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■はじめに1 ｣

最近思うこと

一ー

L

L
前橋市しのはら小児科篠原真

2020年のオリンピックの開催が東京に

決まりました。前回の東京オリンピック

のちょうど50周年にあたる昨年は、テレ

ビでも当時の様子を伝える番組が多く放

送されました。戦後の復興のために、多

くの人が力を尽くしてオリンピックを日

本の東京に誘致したことを知りました。

それからの50年で日本は急速に発展し、

平和で安心して生活ができる国になりま

した。

当時と比べ、町並みや車、服装なども

随分変わりましたが、交通網や流通網が

発達し、 インターネットなどの通信網も

進化して便利になり、生活そのものが大

きく変わりました。車でどこにでも行く

ことができ、新幹線、飛行機を使えば、

より短時間で移動できるようになりまし

た。インターネットにより世界中と繋が

り、 どこに居ても世界の様子がわかり、

知りたいことをすぐに探せるようになり

ました。買い物に行かなくてもネットで

商品を探して買うことができます。いろ

いろな店を回わるより短時間で、安くて

良い物を探せることもあります。コミュ

ニケーションのとり方も変わりました。

電話からポケットベル、携帯電話への進

歩でいつでも連絡がとれるようになりま

した。スマートホン(スマホ)が生まれ、

メールやFacebook、LINEにより、人に

会わず、言葉を発声することもなく、好

きな時間に会話ができるようになりまし

た。 しかし一方で、 これらの変化により

いろいろなところで問題点が指摘されて

きました。 メタボリックシンドロームの

概念が生まれ、成人病の名前が生活習慣

病に変わりました。普段の生活で体を動

かさなくなったので、意識して運動をす

る必要があり、ジョギングをしたり、ス

ポーッジムに通う人が増えました。メデ

ィア依存症で悩む人や引きこもりが話題

になっています。個人情報が守られ、都

会では近所に住む人がどんな人かわから

ないことも多くなり、テレビや新聞では、

毎日どこかで起こった殺人事件の報道が

みられます。最近、前橋市の身近なとこ

ろでも殺人事件が起こり、別世界での出

来事ではなくなりました。前橋市のエリ

アメールでも連'三|のように不審者情報が

送られてきます。

そんな大人の生活の変化に合わせて、

子どもの生活も変わったように思います。

以前、子ども達は学校が終わると家にラ
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た。でもこの問題、実は東京都だけにあ

ったことではないようです。子ども達が

外で元気に遊ぶ声に、平和を実感すると

思うのですが。大人の勝手で子どもが外

で遊びづらい環境をつくってしまってい

るように感じます。外に出づらくなった

子ども達は、当然家の中でできる遊びを

見つけることになり、ゲームなどのメデ

ィアに飛びつくでしょう。人が外に出な

くなり犯罪が起こりやすい環境が生まれ、

さらに子供を外に出さなくなる、 といっ

た悪循環も起こり得るように思います。

そう考えると、大人がつくった便利な

大人の世界に子ども達を合わせようとし

ている構図が浮かびます。このつくられ

た環境で、子ども達がもがいているよう

に感じます。幼児期からの遊びの変化、

友達関係へのストレス、メディアに依存

してしまう自分との葛藤など、 自分では

どうすることもできない状況に入ってし

まうことも少なくないようです。ある新

聞で、中学生が｢こんなもの(スマホ)が

あるからいけないんだ｣と言ってスマホ

を投げた、 という記事がありました。小

中学生でもスマホを持つ人がいて、高校

生になるとかなり多くの人が所有してい

ます。ハードを持っていて、使える機能

があれば、いくら危険性を教育しても、

好奇心旺盛な子ども達みんなが使い方を

守れるものではないと思います。

また、発達障害の子ども達が増えてい

るといわれますが、本当なのでしょうか。

子どものうつ病も増えているということ

ンドセルを放り投げて外で暗くなるまで

遊びました。友達を誘いに行き､｢○○ち

ゃん、あ－そ－ぴ－ま－しよ」と声をか

け､｢いいよ－｣や｢あ－とでね－｣の返事

がありました。戦隊ヒーローのごっこ遊

びをしたり、野球や缶蹴りなどをして大

勢で遊びました。その中でけんかが始ま

り、強い子が親分になって仲間がまとま

りました。暗くなって家に帰ってからは、

家族で話をしたり、本を読んだりして早

く寝て、 よく食べて、 よく遊び、 よく寝

るの生活だったように思います。最近は、

子ども達が外で遊んでいる声をほとんど

聞かなくなりました。せっかく公園があ

るのに、 ここはお年寄りのゲートボール

場に変わってしまっています。子どもを

見かけることがあっても、ベンチに座っ

てゲームの対戦をしていることもあるよ

うです。

新聞で、ちょっとびっくりするニュー

スを見つけました。東京都が都内62の全

区市町村を対象に実施したアンケートで、

保育園の子どもの声を巡って苦情が寄せ

られた自治体が7割に上ったというので

す。都は昨年末に、子どもの声を｢騒音」

として規制する根拠となっている都環境

確保条例の｢何人も規制基準を超える騒

音を発声してはならない｣という規定を

改正し、子どもの声を対象外としました。

しかし、適応を除外する対象を小学校就

学前の乳幼児としていています。子ども

の声を｢騒音｣と捉えることに違和感を覚

えますが、都の対応にも疑問が残りまし

’

I
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です。コミュニケーションの取り方の変

化による発達への影響はわかりませんが、

環境の変化が関係しているように感じま

す。群馬県小児科医会の講演会で、群馬

大学の岡田恭典先生にミニレクチャーを

していただいていますが、その中で、発

達障害児の早期発見の必要性、そして早

期から地域全体で支援を始められる体制

が必要だという話がありました。これま

では、学校でもいろいろな子がいて、個

性としてクラスや学校全体で自然とサポ

ートできていたことが、学校へのニーズ

や教育の変化により、その方向性に合わ

せにくい子ども達が目立ってきてしまっ

たのではないでしょうか。地域の中でも

みんなでの遊びが減り、お年寄りとの交

流も少なくなり、周りにどんな性格のど

んな子ども達がいるのかもわからないよ

うな状況になり、地域として親を支え、

安心して子育てができる環境が少なくな

ってきているように感じます。以前は、

少しはみ出す子がいても地域で守られる

体制があったのだと思います。

そういえば、医院を受診する子どもに

も変化がみられています。最近は、スマ

ホを持ってアニメの動画を見ながら診察

室に入ってくる子を見かけるようになり

ました。2-3歳くらいの子どもでもです。

診察だよと親が取ろうとすると､｢いや

だ｣と泣き出し手に負えなくなることも。

以前は、好きなぬいく、るみやおもちゃ、

｢どうしても放さないんです｡」というタ

オル等を持って来る子がいましたが、あ

まり見なくなりました。たまに自分のお

気に入りのおもちゃを自慢そうに持って

きて見せてくれる子どもがいると嬉しく

なります｡｢スマホに子守りをさせない

で！ 」という日本小児科医会の啓発ポス

ターがありましたが、乳幼児期からスマ

ホに接する機会が増えているようです。

核家族が増え、子育てを迷っている親が

多いのでしょう。スマホの子育てに関す

る便利アプリを探してみると沢山あって

驚きます。予防接種管理の便利なアプリ

もできました。しかし、予防接種のアプ

リを宣伝するのではなく、親達には子ど

もの健康状態をみながら、その子にあっ

たスケジュールを我々と相談しながら考

えてほしいと思います。私たち小児科医

にできることは、子ども達を安心して育

てられるように親たちをサポートするこ

とだと考えます。親のメディア離れをい

かに勧められるかということも考える必

要があるのではないでしょうか。

5年後のオリンピック開催を目指して、

おそらく日本(特に東京)は益々発展して

便利になるでしょう。そして、それから

先の私たちの生活、子どもを取り巻く環

境はどうなっていくのでしょうか。子ど

もにとっては、便利が必ずしもが良い環

境ではありません。少し不便でも体を動

かし、声を出して友だちと触れ合うこと

のできる環境の方が必要です｡｢スマホよ

りも楽しい遊びがたくさんあるよ。大人

が守っているから好きなだけ外で遊びな

さい｡｣と言えるような環境ができないか
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｢おもてなし｣も｢おせっかい｣も人を思い

やる心から生まれる行動です。この日本

人の大切な文化を私たちは忘れてきたの

かもしれません。私たち大人は、子ども

を思いやり、子どもは社会全体で守って

育てるという認識を持って、子どもに優

しい、安心して成長できる環境をつくっ

ていかなくてはならないと思います。そ

して、それがまた、子どもを育てる親へ

の支援にも繋がるはずです。

なと思います。

東京へのオリンピック誘致で｢おもて

なし｣の言葉が話題になりました。正月

明けの読売新聞には､｢おせっかいですが

…」と題しての連載がありました。現代

社会での｢おせっかい｣の必要性を説いて

います。桐生市が2012年に｢桐生市民子

育て応援おせっかい宣言十箇条｣を採択

したとの記事もありました。安心して子

育てができる街をつくることが目的です。

｢宝積寺(甘楽町)のしだれ桜」 撮影：宮澤滋
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諮
覗 壇＞く

－医療資源と小児医療一

田代雅彦

だいぶ前の話で定かでないところも多

く、曽根先生から聞いたことか、直接お

聞きしたことかも分からなくなってしま

いましたが、 まずはご紹介いたします。

東京女子医大の高尾教授が生前お話して

いたことです。高尾先生は小児循環器医

の草分けです。医療の進歩はすさまじく、

エコーで診断するのが当たり前になって

きていた時期です。その頃おっしゃって

いたことは､「日本で小児循環器医がやる

ことはなくなってきている。アジアへ行

ってみたらいかがですか｡｣です。私なり

に考えると、重箱の隅をつつくような仕

事はやめて、大きく役立つことを優先さ

せてみればとおつしやりたいのではと思

っていました。 もちろん、私は当然そん

なことができる勇気も根性もなく日本で

診療を行っています。大きな目で見て、

医療の資源をどう分配することが、人類、

世界の役に立つのかを考えさせられます。

最近では日本の医療にも別な要素から、

細かいところを見ていく余裕がなくなっ

てきているように思います。効率化を厳

しく求められています。ご存知の方も多

いと思いますが、たとえば入院治療など

はクリニカルパスでみていくことが多く

なってきています。外科系よりは緩やか

ですが、小児科ももちろんパスでの治療

を行っています。いろいろなところに落

ちがなくなる点はよいところですが、や

はりオーダーメイドというわけにはいき

ません。そうすると、患者さんに目がい

かず、病気に対する対応になります。 も

のとして見ているわけではありませんが、

患者さんの人生に入り込むようなことは

なくなってきているように思います。あ

まり入り込むのも考え物ですが、今後、

もっと希薄になっていくことは心配です。

患者さんとのトラブルもこんなことから

よくおきます。これも社会保障費に余裕

がないことが、 まずは大きな理由と思い

ます。解決方法として、国は全体として

の医療資源をこれ以上大きくすることは

考えていないように思います。 より効率

化し、悪影響を少なくすることを考えて

いるように思います。

ところで、 2025年問題を語るときによ

く出てきますが、今までの医療は治す医

療、今後は癒す医療と表現されています。

言い過ぎかもしれませんが、表現を変え

ると高齢者においては、あきらめと過度

な医療は行わないようにすることと言二一口
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ますが、それも徐々に改善してきている

