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【巻頭言】

今年は秋の訪れが早く、例年、8月末から

9月初めは感染症も少ないことが多かったの

ですが、手足口病やRSウイルス感染症など

が流行して、いつもと違った晩夏となりまし

た。

小児科診療がいまだ感染症の流行に左右さ

れており、感染症流行状況によって病院や診

療所の保険診療収入額が変動します。現在の

少子高齢化のあおりを受けている中で､10年

後一番その影響が大きいのが、小児科と言わ

れています。少子化の歯止めがなく、現在の

診療報酬体系では、病院小児科も小児科診療

所も保険収入だけでは経営が成り立たないと

予想されています。現状では、主に予防接種

などの自由診療部分が多く、一見、小児科開

業医が儲かっていると思われております。ま

た、診療報酬改正では入院小児科診療報酬へ

の加算が優遇されてはおりますが、少子化の

今後の影響は多大であり、不安が尽きません。

一方で、小児に対する地方自治体による医

療費助成が全国的に進んでおり、それによっ

て、子育て家庭の負担は軽くなっているもの

の、夜間休日においては「コンビニ」受診を

誘発し、医療費増加の一因となっている可能

性が指摘されています。そのため、通常の診

療体制が整っている時間の診療への誘導が望

まれています。とにかく、医療費全面無料は、

コンビニ受診の加速と日中の小児科外来の空

洞化、小児科外来医療資源の空費（特にクリ

ニック）を悪化させることになるかと危倶さ

れます。

今後、地域の小児医療は、現在の感染症を

2015年12月

田山正伸

(徳島県小児科医会会長）

中心とした医療から大きく変貌せざるを得な

くなりますが、健診や予防接種を含めて小児

科医の診療はどの領域が中心となっていくの

だろうか。発達障害、心の問題や思春期を扱

うことが小児科の大きな役割となるだろうと

思いますが、それ以外にも、小児在宅医療へ

の関与が必要になるのではないか｡そして､総

合診療医との棲み分けはどのようになるか。

といったことが今後の小児医療の課題となる

かと思います。

そうした小児医療の厳しい現状と今後を考

える上で、小児科医も何らかの外に向けての

アクションがいるかと思います。日本小児科

医会は「成育基本法」という法律制定に向け

て、日本医師会と日本産婦人科医会等の関連

組織とタッグを組んで国会議員連盟を構成し、

その制定に向けて活動しております。8月に

は全国的な署名運動を行ない、短期間でll

万人もの署名を集めました。また、来年の参

議院選挙には現職の小児科医である「自見は

なこ」先生が立候補の予定であります。是非

とも、小児科医を国会の場に送り、子育て世

代の若い世代の人達や我々小児科医の意見を

国政レベルで発言して頂けるよう、日本医師

連盟をはじめ日本小児科医連盟も支援、応援

しておりますので、会員の皆様もよろしくお

力添えをお願いします。今こそ、小児科医が

立ち上がる時が来ました。一緒に『頑張ろう』

『頑張ろう』『頑張ろう」！
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1NPO法人子育て・発達支援ネットワーク

『はぐくみ』について

橋本俊顕

NPO法人子育て・発達支援ネットワーク「はぐくみ」理事長

徳島赤十字ひのみね総合療育センター

万葉集に山上憶良は「しろがねも黄金も玉

もなにせむにまされる宝子にしかめやも」と、

子は国の宝であると詠んでいる。子の健やか

な育ちを親たちは願っている。

江戸時代中期に日本を訪れたカール・ツュ

ンベリー（スエーデン人）は「この国ではど

こでも子供を鞭打つことはほとんどない。子

供に対する禁止や不平の言葉は滅多に聞かれ

ないし､家庭でも船でも子供を打つ､叩く、殴

るといったことはほとんどなかった」と述べ

ている。このように我が国は世界中で一番子

供を最も大切にしてきた。

しかしながら近年、わが国では児童虐待の

件数が年を追うごとに増加している。その要

因として、核家族化、経済的格差、人間関係

の非薄化、地域・家庭の養育力の低下などが

考えられるが、児の面からみてみると育てに

くさを持っている発達障害の頻度の増加や少

子化によるひとりひとりの子供への定型発達

への期待の圧力増大も要因の一つと考えられ

る。

2012年の文部科学省の調査によると発達

障害が疑われる児童生徒の頻度は通常の学級

で6.5％であるが、実際には10%を降らない

と考えられている。発達障害の原因は遺伝的

素因があると言われているが、最近では出生

前・後の環境の要因（妊娠中の母の精神状態

や出生後の愛着など）が大きな影響を及ぼす

ことが言われている。発達障害のある子は感

覚過敏、落ち着きのなさ、衝動性、澗癩など

があり育てにくい子が多いことから保護者が

子育てに疲れてしまったり、虐待に陥ること

も多い。このようなネガティブな子育てに

あった子は障害の状態も強くなったり、長じ

て二次障害として精神障害や引きこもりを引

き起こす頻度が高く社会生活に支障をきたし

経済的損失も大きくなる。逆に、最近の研究

では、できるだけ1-2歳までの早期に診断

し、適切な介入をすることにより著明に改善

し発達障害の域を脱する者があることも報告

されてきた。

このようなことから、子供や母親に関わる

医療、保険、教育、保育、心理などの専門家

が集まり、①子どもと親の健全な育ちを支援

すること、②発達障害の疑われるハイリスク

児を早期に発見して早期介入に導入すること、

③ペアレント・トレーニングなどの支援方法

の有効性が示されているが、支援者は不足し

ており、支援者を養成すること、を目的に

｢NPO法人子育て・発達支援ネットワークは

ぐくみ」を平成26年に設立した。活動とし

ては、香川県の委託を受けて「放課後児童ク

ラブの相談支援、実態調査､巡回相談｣、発達

障害の講演会、子育ての講演会を企画実行し

ています。現在、主な活動は香川県で行って

いますが今後、徳島県でも活動の輪を広げて

いきたいと考えています。徳島県小児科医会

の会員の方々にも是非ご協力いただければと

－2－



存じます｡ご存知のようにNPO法人は寄付や

助成を受け事業を行っています。徳島県小児

科医会の会員の方々にもご賛同いただければ

2015年12月

幸いです。また、会員として参加いただくこ

とも宜しくお願い申し上げます。

NPO法人子育て・発達支援ネットワーク「はぐくみ」

設立趣旨書

1趣旨

最近、発達障害児の増加が社会的にも問題

となっている。しかしながら、早期に発見し、

継続して支援をしていく有用活用できるシス

テムが少ないのが現状である。また、育児に

悩んでいる親も多く、虐待の誘因の1つにも

なっている。しかし、幼稚園や保育所などの

保育･教育現場の職員の研修の場が少なく､医

療・福祉・教育および行政の連携システムが

いまだ不十分である。

そこで、このような支援・研修・連携を行

う組織として､他職種が協働するNPO法人子

育て・発達支援ネットワーク「はぐくみ」を

設立したいと考えた。

2申請に至るまでの経過

NPO法人子育て・発達支援ネットワーク

｢はぐくみ｣の設立に参加した社員はそれぞれ

の分野で発達障害や子育て支援に関わってき

た。

しかしながら、医療、心理、教育、福祉な

どの分野の連携は必ずしも十分ではない。発

達障害のある子どもでは幼少児期の確診が困

難なケースが少なからずあり、また、医療機

関や専門機関につながる以前に親の受け入れ

や理解のために心理的な支援が必要なケース

もある。また、虐待の誘因として発達障害が

背景にある事例も多い。

ペアレント．トレーニングなどの支援方法

の有効性が示されているが、支援者は不足し

ており､支援者養成が必要である。さらに､保

育園、幼稚園および学校などでの対応が困難

な児に対する巡回相談やコンサルテーション

を行う専門家も十分でない。

そこで、本法人では、発達障害のある子ど

もの子育て支援、園や学校とのコンサルテー

ション、本人に対する医療的ケアと療育プロ

グラムの提供をする。スペクトラムの視点か

ら、発達障害だけではなく、グレイゾーンの

子どもを含めた子育て支援全般を目的とした

NPO法人の設立を計画した。

本法人を設立することによって、社会に求

められるものに対応する組織に縛られない連

携や公的機関からの委託事業を推進すること

につながる。

連絡先：

NPO法人子育て・発達支援ネットワーク

｢はぐくみ」事務所

〒761-0113

香川県高松市屋島西町1857番地1

屋島総合病院小児科内村川和義

TELO90-4505-2682

E-mail:k.murakawa@npo-hagukumijp

－3－
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2自閉症スペクトラム（障害）医療の現状

はじめに

自閉症スペクトラム障害は、何らかの遺伝

的素因に加えて環境的影響が加わり脳の形

態・機能異常が生じ発症すると考えられてお

り、脳科学の進歩により原因の解明が進んで

いる。

最近では早期発見、早期介入が予後の改善

をもたらすことが明らかになってきた!)。ま

た、薬物療法についても進歩が見られ、今後

更なる発症機序の研究の進展が期待される。

ASDの概念

ASDは様々な原因による脳機能異常から特

徴的な3つ組みの症状（社会性・コミュニ

ケーションの障害、こだわり行動）を示す症

候群である。また､感覚の異常､運動機能（特

に協調運動）の異常も伴うことが多い。優れ

た視覚性認知や記憶力､聴覚性認知の弱さ､社

会性の未熟など能力のアンバランス、凸凹が

特徴的である。

スペクトラム（連続体）とはその症状が定

型発達にも見られるものであり、一線を画し

て切ることができないことを意味する。例え

ば、知的にも重度のものから正常ないし非常

に高い状態のものまである。自閉性にしても

高度の異常から個性とみられる状態まで存在

する。

橋本俊顕

(徳島赤十字ひのみね総合療育センター）

ASDの疫学

ASDの頻度は近年増加している。米国では

1980年代から最近まで約8．2倍増加したと

報告されている2)。韓国では人口1000人当

たり27人と報告されている3)。最近の米国

の報告では人口68人当たり1人､約l.5%と

なっている4)。地域差が有りICT関連企業の

多い地域で高頻度5)で高学歴の親の子に多い

傾向であった。

男女比は3－4～5:1で圧倒的に男児に多

い。知的障害のないケースが60－70％と高

率である。

ASDの原因

自閉症の原因は表lに示すように出生前か

ら出生後まで様々なものがあるが、原因の

はっきりしないものが80～90％であり、同

胞、親子例も多く、遺伝性と考えられている。

l卵生双生児の研究では自閉症になる一致率

は60～92％であり､2卵生の場合は約10％

表1

自閉症スペクトラム障害の原因

胎生期・毒物
母親の低年齢鉛中毒､VPA
母体の健康状態不良・適伝疾患
母親の喫煙･飲酒･薬物脆弱X症候群

糖代謝異常{G6PD)
出生時合併症

甲状腺ホルモンへの耐性
低酸素､遷延分娩､出血 フェニルケトン尿症

周産期・脳損慨
低出生体重児､過熟児外傷､感染

幼児期・過伝

低 栄 菱 1 卵 生 双 生 児 の 高 一 致 率

－4－



と同胞例の一致率と変わらず､遺伝率は90％

以上6)と考えられていたが､最近の研究では

50％位の数字となっている7)。遺伝性に加え

て何らかの環境要因が関与して発症すると考

えられている。想定される環境要因として環

境物質､母体の精神状態､胎内環境の変化､出

生後の栄養、養育環境などがある。

10～20%と考えられる原因疾患としては

様々であるが､中でも結節性硬化症は約25％

に自閉症を発症する8)。脳性麻揮も脳に損傷

があることから知的障害や自閉症の合併する

頻度が高い9)10)。低出生体重児の要因も重要

である。

遺伝について

ASDは家族集積性があり、遺伝性の強い障

害である。このことから、原因遺伝子の検索

が行われており、連鎖解析、SNP(一塩基変

異）解析、連鎖不均衡マッピング、関連研究

などの手法を用いて染色体上の原因遺伝子の

位置の絞込みが行われている。家族発症例や

遺伝性疾患に併存したASDはASDの約10%

に見られるが､これらの研究からASD発症に

関係した遺伝子が多数同定されている!')。決

定的なものは見つかっていないが、画像研究

の結果から情報伝達の同期性の問題が推測さ

れ、シナプスの形成、構造や機能に関与する

ニューロリジン、ニューレキシン、SHANK2

などが注目されている12,13,14）◎

遺伝形式は多遺伝子性のものであり、出生

前や周産期・出生後の環境要因が関与し、こ

れらが遺伝子発現に影響することが考えられ

る15)。出生前要因として環境物質､母親の精

神状態（ストレス)、薬物（てんかん薬､精神

薬など)、飲酒や喫煙、低体重児、周産期･出

生後要因としては仮死産、低栄養、愛着・絆

の問題などがある。

2015年12月

ASDの症状

Wingの3つ組の症状、対人・社会性の障

害、コミュニケーションの障害、こだわり行

動、が見られる。加えて感覚の障害、運動の

障害が多くのケースに見られる。DSM-5では

感覚の障害が重視され、診断基準の項目に加

えられた16)o

ASDの診断

2013年に改定されたDSM_5'6)では、従来の

DSM-Ⅳとは異なりASDはneumdevelopmental

disorders(神経発達障害）の一つとして位置

づけられ、細類型の分類はなくなった。また、

診断基準の項目に感覚異常の症状が加えられ、

さらにAD/HDとの併存が認められるよう

になった。しかし、DSM-IV-TRに準拠した評

価基準ADI-Rを用いての診断例でもほとんど

のケースがDSM-5の基準でももれなかった

事から妥当と考えられる17)。問題点としては

こだわり行動が見られないものをコミュニ

ケーション障害として分けたこと、小児期崩

壊性障害を除いたことなどで、今後検討を要

する18)。

早期診断、早期介入が重要視され、欧米で

は2歳児までに診断し介入することが進めら

れている。我が国では1．6健診を利用して早

期診断に結びつけることが妥当と考えられる。

Inadaら19)は､M-CHATを邦訳し本邦で標準

化し早期診断に試用している。今後、より早

期の症状の研究、バイオマーカーの研究の進

展が待たれる。

ASDの脳の変化

1．脳病理

Bauman&Kemperの報告20)以来､多くの
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病理所見が報告され、脳の広範な部位に変化

が見られている。即ち､①小脳､脳幹の変化：

プルキンエ細胞・頼粒細胞の減少、オリーブ

核の変化、②辺縁系：扁桃体や海馬の小細胞

化、高密度化、前部帯状回の層構造・細胞構

築異常、③大脳新皮質：ミニコラムの構築異

常、紡錘状回皮質第3層の細胞密度の減少で

ある。これらを結ぶ回路システムの異常、

GABA系神経系や興奮神経系ネヅ1､ワークの

異常が考えられる21,22)。

大脳白質は深部白質に比し皮質下白質の

体積が大きく両者のアンバランスがある。

拡散強調画像(DTI)を用いた研究ではFA

値が減少しているとの報告が多いが、増加

しているとの報告もあり一致していない。

しかし、何らかの白質の構造異常・連結異

常を示唆してる25)。また、自閉症傾向との

関連性も報告されている26)。

脳の局所の体積は、外側後頭葉、中心周

囲部位、内側側頭葉、基底核、右頭頂弁蓋

部周辺に変化が見られている27)。

2．脳の形態

頭囲

頭囲は対照に比較し2～4，5歳まで急

速に増大し､その後増大の傾向は鈍化し､逆

に対照の増大速度が勝るようになり、大頭

の頻度は減少し差が少なくなってくる。著

者ら23)は自閉症児の母子手帳の記録を分

析した。自閉症の頭囲は出産時に対照と差

がないが、その後急速に増大し6ケ月で差

がピークとなり、その後、差が少なくなる

傾向であった（図1)。

自閉症スペクトラムの生後の頭囲変化

Changosofzscore

3.脳機能

fMRI

AmaralDGら2'l)は課題負荷テスト中の

fMRIの研究報告をメタ解析し自閉症脳の

機能異常部位を報告した。それによると社

会性の障害には前頭葉眼窩皮質(OFC)､前

部帯状回(ACC)、紡錘状回(FG)、上側頭

溝(STS)、扁頭体(A)、下前頭回(IFG)、

後頭頂皮質(PPC)、コミュニケーションの

障害には下前頭回(IFG)、上側頭溝(STS)、

基底核(BG)、補足運動野(SMA)、黒質

(SN)、視床(Th)、小脳、橋核(PN)、こ

だわり行動には前頭葉眼窩皮質(OFC)､前

部帯状回(ACC)､基底核(BG)､視床(Th)

