕のファサードから入ると，ステンドグラスから

の七色の光が輝き，見上げるとすばらしい絶景(写真)が待っていました。次は完成の頃に，ぜひ再訪したいも

のです。
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内なる言葉外に出てゆく言葉

清音クリニック上田美子

昨年の今ごろは東田直樹ざんの「自閉症の僕が飛び跳ねる理由」を読んでいて，他人が勝手に自閉症の方の

気持ちや行動の理由を推測するのと，ご本人の思いとにこんなにギャップがあるのか， と思いました。東田さ

んの内面の豊かな世界も障害を理解されないことによる苦しさも切々と伝わってきました。

「病気で話すことが出来なくなった，障害があり話すことができない， うまく話せない，そのような方の本

当の気持ちを知りたい， と思ったことはありませんか？どの方も話し言葉のコミュニケーシヨンがむずかし

いだけで，心の中には豊かな言葉を持っています。

話すことはできないのは，話すという機能の障害であって，言葉が理解できない。深い思いがない。何も考

えていないという事ではありません。

どの方も何らかの形で言葉を表すことができるのです｡』

上記は，昨年8月23日に総社市の山手公民会で開催された柴田保之先生(國學院大學人間開発部初等教育教

授)の講演会｢みんな言葉を持っている」のチラシの冒頭の文でした。気になり参加しました。

柴田先生の講演会では，柴田先生の独自の方法で，障害があり通常の方法ではコミュニケーションがとれな

い方の言葉を外の世界に表出する手助けをされ,障害の重い方同士の話し合いも先生通訳のもと行われ,その

内容は私にとってはまきにカルチャーショックでした。支援学校の小学部の通常の会話は全くできないお子

さん達の車いすで輪になった討論会がすごかった。また，その辺りを常に動き回っていて，柴田先生の顔もま

っすぐ見ないお子さんが,短い時間でしたが落ち着いた言葉で語られていました。

私が一番ショックだったのは,小さい時から顔みしりの知り合いの娘さんの事でした。彼女は生まれつきの

全身的な病気があり，知的な遅れもあり特別支援学校に行き，卒業後は施設で暮らしています｡今20歳代後半

ですが,小さい時は多動があり，最近でも何か質問しても言葉としての返事は殆ど無く,yesかnoを並べて選

んでもらうだけでした。それが何と長文のすばらしいスピーチをしてくれたし，小学生が多い中，彼女が年上

だったため，討論会の締めの話を依頼されてもアドリブでぱっちりしゃべりました。施設の職員をねぎらった

り， 自分の役割・これからやっていきたいこともよく考えていて語りました。ず－つと子ども扱いをして，長

い間上から目線で応対していた自分が恥ずかしかったです。知的障害というけれど,それって本当は何なのだ

ろう？と思いました。見た目と内面のギャップをここでも痛く感じたものでした。

コミユニケーシヨンの方法として，パソコンやスイッチを工夫した器械を使う方法もありますが， 【介助を

うけながら】指先を相手の指先に軽くふれて字を書く指談(ゆびだん) ・筆談もあり，根気よくやっている内に

親兄弟や支援の先生との会話が可能になった人， とても早く訳せるようになった人などが少しずつ増えてき

ているようです。わかっているし考えているのに表現できず理解されなかった世界に少しずつ日がさしてき

ているのでしょうか。

参考

中村直樹著｢最重度の障害児たちが語りはじめるとき」

柴田保之著｢みんな言葉を持っていた」－障害の重い人たちの心の世界一

東田直樹著「自閉症の僕が飛び跳ねる理由」

草思社

オクムラ書店

エスコアール
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’

