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「急性上気道炎～見直しませんか、いわゆる"風邪薬"～」

吉田均

「小さく生まれた子どもたちの成長と発達～新生児医の立場から」
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「これからの小児医療」近藤直実

「発達障害児の支援を長期的視点から考える」木谷秀勝
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巻頭＝

小児科医の役割
岐阜大学医学教育開発研究センター長・

テュトーリアル部門教授鈴木康之
－．いつ１戸－．４１つ『仁つぐＩ－－ＯＰ－ｗ－－鈩－１q`－－０１－－００いつ0-0---割0-←一知軸･-10かつ．4.0-1かつ'0.-ルー-'o`－．００いつ0↑･－絆－０'Ｈ－．＋･つ,作－０いつ４１コ－－床－１１－．Ｐつぐか－１''－１．１，－０炉－０４１`－↓即今－０１－つルー‘01.-0qP--r11-J･卜一・！１１－.ＤＣ`－↑01-か－１いつ，.?.!￣一つ←

ここlo年あまり、｜|本小児科学会のJjll'１医制度に関

わらせていただいています。臨床の第１線からは少し

離れた立場にいますが、教育担当者として小児科学会

に少しでも貢献できればという思いからです。その'１１

の仕事の１つが「小児科医の到達'二1標」の整備です。

侍さんは曰本小児科学会が発行している「小児科医の

到達口標」（平成22年改訂版）をご覧になったことは

ありますでしょうか。その最初のページに「小児科専

門医の役割」という項目があります。「小児科医の役

割なんて､何を今更…｣と思われるかもしれませんが、

Ｒ本あるいは'１t界の小児科医が果たすべき役割につい

て、立場の違いこそあれ、共通認識を持つことはとて

も重要だと言われはじめており、こうした動向を背景

に｜|本小児科学会も｢小児科医の役割｣を定めました。

「役割｣は「ゴール」と言っても良いかもしれません。

また「アウトカム」という言い方をする場合もありま

す。ここで言う「アウトカム」とは"診療実績・'０}修

成績，，という意味ではなく、教育（研修）の成果とし

ての"人材像'，という意味合いです。

１．子どもの総合診療医小児科|先は子どもを全人的

に診療するだけでなく、家族と信頼'1M係を構築し、

心理・社会的サポートにも関わる姿勢が重要です。

また救急医療、地域医療、地域保健機関と連携する

役割を担っています。高い倫理観を持ち、医療安全

や医療経済にも配慮した小児医療を実践することが

求められます。

２．育児・健康支援者小児科医は家族や地域との連

携を図り、子どもの健康な成長・発達を支援すると

ともに、プライマリ・ケアや疾）丙予防を推進する役

割を担っています。

３．子どもの代弁者子どもには投票権がありません。

小児科医は子どもの健康と疾病に'1Mわる様々な社会

的課題についても、子どもの代弁者として積極的に

関わってゆく責任があります。

４．学識・研究者小児科医は、それぞれの立場で鹸

而の小児医療を提供し、リーダーシップを発揮する

ことが求められます。ｌl々の診療を改善し、生涯学

習する姿勢が埴要です。また医学研究への貢献、国

｜際貢献などが求められます。

５．コーディネーター小Ｉ'[l科医はコーディネーター

として同僚・後輩・他の医療職と協力してチーム医

療を推進し、教育inIﾘ]を積極|Ｗに行うことが求めら

れます。小児科専ｌ１ｌｌ医としての誇りと'1党を持ち、

自分の限界を謙虚に自覚しながら、生涯にわたって

研鐇することが望まれます。

図小児科医の役割（日本小児科学会）

子どもの総合診療医

育児・健康 弁者

学識・研 ネーター

もちろん、これで令てをカバーしているわけではあ

りません。また役割は一人一人異なるでしょう。国、

地域、医療機関、歴史・文化的背景などの違いによっ

ても役割は異なります。しかし、最大公約数としての

「小児科'五の役割」について共通認識を持ち、各自の

能力を高めながら、小児科医としての社会的責任を果

たしてゆくことが大変重要であると思います。

国際小児科学会（InternationalPediatricAssocia-

tion：IPA）では、次のような「小児科医の役割」を定

めています。ご自分の小児科医としての役割を見つめ

直す参考になれば幸いです。

･すべての子どもは、最高の健康状態が与えられ、

潜在能力を発揮できるように成長・発達する機会

を与えられるべきである。

･小児科医は､他の専門職やパートナーと協力して、

子どもの身体的･糀神的･社会的健康を促進し、１１ｔ

界のすべての囚の新生児・小児・青少年の健康状

態を雌ii91jにするためのリーダ､－となるべきである。

･小児科|天は専門職として優れた科学的・実践的知

識を持ったリーダーであり、エビデンスに基づい

た活動、予防の重視、最高の保健・医旅サービス

の提供、同僚医療者への教育、様々な専'''１職との

パートナーシップ、ｒどもの代弁者、地球'|j民と

しての|Kll際協ﾌﾞjなどが世界共通の役割である。

４
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挨拶ご

岐阜県小児科医会会長加納芳郎
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昨年６）]総会終了をもって岐阜県小児科医会会長を

拝命し、一年が経過しました。誠に微ﾉﾉの身であり会

長として会員各位のご希望に充分客えているのかは不

安であります。昨年の就任時には岐阜U,L小ﾘﾑ科|矢会が

真に岐阜県小児科医会が機能する一歩を踏み川したい

とスタートしました。岐阜県の|l皮阜地区、ｌｊＬｉ濃地域、

束濃地区、中波地区、飛騨地区が一体となり小児科医

会の活動が発腰維持されることが第一の||標ではあり

ます｡そのために昨年医会誌でお願いしましたように、

会員諸兄のご指導を受賜ればと存じていますのでご意

見、検案とされているＩＨＩ題があればお聞かせ下さい。

県小児科医会は日本小児科学会、日本小児科l矢会、

岐阜l｣,し医師会との協力、各地方向治休での小児健康福

祉に対する指導協力、その中には乳幼児から学竜に対

する健康診断、予防接種を通じての予防行政への協力

参与、救急医療への参hl1等、会ｔｊの協ﾉﾉで'五会の存在

が社会から評Ill1iされています。病後児保育にも進ん

で小ﾘ｡科医の位liftを広げている会員がいて、まさしく

我々の活動は多岐に渡るもので会長就任後、初めて気

づく小児科医の立場であります。

小児保健法から成育基本法として理念立法を意図す

る日本小児科医会の蓋然性には多いに賛|可できるもの

です。

岐阜ﾘﾑ小児科医会の発展は表裏一体で、医会が充実

することが会ｔｊに魅力ある医会に発展することであり

会員の多数の協ﾉ]が魅力ある医会となることでもあり

ます。

そのひとつが医会の学術的活動であり小児科医会誌

を年|('１に１度発行し会員に会の活動現状をお伝えして

います。年に４１'１１開催を基本としている講演会は会員

自身が演者となり医院での診療を紹介したりし、ご招

待した演苔ばかりではない講演会です。担当会Liの努

力により全国的に見ても評価が高く医会主催講演会で

専門医単位８点を獲得しています。こうして順調に機

能している医会誌および講演会いずれもluI1委し』以外

にも全会且のご協力の賜物であります。また前述しま

した数々の小ﾘ,｣保健に対する会員のご協力にも深く感

謝'EIE'し上げます。

こうした多岐に渡る医会活動のなかで小児|欠擁・保

健の状況を各県内地域からお聞きする機会があり、そ

れは小児科医療を担当する小児科医師の絶対的不足と

それに伴う地域保健にもその影響が現実となっている

とのことである。

岐阜県は人'’１０万人にたいする医療施設従巍医師数

は平成16年度の統計で岐阜地域のみが全'五|平均を上ｌｌ１ｌ

る2119人でその他の地域は118.5人から165.8人と全国

平均を卜Lllる医｢}'liの地域偏在が顕著である。さらに診

療科による偏ｲﾋﾟがあり小児科医については残念な傾|川

が続いている。０歳から14歳iまで１００人に対する全Ｉｌ１

平均が83人で||皮阜lIjが８３人大垣市７４人でそれ以外の

都市で17人から５６人を記録している。子供の健康を

守る－人の小児科医の就去が子供の健康を守る役割を

その地域から奪う状況になっています。

2004年に改定された|ﾘﾄ修医制度は医師の教育を根幹

から変革し始めて医i1lliの教育に正面から取り組んだ改

革と言っても良いと思いますがその功罪は半ばし、多

くの''｢手医i}'liの動ln1が偏在することとなり地域''１|格差

をさらに顕現させることになりましたが、このダイナ

ミックスについては〃州|のことと存じます。ｌ'(|家行政

が社会的動向を決定している現実は明ｎであり地域医

療に健全な小児科医療を再考する姿勢の萌芽が期待さ

れ、地域医療改革を進める方策が検討され始めている

感があります。

2017年に新しい専'''１医制度がスタートします。’１本

専門医機構が認定した専門医要請プログラムを持つ蕊

幹施設のみが従来の後期研修医、即ち専攻医を募集し

基幹施設ではない研修施設と病院群を形成する。病院

群でﾄⅡ互にﾈlli完した研修教育が営まれる。新しい専''１１

医flilI度の一環に現住の専門医数ならびに適ui専'１Ⅱ医数

と育成可能な専攻医数、そこには地域の専門医数、偏

在の有無、地域の通lE数を考慮することにhⅡえ診療|巻｜

の症例数、指導体制地域性をも勘案するとの記載があ

る。特に偏在性と地域の適正数を研修医制度の中でど

のように適IEに導く出すことが出来るのかは教示され

ていない。しかし地域医療への配慮があることは評hlli

してもよいのではないか。

また岐阜県でのへき地・地域医療での医[''１i不足は深

刻な状況を迎えている。その改善にⅡ,L医療{TlLkl皇導に

よる改善の動きが挙げられる。2008年には国公立大学

入試で「地域枠」を設ける大学が半数を超え岐阜大学

でも2014年には同枠での卒業生（10名）が誕化する。

同枠では初期研修に於いて入学あるいは大学と連携で

５
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ることを小児医療行政の指導的立場にある責任者にた

いし要望したい。県内でも格差は存在しその改善は急

務であることを十分認識して頂きたい。

きる県内研修指定病院での研修後、指定勤務９年のう

ち６年は、知事と大学医学部が協議して指定するUTL内

の研修指定病院および地域の拠点病院に勤務、３年は

大学を含む医療機関に勤務しその期間に内外の医療機

関での研修が可能である。

こうした改革が地域医療の改善に期待できる内容で

あって、またそのように機能してほしい。やはりある

地域に病院勤務医師が適切な人数がいて病院機能の側

面を充当することと、その地域の初期医療を担当し、

小児保健等とを総合的に充足する開業小児科医ILIiljの両

輪の役割は重要である。日本小児科医会では「地域総

合小児医療認定医制度」制定のプログラムが具体化し

ようとしているが医会なりの地域医療への新たな取り

組みも目標としていると考えられる。

小児の保健・医療分野に於いて小児医療の高度化は

当然として救急医療さらには予防接穂、乳幼児医療費

助成、健康健診等の改善をもたらした要因の一つとし

て、医師の集約が可能であった地域であり2004年に成

された研修医制度の改革または医療改革がその成果を

もたらした。しかしそれは集約から取残された地域が

あり格差がより著しい傾向が生じその是正は急務であ

夢ｂｆＪ藤
曝而墓画西ｉｎ
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＝退任にあたって＝

患者と地球に優しい医学と医療
岐曜大学大学院医学系研究科小児病鮮前教授近藤１１１１実

（現蠕臘繍瓊学長川蝿蝋毒瀧艦長）
病院小児科での臨床の'１１で、小児科の幅広い分野で多

くの患者さんを診させて頂く機会を得て、その中から

多くの問題点と多大なエネルギーを]頁いて、臨床から

その後の研究の内容と方向が決まったように思う。

それらは免疫不全症、リウマチ性疾患、喘息・アレル

ギー、神経系疾患、血液疾患、新生児、内分泌などで

ある。卒後約５年の間に、それらの領域の学会発表や

論文発炎を少なからず行ってきた。やがて、研究はこ

れらのうち免疫不全とアレルギーに集約されていきま

した。ちなみに私の医学博士の学位論文は「喘息につ

いてアレルギーと神経系から分析した研究内容」でし

た。

以下、免疫不全とアレルギーの臨床と研究の私の小

史を紹介致します。

はじめに

｜|皮阜大学に軸足をおいて、国内、国外留学を含めて

大いに勉強をさせて頂き、それをもとにして、教育、

研究、臨床の場と機会を十分に頂きました。さらには

それらを土台にして穂々の新たな発見や発明をする

チャンスを得て、学会発表、論文発表などの学術およ

び学会ビジネス活動等において、全lRl、そして'1t界で

少なからず活動と活跳をさせて頂きました｡岐阜大学、

||皮阜小児科医会、さらには全国ｖ世界の諸先輩､'１１僚、

そして後輩の皆様方に改めて厚くお礼'|'し上げます。

医学部を卒業して41年、教授に就任して18年です。

人型の研究費が獲得できるようになったり、研究科

長、医学部長や、今庄|学会でのＭＩＩ艮（日本小児アレ

ルギー学会など）などに就任したり、特に柳戸への移

祗後には、著者の東京などへの班会議や種々の会議を

はじめとする出張も多くなり、それらに注ぐエフオー

トも噸し、教室運肖での教室員への負扣が一段と燗し

ました。もちろん箸者円信も手綱が緩まないように、

研究を中心に新たな発想と医局運常とそして走り書き

の執兼については現在に至るまで常に新幹線や名鉄や

タクシーの中で心地よくしかも'1いつぱいすることが

できました。出張巾の教室との怡報交換や執筆済,'ド

は歴代の教授秘書さんとITが大いに活雌してくれまし

た。研究科長、医学部長時代に同窓会の医学部記念会

飢の|＃|館式がありました。特筆すべきは、日本小児ア

レルギー学会の理1蒋長に就任したとき（2008年）には

松井、加藤の向先生にはいろいろと協力いただきまし

たし、2009年には新型インフルエンザ流行への喘息児

の早期の対応も即事長として教室内教室員の協力の

もとで全国に向けてなされ、一定の成果を得ました。

2011年３月の束|｜本大震災ではアレルギー対応とし

て寺本、松井の両先生が、教室にセンター機能をおい

て、学会事務局の山本さんや患者卜j１体の皆様や全匡|の

多くの学会員の先生方とともに連携､アレルギー物１１１１１１、

薬,Y,のピンポイント輸送、相談対応、パンフレット作

成などに関して活動して、被災肯の万々へ少なからず

貢献してくれました。その成果はいくつかの論文に発

表されています。今後のリスク袴f[11に大いに役立つも

のと思います。

今振り返ってみると、私は卒後２年ＩＨＩの岐阜大学小

児科での研修とその後の約３年|Ｈ１の名,'7尾第一赤Ｉ字

免疫不全との出合いと研究

免疫不全について、無ガンマグロブリン血症

（agammaglobulinemiaBTK遺伝子変異は当時わかっ

ていない）は名古屋第一Ｈ赤時代にＨ１合った。卒後３

～４年'１である。細菌性髄膜炎の小学生の主治医に

なった。無ガンマグロブリン血症と判明した。抗生剤

に｜]Ⅱえ、γグロブリン療法が奏功し、元気よく退院さ

れた。それまで診させていただいてきた髄膜炎の患児

とは違い、不足している化体側への補充がこれほどま

でに有効であったことに驚いた。生体側の病気への強

い関心と、リ内因病態の解明と、さらなる治療開発のエ

ネルギーを頂いた。もちろん、その驚きを含め、学会

誌に論文発表した。

自己炎症性疾患やrl然免疫不全症は原発性(先天性）

免疫不今症のカテゴリーの一つに分類されている。し

かし、これらの疾患でみられる主要な症状、所見は従

来からの原発性免疫不全症の主要症状である易感染性

（反復感染､重症感染)とは大きく異なることが多く、

原因不明の発熱を中心に、さらに種々の症状、所見が

みられる。妓近まで、このような原因不明の発熱など

を1三訴とする疾患群のi診断がきわめて不十分であっ

た。私共の研究室がjIC駆的に歩んできたように、まさ

に、原発性（先天'性）免疫不全症も、Ｘ連鎖無ガンマ

グロブリン血症（BTK欠損、ブルトン型）やL電症複合

免疫不今症など「獲得免疫不全症」解明の時代から、

Bloom症候群や毛細liU符拡張性小脳失調症（Ataxia-

７



1岐阜県小児科医会報Ｎｏ４８２０１３

１１Zした。さらに、症状が改善しても小児が薬を飲み続

けないといけないということは納得できない。治癒を

獲得して、薬を使用しなくてもよい状態にしたいと

の強い思いから、小児喘息の治癒を獲得するための

新たな提言一両Ⅲ輪療法（近藤、松井ら）－を発表し

た（アレルギー2013.これは、根治療法と対症療法

の両輪で治癒を|｜指すというものである（写真ｌ）。

基礎研究についてはIgE産生抑制系のIL-12と共に重要

なIL-l8の立体構造の解明（KatoZetaLNatureSt・

Biol2003）（文部科学研究費）とレセプターとの結合

様式の解|U]で､現在その分析が続けられている。また、

IL-18はIL-lβ、その卜流のMyD88、Malを含むシグ

ナル伝達系での異常（OhnishiHetaLProNAS、

2009）とロ己炎症性疾患や自然免疫不全症の解明とア

レルギーと免疫不全に対する創薬につなげられている。

なお、ストラテジーとして私共の教室でプロテオミ

クス(タンパク立体構造｡構造生物医学と命名~近藤）

を臨床に導入して駆使している理lhは、図１のとおり

である。ＡＢに穴があいていて、平面図では'百|じよう

な対応が必要と考えがちですが、これを立体構造でみ

るとＡに穴があいていて

telangiectasia、ＡＴＭ欠損）などの「免疫不全症を伴
うよく定義された症候群」解明の時代を経て、いまや

「、己炎症性疾患」「「|然免疫不全症」の解明の時代

に突入したといえる。これらは総じて免疫系システム

の分子（遺伝子）の異常症として大きく捉えることが

できる。

昨年末、「自己炎症性疾患、臼然免疫不全症とその

近縁疾患」の本を岐阜大学小児科.が中心となって全国

の研究者、臨床医

の協力を得て編集

させて頂くことが

できた(写真１）。

病める方々に大い

に貢献できること

を願っています。

jljキー覆田の

z2-ヶｊｆｐｑ.■■
1両息･アルｒ

ﾌｰﾉｰﾒｲﾄﾞ治

ｌリロリ ー

川,ｋＭ’１;i瀞;瞥鈩iｊ

写真１

喘息・アレルギーの臨床と研究

名古屋第一日赤で約300人の喘息児に減感作療法を

したが、結論は"効く人は効くが、効かない人は効か

ない，'でした。多くの発作の対応もさせていただいた。

使えるだけの薬を使った後、幼児のベットサイドでお

さまらない発作の嵐が去る朝までいたこともあった。

そのときエネルギーをもらったような気がする。喘

息・アレルギーの分子遺伝学的分析については、ＩｇＥ

産生冗進に対して、インターフェロンγ（IFN-y）を

中心とするIgE産生抑制系（ブレーキ系）の重要性を

明らかにして、IgE産生抑制系のIL-l2-ILl2R-IFN-y

-IFN-yRのシグナル伝達系の遺伝子多型・変異の-世界

的な発見を基軸に、いくつかの遺伝子多型・変異をⅢ］

らかにし、これらが喘息・アレルギー発症の重要な原

因の一つであることを世界で初めて|ﾘ}らかにしました

（MatsuiEetaLBBRC1999）（朝卜|新聞mIi、’1皮阜

新聞１面)。これらをもとにアトピーを新たに遺伝子

学的に分類しました。さらに、この分子遺伝学の臨床

応用として、アトピーの遺伝子診断キットの開発（特

許)、テーラーメイド治療開発およびそのガイドライ

ンの発刊、（以｣二厚生労(動研究Iﾘ[、近藤IﾘI）さらには

テーラーメイド予知予防開発（環境再生保全機構、近

藤班）につなげられている。喘息・アレルギーにおけ

るテーラーメイド治療(医療）（オーダーメイド医療、

個別化医療、personalizedmedicine）（特許）は著者
が世界に先駆けてこの領域で提ｌ１ｌｊしたものであり、喘

息・アレルギーの病lJj、病態、リiii状などの多様性、多

彩性から、患者の個別の対応が必須であることから、

その実現を'二|指したものである（標語「医師にとって

使い勝手のよい薬を選ぶのではなく、患者にとって使

われ勝手のよい薬を選ぶ」ことをＨ指す－近藤)。こ

れらを通してQOLの向上を図るためにQOL調査票も確

もコップとしては８割方（a）

水が入り、コップとして

の機能が'一分に発揮でき

るが、Ｂに穴があいてい

たら、徹底的に治療しな

いとコップとしての機能（b）

が全く失われることにな

る、ということがよく理

解できるからである。

Ａ
Ｂ

○

Ａ
Ｂ

ｌ
｜

脇｛）咄ⅢⅢⅡ』（）

図１

食物アレルギーの臨床から研究へ、そして臨床へ

食物アレルギーについて、1983年頃臨床で、しばし

ば夕方、卯を食べると翌朝に皮疹が出現するという訴

えに強い関心をもった。食物アレルギーにおいて、即

時型でない反応が存在することに気付き、その多様性

を先駆的に認識し、これを非川1時型食物アレルギー

（近藤）と命名した。さらにこのような場合のアレル

ゲン診断には、特異IgE抗体（RAST）は有用でないこ

とから、アレルゲン診断のための抗原特異的リンパ球

幼若化反応を開発した。さらに､この反応を利H1して、

極々のサイトカインなどの分析から病態解析を行い、

ヘルパーT細胞のＴｈｌ－Ｔｈ２反応系のうち、Ｔｈｌ系

が関与していることを明らかにし、これらの成績は

世界のアレルギーのトップ紙であるJAllergyCIinical

lmmunology(KondoNetaLl990,1993）にいくつも
発表されました。さらに、食は生命と|亘常性の維持、

小児では成長発達に最重要な事柄であり、かつ精神的

８

○

■
■
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満足感が与えられ、心身iTIiMiにとって最重要なことで

あることから、“如何に食べさせないか，'ではなく、“如

{可に食べてもらえるか，'を|｜指して、食物アレルギー

の治療開発を進めた。すなわち、Ｔ細胞クローンの作

成、Ｔ細胞エピトープ分析を経て、βラクトグロブリ

ン改変ミルク（食べて治す食品―近藤、免疫寛容を誘

導する食,Y１，体が慣れる食品）の開発をプロテオミク

ス（タンパク立体構造学）を駆使して行い、IilWi床治験

を進め､さらにカゼイン改変ミルク(食べて治す食品）

の開発と臨床治験につなげている。この食,!i11,により、

牛乳が飲めるようになるというものです。この研究に

は農林省関連の大型研究費のサポートを５年に渡り受

けました『，

トゲノム（岐阜大学小児病態学）

～§鰯'、
､食物、化学物質、オゾン暦、ＵＶ…）

ニールケトン尿症）

色fつ/T~陦二驫夛
生理繊能一成長発連
免疫恒常性の維持

代謝内分泌

し騨一[一雨扇E-］
兀進と不全一‐疾患の成立鱗明

ゲノムＤＩＶＡ一ＲＮＡ－タンハク－

InJV1q鴎
竜ＮＡ－ＢＣ

QOLの向上一ﾃｰﾗｰﾒｲﾄﾞ治療法･予防法i１１発一

｜~霞－１｢7面罵FvTl
designedbyN･Ｋｏｎｄｏ２００２１

図２

次世代の人へのメッセージ

歴史を土台にして、画期的、独創的な大きな柱をさ

らに打ち立てる。はじめからナスネルク（NaSNeLC）

（Nature、Scienc,ｅＮＥＪＭ、LancetCell）を狙う、あ

るいは真の治療開発を狙う。研究だけでなく治癒を狙

う。はじめからこのように大きく狙って、それでも達

成できるのは何％、わずかである。しかし、はじめか

ら狙わなければ確実に０％である。

次世代の人へのメッセージとして

リサーチマインドを｜分身につけながら

1．地域に|('1けて目の前の慰者さんへの精一杯の

貢献

２．世界に向けて難治病の解明と治療開発への

チャレンジ－２０１３．３－

小児医学医療の全体を眺めて

４０年を振り返る。医学医療は進歩した。多くの分野

で研究成果をもとに多くの論文が輩川され「世界的に

すごい進歩である。’+'にはものすごい勢いで進歩した

領域もある。

ところが一方で、１０年どころか40年111の如く進歩

していない領域も少なくない。確かに研究は進んで論

文は出ているが、日常診療にはほとんど進歩がない領

域である。次枇代の若下研究者や若手医[}｢|iの皆様に大

いに期待します。

地球環境の中でのヒトの存在と私共の研究ストラテジー

ヒトは宇市、太陽系、そして地球で樅をうけ、現在

ここに存在している。地球上の生物すべてがそうであ

る。

地球的規模の環境として､環境汚染､ＣＯ２、ilill暖化、

酸性雨、オゾン層、森林の問題など多くのことがある

がい食材・食生活というのも極めて大きい位世を占め

ている。地球規模的環境の改善・向上ということが、

人間の体の恒常性の維持、成長・発達にきわめて電要

であると改めて考えている。

私共の研究室でリンパ球の培養を温度やｐＨなどを

変化させると種々の反応の変化が認められた。すなわ

ち、地球の温暖化、酸性化などは、生体に大きな変化

をもたらすことを示唆している。

私共の研究ストラテジーを図２に示す。地球環境の

影響を受けて、生体側が存｛]Eするその解|U]と疾想の解

IUE|をそのような視点から分析し、治療開発につなげて

いる。

おわりに

稲を終わるにあたり－生命と地球環境―

私は、医学医療と小児科学とそしてアレルギーや免

疫に関わり、ほんの少しの社会貢献に加えて、宇市の

''１の地球環境での生命の微妙なｲｹ乙在と、地球の口然環

境の大切さを、′|ﾐ物、ヒトの原点と、化命の大切さと

ともに強く考えることができるきっかけになったこと

を、今鯵改めてとても幸運だったと考えています。

それゆえ患者さんの限りないQOLの向上を願い、か

つ感謝をこめて本稿のテーマをこのようにさせていた

だきましたことを申し上げ、稲を終わりたいと思いま

す。

“患者と地球に優しい医学と医療，，

妓後に小児科医会と先生方のますますのご活躍を祈

念いたします。

岐阜県における小児医療の展望については別項に記

載いたします。

９



岐阜県小児科医会報Ｎｏ４８２０１３

-.1100-1Ⅱ0-.1111-＋IⅡ０－‐OlI1-゛tIOI-.'110-.:IPO－．１Ⅱ'-.,IOO-ⅡIC－．lIII--IOII-．IⅡ０－ⅡIいつ・IⅡ↑－Mｌｂ-.1Ⅱb-.1110-,,100つ｣ﾘﾘﾘﾘｰ．lルーザ110$－，ⅡIo-01Iいつ,,Ⅱ'－０１１０－，１１ｌｂ－，０１'￣Ⅱ11-`1110-0110-,0Ⅱ0－，''10-,0111-＋IIIC-.,100-.1100-＋''01-,01ﾘﾘｰ.IⅡ0-.Ⅱ'10--1Ⅱ0.つ`Ⅱ00-.1110-1011,-.0110-.0Ⅱトー，0110-,'110.-.11Ⅲ

◇特別寄稿１◇

岐阜県内における小児医療の展望

岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学前教授近藤直実
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各病院の病院長、部長の了解と賛同を得ているので以

卜に紹介する。

はじめに

岐阜県内における小児領域の地域医療については、

１次、２次、３次救急の体制が種々検討され、それな

りに整備されてきた。しかし、救急医療に限定するこ

となく、さらに広い視野から各病院の機能と病院間の

連携の検討が重要であり、その一環として、小児救急

体制が構築されることが望ましい。近年、曰本小児科

学会も全国的に地域医療体制の構築に大いに関わって

きている。以前は大学が中心になって地域医療体制が

考えられていたが、研修体制の改変により、若手医師

が大学に集中することがなくなった。従って、これか

らは地域の病院がそれぞれの特徴を出し、かつ連携し

合って－つのシステムを作り上げ、その中で小児医療

体制、１次、２次、３次の救急体制、そして高度先進

医療の体制が構築されて、かつ実践されることが求め

られる。さらにその中で、それぞれの立場で医学研究

も進み、それらを背景に若手育成の教育が量と質とも

に十分になされ、次世代の小児科医と研究者が育成さ

れることが切望される｡

そのような視点から、岐阜県内において"機能的総

合岐阜小児医療医学センター構想'，（図１）を提案し、

機能的総合岐阜小児医療医学センター

－岐阜大学小児科と長良医療センター小児科、岐阜県

総合医療センターなどとの診療、研究、教育の充実を

目指した連携強化一

文部科学省系の病院（大学病院）と厚生労働省系の

病院（国立病院機構の病院など）の使命については、

まずは県、市など公立病院や私立病院と同様に、地域

社会の医療と保健上のニーズに直接的にも間接的にも

大きく応えることが最重要な使命である。しかし、そ

れのみでは十分条件を全く満たしているとは言えな

い。文部科学省や厚生労働省が毎年高額な科学研究費

を用意して、広く研究を公募する意図は、現在のみに

とどまらず、近未来の医療と保健の開発のための基礎

的および臨床的医学研究を大いに振興し、十分な成果

を期待しているからである、これらの成果により、現

在は十分な医療結果を望めない領域において、新たな

医療成果が着実に期待されるようになる。事実、現在

の医療はどれをとってもそのような道を歩んで今日に

至ってきた。このような使命と役割を最も背負ってい

るのが、文部科学省系の病院と厚生労働省系の病院で

ある。もちろん公立や私立においても大学や研究機関

などにおいては、そのような使命と役割は同様に多大

なものがある。このように研究は大学病院や国立病院

機構の病院などに所属するスタッフに課せられた重要

なテーマである。この研究は近未来の医療の開発に着

実に結びつく基礎研究でもあり臨床研究でもある。

さてこのような視点から、私共の岐阜県に目を転じ

ると、文部科.学省系として岐阜大学病院があり、厚生

労働省系として国立病院機構長良医療センターがあ

る。そして、リ〒L立の総合医療センターをはじめ多くの

病院は冬病院長のリーダーシップのもと大いに活躍し

社会に大きく貢献している。さらに近未来の医療開発

のための研究も多少の差はあれ進められてきた。これ

はすべての診療科で進められてきた。

このうち本稿では、特に小児医療、小児医学のみを

取り上げて以下に論説する。従って内容が小児に限定

することを御了解いただきたい。

小児医学、医療の歴史の中で、今や小児救急そして

各病院･大学の中での､小児医療医学を限定して取り上げた場合の考え方

機能的統合岐阜小児医療医学センター

（2009731岐大小児ＫｏｎｄｏＮ）

Ⅲ五隻

ifil霊i蓬〉
ﾛﾛ』セン

大学大

小Ｉ 学）

④⑬
遥療．ｈｊｆ究．論ヌ

ﾄ購口;刀Ｉ轍’図１
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そのような現状の中で、現存する病院同上、しかも

