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【接種上の注意】
1接種要注意者(接種の判断を行うに際し､注意を要する者） 被接種者が次のいずれかに設

当すると認められる場合は､健服状態及び体間を勘案し､診察及び接種適否の判断を慎亜に行

い､予防接種の必要性､副反応､有用性について十分な説明を行い､同意を確実に↑¥た上で､注

意して接種すること． (1)過去に免疫不全の診断がなきれている者及び近蝿符に先天性免疫

不全症の者がいる者 (2)心臓血符系疾‘脳､腎職疾患､肝臓疾患､血液疾‘'魁､発育璋害等の基

礎疾患を有する昔 (3)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた巻及び全身性発疹等のア

レルギーを疑う症状を呈したことがある者 (4)過去に痙嬢の既往のある者 (5)本剤の成分又

はジﾌﾃﾘｱﾄｷｿｲドに対して､アレルギーを兇するおそれのある者 (6)血小板減少症､凝糊臆

害のある者､抗凝Iﾖ療法を施行している者[筋肉注射部位の出血のおそれがある｡］ 2重要な

基本的注意 (1)本剤は『予防接撞実施規則｣及び｢定期接種実施要領｣を参照して側1Iする
こと。 (2)被接種者について､接種前に必ず問診､検温及び診察(視診､聴診等)iこよって健醗

状態を調べること。 (3)被接稚蕃又はその係瀧苛に､接種当日は過激な運動は避け､接械部位
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【接種不適当者(予防接種を受けることが適当でない者)】
被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合に

は､接種を行ってはならない。
1本剤の成分又はジフテリアトキソイドによってアナフィ

ラキシーを呈したことがあることが明らかな者

2.明らかな発熱を呈している者

3重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

4.上記に掲げる者のほか､予防接種を行うことが不適当な
状態にある者
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こどもの時間、若者の時間

東京医科歯科大学医学部小児科森尾友宏

幼いころの1日は長かった。大相撲を小さなブラウン管のテレビで見ていた時代、柏戸・大鵬が活躍

していた時代、力士が仕切りを繰り返し、立ち合いに至るまでの時間、その時間が長くて退屈で仕方が

なかった。それが今はあっという間に次の取組みとなって、注目の取組みを見過ごしてしまうこともあ

る。交響曲も最後まで聞きとおすのが辛く感じていた。今は2枚組のCDでも普通の長さに感じられる。

今どきの歌は、歌なのかしゃべりなのか、 よくわからないという声も聞く。有史以来若者と成熟した

大人の間には常にギャップがあったのであろう。私は少しでも若者の感性についていくために、娘が聴

く曲をiPhoneに入れ､娘が面白いという映画をみる。サカナクシヨンもMANWITHAMISSIONも聴く。

若者はまだきっと、全体を傭鰍するような見方はしていない。そして毎日は楽しいようで焦りや苦渋に

も満ちている。

皆そうであった。そういう世代が今医師となっていることも忘れてはならないと思う。わかったよう

なまとめ方を若者たちは｢うざい｣と感じていたのだ。彼ら．彼女らはもっと自由な発想で研究し、病態

や治療法を考え、 「新しい世代においての人への寄り添い方｣を編み出していくべきであろう。そういう

パワーがないと健全なデモも抗議活動も起こらない。 「もっとも大きな罪は無関心である｡｣｢愛の反対は

憎しみではなく無関心である｡」と言ったのはマリア・テレサであった。若者たちの不満、改革意識、 目

的意識を無駄、小さい、 といって摘んではいけない。

振り返ってこどもたちを見る。彼ら、彼女らは何を考えているのだろう？医者にかかる子たちは間違

いなく、ああ嫌だ、親と一緒にいたい、みんなと遊びたい、 カードが欲しい、テレビが見たい、 と思っ

ているのだろう。医者を信頼しているだろうか？いや、私が幼少時に医者にかかった時、私は医師の言

葉よりも、母親の言葉を信じて、病気が治ることを信じていた。

逆上がりの練習を繰り返し、繰り返し行って、はじめて逆上がりができるようになった子どもが、大

喜びで発した言葉があったという。 「もうこれで逆上がりの練習をしなくていいんだね？」逆上がりがで

きたから喜んだのではなかった。自己満足で子どもに強いていることはないだろうか？成就した時に喜

べるものを見つけて、励まし、叱吃し、 ともに必死に努力を重ねたいものである。

私たちは子どもと真正面から向き合う職業として、子どもたちの感性に寄り添う必要があり、子ども

の医者を育てる役割として、若者の感性に耳を傾ける必要がある。本当に実践しているだろうか？常に

自問し、 自戒していたいと思う。
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特 集

小児科医の知っておくべき虐待臨床の現状

児童相談所の現在、改正された法律の知識

日本子ども家庭総合研究所山本恒雄

の制定、 2つめが大阪府岸和田で起こった虐待事

件、 3つめが大阪市で起こった2児監禁死事件が

刺激となった社会的な注目の強化、通告件数の増

加によってもたらされてきたことが分かる。つま

り子ども虐待相談取り扱い件数とは、社会的に発

見・発覚し、児童相談所が取り扱うことになった

不適切養育についての相談取り扱い件数を示して

いるのであって、元の疫学的な発生数を反映して

いるのではないことが分かる。

子ども虐待問題の疫学的発生数が未知であるこ

とは世界中の課題であるが、例えばアメリカ合衆

国でフインケルホーらが2005年に行ったランダム

調査では、潜在的な身体的虐待は児童保護局

(CPS)が認知した通告受理件数の15倍、性的虐待

では8倍であったと報告されている(Finkelhor

etal.2005:VictimizationSurvey)。また、ユニ

セフが平成26(2014)年9月に公表した世界調査＊

では2歳から14歳の世界中の子どものおよそ10人

のうち6人が養育者からの体罰を受けており、 20

はじめに：日本小児科学会子ども虐待

診療手引き

子ども虐待対応については日本小児科学会の

｢日本小児科学会子ども虐待問題プロジェクト｣が

作られた｢子ども虐待診療手引き」(2006)があり、

2014年には｢こどもの生活環境改善委員会｣がその

一部を追加・修正した改訂版「子ども虐待診療手

引き第2版」が公表されていて、 まずはそれを参

照いただくことで基本的な部分は十分カバーされ

ている。末尾には関連する公的資料についての詳

細な一覧もつけられているのでぜひ参照されたい。

ここではこうした公式的な情報を補い、今後の対

応の参考とすべき事柄についていくつか紹介する

こととしたい。

1 ．子ども虐待相談件数について：発見・

発覚数と潜在する疫学的発生数

図1は平成11(1999)年から平成25(2013)年まで

の全国児童相談所における子ども虐待相談の取り

扱い件数の推移である。これを見ると子ども虐待

相談の急激な増加は、ひとつめが児童虐待防止法

*Unisef (2014)Hiddeninplainsight.Astatisticalanaly-

sisofviolenceagainstchildren.

http://www.uniceforg/publications/index_74865.html
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平成15年7月1日～平成24年3月31日までの間に虐待死､心中死として報告｡確認された子どもの

年齢別死者数

（105か月455週） 虐待死n=495 1.09人/週

心中死n=3550.78人/週

計 n=8501.87人/週
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図3 子ども虐待死事案の年齢別構成図

はそのごく一部であるというのが世界中の共通認

識である。

ところで図1に戻ると、平成23(2011)年から平

成25(2013)年にかけては、特段社会的事件がない

のに急激な増加が止まっていない。その増加の仕

方は平成15年(2003)年に大阪府岸和田で発生した

虐待事件の結果、急増した平成16(2004)年の件数

増加とほとんど変わらない。これまでとは様相の

違う増加が始まっている。この増加の背景は図2

を見ると、平成22(2010)年から増加が顕著となっ

た一般市民からの泣き声通告〔これは平成21(2009)

年の大阪市での2児監禁死事件を契機に急増し

た〕と、同時期から本格化した警察へのDV相談時

に認知される同伴児についての、警察署から児童

相談所への全件通告化が全国各地で徐々に始まっ

ていることによる。つまりここ数年の急激な増加

は、平成21(2009)年の事件の影響(大阪市はこの

歳未満の女児のおよそ10人のうち1人が性暴力被

害に遭い、 また多くの男児も性暴力被害の危険に

さらされていると報告されている。 日本の統計数

値は信用性がないとして含まれていないが、先進

諸国からアフリカ、 アジア諸国までの大規模調査

の結果であり、おそらく日本も例外ではなかろう

とみられる。このユニセフの推計値を日本にあて

はめると、平成25(2013)年10月1日の総務省人口

統計推計人口で2歳～14歳の子どもはおよそ

1,430万5千人になるのでその60%は858万3千人、

それだけの子どもが養育者からの何らかの体罰を

経験していることになる。また同じ総務省人口統

計推計人口で20歳未満の女性は1,094万4千人、

その10%は109万4,400人になり、それだけの女性

が潜在的性暴力被害を経験している推定数という

ことになる。おそらく子ども虐待の潜在する疫学

的発生数は相当数であり、発見・発覚しているの
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事件以後24時間の電話通告窓口を設置して特に通

告受理件数の激増をみた） と、警察の通告体制の

大きな変更による。ちなみに医療機関からの通告

件数も徐々にではあるが、増加傾向を示している。

泣き声通告とDVあるいは配偶者間暴力に関す

る同居・同伴児の面前暴力事案の通告は、直ちに

緊急保護を要するような要保護児童の発見につい

ては疑陽性率を上げていく可能性が高く、児童相

談所が現在設定している介入的な48時間以内の緊

急安全確認の適用の妥当性にも徐々に影響を与え

つつある。つまり介入的な緊急の安全確認を行う

より、当初から養育支援の投入を呈示すべき事案

の発生率が徐々に増えてきているとみられる。

ずれかである。乳幼児の虐待死、それも出生直後

の早期の乳児へ虐待死件数が収敵している傾向を

みると、おそらく起こっている事態は後者である。

ただし、何時、何処で、どの子どもの虐待死が防

げたのか、それを立証することはおそらく不可能

である。

2つ目の暗数は本当の虐待死の発生数である。

小児救急の現場における死亡事例、胎児から学齢

児までの子どもの不慮の死、事故死において、 ま

だまだ計上されていない虐待死が潜在しているこ

とは明らかである。例えば親の不在、あるいは不

注意による乳幼児の火事や転落による死亡事件は

わが国では事故死として扱われることが多くみら

れるが、諸外国では予防可能な死、ネグレクト死

として扱われる可能性が高い。 12歳や8歳未満の

子どもだけを残して養育者が家を離れること自体

が深刻な子ども虐待とされ、直ちに通告される諸

外国と、鍵っ子のお留守番能力が評価されかねな

い日本との違いは大きい。

3． より本質的な課題： 「子ども虐待｣が

示す対象定義と通告について

2．虐待死件数が示すこと

図3は平成15 (2003)年7月1日から平成24

(2012)年3月末まで、 105か月:455週間の間に厚

生労働省が子ども虐待死として認知した事例の年

齢構成を示している。これを見ると明らかに乳幼

児に死亡数が集中している。出生後1年未満、 l

か月未満、 1日未満とその発生件数は収敵する傾

向を示しつつあり、未然防止のためには日本の児

童福祉法ではまだ児童と認知されていない胎児の

段階、妊婦の段階から子どもの安全と不適切養育

の未然防止のための支援投入の必要性が強く認め

られるようになっている。この点を重視して児童

福祉法では、市区町村が運営する要保護児童対策

地域協議会が扱う対象に、特定妊婦と要支援家庭

を加えている。

虐待死の件数には疫学的発生数とはまた別の2

つの暗数が想定される。ひとつは厳密な統計値と

しては示されたことがないが、毎年度の件数推移

が概ね100～120件台の間で推移しており、虐待取

り扱い件数の激増には全く同調していないことで

ある。これは深刻な子ども虐待事案というものが、

ある一定比率でしか発生していないか、福祉機関

による悪化防止のための介入と支援がそれなりに

効奏して件数増加が食い止められているのかのい

より本質的な課題として、そもそも「子ども虐

待」の対象事案とは何かということがある。世界

的には「ChildAbuse(積極的な加害行為)&Ne-

glect(消極的な世話の不足・怠慢)」と定義され、

その両方を呼ぶときには「Maltreatment(不適切

なうまく行っていない養育・監護不適切な状態)」

とされているところを、 日本の法律では積極的な

加害行為を想定したChildAbuseの意である「虐

待｣を主概念に据えて｢児童虐待｣と総称している。

そしてそのための通告を｢虐待の疑い通告｣と定義

している。しかし、実際に児童相談所や市区町村

福祉事務所が取り扱う子ども虐待相談の約半数は

積極的な加害を認めないNeglect(消極的な世話の

不足・怠慢）事案である。さらに強い介入を想定

した児童相談所の取り扱い事案を外した市区町村

が扱う子ども虐待事案に限ってみればネグレクト



7東京小児科医会報vol.33 No.3 2015MARCH

ジ図(山本2009柳川2010より）医療ネグレクトの全体イメ

C

鴬

噌輯

図4 医療ネグレクト、ヘルスケアネグレクトの全体概念図

養育によって生じる子どもの安全問題」である。

｢子どもに重大な安全上の問題を認める時、すべ

ての人に通告義務が生じる」というのが子ども虐

待問題の中核課題であり、 「虐待行為の存在可能

性を疑い得たとき」初めて通告義務が生じるので

はない。平成25(2013)年8月改正の厚生労働省の

｢子ども虐待対応手引き改正版**」でようやく

その定義の明文化が進んだ(p.36)。 「子どもに関

わる専門家によって子どもの安全・安心が疑われ

ると思われる場合はもちろんのこと、一般の人の

目から見て主観的に子どもの安全・安心が疑われ

る場合であれば、通告義務が生じる｡」とある。こ

れが本来の要請事項である。

事案の件数は相談全体の半数を超える。これらの

事案に対してまで、親権者の適切性に対して強い

否定的なダメージを与える｢虐待｣という表現を用

いる妥当性は果たしてどの程度あるのだろうか、

ということがある。また本来は強い加害行為を含

む事案であってすら、児童福祉サービスはその親

の養育姿勢をただし、修正を迫り、親子関係の修

復を第一義的に目指すべきであるとされていると

ころであるのに（ただし性暴力被害事案では加害

者排除の原則が優先する)、親権者の養育能力を

全面的に否定してかかるような｢虐待｣という概念

を使って、 これは｢虐待｣にあたるかどうか診断し

ようとするところに本来の法の趣旨に照らした妥

当性があるかどうかは疑わしい。

本来、子ども虐待問題の中心概念は「不適切な
**http://www.mhlw.go・jp/seisakunitsuite/bunya/
kodomo/kodomo-kosodate/dv/dl/120502-11.pdf
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どのような支援体制を組むのが良いかということ

からして整理・整備すべき課題がある。全国各地

の当事者間での対応体制整備のための話し合いが

さらに進むことに期待したい。これには各市町村

における要保護児童対策地域協議会における病院、

医師会、小児科医会と関係機関による検討が重要

となるだろう。

また、ヘルスケアに関しては｢医療ネグレクト」

としての全体像の理解が大切である。参考に厚生

労働省科学研究班が作成した「医療ネグレクト、

ヘルスケアネグレクト」の全体概念図を図4に示

す。

4．親権とは何に関する権利義務か

平成24年4月から、親権について、児童虐待か

ら子どもを守るため、民法の｢親権制限制度｣、「未

成年後見制度」が改正された。詳しくは法制度の

改正記事**＊を参照されたいが、その趣旨は「親

権」の目的の明確化にある。民法第820条に「親権

を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、

義務を負う｡｣とあったところを｢親権を行う者は、

子の利益のために子の監護及び教育をする権利を

有し、義務を負う｡｣とされたのである。この一言

｢子の利益のために｣の追加が重要であった。親権

は親としての権威やプライドのためにあるのでは

なく、 もっぱら子の利益（それは子どもの権利条

約が規定する｢子どもの安全と最善の利益の保障」

につながる）の実現のためにあると明記されたの

である。

さいごに

子ども虐待問題､すなわち｢不適切な養育によっ

て生じる子どもの安全問題」の課題は世界的に見

ても1960年代にその抜本的な対応体制の整備が開

始され、それ以降、現在に至るもなお、対応の見

直し、概念の再整理、必要な体制整備とその効果

評定の検討が続けられている新しい課題である。

日本も例外ではなく、 まだまだ検討しなければな

らない課題を数多く抱えている。それはすでに起

こっている問題の早期発見、早期の悪化防止と改

善のための施策と、元々の疫学的な発生状況に対

する未然防止の施策の両方によらなければならな

い。特に後者の未然防止の施策には、世代交代の

サイクルを視野に入れた長期の莫大な社会資本の

投入が必要であり、 これは国民の強い支持がなけ

れば容易には実現しない課題である。ただし次世

代を担う子どもの幸せは、我々自身の今現在の生

活のあり方、養育の質、それらのことがらへの責

任の自覚と関与の仕方こそがそのすべてを決定し

ている課題である。誰もそのことに無関心ではあ

りえない事柄といえるだろう。

5．小児科医師が留意しておくべきこと

子ども虐待は決して積極的な加害行為だけでは

ないこと、加害行為においてすら、親は子のため

にやむを得ずやったと認識していること、子ども

もまた、 自分が親の期待する｢よい子｣でなかった

からそうしたことになったと思っていること、養

育の怠慢、ヘルスケアの怠慢などでは、親なりに

何もしていないわけでなくとも、子どものニーズ

が満たされず、結果的に放置・不足状態になるこ

とで子どもの健康と安全が脅かされているとき、

｢不適切な養育によって生じる子どもの安全問題」

が発生していると認識することが重要である（詳

しくは｢子ども虐待診療手引き第2版｣を参照)。

もちろん町の開業医の方々が診察場面で何らか

の養育上の問題を発見したとき、あるいは不適切

養育を疑った時、どのように通告するのが良いか、

***http://www.gov-online.go.jp/usefUl/article/201203/
1.html
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特 集

小児科医の知っておくべき虐待臨床の現状

医療における虐待の捉え方、医学診断

総合病院国保旭中央病院小児科仙田昌義

クにおいて世界で初めて被虐待児に対して社会的

な対応がなされた。これは非常に有名な出来事で

メアリー・エレン事件として述べられている。メ

アリー・エレンは夫を南北戦争で失った母親から

置き去りにされ、その後委託されていた里親から

虐待されていた。当時の米国では、子どもを守る

法律は何もなく、すでにあった国家の財産として

の動物を勝手に殺すな、 という趣旨で試行されて

いた動物虐待防止法を適用させ、患児は保護され

た。この事件をきっかけに、子どもを守る体制が

子ども虐待の歴史

～日本は医療が子ども虐待に対応する時代～

最初に子ども虐待対応の歴史について説明した

い。子ども虐待は昔話でも語られているが、有史

以前から存在していたと思われる。ただ、大人が

子どもの権利というものを考慮していなかったた

め｢子ども虐待｣そのものの存在が明らかになって

いなかった。

その後、 19世紀後半、 1874年、米国ニューヨー
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表1 臨床研修の到達目標(厚労省HPより）何もないことに大人は‘跨然とし、翌年ニューヨー

クに世界で初めて児童虐待防止協会が設立された。

この時点で米国社会は｢子ども虐待｣の認識を持ち

始め、福祉から対応を開始した(図1）。

その福祉の時代を経ながら米国では1962年に小

児科医であるHenryKempe医師がJournalofthe

AmericanMedicalAssociation(米国医師会雑誌：

JAMA)に!@TheBattered-ChildSyndrome'' (被殴

打児症候群）という論文を掲載した。この論文を

きっかけに医療の側面から再び虐待に大きな光が

当たることになった｡それ以降､福祉と医療がリー

ドして虐待対応を進めていたが、大きな壁にぶち

当たることになる。オーバートリアージの問題で

ある。 1983年に起きたマクマーチン幼稚園事件が

最たる例である。ある園児の母親が幼稚園で性虐

待被害を受けたと申し立て、それを皮切りに調査

が行われた。しかしその調査は子どもにとって威

圧的・誘導的・示唆的な面接が行われたため、ほ

ぼすべての子どもが性虐待被害を受けたと打ち明

けることとなり、大問題となった。裁判でその面

接が問題となり、結局全ケースで無罪となった。

これをきっかけとして、米国では警察・検察が積

極的に虐待に関与することとなり、司法面接とい

う面接手法、多機関連携体制の構築、子どもの権

利擁護センターの設置など、虐待対応は成熟する

ことになった。現在、子ども虐待において米国は

福祉、医療の時代を経て、司法の時代を迎え成熟

した対応を行っている。

さて、わが国の子ども虐待対応は一体いつの時

代なのだろうか？ 日本で福祉の時代と認識され

るのは1990年、 日本で初めて創設された民間団体、

児童虐待防止協会の設立からである。その後、医

療機関も子ども虐待に対応すべく横断的なつなが

りを持つために設立されたのが2009年の日本子ど

も虐待医学研究会である。米国に比べて約50年遅

れたが、わが国はようやく医療の時代に突入した

ことになる。

C特定の医療現場の経験

（4）周産・小児・成育医療

3）虐待について説明できる。

表2専門医取得のための小児科医の到達目標

（1 ：小児保健）

●知識レベルA

7．児童虐待，通告・連携システム

●診療技能レベルA

2．児童虐待の早期診断・応急措置ができ，児童

相談所と連携して被虐待児を専門施設へ送る

ことができる。

●診療技能レベルB

児童虐待の早期診断，児童相談所や虐待ネット

ワークなどと連携して被虐待児を保護することが

できる。

表3専門医取得のための小児科医の到達目標

（その他）

21 ：精神･行動･心身医学24：地域総合小児医療

●知識レベルB ●知識レベルB

1 ．小児精神疾患・心 地域小児保健の概念を

身症の理解と診断 説明できる。

・身体的虐待・ネグ 3．児童福祉,学校保健，

レクト 虐待防止の概要

●知識レベルC

・性的虐待

そもそも医師は子ども虐待に

対応すべきなのか？

現在の日本における子ども虐待への対応は、医

療の時代であることは前項で説明した。ただ、医

療の時代と言われても実感がないのではないだろ

うか？ 特に年配の先生方は医学部時代に「子ど

も虐待」の講義を受けたことはないと思うし、毎

日「子ども虐待」ケースを診察している先生方は、

ほとんどいないと思う。20年前に医学部を卒業し

た私も「子ども虐待」の講義を受けた記憶はない。

私自身｢子ども虐待｣に対応したいがために小児科

医になったわけではない。医学部卒業後、一般小
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表4平成25年度児童虐待通告経路別件数

修となっている。このことにより、全医師が子ど

も虐待を無視できない状況になっている。

児科医として身を立てたいと思い研修を開始した。

スーパーローテートの初期研修2年間が終了し、

医師3年目に小児科スタッフになり、初めて「子

ども虐待」ケースの受け持ちになった。この初め

てのケースについて、誰も対応方法を教えてくれ

ず、 自分自身で試行錯誤を繰り返しながら対応し

たことを覚えている。ただ、私の対応がまずかっ

たせいもあり、結局退院半年後に虐待死してし

まった。その後、このままでは不幸なケースが続

発してしまうと考え、何とか｢子ども虐待｣対応シ

ステムを作り上げようと努力し、 ようやく医師11

年目になって院内虐待対策チーム(ChildProtec-

tionTeam:以下、CPT)の基礎を作り上げた。

私のように必要に迫られて「子ども虐待」対応を

行っている先生方は多いと思う。そのような先生

方の中には「こんな社会的対応は医師がやるべき

仕事ではない｣という意見を持つ方もいらっしゃ

るだろう。

さて、そもそも医師は子ども虐待に対応すべき

なのだろうか？

小児科専門医の到達目標にも｢子ども虐待｣の研修

が求められている

一方、小児科医はどうだろうか？小児科専門医

になるためには「専門医取得のための小児科医の

到達目標｣に沿った臨床研修が求められている(表

2， 3）2)。この到達目標の「1 :小児保健｣｢21:

精神・行動・心身医学」 「24：地域総合小児医療」

の中に｢子ども虐待｣の研修が含まれている。とり

わけ「1 ：小児保健｣｢診療技能レベルA｣には｢児

童虐待の早期診断・応急措置ができ、児童相談所

と連携して被虐待児を専門施設へ送ることができ

る｡｣と記載されている。さらにレベルアップした

｢診療技能レベルB｣では｢児童虐待の早期診断、

児童相談所や虐待ネットワークなどと連携して被

虐待児を保護することができる｡｣とまで記載され

ている。よって小児科医にも虐待対応が求められ

ているのが現実である。

現在、子ども虐待対応は医療の時代であること、

また、研修医、小児科専門医に子ども虐待対応が

明記されていることを鑑みても、医師は子ども虐

待に対して眼を背けることはできなくなっている。

初期研修医の到達目標に「虐待について説明でき

る｣と記載されている

初期研修医のカリキュラムの基となる、厚生労

働省が定める｢臨床研修の到達目標｣には、子ども

虐待に関して経験を積み、説明できるようにする

ことが記載されている(表1）')。よって、平成16

年から開始された医師臨床研修医制度において、

すべての研修医が子ども虐待を経験することが必

子ども虐待における医療機関からの通告

さて子ども虐待に対して医師は、具体的にどれ

くらい対応しているのだろうか？ ここで厚生労

働省の統計を参考にしてみたい(表4)。平成25年

医療機関 警察 学校 その他 総件数

全国の児童相談所における

児童虐待通告件数

2,525

(3.4％）

21,223

(28.8％）

6,006

(8.13％）

43,948

(59.5％）
73,802

全国の市町村における

児童虐待通告件数

1,743

(2.2％）

2,398

(3.0％）

10,917

(13.8％）

64,128

(81.0％）
79,186

児童相談所・市町村通告の

合計件数

4,268

(2.7％）

23,621

(15.4％）

16,923

(8.7％）

108,176

(70.7％）
152,988



1ワ
ユ白 東京小児科医会報 2015MARCHvo1.33 No.3

虐待の連続性･進行度

1球 ＃今 ’'ヰ I今’

たたく ひどくたたくⅧ突き倒す 暴掻

園燕 盛1鍵
養育者の行動

、
』
寺
鄙
廿
唾
巾

魂ゴ司訟主審ゴ

譲灘打撲讃
" 羅鎮傷蝋

子どもの損傷 打撲｡あざ一過性 裂傷｡骨折 ≦簿溌鼠溌
奄

母

が

寧

少

串

甲

頻度 《簿､ f灘驚1/50 〃熱a , I"",000 ﾘ/50;“0

▲
平成25年度の医療機関の通告率

1／4,678

子ども虐待の連続性と医療機関の通告率図2

度、全国の児童相談所における児童虐待相談の対

応件数は73,802件であり、 このうち医療機関から

の通告件数は、 2,525件と全体の通告件数の3.4％

であった3)。 また同年度の全国の市町村における

児童虐待相談の対応件数は79,186件と児童相談所

への通告件数を上回った。ただし、医療機関から

市町村への通告件数は1,743件と全体の2.2%であ

り、児相への通告よりさらに低かった4)。平成25

年度、わが国全体では児童虐待の通告件数は

152,988件にのぼり、医療機関からの通告件数は、

4,268件（2.7％）であった。ちなみに警察からの通

告は23,621件(15.4%)、学校からの通告は16,923

件（8.7％）であった。医療機関も相当数の子ども

を見ているとは思うが、他の機関に比べて通告件

数が低いのが現状である。

次に医療機関がどれくらいのレベルの子ども虐

待を通告しているか考えてみる。ここで図2を参

照して欲しい。この図は子ども虐待の連続性を示

している。当初は軽く叩く程度だった身体的虐待

も次第にescalationしてしまい最重症まで至って

しまう行為を示している。また、それぞれのレベ

ルの頻度が示してある。現在の医療機関における

子ども虐待の通告のレベルはどこになるのだろう

か？

平成25年度、 18歳未満の人口は19,966,000人で

あった。少々乱暴な計算だが、 この18歳未満人口

を基に平成25年度の医療機関の通告率を求めると

4,678人に1人通告をしていることになる。図2

を参照しながら、医療機関の通告レベルを考慮す

ると、いわゆる暴行レベルしか医療機関は通告し

ていないことになる。暴行レベルに発展する前で

も児童相談所や市町村への通告レベルのケースは

いくらでもあるのではなかろうか？この通告率の

低い理由は、医療関係者が子ども虐待に対して逵

巡しているからではないだろうか。逵巡している

理由は数多くあると思うが、その中の一つに「子

ども虐待について知識を持ち合わせていない」こ

とがあげられると思う。通常の診療でも、 自分の

専門外の分野の患者さんが受診すると、対応に

困ってしまい、ついつい適当にごまかしたりして

しまうこともあると思う。子ども虐待を疑った患

者で、知識を持ち合わせていないからと言って、

適当にごまかしてしまっていいのだろうか？もし

子ども虐待の患者さんを帰してしまったら、死に

直結する場合もある。そのような不幸な状況を作

り出さないためにも、子ども虐待に対する正しい

医学的知識を覚えていただき、適切な対応を行っ

ていただきたい。次項では子ども虐待の医学診断

について代表的な分野について述べる。
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表5子ども虐待を疑う挫傷 表6皮膚損傷時に集めるべき情報

●9か月未満やハイハイ前の乳児に見られる挫傷

●骨突出部位から離れた部位の挫傷

●耳、顔面、腹部、腕、背中、臂部、手の挫傷

●密集した多発性の挫傷

●単一形態の多発性の挫傷

●物体、あるいはひも状の形をした挫傷

●表面/物体の衝撃時の●発達レベル

特徴など、如何に受傷●患児あるいはきょうだい

したか詳細に の以前の損傷歴

○子どもが着ていた衣服●最近の内服歴や異常出

や、他の防御する要因 血なども含む､幅広い既

○タイミング 往歴

○症状 ●文化的背景（特に民間

●他の皮層または臓器へ 療法との差異）

の損傷が存在するか

CaroleJenny,etal :Childabuseandneglect:Bruises

andskinlesions,EIsevier,239-251,2011

CaroleJenny,etal :Childabuseandneglect:Bruises

andskinlesions,Elsevier,239-251,2011

身体的虐待

写真撮影時の保護者への説明としては「今後、

アザがよくなっていくか、記録に残しておきたい

ので、写真撮影をさせて欲しい」と話すと、写真

撮影の同意が得やすいと思われる。この時点で保

護者が拒否的だったり、怒りをあらわにする場合

は、そのこともカルテ記載しておくと、今後の対

応に役立つと思われる。

また、写真を撮る場合、①挫傷そのものを近接

写真と体の部位がわかる全体写真の2枚撮影を、

②必ず定規やコインと一緒に撮影を、お願いした

い。①であるが、近接写真だけではどこの部位か

不明の場合があるため、必ず体のどこの部位か判

明するような写真も加えて欲しい。また、②であ

るが、挫傷の大きさも大事であるため、定規がな

ければ、コインでもかまわないので一緒に撮影を

お願いしたい。挫傷の大体の大きさが判明すれば、

成傷器の同定も可能になると考えられるからであ

る。

挫傷

診察時に、一番身近で、見つけやすいのが挫傷

(皮下出血)である。先生方は挫傷のあるお子さん

を見つけたらどのように対応しているだろうか？

表5に示すような挫傷を見つけた場合、虐待の可

能性が高いと考えられている5)。

挫傷を診察した時点で、どのように病歴聴取を

行うかが一番大事である。いわゆる5WlH(Who

:誰が、What:何を、When:いつ、Where:ど

こで、Why:なぜ、How:どのようにして)を患者、

保護者に聴いていくことになるが、 ここでWhy

(なぜ）だけ聞かないで欲しい｡Whyと聴く場合、

どうしても患児．保護者にプレッシャーを与えて

しまい、医療関係者が虐待を疑っていることや責

められている感じになってしまい、真実を聞き出

せない可能性がある。よって、 4WIH(Whyを

除く） として、事実だけを聞くように心がけて欲

しい。表6に示したような皮膚損傷時に聞くべき

情報を参考にして、病歴聴取を行っていただきた

IJ,5)｡

もう一つ、挫傷で大事なことは写真撮影を行う

ことである。カルテ記載時にどうしても表現でき

ない挫傷がある場合、写真撮影をしておけば、後

に専門医にコンサルトが可能である。また、時間

経過を追って撮影を行っておくと、治癒過程なの

か、嬢痕化しているのか、ただの母斑なのかなど

判別が不能な部位も、後々判明する可能性がある。

熱傷

熱傷を見たら、必ず身体的虐待の可能性を考慮

していただきたい。CaroleJenny著の「Child

abuseandneglect」という成書には、熱傷にて入

院した子ども達の中で虐待が原因と考えられた熱

傷は、 11～25%だったと述べられている。また、

救急外来ではO～19.5％だったと述べられてい

る6)。この数値を見て、虐待による熱傷は、入院
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写真1 強制浸湯熱傷の例