はなちやん

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院石原明子

「はなちやん! 10歳のおたんじよう日おめでとう ！ 」ペットの保険会社からカードが届きました。「もう10

歳なんだ～」と10年も過ぎたことに驚きました。はなは10年前に我が家に仲間入りした柴犬です。

夫の転勤で倉敷に転居してきて3～4年たった頃に家を建てました。それまではずっと官舎住まいでしたの

で,三人の子どもたちの声や足音など,常に階下や隣家を気にしながらの生活でした。楽しそうに遊んでいる

子どもたちに｢静かにしなさい！走り回らない！ 」と叱ることも多かったと思います。それだけが理由ではあ

りませんが,地元でもなく親戚もいない倉敷に家を建てることを決めました。そして，それまではせいぜい金

魚かカブトムシかハムスターしか飼えませんでしたが,初めて犬を飼えるようになったのです。

私はもともと猫や犬が好きだったのですが,小さい頃に飼った経験はありませんでした。学生時代に大家さ

んの眼を盗んで迷い猫を飼ったのが初めてでしたので，子どもたちとわくわくしながらペットショップを見

て回りました。チワワやトイプードル． ．みんなかわいい。そしてほとんどポメラニアンに決まりかけていま

した。でも，これが「ビビビ． ．と来る」ということでしょうか｡値下げされていた柴犬と目が合ってしまいま

した。売れ残ったのでしょうか？結局，その子を連れて帰ることになったのでした。はなと名づけ，それから

は子どもたちも「はなが起きた」「はなの水がない」「はながトイレシートぐちゃぐちゃにした」とはな中心の

生活。まるで弟か妹が生まれたみたいでした。実は，犬を飼うことにした一つの理由があります｡家をかわっ

てから確かに｢静かに歩いて！ 」と子どもたちを叱ることは減りましたが兄弟げんかは相変わらずでした。ほ

とほと参った私は「そうだ！ここで家族システムを変えるためには． ． 」と思いついたのが犬を飼うことでし

た。犬が家族のメンバーに加わることで家族システムが変化し，兄弟葛藤が緩むのではないか，アニマルセラ

ピーというのがあるくらいなのだから，兄弟げんかする子どもたちのこころも癒してくれるのではないかし

らと考えたのです。（まったくの他力本願です｡猫ならぬ犬の手も借りたい心境でした｡）

小児心身症が専門な私は，子育てにおいても行動療法の技法を用いることもありました。心身症の研修を始

めたときに初めて教わったのが行動療法でした。今でこそ認知行動療法として統合されてメジャーになって

いますが, 1990年代の当時はまだまだ行動療法と認知療法は別物でした。また，最近は行動理論をもとにペア

レントトレーニング(ペアトレ)がさかんに行われています。ペアトレはもともと発達障害,特にADHDのお

子さんへの対応の工夫として取り入れられたものですが,広く子育てに活用できる技法なので外来でもよく

紹介しています。行動理論を使って，楽しく楽に子育てできたことも少なからずありましたが,我が家の子ど

もたち三人がそれぞれ影響しあうと手に負えなくなり， 「もういや。あなたたちなんて知らない」と思ったこ

ともそれはそれはありました。

さて話を戻しますが,犬を飼うのは初めてでしたので，私は犬の飼育雑誌を定期購読し，柴犬の育て方の本

も読みました。「な～んだ｡犬のしつけも子育てと似てる。しかもこれって行動療法じゃない？」かくして，我

が子にはあまり上手くいかなかった技法も，はなには上手くはまり， 「お座り，お手,伏せ,待て，よし，おいで，

ハイタッチ」などを次々に覚え，お利口な犬になったのでした。 （完全に飼い主ばかです。お許しください｡）

犬は家族の順位を決めるといいます。はなは我が家に来たときから自分は一番目と二番目の子どもの間だ

と思っていたようで， もちろん生きている年数は子どもたちのほうが長いのですが,下の二人はどうやら格下

に思われていたようです。それでもはなは当初の思惑通り，いえそれ以上に私たち家族に癒しを与えてくれま

した。子どもたちが思春期になり，親にも言えないこと，親だから言いたくないこともあったであろう時期に，

しっかりとサポートしてくれました。子どもたちは何かあったかなと思うときは，帰宅すると真っ先にはなを
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抱きかかえてひとしきり遊び，あるときはそのままソファーで一緒に寝てしまいます。犬は弱った仲間の犬の