が関与していることが示された（図2)。

さらに、ASDでは遠隔の各脳部位間の機

能的conectivity(連結）の異常があり、連

４
２
Ｄ
Ｂ
６
４
Ｚ
０
２

１
１
１
０
０
０
０
０
０

一手HFA-恥

一酢唾A-B-

去嚇A･a1

÷LFA｡⑬1

ARb竹1hl西辻h3…hq6f、､け運12m閉th5

Tim含已RGfb打th(m“RhO】

図1 FukumoIo､etaI.』ADD､2008 自閉症スペクトラムの脳障害部位

MRI

頭囲の増大は、MRIによる研究から、脳

体積の過剰な増大（大脳皮質､白質の両者）

によることが明らかになった。この体積の

増大は小児期早期に目立ち成人になると差

がなくなる24)。大頭の発生機序は不明であ

る。

社会性の障害：
鯛瑠菓鰻高皮貫(CFC入前部帯状回
仏cc）
鮪鐘状回(FG》・上剰韻珊ISTS).■圏
餌A）
下前頭圏僻G).彼頚画硬質(PPC）

.垂ケンヨンロ害
雨眼回(IFG》･上例頤渦(STS).遜
底核(BG）
補足遷動野(SMA>､鳳周(sN)､視床
(Th）
小麟､櫓砿(pN）

こだわり？
前溺葉電圃皮買(CFC).釘毎審状回
(“c）
茎宜歴.【BG>､授厩〈Th】

図2
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結の障害の程度と自閉症の症状の強さや情

報処理状態との相関も見られている28)。

また､動作模倣や動作観察時に活動し｢心

の理論」と関係するミラーニューロン（内

側前頭前野、角回、内側頭頂部、外側側頭

部）や基底状態で活発に活動しているデ

フォールト・モード・ネットワーク（腹内

側前頭前野、腹側前部帯状回）の機能異常

も報告されている29,30)。

MRS

ASDの被殼でGlu/Crが定型発達より

高値である。臨床症状との関係では、被殻

や尾状核のInS/Cr比はコミュニケーショ

ンやこだわりのスコアーと正の相関、視床

のCho/Cr比は負の相関を示した。視床

のGlu/Cr比は社会性のスコアーと正の

相関を示した31)。また、GABAの低下が見

られるとの報告も見られる32)。

EEG

ASDの約30%にてんかんの合併が見ら

れ、脳波異常を示す児はその1．5倍はいる。

前方視的研究でASDにてんかんを合併した

群では脳波異常率が高く、発達の退行を示

し、広汎性発達障害や小児自閉症のスコ

アー高値、社会性スコアー低値である33)。

情動語と中性的な語の判断課題における

事象関連電位でASDは定型発達と比べ反

応時間に差はなかったが、定型発達に見ら

れる刺激後400～600msに見られる後期

陽性成分が見られなかった34)。

ASDは雑音の中で目的とする音の聞き分

けが困難なことが多い。左右非対称性の両

耳分離ピッチの音刺激に対する事象関連電

位を記録したところ定型発達では目的とす

るピッチ刺激に応答して対象関連陰性電位

が見られたが、ASDではこの成分が減少し

ていた。遅い成分(P400)に差はなかった。

このことから聞き分けの不良は音処理の初

－7－
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期の前注意レベルで生じるとした35)。

脳の情報伝達様式は子どもの脳の発達に

よって変化する｡局所の狭い範囲の連絡､離

れた脳部位間の連絡がシナプス形成や刈り

込みにより変化を受け伝達の発達的変化が

起きる36)。一方、fMRI"DTIによる研究

から、自閉症脳の各部位間の情報伝達の異

常が示唆されている。脳波による研究でも

同様のことが言われており37)、Boslら38）

は安静時の64チャネル記録脳波をthe

modifiedmultiscaleentropy(mMSE)法で

分析し9ケ月の時点で自閉症ハイリスク児

を80％の確率で識別できるとしている。ま

た、脳波のスペクトルコヒーレンス分析か

らprincipalcomponentsanalysis(PCA)を

行い、40因子を特定し、この因子がASD

の診断に役立つことを報告した39)。

MEG

MEGの音刺激に対するガンマ帯域の同

期性振動性の活動異状がASDや其の第一

親等においてみられる。言語認知課題で

ASDの両親と対照を比較したところ、対照

では刺激に誘発されたガンマ帯域活動の減

少がみられたが、ASDでは逆に増加がみら

れた。左側優位性も対照より強かった40)。

この所見はASDの診断の指標となる可能

性がある。

ASDは感覚の問題を持っているがASD男

児は触覚刺激に対し第一感覚野における皮

質活動の低下を示した。この活動性の低下

は感覚プロフィール質問紙による触覚行動

と関係していた。すなわち、ASDは体性感

覚処理における初期の相違があり、それが

統合から運動反応への皮質活動の後期段階

に影響を及ぼしていることが示唆される4')。
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バイオマーカーについて

遺伝子バイオマーカー:ASDは遺伝性が濃

厚であり、最近では多数の遺伝子の異常が見

つかっている多遺伝子性の障害である。特に

細胞癒着やシナプスの機能に関連した遺伝子

が注目されている。遺伝子の機能に影響を与

えるエビゲネティクスの要因も注目されてい

る。染色体の特定の位置でのDNAメチレイ

ションがASDの症状の重症度に関係すると

の報告もある42)。

代謝物バイオマーカー43):①先天性代謝異

常症が原因でASDとなることが知られて

いる。また、脳セロトニン、オキシトシン、

ビタミンD、GABAの血小板レベルの低値

が見られる。不飽和脂肪酸の比率の減少、

⑩6／の3比の増加も見られる。②酸化ス

トレスマーカーの高値、特にゴールドスタ

ンダードである血漿F2t-Isoprostanesの高

値が報告されている44)｡③ミトコンドリア

の機能障害：乳酸、ピルビン酸の高値、④

免疫調節異常：ネオプテリン、S100蛋白

の高値､サイトカイン(CCL2､CCL5､TGF-

β）の高値､⑤環境物質:アルミニウム、カ

ドミウム、鉛、水銀などの高値がみられる。

併存症、二次障害（表2）

併存症とはASDの原因となる脳の機能異

常の程度や広がりに関連して生じる状態であ

表2

自閉症スペクトラムの併存障害・二次障害

・ 併 存 瞳害。=錘凄

1．知的障害1．解離性障害

2．注意欠陥多動性障害2．反抗挑戦性障害

3．てんかん 3 ． 行 為 障 害

4．チック障害4．気分障害

5．排泄障害5．不安障害

6．学習障害6．適応障害:不登校

7．運動能力障害7．外傷後ストレス障害

8．双極性障害8．虐待

り、二次障害とはASDに対する不適切な対応

やそれに起因する認知の歪み、不適切さから

生じる状態と考えられる。前者には知的障害、

てんかん、ADHDなどがあり、後者には不安

障害、PTSD、適応障害がある。しかし、両者

を明確に区別できない場合もある。精神疾患

の併存率は非常に高い45)。また､ASDの対人

関係の障害や行動上の問題から生後に愛着が

形成されにくかったり、虐待を受ける傾向が

高い。このことがASDの症状をエスカレート

させ二次障害を生じる恐れがある。できるだ

け早期の診断、早期の介入、介護者の理解・

認知が望まれる。

治療法46）

1）行動療法

ABAのアプローチを用いたLovassの早期

の行動療法的介入､EarlyStartDenverModel

[ESDM]、およびペアレントトレーニング､認

知行動療法がエビデンスに基づいた有効性が

あると考えられている。認知行動療法は不安

症状の軽減に有効であった。

早期診断し適切な介入により、ASDの診断

基準から脱したケースの報告も出てきており、

2歳までの早期診断､告知､保護者の認知､行

動療法的介入が望まれる。このためには、一

般の人々のASDに対する正しい理解の促し

啓発(100人に2－3人と多いものであり、

早期診断と適切な対応で改善しうる障害）が

重要である。

2）教育的介入

TreatmentandEducationofAutisticand

Communicationrelatedhandicapped

CHildren(TEACCH)プログラムの有効性が

うかがわれるが、報告が少なく、報告間によ

る差がみられる。
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3）医学的介入

リスペリドンとアリピペラゾルがこだわり

や常同的行動､攻撃行動に有効であった。しか

し､社会性やコミュニケーションの改善には関

与しなかった。不随意運動､体重増加などの副

反応に注意が必要である。最近､オキシトシン

が有効であるとの報告が散見される57)。医学

的治療のトピックスであり、本邦では東京大

学を中心に成人ASDの治験が行われ有効性

が報告された47)｡ASDにAD/HDを併存し

たケースにはコンサータやストラテラが使用

される｡AD/HD症状の改善とともにASD

の症状も緩和される効果がある48)。自律神経

失調や心身症の、イライラ、パニックに漢方

薬が効果がある。代表的なものとしては抑肝

散、大柴胡湯、柴胡加牡蛎湯などがある。て

んかん合併にはてんかん類型に合った抗てん

かん薬の処方が必要である。精神障害の合併

は幼少児期に不適切な対応やいじめ、虐待に

あったケースに生じやすい。薬剤としてはう

つにはSSRI、SNRIなどの抗うつ薬、双極性

障害にはテグレトール、リチウム、統合失調

状態にはリスパダール、エビリファイなどが

用いられる。薬物治療について表3に示す。

3）関連保健介入

PictureExchangeCommunicationSystem

[PECS]とResponsiveEducationand

PrelinguisticMilieuTraining[RPMT]が言葉

の穫得に効果が見られたが永続性は見られな

かった。

おわりに

自閉症スペクトラムの神経生物学的研究の

進歩により､その発症メカニズム､バイオマー

カーなど診断技術や治療の発展につながる報

告が相次いでいる。今後、さらなる研究の進

展と治療の進歩を期待したい。

2015年12月

文献

l.McEachinJJ,SmithT&LovassOI.Long-

termoutcomefOrchildrenwithautism

whoreceivedearlyintensivebehavioral

treatment・AmJMentalRetardl993;97:

359－72．

2.BarbaresiWI,CoIMganRC,WeaverAL,etal.

Theincidenceofclinicallydiagnosedversus

research-identifiedautisminOlmsted

County,Mmnesota,1976-1997:I℃sultsfrom

aretrospective,population-basedstudy・J

AutismDevDisoId.2009;39:464-70.

3.KimYS,LeventhalBL,KohYJ,etal.

Prevalenceofautismspectrumdisorders

inatotalpopulationsample.AmJ

Psychiatry.2011;168:904-12.

4.DevelopmentalDisabilitiesMonitoring

NetworkSurveillanceYear2010Principal

Investigators;CentersfbrDiseaseControl

andPrevention(CDC).Prevalenceof

autismspectrumdisorderamongchildren

aged8years-autismanddevelopmental

disabilitiesmonitoringnetwork,llsites,

UnitedStates,2010.MMWRSurveill

Summ.2014March28;63(2):1-21.

5．RoelfSemaMT,HoekstraRA,AllisonC,et

al.Areautismspectrumconditionsmore

prevalentinaninformation-technology

region？Aschool-basedstudyofthree

regionsintheNetherlands.JAutismDev

Disord.2012;42:734-9.

6.BaileyA,LeCouteurA,Gottesmanl,etal.

Autismasastronglygeneticdisorder:

evidencefromaBritishtwinstudy.

PSyCholMedl995;25:63-77.

7．SandinS,LichtensteinRKUja-HalkolaR,

etal.Thefamilialriskofautism・JAMA

－9－



徳島県小児科医会報第28号

2014;311:1770-7.

8.SmalleyS.Autismandtuberoussclerosis.

JAutismDevDisordl998;28:407-417.

9.KilincaslanA,MukaddesNM.Pervasive

developmentaldisordersinindividuals

withcerebralpalSy.DevMedChildNeurol

2009；51：289－294．

10.ChakrabartiS,FombonneE.Pervasive

developmentaldisordersinpreschool

children.JAMA2001;285:3093-3099.

ll.MuhleR,TrentacosteSV,Rapinl・The

geneticsofautism.Pediatrics.2004;

113:472-86.

12．神谷篤、北畠康司、澤明．脳の発達異常

と精神疾患．BrainNerve2008;60:445

－452．

13.WonH,MahW,KimE・Autismspectrum

disordercauses,mechanisms,and

treatments:fOcusonneuralsynapSes.

FrontMolNeurosci6:19.doi:10.3389/

fhmol.2013.00019.

14.CoeBRWitherspoonK,RosenfeldJA,et

al.Refininganalysesofcopynumber

variationidentifiesspecificgenes

associatedwithdevelopmentaldelay.

NatureGenet2014;46:1063－71.

15．JacksonFLC.Cene-environment

interactionsinhumanhealth:casestudies

andstrategiesfordevelopingnew

paradigmsandresearchmethodologies.

Front.Genet.,29August20141doi:

lO.3389/fgene､2014.00271.

16.AmericanPsychiatricAssociation.

Diagnosticandstatisticalmanualofmental

disorders,6fthedition.2013;Arlmgton,VA.

17.GuthrieWI,SwinefbrdLB,WetherbyAM,

etal・ComparisonofDSM-IVandDSM-5

factorstructuremodelsfbrtoddlerswith

autismspectrumdisorder.JAmAcadChild

AdolescPsychiatIy､2013;52:797-805.

18.NemeroffCB,WeinbergerD,RutterM,et

al.DSM-5:acollectionofpsychiamstviews

onthechanges,controversies,andfilture

directions.BMCMed.2013Sepl2;11:

202.doi:10.1186/1741-7015-11-202.

19.InadaN,KoyamaT,InokuchiE,etal.

ReliabilityandvalidityoftheJapanese

versionoftheModifiedChecklistfor

autismintoddlers(M-CHAT).ResAutism

SpectDisord2011;5:330-6.

20.BaumanM,KemperTL.Histoanatomic

observationsofmebraininearlyinfantile

autism.Neurology.1985;35:866-74.

21.ZikopoulosB',BarbasH.Alteredneural

connectivityinexcitatoryandinhibitory

corticalcircuitsinautism.FrontHum

Neurosci.2013Sep27;7:609.doi:

lO.3389/hlhum.2013.00609.

22.BlattGJ.Theneuropathologyofautism.

Scientinca(Cairo).2012;2012:703675.

doi:10.6064/2012/703675.

23.FukumotoA,HashimotoT,ItoH,etal.

Growthofheadcircumferenceinautistic

infantsduringthefirstyearoflife.J

AutismDevDisord.2008;38:411-418.

24.AmaralDG,SchumannCM,NordahlCW.

Neuroanatomyofautism.TrendsNeurosci

2008;31:137-45.

25.TraversBG',AdluruN,EnnisC,etal.

DiffusiontensorimaginginautiSm

spectrumdisorder:areview.AutismRes.

2012;5:289-313.

26.GibbardCR',RenJ,SeunarineKK,etal.

Whitemattermicrostructurecorrelates

withautismtraitseverityinacombined

clinical-controlsampleofhigh-fimctioning

-10-



adults.NeuromageClin.2013;3:106-14.

27.NicklJockschatTI,HabelU,MichelTM,

Brainstructureanomaliesinautism

spectrumdisorder--ameta-analysisofVBM

studiesusinganatomiclikelihood

estimation・HumBrainMapp.2012;33:

1470-89.

28.MaximoJO',CadenaEJ,KanaRK・The

implicationsofbrainconnectivityinthe

neuropsychologyofautism.NeuropSychol

Rev､2014;24:16-31.

29.BastiaansenJA,ThiouxM,NanettiL,et

al・Age-relatedincreaseininferiorfi･ontal

gyrusactivityandsocialfunctioningin

autismspectrumdisorder.BiolPsychiatly.

2011;69:832-8.

30.BosDJ,vanRaaltenTR,Ora可eB,etal.

Developmentaldifferencesinhigher-order

resting-statenetworksmAutismSpectrum

DisordemNeuroimageClin.2014;4:820-7.

31.Doyle-ThomasKA,CardD,SoolyaLMetal.

Metabohcmappmgofdeepbrainstructm℃s

andassociationswithsymptomatoloa/in

autismspectrumdisorders・ResAutism

SpectrDisord.2014;8:44-51.

32.RQjasDC,SingelD,SteinmetzS,etal.

DecreasedleftperisylvianGABA

concentrationinchildrenwithautismand

unaffEctedsiblings.Neuroimage.2014;

86：28-34.

33.ShubrataKS,SinhaS,SeshadriSP,etal.

Childhoodautismspectrumdisorderswith

andwithoutepilepsy:Clinicalimplications.

JChildNeurol.2014Jull7.pii:

0883073814540521.

34.LartsevaA,DijkstraT,KanCC,etal.

Processingofemotionwordsbypatients

withautismspectrumdisorders:evidence

2015年12月

fromreactiontimesandEEG.JAutismDev

Disord.2014;44:2882-94.

35.LodhiaV,BrockJ,JohnsonBW,etal.

Reducedobjectrelatednegativity

responseindicatesimpairedauditory

sceneanalysisinadultswithautistic

spectrumdisorder.PeelJ.2014Feb25;2:

e261.doi:10.7717/peeIj､261.

36.SupekarK,MusenM,MenonV.

Developmentoflarge-scalefunctional

brainnetworksinchildren.PLoSBio1.

2009Jul;7(7):elOOO157.doi:10.1371/

journal・pbio.1000157.

37．CobenR,Mohammad-Rezazadehl,

CannonRLUsingquantitativeandanalytic

EEGmethodsintheunderstanding

ofconnectivityinautismspectrum

disorders:atheolyofmixedover-and

under-connectivity.FrontHumNeurosci.

2014Feb26;8:45.doi:10．3389/

fhhum.2014.00045.

38.BosIW,TiemeyA,Tager-FlusbergH,et

al.EEGcomplexityasabiomarkerfor

autismspectrumdisorderrisk.BMCMed.

2011Feb22;9:18.doi:10.1186/1741-

7015-9-18.

39.DuffyFH,AIsH.AstablepattemofEEG

spectralcoherencedistinguisheschildren

withautismfromneuro-typicalcontrols-a

largecasecont1℃lsmdyBMCMed､2012Jm

26;10:64.doi:10．1186/1741-7015-10-64.

40.McFaddenKL,HepburnS,WinterrowdE,

etal・Abnormalitiesingamma-band

responsestolanguagestimuliinfirst-

degreerelativesofchildrenwithautism

spectrumdisorder:anMEGstudy.BMC

PSychiatIy.2012Nov29;12:213.doi:

10.1186/1471-244X-12-213.