CaroleJenny,etal :Chi ldabuseandneglect :AbusiveBurns,EIsevier,222-238,2011

する子ども達の中では10人に1人程度で、救急外

来ではほとんど見ることがない、 と少なく見積

もってもいいのだろうか？ 医療安全のことを考

慮すれば、その逆である。熱傷で入院する子ども

達の中の4人に’人程度、救急外来でも5人に，

人程度は虐待の可能性があると胆に命じていただ

きたい。

また、子ども虐待による熱傷の平均年齢は2歳

から4歳と言われており、 この年齢のお子さんが

熱傷で受診した場合は注意が必要である。

子ども虐待による熱傷で特徴的な熱傷に、①強

制浸湯熱傷、②固体接触熱傷があげられる。①強

制浸湯熱傷とは、子どもの手足や臂部を熱湯に強

制的に浸けた場合の熱傷である。子どもは抵抗す

ることができず、通常の熱傷事故であれば認める

であろう、スプラッシュマーク （いわゆる水しぶ

き）がつかず、辺縁が平滑な曲線で、熱傷深度が

一定であることが多い(写真1B、C，D)6)｡また、

下肢や腹部を曲げたまま浸けた場合、屈曲部位に

熱傷を負わない可能性がある(写真1A)6)。

次に、②固体接触熱傷であるが、 よくある物質

としてはアイロンやライター、 タバコなどである。

その他、通常熱くない物（熱したフオークやナイ

フ、熱い車内のシートベルトのバックルなど） も

成傷器となることがある(写真2）。

虐待による乳幼児頭部外傷(AbusiveHead

Trauma:AHT)

いわゆる乳幼児揺さぶり症候群(ShakingBaby

Syndrome :SBS)のことであるが、必ずしも揺さ

ぶる行為だけで発生するわけではない。揺さぶる

以外の暴力的な行為でも発生するため、現在では

｢虐待による乳幼児頭部外傷（以下、AHT)」と呼

ぶように米国小児科学会では推奨されている。こ

のAHTは、 3m以上の高位落下事故や交通事故

の証拠がない場合、次の3徴が証明できれば、診

断できる。AHTの3徴とは、①硬膜下血腫もし

くはクモ膜下出血、②びまん性脳浮腫、③眼底出

血である （もちろん3つ揃わなくても、骨折など

その他の所見を組み合わせながら診断は可能であ

る)。

このような診断基準を提示しても、開業してい
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写真2 固体接触熱傷のパターン痕

CaroleJenny,etal :Chi ldabuseandneglect :AbusiveBurns,EIsevier,222-238,2011

る先生方で頭部CTが撮影でき、乳幼児の眼底所

見を見ることは、ほとんど不可能に近い。よって

AHTを見いだすことは困難と思われる先生方も

多々いらっしゃると思う。 しかし、 このAHTで

来院される患者さんの主訴が「外傷そのものが主

訴」ではなく、痙鑿、意識障害、嘔吐、何となく

元気がない、チアノーゼ、呼吸障害等を主訴とし

ている7)。また、保護者が激しい揺さぶりを受傷

機転として訴えた保護者は一人もいなかった、 と

のデータもある7)。

よって、上記のような主訴の場合、常にAHT

を念頭に置きながら、全身診察を行っていただき

たい。この全身診察は、頭のてつぺんから、足の

つま先までの診察を意味するが、体重・身長・頭

囲も含まれる。他の主訴で来院しても、全身診察

を行いながら、体重増加不良や頭囲拡大を認めれ

ば、 2次医療機関に精査をお願いしていただきた

い。

また、AHTを少しでも疑うような患者さんの

保護者に「子どもを強く揺さぶったりしました

か？」と誘導的な質問も行ってはいけない。この

質問を投げかけて「揺さぶったりしたことはあり

ません｡」と保護者が返答したら、そのままその返

答を信じてしまっていいのだろうか？ また、 こ

の質問を行うことで、保護者が医療者に対して逆

上し、二度と医療機関に受診しない可能性もある。

その場合､最悪死亡してしまう可能性もある。よっ

て、客観的な事実を積み重ね、AHTの可能性が

どれくらいあるのか検討し、少しでも不安なこと

があれば、 2次医療機関・ 3次医療機関へ相談す

ることを心がけてもらいたい。

ネグレクト

ネグレクトという言葉は最近では聞き慣れた言

葉になってきた。 日本語に訳せば｢養育の怠慢｣と

いうことになる。ネグレクトにもさまざまな形態

があり、 どこまでをネグレクトにするか非常に難

しい場合もある。例えば、衣服や皮膚が汚れてい
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表7 ネグレクトにおける注意すべき状態 カテゴリー 1 3 42

： 3A 3B ：
一●栄養不良 ●不衛生

●原因不明の種々の発達●不適切な衣服（季節外

遅延 れ・性別不明等）

●繰り返す食行動異常(む●家に帰りたがらない／

さぼり食い/過食/拒食） 繰り返す家出/浮浪/食

●持続する疲労感/無気力 物を中心とした窃盗

●繰り返す外傷 ●多動/過度の乱暴/注意

を引く行動

●遺尿・遣糞・チック・

脱毛など

事故

虐詩

一一‐噂－－－●

図3 虐待のカテゴリー分類

ても生命に関わる事態ではないため、そのまま放

置してしまう場合もある。ただし、その場合でも、

他の症状がないか否か（例えば、患児自身の体重

増加不良、低身長の有無、発達障害・知的能力障

害の有無、保護者の精神疾患・発達障害・知的能

力障害の有無など）気に留めるべきである。この

ことをきっかけに、家族の状況を理解し、何故ネ

グレクトが起こっているのか、この家族にとって

どんな助けが必要なのか、が見えはじめ、適切な

対処方法を考えることができるようになる。

ネグレクトにおいて注意すべき状態を表7にい

くつかあげておく。このような状況があれば、さ

きほどAHTの項目でも説明したように全身診察

を行っていただきたい。そして、判断に迷う場合

は、 2次医療機関、 3次医療機関に相談を行い、

患児の安全の担保を作って欲しい。

微妙なケースばかりなのである。

ここで最後に紹介したいのはカテゴリー分類で

ある(図3)。

カテゴリー1 ：不慮の事故と診断

カテゴリー2 ：不慮の事故と診断してほぼ間違い

ないが、やや不自然なところや心

配な部分がある

カテゴリー3A:虐待の可能性があるが、事故と

の鑑別が困難

カテゴリー3B:虐待の可能性が高い

カテゴリー4 ：虐待と診断

このカテゴリーの中にケースを当てはめるので

あれば、少し気が楽になるのではないだろうか。

ただし、医師一人で判断することは非常に難しい

場合もある。その場合は、信頼できる2次医療機

関や市区町村・児童相談所と相談して、 よりよい

対応を考慮していただきたい。

医療機関が子ども虐待を見つけることは、保護

者を告発し懲罰を与えることではない。子ども虐

待を見つけることは、その家庭の機能不全の状況

を見つけて、救いの手を差し伸べることなのであ

る。如何にして子ども達を、そしてその家庭を救

えるか､多くの関係者同士で話し合い､知恵を絞っ

て欲しい。

適切な医学診断とは？

子ども虐待においてクリアカットに、虐待か事

故か判断できるケースは、一体いくつあるのだろ

うか？ 子ども虐待の可能性がありながら「この

親御さんが、虐待なんかするわけない」といって

医師自身の主観的な眼で判断してはいないだろう

か？ 医師はさまざまな感情や状況に心を揺さぶ

られることがあるが、特に子ども虐待に関しては

客観的な眼を持っていて欲しい。子ども虐待はall

ornothingですべてが判断できるわけではない。
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特 集

小児科医の知っておくべき虐待臨床の現状

虐待防止連携

医療機関連携、多機関連携の必要性

群馬県済生会前橋病院小児科溝口史剛

応していくことが、成熟した民主主義国家の成員

としての使命である｡｣このような考えをすべての

医療者が持つことができれば理想的であるが、あ

まり現実的ではない。重要なのは、個々の医師の

考え方如何で子どもの予後が変わってしまう事態

を生じさせない強固な連携システムである。

虐待が生じた際に、虐待を行った親個人の病理

に倭小化することは、実際の虐待の予防にほとん

ど役に立たないのと同様、虐待の問題に積極的に

対応しようとしない医療者の存在を嘆くだけでは、

何も子どもに資することにはならない。個々の医

療者がどのような分野に興味を持ち、 自身のキャ

リアアップを考えていくかは個々の医療者の問題

であるが、地域全体としてみた場合の虐待医療体

制の欠如は、小児医療提供体制上の問題として議

論し整備しなければならない問題なのである。

はじめに

本邦における虐待の社会的否認の壁は1990年に

入って以降ようやく崩壊し、少しずつであるが

ChildCruelty(子どもへの残虐な取り扱い)から、

Childabuse(親の"力"の子どもへの誤用・乱用)へ

と、医療者の間でもその定義は広がりつつある。

しかしいまだ犯罪性に過度に側面を当てた偏った

議論(｢疑わしきは罰せずが民主主義の大原則であ

り、監視社会になってはならない」という言い訳

に基づく通告義務の不履行）や、医療の専門性を

限定した偏った議論（虐待は福祉の問題であり、

我々医師は社会的問題に振り回されないようにし

なくてはならない） も払拭できるほど、 この問題

が医療の中で一般化し、対応が整備されているわ

けではない。

「子どもの健康予後を改善するためには、 さら

にChildMaltreatment(不適切養育)全般を対象と

して、子どもの安全な生活環境の担保を目指し、

医療も含め地域社会全員の問題として包括的に対

予防医学的観点からの虐待の整理

虐待は小児の心身の健康を冒し、成人期以降も

さまざまな心身の健康を冒す根となる、極めて重

大な健康問題でもある。公衆衛生学的側面からと

らえた場合、通常の1次予防(発生の予防)、 2次2015年4月より群馬県前橋赤十字病院小児科
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1 虐待を疑う
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20“司法対応、虐待医学診断告知(MDT対応）

参
Medical
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e

秀
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Medical
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専門性の高い

医師

地域システム構築、虐待医学研究推進300

図1 医療機関に求められる虐待対応一覧(上段：図1A)と医療機関間連携体制(下段：図1B)

態であり、虐待防止法に定められている「疑い例

の通告義務」「早期発見の努力義務」という2次予

防上の義務を適切に果たす基盤もいまだ脆弱であ

る。まずは医療機関における2次予防対応体制整

備に付き考察する。

予防（早期発見と早期対応） 3次予防（再発防止：

リハビリテーション）に加え、社会・家族病理で

ある虐待の場合、世代間連鎖の抑止と予防施策の

推進のために、 0次予防（胎児期からの予防：特

定妊婦対応)、 4次予防(死亡した場合の死亡事例

検証）を加え予防対策を考察する必要がなる。医

療機関は他機関と連携し、 0～4次のあらゆる段

階で極めて重要な職責を発揮しうる。

先述のように本邦の虐待医学対応は黎明期の状

虐待の2次予防対応構築

虐待の2次予防対策を構築する上で、 まずは医

療者が行うべき虐待対応を筆者は図1Aのように
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図2 虐待事例の重症度トリアージ

二次診療
一◆

整理している。まず虐待を疑うことが大前提であ

り、虐待が疑われた際には重症度をトリアージし、

必要な場合にはためらわずに子どもの安全を担保

する必要がある。ここまでの対応は子どもと接す

る可能性のあるすべての医療スタッフが出来なけ

ればならない。筆者はこの役割を果たす医療者を

Sentinel[見張り番］と呼称している。この層へは、

事例を抱え込まずに｢気になる親子がいる」という

ことを、対応に長けた人物や機関に伝えることま

でを職責とすべきで、それ以上の対応を期待する

ことは､虐待の否認/倭小化を助長することとなる。

一方でそれは"それ以上の対応"を行うことが期

待される医療者との連携を要することでもある。

そのような職責は役割上、入院機能を持つ病院が

虐待対応チームを整備した上で、そのチームメン

バーが担う、 という体制が望まれる。子どもの安

全を担保するために｢入院｣という切り札を切れる

のは医療機関の大きな強みであり、入院が可能な

施設はそのような対応ができない一次診療の医療

者から依頼があった場合の受け皿にならなければ

ならない。さらにチームとして、児童相談所など

の関係機関に通告を行うとともに、連携を取り合

い基礎的な虐待の医学診断を提示したり、診断書

などを作成したりする必要がある。このような役

割を果たす医療者をSafe-Hubと呼称しているが、

この層は直接的に｢虐待｣というキーワードを用い

親対応を行うという立場、ならびに地域と家族と

の真のつなぎ役を担う立場であり、地域の虐待対

応の要である。

一方で、司法の場面に耐えうるような鑑定を

行ったり、対応困難事例への助言を行ったり、地

域の虐待対応施策を推進する立場の専門性の高い

医師(Specialist)の存在も不可欠である。このよ

うな医療者は三次医療圏毎にl～2名いれば十分

であり、そのような存在が地域の、医療の立場と

しての虐待対応リーダーシップを発揮し、児童相

談所や警察と緊密な連携をとり、 Sentinel、 Safe-

Hubの立場の医療者を、専門的に支えることが望

まれる。

個々の医療者が、すべからく虐待対応のトレー

ニングを積み、対応に長けた存在となることは、

およそ不可能である。各々が自分たちの立場で行

うべき仕事を明確化し、効率よく連携を図ること

で、地域全体として子どもが守れるようにすれば

良い(図1B)。

連携のために重要なポイント： トリアージ

疾病医療の場合においてもそうであるが、連携
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対応を行う上で重要となるのが、重症度トリアー

ジである(図2)。原則的には医学的な重症度に基

づき、重症であればレッド、軽症であればグレー

(注)、その間であればイエローと判断すればよい

のであるが、要医療度のみで判断した場合には、

極めてリスクの高い多発挫傷児、乳児の肋骨骨折

事例、一酸化炭素中毒症状を認めない心中未遂事

例などは、加療の必要性がないことからグレー事

例ということになってしまう。それゆえに、 もう

一つの軸として、 「親子をこのまま返して良いの

か｣という観点で判断する必要があり、主に｢もし

虐待が再発したら」という想定をした場合の子ど

もの安全性をベースに、当座の安全性は高く親子

に対し支援的に関わるべき事例【グレー】であるか、

親子分離を含めた協力な介入を行う必要がある事

例【レッド】か、その中間の事例【イエロー】である

かを判断する。さらに実際の臨床上は、 「親対応

困難性」という観点をもう一軸加えることが実践

的である。親が自身の困難感を認め、支援の申し

出を受け入れてくれる（可能性が高い）事例【グ

レー】の場合、臨床的には対応がしやすいが、親

が自身の困難性を頑として認めず、支援を拒絶す

る(可能性が高い)事例【レッド】の場合、極めて対

応が困難となる。

これら3軸のうちいずれもグレーであれば、市

町村と連携して外来対応を続けることも可能だが、

イエロー以上、特にレッド症例では入院対応で子

どもの安全を担保し、親子関係の立て直しをはか

ることを考慮する必要がある。虐待を発見した立

場の医療者が無理をして不適切な対応をしてしま

う(親を叱責する。虐待を認めさせる等…)事態や、

対応を行わずなかったことにしてしまう事態が起

きないために、上述のシステムが望まれる。

1次． 2次・ 3次診療の昇華した

関係構築を！

このような体制構築は、確かに2次診療の医療

者に、重症/対応困難事例（レッドケース）の対応

をお願いする形となる。しかし、疾病対応におけ

る病診連携がそうであるように、これは「大変な

事例の丸投げ」ではない。 1次診療の場面は圧倒

的大多数のグレー事例が、イエロー・レッド事例

に進展していくことを防止する極めて重要な役割

を担っている。

「確かに入院という切り札が切れない我々は、

大変な患者をお任せすることとなる。しかし、そ

のような大変な患者が出ないように、我々は地域

のかかりつけ医として、虐待の予防や進展の防止

に力を注いでいる」という昇華した関係性構築が

できれば理想的である。

虐待の0次・ 1次予防における

地域-医療連携

これまで述べてきた、特に2次予防のレッド事

例対応においては、 「子どもの安全｣のみにフォー

カスを当てた、感情にあえて側面を当てないケー

スワークが求められる(｢あのお母さんは、面会の

際にとても子どもをかわいがっている。あのお母

さんが虐待を行うはずはない｡」と言った判断や、

｢これまでの信頼関係が崩れることになる」といっ

た判断は子どもを危険にさらすこととなる)。

しかし2次予防であってもグレー事例の場合や

0次・ 1次予防の場合、 まずは親子（0次予防で

あれば妊婦）の抱えている困難感への、上から目

線ではない共感と理解がベースにある必要があり、

家族の持つストレングスに着目したケースワーク

が求められる。確かに父母ともに発達に問題を抱

えている家庭などは、危なっかしくリスクばかり

に目が行きがちになるが、そのような事例の際に

こそリスクとストレングスを常にバランスよく把

握する必要がある。生活の場で現れるそのような

｢(注）一般的なトリアージでは、積極的加療の不要
な事例はグリーンとタグ付けを行うが、虐待事例で
は軽症事例からの早期介入が求められるため、グレー

とタグ付けし積極的な支援を行う必要がある｡」
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件）であり、予防にまで手が回っていないのが実

情である')。

虐待はハイリスクケースであるほど、訪問支援

の効果が高いことは実証されており、例えばオー

ルズは、初産婦・10代妊婦・未婚妊婦・貧困層妊

婦に対し家庭訪問を行わなかった場合、その後

19%が虐待に至ったが、家庭訪問を行った場合

4％にまで減少したと報告している2)。ただこの

ような効果を上げるためには、 2歳まで平均週2

回の訪問を要し3)、現状でそこまでの労力を行政

のみに任せることは現実的に難しい。子育てを母

親のみの責任に帰することが虐待を生み出す温床

になっているとしたら、虐待予防を行政のみの責

任に帰することもまた然りである。児童福祉法の

第一条には「すべて国民は、児童が心身ともに健

やかに生まれ、且つ、育成されるようつとめなけ

ればならない」と記載されている。子どもの健全

育成／虐待予防は地域社会のすべての成員に課せ

られた責務である。その中で医療者は「医療の問

題に転換して親子に関わる」という独特のストレ

ングスを持っている。我々は園医・校医・地域の

かかりつけ医として、 リスク家庭の見守りのリ

ソースとして積極的に協力する姿勢が求められる。

もちろん医療活動はボランティアではない。か

かる労力に見合うだけの診療報酬の制定は今後の

大きな課題であるし、それ以外にも対応を行うこ

とが医師のキャリアとして評価される枠組みの整

備も急務であろう。ただ、現実に今虐待に苦しん

でいる親子を目の前にし、 「枠組みが出来るまで、

待っていてね」というわけにはいかない。今ある

限られたリソースの中で効率を目指すとしたら、

｢連携｣は大きなキーワードになるはずである。

本特集では連携の実践例として、 1次診療の立

場から練馬区の取り組みを牧田先生に、 2次/3

次診療の立場から香川県の木下先生に具体的な取

り組みを紹介いただいている。このような活動を

見るにつけ頭がさがるとともに、 自分たちにも

きっと何かできるはず、 という強い思いが鼓舞さ

リスクとストレングスは、支援者の支持的な眼差

しがあってはじめて把握されるものである。その

ために必要なのは情報共有であり、文字でしか表

せない情報だけではなく、実際に支援者同士が会

し、話し合うことが必要である。

虐待対応の目標は、子どもを常に慈しみ、第一

優先に考える｢良い親｣になることではなく、最低

限、行動としての虐待/ネグレクトをしない親、

困った際にSOSを出せる親、育児を他人に頼れる

親になることである。虐待関係に陥った、 もしく

は陥るリスクが高い親への支援の順番は、誰かが

｢親の相談者になる｣ことで親の心理社会的孤立を

解くこと、その援助関係を軸に生活ストレスの実

質的軽減を図ること、子どもの心身の健康を他の

大人が子どもに直接係ることで改善すること、の

順であり、 これらの対応で親の負担が軽減した後

で、 ようやく親の育児を変える働きかけを行い得

る。一次診療の医療者が指示的に育児指導を行う

のではなく、支持的に育児支援を行うこと、忙し

い診療の間に数分でもいい、話を聞いてもらえた

という実感を親が得ることができるだけでも、虐

待に防御的に作用する。その上で、医療者が把握

した情報を地域と有機的に共有する体制が構築さ

れていれば、支援者同士が親のリスクとストレン

グスを把握でき、 より適切な支援計画を立てるこ

とが可能となる。

0次予防・ 1次予防においても地域と医療者と

のネットワークが極めて重要であることは言うま

でもない。しかし本邦では、乳児家庭全戸訪問事

業を実施している市区町村は94.1%にのぼるもの

の、ハイリスク家庭に対して行われる養育支援訪

問事業を実施している市区町村は67.3％にとど

まっている。要支援児童として要保護児童地域対

策協議会(要対協)が扱っている事例は37,283件に

過ぎない。特定妊婦に関しても、養育支援訪問事

業として訪問対応を行った家庭は4,077人と報告

されているが、要対協として登録され多機関で対

応した件数はわずか1,538件（一要対協あたり0.9
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実施状況等の調査結果(平成23年度調査）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000

2rr3u.html (2015年1月31日アクセス）

2)OldsDL,HendersonCRJr,ChamberlinRet.al.

Preventingchildabuseandneglect:arandom-

izedtrialofnursehomevisitation.Pediatrics.

1986Jul ;78(1) :65-78.

3)ZielinskiDS,EckenrodeJ,OldsDL.Nursehome

visitationandthepreventionofchildmaltreat-

ment: impactonthetimingofo砥cialreports.

DevPsychopathol.2009;21(2) :441-53

れる。現実的にハイリスクの家庭の養育者は、対

応が極めて難しいという側面はあるであろう。こ

のような家庭を"不愉快な関わりたくない家庭"と

切り捨てるほうが、はるかに効率的かもしれない。

しかし「このような場面こそ小児科医の真価が試

される場面であり、このような際に弱者に寄り添

えることが小児科医のアイデンティティーであ

る」と筆者は信じている。

参考文献

l)厚生労働省HP市区町村の児童家庭相談業務の
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特 集

小児科医の知っておくべき虐待臨床の現状

要保護児童対策での地域における

見守り事業の実際

田
口
口

牧
野
沼

郁夫

文憲

俊介

練馬区医師会要保護児童見守り事業小委員会委員長

前練馬区医師会公衆衛生担当理事

東京小児科医会理事

区では、平成20年に起きた虐待死児童の検証で、

関係機関による情報共有の必要性を痛感し、平成

23年4月に、練馬区子ども家庭支援センター（以

下、センター)と練馬区医師会会員医療機関とが、

要保護児童情報を共有し要保護児童およびその家

族の見守りを行うという「練馬区医師会要保護児

童見守り事業(以下、事業)｣を立ち上げた。

I .見守り事業の内容

この事業は、医師会を通して練馬区要保護児童

対策地域協議会への参加届を提出した医療機関が、

センターと要保護児童の情報を共有し、その情報

を踏まえて、乳幼児健診・予防接種・一般の診察

時等に要保護児童およびその家族の状況を注意深

く観察し、その情報をまた、センターと共有して

要保護児童を見守るというものである。

Ⅱ当院での見守りの実際

要旨

虐待予防のためには行政と医療機関との積極的

な連携・情報共有による協働が必要である。練馬

区では、平成23年4月より、要保護児童情報を練

馬区子ども家庭支援センターと練馬区医師会員と

で共有し、要保護児童の見守りを行っている。そ

の事業の実際を紹介する。

はじめに

平成24年7月の「子ども虐待による死亡事例等

の検証結果等について（第8次報告)」において、

児童相談所及び市町村と医療機関との積極的な連

携及び情報共有の必要性が提言され、平成24年11

月には、厚労省児童家庭局母子保健課長通知「児

童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に

関する留意事項について」が出された。そこでは

虐待予防のための行政と医療機関との積極的な連

携・情報共有による協働が求められている。練馬 半年に一度、練馬区子ども家庭支援センタ－よ
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表1

練馬区医師会要保護児童情報取り扱い規約

1．対象情報

練馬区子ども家庭支援センターより伝達された要保護児童に関する情報

2．参加者

練馬区医師会会員

参加施設資格

診療所等の参加施設の要保護児童情報に係わる職員が｢対象情報の機密保持厳守｣の誓約書を院長に提出

していること

3

受託情報について

対象情報の伝達は前項3の条件を満たすものに限ること。保管は厳重として、院長以外閲覧出来ないと

ころに保管すること。複数の閲覧者がいる場合､紙媒体に記載された情報に接触した人を常に記録(氏名・

接触した時間帯・利用方法・返還時刻）して、その記録簿と併せて厳重に管理すること。電子媒体によ

る保管はしないこと。廃棄する場合はシュレッダー等で厳重に行うこと

4

送付情報について

練馬区子ども家庭支援センターへの情報送付については電話あるいは紙媒体で行い、電子媒体では行わ

ないこと

5

対象に遭遇した場合の対応について

対象児童の成長、発達状況、身体的異常、心理精神的情報、家族関係の把握に努め、その状況を子ども

家族支援センターに報告するとともに、当該施設での支援策を検討する。また、練馬区医師会会員に個

人を特定できない形式で情報を伝え、当該家族の支援策を検討する

6

⑤その情報をセンターに報告情報共有を行う。

＊当院では全職員に情報取り扱い規約(表1）に則

り｢対象機密保持厳守｣の誓約書を提出させている。

現在当院では、精神障害を持つ親とその子ども

の見守りを、センターからの依頼で行っている。

途中、家族に不幸な出来事があり、気落ちしてい

るお母さんには、診察前後に看護師が時間をとり

話し相手になっている。

り封書で要保護児童の簡単な情報を記した封書が

送られてくる。

①センターよりの情報を受けとってから、全職員

参加の会議を開き、当院に受診歴あるいは受診

予約のある児童がいないかチェック。該当した

児童がいる場合は、その児童の情報をカルテお

よび職員より収集。

②その情報を看護師がセンターに連絡、該当児童

の情報共有を行う。

③センターから得た情報を、職員全員で共有し、

対応を検討。

④当該児童の来院時、児童および家族の状態を観

察、診察後看護師・事務職員の観察情報を収集、

対応を検討。

Ⅲ、事業開始までの出来事

1）事業開始の経緯

平成20年に起きた2歳児窒息死事例の検証会

(平成21年9月）において、異父兄が被虐待児で

あったという家族の情報が断絶し、関係機関にそ
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表2

会員各位

練馬区医師会要保護児童見守り事業開始に際して

平成21年秋開催された練馬区被虐待児死亡例検証会議において、不幸な事例の発症予防のためには要保護

児童の情報共有が不可欠であるとの結論に至りました。この認識を踏まえ、練馬区医師会と練馬区子ども家

庭支援センターとで要保護児童の情報共有のあり方を検討してきた結果、練馬区医師会は次のように「練馬

区医師会要保護児童見守り事業｣を行うことと致しました。

この事業参加者は、子ども家庭支援センターより要保護児童の名前・生年月日・住所等の情報提供を受け、

その名簿と、一般外来あるいは健診等での受診者とを照会し、該当者が受診した場合には、対象児童の成長・

発達状況、身体的異常、心理精神的状態、家族関係の把握に努め、その状況を子ども家庭支援センターに報

告するとともに、当該施設での支援策を検討します。また、練馬区医師会会員に個人を特定できない形式で

情報を伝え、当該家族の支援策を検討します。

この事業への参加手続き等は内規に記しました。また、今後、練馬区医師会ホームページに子ども家庭支

援センターへの連絡票等を掲載しますのでご活用ください。この事業は先駆的な試みで、東京都児童相談所

も注目・期待しており、成果によっては東京都あるいは日本全体への展開につながります。家族機能不全に

陥っている家族を見過ごさず、早期に支援を行い、練馬区ばかりでなく、東京・日本より不幸な事件の発症

を減少・撲滅するために多くの先生の参加を希望します。

平成23年4月6日

練馬区医師会

会長秋田博伸

公衆衛生部

理事野口文憲

理事寺門博道

の情報が伝わらず、当該児童はハイリスクと認識

されることなく不幸な結果を来たした。情報がも

たらさなければ、 目の前にハイリスクの児童がい

たとしても、被虐待を疑う明らかな所見がない限

り積極的に虐待ハイリスクととらえて関わること

はできないということが明らかとなった。乳幼児

健診・予防接種は予約制で行うことが多いので、

前もって情報があれば乳幼児健診等の場で、要保

護児童を見守ることができると考え、練馬区医師

会とセンター・要保護児童地域対策協議会との間

で協議を重ね、平成23年4月より 「練馬区医師会

要保護児童見守り事業｣を開始した。

た。電子媒体でのやり取り ・掲示は情報保護に難

点があるのでセンターより参加医師へ直接封書で

送付することとした。また、参加者の情報保護の

意識を高めるために、医師会に所属していれば自

動的に要保護児童対策地域協議会に参加している

ことになるので、情報共有に問題はないのである

が、あえて、個別に同協議会に参加するという手

続きを踏むこととした。また、医師会で「練馬区

医師会要保護児童情報取り扱い規約｣を内規(表1）

として定め、従業員に秘密情報保護の誓約書を提

出してもらうこと、要保護児童の情報の管理を厳

重にするよう求め、参加医療機関内での情報保護

の意識を高めるようにした。

2）情報の保護

事業開始の関門は要保護児童情報の保護であっ
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表3

平成25年6月10日

｢練馬区医師会要保護児童見守り事業小委員会｣規約

(名称）

第1条この委員会は、練馬区医師会要保護児童見守り事業小委員会と称する。 （以下｢本会｣という｡）
(設置の目的）

第2条練馬区要保護児童対策地域協議会の登録医療機関間と行政諸機関との情報を共有し、連携を深め、
地域ネットワークを構築し、練馬区医師会要保護児童見守り事業の普及・充実を目的とする。

(方針）

第3条前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（1）会の方針、活動内容について検討、協議する。
（2）練馬区医師会要保護児童見守り事業連絡協議会を開催する。
（3）各種研修会、講演会を開催する。

（4）活動内容について、広報活動を行う。
(組織）

第4条本会は、練馬区医師会公衆衛生部のもとに設置する。
(承認）

第5条重要な案件は公衆衛生部会での承認を必要とする。
(委員構成）
第6条委員の構成は下記のとおりとする。

委員長 1名

副委員長 l名

委 員

公衆衛生部担当理事2名

(委員の変更・追加）
第7条委員を変更・追加する場合は、公衆衛生部の承認を必要とする。

(会議）

第8条会議は、委員会が召集する。
会議は、必要があるときは学識経験者および、行政諸機関職員等に出席を依頼し、意見を聞くこ
とができる。

(協議会の開催）
第9条委員会は、 「練馬区医師会要保護児童見守り事業連絡協議会｣を適時開催し、各機関との情報共有・

連携を深める。

連絡協議会のメンバーは、登録医療機関とする。
委員長は必要に応じ、登録医療機関以外の医療機関の代表をオブザーバーとして、参加させるこ
とができる。

(講演会等の開催）
第10条委員会は、協議会会員および医師会会員を対象とした各種講演会、研修会等を適時開催する。

(改廃）
第11条この規約を改廃しようとするときは、公衆衛生部会の決議を経なければならない。

附則

1 本会の平成25年度の理事は、次のとおりとする。

牧田郁夫先生

沼口俊介先生(練馬区要保護児童対策地域協議会委員）
渡辺克也先生

長谷川望先生

浅村信二先生

野口文憲先生

反町 茂先生

内田晃雄先生

齋藤佳孝先生

公衆衛生部担当理事2名

委員長

副委員長

委 貝
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表4

練馬区医師会要保護児童見守り事業

事業開始

研修会

練馬区子ども家庭支援センター

平成23年4／1

6／8

所長木村勝巳氏

児童福祉担当係長伊藤典子氏

ll/30小委員会

平成24年2／22連絡協議会

6/14研修会

演題｢虐待の気付きと初期対応について」

講師済生会前橋病院小児科溝口史剛先生

11/19研修会(東京都と共催）

演題「地域における虐待対応力向上研修会」

講師あきやま子どもクリニック院長秋山千枝子先生

平成25年4／5

5/17

連絡協議会

研修会(事例説明会）練馬子ども家庭支援センター

（練馬)瀬戸口詳愛氏、 （石神井)深井敦氏

小委員会開催

研修会

①練馬区の現状について｢児童虐待一練馬区の現状と課題一」

要保護児童見守り事業小委員会副委員長沼口俊介先生

②講演

演題｢虐待をする両親に精神科医はどう対応するか」

講師川崎沼田クリニック院長沼田真一先生

小委員会

協議会研修会(事例説明会） 練馬子ども家庭支援センター

（練馬)瀬戸ロ詳愛氏、 （石神井)深井敦氏

研修会練馬区における要支援児童の現状と対応：具体例を通して学ぶ

「保護者の精神疾患事例での成功例と問題例」

～妊娠期からの切れ目のない支援～

光が丘保健相談所地域保健係長保健師池田小夜子氏

6/10

9／19

平成26年4／23

6／5

11/6

日、事業開始にあたり、医師会会員への本事業の

周知のための研修会を開催、平成23年8月26日、

同事業の普及・充実、登録医療機関と行政機関と

の情報共有および連携を深め、地域ネットワーク

を構築する目的で「練馬区医師会要保護児童見守

り事業小委員会｣を設置、規約を作成した(表3)。

V.開始後の出来事(表4)