ように思います。医師の紹介会社からの

紹介では以前は法外な待遇を希望される

方が多かったのですが、最近は件数も増

え、 より実態に近い紹介が増えてきてい

ます。すぐには無理としても、少し医師

数が増えてくることに期待をしています。

一方で、医師の中でも待遇の差が大き

くなりそうに感じます。アメリカの医師

の給与を見てみると、心臓外科医などは

高そうですが、小児科医はあまり高くな

さそうです。私は小児科医もしっかりし

た技術者だと思っており、気になります。

また大学の医師の給与もどうにかしない

と問題です。きっと難しいことなのでし

ょう。しかし今後は超リッチな給料は小

児科医には無理にしても、必要な仕事は

山とあります。やりがいは必ずあると思

います。

患者さんの権利意識はどんどん高くな

ってきています。理不尽な要求も多くな

ってきているように思います。医療訴訟

も増えてきています。判決も医療側にと

って理不尽なものも多いように感じます。

いろいろな人がそれぞれに余裕がなくな

ってきている時代かなと感じます。患者

さんの負担はどんどん増えそうです。お

金の切れ目が命の切れ目。大きく見てみ

ると、 日本の医療はすばらしく、悪くな

ってもまずまずのことはできており、前

回の論壇で五十嵐先生も書かれているよ

うに、アフリカのことを考えると文句が

言えないと思います。アメリカでもエボ

しているように思います。全体的に平等

に行われていた医療から、重点化を迫ら

れています。

医療にもnomarginnomissionの原則

は当てはまると思いますが、そうでない

環境でも医療が成り立っていたのは、私

たちの使命感に支えられてきたからだと

思います。特に小児医療などはこの要素

が強かったように思います。今後は成人

の疾患も癒しとの言葉できれいにまとめ

られていますが、使命感での行動が必要

となる世の中になっていくかと思われま

す。

ところで最近は使命感で動くことも変

化が出てきていると感じます。 もちろん

当然のことですが、医師であれ看護師で

あれ、個々の生活、人生が豊かであるこ

とに越したことはなく、だれも非難でき

ません。若者に過度な期待は難しいので

はと思います。一口に若者と言ってはも

ちろん問題です。私の同級生はお子さん

が小児科医になってくれて親として誇ら

しいと言っていました。自分のやりたい

ことを貫いていることが誇らしいという

ことです。私もうれしくなってしまいま

した。改めて、若い人もやりがいでしっ

かり選んでいる方もたくさんいると思い

ました。一般的にはどうでしょうか。や

はり、細かい差に左右されているように

も思えます。

ところで、今の医師不足は長くは続か

ないのではないでしょうか。最近もまだ

科の偏在、地域の偏在が問題となってい

｜
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ラの対応など見てみると、言っているこ

ととやっていることの差が大きそうです。

ワクチン導入からの効果を示したグラフ

を見せていただいたことがありましたが、

目標達成までの時間はアメリカと比べる

と日本は半分の時間で到達していました。

日本らしいの一言です。このきちっとし

たところが裏目に出ているように思いま

す。

お金はない、人ももう少し時間がかか

りそう、患者さんの要求度は高まる一方

と、三方ふさがりです。どこに救いを求

めるか？それが問題です。

がんばった人には高い給与を。仕事を

やっている人には高い地位を。当然のこ

とですが、みんながみんな楽で豊かな生

活は無理です。医師もどこであきらめる

か。どうバランスをとるかでしょうか。

患者さんにはどこかであきらめていた

だく。｢治す医療から癒す医療へ｣です。

誰がそんなことを指導していくのでしょ

う？医師には難しい？宗教はない？お金

の切れ目が医療の切れ目でしょうか？悲

しい限りです。そんな時代にはなってほ

しくはありませんが、そうなっても小児

医療はまだだいじょうぶではないかと期

待しています。子供はやはり国の宝です

から…。最終的には、三方一両損で行く

しかないのかもしれません。しかもそれ

ぞれが納得しないと不幸なことがたくさ

んおきそうです。

また見方を変えると、 こんな世の中で

こそ、理想の医療は小児科にあり。小児

医療は今までは商売と考えると、小児科

は不向きであり、その点が強調されてき

ていたように思います。ところが、老人

医療に制約がどんどん出てくることにな

ると、小児医療の純粋さが目立ってきま

す。医師としての理想に近いのではと思

います。今後、小児科医が増え、余裕を

持って診療できる日がそう遠くない気が

します。どうでしょうか。

今回はこの論壇を書かせていただく貴

重な体験をさせていただきありがとうご

ざいました。論壇というより、感想を書

かせていただいただけで申し訳なく思い

ます。お許しください。
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会次第

第一部総会

I)開会の挨拶

Ⅱ）報告事項

(1)会務報告

（2） 関東ブロック小児科医会開催報告

（3） 日本小児科医会地域総合小児医療認定医制度について

（4）委員会報告

a)編集委員会

b)学術広報委員会

c)小児救急医療対策委員会

（5）県医師会

（6）会員異動

第60回学術講演会

「アクトヒブ5年間の軌跡」

菅野芳憲氏

（ジャパンワクチン株式会社プロダクトマーケッテイング部門）

第二部

｢レクチャー:発達障害を考える（6回シリーズ)」

第3回県内支援現場の実際と課題

岡田恭典先生

（群馬大学医学部付属病院小児科講師）

｢在宅医療的ケアの必要な子どもたちとその支援」

渡辺美緒先生

（群馬県立小児医療センター神経内科）

｢小児科開業医がマスターすべき救急蘇生術」

下山伸哉先生

（群馬県立小児医療センター循環器科）

｢子どもの風邪～プライマリ・ケアの治療を考え直そう～J

西村龍夫先生（にしむら小児科医院）
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総会議事録

群馬県小児科医会会則第10条により、平成26年度秋季総会開催が宣言され、

田口副会長の司会で総会次第にそって総会は進められた。

I)会長挨拶（飯山会長）

本日はご多忙の所また診療でお疲れの

所平成26年度群馬県小児科医会秋季総会

ならびに学術講演会にご出席いただきま

して誠にありがとうございます。 118名

の会員の先生より御返事をいただきまし

た。総会・学術講演会出席85名、意見交

換会出席53名の予定です。

10月ll日に第58回関東ブロック小児科

医会を群馬県担当で開催し無事に終わる

ことが出来ましたことを御報告いたしま

す。また会員の先生方のご協力に心より

感謝申し上げます。その際、羽生田俊参

議院議員に国政活動報告をしていただき

ました。また成育基本法成立に向けての

経過もお話していただきましたが、超党

派で議員連盟を結成し、 2月の定時国会

に審議してゆきたいと話しておられまし

た。その他については、田口副会長より

｢地域総合小児医療認定医制度｣について

詳しくお話していただく予定です。

県関係会議については、第7次群馬県

保健医療計画策定がほぼ終了し、 5疾病

6事業について策定されました。小児科

関係では小児救急医療、小児医療、周産

期医療、小児在宅医療の会議に出席しま

したが、こどもにとってより良い医療計

画が出来たと思っております。ただマン

パワーの不足、少子高齢化の問題もあり、

集約化等医療提供体制に変化があると思

われます。今後は、計画スケジュールに

そって色々なことが実施されてゆくと思

われますので会員の先生方には御参加、

御協力をお願いいたします。

本日の講演会の中で小児在宅医療につ

いて渡辺美緒先生にお話ししていただく

ように致しました。小児救急関係につい

ては下山伸哉先生より詳しくお話してい

ただく予定です。

県医師会関係については今泉先生より

詳しく御報告いただく予定であります。

また各委員会報告もされる予定です。

学会・研究会に関しては、東日本小児

科学会が前橋市民文化会館で荒川教授が

会頭を務められ11月23日に開催されます。

また東京小児科医会より、第20回日本保

育園保健学会及び市民公開講座開催ポス

ター、第97回東京小児科医会学術講演会

の案内を入れさせていただきました。御

参加よろしくお願いいたします。

以上御報告を含めてお話させていただ

き、あいさつとさせていただきました。

本日はよろしくお願いいたします。
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Ⅱ)報告事項

(1)会務報告 （田口副会長）

今回は時間の都合上、会務報告は省略

しますので、群馬県小児科医会便りの医

会関係行事録を参照してください。主な

行事は、平成26年10月11日に高lll奇市で開

催された第58回関東ブロック小児科医会

でした。

1 ．報告事項

栃木県

栃木県内の小児科医が集まって交流を

深めるために、多くの講演会や研修会を

開催したり、ゴルフコンペなどで親睦を

図っている。栃木県の今の課題は県レベ

ルでの委員会が少なく、今後いろいろな

組織作りをしていく予定である。

茨城県

茨城県は地域総合小児医療を想定して、

予防接種、小児救急、学校保健などを重

点に活動している。予防接種は全県広域

化が2014年10月からスタートした。小児

救急では#8000拡大、 JTAS導入、 こど

も救急ガイドブック改訂をした。また、

ICTを用いた茨城県内小児医療ネットワ

ーク構築を進めている。次に、原発から

半径5キロ以内に安定ヨウ素剤を配るこ

とを計画し、 3歳以下の子どもにも服用

できる製剤を作ってもらうように活動し

ている。

埼玉県

埼玉県は多くの講演会や研修会を開催

した。ひとつは、成育基本法制定に向け

て地元国会議員との懇談会で松平隆光先

(2)第58回関東ブロック小児科医会協

議会報告(田口副会長）

第58回関東ブロック小児科医会協議会

は、群馬県小児科医会担当にて平成26年

10月l1日(土)ホテルメトロポリタン高崎

で開催されました。冒頭に、羽生田俊参

議院議員の講演がありました。成育基本

法は、少子化が急速に進展する我が国の

次世代を担うものを強力に支援する重要

法案で、超党派の議員が成立に向けて全

力で取り組んでいるという話でした。今

回は、最後に地域総合小児医療認定医制

度について協議するため、報告事項は簡

略化していただきました。
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生の成育基本法の趣旨説明後、羽生田俊

参議院議員や地元国会議員による意見交

換会が行われた。 もうひとつは、 日本小

児科医会第1回予防接種リスクマネジメ

ント研修会、彩の国予防接種推進協議会

第2回ワクチンフォーラムで日本小児科

医会理事・弁護士桑原博道先生の基調講

演｢予防接種とリスクマネジメント｣やシ

ンポジウムなどが行われた。次に、第11

回日本小児科医会、生涯研修セミナーが

平成27年10月12日大宮ソニツクシテイで

開催される。

干葉県

千葉県小児科医会の会員数は毎年漸減

している。小児電話相談事業でアンケー

ト調査の結果、 ＃8000を知っている率は、

5年前の57.5％から81.3%に増えた。 7カ

月健診公費助成とPCV13補助的追加接

種公費助成の要望書を、県知事及び県内

各市町村長に提出した。水痘ワクチンに

関して船橋市が対象者補助を独自で拡大

した。すなわち、 3～4歳児ですでに水

痘ワクチンを自費で1回接種していても、

2回目は今年度中に限り公費で接種可能

となる。また、小児慢性特定疾患事業改

定(平成27年1月1日施行)の動向の問題

点について議論した。

山梨県

山梨県は今井秀人先生が新会長に就任

した。小児生活習‘|貫病健診事業が昨年か

らスタートし、甲府市内3小学校、 l中

学校で試験的に実施している。その結果

は、脂肪肝が予想以上に多かった。軽度

肥満で血液検査の異常がなくてもすでに

脂肪肝になっているケースがあり、今後

注意しなくてはいけない。電話相談

(＃8000)は4月から＃8000の深夜帯のカ

バーを開始した。救急センター受診者も

減少傾向となり、受診抑制に関与してい

る。

神奈川県

平成25年度神奈川県小児科医会総会が

開催され､｢成育基本法｣について松平隆

光先生に講演していただいた。平成26年

度風疹ワクチン接種の助成事業は、横浜

市、川崎市で助成事業が打ち切られた。

しかし、その他の自治体では助成事業が

継続している。相模原市の小児用肺炎球

菌ワクチン補助的追加接種助成事業は、

接種費用10000円のうち5000円を市が助
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した。定時総会では東京小児科医会、会

長、副会長の選出が行われ、役員等の業

務担当が決まった。地域総合小児医療認

定医の申請で会長の推薦状が必要になる

が、各会員が推薦状をもらうための依頼

状を作成した。水痘ワクチン公費接種経

過措置の問題点について検討し、行政に

要望することになった。次に、第97回東

京小児科医会学術講演会が平成26年10月

19日に開催される。 また、第20回日本保

育園保健学会が平成26年10月25日・26日

に、なかのZEROで開催される。

群馬県

群馬県は小児等在宅医療連携拠点事業

について報告した。

まず、連絡協議会を設置し在宅医療に

係る課題及び対応方針について協議して

いる。医療資源情報を掲載した冊子や、

群馬県｢子どもの訪問看護｣活用ガイドの

パンフレットを作製した。また、人材育

成として医師向けと訪問看護師向けの研

修を実施した。次に、訪問介護コールセ

ンターを平成25年12月9日に開始した。

相談日時は月曜～金曜(9:30～16:30)

で小児在宅医療の経験を有する看護師が

成している。 また水痘ワクチンの接種対

象者に関する要望書を知事に提出した。

次に、横浜市は独自に子宮頚がん予防ワ

クチン接種後の症状に対する医療支援を

開始した。

静岡県

静岡県は犬養和久先生が新会長に就任

して、 2つの基本方針をたてた。

ひとつは、多職種による子育て家族支

援を実施する。全県を包括した形で予防

接種委員会を設立し、多職種の人たちに

予防接種の必要性、複雑化するワクチン

接種スケジュールの説明、副反応を含め

たワクチンの現状説明などの啓発活動を

する。 もうひとつは、学術委員会の設立

である。健診のスキルアップ、 common

diseases、標準的対応法、新生児のVitK

2投与法などの委員会を検討している。

また、開催する講演会は演者の了解が得

られた場合は映像化しYouTubeに掲載

する。

東京都

東京小児科医会は臨時総会で、多くの

若い先生に入会してもらうためにA会員

のもとで勤務研修する医師の会費を減額

肌
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対応する。次に、第39回東日本小児科学

会が平成26年11月23日に前橋市民文化会

館で開催される。

協議会終了後、懇親会に移り群馬県の

おもてなしとして大山亜紀子さん(大山

碩也先生の御令嬢)によるオペラを鑑賞

していただき、大変好評を得ました。

小児医療を取り巻く環境は、大変厳し

くいろいろな課題が山積しています。今

後とも、関東ブロック小児科医会が連携

して、諸問題の解決に取り組みたいと思

います。次回の第59回関東ブロック小児

科医会は、平成27年2月21日(土)東京で

開催予定です。第60回関東ブロック小児

科医会は平成27年10月3日(土)横浜で開

催することになりました。

2．協議事項

地域総合小児医療認定医制度について

最初に、神川晃先生に認定医制度が制

定された経緯やこの制度の必要性につい

て説明していただいた。次に、林泉彦先

生より、地域小児医療の展望と総合小児

科医に対するアンケート調査(東京都、

岩手県会員)の報告があった。その結果

によると、 この認定医制度を知っている

小児科医は現在のところ3割にとどまっ

ており、 まだ十分に認知されていない実

態が明らかになった。最後に、佐藤好範

先生から、 この認定医制度について数々

の叱責や疑義が生じたため、認定条件を

見直したことが報告された。それによる

と認定申請に関するQ&Aや研修会単位

リストを作成し、 申請期間は平成27年1

月31日まで延長された。その後、活発な

意見交換がなされ、本認定医制度の理解

が一層深まった。

(3)日本小児科医会地域総合小児医療認

定医制度 （田口副会長）

地域総合小児医療認定医制度につきま

しては、 日本小児科医会ニュース等で会

員にお知らせしていましたが、あまり関

心がなく多くの先生方には寝耳に水と思

われたかもしれません。今回の総会でこ

の制度について説明する予定でしたが、

すでに先生方に運用開始のお知らせが届

き、混乱を招いた事につきましてお詫び

いたします。東京都と岩手県会員に対す
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るアンケート調査でも、 この認定医制度

を知っている小児科医は現在のところ3

割にとどまっており、 まだ十分に認知さ

れていません。

この認定医制度の定義や概念について

はすでに報告してありますので、省略い

たしますが、全国の会員から数々の叱責

や疑義が寄せられています。そこで認定

医制度は再検討されいくつかの項目が改

定されました。 まず、 2年間で必須研修

単位50単位という規定ですが、必須研修

会の見直しがありました。すなわち、都

道府県・郡市小児科医会主催の講演会・

研修会については5～10必須単位が付与

され、群馬県小児科医会総会の講演会は

10単位になります。 日本小児科学会主催

のものについては現在承認待ちです。 ま

た、 申請期間も平成27年1月31日まで延

長されました。なお、認定申請に関する

Q&Aと研修単位リストが日本小児科医

会会報第48号に同封されますので、ご参

照ください。

5年後に総合診療専門医ができますが、

10年後、 20年後も小児医療のど真ん中に

小児科医がいる時代であってほしいと思

います

（4） 委員会報告

a)編集委員会(北條理事）

小児科医会便りは前回30周年特集号と

いうことで、 60号を発刊することができ

ました。今回は30年を経過し、 61号にな

りましたので、新たに｢ふぉとこ－な－」

を新設いたしました。

ぜひ載せたい写真がありましたら、文

章を添えてお寄せください。その他につ

いても、会員からの投稿もお待ちしてい

ます。

b)学術広報委員会(友政理事）

1. 2014年秋の総会の講演は予定どお

りの4題となった。

A レクチャー：発達障害を考える

岡田恭典先生

B在宅医療的ケアの必要な子ども

たちとその支援渡辺美緒先生

C小児科医開業医がマスターすべ

き救急蘇生術下山伸哉先生

， こどもの風邪西村龍夫先生

また、製品紹介の変わりに、 メーカー

一一

燗
」

”一
電
》
一
．

一
Ｊ

一
一

，
ｙ
・
、
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の学術担当者から講演があった

（アクトヒブ5年間の軌跡）

用紙が配布されますが、実施要領をよく

読んでいただき、アンケートにご協力を

よろしくお願いいたします。

ここで、 アンケートの実施要領を説明

します。

①アンケート用紙の配布先と部数

県小児科医会員の全診療所に、 l診

療所あたり10部配布し、 10部以上の

アンケートに答えていただくように

する。 11部以上については、各診療

所でコピーする。

②アンケートをお願いする保護者

15歳未満の子どもさんの保護者

③実施期間と具体的実施要領

11月11日～11月21日までの間の1日

に限り、バイアスがかかることを避

けるため、原則として連続した受診

者の保護者に記入を依頼する。 1日

で対象患者が10人に満たない場合は、

2日に渡って実施する。ただし、ア

ンケートに協力できない保護者は除

く。

④締め切り期限

11月28日までに、 ｜司封の封筒にて返

送する。

2．来春の講演の予定は以下のとおり

A シリーズ発達障害岡田恭典

B地方会最優秀演題児|嶋淳先

生

「外科的切除不能小児固形腫瘍

に対する重粒子線治療の効果」

C教育講演 プロバイオティク

ス関係東京女子医科大学

永田智先生

3．来秋の講演は、数日中に学術委員

の投票で決定する予定

c)小児救急医療対策委員会(大山理

事）

委員会では、群馬県小児科医会として、

『群馬子ども救急電話相談(#8000)』につ

いての保護者向けアンケート調査を実施

すべく、 この半年間、調査用紙の作成を

検討してきました。

これから、各診療所に飯山会長名のア

ンケート調査依頼文とともにアンケート

的 可
動

寺
一
豪

彦
，
‐
ｌ
」
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5．学校における運動器健診に関する検

討会

・平成27年度から、運動器健診のモデ

ル事業を実施。

、問診票で、運動機能のチェック、使

い過ぎ(スポーツ外傷のチェック)、

脊柱側弩症を評価し、学校医が診察。

、学校医の負担軽減を考慮しなければ

いけない。

6．女性医師支援センターの創設

(5)県医師会報告(今泉理事）

1．予防接種予診票県内統一化検討会議

･10月から実施された水痘、高齢者用

肺炎球菌ワクチンから予診票の色、

質問事項などが全県統一。

・その他のワクチンについても、地域

で現在使用されている予診票がなく

なり次第、統一化の予診票になる。

2．母子健康手帳県内統一化検討会議

・平成28年度から全県統一が決定。

・内容について検討会議で詰める。

3． ワクチンー括購入方式に関する小委

員会

・定期予防接種に使用するワクチンに

ついて、市町村が入札によって一括

購入し、医療機関に配付する方式｡

・検討が終了。

・今後は、前橋市、高崎市の対応待ち

4．児童・生徒腎臓健診判定小委員会

・学校検尿のシステムを6年ぶりの一

部変更

．それに合わせて、学校検尿二次健診

マニュアルを初めて作成。来年2月

に配布予定

・二次健診の尿項目に、尿たんぱく／

尿クレアチニン比(一日蓄尿での尿

蛋白量に相関するといわれている）

を追加。

(S)会員異動(松島理事）

入会

坂本壽恵先生

（小児科メイメイくりにつく）

宇都宮友恵先生

(こどもの森診療所）

富田桂子先生(小泉小児科医院）

土岐文彰先生(土岐医院）

退会

佐藤量先生(小児科佐藤医院）

平成26年9月4日ご逝去

会員数平成26年10月18日現在174名
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講演を聴いて

7 北條みどり

演題

講師

子どもの風邪

～プライマリ・ケアの治療を考え直そう～

にしむら小児科医院

西村龍夫先生
西村龍夫先生

大阪府で、にしむら小児科医院を開業

されている西村龍夫先生をお招きして

｢子どもの風邪～プライマリ ・ケアの

治療を考え直そう～｣についてご講演い

ただきました｡｢これからの風邪診療と抗

菌薬の適正使用について、過激に話し、

問題提起し、議論を交わすように講演し

たい｡」と前置きされて講演された内容を

紹介します。

気管支拡張剤

に処方されていた。

60％

「小児呼吸疾患ガイドライン」は115'､:

ージある。抗生剤の記述は6ページもあ

るが、一番多い疾患の普通感冒の記載は

1.5ページ、 1%しか記載されていない。

風邪の定義とは？ 「普通感冒とは、鼻

汁、鼻閉が主症状のウイルス性疾患で、

筋肉痛などの全身症状がなく、熱はない

か、あっても軽度のものを指す。軽度の

発熱とは、概ね38.5℃未満と解釈され

る｡」とある。これは実際に診ている人が

作ったものではない。例えば、 ウイルス

性かどうかは分からない。咳をよく伴う

が、咳の記載がない。

プライマリ ・ケアで使える風邪の定義

は､「ほぼ治癒が見込まれ、入院を必要と

しない程度の軽度の気道感染症｡｣である。

見込み、不確実、 リスクがあることを共

有しながら診療しているのが実態だ。

1 ．風邪ってなんだ？

風邪は自然になおるもので、医療介入

の必要があるのか？海外では、風邪では

受診しない。 日本の子どもは外国の4倍

も多く医療機関を受診していて、風邪と

診断された時、たくさんの薬をもらって

いる。

2009年11月、前医の風邪に対する投薬

調査を行った結果、

抗生剤 約70%

抗ヒスタミン剤 90％

去疾剤 80％

鎮咳剤 65％
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在、風邪の子どもで菌血症は0.2%である。2．発熱の診療

発熱の診療の問題点は、

①一般診療だけでは発熱の原因を

100%は特定できないこと。

②抗菌薬の内服投与が重症感染症の診

断の遅れにつながる危険がある。

3．風邪薬の効果

抗ヒスタミン剤の効果

子どもに抗ヒスタミン剤の効果はなく、

眠くなるだけである。急性中耳炎に対し

ての抗ヒスタミン剤は鼻汁の粘調性が長

引き有害である。発熱を主な症状とする菌血症で、時に

中耳炎や感冒症状を伴うが、明らかな局

所感染症状や重篤な全身症状の悪化のな

い潜在性菌血症が存在する。多くの重症

細菌感染症の原因となっており、 日常の

診療で最も重要な細菌感染症である。発

熱児の中で年齢が低い、体温が高い、白

血球(好中球数)が高い、 CRP値が高い

者は、菌血症の危険が高くなる。肺炎球

菌、 インフルエンザ菌b型はほぼすべて

の乳幼児の鼻咽頭に常在しているが、何

らかのきっかけで血中に入り菌血症が発

症する。多くは、発熱以外の症状はなく、

潜在性菌血症と呼ばれ、ほとんどが治る。

しかし、一部は、血中から体内の様々な

部位に移行し局所感染、細菌性髄膜炎、

化膿性関節炎、急性喉頭炎、蜂窩織炎等

を起こす。

鎮咳剤の効果

咳止めより蜂蜜のほうが効果があった。

気管支拡張剤の効果

投与しないほうが良くなった。ホクナ

リンテープが有効であるというデータは、

プラセボのコントロールのデータがない。

薬があると、咳の症状に注目してなかな

か良くならないと感じるが、薬がないと、

症状を気にしなくなる。

結論：薬で風邪の自然経過はかえられ

ない！

鼻副鼻腔炎を意識しよう。

鼻汁が後方に流れると、湿った咳にな

る。小児は副鼻腔の圧が高くならないの

で痛がらない。風邪が1週間続いた時、

鼻副鼻腔炎70%、粘膜の炎症20%、

症状なし 10%であった。

フオーカス不明の発熱診療の方針

①ワクチン接種歴の確認

②ワクチン接種済みであれば、数日経

過観察

③ワクチン未接種ならば、血液検査で

菌血症のリスクを探る

ヒブ、肺炎球菌のワクチン開始後の現

4． これからの風邪診療

欧米は、かかりつけ医制度で競争がな

い。 日本は、フリーアクセスで世界で1

番外来受診が多く、外来医療の統一性が
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なく、投薬が多い。この医療制度が過剰

診療を生みだしている。

風邪のリスクを考えてみる。

①短期的リスク：菌血症、尿路感染症

等の深部重症細菌感染症、川崎病の

初期症状、急性鼻副鼻腔炎、ウイル

スによる下気道炎、細気管支炎，喘

息性気管支炎、二次性肺炎、無菌性

髄膜炎、脳炎、心筋炎

②長期的リスク：感染症を繰り返せば

喘息？ 樛出性中耳炎による難聴

③保護者のリスク：保護者の肉体的・

心理的ストレス(不安感の高まり)、

看病で就労できないこと、経済的な

問題

医師のリスク認知も歪みがちであるが、

その理由は、

①大病院での研修

②専門領域のリスクを強調

③想定外があった場合の自己保身

風邪診療の最大のリスクは、死亡する

ことであるが、乳児死亡率は昔の1／10

以下になった。現在の死因は、 0歳代の

1位は先天奇形で感染症は減少した。し

かし、母親はリスクを過剰に感じ発熱を

恐れる。母親だけでなく、医師も。専門

医は風邪のリスクを強調する。専門医制

度の弊害である。 リスクを押し付けない

で、心理的不安を和らげてあげるのがプ

ライマリ・ケアの医者である。風邪を風

邪と診断しよう!！

プライマリ ・ケアの風邪診療は、

①正確な診断：鼓膜、鼻も診る。

②リスクを強調しない。

③経過をみる。

最も効果的な風邪の診療は、医師が共

感したと患者が感じた時である。医師に

対して少しでも不満があると治りが悪い。

最も効果的な治療は、信頼関係と丁寧な

説明である。ダメ出し医療より、ポジ出

し医療を。症状は必要だからある。止め

る必要はない。熱は続くが、抗体ができ

ると。薬ではなく、ポジティヴな情報を

提供し、母親を励ますことである。

以上が講演の内容です。質問がいくつ

かありましたが､地域の小児科医会と耳

鼻科医会と地道に交流を持つことが必要

であるとのお答えでした｡｢風邪｣は最も

よく見る疾患ですが、重篤な疾患でも最

初は風邪症状で発症することもあります。

不要な不安は抱かせないで、経過を診る

ことが重要と思いました。2014年10月号

の｢治療｣の特集は､｢子どもの風邪新し

い風邪診療を目指して｣です。西村先生

の他、多くの先生が執筆しています。日

常診療を見直すのによい内容でした。
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講演抄録

／
シリーズ発達障がいを考える

～第三回県内支援現場の実際と課題～

群馬県大学小児科岡田恭典先生

演題

講師

岡田恭典先生

かれぬまま、不適切なかかわりが積み重

なり、 2次障害を起こしている現状を第

一回のセミナーでお伝えしました。

すでに、幼稚園・保育園時代から、

様々な症状が出現したり、登園できない

などの訴えを起こす子どもが少なくない

のです。 2次障害を起こしてから、対応

するのではなく、早期にその子の違いを、

発見し、子どもに合った育児・教育の提

供をすることにより、 こうしたことを予

防することができます。予防の大切さは、

予防接種を盛んにすすめている小児科医

は痛切に感じるのではないでしょうか。

二つ目は、 2歳までの早期療育

(ESDM)の開始により、その後のQOL

の大きな改善が認められる、 ということ

が実証されたということです。 2歳まで

に発見し、適切な療育を開始することが、

その後のその人のQOLを改善する、 こ

のことが実証されたことより、米国の小

児科学会は2歳までにASDのチェック

を2回以上行うとこを勧告したのです。

県内でも毎年、 1歳半健診での、早期発

わたしたち小児科医が、発達障がい臨

床において、できることは、保健師さん

とともに、一番、最初にこどもたちと出

会う専門職として、 自閉スペクトラム症

(以下ASD)をはじめとした発達障がい

の存在に気づくこと、 しかも出来るだけ

早期に。そして、出来るだけ早く児に合

った教育・支援に繋げることです。

ASDを始めとする発達障がいの発生

率は人口の約10-20%と言われています

発達障がいのなかでも、ASDは、 2歳ま

での発見が可能です。社会性の発達が発

現する時期(0歳から1歳)に明確にわか

るのです｡(ちなみにLDは、読み書きを

するようになってから、ADHDは、 4－

5歳にならないとわからないと言われて

います｡）

ASDの、早期発見・早期支援の目的

は大きく分けて2つです。

一つ目は、予防の観点です。

ASDの子ども達が、その特性に気づ
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見のための保健師講習を実施継続してお

ります。

医師と保健師とが協働していくために

も是非、小児科医の方々にも知って頂き

たいと思います。

科学的に検証された研究成果に基づい

て医療を行うEBMは、医療の世界では

常識となっていますが、 21世紀に入り、

ASDをはじめとした発達障がいの教

育・療育もそうでなければならないと、

欧米諸国ではEBP (evidence-based

practice)という考え方が、政策になりま

した。効果の実証された教育・療育が、

ASDをはじめとした発達障がいを持つ

方々に提供されることを、国が保証して

いるのです。残念ながら、 日本国内では、

効果の実証がされていないどころか、療

育者・教育者の勝手な思い込みで療育・

教育が行われている現状です。 もちろん、

群馬県も例外ではありません。どのよう

な療育をするかは、療育者の裁量にまか

せられ、 とてもEBPにはほど遠い現状が

あります。EBPに基づく療育・教育を提

供するために、最も大切なのが、人材の

育成です。人材育成は、一朝一夕に出来

るものではありません。時間もお金をか

かります。しかし、未来の子どもたちの

ために、一刻も早く、EBPを提供できる

人材の育成を、県全体で取り組まなけれ

ばならないと考えます。

『

Qf

q竃

＆ －－酌寺

『

鎌 マ
ダ

ヨ

｢新入生」 撮影：宮澤滋
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講演抄録

フ
在宅医療的ケアの必要な子どもたちとその支援

群馬県立小児医療センター神経内科

渡辺美緒先生

演題

講師

渡辺美緒先生

ケアには経管栄養気管切開管理、人工

呼吸器管理、吸引、排泄ケア、中心静脈

カテーテル管理など多くの種類があり、

在宅に移行した場合、 これらの医療的ケ

アを主に家族が行っていく必要がありま

す。

医療的ケアを必要とする子どもたちの

基礎疾患も多岐にわたっており、子ども

たちの状態や年齢、生活に合わせた医療

的ケアとサポートが必要です。神経・筋

疾患を基礎疾患とする子どもたちは人工

呼吸器や吸引、注入など、消化器系の基

礎疾患を持つ子どもたちは中心静脈カテ

ーテルからの経静脈栄養やストーマ等の

排泄ケアなどが行われます。 また、小児

がんの子どもたちに対しては、看取りを

含めた在宅緩和ケアが必要となってきま

す。 13トリソミーや18トリソミーなどの

子どもたちも、近年は在宅へ移行するこ

とも増えてきており、在宅緩和ケアは今

後の大きな課題です。これらの子どもた

ちが退院する際には、院内スタッフと訪

問看護師や地域保健師、調剤薬局など地

【はじめに】

小児の在宅移行、在宅療養支援は、近

年その推進が全国的に大きく加速してき

ています。当院では平成21年度から地域

医療連携室内に在宅療養支援委員会を設

置し、退院前から退院後までの一貫した

支援を志してきました。平成25年度から

は、小児等在宅医療連携拠点事業に群馬

県が採択され、県健康福祉部医務課、県

看護協会、群馬大学教育学部などと協力

しながら、在宅療養のサポート体制を整

備するための事業を行っています｡｢お家

で家族と一緒に暮らしたい」という当た

り前の希望に寄り添い、そして、家族の

一員、地域の一員としての生活が子ども

たちの成長や家族の幸せに繋がるよう、

今後更に多職種でのサポートが期待され

ます。

【医療的ケアを必要とする子どもたち】

「医療的ケア」とは、 日常生活に必要な

生活援助行為で、治療行為としての医療

行為とは区別して用いられます。医療的



群馬県小児科医会便り (25）No.62 2015. 4

域の関係者が集まって支援会議を行い、

退院後の支援内容を検討します。

このように様々な医療的ケアを行いな

がら在宅で生活しているお子さんは現在

も多くいます。家族と共に生活すること

や、病院やお家以外の場所で様々な体験

をすることは、子どもたちの心身の発達

に大きな影響を及ぼします。また家族に

とっても、子どもと共につみ重ねていく

時間や思い出はかけがえのないものであ

り、在宅医療を行う大きな原動力になり

ます。その一方で医療依存度の高い子ど

もたちは状態が変わりやすく、そのよう

な子どもたちを介護する家族には常にプ

レッシャーや不安があり、身体的・精神

的・経済的負担は決して小さなものでは

ありません。また、どうしても我慢を強

いてしまうことの多いきょうだい児のサ

ポートについても考えなくてはなりませ

ん。

医師)が核となって在宅医療を主導して

いますが、小児では在宅医の関わりはま

だまだ少ないのが現状です。地域の診療

所の先生方の小児在宅医療への関わり方

については、群馬大学教育学部障害児教

育学講座吉野浩之先生が以下の5つの

ステップを提唱されています。

○ステップ0｢診療所外来診療」 ：退院

時に病院主治医から紹介を受けたり、

きょうだい児の受診の際の家族から

の相談をきっかけに、必要時に外来

での初期診療や予防接種、不足した

薬剤の処方などを行う。

○ステップl｢病院主治医からの依頼

往診」 ：病院主治医からの依頼によ

り、近くの小児科や内科の診療所、

在宅療養支援診療所などが不定期な

予定の往診をし、予防接種や投薬な

どを行う。

○ステップ2｢かかりつけ医」 ：病院主

治医からの依頼による定期的な訪問

診療と、軽度の不調時に臨時の往診

を行い、必要であれば入院の依頼を

する。

○ステップ3｢副主治医」 ：病院主治医

と連携した定期的な訪問診療と、軽

度の不調時に臨時の往診を行い、必

要であれば入院の依頼をする。また、

本人と家族の日常の健康管理も担う。

○ステップ4｢在宅主治医」 ：ステップ

3に加え、地域連携の核として在宅

医療を主導する。

【小児の在宅支援の問題点】

成人と小児の在宅医療の大きな違いと

して挙げられるのが、ケアマネージャー

の有無と在宅医の関わり方です。

小児においてはケアマネージャーがお

らず、在宅医療のコーディネートは、現

在、退院時は病院スタッフや訪問看護師

が、退院後は地域の保健師や相談支援専

門員などが担うことが多いです。今後各

市町村の相談支援専門員の活躍が期待さ

れています。

また、成人では地域の在宅医(診療所
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など)からも、お願いする病院側の体制

(診療所の先生方との連携が不十分、 な

ど)やご家族の意識(普段の子どもを見慣

れていない場所での診療に対する不安、

など)からも難しいでしょう。今後は、

まず外来でのサポートであるステップ0

の更なる強化、そしてステップlへのス

テップアップに繋がる連携体制を築いて

現在もステップ0で関わって下さる先

生方は多くいらっしゃいます。成人では

ステップ4の在宅主治医が主ですが、小

児において現状からいきなり在宅主治医

を診療所の先生方にお願いすることは、

診療所の先生方の負担(外来診療で手い

っぱいで往診は難しい、小児は見慣れて

いない、医療的ケアの物品確保が困難、 いければと考えています。

、

フェズの旧市街(モロッコ） 画：深澤尚伊
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講演抄録

／
演題

講師

小児科開業医がマスターすべき救急蘇生術

群馬県立小児医療センター循環器科

下山伸哉先生

下山伸哉先生

的に学ぶ機会はなく、臨床現場において

も教科書や経験的なものに基づき学ばざ

るを得ない状況でした。そのため、個々

の方法・手技が異なり、あわただしい蘇

生の現場では相手の動きが予想外であっ

たり、準備された物品や薬剤が自分の想

定と違うものであったりすることが、蘇

生の流れが大きく滞る原因の一つです。

近年小児の救急蘇生を系統的に学ぶ手法

としてAmericanHeartAssociation

(AHA)による救急蘇生コースが有用なも

のとして普及してきています。その中で、

小児科の医師には、BasicLifeSupport、

AdvancedPediatricLifeSupportが主な

対象になります。

＜はじめに＞

近年、 自動車学校等などでも授業の一

環として緊急時の蘇生法の講習が義務化

されるなど、市民生活のなかで緊急時の

蘇生法の存在は徐々にではあるが浸透し

つつあります。医療関係者以外でも緊急

時の救急蘇生法の知識をもつ方も増加し

てきており、教育現場、公共機関等でも

従来と比べAEDの設置をはじめとして

緊急対応への取り組みは着実に進んでき

ていると思われます。

当院集中治療部に救急搬送される重症

患者のなかでも、AEDを教育現場等で

非医療関係者が使用し蘇生された後、救

急搬送になっている例がみられます。そ

のような中で医療現場、特に診療所等の

医療機関での救急蘇生の対応について考

えてみました。

A) BasicLifeSupport(BLS)とは

BLSは急変した人(大人・小児)に対す

る対応(心臓マッサージ･mouthto

mOuthやポケットマスク等を使った人工

呼吸手順)や、AEDの使用、異物で窒息

した人への対応など一般の方も行える初

期対応を反復して練習するコースです。

＜救急蘇生とは＞

従来、小児の救急の手法については系

統的かつエビデンスの背景があるものは

乏しく、学生講義においても蘇生を系統
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PALSは蘇生手技の基礎になるBLS資