設立ＩＲＩ体の異なる病院同士が、特徴を十分に出し合っ

て連携することにより、機能的統1合r岐阜小児医療医学

センターとして、進むことが広く社会のニーズに応え

て社会に貢献するのみならず運営上の点でも極めて有

効と考える。単なる連携で互いに頼りあうのでは成功

しない。各病院が｝分特徴を出しきった上で連携する

ことが成功へのカギであると考える。

具体的には図ｌの如く、岐阜大学小児医学医療領域

と県総合医療センター小児医療領域と長艮医療セン

ター小児医療領域およびその他いくつかの特徴ある病

院が機能的に統合し連携をして進めていく。県総合医

療センターでは、小児楯環器やNICU、神経など。長

艮医療センターでは、胎児医療から、NICU、小児、

成人の重症心身障害者まで､など育成。岐阜大学では、

遺伝子解析や免疫アレルギー、代謝など、そして市民

病院、Ｈ赤病院など、それぞれがそれぞれの地域で現

行の領域を生かした機能を分担する。このうち、例え

ば重症心身障害児及びその家族のニーズへの対応の確

Irのため､岐阜において現在組織的に取り組んでいる。

小児医学医療に関して、いくつかの病院で下を組むこ

とによって機能するという視点で連携することが、大

前提にある。そのような構想を考えていたが､この度、

機会があり、これらのいくつかの連携が進んで、それ

なりに機能している。

それぞれの立場での努力により、病める方々への

益々の社会貢献を期待したい。

NICUをはじめ小児医療の問題点とその解決に向けて

の努ﾉ]は、卜1本中が国、1Mｍ「|j町村、医師会、医学会、

病院さらには国民、マスコミそして多くの人々が日々

の絶え間ない取り組みをし、ここ数年の間にシステム

化の体制作りをはじめ、ｕを見張る成果が上がってお

り、それらは、もちろん｜分とは言えないが、さらな

る解決への方向性が打ち出されてきている。このよう

な小児医療の向上の一方で、近未来の医療開発のため

の小児医学の基礎研究、臨床研究が大いに進められ、

成果が期待されている。ひらたく言えば、過去から現

在に至り治らない病気が、近未来に治るようになるこ

とである。確かに、医学の進歩により治癒（Cure）に

は至らないが、看護（care）だけはin]こした疾患もあ

るが、ひるがえってみると驚くことに極めて多くの疾

患が未だに治癒（Cure）しない。治癒する場合もＦ１然

治癒力によるところが大きい。これらの疾患の一つ一

つが着実な医学研究の結果、治癒（Cure）することが

強く期待される。ここにおいて医学研究の必要性があ

り、しかもこれらの使命を果たすのは今日の多くの研

究機関であり病院であるが、とりわけ'EP心的役割を果

たすべき機関が大学病院であり、国立病院機構の病院

である。

このような視点をもって、岐阜における現状の小児

医療と近未来の小児医療の開発のための研究紺織を組

んで、取り$Ⅱむことが必要であろうと考えた。

｜|皮阜は一つのまとまった地域であり、大学病院も|宝｜

立病院機構の病院も各々一つと限られており、一つ一

つの病|院ではパワーが'一分とは言えない。しかし、両

病院を含めUTL内のいくつかの病院がその特徴を出して

すみわけをし、特化する一方で、組織を糺'んで協ﾉﾉし

合って取り組むには大変適切な環境にある。そこで、

構想し、現在までに、協力体制の機構図をスタートし

た（図１）。今後はこの協力体制をさらに強化して、

確固たるものとし、十分な成果を収めて大きく社会に

貢献できるように、名病院の各スタッフが全力を挙げ

て、取り組むことが必要である。現実的に、このよう

な病院のサイズ、スタッフのサイズからして各病院で

小児医療、小児医学のすべてを網羅することは不可能

である。そこで、各病院や各スタッフの専門領域を大

いに発揮させ、各病|院、各スタッフが特徴を出すこと

により、病院間の連携をすることにより、機能的な統

合を確立する。理想的には大都市における小児総合医

療センターおよび医学研究センターのように設立され

ることであろうが、人材、経費そしてセンター的運営

上経営上の１１１１題があり、もし設立しても本当に||頂調に

運営されるかは極めて疑問である。ましてや、現状の

日本において、賊優先されなければならない領域とい

えども、効率的に運肯されることが強く求められる。

1１
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平成24年度第４ロ小児科医会議演芸

平成25年１月20曰日於じゆうろくプラザ

(一般演題１）

てんかん診療における小児科医にとっての注意点

なかむらクリニック中村仁
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【てんかん診療における小児科医にとっての注意点】

１．診断に関して

１）反復性(再現性)の確認を

２）脳波を過信してはいけない

３）発作症状で診断を

４）発作型の診断と類型の診断

２．治療に関して

１）発作型に対する対症治療

２）未来の発作に対する予防治療

３）「３年理論」は、避けた方が無難

４）女性の場合、バルプロ酸ナトリウムに注意を

【てんかん診療における小児科医にとっての注意点】

１－２）脳波を過信してはいけない

日本神経学会てんかん治療ガイドライン２００２では、

てんかん患者さんの全治療経過中、

てんかん性脳波異常の発見率は、５９～７７％、

即ち、てんかん患者さんの２３～４１％は、

一生に一度もてんかん性脳波異常を確認できない。

また、てんかん性脳波異常の発見率は、１．８～４％、

てんかんの有病率は、０．５～０．８％なので、

脳波にてんかん性異常波を認めた場合、

てんかんである確率は、１２．５～４４．４％、

即ち、脳波にてんかん性異常があっても、

５６～８８％は、てんかんではない。

【てんかん診療における小児科医にとっての注意点】

１－１）反復性(再現性)の確認を

ＷＨＯ(世界保健機関)の定義によれば、

てんかんは、種々の成因によってもたらされる

慢性の脳疾患であって、大脳ニューロンの過剰な

発射(てんかん発射)から由来する反復性の発作を

主徴とし、それに、様々な臨床症状ならびに

検査所見を伴う。

大脳神経細胞の過剰な電気活動に由来する病態のため、

その機能性疾患という側面が強調され、「神経疾患で、

唯一治りうる病気」という期待から、早期診断という

過剰診断(誤診)を誘発する診療状況となっている。

【てんかん診療における小児科医にとっての注意点】

１－３）発作症状で診断を

【てんかん､てんかん症候群および発作性関連疾患の分類（ＩＬＡＥ１ｇ８ｇ）】

！局ＥｎＮｎＩＴ（然点性．同所何゜８８分価）てんかんおよび症候群 ●汀牌69大発作（ＧＴＣＳ）てんかん
１１幡先価（年齢に凶■して先病する） ●上配以外の04史佃全般てんかん

●中心・■珀邸に■五をしつ■性小兜てんかん ●粉只な矢作1円先細、をもつてんかん

●役頭部に宍仰波をもつ'1､兜てんかん ２２■因佼あるいは症候笛（年齢頃）
●印矢佳陵■てんかん ●ウエスト症依碗（慮蝕てんかん．迂萌・白ハロ。』ＬＩＵけい〃しん!’
１２症餓何 ●レンノックス･ガストー亡依0Ｖ
●小児の阻竹、行控Ｈ映佃86分てんかん（ラスムッセン症候師） ●ミオクロニー矢立欠伸てんかん

●粉円な矢作1,兜OB■そしってんかん ●ミオケロニー欠神てんかん

●衝殴呂てんかん ２３症候性

。■嬢ＯＨ－■日（辺■､b内偵二底部あるいは唄邑･矢作 ２３・非99尺頂回

：;9蔵Z:う〒耀ｽﾄ,MWう…し兜てん…,dIi
・外臼領岨虹矢作

●UiHn■てんかん
Ｃｌｎ足■⑩Wf宍休 ●上艇以外の症体性分n日てんかん
･帯状回先什 ２３２特貝紅蛾肘

・前殴伶欠伸

。＄竃前朋侘作 ３焦点侭か全QHffか決定でｇないてんかんおよびｌｒ舶帥
・背外侭央仰 ３１全蝕死作と魚点矢什ｾﾞｲﾘﾘ有するてんかん

中井缶兜什 ●､j,生俔托什

･■⑩皮質兜11 ●，し児■症ミオクロニーてんかん
・コジェフニコフ鹸舶UV ●橡､HDI眠跨にﾘｲﾄ峡ffDf徐波ｆ示すてんかん

●阻頂■てんかん ●糧lqfhてんかん性久1８（ランドー・ケレフナー竝砿0V）
●世飯其てんかん ●上Iil巴外の未決赤てんかん
１３湖叫仰 ３２明確な全般付あるいは鉱川竹のいり.'Lの99倣昏（,欠く

てんかん

２４iPnQてんかんＪjよびmllHPリ

２１１０りじ性(年齢に期凸して兜餌１る゜年DFIMHにⅨＩ畝） ４＄$ＷｔＤＨ群

●良性衣腔性、T生児けいれん ４１ｔt混胆連佃促作(盛会行作）
●良性筋生児けいれん ●ＲＭゴけいれん

●７１.児白付ニオクロニーてんかん ●ｉｎﾘP係作．齢るいは孤知のてんかん$１１付、111）UMI

・小UV欠神てんかん(ﾋﾟｸﾙﾌｼｰ）、ｱ綴而緬瀦や認印１１%AiE39il3鯰馴１０の●若年欠神てんかん
●暦年ミオクロニーてんＩＤ､ん(沿撃ＪＭＦ代）

【てんかん発作の臨床的ならびに脳波学的分類の改定案（ＩＬＡＥ１ｇ８１）】

Ｉ部分(焦点．同所)只什（ｂ）自助症を伴うもの
Ａ単純部分兒作(丘肛の減損はない）２正巌減損で始まるもの
１辺、敏倣を且寸６もの（■）正肛減損のみをもつもの
（＆）マーチしない伍白迎助性（ｂ）自助症を伴うもの
（ｂ）マーチする館山■動性(ジャクソン型）
（ｃ）回転性Ｃ部分発作から二次的に全Q､発作二辺瓜するもの
（。）姿扮性（全般強直-間代性のことも.強囚憾のことも､間代位
（。）戸音性(発向あるいは兜ＩＭＰ止）のこともある）

２身体巴宜あるいは特殊感覚症状を呈するもの
（単働幻覚、例えば.上リヒリ．ピカビかブンプン）、全般発作（けいれん性あるい'よ非,ナいれん技）
（・）身体■覚付Ａ１欠神発作
（ｂ〉視覚性（ロ）ない減損のみのもの
（。）聴覚性（ｂ）軽い間代唖未を(`I'う（,の
（。）■覚性（ｃ）脱力良素を伴うもの
（･）啄覚性（。）強ＨＰ素を伴うもの
（ｆ）眩■性（･）自助症を伴うもの

３自抑神OTlh状あるぃ1J敵侯をIngするもの（１）自仰神経要素を伴うもの
（上腹部感ｊＬ苗11,兜ji、紅ｊＭ､ITF』､晒孔散大（ｂ力､らfLt単独で1』INI合せで（棚Iノう：)）

$含む）２非定型欠神
４網神症状(高次入凹機能の陣官)を巳するｔの（ａ）おそらく筋nK幅の変化IikA1に比ぺ
（これらの症状IよなれにはＥｒ■坦を伴ｲ）すによりはっきりしている
起こることもあ【)力《、多くは粗雑部分究竹（ｂ）究竹の起始お｜よびOG末11,激ではない
として経験されることb《多い,）ＢミオクロニーiVI作、ミオクロニーれん縮
（■）百ｌｂ町官性（単健あるい'l迫死）
（ｂ）８.俎陣官性(例えば既視忌〕Ｃ間代発作
（ｃ）皿知性(偶えば夢幻状q8.時間感覚の変容）、強■発作
（。）感情性(偶えば恐怖、怒り）Ｅ強直-田代発作
（・）側党性(例えば巨視）Ｆ脱力尭作（久立）
（「）桐成幻覚性(例えば音楽、光景）（上朋のもの.例え|まＢとＦ、臼とDOj合併力《起こしﾉう６）

曰複pH部分兒作(疸洩減損を伴う、蒲にはN､縄症状をⅢ未分翻てんかん尭作
もって始まることもある）

１Ｖ付KＢ１餌俔部分性に起こりＦ油迺楓に移行するもの
〈ａ）単純1111分性、敏(Ａ１～Ａ４）で起こり

宮ロ坦坦にIOf7するもの

しかし、実際の予後は、てんかん病態だけではなく、

原因疾患や合併症に左右されるため、焦ったところで、

誤診のリスクを凌駕するメリットは考えられない。

ドイツのAnsgarMatthesのテキストによれば、

てんかんの有病率０．５％に対して、

状況関連性発作(機会発作､急性症候性発作)は５％・

曰本てんかん協会によれば、

成人の全身痙筆の再発率は５０％、

全身痙筆があっても、２人に１人は１回キリで終わる。

２回連続したとしても、２～３割の人はそれで終了。

実際、初期段階では、発作頻度も確認できていないので、

早期治療を開始したところで、有効性も不確か。
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【てんかん診療における小児科医にとっての注意点】

２－１）発作型に対する対症治療

基本原則は、

部分発作に、カルバマゼピン(テグレトールなど）

全般発作に、バルプロ酸ナトリウム(デパケンなど）

しかし、現実の実地臨床では、

何でもバルプロ酸ナトリウムというのが、実情。

部分てんかんも全般てんかんも診療する可能性のある

小児科の場合は、やむを得ないが、

部分てんかんしか診るはずのない脳神経外科で、

「何でもかんでもバルプロ酸ナトリウム」というのは、

いただけない。

てんかん発作型分類の基本は、

てんかん焦点の局在で、

「部分性」か「全般性」に、２分類される。

＊部分発作のイメージ＊全般発作のイメージ

蕊〆■?；2二二二二

iii二lii三三三二三
てんかん類型分類の基本は、

さらに、原因(合併症)の有無で、

「特発性」か「症候性」に、２分類。

この各２分類を２つ組み合わせて、２×２＝４分類

【てんかん診療における小児科医にとっての注意点】

１－４）発作型の診断と類型の診断

てんかんの診断がつくということは、

「てんかん発作型の診断」と

「てんかん類型の診断」の両方がそろうこと。

てんかん発作型の診断がついているということは、

「てんかん確定」の根拠が得られていることであり、

「治療法選択」の根拠が得られていること。

てんかん類型の診断がついているということは、

発作の止まりやすさ、知的障害合併のリスク、

将来の断薬の可能性など、「予後(運命)」が推定でき、

人生設計が立てられるということ。

【てんかん診療における小児科医にとっての注意点】

２－２）未来の発作に対する予防治療

対症治療といっても、頭痛や腹痛の時とは違い、

現在存在する症状に対する治療ではなく、

将来出るかもしれない発作に対する予防治療。

明日出る予定の発作を、来週に、

来週出る予定の発作を、来月に「先送り」する治療。

そのため、発作が出ていなくても、

黙々と服薬を続けるのが、お作法。

原則として、１～２週間毎日服薬を継続し、

血中濃度を安定させて、効かせるお薬なので、

のみ忘れたら、必ず追加服用で、１～２週間以内に、

積算量にて「帳尻あわせ」をしておけば大丈夫。

【てんかん診療における小児科医にとっての注意点】

２－３）「３年理論」は、避けた方が無難

「３年間発作が止まっていたら、そのてんかんは

治っているので、治療を終了することができる」

というのが、「３年理論」という超楽観論。

「部分てんかんの場合、３年間発作が止まっていたら、

その処方の有効性が、確認されたことになる」

とは言えるが、治ったとは言えないのが現実。

特発性全般てんかんの「若年性ミオクロニーてんかん」

や「覚醒時大発作てんかん」は、

－生服薬しなければならないのが常識なので、

「３年理論」なんて以ての外。

しかし、早期過剰診断の「免罪符」には、なり得る。

てんかん類型だけではなく、てんかん発作型診断を

常に意識することは大切で、診断上、不可欠な要素。

【てんかん診療における小児科医にとっての注意点】

２－４）女性の場合、バルプロ酸ナトリウム(VPA)に注意を

ＶＰＡは、精神機能に対する副作用が最も少なく、

患者さん自身に与える副作用だけを考えれば、

最も完成度の高い薬剤。

唯一の弱点が、女性において、次世代に与える影響で、

昔から有名なのが、「胎児の二分脊椎誘発｣、

最近は、「多嚢胞性卵巣症候群による無月経」が話題に。

通常、１０年間以上の服薬になるので、小児科で治療が

開始されても、結婚･妊娠･出産に対する配慮が必要。

対策としては、（１）ＶＰＡを使わない処方を検討、

(2)ＶＰＡを使わざるを得ない場合、徐放剤型を使用し、

できるだけ減量、(3)葉酸の併用。

例えば、小児科では、「良性小児部分てんかん」という

診断名が、乱用されているが、部分てんかんで、

意識減損があれば、「特発I性」は、あり得ない。

また、「発病年齢」も診断上重要な要素。

1３
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特発性部分てんかん ○ ０

症候性部分てんかん ○ ○ ○

特発性全般てんかん ○ ○ ○

症候性全般てんかん △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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特発性部分てんかん ◎ ◎

症候性部分てんかん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特発性全般てんかん ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

症候性全般てんかん ◎ ◎ ◎ △ △
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【てんかん診療における小児科医にとっての注意点】

１．診断に関して

１）反復性(再現性)の確認を

２）脳波を過信してはいけない

３）発作症状で診断を

４）発作型の診断と類型の診断

２治療に関して

１）発作型に対する対症治療

２）未来の発作に対する予防治療

３）「３年理論」は、避けた方が無難

４）女性の場合、バルプロ酸ナトリウムに注意を

結論：１５歳過ぎたら、かかわらないのが－番
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※効能･効果､用法･用量､禁忌を含む使用上の注意等については、
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田辺三菱製薬株式会社
大坂市中央区北浜２６１８

2009年１０月作成

提楓

宇部9,3崖株式会社 ､〃
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平成24年度第４回小児科医会講演会

平成25年１月20曰日於じゆうろくプラザ

(一般演題２）

税務調苣の実態

おくむらこどもクリニック奥村紀ｒ
つuIU,゛-17･つり1いつlIOb-1ルーdOOC1-lOいつLIO-GI0o-IfIo-I1Po-.0,.-.11いつ－０ルーIIOb-DルーoOOO-lI00-D100-･DIO0-lIOo-01Dp-lfb'－１F－`69.つルー'rU-pIO'-,9FI-lPOQ-l■･－･拘・－．，－ｵﾘ４，つ`'0.-019,一MP-un､￣’lHo-qIOﾄｰ-1100つ､脾一ｍ･－n口･･－１●01-lpP-UIOI-nOo-llいつOかつpIO

【税務調査とは】

税務署の「|}<|税調査向」という公務員が会#|:に来て

'帳簿類などを確認し、会社の申告した税金の計算に誤

りがないか、’'１告漏れがないかを縦認することです。

これは国税通l1ll法および法人税法において法定化さ

れ、調査戸には質問検査権が認められているため拒否

したり、虚偽の報告をすると罰則が定められているの

で断ることはできません。ただし連絡もなく突然きた

場合は、よほどのことがない限り後||とういうことで

一旦断ることはできます。

【税務調査流れ】

まず税務科より、事前通知といって税務洲奇をした

いと連絡が電話で入ります。その連絡を受け調バ行、

税'''1士とｷⅡ談し、’二１時を決定します。そして調査とな

り、税務調査､'1Ｈ、経費になる部分、ならない部分に

ついて交渉となります。最終的に終了手続きとなり追

徴税額の確定、追徴税の支払いとなります。（図１）

面添付制度に基づく,'十面がlIE1告書に添付されている場

合は、納税者に税務調杳の事前通知を行う前に税務代

理権限証書を提11)している税fll1lに対して意見陳述の

機会があたえられ、そこで問題がないと判断されれば

税務調査が行われない叩能性もあり、直接税務署から

事前通知がくることがないので、ぜひお勧めします。

事前通知から調介日時がきまると、調査当曰となり

ます。準備するものは指定された年度分の確定ＩＩ１ｔ１Ｔ｢'ド

や領収書のたぐいで、その場で提出を求められるもの

もあります。今'111の発表のあたり岐阜県小児科医会会

員の先生方にアンケートを実施させていただきました

（図２）。調前通llJlの方法、準備したものを図３、図

４に示します。

アンケート

ロ対象岐阜県小児科医会会員

ロ回答３７人

●税務調査の経験

あり－１ｓ人（法人-10人、個人－８人）

なし－１９人
税務調査の流れ

4．税■■西手■

●回数１回

２回

３回

’従来からの■用を■まえて、税IC■苣手■か已税通則途に詞いて法定化されています．
｜この改正は､Ｐ邸２５年１月１Ｂ以住に研疋に館税■に対して、蛤する税務■五について■用１
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アンケート結果(ありの,s人中）

□事前通知は？電話－８人、郵便で－４人

税理士－６人、不明－１人

口曰にち指定あり－１５人、なし－３人

ロ何人で？１人－５人、２人－１０人、３人－３人

口立ち合いましたか？yes－９人、ｎｏ－ｇ人

ロ納税のお礼は？あった－３人、なかった－１４人

；
図１

く事前通知〉

原則として納税者と税務代理を蚕|［された税f1l1l二に

対して調査の開始日時・開始場所・調査対象・税１１.

洲ifiE対象1911111などが通知されます。合I1u的な'''1||]があ

る場合は、（診療に差し支えない時間・場所を希望な

ど)調査Ｈ時の変更の協議を求めることができるため、

１１時の調幣はｎJ能です。税理士法で定められている害 図３
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〈調査〉

調査当曰は調査官が数人来訪します。担当税理士の

立会いは呵能で、自分がずっと立ちあう必要はありま

せん。ただし追加で求められた書類などを見せる必要

があるので、準備が間に合わない場合は後日またきて

もらうことになります。場合によっては取引先に対し

て質問または検査が行われることもあります。予防接

稲に関わる出し入れ、給与をだしている親族の勤務実

態､交際費などが細かく聞かれる傾向があるようです。

（図５，６）

〈調査結果〉

終わり方には３パターンあります。何も誤りがなく

追徴税なしの場合が申告是認です．誤りがあり追徴税

を支払う場合は、修正｢'１告もしくは更正となります。

修正中杵とは調査官の指摘に対して納得し、会社｢1ら

が誤りを正す修正申告書を提出することで、あくまで

もこちら側が納得してＦ１主的に行うこととなります。

このため一旦修正申告をしてしまうと後から何とかし

てほしい（追徴課税が高すぎるのでもう少し減額して

欲しい、納得できないので不服''1し立てをするなど）

といっても何もすることができません。納得がいかな

い場合は修正｢'１告に応じるべきではなく、更正処分に

なります。更正では税務署長が調査で税額を確定しま

す｡税務署が誤りを正し減額となる場合もありますが、

税務署側の見解が変わらなければ最後は}''1し切られ更

派ということになり結Ｉ｢j追徴税額は同じになります。

この更I[に納得がいかなければ不服申し立てをするこ

とができます。

税務調査で発生する税金は区'７の通りです。つまり

追徴課税は法人税や所得税の差額＋加算税＋延滞税十

地方税（＋社会保険料）となります。アンケート結果

（図８）を示します。’１１告是認は少ないようです。

指摘された点（アンケートより）

ロ小児科の保険収入については調査なし。

ロワクチン関係、自寶のものに関して細かくチェック。

ロ営業収入以外の収入（保育園や講演などの振込みについ

て調査。

ロ在庫に関して、特にワクチンに関して、開封後の在庫も

れを指摘。購入数と、使用本数の調査をされた。→棚卸
しは正確に！

□親族に対する給与の支払いなど。

ロ旅費・交通費。

□交際贄

■
０
部
‐
二

図５

指摘された点（アンケートより）

車両運搬具。減価(賞却寶、税金、ガソリン代に関して、家
事分が除外されているかチェックされる。

社員旅行の経費について。

交遍費など細かくチェック。

自家用車の使用頻度。私的使用が多いと経費として認めら
れない。

自費の売り上げ分は厳しくチェックされる。

役員報酊'|'|の金額

車の登録の不備を指摘。

玄関においてある自動販売機の売り上げを細かくチェック
された。

ロ

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

図６

税務調査で発生する税金
ロ過少申告加算税

申告漏れなどで本来納めるべき税額より申告した金

額が少なかった場合に課される。

税率は追徴税額の１０％。

□重加算税

財産を隠ぺいまたは事実を仮装したときに課される。

税率は追徴税額の３５％。

□延滞税

法定期曰までに納税しなかった場合に課される。税利

率は未納税額の種類（過少申告加算税か重加算税か）

により異なる。

図７

準備するもの（アンケートより） アンケート結果
ロ指定された年度分の確定申告書

ロ領収書

ロ勘定元帳

ロ曰計表

口給与台帳

ロ通帳

ロ小□現金帳

ロ出勤簿

ロ自費診療明細書

ロ・・・．

ロ追加納税（３年分）はありましたか？

○円

○～１万円

１～５万円

ら～１０万円

1○～２○万円

３０～４○万円

ら○万円以上

人
人
人
人
人
人
人

８
２
８
『
２
列
６

図４
図８
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【まとめ】

最後にアンケートをよせていただいた、会員の先生

がたからのアドバイスを示します（図９)。アンケー

トでは開院４～８年目の間に初めての税務調布を経験

された先能が多く、その後複数回経験された）'､生もみ

えます。細かいことまで質問され、（ヒブワクチンを

実際接種した人数など）わからないと３年分数えなお

しなどということもありました。とにかくまとめて保

管しておき、いわれたら｜1-}せるようにしておくのがい

いのではないかと思います。また:杵段お願いしている

税理士に相談し、こちらの不利にならないよう対応し

てもらうことが大切であると考えます。

会員からのアドバイス

ロとにかく領収書類をすべてきちんと整理して保

存すること。

ロ窓□現金と帳簿の照合。

□職員・家族等の割弓|率注意。

ロ予防接種、健康診断などの自費診療のお金の出

入りを詳しく聞かれるので、診療報酎'|'|とはしっ

かり区別しておく。

ロ曰曜・祝曰など休曰の接待が多いと指摘された。

図９

露
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平成25年度岐阜県小児科医会総会ならびに第１ロ学術講演会

平成25年５月26曰日於じゆうろくプラザ

（特別講演Ｉ）

小児上気道炎～見直しません力､､いわゆる゛かぜ薬"～

よしだ小児科ｸﾘﾆｯｸ方ｍ均

ク・レビューでは効果なしの判定となっているイ)。上

気道炎に必須の薬とは思えない。使うとすれば、プラ

シボ効果をIU1侍してということであろう．

了:どもが'二気道炎症状で受診した。｜咳を楽にしてあ

げたい、鼻水を11こめたい、熱を下げたい、llill炎を予防

したい。そして、鎮咳薬や気椅支拡振薬、去疾薬、抗

ヒスタミン薬、解熱薬、抗菌薬などが処方されること

が多いようだ。しかし、このような）if状はいずれも病

気を治そうとする身体の反応である。「1然に治る病気

は｢|然治癒に任せ、余計な介入はlimﾌﾞﾉ避けることは治

療の腱本ではなかろうか｡薬の副作111も考慮した上で、

恕者にとって最善な方法は何なのかを弩えてみたい。

４）抗ヒスタミン薬

’二気道炎の鼻閉、鼻汁の軽減'二|的でこの薬が使用さ

れることが多い。しかし、ウイルス疾恕には効果はあ

まり望めず、逆に、気道の杯細l泡からの粘液分泌を抑

え喀淡の排出を|水|難にさせる。粘液分泌を燗やす去疾

薬と併川した場合、杯細胞はどのように反応したらよ

いのか悩むだろう。さらに、この薬は熱性けいれんを

誘発するということがわかってきた。熱性けいれんの

小児のiil11lrlrでは、その43％が抗ヒスタミン薬をⅢⅡし

ていた。一方､発熱だけの患者では16％に留まった5)。

さらに、てんかんの小児にジフェンヒドラミンを注射

すると直後に発作波が増えたという研究もある｡また、

鎮咳薬と同様に、’二|Ｆ１枢神経の抑制作用から呼吸停止に

至る副作用が報告されており、米国では乳幼児での使

用は禁止されている6)。小児上気道炎に使ｌＩ１するのは

鎮咳薬以上にリスクが高いと思われる。

１）鎮咳薬

上気道炎に伴う咳に対し、’'１枢IlVli鋲咳薬が処方され

ることが多い。しかし、多くの臨床|U(究とそれらをま

とめたシステマティック・レビューでは、小ﾘ,L上気道

炎に対する鎮咳効果は認められなかった')｡そもそも、

咳は病気の進展を抑え、１１｢'１炎を予防するための防御反

応である。しかも、乳幼1A1では薬の扇'１作川で、呼吸抑

制から無呼吸、そして突然死に至るケースがあると報

告されている。通常の上気道炎に、このようなリスク

を',Ｉしてまで投与する必要があるのだろうか？ちなみ

に、〉klli1小児科学会から、乳幼児への鎮咳薬は投与し

ないようにとの勧告が出ている2)。 ５）解熱薬

発熱は生体防御及応であることは誰もが知っている

ことである｡各種サイトカインと視床下部の体ilnl｢'１枢、

自律ﾈ'１１経、筋肉、ｌｉｌｌ管、汗腺などが連携し巧妙な仕組

みで体温を上昇させる。体温上昇能力の低い変温動物

は、感染すると、Ｈ向に移動し体温を上げる。病気の

体に鞭打ってまで移動するということは、発熱にそれ

だけ重要な意味があるということではないだろうか。

Klugerらはイグアナに細菌を感染させ、稲々の温度

環境に|貴いた。生存率は高温室のイグアナが高く、低

温室のものは低かった。最低温の34°Ｃの部膿では全部

死亡した（図１）７)“また､解熱薬を与える実験では、

体ilIdが上牛,ししなかったイグアナは死亡率100％であっ

た8)。恒11,,1動物のウサギの感染実験でも解熱薬を与え

ると死亡率が上昇した9)。人間ではこのような実験は

できないが､敗lill症などの重症感染症で､高体温になっ

２）気管支拡張薬

細気筏支炎に、喘息治療薬である気椅支拡張薬が処

方されることが多い。喘息とは病態が異なるが、聴診

'二liilじ喘鳴が聞かれるため、’１１様の効果を期待しての

処方であろう。しかし、システマティック・レビュー

で選ばれた２つの研究では、いずれも効果がないとい

う判定であった3)。

３）去疲薬

この薬は、気道の粘液分泌を増ﾉﾉⅡさせ綿毛述動を冗

進し､痕を出しやすくする作用があるといわれており、

能書通りであれば病気の治癒を早めるだろう。しかし

実際どれほどの効果があるのだろうか。肺炎で症状の

改善が早まったという報杵はあるが、システマティッ

1８
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た患者ほど'１ﾐ存率が高かったという報告がある'0)。イ