-11-



徳島県小児科医会報第28号

41.MarcoEJ,KhatibiK,HillSS,etal.2013Jul3;8(7):e68444.doi:10.1371/

ChildrenwithautismshowreduCed journal.poneOO68444.

somatosensoryresponse:anMEGstudy.45.JoshiC',PettyC,WozniakJ,etal.The

AutismRes.20120ct;5(5):340-51.heavyburdenofpsychiatriccomorbidityin

doi:10.1002/aur.1247. youthwithautismspectrumdisorders:a

42.WongCC,MeaburnEL,RonaldA,etal.largecomparativestudyofapSychiatrically

Methylomicanalysisofmonozygotictwinsreferredpopulation.JAutismDevDisord.

discordantfOrautismspectrumdisorder 2010;40:1361-70.

andrelatedbehaviouraltraits.Mol46.WarrenZ,Veenstra-VanderWeeleJ,etal.

Psychiatry.2014;19:495-503.TherapiesforChildrenWithAutism

43.GoldaniAAS,DownsSR,WidjaiaF,etal.SpectrumDisorders.Rockville(MD):

Biomarkersinautism.FrontPsychiatry. AgencyforHealthcareResearchand

2014Augl2;5:100.doi:10.3389/Quality(US);2011Apr.ReportNo.:

fpsyt.2014.00100.ll-EHCO29-EF.AHRQComparative

44.GorrindoP,LaneCJ,LeeEB,etal．EITbctivenessReviews.

EnrichmentofelevatedplasmaF2t-47.AokiY,YahataN,WatanabeT,etal.

isoprostanelevelsinindividualswithOXytocinimprovesbehaviouralandneural

autismwhoarestrati6edbypresenceofdencitsininferringothers'socialemotions

gastrointestinaldysfunction.PLoSOne. inautism.Brain.2014;137:3073-86.

表3自閉症スペクトラム陣害の薬物療法

薬物

中枢神経刺激薬

メチルフェニデート

アトモキセチン

抗鮒神病薬

定型

ピモジド

非定型

リスペリドン

アリピプラゾール

クェチアピン

抗うつ薬

SSRl

フルポキサミン

パロキセチン

三項系

イミプラミン

クロミプラミン

リチウム

適応

多動性・衝動性

不注意

多動性･衝動性、攻撃性、

{21側、興宙、チック

こだわり、うつ、不安

強迫性障害

うつ、分鑑不安

攻撃性、自傷、うつ、イ

ライラ

用賦
剛作用

0.3-1.0mg/1-1

0.5-1.01W1-1

0.5mg/Hから

1mg/日から

25mg/日

25mg/Rから漸燗

10－30唾/l-I

lO-25m8/1J

10mg/日から31T噌/kg／

日まで

成人400-600mg/日

亜大なもの（まれ）

脳梗飛、狭心疵

心逝図変化

心室凱拍、郷撃、悪性症候群

不繋脈、脳血管障害、悪性症候

群、ジスキネジー、鵬閉窮

悪性推候群、イレウス

繍尿綱、舟血輔

郷曜、釧乱、幻覚、セロトニン

症候鮮、肝機能障害、自殺企図

心砿図変化(QT延長、心室獺
拍)、商血圧

上記十郷蛾

悪性症候群、徐脈、問性尿附I症

－12－

その他

拠畢域値低下、不眠、食欲不振、体

亜減少、興爾、剛擶、チック

W鵬障害、不眠、顛擶、眠気

視覚障害、のどの渇き、発汗、排

尿障害

便秘、不眠、不安、蝶燥感、肥満、

食欲冗進､商プロラクチン血症､眼

女(、流誕、鯏尿

W腸症状、酬揃、I服眠障害

便秘、不眠、不安、蝶燥感、肥満

食欲冗進

眠気、めまい、ふらつき、頭揃、消

化器症状、不安 燥、パニック

のどの渇き、めまい、ふらつき、眼

気

掻戦、脱力、催怠、皮疹、浮煎



薬物

抗不安薬

SSRI

ベンゾジアセピン

ロラゼパム

エチゾラム

オロキサゾラム

抗てんかん薬

クロナゼパム

バルプロ雌

カルバマゼピン

抗ヒスタミン薬

ヒドロキシジン

シプロヘプタジン

術現器剛薬

クロニジン

グアンファシン

プロプラノロール

メラトニン

ラメルテオン

フルニトラゼパム

洩方薬

加味通過散

半皿厚朴湯

競迎解灘湯

大柴胡湖（主）

大柴胡渦去大黄

抑肝倣（主）

四逆倣（主）

柴胡加竜付牡蛎湯

三繭潤心湯

ホルモン剤

オキシトシン

適応

不安、心身症、抑うつ、

睡眠陣宙、緊張、PI3D

てんかん､不安､抑うつ、

睡眠陣害、緊張、PTSD

てんかん、興宙、イライ

ラ

＋気分変調

不安、不眠

興爾、不安、攻撃性、自

側、チック、PTSD，多

動・衝動性

睡眠隙宙

不安、イライラ

剃癩、イライラ

＋不眠

神経症、不眠

パニック、強迫、不安

不安、イライラ、てんか

ん、不眠

不眠、不安

自l#l推状の改善

2015年12月

用I、
剛作用

0.05唾/kg/口

0.05鴫/kg/'二1

0.1-0.2mg/k8/11

0.025-0.1,8/kg/日

10－15Ing/k8/H

5－】on堰/k8/11

】-2.5唾/k8/日

0.1-0.3,8/k8/'三1

成人0.215-0.45ng/日

成人0.5-1.0mg/日

成人30-60皿/日

0,5-6mg/回

4－8mg/回

0.5-1mg/回

成人7.59/日

成人7.59/日

成人7.59/H

成人7.59/日

成人99/日

成人7.58/日

成人7.59/H

成人7.59/｢I

成人7.59/日

噴霧8－12単位

1日1－2回

in大なもの（まれ）

依存性、興禰、錯乱

＋肝陣碑、間質性肺炎

依存性、呼吸抑制、肝障聞、

ライ症侯鮮、高アンモニアIhl

症、膵炎、血小板減少

無顕粒球推などの血液疾恐、皮

膚の過敏反応、アナフィラキ

シ ー

ショック、肝機能障害、アナ

フィラキシー

撹乱、狸翠、幻覚、無頼粒球症

幻覚、錨乱

心不全、徐脈、房室ブロック、

気管支榔畢

ミオパチー、偽アルドステロン

症

間質性肺炎、肝障碍、黄
●●

ミオパチー、偽アルドステロン

症

問質性肺炎、肝障碍、茂痕

ショック

-13-

その他

眠気、ふらつき、倦怠感、頭揃

＋動悸、健忘、のどの渇き

眠気、ふらつき、瑞叫

眠気、失調、食欲冗進、同船症状、

体亜増加

眠気、めまい、顔尿、視調節陣宙、

岡腸症状

眠気、倦怠感、喉の渇き

白血球減少、肝機能障害、食欲九

進、過敏性

眠気、めまい、徐脈、低血圧

眠気、倦怠、低IhlⅡ;、W腸症状、発

疹

頭痛、めまい、懇心、咽吐、過敏

症、涙分泌波少

時に不眠、興爾

発疹、食欲不掘、問朋症状

発疹、食欲不振、測朋症状

食欲不振、脳揃、下痢

ー

食欲不抜、W鵬症状

食欲不振、服痂、下痢

鼻道炎症、鼻湖、流涙、頭揃、吐

き気、アレルギー性皮膚症状
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1食物アレルギーについて

日本人の約3分の1が何らかのアレルギー

疾患に罹患しており､その有病率も近年増加傾

向であるといった背景から、平成26年6月に

アレルギー疾患対策基本法が成立しました｡こ

の中で、医師その他の医療関係者は、アレル

ギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄

与するよう努めるとともに､科学的知見に基づ

く良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行う

よう努めなければならないとされています。

今回のテーマである食物アレルギーにおけ

る診療の基本は、「正しい原因アレルゲン診断

に基づいた必要最小限の除去食｣!)です。正し

いアレルゲン診断とは､詳細な問診によって明

らかな誘発エピソードと現在のアレルゲン食

品摂取状況を把握し､必要に応じて経口負荷試

験による確定診断を行うことと定義されます。

最近は、乳児期のアレルギー血液検査におい

て､未摂取の食物で抗原特異的IgE陽性を理由

に食物除去を指導するケースがあると思いま

す。その場合でも､漫然と除去を続けるのでは

なく、適切な時期に評価を行う必要がありま

す。年齢とともに耐性猶得しやすい鶏卵､牛乳、

小麦で､抗原特異的IgEが低下傾向を示す場合

には1歳過ぎから､耐性猶得しにくい食物につ

いても就学までには経口負荷試験による評価

を行い､学校での適切な食物アレルギー対応に

つなげることが望ましいと考えられます。一

方、3つ以上の食物抗原陽性例、アナフィラキ

シー既往例､抗原特異的IgE高値例､遷延する

アトピー性皮膚炎や喘息の合併例については、

杉本真弓

(徳島大学病院小児科）

経口負荷試験陽性あるいは食物アレルギー遷

延のハイリスクであるため､適切な時期にアレ

ルギー専門医へ紹介することが推奨されてい

ます2)～4)。

食物アレルギーの発症経路においては､経腸

管、経皮、経胎盤、経母乳など、様々な感作経

路が推測されています。近年では､加水分解小

麦含有石鹸の使用による小麦アレルギー発症

を契機として､湿疹病変からの経皮感作の関与

5)が明らかとなり、最近ではハイリスク乳児に

対する保湿剤使用によるアトピー性皮膚炎発

症抑制効果も報告されています6)。スキンケア

による食物抗原の感作抑制効果については､残

念ながら保湿剤使用の有無による有意差はあ

りませんでしたが､乳児期に湿疹病変をコント

ロールすることでその後のアレルギーマーチ

にみられるようなアレルギー疾患の発症を抑

制できるかといった観点からは､今後のさらな

る検討が望まれています。

また、経胎盤、経母乳感作に関連して、妊

娠・授乳中の母体の食物除去や児の離乳食開

始遅延によるアレルギー疾患の発症予防効果

については、現時点では明らかではありませ

ん｡消化管から食物蛋白が抗原性を持ったまま

吸収され体内へ入ってきても免疫応答を起こ

さないようにする機序の一つとして､経口免疫

寛容が知られています。しかし､乳幼児期のど

の時期に離乳食を開始すれば経口免疫寛容の

誘導機能が発達するのかは明らかではありま

せん。最近発表された4～llケ月のハイリス

-14 -



ク乳児に対するピーナッツ摂取のランダム化

試験(LEAPstudy)において､ピーナッツ摂取

群では除去群と比べ､5歳時のピーナッツアレ

ルギー発症率が有意に低かったと報告されて

います7)。遺伝･環境因子の異なる海外のデー

タを日本にそのまま当てはめてよいのか、ピー

ナッツ以外の食物抗原でも同様の発症抑制効

果が得られるのかなど､検討すべき点は多々あ

りますが､適切な時期における経口摂取開始が

その後の食物アレルギー発症を抑制する可能

性を示唆するものであり､興味深い報告である

と考えられます。

一方､重症かつ遷延する食物アレルギー児に

関しましては、原因食物の除去とアナフィラキ

シーに備えた対応が原則ですが、近年、アレル

ゲンとなる食物を計画的に摂取する経口免疫

療法による積極的介入の試みが報告されてい

ます8)9)。経口免疫療法は、長期的な安全性や

有効性、費用対効果に関するエビデンスはまだ

不十分であるため､現時点では研究段階の治療

であり、一般診療としては推奨されていません

')2)。しかし、耐性穫得困難例に対する経口免

疫療法は、食物アレルギーを寛解・治癒へ導く

新たな治療の選択肢となるべく大きな期待が寄

せられており、様々な検討が進められています。

食物アレルギー診療では、「正しい診断に基

づく必要最小限の除去食」とともに「年齢に伴

う耐性獲得を念頭においた食事療法｣を念頭に

おいた継続的な栄養管理も重要です。食事療

法の具体的な指導については､食物アレルギー

に精通した栄養士の介入が理想ですが、「食物

アレルギーの栄養指導の手引き2011（厚生労

働科学研究班)」などを参考に実施することも

可能です。また､アトピー性皮膚炎や気管支喘

息等､他のアレルギー疾患を適切な治療により

早期からコントロールしていくことも食物ア

レルギーの遷延･重症化を防ぐために重要であ

ると思われます。患児および家族のQOLの維

2015年12月

持、適切な成長発達を促すための栄養バラン

ス、また安全性の確保といった点にも配慮しな

がら､良質な食物アレルギー診療を徳島の子ど

も達に提供していけることを望んでいます。
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2学校給食における食物アレルギー対応

徳島県小児科医会取り組み－新しい食物アレルギー

生活管理指導表作りを目指して

徳島県医師会学校保健委員会 食物アレルギーワーキンググループ

山田進一

（山田こどもクリニック）

学校給食における食物アレルギーの対応は、

近年食物アレルギーを持つ児童が増加するに

伴い重要な課題となっている。ここ数年、食

物アレルギーを取り巻く状況は大きく変わっ

た。日本小児アレルギー学会が、平成21年

に「食物アレルギー経口負荷試験ガイドライ

ン」と平成24年に「食物アレルギー診療ガ

イドライン2012」を作成し、厚生労働科学

研究班からは平成20年に「食物アレルギー

の栄養指導の手引き」平成23年には「食物

アレルギーの診療の手引き」が相次ぎ発行さ

れ、それまでの経験的なアレルゲン除去と予

防的除去により、できるだけ食べさせないい

わゆる「完全除去」の方向から､｢必要最小限

の除去」と食べさせる方向に大きく舵が切ら

れた。食物アレルギーの診断・治療・管理が

大きく変化することで、医療の場はもちろん

だが、家庭や学校現場には混乱が生じ、それ

ぞれに学校給食における対応に積極的になれ

ない状況があった。

平成24年l2月に東京都調布市で給食後食

物アレルギーによるアナフィラキシーにより

小学5年生の女児が亡くなるという非常に痛

ましい事故が起こった｡この事故を受けて､食

物アレルギー対応については学校だけでなく、

社会全体として取り組む必要がある課題であ

ることが改めて認識されることとなった。平

成26年アレルギー疾患対策基本法は、そん

な中で策定された｡『アレルギー疾患を有する

者が、その居住する地域にかかわらず等しく

科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に

係る医療を受けることができるようにするこ

と』が基本理念とされ、医師の責務は『科学

的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾

患医療を行うよう努めなければならない｡』と

されている。また、『国及び地方公共団体は、

アレルギー疾患を有する者に対しアレルギー

疾患医療を適切に提供するための学校等、職

場等と医療機関等との連携協力体制を確保す

ること』とされ､基本法が策定されて以降､文

部科学省は、次々と食物アレルギー対策に関

する報告や学校給食に関するガイドラインを

発表している。

文部科学省が平成26年3月に発表した食

物アレルギー対応推進体制では、図に示すよ

うに県レベル、郡市町村レベルで医師会・教

育委員会・消防が連携をして学校を支援する

ことを推奨し、現在文部科学省からトップダ

ウンで地域の状況に合わせた連携体制の構築

を作ることを求めている。徳島はどうかとい

うと、県レベルでも郡市町村レベルでも教育

委員会との連携は取れておらず、平成26年

学校保健会の調べた資料では、全国平均を大

きく下回っている。このため、学校ではアレ
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今後の学校における食物アレルギー対応推進体制
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フォローァップ 段筵
面匡

:ろ”
ゾアレルギー対応方針の策定
γ専門的に相談できる体制の
構築

イ研修捜会の確保
γ学校、詞理場に対する支援

等

重婁

学校司戸呈三
，/アレルギー対応に関する校内委員会の設置
'/アレルギー対応食について、献立作成～配
膳までのチェック体制の構築

γ緊急時を想定した実践的な研修体制の構築
等‘

ルギー対応に関する校内委員会の設置やアレ

ルギーの児童が入学した場合の対応は学校長

の裁埜に任され、学校現場、家庭、医療の場

に食物アレルギー対応への不安がでている。

そのような状況を受け、平成26年3月徳

島県小児科医会にアレルギー委員会が立ち上

がり､同年12月学校保健委員会にアレルギー

ワーキンググループが結成された。四国内で

は、愛媛県小児科医会がいち早く食物アレル

ギー対策事業を立ち上げ、保育、教育、家庭、

医療が手をつなぐ子どもの食物アレルギーシ

ンポジウムを平成18年より開催し、全国に

先駆けた活動をしている。また、香川県小児

科医会も平成25年より活発な活動を開始し

ている。我々もこれらの県の活動を目標とし

て、アレルギーワーキンググループの第一の

課題として新しい食物アレルギー生活管理指

導表の作成を掲げた。
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昨年徳島大学小児科の杉本先生のアンケー