格を取得した後の段階です。小児の急変

の発見から専門医の手に渡すまでの過程

を医師として担当し対応するコースです。

そのため迅速な蘇生手技を必要とする派

手な症例が目立ちますので小児に特化し

た緊急蘇生手技のコースや高次の救急救

命治療と誤解されやすい傾向があります。

しかし、実際のコンセプトは蘇生が必要

な症例には迅速な対応を行いますが、蘇

生が必要な段階までに進ませないために

海外では全ての医療従事者にとっては必

要不可欠な資格ですし、 日本でも一般の

方の受講も増加しています。小児にかか

わらず救急蘇生手法として必須の基本事

項であり、効果的なBLSが蘇生率を左右

することは知られています。特に子供は

呼吸原性の心停止が成人より多い傾向が

ありますので、挿管せずとも呼吸アシス

トを慌てず正確に、適切な回数で施行で

きるだけでも大きくその予後は違います。

BLSは当然診療所等でも想定される状況

ですし、屋外で一般の方が対応すること

も想定されている初期対応のみのコース

ですので医療関係者としては必須の手技

となります。

AHAでは蘇生の方法を5年ごとに科

学的根拠をもとに変更しており、直近で

は2010年版の改定が最新のものとなりま

す。この改定では基礎となる蘇生の順序

が変更されるという大きな変更でした。

つまり、従来と異なる蘇生方法が新たに

推奨されたのです。具体的には従来のA

(Airway:気道確保)-B(Breathing:人

工呼吸)-C(Compression:胸骨圧迫)の

順番が胸骨圧迫を最初に行うC－A－B

はどう介入したらよいか、 日常診療でご

<自然に直感的に判断・行動しているこ

とを系統的に12症例で検証します。系統

的に検討することで見落としをなくし、

誰でも判断行動できることを目標にして

います。例えば｢待合室で咳で待ってい

たお子さんが肩で呼吸をしていて何だか

具合が悪そう」という場面で、それを見

て放置すると急変のリスクあると気づき、

早めに医師を呼び急変を回避するケース

などです。その過程として、早期発見の

ための観察とアセスメントの仕方を、段

階的に分けて評価対応を進め、生命に直

結する問題から優先的に観察・対処して

に変更されました。これは今後5年をか いく方法を身につけます。

け検証され、 5年後再度この変更が正し

かったか再検討されることになります。

2010年にはそのほかにもいくつか蘇生時

の推奨事項に変更が加わりました。

予防接種と同じで、BLSもPALSもそ

の受講率が上がらないとその効果は半減

してしまいます。BLS・PALSの知識が

あるひとが集まると蘇生現場は静かに統

制のとれたものになるといわれます。つ

まり、体系化され非常にシンプルで次に

行うことがフローチャート等で簡潔に示

B) PediatricAdvancedLifeSupport

(PALS)とは
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されており、迷いや間違いが少なく蘇生

や判断・対応がスムーズに進むのです。

同一の方法でかつ全員が同じ方向性を持

って動くこと(チームダイナミクス)が効

率的に蘇生を行うための蘇生チーム内の

必須条件です。医師1人だけではその効

果は半減してしまうため、スタッフが共

要な状況にしないことが求められます。

AHAガイドラインにも医療施設内で起

きる心停止の多くは防ぎ得たものであり、

一度心停止に陥った人を救命できるのは

2割以下と示されています。そんな中で

昨年PEARS (PediatricEmergency

Assessment,Recognition,andStabilization)

コースが新設されました。PEARSは心

停止に至る危険な徴候を見極め、心臓が

通認識・知識を持つことが重要なことが

強調されます。

亭まる前の早期介入を目指す新しいコン

セプトの急変対応研修プログラムです。く当院の取り組み＞

当院では2010年に初めて日本ACLS協

会千葉トレーニングサイトに協力をお願

いし、県内で初のPALSコースを開催し

ました。以後毎年当院でPALSおよび

BLSコースを開催してきました。従来は

小児の蘇生の講習は県外に行かないと受

講できなかったため、県内の知識普及に

貢献しているのではないかと考えていま

すが、普及率を今後も上昇させることが

救命の連鎖を有効に行うためには必須と

思います。現在では日本ACLS協会群馬

トレーニングサイトとも協力し、更に県

内のBLS・PALSの普及を目指していま

す。当院内でPLAS･BLSが受講できま

すのでご興味のある方はご連絡いただけ

ればと思います。

特に小児は心肺停止状態に陥ってしま

うと予後が大変悪いため、呼吸不全、循

環不全の前駆兆候に気付き、その重症度

を判断して、その場で適切な介入(安定

化)をし、専門医に引き継ぐすばやい対

応が救命の要となります。これはPALS

コース治療部分を減らしたもので、生命

危機状態にある実際の患児の動画を見て、

観察・評価の訓練を行う点に特化してい

るところにあり医師以外のスタッフにも

最適なものです｡PEARSにより蘇生術

のハードルが下がり、蘇生の共通認識を

持つ人が増加することでチームダイナミ

クスが形成されることは、小人数で対応

が必要な医療機関において危機管理上は

有効な手段となる可能性が示唆されます。

＜心停止は突然に起きるのではない＞

蘇生の領域でも治療から予防重視への

傾向が重視されてきています。基本の蘇

生手技が正確にできることは達成されま

すので、適切な介入をして心肺蘇生が必

「アメリカ心臓協会心肺蘇生と救急

心血管治療のためのガイドライン2010の

ハイライト（日本語)｣に以下のアドレス

で自由にアクセスできます。蘇生手技の
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胸骨圧迫の最適な回数や深さなど最新の

スキルにご興味のある方はご確認くださ

いo

http://eccjapan.heart.org/pdf/ECC

Guidelines_Highlights-2010JP.pdf#sear

ch='AHA+2010+%E3%83%8F%E3%82

%A4%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%

83％88’

成人に対するCPR

小児の1次救命処置

小児の2次救命処置
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学会に参加して

東日本小児科学会

前橋市みやけ小児科三宅浩

昨年ll月23日(勤労感謝の日)に、前橋

の市民文化会館にて第39回東日本小児科

学会が開催されました。忙しいからと自

分に言い訳して学会をさぼっていました

が、連休中にそれも地元で開かれるとあ

っては参加しないわけにはいかず、 日頃

の勉強不足を少しでも解消できたらと、

がんばって足をはこびました。

会長は荒川浩一先生で､｢Development

からTransitionまで｣－包括する医療を

求めて－をテーマに、教育講演8題とラ

ンチョンセミナー2題が講演されました。

毎日の臨床に役立つものから、小児科医

として知っておくべきことなど幅広い内

容で、プログラムを決める大変さがしの

ばれました。

群馬からは、友政剛先生(小児慢性機

能性便秘症ガイドラインの要点：便秘の

悪循環とDisimpaction)と村松一洋先生

(てんかんと神経変性疾患、新たな治療

の選択肢と可能性)のおふたりの小児科

医のほかに、群馬県立心臓血管センター

循環器内科の内藤滋人先生の高周波カテ

ーテルアブレーション(ABL)に関する

講演がありました｡ABLはカテーテルの

先端から高周波による熱エネルギーを不

整脈の発生起源やリエントリー回路に加

えることにより、頻脈性不整脈、期外収

縮を根治させる治療法です。ABLは小児

においても、危険な不整脈の治療のみな

らず、QOLの改善や運動制限からの解放

に有用ですが、可能な施設は限定されて

います。先生は2006年から2014年までの

間に小児頻脈性不整脈65例にABLを施

行し、良好な結果が得られたということ

でした。内藤先生は群馬大学58年卒で、

荒川先生と同期であり、 また、内藤先生

のところで県立小児医療センターの池田

健太郎先生が研修されたということでし

た。

今回印象に残った講演に関して記した

いと思います。まず、国立成育医療研究

センター周産期・母性診療センターの

佐合治彦先生の非侵襲的出生前遺伝学的

検査(以下NIPT)に関する講演について

です｡NIPTは、母体血漿中にある胎児

由来のcell-freeDNAを次世代シークエ

ンサーを用い解析して行う、出生前診断

として新たに開発された遺伝学的検査で、

現在は、 21トリソミー、 18トリソミー、

13トリソミーに関して検査が行われてい

ます。出生前診断には遺伝カウンセリン

グが必要であり、 また検査実態を把握す

る必要があるため、NIPTコンソーシア

ムとして2013年4月からNIPTの多施設

共同臨床研究が開始され、現在は40施設
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今井孝成先生の講演についてです。食物

アレルギーは、 まず、正しい診断が重要

で、血液検査のみでの診断されている場

合があったり、医師によって判断が異な

ったり、 また、保護者の意見のままに食

物アレルギーと診断されていることが少

なくないことなどが問題であるというこ

とでした。また、食物の除去は必要最低

限であるべきで、卵アレルギーがある場

合の鶏肉除去や牛乳アレルギーがある場

合の牛肉除去といったセット除去や、大

豆アレルギーがある場合の醤油や味噌の

除去など、過度な制限にならないように

する必要があるということでした。治療

に関しては、 まずアナフィラキシイーの

知識をリセットすることが必要であると

いうことでした。実際には、輸液や酸素

投与、抗ヒスタミン剤、気管支拡張剤、

ステロイド剤は補助的なものであり、や

はり重要なのはアドレナリンの大腿部へ

の筋注であり、エピペンの使用法に関し

て、どのような症状の時に、どのような

タイミングで使用するべきか詳しい説明

がありました。今井先生は非常にエネル

ギッシュな印象で、40分という講演時間

が短く感じられ、是非もっと詳しいお話

を聞きたいと思いました。

その他の講演に関しても、新たな知識

が得られたり、 これまでの知識が整理さ

れたりと非常に有意義な一日でした。し

かし一つの講演が40分という時間ではや

はりイントロダクションといった感じで、

さらに深く知りたいと思いました。

が研究に参加しています。 1年間で、

7740件の検査が行われ、検査の適応は

95.4％が高年妊娠でした。陽性は141人

(1.8%)、陰性は7581人(98%)判定保留

が18人(0.23%)でした。NIPTは非確定的

検査であり、確定診断には、侵襲的検査

が必要になります。陽性となった場合に

実際に罹患している確率(陽性的中率)は、

検査対象となる集団において罹患してい

る人の割合で変わります。罹患率が1/10

の場合陽性的中率は99.1%(陰性的中率

99.9％)ですが、罹患率が1/1000の場合

には陽性的中率は49.8％（陰性的中率

99.9999％)になります。今回の検討では、

陽性例のうち126例が侵襲的確定検査を

行い、 13人(10%)は擬陽性でした(13例

は子宮内胎児死亡)。今後この方法で、

45X， 47XXX， 47XXY， 47XXYといっ

た性染色体異常症、染色体微細欠失(重

複)症候群、単一遺伝子病の診断にも応

用可能であるということでした。出生前

診断には、遺伝カウンセリングより遺伝

学的情報をはじめとする正しい情報を伝

達し、 さらに意志決定ができるように援

助することが必要不可欠ですが、その手

間と時間を考えると現在の状況ではとて

も希望する人全員に十分対応できるとは

思えません。また社会的、倫理的に考え

なければならない課題が多く、今後どの

ように進んでいくべきか、更なる広く深

い議論が必要です。

次に食物アレルギー－学校や保育所

での対応一という演題で、昭和大学の
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学会に参加して

第Ⅳ回日本ダウン症療育研究会を開催して
群馬県立小児医療センター遺伝科 第17回日本ダウン症療育研究会会長

鮫島希代子

群馬県立小児医療センターは、昭和57

年に開設され、現在の病床数は150床で

す。群馬県における小児医療の第三次医

療機関であるとともに、平成17年からは

群馬県の指定を受けて、総合周産期母子

医療センターの役割も担っています。群

馬県における年間出生数は、約15,000人。

県内におけるダウン症児の年間出生は20

人前後と推定されます。児の誕生を心待

ちにされているご家族にとり、ダウン症

児の誕生は、予想外の出来事となる場合

が多く、児の受入れに時間を要する場合

も見受けられます。また、心臓疾患や血

液腫瘍等の合併症により、新生児期から

集中治療や外科手術を必要とするお子さ

んが多く、出生直後から母子分離を余儀

なくされる状況も多く見受けられます。

平成21年度から、 2歳以下の児をもつ家

庭を対象とした早期グループ支援、家族

の会(名称､｢あざがおの会｣)を開催、継

続しています。グループ支援｢あさがお

の会｣は、同じ疾患をもつ、他のご家族

との情報交換や情報共有を行うことがで

きます。また、家族間交流を通じて地域

における仲間づくりに役立ち、乳幼児期

における早期の不安軽減につながってい

ると考えています。院内スタッフにとつ

平成26年7月5日、群馬県社会福祉総

合センター8階大ホールで、第17回日本

ダウン症療育研究会を開催いたしました

のでご報告いたします。研究会の開催に

あたり、群馬県小児科医会の共催へのご

協力に感謝申し上げます。予定していま

した全プログラムを、支障なく実行する

ことができました。

日本ダウン症療育研究会は、当初は

｢ダウン症療育研究会｣として関西を中心

に平成18年に発会いたしました。ダウン

症の療育に関するテーマで、年に2回、

研究会を開催しています。ダウン症の療

育に関係する医師、看護師、保健師、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨

床心理士、社会福祉士などが会員です。

第10回研究会からは｢日本ダウン症療育

研究会｣と改名しました。関東では、平

成23年に東京逓信病院小児科小野正恵先

生、平成24年埼玉県立小児医療センター

遺伝科大橋博文先生が開催、 3回目の関

東開催を担当しました。

プログラムは、一般演題3題に続けて、

群馬県立小児医療センターでの取り組み

をご紹介しました。発表は、母子保健室

保健師と作業療法士、遺伝科医師が担当

しました。
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－ションオフイス長谷川知子先生にご講

演いただきました。 ダウン症の子も、

定型発達の子と同様｢普通の子育て｣が基

本であることを再認識させていただきま

した。自分自身で考え、判断し、不明な

点は相談するという経験、 さらに、通常

の生活に必要な幅広い知識やスキルも、

｢無理だ｣という根拠のない理由から説明

を受けておらず、知識・経験不足から問

題解決ができないため行き詰まり、精神

も身体も機能低下に陥っていると考えら

れることなど、多くのご家族と交流を続

けられている長谷川先生ならではの内容

でした。

ダウン症児の療育支援体制に対しても

活発な意見交換を行うことができました。

当日参加者は、 日本ダウン症療育研究

会会員50名、非会員90名、合計140名で

した。

運営が大変厳しいのが現状なのですが、

群馬県医師会、渋川地区医師会、群馬県

小児科医会より共催を、群馬県病院局と

群馬県産婦人科医会より後援をいただき

ました。

一般演題、シンポジウム、教育講演に

加え、テイーブレイクも行いました。会

場準備、当日進行等には、看護部、 リハ

ビリテーション課、母子保健室など、院

内の皆さんにも支えていただきました。

誌上ではありますが、皆様に厚く御礼申

し上げます。

ては、来院されたお子さんの状況とご家

族の話題等をその場で共有できます。

次に｢ダウン症児の赤ちゃん体操｣の取

り組みをご紹介しました｡｢ダウン症児の

赤ちゃん体操｣は、 1976年藤田弘子医師

が考案しました。ゆっくり運動発達ステ

ップ評価表を用いた座位姿勢、立位姿勢、

姿勢変換、腹這い姿勢の評価を行い、個

人の発達状況に適合した個別のオリジナ

ルレシピを作成します。群馬県立小児医

療センターの赤ちゃん体操指導員は、 1

名のみですが、様々なスタッフに支えら

れ取り組んでいる現状を発表しました。

群馬医療福祉大学リハビリテーシヨン

学部作業療法専攻北爪浩美教授より、

｢｢ダウン症児の赤ちゃん体操｣からダウ

ン症児の行動パターンを考える～作業療

法士の視点を用いて～｣というタイトル

でご講演いただきました。ダウン症児は、

筋や靭帯の弱さや関節の不安定さなどか

ら、運動発達に偏りが生じることがあり

ます。運動発達の偏りは、認知面の発達

にも影響が出ると考えられ、それは集中

力や他児との関わりなどの行動面にも関

与する可能性があり、「ダウン症児の赤ち

ゃん体操｣は、運動機能面、感覚認知面、

コミュニケーション面の発達において、

ダウン症児の学習能力を引き出そうと、

大きく影響する要素が含まれているとご

講演いただきました。

教育講演では､「ダウン症候群をもつ人

に関わる方々と考えていきたいこと」を

テーマに、いでんサポート ・コンサルテ
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第17回日本ダウン症療育研究会プログラム