そばにそっと寄り添うと何かの本で読んだことがありますが， まさしく子どもたちに抱っこされるがまま付

き合ってくれました。そのあと私の足元にごろんとくっついてきて， 「一仕事終わったよ」と言わんばかりで

す。私も「ご苦労様ありがとう」と頭をなでてあげます。遅く帰宅する夫も「しっぽ振って迎えてくれるのは

はなだけや」と家族に聞こえるように言いながらも嬉しそうにはなと遊んで（もらって？）いました。今は上

二人の子どもは社会人や学生となり県外でひとり暮らし。夫も単身赴任で県外で暮らしています。ひとり暮ら

しでは何かと大変なこともあろうかと，時折，はなの写真をLineやメールで送っています。

犬は人間よりも早く年を取ります。はなも子どもたちの年齢をあっという間に越え，今では私と同世代。散

歩の足取りもゆっくりになりました。白内障も始まり，夜の散歩ではヘッドライトを嫌がるようになりまし

た。それでも今でも疲れた私を癒してくれ，体調の悪いときはわかるのか私の足元に寄り添って寝ています。

あとどれくらい一緒にいられるかわかりませんが， これからも家族の一員として，はなとの日々も大切に味わ

って過ごしていきたいと思っています。
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"I児科医としての自分

一般財団法人津山慈風会津山中央病院小児科片山 威

県小児科医会リレー随想の執筆依頼ありがとうございました。

新入会から数年経ち挨拶を兼ねて執筆の機会を与えていただいたとのことですので， 自己紹介を兼ねて小

児科医としての自分を履歴を振り返り，今後の自分の医師像を考える機会にさせていただきたいと思います。

県小児科医会に入会するきっかけは, 2011年東日本大震災を契機に県小児科医会が｢お子ざんの心のケア相

談医療機関リスト」を作成されたことです。リストに掲載された医療機関で相談を受けられた先生が困られた

際に，専門的な相談(スーパーバイズ）を受けてほしいと岡山大学病院の岡田あゆみ先生に依頼を受けたのが

きっかけです。

私は鳥取大学在学時代から，摂食障害患者が自助(セルフヘルプ)のために，情報紙やホームページを作成

する活動を行っており，この頃から心身医学の分野に関心を持ち取り組んできました。現在の勤務先である一

般財団法人津山慈風会津山中央病院に赴任した後,藤本前理事長や梶部長の計らいで，岡山大学病院精神神

経科思春期外来研修や神戸大学小児科"親と子の心療部"見学,旭川荘療育・医療センター（旭川児童院)理学

療法室見学など,継続的して心身医学ならびに発達診療についての研鑛の時間を用意していただきました。

平成20年からは，当財団の施設である津山中央クリニックでこころとからだの相談外来と名づけた心身症専

門外来を開設させて頂き，現在は週1回臨床心理士同席の専門外来を行っています。

津山では希望ヶ丘ホスピタルこどもせんた－"ohana"が発達障害に対する診療をされているため，当院では

起立性調節障害や摂食障害，過敏性腸症候群など身体症状が中心となる心身症を中心に診療させて頂いてい

ます｡心身症分野にも発達障害の概念が入り込んできており，主訴である身体症状が改善した後も，ストレス

を感じやすい性格としての発達障害特性に対する心理社会的支援を長期に継続する必要がある例も増えてお

ります。患者さん一人あたりの診療期間が長期化するにつれて，専門外来の診療時間が不足しており身体的に

緊急度のない患者さんでは受診の間隔を開けざるをえず，身体的に安定しない病状の患者さんには中央病院

の一般外来に受診していただかざるをえなくなっており，専門外来に受診された患者さんでも十分に細かい

部分まで手助けができなかったり，一般外来で受診された急性期疾患の患者さんの待ち時間が長くなったり

など,診療上の問題が最近少しずつ増えてきています。

このためには診療時間を増やすのが一番でしょうが，当直シフトなどの兼ね合いで専門外来ばかりを増や

すわけにもいきそうもありません。また，私は小児科医の役目は｢治すこと」ではなく， 「治るのを見守ること」

だと思っており，心身症や発達相談で受診された患者・家族と比べ,一般外来で受診された急性期疾患の患者

さんは良くなる見通しを患者・家族と共有しやすいことがとても気持ちが良く，専門外来ばかりで長い目で

の成長を見守る診療ばかりだと家族とともに息切れをしてしまいそうにも思っています。

午前中に一般外来で風邪診療をして，午後から専門外来でじっくり数人を診察｡心身症の患者さんでも調子

が悪ければ短時間でも一般外来で診察して良くなる見通しを持たせてあげることで専門外来へつなげられる。
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そんな時間の使い分けを今後工夫して明確にしていくと，気持よく診察できるような気がしています。