開始後、個々の事例の見守りとともに、年に2回

Ⅳ、事業の開始

平成23年3月29日の練馬区児童青少年部子育て

支援課より練馬区医師会会員にあてた、練馬区要

保護児童対策地域協議会への参加依頼書を受けて、

4月6日、練馬区医師会会長が練馬区医師会会員

に「練馬区医師会要保護児童見守り事業開始に際

して」の文書を発表(表2)。事業の開始を宣言し

会員の参加を呼びかけた。また、平成23年6月8
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程度の小委員会･連絡会と、年に1回の研修会(講

演会)を開催している。主な出来事を記す。

1)参加者：当初19名で発足、現在24名が参加、

その診療科は次のとおりである。小児科12名、

内科6名、泌尿器科1名、外科1名、形成外

科1名、耳鼻科1名、精神科1名、産婦人科

1名。練馬区医師会員452名の5.3％が参加、

練馬区小児科医会員42名の28.6％が参加して

いる。

2）委員会･連絡会:参加医と病院オブザーバー・

センター長が集まり、詳細な情報提供・意見

交換を行っている。下記の多様な事例が示さ

れた｡頭部骨折例､DV例､shakenbabysynd-

rome、飛び込み出産、被虐待児であった母

親による世代間連鎖例、母親がアルコール依

存・育児不安・産後うつ・知的障害等の精神

神経疾患を有する例、母親自身からの救いを

求める訴えで支援している例（育て方がわか

らない．育てられない.子どもに危害を加え

たようだ)、父親が覚せい剤使用、過度のア

トピー除去食による低栄養例、兄弟あるいは

本人が発達障害を有する例、若年出産例等。

3）病院の参加：多様な事例が存在することを知

り、病院から参加申し出があり、順天堂練馬

病院・練馬光が丘病院がオブザーバーとして

参加するようになった。

4）区への提案：連絡会の議論の中で、 「健診を

受けていない児童・予防接種を受けていない

児童・ 3歳以上で保育園や幼稚園のどこにも

所属していない児童」についての把握を区に

提案、その後区側の努力でかなり把握が迅速

化しており、正確な情報が把握できている。

5）練馬区児童虐待死検証会報告：検証会で明ら

かにされた問題点（経済状況、健診・ワクチ

ンを受けていない、家族の転居による情報の

断絶)が報告された。

6）保健所からの協力要請：保健相談所長が、産

科医会へ「保健師が妊娠早期より妊婦に関わ

り支援ができるように、妊婦が出産届けを出

すときには、保健師のいない区民事務所では

なく、保健師のいる保健相談所に出すように

勧めて欲しい｣と要請。

終わりに

当初、当院に通院している数名の児童の情報を

知るのみであったが、その後、連絡会において、

センターより要保護児童全員の詳しい説明を受け

ることになり、今さらながら、たくさんの被虐待

児が身近にいることに驚いた。

この事業がどれほど虐待予防に役立っているの

か。評価するのは難しいが、事業開始後、医療機

関よりセンター・児童相談所等への虐待届け・相

談数が若干ながら増えている。このことは、虐待

に対する医師会会員の意識が向上しているととら

えてよいのではないだろうか。また、事業に病院

が加わり、会議に保健相談所長が参加するなど、

ネットワークが密になり広がりを見せていること

もこの事業の成果と考えている。

以上、練馬区における行政と医療機関との情報

共有について報告した。地域における、行政と医

療機関との情報共有・連携の参考になれば幸いで

ある。
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特 集

小児科医の知っておくべき虐待臨床の現状

虐待防止連携の課題と問題点

病病連携を中心に

四国こどもとおとなの医療センター育児支援対策室長小児科木下あゆみ

からの虐待受理件数は、全件数のおよそ4～5％

程度(図2）であるが、乳幼児の頭部外傷や、性虐

待、医療ネグレクトや代理人によるミュンヒハウ

ゼン症候群など、重篤なケースが多いと考えられ、

医療機関での見逃しは子どもの死に直結すること

があり、あってはならない。しかし実際、診断や

通告する際の責任の重さや、親とのトラブル、主

治医一人で抱えることによるストレスなどもあり、

見て見ぬふりや、なんとなく様子をみることで逃

1 °はじめに

児童虐待の件数は、最近ニュースで見ない日が

ないほど全国的に増加している(図1 ）。実際日常

診療においても、少し不審な点がある外傷や病歴

を持つ、いわゆる『気になる』ケースを診ることが

多々あり、おそらく公式に虐待事例としてカウン

トされているのは氷山の一角である可能性が想像

できる。また、厚労省の報告によると、医療機関
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のみで対応するのは困難である。れたい気持ちになることもまた事実である。

最近では病院内に『虐待対応チーム」を設置し、

チームとして虐待対応に取り組んでいる病院も増

えてきた。しかし、実際は、普段はかかりつけ医

でフォローされたり、転居等で転院したりした場

合、経過が追えなくなることも多く、一医療機関

香川県では平成25年度から、厚労省の「児童虐

待防止医療ネットワーク事業」を、当院が拠点病

院となって、全県的に虐待対応に取り組んでいる。

本稿では、現在までの当院や香川県の取り組み、

特に医療機関連携についてご紹介し、今後の課題
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や問題点も含め私見を交えて報告する。

2．当院での取り組み

たそのカンファレンスの場で転居が確認されケー

ス移管が行われたり、地域で困っている事例がう

まく医療に繋がったりするため、子どもや家族を

長くサポートしていく我々医療関係者にとっても

悪いことは一つもない。

3． 『児童虐待防止医療ネットワーク事業』

開始のきっかけ

当院では平成13年、筆者が赴任してから虐待対

応活動を始め、平成15年度から正式に、虐待対応

チームとして『育児支援対策室』を立ち上げた。虐

待事例のみならず、虐待予防やハイリスクケース

にも積極的にかかわるという目的を持ち、当初よ

り『育児支援｣という言葉を使っている。コアメン

バーは現在8名で、一般的な虐待対応(図3）に加

え、立ち上げ当初から、香川県中西部地域の児童

相談所や市町の保健師、弁護士等と月に1回、当

院にて定期ケースカンファレンスを行っている

(図4)。顔を見て話すことで、お互いに信頼関係

を築くことができ、当初から実名で事例検討をし

ているが、 これまで個人情報が問題になったこと

はない。それどころか、過去の会議で上がってい

た子どもがハイリスク妊婦として地域から報告さ

れたり、居住地も名字も違う虐待ケースが、別居

している兄弟例だったりと、医療機関だけでは把

握しきれない情報が地域からは挙がってくる。ま

当院は、前身が香川小児病院という小児専門病

院であったこともあり、香川県中・西部の子ども

の重症患者はほぼ当院に紹介搬送されてくる。ま

た、当院の虐待対応も10年を超え、虐待事例や、

気になる事例は地域医療機関から積極的に紹介や

相談があり、 自然に医療機関連携ができていた。

しかし、香川県東部地域は医療圏が違う上、県

庁所在地である高松市を有することから人口密度

も高く、大学附属病院や、中規模の総合病院が多

数存在する。また、病院によっては虐待ケースに

ついての問い合わせや、虐待事例の診察・受け入

れに難色を示されることもあり、中西部地域のよ

うなネットワークを是非、香川県全域に広めてほ
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*他機関との連携､ネットワークは？
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協力病院の具体的な名前､窓口を教えてほしい

図7

しいという県からの要望があった。そのような経

緯から、平成25年度より 『児童虐待防止医療ネッ

トワーク事業」を県から委託を受け、当院が香川

県の拠点病院として医療機関連携のネットワーク

を構築していくこととなった。

事業を始めるにあたり行ったアンケートで、院

内虐待対応チームが存在する病院もあるが、施設

によって活動に温度差があることが分かった（図

5， 6， 7)。 また、気になるケースを経験はす

るが、 どう対応すればよいか、どこに繋げばよい

のか、そもそもどこかに繋いだ方がよい事例なの

かどうか相談に乗ってもらいたい等、現場で困っ

ている状況が浮き彫りになった。虐待対応チーム

を具体的にどう立ち上げるのか教えてほしいと

いった要望もあった。そこで、当院を拠点病院と

し、協力病院として、大学附属病院等の総合病院

に声をかけ、ネットワークを構築した(図8)。

また活動計画として、①拠点病院(当院)自身の

レベルアップ、②医療機関同士のネットワーク整

備、③香川県版ガイドラインの作成、④チャイル

ドデスレビュー、⑤多機関連携(MDT)を柱に活

動を行うこととした。特に②に関しては、各医療

機関同士がスムーズに連携でき、 トップダウンで

スタッフに情報が届くよう、各協力病院の虐待対

応リーダー医師を明確にし、名簿を作成した。ま

た、 「押しかけ研修会』と称して、講師料、交通費

とも本事業が負担し、各病院の院内研修会に虐待

の基本知識から初期対応等について講義を行って

いる。CPT立ち上げの相談、サポートも行って

おり、実際CPTが立ち上がり、地域を巻き込ん

だ定例会まで開催できるようになった病院もある。

また、今年度から計画⑤として『かがわ子ども

虐待を考える会」を立ち上げ、 これまで連携が十

分とは言えなかった法医学、司法、警察関係者の

有志に参加していただき、本ネットワーク事業の

協力病院、児童相談所とともに事例検討会、勉強
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香川県児童虐待防止医療ネットワーク事業(イメージ）

病院

鶴
医院

霞園/鏑雲雲
霧澱
一

協力病院 相･地域協力痛院八1児
児相･地域

医療機関虐待ネットワーク 病院

重騒協力病
＝

拠点病院

医院II児相｡地域協力病院

、『
ー

児相唇地域

痢院
医院置蓬認

蝿腱』：

*転居､転院の際にフォローが途切れないようになる
*医学的判断､保護者との接し方など虐待対応に困ったとき相談できる
*顔が見える関係を作ることで､安心して情報交換ができる 8

図8

第1子、 7歳健常児、第2子5歳、先天性疾患

にて手術歴あり。

第3子、 2歳、先天性難聴。

現病歴:A総合病院産科退院後、体重増加不良を

認め、 ミルクの増量等指導するも、 lか月健診に

て体重増加が全くなかった。精査目的の入院を勧

めるも応じず、転院希望も出たため、 日齢51当院

紹介となった。A病院小児科医からは医療ネグレ

クトの可能性があると事前に電話連絡があった。

入院後経過：入院を嫌がる母を説得し、子どもの

み預かり入院とした。自立哺乳のみで、 64.39/日

の体重増加を認めたため、哺乳量不足による体重

増加不良と判断した。入院後すぐ、母親より治療

の必要がないなら退院したいと強い申し出があり、

説得に応じず入院5日目で退院した。退院にあた

りミルク量の記載と、筆者の育児支援外来、市の

保健師訪問を受けることを約束した。また同時に

会を開始した。司法面接の導入など、多機関連携

の今後の方向性を探っているところである。

4．事例紹介

症例：日齢51、男児。

主訴：体重増加不良。

既往歴：在胎39週0日、2124g、第4子、アプガー

スコア8/9，A総合病院で出生。低出生体重児

のため未熟児室に入院するも特に経過に問題なく、

体重増加良好にて、日齢17,2412gにて退院となっ

た。

新生児聴覚スクリーニング(ABR)にて聴覚障

害指摘され耳鼻科フオロー中。

心エコー、血液検査等にて特に問題なし

家族歴：母パニック障害。境界型人格障害疑い、

精神科にて投薬中とのことだが、最近受診してい

ない。
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図9

児童相談所に相談連絡した。

退院後も受診はするも、記録ではきちんと飲ま

せているような記載になっているにもかかわらず、

体重はほとんど増えなかった(図9)｡母の言動よ

り、母自身にこだわりが強いため行動に余裕がな

く、上の子たちに手が取られ、本児の世話はほと

んどできていない印象であった。何度も再入院を

勧めたが拒否された。 4か月時「ミルクや体重の

ことばかり言われて嫌になった』『この病院のせい

で篭になった。死にたい』 『Bクリニックへ行く』

等と言い始めクレームの電話やパニックになるこ

とが増えてきた。そこでBクリニック医師に直接

電話し、 これまでの経過を説明し、同時に児童相

談所に改めて正式に通告した。児相より、家族に

対し、子どもを預かる提案などもしつつ、介入が

開始された。しかし結局Bクリニックでも同様の

経過を示し、 11か月時、 C病院へ転院となった。

そのころ定頸のみで寝返りも未と発達もかなり遅
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れており、児童相談所や、C病院医師から何度も

入院を勧めるも、母親への指導による体重増加は

見込めそうもない状態であった。当院にてA，C

病院の担当医と筆者と当院CPTメンバー、児童

相談所が集まり、合同カンファレンスを行った。

これまでの経過から医療ネグレクトとして一時保

護をすることを決定し、C病院受診時、母子が体

重測定で離れたすきに職権による一時保護とし、

当院に一時保護委託入院となった。入院時、表情

に乏しく笑顔もなし。活動性も低く、低栄養、愛

情遮断症候群と考えられる状態であったが、入院

後は年齢相当の食事のみで体重増加30g/日以上

をキープしており、少しずつではあるが発達も追

いついてきている。

このように、転院、転居を繰り返す症例も、地

域で拠点となる医療機関がリーダーシップをとっ

て、医療機関同士で情報を共有し経過を追ってい

くことが大切である。児童相談所ももちろんそう

いった機関ではあるが、その子どもの危機レベル

や一時保護のタイミング等に医療的判断が必要な

ケースにおいては、児童相談所に通告、依頼する

だけでは介入のきっかけを逸することがあるため

積極的に医療機関が入っていくことが重要だと思

われる。

後の関係機関の介入がスムーズになるだけでなく、

物言えぬ子どもの代理人となり、子どもの権利を

守ることができる。しかしまだ、 『なぜ医師が虐

待対応をするのか』『虐待対応は児童相談所の仕事

である』という意見があることもまた事実である。

このたび厚労省の事業が始まり、 『医療』が『ネッ

トワーク」を作って『児童虐待』対応をすると明記

されたことにより、医療がもっと主体的に虐待対

応をしていくべきであると認知されるようになっ

た功績は大きい。この事業が引き続き継続される

ことを切に願う。

多数ある医療機関をネットワークでつなぐのは

簡単なようで、かなりハードルが高い。特に都市

部のように人口が多い場所にたくさんの中規模病

院がある場合、一人の患者があちこちを受診する

こととなり情報を一元化することは難しい。ただ、

行政主導だとどうしても前例や規則等が壁になる

ことがあるため、強い意志を持って引っ張ってい

くリーダー医師が、現場主導で顔の見えるネット

ワークを一つずつ作っていくしかないのかもしれ

ない。

香川県では本事業も3年目となり、今後は医療

機関と司法や捜査機関等との連携による司法面接

や、チャイルドデスレビューの導入、産科や助産

師会との連携によるSBS予防プログラムの導入な

ど、さらに範囲を広げた多機関連携を進めたいと

思っている。

虐待対応は一施設、一個人でできることは少な

い。行政や児童相談所に任せるのではなく、医療

機関が積極的に介入し、多機関で連携することが

非常に重要である。

5．終わりに

香川県の｢児童虐待医療ネットワーク事業｣につ

いて、事業開始のきっかけと現在の状況について

紹介した。

医療機関が虐待対応をする意味の一番の理由は

『虐待の診断』である。虐待を予後不良の重大な疾

患としてとらえ、 きちんと診断することで、その
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特 集

小児科医の知っておくべき虐待臨床の現状

'ｿ〕鴉

】11Ⅱ11，12

下表は､2014年7月1日に放送されたNHKハー

トネットTVの冒頭で流れた施設出身者達の声で

ある(NHKハートネットTV, 2014)◎家庭で適切

な養育が受けられない子ども達を、社会が公的責

任で養育し、支援をしていくことを社会的養護と

呼ぶ。日本の現状は他の先進国と比較して、 まだ

まだ子どもを重視した環境になっているとは言え

ない。なぜ、このような状況なのだろうか。それ

は、子どもに対する支援に、人とお金が足りてい

ないからである。この状況を変えるためには、子

どもに関わる専門職が、虐待問題および社会的養

護についてどれだけ｢関心｣を持っているかが重要

になってくる。

多くの小児科医をはじめとする専門職は、教育

研修課程や国家試験において、社会的養護の枠組

を大まかに把握していると思われる。しかし、

十二分に理解していると言いがたい。虐待を受け

た子どもの、通告後の支援、社会的養護の問題、

またその子どもが親になったときの問題などに積

極的に関わる医師はまだ少ない。

欧米では、子どもの虐待および社会的養護への

小児科医の関心は非常に高く、地域の支援者がも

つべき倫理として認識されている。地域の小児科

医は、医学的なフォローアップに関与するだけで

なく、地域の里親や子どもの支援団体に積極的に

関わり、社会的にファンドレイジングに貢献した

り、心理的なケアについても多職種と協働してい

る。これは地域社会における小児科医の役割とし

て理想的であると筆者は考える。UNICEF(2007)

によると『国の状態を示す本物の目安は、子ども

たちに対しどれほど関心を払っているかである』

と言われるが、小児科医も社会的養護に対して、

施設を出てホームレスになった若者

" （もし居場所があったのなら）そこにいると

思いますO "

施設を出て留置場に居場所を求めた若者

"(犯罪を)やってはないけどやったと言って、

留置場に入って寝られるし、ご飯食べれるし

と思って。 ”

施設を出て風俗店で働くしかなかった女性

"なんでこのように私が生まれてきたんだろ

う？なんで私を産んだのって。 ”
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育が背景にあるかもしれないと知っておくことは、

小児科医の診察やコンサルテーション場面で重要

となる。

欧米では、虐待を受けた子どもに対して、通告

後も地域で小児科医と児童精神科医らが､多機関・

多職種チームに入り、継続的に支援のフォロー

アップを行っている。しかし、 日本では病気の治

療以外で、地域の支援チームに継続的に小児科医

が関わっているケースはほとんどない。小児科医

の数が非常に限られる日本であるが、虐待の再発

防止のために、地域の社会的養護における子ども

への関わりを増やしていくことが望まれる。

また体制だけでなく、治療法についても小児科

医が関われることがある。現在、世界でも効果が

高い治療法の一つはトラウマ焦点型認知行動療法

(TraumaFocusedCognitiveBehaviorThera-

py:TF-CBT)である(Cohen,Deblinger,Manna-

rino,&Steer,2004)｡TF-CBTはユーモアを重要

な要素として据え、子どもの治療意欲を高めるた

めに、 さまざまなゲームや遊びなども治療に取り

入れている。子どもは保護者や施設の支援者と協

力しながら、 トラウマを適切に処理し、 トラウマ

に関係した思考一感情一行動をコントロールでき

るようになる。欧米では、TF-CBTを展開する

際に、小児科医も支援/治療チームに入り、包括

的な治療体制を持つことがある。日本でも、TF-

CBTができる支援者が養成され、現在その数は

少しずつ増えてきている。小児科医も数名が初め

てこのTF-CBTの研修会に参加し、 この技法を

身につけている。さらに地域における小児科医と

して、TF-CBTができる精神科医や心理士など

の医療関係者とネットワークでつながり、紹介状

が書けるようになっておくだけでも、社会的養護

の子どもの予後をより良くすることにつながる。

社会的養護における子どもの社会的な

ハンディキャップ

生物一心理一社会のパラダイムに基づき、一翼を

担うことがグローバルスタンダードになっている。

地域の小児科医が社会的養護に積極的に関わる理

由は、 目の前の子どもの治療だけでなく、その後

のフォローアップこそが、次世代に虐待を繰り返

させないことにつながると強く認識されているか

らである。わが国ではまだ欧米の専門職と同等に

社会的養護へ関心が持たれているとは到底言えな

いため、本稿では、地域社会の一員として、小児

科医が知っておくべき社会的養護の現状を概観す

る。

社会的養護における子どもの心理的な

ハンディキャップ

虐待を受けた子どもは、心理的ハンディキャッ

プとして、多動性の行動障害を呈することや、衝

動コントロールがうまくできないことがある。こ

の心理的なハンディキャップの理解がなければ、

単なる子どもの問題行動やメンタルヘルスの問題

としてのみ片付けられてしまい、背景にある虐待

の可能性が見逃されてしまう。

虐待を受けた子どもは、小さな出来事でも大き

なケンカに発展したり、 トラウマによるフラッ

シュバックや解離に発展することもある（杉山，

2007)。保育園、幼稚園、学校で問題児扱いされ

ている社会的養護下の子どもについても、小児科

医から教員に対するコンサルテーションや、学校

医の視点からの支援体制のリコメンドなど、 フオ

ローアップが必要である。

他にも、虐待を受けた子どもは、生き延びるた

めの手段として、周りへの警戒感や回避行動、否

定的な自己概念が形成されやすい(Reyome,

Ward,&Witkiewitz,2010,Gordis,Feres,Olez-

eski,Rabkin,&Trickett,2010)。そして、 4歳か

ら12歳までの子どもの精神疾患リスクの31～65%

は、幼年期の家庭環境要因が占めると言われる

(Kessleretal.,2010)。発達障害や子どものうつ、

不安障害が疑われる場合でも、虐待や不適切な養 社会的なハンディキャップとは、不安定な生活
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祉経済学的な視点を大切にしてる (Frede,Bar-

nett,&Ackennan,2006)。そのような経済的コ

ストの視点が日本にはほとんどない。社会的養護

では早い段階で経済的コストをかけなければ、将

来多岐に渡って、社会的な損失を招き、その結果

としてさらに大きな経済的コストがかかってくる

ことになる。

以上のことから小児科医が社会的なハンディ

キャップに対してできることは、第一に里親養育

の推進に多職種連携の一人として関わること(例：

診察場面で里親養育に興味がある患者がいるか関

心を向ける)、第二に政策決定者や医師会を通し

て、政治面で社会的養護にお金をかけるよう要請

していくこと、第三に社会的コストに関する研究

に関心を向けることである。

環境、虐待をうけた子どもの経済的支援の不足な

どを意味する。現在、子ども達の適切な養育環境

を社会で構築するため、厚生労働省は、可能な限

り家庭的な環境において安定した人間関係の下で

育てることができるよう、施設ケア単位の小規模

化、里親やファミリーホームなどを推進する政策

を採っている(厚生労働省, 2014)。欧米では施設

養育は子どもの権利に反するという理由から、ほ

とんどの国で里親養育に移行している一方、 日本

では里親養育への移行は進み始めているものの、

世界的水準に達するにはまだ時間がかかる。

児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検

討委員会(2012)の調査によると、 2000年前後の里

親委託率を国際比較すると、オーストラリア

91.5％、アメリカ76.7％、 イタリア62.1％、 シン

ガポール62.0%、 イギリス60.0%、 カナダ58.5%、

フランス53.0％が里親に委託されている一方、わ

が国ではたった6.0％であった。同調査によると、

現在は里親にファミリーホームを足した委託率は、

全体の14.8％まで上がってきているが、 まだまだ

欧米の水準には至っていない。

児童養護施設内では、 5.5人に1人という支援

者の割合の配置基準であり、 さらに1日で支援者

は3交代する必要がある。一般家庭以上に、社会

的養護における子ども達は安心安全な環境が必要

であるにも関わらず、施設内での支援者の数は足

りていない。他にも、施設入所児の高校卒業後の

進路は一般に比べ進学率は低く （入所児12.3％：

一般53.2％)、就職が多くなっている（入所児

69.8％：一般16.9%)。その結果、経済的な基盤を

得ることも難しく、場合によっては冒頭に紹介し

た子ども達のような状態に至ることも少なくない。

なぜ、これほどまでに日本では支援体制が弱い

のか。それは他国よりも社会的養護に単純にお金

を掛けていないからである。欧米では子育て支援

や社会的養護に1ドル惜しめば、その後の問題

(例：児童思春期の精神障害、家庭内暴力など)と

して約7ドルの医療費や治療費が掛かるという福

おわりに

社会的養護にある子どもは通常とは異なる成育

環境におり、そのハンディキャップへの理解が必

要不可欠である。

地域社会の一員として、小児科医は「虐待を通

告して終わり」では決してない。社会的に弱い立

場の子どもを守るために、社会的養護にも目を向

け、次の世代を育てるまなざしを持ち続けること

が、世界水準の小児科医に期待される役割である。
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第97回学術講演会

一般小児科医だからこそ診ることのできる発達障がい

東京家政大学子ども学部子ども支援学科教授

東京医科大学医学部小児科学分野兼任教授宮島 祐

に始まり、時代とともに変遷している。 1960年代

には行動異常、学習の障害を示す子どもたちのう

ち、明らかな神経病理学的所見を認めない一群が

微細脳機能障害(MinimalBrainDysfunction:

MBD)としてまとめられ、胎児期・周産期の軽度

脳障害に由来すると推定されていた。MBDが広

く浸透した結果、あまりに多様な症状が含まれる

に至り、 1960年代後半に器質的脳障害のない精神

疾患として「多動性反応｣、 さらに1980年に「注意

欠陥障害｣、そして1994年にDSM-Ⅳで｢注意欠陥

多動性障害」として概念がまとめられた。しかし

当時の診断基準では広汎性発達障害(Pervasive

DevelopmentalDisorder:PDD)との併存は否定

されており、実際の臨床と蠅嬬が発生していた問

題もあり、 2013年に改訂されたDSM-5により発

達障がい関連の一群は神経発達症群として整理さ

れ、PDDから変遷した自閉スペクトラム症(Au-

tismSpectrumDisorder:ASD)とADHDの併存

が認められた。

神経発達症群にはASD，ADHD以外に知的能

力症/障害、 コミュニケーション症群/障害群、限

局性学習症/障害、発達性協調運動症/障害、チッ

ク症/障害等が含まれる。DSM-5の和訳において

従来から問題となっていたDisorderをどのような

用語で和訳することも大きな課題となっており、

はじめに

近年「落ち着きがない．かんしゃく ・集団行動

が苦手」などコミュニケーションがとりにくい子

どもが増えている、あるいは注意欠陥多動症や自

閉スペクトラム症と診断される子どもが増えてい

る、 と話題になっている。その背景には米国精神

医学会刊行の精神疾患の分類と診断の手引き

(DSM)等の活用により疾患概念が浸透し診断が

容易となったことがあげられる。しかし、一部に

は過剰診断の問題も指摘され、 また少子・核家族

化あるいは教育環境の変化など社会的環境要因も

関与していると考えられる。乳幼児期から子ども

の発達とともに保護者とも関わっている第一線の

小児科医だからこそ、気質の遺伝も踏まえた「発

達障がい」の診立てと、小児適応薬の意義を理解

し、心理社会的対応を含めた包括的医療を実施で

きる存在と考える。

I .歴史的変遷と用語の問題

「発達障がい｣、特に注意欠陥(欠如)多動症(At-

tention-DeficitHyperactivityDisorder:ADHD)

に関連する概念が医学的に報告されたのは、 1902

年、英国のStill博士により 「道徳観や意思を抑制

する能力の欠如を来す子ども」が報告されたこと
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表小児科外来で気づくことは？＝日常の生活の場で気づけること！

1 ．診察室に入ったら

し乳児：お母さんに抱っこされていてもじっとしていない。

今｢抱きにくい子｣｢お母さんでないと抱っこできない」

し幼児：相手を見ずに椅子を回す、おもちゃに手を出す？

弓｢手を繋がないとどこへ行ってしまうか｣｢事故に会いそう｣｢迷子になっても泣いてない…」

し聴診器が触れるのを嫌がる？

弓｢好みの洋服が決まっている｣｢長袖がイヤ｣｢帽子がイヤ」

’舌圧子・耳鏡を嫌がる？

二｢予防注射で大騒ぎ｣｢耳鼻科の診察抑え込み」

し保護者と話していると割り込んでくる？

＝>｢車・新幹線の話は夢中」

2． 「お母さんの心配し過ぎ｣?？

→保健指導の現場でよく聞く言葉?？

レ苛立ち・不安を感じている親の目に映っている子どもとは…

し｢子どもの行動を理解できない｣｢(親の)思い通りにならない｣｢他児(兄弟)と違う」

し｢心配し過ぎですよ｣の前に…｢こどもの行動観察」

3．周囲(園・学校)から言われ不同意ながらの来院のとき

しQ&A(オープンクエスチョンを含め)言葉のやり取り

しチェックリストなどに記入された文字・記号から読み取れることは…｢親の気質｣とは

経学的所見の診察を含め、初診では1時間前後の

診察時間を要することは必然となる。多忙な第一

線の小児科診療では表中の1 ．2 ．3のような点

に留意することで診療の一助となると考える。特

に診察の場に、家族が心配で来院したのか、幼稚

園や学校から「問題があるから医療機関に行って

診断を受けてきてほしい｣と言われた場合とでは、

家族の記入する各種評価尺度が全く異なることも

あり得ることに留意する。発達障がいの診断（診

立て）には2か所以上で同じような行動の問題が

あることを確認するうえで、この視点は無視して

はならない。これはその後の薬物療法のコンブラ

イアンスを向上させるうえでも不可欠と考える。

日本精神神経学会が中心となり日本小児科学会も

交えて専門家が膨大な作業をこなされた結果、診

断名を告げられる当事者の立場、その一方で実生

活において支障や問題を抱えておられる方々の立

場、かつスペクトラムの用語に示される概念の幅

広さなどに留意され、和訳では｢症｣および｢障害」

を併記することになった。この和訳問題は、今後

ICDとDSMが併合される際に整理の予定とのこ

とである。本稿の用語において不統一な部分のあ

ることは、用語の変遷過渡期であることを理解し

ていただき、ご容赦願いたい。

なお｢発達障がい｣＝｢神経発達症群｣の診断基準

については清書を参考にしていただきたい。

Ⅲ、発達障がいの治療Ⅱ．診察室での診立て

さまざまな面で弱点を有する発達障がいの子ど

もたちが、乳幼児期から思春期に成長していく過

程で、衝動的についやってしまった行動や、不注

意のためにしでかしてしまう出来事などのために、

叱られたり、周囲の不適切な対応のために厭な思

発達障がいを専門とする外来では、在胎・周産

期の出来事の確認から、精神運動発達歴、家族歴、

既往歴など小児科で当然聴取する事象はもちろん

のこと、さまざまな行動特性を把握するためにも

各種質問紙などを用いた評価を行い、理学的・神
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いが心に深く残り、挫折感を味わったり、 自暴自