＊ 日時 ： 2014年7月5日 （士）午後1：00から侵付は午後12：30から開燗～事前予約不要～

＊場所 ： 群馬県社会福祉総合センター揃橋市新前橋町13-12） ～別紙地図参照～

＊参加費 ： 研究会2,000円桧員は無料･当日入会も可鯛

＊会長 ： 群馬県立小児医療センター遺伝科鮫島希代子

＊日本小懸}鵯専門医研修

*臨床遺伝割ﾖ9医研修

*認定遺伝カウンセラー

》
》
》

３
３
５ 日本ダウン繍育研究会輔后

近畿大学医学部4呪科学教室篠原徹

18回肋会のお知らせ・ 哩jエ己グー

〒589-8511大鰍山市大野東377-2

TH' 072(366)0221 FAXO72(36al566
日時

場所

会長

2015年1月31日（士）午後1時から

大阪医科騨瀞部講堂

玉井浩（大阪聯ﾄ大勃

(獺申し込みは10月末日まで難局へ）

shinOhar盆駄pcd・medkin曲i・ac・加

pml:伽～1:05 Uプロ=。木琴 罰マ品0国H半ゾソー…同”Iフー云巫睡函、‐1町丁

pml：05～1：50
第1部

一

般演題 座長東京逓信病院小野正恵（小児科医師

①保育士との連携で行われた「ダウン症児の赤ちゃん蝋1

生後6か月から保育園との連携で体操を行った事仮陥介一

金沢医科大学病院 高瀬悦子（保鬮洞

②ダウン症候群の子どもをもつ父親たちのグループ3年間の報告～父親たちの語り合いから～

おぐちこどもクリニック 本山三枝子妹ちゃん…員）

②白血病治療中も赤ちゃん体操を鮒した2例

兵庫県立塚口病院 池川敦子味ちゃん…員）

pml:50～3：10 第2部シンポジウム

座長兵庫県立こども発達支援センター野中路子（小児科医師

群馬県立小児医療センターでの取り組み

①‐1早期支援のひとつ「あさがおの会」を開催することとは

群馬県立小児医療センター 宮内紀代美 （保繊同

①‐2 「あさがおの会」の講義内容をふりかえる

群馬県立小児医療センター 南侑希 （ｲ…士）

①‐3 「ダウン症児の赤ちゃん体操｣の輪を広げる ｢あさがおの会」

群馬県立小児医療センター 鮫島希代子（小懸ﾄ圖罰

② 「ダウン症児の赤ちゃん蝋からダウン症児の行動パターンを考える

～作業療法士の視点を用いて～
詞壬露歴…冒当ﾛ'一据嘩 一'し、廷菫 f作…サf富-円

pm3:10～3:20 亦らや/Ⅵ…百尋貝蔵睡鐘与式

pm3:20～3:45 ティーブレイク

pm3 45～3 55 総 会

pm3:55～4:55
第3部教育講演座長まつだこどもクリニック松田幸久（小児科医緬

大阪医科大学 玉井浩（小児科医師

ダウン症候群をもつ人に関わる方々と考えていきたいこと

いでんサポート･コンサルテーションオフィス 長谷川知子(小児科医師

pm4:55～5:00 閉芸疾拶 口本タワン征涼育句↑ｦ窪会長 土井活
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学会に参加して

APAPARI(AsiaPacificAssociationofPediatric
Allergyjrespirology&immunology2014)に出席して

北関東アレルギー研究所森川昭廣

でお世話になりましたこと、この場を借

りて御礼申し上げます。

さて、昨年(2014年)の本学会はインド

ネシアのジョグジャカルタ(現地の人は

ジョグジャと呼んでいます)で行われま

した。ジョグジャはジャワ島の中央に位

置し、成田一デンパサールージョグジャ

の経路でも、成田・羽田一ジャカルター

ジヨグジヤの経由でもおおよそ9-10時

間で、 日本航空とガルーダ・インドネシ

ア航空が飛んでいます。インドネシアの

方々の気持ちの暖かさでしょうか、飛行

場までお出迎えをいただき、そのままの

滞在ホテルにチェックイン。会場はジョ

グジャのローヤルアンバルクモホテル。

多分、 この地区の最高級のホテルで、高

層で、設備がよく整い、庭にはプールや

屋外のレストランや宴会場もありました。

学会会場は3つのホールと展示場で、参

加者500人くらいでした。インドネシア

でも女性の小児科医が多くにぎやかな雰

囲気で行われました。会場は熱帯地方に

よく見られるようにギンギンに冷房を効

かせ、外の気温に合わせての衣服では震

え上がるほどでした。各国の先生方が

uptodateなoralpresentationを行い、

充実した講演が聞けました。ただし、学

「アパパリ」という国際学会はあまり知

られていません。多くの小児のサブスペ

シアリティーの学会が内科を中心とする

学会に吸収されて、その名をアッセンブ

リーに名をとどめることが多くなった現

在、小児のサブスペシアルティーの独立

した国際学会としては珍しい存在となり

ました。この学会はアジア・太平洋地区

の小児アレルギー、呼吸器、臨床免疫を

専門とする医師, healthprofessional,

caregiverから成り立っている学会です。

1997年に第一回がソウルで開催され、そ

の後ほぼ毎年開かれています。初代の理

事長にタイのパキット先生がなられ、そ

の後、飯倉先生、韓国サン・イル・リー

先生、シンガポールのビー・ワー・リー

先生、森川、そして現在は香港のギャリ

ー・ウオン先生が理事長を務めています。

そして、各国(西はインド、東はニュー

ジーランド、南はオーストラリア、北は

日本または中国)から理事が出て毎年熱

心に学問の進歩と学会自体の発展のため

の討議を行ってきました。小生はほぼ皆

勤ですが、学会会長としては、 3年前に

福岡で日本小児アレルギー学会と一緒に

この学会をお世話しました。その節は、

群馬県小児科医会の先生方には物心両面
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会のど真ん中でもお祈りの時間がきちん

ととられ、その間は学会は小休止になり

ました。荒川教授、滝沢准教授、森川は、

各30分ほどのoralpresentaionを行いま

した。そのほか日本人としては海老沢先

生が来ておられました。

もっと日本からの先生に来てほしいと

は組織員会の要望でした。この国はイス

ラムが主な宗教ですが、国情も安定して

いて危険を感じる事はありません。今、

インドネシアは開発途上国ですが、順調

に発展を遂げていて、街にも活気があり

ます。 10月は乾季で、気温は平均25.6度、

タクシーも安価で、急がなければベチャ

という人力車に乗ってもよいかもしれま

せんが、 ジャカルタでは殆ど無くなって

きているとのことでした。以前にバンド

ン会議(アジア・アフリカのサミットと

言われ、スカルノが音頭をとり、 この地

で1955年に開催されました。この会議は

その後の反植民地運動に大きな影響をあ

インドネシアの方々はポピュラーな病気

であまり気にもされていませんでしたが、

それでも重症な小児は肝脾腫と出血傾向

で大学病院に入院していました。

さて、 ジョグジャに行ったら、 ここは

観光しなければという場所がボロブドウ

ール遺跡。 8－9世紀の建造物で、 19世

紀まで埋まっていたのがオランダの研究

者らにより発掘されたといわれています。

ジョグジャからは車で1.5時間、その広

さ、規模、形態を見て、行ってよかった

と思いました。階段が急で日差しをよけ

るところがなく、 また、物売りの話しか

けがちょっとこたえましたが、なんとか

観光を済ませました。写真はその時の遺

跡前での荒川教授とのツーショットです

(写真l)。腰回りにスカーフのようなも

のを巻くのが習慣でした。遺跡は高さ35

メートルくらいで、一辺が120メートル

の巨大な石積みで、円筒状のストウーパ

と称する円壇が立ち並び、中には仏像が

たえました｡)で有名なバンドン

を訪れました。その地のパジャ

ララン大学は群馬大学と姉妹校

であり学生を交換していますし、

大学の同窓会同士も交流があり、

何人かの現地の本学会出席者も

群馬大学を訪問したことがある

ので懐かしそうに話していまし

た。丁度訪問時期が日本でもデ

ング熱が話題になった時期で、

日本からみなさん虫の忌避剤を

持参したようです。 もっとも、

画 十 辰

鰄轟寧隆､－ ，､．

震豈
■

鋤

■
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吟
》
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の先生方が手弁当でミャンマー、ベトナ

ムなどの講習会で講演をされています。

すでに、三重の藤沢先生、富山の足立先

生、相模原の海老沢先生が講師としてこ

れらの国を訪れ、講義や実技を紹介して

アジア・太平洋地区のアレルギー・呼吸

器・免疫学的疾患についての治療・管理

の均てん化を目指しています。まだまだ

喘息でなくなる方は多い国が数多く存在

します。 日本もその仕事の一翼を担うこ

とが求められています。たとえば、 アレ

ルゲン診断については、皆様が日頃検査

されるRASTは検査料が高価でまだま

だ普及が十分ではなく、皮虐テストがア

レルケン検査の中心をなしています。薬

物も普及が不十分で、民間薬が使用され

ている国も少なくありません。この学会

のmissionに小児アレルギーの知識の普

及、治療・管理法の進歩を会員、患者、

healthprofessionalに広めること、そし

安置されていました。ただ、 この建物が

寺院なのか、王の墓なのか、僧房なのか

いまだ不明のようです。また、学会主催

のインドネシアの民族劇とダンスの鑑賞

会が会場から30分ほどのお城で行われま

した。火、弓矢、やりなど大胆にドラマ

に組み込み会員を楽しませてくれました。

また、学会会場では懇親会が行われ、音

楽もにぎやかに、子どものダンスや歌

(写真2)、そして各国からのケストの話

が聞けました。ただ、禁酒国のために酒

を飲む機会や場所が少ないことが残念で

した。

この学会の興味深い点は、参加国の医

学・医療レベルに差があり、先進国で話

題に上がらないことから世界の最先端の

ことまでが発表されることと、 まだ医療

が不十分な国への知的援助が学会主導で

おこなわれていることです。シンガポー

ルを中心に日本、韓国、 オーストラリア

て多くの職種の方の教育

を行うと記載されていま

す。アジアの中心国の一

つである日本もこのプロ

ジェクトに大きな貢献が

求められています。さら

に協力体制をひいてアジ

ア・太平洋地域のアレル

ギー・呼吸器・免疫疾患

の治療にさらなる進歩を

もたらしたいものです。

一

二

一

一

ーP

h

１
‐

写真2
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r 呂呂院 り その33

｢公立藤岡総合病院」

公立藤岡総合病院小児科深澤信博

当院は現在、藤岡市、上野村、神流町、

高崎市で構成される多野藤岡医療事務市

町村組合立の病院で、病床数は一般病床

391床、感染症病床4床の計395床です。

職員数は、 1年時4名と2年時5名の研

修医を含めて医師62名、看護師286名、

他職種163名の計511名です(他に正規職

員でない従事者がいます)。

平成26年度は入院棟で常勤医3名、深

澤信博、相馬洋紀、井上高晴です。外来

棟は常勤医1名、川嶋伸明です。

平成25年度の入院実数は749 （平成24

年度878)人、延べ入院数4317（5349)人、

1日平均11.8 （14.7)人、平均入院日数

5.6 (6.1)日です。

入院実数が前年度より少なくなってい

るのは小児医療の流れと思います。

病院は昭和26年の開設ですが、小児科

の開設は昭和53年(=1978年)4月です。

小栗政夫先生と冨所隆三先生のお二人の

常勤医とパートの根岸和子先生の3人体

制で始まりました。先生方のご尽力で患

者数が飛躍的に増え、昭和60年には県立

養護学校の分教室が開設され、昭和61年

には小児科病棟が59床に増床され病棟が

混合病棟から単独病棟になったという歴

史があります。

現在は、小児科は西4病棟(4階)で病

床43の混合病棟です。年間を通すと小児

科の入院は1日10人前後ですが、瞬間的

には0人、年末年始には20人前後にもな

ります。43床の中に新生児が6床入りま

す。常時l-2名の新生児の入院があり

ますが、 0名から多い時で6名の入院に

なります。

今後の当院と当院小児科について述べ

てみたいと思います。

①新病院の建設

当院は開院以来、藤岡医療圏はもちろ

ん高崎市や埼玉県北部を含めた生活医療

圏の基幹病院として貢献しています。診

療圏人口の増加や疾病構造の変化などに

対応して増改築を繰り返して病院機能の

向上を図ってきましたが、建物の老朽化

や駐車場スペースの不足のため、平成14

年4月に病院の外来機能と入院機能を分

離しました。外来棟は外来と健診機能を

有する附属外来センターとなり、入院棟

は入院と救急医療に特化されました。

しかし分離後、医師を含めた勤務者の

移動や設備投資の重複など懸念事項も多

く、入院棟の移転、新築の希望が病院内
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査も出来るため、当院が群馬大学小児科

腎臓班の拠点化病院となる計画がありま

す。来年度の人事で腎臓班枠が新設され

ました。 また、新病院は急性期病院を目

指しているため養護学校は閉鎖される予

定でしたが、病院幹部のお骨折りで養護

学校のスペースが確保でき今後も維持継

続できそうです。

腎生検が行えて腎疾患の治療・長期経

過観察の出来る施設を目指していきたい

と思います。

部からも地域や行政からもありました。

そのため平成29年度に現在の外来セン

ターに隣接して414床の新病院として開

院予定となりました。新病院は7階建の

入院棟に耳鼻咽喉科を新設して24科を開

設、 さらに緩和ケア病棟や回復期リハビ

リテーション病棟を設置するなど地域の

多様なニーズに対応できるよう配盧され

ています。

急性期病院として高度な医療を提供す

るとともに、地域完結型医療提供体制を

充実させ、地域から信頼される病院を目

指しています。 病院と小児科の今後を述べましたが、

‘‘新しい酒は新しい革袋に盛れ"と言うこ

とわざがありますので、新病院完成の時

に現在の常勤医が何人残っているか、 ど

んなメンバーになっているかも興味のあ

るところです｡(私は)良い橋渡しが出来

るよう努力したいと思っています。

②当院小児科が群馬県内の腎疾患の拠

点病院へ

平成22年から勤務の相馬医師は、岩手

大学小児科で血液浄化を手掛け、現在は

小児腎臓病の専門医です。当院には腎臓

内科と泌尿器科があり、 シンチグラム検
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診療報酬 口メモ
▲