ト調査によると、現在のアレルギー生活管理

指導表の食物アレルギーの項目には次のよう

な問題点が指摘されている。1）食物アレル

ギーの内容が記載しにくい。2）経口負荷試

験の実施施設が9施設のみで、本当に除去食

が必要な児のために根拠ある管理指導表が出

されにくい｡3)徳島県小児科医会医療機関

を対象としたガイドラインの認知度は約

70％であるが､実際の診療に活用しているの

は2割以下であり、医療機関の間にも食物ア

レルギーに関する考え方に差がある。このた

め学校現場が混乱する要因となる。4）食物

アレルギー児の全体像が明確にならず、本当

に支援が必要な児がどの学校にどの程度いる

かが分からない。5）学校現場と医療機関と

の間に食物アレルギーの対応にギャップがあ

る。

これを受けて新しい管理指導表作成は、こ

れまで徳島県で取り組まれている心疾患、腎

疾患、小児肥満の健康管理システムを参考に、

学校食物アレルギー健康管理システムガイド

ラインの中に位置づけて行うこととした。

学校食物アレルギー健康管理システムの特

徴は、次のようにしている。

l)食物アレルギー管理指導表の書き方をわ

かりやすくする。2）本当に除去食が必要な

児をピックアップできるようにする。3）経

口負荷試験実施施設が限られているため、必

要な児に経口負荷試験ができるよう重症度を

振り分ける。4）非専門医（アレルギー．小

児科）にも根拠ある管理指導表を記載してい

ただけるように研修会を行うことで、食物ア

レルギー診療のレベルを上げ、医療機関の間

での記載内容の統一を図る。5）食物アレル

ギー児の全体像を医師会、教育委員会が共有

できるようにする。6）学校現場と医療機関

との間のギャップを埋め、学校でのアレル

ギー対策の啓蒙が進むようにする。

現在新しいシステムのひな形は完成してい

るが、これを皆様の元に届けるにはいくつか

越えないといけないハードルがある。まずは、

県教育委員会との連携、その後は郡市町村教

育委員会との連携。ハードルを越えるために

はいくつかの協議が必要とされているが、心

臓や腎臓、肥満などの生活管理指導表を協議

してきた諸先生方のアドバイスをいただきな

がら進めているところである。皆様にお披露

目できた際には、徳島の食物アレルギーを持

つこども達が安心して学校生活が送れるよう

より良い管理指導表になるようご協力いただ

ければ幸いである。
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【特集Ⅱ】食物アレルギー

3アナフィラキシ一などの緊急時の対応

食物アレルギーで起こる症状の中で最も重

症なものがアナフィラキシーです。アレル

ギーの症状には皮膚や粘膜系、呼吸器系、循

環器系、消化器系、神経系の症状があり、そ

れぞれの臓器では軽いものから重いものまで

様々な症状があります。

食物アレルギーにより引き起こされる症状

皮閻症状 掻痒感、じんましん､血管性浮腫､発赤､湿

疹

粘膜症状 眼症状 結膜充血・浮腫、掻痒

感、流涙、眼瞼浮腫

鼻症状 くしゃみ、鼻汁、鼻閉

口腔咽頭症状 口腔・口唇・舌の違和

感・胆脹、咽頭の痒み

消化器症状 腹痛、悪心、嘔吐、下痢、血便

呼吸器症状 喉頭絞捉感、喉頭浮腫、差誠、咳嗽、喘鳴、

呼吸困難

全身症状 アナフィラキシー 多臓器の症状

アナフィラキシー 頻脈、虚脱状態、意識

ショック 障害、血圧低下

(食物アレルギー診療の手引2014）

アナフィラキシーとはこれらのうちで2つ

以上の重い症状が同時に起こったものを指し

ます。例えば、全身のじんましんと喘鳴が起

こったときや､繰り返し吐いて同時に動悸がす

るときなどがアナフィラキシ－にあたります。

さらに血圧低下、意識障害などが起こればア

ナフィラキシーショックです｡早急に適切な処

置や治療をしないと生命に危険が生じます。

アナフィラキシーの治療において最も重要

なことは早期に医療機関で治療を受けること

です｡特にショック症状が発現している児童・

生徒では、救急車等を手配して、一刻も早く

医療機関に搬送して治療を受けさせることが

久原孝

(くはらクリニック）

求められます!)。

2012年12月､東京都調布市の小学校で乳

製品にアレルギーがある女児が、給食のチヂ

ミをおかわりして、粉チーズ入りのチヂミを

食べて死亡する事故が起きました。食べてす

ぐにショックを起こして、対応ができなかっ

たということではありません。エピペンを打

つタイミングを外してしまって、死亡させて

しまったというような単純な話しでなく、

もっと様々な要因が重なって、起きてしまっ

たのです2)。

食べてすぐにショックを起こすことは、実

はそれほど多いことではありません。それほ

ど症状のきつい人は、ちょっと口に入れてか

らすぐにもどしたりして、その時点で、救急

車を呼ぶなどしていますから、死にいたる

ケースは少ないです。そのことも知っておい

て、子どもがアレルギー症状をおこしてどう

していいかはっきりわからない時には、救急

車を呼ぶのが一番よい対応の仕方だと思いま

す2)。同一人物がアレルギー症状を起こした

子どものそばから離れないようにし、他の先

生が救急車を呼びに行き、ショック体位で救

急車の到着を待ち、アナフィラキシーショッ

クを疑えばエピペンを直ちに使用します。

ここからは東京都が作成した『食物アレル

ギー緊急時対応マニュアル』(資料）に沿って

アナフィラキシーに対する学校などでの対応

を解説します3)。

子どもに異変が起きていても、先生に伝わ

らなければ対応することはできません。子ど
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も自身に求められることは、自分の身体に起

きた軽い体調の変化でも、すぐに先生に伝え

ることです。普段から先生は子どもの訴えに

耳を傾け、丁寧に相談に乗り、子どもが遠慮

せずに伝えるという信頼関係を築くことが重

要です。そして、先生はその訴えがアナフィ

ラキシーに当てはまるかどうか積極的に聞き

取る必要があります4)。

アレルギー症状がある子どもを発見した時、

発見者がおこなうことは①子どもから目を離

さない、ひとりにしない（継続して同一人物

が子どものそばにいる必要があります。症状

はあっという間に変化します。一貫して症状

の変化をみていれば、エピペンを使用するこ

とに踊曙がなくなると考えます｡）②助けを

呼び、人を集める③エピペンと内服薬を持っ

てくるように指示する。

緊急性が高いアレルギー症状はあるか？を

5分以内に判断し、緊急性あると判断すれば、

①ただちにエピペンを使用する②救急車を

要請する(119番通報）③その場で安静に

する④その場で救急隊を待つ⑤可能なら

内服薬を飲ませる（処方薬がある場合です)。

エピペンが処方されている患者でア

ナフィラキシーショックを疑う場合、

下記の症状が一つでもあれば使用す

べきである。

消化器の症状

呼吸器の症状

全身の症状

繰り返し吐き続ける

持続する強いお腹の浦み

のどや胸がしめつけられる

声がかすれる

犬が吠えるような咳

持続する強い咳き込み

ゼー ゼ ー す る 呼 吸 息 が し に く い

唇や爪が青白い

脈を触れにくい．不規則

尿や便を漏らす

意識がもうろうとしている

ぐったりしている

一般向けエピペンの適応（日本小児アレルギー学会）

緊急性が高くないと判断した場合。保健室

または、安静に出来る場所へ移動して（この

際に歩かせないようにする)､5分毎に症状を

観察し､症状チェックシートに従い判断し､対

応する。緊急性の高いアレルギー症状の出現

には特に注意が必要です。

緊急時に適切に対応できるように、マニュ

アルを活用して、教員・職員の役割分担や運

用法を決め、日頃からシミュレーションを繰

り返し行うことが必要となります。

食物アレルギーに関しての書籍、パンフ

レットなどが多数あり、熟知されている小児

科医会の先生方も多いと存じますが、ご参考

にして頂き、患者さん・学校などへのご指導

に役立てて頂ければ幸いです。

謝辞本稿に際し、貴重なご助言を頂きま

した徳島大学病院小児科杉本真弓先生に深謝

いたします。

文献

1)小児アレルギー学会：食物アレルルギー

学校対応マニュアル（小･中学校編）2005

2）眞鍋穰：食物アレルギー事故の対応と

予防芽ばえ社2015

3）東京都アレルギー疾患対策検討委員会：

食物アレルギー緊急時対応マニュアル

2013

4）伊藤節子、兵庫食物アレルギー研究会:い

ざというとき学校現場で役に立つ食物アナ

フィラキシー対応ガイドブック診断と治

療社2015
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資料（食物アレルギー緊急時対応マニュアル）
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徳島県小児科医会報第28号

【特集111】学校医研修会より

1『子どもたちをタバコの害からまもる』

NPO法人ほっぷSMOPじゃんぷ・子どもたちの未来へ理事長（禁煙支援）

徳島市医師会COPD対策・禁煙推進委員会委員長

◆10年間にわたるSIDS発症予防キャン

ペーンにより家庭内受動喫煙リスクは

減少したが…◆

それまで元気で、ミルクの飲みもよく、す

ぐすぐ育っていた赤ちゃんが、ある日突然死

亡する。家族にとっては、これほどショック

な現実をそう簡単には受け入れられるもので

はありません。受動喫煙によって子どもが受

ける健康障害の中で、最もよく知られている

のが乳幼児突然死症候群(SIDS)です。親の

喫煙、うつぶせ寝、人工乳のみの育児等が発

症リスクを高めると言われています。日本に

おいてもタバコはSIDS発症の最大の危険因

子であるため、発症リスク低減のためのキャ

ンペーン活動で、この10年間、家庭内で子

どもたちが喫煙にさらされるリスクは減少し、

SIDS発症数は確実に減少してきました。

家族の喫

二

中瀬勝則

（中瀬医院）

私たちが徳島県医師会で禁煙支援・防煙教

育活動を始めた-|-数年前までは､SIDSだけで

年間数百人が亡くなっていました。その後、

年々減少傾向にあるとはいえ、SIDSは、いま

だに乳児の死亡原因の第2位のままで、平成

23年には全国で148人の赤ちゃんがこの病

気で亡くなっています。平成9年度厚生省心

身障害研究｢乳幼児死亡の防止に関する研究」

では、両親が喫煙する場合、両親が喫煙しな

い場合の4.7倍SIDSの発症率が高いと報告さ

れています。もし喫煙がなくなると､SIDSを

49.3％削減できると見込まれています。かつ

て多くの赤ちゃんの命を奪ってきた感染症や

脱水は、社会環境の改善や医療の標準化で大

幅に減少しているなか、以前は関心を持たれ

なかったSIDSが､いまだに死亡原因の上位を

占めています。だからこそ、また、この少子

化が叫ばれる時代にこそ、私たち医療者は、

SIDSの知識を広め、タバコの真実という切り

口から、そこをGatewayとして外来小児科診

療の中で繰り返し「家庭内の禁煙推進」を切

り込み、その危険因子に関心を持って子育て

する大切さを親たちに伝える使命があるのだ

と感じます。

◆妊婦の喫煙･受動喫煙と胎児への影響を

いま一度考える◆

妊婦が喫煙すると、「ニコチン」の作用に

よって|濟帯や胎児の血管が収縮し、血液賊が

－22－



減少して酸素や栄養の供給が悪くなります。

また、高濃度の「一酸化炭素」が胎児の血液

に流入するため、胎児はさらに酸素欠乏にお

ちいります。そのため自然流産や早産、周産

期死亡のリスクが高くなり、出生時の体重は

平均2009前後減少するとの報告が数多く出

ています。

妊娠中の喫煙は胎児の成長を悪くするだけ

でなく、生まれてからも子どもに様々な障害

を残します。喫煙する妊婦から生まれた子ど

もは、脳の呼吸中枢の機能が障害され、前述

のSIDSによる死亡率が高くなります。その

他、口唇口蓋裂、斜視などの先天性異常や脳

出血、また、タバコの三悪人のなかでも最強

の発がん物質「タール」の蓄積に伴う白血病、

悪性リンパ腫などの悪性腫瘍などの発症率も

高くなります。

猛毒3兄弟

喫煙母(低体重児）

ろ敏感廓1唾のｽヮｲ､‘よU

また、喫煙妊婦から生まれた子どもは身長

の伸びが悪く（幼小児期で0．3～1.6cm低い)、

知的発達も劣ります（知能指数が4～6低

下)。その上､問題行動を起こしやすく、注意

欠陥多動性障害(ADHA)や行為障害などを

起こす率が高まり、言わば「落ち着きがなく、

2015年12月

キレやすい子」になりやすいのです。特に男

児では将来に暴力的犯罪を犯す率が高くなる

というデータも出ています。これは胎児期に、

脳が様々な化学物質に曝されて障害を受ける

ためと考えられています。また、喫煙妊婦か

ら生まれた女児は、将来不妊になる率が高く

なります。妊婦自身は喫煙しなくても、受動

喫煙に曝される胎児に様々な健康障害が生じ

ることもこの10年間で明らかになってきま

した。

◆子どもの受動喫煙･中耳炎併発児の家族

に対する〃エレベーターピッチ〃のスス

メ◆

日常的に受動喫煙にさらされている子ども

は、気管や気管支粘膜の繊毛運動が障害され

て気道の炎症を生じやすい状態にあります。

気道の過敏性も冗進するため､気管支喘息､気

管支炎、肺炎などの呼吸器疾患にかかりやす

いだけでなく、重症化しやすく入院が必要に

なる率が高くなります。また耳管においても

粘膜の腫脹や繊毛運動の低下が起こるため、

中耳炎にかかりやすくなることも知られてい

て、中耳炎の子どもを診察する際に家族の喫

煙状況を問診することは、欧米では常識とさ

れています。私自身も日常小児科診療におい

て中耳炎に遭遇した際には、必ず家庭内の喫

煙者の有無を聞き出すことを習慣としていま

す。もし喫煙者が存在する場合は、いつも禁

煙治療に関する15秒から30秒以内のエレ

ベーターピッチ（エレベーターに乗り合わせ

た人に超短時間でビジネスチャンスを掴む起

業家のプレゼンテーション）を行い、家族へ

の｢禁煙の種まき｣をさせて頂いています。ほ

んの少しはゼロではありません。私の何気な

い家族への声掛けで、後日、禁煙外来を受診

された親御さんも沢山いらっしゃいます。是

非、古くて新しい「子どもの中耳炎と家族の

－23－
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喫煙」について､小児科医会の先生方にも､喫

煙家族への声掛けをやって頂ければと常々

思っています｡｢家族の喫煙が子どもさんの中

耳炎の原因のひとつとして有名なんですよ。

今はね、禁煙は治療薬を使えば吸いたい気持

ちが8割は無くなる時代です。失敗するのが

恥ずかしい時代ではなく、チャレンジしない

ほうが恥ずかしい時代なんですよ。1年間で

3カ月しか保険は効かないけれど、何回でも

チャレンジされているお父さんはたくさんお

いでますよ！家族全員が幸せに暮らせればい

いですよね」とね。

お薬を使うとﾗｸに禁I ’