棄になって攻撃的であったり、閉じこもりや不登

校など集団になじめず内向的になったりする二次

的問題が生じやすいことを認識して、早期から適

切な介入を含めた治療体系を構築することが望ま

れる。

発達障がいの治療として薬物療法と心理社会的

治療は車の両輪と捉えられる。特にADHDに関

しては、メチルフェニデート速効薬(MPH)の成

人における乱用や子どもに過量投与された実例が

あるなど、処方する医療者の姿勢が問われてきた

負の歴史があることを認識することは重要である。

その上で、子どもの健やかな成長のために適切な

心理社会的対応ができるよう環境を調整すること

は不可欠であり、環境が整うことで薬物治療の効

果も促進される。

1）薬物療法

小児精神神経(発達障がい)領域で小児適応が承

認されていたのは、最近までは昭和40年代に小児

自閉症に承認されたピモジドのみであった。世界

的に小児ADHDの適応薬であったMPH速効薬は

前記のように乱用・不適切な処方が行われていた

こともあり、平成19年秋にナルコレプシー以外の

使用は禁止された。MPH速効薬の問題を防止す

る目的で開発されたMPH徐放薬（コンサータ③：

OROS-MPH)は平成19年12月に小児ADHD治療

薬として承認され、ついでアトモキセチン（スト

ラテラ②:ATX)が平成21年6月に承認された。

特にOROS-MPHは、本邦では世界で唯一「コン

サータ適正流通管理委員会」が設置され、処方資

格医師と処方薬局の認定が行われ、診断・治療ガ

イドラインに従った適切な薬物療法が行われるよ

うになった。その結果、現在2薬剤とも成人期に

診断された成人ADHDにも処方可能となった。

2薬剤の処方の実際は成書を参考にしていただき、

今後も適切な治療が行われることを切望する。

平成23年に宮地らが行ったADHD治療薬の実

態調査の報告(日本小児科学会雑誌第117巻11号）

では、OROS-MPHが77.6%、ATXが14.9%で第

一選択薬とされていたが、これは薬剤の承認時期

の違いも反映されていると考えられ、現在は2薬

剤の特徴を理解した選択が行われている。実際の

選択方法としては、OROS-MPHは効果発現が早

く、 1日1回朝の服用等の特性が反映され、 「症

状が重篤｣｢行動面で問題が多い｣｢周囲の困り感が

強い」「低年齢」等で第一選択される傾向がある。

ATXは覚醒作用がなく睡眠への影響もないこと、

1日2回の服用等の特性から「気分障害・不安障

害・てんかん・睡眠障害などの併存がある｣｢夕方

から夜に問題が多い」「年長・思春期」で第一選択

される傾向がみられた。

発達障がいの薬物療法を実施するうえで、 「発

達障がいを治す薬物は存在しない」ことをまず認

識し、薬物投与の標的とする症状を適切に選択す

る。薬物を使用することが、失敗体験や被叱責体

験の減少、適切な対人関係・集団行動の体験増加

等の子どもにとって利点となるよう治療に携わる

ことが求められる。

2）心理社会的対応

子どもの持つ個性を受け止め(受容)、子どもの

気持ちと共有でき(共感)、優しく穏やかな言葉で

語りかけることで情緒の安定化をはかり、本人の

理解力に応じた達成可能な課題が与えられ、成功

することで達成感が得られ、 自己評価(selfes-

teem)を向上させることが目標となる。

行動療法の概要を列記するが、具体的なトレー

ニング内容は成書を参考にしていただきたい。

【行動変容療法】基本的な考え方として、 「行動」

とは具体的に見たり、聞いたり、数えたりできる

ものであることを認識する。子どもの行動で「増

やしたい良い行動」は正の強化子として「褒める、

認める｣など肯定的な注目をする。一方、 「減らし

たい行動｣は負の強化子として｢無視、制止、ご褒

美の点数の除去」など注目を取り去り、正と負の

強化子を組み合わせることで子どもの適切な行動

を認め、積み重ねていくことである。暴言や他害
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行為、社会的に認められない危険な行動など「許

しがたい行動」は毅然とした態度で対応するが、

叩くなど身体的攻撃は行わないことが重要である。

子どもにとって分かりやすい適切な対応は、保護

者に対する愛着のある幼児期ほど効果的であるこ

とを認識する。

タイムアウト ：子どもの心が落ち着いている冷

静な時を見計らって、本人の同意のもとにクール

ダウンする場所を前もって決めておき、かんしゃ

くなど好ましくない行動を取ったとき、冷静な自

分を取り戻す時間を確保することである。冷静に

なるまでの間は正の強化子は与えられない。子ど

もが冷静さを取り戻したとき、大人（保護者や教

師）がその場にいて見落とさないことも重要であ

り、そのためにもクールダウンの場は大人の視野

の中、すなわち同じ部屋や教室に設置することが

必要である。

トークン・エコノミー：シールなど子どもが喜

ぶものを利用し、適切な行動を取った直後の具体

的な正の強化子として活用する。子どもにとって

素直に喜べる幼児期に関わる大人との約束づくり、

その約束を守り、褒められた体験は心地よい記憶

として残ることと認識する。

レソーシャルスキルトレーニング(SocialSkill

Training:SST)

子ども自身が社会で生活するためのスキルを学

び、集団行動や状況に応じた適応行動がとれるよ

うトレーニングする｡主に小グループ活動で｢ルー

ルを守る」「挨拶をする」「自分の気持ちを伝える」

｢相手の話を聞く」｢相手の気持ちを察する｣など当

たり前のことを当たり前にできる喜びを共有する。

レペアレント・ トレーニング(Parenttraining:

PT)

行動療法を基に米国で生まれたトレーニング・

プログラムで、保護者が子どもの行動の背景を理

解して、 より適切な接し方を習得するための練習

を体系化されたもので、 「親こそが子どもにとっ

て最良の理解者・支援者になれる｣ことを練習し、

保護者が変わることで親子間の悪循環が是正され、

穏やかな生活を営めるようになることが目標とな

る。

惨応用行動分析(AppliedBehaviorAnalysis:

ABA)

行動は刺激との相互作用で獲得され変化すると

いう考え方に基づき、行動が生じる原因を、喜怒

哀楽や好き嫌いといった内的な理由で説明するこ

とは避け、外部から観察できる環境と行動との関

係から生じることを実生活の場面で実証すること

を目的としている。

Ⅳ、連携・専門医へのコンサルト

DSMやICDの診断基準には、発達障がいの診

断をするうえで、 2か所以上の異なった環境で同

じ症状・行動の問題を呈していることを確認する

ことが明記されている。そのためにも医療者は保

護者からの訴えだけでなく幼稚園・保育所や学校

での状況を担任から確認することを怠ってはなら

ない。それは子どもに関わる関係者の連携に繋が

り、互いの信頼関係構築の足掛かりとなる。

診断基準の普及により診断が容易になった利点

がある一方で、過剰診断・治療の問題が存在する

ことは常に念頭に置き、診断に迷った場合、ある

いは治療効果が出ない場合、特に家庭内が混乱し、

保護者が疲弊している場合などは、発達を専門と

する小児科医・児童精神科医や臨床心理士などの

チーム医療体制が構築されている専門機関に紹介

する。

V.おわりに

子どもはみんな、個性豊かで誰一人として同じ

人はいない存在としてこの世に生まれてきたこと

を認識する。運動が得意な子もいれば、音感が優

れていたり、豊かな色彩感覚を持っていたり、ま

さに｢十人十色｣のさまざまな存在感と可能性を有

している。発達障がい児のみならず定型発達児を

含め子どもの持つ特徴に、幼少期から気づき、伸
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＊和訳： （日本語版用語監修；日本精神神経学会、

監修；高橋三郎、大野裕)DSM-5精神疾患の分

類と診断の手引．医学書院、 2014

2）齊藤万比古、渡部京太編著：注意欠如／多動性

障害(AD/HD)の診断・治療ガイドライン第3版．

じほう、東京、 2008

3）宮島祐、田中英高、林北見編著：小児科医

のための注意欠陥／多動性障害の診断・治療ガ

イドライン． 中央法規、東京、 2007

4）加我牧子、稲垣真澄編著：医師のための発達障

害児・者診断治療ガイド；最新の知見と支援の

実際．診断と治療社、東京、 2006

5）岩坂英巳編著：困っている子をほめて育てる

ペアレント ・ トレーニングガイドブックー活用

のポイントと実践例一・ じほう、東京、 2012

ばすために、保護者はもちろんのこと学校など集

団において関わる大人が適切な対応とは何かを理

解し、身につけることが重要であり、子どもから

の信頼感を得られる近道と考える。それら子育て

の大事さ、楽しさを子どもに関わる関係者に認識

していただくことは、小児科医としてやりがいの

あることと考える。

参考文献

l)AmericanPsychiatricAssociation:Diagnostic

andStatisticalManualofMentaiDisorders5.

AmericanPsychiatricAssociation,Washington

DC,2013
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第97回学術講演会

冬のスキンケア

国立成育医療研究センター生体防御系内科部アレルギー科大矢幸弘

児期に少ないことが知られている。また、近年ア

トピー性皮層炎患者のフィラグリン遺伝子変異保

因者率が健常者に比べて高いことが、知られるよ

うになったが、実際にはフイラグリン遺伝子変異

のない患者のほうが多い。しかし、フイラグリン

の最終産物である天然保湿因子は、すべての患者

で低下していることがわかってきた。また、角質

細胞をつないでいる接着斑(Corneodesmosome)

は種々の内因性外因性のプロテアーゼによって分

解されるが、石けんなどが付着することによる皮

EpHの上昇などがプロテアーゼ活性を上昇させ

1 ．冬の気候と皮層バリア

アトピー性皮膚炎の罹患率は生まれ月による変

動があり、東京では9月～'1月生まれに多いこと

が報告されている')。この理由は、秋生まれの子

どもは、寒くて乾燥した冬の時期を過ごす間に皮

層が乾燥し表皮バリア機能が低下して発症しやす

い状態になるためと思われるが、世界的な疫学調

査でも、寒い地方ではアトピー性皮膚炎の有病率

が高いことが報告されている2)。米国全土で9万

人の小児を対象に行われた疫学調査では、 さらに

詳しく環境とアトピー性皮層炎の関係が調べられ

ている。この報告によると、湿度が高い地方では

有病率が低く、紫外線が少なく平均気温が低い地

方ほど有病率が高い3)。すなわち、寒くて日照時

間が少なく乾燥した環境はアトピー性皮膚炎の危

険因子であることが示唆されている。これにはビ

タミンD不足も関係しているかも知れないが、皮

層の乾燥とアトピー性皮膚炎の発症には密接な関

係があると思われる。

与

巳

心2．表皮のバリア機能障害と

アトピー性皮層炎(図1）

食物アレルギーの発症やアトヒ ： ”炎の悪化表皮のバリア機能を構成する要素にはさまざま

なものがあるが、表皮の最外層を覆う皮脂膜は小 図1
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ることで、角質細胞が剥離して皮肩バリアが低下

する。また、細胞間脂質を構成するセラミドを生

成する代謝の異常も表皮バリアの低下に関与して

いる。表皮穎粒層にあるタイトジャンクションは

非常に強力なバリアであり、分子量の大きなアレ

ルケンはこれを乗り越えて侵入することは困難で

あるが、アトピー性皮層炎患者のランゲルハンス

細胞は、 タイトジャンクションを超えて穎粒層の

上層に突起を伸ばしていることがわかってきた4)。

そのため、角層に侵入したアレルゲンはランゲル

ハンス細胞に捉えられ、所属リンパ節に移動して

その情報をT細胞に伝え、 IgE抗体を生成する指

令が発信され、アレルゲンへの感作が成立してい

く。アトピー性皮膚炎患者のIgE抗体価が高いの

は、こうしたメカニズムが働いているためであろ

うと思われる。

また、アトピー性皮層炎患者は、健常者よりも

皮層から分泌される抗菌ペプチドの分泌が低下し

ていることが知られており、健常者からはほとん

ど検出されない黄色ブドウ球菌が表皮にコロニー

を作っている。黄色ブドウ球菌が作り出すスー

パー抗原はT細胞を抗原非特異的に多数活性化し

大量の炎症性サイトカインを放出し、皮層の炎症

を惹起する。

アトピー性皮層炎の予防や治療には、こうした

さまざまな表皮のバリア障害や炎症に対する対策

を講ずる必要がある。食物アレルゲンに皮膚から

の浸入を許すと食物アレルギーを発症する危険性

が増すため、皮層バリアの保護は非常に重要であ

る。

そもそも、家庭で消費量の多い食品の抗原は、

室内のホコリに含まれている。ピーナツアレル

ギーの多い英国では、乳児が生活している居間や

寝室からもピーナツ蛋白が検出されており5)、特

に低い位置で水平生活をしている時間が長い乳児

では食物アレルゲンに暴露されるリスクが高い。

3．保湿剤によるスキンケアで

アトピー性皮層炎を予防する

こうした背景から、アトピー性皮膚炎を予防す

ることの重要性は疑いの余地がないが、これまで、

アレルケン回避による予防策は功を奏してこな

かった。そこで、皮層のバリア機能を、新生児期

から保湿剤の塗布により強化することで、アト

ピー性皮膚炎の発症を予防しようという試みがな

された。最初に発表された論文は対照群のない症

例集積研究で米国からの報告である6)。22名の新

生児(家族歴のあるハイリスク者)が保湿剤による

介入研究に参加し、 3名がアトピー性皮層炎を発

症したというものであった。脱落者を含めてITT

解析を行っても5名(22.7％)であり、従来報告さ

れているコホート研究によるハイリスク者の発症

率である30～50％に比べて低かった。そして、

2014年には、ランダム化比較試験(RCT)による

実証研究が英米のグループと演者らのグループか

ら同時に発表された7)8)。

米国l施設十英国4施設が行った共同研究は、

生後3週以内の新生児に保湿剤を毎日全身塗布す

るもので、生後半年の時点でアウトカムの評価を

行っている。 124人がエントリーし、 13％が脱落、

介入群のアトピー性皮膚炎累積発症率は21.8%に

対して無塗布の対照群は43.4％と約半分の発症率

であった。我々国立成育医療研究センターのグ

ループが行ったRCTは、生後1週間以内に保湿

剤の全身塗布を開始し、毎日継続して生後32週時

点でのアトピー性皮膚炎の累積発症率をプライマ

リーアウトカムとした。ただし、対照群は完全無

塗布ではなく、 もともと当施設では乾燥した部位

には白色ワセリンを塗布する対応が全員に行われ

ていたため、それをそのまま踏襲した。しかし、

実際の使用量はきわめて少なくワセリンによる予

防効果が影響した可能性は低い。この研究では介

入群は34.6％の発症率で介入群の59.6％よりも有

意に低かった。また、生後12週と24週の角質水分
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表1

1 ．皮膚の清潔 日本アレルギー学会

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン

2012より引用抜粋

毎日の入浴・シャワー

･汚れは速やかにおとす。しかし、強くこすらない

．石けん・シャンプーを使用するときは洗浄力の強いも

のは避ける

｡石けん・シャンプーは残らないように十分にすすぐ

｡痒みを生じるほどの高い温度の湯はさける

．入浴後にほてるを感じさせる沐浴剤・入浴剤は避ける

．患者あるいは保護者には皮層の状態に応じた洗い方を

指導する

｡入浴後には、必要に応じて適切な外用薬を塗布する

スキンケア

皮膚の清潔

毎日の入浴・シャワー

外用薬による皮膚の保湿・保護

皮表の保湿・皮表の保護

その他

室内環境・肌着・洗剤・爪の手入れ

1

2

3

日本アレルギー学会

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2012

必要がある。欧米の家庭のバスルームには日本の

風呂のような洗い場がなく、彼らは風呂桶の中に

石けんを入れて長時間つかるのである。日本人は

風呂桶の外の洗い場で、石けんをつけて洗い、石

けんをきれいに洗い落としてから、 きれいなお湯

に入浴する。こんな入浴文化は欧米にはなく、 レ

ジャー施設である温泉や温泉プールに行かないと、

このように体を清めてから入浴する方法にはお目

にかからない。石けん風呂に長時間つかっていれ

ば皮膚が荒れてしまうのは当たり前ではないか。

日本人の場合は、石けんが皮層に付いている時間

は短く、 しかもきれいに洗い流してしまうため、

たとえ弱アルカリ性でも何の問題もないのである。

石けんに関するその他の注意点としては、抗菌薬

不使用、香料不使用、着色料不使用、 これらは米

国のガイドラインも同じである。そして違うとこ

ろは、保湿剤入りでない純粋な石けんを使用する、

というところである。これには好みもあるので、

自説を強く主張するものではないが、皮層に付着

した黄色ブドウ球菌や古くなった皮脂をはじめさ

まざまな刺激物を洗い落とすという観点と長年の

治療経験から、患者さんには、無添加の純粋な石

けんで洗うことをお薦めしている。値段も経済的

であり、流したあとの水も環境に優しいため、サ

ステイナビリテイーにも優れている。

量は介入群が有意に高く、皮層バリアが強化され

ていたことがわかる。

4．スキンケアの実際(表1）

①皮膚の洗い方と入浴

スキンケアは、まず、皮膚を清潔にすることか

ら始まる。石けんを使用すると皮膚バリアを低下

させるので石けんは使用しないほうがよいという

意見があるが、その根拠は前述したように、皮層

のpHを上昇させてプロテアーゼ活性を強化し接

着斑を分解して角質細胞の剥離をもたらすという

ものである。本来、弱酸性である皮層が弱アルカ

リ性である石けんに暴露されると皮膚が中性環境

となり、プロテアーゼ活性が上がってバリア機能

が低下するから、弱酸性の合成石けんを使うべき

であると、欧米のレビュー文献には記載されてい

る9)。しかし、その根拠はきわめて脆弱で、弱酸

性の合成石けんを4週間使用しアトピー性皮層炎

が改善したというコントロール群のない前後比較

研究(症例集積研究)くらいしかない'0)。演者の経

験では、弱酸性の合成石けんや保湿剤入りの石け

んは、付着した外用薬が残ってしまい、洗った気

がしなくて気持ち悪い。なぜ欧米人はこんな気持

ちの悪いものを使いたがるのか不思議だったが、

これは、彼我の入浴文化が異なることに留意する
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図2 成育の研究で使用した保湿剤(2e)の成分と作用

層の保湿・保護だが、 どんな保湿剤を使えばよい

のであろうか。 日本アレルギー学会のガイドライ

ンには、 「患者ごとに使用感のよい保湿．保護を

目的とする外用薬を選択する」と記載されている。

そこで、 もう少し詳しい情報はないものかと、米

国皮膚科学会のガイドラインを参考にすると、次

のような記述がある。 「どの保湿剤が優れている

か比較した研究はほとんどなく、3種類の保湿剤．

保護剤の比較では効果に有意差なし、病院での処

方薬でも市販のOTC薬でも効果に差はない｡」結

局、個人の好みで保湿剤を選べばよい、 というこ

とで日本のガイドラインと同じ結論であった。た

だし、 「理想の保湿剤は、安全で、効果があり、

安価で、香料やよけいな刺激物（たとえばラウリ

ル硫酸Na)が入っていないもの」との記載がある。

食物アレルギーを防止する観点からも食物蛋白が

成分に入っているものは避けた方が無難であろう。

ちなみに、演者らがアトピー性皮膚炎の発症予

防研究で使用した保湿剤の成分と作用は図2のよ

うなものであった。

また、英米のグループが予防研究に使用した保

湿剤は、それぞれの国で一部異なるが、 3種類の

保湿剤(油、ケルまたはクリーム、軟膏)から参加

次に入浴するときのお湯の温度であるが、 日本

のガイドラインには38℃から40℃と記載されてい

るが、文献によると、バリア機能の回復がよいの

は38℃である'1)。

②入浴後の外用薬による皮盧の保湿・保護

入浴後、 15分ほどで皮膚は乾燥してしまうため、

保湿剤を塗布するのが入浴後すぐ、がよいとされ

ている。ただし、夏の暑い日には、入浴後ほてっ

て汗がでてきて、すぐ保湿剤を塗布する気にはな

れない人も多いのではないだろうか。確かに、皮

層の状態がよくないアトピー性皮膚炎患者の場合

は、入浴後すぐの塗布が望ましいとは思われるが、

治療で皮層状態が寛解維持期に入っている患者や

健常者の場合は、必ずしも入浴直後に塗布する必

要はない。入浴1分後と1時間後に保湿剤を毎日

塗布した場合の1週間～2週間後の角層中水分量

を比較した臨床研究の結果は、効果に有意な差が

ないことを示している'2)。また、入浴剤や酸性炭

酸水の使用は十分なエビデンスがないことから、

推奨しないことが米国皮膚科学会のアトピー性皮

膚炎のガイドライン'3)には記載されている。

③保湿剤の選択

では、スキンケアで最も重要な保湿剤による皮
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者に選択させており、ゲルまたはクリームを選択

したものが最も多かったとのことである。

④保湿剤の塗布頻度と使用量

さて保湿剤を塗布する頻度であるが、一般的に

は1日1回から3回と言われている。国内でヒル

ドイドソフトを使った臨床研究によると、 1日1

回よりも2回のほうが有意に保湿効果（伝導度の

増加）が高いことが示されている'4)。また、保湿

剤の塗布量に比例して皮膚の保湿効果が高くなる

ことが示されており、いわゆるFingerTipUnit

(FTU)に相当する使用量以上を使用するのがよ

いことが実証されている。

FTUは便利な目安であるが、患者にいちいち

覚えてもらうのは大変である。面倒くさいことを

強要するとアドヒアランスがかえって低下するの

で、患者の性格に合わせて指導したほうがよい。

どの患者にも伝えるべき留意点は「けっしてすり

込まないこと」である。患者の多くは外用薬全部

が保湿剤だと思い込んでいる。99％以上は基剤で

あり、保湿に効果を発揮する成分は1%未満だと

は知らないことがほとんどである。保湿剤として

の機能を発揮させるためには、皮層を均一に覆う

ように(つまり膜をつくるように)塗らなくてはな

らない。すり込むと、その箇所だけ皮層を覆う外

用薬の膜は薄くなり、全体が均一ではなくなって

しまう。保湿剤に限ったことではないが、多くの

外用薬は基本的にすり込んではいけない。外用薬

と皮層における成分の濃度勾配が吸収には重要な

役割を果たすことを考慮し、均一に膜を作るよう

なイメージで塗布することが大切である。その結

果として、使用量がFTUに相当する量になるこ

とを確認している。

InternationalStudyofAsthmaandAllergiesin

Childhood.JAllergyClinImmunol. 1999; 103:

125-138.

3)SilverbergJIl,HaniflnJ,SimpsonEL.Climatic
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小児慢性機能性便秘症の治療のポイント

～小児慢性機能性便秘症診療ガイドラインの解説をふまえて～

岡田小児科クリニック院長岡田和子

小児慢性機能性便秘症の診療ガイドラインは、

欧米ではすでに作成されていたが、それを参考に

して診療しようとしても、医療保険制度や重症度

の違い、生活習慣の違いから、違和感をもってい

た医師も多く、 日本独自のガイドラインの作成が

必要と言われていた。そこで小児消化管機能に興

味を持ち、学会活動など活発に行っている医師が

集まり、 5年間をかけて2013年11月に日本独自の

ガイドライン(｢小児慢性機能性便秘症診療ガイド

ライン｣(日本小児栄養消化器肝臓学会・日本小児

消化管機能研究会編集診断と治療社）が発行さ

れた。

「エビデンスに基づいた診療ガイドライン｣の作

成は、 2009年、OxfOrdから出ている手順(OxfOrd

CentrefOrEvidence-basedmedicine-Levelsof

Evidence)にそって質の高いものを目指した。つ

まり、作成の目的、対象、利用者の明確化、作成

委員会の設置、臨床上の疑問点を明確化するため

に質問形式によるクリニカルクエスチョンを作成、

その解答を支えるための、文献検索と適切な質の

高い文献選択(エビデンスレベルの評価)、推奨文

の作成（推奨度評価)、その後、外部評価、査読、

パブリックコメントを経て作成されている。

ガイドラインの最初のページ(第4章)には、便

秘診療のフローチャート（図1）が示されており、

定義、病態、診断基準、診断方法、そして治療法

と続く。その中に専門施設にて精査が必要と考え

られるredHags(表1)が示されている。そのred

aagsがない小児は、慢性機能性便秘症として実

際の治療に入っていく手順が示されている。

I .慢性機能性便秘症の治療

治療の基本は、 l)Disimpaction(便塊除去)、

2)生活習慣・食事指導、 3)薬物維持療法(main-

tenancetherapy)である。

1)Disimpaction (便塊除去) (fecal impaction

便塞栓の除去）

直腸にたまっている貯留便の除去をあえて

6@Disimpaction"という英語表示にしたのは、初期

治療として最も重要な部分であり、欧米のガイド

ラインでも世界共通用語として使われているから

である。治療方法は重症度にもよるが、グリセリ

ン涜腸、ビサコジル坐薬、ピコスルファートナト

リウムなど刺激性下剤と酸化マグネシウムやラク

ツロースなどの浸透圧性下剤を組み合わせて、最

初の1～2週間で完全に除去する（再び貯留させ

ないように、いわば腸内の｢土砂ダム｣を流し去る

イメージで)｡Disimpactionが完全かどうかの判
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図1 便秘診療と治療のフローチャート

(小児慢性機能性便秘症診療ガイドラインより）

便秘をきたす基礎疾患を示唆する兆候: red

flags(小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン

CQ16)

断は、 「便塞栓を疑うべき症状・徴候｣(表2）を参

考にするとよい。毎日排便があっても量が少ない

なら刺激性下剤を連日使い、直腸をなるべく空虚

にしておくと、鈍っていた直腸肛門反射がもどり、

そのうち自力排便が促されるようになる。

2）生活習慣・食事指導（幼児ではトイレットト

レーニングの指導）

消化管運動は胃に食物が入ると腸蠕動が活発化

する胃結腸反射があるので、排便習慣は食後に得

やすいが、特に朝食後が最も活発であることを考

慮すると、早寝早起きをして、朝食をとることが

推奨される。スナック菓子などをダラダラ食いす

表1

･胎便排泄遅延(生後24時間以降)の既往

･成長障害・体重減少

．繰り返す嘔吐

･血便

･下痢(paradoxicaldiarrhea)

･腹部膨満

･腹部腫瘤

･肛門の形態・位置異常

･直腸肛門指診の異常

･脊髄疾患を示唆する神経所見と仙骨部皮膚所見
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るのはよくないことはいうまでもないが、成長期

の小児なので、繊維質も含むが栄養バランスのと

れた食事を心がけてほしい。 2～3歳頃のトイ

レットトレーニングには、子どもの性格も考慮し

て神経を使う必要がある。厳しく行うと、 「しか

られるから便をしない」方向にいき、便秘のきっ

かけになることがある。また、すでに慢性機能性

便秘がある場合は、 まずは治療に専念し、治療中

であってもいいが、排便習慣が十分ついてから開

始すべきである。

3）薬物維持療法(maintenancetherapy) (表3)

便塞栓を再び作らないために、そして規則正し

い排便習慣を定着化するためには薬物維持療法は

大変重要である。維持治療の第一選択薬は浸透圧

性下剤である。これは腸管内に水分を引き寄せて

腸内容の体積を増加させることで、腸蠕動を活発

化させて自然に近い排便を促すように作用する。

ただし維持治療の初期では、Disimpactionがまだ

不十分である場合や、時々貯留便の存在が疑われ

る場合があり、刺激性下剤も、毎日または1日お

きなど、症例によっても違うが、浸透圧性下剤と

ともに併用することが多い。しかし、直腸肛門反

射が鋭敏になり排便習慣がついてくると、刺激性

下剤は自然に不要になり、浸透圧性下剤のみで排

便コントロールが良好となる。したがって、排便

回数や量、便の性状、便塞栓の有無を把握するた

めには、排便日誌(図2）を活用することが、便秘

治療の成功への近道である。

表2便塞栓(fecal impaction)を疑うべき症状・徴候

（小児慢性機能性便秘症診療ガイドラインCQ15)

･腹部触診で便塊を触知する

．直腸指診で便塊を触知する

．画像上、直腸に便塊を認める

．いきんでいるが出ないとの訴えがある

･overHowincontinence(漏便)がある

．少量の硬い便が出ている

.最後の排便から5日以上経っている

CQ:ClinicalQuestion;臨床上の疑問点を明確化す
るために質問形式によるクリニカルクエスチョン

表3維持療法(MaintenanceTherapy)(開始量は著者の私見）

（小児慢性機能性便秘症診療ガイドラインp55～63)

1 ）浸透圧性下剤(第一選択）

塩類下剤：酸化マグネシウム(カマ、マグラックス）

0.02～0.1g/kg/日開始量0.05g/kg/日(分2)

水酸化マグネシウム(ミルマグ：ミルクアレルギー禁）

0.4～0.9ml/kg/日(分2)

糖類下剤：マルツエキス(乳児）

6か月未満9g(分2)、 12か月未満18g(分2)

ラクツロース(モニラック）

0.5～2ml/kg/日(分2) 開始量1～1.5ml/kg/日

2）刺激性下剤(浸透圧性下剤のみで排便コントロール不十分の場合、併用）

グリセリン涜腸

目安として、 6か月児で10ml， 2～3歳児で15ml， 5～6歳児で30ml

ビサコジル坐薬(テレミンソフト） ：乳幼児2mg/回/日(1～2日毎）

ピコスルファートナトリウム(ラキソベロン)（1日1回夜投与）

6か月以下： 2滴、 7～12か月： 3滴、 1～3歳： 6滴、 4～6歳： 7滴、 7～15歳： 10滴

センノシド(プルセニド錠） ：年長児

3）その他、消化管運動改善薬(クエン酸モサプリド:ガスモチン)、漢方薬(大建中湯、小建中湯、大黄甘草湯）
を併用することあり
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図2 排便日誌の活用の1例

Ⅱ、便秘の悪循環(図3）

便秘が、一過性のものから慢性化する病態を表

した図が、便秘の悪循環の図である。遊びに夢中

になっている時や、便意を感じてもトイレにすぐ

に行けない状況がよくあると、排便をがまんする

ことが平気になり、直腸内に便が貯留する。直腸

内の便は、水分だけが吸収されるので硬化してま

すます出にくくなる。そして排便時に痛みや苦し

み、あるいは肛門裂傷による出血で恐怖心を抱く

かもしれない。そうするとますます排便をがまん

するようになり、直腸は貯留便で拡張し、直腸肛

門反射も鈍り便意が喪失される。これを便秘の悪

循環という。この悪循環を断ち切るためには、初

期治療のDisimpactionが大変重要である。直腸が

便塊で拡張しているので、ためやすいスペースが

あり、一度よくなったようにみえても、感染症な

どで体調が狂うと、 また便貯留が認められること

がよくある。この病態を保護者によく理解させ、

騒蕊砿凝議蕊 漣鰹鯉麹懸

図3 便秘の悪循環(CQ13)

独断で治療を中止せず継続することが再発を防ぐ

ためにも重要である。

Ⅲ、治療を成功させるコツ

l)保護者には、便秘の病態をよく説明する。

2） きちんと飲める薬を処方するために、薬の

味、特徴を知っておく。
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たとえば塩類下剤は味がないが、糖類下剤は甘

い｡酸化マグネシウムは水に溶けないが､マグラッ

クスは錠剤でも簡単につぶせて細粒と同じように

水に溶けやすく白濁液となる。最初から液体がよ

ければ、 ミルマグ(牛乳アレルギー児では禁)がよ

い。

服薬が苦手な児には、空腹時におやつ感覚で、

ジャムやチョコレートペーストに混ぜてひと口サ

イズのパンやクラッカーにのせ、空腹時に与える。

ヨーグルトやアイスクリームに混ぜてもよい。甘

いものが苦手な児では、直接ご飯にふりかけて混

ぜたり、海苔の佃煮に混ぜて小さいおにぎりに入

れる。

3）便塞栓(貯留便)のある児には、最初の2週

間で集中的に、貯留便を除去させることを目指す

(期限を設定することで保護者の協力が得られや

すい)。開始当初の処方量はやや多めにすると、

便貯留の再発が少ない(著者の私見)。

グリセリン涜腸後に足をクロスさせて我慢ポー

ズをとる児には、足を開脚させて母親と向かい合

わせに抱いていてもらう。自宅でも坐薬を入れた

あとにがまんポーズをとる時は同じようにしても

らう。治療を開始して排便時に痛みがないことを

自覚するようになると、自然にがまんポーズはな

くなる。 3歳以上の幼児では、がまんポーズが解

消したら、時間を決めてトイレに座る習慣をつけ

る(最初は紙パンツのまますわらせてもよい)。

4）排便日誌をつけてもらうと、現在の処方薬

がきちんと飲めているか、処方量が適当か否か判

断しやすいだけでなく、保護者にとっても治療効

果がわかりやすい。幼児では、排便したら日誌に

好みのシールを本人に貼らせると、排便の自覚が

芽生えやすい。

5）薬物維持治療に必要な期間は、特に我慢く㈱

せのついている児では、親が考えているよりも長

いことを伝える。服薬開始から6か月で排便習慣

がつく患児は約50%、通常6～12か月はかかる。

服薬が2年以内に完全に中止できるのも50％であ

り、早く中止しすぎると再発しやすい。薬の減量

の目安としては、 1日2回以上の十分量の軟便が

3日間以上続いたら､減量を試してみてもよい(著

者の私見)。

パンフレット、排便日誌の注文方法

保護者向けの小冊子、詳細版冊子、排便日誌は

下記のFAX番号で注文(無料)するか、またはホー

ムページからのダウンロードができるので、是非

ご活用願いたい。

FAXO3-6202-3015協和化学工業株式会社藤

崎様宛

http://wwwjspghan.org/constipation/
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なぜ今乳幼児健診か