ンフルエンザや突発疹の合併症である脳症は、サイト

カインストームが原因と考えられる。解熱薬にはサイ

トカインをllW1llさせる作１１１があり、その安易な仙１１１は

脳症を,誘発する恐れがあると筆者は考えている。

発熱時の痛み軽減のため解熱薬が処方されることも

多く、その意義は認める。しかし勺発熱＝ｿ客１mだろう

か。Okaらは、発熱を起こすほどのサイトカインが産

生された場合、痛覚の抑制が起きることをﾉ｣てしたⅡ)。

また、｜if化サイトカインで脳内にβ-エンドルフィン

（脳内麻薬物質）が放出されるという研究もある'2)。

突発疹やアデノウイルス感染症は高熱であっても元気

である⑦発熱は必ずしも痛みを伴うものではないよう

だ。

４０°Ｃを越えれば解熱薬を使いたくなる。しかし、弊

害も考えておく必要がある。解熱薬が効きすぎれば低

体温ショックが起きる。しかも高熱ほどのその可能が

高くなる。ショックまでいかなくても、解熱薬が切れ

れば体Mmlは急激に再上昇する。そのスピードがLIlけれ

ば悪寒戦』櫟となる｡余計に消耗するということである。

さらにアセトアミノフェンにはスチーフ鬮ンス・ジョン

ソンリ,1:候Irtなどの重篤なFill作用もある。メリットとデ

メリットをﾉ〈ﾐﾄﾞj1iにかけ、慎而な対応が望まれる。

さらに、肺炎やIl1LJ炎の予防効果もない。もし抗菌薬

を飲んでいてIilj炎になった場合、その起炎苗はIliiHｿﾞ|]某ｉ

であろう。余計に治嫌が難しくなるということであ

る。’二'１耳炎やmllIli/【腔炎も多くは自然治癒する。また、

これまで髄膜炎を恐れて抗菌薬が多|Ⅱされてきたが、

ヒブ・肺炎球菌ワクチンの導入でそれは過去のものと

なった（図２）Ｍ)。ワクチンの恩恵を抗菌薬の週IE使

111につなげ、ｊｊ１ｌ行する抗|某i薬を有効なまま、未来の|塁

師たちに手渡すことが私たちの役ＥＩではなかろうか。
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６）抗菌薬

上気道炎（ウイルス感染）に抗|差i薬の効1,|､Lがないこ

とは小ﾘll/ISI医であればどなたも御存じである'3)｡実際、

多くのコントロールスタディがそれを証川している。

図２図１
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<講演時にいただいた主なご質問とその回答〉

1．解熱しないと脱水になるのでは？

〈回答〉発熱だけで高度な脱水になることはまれ。

むしろ解熱薬を使うほうが脱水を誘発する。なぜな

ら、解熱時に大量の発汗をともなうから。

2．熱性けいれんが心配だ

く回答〉解熱薬には残念ながらけいれん予防の効果は

ない。

３．４０度を超す高熱では解熱薬で楽にしてあげるのが

よいのでは？

<回答〉熱が高ければ高いほど体が熱を必要している

ということである。逆説的だが、高熱ほど解熱薬を

使うべきではない

4．クーリングは有効か？

<回答>勧められない｡無理に解熱させても悪寒を伴っ

て再上昇する。熱が上下するほうが消耗する。

5．昔、はしかは強力に温めるとよいといわれていた

が､…

<回答>無理に温めると熱｢|'症を発生させる恐れあり、

勧められない。

６．漢方薬（葛根湯）はどう考えるか

くフロアから回答をいただきました〉葛根湯の薬理作

用は体温を上昇ざせ病気を治すということであり、

発熱生体反応のHllにかなっている。

７．近隣の医療機関では解熱薬はどうしているか

く回答〉すぐ近くの大病院では私と同じ考えで解熱薬

は全く使川していない。積極使用している診療所も

ほとんどない（地元メーリングリストでの討論を綿

て)。

８．咳・鼻で眠れない場合にどうするか

く回答〉鼻吸いやタッピング、そして去疾薬などのプ

ラシボ効果に期待する。

９．患者さんに聴診器を購入してもらうのはどうか

く回答〉小さな喘鳴を聞きとるという点で、グッドア

イデアですね。

10．熱が何日続けば白血球・CRP検査を行なうのか？

〈回答〉熱の原因がわからなければ初ｕでも行なう。

予防医学の最前線に立つ
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平成25年度岐＝県小児科医会総会ならびに第１回学術講演会

平成25年５月26曰日於じゆうろくプラザ

（特別講演Ⅱ）

小さく生まれた子どもたちの成長と発達
～新生児医の立場から～

名古屋大学医学部付属病院総合周産期母子医療センター長・病院教授

早川｜昌仏
゛､00つ0100つ010.つⅢルー0,0-‐Ⅶ００つ4940つⅢOいつ.qⅡ0つ‐IUIo-ⅢIO-UH､-1,10,-011｡￣UlOI-Ⅲ10,-1110-,''90-111机－，IIOo-F110-1I1Oi--oIO0--lTIi-In似.￣州､ウー－１１０．－Mb-1IOo一・Ｊい￣IVO｡－lPID-I1I.￣lnb-In､－１１１，－１Ⅱ●－．III4-O0I､－０fI4-1IHD－，１１小－１I1OD-.'01,つ`110.つ』''０１－．ＩＩＩＣ－．１Ⅱ、－１７１．，－．I､ﾄｰｩⅡ,

周産期医療の進歩により早産児、低出生体重児の生

存率は著しく向上した。1990年では川生体重が5009

未満の児の救命は極めて困難であったが、現在では出

生体重5009未満の児であっても約半数は生存退院す

ることができる。低出生体重児には在胎期間相当の|卍｝

生体重であるappropriatefOrgestationalage（AGA）

と出生体重が在胎期間の標準未満であるsmallfbr

gestationalage（SCA）に分類することができる。

SCA発症は母体|天|子、胎盤・Ｉ濟帯'五|子、胎児因子が原

因となるが、その原因によっては超早産の分娩を余儀

なくされ、結果として急性期および慢性期の合併症に

悩まされることとなる。急性期合併症としては､坪|ﾘ11(、

楯環､腸管の合併症､頭蓋内出血､感染症などがあり、

そのいずれもが児の未熟性に起因している。急性期を

脱した後も慢性肺疾患や未熟児貧血､未熟児骨減少症、

未熟児網膜症などが起こりうる。未熟児医療はこれら

の合併症に対する医療であり、その発症予防が重要で

ある。無事退院できたとしてもSGA児の一部は神経発

達や成長発育の問題を残すことがある。特に早産出生

の重度SCA児は認知障害、行動障害、低身長のハイリ

スク群であり、長期のフォローが必要とされている。

2004年にGluckmanが提唱したdevelopmental

originsofhealthanddiseases（DOHaD）は、「発達期

の変化に対応した不可逆的な反応が化じた場合、発達

が完了した時期の環境と適合していれば健康に生活で

きるし、適合していなければ成人期の様々な疾患の源

になる」という学説であり、周産期医療において関心

をあつめている。第二次世界大戦中にドイツ軍占領下

におかれたオランダのある地域で極端な食料調達困難

に陥り（Dutchfamine)、この時期に妊娠中であった

女性より出生した群は成人してからメタボリック症候

群が房｢率に発症していたことが疫学調査で明らかと

なった。妊婦の低栄養により胎児の栄養状態が悪くな

るため、胎児は低栄養に適応するプログラムをおこな

う。出生後に低栄養状態でなければ胎児期のプログラ

ムに適合できないため、通常の栄養状態であったとし

てもメタボリック症候群の発症リスクが高まると考え

られる。現在の胤産期医療におけるDOHaDの代表例

としてSOA児におけるメタボリック症候群があげられ

る。SCAの成|天lに母体低栄養や胎盤機能不全があり、

それらにより胎児の栄養状態が悪化するため、Dutch

famineの場合と同様にメタボリック症候群の発症リ

スクが高くなると考えられている。

このように低Lu生体ＥＩＩ児、特にSGA児は退|皖後も長

期にわたる経過観察や医療介入が必要なことがあり、

小ﾘL科のみならず全ての診療科に関わる問題を抱える

可能性があることをf1I1解しておく必要がある。
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平成25年度岐阜県小児科医会総会ならびに第１ロ学術講演会

平成25年５月26ＢＩＢｌ於じゆうろくプラザ

(一般演題1）

開業医と共有したし)症仮リシリーズその４

当科に通院中の小児糖尿病児の解析

大皿,'7民病院小ﾘ｡科伊藤貴美子
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■当院は西浪地域の基幹病院であり、

この地域の小児妬尿病忠児の
ほほ全例が当科に通院している。

■丙迫地区の人ロは約39万人、

小児(１５旗未泊)人ロは約5万4千
人。
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･●岻騒 2006２００７２００８２００９２０１０２０１１２０１２年

発症者gＲ
１

，

－

，Ｊ

２００６じに△･症した／渦あり小児１６ 2006ＪＺにした ■ありⅢ巴

１型糖尿病

２型糖尿病

■男児４人

■女児１２人

３ ３ ３ ３

1m
２２

１

２ ２

１２３４５６フ８９１０１１１２１３１４１５（戒） １２３４５６フ８９１０１１１２１３１４１５（皮）

年齢毎の発症者敷 年齢毎の発症者散
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匠菖窪ⅡUiEllLul陸ｌＥＬ
生化学
血糖１２６２

AＳＴＭ２

ＡＬＴ４８

LDH４８２

ＢＵＮ７２７

Ｃｒ ｉ２７

ＣＫ５３２３

ミオクロビン＞１０００

Ｐ－Ａｍｙ ３８

ｴﾗｽﾀ…ぜＩ８１６

ﾘパーゼ６８

Ｎａ ｌｌ４

Ｋ７６

Ｃｌ７６

ＣＲＰ２２９

，０s、 ３３９３

尿検査
糖＞１０９/ｄｌ

潜血３＋

ｹﾄﾝ１＋

８?、Ｇ１０５００Ｕｇ/｜

血液ガス分析
pＨ７３１３

pＣＯ２２４１
HＣＯ３１１９
BＥ－１２５

末梢血

ＷＢＣ２４１００／ｕｌ

Ｈｂ１２．２９/dｌ
Ｈｃｔ３３．０％

Plt30.1万／ｕｌ

､9/ｄｌ

ｌＷｌ

ｌＷＩ

ｉＵ/l

mg/dl

m9/dl

lU/I

ng/ｍｌ

ｌＵ/｜

､9/ｄｌ

ＷＩ

ｍＥｑ/Ｉ

ｍＥｑ/Ｉ

ｍＥＭ
ｍ９/dI

mOsnM

意蹴姉書

特配すべきことなし

主脈：

既往歴：

現病歴： 事４月26日の学校検尿では尿帖腫性だ

４月28国期から咽吐があり､近屡でＷ腸炎と

百われ､点滴施行｡夕から多飲多尿あり。

４月29日つじつまが合わず､反応が鈍いため、

夜間､当院救愈外来を受診。

待合で宜臓レペルJOSn-20､失難状態となった。

T2強調脂肪抑制画像(５月１日）
感染症ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査
血中ｴﾝﾃﾛｳｲﾙｽRNART-PCR陰性

HBS抗原（-）
HCV抗体（-）

風疹'9Ｍ（-）
HSVlgM（-）
CMVlgM（-）
EBVVCAlgM（-）

ｌｇＧ（-）

EBNA｜gＧ（-）
ｺｸｻｯｷｰB３４倍以下

Ｂ４３２倍(その後上昇なし）

Ｂ５３２倍(その後上昇なし）

ﾄｷｿﾌﾞﾗｽﾞﾏ'9Ｍ０．１

糖尿病関連検査

血中Cﾍﾌﾞﾁﾄﾞ０１２，９/ｄｌ

尿中Cﾍﾌﾁﾄ,５７／day

HbA1c(５月１日）３１％

（-6.5％：NGSP）

鉱０A､抗体３．９Ｕ/ｍｌ

抗IA-2抗体く0.4Ｕ/mｌ

4/12

4/７(3)

HＬＡＤＲ

ＤＱ

右上腕二頭筋

腓腹筋

Ｉ

回国 淀1型糖尿日参 ２０１２

謬霧瀧菱蕊騨艇岬に陥臥
④発症時の尿中Cへ｡ﾌﾟﾁﾄ．<101Ｊg/day

発熱、咽頭編
ASTⅢＡＬＴ

ⅡU/I）

1,400

1200

1000

８００

６００

４００

２００

０

ＫＷ／'’

40000

35000

.0000

25,OOO

ZuOOO

1aOOO

１０，０００

５０００

０

上記1～3のすべてを満たすものをBIM症1型糖尿病と診断す

＜参考所見＞

×原則としてGAD抗体などの膵島関連自己抗体は陰性。

|＆繍ii護ii総ljii菱11鰯i鱗:墓iii差
認める。

|△蔽歸要;､｢H證幽:論詰差箙罠関連が明らかにされている。4/2９５/２５/５５/８５/1１５/1４５/1７５/2０

ソ

Ｅなインスリン酒

血
中
イ
ン
ス
リ
ン
分
泌

インスリンガーとしつい

夕
食

昼
食

朝
食
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１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９(歳）

2006年2007年2008年2009年２０１０年２０１１年２０１２年

１１人１４人１６人１３人１５人１３人１２人

／

正子い

幼児期翠拳ihjijiij涛灘思春期ｌｉｉｈ?|i蕊■＝成人
■…_丘，Ｌ～:Ｊ翠も琴：ミー；宮？:(;蝿〆.一､２戸;二形ユが

いつ､どこで､何を､どの位､注射するかIますべて
本人(宗族)が決めている

□)年齢iJH■Ｉ
－Ｌエゴ

１１型鮪尿病｜
の特殊性ノ
ー一汗冗蔀肝

11.-Ⅱ群淵:..1,.1~,1Ｗ鐡..［-.iLﾆｰｰｺﾞｗ１１

セルフケア１J’

１丁の担い手i11ji

発迫段Ｎｎｉｊ「
,,,F-.-｢･――-,J:

..．､;,

自立と自律
一個の人格の完成

社会黛団への迫応

、子関係

鯨への依存
子供同士の関係

組からの自立

仲間関係の構築

蝿
小児科

家族の中の

、辺に■■したい毎

内科

瓜宕中心

自立を前担とした教官･治療

|それぞれの性格8理解度に応じた鯵纏と、
|良好な医師一患者関係が､治疲の頁の向上につながる。 MIlliI筌欝、

iMIノ
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平成25年度岐阜県小児科医会総会ならびに第１ロ学術講演会

平成25年５月26曰日於じゆうろくプラザ

（一般演題２）

難治'住てん力､んにおける新しい治療の試み
～迷走神経刺激療法～

ｌ）すこやかこどもクリニック

２）国IIZ病院機構踵艮医療センター神繰小児科

渡邉宏（雄
－．fｳﾄｰ｜n.－１１０，－，'0,-111.-,1『･－ｌｂ1.つ!O､'－，しり,－『Iいつp100-09I･一､ＩＣｳールー一.l1OD-II1o-1O11-,Iu1-’011-.f9'－lm-1lI'－，|o↑－WP･-つ,Ⅱ1.-11'－，１０`－，０．－，IC､－`１，Ⅲ－，1$+－，Ⅷﾘｻﾞｰ,111-,11,つ}''1－，１９，－．,10.-,IIl-IlI0-IIo`--11いつ`,01トー．DlUi--，lO1-lIO－．１９１．－１１９↑－１１０`￣|､Ｉ､－１，１－，111

2010ｲ1ﾐ７月より日本では難治てんかんﾘii1ｹ||に対し、

迷走神総刺激療法（VNS）が認可された。VNSはこれ

まで約500症例が轡録され、治療がなされている｡今

１１１１悩器質病変をｲ丁する難治てんかん２症例に迷走神経

I1ill激療法（VNS）をおこない、一定の効!’|Ｗみられた

ので報ドルた。

リrr例ｌは左前頭に脳形成異常、Ｆ１１ｌｌ症を合併する前

頭葉てんかん症例である。16歳になり、発作時に転

倒・~卜顎什折が２回あり、VNSを開始した。開始後約

''2イドで、１１喧倒する発作は消失し外傷はみられない。現

ｲ'三もHiii付の単純および複雑部分発作は残存している

が、ＱＯＬは改韓している。

リif例２は傍シルビウス裂症候群、発達|暗11fを合併す

るてんかんである。発作は難治に経過し､特に入浴時、

歩行時に三次'|ｻﾞ|；強直'''１代発作（GTCS）がＨ単位でみ

られたためVNSを|川始した。開始後一UCTCSは減少

したが、両びHiii位にl勅Ⅱしたため、VNS調整し、苫

干のQOLの改講が見込まれた。

迷走神経刺激療法は1980年代前半にZabra博士の動

物実験がきっかけとなり、米|封では1997年、Ｅ１本では

2010年に承認された。

効果に関して、３年以内の発作50％減少率は概ね50-

60％で推移している。VNSは薬剤治療および外科治療

困難例に対してｲj用と思われ、今後難治てんかんの治

療法のひとつとして選択されるべきであろう。

巨丙

LＪ

､ 鮫⑭
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平成25年度岐阜県ＵＩ児科医会総会ならびに第１回学術講演会

平成25年５月26ＢＩＢＩ於じゆうろくプラザ

(一般演題Ｓ）

会員リレー企画第Sロ「私のクリニック紹介」

吉田医院吉田伸『
－１１Ⅱ0-.IIII-，OnD-｜110,つ！'１１０－゛IⅡ０－ⅡⅡ0つ１０Ⅱ0-,11いつⅡ1,-＋1III-1I1Io-101ID-,.110-,'１１１－＋1,0つ‘+Ⅱｏ－１ｌⅡ１－．０１０１つ1H則－Ⅱ１．－ルー’11Ｉ↓マ,|小つ，､IHOつりルーⅡ０，－．１１ｌｂ￣ⅡlIl-dlIL-,'10,－．１小－０１０－１Ⅱ！￣ザlIUi-1DIIi-IlI0-.IⅡ0-.0111`－Ⅲ００－．１１ｌｂ－，１１０１つ’'100-,DII'一’１IOi-0IUo-ⅢIUI-1uIOい￣'llIb-lII--.101

御紹介いただきました吉１１１でございます。

本日は､このあと､特別講滅でよしだ小児科クリニッ

クの吉田先生がお話下さることになっておりますが、

先生とは、実は何の関係もございません。

私には、特別にご披露できるようなものは何にもご

ざいません。

ただ、開業歴がやシ長いというだけ、少しでも地域

のｆ供たちの健康と幸せを願い、

気楽に何でも話せる、相談できるクリニックであり

たいと思っておりますが…、あっという|H1に31年Ｈを

迎えました。

私の小児科医としてのたどたどしい歩みなどを含め

て、今日の私の責務を果たさせて

頂こうと思っております。コーヒーブレイクまでの

少々のお時間、おつまみ程度にお聞きください。

昭和41年、私共の卒業した年は、インターン制度反

対、無給医局Ⅲill度廃止という運動がまつ儲りでした。

最後のインターン生として、即ち卒業後1年間を無資

格で、もちろん無給のままで、各科をローテートしま

した。私は名古屋の東市民ﾘ両院にて１年''１１研修し、結

果、春（４月）の医llllil玉|家試験をボイコットし、半年

おくれの秋に受験するという、異例の全ＩＲＩ集団行動で

した。というわけで、医師免許のないままに、｜､]期の

田中浩先生、、口徹彦先生、熊谷勝先生と共に岐阜大

学小児科教室に入局いたしました。

当時、初代谷ｕ教授ご退官直後で、村上助教授、山

口||頂子先生溝､'liの時代でした戸，

その後に、北海道から加藤教授、本谷助教授をお迎

えいたしました。高|||の久美愛病院、岐阜｢h｢民病院な

どに赴任し、家庭の事情などもありまして十分な研修

や研究もせず、夫の父親が戦後に|)Ⅱ業した内科医|院を

継ぐことになりました。このあと、折居先生が着任さ

れました。

その後、1982年（昭和57年）外科医の犬と共に内科

外科小児科を標楴した吉田医院を安八町に開業し、現

在に至ったわけでございます。１２年前に夫を亡くし、

数年間は内科も兼任するという、今のMIIのホームドク

ターとなりました。小児科専門医や子どもの心の相談

医も取ji1jLしましたが、更新できずお恥ずかしい限りで

す。内科、後期高齢者のﾈ'1談にものったり、特別養護

老人ホームの''１１]i託医を依頼されたり、産業医もり|ぎ受

けております。

さて､安八ＩＩＪは壬｢１１の乱にもゆかりのある町ですが、

人ｎわずか１５，０００人少々、年間H｣生数150人前後の小

さな町であります。揖斐川と長良111にはさまれ、羽島

市、大垣市にも橋を渡れば15分ほどで行ける場所にあ

ります。その111の町市小学校２校、町立保育園２傭|の

校医、園医を委嘱されております。町の保健センター

の健診は川３１１－１１で年lllIl36向､LⅢち､乳児健診は月ｌ凶、

１０か月健診、1才６か月、３才、５才児健診は２ケ月

に1回ということになります。特に、一昨年からはじ

めました５才児健診は県卜でもいち早く開始しました

ので、いろいろ大変でしたが、発達|潭害などのチェッ

クすることで、教育委員会の就学適正委旦会には、多

いに貢献できていると自負しているところでございま

す□

さて、私の小児科医としての本業の方は、小児科医

会の会報にものせて頂きましたが、特に自信を持って

やっているという得意分野はございません。ゆったり

と診察し、その間に予防接種をしたり、健診したりと

いうきわめてのんびりしたＩ|々を過ごしております。

現在は、内科外科を長男が担当し、私は主として１２

才までのお子たちの診察をしております。私とおしゃ

べりしたい内科の患菅さんは男女とわず…といったと

ころです。

スタッフはナース４人､ｊｌＺｉ務４人(パートも含めて)、

平均年令はなんと39才でした。なぜか退職する人がい

なくて、退職金対策もしなければと思っております。

消費税が８％になるということで、この秋をめざし

て|坑外処方にふみきる準ＩｌＩｉ'|Jです。スタッフのこと、

時間外投薬などを含めていろいろ考えているところで

す。

昨年夏から、レントゲンをデジタル化してフィルム

レスとなりましたので、永年苦労しておりました現像
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月１回は東京に川かけ、Ｈ灰舞伎をみて、お気に入りの

役者さんのチェックをしたり、感動の涙を流したりし

て刺激を求めています｡絵をかくことはできませんが、

'1本l1hi、洋m1i、陶磁器などをみることは大好きで、美

術館や博物館に出かけたり、歌も楽器もダメですが、

コンサートホールへはちょこちょこ出かけて、名演奏

に酔いしれたりしております。寸暇を惜しんで、｜_U野

草や洋らんの世話をしたり、乙草とりをしたり、たまに

は気のおけない友人とおしゃべりしたり、美味を求め

て川かけたりいたします。

液交換とか､廃液処理などの手間が不要となりました。

待合室は､あまり広くないのですが､水槽を設置し、

熱帯魚や水草が鑑賞できます。熱帯魚の赤ちゃんがう

まれたり、エビの脱皮などもあり、幼い子やご高齢の

方のいやしになっております。また、開|院当初から３

丈ほどのたたみコーナーを設けております□子供たち

の遊び場、おむつ交換のスペース、老人のごろ寝がで

き、お気に入りの絵本やおもちゃがあると、帰りたく

ないといってくれる子もいます。最近、たたみの表絆

えをしましたら、いぐさの何ともいえない香りが漂っ

ています。

予防接種についてですが、広域化がはじまり、小ﾘ。

科医としましては、うれしい限りです。今のところは

従来とあまり変化はございません。多穂類のワクチン

ですので、接種スケジュールなども含めて、まちがい

を起こさないよう、スムーズにできますよう、細心の

注意を払っているところです。

さて､今後ですが…､展望は？どうなんでしょうか。

いつまで、元気で診察ができますでしょうか，

ｌｌ々進歩している医学、医療についてゆけるよう、

勉強はしなくてはいけないと思っております。

余暇は、特別脳トレも必要かもしれないのですが、

健康で仕事が続けられること

できる限り、地域に貢献できること

これが私の念願でございます。

Iilli親から授かった健康こそが何よりの宝物と感謝し

ております。

安八１１１Jの方針として、「子供たちの歓声のわきあが

る町」と掲げております｡

子供たちの歓声Ｔ笑敵から元気をもらって勇気づけ

られ､明Ｈから又ゆったりとがんばりたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。

蕊蕊鑿議i蕊Ｉ

蕊ｉｊｌｌｌｉ鐸議
，￣
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第２ロ岐阜県０１児科医会学術講演会

平成25年７月21曰日於岐阜都ホテル
(特別講演）

これからの小児医療

岐阜大学名誉教授平成医療短期大学学長近藤直実
日本小児アレルギー学会理事長日本小児科学会東海地方会理事長

平成医療短期大学／堀信宏、Ｈ１島嘉人、熊田ますみ、長１１l登美子、ｉ三LnH弥生、ｌⅡ巾下絵
平成医療専門学院／加藤清人、小澤莉沙、松井康樹、野原尚美
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はじめに

本曰はこのような機会をいただきまして、会長の加

納先生はじめ会員の皆様に厚くお礼'１'し上げます。今

年の３)Ej、岐阜大学を退官して、４川から医療短大に

勤務しております。今までよりももっと広い視野で医

療や医療人の教育にかかわり、医療の'幅のものすごい

広さを改めて感じておりますとともに、思考すること

もさらに広く深くなっております。このようなことを

含めて、これからの小児医療につき私見をお話しさせ

ていただきます。

１総合医、専門医、移行期医療、混合診療

総合診療の必要性はまずは診断時に求められます

ことは周知のことです。例えば嘔吐をきたす疾患の

鑑別、浮腫をきたす疾患の鑑別、まさにさまざまで

す。さらに原因（遺伝子）不明の疾患（－つの例とし

て、ＩPEX（immunodysregulationpolyendocrinopathy

enteropathyX-linkedsyndrome免疫調節不全多腺

性内分泌障害腸疾患、Ｘ連鎖）FoxＰ３遺伝子）の解

り1にも総合診療が強く求められます。現在は、次世代

シークエンサーで例えば２万遺伝子の候補を挙げ、次

いで1500,24,3遺伝子と絞っていきます。ちなみに、

私どもの免疫不全症の研究は、抗体産生不全からはじ

まり、現在では、自己炎症性疾患、自然免疫不全症の

領域を究めようとしております。

総合診療の必要性は、次いで、力Ⅱ療中に大いにあり

ます。例えば、溶１m性尿毒症症候群、先犬異常、遺伝

子異常、免疫不全症、自然免疫不全症、自己炎症性疾

患をはじめ多くの疾患で多くの分野がかかわることは

周知のことです。アレルギーでの総合診療は､呼吸器、

皮膚、鼻、口、消化器、全身など周知のことです。抗

原も食物、吸入抗原など種々です。そのアレルギーを

持っている患児が、感染症になったり、がんができた

り､神経症状が出たり、あるいはもともと心疾患があっ

たり、まさに病気を診るのではなく－人の人を診る総

合診療です。

さらに、一つの例ですが、「1己免疫疾患、リウマチ

性疾患の患児が成長して結婚して卿賑したとき、さら

に総合的かつ専門的に診療することが強く求められま

す。妊娠に伴う、特に、内分泌系、免疫系、血液系、

擬lIFl系、循環系など多くの系統での変化に対応する必

要があるからです。この場合、１人の医師が総合的、

かつ、かかわるいくつかの領域について専門的にト

レーニングを受けてあれば、このニーズに蝿想的に応

えられることになりますが、現状では、専門医同士が

良好な連携をして総合的に診ることになりますに，しか

し後者の場合には､連携のまさに橋渡しの部位で､ピッ

トホールが大いにありがちです｡この解決のためには、

それぞれの医ILIiliが、本来の専'''1に力[Ｉえて、準専''1の領

域をいくつも（可能な限り）獲得していくことが必要

と思います（図１）。本来の専門領域において育成ざ

図１

れたリサーチマインドがさらに応川拡大されていきま

す。やがてこれが－つのI1l想の総合医であり、総合診

療につながるとおもいます。しかし一方で､もちろん、

曰本医師会が言っているジェネラリスト、かかりつけ

医、家庭医も重要な総合医です。すなわち、総合医に

は広く浅く、と、ある程度広く深くがあると考えてい

ます。今まさに、［１本の専門医機構では、総合二専門医

がおおいに議論されています。さらに、いずれの場合

も深浅はあるとしても単なる丙〔'''１性の集合ではなく、
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総合性が必要であると考えます。この総合性は従来の