現在,津山中央病院は旧国立療養所時代の建物を使っている一部の病棟やリハビリ室を取り壊し，新病棟・

リハビリ室を作る計画が進んでいます。長年,多くの運動発達に遅れがある児には療育のために県南の岡山ま

で通っていただいていました。この移転を機に重症心身障害児に対する療育ができるスペースを新リハビリ

室の計画に盛り込んでもらい，県北での重症心身障害児に対する療育をスタートさせたいと院内で声を上げ

ているところです。

新リハビリ室ができると小児療育に長けた理学療法士さんや作業療法士さんが必要になり，これらのスタ

ッフが実力を上げれば県南で継続して発達診療を受ける児も当院で継続した発達診療を希望するようになる

と思うので,小児神経の先生も常勤で来て欲しい。これらの人材がこれから数年間でそろっていくよう県小児

科医会の皆さまのお力添えをお願いします。

心理社会的支援といえば格好よいですが，医療に留まらず医療・福祉・保健と教育の隙間を埋めることが

心身症診療の手法｡隙間といえば,経済界ではサービスを享受する消費者の絶対数が少ないことでサービスや

商品が受けられない状態を「ニッチ市場」といい，既存企業が進出していないため，ベンチャー企業が進出し

やすい分野とZして注目されています。たくさんの心身症の児から得た「ニッチ｣情報を集めて，オンリーワ

ンの医療が提供できるように今後も磨きをかけていきたいと思います。

今までお世話になった先生方に感謝しながら筆を置かせていただきます｡今後も多大なご支援よろしくお

願いします。
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県下小児科医会の動向

岡山市小児科専門医会活動報告 津山小児科医会活動報告

第293回5月例会(2014年5月10日）

1．マイコプラズマ肺炎の臨床と疫学

川崎医科大学附属川崎病院小児科医長

田中孝明先生

2．予防接種

～この数年で変わったこと，これから変わること

川崎医科大学附属川崎病院小児科部長

中野貴司先生

第213回 1月27日（月） 参加者16名

①最近経験したクル病の1例

（津山中央病院小児科梶俊策）

②溶連菌によるオムツかぶれ4例について

（苅田小児科苅田総一郎）

③食物アレルギーのupdate

（河原内科松尾小児科クリニック松尾直光）

第214回3月17日（月） 参加者15名

①今季経験した重症インフルエンザ肺炎の一例

（津山中央病院小児科林貴大）

②食道異物摘出の2例：金属製コインとプラスチック

製コイン

（津山中央病院小児科梶俊策）

③ヒトメタニューモウイルス肺炎の4例

（河原内科松尾小児科クリニック松尾直光）

第294回7月例会(2014年7月12日）

l.経過中に腸重積を合併した問質性腎炎が疑われた一例

岡山医療センター小児科

東村千寿先生

2．小児の腎臓疾患～構造,検尿,症例～

倉敷中央病院小児科部長

綾 邦彦先生

第295回11月例会(2014年11月8日）

1.股関節脱臼今昔物語一"先天性"から"発育性"へ，

健診のあり方,そしてiPS細胞の活用一

旭川荘療育・医療センター整形外科

青木 清先生

2．意識障害を来たす小児疾患あれこれ

（脳炎.脳症,てんかん,脳血管障害,突然死症候群など）

－特に脳波の有用性について

岡山ろうさい病院小児科部長

寺崎智行先生

第215回5月19日（月） 参加者18名

①マイコプラズマ核酸検査を行った71例について

（林小児科医院林洋光）

②アデノウイルス抗原とインフルエンザウイルス抗原

の同一検体検査について

（林小児科医院林洋光）

③アデノウイルス検査キット結果が不具合な2点につ

いて

（林小児科医院林洋光）

④任意予防接種料金について

（林小児科医院林洋光）

第296回3月例会(2015年3月14日）

l.ACTH療法が無効で新規抗てんかん薬が著効した

West症候群の6例

岡山大学病院小児神経科助教

遠藤文香先生

2．小児期の良性けいれんと良性てんかん