東京大学医学部小児科岡 明

すので、小児特有の難しさがあると思います。

残念ながら、健診実施者の間で手技についての

細かい議論をする機会はあまりありませんでした。

平成24年度厚生労働科学研究で愛知県小児医療セ

ンターの山崎嘉久先生が報告されていますが、愛

知県下の3～4か月健診で｢首のすわり｣で所見あ

りと指摘される率は、市町村間で大きくばらつい

ています。最高で40%近いところから、ほとんど

ゼロという地域まで大きな差があります。これは

さらに健診実施者間のばらつきを検討すれば、さ

らに大きな差がありえることを反映していると思

います。

そうした意味では、健診の信頼性が問われてい

るのかと思います。基本的な手技、判断の基準の

妥当性と信頼性が、大事になってきています。

2．乳幼児健診の信頼性をさらに向上させ

るために

1 ．乳幼児健診の課題とは

乳幼児健診は、小児科医師として個人の総合力

が問われる分野ではないかと思います。そもそも

健康と病的な状態は連続的なものですので、線を

引くのが難しく、健診で異常を指摘して精査等の

対応が必要であるかどうかは、個々の医師の経験

から判断をしなければならない場合も多いかと思

います。また、育児不安やネグレクトなど育児環

境の評価も重要なポイントですので、親とのコ

ミュニケーション能力も求められます。しかしな

がら、健診に焦点を当てた系統的な教育システム

はこれまでなかったのではないかと思います。そ

のためにも、現在行われている健診を客観化して

再評価する視点が求められてきているように思い

ます。

従来、健診の方法については、大枠はある程度

あるものの、実際には健診者個人に任せられてい

ると思います。精査を要するとの判断基準につい

ても、特に客観化されたものではありません。例

えば、当たり前のように言っている｢首のすわり」

一つにしても、何をもって要精査とするのかの判

断は、その児の健診を受けている時期によっても

変化します。 3か月0日の児と4か月過ぎで受診

した児では、判断の基準が同じではないと思いま

今後乳幼児健診を改善すべき方向性としては下

記のような点があるかと思います。

・精度管理をするためのデータベース化を可能に

する。まずは地域差などのデータが得られるよ

うにして、その地域で行われている健診を客観

的に評価できるようにする。

・事後健診での転帰あるいは精密検査の結果につ
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画面で乳幼児健診コンテンツというバナーがあり

ますので、そこから入っていただければ下記の内

容の動画を見ていただくことができます。

． lか月健診：佐藤紀子先生（総合母子保健セン

ター愛育病院母子保健科・小児科）

・ 3～4か月健診：平岩幹男先生(RabbitDeve-

ropmentalResearch)

・ 1歳6か月健診：秋山千枝子先生（あきやま子

どもクリニック）

・ 3歳児健診：吉永陽一郎先生(吉永小児科医院）

・ 5歳児健診：小枝達也先生（烏取大学地域学部

地域教育学科）

・乳幼児に必要な歯科の知識：渡部茂先生（明

海大学歯学部口腔小児科学分野）

・乳幼児の予防接種一スケジュールと実践：渡辺

博先生(帝京大学医学部附属溝口病院小児科）

・乳児股関節健診の再構築に向けて：朝貝芳美先

生(信濃医療福祉センター所長）

これは、若手医師教育を目的として作成をされ

たものですが、健診の方法は私も自分流でしたの

で、拝見して勉強になった点が多々あります。こ

うした動画作成に手を挙げていただいた担当の先

生方に感謝するとともに、ぜひベテランの先生方

も時間のある時にご覧いただければと思います。

4． これからの母子保健と健診一要保護

児童への関わり

いてのデータを集めて、健診結果の信頼性を評

価できるようにする。

・一次健診の実施した医師へ、精密健診の結果の

フィードバックするシステムを確立する。

健診のデータ化は、個人情報の取り扱いに注意

を要するために難しい部分はありますが、実現で

きれば大きな効果があるのではないかと思います。

また、今後は小児科医師が協力して健診の精度

を向上させることが大切になってくると思われま

す。具体的には下記のような取り組みが重要では

ないでしょうか。

・健診を一つの小児科医療の一つのテーマとして

継続的に取り上げる。

・若手医師の教育の中でも系統的な内容として教

育する。

・全国的な標準的なマニュアル作成を進める。

小児科医がカバーする小児保健活動の中で予防

接種などと並んで、健診を一つの教育分野と考え

て、系統立てることが重要であると思います。現

在、厚生労働科学研究として山崎嘉久先生を中心

に、現場向けのマニュアル作成が進んでおります。

これは大変な作業だと思いますが、特に保健師な

ど現場が求める情報が盛り込まれることになると

思います。ただ、こうしたマニュアルは一度作成

したから良いということではなく、上述の健診の

結果のデータや、乳幼児をとりまく社会生活の変

化に即して、適宜継続的に修正して、わが国独自

のものを作り上げていくことが必要なのだと思い

ます。

小児保健の今日的な課題として、虐待ネグレク

トの問題が大きくなってきています。こうした社

会の変化は残念なことですが、小児医療もその対

応を求められております。身体的虐待の悲惨な

ケースはしばしば報道され、社会的な注目度にも

注目されることが多くなってきています。一方で、

頻度的に多いのはピラミッドのすそ野にあたるネ

グレクトであり、 このネグレクトの段階で早く対

応ができれば、深刻な身体虐待などへの進展も防

げるものも多いと考えられます。また、ネグレク

トを受けた子どもも身体には傷はなくとも、身体

3．乳幼児健診の動画の公開について

そうした取り組みの一つとして、小児科医会は、

小児科学会と小児保健協会と一緒に健康診査委員

会を組織して、健診の課題についても取り組んで

きております。そして、平成26年度はその成果と

して、健診手技を紹介する動画が作成されすでに

小児科学会等の会員ホームページで公開をされて

おります。小児科学会のホームページでは、会員
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虐待を受けた子どもと同様に、心には深い傷を負

うことになります。親子の愛着関係を築けないま

ま育った子どもは、後になって心理的情緒的な問

題を起こしがちです。ネグレクトを含めた対応を

広げて、なんとか社会としての支援が届くように

することが大事になってきます。

こうした虐待ネグレクトヘの対応は社会全体で

するものであり、医療は行政の支援体制である要

保護児童対策地域協議会の構成メンバーとしての

責任と役割をはたすことが重要です。医療機関と

しての特色を生かして、虐待ネグレクト予防・対

策の役割の一端を担いますが、乳幼児健診もその

一つの場面と考えられます。

虐待ネグレクトの予防という点で、乳幼児健診

にはいくつもの利点があるように思います。まず、

原則全員が受診しますので、セーフティネットの

役割があります。もっとも、ネグレクトの場合に

は予防接種や健診が未受診となりますので、別個

に未受診者の把握と対応は必要となります。

また、乳幼児健診は親しみやすく相談しやすい

状況でもあります。家庭内に問題のある家庭に上

手にアプローチすることによって、地域などにつ

なげるきっかけを作るチャンスとなります。小児

科医としては、相談しやすい雰囲気作りも大事に

なります。そして、地域に根ざしておりますので、

フォローや情報の共有が可能でもあります。かか

りつけの先生が継続してフオローをする、あるい

は地域の顔見知りの保健師さんや場合によっては

子ども家庭支援センターに連絡して相談をするな

どの対応が可能なのも、地域ならではだと思いま

す。

厚労省の健やか親子21の中でも、特に妊娠一出

産一産褥－育児期にかけての見守り、新たな育児

支援という観点の提示、産科小児科など医療機関

と保健施設の連携などの視点が盛り込まれていま

す。そうした途切れのない対応の中で、乳幼児健

診の果たすべき役割があると思います。

5．乳幼児健診における｢パートナーシップ」

これからの小児科医の仕事の一つとして、親・

家族の「子育て力」を育むという役割があります。

従来は保健知識の普及を一方的にすればよかった

のかもしれませんが、社会が多様化していく中で

は、価値観を押し付けるようなアプローチでは難

しくなってきていると思います。その中で、アメ

リカ小児科学会の提案する子どもの健康管理に関

するガイドラインBrightFuturesではFamily-

centeredの考え方が重視されています。アメリカ

の家族のあり方は日本などよりもさらに多様です

ので、こうした対応法が重視されているのかもし

れません。

BrightFuturesの中では家族との「パートナー

シップ」が調われています。例えば、私なりに解

釈すると下記のような点がポイントとなります。

・家族を支える開かれたコミュニケーションを促

す。

・家族の話を聞き問題を見つける。

・家族の力を認め育てる。

・目標・ゴールを共有する。

・目標に向けた行動目標を一緒に設定する。

・パートナーシップを継続する。

私はこれを読んでいて、これは親の気づきを重

要視しているのではないかと感じました。こちら

から一方的に結論を押し付けるのではなく、家族

の考えを聞きながら親に気がついてもらい、最終

的には合理的な子育てに誘導していることを目指

しているのかと思います。

そして乳幼児健診の目的・役割としては下記の

項目等が挙げられています。

・病気の発見をする、発育・発達の問題を指摘す

る。

・病気や事故を予防する知識を提供する。

・健康を増進する知識を提供する。

・これからの子育ての指導を行う。

最後の子育ての指導というのは、次の健診まで
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の期間に、親として知っておくべき子どもについ

て知識を与え、注意点などを指導するようです。

育児支援としての親への情報提供が強調されてい

ます。これもわが国では今後必要な視点だと思い

ます。

子育てに余裕がなく問題を抱える家庭にとって、

乳幼児健診は現在の育児の環境を振り返る機会を

与えるチャンスだと思います。それは単に育児不

安だけにとどまらず、 さまざまな育児への支援を

必要とする家庭に手を差し伸べるチャンスでもあ

ると思います。

厚労省の主導する国民運動である健やか親子21

の第2次が今回開始されましたが、その中の重点

課題としても「育てにくさを感じる親に寄り添う

支援｣を推進することが認われています。

乳幼児健診では、医師だけでなく、保健師、看

護師を含め多職種が関わります。そこで、親子の

様子に問題があると感じた時に、最初から問題点

を指摘するのではなくて、 「子育てで困っている

ことがありませんか｣｢育てにくいと感じたりする

ことはありませんか」と聞いてみるというのが良

いのではないかと考えています。

そして、親に育児に困っていること自体をまず

認識してもらうことだと思います。私も自閉症な

どで子育てを大変に苦労してきた親御さんから、

｢他の子どもも同じように大変なのだと思ってい

た｣と言われたことが何度もあります。

そして、地域や医療が家庭を支援することがで

きることに気付いてもらうことが、次に必要だと

思います。核家族になり、また社会の関係性が希

薄になりがちな中で、育児で困っていることを相

談できるということを知ってもらうことが大事だ

と思っています。そこでは、顔の見える関係性が

大事で、乳幼児健診の場での出会いも大事だと思

います。

もちろん、 自分からそうした問題に気付き、 自

分で専門機関に受診をする親御さんもいます。そ

れは理想ですが、実際には子どもに問題があると

いうことを否定したいというのが親としての正常

な心理で、誰かに背中を押してもらわないと自分

から受診をすることは難しいのが一般的かと思い

ます。

困っている具体的な行動等の問題に対してどう

していけばよいか一緒に考えることから始めるの

が抵抗も少なくやりやすいと思います。先に疾患

ありきではなく、育てにくいと感じる原因にどう

対応していくか相談をしていくことから、家庭と

のパートナーシップの関係性が築けるのではない

かと思います。

6． 「育てにくさ｣ヘの育児支援

乳幼児健診の場面で支援の手を差し伸べるきっ

かけとして、 「育てにくい｣と親が感じているかど

うか、 というアプローチの仕方があると思います。

｢育てにくさ」というのは、親が毎日の生活の中で

感じている戸惑い、困惑、あるいは悲嘆や怒りな

どさまざまなマイナスの感情だと思います。その

原因として下記の様な要素が指摘されています。

・子どもの要因：個性的な子ども、発達に偏りの

ある子ども、発達に課題のある子ども

・親の要因：精神的な問題、育児経験に乏しい、

自信がない

・相互の要因：几帳面な親と多動な子ども

・家庭環境の要因：育児に余裕のない環境、社会

経済的要因

育てにくさの訴えは、育児のSOSを訴えるサイ

ンです。 「困っていることや心配なことはありま

せんか？」という一般的な質問から入り、困って

いることがあった際に、育てにくさに関連した具

体的な悩みなどを聞き出すというのが実際的だと

思います。支援を開始する際は、原因を深く掘り

下げる必要はなく、 まずは何が困っているのか具

体的な問題から入った方が良いかと思います｡｢育

てにくさ」の訴えは育児のSOSを訴えるサインと

して、育児支援の必要な状況を拾い上げる一つの

手段と考えています。



東京小児科医会報 61vol.33 No.3 2015MARCH

面

刎
鱗

耐 _ 一暁 ﾏ 曲 .ー”等＝.…幸苧坤零銭侭鍵h…………H雷日 ,､ 零斗啓9晋晶号

子育ての思い出

相澤小児科医院相澤 昭

小生、小児科医になって50年余りになります。

今まで私の診察室でさまざまな母親と出会ってき

ました。お母さんと子どもたちを見ていると、本

当にどの母親も子育てにはよい資質を持っている

とつくづく感じさせられます。女性は赤ちゃんが

元気な産声をあげた時から、母親としての才能が

ひとりでに芽生えてくるようです。私達親は誰し

も自分の子どもが健康で創造力に富み、他人に思

いやりのある人間に育って欲しいと願っています。

そのために親は、子どもと接する時間をできるだ

け長くし、 日常の子どもの考え、微妙な表情の動

き、態度などを十分に観察する必要があると思い

ます。愛情を持って子どもに対する理解を深める

ことが出来れば、 日常生活の中での親と子との理

想的な触れ合いが、 自然に産まれてくることを私

は信じています。

私の診察室に来院した一人に、二人の息子を横

綱に育てた二子山部屋(当時、藤島部屋)のおかみ

さん、花田憲子夫人がいました。当時、 日本小児

科医会の会長であった内藤寿七郎先生（育児の原

理の著者)が理事会の休憩の時に｢若乃花､貴乃花」

の二人はあの厳しい相撲の世界で二人ともに横綱

に成長させた憲子夫人にいったいどんな育て方を

したのか、二人の成長ぶりについてお母さんにお

聞きしたいということをもらされていたので、小

生が対談に立ち会うことにしました。

憲子さんの対談内容を要約しますと、次のよう

になります。

｢妊娠中のこと」

妊娠中の食事はステーキ、牛乳、納豆を多くと

り、野菜も加えてバランスのとれた食事をしてい

ました。体に悪いお酒、 タバコ、刺激物はとりま

せんでした。運動は産まれる寸前まで家事に追わ

れて飛び回っていました。つわりはひどかったの

ですが、その分だけ子どもが健康に育っていると

思い、気持ちの安定を保つことに努力しました。

｢食事について」

最初は母乳が豊富でしたので母乳のみでしたが、

来客が引切りなしでしたので3か月の頃より混合

栄養に切りかえ、次いで人工栄養にしました。 ミ

ルクは飲みたい時には飲みたいだけ飲ませました

が、ジュースや甘味料だけはやめました。幼稚園

に入るまでは牛乳を水がわりに飲ませていました。

兄弟ともに特に好き嫌いはなく、食事で苦労はし

ませんでした。栄養学的に言いますと栄養過多

だったと思います。幼稚園の頃から父親と同じ食

事をしていました。ですから小中学校の頃は肥満

児でした。でも毎日運動をさせており、走るのも

早かったし、ボール遊びも特技でした。鉄棒も飛

び箱も好きでしたので心配はしませんでした。

｢生活内容」

上の子が産まれた時は、最初は2DKのアパー

ト住まいでした。二人目が産まれた時は3DKの

マンションになり、少し広くなりました。しかし、

添寝の毎日でした。また、常に父親が留守でした
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ので、私は息子二人といつも一緒に行動していま

した。お兄ちゃんのほうは泣き虫で、隣のビルま

で買物に出かけて行くにも、子どもを家に寝かせ

ていくことはありませんでした。 うちの子ほど手

のかかる子が世の中にいるのかしらと思いました。

2人とも甘えん坊で甘やかして育ててしまいまし

た。

パ」「ママ」と呼んでいましたが、兄弟が同時に入

門し、その時から｢親方｣｢おかみさん｣と呼んで弟

子として出発しました。

内藤寿七郎先生は、花田憲子さんの子育てのお

話をお聞きして、二人が横綱に成長出来た理由を

納得されたようです。

育児は両親から受けついだ子どもの素養、潜在

している能力を十分に表面に出してあげられるよ

うな育児が一番よいとのことでした。いずれにせ

よ素敵な子どもは素敵なお母さんがあればこそと

云うのは、長年、診察室という世界で母と子に接

してきた小児科医の実感です。

内藤寿七郎先生がいつも講演会や著書で育児に

ついて強調されることは次のような内容でした。

ゼロ歳児…できるだけ、だっこをしてください。

1歳半～2歳半…自我を大切にして育てましょ

う。

3歳児前後…子どもの友だちを大切にしましょ

う。

4歳児～小学入学時頃…｢なぜ｣｢どうして｣の質

問を大切に。わかりやすく答えてください。

小学校低学年…自分でやる気を起こさせ、何で

も自分でやるように仕向けてください。

小学校高学年…子どもの自尊心を傷つけないよ

う大切にしてください。

中学～高校…話合いを十分に。お父さんも対話

に参加してください。

親という親すべてが内藤寿七郎先生がおっしゃ

るような子育てが出来て、真に理知のある人間に

育てることができれば、育児というのは、人間の

平和的繁栄への決め手となるでしょう。

｢兄弟の関係」

兄弟げんかはいつも取っ組み合いとなりました。

よるとさわるとけんかをしていましたが「好きな

ようにやりなさい」と放っておきました。でも自

然におさまり、特にけがなどをしませんでしたの

で、だまって見ておりました。

友達づき合いは小さなお子さんがいっぱい集ま

る公園へ連れていきました。公園の友達がたくさ

ん出来て、 日暮れまで公園で遊ばせておきました。

｢母親の子どもに対する態度」

子どもは父親の背中をみて育つといいますが、

うちの場合、おかげさまでテレビに映っていまし

たから、 「パパを見なさい。相撲で一番強い人、

一番立派な人」といつも言って、そのイメージを

強く植えつけてしまったのです。おかげさまで父

親に対する尊敬という点では兄弟どちらも負けな

いくらいでした。

｢父親の子どもに対する態度」

叱る時は二人を呼んで「今日はどうして怒られ

たか答えてみなさい」と言わせて、言えるまで許

しませんでした。怒った後は必ずお風呂に一緒に

一時間以上入っていました。風呂の後は和気合々

と食事をしておりました｡兄弟は両親のことを｢パ
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東京小児科医会公衆衛生委員会

Test-negativedesignによるインフルエンザ様
症状例におけるインフルエンザワクチンの効果の検討

東京小児科医会公衆衛生委員会

泉田直己、萩原温久、吉田

黒澤サト子、伊藤圭子、細部

諏訪美智子、牧田郁夫、稲見

昭典、白井泰生

雄介、古平金次郎

紀之、沼口俊介

忠、千葉

千晴、柴田

誠、和田

インフルエンザに対してワクチンが真に有効で

あったかどうかは、特定の条件下のもので必ずし

も一定でなく実際には、継続した検証が必要であ

る。

このような背景から、実際の臨床の現場での情

報から実際のインフルエンザ感染に対して、既接

種のインフルエンザワクチンが有効であったかを

検証する目的でtest-negativedesign4～6)により、

日常診療で実施可能な範囲で本研究を計画した。

要旨

インフルエンザワクチンの有効性の検証に、 イ

ンフルエンザ様症状例に対して接種と迅速診断結

果をtest-negativedesignにより比較した。

検査陽性701例、陰性87例で陰性例を対照とし

ワクチン歴の有無による陽性例に対するオッズ比

は0.27と有意に低値で、接種回数によらなかった〈

型別でも同様にオッズ比は有意な低値を示した。

目的
ゴヒ Eヨ

目宗

インフルエンザ様症状を満たした症例に対して

ワクチン接種歴の有無と迅速診断の結果を比較し

ワクチンの影響を調査する。また、前シーズンの

インフルエンザ罹患、予防接種実施の有無を同時

に調査することにより、その影響についても分析

した。

インフルエンザ感染に対して、 インフルエンザ

ワクチンが有用で予防あるいは軽症化する効果が

あるとされている。わが国では厚生労働科学研究

により、幼児および高齢者において約20～45％の

発症胴I卜効果があり］ )2)有効性が報告されている。

アメリカ小児科学会の委員会もインフルエンザの

予防にワクチンを推奨している3)。

しかし、 インフルエンザウィルスの流行株は毎

年変化し、 またワクチンもその流行を予想したワ

クチン株を設定して作成したものである。有効性

の調査を行う際にはその対象集団の抗体保有状況

によってもその結果が異なってくる。そのため、

対象と方法

調査期間にインフルエンザ様症状を有し、 イン

フルエンザ迅速試験を実施したl～13歳未満の小

児例を対象とした。

インフルエンザ様症状は厚生省感染発生動向調
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表1 調査用紙

査実施要領による診断基準に従い、①突然の38度

を超える発熱､②上気道炎症状(咳､鼻水､咽頭痛)、

③全身症状（筋肉痛、倦怠感、乳幼児では活動性

や食欲の低下などの所見で判定)、のすべてに該

当するものとした。協力医療機関を受診し、上記

条件に該当する連続した症例にインフルエンザ迅

速診断を行いインフルエンザ感染の有無を判定し

た。対象例については、調査用紙(表1）の項目、

すなわち受診日、その年齢、症状出現からの日数

または時間、ワクチン接種歴の有無(1回か2回）

と接種日、迅速診断の結果を記載し、可能なもの

については昨シーズンのワクチン接種歴、昨シー

ズンの罹患歴および抗インフルエンザ薬治療の有

無を記入した。

調査は、 2014年1月20日から2月15日に行い、

記載された用紙は、東京小児科医会公衆衛生委員

会の解析担当者により統計的に解析され、分析を

行った。なお、本研究については、東京小児科医

会の理事会の倫理審査を経て承認を受けた。

結果

協力医療機関から、 788件の有効な調査結果が

得られた(表2)。うち、迅速検査陽性701例(A型

357例、B型341例、不明3例)、陰性87例であり、

この陰性例を対照として比較を行った。検査陽性

例でのインフルエンザワクチンの接種歴は、なし

366例、 1回90例、 2回242例であり、陰性例では

それぞれ20例、 14例、 53例であった。インフルエ

ンザ様症状例のうち、当シーズンのワクチン歴の

有無によるインフルエンザ迅速検査陽性に対する

オッズ比は0.27で有意に低値であった。さらにイ

ンフルエンザワクチンの接種回数により比較して

みると(表2，図1）、インフルエンザワクチンを

2回接種していた場合の陽性に対するオッズ比が

0.25と最も低値であるが、接種回数が1回であっ

ても0.35とオッズ比を有意に低下させることが示

された。他の項目では有意の差はなかった。イン

フルエンザ迅速検査陽性例では、A型、B型の型

に分けて検討しても同様にオッズ比の有意の低値

を示す結果であった(表3， 4)。さらにインフル

今回の調査について次の項目にお答えください

年齢 歳

(1歳未満の場合 か月）

性別 男・女

受診日(検査日） 西暦 年 月 日

症状、①38度を超える発熱、②上気道炎症

状、③全身症状

□すべて該当する

発症日および発症から検査までの時間 西暦 年 月 日

発症後 日 時間

今シーズンワクチン接種歴 未接種、 1回、 2回

今回の迅速診断結果 陰性･A型．R型

昨シーズンの状況について、以下についてもお答えください

昨シーズンのインフルエンザワクチン接種

歴の有無
ィ■■■■■■■■

－
未接種、 1回、 2回

昨シーズンのインフルエンザ罹馬乱歴の有無 無．A型・B型

昨シーズンの抗インフルエンザ薬服用歴 無・有

(タミフル・リレンザ・イナビル・ラピアクタ）
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表2 インフルエンザ迅速検査と調査結果の比較

陰性例(87例） オッズ比

(* :p<0.05)

陽性例(701例）

5.1歳

38： 49

年齢(平均) ’ 64歳
男女数 | 379:320(不明2) 1 .53

0.27*(0.16～046）

(有効率73％）

0.35*(0.17～072)

0.25*(0.15～043)

あり ： 332例 あり ： 67例当シーズン

ワクチン歴

1回接種： 14例

2回接種；53例

なし： 20例

計 ： 87例

内1回接種： 90例

内2回接種： 242例

なし： 366例

計 ： 698例(不明3）

296例

372例

668例(不明33）

47例

40例

87例

前シーズン

ワクチン歴

あり

なし

計

あり

なし
三4
百’

0.68

6例

81例

87例

80例

594例

674例(不明27）

副
軸
計

前シーズン

罹患歴

あり

なし

計

1 .82

|ｵｯズ比025オッズ比0．25
口陰性例(87例）

關陽性例(701例）

オッズ

嵩比:0.35

オッズ

比:0.35

口
I

鍛景嘗惑〆？

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

》
や
一
唖
君
幸
や
］
再
》
毎

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

1453 鯵

鰯

1

i

h

Ｔ
』
今
や
・
超

向

寵

366
ト

、

融

吋

リ902認2 h

h

p…〆戸 戸

I I

あり(2回） あり(1回） なし
（横軸はワクチン接種回数、グラフ内の数値は該当例数）

図1 インフルエンザ検査ワクチン接種回数と迅速検査結果陽性率の比較
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表3 インフルエンザ迅速検査A型陽性例と調査結果の比較 迅速検査陽性率を有意に下げることが

示された。

インフルエンザワクチンの有効性を

厳密に判断するには、大規模な無作為

化比較試験を行うことが望ましい。し

かし、インフルエンザワクチンは毎年

のように変異を繰り返しており、対象

の集団によっても効果が異なる可能性

がある。わが国では毎年次のシーズン

の予測を行うことによりワクチン株を

選定しているため、ワクチンの効果は

毎年一定ではない可能性もある。さら

に、インフルエンザ感染の正確な診断

が難しいこと、インフルエンザワクチ

ンの効果の評価は、発症を抑制するば

かりでなく軽症化させる場合が考えら

れること、 さらに有効性を判断するた

めにはワクチン接種からインフルエン

ザの流行シーズン終了まで5～6か月

の期間を要することなどの理由から、

効果的に有効性の調査を行うことは容

易ではない。今回は、インフルエンザ

流行期でのインフルエンザ様症状を有

する来院症例を対象とし、迅速検査

るインフルエンザ診断を行い、検査陰

表4 インフルエンザ迅速検査B型陽性例と調査結果の比較

エンザ迅速検査陽性率と前年度インフルエンザワ

クチン接種歴の有無との関連では、A型インフル

エンザ陽性例のみに有意差がみられた(表3)。イ

ンフルエンザ陽性と前年度インフルエンザ罹患歴

の有無については有意の差がみられなかった。

考察

キットによるインフルエンザ診断を行い、検査陰

性例を対照とするtest-negativedesignによる比

較を行った。福島は、平成26年度感染症危機管理

研修会で同様の手法で6歳未満を対象とし、 イン

フルエンザの診断を迅速検査とRT-PCRにより

行った調査結果で有効であることを報告した7)。

研究対象や方法に違いがあり、私たちの研究は、

対象年齢が1歳から13歳未満であること、 インフ

ルエンザ判定は迅速試験のみで行ったこと、など

で有効率については異なる結果となった可能性が

ある。

本研究では、 インフルエンザA型、B型に分け

て検討しても同様に有効であった。ワクチン株と

して2013～14シーズンに選定されたのは、A/力

インフルエンザ流行期に、 インフルエンザ様症

状を示した小児のインフルエンザ迅速検査陽性率

と当シーズンあるいは前シーズンのインフルエン

ザワクチン接種歴などとの関係をtest-negative

design4)により解析した。その結果、インフルエ

ンザワクチン接種は、接種回数が1回でもこの時

期のインフルエンザ様症状例でのインフルエンザ

A型陽性例(357例） 陰性例(87例） オッズ比

(* :p<0.05)

男女数 196： 159(不明2） 38：49 1.59

当シーズン

ワクチン歴

あり： 152例

なし:204例

計：356例(不明1 ）

あり：67例

なし:20例

計：87例

0.22
＊

(0.13～0.38)

(有効率78％）

前シーズン

ワクチン歴

あり

なし

計

134例

200例

334例(不明23）

あり

なし

計

47例

40例

87例

0.57
＊

(0.35～0.92）

(有効率43％）

前シーズン

罹患歴

あり ：41例

なし：301例

計：342例(不明15）

あり： 6例

なし：81例

計：87例

1.83

B型陽性例(341例） 陰性例(87例） オッズ比

(* :p<0.05)

男女数 181 ： 160 38：49 1.46

当シーズン

ワクチン歴

あり ： 180例

なし： 160例

計：340例(不明1 ）

あり ：67例

なし:20例

計：87例

0.34
★

(0.20～0.58)

(有効率66％）

前シーズン

ワクチン歴

あり

なし

計

161例

170例

331例(不明10）

あり

なし

計

47例

40例

87例

0.81

前シーズン

罹患歴

あり：39例

なし：291例

計：330例(不明11）

あり： 6例

なし：81例

計：87例

1.81
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昌宏

泰生

隆

千晴

郁夫

紀之

佐藤

斉藤

白井

津田

細部

牧田

和田

佐藤皮膚科小児科医院

斉藤小児科

(医法社)慶昭会白井医院

ほしの婦人科小児科クリニック

細部小児科クリニック

牧田小児科内科医院

和田小児科医院

リフオルニア/7/2009(X-179A) (HIN1)pdmO9、

A/テキサス/50/2012 (X-223) (H3N2)、B/マサ

チューセッツ/2/2012(BX-51B)である8)が、これ

らの株が実際の流行株と一致し流行期のインフル

エンザ感染を抑制または軽症化したと推察される。

また、A型インフルエンザに限ったことであるが、

前シーズンのインフルエンザワクチン接種が当

シーズンのインフルエンザ陽性例を有意に減少さ

せており、前年度のワクチンの影響が関与する可

能性が示されたが、今後、さらに研究デザインの

工夫により検討を行う必要がある。

さらに本研究では、 インフルエンザ型を考慮し

なかった場合(表2，図1）、 ワクチン2回接種例

のワクチン未接種例に対するオッズ比が0.25, 1

回接種例のは0.35と有意に低値であり、有効率で

示すとそれぞれ75％、 65％とインフルエンザワク

チンは、 1回接種でも一定の有効性があることが

示された。

結論
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2013～14シーズンのインフルエンザワクチンは、

流行期のインフルエンザ様症状例に対するインフ

ルエンザ迅速試験陽性率を有意に減少させた。イ

ンフルエンザワクチンはインフルエンザ様症状を

示す症例でのインフルエンザ感染に対して有効で

あることを示す結果であった。

謝辞

今回の調査に関してご協力をいただいた医療機

関と担当医(敬称略)は下記の通りであり感謝いた

します。

泉田京子

大川洋二

萩原温久

川上一恵

黒澤サト子

曙町クリニック

大川こども＆内科クリニック

萩原医院

かずえキッズクリニック

くるさわ子ども＆内科クリニック



68 東京小児科医会報 2015MARCHvol.33No.3

子どもとメディア
～大人の責任、小児科医の責任～

日本小児科医会理事吉村小児科院長内海裕美

いま、各地から報告される子どものからだのさ

まざまな異常、それはいわば現代文明の副作用が、

生物としての人間に表れる兆しとも考えられま

す｡』

今から37年前の1978年10月9日、体育の日の前

夜のNHK特集『警告！子どものからだは蝕まれて

いる！』という番組が放送された。この文章はそ

の番組の冒頭部分のコメントである。当時は、 ま

だテレビケームもなく、ビデオや携帯電話もな

かったが、全国調査の結果を基に、子どもたちの

足や筋肉の発達、脳の活動や体温調節など人間の

基本的な部分に"現代文明の副作用"とも言うべき

異変が起き始めていることへの警鐘を鳴らしたの

であった。

1 ．現代文明の副作用

人間の生活は豊かになったのであろうか？そも

そも豊かさとは何か？

『私たちの周囲から"暗闇"が消え、力の限りに

手足を動かすこともなくなりました。夏はクー

ラー、冬には暖房設備が整い、 自分の体温を調節

することさえほとんど必要なくなった現代の生活。

私たちはこれまで、ひたすら快適で便利な暮ら

しを追い求め続け、現代文明は次々にそれを実現

してきました。

かつて、子どもたちは汗と土にまみれて大自然

にぶつかり、仲間と遊びながら、人間としてたく

ましく生きていくためのからだと心を培ってきま

した。しかし、現代の子どもたちは、一見便利で

快適な生活とひきかえに、そうした時間も場所も

奪われてしまったようです。

2．子どもの育ちは？

1）体力、運動能力の低下

文部科学省の毎年の発表では、子どもたちの体

力、運動能力に関する明るいデータはほとんどな

い。乳幼児期に遊びこんでいないことがひとつの

要因として、教育指導要綱に「体育の時間に遊び

の要素を取り入れること」という指示を出してい

る。

さらに、幼児期の走る、投げる、跳ぶ、突くな

どの7つの運動動作の継続的な調査から1985年と

2007年の比較では7項目すべて低下しており、

2007年の5歳児は1985年の3歳児程度、 2007年の

小学校3， 4年生は1985年の5歳児程度という結

子どもの体力・運動能力

全国の小学5年生、中学2年生、42万人抽出

8種目ですべて1985(昭和60)年を下回る

学年 種目 計測年・結果

ソフトボール投げ昭和60年

17m60cm

29m94cm

平成24年

14m21cm

23m77cm

小5女子

男子

50m走

小5女子

男子

中2女子

男子

４
５
７
０

３
０
５
９

秒
秒
秒
秒

９
９
８
７

３
６
７
２

６
３
８
０

秒
秒
秒
秒

９
９
８
８
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テレビやビデオの一方的な刺激から乳児が言葉