受動喫煙と子どもの中耳炎

◆子どもたちに防煙教育で何を伝える

か？◆

子どもの時にタバコの煙を吸い込むことの

害はとても大きく、その害には大きく分けて

2つあります｡lつは本人がタバコを吸うこ

とによる自分自身への害であり（能動喫煙)、

もう1つは他人のタバコの煙を吸い込むこと

によっておこる害です(受動喫煙)。タバコは

吸う本人のみならず、周囲の者に対しても害

をおよぼすことを、子どもたちに再認識して

もらうことが大切です。

"まわりの人の健康"に悪い

』頭

自分の健康"に

悪い

ド
〃

母親の胎内にいる間から成人になるまでの

間に、子どもは様々なタバコの害を受ける可

能性があります。妊娠中の母親の喫煙は、胎

児の障害や脳の発達の遅延、あるいは低体重

の原因となります。

おなかの赤ちゃんは
どうなるの？

僕、煙ぢんて吸いたくないよ（猿）

I・

ぽ

･早産、

･身長、･身長、体重の塩えがわるい

.キレやすく蔭ぢ釜きのぢい子に等81やすい
g‐コーー

ママ、助けてよ！！

乳児の時の親の喫煙は、乳児突然死症候群

(1歳未満の元気な赤ちゃんが突然死んでし

－24－
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まう病気）や中耳炎、気管支喘息、気管支炎、

知能指数の低下の原因となります。

たばこは毒の缶詰です。実際の防煙教育の

中で思うことですが、現在、心身ともに健康

な多くの子どもたちにとっては、将来的なが

んや心臓病のリスクを話しても、あまりにも

実感がわかない遠い未来の出来事のようです。

それよりも「身長が伸びなくなってしまいま

すよ」という言葉のほうが、より身近な問題

として感じ取ってくれるみたいです。

I
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毒働缶鮭の中には例ろん鐸のが

また小児期の受動喫煙は、小児がんや成人

してからのがん、高血圧や心臓病などの生活

習慣病を増やしている可能性があります。未

成年者の喫煙の場合、たとえば14歳以下で

タバコを吸い始めると、がんの発生は15年

早くなり、50歳代でのがんによる死亡率は4

倍以上になります。さらに、心筋梗塞の死亡

率は10倍以上にもなります。

子どもは身近な人、あこがれの人の行動を

まねます。もし、子どもにとって最も身近な

人間が喫煙者だった場合、最初の1本は好奇

心から吸ってしまうのです。いたずらで吸っ

てしまったタバコが、やめられると思ってい

たタバコがやめられない。やめようとすれば

するほど、さまざまな身体的・精神的な不調

が出現します。これがニコチン依存症と呼ば

れる状態です。タバコに含まれるニコチンに

は、ヘロインやコカインと同等の依存性があ

るといわれています。ニコチン依存に陥った

人は、成人にせよ未成人にせよ、そこから抜

け出すのにどれだけ大きな努力が必要か。そ

れを私はつぶさに見てきました。また、私自

身も16回の失敗を経て、3年がかりで禁煙

血管の壁が硬くなるので、

血圧が上がり

心臓病による死亡
が増える

司

、

、

|『

1日40本吸うと

3人に1人は
五

肺がんで死ぬ

鉛
堅

’
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に成功した苦い体験から吸い始めるとその後

がいかに大変かを痛感しています。

吸い始めると後がいかに大変か。でも、吸

い始めないことは簡単です。最初の一本に手

をださないことlこのことを子どもたちに伝

えることが防煙教育の真の目的です。そのた

めにも、たとえば、子どもたちと一緒に、ニ

コチン依存のためにタバコがやめれなくなっ

たお猿さんのスライドを見ながら、いろんな

意見を出し合ってもらって子どもたちと話し

合い､｢依存症」の正体への理解を深めること

が重要です。

◎ｸｲズです。
この猿はどうじて、

タノロをおいしそうに

吸っているのでしょう？

1)タノ画が好きだ
から

l"s2)実験のために、条件反射で

A-3)中に人間が入っ

『て い る

'ズです。

まどうL工、

おいしそうに

喝のでしょう？

画が好きだ

のために、

タバコを

吸っているひとは、

ニコチン依存症
という名前の病人

そしてもっとも大切なことは、子どもたち

自身はこのようなタバコの害について正しい

知識をもつ機会が少ないために、安易に喫煙

を開始してしまう可能性がありますし、小さ

な子どもたちは回りで大人がタバコを吸うこ

とを拒否できないということです。私たちは

このようなタバコの害から子どもたちを守る

ために、学校における防煙教育、外来小児科

診療における家族への禁煙支援を積極的に

行っていきたいと思います。

毒糞ぞ‘蛸蝉

”…

脳内報酬系
●

h
〃

P"r-
、、~可、

一惟祁廿刮

侭〆

FF”P

蝋

ﾆｺﾁｼｶ､謝詫

支配'ﾉている

◆10年目の子どもたちのための禁煙外来

と、依存症者の内なる「嘘」と「正直

さ」◆

最近、依存という現象を心理学的に考える

ときに、キーワードのひとつとして話題とな

るのは依存症者の「嘘」についてであろうと

思います。なるほど、私自身もよくI嘘をつき

ますが、禁煙外来にくる子どもたち、そして

多くの大人たちもニコチン依存症者たちはよ

く嘘をつきます。「僕は吸っていない｣という

親や他人につく嘘に始まり､｢これが最後の一

本」「時期がくれば必ずやめる」「自分は依存

症ではない」といった自分を安心させるため

に自分につく嘘です。逆にいえば、依存症か

らの根本的な回復にはこうした「嘘」を手放

す必要があるのではないだろうかという説で

す。事実、多くの支援者や回復した当事者が、

依存症の回復で重要なのは「正直さ」である

と口をそろえているし、私自身も10年以上

に波る禁煙外来での臨床経験を通じてそのこ

とを実感しています。

もちろん、いくら正直さを意識したからと

－26 －



いって、直ちに自分の感情をコントロールで

きるわけではありません。けれども、まずは

そのような場所が整っていることが重要だと

考えます。禁煙外来を受診する子どもたちは、

誰にも打ち明けることのできなかった何らか

の心理的苦痛を背負い、誰も信じられず、頼

ることのできない世界で、ニコチンという一

瞬の嘘の万能感で自分を編し続けています。

子どもたちの禁煙外来は、説教や叱責、罰の

ない、思いやりと共感に満ちた場でなければ

ならないとの思いを抱きながら、これからも

タバコに苦しむ子どもたちに寄り添っていこ

うと思います。徳島県小児科医会の皆様、こ

れからも子どもたちの防煙教育､禁煙支援､禁

煙治療をよろしくお願いします。

－27－
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【特集lll】学校医研修会より

2思春期の性

河野美香

(河野美香レディースクリニック）

私は、ほぼ15年前から徳島市内で外来の

みの産婦人科クリニックを開業し、仕事を続

けています。このわずか15年の短い期間の

うちでも、思春期の子どもたちの受診内容が

少しずつ変化しており、少なからず世情の影

響を受けているようです。今回、寄稿依頼を

頂き、多少なりとも、小児科と繋がりのある

思春期に関連する内容をいくつかお話しでき

たらと思います。

当院での10代(15～19歳）の受診内容

は、大筋ではあまり変化はないのですが、そ

の比率は、少しですが、年々、変化してきて

います。

1年間の総受診者のうち思春期周辺の子ど

もたち(15～19歳）の割合はほぼ3～6%

ですが､平成17年の5.9％をピークに徐々に

減少しています。受診内容は、年齢層が若け

れば、月経のトラブルが多く、高ければ、性

感染症・妊娠が多いという傾向はありますが、

月経異常が半分前後を占めています。昨年の

月経異常は､性感染症の減少やHPVワクチン

受診者の減少もあり、今までで一番多く、6

割を超していました（表l)。

月経異常の内容で、多いものは月経困難症、

月経不順です。最近では受験や旅行のために

月経を移動させたいという希望者も増えてい

ます。思春期での月経痛はプロスタグランジ

ン(PG)による機能性月経困難症がほとんど

で､PG合成酵素阻害剤である非ステロイド系

消炎鎮痛剤(NSAIDs)が有効ですが､多くの

女子は痛みのピークを迎えてから内服してい

ますので、効果は充分得られていません。痛

みを感じる前の月経開始時に内服することを

勧めています。月経不順に関しては25～45

日型になるのは4～5年ほどかかりますの

で、思春期の間は、月経が止血しないときに

は投薬を行いますが、数ヶ月遅れているぐら

いでは、定期的な治療はしていません。ダイ

エットは月経異常に大きく影響しますが、ス

ポーツで、特に長距離陸ト選手や体操選手な

ど､痩せている女子の無月経､月経不順は､婦

人科的問題のみならず、疲労骨折のリスクも

高く、全身的管理が必要となります。

私が開業した平成13年から平成17，18

年ぐらいまでは､lO代女子(15～19歳）の

受診理由の3割は性感染症と妊娠でした。そ

れ以降、性感染症は減少しています。これは

全年齢層にも言えることですが、いわゆる男

子の草食化によるものではないかと思ってお

ります。

妊娠に関しても同様に減少はしています。

しかしまだ昨年で16人(5人は出産）の妊

娠がありました。望まない妊娠は児童虐待の

原因にもなっていますので、その後の生活が

年度別の患者数
蝿
麺
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皿
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閨
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気になるところです（表2)。

10代【15～19鏡>の受鯵内容

鮒鰹''-,働沌型'’揮戸。｛”

’“……|URl｡i揮窪

“』‘,-“遊弧’餌捧岬■~而盲~.”｜

"2"'一泌嘘“’､隙岬■卜嘩

表2、月”索。“･性“壷．その鱈の塵員・塑瞳。卿ﾜｸ”・その他

妊娠に関して全国調査を見ますと、10代

(15～19歳）の出産や人工妊娠中絶の件数

は減少していますが､14歳以下の少女の出産

は51例、人工妊娠中絶は318例という数値

でした（2015年の統計)。中学生の妊娠・出

産を見聞きするたびに、性教育の必要性を痛

切に感じます。

性教育に関しては、もちろん教育委員会や

それぞれの学校、自治体、医療関係者（性教

育担当者や学校医）とも、独自に小冊子を作

成したり、県外から講師を呼んだり、時には、

問題のあるケースの個別の対応などもされて

いるようですが、簡単にはいかないようです。

当院を受診した中学生の妊娠女子は、ほと

んどが普通の女の子で、特に問題児のように

は見えませんでした。根気よく自分の体のこ

となどを教えていくしかないかもしれません。

最後に、日常の診療の中で今、感じている

ことですが、性同一性障害(GenderldentiW

Disorder:GID)の方たちのことです。今年4

月30日付けで文科省より「性同一性障害に

係わる児童生徒に関するきめ細かな実施など

について」という通達が出されました。内容

は現実に実施するには難しいと思われるもの

もありますが、確かに小児期から、自分の体

と心の違いに悩む子ども達は少なくありませ

ん。私の外来にもホルモン注射を打ちに来ら

れている方が何人かいますが､FTM(Female

ToMale:生物学的には女性であって男性の

心を持つ人）の方は月経発来から身長の伸び

2015年12月

がなくなりますので、低身長の男性というこ

とになります。MTF(MaleToFemale:生物

学的には男性であって女性の心を持つ人）で

は、思春期を過ぎると、体つきは男性なので、

待合室にいても好奇の眼差しで見られていま

す。1000人にひとりはGIDの人がいるとも

言われています。口本精神神経学会のガイド

ラインでは、条件付きですが、ホルモン療法

開始を15歳に引き下げたそうです。GIDの

人は不登校や、自殺未遂も高いという統計も

出ています。彼らがより良く、生きていける

ことを願います。

とりとめもなく書き、まとまりのない文章

になってしまいましたが、少しでも興味を

持って読んで頂いたなら嬉しいです。

小児科医会の先生方には新生児や乳児の診

察をお世話になっています。また大人になる

間の体の健康も管理して頂いています。今後

とも、よろしくお願い致します。
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【特集Ⅲ】学校医研修会より

3子どもの情緒障害を診る

〔はじめに〕

小児科医と精神科医は、不登校、発達障害、

身体的要因の見つからない不定愁訴等におい

て同じような問題に出会うことが多く、連携

や共通理解、経験の共有が必要である。

今回、平成25年度医師会学校医研修会で

担当した『情緒障害』を中心に、臨床的立場

からまとめて報告する。

1．子どもを診る

大人において精神医学は、その人の症状を

和らげ生活の安定や質を向上させる役割があ

るが、子どもにおいても、病気を診るだけで

なく症状を和らげ、その子どもの情緒の成長

を助ける役割がある。そのために、その子ど

もの状況を全体的に捉える視点が必要である

(表1)。

児童青年期の人における表1
受診時チェック項目

病気をみるのではなく子どもをみる

障害を和らげて傭緒の成長を助ける

1.母子関係(生育歴において親子関係)I逆うか～ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄの形成
は出来てG喝か.また適切か(自分や周囲の人への安心瞳｡、紙惑は
ある”

2生育歴において虚待経験､心的外侮とl酩咽趣G功、

（あると痢状は複嘩あり､より長囲的.カウンセリン処含めた治鰹が
必要）

3.発述的特性は…、あれば対応に工夫必更

4.薬物観法で改善出来る症状はあるか

あるいはそれらの鯉状は､はっきりとした齢断カテゴリ計こ合識1るものか

薬物療法は症状を標的として蕊本は少風で｡標的鯉状が明砿で瓜度
なほど効果的である．

5.支援体閲I淫うか．家庇､学技､社会､揺祉､その他

l)子どもは親に連れられてくるので、まず

親子関係を把握することが大切である。

親子の関係は重要であるが、場合によっ

宮内和瑞子

(宮内クリニック）

ては複雑である。

大抵の親は子どもの問題を理解し、子ど

もの成長を助けようとする。不登校などの

問題があって最初は戸惑っていても、しば

らく経つとその子自身を理解し受け入れて

いこうとする変化が生まれる。それができ

ない場合は、子ども自身の問題が大き過ぎ

るか、親自身が自分自身の問題に手いっぱ

いで放任、子どもの自立への不安、逆に子

どもへの依存や自分の理想を子どもに投影

していたりすることがあり、親への支援も

必要である。

逆に子どもに発達障害がある場合は、時

に周囲の人から親が甘やかしすぎ、過保護

など批判をされたとしても、それらの親の

世話は適切であることが多い。

2）生育歴において虐待や心的外傷体験はな

いか。

虐待や心的外傷体験が子どもの心の成長

に大きな障害を残すことがあり、最近では

脳に器質的機能的な変化が生じることが分

かっている。

虐待を受けた子どもはいろいろな症状を

呈し、時に発達障害に類似した行動の障害

がおこる。また子どもに発達障害があると

心的外傷を受けやすいが、それに虐待が加

わるとより深刻で複雑な症状をおこす。虐

待を受けた子どもの加害行為は多い。虐待

はまた解離を引き起こし、解離の症状は周

囲からは気まぐれ、わがままとみえること
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が多い。

青年期には性的虐待やいじめなどの心的

外傷体験により抑うつや自傷、フラッシュ

バック、解離、希死念慮などが生じる。

成人になってもパニック障害やうつ病の

経過中に過去の虐待の心的外傷体験がよみ

がえり、治療が長期に及び改善に時間を要

することがある。表面にある症状は内面の

傷と深く結びつき症状はより複雑になる。

よってできるだけ早期に虐待や心的外傷体

験に対処が必要である。治療は、認知行動

療法を基本にして虐待に特化したEMDR

(EyeMovementDeSenSitizationand

Reprocessmg/眼球運動による脱感作と

再処理法)､TF･CBT(トラウマフオーカ

スト認知行動療法）などが有効であると報

告されている。

3）子どもに発達障害の特性があると、それ

にあった適切な対応が必要である。自閉症

スペクトラム障害(ASD)の診断は、親か

らの病歴聴取のための妥当性の高い質問票

や心理検査を含めた客観的な評価法がある

ため、比較的明確になっている。

しかし、スペクトラムに含まれる症状は

多様であり、臨床評価は重要であるが、軽

症の場合は特に診断が難しい。またASDの

明確な診断はされなくても、発達的特性を

持つグレイゾーンに属する人も、臨床的に

はとても多い印象である。軽症やグレイ

ゾーンの人ほど生きづらさや精神的な併存

症状が多いようである。

DSM-5(2013)におけるASDの診断基

準を示す（表2)。

ASDはA，Bで示される大きな2つの特

徴をもつが、これは社会認知的な症状と感

覚運動系の症状とに言い換えられる。人は

他者との関係や身体感覚によって自己意識

2015年12月

の形成がなされるが、ASDの人は他者との

関係や身体感覚に関する障害があるため、

自己意識の成長がうまく進まない（表3)｡

~11洲9 の診断基廼DSM－5(2013）表

表3

発達障害（自閉症スペクトラム）の2つの特徴

「霊雨悪霊衷司｢面羅]房司

⑬
自分のしたいことが説明できない

気胸ちや感愉の理解がむつかしい

他人のすることや空匁が錠めない 一
他人の立瑚になって舞えられない

他人の心のうらの宜図がよめ唯い

、分の術白が他人の考えや感愉にどう日くか理解し唯い

田心の典打ができない、繭露のルールがわかりにくい

酬識｜｜謹騨｜「雨豆凧衷司
特定の感覚劇激を樺がる（特迩の厨で激しいかんしゃく》
断しいことや変化に対する不安感

④
同一･性、留恨的なくりかえし

爽化のなさに紋軒

手を叩く、自分を叩くなどの反復性の手の助き一
櫨随雄破礼的な勘作

不画川．人のあ作のまねをずるのが歸手

⑮

④
発達的特性を持つ人は臨床場面では以下の

ような特徴があると感じられる。

① 自 己 意 識

自分のイメージを持ちにくく、みんなが

それぞれの意識や目標をもつ思春期に不安

定になる。見通しが持ちにくく自分の目標

が分かりにくい。しっかり肯定されていな

いと自分がよいと思えない。人の評価や情

報に振り回されて、他人の言ったことはし

なくてはならないと感じ、ルール通りでな

いと不安定になる。一つ一つにいろいろな

意見があることで不安定になる。しなくて

はいけないと思って出来ない時には、激し

い葛藤を生じる。自分なりに正しくありた

いと思っているので何かを注意や否定され

ると、それだけで混乱してしまう。しては

いけない行為を理解してもらう時の注意の

－31－



徳島県小児科医会報第28号

仕方には工夫がいる。失敗の前に具体的な

指示をして、失敗を防ぎ褒めることが効果

がある。

②認知

全体の見通しをつけるのが苦手で状況の

理解もしにくく、理解ができない状況では

不安定になる。しかし見通しがつくと実力

が発揮できる。苦手なことは少しずつやれ

ば見通しを持ちやすい。1/10の可能性

とl/10000の可能性が同じように感じ

られ優先順位が分からず、全てを考慮して

いないと不安定になる。完全な判断をしよ

うとするので情報選択には非常に疲れる。

③感覚

大きな音や苦手な感覚がストレスを引き

起こし感覚に負担がかかり過ぎると様々な

問題を生じる。

④意欲

行動にとりかかれるにはリズムがあり、

焦らされない状況では意欲は持続する。気

分がよいと行動できるが、人から強制され

たり気分がよくないと全くやれないので、

相手の指示には従えないこともある。やろ

うと思う意欲が持続した場面では、ゆっく

りでもやり遂げられる。なかなか取りかか

れないことがある一方で、自分のしたいこ

とに関してはすぐに思い通りにならないと

イライラする。思い通りにならない時の対

処ができないようだ。

⑤感情

ストレスの少ない生活や本人のリズムに

あった生活では感情も穏やかでやれること

も増える。気分の波があり、不安、抑うつ

も起こりやすい、すぐ悲観的にもなるので、

周囲は出来るだけ発言を一貫させ、物事へ

は明るい見方をしてマイナスを言わないで、

励ますのが大切である。また発達的特性を

持つ人は心的外傷体験をもちやすい。

このような発達的特性のある人への一般

的な対応のまとめをイギリス自閉症学会の

SPELLで示した(表4)。見通しをつけて否

定せず肯定的な対応をしてASDの人の観

点での理解を尊重し、不必要な刺激をしな

いことが大切である。グレイゾーンの人に

おいても、診断のついた人と同じように特

性に配慮した対応が必要である。工夫した

対応で適応を改善していける。

S.RE.L.L 表 4
イギリス側聞蟻季会

S～StnKtuだ（働適化）
何をするのか、どうするのか、いつまでするのか．

終わればどうするのか趣どについて．
風体的に．酬鐘に、わかるように示すことである

O状況や予定．埋所の見通しを神てるようにすること

P～恥in嘘&PPr“d'(向定的な対座）
成功体験を禎み、、邨心を高め．持てる力を伸ばす

on竃的なもので行う

Ex．辺らない×一歩きましとう、

E～EmP釧hy（此感）
自閉症スペクトラムの人の観点での理解を邨戚

L～“wnrou“I（典置を低く）

興竃やストレスを細かない琿泌ブくり

不必恒雄具酎やストレスの饗閃とならないような封嘩が必艮

L～Lmk（速揖）

家庭や埴墜吐金．Ⅸ鰹、細祉、などの“い連撹や協力の必冒性

4）上記を踏まえて医師はある程度の判断や

見通しを持ち、家族や本人への助言が必要

である。全般的な状況を理解した上で、診

断や症状の治療にうつる。薬物治療は標的

症状に対して行う。標的症状が明確でかつ

ある程度重症なほど、薬物治療は効果が高

い。合併症や母子関係に問題のないシンプ

ルな多動性障害(AD/HD)へのメチル

フェニデート徐放薬やアトモキセチン、

ASDの興奮や多動への少量の非定型抗精神

病薬や、子どもの極度の恐怖への少量の抑

うつ薬､強迫性障害へのSSRIなどは効果が

ある。副作用がなく少量で効果的で必須と

いうのが、理想的薬物治療であるのは言う

までもない。

虐待が関係した激しく複雑な行動の障害

への薬物療法は、多種類で大量の薬物が投

与されても有効性については疑問も多い。

それにもかかわらず行動の障害があまりに
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も重度なため使わざるを得ない場合もある