旭川荘療育・医療センター小児神経科

大塚頌子先生

（報告：岡山市小児科専門医会幹事山田惠介）

第216回7月14日（月） 参加者15名

①幽門狭窄症の一例

（河原内科松尾小児科クリニック松尾直光）

②石灰化上皮腫の一例

（河原内科松尾小児科クリニック松尾直光）

③インフルエンザ感染症後に発症したITPの一例

（河原内科松尾小児科クリニック松尾直光）

④津山市要保護児童対策地域協議会代表者会議の報告

（津山中央病院小児科杉本守治）
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2．発熱性好中球減少症における原因微生物の迅速検

出に関する研究

川崎医科大学小児科学寺西英人先生

3．耳下腺産生唾液塗抹検鏡検査の有用性

水島中央病院小児科名木田章先生

4．総社市における過去5シーズンのインフルエンザ流

行状況

吉備医師会三宅内科小児科医院三宅眞砂子先生

5． この冬のインフルエンザの治療

山岡医院山岡秀樹先生

⑤ステロイド服用中の予防接種について

（河原内科松尾小児科クリニック松尾直光）

第217回9月8日（月） 参加者13名

①咽頭結膜熱の経過中発疹を生じた3症例

（弓狩小児科医院弓狩華吉）

②頸部の小腫瘤を理由にいじめにあった12歳男児例

（弓狩小児科医院弓狩華吉）

③平成26年度岡山県医師会小児科部会委員会報告

（津山中央病院小児科梶俊策）

④日本小児科医会,子ども総合医,地域総合小児医療認

定の申請について 第194回例会

・日時：2014年7月23日（水)19:00~

･場所：倉敷国際ホテル

・プログラム

l.一般演題｢当科で経験した組織球性壊死性リンパ節

炎10例の検討」

川崎医科大学小児科木畑正彦先生

2．特別講演｢小児の血栓症と血栓性素因」

山口大学小児科教授大賀正一先生

第218回 11月17日（月） 参加者17名

①てんかん患者で自動車運転免許証を取得できた一例

（苅田小児科医院苅田総一郎）

②小児用肺炎球菌ワクチン導入後の重症肺炎球菌感染

症例

（津山中央病院小児科梶俊策）

③文献紹介：重症新生児・乳児RSウイルス感染症に対

するバブルCPAPシステムの有効性の検討

日本小児科学会雑誌117巻9号

急性細気管支炎に対する経鼻持続陽圧換

気システムnasalDPAPの使用経験

津山中央病院医学雑誌23巻1号(H21年）

第195回例会

・日時:2014年9月24日（水)19:30~

･場所：倉敷国際ホテル

・プログラム

l.ロタウイルスワクチンは有効で安全か？

川崎医科大学附属川崎病院小児科田中孝明先生

2．小児消化器疾患における血液凝固第XⅢ因子活性

水島中央病院小児科名木田章先生

3．倉敷市における検診,療育から教育への道

倉敷成人病センター小児科御牧信義先生

倉敷小児科専門医会例会報告

第192回例会

・日時:2014年3月26日（水)19:30~

･場所：倉敷国際ホテル

・プログラム

l.一般演題｢異染性白質ジストロフイーの一例」

倉敷中央病院小児科和田陽一先生

2．特別講演｢熱性けいれんへの対応と痙箪重積」

東京大学大学院小児科岡 明先生

第196回例会

・日時:2014年ll月26日（水)19:00~

･場所：倉敷国際ホテル(TEL:086-422-5141)

・プログラム

1．一般演題｢抗NMDAR脳炎の一例」

倉敷中央病院小児科岩井 篤先生

2．特別講演｢DWhigh&ADClowの可逆性脳梁膨大

部病変を伴う急性脳症の発見と経緯」

岡山大学大学院小児医科学教授塚原宏一先生

第193回例会

・日時：2014年5月28日（水)19:30~

･場所：倉敷国際ホテル

・プログラム

1．化膿性髄膜炎の一例

倉敷中央病院小児科柏崎元晧先生 (報告；綾邦彦）
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(名称及び事務所）