臓器別の縦割りの医学教育に|川えて、それとは別のし

かも質を異にした総合的な見方の医学教育体系が必要

と思います。平たく言えば医学書、特に|ﾉ!、|科や小児科

の'二1次のような臓器別ではなくて、いまだ未知の別の

分類に従ってです。

次に小児科医として診ている小児が成長して思春

期、成人になった時の対応についてです（図１）。｜」

本小児科学会も移行期医療として検討しています。こ

れには専門性と環境により極々のパターンがありま

す。専門性が極めて高い場合で、周囲にバトンタッチ

できる環境でなければもちろん継続して診療にあた

るcバトンタッチできる環境ならばそのように進める。

小児期に治癒が獲得できればそこで終丁する。このよ

うに領域や専門性や環境によって個々の患者にとって

もっともよい方法を患者および患者家族とともに｜分

検討することが竜妥です。

図２は横llIlllに、医療としての労ﾌﾞﾌ、１１下lrllll、経費、

そして患背のQOLの低卜度を取り、縦軸に、①ケア

（care)、看護、リハビリテーション②治癒（Cure）

③予防をとって比較した。①が労力などがもっとも大

変である。②は治癒してしまえばかなり良い③は予

防できればこれに越したことはない。しかし②の治癒

のためには､移柿､遺伝子治療､iPS細胞､分了標的薬、

テーラーメイドなどこれからの開発に待たなければな

らないし、その先進的な診療は保険診療では無理であ

るから、｢Ⅱ診療、したがって適切な混合診療もさらに

重要になると思われます。

教授、医学部長在任中に、できたこと､できなかったこと

教授として医学研究､医療

世界､全国における本小児科の存在価値

０治癒を目指す治療開発､QOL向上

（迪伝子､プロテオミクスの基礎研究をもとにして,NaSNeLC）
０テーラーメイド治療喘息

０食べて治す食品開発食物アレルギー
oQOLin査累開発OII■

０不明の発舶の解決自己炎症性疾患、自然免疫不全症

０機能的統合小児センター、丘心(身)の子のショートステイ

（未）脊低件筋萎縮症(ＳＭＡ)などの

究極のリハビリ（十分な社会復帰､QOL確保､ピンポイント究極の能力)、
治癒（幹細胞移植など）

（未）岐阜からノーベル医学生理学賞

医学部長として医学部運営

全国における岐阜大学の存在価mi

o地域医療医学センター股立､地域医療体制
地域枠推薦入賦

ONaSNeLC(NaturaSclence1NewEngIJMed,Lancet0Cell）賞､推進
NaSNeLC研究会

（未）全国ユニークな地域医療研修病院構想

（未）最先靖医学研究センター構想

（未）医学研究者枠推薫入試構想

図３

は、｜|皮阜大学医学部（岐阜大学大学院医学系研究科）

のＨ本における存任意義と生き残りのために必須であ

ると今でも思っております。医学部の使命は教育、研

究、｜臨床の三つが必須だからです。

さて、医学、医療について、｜又'３を含めて、“これ

からの小児医療'，につき、特に、治療、ケア、リハビ

リテーション、と、治癒、と、予防（図２）の三つの

視点から私見や成績について以卜に言及します。

（１）治療、ケア、リハビリテーション

治療、ケア、リハビリテーションについて、これら

が臨床の中心であることから、医学部に任籍して、１－１

常診療、総回診などをとおして、従来からそのｒ１Ｚ塑性

は’二分に認識しておりましたにiLi療、ケアはまずは

安梛、栄養、水分、感染防ILであり次いで薬、この過

程で看護があり、そして状態により、リハビリテーショ

ンなどが加わります。４川から現在の医療短大に移り

まして、ケア、リハビリテーションの重i要性を再認識

させられるとともにその奥深さを}Iの当たりにしてお

ります。それらは、石護にくわえて、理学療法、作業

療法、祖機能訓練療法、などなどで、領域も、対象も

きわめて多岐にわたります。

脳、神経、骨、関節、筋、循環器、呼吸器、代謝、

発達機能、高齢者機能、精神、認知、祝機能、などな

ど、方法もたとえばf１１鰍療法でいえば、物理、理学、

運動、ihl熱、電気、窯Ijl、水治をはじめ多岐にわたり

ます。すなわち、一言にリハビリテーションといって

も、EI1学療法や作業療法、祖機能療法などそれぞれの

職稀によって１号意分野がわかれています。理学療法で

は、連動療法や物ｆ１Ｉ１療法といった手段を用い、スポー

ツや歩ｲﾃなどの動作獲得・改善に向けてアプローチし

ていきます。作業療法は、身体機能に力|]え精神機能に

も無点を当て、１１常′|ﾐ活やその人らしさを取り戻す|剣

わりをしていきます。視機能療法は、祝機能検汽のス

ペシャリストであり、リZj視や斜視などに対する訓練や

２ケア、リハビリテーション、治癒、予防

岐阜大学に在籍し教室運営と医学部運営を担当し

て、できたこと、進めてはみたが、できなかったこと

を今整理してみました（図３)。医学､医療のことと、

運営上のことです。

運営について、当時きわめて先駆的であった鼓先端

医学研究センター構想と医学研究者枠推薦入試構想

QOL低下労力時間医療費

Ca｢ｅ

看護

リハ

－国移植､遺伝子治療､iPs細胞
分子標的薬､テーラーメイド

Cu｢ｅ

■予防

保険診療、自由診療､混合診療

図２
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人が種を超えて鶏卵や牛乳など異種のタンパクを食

べても拒絶せず、栄養にできるのは、緑、免疫寛容が

成立するからです。アレルギーの人ではそれが成立し

にくいので症状が川てしまう。それならば積極的に経

ｕ免疫寛容を誘導する刀法を確立しようというもので

す。経口免疫寛容の発現機序は種々検討されている。

誘導法は図５のように２つあるが、lLl界、日本、そし

て岐阜でも（１）の方法が鋭意検討されているが、私

共は、さらに安全性と有効性を獲得するために、（２）

の方法を進めています｡それは､図６のようにエピトー

プを考慮して、改変食,17Tl,（酵素による方法で安全性が

確保されている）を作成してしようするものである。

すなわち、食品タンパク（今回は牛乳タンパクのベー

タラクトグロブリン、カゼインを対象にした）のT細

胞エピトープを温存して、IgEエピトープを酵素で破
壊した食品を作成して安全性を確認して使用するも

のである。そのためにまずは両タンパクのT細胞エピ

トープを決定するのに何年ものプロテオミクスなど基

礎研究がすすめられました。この開発のためには、こ

の研究が実は最も而要です。そして決定できたのでそ

の情報をもとに酵素で処理して食品を作成して、種々

の確認検討ののち、現在、IIIiiiiiil未治験が進められており

良好な結果が得られています。これが、私共が提言し

楠装具の提供を行ったりします。

そして医療全体を眺めた時､図４のように医療体系、

すなわち医療山系は、医i1Iliをはじめその分野はきわめ

て膨大であること、この膨大な分野のエネルギーがな

ければ医療は到底成り立たないこと、あえていえば、

医療山系という多職種医療者連携チーム医療の中で、

医師も－メンバーであり、多くの領域のメディカルメ

ンバーとともに、個々の旭者（－人ひとり、テーラー

メイド）の山を極めるということであると認識してお

ります。これがＨ的を果たす最良の方法と考えます。

現在勤務の医療短大でそのような教育を進めかけてお

ります。

医療体系、医療山系

看護、リハビリの、多職種連携チーム医療

（１人１人の患者さんに対して）

二U1111bDmp■に

図４

、■■■▲

Ｌアレル－に 津療法（２）治癒

次に、治癒（図２）について、現在においても、人

の持つ、自然治癒力を鼓大限に引きlLHすことが重要で

す。それには、まずは治療の原点である、安静､栄養、

水分､感染防止が重要です。さらに､現在においても、

感染症での抗生剤、がんでの、多剤併用療法、幹細胞

移植などは治癒を導き'11しております。そして、現在

から近未来に向けて、多くの領域で治癒を獲得するた

めの医療開発研究がものすごい勢いで、進められてい

ます。図２にあるように、極々の疾患での、幹細胞移

植、遺伝子治療、ｉPS細胞治療（最近、世界で初めて、

日本にて、加齢黄斑変性でいよいよ治療認可が下りま

した)、そして、アレルギーでのアレルゲン特異的免

疫療法は今まさに再評(llliとともに検討が進められてい

ます。さらにアレルギーでの､経Ⅲ免疫療法､テーラー

メイド治療､両輪療法は私共が基礎研究を土台にして、

先駆的に進めてきたものであり、現在も鋭意進められ

ています。

０口;ロ…， クニ、

牛乳1滴から）

(2)抗原エピトーを修飾した

新規食材の開発

図５

食物アレルギーの機序

牛乳や大豆のタンパク分子の中の

２種類のエピトープ（抗原決定基）

ＯＴ細胞エピトープ（人のT細胞が反応する部位）

ゆっくりした反応や症状が起こり、免疫寛容

（体が!慣れる)が誘導される部位

ＯＢ細胞(IgE)エピトープ（人のＢ細胞やIgEが

反応する部位）

アナフィラキシーなど急激な強い反応や症状が

引き起こされる部位
これらにつき以卜に概説します。

(a）食物アレルギーの現在から今後の治療戦略

(治癒を目指して、食べられるようになる） 図６
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今こそ治癒を狙うべきである。幸い小児の喘息の50％

は口然治癒します。それもヒントにすべきです。しか

し治癒しない50％に対しての治療開発が重要であり、

私共は、分子標的治療を含めてテーラーメイド治療開

発を永年進めてきました。その成果は厚生労働研究班

（近藤班)の６年間の成果として発表されています(図

９)。さらに、現在、アレルゲン免疫療法が再検討さ

れて再評価されています．これも治癒に向けた重要な

治療法です。さらに、私共は、現在の治療法を駆使し

て､治癒を獲得する方法を2012暮れに打ち出しました。

それが、両輪療法である（図10、著作権、アレルギー

学会誌参照)。今、そのエビデンスのための治験を揖

斐の後藤先生方とともに進めています。

、

一一ｍ一Ｗへ（｝（｛．Ⅱイ一一卍ご》三》（一軒｛一》召十一「」一一』■一
戸‐一町一・Ｐ・・・し瀞．。‐‐ＦⅡ』・‐・エ・し｝・・ぬ』し、駁．ｒ」叩‐ｕ・‐Ｊ１‐一

〉諌叩〈｛■豆十ｍ卸「掴－，．－稲』淳寵

．
■
ロ
峠
が

Ⅲ
’
１
．
‐
‐
▲
‐

‐
■
．
．
・
・
・

．．□■印．（（』．Ⅱ（｜アー‐｜

〈医一一一Ｊ→》』｝》一一一川一へ一口坤・》・｝Ｔ

■
③
‐
．

刀､曰

除去食療法

低アレルゲン食品

、坤中不変

抗原エピトープを修飾した

食品を積極的に創成し､こ

れを食して免疫寛容

（ならす)を誘導

▼

■■わ治癒

図７

ている"食べて治す食,1,Ｊ,"です（図７几さらにfId圧は

既存の食liil1を使川することを考えており、その食品タ

ンパクのT細胞エピトープやIgEエピトープを検索し
て候補を挙げています（特許''１請巾)。

（b）小児の喘息の治癒を獲得するために

－テーラーメイド治療、分-j全標的治療、l1l1iiliiii療法一

日常診療においても実感されているように、また

2006年のＮＥＪＭなど３つの大規模研究の報f1Tのように

現在のICSを'''心とする治療法だけでは治癒は獲得で

きないことが明らかになりました。喘息治療の歴史を

私の医師l憾卜に載せてみると､ｌＸｌ８のようになります。

提案一新たな戦略

小児喘息の治癒を目指した長期管理（両輪療法―近藤）

(時間経過）

巨亟
アレルゲン回避

ｏｒノｎｒＭｉ

特異免疫療法
の】、

分子標的､抗体掴Ij蚤
Ｏｒ

ＩＰＤ

Ｏｒ

（LTRA)(その他）

卜聯|■－
Ｔｈｌ〃ｈ２

ｌｇＥ

ＴｒＣＰＨな`Lｆ

主に白⑫により

(テーラーメイド）

ＩＣＳ

,者jx-ノａｌｌｄ

ＬＴＲＡ
F厨司

（気濁炎症）

（剣iii収輔）

主に■症度により

■ロﾛﾛ？

SＡＢＡ

Ｏｒ

ＬＡＢＡ ■

.;ウリモデリングは予防で 糺遡I12岐阜大学近遍､松井ら

図1０

（３）予防

次に、予防（図２）について、防ぐ（ふせぐ、ふせ

ぐ）という言葉はすでに日本書紀に(i}てきています。

F1然現象に対しても重要な概念です。自然現象に対し

て対抗ではなく対応あるいは予防である、と考える。

||本小児アレルギー学会では、震災などに対する種々

の対応を皆様や関係機関や団体の万々とともに微力な

がら進めさせていただいていますが、そのなかの一つ

に、アレルギー対策の備蓄について図Ⅱのように行政図８

’ 端息､アレルギー対応として災害に備えて各地域の行政(市町村など)として
備蓄するの（通常は食料は３日分を備蓄するものである）

（１）食物(ミルク)アレルギー児対応
各行政単位での年間出生数

人エ栄養児１週間に必要な粉ミルク（大カン8509,小カン3509）
oか月の児６２７９３か月の児９８０９６か月の児８６２９（離乳食あり）
上妃通常の粉ミルクの丘を算出する

乳児の食物(ミルク)アレルギー児の数(頻度）２－３％？
上記からミルクアレルギー用ミルクのＨを算出する

推奨できるミルクアレルギー用ミルクはニューＭＡ－１(森永）
（カゼイン分子丘1000以下､大カン3500円､参考はぐくみ大2600円）
Ｃｆ，ＭＡ－ｍｉは分子丘2000以下、明治ミルフィーＨＰは分子量3500以下

であるから適切ではない

森永のデータアレルギーミルクは通常ミルクの１．６３％(全国平均、
巾１％－４％）が売れている

粉ミルクとともに飲料水がセットで必要。

母乳児でも母乳が不可能になることあり､その分を多めに。

１２’小麦アレルギー児対応米食品

③喘息､アトピー性皮M1炎､鼻炎用の各薬剤の代替えﾘｽﾄの表
（ジエネリツクも含む）

■丁可■司一■

ｌのﾃ･･･ｦ･･･ﾒｲ１６

=￣
】１

図1１図９
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HLABl502が非常に重要であることが報告されていま

す。そのほか、薬の代謝酵素も重要で、種々の酵素の

遺伝子変異が関連しているとの報告が穂々あります。

アルコール飲料での生体反応も、アルデヒド代謝酵素

のアルデヒド脱水素酵素の487番目のアミノ腰がGlu型

では分解がよいですが、Lys型では分解が悪くすぐに

真っ赤になったり、ⅡＭｋｌ２、頭痛などきたします。前者

の人では飲みすぎに注意が必要です。lUIらかに遺伝で

す｡さらに､薬を細胞に行き来させるトランスポーター

もかかわります。また、鶏卵やミルクなどの食物アレ

ルギーのひとはその成分（塩化リゾチーム、カゼイン

などなど）の入った薬では軽症から雨ｿiTiの症状がでま

すので｜分な問診とi'三意が必要です()予防のためには、

薬''11遺伝学は、薬を担当している企業をはじめ、もっ

と進むべきと強く考えています。

（b）喘息の発症予防一喘息のテーラーメイド予知

と予防の確立~

私共は､環境保全機構の研究として"喘息のテーラー

メイド予知と予防の確１Hz"に関する研究を進めてきて

おります｡||皮阜ﾘﾑの３つの地域を対象に図14の流れで、

１歳半の健診で予知をして３歳までの喘息発症を予知

できないか､そして刑功できないかを検討しています。

この検討では希望者に遺伝子（図15）も検索したがこ

などに提言しつつあります。

さて、直接、疾患についての予防ですが、現在でも

多くの疾患で進められています｡予防接種しかりです□

事故も予防が屯些で、本人、家族、ネ'二会のために、ぜ

ひ徹底して避ける対策を取るべきです。救急医療の労

力|叫避になります。がんでも開発が進んでいます。そ

して、アレルギーでも種々あり、私共も予防法の|ｻﾄ１発

を大いに進めております｡このうち２，３について紹

介します。

（a）薬物アレルギーの予防

薬物アレルギーは絶対に予防すべきものです。薬物

アレルギーは薬物によるadversereactionの一つです

がほぼ同義に扱われています。その椛状は多彩です。

薬物による発熱はよく見られますが、発熱の患者にそ

れを見抜くには図12のポイントが重要です。そして薬

を'''1tすると'又l13のように劇的に怪快します。さて、

その薬物アレルギーの予防ですが、それぞれのⅡi'71人が

ある特定の薬で起こりやすいことを予知して避けるこ

とです。そのためには薬理遺伝学（薬に対するＭ心性

のIlM人差を明らかにする）です。ペニシリン、アロプ

リノールなど種々で報告されています。カルバマゼピ

ンでスティーブンスジョンソンリイ|ﾐ候群をきたす人は

｢平戎24年度以前および平成24年度以降〉

mE5F箙i亟可
(問歴､陣察､血液･迫伝子）

ぜん息発症観千

Ｇ発症迫伝因子･迫伝子一

Ｃ環境因子－

０迫伝皿境閲up因子･迫伝千

ぜん■､アレルギーの臓断一

城計解折、テーラーメイド分析

drugfeverは不明．、妻よ１つ

･診の,、ン卜

瓜廿支ぜん、発症の■現化予防のためのテー

ラーﾒｲﾄﾞ予知パネル(衣）

（平成24年以前に作風〉

，よロ多

同じ薬を使い続けている

どんどんえてきている

Ⅱ

艶廿文ぜん息発症予防のための客Ⅲ的かつ

テーラーメイド的予知のスクリーニング必胡（マ

ニュアレバ案)の作成

（平成24年度ｈ戒）の種類力どんとんえてに,召に入っててい

薬投与時刻と発熱出現時亥11の曰内関係

白血球数が微妙に低い

肝機能(ASTALTなと)が微妙に高い

発疹

Ｂ

気管支ぜん息発症予防のた的の客槻的かつ

テーラーメイド的予知のスクリーニング部印（マ

ニュアル)の碗立

（平成25ｹVjHn1JZ）

１

平
平

！
Ⅱ

戒24年度）

戒25年度）

「5晟願憲司
(問鯵､鯵察､血液･遺伝子）

ぜん息発迩因子

Ｏ発症迫伝殴干･迫伝子一

・環境因子一

ロ遺伝田境騨迎因子･沮伝子･

ぜん息､アレルギーの鯵断＝

統肘頌析、テーラーメイド分Wｆ

入院して＋分な説明をして薬を全面的に－且中止する

フ分を十分に補給する

図1４図1２

遺伝子多型変異と遺伝因子環境因子との関連
（環境因子対策指導プロトコール）

ＩＬ－１２ＢＣ３７５７Ｔ感作喘息
ｌＬ－４ＲａＶａｌ５０Ｉｌｅ 感作アトピー

ｌＬ－１３ＡｒｇｌｌＯＧｌｎ ＲＳＶ感染誘導喘息運動誘発喘息

ＴＧＦβ１Ｔ－５０ｇＣ受動喫煙排気ガスリモデリング
ｌＦＮ－γR1Leu467Pro喘息RSV感染誘導喘息
ＬＴＣ４A-444C喘息ＬＴＲＡ治療反応性

ｌＬ－１８Ｃ－１３３Ｇアトピー性皮膚炎

ＣＤ１４Ｔ－１５９Ｃ感染エンドトキシンペツト受動喫煙

ＡＤＲβ２Ａｒｇｌ６Ｇ１ｙ 受動喫煙

ＴＬＲ１Ｔ－２１９２０Ａ７４３ＧＣＤＳＴｈｌ(感染）

ＴＬＲ６Ｔ－２０７８ＡＣ７４５ＴＣＤＳＴｈｌ(感染）
ＴＬＲ１０Ａ２３２３ＧＣＤＳＣＤＳＴｈｌ(感染）

図1５図1３
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健勝とご活躍を祈念します。最後になりますが、先生

方の社会へのご貢|献やご奉仕を通して、お子様方の健

やかな成長を祈念いたします｡

れは問診などの重要度の裏付けのためであり、現時点

では、一般の健診への導入を考えているわけではあり

ません。詳細は報告書など別稿にゆずるが、結論的に

は、喘息発症の予知は可能であり、かかわる生体|天|了

や環境要因も想定できることから予防対策も可能であ

ることが示された、画期的な結果が得られています。

その成績の一部を図16に示しますが、１歳半での、“か

ぜでゼーゼー'，ど`家族の喘息歴'，の組み合わせは、そ

の児童の喘息発症の高リスクになります。これらの問

診項目は一部は遺伝子でも裏付けられました｡さらに、

発症にかかわる生体因子や環境要因は、個々の児童で

種々であり（図17)、個々へのテーラーメイド予知と

予防の必要性が示されました。すなわち、告が、共通

して４－５つの因子を持っているというよりは、一人

一人でみると因子はむしろ１－３個の因子に限られて

おり、さらにその種類も様々でした。それを'''心に力

を入れて予防対策をとるということです。

アレルギー＿．Umn・アレルキーの

ﾃｰﾗｰﾒｲﾄﾞ治療
型･已垈

同睦腿`酉、

図1８

文献

ｌ近藤直実松ﾉﾄﾞ永子箸：喘息アレルギーのテー

ラーメイド治療診断と治療社東京２０１３

２近藤直実箸：こどものアレルギー診療のポイン

ト診断と治療社東京２０１２

３ＫｏｎｄｏＮｅｔａｌ：Pharmacogeneticsofasthmain

chilｄｒｅｎＡｌｌｅｒｇｙＡｓｔｈｍａｌｍｍｕｎｏｌＲｅｓ２，１４－１９，

表５１皮6ケ月児健診での問診（アンケート）結果と3歳児健診での

喘血、wheeze（ぜん息疑を含む）の発症（医師診察）との関連

3迫兜■鯵（医博診察）（オッズ比）
１位6ヶ月間は

ぜん、 wｈＯＯＺＯ
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①
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ﾛ家族丘アレルギー･ＧＭ“かぜでゼーゼー．

鱒父母アレルギーロ
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･立浪■ぜんｎロ

･狂攻囚ぜん、・０，．･かぜでゼーゼーー
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・父分ぜん□・end￣かぜでゼーゼー・

・兄蛸ぜん、。

~兄砧ぜん□－■ｎｄ－かぜでゼーゼー．
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。祖父EDt「んn面ａｎｄ②かぜでゼーゼー鴬
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。'⑪簡診項榔
[二コＩﾕｰな旗匠，

つ

゛ＩＤ､ぜで倍

図1６

テーラーメイド予知と予知因子の種類と数対象
予知因子なし

予知因子あり

Ａ蝋瓜兜痕のリスク群
ＥＦ

507例

１１例

496例

（01%）

200

１８０

１６０

１４０

１２０

１００

８０

６０

４０

２０

０

461

228

５

９５

２１６

１６９

Ｂ魁錐予防と対策を

Ｃ■動時ゼィゼィの対応

、ﾍﾟｯﾄ飼向の対応

E受､喫煙の対薫
Ｆアレルゲン対策“墳整■

(4ｺ）

(33）EＦ
ＥＦ

緯
AEF

鯨
AＤＥ

ＡＢＦ

■■BIF
ＩＢ

雫iiiiii蕊 illilili
Ａ

薊55扉fBCDF
５因子l因子 ２因子３因子４因子

予知因子数

図３テーラーメイド予知と予知因子の種類と数

〈
霞

図1７

終わりに

以上、これからの小児医療につき私共の研究や診療

の成績を蹄まえながら、私見を述べさせていただきま

した。これらの一部は本にしてあります（図18)。ご

清聴ありがとうございました。先生方のますますのど
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１０■０DOD■olIOuoOoDIo ｕＯ１ｕ０ＦＵＤｑＯ１０ＤＩＵＤ１００ＯＵ１０Ｏ００ＵＯ■ＵＯ１ｂＯＰＩＰＵＯＯＭ１Ｕ ＵＯＬ･ＩＯＤ ＩＵＯｌＯ■

第２ロ岐阜県小児科医会学術講演会

平成25年７月21曰日於岐阜都ホテル

(一般演題1）

学校検尿のすべて（平成２３年改訂)」力､ら

羽島市民病院小児科部長加納正胴
IoBIooDObp△pIooolO000IwIOoPOOuo00DD1UlonｏＯｕＢＯＯＩＩｏＢｐＯＤｕＵＯＯＦＩｎCOO■OIdbDOOl4DOOuoI叩oOooDlOooOOODuIOoooOODoo昨OIO '■0”DＩＵｍ００ｕＡＤＯｕpOO8DoOUDoDOOoDOOHoODooOOuDoOOｏｏＯＵＭＤ１

などがかなり変更されたため諸先生に説明させていた

だくように指示をいただき、お話をさせていただきま

した。そのまま文章にすると冗長になってしまうので

重要な変更点から１１頂に簡潔に記載させていただきます。

くはじめに〉

学習指導要領の改訂に伴い学校保健の見直しも行わ

れました。その結果、日本学校保健会から24年４月に

「学校保健のすべて（平成23年度改定)」（図１）が川

版されました。

それに伴い、岐阜県学校保健会が作成し、子供たち

が受診の際に持ってくる学校生活情理指導票（腎臓

病・糖尿病用）（図２）も改訂いたしました。「学校保

健のすべて（平成23年度改定)」から３次検査の尿所

見による暫定診断（表１－４）、専門医への紹介基準

（図４)、平均的な身長を有する小児の性別・年齢別

血圧基準値（表２－１）、日本人小児の血清クレアチ

ニン基準価（表２－３）､指導区分のＨ安（表３－５）

を掲載してあります｡診察の際には参考にしていただ

ければ幸いです。また、学校医をされている先生方の

下元には日本学校保健会が作成している「腎疾忠児学

校生活袴理指導のしおり平成24年度改定」（図３）が

届いていると思います。さらにこれも参考にしていた

だければより良いと思います□

今|口]の改訂で専門医への紹介基準や管１W区分の口安

く蛋白尿の扱い〉

最も重要!な変更点は蛋白尿のみが持続陽性の場合も

専門医への紹介（智生検の適応）となった点です。以

前は月１回の経過観察となっており、岐阜県の学校検

尿判定基準でも２＋以_上で持続している場合は慢性糸

球体腎炎の疑いとしておりました。今川の改訂ではｌ

＋程度（蚤、/クレアチニン比で02-04）の蛋白尿で

も半年から１年持続していれば腎生検の適応となりま

した。２＋程度(0.5-09)の場合は３から６か川の持続、

３＋程度（10-19）ならｌから３か月の持続で腎生検

となるので４月の学校検尿で３＋だった症例はその年

の夏休みには腎生検となるわけです。

ただし、生皿的童同尿である起立性蛋、尿のように

非持続例の蛋白尿は管理の必要はありません。起立前

学校生活管理指導票(腎臓病､糖尿病用)岐阜県学校保健金

保瞬者の方へ

小禦は腎憧蝋およ【KWI殿蝋のお子さん膿の学佼４k澱の縛蝿掬導鋤膳準惠/とるものです。また．

小・中・PWI枝を通じての蝋瀕雛嘩となります．４１t核から受麓の騰躯として減さｵ(ましたら、

速やい(二受診をし、検鯵終了後学棟に趣翻してくださ｣．

学校医・受磯教愉へのお願い

小累の祷蝿・保符ば学校力(行ってください．

４哩禦を濃すｳﾞ)は下起７)場合です。

ｌ学校検雛のlMi架、受鯵が必偶と1201断された4>の

‘円砥綱・鯖賊鱗で縫遜Ⅸ磯。摘療を受〈ｆている#｣の

３暖廊の撫示にい〕僚畷捕測Iえｸに変処方』あ幕賜合

樋枕・遮学の庫には軒jUMlW郷ドガ;員かかわらず，本蝋も健幽診断雛伺概に次`)学校に雄し

てくださ…

医療柳l関へのお願い

１W■ｌｗ鰍児のj憐wiおよび軒畷備導儲け;よ本獺に起載されてお↑)まず『1本学校保般公「政IIJ

学校検尿のすべてｊの１，１次検狂の戚所兇による1W定鯵wi」・↑檎確脇付荷フォ｢〕-1,.ソプ

の11喪ｊ・「小児の生幡捕邨擶針ｊ逢参照くださ《､。

また．平成１１年鷹よ!)腎麗繭梼畷術郷蕊。麟耀蝋管jMl術郷溌は学峻１A活縛蝋桁灘禦に雛－．

iきれ、小学生111と中学・Il3i校生用Ｉ二分けられました．それに仲も､隆轍1K分の紀彼の必換力《な

くな'Ｌ遡動ＩＭＩ赫動の可・鱗を妃俵することとなｊ)ました゜ii1`)凹合、遡動稲活動箔の紀入

も必襖とな'〕ます゛

図１ 図２
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す。２年Ｈ以降は1年にｌ凶の、液検査と尿検査で経