が、副作用に注意して慎重な調整が必要で

ある。前述した技法的認知行動療法の併用

が必要である。

5）家族の理解、学校の理解と配慮。場合に

よってはスクールカウンセラーのカウンセ

リング、時に子どもと女性相談支援セン

ター、学力補助のボランティアによる学習

教室、相談学級やフリースクール、デイケ

ア、種々の支援が充実しているほど子ども

の情緒成長には役立ち、かつ改善がはやい。

2．情緒障害及びその治療

情緒障害は汎用される用語であるが、様々

な文脈でつかわれ、対象疾患は錯綜している

(表5)。

情緒障害とは 表5
1．行政:昭和36年児童毎制法

愉維陣害児短期治鰹瞳睡

情緒的･琿境的に不適応を示している児宣が対象

2.教育(文部科学省lにおける
自閉症･情緒障客特別支擾学級および通級楢導軟室
平成18年4月自閉症は分瞳

3.輔神医学WHO･に，ﾕO(ﾕ9蝿)F9においては
小児期および冑年鳳に遇索発症する行助および憤緒の障盲IF90.98》

多動性陣容(A､ﾉHD).行為陣客､選択的■鴎､愛埼陣客、チック･週尿､通賃､吃膏
常勤運助陣盲など

4.情緒障害(心理的問題1
発運阿盲(偲知の問週.中枢神経系の障害)に対比させて

／杉山登志郎先生

不登校.摂食陣容､心身症の病態､子どもの虐待､績神病囲の病魎

5.子どもの情緒行動にあらわれたも①全鉛
食事､排泄､睡眼の問阻から不登校､非行､自閉症や小児箱神病まで含む

臨床場面では杉山の分類が明確で役に立つ

と思われる。学校場面では情緒障害とは､『情

緒の現れ方が偏っていたりその現れ方が激し

かったりする状態を自分の意志ではコント

ロールできないことが継続し、学校生活や社

会生活に支障となる状態である』と説明され

ている。情緒の現れ方が偏っていて激しくコ

ントロールできないということではASD、

AD/HD､虐待の関係した情緒や行動の障害

などが思い浮かぶが、自閉症研究の進歩と発

達障害支援法の制定を経て平成18年4月に

自閉症は分離された。残りの情緒障害はほぼ

2015年12月

ICD-10のF9に当てはまるが、学校場面でお

こり比較的医療への受診が多いものについて

以下に説明する。

l)選択性鍼黙

家庭では話せるのに学校等の社会的場面

ではほとんど話せない。小児期に発症し

90％が社会恐怖の診断基準に当てはまる

と言われ、lO歳までに回復する子に比べ、

そうでない場合は長期化して社会的関係を

作れず、不登校になるとも言われる。ASD

によるものではないとされるが、臨床的に

対人関係の問題と絨黙の症状で受診してく

る子どもはASDやグレイゾーンの人が多

い。選択性鍼黙は比較的まれな障害である。

鍼黙に注意を向けすぎず不安感を与えず、

対人関係に慣れていってもらい経過をみる。

2）不登校

不登校は診断名ではなく状態の総称であ

る。小学校入学後すぐおこる不登校、長期

間続く不登校にはASDのグレイゾーンも

関与していることがあるので、前述した対

応を参考にしてもらいたい。学校は多くの

子どもにとっては情緒成長の場となるが、

集団の圧力に耐えられない子どももいる。

そこで傷ついた経験は後に尾を引く。

子どもたちは大きなストレスによって無

力になって、日常生活を送るのが困難に

なっていることが多いので、そのような子

どもたちの適応を急がせてはいけない。子

どもたちにできる適応から開始すべきであ

る。子どもの側で可能になったらスクール

カウンセラーとの場や保健室、相談室など

を居場所とすることからはじめ、緊張や不

安を緩和してゆっくりと成長することが大

切である。

3）多動性障害(AD/HD)

中枢神経系の要因があることがわかって

いる。症状が重い時は薬物療法が必要であ
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る。ASDの合併があってもなくても、母子

関係にあまり問題はなく心的外傷が少なく、

ある程度症状が明確な人ほど、薬物療法は

効果があり予後もよい。

自尊感情の低下による悪循環が一番心配

される。反抗挑戦障害が早期から合併して

いたり、行為障害との合併があると、薬物

療法には限界があり医療のみの対応では困

難であることも多い。さらに家族も疲弊し

ているので家族の支えも必要である（参考

までに「大人のAD/HD」といわれている

人たちの児童青年期は比較的穏やかであ

る)。

最近では幼少時AD/HDと診断されて

いても30歳を超すと、症状が改善されて

いるものが大多数であるというニュージー

ランドの報告もある。

4）チック（トウレット症候群を含むチッ

ク障害）

チックを起こしやすい中枢神経系の障害

がベースにあり、環境要因や疲労やストレ

スによって悪化する。ある程度学校では抑

えることができ、帰宅して緊張がほぐれた

時に一度に出現する。家族が注意したり心

配しすぎることでストレスを増やしてはい

けない。チックは男児が3～4倍多いが、

成人するまでによくなる人が多い。

発達障害や強迫性障害を併存することも

あるので､併存障害の治療が必要である｡運

動性チックが多発的で重度だったり音声

チックがあると、薬物療法を考慮する必要

がある。ただ、薬物療法をしてもしなくて

も、症状の重症度は経過の中で増減するの

で、自然経過と薬物療法による効果を区別

するのが難しい。

5）常同運動

常同運動には頭突きや体ゆすりがあるが、

律動的な動きは感覚運動刺激や緊張緩和を

－34－

もたらし、ストレス時に増加する。ASD¥

精神遅滞に伴って出現する。その子にもた

らす緊張緩和の意味を理解して経過をみる。

自傷には薬物療法が必要である。

爪噛みも常同運動に含まれ、たまに受診

がある。早ければ1歳から始まり発生年は

12歳まで増加する。不安な時､退屈な時に

ひどくなるが、特有な性格特徴や明らかな

情緒障害がみられないものもいるが、慢性

的な経過をたどることが多い。日常活動に

問題ないので常同運動障害には含まれない。

6）抜毛

抜毛は衝動制御の障害(F63)に含まれ

るが、児童青年期の発症であり、比較的受

診が多い。女性に多く、特有な性格特徴や

障害をもつということはないが、ストレス

によって増減はみられる。常同的で律動的

な動きをしてそれによって苦しむことがな

いのは、常同的な運動障害と似ている。抜

毛の要因に母子関係を含むストレス状況が

関与していると言われたりもするが、発病

の機序や治療についてはまだよく解明され

ていない。本人は何回もやめようとするが

うまくいかないようだ。

心理的に苦痛を持つ人は治療に反応する。

抑うつや緊張不安を合併してそれによって

憎悪している場合もあり、精神療法や薬物

療法は効果がある。幼児期発症の人も治り

やすい。

心理的苦痛を表現しない人もいて、従順

で受身であり親に連れられて来院するが、

自ら治療を求めることは少なく、抜毛その

ものには薬物療法やカウンセリングは効果

が乏しい。しかし、抜毛はあるが抜毛以外

の生活では自己抑制的でまじめで、学校生

活にも適応していることも多い。ストレス

は抜毛が全部引き受けているようにもみえ

る。



[総括］

児童青年期の問題は学校と関係していて、

学校生活に不適応を来すと家族も心配して受

診につながる。医師はその時子どもたちが何

で困り何を必要としているかを理解し、成長

や適応を焦らず適切な今の目標を設定して

やっていけるように手助けすることが大切で

ある。

臨床の現場では発達障害や虐待など問題は

山積みである。しかし、適切な対応で適応が

改善する子どもたちもたくさんいる。また医

学研究の進歩により私たちはより正確な診断

や子どもたちの症状の把握などが可能になっ

た。臨床の場では医学研究における新しい知

見を生かしながら、子どもの現実を適切に把

握し、さらに医師の連携や経験の共有によっ

て、子どもの情緒成長を支援することが大切

である。
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【特集lll】学校医研修会より

4色覚検査と色覚パリアフリー

これをお読みになっているほとんどの方は

小学校から高等学校で色覚検査を受けられた

ことがあると思います。石原色覚検査表とい

う微妙な色の点々で大きな数字など描いてあ

る頁を読ませる、あの検査です。

学校での色覚検査は昭和33年に開始され、

全員に実施されていましたが、検査時のプラ

イバシーに充分配慮できていなかったことや、

色覚異常者に適切な指導がなされていなかっ

たことが多かった上に、差別的な対応を生じ

やすかったこと、さらに進学や就職に設けら

れていた色覚に関する制限は平成に入ってほ

とんど撤廃されるようになったことなどの背

景から、平成15年からは希望者のみに検査

を行なうことに変更されました。しかし実際

には全国のほとんどの学校で学生に希望を問

うこともなく、検査が全く行われない状況と

なっていました。平成9年以後に生まれたほ

とんどの方は学校での色覚検査を一回も受け

ていません。

ご存じのように、色覚のもとになる光を感

じる細胞は網膜の錐体です。錐体の中のオプ

シンという蛋白が光を受容します。オプシン

にはアミノ酸配列の微妙な違いから光の吸収

スペクトルのピークが違う3種（短波長

(青)、中波長（緑)、長波長（赤)）がありま

す。色覚異常はオプシンの一つが欠損あるい

は、そのアミノ酸変異によって吸収スペクト

ルのピークが変化することにより、色に対す

る感覚に微妙な変化を生じる状態で、主に伴

性劣性遺伝します。現在のところ有効な治療

板東康晴

(徳島県眼科医会副会長）

法はまだありませんが、程度は生涯変化しま

せん。日本では男性の5％､女性の0．2％に

存在しますが、自分や保護者が気づきにくい

場合が多いものです。

色覚検査が行われなくなったことによって、

色覚異常の学生が自分の色覚特性に気付くこ

となく進路や就職の問題に直面することと、

教職員の色覚異常に対する理解や配慮が薄れ

るという問題が生じてきました。また、就学

や就職時の色覚に関する制限が撤廃されたこ

とにより色覚異常者の選択肢が拡がるのです

が、反面、就職してから業務上の支障に気付

いても、自己責任を課してしまう恐れがあり

ます。日本眼科医会の平成22．23年度の全

国調査で色覚異常を受ける機会を逸した児童

のエピソードが多数報告されました。下記に

その一部を紹介します。

7歳男「秋の葉の色｣という課題で緑色を

塗った

8歳男学校で色間違いをして､先生に｢ふ

ざけてはダメ」と注意された

9歳男黒板の赤いチョークの字を読み飛

ばした

10歳男色使いで級友にからかわれた

16歳男美容専門学校希望だが､ヘアカラー

の色の差がわかりにくい

18歳男鉄道会社の就職試験前日､学校で色

覚検査を受けて初めて色覚異常を知

る

18歳男消防の仕事を希望し､願書提出の際

に検査があり、異常を指摘された
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徳島県眼科医会では平成15年当時からこ

の問題に対し、教育委員会などに啓発活動を

行ってきましたが、なかなか色覚検査の復活

には至っていませんでした｡平成25年に入っ

て日本眼科医会が日本眼科学会と連名で文部

科学省に要望書を提出し、これを受けて、平

成26年4月文部科学省から教育委員会など

へ「希望者にプライバシーに配慮して色覚検

査を行う｣よう局長通知が発出されました｡こ

れにより、徳島県内でも学校での色覚検査再

開に向けて準備が始まっています。

徳島県眼科医会は平成26年10月県教育委

員会に色覚検査申込書（図l)および色覚検

査結果報告書（図2）のひな形を紹介しまし

た。これをもとに各学校で色覚検査の希望者

を募り、結果が報告されます。検査を行なう

べき学年は今後色覚検査が軌道に乗れば最低

限小lと中lですが、過去12年間検査が行

われていないので、当面は全学年で検査希望

者を募ることが望ましいです。今年度の徳島

県医師会認定学校医研修会では眼科枠で色覚

異常についての講義を予定しています。平成

27年10月現在、県内の一部の学校ではすで

に色覚検査が始まり、色覚異常を指摘受けた

学童が眼科を受診し始めています。平成28

年度からは全県下で色覚検査が実施されると

思われます。

さて、色覚異常は検査して発見されるだけ

ではいけません。学校、職場、地域社会にお

いて、色覚異常が正しく理解され、色覚異常

の方々にも不利益がないような色環境が工夫

されるべきです。このことを色覚バリアフ

リーと申します。肝心な情報は混同しやすい

色使いを避けて、色以外の要素を加えること

が必要です。つまり、色なしでも情報が理解

できるようにデザインし、その上で強調や装

飾として色をつけるという考え方です。

学校においては色覚異常の児童がいるとい

平収年月日

保凄呑各位

学校校長

色覚栓塞について

先天色覚興爾ば男子の約5％四人に1人〕、女子の約0率…人に1人〕

にみられます．色がまったく判らないのではなく、色によっては見分けにくく

なることがあるぐらいで、日常生活においてほとんど不自由はありません。し

かし．異常の皿度や状況によっては色を見韻り．周囲から誤解を受けることや、

色を使った根黛の一部が理解しにくいことがあります．色覚観隈のある忌窒や

資格もあり、また、創限は無くても不利になる仕事もあります．先天色覚異常

は遺伝によるものですが、両親が共に正常の場合でもみられることがあるため

注愈が必要です．

本人には自覚のない場合が多く、保璃行や周りの肴もそのことに気づかない

場合が少なくありません．具常の有餓を知るには検査を受ける必要があります．

自分の色の感じ方を知ることで、色以外の傭概にも注怠するようになり、色の

問違ら､を減らすことができるようになります．学校では粕璽行に対する色覚検

査を実堂して3，主す．特に今までに検査を受けておられない方、検査を受けた

が屋蝕が定かでない方は、今後の巡学・唾に■えて本検査を受Iナられること

をお勧めします．

色営強盃申込■

平逮年月側

学校良懐

色覚検査を希望します

年樋

児童・生徒名

保頂稀名 印

図1

平成年月ロ

年圃

僅国”

津佼艮

色宜検抄の翰果について

先日実ぬいたし丈した色覚検面の輸果佐吹のように剥加らせします。

いずれ功種開する力にOがついています．

蕪受働の鹿は.脚険昼専のご持参をお■いします'･

迭鈴、画恥を受pされた■合ﾕ、低断の域■に応迅て学佼生稀果迩興欄耳に”いて“しますの

で麓告各をご径111<ださ1､、

一一一一一一一一一一一一一一一一一一きりとり一一一一一一一一一一一一一一一一一一

報皆書

平成年月ロ

字校長鰹

刀一域砠

負粛なし（

掴承事項など

) 色 覚 具 鳶 で す ． （ ）

印
印

匡嘩名

また雌

、■官名

図2

う前提で授業を行って頂き、色の名前だけで

説明したり、答えさせたりせず､形､模様､大

きさ、順序など他の要素を加えるべきです。

濃い緑の黒板に書くときは文字の色は白や

黄を基本とし、あえて赤、緑、青を使用する

場合は白や黄の下線や囲みなどで区別できる
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ようにする。折れ線グラフでは凡例をグラフ