審査が電子化され、縦覧、突合ができ

るようになったことは、ご存知のことと

思います。前回、縦覧(6ヶ月前までの

レセプトが見られます｡)から分かる初診

日と処方日数について触れましたので、

今回は初診の算定と病名の関係について

書きたいと思います。

慢性疾患の病名が毎月のように治癒

し、初診が算定されているとおかしく見

えます。中でも、アレルギー性の疾患名

などが問題になることが多くなってきま

した。おそらく上気道炎の鼻汁のために

抗アレルギー剤を処方されたと思われる

レセプトなどだと、アレルギー疾患の病

名を付けることになります。すると今度

は初診の算定がおかしくなります。ご注

意ください。

このこととは少し違いますが、最近内

科では喘息性気管支炎の病名が適切でな

いことになりました。喘息は喘息、気管

支炎は気管支炎です。また、その両方で

もよいのです。小児ではまだ喘息性気管

支炎の病名は認められていますが、年長

児まで続いていると問題になります。い

わゆるレセプト病名での使用は避けた方

がよいように思います。

電子化による縦覧、突合などを通し、

いろいろな情報を保険者も把握できるよ

うになってきています。 2次査定も多く

なりそうです。そろそろレセプト病名と

いった発想は、無理になってきているよ

うにも思います。いかがでしょうか。

診療報酬の審査は本当に限られた情報

の中で行われています。その中ではやは

り病名の要素が大きくなります。適切な

病名を付けていただくこと、 また気にな

ることには詳記を付けていただけると、

とても助かります。

審査会では、正しい診療を正しく認め

られるようにと思っています。それには

保険者を納得させられる理由が必要で

す。ご協力お願いいたします。

(文責田代雅彦）
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小児科医のﾉｰﾄから

～子ども虐待について～

群馬県済生会前橋病院小児科部長、群馬県虐待防止医療アドバイザー溝口史岡リ

る。疾病で例えると、川崎病の頻度くら

いであり、小児期のcommondiseaseと

して、小児医療者であれば定期的にみる

であろう頻度である。さらに虐待により

傷症が生じているもののそれ自体で医療

機関を受診するほどではないような子ど

もたち(グレーケース)に至っては50人に

1人位、つまりクラスに1人はいるので

ある。さらに言えば､｢傷病を作るほどで

はないが、体罰は育児上、不可欠｣と認

知している親からしばしば叩かれて育て

られている子どもに至っては、 5人に1

人は存在しているのである｡(米国のエビ

デンスレベルの高い研究では、 ここで示

した推測に比しさらに頻度は高く、イエ

ローケースは約0.5％、グレーケースは約

5％の割合と報告されている'）

実際、本邦で虐待の疑いがあり児童相

談所/市町村に通告/相談された件数は単

純に合算すると152,988件(平成24年)で

あり、 18歳未満人口の0.75％に相当する。

未就学児に限ると、 1.04%の子どもが実

際に通告/相談されている計算になる。

我々は日常臨床の中で、 日々虐待されて

いる子どもに出会っているのである2o

例えば貧困の話題が出た際に､「日本に

虐待の問題はいよいよ社会問題化し、

日本には虐待の問題はないと考える医療

者はほとんどいなくなった。しかしまだ

多くの医療者は｢まさか自分が関わるこ

とにはなるまい｣という意識を持ってい

て､“自分事"化できていないのが現状で

ある。しかし、虐待の問題はTVの箱の

なかの問題ではなく、 まず出会うことの

ない小さな問題でもない。

たしかに致死的な虐待事例は、毎年お

よそ5万人に1人くらいと極めて稀な代

謝疾患のような頻度であり、死なないま

でも虐待によって入院せざるを得ない状

態になる子(レッドケース)も5000人に1

人くらいで、瞼えるならば白血病の初発

患者や1型糖尿病の初発患者をみるぐら

いの頻度であり、｢小児科医をやっていて

自分が初発時に関わったことがあるのは

1－2例｣というような頻度であり、臨床

医がまず自分が関わることはないだろう

と考えてしまいうる頻度といえる。

しかるに、入院するほどではないが救

急外来で何らかの医療的措置が必要とな

る子ども(イエローケース)まで感度を広

げると、その頻度は500人に1人くらい

であり、大体学校に1人はいる計算とな
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は本当の貧困者なんていない。アメリカ

のようなスラムはないでしよ」という言

葉を時に耳にする。しかし現実には日本

でも子どもたちの6人に1人は、月収10

万円以下という貧困家庭で暮らしている。

ひとり親世帯の子どもに至っては2人に

1人が貧困家庭である。貧困というフィ

ルターを通し親子を見つめないと､「きち

んと受診を守らない、困った親子｣など

としてしか見えないかもしれない。虐待

の問題も、 日常臨床でルーチンに疑うと

いう対応を行っていない限り、多くの支

援を要する家族を見逃してしまうのであ

る。

医師にとっては、月収10万円以下で家

族が生活するという生活の苛酷さは、な

んとなく想像はできても、真に理解する

ことは困難であろう。同じように虐待を

受けた子どもの苦しみ、精神世界を真に

理解することは困難であり、 ましてや虐

待をしてしまう親の苦しみを理解するこ

となどできないかもしれない。しかし

｢自分の理解の範囲を超えたモンスター」

として壁を作り、二枚舌でよそよそしい

態度を取ることは、間違いなく親の孤立

感を深め、養育環境をより脆弱なものと

し、虐待のさらなる潜行を許してしまう。

｢あなたの行った行為は是とはできない

けど、あなた自身を否とはしないよ」と

いうスタンスで支援的に接することが求

められる。

虐待をしてしまう親の多くは、生育歴

に何らかの問題を抱えており、成人期ま

でに適切なコミュニケーションスキルを

身につけることが出来ずに、対人関係で

挫折を繰り返していることがほとんどで

ある。彼/彼女らの｢攻撃的｣という鎧を

かぶった、対人防御としての稚拙な対応

を経験するたびに、彼/彼女らの中にあ

る｢健全に成長することが許されなかっ

た、泣いている小さな子ども｣が透けて

見えてくる｡｢虐待環境で育った奴、環境

に恵まれない奴がみんな子どもを虐待す

るわけではない！ 」と考える方もいるか

もしれない。しかしそれは｢パンがなけ

れば、ケーキを食べればいいのに｣と言

っているに等しい、無知に基づく無慈悲

/残酷さを帯びており、そのことは児童

虐待の社会的解決には何の役にも立たな

い。彼/彼女らの存在は、彼/彼女らが

20-30年前に子どもだった時代にも厳然

と虐待が存在しており、何らその病理に

目が向けられていなかったことの証明に

ほかならない。

欧米に比べて大きく遅れてしまったが、

｢虐待の社会的な否認の壁(虐待なんてあ

ってほしくない→虐待なんてない)｣が崩

れた現在、 この虐待という言葉をぜひ、

子どもが心身共に健全に育つための親子

支援のツールとして積極的に活用して欲

しいと切に願っている。この言葉は｢親

にレッテル貼り、親子をさらに苦しめる

ためのもの｣にするのか、親子の支援の

きっかけの合言葉として活用するのかは、

活用する人間次第である。

我々通告義務者が｢虐待を疑い、通告
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礎的対応スキルに乏しいチームであれば、

結局虐待の否認・倭小化が生じるリスク

は変わらない)。そして中核病院のチー

ムが判断や対応に困難を感じた場合に、

専門性の高い医師に容易にコンサルト出

来る体制を整えていく必要がある。たま

たま受診した医療機関によって、一方で

は虐待の可能性が考盧され支援枠組みが

構築され、他方では虐待の可能性が否

認．倭小化される、などという対応の不

均てん性により、子どもの予後が変わる

ということがあってはならない。

改めて確認しておきたいが、虐待は小

児期の心身の健康を脅かし、 さらに成人

期以降も精神医学的問題や、生活習慣の

乱れからの多岐に及ぶ健康問題のリスク

となる、極めて重要な小児期疾病である。

先に述べたように、有病率は極めて高く、

そして重症例を見逃した場合の再発率、

致死率は極めて高い(それぞれ約25％、

10%)3．自然寛解率は低く、慢性化率が

高く、多才な合併症を引き起こす。高率

に垂直感染を来たし、次世代に伝播する。

そして社会に対する負の影響がとても大

きい(虐待による直接コストは年間約

1000億、間接コストに至っては年間1兆

6000億の損失を我が国にもたらしている

と試算されている4)。このような重大

な国民の健康上の問題を、医師が看過し

ていいはずがない。虐待の対応体制の整

備は"医療者の本来の仕事を離れた余剰

サービス"ではなく、小児医療提供体制

の一つのセグメントとして整備していか

すること」を｢犯罪を疑い、密告するこ

と｣ではなく｢親子に求められる真のニー

ズを診断し、親子関係改善のきっかけを

作る治療行為｣との信念を持ち、小さな

アクションを起こすことを厭わないよう

にする必要がある。 3歳の子どもに対し

て"なんだかんだで1年間様子を見てし

まう”ことは、 30歳の大人に対して10年

間様子を見ることにも等しい行為である

ことを肝に銘じたい。

ただ、 このようなお題目は"言うは易

し"の典型であり、実際には通告には

様々なリスクがともなうのも事実である。

しかし、虐待を発見した者1人が全ての

責任を背負う必要はない。必要なのは、

疾病医療と同様の一次診療一二次診療一

三次診療の緊密な連携体制であり、その

ような体制がなく発見者に様々な事柄が

すべて託される状況下であれば、発見者

により虐待が｢否認・倭小化｣されるリス

クが生じるのは自明の理である。虐待を

成立せしめる"孤立/互助の欠如"を医療

者間でやっていては問題の解決はままな

らない。

医療における虐待対応も、 3層の階層

別構造が望ましいと筆者は考えている

(図)。地域の最前線の医療者がSentinel

(見張り番)として、気になる事例に対し

アクションを起こし、対応に困難性が予

想される事例は地域の中核病院がチーム

で対応する(そのためには虐待対応チー

ムが、予めトレーニングを受けた状態と

なっている必要がある。枠組みだけで基
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なければならない、我々の｢仕事｣なので

ある。

先に述べた虐待対応の三層構造体制は、

疾病対応における病診連携がそうである

ように､｢大変な事例の丸投げ｣では決し

てない。二次診療の場面は確かに重症／

対応困難事例(レッドケース)に対応する

難しい局面を担当することとなるわけで

あるが、一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

ととなるかもしれない。でもそのような

大変な患者が出ないように、我々は虐待

の進展の防止に力を注いでいる」という、

昇華した関係性の構築ができれば理想的

である。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

う訳にはいかない。

原稿執筆時点でまだ正式決定とはなっ

ていないが、平成27年度より厚生労働省

の提唱する児童虐待防止医療機能強化事

業としての虐待拠点病院の整備に、群馬

県にも予算が付く予定である。この施策

が実施されることにより、二次医療機関

のチーム対応の支援やトレーニング体制

は多少なりとも進むこととなると期待さ

れる5･ただし、虐待に求められるのは

地域の総合力であり、ほんの一握りの医

療者だけが熱心に関わるだけでは絶対に

対応整備は進んでいかない。一次医療機

関の対応整備の一例であるが、練馬区医

師会では痛ましい児童虐待を経験し、児

童虐待対応部会(練馬区医師会要保護児

童見守り事業連絡協議会)を設置したが、

わずか数年で医師からの通告数が倍増し

たとのことである。一次診療の立場で行

いうること、二次診療の立場で行いうる

こと、それが融合した際には虐待予防に

おいて医療が大きな力を発揮できるはず

である。

夜中に常識的には考えられないような

主訴で受診してきたり、医療者に対して

自分の主張を強引に押し通す親に遭遇し

た際に、我々は主観的/感情的に｢なんて

非常識な」との憤りを感じる。しかし、

そのような際に客観的/分析的に｢親御さ

んに発達上の問題や感情の制御を行う上

での問題が潜在しているかもしれない」

｢このような常識の無さやPowerの乱用

が子どもに向かい、子どもの育ちに懸念

する状況が生じていやしないか｣との視

点を持って共感的に接することが、虐待

の早期発見の際には求められる。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
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ことが小児科医のアイデンティティーで e=000001034573&tclassl=000001067369

ある」と筆者は信じている。 &tclass2=000001067525&tclass3=&tcla

ss4=&tclass5= (2015/1/24アクセス）
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erarchy&statCode=00450046&tstatCod (2015/1/24アクセス）

象淵| :鍾農援塵ﾄﾘｱｰジ(蜜全の確翼，
騨磯， ′I､児科開業医-－，3 事例化（関係機関に繋げる）を行い、安全担保

皇鱗騨驚葛篭蕊:霊
蕪,聯綴慕慧篁計鯉． ”

Stage2
勤務小児科医

全ての医療者

医療

コンサルト

談病診

連携

スーパー

パイズ
L通告。且

小児料医

CPTメンバ

●

君意稚|師

灘
q

,ソ連携L

』
セカンドオピニオン側蓬療鰡I

図：医療機関に求められる虐待対応一覧(上段)と医療機関間連携体制(下段）
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員からの投稿
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二次病院の日常診療から見えるもの

高崎医療センター五十嵐恒雄

最近の二次病院には、厚生労働省の政

策によって、地域支援病院などをはじめ

とした様々な仕組みが設定され、 この仕

組みに組み込まれることで収入が上がる

ようになっています。言うなれば、外来

患者をあまり診るなということです。こ

れは、医療機関の役割・機能分担を明確

にして、病院への外来患者の負担を軽く

するという意味においてはその通りで、

実際、一昔・二昔前の一般病院の小児科

外来は3分間診療とはいわないまでも、

冬ともなれば押し寄せる患者さんをとに

かく捌いてハイリスクの患者さんを見つ

け出すという、 トリアージがメインの仕

事におわれていたようなものでしたから、

今になってみると病院の小児科外来は随

分と落ち着いて、腰をすえた診療ができ

る雰囲気になってきたという気がしてい

ます。前のままであったとしたら、 どう

しても一人あたりの診療にかかる時間は

増してしまいがちな電子カルテを使いな

がらでは、到底まともには診療が終わら

なかったかもしれないと思います。

一方で、医療機関を診療報酬でコント

ロールしようとする政策意図もみえてい

ます。限りある医療資源を有効に活用す

るために云々といったいかにも理屈の通

りそうな文句が並んではいたりはします

が(｢限りある」ということに関しては実

際その通りなので、何ともいえませんが

…)、一方では基本的には自由経済の世

の中において、サービス業の面を多分に

持っていると思わざるを得ない医療にお

いて、サービスを提供する側の医療機関

に｢最もサービスを提供したいと思って

いる部分で最もたくさんお金を取りなさ

い｡｣｢この部分ではいっぱい報酬をあげ

ますから、 この部分でどんどん患者さん

を診てください｡」といっていることにな

ります｡「もうかるからこの診療行為をし

たがるだろう」という論理で医療機関を

コントロールしようとしていると受け取

れます。これに対しては、各種施設基準

もあるので､｢診療行為の質や体制を厚く

する担保をした上で加算をつけるのだか

ら、その分高くなって当然｣という見方

もできます。商品を差別化し、その差別

化した分を加算として加えているのだか
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要はないと思いますが、現在の医療環境

の中では、入院患者にどうするというこ

とが形としてわかっても、軽症者から入

院診療を受ける適応のある重症者を｢嗅

ぎ取る感覚｣を身につけるには、どう見

ても｢数｣に裏打ちされた｢経験値｣を積み

上げることが必要になってきます。さら

に事の善し悪しはいろいろですが､｢数を

こなさねばならない｣プレッシャーから、

｢最低限必要なこと」を考えたり、「とりあ

えず此処まではみておこう」とすること

や｢無駄なことをしない｣と考えるなどと

いうことにむけたインセンテイブが現状

ではなかなか働かず、真の意味での｢総

合的な診療能力｣を身につけることが難

しくなっているのではないかと危倶して

います。やはりどこかでは｢数をこなす」

経験をすることが､｢本当に役に立つ｣臨

床医を育てるためには必要な気がしてい

ますが、その環境は消えつつあるという

のが現状だと思います。

で、あれば、入院症例を大切にして、

一つ一つを掘り下げて経験の肉付けをし

ようということも一法です。しかし、入

院患者自体も一昔前とは隔世の感で減っ

てきています。本来は一番の繁忙期であ

ったはずのインフルエンザのシーズンに

なると、夜はともかく、昼間の外来はず

いぶんと余裕ができ、正月明けから2月

にかけては入院患者も少なくなりといっ

た状況です。これは抗ウイルス薬の出現

と無関係ではないような気がします。

HibやPCV-13などのワクチンの効果もあ

ら売値は高くなるのが当然と言う論理に

当てはめればそうかな、 とも考えます。

しかし、やっぱり何かに踊らされている

気がしてどうも釈然としません。おそら

く医療機関側の主体性や実情・実態など

の事情はお構いなしに報酬を決めている

からでしょう。国家管理に近い国民皆保

険のなかでは致し方ない面も有り、いや

ならば保健医療を止める選択も残されて

いるわけですから、全部だめだと文句を

言うわけにも行きませんが、ならばもう

少し将来に対するビジョンを示してもら

えると…という気はします。政策が場当

たり的に見え、そのたびに踊らされてい

る感覚を持ってしまうことが最も問題な

のかも知れません。

新臨床研修制度ははじまって何年もた

ちそろそろ｢新｣の字も色あせるくらいに

なってきました。この制度は大学病院中

心の専門偏重の研修制度から、一般病院

の役割を増して総合的な基礎的診療能力

を身につけたうえに専門的臨床能力をも

った医師を育てたいと言うのが骨子だと

理解しています。この限りでは誠に結構

な制度だと思います。しかし、上記の様

に｢外来患者を診ない｣病院では本当の総

合的診療能力を身につけてもらうことは

実際には困難が伴います。特に小児科に

おいては一般外来でのトリアージの能力

は臨床上とても重要だからです。重症患

者に対して何をするのかを理解した上で、

軽症患者を診ることがとても重要なこと

は、経験ある諸先生方であれば説明の必
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るのだと思いますが、 インフルエンザの