を獲得することはない。乳幼児が言葉を獲得して

いくには、特定の人に愛着を形成しながら、それ

を土台にして、適切なタイミングで応答的に実体

験とともに、言葉環境を日常的にくり返し提供さ

れることが必須である。

言葉を使えるようになったら、さらに、 自分の

話を聞いてくれる相手が必要となる。言葉を使っ

て、出来事を正確に相手に伝える、気持ちを伝え

ることを家族、友人との直接的なやりとりの中で、

文字で表される以外の声の高さ、 リズム、速さ、

それに加えて表情、仕草などのノンバーバルなコ

ミュニケーションも含めて人としてのコミュニ

ケーションを身につけるためには多くの時間を必

要とする。発達期にある子どもたちに、その時間

を確保するのは大人の役割であろう。テレビを見

ながら、黙々と食卓を囲む、同じ食卓を囲みなが

らそれぞれが勝手にネットで他の人と繋がってい

ることが日常的に見られていることは危機だと感

じる。乳幼児期の愛着形成や言葉の発達、その後

の子どもたちのコミュニケーション能力の獲得や

社会化にとって何が大事かを大人たちは真剣に考

えるべきである。

4）五感の発達への影響

視覚、触覚、嗅覚、聴覚、味覚などの五感や深

部知覚などの発達は具体的な体験がそれぞれの知

覚神経を経由して脳への刺激となり発達していく。

発達期に子どもにとってはこれらの発達を促すた

めには、バランスの良い実体験が不可欠であり、

電子映像メディアからの人工的な視覚、聴覚刺激

だけに過剰にさらすことの影響には注意が十分必

要と思われる。

果が出ており幼児期の運動不足およびその結果が

明らかになっている。2012年、文部科学省からは

幼児期運動方針が出されており、その普及用パン

フレットの中では一日60分の体をつかった遊びの

時間の確保が求められている。

2）視力の悪化

東京都の高校生の裸眼視力l.0以下の割合がど

れくらいかご存知だろうか。テレビ普及の初期

1960年代前半には2割台だった裸眼視力l.0未満

の子どもたちが、テレビゲームの普及がほぼ完了

した1988年には男女とも5割を超え、パソコンや

ケータイの普及が進んだ2007年には男女平均する

とほぼ7割の子どもたちがl.0未満となった。そ

して2012年には8割を超える高校生が裸眼視力

1．0未満となっている。近視の原因は遺伝と環境

であるが、この急速な視力低下の原因は環境によ

るものが大きい。外遊びの激減（広い空間で目を

使わない)、室内遊びの増加、電子映像メディア

への接触時間の長時間化など近作業に費やす時間

の圧倒的な増加が原因と考えられる。加えて、左

右の視力の差が2段階以上あり立体視力の育ちが

危ういと思われる子どもたちがどの学校にも1，

2割いると思われる。

3）言葉の発達への影響

2004年、 日本小児科学会は、 1歳半の時点でテ

レビを長く見せるほど発語の遅れが多くなると言

うデータを示し、子どもとメディアの問題に警鐘

を鳴らした。2010年、福岡市、福津市、北九州市

の4か月健診でのアンケート調査では、授乳しな

がらテレビやDVD等の視聴をよくする29.3%、 と

きどきする47.7％、授乳しながらケータイ電話

(メールなど）をよくする4.7％、 ときどきする

35.7％であった。授乳中のアイコンタクトは乳児、

保護者双方にとって情緒の交流、コミュニケー

ションする上で重要なやりとりであることを考え

れば、授乳中はゆったりとした気持ちで赤ちゃん

と目を会わせながら授乳することの必要性を小児

科医は保護者に啓発していくべきであろう。

3．電子映像メディアの変遷

現在、私たちの身の回りには、テレビ、DVD，

各種ゲーム機、パソコン、デジタルプレーヤ、そ

してここ数年スマートホンなどのタブレット端末

の爆発的な普及と低年齢層への広がりを見せてい
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る、がその変遷を確認しておきたい。

1953年、テレビの本放送がわが国で始まり、

1970年には全世帯にテレビが普及した。 1983年に

テレビゲームが発売され、家庭用テレビゲームだ

けではなく、携帯型ケーム機も広く普及し、乗り

物や公園、 レストランや病院の待合室、あるいは

病棟で子どもたちが携帯型ゲームをしている姿を

普通に見るようになった。 1990年代後半には携帯

電話が普及し、その機能は多機能化し、ケータイ

と呼ばれるようになった。2007年からスマートホ

ンが発売され携帯出来るパソコンとして他のタブ

レット端末とともに急速に爆発的な普及をしてい

る。スマートホンの普及率は2014年、内閣府「消

費動向調査｣の54.7％（これは二人以上一世帯が対

象の数字で1,678万の単身世帯は含まれていない)。

年代別にみると20代の普及率は8割で、 70歳以上

になると10%以下である。

る子どもの割合は、毎回増加している。

そこへ、スマートホンやインターネットと繋が

る小型ゲーム機や音楽プレーヤー、映像を楽しめ

るタブレットなどの電子機器が加わり、ネットコ

ミュニケーションのツールにLINEが爆発的な広

がりを見せる中で、中高生の電子映像メディア接

触の長時間化が加速した。女子高校性の一日平均

スマホ使用時間が6時間を超えた（デジタルアー

ツ社調査、 2014年)。電車の中、歩行中、食事中、

勉強中､授業中など､すでに体の一部のようになっ

ている。スマホが手元にないと困るという現実的

な問題とともにイライラする、不安であるといっ

たスマホ依存状態の子どもたちが量産されている

のである(子どもたちだけではないが…)。

NPO子どもとメディアと福岡市教育委員会が

共同で実施している継続調査では、中学生の場合、

一日3時間以上の長時間使用が2010年の携帯電話

では17.2％だったのが、 2013年のスマホでは

41.6%だった。午前1時以降に寝る生徒も2010年

の11.8％から2013年には22.4%と倍増していた。

携帯電話よりスマートホンの方がより長時間接触

化が顕著であった。

こうした長時間接触化の加速化は、子どもたち

の生活リズムを大きく乱し、 自宅での学習時間や

睡眠時間、人間関係のありかたにも大きく影響を

与えている。

4．加速する接触の｢長時間化」

IEA(国際教育到達度評価学会)が行った2003年、

2007年のいずれの調査で、 日本の子どもたちの電

子映像メディアへの接触時間が調査49か国中で最

も長いことが指摘されている。NPO子どもとメ

ディアが文部科学省の助成を受けて、 2004年に

5,000人を対象にした接触時間の調査結果では、

平日のメディア接触時間が4時間以上が小学校4

～6年生で49.3％、中学生で54.4％、高校生で

46.7％であった。平日6時間以上は小学校4～6

年生で26.0%、中学生で24.2%、高校生で20.3%

であった。つまり、約半数の子どもたちは平日4

時間以上、 1/4の子どもたちが平日6時間以上の

時間を費やしているという実態が明らかになって

いる。加えて、休日になると、平日の2倍以上接

触していることも明らかになっている。2008年、

東京都文京区の中学生約700名対象の調査結果で

は、実に12%の子どもが休日に10時間以上の接触

をしていた。文部科学省が毎年実施している全国

学力調査に伴う調査でも、平日3時間以上見てい

5．加速する接触の｢低年齢化」

2004年に日本小児科医会が行った調査によれば、

6か月未満の乳児に意識してなんらかのテレビや

ビデオを見せている保護者は15％いた。 1歳を過

ぎると、 64％の保護者が意図的に子どもに視聴さ

せていた。 0歳児が自分からテレビやビデオを見

たいとは言わない。日本の子どもたちは乳児の早

期から見せられている実態が明らかになった。こ

こ数年のスマホなどのタブレット端末には、 しつ

けアプリ、あやしアプリ、寝かしつけアプリ、知

育アプリがあふれ、それを利用する保護者も少な
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体的な対策に乗り出し、児童の使用に関しては国

の規制をしてそれなりの成果をあげてきている。

しかし、その韓国においてもスマホなどのタブ

レット端末の爆発的な普及と低年齢化の問題には

対応しきれずにいる。

日本では、対策は遅れている、 と言うより対策

が全くなされていないのが現状である。思春期を

扱っている病棟には、不登校、 自律神経失調症、

睡眠障害などの病名で入院しているが、実はネッ

ト依存であるという例も少なくない。小児科の外

来にも、ゲームをやめさせようとすると暴力をふ

るう、成績が低下してゲームをやめようとしても

やめられない、朝起きられなくなって登校出来な

いという主訴で受診するケースが増えつつある。

2013年8月に厚生労働省の研究班が「中高生の

8.1%51万8000人がネット依存状態と推計される」

と発表したが、独自の診断基準もまだなく、予防

も治療も皆無に等しい。わが国では、神奈川県の

国立久里浜病院にネット依存外来が立ち上がった

ばかりである(参考図書2)。

1 :電子ゲーム依存：特にオンラインゲームの中

毒性は強いと言われている

2 ：コンテンツ依存：動画視聴やネットサーフィ

ンに膨大な時間を費やしている

3 ：つながり依存:LINEなどのチャット依存(数

十個のLINEのグループに入っていてその

チェックに膨大な時間を奪われている)、ツ

イッター、ブログなど

4 ：乳幼児のタッチパネル依存

5 ：不登校や引きこもりとの関係

ネット依存から不登校やひきこもりへ、ある

いは不登校、ひきこもりからネット依存へと

悪循環していく

6 ；発達障害と依存

ADHD依存しやすいと言われている

近年、学力とケータイ、スマホ使用時間との関

係も全国学力テストや東北大学の川島隆太教授ら

の研究で明らかになってきた。

くない。鬼が脅かすアプリは、 ＋9 （9歳未満に

見せるのは適切ではないという意味） というレイ

テイングがされているが、それを知っている保護

者は皆無と言っていいだろう。乳児でも画面を指

でタッチすれば画面が変わるので、テレビやビデ

オの一方通行でないので、乳幼児でも長時間利用

する子どもがいる。おもちゃをとりあげたときよ

りもスマホをとりあげたときの怒りがひどいとい

う。それほど、飽きさせないような工夫がされて

いる道具なのである。

6．急増するネットトラブル

ネット接続が可能で安易に使える機器が子ども

たちに普及して、中学校や高校では毎日のように

ネットに関するトラブルが発生し、学校現場では

日常茶飯事となっており、生徒指導の対象もネッ

トがらみが多くを占めてる。

1 ：ネットいじめ

2 ：写真、動画の悪用、人権侵害、肖像権侵害、

著作権侵害

3 ：個人情報の流出、悪用

4 ：性暴力被害、加害

5 ：金銭トラブル、ゲームの課金、詐欺被害・

加害

6 ：人間関係のトラブル（言葉、テキストだけ

のやりとりの限界）

7 ：ネットのストレス(つながり依存など）

8 ：時間の莫大なロス（睡眠時間の減少、学習

時間の減少・学業成績の低下など）

7．ネット依存

2013年、アメリカ精神医学会は新しい診断マ

ニュアルDSM-5で、 インターネット ・ゲーム依

存症をインターネット ・ゲーム障害として採用し、

診断基準を定めるに至った。しかしながら、韓国

では、若者のインターネット中毒が深刻で社会問

題化していた2000年初頭から、 この問題に取り組

み、独自の診断基準を作成し、実態調査をし、具
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す提言を出している （ポスターは日本小児科医会

HPよりダウンロード可)。さらに、 日本小児科医

会会員には子どもとメディアに関する講演資料を

CD-Rで配布を完了したところである。保育園、

幼稚園､学校、 PTA、保健センターなどの子ども

にかかわる職員への啓発に役立てていただきたい。

昨年、 日本小児科学会、 日本小児保健協会、 日

本小児科医会、小児外科関連団体で構成する4者

協でも、 「子どもとICT～子どもたちの健やかな

成長を願って～｣委員会が立ち上がり、 「子どもと

ICTの問題についての提言」をとりまとめ、各団

体の会員に配布を完了したところである。

9．諸外国では…

アジア、特に韓国、中国でのネット依存の問題

は早くから社会問題化し、特に韓国では国をあげ

て各省庁が連携・協力して診断尺度を作成、実態

調査、相談体制、治療体制を整えてきた。さらに、

16歳未満のネット使用時間の制限なども行いそれ

なりの成果をあげている。韓国を3回訪問して、

担当部署へのヒアリング、視察、キャンプ見学等

を行ってきたが紙面の関係で詳細には触れない。

国内では、依存と思われるような子どもの治療

目的のキャンプが試行錯誤的に昨年から始まった

ばかりである。

さらに、 こういった依存が、脳の変化の機能や

形態変化をもたらす可能性を示唆する研究報告も

でてきている。

8．小児科医は…

1999年、 アメリカ小児科学会は、 2歳までの子

どもをもつ保護者にはテレビなどを見せないよう

にアドバイスせよ等の提言を出している。 日本で

は、 2004年に日本小児科医会が子どもとメディア

の問題に関する提言を発表した。これに関しては、

2005年3月の東京小児科医会報「子どもとメディ

ア～医会｢提言」の意義とその後」に掲載されてい

る。

継続的に、ポスター啓発を行ったり、研修会や

シンポジウム等で最新の情報を発信し、 2013年11

月には｢スマホに子守りをさせないで！ 」というポ

スター啓発を展開している。 2004年には、 日本小

児科学会もテレビなどの見せすぎに注意喚起を促

10.予防が大事！

予防に勝る治療なし1メディア漬け、 ネット

依存も同じである。乳児期早期から、 きちんと親

子の愛着形成をし、子どもの睡眠、食事、遊び(学

び)、愛されている実感を日々の生活の中で培っ

ていくことが大人の役割である。

小児科医は、地域で親子のスタートから関われ

る専門的な立場である。社会の変化によるあらた

な問題にいつの時代も敏感に、そして子どもの育

ちを保障するという立場で臨床に望むべきであろ

う。
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矢今

舂認

池総裂合刎､児|矢据

の一般目標は、地域の一次・二次医療、健康の増

進、予防医学、育児支援などを総合的に担い、地

域の各種社会資源・人的資源と連携し、地域全体

の子どもを全人的・継続的に診て、小児疾病の診

療や成長発達、健康の支援者としの役割を果たす

能力を習得することとされました。

日本小児科医会地域総合小児医療認定医

制度

日本小児科医会では平成20年に、小児科専門医

は総合医ですが、 3年間の小児科臨床研修では経

験不足で、そのため専門医取得後に総合診療を行

うために補完、習得すべき研修内容と総合医とし

ての役割を定め、研修実績により｢小児科総合医」

として認定する制度をまとめました。小児科専門

医が、基幹病院、地域小児科センター、振興小児

科、一般病院小児科と小児科開業医どこでも総合

診療が必要ですが、地域医療を行う地域小児科セ

ンター、一般病院小児科と小児科開業医では地域

で必要な総合診療が要求されます。 「小児科総合

医」では、地域医療を行う小児科専門医の総合診

療能力のレベルアップにとどまらず、子ども達が

どの地域に住んでいても一定レベルの小児医療、

保健が受けられるような研修体制を構築すること

を提案しました。

1年後の平成21年、 日本小児科学会に総合小児

医療検討委員会が設置され、総合小児医療のうち、

子どもが成育する地域で小児科医がどのようにあ

るべきかが議論されました。そして、小児医療・

保健・福祉には、子どもが罹患する疾患への対応

と子どもの健全な発育への総合的支援が包括され、

両者のバランスを保ち、 より地域に密着して実践

していくことが"地域総合小児医療"であるという

概念が生まれ、平成22年4月に改訂された－専門

医資格取得のための－小児科医の到達目標（改訂

第5版）に反映され、到達目標の24番目に地域総

合小児医療が加えられました。地域総合小児医療

地域において小児科医は、小児医療は勿論です

が、校医・園医などの学校保健、予防接種、障が

い児支援、乳幼児健診、地域の初期救急、在宅医

療、小児慢性疾患のフォローなど含めた病診連携、

他科医師との連携、行政や医師会そして小児に関

連する職種とのネットワークの構築、地域での講

習会開催など幅広い分野で活躍し、地域の実情に

合わせてさらに活動の幅を広げています。しかし、

すべての小児科医が専門医を取得してすぐにこの

ような活動を実践できたでしょうか。地域医療を

行っていろいろな経験を積んで地域の小児科総合

医になったのではないでしょうか。平成24年、 日

本小児科医会は地域総合小児医療検討委員会を組

織し、 「小児科総合医｣まとめと小児科医の到達目

標の24地域総合小児医療の分野を勘案して、認定

の評価項目を定め地域総合小児医療認定医制度を

開始しました。

認定医のイメージは子どもの地域包括ケアので

きる小児科医です。厚生労働省が推進しています
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高齢者の地域包括ケアは、住んでいる地域の高齢

者と中心に医療、介護、生活支援・介護予防を医

師会、地域包括センターを主とする行政、在宅．

居宅系サービス、民間団体、ボランティアなど多

職種の人々が提供しますが、将来検討されると思

われる子どもの地域包括ケアでは、さらに教育に

ついても加わります。これらを実践できる小児科

専門医を地域総合小児医療認定医として認定し、

認定医は地域小児科センター、一般病院小児科、

新興小児科医の勤務医と小児科開業医が取得する

ことを想定しました。新専門医制度が始まる平成

29年までに、地域で研修医などに総合小児医療を

指導する医師を早急に養成する必要があり、平成

26年から28年は暫定制度として運用することとし

ました。

地域総合小児医療認定医制度では、認定に必要

な条件を3つとしました。

1．小児医療の質を証明するものとして小児科

専門医であること

2．当会の総合診療医を育成する役割を理解さ

れ、継続して地域総合医療を実践していた

だける証明として当会の会員であること

3．生涯研修もふくめ地域貢献を果たしている

証として認定委員会が別に定める認定基準

を満たしていること

また、認定基準は、下記の各要件について地域

貢献活動実績を単位化し、かつ関連する研修を受

講することも定めました。

(1)小児救急医療に参加している

(2)母子保健、乳幼児健康診査に習熟している

(3)予防接種に習熟している

(4)学校医としての学校保健に積極的に参画して

いる

(5)保育所嘱託医・幼稚園園医としての乳幼児保

健に積極的に参画している

(6)障がい児医療、在宅医療に関わっている

(7)子どもの虐待、発達障害、子どもの心の問題

に関わっている

(8)子どもに関わる人々とのネットワークの構築

に寄与している

(9)育児支援を実施している

(10)病児・病後児保育を実施している

(11)医学生・臨床研修医への地域研修に関わって

いる

(12)生涯研修を心がけている

現在地域総合小児医療を実践している小児科医

を地域総合小児医療認定医として認定し、次世代

の地域小児医療の担い手の育成に寄与していただ

きたいと考えております。

小児科専門医は、小児科医としての研修の中で

臓器別専門医にとして中核病院や地域小児科セン

ターに進むキャリアパス、地域総合小児医療認定

医として地域小児科センター、振興小児科、小児

科開業医となるキャリアパスもあると思います。

中核病院では、臓器別専門医としてさらにその専

門性を深め診療、研究していくことが要求される

でしょうが、地域総合小児医療を行う医療機関も

地域の要望に合わせて総合診療を深化させていく

と思われます。臓器別専門医も、一般小児科を主

とする病院に勤務または開業するならば認定医を

取得され、地域で小児の総合診療にかかわると同

時に指導的立場として活躍されることを希望して

います。

高齢者の地域包括ケアの次には子どもの地域包

括ケアが求められると予測しています。地域医療

の現場に必要な2本の柱は、医療提供体制の構築

と地域包括ケアの構築です。小児科学会は小児医

療提供体制を整えています。小児科医会は地域包

括ケアの担い手である地域総合小児医療認定医を

育成して行く予定です。小児科総合診療医である

皆様のご理解をいただき、地域総合小児医療認定

医を取得していただきたいと考えております。ぜ

ひ地域で果たされている仕事を自己採点・評価し

ていただき地域総合小児医療認定医に登録してい

ただけますようお願い申し上げます。
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食物アレルギー：ビタミンAと
経口免疫寛容の破綻

徳島大学大学院へルスバイオサイエンス研究部実践栄養学分野酒井 徹

<らしき作陽大学食文化学部中本晶子

ナジー)、ある種の免疫抑制を司る細胞群が活発

に活動するアクティブサプレッション、抗原特異

的に細胞に対しアポトーシスが誘導され死滅除去

されるクローナルデリーション等の機構が存在す

る。アクティブサプレッションに関しては、古く

はTh3細胞、TRl細胞、CD8+サプレッサーT細胞、

76T細胞等の関わりが想定されていたが、現在

はCD4℃D25+T細胞がアクティブサプレッショ

ン機能を担い、経口免疫寛容に関わっているとさ

れている')。免疫細胞には、細菌等を貧食する好

中球やマクロファージ、免疫応答を調節する液性

のサイトカインを産生するへルパーT細胞、ウイ

ルス感染細胞や癌細胞を傷害する細胞傷害性T細

胞をはじめとする多彩の細胞がある。一方でこれ

ら反応を負に制御する細胞群も適切な免疫応答を

保つためにも必要である。その細胞群の一つが細

胞表面にCD4，CD25分子および転写因子である

Foxp3を発現する調節性T細胞[regulatoryTcell

(Treg)]である。卵白アルブミン[ovalbumin

(OVA)]を特異的に認識するT細胞レセプターの

遺伝子導入マウスに経口的にOVAを投与すると、

OVA特異的CD4℃D25+T細胞の割合が増加し、

またCD4+CD25+T細胞の有する抑制機能が充進

する(図1）2)。つまり、食物由来の抗原を経口的

に摂取すると腸関連免疫組織において食物由来抗

原を認識する抑制性T細胞の分化誘導が起こり、

抗原に対する全身性の不応答化が起こる。

1 ．はじめに

アレルギー疾患は国民病となっており、現在約

3人に1人は何らかのアレルギー症状を有してい

るとされている。食物アレルギーに関しては全人

口の1～2％程度が該当し、平成21年度の日本保

育園保健協議会の全国調査によると食物アレル

ギーは0歳児が7.7％、 1歳児が9.2％、 2歳児が

6.5％と幼児が多く、その後中学生くらいまでは

年齢とともに減少していく。しかしながら成人で

は発症頻度が上昇し、現在の日本では、成人にお

いても小児期に匹敵する頻度で食物アレルギーが

発症しているのが現状である。食物アレルギー発

症に関わる機序の一つとして経口免疫寛容の破綻

がある。通常、経口的に摂取した食物由来の抗原

に対しては、免疫細胞が応答しない機構（経口免

疫寛容）が誘導される。非経口的に体内に抗原が

入った場合は強い免疫反応を惹起するが、経口的

に摂取した抗原に対しては反応性を示さないと

いった生体にとって極めて合理的な仕組みが存在

する。この機構が破綻すると、食物由来の抗原に

免疫細胞が反応し、生体にとって不利益な全身反

応を引き起こしてしまう。

2．経口免疫寛容の誘導機序

経口免疫寛容の誘導機序としては、T細胞に補

助シグナルが入らないことによる免疫不応答（ア
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図1 経口的な抗原投与による抗原特異的調節性T細胞の誘導

卵白アルブミン(OVA)を特異的に認識するT細胞レセプターの遺

伝子導入マウスに、経口的にOVAを投与すると鼠径および腸間膜

リンパ節における調節性T細胞(CD4+CD25+細胞）の割合が、 コン

トロール抗原である牛血清アルブミン(BSA) を投与したマウスに

比べ増加する。文献2を改変。
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図2 ヘルパーT細胞の分化とその機能

GATA-3が発現誘導されTh2へ、TGF-βとIL-6

が存在するとROR-γてが発現誘導されThl7へ、

TGF-βが存在するとFoxp3が発現誘導され抑制

性の免疫細胞であるTregに分化する （図2)3)。

TGF-βはTregの分化誘導に関わるが、加えてビ

タミンA代謝産物のレチノイン酸はTGF-βと相

乗的に作用してTregの分化誘導を促進する （図

3）4,5)。 また、 レチノールからのレチノイン酸

ビタミンAと抑制性T細胞の分化誘導3

抗原に感作されていないナイーブヘルパーT細

胞がどのような型のヘルパーT細胞(Th)に分化

するのかは、抗原提示を受けたる際のサイトカイ

ン環境が重要な関わりがある。抗原提示された時

に、 IL-12/IFN-γが存在すると転写因子である

T-betが発現誘導されThlへ、 IL-4が存在すると
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1％ 8災 レチノイン酸(一）

守
邑
９

縛糀霧□'％ レチノイン酸(＋）

I

Foxp3
図3 レチノイン酸は調節性T細胞の分化を促進する

抗原と出会ったことがないナイーブT細胞を刺激し、 IL-2および

TGF-βを添加すると調節性T細胞(CD4+Foxp3+)の分化が起こる

(右上)。 さらにレチノイン酸を10mM加えることにより調節性T細

胞の分化誘導が著明に促進される(右下)。文献5を改変。

腸管内腔

鯛節性T細胞

図4 CD103陽性樹状細胞はレチノイン酸およびTGF-βを産生し抗原提示を行うことで

調節性T細胞を分化誘導する

への代謝に関わるレチンアルデヒド脱水素酵素は

細胞表面にCD103分子を発現する抗原提示細胞の

一種である樹状細胞に発現が限定されており、 ま

たCD103陽性樹状細胞は腸関連リンパ組織におい

て特異的に局在しているのが特徴である6)。すな

わちCD103陽性樹状細胞はTreg細胞の分化を促

進するレチノイン酸産生能力があり、 また腸関連

リンパ組織に特徴的に存在する細胞であり、経口

免疫寛容誘導へ関与していることと合致している

(図4)。
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図5 ビタミンA欠乏は経口免疫寛容を破綻させる

マウスに経口的に抗原(BSAまたはOVA)を飲ませ、その後OVA

の免疫を行った。マウスよりリンパ球を単離し、OVAとinvitroで

の培養後、 OVAに対する反応性を|FN-Y産生により評価を行った。

ビタミンAが欠乏していないマウスでは、 invitroでのOVA刺激によ

りリンパ球が反応し|FN-Y産生が認められるが（コントロール

-BSA)、経口的にOVAを投与したマウスではIFN-y産生が著しく

抑制された（コントロール-OVA)。一方でビタミンA欠乏マウスで

は、 BSAを飲ませたマウス（ビタミンA欠乏-BSA)に比べ、OVAを

経口的に投与したマウス（ビタミンA欠乏-OVA)で産生抑制が認め

られない。

されるといった結果が得られている8)。岩田らの

グループによる研究では、 ビタミンA欠乏により

経口免疫寛容の誘導が抑制されることを示すとと

もに、 IL-13を産生する炎症性Th2細胞の誘導が

冗進することを示した9)。我々も、 ビタミンA欠

乏を経口への抗原投与まで続け、その後の抗原感

作時にビタミンA欠乏の直接的な免疫誘導に対す

る影響を排除する実験系で経口免疫寛容誘導に対

する影響を観察した。すると正常マウスでは、

OVAの経口投与により抗原への反応性が抑制す

るが、 ビタミンA欠乏マウスでは抑制が認められ

ず免疫寛容が誘導されなかった(図5)。また、ビ

タミンA欠乏マウスの樹状細胞は、Treg細胞へ

の分化誘導能が低下していた'0)。

ビタミンA欠乏と経口免疫寛容

(動物実験）

4．

Invitroの系では、 ビタミンA代謝産物のレチ

ノイン酸のTreg細胞誘導作用およびその機構が

証明されてきた。 しかしながら、 invivoでビタ

ミンA欠乏を起こすと、経口免疫寛容が破綻する

のか検証した研究は少なく、 また必ずしもその結

果は一致していない。肝臓へのビタミンA貯蔵を

障害させビタミンA欠乏状態にしたレシチン／レ

チノールアセチルトランスフェラーゼ遺伝子欠損

マウスでは経口免疫寛容の破綻が認められた7)。

一方で、 ビタミンA欠乏単独では経口免疫寛容が

正常に誘導されるが、加えてランゲリン分子を発

現した樹状細胞を除去すると経口免疫寛容が抑制
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6)VonBoehmerH:Oral tolerance: is itall

retinoicacid？ JExpMed2007；204： 1737-

1739．

7)CassaniB,VillablancaEJ,QuintanaFJ, etal.

Gut-tropicTcellsthatexpressintegrinq467

andCCR9arerequiredfOrinductionoforal

immunetoleranceinmice.Gastroenterology

2011 ; 141 :2109-2118.

8)ChangS-Y,ChaH-R,ChangJ-H,etal.Lackof

retinoicacidleadstoincreasedlangerin-

expressingdendriticcellsingut-associated

lymphoidtissues.Gastroenterology2010; 138:

1468-1478.

9)Yokota-NakatsumaA,TakeuchiH,Ohoka,Y,et

al・Retinoicacidpreventsmesentericlymph

nodedendriticcellsfrominducinglL-13-

producinginflammatoryTh2cells.Mucosal

Immunol2014;7:786-801.

10)NakamotoA,ShutoE,TsutsumiR, etal.

VitaminAdeficiencyimpairsinductionoforal

toleranceinmice. JNutrSciVitaminol (in

press)

1l)NurmatovU,DevereuxG,SheikhA.Nutrients

andfOodsfOrtheprimarypreventionofasthma

andallergy: systematicreviewandmeta-

analysis.JAllergyClinlmmunol2011 ; 127:

724-733.

12)AISenaidyAM.SerumvitaminAandbeta-

carotene levels inchildrenwithasthma.J

Asthma2009;46:699-702.

13)MizunoY,FurushoT,YoshidaA,etal.Serum

vitaminAconcentrationsinasthmaticchildren

inJapan.Pediatrlnt2006;48:261-264.

14)AroraP,KumarV,BatraS.VitaminAstatusin

childrenwithasthma.Pediatrallergylmmunol

2002;13:223-226.

15)LionjuaAA,Rifas-ShimanSL,LyNP,etal.

Maternalantioxidantintakeinpregnancyand

wheezingillnessesinchildrenat2yofage・Am

JClinNutr2006;84:903-911.

16)MartindaleS,McNeillG,DevereuxG, etal.

Antioxidantintakeinpregnancyinrelationto

wheezeandeczemainthefirsttwoyearsof

life.AmJRespirCritCareMed2005; 171 :

121-128.