の外に置かず、直接書き込み、シンボルマー

クは大きめの記号で形を変え、実線、点線な

ど異なる線種を使う。地図では色相ではなく、

明度の差や模様の併用で表示するなどの工夫

が必要です。

現在、入学試験や雇用の際の色覚検査は原

則廃止となっています。自動車の運転免許は

(非常にまれな特殊な病型を除いて)色覚異常

があっても取得できます。色覚異常の方に制

限のある職業は、パイロット、船舶・鉄道の

運行業務､警察官、自衛官､消防士､騎手､競

艇選手、などです（制限は職種により様々)。

制限はないが、実際の仕事上で様々な困難が

予想される職業には、精密な色合わせが必要

な仕事（印刷・塗装・染色・服飾・画像処理

など)､色で区別される電線や抵抗器を扱う電

気技師、生鮮食料品の取り扱い（販売・調理

師)、皮膚科医、内視鏡・病理組織の専門医、

看護師、臨床検査技師などが挙げられていま

す。
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【弔文】

林弘治先生を悼んで

徳島赤十字病院小児科に長年勤務されてい

て副院長の職にもつかれた林弘治先生が、平

成27年3月18日に脳腫瘍のため逝去され、

3月19日に告別式が行われて、言い知れぬ

悲しみと寂しさを以て参列したのがつい昨日

のように思い出される。

林先生と私は医学部入学以前より同じ道を

共にしてきた。ご存じの方々も多いだろうが

当時大学医学部を受験をするには、どこかの

大学で2年間の一般教養課程を終えなければ

その資格がなく、私たちは当時の徳島大学学

芸学部「その他課程」という何か端っこ的名

称のところに入学した。学芸学部は師範学校

がもとになって作られた学部であり、当然教

員養成のための学部で、医学部受験を目指す

者はあくまで「その他課程」という名で呼ば

れることになったのだろう。事実その他課程

の級友たちはすべて2年後に徳島大学を主と

して医学部を受験した。林先生とは学生時代

は勿論卒業しても同じ小児科の道を選び、北

村義男教授のところに入局して以来現在に至

るまで同じ道を一緒に歩いてきたことになる。

(一緒といっても最初は林先生は入局は大学

院生としてで､私は一般医局員生であった｡同

時入局は他に故・恒石昌弘先生、故・大木悦

三先生との4人で、この4人が結束して仕事

も診療も行ったので、当時ありがたいことに

小児科中興の4人と呼んでくれていたと聞

く｡）

林先生は深夜遅くまで研究室でビタミンの

2015年12月

兼松宏

(兼松小児科）

実験に取り組んでおられた。私は当時助教授

だった宮尾益英先生の研究の一端の洞性不整

脈の勉強をして心電図の山を相手にしていた

ので夜遅くになると別々のところにいたが、

林先生が私より余計深夜までがんばっておら

れたのは感心するほどであった。夕飯もいつ

も研究室であったように記憶している。もっ

とも時には研究室でお好きだったアルコール

をちょっと嗜まれることもあったが、これは

当然元気づけなのは誰も知っていて、林先生

は飲まれると鼻歌がでたが、夜遅く鼻歌が聞

こえてくると先生の実験がうまく進んでいる

なと思っていた。

林先生は自分の意見ははっきり言われた。

毎週月曜日の朝は病棟の教授回診で、回診は

医局員は怖いものの一つだった。北村教授は

あまり患者の前で主治医を叱ることはされな

かったが、それでも結構怖いものだった。あ

る時林先生は教授回診のときに先生に自分の

考えを言われたので私たちは一瞬息を呑んだ。

こんなことは誰もできなかったからである。

林先生はやっぱりやるな…皆んなそう思った

のに違いない。

学生時代からずっと一緒に同じ釜の飯を食

べてきた私だから先生に言うべきことも多い、

反面聞きたいのもまた多いのに、今はもうこ

の世では不可能である。いつかまた私が彼岸

に辿りついた時にはお互い話し合いましょう。
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【弔文】

故林弘治先生を偲んで

’
’

林弘治先生に初めてお会いしたのは、私が

大学病院に勤務をしていた時だったと思いま

す。たしか、30年も前かと思います。当時、

小松島赤十字病院の建物は古いものだったか

と思います。その後、新しい建物に変わって

からも、神経外来を担当しに行きました。午

前の外来が終わってから、一緒に食堂に連れ

て行って下さり、雑談しながら食事をしたこ

とがよくありました。覚えていることは、会

話している時に内容によって、楽しいもので

あれば、目尻にしわを寄せる優しい笑顔が印

象に残っています。そして、小松島赤十字病

院やひのみね医療センターの宴会にお誘いを

して下さり、酒宴の席にご一緒した時は、よ

く日本酒を好まれて、私にもよくお酌してい

ただきました。先生のおちょこを持つ手がな

んとも粋な仕草でした。そして、お酒を飲み

ながら、タバコをよく吸われていました。そ

の時は本当に満面笑みを浮かべていました。

私が大学病院を辞めて､開業してからは､大

学の同門会や忘年会にてお会いする時があり

田山正伸

(徳島県小児科医会会長）

ましたが、お声をかけますと、以前と同じ笑

顔で返していただきました。

昨年、林弘治先生がご病気で徳島赤十字病

院に入院された事をお聞きしました｡実は､長

年徳島県小児科医会に貢献された先生に感謝

状を贈呈することになっており、昨年の対象

者が幹事として貢献して頂いた林弘治先生に

決まっていました｡通常は年末の総会にて､授

与式を行うのですが、参加されることが難し

いかもしれないと判断して、徳島赤十字病院

から転院された自宅付近の病院に藤野佳世先

生と一緒に訪問することにしました｡平成26

年12月10日の水曜日午後､林先生の奥様に

連絡して、入院先の病院のすぐ近くのご自宅

を訪問しました。病状は厳しく人工呼吸を装

着され意識も無いとのことで、お会いするこ

とを断念して、ご自宅にて、持参した感謝状

をお渡しして、暫し奥様とお話しをさせてい

ただきました。ご指導して頂いた事、酒宴の

席での歓談した様子、ご家族の事などお話し

しているうちに気がついたら、予定の時間を

かなり過ぎていました。ご主人である林先生

のお話をされる奥様の目に流れるものがあり

ました。無理にでもご訪問してよかったと思

いました。

最後になりますが、林弘治先生。長くに渡

り私達小児科医をあたたかく、時に厳しくご

指導下さり有難うございました。心からご冥

福をお祈り致します。
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【弔文】

林弘治先生を偲んで

林弘治先生は昭和42年から平成8年まで

の長きにわたり、小松島赤十字病院（現在の

徳島赤十字病院）にて小児科部長、副院長と

して勤務されました。その後、徳島赤十字血

液センター所長として平成13年まで務めら

れ、その後もお元気になさっておりましたが、

昨年体調を崩され、平成27年3月18日脳腫

瘍のため御逝去なさいました。心よりお悔や

み申し上げます。

私が初めて林先生にお会いしたのは、長男

出産後､昭和58年6月大学からはじめて外の

病院に派遣され、当時の小松島赤十字病院に

勤務した時でした。上には林先生と吉田哲也

先生がおられました。今考えると卒業したて

のペーペーの私に、親切に対等にしていただ

き、よく大先輩お二人が我慢してくださった

ものだと思います。その頃、林先生は副院長

をされており、院内の他科の先生方とも交流

が多く見られていて、いろんな方の相談役を

されていたように覚えています。林先生は吉

田先生の事を頼もしく思われており、臨床の

指導は吉田君にとおっしゃっていました。大

学病院で一年働いただけで、一般的な診療の

常識も育っていなかったところ、小松島赤十

字病院でいろいろな経験をさせていただきま

したが、林先生にもいろいろ御迷惑をおかけ

したことと思います。

林先生からお聞きした言葉で、小児科医は

今まで診ていた子供が次には母親になって三

代で来てくれるのが楽しみである、という言

2015年12月

藤野佳世

(ふじの小児科クリニック）

葉が､開業20年経つ今実感されています。忘

年会で林先生、吉田先生と一緒にナースのス

カート姿に扮したことなど思い出します。

卓球部で林先生の1年先輩であった主人の

父も3年前に亡くなりました。あちらで仲良

くお酒を酌み交わしているのでないかと思い

ます。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

合掌
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【随筆】

悩み深き似非農夫

診療所の裏の小さな畑で菜園を始めて、15

年以上になった。最初の頃は、トマト、ナス、

キュウリ、スイカ、ジャガイモ、キャベツ、ダ

イコンなど割とよく育った。耕作機械がない

のでスコップで畑土を掘りおこし、畝を作り、

種をまき、草を取り、水をやり育てた。安全

な作物を食べたいと考え、無農薬とした。

数年間は順調に収穫を得ることができた。

しかし、その後は年々害虫の発生と雑草の繁

茂のため、まともな収穫ができなくなってき

た。とりわけ害虫の繁殖はすさまじく、最近

ではダイコン以外の作物には、ほぼ決まった

種類の害虫が大量発生するようになった。自

らの手で始末するのも気味が悪く、ついに少

量の駆除剤を試したが、数が多すぎて効果は

一時的であった。虫の完全制圧には本格的な

農薬散布が必要と思われたが、生業ではない

ので、そこまでする気にはならなかった。虫

にたかられた野菜を眺めていると、ふとカー

ソン・レイチェルの「沈黙の春」が脳裏に浮

かんだ。農薬を使えば使うほど、強い農薬に

すればするほど、害虫はますます強くなり抵

抗性を示す。周辺の農薬感受性の高い生物は

どんどん死滅し、やがて鳥のさえずりさえも

ない（烏が汚染された虫を食べて死ぬから）

沈黙の春が訪れる。農薬と害虫の限りないせ

めぎ合い、環境汚染、他生物への重大な悪影

響という問題である。一方、植物では除草剤

の効かないスーパー雑草が繁殖し農業従事者

が困っているとのニュースがテレビで流れて

岡 田 要

(かなめ小児科内科クリニック）

いた。さしずめ医学の世界なら、抗生物質と

耐性菌の出現と蔓延の構図に等しい。

このような状況下で有機・無農薬農業で生

計をたてることが、いかに大変な事であるか

は容易に想像される。消費者は安全な無農薬

できれいな作物を要求している。無農薬を貫

こうとすると、自分の手で害虫を殺すかある

いは天敵生物を探し出し害虫を駆除するしか

ないように思う。駆除といっても虫の大量殺

生なので、自責の念にとらわれては何もでき

ない。よって、農業を含め一次産業従事者は、

神仏を一時忘れなければならない。収穫物が

人々の生命を支えているという事実は大いな

る救いではあるが、人類もまた他生物との調

和など課題は多い。

今、畑は虫の天敵（捕食者）であるカエル、

アリの楽園となりつつある。雨の降る前には

よくカエルが啼いている（そろそろ冬眠準備

中のため､今は静か)。人間にとって害虫とい

えども、他者には貴重な食料となる。この様

な食物連鎖をなす生物の多様性と絶妙なバラ

ンスは素晴らしい。自然は偉大なり！
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【絵本紹介】

小児科待合室の絵本『たまごにいちゃん』

富永ユリ

(北島こどもクリニック）

卵の殻をかぶって足と顔だけだした姿です。

歩くときも、ぶつかって殻にひびがはいらな

いように石をよけながら歩いています。お母

さんから「早く大きくなるといいわね」と言

われても､｢いいえ。僕はこれでいいんですよ。

おかあさん」と答えます。弟はもう黄色いひ

よこになっていてたまごにいちゃんより大き

くなっていますが、平気です。たまどの方が

いいんです。その理由は、お母さんに暖めて

もらえるからです。そして他の動物の体にも

ぐりこんでかくれんぼをしたり、楽しいこと

がいっぱいです。卵だからだれにも怒られま

せん。水に浮かんでいるのも大好きです。

たまごにいちゃんは､カラスが苦手です｡カ

ラスはたまごにいちゃんを見つけると殻を割

ろうと近寄ってきます。「やめてやめて1

からだがわれたらぼくたのしくなくなっ

ちゃう」と言って必死で逃げます。ぶたの鼻

に逃げ込みましたが、ぶたがくしゃみをして

しまい、転がり出て石にぶつかってしまいま

した。殻にひびがはいってしまいました。「こ

のままじゃぼくほんとうのおにいちゃん

になっちゃう」とその夜心配で眠れません

でした。朝になって殻はばらばらになり、た

まごにいちゃんはにわとりになっていました。

おかあさんからはとっても素敵。弟からはお

にいちゃんすごくかっこいいよ。と言われま

した。

水溜りに映った自分の姿を見ました。もう

かわいい卵ではありません。でも思ったより
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あきやまただし作･絵／鈴木出版(2001年）

この原稿の依頼を受け以前の先生方の記事

を再度読ませていただきました。まず、感じ

たことは、私はあまり子供に絵本を読んでな

かったなあ。と言うことです。もう、3人の

子供も絵本を読むような年でもなく、少し反

省しております。そんな私も何冊かの心に残

る本があります。そのうちの一冊を紹介させ

ていただきます。一番下の娘が保育所の年長

くらいで気に入っていた絵本です。

このこ、たまごにいちゃんといいます。

ほんとうはもうたまどから

でていないといけないんです。

でもでたくないんです。

たまごにいちゃんは、ず－つと

たまごでいたいとおもっていました。

という文で始まります。たまごにいちゃんは、
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かっこいい自分が立っていました。「うん､き

みわるくないよ」水溜りの中の自分にそっ

と言いました。

たまどの殻をつけたまま大きくなった僕の

息子は、いつまでも赤ちゃんみたいに甘えて

いたかったみたいです。でも、5歳になって、

体も幼稚園の年中組の中で一番大きくなり、

自分でもそのことを意識しはじめると、以前

のように甘えることに違和感を感じるように

なってきたみたいです。抱っこしてもらった

親に「重い、重い」と言われ、それまで届か

なかった高い所のものも簡単に取れるように

なり、今まで履けていた靴が急に入らなくな

り、乗れなかった自転車に上手に乗れるよう

になると、いよいよ卵ではいられなくなりま

す。自分でわかっている分、赤ちゃんのよう

な行動が急に恥ずかしく思えてしまいます。

たまごでも赤ちゃんでもない自分を認識して、

自らの手で殻を壊してくれれば、親にとって

はうれしいことですが、甘えてくれないのも

寂しいものです。と、著者のあきやまただ

しさんも書いています。

『たまごにいちゃん』はシリーズ作品です。

『こんにちはたまごにいちゃん』は､初め

は卵の殻を割ろうと頑張っていましたがどう

しても割れなくて…。たまご兄ちゃんの誕生

秘話を書いた作品です。

「がんばる！たまごにいちゃん』は､勇まし

く成長したたまごにいちゃんですが、卵の頃

がなつかしくなって…。など5冊くらいあり

ます。どれも、子供が成長する過程で、大切

なこと：今の自分を認めながら、先に進んで

いく勇気。をもらえる本だと思います。私も

たまごにいちゃんのお母さんのように子供た

ちを見守っていきたいと思います。

（平成25年lO月）
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【新入会員I

新入会員挨拶

小児科外来診療におけるタブレット端末の活用

西條隆彦

(中山産婦人科・小児科）

この度、徳島県小児科医会に入会いたしま

した、西條隆彦と申します。約15年間勤め

た徳島大学病院周産母子センターNICUを辞

し、2015年4月から藍住町にある中山産婦

人科で新生児科医・小児科医として入院・外

来診療を行っております。皆様どうぞよろし

くお願い申しあげます。

大学病院を辞める少し前に思いがけず

iPadを手に入れることができた。せっかくい

ただいたものを次の職場で有効に活用できな

いか、色々考えていてはみたがNICUで仕事

をしながらではいいアイディアも浮かばずそ

のままにしてあった。しかし実際に勤務し始

めてみると、日々の診療においてこれがiPad

でできればいいな、と思うようなことがいく

つか浮かんできた。

ファイルを置いて、ウェブアプリケーション

という形で当院専用の小児薬用量計算機を動

かしてみた（図1，2)。

中山産婦人科小児薬用量針算機
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1．小児薬用量計算機

モバイル端末で何かをしようと思えば専用

のアプリケーションを作る、ということが思

い浮かぶが､私にはObjectiveCJPSwiftなど

の専用言語の知識が全くなかった｡しかし､趣

味でアメリカのあるミュージシャンのライブ

録音・録画をリストしたウェブサイト(prn-

archive.net)を管理しており、ウェブページ

の作成に不可欠な三つの言語(html,css,

javascript)に関する知識は少しだけあった。

そこで当院のウェブサイトの片隅にこれらの

８
古
●
も
ｄ
ｌ
４

ｓ
Ｇ
４
４
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…や金…

図2小児薬用量計算機のコード（一部）

小児の薬用量は体重、年齢、またはその両

方で定められるので、二つの値を入力し、錠

剤が飲めるか飲めないかを選択して計算ボタ

ンを押すと投与量が表示されるようにした。

さらに薬品名をタッチすると添付文書が現れ
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るようにした。