季節の肺炎・気管支炎など以前は非常に

coInnlonであった合併症を診る機会はず

いぶんと減ってきました。また、予防接

種の普及とともに流行性の疾患も見なく

なり、吸入用ステロイド剤の使用によっ

て反復性喘鳴の頻回入院も減ってきて、

一般二次病院の入院需要は少なくとも旧

来型の疾患群に関する限り、少子化を割

り引いても減っているように思われます。

このままの状況が進行していくと若い医

師の教育環境は悪化して、人が育たず医

療水準が下がるという悪循環の連鎖に陥

りかねません。

おそらく、病院小児科の役割は現在過

渡期にさしかかっているのだと思います。

従来型の流行疾患で重症化した患者さん

を中心に診療してゆく需要は減り、今後

は比較的まれな疾患の診断治療という、

どちらかというと従来よりは専門的な分

野へ力点がシフトしてゆくと同時に、今

後高まりそうな在宅医療への対応をまじ

え、こうした分野の需要の比重がより高

まってゆく傾向になるのではないかと思

います。これは現在の医療状況から考え

れば必要な方向性とは思いますが、 こう

した分野においては、患者数のわりには

マンパワーを必要としますので、この点

をどうクリアするかが問題となります。

これらの問題に対処しながら、次世代

の医師を確実に地域で育ててゆくための

仕組みを確保してゆかなければ、群馬県

の小児医療に未来はないと考えます。群

馬県においては小児科医の数自体は増加

傾向にあり、医療機関への勤務医の数も

増加傾向にあるようですが、小児救急に

かかわる二次病院の勤務医数はここ10年

では横ばいであり、当直が可能な勤務医

の数は減少して来ているのが現実です。

教育・診療の質の担保という意味では、

ある程度の集中化・集約化は必要ですし、

地域に対しては、小児科の二次診療を行

う病院が至近にあることはとても重要な

ことです。数字の上では地域に増えてい

る小児科医を病院の医療の中にできるだ

け組み込んで、この点の両立を図れれば

良いのでしょうが、二次病院の勤務医が

増えない背景にはもともとそれなりの事

情があることや、 365日24時間の対応を

求められる状況下では、夜間の勤務が可

能な医師の数が病院小児科の機能のかな

りの部分を決めてしまう中で、 これを

元々は夜勤の難しい立場の医師で補うの

は至難の業であり、現実は非常に厳しい

ものと考えます。現在の流れの中では、

地域に対する利便性に可能な限り配慮す

ることは必要ですが、群馬県全体の将来

を考える場合には、医師の教育と診療の

質の担保を優先させるための集約化は必

要だと考えます。そうでないと最悪の場

合には｢難しい疾患は東京でないと診ら

れない｣という数十年前の水準へ群馬県

の小児医療レベルが相対的に退歩してし

まう可能性があります。

新臨床研修制度には厚生労働省が医師

の管理を文科省管轄の大学病院から奪お
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はどうにもならなくなってしまいます。

状況が好転すればおそらく選択肢は多々

出てくるので、それはそのときに考えれ

ば良いとして、いまは悲観的な状況とな

る場合を第一に考えるべきだと思います。

こうした前提で、病院を含めた群馬県の

小児医療が真に子どもたちの幸福に寄与

できる形で機能してゆくためには、地域

に関わる小児科医が十分なコミュニケー

ションのもとに認識を共有し、具体的で

明確な目標を持ち、時には行政をも巻き

込んだ形で、各々の立場から協力してゆ

くことが必要だと考えます。勝手な言い

分ではありますが、今後に向けた小児科

医会会員の皆様のご指導を心よりお願い

する次第です。

うとしたかのような面があるように感じ

られ、 これによって地方の国立大学が持

っていた医師の供給機能が軒並み奪われ

てしまいました。しかも医療側にしても、

行政側にしても、仕組みの根幹は東京で

決められてゆきますので、彼らに状況が

しっかりとは見えていない地方において

これに対応するのは大変です。これと上

記の様な診療報酬改定で誘導された病院

の役割の変化や、小児の入院医療そのも

のに対する需要の変化に直面して、二次

病院小児科の運営は新たな曲がり角にさ

しかかりつつあるように思います。

医療資源に関して言えば群馬県はまだ

恵まれているのだと思いますが、多少の

自由度のある内に将来に向けた見通しを

立てておかないと、いざとなったときに

"倉彦
章
〃
〃
〆６
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群馬県小児科医会便り (51)No.62 2015. 4

｢小児外科医です｡」

高崎市土岐医院土岐文彰

といった小児外科疾患の診断・管理・手

術を勉強し、平成14年から2年間ほど新

潟大学病理学教室にて消化管腫瘍の研究

を行い、大学の研究室に戻り学位を取得

いたしました。

学位取得後は大学や小児医療センター

で小児外科医として勤務し、 また群馬大

学小児科の消化器班の先生方(特に友政

先生や羽鳥先生)に慢性便秘に関してご

指導いただき、現在日々の治療診断に役

立てております。

平成25年12月に群馬大学病態総合外科

学教室を退局、群馬県立小児医療センタ

ーを退職し、平成26年4月に土岐医院を

高崎市本郷町(旧群馬郡榛名町)で移転開

業いたしました。上記のように本来は外

科医ですが、小児医療に長く従事してい

たこともあり｢小児科・小児外科・外

科・消化器内科・内科｣を標傍すること

になりました。現在、父文武(71歳・消

化器内科医・内視鏡など專|Ⅷ1）と2診で

診療を行っています。当院から車で10分

ほど、 <だもの街道沿いにある土岐内科

医院との関係をよく聞かれますが、土||皮

内科医院の土l1皮宗利先生とは親戚関係に

なります(宗利先生のお父様と自分の祖

父が従兄弟です)。

小児科医としてはまだまだ未熟ではあ

りますが、小児外科医という立場から高

合一一
小

鬮
・児
科
も

児
外

箪 ‘』 ．

科・

消
化
器
内
科
・
外
科
・
内
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このたび小児科医会に入会させていた

だくこととなりました土ll皮文彰と申しま

す。簡単に自己紹介をさせていただきま

す。

昭和47年生まれの42歳です。高校まで

は東京で育ち、大学で群馬大学医学部に

進学し、平成9年に卒業いたしました。

その年に群馬大学第一外科(現在の病態

総合外科学教室)に入局、 3年間、大

学・藤岡総合病院・前橋日赤病院・高知

の近森病院と一般外科・救急医療・麻

酔･ ICU研修を経て、小児外科チーム

に専従することになりました。群馬県立

小児医療センター勤務となり、鈴木則夫

先生、高橋篤先生、黒岩実先生、池田均

先生にご指導いただき新生児外科から鼠

径ヘルニア、停留精巣、腸重積、虫垂炎
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今後小児科医会の研究会や夜間診療所、

日々の診療で先生方に大変お世話になる

と思います。高崎地区の小児医療に微力

ながら貢献できるよう日々精進していき

たいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

尚、小児科専門医でない自分に快く小

児科医会入会を認めていただいた江原弘

佳先生、松島宏先生、開業にあたりご指

導いただいた重田誠先生、吉澤幸弘先生

に御礼申し上げます。

崎の小児医療に少しでもお役に立てれば

と考えております。小児腹部疾患(便

秘・腸重積・虫垂炎・肛門周囲|儂瘍・冑

十二指腸潰瘍・過敏性腸症候群･ ･ ･)やヘ

ルニア・停留精巣・包茎などの小児泌尿

器、消化管異物、小児外傷などを専門と

していましたので、一般的にはあまり知

られていない｢小児外科｣という分野を少

しずつ周辺の父兄・学校の先生などにア

ピールしていきたいと思っております。

開業し一般小児科診察をしていて感じる

のが、便秘を病気だと認識していない親

御さんが多いということです｡｢(一般的

な)風邪は勝手に治りますが、便秘は治

療しないと治りません｡」と日々便秘治療

の啓蒙活動を行っております。

人様にお披露目できるような趣味はご

ざいませんが、 日本酒・写真・スキーに

興味があります。食べ呑み歩きは大好き

で以前は前橋周辺、高崎に住んでからは

高l11奇駅周辺をふらふらしております。呑

み歩きの記録を食べログというサイトで

｢ちよつき｣で投稿しておりますので一度

覗いてみてください(笑)。

土岐医院

370-3334高崎市本郷町65-1

TEL:027-343-6003 FAX:027-388-8522

診療科：小児科・小児外科・外科・

消化器内科・内科

診療時間： 9時～12時(木・土は13時ま

で) ･ 14時～18時

休診日 ： 日祝日・木土の午後
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蜥蜴と領土問題

前橋市柳川洋子

例年梅雨が明けると、連日猛暑に見舞

われる。この時期、時々診察室に蜥蜴が

關入する。受付嬢や患者さんたちが見つ

けてちょっとした騒ぎになる。蜥蜴も外

の猛暑に堪えきれず冷房の効いた室内に

入って来るのであろうか。外へ追い出そ

うとすると黒いしっぽと、怪しく光る緑

色の背中をくねらせ、素早く物陰に隠れ

込んでしまう。受付嬢が｢先生、どうし

ましょう…｣と言いながら私の顔を見る。

こういうことは事務方が｢私がやります

から先生はどうぞご心配なく」と率先し

てやるべきだろう、 と私は心の中で思う。

しかし彼女の方でもこれは私の職務では

ないと思っているようだ。蜥蜴は気持ち

が悪いし嫌いだが、そうとばかり言って

いられないのが女所帯の開業医のつらい

ところである。しばらく様子を見ている

と、敵は脱衣かどの下に潜んだまま動か

ない。そもそも顔の向きが良くない。部

屋の奥の方を向いている。追えばきっと

部屋の奥まで侵入してしまうだろう。

玄関から出て行ってもらう迄にはいろい

ろな隠れ場所があるから、この場所で一

気に捕らえてしまわなければならない。

あれこれ思案しているうちに一つ良い方

法が閃いた。柄の長い蝿たたきのような

ものに粘着テープの粘着面を外側にして

巻き付け、蜥蜴に一気に押し付ければ捕

まえることが出来るはずだ。見回すと古

いビニール傘があったのでそのJの字の

把っ手に粘着テープを巻き付けてから、

持ち替えて傘の先端の方を握って構えた。

最初の一撃でくっつけてしまわないとロ

ッカーの後ろに入られてしまう。様子を

見ていると天の助けか、蜥蜴が180度向

きを変え、そのままじっとしているでは

ないか。チャンスとばかり狙いを定めて

一気に傘を振り下ろす。すると見事に命

中した。粘着テープは体の一部分にだけ

くつ付いたので盛んに暴れている。そこ

で傘をぐりく”りねじり回すと今度は頭か

ら背中までくっついてしまった。白い腹

を見せ、しっぽの先だけくねらせている。

この光景は、突然、私に嫌悪感と罪悪感

をもたらした。あのような姿かたちに生

まれた蜥蜴にはなんの罪もないし、まし

て人に危害を加えることもしていない。

それなのに姿を見ただけで、人は大騒ぎ

して追い回し、あげくに殺してしまうの

はなんとも気の毒ではないか。

粘着テープはしっかりと蜥蜴に引っ付

いて容易にはがれない。屋外に放してや

ったらまた入って来るから困ると受付嬢

が言う。もっともだと思い、粘着テープ

の引っ付いたまま蜥蜴を炎天下の焼けた

アスファルト上に放置したが、これも誠

に残酷な処置で、 しっぽの先が苦しんで
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をもっているし、お互いの理解のもとに

平和的に解決すればその後の交易や経済

の上で協力や信頼を得ることも可能だ。

時間がかかってもその可能性にかけた方

が結局は被害が最も少ない。暴力で相手

を屈服できるという考えは実際には根拠

に乏しい幻想であり、非現実的である。

領土問題で話し合う必要がないというの

は、相手は昔から忌み嫌われてきた蜥蜴

の様なやつであり、殺されて当然と考え

るのと同じではないか。それにしても大

昔に、巨大な爬虫類の被捕食者であった

人間は、その頃の恐怖体験を受け継ぎ、

今もってちっぽけな蜥蜴に嫌悪と恐怖を

抱くのだろうか。遺伝子にしみ込んでし

まった嫌悪感と恐怖心を排除するには莫

大な努力と長い時間がかかるであろう。

相手に反省や謝罪を求めても事態は好転

しないのだから、お互いに納得するまで

相互理解を深め、敵意のないことを示さ

なくてはならないだろう。

現在日本が直面している領土問題と同

じには論じられないが、蜥蜴騒動から住

み分け、縄張り、領土問題と思わず考え

てしまった一件である。

いるのをずっと見ていることは出来ない。

苦しむのを見ないということも、人間の

エゴではないかとまた気が滅入る。

爬虫類はワニの様に体が大きければ勿

論であるが、蜥蜴のように小さくても人

に嫌われる。大昔、人類がこれらの爬虫

類の餌食にされ苦しめられていた名残だ

という説もある。人は正当防衛だと疑わ

ないが、落ち着いて考えれば、蜥蜴を見

ただけで殺してしまうのは明らかに過剰

防衛である。その上、巨大な爬虫類の子

孫であるということだけで、今この小さ

な蜥蜴が、ご先祖様の行為の責任を取ら

されるべきだとも思えない。

動物は他の群れの縄張りへ入ったら、

命の危険にさらされる。水や食物が十分

ある時はまだしも、これが不足してくれ

ば縄張りを超えてえさ場を争うことも起

こる。これは自然の営みであって正義も

不正義もない。しかし蜥蜴が一匹住居に

侵入したからといって即座に殺してしま

わなくても良かったのではないかと後に

なって思うのである。蜥蜴への少しばか

りの理解があれば、殺したりしないで、

領土を侵犯しないようにさせる工夫はあ

る。例えば、蜥蜴が棲むのに心地よい草

むらを確保しておくとか、家屋に入り込

む隙間をなくすとか、蜥蜴の嫌うものを

境界付近に置いておくなどである。

人間社会の領土問題でも、相手を殺し、

傷つけて、解決困難な紛争を引き起こし

てしまう前に冷静に考えるべきである。

人間なら言葉や感情で理解し合える文化
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少年が助けてもらい世話になった医師の

志を次の世代として引き継いでいく物語

です。もちろん歌に出てくるエピソード

が散りぱめられ、病院や避難所ではたく

さんの物語が繰り広げられます。映画の

方はどんな出来になるのでしょうか。

医師を描いた小説、 ドラマの中で最近

見て印象に残った作品を紹介します。

私が一番好きな｢さだまさし｣の曲は

｢風に立つライオン｣で、カラオケで歌う

機会があると｢昴｣かこの歌を唄います。

最後のほうで高音が出なくて苦しいので

すが。最近｢さだまさし｣がこの歌を基に

した小説を書き、映画になることを知り

ました。たぶんこの文章が皆さんに届く

ころには上映されていると思います。今

の時点(1月)では映画は見られないので

本を読みました。歌の歌詞どおりではな

いけど、その世界よりさらに時間的に発

展した話になっていました。ケニアで医

療につくし、子どもたちの生活や教育に

力を入れた日本の青年医師に命を救われ

た少年が医師になり、今度は彼が東日本

大震災の津波被災地に来て…さらに避難

所にいた日本の少年が…という話です。

最近読んだ本で、この数年間の中で一

番良かったと思う本を紹介します。帯木

蓬生の｢天に星・地に花｣です。この人の

作品では他に｢風花病棟｣｢蝿の帝国｣｢蛍

の航跡｣を読みました。これらもお薦め

です｡｢天に星…｣は江戸時代の九州のあ

る地方の農民の暮らしとそこで診療する

医師の物語です。すごく簡単に言うと

｢カムイ伝｣と｢赤ひげ｣を合わせたような

話ですが、 もう少し込み入っています。

2～3世代にわたりその地方の凶作や一

摸、藩の動き、人々の転機が描かれます。

庖瘡にかかったけどある医師によって回
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2～3か月毎晩見なければならないので、