過観察します。運動制限は行いません。血尿単独陽性

例であっても専門医への紹介基準にあるように肉眼的

血尿、低補体ｍ症、高ｍ圧、腎機能障害を認める場合

には腎生検の適応となることがあります。

まれですが腎尿路系の腫瘍などの泌尿器科的疾患を

否定しておくことも必要です、

湾負荷試験や早朝尿と来院時尿の比較などで持続例と

区別していただくことが重要です。

また、今|亘|の改訂では蛋白の評価は蛋口/クレアチ

ニン比で行うことが良いとされています｡その蝿山は

早朝第１尿などの濃縮尿では尿蛋白・クレアチニン比

が正常でも試験紙で陽性（＋）のことがあったり、先

天性腎尿路奇形では、希釈尿になることが多いため尿

蛍曰が（±）程度でも異常のことがあるためです。

〈最後に〉

今凹の改訂で変更があったわけではありませんが血

尿蛋白尿ともに持続陽性の場合は智生検の適応です。

また、小児腎不全の原因疾患の過半数が腎尿路奇形で

すので白血球尿などを認める場合には腎エコーや排尿

時膀胱造影など御検討下さい。

さらに成人領域で非常に重要視されているCKD対策

は老人を対象としているので小児や若年成人には適応

してはいけませんｂ成人のCKD対策では腎機能が正常

の２分の１以卜になるまでは専門医に紹介しないこと

になっています。

〈管理区分について〉

運動負荷により腎疾患が悪化するというエビデンス

はないことより成長過程にある小児に対して運動制限

を課すべきでないという観点から目安が改訂されまし

た。’慢性腎炎や蛋白尿は２＋以上の蛋白尿でＤ区分、

それ以外はE区分となります□腎不全でもCKDステー

ジ３（表２－３参照）で､区分、それ以下はE区分と

なります。急性腎炎やネフローゼでも蛍口尿２＋以上

の場合が、区分とされています。

く血尿の扱い〉

生理的な蛋白尿は存在しますが血尿はすべて病的な

ものです。しかし、常染色体劣性遺伝アルポート症候

群のヘテロ接合体であると考えられている良性家族性

lhl尿、またの名を韮薄基底膜症候群のように腎機能が

維持されるものが非常に多いため血尿単独陽性例は進

行性の腎疾患である可能性は低いと考えられていま

す。ただし、慢性腎炎の初期には血尿のみでその後、

蛋白Ｂｋが合併してくることも珍しくないので絲過観察

は必豊です。最初の１年は初診時の血液検杏と腎エ

コーを行い、３か月ごとに尿検査を行い経過観察しま

専門医への紹介基準

検尿陽性者は以下のような場合には、騨門医に紹介して下さい｡

lへ早朝第一･尿の蛋白および尿褒Ifl・クレアチニン比（g/g）かそれぞれ

ｌ＋程度、０２－０４の場合は６－１２ｹﾉﾂ稚度の持続が見られたもの

２＋程度、０．５－()９の場r合は３－６ケ月綴度の持続か見られたもの

３＋程度、１０－１９の場合は１－３ケ）1櫻度の持続か見られたものは、

専門医に紹介して下さい。

上記を満たさない場合でも下記の２－６があれば、掌期に鱒門医に紹介

して下さい。

２．肉眼的lil味（遠心後肉眼的11,尿を含む）

３低蛋白血漉（血清ＡＩｂ＜３０９/dl）

４低補体血症

５．高HI11TZ（第Ⅱ車表２－１参照）

６．腎i機能障害（第、E表２－３参照）

図４

ヨ国rlDhujl矛ｊｈＥ

表１－４３次検査（集団精密）の尿所見による暫定診断

0ｍｇ/OUI ]｡

､ｍ輿/dＨ

Ｊｍ且/dｆ
瞳MmiI坪蕊霧鐸癖｡爵可pPqp

0ｍｇ/山

0ｍｇ/山

なお、各種検査および既往歴から診断名が確定している者については、その診断名を記載する。

ただし、慢性腎炎の診断名は、発見後１年以上持続する尿異常か認められる場合か、腎生検に
より確定された場合とする。

※体位性蛋白尿の随時尿には、潜血や赤血球がみられることがある。

尿蛋白(＋)以上は、尿蛋白・クレアチニン比０２以上としても判定可能。

公益財団法人日本学校保健金

図３
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表２－１平均的な身長を有する小児の性別・年齢別血圧基準値 表３－５指導区分の目安

司一ザプ滋Ｍ■Ｚ■

腹辮|鍵11霞蝿|灘，i駿耐蔭li:Ｍ
】［

蚤誼衷ブ赤字失酒生戻溶

mqJセヨ

Ｊ／ＨＰH／'し Ⅳ

』／Ｈ【 ﾖノノト

力７５垈壗ロは

ノ９４ 受歴ﾛ

：
基ご配＋浦「｣_Ｌ１１Ｊ婆臼Ｅ用

3/ｇ』】’

辺′【」
蘭園ＵＺご/と

９６ 」ノ９卜

収縮期／拡張期血圧(ｍｍＨｇ）

高血圧は測定値により以下のように定義される〔， 置臼尿(+)糧度|蛋白尿(+)程魔1蛋白尿か＋程庶|ステロ

ⅢＩ以卜ＪＤＣいばⅢ

．高'(u圧：収縮期、拡張期１，圧の一方または両方が要管理の基準値

以上を日または週を変えて３回以上認められた場合。

･要管理の高血圧：収縮期、拡張期血圧の一方または両方が要管理

の基準値から要治療の基準値の範囲|内にある場合。

･要治療の高血圧：収縮期、拡張期血圧の一方または両方が要治療

の基準値を超える場合。

､尿のみのものｉ尿のみ０

上配はあくまでも目安であり、悪児、家族の意向を尊藁した主治医の憲見が優先される

1）症状が安定していないとは浮胆や商血圧などの症状が不安定な場合をさす

2）表に該当する疾患でもマラソン、競泳、選手を目指す運動部活動のみを禁じ、その他は可として指
海区分Ｅの指示を出す医師も多い

3）騒白（･ﾄﾄ)以上あるいは尿蛋白・ケレアチニン比で０５８/9以上をさす
4）抗凝固薬（ワーファリンなど）を投与中の時は主治医の判断で頭部を強くぶつける運動や強い接触
を伴う運動は禁止される

5〉軒生検の結果で慢性腎炎症候繭に準じる

6）腎機能が２分の１以下とは各年齢における正常血滴クレアチニン（４６頁）の２倍以上をさす。
7）蛋白（＋）以下あるいは尿蛋白・クレアチニン比059/9未満をさす
8）ステロイドの通常投与では骨折しやすい状態にはならないが、長期間あるいは頻回に服用したM1合

表２－３日本人小児の血清クレアチニン基準値

Iさ起きうる。骨密度などで判断する

」

］

函Ｏ＆ Lｌｔｌ

１Ａ

lＥ

ｌＥ

Ⅲ５３０－５２１０－６１０．６fｊ

］｢１５９（】ｂ３【】.凶Ｕｂ田

］６５１０．５８１０．９６１Ｃ

(単位、g/dl,酵素法。日本小児野■病学会小児ＣＫＤ対策委日会報告より）

CKDステージ３とは、慢性腎臓病（ＣＫＤ）の病期分類の中で、糸球体

■遇■が３０～６０ｍl/ｍin/1.73㎡に低下した状態に相当する。

篝

蕊篭讓 蕊ii議鑿鑿：

鍾騨F瀞Wv鬮

鯵簗
函』i鱗

鼈
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第２ロ岐阜県小児科医会学術講演会

平成25年７月21曰日於岐阜都ホテル

（一般演題２）

開業医と共有したい症例シリーズその５

小児アレルギー疾患の診断と新しい治療戦略
岐阜大学医学部附属病院小児科１１１本典生

小児のアレルギー疾患には､気管支喘息､アレルギー

性鼻炎、アトピー性皮膚炎、食物アレルギーなどがあ

る。今凹、近隣の医療機関から当科に紹介されたアレ

ルギー・免疫疾患のうち、専門的な治療や診断を要し

た症例や当科で開発した新しい経口免疫療法をすすめ

ている症例を中心に報告する。

ＥＥ症アトピー性皮膚炎は、皮層からの蛋白称i;'１}、電

解質の喪失等により、低タンパク血症、低ガンマグロ

ブリン血症、‘電解質異常等様々な病態を合併する事が

知られている。主に、ステロイド軟膏に対する誤解等

により、ステロイドを使用していない場合にみられる

事が多いと考えられる｡当科で経験した２例を示した。

ｌ例は蛋白、アルブミン低価とともに電解質異常を認

めて入院となり、輸液での電解質補爪とともにステロ

イド軟膏の塗布を開始し、速やかに電解質、アルブミ

ン値は改善し、状態良好となり退院となった。もう１

例も低タンパク血症と低ガンマグロブリンｍ症を伴っ

たため入院となり、ステロイド軟膏の塗布により、速

やかに改善し、状態良好となって退院となった。いず

れの症例も、ステロイドに対する漠然とした不安があ

り、ステロイドの治療を行っていなかった症例で、入

院時に両親に長い時間をかけて丁寧に説明した上で、

ステロイド軟膏についても'一分に納得していただいた

上で治療を行った。低タンパク血症や電解質異常にお

いては、このように全身管理が必要となり、さらに、

低ガンマグロブリンｍ症を伴う場合には、感染症につ

いても注意が必要であると考えられる。また、退院後

に、自宅での軟膏塗布が十分に行えるように管理指導

も入念に行う必要があると考えている。｛謝辞：桑原

秀次、白上遊、川本美奈子、北澤徹三、小関道夫、神

田香織、高Ｈ１勲矢、加藤善一郎、深尾敏幸、近藤直実

（敬称略)｝

IgE高値でアトピー性皮膚炎（AD）様の皮疹を認め

る症例は通常AＤとしてフォローされているとおもわ

れるが、そのような''１に、免疫不全症である高IgE症

候群が含まれている叩能性がある。高IgE症候群は反

復性の黄色ブドウ球菌による皮膚・肺の膿瘍、新生

児期からはじまるＡＤ様の皮疹、血清IgE高値を３主徴

とする原発性免疫不全症で、３主徴以外に、関節の異

常や乳歯脱藩遅延、易什折性などの多系統異常を伴

う症例がある（GrimbacherBetalAmJHumGenet

l999)。ｌ型と２型があり、ｌ型の原因遺伝子はＩＬ６

やIL-23等のシグナル伝達物質であるSTAT3に変異を

認め、IL-17を産生するヘルパーT細胞のThl7が検出感

度以下であると幸Ｗ了されている。当科では、Thl7の

検出を恒常的に行っており、ＳＴＡＴ３欠損症のスクリー

ニングが、８時間以内で､l能である。当科に紹介と

なった、皮下膿瘍を合併し、アトピー性皮膚炎様の皮

疹を認める３例のうち、ｌ例がSTAT3のExson21に

変異を認め、高IgE症候群であった。この例ではThl7

は欠損しており、その他の２例ではThl7は十分に検

１１}できた。ＡＤ様のの皮疹を認めるIgE高価の症例の一

部に高IgE症候群との鑑別が必要な例がある事を念頭

に診療を行うべきであり、必要に応じてスクリーニン

グや確定診断のための遺伝子検査等の実施が必要であ

る。｛謝辞：山本崇裕､大西秀典､大l家博樹､寺本貴英、

森本将敬、伊藤裕子、後藤１１１１寿美、臼井新治、久保田

一生、加藤善一郎、近藤直実（敬称略)｝

食物アレルギーは、これまでは抗ljHを除去をして寛

解するのを待つのが一般的な治療方法であったが、最

近は、急速減感作療法等様々な免疫療法が試みられて

いる。しかし、急速減感作療法は人|院が必要となると

ともに、安全性の面で不安が大きいとされている。当

科では、「食べて治す食,lii1,」として抗原改変カゼイン

を開発し、安全性に配慮し、外米で緩徐に塒呈するプ

ロトコルで免疫療法を試みており、良好な成績を上げ

ている。牛乳は２番口に多い食物アレルギーの原因食

品で、３歳までに約半数が寛解するとされている。し

かし、３歳を超えても寛解が得られない例も認めら

れ、問題となっている。当科でも、牛乳の主要アレル

ゲンとしてのβラクトグロブリン、カゼインについ

て、その抗原改変食品を作成し、治療開発を試みてい

る。現在、カゼインを食,'i１１，用酵素で加水分解し、ＩｇＥ
反応性を低下させた上で、Ｔ細胞の反応性を残すよう

な条件を設定し、抗原改変カゼインを作成している。

この抗原改変カゼインをl11いてこれまでに８例がエン
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トリ_し、ｌ例は最低量の抗１Ｍ〔改変カゼインでも軽度

の反応を認めて参b11をⅢIIL１１列は８週||Ⅱ後にカゼイ

ンの閾｛111が｣二昇せず中lことなった。残りのうち５例は

Ｍ['iが'二異し、症状はないか峰微なものであった。そ

の後も継続し５例とも牛乳へ移行できた。これらの５

例は、''二乳の特異的IgE（CAP-RAST）がClass3から

６で、｜＃|始時のカゼインの閾値が075ｍlから375ｍlで

あった。このように多くの患荷さんに、外来で緩徐に

蝋隊iするOITが有効であり、今後そのメカニズムの解

析が待たれる所である。（謝辞：桑I;〔秀次､大西秀典、

松井永子、寺本貴英、加藤善一郎、〈h:子英雄、上野宏、

巾蟠拓、近藤直実（敬称略)｝

、｣1科では、食物アレルギー、アトピーlylﾐ皮膚炎、気

濟文喘)と(を含む多くの小児のアレルギー疾患の診療を

行っている。ステロイド恐怖)i:のあるjJ1行さんに、］￣

環にステロイドの効果とＭＩＩ作川について税|ﾘＩする等の

基本的な診療の傍ら、アトピー性皮膚炎の鑑別として

,高IgEｿj:候群のスクリーニングをｲ]冑ったり、食物アレ
ルギーの新たな治療開発行うなど、１｣しi科独白の新たな

診療や研究をすすめている。今後、さらに医学の発展

に頁献できるような努力が必墜であると考えている。

！鰍ｉＭｉlBmI

Ｗ隙蝋:仏側鰄Kﾉﾌﾞ“

kj/川。
I1U■ﾛ元一､▽p1

IPqF■FFPPPI

ロイコトリエン受容体拮抗剤
気管支喘息･アレルギー性鼻炎治療剤一

≠プルス漣Ｓｒｎｇ
≠プルス齪泪０ｍｇ

一般名:モンテルカストナトリウム〔JAN〕

気管支喘息治療剤
ロイコトリエン受容体拮抗剤

一

≠プルス・細粒４Ing
≠フルズチュアブル錠Ｓｍｇ認攝》一｛■■Ⅶ

！

一般名:モンテルカストナトリウム〔JAN〕

●効能･効果､用)去・用丑､用法･用量に関連する使用上の注意､禁忌を
含む使用上の注意等につきましては添付文書をご参照下さい。

製造販売元

杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台2-5<資料請求先<すり情報センター〉
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第２ロ岐阜県小児科医会学術講演会

平成25年７月21曰日於岐阜都ホテル

（一般演題Ｓ）

山支阜県小児科医会における

危機管理体制構築の為の初期案その１
岐阜ﾘiL小児科'絵危機管fM1委員折居クリニック折居』厄治

OU6op0U0"uHOppUUO､oOQDoOic･d0OoqOD0-oOOUoOO､JGOBobOOp.MOQDuOb･D1U0cIUDCd00Cb9U,dOMOUUpbOoooIOp`DOBoDqO学OODooOO.､qODdO00b-OOODoOOD･DOOou､0..0,,叩0190,0■000,.oDODoOUD･DDoCdUOD.o'oDoOOu･O0oqdOOu･CioDoObb･DlDuoOOD･oUGpob･O0UobOb←oooDoOOp6U00pDlO院p0U00ｩＩ.←OUQ4ooO･CoUnpo00や.bP0DpUO吟DOB0.,ⅡﾅﾛOBoooO9-005op0Uo-oOuo▲OU骸oOqBp0U学bIBPoUU､DOOnDdU0b凶uOOD5iUbDUODDu0n院PODcqUOqoOO0DOOo戸090●DUO←oOOooOUD､O1DdO0U.`oODpBOIﾚDOdOpOU-00dOpIOO､O00BobunO5■ＩＤ､dpOOPU

抄録

今回は、’1ﾉﾄﾞｲ１ﾐの総論のお話にリ|き続いて、危機管理

の方法論とクライシスの分類の試みについてお｢話した

い。

総論のおさらいとして、危機管理には平時のリスク

管fWと危機発生時のクライシス街1111があること、危機

の当事者と、その周辺の利害'1M係者を含めてステーク

ホルダーとl1iliiび、危機筏理を日常業務として、常に不

足の事態への対応力を養う考え方を、リスクマネジメ

ントアプローチと呼ぶことなどがある。連絡網整備、

意思統一、達成口標、構成員の入れ替わりがあること

が組織の条件であることを話した。

平時のリスク符蝿の方法柿として、ワーキンググ

ループ（姿(』会）の結成、貞任体制としての委員長、

副委員長の選出､クライシスの抽出､ステークホルダー

の決定、解決のゴールラインの設定、関係機関の窓,，

確認、演習の火施、反省会が挙げられる。

危機発生時のクライシス情理の方法論は、小委血合

の結成、代表、夫付委員の指名、小委員会の達成'1標

と達成期限の確'認、タスク実行、反省会と報告ｆＩＭ乍成

からなる。

クライシスの分顛は、３つのカテゴリーからなる。

それらは鎧人健康被害によるグレード分類、被秤規模

によるスケール分顛、情報公開の段階によるインパク

ト分類である。合計点によるクライシスの点数による

評hlliも試みた。

今後、具体的な脚1Vを重ねながら、危機管H'｣の弩え

方や、実際的連111について考えていきたい。

岐阜県小児科医会の

危機管理体制構築の為の

初期案その１
今回の発表の内容

1．前回のおさらい

２平時のリスク管理の方法論

３緊急時のクライシス管理の方法論

4．クライシスの分類の試み

岐阜県小児科医会危機管理委員会

担当折居'恒治

我々を取り巻く危機

･薬の処方間違いで、明らかな副作用なし、

謝罪し終了

･学校での食物アレルギーでのアナフィラキシーショック

による死亡事例

インプット＞ ＞アウトプット

解は１つ

解なし？選択枝あり？

解なし？選択枝あり？

結果責任

数学の問題

社会問題

医療問題

･新型感染症の勃発死亡例あり

･国内大規模災害の発生死亡例あり

･医療事故による患者からのクレーム後遺症あり(四肢

に麻痩が残った）
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危機管理計画の立て方の概略

3.ステークホルダーの決定
平時のリスク管理

１.ワーキンググループ(委員会)の結成

２.クライシスの具体的決定

３.ステークホルダーの決定

４.解決のゴールラインの設定

５.関係機関との事前調整

６演習

７.反省会によるフィードバック

クライシス毎にそれにより利害や影響を受

ける集団、個人の範囲について列挙。マス

コミも含める。

エワーキンググループの結成

各種委員会における委員長､副委員長の選出。

ユクライシスの具体的決定

各種委員会毎にクライシスの分野や項目を列挙する。

ヨステークホルダーの決定

クライシス毎にそれ'二より利害や影響を受ける集団､個人の
範囲について列挙｡マスコミも含める。

4解決のゴールラインの設定

各クライシス毎に､何を解決のゴールとするのかを決める。

5.関係機関との事前調整

県医師会､市医師会､大学､各病院､行政などの窓ロの確潔と

危機対応に関する事前調整の開始。

6.演習

クライシス発生を仮定して､小委員会の設置､関係機関との

情報交換､対応協繊､小委貝会での情報収集･分析･調査･対応の決定と

報告書の作成までの演習を繰り返し実施。

7.反省会によるフィードバック

演習を基に､マネジメントの流れ､質に関して評価し､改善策を挙げて
次の演習を実施したり、実際の危機管理に活かす。

4.解決のゴールラインの設定

各クライシス毎に､何を解決のゴールとする

のかを決める。

1.ワーキンググループ(委員会)の結成
5.関係機関との事前調整

ワーキンググループ内での統率､情報伝達の効率化を図るために

委員長､副委員長を決定し､連絡網を整備しておく。
県医師会､市医師会、大学､各病院､行政などの

窓口の確認と危機対応に関する事前調整の開始。

2クライシスの具体的決定 6.演習

クライシス発生を仮定して、小委員会の設置、関係機関

との情報交換、対応協議、小委員会での情報収集･分

析･調査･対応の決定と報告書の作成までの演習を繰り

返し実施。

各種委員会毎にクライシスの分野や項目を列挙する。

4２



岐阜県小児科医会報Ｎｏ４８２０１３

３小委員会による調整項目、達成目標
と目標期限の確認

7.反省会によるフィードバック

演習を基に､マネジメントの流れ、質に関して評価し、

改善策を挙げて次の演習や実際の危機管理に活かす。
小委員会による目標と達成期限の設定

緊急時のクライシス管理

４小委員会委員による行動実施
緊急連絡の一報

小委員会(時限的組織)の編成と担当委員の確認
小委員会による調整項目、達成目標と目標期限の確認

小委員会委員による行動実施

期限終了後の反省と報告書の作成

危機管理委員会による報告書のチェックと今後の

改善有無の確認

●
●
。
●
●
●

二『■■０（》三一毎’（〕『》》二、麺一，｜」（）》（」【皿）

小委員会代表とその他委員による活動

1．緊急連絡の一報

５期限終了後の反省と報告書の作成

緊急連絡の一報

Ｖ

会長､副会長､委員会委員長などへの連絡

Ｖ

委員会内の小委員会設置を決定

目標達成についての反省会

報告書の作成

２小委員会の編成と担当委員の確認
クライシス分類の試み

委員長による小委員会代表の指名と､他担当1,2名の指名
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クライシスー最大健康被害

による分類と対応

グレード１：回復可能健康被害は数日からlか月以内に回復可能

グレード２:回復遅延健康被害は回復に数か月から半年を要する。

グレード３:回復不能健康被害は回復不可能で、日常生活が

自力でできない程度の後遺症もしくは死亡

例４)国内大規模災害の発生死亡例あり

最大健康被害分類:グレード３

被害規模分類:スケール２

情報公開分類:インパクト３

合計点８点

すみやかな原因究明への対応や協力姿勢の表明

地域医師会と県医師会への相談､厚労省､ＷＨＯとの連携

医師会との情報交換､必要に応じて､警察、

マスコミ対応の相談。

対応

回復可能な場合(グレード1）：

すみやかな対応と慎重な納得いく説明が必要

回復不可能な場合(グレード２，３)：

すみやかな原因究明への対応や協力姿勢の表明

例５)医療事故による患者からのクレーム後遺症あり(四肢に麻痩が残った）

最大健康被害分類:グレード３すみやかな原因究明への対応や協力姿勢の表明

被害規模分類:スケール１地域医師会に相談

情報公開分類:インパクト２医師会との情報交換､必要に応じて､警察、

マスコミ対応の相談。

合計点６点

リスク合計点によるアクシデントの意味合い
クライシスの被害規模による分類と相談連絡先

＝関係機関との調整

分類相談先

スケール１：県内(県内）地域と県医師会

スケール２:国内(複数県､地方レベル以上）県医師会､厚労省

スケール３:国際(国内と国外）厚労省とＷＨＯ

釘と曲■■白曲嶬）
３

3点:マイナーミステイクで､アクシデント以前の状態に復帰可能。

4から６点:シビアアクシデントで､重大な負の結果が残る。

7から９点:極めて深刻なアクシデントで､国内、国外の単から多人数、

広範な地域に重大な負の結果が残る。
対応

スケールごとに､そのスケールの医師会や行政への連絡を検討

クライシスの情報公開レベル(インパクト)による分類

＝ステークホルダー(広義の利害関係者)の範囲の決定

インパクト１:インパクト小危機を自力で回復可能で､それ以上情報管理が必要ないしペル
インパクト２:インパクト中危機が自力回復不可能で他に回復を依頼。

医師会レペルで情報管理が可能なレペル。

インパクト３:インパクト大危機が自力回復不可能で他に回復を依頼。
警察､マスコミが情報を管理するレペル。

対応

危機を自力回復可能な場合:Ⅲ情報公開の義務はない。

危機を自力回復不可能な場合:情報公開が必要とされ､医師会との
情報交換、

必要に応じて､警察､マスコミ対応の相談。 ご清聴ありがとうございました。

クライシスの分類の試み

例１)薬の処方間違いで､明らかな副作用なし､謝罪し終了

最大健康被害分類:グレード１明らかな健康被害なし
被害規模分類:スケール１連絡不要

情報公開分類:インパクト１診療所レペルで情報管理可能

合計点３点

例２)学校での食物アレルギーでのアナフイラキシーシヨツクによる死亡事例

最大健康被害分類:グレード３すみやかな原因究明への対応や協力姿勢の表明
被害規模分類:スケール１地区医師会へ連絡
情報公開分類:インパクト３地区医師会と情報交換し､マスコミにも対応

合計点７点

例３)新型感染症の勃発死亡例あり

最大健康被害分類:グレード３すみやかな原因究明への対応や協力姿勢の表明
被害規模分類:スケール３県医師会､厚労省､WHOとの連携
情報公開分類:インパクト３医師会との情報交換､必要に応じて､警察、

マスコミ対応の相談。
合計点９点

J\
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第２ロ岐阜県小児科医会学術講演会

平成25年７月21曰日於岐阜都ホテル

（一般演題４）

会員リレー企画第７ロ「私のクリニック紹介」

やすだｸﾘﾆｯｸ小児科･内科安田束始哲

私の趣味の一つに、スキューバダイビングがありま

すが、これは沖縄県慶良間諸島でのドリフトダイビン

グです。ダイビングで撮影した写真を、外来に飾って

あります。

今曰お話しするのは、開院までのいきさつと、クリ

ニックの案内をいたしたいと思います。

名前が読みにくいのですが、「やすだとしあき」と

いいます。

私の専門は小児循環器ですが、すでに小児患者より

も成人患者の方が多くなっている分野であり、０歳か

ら70歳以上の方までを外来で診させていただいており

ました。

小児領域では､新生児乳児期の手術前後の診断治療、

学童期のｲ<整脈を、成人領域では、姑息手術ないしは

根治術後の合併症である心ｲ〈全、已下轄脈、腎機能低卜

等を診させていただいていました。
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２２年|川の勤務医時代では、初期の名古屋第一赤十字

病院の小児科ローテートを除いて、小児循環器医とし

てずっと従事させていただきました。

愛知U,Lで勤務しておりましたので、大垣市で「落卜

傘開業」をすることになり、なるべく曰につくように

ガラス張りのクリニックにしました。

開業前には、一般小児科医としてのリハビリテー

ションとして、外来レジデントとして５か月間させて

いただきましたが、開業後大変役に立ちました。

坐i初は、私を含め６人でスタートしました。

昼間クリニックの外観です。 玄関をはいったところから見た待合室です。１-'-1待合

室を設けず、４ｍ近くまで天ﾉﾄﾞを高くして、「供たち

に宅内という圧迫感を与えないようにしました。
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診察案は４つ、③④診察室は隔離案です。 循環器灰としての道ＬＬ

心エコー、心電図、ホルダー心電|叉|、２４時Ulllm圧計

を１１１意しました。

裏方には、倉庫（ｌｆ上）とスタッフ休憩宗（右卜）

があります。処置室、レントゲン室、診察案①②、受

付、診察室③④、検行室、スタッフルームは１ダリに並

んでおり、スタッフ通路でつながっており（左下）移

動がスムーズにできるようになっています。

（/,=|ﾐ）待合と逆U1llには、女性111トイレ、おこ「様１１１

トイレ、授乳案があります。

(JILJ卜）授乳宗

(左下）お子様川トイレ

（(｢卜）女性111トイレ

篝篝蟇
鬘

③④隔離案

’Mil叉|室

処満室

レントゲン宅

((Ｔｌ２）

(/E「）

(卜''0

(ｲT-l＜）
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第３ロ岐阜県小児科医会学術講演会・東濃０１児科医会合同講演会

平成25年７月27曰日於恵那医師会館

(特別講演）

発達障害児の支援を長二期的視点力､ら考える

－高機能ＡＳＤ児の10年間の追跡調苣を通して
’''口大学教育学部附属数育実践総合ｾﾝﾀｰ教授木谷秀勝
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ている症例もある。また、この問題は、思春期以