5． ビタミンAと食物アレルギーおよび

小児喘息

動物実験においてはビタミンAの欠乏と食物ア

レルギーとの関連性を示す結果が得られているが、

人におけるビタミンA栄養状態が食物アレルギー

にどのように影響するか明白な答えは出ていない。

ビタミンAは腸管免疫や腸のバリアー機能に深く

影響する栄養素のため、人においても食物アレル

ギーに関わる可能性を示唆するに過ぎない'1)。一

方で、小児喘息に関するビタミンAの研究に関し

ては、小児喘息の者は正常児に比べ血清中のビタ

ミンA濃度が低いといった研究12)13)、重篤な小児

喘息の者は軽度の小児喘息の者に比べ血清中のビ

タミンA濃度が低いといった研究がある14)。しか

しながら、妊娠期におけるβ－カロテン摂取量と

小児喘息との関連性を調べた研究では、 β－カロ

テンの予防的作用は示されていない15,16)。
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,
新たな小児慢性特定医療費制度

～この制度が見直された時代背景と今後の活用に関する展望～

東京都福祉保健局少子社会対策部事業推進担当課長小竹桃子

療研究事業（治療方法に関する研究その他必要な

研究に資する医療の給付)｣という位置づけであり、

予算は｢科学技術振興費(裁量的経費)｣となってお

り、医療費負担の軽減という福祉的視点が必ずし

も明確ではなかった。このため、研究を推進する

という目的に加え、小慢児童等とその家族を経済

的に支えるという福祉的な目的を併せ持つ、 より

一層安定的かつ公平な仕組み(義務的経費)として

いくことが適当とされた。その際、給付水準につ

いては、持続可能な仕組みとする観点からも、負

担能力に応じた適切な利用者負担としていく必要

があるとされた。

1 ．児童福祉法改正までの動き

小児慢性特定疾患治療研究事業は、慢性疾患を

抱える子どもとその家族への公的な支援策として、

子どもの慢性疾患の研究を推進し、その医療の確

立と普及を図り、併せて慢性疾患を抱える子ども

の家庭の医療費負担の軽減にも資することを目的

として、昭和49年度に開始された。

その後、平成17年度に児童福祉法に根拠をもつ

事業として法制化されるとともに、 日常生活用具

給付事業および小児慢性特定疾患ビアカウンセリ

ング事業が開始され、医療費助成以外についても、

一定の支援が行われてきた。

今回、難病対策の見直しに伴って、社会保障審

議会児童部会に「小児慢性特定疾患児への支援の

在り方に関する専門委員会」が設置され、平成24

年9月からの計ll回にわたる検討を踏まえて、平

成25年12月に「慢性疾患を抱える子どもとその家

族への支援の在り方(報告)｣(以下、 「報告書｣とす

る）として、 とりまとめられた。

報告書の中で、小児慢性特定疾病児童等(以下、

｢小慢児童等」とする）とその家族への支援の在り

方に関して、以下の3つの基本的な方向性のもと

に具体的な取り組みを推進することが適当である、

とされた。

（2）研究の推進と医療の質の向上

小児慢性特定疾患治療研究事業においては、治

療研究に活用するため、対象児童の疾患名、発病

年齢、各種検査値等の登録管理を行っているが、

これらのデータは、精度が必ずしも十分でないこ

とや、他の慢性疾患に関連するデータとの連携が

不足していることにより、研究に十分活用できな

い状況にある。これらを踏まえ、登録管理データ

の精度の向上、地域の医療機関や保健所等の関係

機関の連携体制等を図ることが適当である、 とさ

れた。

（1）公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築

これまで小児慢性特定疾患治療研究事業は､｢治
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表1 指定医関係学会リスト

日本アレルギー学会 アレルギー専門医

日本医学放射線学会 放射線診断専門医

日本医学放射線学会 放射線科専門医

日本医学放射線学会 放射線治療専門医

日本眼科学会 眼科専門医

日本感染症学会 感染症専門医

日本肝臓学会 肝臓専門医

日本救急医学会 救急科専門医

日本胸部外科学会 呼吸器外科専門医

日本胸部外科学会 心臓血管外科専門医

日本形成外科学会 形成外科専門医

日本外科学会 外科専門医

日本血液学会 血液専門医

日本血管外科学会 心臓血管外科専門医

日本呼吸器学会 呼吸器専門医

日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医

日本周産期・新生児医学会 周産期(新生児)医専門医

日本周産期・新生児医学会 周産期(母体・胎児)医専門医

日本集中治療医学会 集中治療専門医

日本循環器学会 循環器専門医

日本消化器外科学会 消化器外科専門医

日本消化器病学会 消化器病専門医

日本小児科学会 小児科専門医

日本小児外科学会 小児外科専門医

日本小児血液・がん学会 小児血液・がん専門医

日本小児循環器学会 小児循環器専門医

日本小児神経学会 小児神経科専門医

日本神経学会 神経内科専門医

日本腎臓学会 腎臓専門医

日本心臓血管外科学会 心臓血管外科専門医

日本整形外科学会 整形外科専門医

日本生殖医学会 生殖医療専門医

日本精神神経学会 精神科専門医

日本脊髄外科学会 脊椎脊髄外科専門医

日本脊椎脊髄病学会 脊椎脊髄外科専門医

日本手外科学会 手外科専門医

日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医

日本糖尿病学会 糖尿病専門医

日本内科学会 総合内科専門医

日本内分泌学会 内分泌代謝科(内科・小児科・産婦人科)専門医

日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医

日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医

日本皮膚科学会 皮層科専門医

日本病理学会 病理専門医

日本婦人科腫瘍学会 婦人科腫瘍専門医

日本放射線腫瘍学会 放射線治療専門医

日本麻酔科学会 麻酔科専門医

日本リウマチ学会 リウマチ専門医

日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医

日本臨床検査医学会 臨床検査専門医

日本老年医学会 老年病専門医
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表2 小児慢性特定疾病に係る新たな医療費助成の制度

【ポイント】

○自己負担の割合：現行の3割（就学前児童は2割）‐2割
O自己負担の限度額（月額） ：
。症状が変動し入退院を繰り返す等の小児慢性特定疾病の特性に
配慮し、外来・入院の区別を設定しない。
・受診した複数の医療機関等(※)の自己負担をすぺて合算した上
で自己負担限度額を適用。

※薬局での保険鯛剤及び医療保険における肪問看瞳ステーションが行う肪間霧溌を含む。

入院時の標準的な食事療養に係る負担：
1／2を自己負担、残りの1／2を公費負担

所得を把握する単位：医療保険における世帯。
所得を把握する基準：市町村民税（所得割）の課税額。
同一世帯内に複数の対象患者がいる場合：
世帯内の対象患者の人数で負担限度額を按分。
既麗定患者：経過措置（3年間）を設ける。

○
○
○
○
○

※亜症：①高額な医療が長期的に継続する者(医擦費総額が5万円／月(例えば医擦保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円／月)を超える月が年間6回以上ある場合）
②現行の重症患者藩準に適合する者、のいずれかに骸当。

（3）小慢児童等の特性を踏まえた健全育成や社

会参加の促進、地域関係者が一体となった

自立支援の充実

医療の進歩等により小慢児童等の生存率の改善

は見られるものの、生活の質は必ずしも高くはな

く、教育、発達支援、福祉サービスなど療育生活

を支えるさまざまな支援のニーズが高まっている。

これらを踏まえ、必要な支援が小慢児童等とそ

の家族に届くよう、都道府県等を中心に、医療機

関、保健福祉機関、教育機関など小慢児童等とそ

の家族を支える機関等によるネットワーク体制を

構築し、相互の連携・情報共有を促進し、地域に

おける総合的な支援の円滑な実施を図ることが必

要である、 とされた。

年1月1日より施行された。

今回の制度改正の趣旨は、持続可能な社会保障

制度の確立を図るための改革の推進に関する法律

(平成25年法律第112号）に基づく措置として、難

病と同様に、消費税増税分を活用して、公平かつ

安定的な医療費助成の制度の確立を図り、 また小

慢児童等の自立を支援するための事業を法定化す

る等の措置を講ずることとし、小児慢性特定疾病

対策の充実を目指すものとされた。

以下のような制度改正が行われた。

（1）小児慢性特定疾病の医療費助成の概要

これまでの医療費助成事業と基本的な流れは同

様であるが、今回の制度改正で、対象疾患が拡大

し、また新たに指定医・指定医療機関制度が定め

られた。給付水準も、負担能力に応じた適切な利

用者負担の考え方から見直された。

2．改正児童福祉法の内容

この報告書を踏まえ、児童福祉法の一部を改正

する法律が平成26年5月30日に交付され、平成27

階
層
区
分

階層区分の基準

(（ ）内の数字は､夫婦2人子1人世帯の
場合における年収の目安）

自己負担限度額(患者負担劉合:2割､外来十入院）

原則 既麗定者【経過措盛3年】

一般 重症
(※〉

人エ呼吸要等

装着者
一般

現行の

重症麗者
人エ呼吸器等

I 生活保瞳 0 0 0 0 0 0

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

V

Ⅵ

市町村民税

非牒税

(世帯）

低所得I(～80万円）

低所得Ⅱ(80万円超～）

一般所得I:市町村民税課税以上
約7.1万円未満

(約2叩万円～約430万円）

一般所得Ⅱ:市町村民税約7.1万円以上
約25.1万円未満

(約430万円～約850万円）

上位所得:市町村民税約25.1万円以上
(約850万円～）

1,250

2,5“

5,”0

1qOOO

15,0”

1,250

2,500

2,500

5,000

10,0"

5”

1,250

2,5”

2,5”

5,0“

10,"O

1,250

2,500

5”

入院時の食費 1／2自己負担 自己負担なし
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【事業の目的･内容】
幼少期から慢性的な疾病にかかっているため、学校生活での教育や社会性の酒養に遅れが見られ、 自

立を阻害されている児童等について、地域による支援の充実により自立促進を図る。
【実施主体】 都道府県･指定都市･中核市

【国庫負担率】 1／2(都道府県｡指定都市｡中核市1／2）
【根拠条文】 児童福祉法第19条の22，第53条
【予算額】 平成26年度予算： 231,708千円→平成27年度予算案： 926,832千円（＋695,124千円）
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図1 小児慢性特定疾病児童自立支援事業

とともに、患児とその家族の同意を得つつ、患児

のデータ登録を行う。また、小児慢性特定疾病の

治療方法、小慢児童等の健全な育成に資する調査

および研究の推進に協力することが職務とされた。

指定医の指定要件は、 ( i )一定の診断または治

療に従事した経験があり、各関係学会(表1 ）の専

門医資格を取得していること、 または、 (ii)一定

の診断または治療に従事した経験があり、都道府

県等が実施する研修を受講していることとされ、

医師の申請に基づき、都道府県等が指定する。

なお、研修に関しては、平成29年3月31日まで

に履修予定とされ、データ登録に関しても、現時

点では国において準備中、 となっている。

指定医は、 5年ごとの更新が必要であり、都道

府県は、指定医の氏名、勤務する医療機関の名称

等をインターネット等で公表することになってい

る。

①対象疾患について

対象とする小児慢性特定疾病については、 「児

童又は児童以外の満20歳に満たない者が、当該疾

患にかかっていることにより、長期にわたり療養

を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれが

あるものであって、療養のために多額の費用を要

するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の

意見を聞いて定める疾病をいう」と、明確に定義

された。

疾病数は11疾患群514疾病から、 14疾患群704疾

病に拡大された（対象疾病の病名については、小

児慢性特定疾病情報センターHP参照)｡これによ

り、 この制度の受給者は、全国で約11万人から15

万人になる見込みである。東京都では、平成24年

度の受給者は約7,600人である。

②指定医制度

指定医は、患児の保護者の求めに応じ、認定審

査に必要な項目を記載し、医療意見書を発行する
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平成27年度予算案:20,116千円(新規）
【事業の目的･内容】 実施主体:公募団体
小児慢性特定疾病児童の成人期に向かう診療にあたっては､患児の成長･発達を踏まえ､また､個々の疾患の状態
の変化にあわせた医療が必要であり､移行期医療と呼ばれている｡我が国ではこの体制整備が重要な課題である。
当事業では､小児と成人の医療が異なる疾病領域を対象とし､移行期医療を円滑に進めるためのツール等の開発と

研修をパッケージ化し､その実証によりモデルを構築し､移行期医療の体制整備を促進することを目的とする。
、

対象疾病
／ －

,先天性腎奇形・甲状腺機能低下症など｡先天性心奇形 6疾患群200

モデル事業の流れ
轡

【評価委員会会議】
【移行先での研修】 【移行先での調査】

吟
》

ﾓデﾙの ：
構築 1

J

移行期医療

の体制整備Ｉ
全国4ブロックで評価委員会

(関係診療科の医師で構成）

を設置し､移行ツールの中身
について検討。

’
移行先(成人対象の医療機関)に

おいて､移行ツールがどのように
使われているかを調査し､課題の
把握等を行う。

移行先(成人対象の医療機関)に

おいて､移行ツールを活用し研修。

／
＝ 一

※平成28年度は､引き続き移行先での調査及びそれを踏まえた評価委員会会議実施する予定。

図2 小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業

③指定医療機関制度

医療費助成の対象となる医療を行う指定医療機

関については、小’|曼児童等とその家族の利便性や

医療の継続性の観点から、原則として、現在小慢

児童等に対する医療の給付を委託されている医療

機関が引き続き幅広く指定されるよう、指定の要

件は、 (i )保険医療機関であること、 (n)専門医

師の配置、設備の状況からみて、本事業の実施に

つき十分な能力を有する医療機関であること等と

なっている。医療機関(かかりつけ医等を含む)の

申請に基づき、都道府県等が指定する。

指定医療機関は、 6年ごとの更新が必要であり、

指定医同様都道府県は指定医療機関の名称および

所在地をインターネット等で公表することとなっ

ている。

付水準との均衡の観点から、変更になった。

変更の詳細は、表2を参照されたい。

（2）小児慢性特定疾病児童等自立支援事業(図1 ）

今回の法改正に基づき新たに、小‘|曼児童等の健

全育成および自立支援を図るため、都道府県等が

小慢児童等およびその家族からの相談に応じ、必

要な情報提供や助言を行うとともに、関係機関と

の連絡調整およびその他の事業を行うことを目的

として、 自立支援事業を実施することとなった。

都道府県等は必須事業として、療育相談やビア

カウンセリングなどのさまざまなニーズに対応し

た相談支援事業の実施と、 より一層の自立促進を

図っていくために小児慢性特定疾病児童自立支援

員（以下、 「自立支援員」とする｡）を配置すること

となった。自立支援員の役割は、小慢児童等の状

況・希望等を踏まえ、地域における各種支援策の

利用計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う

ことにより、 自立・就労の円滑化を図る、 という

④給付水準

給付水準については、負担能力等に応じた適正

な利用者負担、他の公費負担医療制度における給
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み上げていく過程で見えてくる課題について、協

議会等で取り上げ、関係機関と検討していくこと

により、徐々に円滑で的確な支援が可能になると

思われる。

自立支援員の資格要件については、現時点では

特段設けず、業務を適切に実施できる者であれば

よい、 とされており、行政としては、 より多くの

小慢児童等が自立支援員に結びつくよう、周知を

図っていきたいと考えている。

また、従来から、小児から成人への移行期医療

が課題の一つとして挙げられているが、平成27年

度より国は「小児慢性特定疾病児童成人移行期支

援モデル事業」（図2）を実施する予定である。次

年度以降、移行期医療の体制整備や、 自立支援事

業等さまざまな事業を実施していく中で、慢性疾

患を抱える子どもとその家族を支える関係機関の

理解が進み、地域における支援の輪が広がってい

くことを期待している。

ものである。

さらに都道府県等は、療養や介護者の支援、相

互交流や就労支援、その他の自立支援に向けた取

り組みについても、任意事業として実施してよい

こととされ、それらの事業を検討していく場とし

て｢慢性疾病児童等地域支援協議会｣(以下、 「協議

会」とする｡）を設置し、小慢児童等とその家族の

現状と課題や地域資源を把握し、課題を明確化し

た上で、対象者のニーズに応じた支援内容を検討

し、その円滑な実施を図っていくこととされた。

3．今後の課題と展望

医学の進歩等を背景として、これまで以上に小

慢児童等の自立支援に向けた取り組みの充実が求

められていることを踏まえ、今回の制度改正では、

自立支援事業が明確に法に位置付けられた。

その中で中心的役割を果たすと思われるのが、

自立支援員である。

改正児童福祉法が施行されてまだ間もなく、今

は手探りの状態であるが、小慢児童等に対して、

この自立支援員の制度が定着すれば、 自立に向け

た個別の目標を設定し、 目標達成のための支援計

画が策定されるようになる。そういった事例を積

参考文献

l)厚生労働省；慢性疾患を抱える子どもとその家

族への支援の在り方(報告）
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〈
〉 突拶◇

総務、救急、経理補佐を担当させていただきま

す。どうぞご指導のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

そのなかでも、会員増強活動を主に担当するよ

うにご指示を受けております。

平成27年2月現在、東京小児科医会の会員数は

630名でございます。日本小児科学会の東京都で

の会員登録数は2,000名を越えているとお聞きし

ております。また、厚生労働省への東京都の小児

科医の届出数は約1,200名です。これらの統計か

ら、都内の小児科医の先生方で東京小児科医会に

入会していただいているのは、約3分の1から2

分の1と思われます。

東京にはご開業の先生方以外にも、大学病院、

一般病院、研究施設などが多く、多数の小児科勤

務医の先生方がおられると予想されます。その状

況で600名を越える会員数は素晴らしいものと存

じます。しかし、 まだまだ本会に入会していただ

ける先生方も多くおられることも事実でございま

す。

東京都には、 13の大学医学部があります。杏林

大学、慶應義塾大学、昭和大学、順天堂大学、帝

京大学、東京大学、東京医科大学、東京医科歯科

大学、東京慈恵会医科大学、東京女子医科大学、

東邦大学、 日本大学、 日本医科大学の計13校（50

音順）です。これらの大学病院で勤務されておら

れる小児科の先生方や都内の関連病院でご勤務の

先生方を合わせますと大変多くの小児科勤務医の

先生方がおられると思います。そこで、各大学小

児科の教授方と医局の先生方へ本会の活動内容を

紹介し、入会のお願いをすることから会員勧誘活

動を始めております。 日本小児科学会に入会の際

に、必ず本会へも入会していただくというのが目

標でございます。その際には、 「大学病院や一般

病院の勤務医の先生方が入会してどのようなメ

リットがあるのか？」といったことをしっかりと

お示しできるように努力することが必要でござい

ます。

本会は、講演会、研修会などの学術活動、公衆

衛生に関する活動、社会保険に関する活動、小児

医療に関する活動、調査研究に関する活動、小児

救急の活動など、多くの独自の活動を行っており

ます。

まずは、本会の活動を新しく小児科医になられ

た(または、 これからなられる)先生方に知ってい

ただくことから始めたいと存じます。目に見える

効果が実際に得られるのかどうか、いつその効果

が出てくるのかについては全くわかりません。し

かし、このような地道な活動も大切ではないかと

考えております。つきましては、ぜひ本会会員の

先生方からもご出身の医局に本会活動のご紹介と

入会の勧誘をお願いしたく存じます。その際に必

要な資料がございましたらお命じいただけました

ら揃えさせていただきます。また、その場へ説明

に上がる必要がございましたらお知らせいただき

たく存じます。もちろん、東京でお仕事をされて
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します。

日本の首都の小児科医会として、 しっかりとし

た会員数を要する会として発展するために微力で

はございますが、がんばってまいりたいと存じま

す。今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上

げます。

最後に、私は日本小児科医会、 日本小児科医連

盟でも会員増強活動の担当をいたしております。

こちらの活動につきましても東京小児科医会の先

生方のお力添えをいただきますようお願い申し上

げます。

おられる小児科の先生方は東京以外の全国の大学

卒業生がおられます。ご出身大学の小児科同門会

東京支部の会合などでの本会のご紹介、入会勧誘

をお願いしたく存じます。さらに、新規に小児科

をご開業される先生方につきましても、ぜひご開

業と同時に本会にご入会いただけるようご案内申

し上げたいと存じます。新規ご開業の情報がござ

いましたら、お知らせいただきたくお願い申し上

げます。一方、すでにご開業されていて、ご入会

いただいていない先生方へも、継続してご入会の

お願いをしてまいりたいと存じます。こちらにつ

きましても先生方のお力添えをよろしくお願い致
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夷京都保健医療公社豊島病院感染症内科罷立将

通して、小児特有の課題について考察してみたい。

なお、今回の流行では大規模な疫学調査が進行

中であるが、流行規模に見合った数の調査要員を

確保するのは容易ではないこと、隔離病棟で防護

服を着て聴き取り調査をするのは並み外れた忍耐

が必要なこと、本来聴き取り対象となるべき患者

の多くが落命することから、感染の実態は依然知

られていない部分も大きい。2014年7月と2015年

1月の2回にわたり、筆者がシエラレオネに派遣

された際に、治療センターにおける患者診療、生

還者との面接、現地の医療関係者や国際支援チー

ムからの聴き取りを通して得た情報にもとづき、

できるだけ整理して記述する。

はじめに

2014年3月にギニアで初めて発生が報告されて

以来、西アフリカでエボラ出血熱の過去最大の流

行が続いている。流行国では診断の確かさの順に

confirmed、 probable、 suspectedの3つの症例定

義があり、 2015年2月の本稿執筆現在、流行3か

国(ギニア、 リベリア、シエラレオネ)の確定患者

(confirmedcases)は13,955名にのぼる')。 うち死

者は8,444名と報告されているが、最終転帰が確

認できていない者が多数いることから、死者数は

これを大幅に上回ると考えられている。

累積症例の分析によれば、年齢層別では、 0～

14歳の小児群は、 15～44歳、 45歳以上の2群と比

較すると､比較的低い発病率にとどまっている(表

1）。しかしながら、 これまで3,000名を超える小

児がエボラ出血熱を発病しており、小児患者への

適切な医療の提供はきわめて重要な課題であるこ

とは言を待たない。

日本におけるエポラ出血熱対策は、成人患者を

想定して考えられることが多いが、それを小児に

自動的に適用できるわけではない。現地の事例を

どんな状況で感染が成立するのか

主要な感染様式としては、次の3つが想定され

ている。

1．家族内の感染

2．死後処置(伝統的埋葬)を介した感染

3．医療機関における院内感染

このうち子どもが感染するのは、ほとんどが1

の家族内感染と考えられている。 2については、

表1 年齢層別累積患者数(conirmedおよびprobablecases) ' )

2015年2月8日現在

O～14歳

患者数 人口10万対

15～44歳

患者数 人口10万対

45歳以上

患者数 人口10万対

ギニア 460 10 1648 35 791 51

リベリア 943 55 2981 175 1145 214

シエラレオネ 2201 91 5751 222 2298 311
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親は治療の甲斐なく入院2日目の夜に死亡し、幼

児は病棟にいる理由がなくなったため、病棟外に

出されてスタッフが世話をした。幼児がその夜何

を見たのか、眠っていただけなのかは､知る由も

ない｡母親と同じベッドにいたことから幼児の感

染リスクも無視できないが、筆者は派遣期間終了

とともに帰国したため、幼児の安否については情

報がない。

現在も終息に至らない最大の要因と目されている。

村で誰かが亡くなったとき、男性の遺体は成人男

性が、女性の遺体は成人女性が洗い清め、伝統的

埋葬を介して同性の成人に水平伝播が起こること

はあるが、子どもは直接遺体に触れず、子どもへ

の感染リスクが生じるわけではない｡ 3について

は、医療従事者は常に成人であることから、院内

の患者問感染を除けば、基本的に子どもへの感染

はない。 2や3の経路により感染した成人が発病

して重症化する過程で、家庭内の子どもが感染す

ると考えられる。

家族を亡くした子ども

家族内でも一様に感染・発病するわけではなく、

親は死亡したが子どもは助かった例も多い。両親

を亡くして身寄りがなくなった子どもを潜伏期の

21日間が過ぎるまで収容する施設として、各県に

経過観察ケアセンター(observational interim

carecentre)が設置されている。スタッフは、エ

ボラ出血熱の生還者である。もし観察中に子ども

が発熱したら、治療センターに移されて診察を受

ける。無症状のまま21日間が経過したら、社会福

祉省があらためて子どもの身寄りを調査し、親戚

が見つかれば引き取りを依頼する。多数の孤児を

今後誰がどうやって養育するか、流行国では大き

な社会的課題になっている。

幼児の事例

症例定義のsuspectedcaseに該当すれば、確定

検査の採血をしたうえで、疑い患者病棟に入院と

なる。まだ親に依存する年齢の幼児がひとりで入

院した場合、点滴、経口補水、栄養摂取など、親

がいれば可能なはずの医療が大きく制限される。

現地では、朝夕の回診時に、点滴漏れがあれば刺

し替え、ブドウ糖液を注射器で口に含ませ、ペー

スト状の栄養剤を枕元に置くところまでが、医療

者にできる限界であり、次の回診まで生きていて

くれるよう願いながら、次の患者に向かうのが常

であった。回復期に入った別の患者が、親代わり

に世話をしてくれたこともある。
おわりに

流行国では患者発生がピークを越え、アウトブ

レイク緊急対応期から、打撃を受けた保健医療シ

ステム全体の復興期へと移行しつつある。小児科

領域では、小児のエボラ患者特有の難しさに加え

て、手薄になった小児医療一般の立て直しが急務

である。深刻な状況に比して、わが国の貢献はあ

まりにも小さい。小児科領域からの専門家がひと

りでも増えることを期待したい。

親子の事例

若い母親と乳幼児が一緒に治療センターを受診

する例はしばしばみられた。親子で入院する例も

多かったが、判断に迷うのは親子で病状が一致し

ない場合である。あるとき母親には発熱・腹痛・

下痢といった典型的な症状があり、幼児はまった

く無症状という組み合わせがあった｡本来なら母

親は入院し､幼児は帰宅となるべき例であるが、

当時の治療センターは深刻なスタッフ不足に悩ま

されており、幼児の保護者を確認したうえで村ま

で送り届ける余力はなく、無症状の幼児を母親と

同じ入院ベッドに留め置かざるを得なかった。母

文 献

l)WorldHealthOrganization.Ebolasituationre-

port.2015Febll. [Internet][cited2015Feb

15]Availablefrom:http://www.who.int/csr/

disease/ebola/en/
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鯵シリーズ1 症f例に単蹴

時間割変更が契機となった食物依存性

運動誘発アナフィラキシーの1例

日野市立病院小児科＊」 慶應大学病院小児科*2

和田ちひろ＊| , 2、伏間江真由美＊' ’ 2、大門佑美*| , 2

常松健一郎＊'、江崎隆志＊↑、七尾謙治＊’

年、FDEIAの認知度の高まりとともに報告数も

増加傾向にあるが、一般には未だ十分に認知され

ているとは言えず、頻回に再発を繰り返している

症例も少なくない。本邦での死亡例も報告されて

いる2)3)。今回、給食後の体育で繰り返しFDEIA

を発症した症例に対し、個人レベル、学校レベル

での対策を講じることによりその後の再発はなく

経過しているl例を経験したので、文献的考察と

ともに報告する。

要旨

新学期より体育の授業が給食後に変更となり、

3回にわたり同じ曜日・時間帯に呼吸苦をきたし

救急搬送された14歳女子。魚類を含む給食を摂取

した後の球技中に発症した共通の経過から食物依

存性運動誘発アナフィラキシーと診断した。その

後、運動前の魚類の摂取を控えるよう指導し、 さ

らに学校側の協力を得て給食の後が体育とならな

いよう時間割が調整され、症状の再発なく経過し

ている。本症の報告数は近年増加傾向にあり、特

に給食後の体育が好発時間帯となっている。本症

の再発を予防するためには、本症に関する学校関

係者への啓蒙を行い、医療機関と連携することで

個人レベル、学校レベルの対策を講じることが重

要である。

症例

症例: 14歳、女子。

主訴：呼吸困難。

既往歴：食物アレルギーなし、花粉症あり、ハウ

スダスト ・ダニアレルギーあり。

家族歴：アレルギー疾患を認めず。

現病歴:2014年1月、給食でブリの照り焼きを摂

取、給食後の体育でサッカーをした20分後、全身

に菫麻疹が出現し呼吸困難・嘔気も訴え当院に救

急搬送された(1回目の受診)。受診時に血圧低下

を認め、アナフィラキシーショックの診断でメチ

ルプレドニゾロンの全身投与を受け軽快し帰宅と

なった。 3週間後、給食でイワシの蒲焼を摂取、

給食後の体育でバレーボールをした20分後、全身

はじめに

食物依存性運動誘発アナフイラキシー(fOod

dependentexercise-inducedanaphylaxis ;以下、

FDEIA)は食物単独、あるいは運動単独では症状

の発現がなく、抗原となる食物の摂取後運動によ

り菫麻疹や呼吸困難、血圧低下、意識障害などの

アナフイラキシー症状を呈する疾患であるl)o近
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図1 本症例がアナフィラキシ一を呈した際の給食および

体育の内容

全身状態に増悪なく皮疹の消退を確認し帰宅とし

た。

この際、付き添って来た養護教諭からの「毎回

決まって14時頃に保健室を訪れるパターンです」

との言葉を得、 3回の救急搬送の状況を振り返っ

たところ、すべて同じ曜日、同じ時間帯の給食後

の体育の授業中にアナフイラキシーをきたし救急

搬送されていた。さらには、給食で魚類を摂取し

た後の体育で運動強度の高いスポーツを行い、運

動開始から20分後にアナフイラキシーをきたした

という経過が共通していた(図1 ）。こうした共通

の臨床経過より、一連のエピソードはFDEIAで

あると診断した。診断後、本人に対して、午後の

体育前の給食メニューに魚類が含まれる場合は、

魚類の摂取を控えるよう指導した。

FDEIAの診断後、外来で保護者、養護教諭、

学校栄養士を含めて数回にわたり面談を行った。

その過程で、本人が初めて症状を呈した1月から

時間割が変更となり、給食の後の5時間目が体育

になっていたという情報が得られた。給食後に体

育を行うという時間割設定が本人にとって

FDEIA発症の重要な因子であったということを

認識した学校側の配慮により、新学期から本人の

クラスでは給食の後が体育とならないように時間

割が調整された。その後、症状の再発なく経過し

に葦麻疹が出現し気分不良となったため、 1回目

の受診時に処方されていた抗ヒスタミン薬を内服

のうえ当院に救急搬送された（2回目の受診)。受

診時には毒麻疹はほぼ消退し気分不良も改善して

いたため、抗ヒスタミン薬の内服継続が指示され

帰宅した。そのlか月後、給食で焼きシシャモを

摂取、給食後の体育でバスケットボールをした20

分後、全身に葦麻疹が出現し呼吸困難の訴えとと

もに嘔吐あり、抗ヒスタミン薬内服のうえ当院に

救急搬送された（3回目の受診)。

受診時身体所見（3回目の受診時） ：身長148cm、

体重42kg、体温36℃、心拍数113回/分、血圧

99/65mmHg， SpO298%、意識は清明で自力歩

行可、顔色はやや蒼白、努力呼吸は認めず、肺野

は情、腹部は平坦・軟、四肢冷感を認めず、毛細

血管再充満時間く2秒、四肢を中心として全身に

境界明瞭で掻痒を伴う紅斑～膨疹が不規則に散在‘

検査所見：白血球数11,000/"L(好酸球1.6%)、

総IgE3471U/mL、 IgERAST値(UA/mL) ;マ

グロ2.58、サケ2.01、エビ0.58、 カニ0.55、 スギ

200、 ヒノキ80.4、 コナヒョウダニ29.9、ハウス

ダスト16.7、その他異常所見は認めず。

経過：受診時は葦麻疹のみで呼吸困難や嘔気は改

善していた。メチルプレドニゾロンおよび抗ヒス

タミン薬の全身投与を行いながら外来で経過観察、

給食

驚蕊蕊識蕊蕊溌蕊蕊撚灘諜鍵灘
体育

§懸綴蕊蕊灘蕊鰯溌懸繍鰯遜鱗難

1回目

ぶり鰯

ｻｯｶｰ②

2回目

いわし⑬

バﾚｰ穆

3回目

ししやもと蜜

バｽｹｯﾄ鐙
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図2 本邦FDEIA報告例における発症時の運動内容

（文献! )より引用）
図3 本邦FDEIA報告例における原因食物の割合

（文献| )8)9)より著者改変）

ているc

考察
る。振り返ると、本症例はこうした特徴を満たし

た典型例であった。

FDEIAの原因食物については、成人も含めた

全年齢層では小麦が最も多く60%程度を占めると

される。一方、若年者においては魚介類・甲殻類

での発症が多く、特に20歳未満の症例に限定する

と魚介類・甲殻類が60％を占め、その比率が逆転

すると報告されている7)。ただ、 ここで言う魚介

類・甲殻類のほとんどはエビであり、魚類に限定

するとその割合は0.7～2％とされる（図3) ])s)9) ○

本症例は魚類が原因と考えられ、報告例の少ない

食品もFDEIAの原因となる可能性があるため注

意が必要である。

太神らにより学校での給食後運動中にFDEIA

を呈し突然死したl症例が報告されている2)。こ

れまでに行われた疫学調査では学校関係者の

FDEIAについての認知度が低く、問題点のひと

つとして挙げられている'0)'4)。本症例では、養護

教諭、学校栄養士を含めて3回の救急搬送時のエ

ピソードを共有するとともにFDEIAという疾患

について確認する機会を設けた。養護教諭による

と、以前、近隣地域の中学校において、給食後に

FDEIAは男女ともに10歳代、特に中学生での

発症例が多いと報告されている。本邦で行われた

疫学調査によると、中学生における有病率は6,000

人に1人とされる4)。これは小学生における有病

率が22,000人に1人、高校生においては12,000人

に1人であることと比較して高い｡FDEIAの発

症にはさまざまな要因が関与していると言われて

いるが、特に運動負荷量と原因食物摂取量との関

与が大きいとされるⅢ)｡運動については､サッカー

やバレーボールといった比較的運動強度の高い種

目の頻度が高い（図2） ｣ )。また、FDEIAの発症

時間帯は80％が昼食後であり5)、午後の体育の授

業中が最も多いと報告されている6)7)。学校での

給食は、個人の嗜好とは無関係に決まった時間に

まとまった量の原因食物を摂取するリスクとなり、

それらが給食後のFDEIAの発症の多さに関連し

ているのではないかと考える。運動と食事の関連

では、発症時の食後運動開始までの間隔は60分未

満が85％、運動開始後発症までの間隔は30分未満

が75％と報告され5)、食後早期の運動で発症しや

すく、運動開始後早期に症状が出現する傾向にあ
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ダンスをしている際にアナフイラキシーを呈した