まだ覚悟と時間がありません。

地方の医師に弟子入りして下働き(水

汲み)から始まり、ついには宮廷医師の

最高位になり、朝鮮初の医学書体系を書

き上げたという医師の話です｡｢ホジュ

ン｣は医師の鏡だなあと毎回思いました。

｢お前はこれだけ本気で診療している

か！ 」｢いつも患者を一番に考えている

か！ 」と観るたびに自分に語りかけ、頑

張らなくてはと思いました。ホジュンも

すばらしい師がいてその教えを大事にし

て診療に励みます。

復できた少年が医師を志しその医師の弟

子になります。一摸の時農民を救った名

家老と医師、主人公の少年の交流が物語

の軸になります｡｢天に星・地に花・人に

慈愛｣という言葉がこの人たちの生き方

を貫きます。縁あって医師の弟子になり、

成長しながら同じ地域で人々のための診

療を続け、 また縁により面倒を見ること

になった甥が自分の後をついで行きます。

｢風に立つライオン」と重なるテーマです。

韓国ドラマは見始めると面白く止まら

なくなって困ります。医師を扱ったもの

では｢チャングム｣｢ホジュン｣｢馬医｣を観

ました。それぞれいろいろ語ることはあ

りますが、今回は｢ホジュン｣を紹介しま

す。最近リメイク版が出来たようですが

そちらはまだ見ていません。 きっとまた

こうしてみると医師の物語は、先輩・

恩師の存在がすごく大切でその人生を支

えているのだなあと改めて思いました。

蕊塞蕊奪簑篝……

一一

一

一
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副反応が激減したことは記憶に新しい。

やがて時は移り、 2005年(平成17)には

MRワクチンが挿入され何等問題なく今

日に至っている。

当時の予防接種事故の裁判判例につい

ては、 1974年(昭和49)の徳島の種痘を皮

切りに、 1977年(昭和52)のインフルエン

ザ、 1984（昭和59)の種痘・三種混合・

インフルエンザ・ポリオ・日本脳炎など、

予防接種事故に伴う地裁に対する予防接

種禍健康被害訴訟へと進展した。無論、

被告としての国・県・市の責任が問われ

たことは言うまでもない。その後の集団

訴訟の経緯については、 1992年(平成4）

の東京、 1993年(平成5)の福岡、 1994年

(平成6)の大阪、札幌などの高裁判決へ

と続き、相次いで国の過失が認定され敗

訴が確定し、判決に基づき国家賠償責任

となった。このことから、国は同年(平

成6）に予防接種の大改正を行い、従来

の｢義務接種｣から｢推奨接種｣へと大きく

舵を切り、集団防衛から個人防衛へと転

換し、個人(保護者)への責任の一端を委

ねることともなった。この点については

小生だけかも知れないが、国の責任転嫁

ではなかろうかと些か疑問に思う所以で

先進欧米諸国との20年来のワクチンギ

ャップから我が国も漸く脱却し、近年、

VPDに対する理解度も専門家の努力と

保護者や我々小児科医への啓発と講演に

より、ワクチン接種の意義とその重要性

への再認識が一段と高まったことは誠に

望ましいことである。然しながら、 70歳

を過ぎた頭の堅い小生にとっては若い頃

と異なり、ここ2～3年のワクチン種目

の急速な普及は、接種開始年齢時期、回

数と間隔、更には他のものとの組合せな

ど、その煩雑さは頭痛の種ともなってい

る。

今思えば、昭和40～50年代当時の麻疹

や三種混合などのワクチンは、一部組成

と性状、並びにその製法と製造過程にお

いて、成分の混入などの不完全さと不備

が見られた。具体例として、KL法によ

る麻疹ワクチンに伴う異型麻疹の発生、

全菌体法の三種混合ワクチンによる頻発

する発熱やけいれん、上～前腕部に亘る

腫脹・瘤痛などの副反応が多数の児に見

られたことである。その結果を踏まえて、

百日咳菌の内毒素などを除去した成分ワ

クチンへと転換され、今日では両ワクチ

ン共に改良を重ねたことで、殆ど重大な
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あるとも鳴かれている。全てのワクチン

の定期接種化は大いに歓迎すべき事柄で

はあるが、 2005年(平成17)の日脳ワクチ

ン接種によるADEMの発生、 2011年(平

成23)のワクチン同時接種による8人の

死亡事例、 2013年(平成25)の子宮頸癌ワ

クチンによるCRPSの多数の報告事例な

ど、有害事象の発生に枚挙のいとまがな

く、問題提起と今後の対応への課題を突

きつけられることともなった。ワクチン

との因果関係はないと結論づけられては

いるが、その検証は有識者、学識経験者、

専門家などに一任するとしても、直接現

場に携わる一人の医師としては、死亡事

例や重大な有害事象などの発生は決して

人事ではあらず心中穏やかではない。こ

の様な時として起こり得る事象に対する

不安を一掃し、安心して対応できる予防

接種体制づくりを具現化して貰いたいと

思うのは小生だけの葛藤か。予防接種と

出産は、 とかく予期せぬ出来事が生じる

ものである。テレビドラマ「ドクターX」

の大門美知子ではないが､｢私、失敗しな

いんです｣と確信を持って一度は言って

見たいものである。

もある。

話しは遡るが、 1989年(平成1）に接種

を開始したMMRワクチンが原因と思わ

れる無菌性髄膜炎の多発である。ご存じ

のとおり接種開始後まもなく、東京を中

心として全国的に髄膜炎の発生が拡大。

当初、厚生省は発生が10～20万人に1人

との見解を発表したが、このことに疑問

を抱いた前橋市医師会・予防接種委員会

が、戸所正雄先生を中心として県内病院

に入院したワクチン株由来で発生したと

思われる入院患児数を隈無く調査した結

果、 1,200人に1人の発生を報告。それに

も拘わらず、同省は接種の推進を図った

が全国的な実態を目の当たりにして、

1993年(平成5)に突然接種を中止せざる

を得ない事態となった。当時の混乱振り

は、却って医師側の不信感を増幅させる

要因ともなった。

今日のワクチンは改良され極めて良質

かつ有効性の高いものとなったが、依然

として有害事象が水面下にあり、多くの

トラブルが新たに生じたことも否めない。

国は2009年(平成21)のインフルエンザの

パンデミック発生を契機とし、 ヒブ、小

児用肺炎球菌ワクチンを始めとした8疾

患9ワクチンの定期接種化について検討

を開始。その後の2013年(平成25)には、

ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸癌ワクチ

ン、2014年(平成26） 10月からは水痘､65

歳以上の成人用肺炎球菌の両ワクチンが

定期接種化された。来年にはロタ、B型

肝炎ワクチンの定期接種の可能性が大で
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僕は2011年9月に開業したが、 自分の

ブログを始めたのは、同年の7月だ。開

業準備の打ち合わせのなかで、ホームペ

ージ作成に携わってくれた業者の方が、

『院長のブログなどを書かれている先生

もいらっしゃいます。ホームページにリ

ンクすると、患者さんたちに情報発信も

できるので、おすすめです』とおっしゃ

った｡｢そんなものかな｣と、あまり深く

は考えずに、 自分にとっても日記めいた

記録になるだろう、などとも思ったのが、

始めたきっかけだった。

それまでブログといえば、ご存知の先

生もいらっしゃると思われるが､『バミュ

ーダ先生』(ある産科の先生)のブログを

愛読していて､「よくもまあこんなに面白

いことが次々出てくるなあ｣と感心して

いたという程度だった。それが初めて自

分で書くとなると、何となく気後れして

しまう。そもそも、いくら自分のクリニ

ックのホームページにリンクしてあると

はいえ、そんなにたくさんの方の目に止

まるわけでもない。しかし何となく、 自

分の書いた記事が、ウェブ上に公開され

るという不気味さ、あるいは漠然とした

不安があって､「さて何を書くべきか｣と

パソコンのモニタとにらめっこして思案

してしまうのだった。しかし、 2～3回、

｢ブログとやらをはじめてみました｣程度

の内容を書いてみて、たしかに、どこか

らも誰からも何の反応もないことがわか

ると、なんだか少しほっとして、そのあ

とは本当に日記調に､｢今日はこんな打ち

合わせがありました｣などと、あまり構

えずに書いていけるようになった。

始めたのが開業の2か月前だったので、

当初は、開業に至るまでの日々の出来事

(｢今日は看板がたちました｣など)を綴っ

ていたが、開業してからは、少し、書く

ことに気を使うようになった。というの

も、自分の一日の活動のほとんどは診療

だから、その日常診療から話題を拾うの

が一番容易なのだが、例えば受診された

お子さんの様子などは個人情報にあたる

ので、ブログに公開するわけにはいかな

い。だからそういった話題ではなく、天

気のこと、飼い犬のこと、趣味のことな

どを選んで書くようにした。時々、お子

さんから、お手紙や折り紙の作品などを

頂戴したりするので、そういったものは、

一緒に来院されたお母さんやお父さんに、

『これ、僕のブログに載せても良いです
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が起きているのか逐一把握できない。こ

ういったコメントこそ、受診された方の

正直な気持ちだと思い直して、改善策に

つとめるようにした。だが、そんな中で、

もっとも困惑するのが、次のようなコメ

ントだ｡『3日も熱が下がりません。受診

したほうがよいでしょうか？』こういっ

た類いには、どうにも対応のしょうがな

い。なにしろ状況が不明だし、当院のか

かりつけのお子さんかどうかもわからな

い。安易な返答はそれこそできない。で

も、 もしかしたら、本当にアドバイスを

期待してコメントされていたら、どうし

よう？などと悩んでしまう。そしてつい

に、先日、コメントを受付停止にしてし

まった。受診されたお子さんのお母さん

数人から､『先生、最近コメントが入りま

せん』と言われたが、事情を説明したら、

了解してくれたようだった。

はじめた当初は考えてもいなかった、

ブログの功罪を知り、改めて過去の自分

の記事を読み返しても、なんら面白いと

も思わず､『バミューダ先生』の文才に敬

服したりしているうちに、更新から遠ざ

かっている今日この頃である。

か？』と伺ってから、載せるようにして

いる。もっと気楽に書ければいいのにな、

と感じたこともなくはないが、なにしろ、

誰が見ているか、読んでいるかわからな

いのだから、仕事の特質上、それなりの

注意や配慮は必須だ。

そして、ブログを続けているうちに、

｢コメント｣が入ってくるようになった。

最初は、読者からのコメントは受け付け

ないように設定しようかとも思ったが、

一方的に書いているだけだとつまらない

ような気もして､『どうせだれもコメント

などしてこないだろう』と、 タカをくく

っていたが、時々、 リアクションがあっ

た。その多くは､『先日はお世話になりま

した。息子は無事回復傾向です』といっ

た、受診後の様子を伝えて下さるような

ものだったり、『インフルエンザが流行し

てきたのですね』など、内容に関する寸

評といったものだった。コメントを書い

て下さった方の名前は、ハンドルネーム

なので、それが、いつ受診したお子さん

なのかは、こちらはわからない。でも、

『お熱が下がってきました。ありがとう

ございます』などといったコメントには、

心身とも励まされるような気がする。一

方で、辛辣なものもあった。クリニック

の待ち時間や、スタッフの対応などにつ

いての厳しい指摘である。コメントを受

け付ける以上、予想されていたこととは

いえ、これには少なからず衝撃をうけた。

しかし、考えてみれば、僕自身は診察室

にこもっているので、受付や待合室で何
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とふぉ こ一
-photocorner-

大島幸雄

｢馬に語る」

平成26年10月、みどり市笠懸で行われた｢笠懸の武技｣の一場面です。装束姿の

老人が、疾走を控えた馬に穏やかな表情で語りかけていて、馬がじっと聞き入っ

ている様子にみえました｡｢馬の耳に念仏」といいますが、実際の馬は賢いように

思えました。一体何を話していたのか想像しながらシャッターを切りました。
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」

『

副

北條みどり

｢父の往診鞄」

最近、忽然と古ぼけた鞄が出てきた。父の往診鞄だ。昔は往診が多かった。冬

は道のぬかるみを避け、地面が凍ってから出かけることが多かった。私が医師に

なって1年目のことだった。 2月の寒中、夜に往診から帰宅してそのまま寝床に

ついた。朝、すでに亡くなっていた。だから、鞄は最後に往診したままの状態

だ。注射液や薬がぎっしり入っていて、約7kgあった。 ' | !身を処分しかねてい

る。今年は父の33回忌、そして、私は父が亡くなったのと同じ年齢であることに

何らかの因縁を感じた。
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医会関係行事録

平成26年 7月6日（日）7月6日（日） 第1回予防接種リスクマネジメント研修会浦和

田口、松島

7月10日（木） 小児在宅医療協議会県庁

飯山

8月4日（月） 小児在宅医療協議会

飯1II

9月4日（木） 平成26年度群馬県小児保健会理事会群馬会館

田口

9月8日（月） 群馬県小児科医会救急医療対策委員会マーキュリーホテル

大山、重田、角田、須田、五十嵐、飯山、長|鳴

10月1日（水） 群馬県小児科医会理事会マーキュリーホテル

群馬県小児科医会運営委員会

飯山、田口、長嶋、松島大山、重田、今井、北條

10月11日(土） 第58回関東ブロック小児科医会ホテルメトロポリタン高|崎

飯山、田口、長嶋松島、大山、重田、今井、北條

10月18日(土）群馬県小児科医会秋季総会マーキュリーホテル

第60回学術講演会

講演l「アクトヒブ5年間の軌跡」

菅野芳憲氏

（ジャパンワクチン株式会社プロダクトマーケッティング部門）

講演2「レクチャー：発達障害を考える」(6回シリーズ）

第3回県内支援現場の実際と課題

岡田恭典先生(群馬大学医学部付属病院小児科講師）

講演3「在宅医療的ケアの必要な子どもたちとその支援」

渡辺美緒先生(群馬県立小児医療センター神経内科）

講演4｢小児科開業医がマスターすべき救急蘇生術」

下山伸哉先生(群馬県立小児医療センター循環器科）

特別講演｢子どもの風邪

～プライマリ ・ケアの治療を考え直そう～」

西村龍夫先生(にしむら小児科医院）
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群馬県小児科医会編集委員会

北條、三宅、柳川、大山、柏木、関、長島、霜田、飯山、

田口、長|鳴

群馬県小児等在宅医療連絡協議会県庁

飯山

群馬県周産期医療対策協議会県庁

飯山

11月5日(水）

11月17日（月）

12月16日(火）

員 異 動 ’
へ
云

■入会関谷亜矢子先生(ほんま小児科)(平成26年11月15日入会）

〒371-0816前橋市上佐烏町722-3

TELO27-290-3131

高橋比路美先生(国立病院機構沼田病院小児科)(平成26年11月18日入会）

〒378-0051 沼田市上原町1551-4

TELO278-23-2181

退会松井晶先生(ご逝去のため：平成26年11月28日退会）

〒379-2163前橋市女屋町1049-l

TEL O27-261-l492

平成27年2月13日現在175名



群馬県小児科医会便り (65）No.62 2015. 4

■あとがき■

2014/2015年シーズンのインフルエンザは昨年よりも早期にシーズン入りしました。

群馬県下では12月24日に注意報が、 1月27日に警報が発令されました。大きな流行にな

らないように心配しながら診療していることと思われますが、 2月上旬をピークに発生

状況は減少傾向にあるようです。今シーズンはAH3亜型が最も多いようです。シーズ

ン当初はAHlpdmO9が次に検出されていましたが、年が明けてからはB型の検出割合が

増えてきているようです。

1月に入って、平成27年度の小児救急医療体制についての対策協議会が圏域ごとに開

催されています。現状はどこも厳しく、どう知恵を絞っても手一杯であり、その決定的

解決策は見出せないようです。県内においては、内科系および外科系そして産科系につ

いても余裕のある救急体制が構築できる状況ではないようです。余裕がないまでも、安

定した救急医療体制を供給したいものです。

日本小児科医会より地域総合小児医療認定医制度が開始されます。研修会や講習会の

参加と地域貢献活動について単位申請するようです。この制度自体を御存知ない会員も

多いようですが、今後の医療資源の活用について展開しているようです。本号でも私た

ちを取り巻く医療資源についての投稿内容が少なくありません。明日を見ている子ども

たちを診療する小児科医にとってはなんとも言えない感覚になりますが、どんな体制に

なっても小児科医で良かったという気持ちを持ち続けたいものです。

群馬県小児科医会便り62号には、多くの先生方よりご投稿いただきました。今後とも

変わらぬご協力を心よりお願い申し上げます。

長きにわたり編集委員会の委員長を務められました柳川洋子先生が、平成26年12月31

日付けで在籍されていたすべての医師会を退会されました。本会におけるご尽力に改め

てお礼申し上げます。そして、 これからも寄稿して頂きたいと思います。

編集委員霜田雅史
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｜ 編集委員会からのお知らせ
’ 、〆

会員からの原稿を歓迎致します

募集要項

＊字数：自由(800字～1200字程度）

＊写真：内容に関連したスナップ写真

＊手書きの場合は原稿用紙使用

＊ワープロ、 PCの場合はプリントにCDを添える

*Eメールの場合は、 ワード文書を添付、 またはそのままメールにして送信

＊原稿送付先：

371 0125前橋市嶺町90－3 みどり小児科北條みどり

E-メールmidori.88903.ped@sky.plala.or.jp

、 ノ
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