降でしばしば家族の悩みとなっている「ｌＭＩﾐ情報の

偏り」にもつながってくる。そのために、異'ﾄﾞ|ﾐに

対するコミュニケーションにも影響するだけでな

く、１N三非行にもつながる場合がある。

④不器ｌ１ｌさ：従来の自閉症に対する理解では、手先

が器用だと言われることもあったが、アスペル

ガー派候群では、しばしば不器用さが指}iiiされて

いる。実際に勺発達性協調運動|璋害との鑑別も敢

視されているように、不器用さへのｆｌｌ１解は高機能

ＡＳＤ児の社会適応を検討篝する場合には7直典な要因

になってくる。祥$'１１は､次章以降でも説明するが、

不器用さの場合、一般的には運動面だけを考えが

ちであるが､成長するにつれて1,11在化する|川題は、

人llU関係での不器用さであり､話の'''１が合わない、

会話が途切れがちになるなどの場合が見られる。

⑤感覚障害（感覚過敏・鈍麻）：感覚障害に関して

も、ＤＳＭ－５から新たな診断城準として辿加され

た項１１である。実|際に、高機能ASDﾘJ者の自叙仏

から、社会週IＭ２の問題の背最として、幼少時)９１

からの感覚過敏・鈍麻がかなり顕著で、１１常生活

全般で強い心身の疲労（特に、原因不|ﾘ]の痛みを

伴う）が生じるために、学校や社会での適応上の

問迦が二次的に生じていると|{'1断する方が適切だ

と筆者は考えている。しかも、リi1章期から思春期

では、こうした過敏さ・鈍感ざを異常だと気づい

ていないために、「大丈夫」と聞かれても、「大丈

夫」（いつものことだから）としか応えようがな

いことが多く、もっとも周囲が気をつけておかな

くてはならない|川越である。

１．高機能ASD児への基本的理解

F1閃症スペクトラム障害（AutismSpectrumDisor-

der：以下、ASD）の診断名は、2013年に改訂された

DSM-5から新たに概念化された。それまでの広汎性

発達障得、’'1閑）Iii、アスペルガー症候|洋などの近接

緬域の連続体を統合化したものである。ASDの中で

も、知能指数（IQ）が概ね70以上（英国ではlQが８５

以1名）で知的障害を合併しない場合に､高機能（High-

Functioning）ＡＳＤと表現する。

高機能ASDがもつ基本的特性としては、ＤＳＭ－５の

診断基準から兇ても、次の５点がiTi要である。

①対人関係をめぐる陣1if：対人コミュニケーション

の基本になる他者との!'行緒的共感性や阿叫の呼吸

に代表される文脈を推し吊る能力の欠如を示す。

そのために、他者の発言を字義通り理解すること

で生じるトラブルをしばしば筆者は体験してい

るｌ可11,fに、この'１４ぞ,辱のため、「いじめ」をいじ

めとして1111解できずにいた高機能ASD児が青年期

になり、「いじめ」の意味を理解できるようになっ

たために、かえってフラッシュバックが強くなる

ことも起こりやすい。

②言葉の使用に関する障害：この行動特性は

ＤＳＭ－５から除外されているが、従来のカナータ

イプの｢Ⅱ！]症では、独特な話し方（抑揚のなさ、

甲高い’1洲など）やJ'三言語性コミュニケーション

の欠如（机下の目を見て話さない、緊張した場面

でもニコニコした衣Ililiを兇せるなど）が!iilii袴にな

りやすく､青年期以降も改善されない場合がある。

③興味・関心の偏りや限局性：「こだわり」と関連

して高機能ASD児では|(|:会適応上の|川迦として指

摘されているが、高機能ASD児の多くでは、成長

とともに「こだわり」は真面llさや几'帳|('iさとし

て適応ｌＷな特性へと変化する．ところが、青年期

で新たなＩＨＩ題として顕在化してくる。それは、「情

報選択の偏りと限ﾊﾟﾘ)性」である（水谷、2013)。

主に高校以降の進路選択を考える時に、「1分に適

した進路選択よりも、ililllllTlがかわいい、家から近

いなどの偏った（こだわった）情報で進li1(を決め

２．高機能ＡＳＤ児が本当に困っていること

以上の障需特性からわかるように、高機能ASD児の

場合、一見言葉でのやりとりができているように机手

が感じてしまうためにLlﾐじるlHl題が多い｡したがって、

ﾄⅡ手Ⅲ||が「この人（高機能ASD児）にちゃんと伝わっ

たに違いない」と思っていたところが、実は''二確に伝

わっていなかった場合、高機能ASD児l1llが「障害だか
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点が明確になった（図１）。言語性ＩＱでは大きな変化

は見られない（＋11）が､動作性ＩＱでは伸び（＋51）

が認められ、動作性１０に相関するように全検杏ＩＱで

も仲び（＋４１）が認められた。

らこうなってしまう」と問題を本質的に理解すること

なく、一方的に判断されやすい結果になっている。実

際に､多くの高機能ASD児は､何かトラブルがあれば、

「｢ごめんなさい」と言いなさい」と一方的に強要さ

れるパターンが多く、謝りさえすれば、その問題から

一時的に回避できることもあり、それこそ状況が読め

ない結果としての誤学習行動をとってしまうことが多

い。

その点から考えると、高機能ASD児が本当に|伺って

いることは次の４点にまとめることができる。

・困っていることを上手く伝える方法がわからない

゜相手に伝わったという実感を感じ取れない

・自分のことを伝えるタイミングがつかめない

・自分と他者の感覚にズレがあることに気づかない

６

５

４

３

Ｚ

■

以上のことからわかるように、高機能ASD児に曰常

生活で生じている困難さは学校や社会だけでなく、

もっとも身近にいる家族でさえも理解しがたい日常レ

ベルでも多い。したがって、先に述べたように、絶え

ず曰常生活全般でも心身の疲労が蓄積しやすい結果、

学校や社会でのストレスも加わり、さまざまな二次障

害として、不登校、学力不振、抑うつ、強迫性障害な

どが生じていると考えなければならない。

￣￣￣￣￣~T---￣￣~￣

ｖｌＱ PlQ FlQ

図１：それぞれのｌＱの(4回目－１回目)の変化
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３．高機能ＡＳＤ児への支援を考える

次に、こうした障害特性をもつ高機能ASD児に対す

る適切な支援の方向性について検討したい,筆者は適

切な支援の方向性を検討するための基本的な視点とし

て、次の２点を大切にしている。第一に、成長に伴う

リスク要因の分析とともに、長期的な視点をもった支

援の方向性であり、第二に、当事者・家族・支援者に

とって「最小限の支援で最大の効果が期待される支援

体制」を考えることである。

』
数
一
一

一
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一

一
’
一
Ｔ
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■
知識 理解

図２:言語性5項目の(4回目－１回目）の平均値の比較

(1)高機能ＡＳＤ児の追跡調査からわかる学校適応の要因

そこで、筆者らが児童期から継続的に家庭や学校に

支援を行い、適応している高機能ASD児への８年間の

追跡調査を通して明確になった学校適応に関する要因

を報告する（木谷他、2012)。

この追跡調査では、児童期から継続的に支援して、

現在適応状態を維持している高機能ASD児７名（全員

男性）に対して、隔年ごとにWISC-Ⅲ知能検査を実施

（計４回）してきた。その４回、と１回ＨのwIscm

の結果のうち、それぞれの言語性IＱ（vIQ）・動作性

IＱ（PIQ）・全検査'○（FIQ）とそれぞれの項卜|ごとの

評価点（SS）の比較を行った。なお、WISCmは基本

項目である10項目の実施とした。

その結果、それぞれのＩＱ平均他の比較を通して次の

言語性５項目の平均値の比較を通して次の点が明確

になった(図２）。項目別では、「知識」（＋２４)と｢理解」

（＋２１)に伸びが見られた。また､時系列の変化では、

多くの症例で「知識」の伸びと後半の課題である「単

語」と「理解｣のバランスが安定する特徴が見られた。

動作性５項目の平均値の比較を通して次の点が明確

になった(図３）．項'1別では、「絵画Ilid列」（＋２９)、「積

木模様」（＋１）、Ｍ合せ」（＋１３)に伸びが見られた。

また、時系列の変化では、「絵両配列」の伸びと合わ

せて、後半の課題である「積木模様」と「組合せ」が

低下することなく、課題遂行が最後まで維持できる特

徴が見られた。

以上の結果から、高機能ASD児が学校で適応状態を

維持できる要因として、次の２点が電要であることが
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こうした特徴は、後述するWAIS-Ⅲ（成人ﾉ１１のウェク

スラー式）知能検杏の言語性の能力と関連してくる。

第二に、行動範lj11の拡大である。義務教育からの卒

業後、高機能ASD児はそれぞれ進学する学校や就労先

に合わせて、自分に適した時間感覚の調整が必要に

なってくる。｜可時にその時'''１を基準にしたとz'三活全休へ

の計画性や優先順位を自分、身で調整できる能力も軍

要になってくる。こうした特徴は、後述するWAISⅢ

知能検査の動作性の能力と関連してくる。

第三に、将来への１１己展望である。そこには、第一

と第二の能ﾉﾉが形成されることが前提になる。その｣しｉｆ

盤のうえで、自分白身に適した進路選択やそのために

必要な多面的な情報収集を能動的に遂行することが可

能になる。したがって、こうした特徴は、肯定的な１１

己評価と関連してくる。

以上の発達課題の形成に必要な要因を検討蕾するため

に、次の３群のWAISⅢ知能検査の結果を比１校した。

その３群は、児竜!U１群９名（17～21歳、女性２名)、

児童期から８年間の追跡調査を行い、高等教育の段階

に達して、WAIS-Ⅲを実施（16歳以上の適川）できた

高機能ASD児。青年期群12名（16～22歳､女性３名)、

思春期・青年期から追跡調杳（初めての受診と同時に

支援）を開始した商機能ASD児で、そのｌｌＬｌⅡ三|に実施

したWAISHの結果を対象にした。青年継続群７名(２２

歳～27歳、女性１名)、青年期群のうち、その後も８

年'１１の追跡調査を行うことができた高機能ASD者の４

１，１１１（隔年ごとの実施のために８年Ｕ）のWAIS‐Ⅲの

結果を対象にした。分析刀法は、言語性ＩＱ・動作性

１０・全検査ＩＱとそれぞれの項E|ごと評価点（ss）の

差異の分析（t検定）を行った。なお、WAIS-mは基

本項目である11項Ｕ（言語性６項E1、動作性５項'１）

を実施した。

その結果（講演で実際に示したデータと分析結果は

別の論文で掲載する計画のために、今１口|は割愛する）

から、次の４点が１１月確になった。

第一に､児童期から継続的に支援を続けている場合、

社会適応の基礎として、青年期までに基礎学力の維持

（｢知識｣の伸び)､同時処I'１１の柔軟性(｢数唱｣の伸び)、

課題遂行の迅速さ（｢符号」の伸び）が安定する。

第二に、児童期群と青年期群を比較すると、児竜期

群のほうが言語,|胆全検杳ＩＱが高い傾向になり、早期

から'二|己fIl1解が進む可能'''２が高い。

第三に、青年期から支援を開始した場合でも、社会

適応に必要な能動的コミュニケーション（困った11F態

に対する適切な対処スキルとしての「類似｣、「瑚触｣、

「配列｣）能力は｝分に｛''１長する可能性が高い。

第四に～青年ｌＵ１群と青年継続群を比較すると、大学

から就労へ、そして就労維持に必要なワーキングメモ
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図３:動作性5項目の(4回目－１回目)の平均値の比較

明確になった。第一に、言語性の特徴からは、曰己表

現に必要な「知識」（学校で学習する基本的知識）を

役立てる「単語」（他昔との共感性コミュニケーショ

ン能力）と「蝿解」（柔軟な状況判断）のバランスが

安定することにより、「|木|った」時に一人で対応でき

る能力が伸長していることがわかる。第二に、動作性

の特徴から、状況判断としての「絵Illli配列」（'1寺系列

的な状況判断）の伸びと併せて、「積木模様」や「組

合せ」（視覚的な認知課題に対する情報整理）を最後

まで安定して遂行できた結果から生じる「達成感」を

通して、「白己肯定感」が維持されることがわかる。

(2)児童期からの支援と青年期からの支援の比較からわ

かる社会適応の要因

以上のように学校適応を維持・促進する要因が明確

になった。しかしながら、長期的な支援を考える際に

重要なことは、こうした児竜１１J}からの長期的支援の成

果が青年期以降の社会適応にも有機的に機能するかど

うかであるハ

そこで、筆者らは、児童期から追跡している高機能

ASD児と青年期から追跡（思春期・青年期になってか

ら、何らかの適応上の問題で初めて受診した高機能

ASD児）している高機能ASD者との差異を検討したの

で、そこからわかる社会適応の要因を報告する（木谷

他、2013)。

その前提として、学校適応から社会適応への移行段

階にある青年期高機能ASD者の発達課題を終fluする。

この発達課題は、主に次の３点に集約できる。

第一に、、己理解の進展である。異体的には、戸｢機

能ASD児が高校以降の進学や就労を考えるためには、

自分F1身の「得意なこと・持手なこと」を１－分にＦｌ覚

したうえで、適切な進学先や就労先を決めていく必要

がある。また、自分、身の能力（得意さ・苦手さを含

めて）を柔'欧に周囲とコミュニケーションしながら、

自分自身の能力をflu解してもらうことも重要である。
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(2)症例②：小学５年生～大学１年まで追跡調査を行っ

ている高機能ＡＳＤ児（図５）

小学５年生（17の折れ線グラフ）では、いじめが繰

り返されていたこともあり､能力全体が低下していた。

しかし、中学入学直前から移行支援を適切に行ったと

ころ、中学1年生（19の折れ線グラフ）では、自信の

川復とともにプロフィール全体の伸長が見られた。中

学３年では、高i校への進路をめぐってパニックになる

ことも多く（19の折れ線グラフ)、筆者らも協力しな

がら､高校受験､そして高｢校での支援体制を整備した。

その結果、皿解ある教師と出会い、得意な教科を中心

に大きな伸びが見られた（21の折れ線グラフ）が、同

時処理への諾f下さ（｢算数」と「数唱｣）は依然として

みられた。それでも、得意な科目が専攻できる大学へ

の進学が決まり、その大学でも支援を受けながら積極

的に他者とのコミュニケーションを図るようになり、

状》d判断や言語的コミュニケーション能力（25の折れ

線グラフ）が伸びていることがわかる。

リー系の項目と動作性項'三1での差異が見られないこと

から、情報整理や同時処理の能力に関しては、青年期

以降も継続的に支援を維持させる必要がある。

４症例報告

高機能ASD児への長期的支援の重豊性をさらに検討

するために、本節では10年間の追跡調査を行った２症

例について、５回実施したWISCH（症例②では－部

wAISm）の発達的変化と学校・社会適応の状態につ

いて報告する。

(1)症例①：小学１年生～中学３年生まで追跡調査を

行っている高機能ASD児（図４）

小学1年生（17の折れ線グラフ）では、動作性が言

語性よりも優位に高く、視覚情報を頼りにしながら、

小学校での集団生活の流れに必死に適応しようとして

いた。その状態が、３年生（19の折れ線グラフ）にな

ると、言語性が全体として伸びてきている｡この伸び

は、１年生から継続している学校や家庭での支援の成

果として理解できたが、｜i=ｉ１時に言語性の伸びからは対

人関係への自信が芽生え始める場合が多い。実際に、

本症例でも本来言語的コミュニケーションが苦手にも

かかわらず、友達を求めようとして、逆にこだわりを

もつ対人関係パターンが強くなり、トラブルが増える

状況が出てきた。しかし、このタイミングでソーシャ

ルスキルを取り入れることで予防的対応が可能であっ

た。その後も､動作性プロフィールからわかるように、

本症例の根本にあるASDの特性は残るが、適切な支援

を通して、中学に進学しても、対人関係や学習への自

己肯定感は維持されている（21.23の言語性の折れ線

グラフ)。そして、最近では、筆者に対して、自分の

悩み（父親との関係や友達関係など）をきちんと言語

化できるようになっており、口已叫解もかなり進んで、

現在はｎ分の能力に適した高校受験に向けて努力して

いる。
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図５:症例②:小学5年生から大学1年生までのWlSC-m･WAlS-mの発達的変化

５．長期的視点からみた適切な支援とは

銭後に、この問題を検討篝する□特に、地域で活齢し

ている小児科の場ぞ丁、その多忙さは尋常でないレベル

である。その状況にあって、筆者らが実施している家

庭や学校への支援と同じ程度を行うことは難しい｡だ

からと言って、支援の成果が上がらないとは考えてい

ない。むしろ、地域診療を行っている小児科だからこ

そできる長期的支援を検討する時代を迎えているはず

である。
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(1)本当に必要な支援とは

そこで、筆荷が考える基本的であり、かつ本当に必

要な支援について考えてみたい：

近年の戸｢機能ASD児や発達|璋害児の|潭害特性からわ

かる支援の方Ii4ij性は､第一に､適切な環境調整である□

岩永（2010）が指摘するように、生来からさまざまな
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図４:症例①:小学1年生から中学3年生までのWlSC-mの発達的変化
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外界からの五感を通した知覚的な感覚障害が、発達障

害児の適応行動を阻害していることがわかってきてい

る。例えば､陽ざしのまぶしさ（LEDライトを含む)、

学校内で突然生じる雑音、椅子の座りにくさ、学校特

有の臭いなどが、先に述べたように'１常的なストレス

を生んでいる。その結果、心身の疲れが強くなりやす

く、その一方でこの疲れの感覚に過度な敏感さや鈍感

ざが見られるために、心身の健康管理ができずに、結

果的に二次障害を起こしている症例が多い。

したがって、こうした家庭や学校での環境調整や健

康管理を進めるために、小児科医としてそれぞれの関

係者へのコンサルテーションを１分に行うだけでも大

きな支援の効果が期待できる。そのうえで、家族や二

次障害を起こしている発達障害児への心理的対応を丁

寧に進めることが、長期的には重要になると考えてい

る。そして、最終的には、発達|璋害児自身が、こうし

た長期的な支援を通して、「自己理解」を深めること

ができるように配慮する必要がある。

がらの支援が必要である。具体的には、敏感な高機

能ASD児にとっては苦痛になる「元気な声でのあい

さつ」や「給食の三角食べ（特に牛乳)」での味覚

の混乱や、南向きの眩しい教室、座り心地の悪い椅

子と狭い机などの環境では多動や不注意が強くな

る。また、最初の３年間では、教師（)i1illll1と関わる

際の通訳の役割)や友達(困った時の良いモデル役）

がいる意味をきちんと理解することが、将来の先輩

や同輩との職場での安定した人間関係を築く基礎に

つながっていく。

④学童期後半

９．１０歳頃から、定型発達の児童と|可じように高

機能ASD児も社会性が伸長することが多くなってい

る。逆に言えば、友達を求める行動が1門える分、対

人トラブルも増えてくる。したがって、この発達段

階で初めて、個々の特性に応じた集世|内での役割作

りや得意な科目を伸ばすソーシャルスキルトレーニ

ングを行うことが効果的になる。また、学習への意

欲が高まることを通して、学習した知識を日常生活

に応用する機会作り（買い物、公共交通機関の利用

など）を周囲が配慮することが自立への第一歩につ

ながる。

⑤思春期

定型発達と、1じょうに、高機能ASD児にとっても

思春期は心身ともに大きく揺れる時期である。した

がって、周lIlの対応としては、中学生だからと大き

なストレスをかけるよりも、それまで自分自身でＦ１

立的にできていた日常生活の習慣を維持しながら、

少しずつ行動パターンがいろいろな場所や人間関係

でも広がっていく程度で十分大丈夫だと考える方

が、お互いにじっくりと思春期の終わりを待つ余裕

が生まれてくる。すると、１４歳前後からは安定感が

出て来る推例が増えてきている。その安定感ととも

に、第二の告知（木谷、2013）として重要になる適

切な高校への進路選択について、家族と一緒にしっ

かりと'１を[iLijける必要がある。

⑥高校生

こうした長期的な支援を通じて、高校生ではそれ

までの「守られている環境」から自発的に「自分を

変えていく環境」のなかで、能動的なコミュニケー

ションが１１１]びていく高機能ASD児の症例が墹えてい

る。同時に、こうした新たな環境での新たな人間関

係の広がりが、「ロロ理解」を深めるための大きな

契機につながっていく。

(2)乳幼児期からの支援のポイント

以上の長期的視点からの基本を踏まえて、最後に小

児科だからこそ可能な乳幼児期から青年期までのそれ

ぞれの発達段階で、基本的ではあるが、必須になる支

援のポイントをまとめてみる。

①乳児期

最近の研究では、松本・辻井（2013）はASDに関

して生後１０ケ月から14ケ月の発達面での偏りを指摘

している。同時に胎児期の早期の段階からのリスク

があることからわかるように可母親からの関わり方

だけでなく、身体・運動発達を含めて、外界からの

環境刺激に対する自発的反応を、時間をかけながら

丁寧に観察することが今後は必要になってくる。

②幼児期

２歳～４歳前後から広がる感覚､jの|川題、特にこ

だわりとしての独特な遊び・身辺自立での困難さ

（偏食、着る服の偏りなど）や、生活リズムの不安

定さ（睡眠のバランスの悪さ、激しい夜泣きなど）

がだんだん顕著になるために、対人関係でも他者と

の情緒的応答性が広がらない状態が出てくる。した

がって、この幼児期では基本的な母親との情緒的関

係性の安定のうえで、生活リズムの安定をはかるこ

とが長期的な成長の基盤作りとしても重要になって

くる。

③学童期前半

小学校への入学は、高機能ASD児にとって大きな

環境の変化である。生活リズムや学習環境以上に、

小学校という独特な行動様式と物理的刺激に慣れる

ために、最低でも１年間はゆったりと時間をかけな

結語

以上の長期的な支援を踏まえた小児科医としての地

域医療が、高機能ASD児だけでなく、多くの発達障害
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ﾘ,｣とその家族に対して今後ますます期待されると考え

ている。また、こうした支援への視点は、筆者らの学

校や地域支援の実践からみても、発達障害児だけでな

く、広く小児期の心身の問題への''１１解を広げるきっか

けになるものと考えられる。

･木谷秀勝他（2013）：リIl竜期からの文援と青年期か

らの支援の比較からわかる社会適応の要は’第541可

日本児童青年精神医学会総会報告．

･木谷秀勝（2013）子どもの発達支援と心理アセスメ

ント－１１１１三Ｉ症スペクトラムの「心の111界」を理解す

る令子評房．

･松本かおり・辻井''三次（2013）：日本,Ｍ１Ⅱ臨床学会

第３２１１１１大会論文集ｐ8８
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疹、皮膚癌痒症、尋常性乾癬、多形
潅出性紅斑）
小児:アレルギー性鼻炎､薄麻疹、皮
膚疾患（湿疹.皮膚炎、皮膚怒痒症）
に伴う癌痒
[用法･用■】
成人:通常、成人には１回オロバタジ
ン塩酸塩として５ｍｇ（穎粒剤として
１９）を朝及び就寝前の１日２回経口
投与するなお、年齢、症状により適
宜増減する．
小児:通常、７歳以上の小児には１回
オロバタジン塩酸塩として５ｍｇ（顎
粒剤として１９）を朝及び就寝前の１
日２回経口投与する□通常、２歳以上
７歳未満の小児には１回オロバタジ
ン塩酸塩として２５ｍｇ（穎粒剤とし
てＯ５ｇ）を朝及び就寝前の１日２回
経口投与する。
[使用上の注意】
１.慣■投与(次の患者には慣■に投
与すること）
１）腎機能低下患者[高い血中濃度が
持続するおそれかある」２)高齢者
３)肝機能障害のある患者[肝機能障
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２.重要な基本的注意
１）眠気を催すことがあるので､本剤
投与中の患者には自動車の運転等危
険を伴う機械の操作には従事させな
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テロイド療法を受けている患者で、
本剤投与によりステロイド減五を図
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ｗｗｗｋｋｓｍＩｌｅｃｏｍ

ＦＴＡ、

ｱﾚﾛｯｸﾞ穎粒０５%は２歳から処方可能です｡二

ＨＩＴｎｍｌＵＩ

公 アＬロック顯粒０．５％
lockALLELocKG尼mueso5％オロバタシン塩酸塩１，粒

２０１３年８月作成Ｒ登録商標
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第３ロ岐阜県Ｕｌ児科医会学術講演会・東濃Ｕｌ児科医会合同講演会
平成25年７月27曰日於恵那医師会館

(一般演題１）

肥厚性幽門狭窄症に対するSlidingWindow法について

多治見市民病院小児科小田嶋貴之

'010000.001000.00ⅡIOCUⅡIルOIIⅢ0゜0010ル011000.091ⅡD0UIOI小00Ⅱ小00Ⅱ0000IIOUODOOII脳00Ⅱル0IIIIDoOIIlル0111ル0000小UlIIい$IⅢIDDUIlIIOoOlII小011ⅡDDU1Im0･UIIIルOIIⅢ0.00010山0011⑩0ⅡIル0010川00ⅡIOo0IIIOIDOOIIOO･OIIIル001000.0ⅢIル0ⅡI1000IIl小0001ル0010小0010川0100ル0ⅢⅢ0.0ⅡⅡ⑩00m10.0110ル0010小0ⅡⅡ０００１Ⅱ腓0ⅡＩ小OⅡ0小

今lLjl、私は肥厚性幽｢Ⅱ]狭窄症に対するllijWSliding

Window法を用いたRamstedt手術の経験を発表する。

従来のRamstedt手術は右上腹部に切開創があり、術

後創が残る。1986年にBianchiらによりI齊上縁弧状切

開法が提案され、それ以降I齊を用いた様々な手術法が

行われてきた。私自身はI齊SlidingWindow法と４枚皮

弁法を経験したが、いずれにおいても明らかな合併ﾙﾓ

は認めず、術後の創痕は|I立たなくなっている。児本

人の意思のない時期の手術であり、本術式を含め将来

的な整容【性の面からも術式を選んでもらいたい。

旗

iii'iliiililiil;iii参､Ⅷ

録蕊iillillilililiiiililijDllliiiliijlll11l1i111篝
mamlU⑨マ,骸…鶴

：llhIlIlliil1iiiliII1iiiiiliiiiiiiiiiiiiill‐9-,611'雨:ii6恥椚Fv

WＶＷｙＷ

薬価基準収載

ｍｲＴｈ１漣・￣＝＿ｲ栄)昴置

､､３％程
⑨

Ⅱ【ロロ■

、 【】

DＣDｎ句－１ｒＩｘＩ－Ｔ］
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第３回岐＝県Ul児科医会学術講演会・東濃小児科医会合同講演会

平成25年７月27曰日於恵那医師会館

(一般演題２）

〈不明熱のビットフォール〉

早期診断出来た急'性実状細菌性寳炎の２例

水澤記念）丙院小児科部長liiW江道哉
DOOIOル00100000Ⅱ0ルOIIIID･OIIⅡ0,0ⅡⅡ0.0000Ⅲ001000.00000000Ⅱ00000001ル001m0.01Ⅲ川OIIⅢDoOIOO伽000000000ⅢⅢ0ⅢIⅢ0001ル0000冊OIIⅢ0.000ⅢDo00IIIDoOOIⅡ0.0100Ⅲ000Ⅱ0.,0001ル01Ⅲ小0010ル0010伽0Ⅱl小0Ⅱ0”0Ⅱ000.0000ル0100小0010ル0IIUIDoOIIIIDo0IIOIDoUⅡⅢ00000Ⅲ000IIOIOoOIOIIDqOIⅡU0p0IIIUOo0IIIOOoOIIIIDoOIIIル0IIOIOoOOIOUOoOIOI00o

～29/ＨＰ）を認めました。ｌﾗk培養からは一般細菌の発

行は｢認められませんでした。

入院llmfに腹部エコー、腹部造影CTを↑了い、腹部エ

コーはI[常でしたが、腹部迭影CTで巣状細菌性腎炎

と診断しました。今ｌＩｉｌ、巣状細菌性腎炎を疑った根拠

としては①熱源不明②軽微な尿検査異常③既往歴に不

明熱・尿路感染がある④腹部所見があるなどでした。

考察

小児の原因不'ﾘ)な発熱に対し、たとえ》k検□杏異常が

軽度であっても急性巣状細菌性腎炎という疾患を念頭

に置き､必要に応じて積極的な画像検索を行うことで、

早期診断し、適切な抗生剤治療を実施することが出来

ました。

今|['１の症例から画像検索に踏み切るポイントとして

①熱源不明

②幡微な尿検査異常

③抗生剤が効きにくい

④既ＴＷｉに尿路感染・下川熱がある

⑤腹部所見がある

などが考えられました。

はじめに

危く性巣状細菌性腎炎とは、l979flﾐ米'１国|エール人学放

射線科のRosenheldらにより提'11)され、液状化を伴わ

ない急性細菌感染による智実質内ﾙ1W繭とされました。

急|ｿ'三'需孟腎炎と腎I膿瘍の中間に位置し、腎膿瘍へ移行

しうる疾患と考えられています。診断しないで不Ul熱

として適当に抗生剤治療を実施すると、再発を繰り返

すのみならず、腎ｌｌｌＨ傷へ悪化したり、Ｉｉｉｆ獺痕化の後辿

りifを残すことがあるため、不明熱の鑑1,)'１診断の一つと

して〔１１要な疾恕です。

｜ＩＤ[i像検査の進歩により診断機会は贈えていますが、

なじみの薄い疾患概念であるうえ、尿検杳で異常をＬ１Ｌ

さない場合など非特異的な所見を１，Aすることが多く、

診'析に苫慮することが多い疾患です。今lul、非特異|'Ｗ

な'ﾘT兇に対し早期に画I象検査を実施し急性巣状ﾎﾟⅡ|菌|ｻﾞ'三

腎炎の診断に至った２症例を経験しましたので報告し

ます。

症例１

リir例ｌは９歳男児で、発熱と炎症反応高｛|面のためDII

院紹介受診となりました｡既往歴として、８歳で不明熱

がありました｡好１１１球優位のロⅢ1球１１W多(14840/似l）・

CRP高(１回（1669ｍｇ/dl）がありﾎﾟⅡ|苗感染が疑われまし

た。雌検布では潜lill（２＋：１０～19/ＨＦ)、口血球（ｌ

＋：１０～19/HP）を認めました。血液陪養・尿1門萱か

らは一般細菌の発育は認められませんでした。

人院時からセフトリアキソン点滴投与を開始しまし

たが、解熱せず、発熱４日目に腹部エコーを実施し、

急性巣状細菌性腎炎が疑われ、腹部造影CTを実施し

診断が確定しました。今回、巣状細菌性腎炎を疑った

根拠としては①熱源不明②軽微な尿検査異常③抗生剤

が効きにくい④既往歴に不明熱があるなどでした。

症例２

症例２は13歳女ﾘ,lで、発熱と右Ｉ!||腹部痛のため当院

紹介受診となりました。既往歴として、４か月で不ｌＵｌ

熱・７歳で尿路感染症がありました。好中球優位の｢1

1111球哨多（11870/似l）・CRP高(『【（8.44ｍｇ/dl）があり

細菌感染が疑われました。尿検行では満、（１＋：２０
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症例１入院時検査所見

く不明熱のピットフォール＞

早期診断出来た

急性巣状細菌性腎炎の2例

【尿一般】
色朋

混濁

比亘

ｐＨ

蛋白頁

ブドウ糖

ケトン体

潜血

亜硝酸垣

白血球

ビリルビン
【尿沈液】

赤血球
白血球

細菌

/ｍｍ３

ｘ１０４/ｍｍ３

ｇ/ｄｌ
９ｂ

ｆｌ

ｐｇ

％

×104/ｍｍ３

％

１６

％

％

％

'4840

431

12.1

338

784

28.1

35.8

24.7

87ｉ

7.3

5.5

0.0

0.1

2１１U/’

３m/l

267IU/１

９５１Ｗ’

6４ＩＷｌ

ｚ１ｇ/dｌ

４０ｇ/ｄｌ

ｌｌｍｇ/ｄｌ

Ｏ５２ｍｇ/dｌ

ｌ３２mEq/’