第1条本会は岡山県小児科医会と称し，事務局を岡山

市中区古京町1丁目1番10-602号におく。

(会計）

第7条本会の会計は会費寄付金及びその他の収入を

以って充てる。

2会費は総会で決定する。

3会計年度は毎年4月1日に始まり，翌年3月31(目的及び事業）

第2条本会は小児医学の研鑛，小児医療の向上，小児

科医業経営の合理化，医政問題を研究し，併せ

日に終る。

(会測の変更）

第8条本会則を変更しようとするときは，総会の議決

て会員相互の親睦をはかることを目的とする。

このため年1回総会を開催し，学術集会を持ち

討議を行う。 を経なければならない。

付則平成20年10月ll日臨時総会に於いて改正。

平成20年4月1日から施行。
(会員）

第3条会員は岡山県に在住する小児科医師または小児

医療を重点として診療を行っている医師で本会

の目的に賛同する者とする。

第4条入会退会は姓名住所を記し，幹事会の議を経て会

長の承認を得るものとする。

2会費を2年間滞納した者は退会したものとして

会員資格を喪失する。

岡山県小児科医会施行細則

会長選出方法に関する規定

第1条会長の選考は会員の中から役員会が候補者の選

考を行い、その結果について総会の承認を得る。

第2条この選挙の被選挙人は次の2つを満たさなけれ

ばならない。

l 日本小児科医会会員であること。

2 この選挙が実施される年度の3月31日に年齢が

(役員）

第5条本会に次の役員を置く。

会長 1名

幹事 若干名
70歳以下であること。

2会長は会員の互選により選出する。

付則平成25年10月5日臨時総会に於いて改正。

平成25年4月1日から施行。

3会長は本会を統括する。幹事は会長が委嘱し，

会長を補佐し会の運営を処理する。

第6条役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
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会計報告

平成25年度岡山県小児科医会収支決算害
日
日

１
釘

月
月

４
３

年
年

５
６

２
２

成
成

平
平

自
至

収入金合計

支出金合計

・次年度繰越金

・支出金

6，703，315

6,703,315

4，299，374

2,403,941

Ａ
Ｂ

A収入の部

B支出の部

平成26年3月31日現在

A会員103名(Ab会員10名を含む) B会員57名
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決算額 予算額 比較増減 備 考
一

、 会費

1.年度会費A会員

2．過年度会費

B会員

1,350,000

990,000

343,000

17,000

1,449,000

903,000

483,000

63,000

-99,000

87,000

-140,000

-46,000

A会員1万円×92Ab会員7千円×10

B会員7千円×49

A会員1万円×l B会員7千円×1

二、広告料 195,000 210,000 -15,000

三、学術講演会

1.共催分担金

2． 当日参加費

649,000

100,000

100,000

0

449,000

650,000

100,000

100,000

150,000

300,000

-1,000

0

0

-150,000

149,000

岡山市小児科専門医会

倉敷小児科専門医会

岡山県医師会

四、雑収入

1．寄付金

2．預金利息

718

0

718

500

0

500

218

0

218

五、前年度繰越金 4,508,597 4,386,156 122,441

合 計 6,703,315 6,695,656 7,659

決算額 予算額 比較増減 備 考
一

、 事業費

l.学術講演

2．会報

3．医政活動

4． ホームページ

1,715,396

1,383,296

283,500

15,000

33,600

1,500,000

800,000

350,000

300,000

50,000

215,396

583,296

-66,500

-285,000

-16,400

二、会員出張旅費 296,460 350,000 -53,540 理事会・代議員会・各種委員会

三、事務費

1.事務委託費

2．印刷・通信

3． その他

74,855

50,000

24,120

735

130,000

50,000

80,000

0

-55,145

0

-55,880

735 事務用品

四、会議費 243,810 500.000 -256,190 役員会、総務会

五、渉外費 41,500 20,000 21,500

六、慶弔費 15,750 30,000 -14,250

七、その他 16,170 0 16,170 為替手数料,ATM振込手数料

八、予備費 0 4,165,656 -4,165,656

九、次年度繰越金 4,299,374 0 4,299,374

合 計 03,315 6,695,656 7,659



’