タブレットをポチポチやって我が子の薬の

量を決めている医者を親はどう思うだろう、

と少し不安に感じる時もあるが、私にとって

は手放せないものになった。

2．乳幼児標準身体計測値計算機

産科医院に併設された小児科という性質上、

乳児健診を行うことが多い。その際に身長・

体重・頭囲・胸囲の標準値を知る必要がある。

どこかの粉ミルクメーカーが作った小冊子が

有名であるが、受診時の月齢（何か月何日）

の計算が煩わしい。そこで生年月日と性別を

入力するだけで月齢と標準値が表示されるア

プリを作った（図3，4)。

乳幼児の標準身長･体宜･頭囲･胸囲

計算日：o前々日、前日o当日

生年月日：平成27畳年'8－§月10§日
性別：o男、女

誼

月齢:2か月4日

標準値

身長：57．1Cm

体重:52299
頭囲:38.2cm

胸囲：38．7Cm

、中山産燭人科20ﾕ5

図3乳幼児標準計測値計算機

例の小冊子の値は2000年に厚労省が行っ

た調査結果に基づいている。2010年にも同

じ調査が行われているが日本人の標準値とし

ては2000年のデータを用いることが勧めら

れておりこれに従った。発表されているデー

タは当然一日毎の数字ではなく、例えば2歳

までは一か月毎のデータなので、生年月日を

取得して月齢（何か月何日）を計算し、中

間点は比例配分で計算した。また受診前日や

“S

図4乳幼児標準計測値計算機のコード（－部）

前々日でも正しく計算できるボタンを加えた。

主に看謹師が利用している。

3．耳鏡画像Wi-Fi表示

高価な専用機器は買えないので、安い機械

を用いて耳鏡の静止画や動画をWi-FiでiPad

に飛ばして見てもらうシステムの構築を試み

た。Wi-Fi機能を持った小型のmicroscopeを

e-bayでさがして購入した。耳用のスペキュ

ラは3DCADソフトでデザインして3Dプリ

ンタで作成した。こうして鼓膜の鮮明な映像

をWi-FiでiPadに転送し､患者や親に見ても

ら…えていない（泣)。届いたmicroscopeは

製造者名もはっきりしないようなmadein

Chinaの怪しい品物で、Welchのスペキュラ

をテープで貼り付けて試してみたが焦点は合

いにくいわWi-Fiは切れまくるわで全く使い

物にならなかった。3DCADソフトなんか難

しすぎて使えないし3Dプリンタなんて持っ

てない｡3年以内の達成目標としよう。

最後になるが、このiPadは私が大学病院を

去る際に賎別としていただいたものである。徳

島大学小児科新生児グループの先生方､本当に

ありがとう。有効に使わせていただいています。

（平成25年10月）
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【学術記録】

平成27年1月22日附

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ザ・グランドパレス

特別講演「過去の歴史から学ぶこれからのワ

クチン」

北里大学北里生命科学研究所所長

中西哲夫

平成27年3月4日㈱

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ザ・グランドパレス

ー般演題「当院での低月齢児のRSV感染症

管理：熱や咳がなくても入院?」

徳島県立中央病院小児科

寺田知正、小野朱美、井上美紀、

須賀健一、川人雅美、森一博

特別演題「免疫不全およびダウン症候群パリ

ビズマブの適応拡大と神奈川県での

RSウイルス感染対策」

横浜市立大学付属総合市民医療センター

小児医療センター部長

森雅亮

平成27年3月11日㈱

第190回徳島県小児科医会例会･学術講演会

場所：徳島大学医学部青藍会館

一般講演「急速に進行し脳死とされうる状態

になった急性壊死性脳症の1例」

徳島県立中央病院小児科

須賀健一

特別講演「ロタウイルス冑腸炎に伴う腎後性

腎不全」

2015年12月

高知大学医学部小児思春期医学講座教授

藤枝幹也

平成27年6月24日㈱

第191回徳島県小児科医会例会･学術講演会

場所：ホテルクレメント徳島

一般講演「当院で経験したStevens-Johnson

症候群」

徳島赤十字病院小児科

七条光市、武知淳美、松本苑美、藤野修司、

谷口多嘉子、高橋昭良、渡邊力

特別講演「薬疹の病態と治療～軽症湿疹から

薬剤性過敏性症候群～」

愛媛大学医学部皮膚科学准教授

藤山幹子

平成27年9月16日㈱

第192回徳島県小児科医会例会･学術講演会

第30回徳島県小児科合同症例検討会

場所：ホテルグランドパレス徳島

合同症例検討会「当院産婦人科におけるMR

ワクチンⅢ期・Ⅳ期世代女性の風疹

HI抗体価の現状と課題について」

徳島市民病院小児科

山上貴司、鈴江真史、松浦里、

岸揚子、松岡優、山下和子

学術講演会「小児アレルギー疾患（食物アレ

ルギー、喘息）について：最近の話

題」

徳島大学病院小児科

杉本真弓
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平成27年10月17日出

第19回徳島小児感染症研究会

場所：徳島ワシントンホテルプラザ

ー般講演「肺炎球菌性肺炎に合併した難治性

急性膿胸に対して胸腔鏡下膿胸掻肥

術が有効であった一例」

徳島県立中央病院小児科

大西康裕

特別講演「公衆衛生の転換一感染症との戦い

から共生へ」－現代という文脈で読

み解くエボラ出血熱、デング熱の流

行－

長崎大学熱帯医学研究所

国際保健学分野教授

山本太郎

平成27年12月16日㈱

第193回徳島県小児科医会総会・忘年会

場所ホテルクレメント徳島

(文中敬称略）

平成27年度小児の健康週間事業として

平成27年10月4日旧）

″高田健司さん講演会”木のおもちゃ

実演を交え参加多数で行われました。
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【会務日誌】

小児科医会理事会

平成26年度小児科医会第4回理事会

日時：平成26年12月17日伽19:30

場所：徳島県立中央病院3階会議室

出席：田山、日浦、岡田、中津、伊勢、森、

藤野、中川、田口（9名）

1)感謝状授与林弘治先生

（昭和5年(1930年)9月1日生）

2）日本小児科医会地域総合小児医療認定

医について

3）中四国小児科医会ブロック協議会報告

（平成26年ll月16日岡山）

4）平成26年度徳島県小児科医会総会、忘

年会平成26年12月24日

5）徳島県小児科医会理事、各委員会委員

について

6）子どもの健康週間行事報告

平成26年9月28日（日）

午後1時～4時シビックホール

「小児科医と一緒に楽しもう｣四国二期会

会員によるコンサート

7）小児救急関連主要関連病院の現状の報

告、年末年始の体制

8）予防接種関連

①水痘ワクチンの定期接種化(10月1日

より）

委託料（広域化事業、県内統一）

9,072円

②三種混合ワクチン不足

③子宮頸がん予防ワクチンの状況変わら

ず

2015年12月

9）アレルギー委員会報告（山田先生）

徳島県医師会学校保健委員会食物アレ

ルギーワーキンググループ

10）小児科医会報の進捗状況（藤野先生）

11）平成26年度会計報告

平成27年度予算案（田口先生）

12）徳島市医師会から徳島市夜間休日診療所

運営に関する委託金

､e■●■岳｡ODG●●●●●●O●･申0●●①･●CGO･●申●C●ODC●｡●｡●中●QcQ6●●､■●白p■eUe

平成27年度小児科医会第1回理事会

日時：平成27年2月27日倒19：30

場所：徳島県立中央病院3階会議幸

出席：田山、日浦、岡田、森、富本、藤野、

中川、榎本（8名）

1）日本小児科医会地域総合小児医療認定

医について

2）日本小児科医会社会保険全国委員会

平成27年2月22日（日）東京

3）大学人事

4）第26回第2回徳島県周産期医療協議会

平成27年1月13日

とくしま未来健康づくり機構

5）徳島県小児科医育成・診療協議会の発足

平成27年3月18日㈱

第1回会議予定

6）年末年始の徳島市夜間休日急病診療所の

患者数

インフルエンザの前倒し流行のため、年

末年始の救急患者が著増した。

7）徳島市医師会と徳島県小児科医会との業

務委託契約
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8）アレルギー委員会報告（山田先生）

9）その他

予防接種ではB型肝炎ワクチンの定期化

2年後

MRワクチン第2期接種率の低下

今年度の学術集会予定

1)平成27年3月4日㈱

RSウィルスについて講演会

2）平成27年3月ll日㈱

第190回徳島県小児科医会例会

「ロタウイルス胃腸炎に伴う腎後性腎不

全」

高知大学医学部小児思春期医学講座

教授藤枝幹也先生

「急速に進行し脳死とされうる状態に

なった急性壊死性脳症のl例」

徳島県立中央病院小児科須賀健一先生

3）平成27年6月13日(土)14日（日）

大分県別府市

第26回日本小児科医会総会フォーラム

4）平成27年4月17日囹18日出19B(日）

大阪国際会議場、リーガロイヤルホテル

大阪

第118回日本小児科学会学術集会

●●岳●●●DeD●●●｡C甲｡｡●早争｡号申●O●･申･●●●･申●●e●･由●凸●●■●､●BgoD●●●e●●

平成27年徳島県小児科医会第2回理事会

日時：平成27年6月17日㈱19:30

場所：徳島県立中央病院3階会議室

出席：田山、日浦、中津、森、伊勢、市岡、

藤野、富本、榎本、中川(10名）

l)退会林弘治先生（死亡）

平成27年3月18日

2）新入会員西條隆彦先生中山産婦人科

3）「第6回全国病児保育協議会四国ブロツ

ク研修会in徳島」後援依頼

平成27年9月27日（日）

徳島市医師会館

4）第26回日本小児科医会総会フオーラム

in大分報告

平成27年6月13日出14日（日）

大分県別府市

田山会長（常任理事)､日浦副会長（代議

員）が出席

日本小児科医会が公益社団法人となった。

地域総合小児医療認定医が637人登録

された。

5）子育て支援行事

①イベント「おぎやつと」

平成27年5月3日、4日

アスティ徳島

徳島県医師会小児科相談コーナー

田山、田口、山田、藤野各先生

②子育て支援行事

平成27年10月4日(日)予定

「子どもと一緒に遊ぼう」

おもちゃデポ高田さん

6）小児救急に関すること

l.急病診療所のゴールデンウイークの患

者数

2．各病院の状況

3．西部圏域の状況（三好病院の時間外診

療への応援について）

7）アレルギー委員会報告（山田先生）

8）小児に対するワクチンの筋肉内接種法

（日本小児科学会）

9）社会保険審査員として高橋洋三先生に代

わり日浦恭一先生就任

10）（1）第191回徳島県小児科医会例会な

らびに学術講演会

平成27年6月24日㈱

ホテルクレメント徳島

特別講演：薬診の病態と治療～軽症湿疹
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から薬剤性過敏性症候群～

愛媛大学医学部皮膚科学准教授

藤山幹子先生

(2)平成27年6月27日出

徳島大学小児科地方会同門会

平成27年徳島県小児科医会第3回理事会

日時：平成27年9月2日㈱19:30

場所：徳島県立中央病院3階会議室

出席：田山、日浦、岡田、中津、大野、森、

榎本、富本、藤野、山上、中川、田

口、山田(13名）

l)徳島県医師会「新会館建築支援協賛金」

募集について

2）平成27年度第1回徳島県周産期医療協

議会

平成27年6月26日閲

3）平成27年度徳島県小児医療（救急）関

係者会議

平成27年7月30日(村

4）平成27年9月16日㈱

自見はなこ先生との懇親会

5）徳島県小児科医会例会の今後について

（岡田副会長）

6）子育て支援行事

平成27年10月4日(日)(山田先生）

「子どもと一緒に遊ぼう」

おもちゃデポ高田さん

7）今年度徳島県小児科医会報の進捗状況報

告（藤野先生）

8）アレルギー委員会報告（山田先生）

9）予防接種

MRワクチンⅡ期の接種率(2014年）

10)学術集会等の予定

(1)平成27年度NICU長期入院児の在宅

療養体制整備事業

在宅療養児支援関係者研修会

平成27年9月9日㈱
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2015年12月

平成27年9月10日附

「みんなで学ぶ小児内分泌疾患」

小谷先生

平成27年9月12日、13B

第33回四国小児神経症例検討会

第192回徳島県小児科医会例会なら

びに学術講演会

第30回徳島県小児科合同症例検討会

平成27年9月16日㈱

第6回全国病児保育協議会四国ブロッ

ク研修会in徳島

平成27年9月27日（日）

徳島市医師会館

平成27年9月27日（日）

徳島県小児保健協会、総会、講演会
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徳島県小児科医会理事会御中

学術講演会および行事｛1．共催2．後援3．資金援助l申請書

則
日

Ｉ申請責任者：

申請日： 年月

1．学術講演会・行事名とその目的(徳島県小児科医会会則第2章目的に適うこと）

年月日2．開催予定日：

3．開催場所

4．主催および共催名と代表者名

主催： 代表者（ ）

共催者：

5．開催協力者名（徳島県小児科医会会員5名以上）

6.資金援助申請額

￥

付 則

l・徳島県小児科医会から資金援助は200,000円を上限とする

2．申請者は行事内容を会員に予告し、終了後は理事会での報告と徳島県小児科医会会報に掲

載する
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2015年12月

社団法人日本小児科医会徳島県支部役員名簿一敬称略一

役 委員
《
室員

香
古
水
岸
松

田山正伸

日浦恭一

岡田要

中津忠則

美
川
井

総 委員長

副 委 員 長

委員

顧問 祥

一

務二
郎
雄
彰
優

三

会計・財務岡 委員長

副 委 員 長

委員

口義

本尚

本新

行
子
也

田
富
榎

今
云 長 田山正伸

学 術 委 員 長

副 委 員 長

委員

要
男
也

岡 田

市岡

榎本

副会長 浦恭一

田要

津 忠 則

日
岡
中

隆
新

広 報 委員長

副委員長

委員

藤
中
山
久

佳
礼
進

世
子
一
孝

野
川
田
原

事 鈴
市
大
上
森
富
藤
田
中
山
榎
山

江
岡
野
田

純
隆
秀

史
男
夫
隆
博
子
世
行
子
司
也
一

理

病診連携 忠
一
貴

津
上

中
森
山

委員長

副委員長

委員

則
博
司一

尚
佳
義
礼
貴
新
進

本
野
口
川
上
本
田

子育て支援 委員長

副委員長

委員

浦恭一

田進一

本尚子

野佳世

野恵美子

日
山
富
藤
新

アレルギー 委員長

副委員長
山
市
杉
榎
田
久
七
苛

進
隆
真
新
宏

田
岡
本
本
中
原
條
原

一
男
弓
也
実
孝
市
誠

委員監 事 伊勢和子

山下和子

光

幹 事 田中

兼松

弘
宏

正伸

恭一

忠則

恭一

忠則

恭一

トモ子

日本 小児科医会常任理事

日本小児科医会代議員

日本小児科医会予備代議員

日本小児科医会社会保険委員

社保審査委員

山
浦
津
浦
津
浦
田

田
日
中
日
中
日
幸国保審査委員
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【編集後記】

会員の皆様いかがお過しでしょうか。今年も残すところ後わずかとなりました。平成27年

度徳島県小児科医会報をお届けします。藤野先生のイニシアチブの下、編集作業を進めてきま

した。そして、今回初めて編集後記を担当させていただきました。行き届かなかった所もあっ

たかと思いますが、ご容赦下さい。多くの先生方から学術論文や随筆などをお寄せ頂きまして、

発刊に至りました。ご寄稿頂いた先生方には、心より感謝申し上げます。

巻頭言で田山先生から今夏の手足口病の流行について触れられていますが、晩秋になっても

手足口病の小流行が散発しています。現在の感染症の流行に左右される小児医療から、少子化

を見据えた小児医療への取り組みの先生の考え、小児科医会の対応が述べられており、小児科

医として考えさせられる内容となっています。

今号では、特集に「発達障害」と「食物アレルギー」への対応についての執筆をお願いしま

した。近年増加している発達障害児に対して、医療、心理、教育、福祉などの分野が協働して

支援を行う「NPO法人子育て･発達支援ネットワークはぐくみ」の設立についての説明がされ

ています。また、食物アレルギーを持つ子供達も増加しており、徳島県小児科医会としての取

り組みが紹介されています。これらは今後の小児医療の重要な分野であり、地域の小児科医と

しても取り組んでいくべきではないでしょうか。

学校研修会からはタバコの害、思春期の性、情緒障害、色覚異常についてのご寄稿を頂きまし

た。具体的な事例を示して詳細な説明がなされ、いずれも実地臨床の場で大変役立つ内容です。

故林弘治先生を偲んで、兼松先生と田山先生と藤野先生から弔文を頂きました。ご冥福を

お祈り致します。

随筆では岡田先生が菜園にて思慮深く農作業されている姿が目に浮かんで来ました。絵本の

紹介は富永先生にお願いしました。「たまごにいちゃん」シリーズを待合に揃えたいです。

新入会の西條先生からはiPadを用いた診療が紹介されています。ITを活用した外来診察に

憧れますが、スキルがついていきません。どうぞご指導下さい。

2015年を振り返ってみますと、女子サッカーなでしこジャパンの健闘、ラグビーワールド

カップでの日本チームの活躍は皆さんも御存知の通り国民に勇気と希望を与えるものでした。

一方で、TPP、軽減税率、マイナンバー制度の導入など国民生活に直結した問題と日本の安全

保障問題もあり、不安な気持ちも否めません。来年に目を向けると、診療報酬改定があります。

診療報酬が引き下げられるのでしょうか。消費税分はどのように扱われるでしょうか。注視し

ていかなければと思います。

来年度もご寄稿をよろしくお願い致します。それでは皆様、良いお年をお迎え下さい。

（くはらクリニック久原孝）

徳島県小児科医会報第28号(平成27年12月）
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－原稿募集一

皆様の投稿を歓迎いたします。

小論文、症例報告、随想、書評、趣味のことなど何でも結構です。

原稿の〆切りは毎年9月末日です。

よろしくお願いいたします。

2015年12月

原稿送付先：〒773-0023

小松島市坂野町字平田18-4

ふじの小児科クリニック

藤野佳世宛

TEL:0885-37-0250

FAX:0885-38-1230

email:kayofcln@tokushima・med､orjp
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徳島県小児科医会(入会･異動･退会)申込書

(ふりがな）

氏名 性：男女生年月日大・昭年月日

勤 務先名称と科名

郵便番号と住所 〒

電話番号

F AX番号

自宅郵便番号と住所 〒

電話番号

FAX番号

メールアドレス

名 簿掲載の同意自宅住所するしな い 自 宅 電 話 番 号 す る し な い

メールアドレスするしない

日本小児科医会に入会 すみしない

徳島県小児科医会ML(交見会ML)への登録 するしない

徳島県小児科医会関係印刷物の送付先 勤務先自宅

非常時連絡先（非公開）平日メール・FAX

(メールかFAXを選択）休日・夜間メール・FAX

お願い 勤務先・住所・連絡先などの変更に際しては必ず下記まで御連絡下さい

連絡先徳島県小児科医会事務局田山正伸

または名簿・連絡網担当ふじの小児科クリニック藤野佳世

TELO885-37-0250FAXO885-38-1230
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