4５mEq/１
９６mEq/１

１６６９ｍｇ/ｄｌ

ＡＳＴ

ＡＬＴ

ＬＤＨ

ＣＰＫ

ＡＭＹ

ＴＰ

Ａｌｂ

ＢＵＮ

Ｃｒ⑥

Ｎａ

Ｋ

Ｃｌ

ＣＲＰ

ＷＢＣ

ＲＢＣ

Ｈｂ

Ｈｔ

ＭＣＶ

ＭＣＨ

ＭＣＨＣ

Ｐｌｔ

好中球

リンパ球

単球

好酸球

好塩基球

淡黄色

(－）

1.015

6.5

(±）

(一）

(－）

(２＋）

(－）

(Ｉ＋）

(－）

１０－１９/ＨＦ

１０－１９/ＨＦ

<±）

木沢記念病院小児科

増江道哉、山口尊弘､若原敦嗣、

高田勲矢､葛西武司
血液培養･尿培養:一般細菌の発育鰹めず

症例１経過

四囲■図■図■■■冠一,四ｍ

急性巣状細菌性腎炎とは

1979年米国エール大学放射線科のRosenfleldら
により提唱され､液状化を伴わない急性細菌感染
による腎実質内腫瘤とされた。

急性腎孟腎炎と賢膿瘍の中間に位置し､臂膿瘍
へ移行しうる疾患と考えられている。

画像検査の進歩により診断機会は増えている

が､なじみの薄い疾患概念であるうえ､尿検査で
異常を呈さない場合など非特異的な所見を呈す
ることが多い｡故に､その診断に苦慮することが
多い。

】.5４０.“ＣＲＰ15.69ユヨ“６．７５

ＣＴＲＸ

(１日且）

４１

４０

３９

３８

３７

３６

４０．５

－－体温

４

day2day3day4daV5day6day7day8day9daylOdayll

症例１９歳男児 巣状細菌性腎炎を疑った根拠

（症例１）
【主訴】

発熱､全身倦怠感

【現病歴】

鑿灘呈{;織懲鱸：蕊鱸
【既往歴(WBC､CRPの上昇したもの）】

1歳:気管支炎

8歳:不明熱(尿検査正常）

【家族歴】

特記事項なし

●熱源不明であった

●軽微な尿検査異常があった

●抗生剤が効きにくかった

●既往歴に不明熱があった

↓

腹部エコーで疑診

↓

腹部造影CTで確診

症例１入院時現症 DBV４マョー１００M 【0-

咽頭発赤なし、白苔付着なし

頚部リンパ節腫脹なし

呼吸音漬､心雑音なし

腹部平坦軟､圧痛なし､腸蠕動音減弱

皮疹なし
Ｓｌ

左８７

石配、、

oＢＧ１ＢＭ
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症例Ｚ経過

田図■■図■庁＝雨一一両
ＣＲＰ８Ａ４１．５０ ０.Z１０.XＯ

２０００ｍｇ

(32mgﾉﾋg）
ＣＴＲＸ

(１日且）

エコー･造形ｃＴ

,ｉｉｌＬ』f,,
ヨフユ３７２３７，１３７２３７ユ３７．２ヨフユ、ﾍﾐ７５

へ－－－=－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－=－

３７５

ヨ７

３６５

ヨ６

一体温

ヨ６９
３６g

day6day7daV8day9daV10daV11daylZdW13dayl4daV15dayl6

症例２１３歳女児 巣状細菌性腎炎を疑った根拠

（症例２）【主訴】

発熱､右側腹部癌.倦怠感、食欲低下

【現病歴】

2013年８月９日(dayl)右側腹部病出現。

day4熱発(40°Ｃ)。day5近医を受診し､抗生剤投与で経過を診ていた。

以降も発熱続き食欲低下･全身倦怠感も出現してきたため

daV6に当科受診となった。

【既往歴(WBC､CRPの上昇したもの)】

４か月不明熱(尿検査未実施)、１歳:急性気管支炎(尿検査正常)、

２歳:急性胃腸炎(尿検査正常）、７歳尿路感染症

【家族歴】

特記事項なし

●熱源不明であった

●軽微な尿検査異常があった

●既往歴に尿路感染と不明熱があった

●腹部所見があった

Ｉ

腹部エコーは正常
Ｉ

腹部造影CTで確診

症例Z入院時現症

咽頭発赤なし、白苔付着なし

頚部リンパ節腫脹なし

呼吸音漬､心雑音なし

腹部全体に軽度圧痛あり、腸蠕動音正常

反跳痛･筋性防御なし

右肋骨脊柱角叩打痛あり

急性巣状細菌性腎炎について
症例２入院時検査所見

【臨床症状】

発熱､側腹部病､肋骨脊柱角叩打痛､咽吐など

新生児期､乳児期の早期では非特異的な感染徴候のみのこともある。

【検査所見】

血液検査所見は白血球増多､CRP強陽性､赤沈冗進などの炎症所見であ
る。

尿所見は細菌尿､膿尿などであるが､弱いか欠くこともある。

【感染経路･起炎菌】

感染経路は上行性が中心､血行性も漣められる゜

起炎菌は上行感染ではE､coIiが最多､クレブシエラ､Ｍ１球菌も認められる。
血行感染では黄色ブドウ球菌が最多である。

【治療】

2～３週間の抗生剤点滴投与

【尿一般】

色鋼

混濁

比重

ｐＨ

蛋白質

ブドウ糖
ケトン体

潜血

亜硝酸塩

白血球

ピリルビン

【尿沈液】

赤血球
白血球

細菌

/ｍｎＴｊ

ｘ１０Ｖｍｍ３

ｇ/d１
％

ｆｌ

ｐｇ

％

×１０４/ｍｍ３

９６

ｉ６

１６

％

％

’’870

399

125

360

902

313

347

18.3

７１１

１８８

１０．０

００

０．１

１５

１２

１９１

ＭＡ

Ｎ/Ａ

ＭＡ

４０

５

０５９

１３８

３５

１０３

８４４

ｌＵ/ｌ

ＩＷＩ

ｌＷｌ

ＩＵ/ｌ

１Ｗ１

ｇ/ｄｌ

ｐｄｌ

ｍｄｄｌ

ｍｇ/dl

mEq/ｌ

ｍＥｑ/Ｉ

ｍＥｑ/１

ｍｇ/ｄｌ

ＡＳＴ

ＡＬＴ

ＬＤＨ

ＣＰＫ

ＡＭＹ

ＴＰ

Ａｌｂ

ＢＵＮ

ＣｒＳ

Ｎａ

Ｋ

ＣＩ

ＣＲＰ

ＷＢＣ

ＲＢＣ

Ｈｂ

Ｈｔ

ＭＣＶ

ＭＣＨ

ＭＣＨＣ

Ｐｌｔ

好中球

リンパ球

卓球

好酸球

好塩基球

淡黄色

(－）

１０１６

６０

(±）

(－）

(－）

'１＋）

(一）

(－）

(－）

?Ｏ－２９ＨＦ

５－ＷＨＦ

(±）

尿培養:一般細菌の発育狸めず
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画像的特徴 考察
Q三遍回,MＭ
ｌｉＤ②

＄⑦ご）こ）

露魯墨）
ｗ`…ＭｌＩｉＩＭ,W灘麹，’……,…
～爪尺煎1蕊鶴蕊蕊一一

（!;’亀’

⑲性宙孟凹炎

(PMI叩eHphr6ub）

小児の原因不明な発熱に対し､たとえ尿検査異常が軽度であっても

腿woI【jＤｌｉＤ⑭
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（小児科鯵毎２００８年２号］z4-3z9）

整舗灘:蟻塞殼
ことが出来た。

息lii綴礎製

今回の症例から画像検索に踏み切るポイントとして

①熱源不明(症例1.2）

②軽微な尿検査異常(症例1.2）
③抗生剤が効きにくい(症例1）
④既往歴に尿路感染(症例2)不明熱(症例1.2)がある
⑤腹部所見がある(症例2）

などが考えられた。

liiij萎調i=iｉ

‘

ａ"了１２五ａ

有機複合金コロイド(OrganichybridParticle)により

ｲﾑﾉｸﾛﾏﾄ法でのキット化を実現

体外診断用医薬品
製造販売承Hg番号22500ＡＭＸＯＯ８９５０００

ＴｌＪ⑨．；

己工,~工刀承!)ｌｉＮ
Ｄ■Ⅶ－－…～■工

電試……
咽頭拭い液中のマイコプラズマ抗原検出用

ブライムチェ1ソク・

マイコブラズマ抗原
鰯）ロ

保険適用
●検体検査実施料

マイコプラズマ抗原定'性１５０点

●検体検査判断料

免疫学的検査判断料１４４点

■■ＭｙＧｏ

Ｃ

ｆ

イムノ
ＳｕｐＢｒ

Ｏｘ３

ノズル検体抽出液テストブレート
(フィルター付き）

ＦＬＯＱスワブ(滅菌綿棒）

使用上又は取扱い上の注意等は添付文書をご参照下さい。

(資料講糊ａﾉﾌﾞ允三a祷聰逹堪言語二菅謹竺
ＴＥＬＯ６－６９４１－Ｏ３０８

⑨登録商標

２０１３年８月改訂
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●貯蔵方法：２～３０℃

●有効期間：１２箇月(使用期限は外装等に記載）

●包装単位：１０回(Ｓタイプ）
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第３ロⅢ支阜県小児科医会学術講演会・東濃小児科医会合同講演会

平成25年７月27曰日於恵那医師会館

(一般演題Ｓ）

先夫'住第VⅢ因子欠乏症の経験

’'１津川市民病院小児科安藤秀男、小島大英、竹本歩

丹羽崇文、多代篤史、安井正宏
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千の低卜と、血小板数814,000//、と上昇を認めたが、

'''二機能障害を疑わせる所見は認めなかった。ヘモグロ

ビンは、その後低卜は認めず、’11小板数の_L界も一過

性で、以後の血小板数は正常範囲内であった。

腹部超音波検査にも異常所見を認めなかった。

凝固関連検査（図２）では、ヘパプラスチンテスト

とフィブリノゲンは当初より低('１１[が続いた。プロトロ

ンビン時lHlは曰齢182ではあきらかに延長を示してい

たが、曰齢40の時点では、正常範囲内であった。凝固

因子活性では、第Ⅶ因子活性が18から20％と低価を示

したが､その他の擬lIFllu子活性はＪ１齢｜|ElLLiであった。

はじめに

はじめに、先天性第Ⅶ囚了欠乏症（以後本症）は、

1951年にBAlexanderらにより報告され、プロトロン

ビン時間（PT）が延長し、活性化部分トロンボプラ

スチン時間（APTT）がIF常を示す先天性凝同異常症

である。常染色体劣性遺伝とされ、第Ⅶ因子遺伝了は

13番遺伝子長腕末端近くで第Ｘ因子遺伝子に隣接する

とされている。発生頻度は、５０万出化に１人とされ、

平成24年５川3111現在72名の生存患者が確認されてい

る。

臨床症状は、ホモ接合体であっても無症状から頭蓋

内|Ⅲuや胸腔内H二}血など致命的な山[(11をきたすものま

で様々であるが、一般的には血友病のように、ひどい

'111111傾向をきたす症例は多くなく、皮層粘膜lLlml（皮

卜出|､、鼻llIlill、性器lⅢ11)、抜歯後の出血、外傷後

出血が主である。

若年期より出血症状が出現する例では、予防的治療

が必要になる蕊が多く、止I(11治療としては、血漿ｌｈ来

の第Ⅶ因子濃縮製剤および遺伝子組換え活性型第Ⅶ因

子製剤が有効である。

今|乢乳児期早期に診断しえた第Ⅶlkl子欠乏症の絆

験について報告する。

症例１（曰齢33）

ＷＢＣ９７００

ＲＢＣ３２４ｘｌＯ４

Ｈｂ９．８

Ｈｔ２８．９

ＭＣＶ８９

ＭＣＨＣ３３．９

ＰＩｔ８１４ｘ１０４

ＨＰＴ４８％

ＴＢｉｌ１．９

，.ＢｉｌＯ６

ＡＳＴ２７

ＡＬＴ２１

LＤＨ２４７

ＣｈＥ３００

γ-ＧＴＰ４３

ＡＭＹ１４

ＢＵＮ８．１

Ｃｒ Ｏ２１|ｇＧ

ｌｇＡ

ｌｇＭ

3８１

２０＞

２５

図１症例１：在胎40週1口27309アブガースコア１分値９

点/５分値９点にて経膣分娩にて正常'1}生。曰齢ｌ

にてビタミンＫシロップを内服し、’１齢６にてヘパ

プラスチンテスト47％と低値を示した。しかし特に

出1,傾向を認めず、全身状態も良好な事からビタミ

ンＫシロップを毎週内服として、経過観察とした。

１｣齢33に再診し、ヘパプラスチンテスト48％と上昇

を認めなかった。

家族歴としては、血族結婚もなく、lTIi親と姉にＵｌｌｍ

傾向はない。

明り症では、特に川血傾向なく、肝'1蔵や脾||蔵の腫大は

なく、関節の腫脹や可動良好で、元気もよく、plli乳意

欲良好であった。

一般検査（図１）では、ヘモグロビン989/ｄｌと若

症例１凝固関連検査

曰齢4０
７１

１．１１

３３．３

４３

１８０

８８

０．５７

日齢9３

６７

１．１９

３９．９

３４

１６０

８９

０．６４

１．３

６９

１９

５２

曰齢182

６０

１．２７

４１．１

３０

１３５

９２

０．４７

乳児期基準値

(70.130％）

(0.8-1.2）

(33-48秒）
(70-130％）

(200-400ｍｇ/dI）

(70-120％）

（‐1.OOPg/ｍＩ）

（‐5.OUg/ｍＩ）

(55-100％）

(70-135％）

(70-120％）

(60-150％）

(40-70％）

(70-130％）

（50-90％）

(30-60％）

（70-130％）

ＰＴ

ＰＴ１ＮＲ

ＡＰＴＴ

ＨＰＴ

Ｆｉｂｒｉｎｏｇｅｎ

ＡＴｍ

Ｄダイマー

ＦＤＰ

第Ⅱ因子

第Ｖ因子

第Ⅶ因子

第Ⅷ因子

第Ⅸ因子

第Ｘ因子

第ＸＩ因子

第ＸⅡ因子

ＰＴ補正試験

布
極
、
卵
哩
犯
則
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８
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５
８
５
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図２
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第Ⅶ因子に対する抗体の存在の可能性も考えられたた

め、正常血漿を力Ⅱえたプロトロンビン時間補正試験を

行い、113％と正常化を示し、これにより第Ⅶ因子に

対する抗体が存在するのではなく、第Ⅶ因子の欠乏症

と診断した｡

症例２（症例１の姉）：特にtHm傾向はなく、理学的

所見も異常所見を認めない。一般検査（図３）に異

常なく、凝固関連検査（図４）では、プロトロンビ

ン時間､ヘパプラスチンテストに異常を認めないが、

第Ⅶ因~了活性61％とフイブリノゲン171ｍｇ/dl低値を

示した。

症例1,2の両親

母親
７２

１．１５

３３．２

６７

２１１

１０１

０．５４

５０

１０１

成人基準値
(70-130%）

(08-12）

（23-35秒）

(70-130%）

(200-400ｍｇ/dl）

(70-120%）

（－１.OqUg/ｍｌ）

(70-120%）

(70-130%）

父親
９２

１０３

２７．６

９３

１６８

１０１

０．５３

９２

１０４

ＰＴ

ＰＴＩＮＲ

ＡＰＴＴ

ＨＰＴ

Ｆｉｂｒｉｎｏｇｅｎ

ＡＴｍ

Ｄダイマー

第Ⅶ因子活性

第Ｘ因子活性

図５

症例２（2歳）
ノゲン蛋白の機能解析等は実施していない。

症例３（症例１，２との血縁関係なし）：在胎40週

０日30709にてアブガースコア１分値９点/５分値９点

にて経膣分娩にて正常出生。曰齢ｌにてビタミンＫシ

ロップを内服していたが、曰齢１０より入浴時にI齊山、

を連曰認めた。｜|齢15には無治療にてI齊川血を認ず、

その後易出血性は認めていない。１１齢34にて再診時、

ヘパプラスチンテスト156％と低伯であった。家族歴

では、血族結婚なく、両親、姉二人と兄ともに川血傾

向はない。

現症では、特にｌｌＩｍＩ頃向なく、’１刊蔵や脾臓の腫大は

なく、関節の腫脹もなく可動良好で、元気もよく、ｌ１ＩＩｉ

乳意欲良好であった。

一般検査（図６）では、末梢血液検査及び血液生化

学検査に異常所見なく、肝機能障害を疑わせる所見は

認めない。

ＷＢＣ９５００

ＲＢＣ４５６ｘｌＯ４

Ｈｂｌ３０

Ｈｔ３８．７

ＭＣＶ８５

ＭＣＨＣ３３．６

Ｐｌｔ３５７ｘ１０４

ＴＢｉｌＯ､７

，.ＢｉｌＯ１

ＡＳＴ３０

ＡＬＴ１２

LＤＨ２７２

ＣｈＥ３６４

γ-ＧＴＰ１１

ＡＭＹ１４

ＢＵＮ１０２

Ｃｒ Ｏ２８

図３

症例２(2歳）

凝固関連検査
ＰＴ

ＰＴＩＮＲ

ＡＰＴＴ

ＨＰＴ

ｆｉｂｒｉｎｏｇｅｎ

ＡＴｍ

Ｄダイマー

ＦＤＰ

第Ⅶ因子活性

第ｘ因子活性

（基準値）

(70-130%）

(0.8-1.2）

(23-35秒）

(70-130%）

(200-400mg/dl）

(70-120%）

（-1.00ｕｇ/ml）

（－５．０αg/ml）

(75-140%）

(70-130%）

１０６

０．９８

３０．２

７７

１７１

２５

０．７０

１．７

６１

９４

症例３旧齢34）

ＷＢＣ８１００

ＲＢＣ３５４ｘｌＯ４

Ｈｂｌｌ５

Ｈｔ３３．３

ＰⅡ２９．４ｘ１０４

ＨＰＴ１５．６％

T8BiI５．８

，.Ｂｉ１０．３

ＡＳＴ２１

ＡＬＴ９

ＬＤＨ４６６

ＣｈＥ２７６

γ･ＧＴＰ４１

ＡＭＹ２３

ＢＵＮａ４

Ｃｒ ｑ４

ＰｌＶＫＡ－Ⅱ0.8＞

図４

Ｇ
Ａ
Ｍ

ｇ
ｇ
ｇ

－
－
－

376

２０＞

２６

症例１，２の両親の凝固関連検査（図５）では汀母

親のプロトロンビン時間は、正常範囲内であったが、

HPT67％、第Ⅶ因子活性50％と低下を示した。父親の

ヘパプラスチンテスト、第Ⅶ|犬|子活性は疋常であった

が、フイブリノゲンが168ｍｇ/dlと低下を示した。

これらの結果により、症例１，２は母['１米の第Ⅶ因

子欠乏症と考えられた。また症例１，２共にフィブリ

ノゲンの低下を認めており、父親のフィブリノゲンの

低下から、低フィブリノゲン、柱または、異常フィブ

リノゲンｍ症も疑われた。しかしフィブリノゲの低卜

は軽度で、臨床的に問越がjll1いレベルのためフィブリ

図６

凝|占|関連検査（図７）では、プロトロンビン時||)１

２２７秒と著明に延長を示し、HPT156％、第Ⅶ因子活

性13％と低下を示した。正常血漿を加えたプロトロン

ビン時間補正試験では、１０３秒とl[常化を示し、第Ⅶ

lkl子欠乏症と診断した。

6０
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また正常血漿を加えた、プロトロンビン時間補正試験

により、プロトロンビン時間は正常化し補正され、そ

の補正曲線は下向きに凸の曲線となり、患児の第Ⅶ因

子活性の低下の原因は、凝固因子インヒビターの存在

ではなく、擬|同因子の産生能の低下によるものと考え

られた。

本症では、第Ⅶ因子の活性の低卜の程度と出血症状

のﾎⅡ関は乏しく、患児のフオローアップにあたり、擬

|凸ＩＤ(|了活性の低下をどの程度まで許容するかという１１Ⅱ

題がある。Ｈ－Ｉｍ症状は、血友病に比べると軽微で皮膚

粘膜ｌｌｌｍや、抜歯後のtHm、外傷後LHmが主とされて

いる。しかし幼少期において、転倒・転落など予期し

得ない受傷の機会は多く、頭需内や腹腔内汁１mなどの

致死性ｌｌ１血の報告もある。木）棚||では、交通事故や転

倒・転落のような頭部・腹部の外傷時や手術を受ける

場合には、必ず連絡をいただくこととして、発達発育

のフオローアップを含めて、３か月ごとにフオロー

アップとした。幸い'1Ⅲ|木|難となる事態には至ってい

ない。

－ヶ川健診時のヘパプラスチンテストはスクリーニ

ング検査として有効であり、致死性出血のリスクの|回｜

避につながる。しかしその頻度を考慮すると効率的で

症例３凝固関連検査曰齢3４

プロトロンビン時間補正賦験

１０．３秒正常化

PＴ２２７（10-13秒）

APTT３５．９（26-43秒）

HPT１５．６（70-130％）

Fibrinogen216

（200-400ｍｇ/dO

ATm９１（70-120％）

Dダイマー０．６（‐1.OOug/ｍｌ）

FDP１．３（‐5.OUg/ｍｌ）

出血時間２．５（2-5分）

凝固因子活性

第Ⅱ因子７９（55-100％）

第Ⅶ因子１３（70-120％）

第Ｘ因子１０６（70-130％）

)内は月齢相当の基準値

図７

｜ili親、兄と姉二人の家族５人の第Ⅶ因子活性、プロ

トロンビン時間、ヘパプラスチンテストには異常を認

めず、症例３は、孤発例と考えられた。

症例３は、生後４ケ月にて交通事故で頭部打撲、生

後９ケ月にて二階の階段から転落するも頭蓋内'１Ⅲ[、

胸脈内|｣、、腹腔内ｌＬＩｍ等の合併症を認めなかった。

その後'2年間のフオローアップ中にも特に問題となる

出血傾向を認めてはいない。

考察

乳児期早期診断例の症例１，３は、どちらもへパプ

ラスチンテストの低値を契機にi診断がなされている。

あるとはいえない。
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－－－

◇特別寄稿２◇

障害児(者)在宅医療の現状と会後の課題についての

アンケート調苣

福富』肺I)､ｍ垣美樹子2)､大野静江2)､片岡知子2)､村瀬Ｔ春2)、
岩越康真2,3)､酒井章弘2,3)､大場かおりＭ）
Ｄ福富医院、２）□百合訪問看護ステーション、

３）ひめゆり療育センター、４）平成医療側1期大学
－－－

要旨

福富医院では1995年から小児在宅医療に着手し、

1996年からはｎｉＬｉ合訪問看護ステーションを併設し緊

密な連携の下で障害児の在宅医療を行っている。そこ

で今まで行ってきた在宅医療が有用であったかどう

か、さらに今後の方向性を考える曰的でアンケート

調査を行った。対象：加齢に伴う疾患以外で在宅医療

此び訪'１１看護を行っている17例の主な介護者を対薑象と

した。質問の内容は医療的支援、生活支援、社会福祉

的支援、在宅関連機関による支援の有用性ぃ今後の任

宅医療で考えられる問題点などについて質|川した。結

果：症例の平均年齢は195歳､平均疾患発症年齢27歳、

平均在宅医療開始年齢132歳、平均在宅医療期間８１年

で、筋・神経系疾患１２例、遺伝的疾患ｌ例、心疾恕ｌ

例、事故等その他３例であった□１M在の(｢三宅医療に不

満は少ないものの、レスパイトの必要性が大きくなっ

ていた。キャリーオーバー症例では介護者の将来に対

する不安が大きくなっていた。考察：在宅医療を円滑

に進めるためには、訪問看護師の考えや判断が反映さ

れる制度が必要であると考えられた。介i護者が高齢化

した場合の制度的な取り組みや支援が必要であると考

えられた。

２．方法

１）対象

対象は任宅医療及び訪問看護を行っている症例の巾

で、力[1齢による疾患、悪性疾患や外傷の急性期や末期

を除いた17症例について、家庭において日常的に介護

を行っている主な介護者とした。

２）アンケート調査

ｉ）アンケートの方法

アンケート調査は平成23年５月９１１から５月３１Ｕの

間に行った。アンケートは無記名で訪問看護師の訪問

時に配布し、その場で記入されたものをｕ収した。

ii）アンケートの内容（図１）

アンケートの内容は症例の年齢、在宅医療の対象と

なった疾患等の原因の発症年齢、在宅医療開始年齢、

在宅医療の期|Ⅲ、在宅医療となった対象の疾患等の原

因の祁類、在宅医療で受けている医療的ケアの内容、

昼間と夜間の花な介護者、在宅医療で受けているサー

ビスの種類、在宅医療で関わっている機関や業種、在

宅医療における支援の必要性については医療系支援、

生活介護支援、福祉的支援、在宅関連機関について５

段階で評価した。さらにこれらを15歳までの小児と

キャリーオーバーを含めた16歳以上に分けて検討し

た。住宅医療における|川題や悩みなどについては円巾

記戟とした。

キーワード

障害者、在宅医療、訪川看護、アンケート調査

１．はじめに

福富医院では従来高齢者を中心に在宅医療を行って

きたが、1995年から新たに障害児の在宅を始め、１９９６

年から白百合訪問看護ステーションを併設し障害児

（者）の在宅医療に取り組んできたし2)。そこで今川、

今まで行ってきた診療所と訪問看護ステーションとの

連携の中で行ってきた障害児（者）在宅医療のあり方

が有用であったか、さらに今壜後の方|､l性やより良い在

宅医療の在り方について検討したので幸MPTする。

３．結果

１）症例

在宅医療を行っている症例の平均年齢は195歳～平

均疾患発症年齢27歳、平均在宅医療開始年齢132歳、

平均住宅医療期間８１年で、筋・神経系疾埋12例、遺

伝的疾患ｌ例､心疾患１例､事故等その他３例であった。

２）在宅で受けられている医療的ケアの内容

在宅で行われている医療的ケアの内容は、人工呼吸
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器筏Ｉ１Ｉｌ、気管カニューレの管IlU、ｕ腔内、気管内の吸

引、在宅酸素、経管栄養やリハビリテーションなどで

あった（図２)。人工呼吸器が装着されている症例は

全例16歳以上であった。

全休で65％がとても大切と考え、必要以上では95％と

多くの人が大切に考えていた（図６）。

ii）生活介護支援の必要性

訪問介護や訪問入浴などの生活介護支援について

は、とても必要であるが全体では45％で、必要以上を

加えると80％程度であった。また必要性を考えていな

い人は５％であった（図７）。

３）昼間と夜間の主な介護者について

昼間と夜の介護者については小児では全例が母親で

あった。夜間は父親の協力が得られていたものの、昼

間も夜間も主な介護者は母親が中心であった(図３）。

hi）福祉的支援の必要性

保健所、保健師の関わり、障害者自立支援法などの

社会福祉的支援については、必要性は年齢によって差

があり、全体では50％程度であったものの、１５歳まで

はとても必要であるが25％程度と少なくなっていた

（図８）。

４）利用されているサービスの種類

利用されているサービスの種類は訪問診療、訪問看

護、リハビリテーションなどの医療系以外では訪問介

護と入浴であった（図４）。

５）在宅に関わっている機関や業種

在宅医療に関わっている機関や業種で、医療に関す

る以外の関わりは、歯科医、行政の担当部署、特別支

援学校、福祉関係企業の関わりが多く認められた（図

５)。

iv）在宅関連機関の必要性

特別支援学校や福祉用具など企業の関わりでは、’５

歳まででは特別支援学校の役割が大きくなっていた

（図９）。

6）今までの在宅医療支援の必要性

i）訪問診療や訪問看護の医療系支援の必要性

在宅医療における医療系の支援の必姿性については

７）自由記載

、由記載では、f1fil在の在宅医療に不満は少ないもの

の、レスパイトの必要`性が大きくなっていた。特別支

図ら在宅医療を行うに当たり

関わっている機関や業種図ｓ主な介護者について
昼夜
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援学校を卒業し成人となったキャリーオーバー症例で

は介護者の将来に対する不安が大きくなっていた。

きた。その一方で障害児（者）の在宅医療は人工呼吸

器の装着や気管切開による気管カニューレの使用など

高度の医療が必要なだけでなく、症状の悪化の可能性

や、発達による変化など介護保険法で行われている在

宅医療より、高度の技術やサポートが必要な場合が多

い'’'5)。

この様な障害児の在宅医療の流れがある￣方、福富

医院は1953年に設立され、地域医療に貢献し有床診療

所として一般外来及び在宅医療を行ってきた。在宅医

療の殆どは高齢者が対象であり、医師が外来担当看護

師と伴に、午前午後の外来診療時間に行っていた。こ

のように高齢者を中心とした在宅医療の体制が整って

いた中で、1995年現岐阜県医療センター小児循環器科

より小児在宅医療の依頼があり、同年から小児在宅医

療を開始することとなった．当初は従来の在宅医療と

同様に外来看護師による訪問を中心とした在宅で対応

していたが、小児在宅医療対象症例の増加に伴い小児

在宅医療を充実させるため1996年に口百合訪問看護ス

テーションを併設し、訪l1Uil看護専門の看護Hiliによる体

制とした。ステーション開設当時は訪問看護専門とは

言え看護師の知識、技術は未熟であったため研修を行

い、各病院とのカンファレンスを繰り返しながら、障

害児（者）に対する訪問看護の技術向上と専門性を高

めてきた。さらに2004年からは関連の網代診療所ひめ

４．考察

近年、小児医療の発展に伴い病院で急J性期の治療が

終了したものの、埴度の障害が残り常時医療的ケアが

必要な症例が増加してきた。このことは症例が新生児

センターなどの急性期の病院の病床を利用し続けるこ

とによる、病院機能の低下につながるだけでなく、児

の家族においても生活の場が家庭と病院の２か所にな

ることによる負担が大きくなった37％そこで10年ほ

ど前から人工呼吸器が装着された場合でも、在宅医療

に移行するケースがみられるようになってきた7-9)。

最近は高齢者の介護保険が導入された以後、ホームヘ

ルパーによる在宅Ｌ介護の進歩や技術向上に伴い、ある

程度の医療的ケアが高齢者の在宅医療の現場でも行わ

れるようになってきた。このような介護保険法による

在宅介護や任宅医療は、ケアマネージャーにより訪問

看護、訪問介護、ショートステイ、デイサービスなど

のザービスについてプランが立てられ、これについて

家族とそれぞれの担当者による話し合いが定期的に行

われることにより運用されている10)。このような在宅

医療の流れは障害児（者）在宅にも波没し、）両院での

療養より在宅での療養を希望するケースが多くなって

jlUl-肺麗

図６今までの在宅医療支援の必要性は
－医療系支援(訪問診療･訪問看護)－

（９６）
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、

■全体

■０１ｓ虫

独ﾕ6世以止

血■■■Tiih-J
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今までの在宅医嫌支援の必袈性については、杵行ら