平成26年度岡山県小児科医会収支予算害
自平成26年4月1日

至平成27年3月31日

A収入の部

支出の部B

平成26年3月31日現在

A会員103名(Ab会員10名を含む) B会員57名
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予算額 前年度予算額 比較増減 備 考
一

、 会費

1.年度会費 A会員

2．過年度会費

B会員

1,413,000

1,000,000

399,000

14,000

1,449,000

903,000

483,000

63,000

-36,000

97,000

-84,000

-49,000

A会員1万円×93Ab会員7千円×10

B会員7千円×57

B会員7千円×2

二、広告料 210,000 210,000 0

三、学術講演会

1.共催分担金

2． 当日参加費

600,000

100,000

100,000

0

400,000

650,000

100,000

100,000

150,000

300,000

-50,000

0

0

-150,000

100,000

岡山市小児科専門医会

倉敷市小児科専門医会

岡山県医師会

四、雑収入

1．寄付金

2．預金利息

500

0

500

500

0

500

0

0

0

五、前年度繰越金 4,940,202 4,386,156 554,046

合 計 7,163,702 6,695,656 468,046

決算額 予算額 比較増減 備 考
一

、 事業費

1．学術講演

2．会報

3．医政活動

4． ホームページ

1,400,000

800,000

350,000

200,000

50,000

1,500,000

800,000

350,000

300,000

50,000

-100,000

0

0

-100,000

0

年1回発行

懇談、懇親会招待等

二、会員出張旅費 350,000 350,000 0 理事会・代議員会・各種委員会

三、事務費

1.事務委託費

2．印刷・通信

4．その他

150,000

50,000

80,000

20,000

130,000

50,000

80,000

0

20,000

0

0

20,000

県医師会

事務用品、振込手数料等

四、会議費 500,000 500,000 0 役員会

五、渉外費 20,000 20,000 0 中四国ブロック会議

六、慶弔費 30,000 30,000 0

七、その他 300,000 0 300,000 パソコンプロジェクターの購入

八、予備費 4,413,702 4,165,656 248,046

九、次年度繰越金 0 0 0

合 計 7,163,702 6,695,656 468,046



W25年度剛Z1檮4/'児科医会 入退会茨況について

【退会】

【入会】

H27.1.23現在

※退会2名，入会1名現会員数は159名です。

原稿募集

この会報を皆様の交流の場としてご活用下さい。その為，原稿を募集しております。

大・小論文，講演原稿・要旨，詩歌,俳句，随筆写真，カット，趣味のご指南， 自慢話，

失敗談等,何でも結構ですので，どしどしご応募下さい。

申込み先は，〒703-8265岡山県岡山市中区倉田508-8

岡山愛育クリニック横山裕司

電話086-276-8500FAXO86-276-8503

e-メールyokoyama@aiiku-clinic.com

締め切りは，毎号12月末とさせて戴きますが，なるべく早めにお願い致します。

岡山県小児科医会会報No.36(2015) 平成27年3月31日発行

発行人 中島道子 〒703-8278岡山市中区古京町1－1-10-602岡山県医師会内

発行所 岡山県小児科医会 電話（086）272-3225 （代）

印刷所 富士印刷（株） 〒702-8002岡山市中区桑野516-3

電話 (86)276-1331 (代）
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氏 名 医療機関名 〒 住 所 TEL FAX 退会年月日

三浦 洋 三浦医院 712-8"3 倉敷市広江2-541 0864561188 086-4562200 6/15死亡

内藤和子 自宅会員 7038238 岡山市中区住吉町13M 2/31退会

吉岡洋子 内科小児科吉岡医院 703-8203 岡山市中区国府市場恥3 086-2754111 086-275-4111 3/31退会予定

木村敬文 旭川荘療育・医療センター 703-8555 岡山市北区祇園866 086-2751881 086-27538帥 3/31退会予定

木村 丹 木村医院 701-0304 都窪郡早島町1469 肥6482Ⅱ28 086480-1160 3/31退会予定

氏 名 医療機関名 〒 住 所 TEL FAX 退会年月日

平 芳春 旭川荘療育センター 703-8555 岡山市北区祇園866 086~2751945 0862751956 5/19入会