例や給食後のサッカー中にアナフィラキシーを呈

した例があり、それらの情報を定期的な養護教諭

同士の情報交換会で得ていたことや、学校全教職

員を対象とした勉強会も開催されていたことによ

り、養護教諭をはじめ、保健体育科教諭、学校栄

養士もFDEIAに対する一般的な知識･理解があっ

たようである。

本症例に関しては、養護教諭らと情報を共有す

ることにより、運動前は魚類の摂取を控えること

や、誤って摂取した場合はその後の運動を控える

等の具体的な内容を含め今後の方針を確認するこ

とができた。過度な運動制限や食事摂取制限は健

全な成長発達に不利益をもたらす可能性があるが、

FDEIAがどのような疾患か十分に理解されたう

えでの制限は、本症の再発を防ぎ、安心して学校

生活を送るために有益と考える。加えて、給食後

に体育を行うという時間割設定が本人にとって

FDEIA発症の危険因子であり、FDEIAは予防が

重要であるということを認識した学校側の配慮に

より、給食後の授業が体育とならないように時間

割が調整され、その後、症状の再発なく経過して

いる。文部科学省が実施した全国的な実態調査に

おいて、アナフィラキシーを発症した既往のある

生徒本人に対してアナフィラキシー予防のための

配慮（除去食や代替食、原因物質の回避、昼食後

の激しい運動を避けるなど）についての指導をし

ている中学校は49.6％と半数にとどまっている'5)。

本症例では、 1人の生徒への対応策であるにもか

かわらず、医療者との面談を通じてFDEIAへの

認識を深めた養護教諭らの積極的な働きかけによ

り時間割調整という学校全体としての具体的な取

り組みがなされた。

こうしたことから、学校関係者にFDEIAに関

する知識・理解があるだけではその再発予防には

不十分であり、医療機関と連携しながら個人レベ

ル、学校レベルでの具体的な対応策を検討するこ

とが重要であると思われた。

まとめ

FDEIAは中学生に多く、給食後の体育時に発

症、再発を繰り返しやすい傾向にある。本人・保

護者および学校関係者への啓蒙はもちろんのこと、

医療機関との連携が重要である。FDEIAに対し、

個人レベル、学校レベルでの具体的な対応策を十

分検討することにより再発を防ぐ､ことができる。
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台湾・台北市(台安病院副院長) ･MD,PhD察水沼

十二指腸を結ぶ管で、肝臓で作られた胆汁が腸管

へ流れていく通り道です。この病気にかかると胆

管の一部または全部がつまってしまい、胆汁が腸

管に流れなくなります。治療には肝臓で作られた

胆汁が腸管に流れるようにする葛西手術（肝臓か

らの胆汁の出口付近と腸管を縫い合わせる手術）

が行われます。診断は、血液検査や便検査が、胆

道閉鎖症の早期発見に大変有効です。30日目のB

型肝炎予防接種と同時に便の色を確認し、記録す

ることを義務付けております。母乳性黄疸と胆道

閉鎖症児の区別は血清中の総ビリルビン値と血清

直接型ビリルビン値の比較が重要です（総ビリル

ビンの20%以上)。比較値の高い新生児はさらな

る診察が必要です。

その1

ビリルビン値の測定

2014年から血清中の総ビリルビン値と血清直接

型ビリルビン値の測定を義務付ける。

新生児高ビリルビン血症(新生児黄疸)とは出生

後余分な赤血球が急速に溶血するため、大部分の

新生児では生後2～3日に肉眼的黄疸が認められ、

生後4～5日でピークに達し、生後1週間を過ぎ

ると徐々に肉眼的黄疸は消退します。これを生理

的黄疸といいます。一方、生理的黄疸の範囲を超

えてビリルビン濃度が上昇する状態、生後2～4

週間以上にわたり持続する黄疸を遷延性黄疸とい

います。その原因の一つに胆道閉鎖があります。

胆道閉鎖症の「胆道」（または「胆管｣）とは肝臓と

北役文物館名軒抓周 北役文物館抓周 01
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季

孫北役文物館抓周25

品物を入れ、それぞれが異なる職業を表わします。

赤ちゃん、その子が中の置物を好きに取り出せる

ようにします。赤ちゃんが何を取り出したかに

よって、その子の未来の職業や傾向を占うのです。

本・絵筆・印鑑・ソロバン・財宝・野球のボール・

楽器・ものさし・聴診器・スマートフォン・バス

ケットボール・地球儀・マイク・箸などといった

物を用意します。

ただ、我々現代人はそのような仕来りにとらわ

れず、遊びの感覚でこの活動に参加しております。

では、始めましょうか。

置物の意味は以下の通り ：

1 .筆→作家、學者

2．球→巨人軍のエースかな

3．バスケットボール→NBAプレイヤー

4．計算機→会計師

5．聴診器→医師

6．金銭→将来は裕福

7．書籍→勉強のできる子

8．尺→設計師もしくは建築師、など

人生は何を考えるかでその人の生き方、感じ方

が大きく変わってくる、楽しいことを続けたら

……そう楽しい人生になるのです。

台北大大茶櫻

その2

抓周

台湾の伝統行事に、 1歳足りの赤ちゃんのため

に｢抓周｣という行事を行います。 「抓周｣というの

は、赤ちゃんの未来の職業や趣味などを予測する

ものです。台湾の両親は、赤ちゃんの1歳の誕生

日に、電卓や本、聴診器等、いろいろな品物を置

き、 この子が選んだ品物から、 この子の未来の職

業や趣味を予測します。

一般的には広間で行われます。祖先と神仏をお

参りした後お供えを片付け、テーブルの上に大き

な竹で編んだ籠を置き、 この籠には12～14種類の
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蟻霧驫灘鍵
第4回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会

かずえキッズクリニック川上一惠

た東京方式について秋山千枝子先生が、個々の医

療機関として行っている秋田県の伊藤晴通先生が

話されました。それぞれの地域の特性に応じた5

歳児健診のありかた、工夫の仕方がわかりました。

講演5は、教育委員会や行政との連携について

崎山弘先生が講演されました。教育委員会が実施

している事業(就学相談、教育相談)や児童福祉法

に基づいて市町村が実施する児童発達支援などに

ついて詳しく解説していただき、私たちが健診を

行った後にどのように連携をとるべきなのか等を

聞くことができました。

（研修会の詳細は、 日本小児科医会会報に掲載

されます｡）

今回は千代田区平河町のJA共済ビルカンファ

レンスホールで開催されましたが、定員を超える

申し込みがあったそうです。来年は聴講希望者全

員を受け入れられる広い会場(新宿)に移し、平成

28年2月7日に開催する予定だそうです。

平成23年度から始まった日本小児科医会乳幼児

学校保健研修会も4回目となりました。今回の

テーマは｢5歳児を診る、つなぐ｣でした。

5歳児健診を提唱された鳥取大学の小枝達也先

生の講演からはじまりました。 「社会性や行動統

制力の発達を診るのが5歳児健診であり、注意欠

如多動症、自閉症スペクトラム症、限局性学習症

などの発達障害を鑑別が重要となる｡｣という5歳

児健診の意義、健診後の子育て相談、心理発達相

談、教育相談などの事後相談を含めた体制を整え

ることの大切さをご教示いただきました。すでに

何回か5歳児健診について講演を聞いていました

が、不思議なことに（？）聞くたびに新たな気づき

があります。

講演2から4の3演題は、各地の取り組みにつ

いてでした。すでに5歳児発達相談を県内すべて

の市町で実施している山口県の報告を金原洋治先

生が、身体計測、眼や歯の異常のチェックも含め
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諄奪驫曝鐘
第47回日本小児呼吸器学会

うめはらこどもクリニック梅原実

第47回日本小児呼吸器学会が東京女子医科大学

東医療センター新生児科・長谷川久弥先生のもと

平成26年(2014年)10月24日(金) ・25日(土)の2日

間、東京・秋葉原で開催されました。今回の学会

のテーマは｢小児呼吸器：未来への贈り物｣でした。

長谷川会長は開会挨拶で、 『乳幼児期、小児期の

状況が、成人後の疾患に深く関わっていることが、

多くの疾患でわかってきています。呼吸器疾患も

例外ではなく、未熟児の慢性肺疾患、RSウイル

ス感染症、気管支喘息など、幼少児期の疾患が成

人になっても影響を残すことが知られています。

肺機能は18～25歳をピークに低下していきます。

肺寿命は120～140年程度あるとされていますが、

加齢だけでなく、感染や喫煙などによって、肺寿

命は短くなります。 18～25歳までに良い環境の中

で肺を成長させ、肺寿命を短くする素因を排除す

ることで、肺寿命を長く保つことが可能になりま

す。幼少児期の呼吸器疾患を予防、管理すること

で、肺寿命という｢未来への贈り物｣をあげること

ができます｡』と新生児科医として子どもたちの成

長．発育に思いを寄せてきたメッセージを会員へ

送りました。

会長講演は、他者とは比べものにならない実績

を挙げている小児気管支ファイバースコピーの総

決算とも言うべき ［細径気管支鏡開発の歴史と小

児気道病変の診断と治療］でしたが、まさにライ

フワークとして真筆に臨床に向き合って来られた

熱意を強く感じさせるご講演でした。招請講演、

特別講演2題、教育講演2題、シンポジウム2題、

ワークショップ2題、ハンズオンセミナー2題に、

一般演題の90題を加えた大変豊富なプログラムが

企画されました。今年は小児呼吸器外科研究会と

の同時開催〔第25回日本小児呼吸器外科研究会：

会長・吉田英生先生（千葉大学大学院医学研究院

小児外科学)〕でした。両会の合同企画は、 『喉頭

病変への新しいアプローチ』が取り上げられ、適

応、術式、留意点などについて活発な意見交換が

行われました｡さらに合同シンポジウムとして『気

管・気管支軟化症の治療』が企画されました。こ

のテーマは、以前にも合同WSとして取り上げら

れましたが、本疾患への認識が高まったことによ

り、新たな課題が出現してきており、 タイムリー

な企画でした｡ongoingの診断、保存的治療法、

外科的治療法など現状と将来への展望について議

論されました。このように内科系(小児科医)と外

科系(小児呼吸器外科医)がさまざまな知見に対し

共有できる機会はとても貴重で呼吸器マニアなら

ずとも必見の価値があると思われました。

会員懇親会では、今回、正式に制定された優秀

演題賞の表彰式が行われました。栄えある第1回

受賞者は『2歳からの吸入ステロイドの治療効果

判定へのic700の有用性』を発表された南和歌山医

療センターの土生川千珠先生が選出され、表彰と

記念品が贈呈されました。さらにお祝いの餅つき

大会が行われ、長谷川会長が自ら杵をふるって、

つきたてのお餅を参加者に振る舞い、参加者の学

会2日目への鋭気が養われました。

最後に、両会長が学会を開催するにあたり異口
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(左端・長谷川久弥先生）

ではの文化に触れることを推奨されましたが、素

晴らしい密なプログラムのおかげで文化鑑賞でき

なかったことが心残りでした。

次回、第48回日本小児呼吸器学会は岡山県倉敷

市で尾内一信先生(川崎医科大学小児科)が2015年

10月23日(金)～24日(土)の日程で第26回日本小児

呼吸器外科研究会と同時開催される予定です。

同音でお話しされたことを要約します。 『学会が

開催されました秋葉原は、電気街の町から、国民

的アイドルAKB48の本拠地であるAKB48劇場や

メイド喫茶など多様な文化の発信拠点として日本

ばかりか世界に名を知られるようになりました。

小児呼吸器オタクである我々がコアな議論を展開

し新たな方向性を導き出そうではありませんか｡」

さらに両会長は学会の合間にこうした秋葉原なら
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学捜の先生にも知ってほしい

慢性疾患の
子どもの学校牛活

満留瑠久園
…痙心 鹸畦…-芋…慢性疾患の子どもの学校生活
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満留昭久編(慶應義塾大学出版会）

定価(本体2,000円十税）

小児慢性特定疾患（小児がん、心疾患、呼吸器

疾患、腎疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先

天性代謝疾患、血液・免疫疾患、神経・筋疾患、

慢性消化器疾患)に登録されている子どもたちは、

8万人を超え、かつては長期の入院治療を必要と

した子どもたちも、現在では治療の多くの期間が

通院によるもので行われるようになってきていま

す。そのような背景では、慢性疾患を持った子ど

もたちの学校生活の時間が多くなり、学校関係者

や学校医では、慢性疾患を持つ子どもたちへの時

代に応じた対応を行うことが必要となってきてい

ます。本書は、そのような慢性疾患のある子ども

たちへの対応を、学校医ばかりでなく直接担当す

る学校の先生方にもわかりやすいように解説され

たもので、内容は、大きく2章に分かれています。

第1章では、 「慢性疾患を持つ子どもと学校｣と

いう題で、病児教育の現状、病気の子どもたちへ

の教育面での配慮、病気の子どもたちへの学校担

任のかかわり、慢性疾患をもつ子どもへの自己管

理支援などの解説がされています。

第2章では、 「疾患ごとの配慮事項と、学校・

家庭での留意点｣という題で、腎疾患、てんかん、

先天性心臓病、小児がん、膠原病、糖尿病、血友

病、頭痛、起立性調節障害について、個別に疾患

(群)の解説とそれぞれの留意点が記載されていま

す。

編者の満留昭久先生は、病気の子どもたちが通

常学級で生ずる問題点を次のように要約されてい

ます。

①それぞれの病気に対する理解が不十分であるた

めに、学校生活上で過度の制限を行っていない

か。

②慢性疾患の治療が長期間必要とされていること

が，子どもにとって大きなストレスとなってい

ると理解されているか。

③学校・教師、保護者、病気の主治医との連携は

密接で十分であるか。

④運動などの制限が必要なときに、本人およびク

ラスメートにその理由が説明され、理解されて

いるか。

⑤クラスメートたちが、病気をステイグマとして

とらえている可能性があることを認識している

か。

いずれも、学校生活で慢性疾患児に対応するに

あたり、留意すべき点と思われ、 またこのような

問題点を踏まえ、文部科学省も「病気療養児の教

育の充実｣の方針で通知を出しております。

最近は、病弱児や身体虚弱児に対して、主治医

から生活管理指導表が作成され、学校生活や日常

生活での運動・活動について管理区分により指導

がされます。また、いろいろな支援が行えるよう

な法の整備がされており、児童福祉法や学校教育

法で規定されています。

このような法的な背景に加えて、実際に接する

ときの学校医や学校の先生方へ、教育面での配慮

のあり方やかかわり方を、実践の中からの視点で
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このように、本書は、学校医や学校の先生など

学校関係者でなくとも学校保健と関係のない病院

など医療機関勤務者にも有益な情報と知識を与え

てくれるものと感じました。

（広報部泉田直己）

記載されています。

第2章では、疾患別にそれぞれの解説と留意点

を医師の立場から記載されています。詳細は、長

くなるので省きますが、必ずしも学校生活だけで

はなく日常の家庭生活でも留意すべき注意点が、

疾患別に詳細に解説されています。
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誰も教えてくれなかった卵子の話

杉本公平、鴨下桂子集英社920円

2014年5月31日第1刷発行

2名の不妊問題に対して大学病院産婦人科教室

で取り組んでおられる方による本ですが、非常に

一般の方にも分かりやすく書かれています。時代

は超少子高齢化社会で様々な問題を抱えており、

最近の傾向では男女とも未婚率が年々高くなり総

務省の2010年の国勢調査からの年齢別未婚率の結

果では、男性25～29歳71.8%、 30～34歳47.3%、

35～39歳35.6％、女性では25～29歳60.3%、 30~

34歳34.5％、 35～39歳23.1%ということでした。

このような状況下で晩婚化が益々進んでいますが、

この本の題名にある知識を果たしてどれだけの方

が正確に把握しているでしょうか？

本は4章で構成されており、 l)卵子の一生､2)

卵子についてのQ&A、 3)精子についてのQ&A、

4）不妊についてのQ&Aです。著者の鴨下桂子先

生が「この本は妊娠や女性の体についての正しい

知識が広まるためのひとつの手段として書きまし

た」とはじめの箇所で述べられています。我々小

児科医も是非読むことお薦めしますし、 また外来

での思春期後半の子ども達にも薦めて良い本と存

じます。なお、著者の鴨下桂子先生は東京小児科

医会理事を務めておられます武隈孝治先生のご令

嬢でもあられます。

（広報委員沼口俊介）
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地方消滅東京一極集中が招く人口急減

増田寛也編著中公新書2282 82()円

2014年8月25日初版

れています。北海道の状況が正に日本社会のモデ

ルになると書かれています。その人口減少への対

策として、 l)地域の人口を全体的に分析する、2)

地域の人口を重層的に分析する （市町村単位→地

域圏→大都市圏)、 3）これらの人口分析をして地

域戦略の立案が大事なようです。小児科が今後直

面する超少子化社会での小児科のあり方の戦略を

検討する際にも、 このような具体的なデータによ

る戦略が必要となると思われます。本は具体的な

データが多いですが、 これらを背景に対話編をお

読みになると役立つと思います。是非一度お読み

いただくことお薦めします。

（広報委員沼口俊介）

増田寛也氏は前総務大臣を務められた方で膨大

な調査結果をもとに現代の超少子高齢化社会の問

題に警鐘を鳴らされている本であります。本は6

章と3つの対話編で構成されていますが、第5章

で未来日本の縮図・北海道の地域戦略を取り扱っ

ておられます。国立社会保障・人口問題研究所の

データを紹介されていますが、 2010年の総人口を

100とした2014年の指標を見ると全国83.8に対し

て北海道全体で76.1、 さらに札幌圏を除くと67.7

となり全国平均より速いペースで人口が急減する

と予測されているようです。その札幌圏ですが、

北海道の総人口に対する人口比が2010年の34.8%

から2040年には40.9%と逆に上昇すると思われ、

東京が同様に人口減の中で上昇することが推定さ
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予防接種の事故防止ガイド

崎山弘著

健康と良い友だち社¥1,800+税

ここ数年で乳幼児が受ける予防接種の数が増加

しました。それぞれのワクチンを生後何か月から

開始し何週間毎接種するのかということに加え、

同時接種をするか否か、兄弟が一緒に来院してそ

れぞれ予防接種を受けるのかなど、いろいろな条

件があり、患者を取り違えた、接種すべきワクチ

ンの種類を間違えた、期限切れのワクチンを接種

したなどの事故を経験した先生方は稀ではないと

おもいます。

今まで、病気やワクチンの性質についてを記載

した書籍は多種出版されてきましたが、予防接種

の事故を防ぐ、ための書籍はありませんでした。本

書の著者である崎山氏は府中市でクリニックを開

業しながら、 ワクチンの累積接種率を調査し、接

種率向上のための講演などを行ってこられた予防

接種のエキスパートです。その崎山氏が医師だけ

でなく、 クリニックのコメディカルスタッフの協

力を得ながら事故防止をはかるためのガイドブッ

クを書かれました。

現状を評価することから事故発生の危険因子の

分析と事故拡大の防止策、 もし事故が起きてし

まったときでも影響緩和のための方策等について、

本書を読みながら自院の現状や対応策を書き込ん

で検討できる仕様になっています。全体で60ペー

ジととてもコンパクトにまとめられているので、

クリニックのスタッフミーティングやカンファラ

ンスで本書を使いながら、事故防止策を検討する

こともできると思います。

平成28年度にはB型肝炎ワクチンも定期接種に

なるという情報もあります。可能なかぎり事故を

防いで、粛々と予防接種を行えたら良いと思いま

す。

（理事川上一恵）
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日時：平成26年12月6日(土曜日)午後5時30分～

場所：西新宿和光堂ビル 2F会議室

（出席17名欠席9名）

出席：高橋系一、神川晃、佐藤徳枝、塙佳生、

沼口俊介、川上一恵、澤田雅子、保科清、

高木英行、辻祐一郎、泉田直己、和田紀之、

佐藤光美、萩原温久、武隈孝治、荻原正明、

林泉彦

欠席：松平隆光、伊藤隆一、大川洋二、牧田郁夫、

柴田雄介、津田隆、秋山千枝子、

諏訪美智子、森蘭子

（理事24名中出席15名欠席9名）

議事録署名人武隈孝治、荻原正明

1)BCG接種関連

2）予防接種予診票について

3） 日本環境感染学会の「医療者のためのワク

チンガイドライン(GL)｣について

く調査部門＞(和田理事）

1．鼻咽頭培養検体について学術講演会の委員会

報告

2． 「かぜ症状の回復と登園の判断｣のアンケート

調査について

く母子保健部門＞(諏訪理事､沼口理事､萩原理事）

乳幼児健診問診内容の英語版について

くその他＞

・B型肝炎ワクチン：遺伝子型の異なる2つの

ワクチンの効果を検討中

・ムンプスワクチンの今後について

3．社会保険(高木理事）

・次回改定の小児医療に関する要望書について

・社会保険委員会委員の推薦について

4．調査(津田理事、林理事）

・今後の活動方針

5．広報(大川理事、泉田理事）

平成26年12月、Vol.33No.2 111号発行特集

｢注目したい感染症とワクチン」

6．小児救急(伊藤理事、津田理事）

1）国の新基金2014年、 904億円に関して

2）アナフイラキシー対応の救急チャート作成

について

7．経理(佐藤理事）

[報告事項］

高橋会長報告

副会長報告：神川副会長、佐藤副会長、塙副会長

各部報告

1．学術(澤田理事、森理事）

学術講演会

l)平成26年10月19日第97回学術講演会開催

2）平成27年3月15日第98回学術講演会予定

医会セミナー報告

第20回医会セミナー平成26年11月16日

共催：堀場製作所

2．公衆衛生(和田理事）

＜予防接種部門＞

､ .歩ロ ､



東京小児科医会報106 2015MARCHvol､33No.3

学術講演会の実績と、会報広告の申込み実績

8．総務(林理事、辻理事）

9．その他

1）今回の衆議院選挙での東京の役員からの推

薦者について

→日本小児科医連盟からの推薦者へ推挙

鴨下一郎候補 東京13区 自由民主党

小倉まさのぶ候補東京23区 自由民主党

藤田憲彦候補 東京4区 民主党

中山よしかつ候補東京2区 民主党

2.JCOPYからの電子化許諾業務委託登録願い

→承認

3．東京小児科医会社保委員会委員の推薦

→承認

4． 日本小児科医会社会保険全国委員会委員(平

成27年2月22日)出席者について

→高木理事

5．調査部調査委員会委員辞退について

→承認

新入会・退会の件

・新入会： 4名 ・退会(逝去: 0名、希望退会

1名）

12/6現在会員数633名

協議事項

l. 日本小児科学会東京地区資格認定委員会委員

の推薦

→承認

日時：平成27年2月7日(土曜日)午後5時30分～

場所：西新宿和光堂ビル 2F会議室

（出席21名欠席5名）

出席：高橋系一、神川晃、佐藤徳枝、塙佳生、

沼口俊介、松平隆光、秋山千枝子、

森蘭子、川上一恵、高木英行、泉田直己、

和田紀之、佐藤光美、武隈孝治、荻原正明、

伊藤隆一、辻祐一郎、萩原温久、津田隆、

保科清、林泉彦

欠席：大川洋二、澤田雅子、諏訪美智子、

牧田郁夫、柴田雄介、

（理事24名中出席20名欠席4名）

議事録署名人伊藤隆一、辻祐一郎

各部報告

1．学術(澤田理事、森理事）

学術講演会

平成27年3月15日第98回学術講演会開催予

定・プログラム

13:00開会

①ビデオ(MSD提供）

「食物アレルギーのNewFace(前篇)」

2013.7No.2440

藤田保健衛生大学皮膚科松永佳世子

②教育講演「乳幼児健診復習シリーズ3－1歳半

健診」

演者あきやま子どもクリニック

秋山千枝子

座長鈴木育夫(東京小児科医会）

③教育講演「学校心臓検診心雑音を聴いたらど

うするか？」

演者総合南東北病院小児・生涯心

臓疾患研究所兼東京クリ

[報告事項］

高橋会長報告

副会長報告：神川副会長、佐藤副会長、塙副会長

総務報告
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月10日までに内保連に提出。その後、 4～5月に

内保連ヒアリング、 8月に厚労省ヒアリングの予

定。

4．調査(津田、林理事）

・今後の活動方針について

5．広報(大川、泉田理事）

委員会報告113号特集企画について

審議事項(→協議事項へ）

6．小児救急(伊藤、津田理事）

①3月28日(土)、小児救急部委員会予定

②外来救急シート作成予定

7．経理(佐藤理事）

なし

8．総務(林、辻理事）

・関東ブロック小児科医会2月21日（土)16：

00アルカディア市ケ谷私学会館

出席予定者：高橋、神川、佐藤(徳)、塙、

和田、伊藤、佐藤(光)、辻、

津田、林、保科。

東京からの発表

・東京小児科医会公衆衛生委員会サーベイラ

ンス報告(和田先生）

「保育園児の肺炎球菌・インフルエンザ菌の

分離状況」

・第98回東京小児科医会学術集会プログラムに

ついて(佐藤徳枝先生）

・新会員勧誘活動状況報告

ニック中澤誠

座長泉田直己(東京小児科医会）

④トピックス「輸入感染症」

演者川崎市健康安全研究所

岡部信彦

座長関口進一郎(東京小児科医会）

⑤トピックス「学校でのいじめ問題」

演者教育再生実行会議委員

貝ノ瀬滋

座長神川晃(東京小児科医会）

医会セミナー報告

東京小児科医会セミナー

開業小児科医のためのADHDの診断と治療

演者宮島祐(東京家政大学)、舘野昭彦(東

邦大学)予定

日時平成27年4月26日（日）午後1時から4時、

第1希望

共催イーライリリー

2．公衆衛生(和田理事）

＜予防接種部門＞

＜調査部門＞ （和田先生）

＜母子保健部門＞ （諏訪先生、沼口先生、

萩原先生）

乳児健診英文案：公衆衛生部で継続審議

3．社会保険(高木理事）

内保連小児関連委員会：小児関連学会が内保連

に提出した一次提案書の調整とりまとめ報告。

日本小児科学会・医会社会保険合同小委員会：

要望書の検討についての報告。

これからの予定

2月22日（日）日本小児科医会社会保険全国委

員会：次回診療報酬改定に向け

た小児医療に関する要望書の提

示、他。

要望書は、医会と学会の理事会

の承認を得て、 4～5月に厚労

省・日本医師会・内保連に提出。

技術提案書は、 2月に書式が決定された後、 4

[協議事項］

1． 日本小児科医会代議員、予備代議員の推薦

について

現代議員：高橋、高木、武隈、荻原、和田

現予備代議員：稲見、泉田、森、大川、

佐藤(徳）

→新予備代議員：佐藤(光)、泉田、森、

大川、佐藤(徳）

2．東京都医師会東京都麻疹・風疹対策会議委員

新委員：萩原温久先生(現委員沼口先生）
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ドナルドマクドナルドハウスせたがやからの

寄付金募集について

医会から寄付を承認。

査読(編集)委員会設置に関して(広報部より）

小児科専門医申請に必要な第一著者として発

表する雑誌が少ないので、一般投稿（症例報

告など)を医会報で受付・掲載予定。

広報部で査読委員会の在り方について検討。

倫理委員会設置の件(広報部より）

医会での調査研究に関する倫理審査、投稿

原稿に関する倫理審査が発生した場合の委員

会を新たに設置することについて検討を開始

する。

｢世界の子どもたち｣の別冊化あるいは単行本

化についての検討(広報部より）

3 (1992年44巻から始まり現在まで60あまりの

原稿の集約を図りたい｡）

方向性は承認。著者の許諾が得られるかな

どの問題、内容やページ数等、費用について

さらに詰めたうえで再度検討。

会報広告新規掲載企業について

その他

慶應義塾大学チーム医療推進セミナー

について

4

●
●

７
８

5

新入会退会の件

・新入会： 3名

・退会(逝去： 1名、希望退会： 5名）

12/6現在会員数630名6
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小児科関連学会予定(2015年4月～8月）

学会名：第118回日本小児科学会学術集会

会期： 4月17日～19日

会場：大阪国際会議場/リーガロイヤルホテル

大阪

会長：大薗恵一(大阪大学）

学会名：第99回東京小児科医会学術講演会

会期： 6月21日

会場：東京医科大学講堂

主催：東京小児科医会

学会名：第51回日本周産期・新生児医学会学

術集会

会期： 7月10日～12日

会場：ヒルトン福岡シーホーク

会長：田口智章(九州大学）

学会名：第57回日本小児神経学会学術集会

会期： 5月28日～30日

会場：帝国ホテル大阪

会長：永井利三郎(大阪大学）

学会名：第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会

会期： 7月16日～18日

会場：ホテル日航東京

会長：佐地勉(東邦大学）

学会名：第29回日本小児救急医学会

会期： 6月12日～13日

会場：大宮ソニックシテイー

会長：阪井裕一(国立成育医療研究センター）

学会名：第26回日本小児科医会総会フオーラム

会期： 6月13日～14日

会場：別府市ビーコンプラザ

会長：河野幸治(大分県小児科医会）

学会名：第25回日本外来小児科学会年次集会

会期： 8月22日～23日

会場：東北大学(川内北キャンパス）

会長：川村和久(かわむらこどもクリニック）

学会名：第50回日本小児腎臓病学会学術集会

会期： 6月18日～20日

会場：神戸国際会議場

会長：飯島一誠(神戸大学）
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報奮驚蕊
、

第98回東京小児科医会学術講演会

平成27年3月15日（日）午後1時～5時

東京医科大学病院本館6階臨床講堂

東京都新宿区西新宿6-7-1

日時

場所

プログラム
ｆ

）

盆

、

餌

具

式

ｆ

腿

》

③

上

l :00開会

l : 15教育講演45分(40分十質疑5分）

『乳幼児健診復習シリーズ3－1歳半健診』

座長：東京小児科医会

演者：あきやま子どもクリニック

2 ：25教育講演45分(40分十質疑5分）

『学校心臓検診心雑音を聴いたらどうするか？』

座長：東京小児科医会

演者：総合南東北病院小児・生涯心臓疾患研究所兼東京クリニック

3 : 10 トピックス50分(45分十質疑5分）

『輸入感染症』

座長：東京小児科医会

演者：川崎市健康安全研究所

4 ：20 トピックス 45分(40分十質疑5分）

『学校でのいじめ問題』

座長：東京小児科医会

演者：教育再生実行会議委員

5 ：05閉会

鈴木育夫

秋山千枝子

泉田直己

中澤 誠

関口進一郎

岡部信彦

神川

貝ノ瀬

晃
滋

L =ノ
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偏閏 圏毘

この会誌がみなさんのお手元に届く頃には、東

京も桜のみごろとなっていることでしょう。子ど

もたちは、桜の花とともに一つの学年が終わり、

卒業する子ども、そして4月には入園、入学を迎

え新たな1年がはじまります。私たち小児科医は、

他のどの診療科の医師よりも子どもたちといっ

しょにそれをともに喜び、楽しむことができます。

昔は、疾患の治療を行っていればよかった小児

科医は、今ではその社会的背景にも向き合い、対

応を迫られています。今回の特集である虐待に関

しては、これまでの断片的な知識を整理し、東京

での虐待臨床を勉強できるよい企画です。またメ

ディアの問題は、各方面で大きく取り上げられて

いますが、世代が違うと理解しにくいソーシャル

メディアにも知識を持たなくてはいけないことが

わかりました。

新たな1年が始まり、乳児健診やスキンケアに

ついて新たな知見をもって望むには最適なお話が

掲載されています。

症例に学ぶに取り上げられました食物依存性運

動誘発アナフイラキシーも学校での管理が大切で

す。平成26年度末に文部科学省から食物アレル

ギーの対応指針の冊子とDVD，エピペントレー

ナーが全国のすべての学校に配布されました。学

校医の先生をはじめ関係の先生方のご協力をお願

いします。

子どもたちといっしょに新たな気持ちで新学期

を始めましょう。

（東京都立小児総合医療センターアレルギー科

赤澤晃）
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東京小児科医会会長殿

状況変更届

年 月 日

下記のように変更しますのでお届けします。

(ご氏名、および変更箇所のある部分のみ、□に､/印をつけご記入下さい｡)

ご記入の上、下記の東京小児科医会事務局宛に送付して下さい。

東京小児科医会事務局：〒160-8306新宿区西新宿5-25-11和光堂西新宿ビル2階

㈱日本小児医事出版社内
TEL:03-5388-5220FAX:03-5388-5193

氏名

(生年月日）
(明・大・昭・平 年 月 日牛）

口自宅住所変更など

(電話、FAXなど）

口勤務先変更

勤務先、診療科名

勤務先住所等

(郵便番号、住所

電話番号などを

、

ご記入<だきい。 ）

文書郵送先 口自宅 口勤務先

小児科専門医資格 □あり □なし

会員名などの

HomePageへの掲載
口希望する 口希望しない

□その他

(その他の役職などの

変更、追加があれば

ご記入ください｡）



投稿のお願い／

会員通信

氏名
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｢Voice(声)」欄原稿募集：

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

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

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

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

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

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

会員通信：

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

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

匿名希望の方は氏名の欄に匿名とご記入下さい。

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