が行っている医療系支援については必'蔓はなかったと

する回答はなかったものの、医療支援を提供している

Ⅱ1,,は医療的支援についてはとても大切であり、障害昔

の在宅には欠かせないものとして行っているが、支援

を受けている側にとっては全てがとても必要と感じて

いないことが明らかとなった。このことは医療系支援

を行っている側にとっては反省すべき点であり、今後

の方向性を検討する必要性があると考えられた。訪'１ｉ

介護や訪問人浴については利川されている人について

は必要性が高く、ｌﾐ)親の負担の大きさが反映されてい

ると考えられた。社会福祉的支援については障害背、

女支援法施行、改][、さらに障害背総合福祉法への移

行等に対して関心が高いのと、行政の支援が手厚く

なったことが考えられた。特別支援学校JP企業等の在

宅医療関連機関については半数以［が必要と秤え、多

くの情報の人手先として大切な役割を担っていると考

えられた。

障害児(者)のｲI=宅を１１滑に進めるためにはコーディ

ネーターが必嘆であるが、現在の障害ﾘ。（者）のｲE宅

医療の中では不在であるI7J8)。今l1ilのアンケートから

医療系サービスを必要とすることが多いのと、症状の

変化に対して医漉的知識が必要であること、訪|川によ

り障害児の疾患や）ilZ状を理解しておくことが必要であ

ること等を考えあわせると、訪問看護mliや訪ＩＮＩ肴i護ス

テーションが障害児(者)の在宅医療においてコーディ

ネーター等の中心的な役割を担うことが適切であると

考えられた。

さらに隙1j子児（苫）の保護112『が向齢にあるにつれ

ショートステイの希望が多くなっていることは、他の

報行にもあるように障害者の将来を考えて行く上で、

,,i,,度を含めて検討すべき課題であると考えられた'9)。

以｣より、障害ﾘ。（背）にとって在宅医療は一つの

選択肢であるが、障害児（者）の本人だけでなく家庭

を含めて支え守るためには大切な下段であるため、障

害者（児）やその家庭のライフステージに沿った支援

が必要である。特に今後はキャリーオーバー症例の増

ljllや、保護者が商齢化することが予想されるため、こ

れらにも対応し継続性のある支援を行う必要があるた

め、今後も在宅医旅や家庭などのニーズなどの調杏を

頑ね、制度を含めた検討が大切と弩えられた。

ゆり療育センターの協力により理学療法士による訪問

リハビリテーションも開始し充実を図ってきたし2)。

在宅医療について高齢者在宅と小児在宅の背景につ

いて考えると、高齢者の任宅医療は対象者が人生の終

末期であることや、在宅医療を必要とする状態や疾患

そのものがＩⅡ齢により生じたものである。さらに多く

の介護者も高齢となっている場合や、時には介護して

いる親族が'１ｔ代を越えた関わりとなっているなど、家

庭や親族|H1で支えきれない状態となっていることがあ

る。これに対し障害児（背）は人生の始まりや途''１で

生じた障害であることが多いため、保護者はlH生時や

子どもの成長期に抱く将来の大きな期待と現実のはざ

まに立ち悩むものの、将来においては発達する要素や

可能性があるため成長を含めた発達の部分に対する期

待が大きいこと、また親にとっても大切な命であるこ

とにDIIえ家族の一員であることの意義が大きいことな

どが考えられⅢ)、在宅医療であっても高齢者と、障害

児（者）の取り細みや考え方は異なってくる。そのた

め障害児（青）の在宅医療の'１１で大切なことは、イE宅

医療を受ける本人だけでなく家族に対する支援やアド

バイスを含めたケアをすることが大切であると考えら

れた57,16)。そこで著者らが今まで関わった障害児(台）

に対しても保護者や家族にとって期待された訪問がで

きていたかを調査することは大切であると考えられた。

今凹の結果から、小児在宅医療では著者らが始めた

1994年頃は人工|呼吸器を装満した任宅はまれであり、

人工呼吸器の取扱いに慣れた人材や、担当の吸引がで

きる介護者などのサポート体制はなく全ての関わりを

訪問看護lLIlliが担っていた。2000年の介護保険法の施行

後高齢者が'''心ではあるものの、在宅医療全体に対

する法制整備が進み、社会全体の任宅医療に対する理

解と協力体Ilillが整ってきた。小児在宅医療は2010年に

NICUが満床のため母体搬送ができなかったことが大

きな社会|川題となり、１１(|が'''心となって小ﾘ11住宅医療

が見直され介護保険法による高齢者の在宅と'１１じょう

に多職種の関わりが示されるようになった。今回の調

査からは人工呼|吸器の取り扱いなどを含め医療的知識

が必要なことから、高齢者で行われている介潅職の積

極的な関わりは|Ｎ難であると考えられた。介護者につ

いてみると夜間は一部には父親の協力が得られている

ものの、母親の負担が大きく小児の在宅医療を続ける

ためにはショートステイを含めた母親の負担を減らす

ことが大切と考えられた｢，利)'１されているサービスで

は16歳以上で訪ＩＨＩ介護があり、成長に伴い母親の負担

が大きくなっていることがlUlらかであった。障害者の

在宅医療に関わっている機関や業種は多くあるが岐阜

市においては行政の果たしている役割が大であったと

考えられた。
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図１アンケート用紙

Ｉ在宅医療をされている本人の現在の年齢及び性別

２在宅医療開始時年齢

歳男女

歳

３在宅医療の種類

人工呼吸器、気管カニューレ、経管栄養（経鼻、冑又は腸ろう)、導尿、在宅酸素、吸引、リハビリテーション、

その他（

４介護者について

昼間の主な介護者

夜間の主な介護者

父母その他（）年齢歳

昼間と同じ父母その他（）年齢 歳

５利用されているサービスの種類と回数及び内容について

訪問診療（往診）回数週回、月回

内容（

訪問看護回数週回、月回、

内容（

訪問リハビリテーション回数週回、月回

内容（

訪問介護回数週回、月回

内容（

訪問入浴回数週回、月回

6．前記以外で在宅医療を行うに当たり関わっている機関や業種

病院医師、歯科医師、薬斉|]師、保健所（保健師)、特別支援学校（教諭、養護教諭)、市役所（子ども担当課、介護福祉担当課)、

社会福祉士、介護福祉士、福祉関係企業、ケアマネージャ、ボランティア、

その他（

7．今までの在宅医療で支援の必要性はどの程度でしたか

医療系支援（訪問診療、訪問看護など）

１とても必要であった

２かなり必要であった

３必要であった
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４少しは必要であった

５必要性はなかった

生活介護系支援（訪問介護、訪問入浴など）

１とても必要であった

２かなり必要であった

３必要であった

４少しは必要であった

５必要性はなかった

社会福祉的支援（保健所、保健師、障害者自立支援法による制度など）

１とても必要であった

２かなり必要であった

３必要であった

４少しは必要であった

５必要性はなかった

在宅医療関連機関（特別支援学校、企業など）

１とても必要であった

２かなり必要であった

３必要であった

４少しは必要であった

５必要'性はなかった

8．今後の在宅医療に対してどの支援が必要だと思いますか

医療系支援（訪問診療、訪問看護など）

１とても必要である

２かなり必要である

３必要である

４少しは必要である

５必要性はない

生活介護系支援（訪問介護、訪問入浴など）

１とても必要である

２かなり必要である

３必要である

４少しは必要である

５必要性はない

社会福祉的支援（保健所、保健師、障害者自立支援法による制度など）

１とても必要である

２かなり必要である

３必要である

４少しは必要である

５必要Ｉ性はない

在宅医療関連機関（特別支援学校、企業など）

１とても必要であった

２かなり必要であった

３必要であった

４少しは必要であった

５必要性はなかった

9．今までの在宅医療で不満に感じたこと、希望すること医療系支援（訪問診療、訪問看護など）について

生活介護系支援（訪問介護、訪問入浴など）について

社会福祉的支援（保健所、保健師、障害者自立支援法による制度など）について

在宅医療関連機関（特別支援学校、企業など）について

在宅医療全般について
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－－－

◇特別寄稿Ｓ◇

20年間の小児在宅医療の経験と会後の運営についての検討

編寓悌D､田垣美樹子2)､大野静江2)､村瀬千春2）

片岡知子2)､大場かおり2)iVIi丼章払2)､瑞越康真2）
ｌ)編fiii医院２)Ｆ１百合訪問看護ステーション

－－－

開により気管カニューレが挿入され人工呼吸器が装着

されていた。栄養については綿[1摂取が困難であるた

め、経鼻による経行栄養が行われていた。

要旨

平成７年から小児在宅医療を|)｜l始した。その後、小

児在宅医疲のiY］i要性から白百合訪ｌｌｒＩ看護ステーション

を立ちあげ、幅広く小児在宅医療を行ってきた。そこ

で今回小児在宅を行ってきた20年を振り返り検討を

行った｡現任の小児在宅医療を行っているのは９例で、

訪問診療と訪問看護では気管カニューレの交換とその

筏flV1が基ﾉＭＯな対応であるが、呼吸器系や)ﾉk路系の感

染症、カニューレやチューブの筏理上のトラブルなど

も多く、緊急的な対応が大切であった。今後は岐阜県

の小児在宅医療の発展には、拠点となるV#業1ﾘTを中心

に事業が進められていくことが大切と考えられた。

ii、在宅医療に向けての検討

小児在宅医療が開始されたのは平成７年であった。

在宅への移行前に）ir例の説|ﾘ1を病|院の主治医及び扣当

看護｢|｢|iから在宅I天療で担当する看護Hlljと伴に在宅担当

医に説明を受けた。症例は人了呼吸器が装着されてい

るものの全身状態は安定していたため、在宅医療での

l1Iil題点は人工呼吸器を含めた呼吸袴I'１１と栄養答f''1がネミ

であった。当初弩えられた必要な行為は疾等の吸ljl、

人Ｔ呼|吸器及び気筒カニューレの筏11H、栄養チューブ

の筏f'１１であった。この中で||常的に行う必要がある１丁

為は、気管カニューレからの疾等の吸引であったが、

自宅でl母親がI股ljl等の処置を行えるよう指導されてい

た｡この時点では/}三宅に移ｲ了するに坐Liたり障害となるこ

とや/｢三宅を継続するについてＩＨＩ題は弩えられなかった。

Keywords

在宅医療重症心身障児、在宅人工呼吸、イE宅峻素療

法、在宅緤符栄養

１．はじめに

３０年ほど前から新生児医療の進歩に伴い、新生児の

死亡率が低卜する一方でNICUにおける長期入院患者

が増加し'１Ⅱ題化してきた。岐阜U1LにおいてもlT1様な動

きがありLL1院では平成７年から小ﾘJ在宅医療を開始し

た。その後、小児在宅医療のiTi要性から白1ｺ合妨問看

護ステーションを立ちあげ、’'１m広く小児ｲ正宅医療を

ｲ了ってきた'2)。そこで今回小ﾘＭﾐ宅を行ってきた20年

を振り返り小児在宅医療の現状と課題について検討し

た。

iii・在宅医療の体制

イ[宅医療は訪||{|看護と医H''1の往診で対応することと

なった。実際のｲ1首毛医療では看護帥は週３回訪HlL、

人二l]Wi吸器の作動状Ⅶ[lの確認、人工l1Vi吸器回路Ｊ１(びｌＬ１ｌ

路|人Iljll湿器の点検と力１１KH1状態の確認、２週間ごとの人

工呼吸器の回路交換、経鼻経管栄養チューブの交換及

び'門flI1､痕等の吸リ|と母親への指導､ｉｉｌ了拭や人浴介助、

さらには全身状態観察にＩＪＩⅡえ発熱等の緊急時の対応で

あった。医師は毎週１回の訪問により、診察及び気宵

カニューレの交換、人工呼吸器の作動状況等の確認を

行った。病院へは毎月１回の受診により在宅に必袈な

物,'１，１，の交換が行われた。

２．小児在宅医療の経過

１）小児在宅医療を開始した最初の症例

ｉ・症例

症例：１歳男児。疾患名：ミオチュブラルミオパ

チー。症状股び状態：生命維持にＩＨＩわるような)危篤な

外表的、及び内臓的な奇形は認められなかった。全身

筋力低下、呼1股機能低下が認められた。その他積極的

な治療を望するようなf'二{理学|Ｗ機能、血液、ルR検査等

化化学的検介には異常を認めなかった。Ｆ|発呼|股は認

められるものの十分な換気が得られないため、気管切

２）訪問看護ステーションの体制

ｉ、小児住宅医擦開始時の体制

イ１５毛医療を行うに当たり、当初は外来看護師の内２

名が111番制で行い対応していた。その後|,1様の人]]１Ｖ

吸器装綜症例の在宅が２名となった。このような外来

看護帥の体制で２名の人工呼吸器装着１，定例の在宅医療
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を行うことは、外来業務在宅医療業務のiTlI者に支障を

来すこととなったため、平成８年より訪問看護ステー

ションを設立した。訪'11)l看護ステーション開設Ⅱ許の

スタッフは外来看護師で在宅医療に関わってきた２名

と、小児病棟経験者のＪｉＺ１であった。しかしながら当

初のスタッフは在宅医療を行っていたものの、技術的

知識的に未熟な部分も認められたため現在の岐阜県総

合医療センター新生児室でスタッフの研修を行った。

この研修は３人のスタッフが交代で、1人ずつ３か月

間川向するものであった。この研修によりある稗度の

喧症な症例や在宅に必要な技術や知識が習得できた。

その後は何ステーション内の勉ihii会により新しいス

タッフに技術、知識の継承等が行われた。

いての調査は、訪問看護ステーションの看護師により

保護者に対して聞き取り調査を行った。さらに訪問看

護師、医師の感想からまとめた。

１）患児や家族にとっての課題

小児在宅医療が必要な子どもを抱えている家庭で

は、症状が悪化した場合の対応、レスパイト、将来に

対する不安などが揚げられた。特にレスパイトについ

ては方法や内容など様々な要求があり検討する必要が

あると考えられた。

２）医療者側の課題

医療を提供している側の課題も幾つか考えられた。

訪問看護ステーションでは、症例に対して担当制で対

応しているが交代する必要が生じた場合、看護スタッ

フを利用者数に合わせて雇用しているため対応が困難

であること。悪化時の対一応を含め、訪'１１看護の時間延

長や送迎等の訪問看護以外の業務の要求があることが

課題であった。医療的な面からの課題は緊急時に外来

診療'１１であるなど、すぐに対応することが剛難な状況

が存在することが考えられた。

ii､現在の訪問看護ステーションの体制(平成25年８月）

訪問看護ステーションは障害児を中心に活動を行っ

てきた巾で、小児在宅医療希望者が徐々にではあるが

多くなり、それに伴ってスタッフを増員し、常勤看護

師２名、非常勤看護師３名の体制で行っている。さら

に在宅でのリハビリテーションを希望されることが

あったため、平成16年から法人内の療育施設の協力を

得て訪問リハビリテーションを開始した。

３）制度上の課題

小児在宅医療を行う上において保護をYからは制度等

に関した問題は聞かれなかった。訪問看護ステーショ

ンにおいては、訪問石護師による自宅でのレスパイト

や支援を行っているが、訪問看護事業に含まれないた

めボランティアとしての支援事業であった。そのため

このﾂﾞ干業について今後の制度化が望まれていた。

３）現在の小児在宅医療症例

現在の小児在宅医療を行っているのは９例で（表

１）、年齢は1歳から16歳で、在宅医療を行っている

機関は５か月から14年２か月であった。訪問診療と訪

問看護における処置としては気椅カニューレの交換と

その管理が基本的な対応であるが、このような症例で

は呼吸器系や尿路系の感染症を起こしやすいこと、在

宅であるためカニューレやチューブの管HILLのトラブ

ルなども多いため、基本的な処置以外の対応が大切で

あった。

４．考察

岐阜県においては岐阜市を１１－１心に岐阜県総合医療セ

ンターに昭和63年に新生児病棟が新設され、岐阜大学

病院、長良医療センター、｜岐阜市民病院の４か所で新

生児医療が行われるようになった。このような医療の

進歩により、それまで救命がl/kl難な児の牛命が人工呼

吸器を装着することなどにより助かる症例がみられる

ようになってきた3)。全国的にもこのような児が多く

なり、ＮＩＣＵに1年以上入院する児の増加が問題化し、

このような状況を解決する手段として在宅医療が大切

となった4)。これについてはTlz成20年に出産時の異常

のため救急搬送の受け入れ先がなく残念な結果となっ

たことがあり３)、その後の調査からＮＩＣＵの85％が満

床であり、さらにＮＩＣＵの２６％､ＣＣＵの４３％を''iめてい

ることが明らかとなった3)｡そこで厚生労働省は平成２２

年から小児在宅医療を支援する事業を打ち''化た5)。

それまでは個々の揃例に対応した小児在宅医探が行わ

れていた。岐阜県においては今回紹介した症例が最初

表１小児在宅症例一覧

望＝=＝＝

3．今までの経過から考えられた課題

今までの小児在宅医療を行ってきた上での課題につ

7０

症例 年齢(歳） 性別 在宅医療期間 処置等の内容

１ ２ 女 ７ケ月 冑ろうチューブ管理

２ ２ 女 ５ケ月 気管カニューレ管理

３ ３ 男 3年６ケ月 循環状態を観察

４ ３ 男 3年１ケ月 気管カニューレ管理

５ ４ 男 ８ケ月
気管カニューレ管叩

胃ろう管蝿

６ ７ LXI ２年１０ケ川 気管カニューレ済IIil

７ 11 男 ５年１０ケ月 痕の吸引

８ 1４ ﾘ｝ 14年２ケ月
訪問リハビリ

入浴介助

９ 1６ 男 2年８ケ月
淡の吸引

吸引指導
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の本格的な小児在宅医療の運用であり、平成７年の症

例が敲初のｿil:例であった．ただし人Ｌ呼|吸器を装着し

たままで在宅となった症例は平成７年から保護者の白

iﾐﾛﾜな勅ぎとしてされていたが、在宅医療は行われて

いなかった。

現在著者らは診療所と併設された訪問看護ステー

ションと連携し小児在宅医療を行い、９例の小児在宅

医療を行っている。このように多くの症例に対し継続

し、多様なニーズに応えながら、２４時間の対応を含め

緊急時にも対処していくためには、診療所と妨問看護

ステーションの密な連携が小児在宅医療では欠かせな

い要素であると考えられた。小児在宅医療において

保護者の多くは症状悪化時の対応について不安を抱え

ていたが、保護者が不安を抱えることなく小ﾘ｡在宅灰

旅を継続できていたことについては、今迄の経験から

この診療所と訪問看護ステーションが、時nIl的距離的

な障害もなく情報交換や症例についての検討など緊密

な連携が容易に行うことができたことが大きな要因で

あると考えられた。Ｂ|剛織での対応ではこのような対

応は困難であるため、状況に応じた対応策を講じる必

避があると考えられた。さらにレスパイトについても

岐EFi県では障害者ショートステイｉｌｌ業が行われている

が、著者らの診療所においても平成23年４月から障害

行ショートステイ１１１２業を開始し小ﾘ[l在宅|失療の支援を

行っている6)。

また、今|''|は最初の１１hF例から多くのことを経験し、

iMil1H看護師の小児在宅医療に|句けた積極的な研修参hll

により知識や技術の向上を得ることができたが、今後

岐阜県において小児在宅医療を広げるためには訪問肴

i護師の研修の機会を作ることが大切であると考えられ

た7)。

訪問看護ステーションについては、担lLLj制により訪

問看護業務を遂行しているが、個人の状況により業務

を交代することや、多くの保護者の要求に応えるため

にも、訪問看護スタッフの確保が大切である。ところ

が小児在宅医療は件数が多くない上、訪問範囲が広い

ため、小児(|芒宅医療を支える訪問石穫事業は今後岐阜

UiL内で広めるに当たり、どこでも行うのではなく技術

や経験を持った看護師が集まり拠点化して行う必要が

あると考えられた。

また同様に医師の場合も診療時|H1や業務の内容によ

り、訪|H1や対応が困難な時間帯もあることから、小児

/i三宅医樵においても小ﾘ｡疾患の対応が可能な|矢｢Imiによ

る任宅支援の枠組みが必要であると弩えられた89)。

制度上のi探題について保護者がＩｌＵ題を持っていな

かったことは､児童は特別支援学校に通学しているか、

訪問教育を受けている場合が多いため、教育機関等で

制度等の情報提供がされているためと考えられた。

訪問看護師が行っている支援寝業は、現在は介護職員

も一定の研修を受ければ淡の|吸引などが'il能になった

が、保護者は医療的知識があり多くの処置に慣れてい

る看護師と一緒の外出や、家庭でのレスパイトを望む

声が多く、今後のIlill度化へ|('１けて検討される必要があ

ると考えられた'0)。

小児ｲﾋﾟ宅医療は高齢者の在宅とは違い、専門性や技

術を要するため行護師の役割が重要である。そのため

このような業務を行う訪問看護ステーションを維持す

るためには、多くの訪Ｈ１看護ステーションで業務を行

うのではなく、拠点化された訪問看護ステーションと

複数の訪問看護ステーションが連携して小児在宅医療

を支援することが人切であるが、一部には業務の拡大

や実績のためすでに在宅医療を受けている患者を誘導

することが行われていることは残念なことである。今

後は岐阜県の小児在宅医療の発展には多くの事業-者

が、業務の意義をよく11M解し拠点となる事業所を中心

に事業が進められていくことが大切と考えられた。
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◇病院だより◇
－－－

奇などを行い､診断・治療・予防符ｆｌ１１を含めた長期的、

総合的医療を行っています。

予防接種は、小児で該当するものはすべて計画的に

実施しています。

乳幼児健診は、’9t;内の出生ﾘ｡とともに、他院での11｝

'１２児についても、１ヵ月ごとに成長・発達等をチェッ

クし、育児指導とともに予防接種のスケジュールを決

めて行っています。

平野総合病院・小児科のご紹介

平野総合病院顧問兼小児科部長近藤寓雄

病院の現状と小児科の人事

平野総合病院は、医療法人社lIIl誠広会グループの

中核として、岐阜中央病院とともに診療を行っていま

す。現在病院の規模は病床数199床、外来数は111平

均390名であり、１４診療科とllll液浄化センター、健診

センター（ドック)を有しています。病院の診療圏は、

岐阜市西北部、瑞穂市、本巣ilj、揖斐郡、｜｣|U,L｢hの一

部で、人Ｕ約８万人が対象です。病院の位置する|A1野

地区は古くからの城下IllTであり、高齢者の慰者が多く

受診されています。

小児科はⅡ/{和45年医院の|＃|識とともに段慨され、そ

の後40年以Ｌにわたり診療されてきました。岐近では

平成18年９１１より櫻井里美|棗師が常勤として赴任さ

れ、活動的に診療されました。平成20年４川櫻井医師

の退職にI14い、111:び非常勤医lIIiliのみの体ilillとなり、｜|皮

阜大学小児病態学医局から、医師派遣等の援助を受け

ながら診療されていました。平成22年４月より近藤富

雄が大垣市民病院を退職後、顧問鞭小児科部長として

赴任し現在に至っています。

２．入院診療

｜院内で生まれた新生児は、’'１生後より小児科医が毎

||診察・管理し、異常時に対応しています。新生児黄

）hの垪強による光線療法､初期|旧ｌＬｌ二症による輸液治療、

一過性多呼'１１tの腰素療法などの例が時々みられます。

爪症の新生児は、｜|皮阜県総合医療新生児センター、長

艮医療センターなどに依頼しています。

小児の入院で多い疾患は、気符文炎、肺炎、クルー

プ症候群、喘息!|i'|ﾐ気管支炎、RSVによる細気管支炎な

どの気道感染症です。次いで感染｣|ｿﾞ'１腸炎十脱水）rifで、

小児科の診療

主に岐阜'二|j西北部の地域医療を担い､住民（fこども）

の医療と健康を支えています。また岐阜大学への冊学

生（エジプト東南アジアなど）や、在住外'五|人の小

児も多く受診されています。

１．外来診療

診療曰は、平日は午前十夜間（17時～19時)、二k曜

日は午前中で、｝1曜・祝日以外は欠かさず行っていま

す。近藤崗雌が不在時には、｜|皮阜大学医局から医''１'|i派

遣等の援助を受けながら連携して診療しています。

診療内容は、感染症、アレルギー疾患を'''心に、ほ

ぼすべての疾患について診擦しています。感染症が最

も多く、小児に流行する全身的ウイルス感染）iifととも

に､気道感染ｿiii､感染性腸炎､尿賂感染症などの診'折・

治療を行いながら経過をみています。重症患者や、特

殊な疾患・〉丙態の患者は、岐阜大学病院小児科、岐阜

県総合医療センター、長良医療センターなどへ紹介し

ています。アレルギー疾患に関しては、気lifv1SZ喘息で

は呼吸機能検査、食物アレルギーでは食物緑|」負荷検

鱈ﾎﾞｰﾄﾞ同

・可、6．

国軍塾’1蝿■Ｉ

KIL』」三豊-Ｊ
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冬期に入院数が増加します。秋期には気管支喘息十気

道感染症が多くなりますが、最近では吸入ステロイド

などによる治様・管理で入院例は減少傾向です。感染

症や脱水;ITT壺で症状が強い例、吸入処置等で'條快しない

気管支喘ﾉﾕ発作例、継続的な酸素投与が必已塑な例など

は、入院により輸液や酸素療法などの治療を行ってい

ます。

当院の地域性から今後小児患者の大幅な増加は見込

めませんが､近隣医療機関との病診連携を図りながら、

地域医療とともに子どもの健康管理、病院の維持・発

展のために努力したいと思います。岐阜県小児科医会

の先生のご指導とご協力をお願いいたします。

篭i鑿

曇護iFWiiiL夢ii1l::霧

asteuas

蝋謬慨瀞騨

反一伊

〆ヤ

ゴ･『５$

’９㎡‐仏｡

/･卯､,ヴヶニー』

ｉ（

一般財団法人

製造販売イヒ学〕且、清原)去冊H究ＰＩＴ
[資料禰求先]営業管理部/熊本市北区大窪一丁目6番1号

販売アステラス製薬株式会社
東京都中央区日本橋本町2-5-1

[櫛科爾求.おl1llい合せ先]営業本部Ｄ|センター画0120-189-371

2014/０４作成Ａ41/2ＺＯ１
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が、当院で出生された新生児は出生から生後５日目の

退院までの間、診察は小児科で行っています。産科の

先生との連携をとりながら、産前から産後までのお母

さん方に安心していただける環境づくりをめざしてい

ます。

岩砂病院･岩砂マタニティ小児科の紹介

岩砂病院･岩砂マタニテイ小児科高橋小桁美

〈病院の概要〉

岩砂病院、岩砂マタニテイは明治29年に診療所を開

設後、昭和41年岩砂病院設立、昭和57年岩砂病院第一

を新設、平成６年岩砂マタニテイを新設、平成24年２

月より岩砂病院第一と岩砂マタニティはひとつの病院

となり、場所も移転して"医療法人社団友愛会岩砂病

院岩砂マタニティ''として新たにスタートし、現在に

至っています。友愛会は皆様の健康で幸せな生活を願

い、医療、介護、福祉の連携のもと、良質で真心のこ

もったサービスを提供し、その社会的責任を果たすこ

とを理念としています。関連事業所としましては、岩

砂訪問看護ステーション、岩砂訪問介護センター長良

･さぎ'１１，岩砂地域包括支援センター長艮･北部、福光

グリーンホーム(27名)と岩砂デイサービスセンター、

介護老人保健施設のⅡ|県グリーンポート（100名）と

デイケアセンター、特別養護老人ホームの山県グリー

ンビレッジ（95名）があり、それぞれ連携をとりあっ

ています。

岩砂病院･岩砂マタニティの診療科は内科､小児科、

産科、婦人科、放射線科そしてリハビリテーション科

です。病棟は、産科.病棟32床、凹復リハビリテーショ

ン病棟40床、一般病棟60床（うち亜急性期病床８床）

の全132床です。１階に産科以外の外来があり、２階

に産科外来と産科病棟があります。また病院両側には

産科専用玄関があり、内科等他科の患者さんとの接触

がないように配慮しています。

当院を上空から見た写真です。写真上が北側となります。西側駐車

場には妊婦さん専用駐車場も設けられております。

２階マタニテイフロアにあるエンジェルホールです。ここではマタニティ

ビクスマタニティヨガなどの妊婦さんたちの教室を毎日開催していま

す。産後はお子さんと一緒にアフタービクスを楽しまれているお母さん

方もいらっしゃいます。また、マザークラスを行ったり、出生後のお子

さんたちのイベントに利用したりもしています。予防接種もこのホール

を利用して、集団接種のような和気あいあいとした雰囲気の中で行っ
ています。

く小児科〉

小児科外来は予約なしの一般外来を日曜ｕを除く毎

曰1階フロアで行っています。その他に、生後３ケⅢ

未満の乳児専用の外来（予約制で感染症のお子さんを

除く）を週２回、当院産科薑で出生した新生児の１ヶ月

健診を週１回、乳幼児健診を月に１回、予防接種外来

を週に２－３回行っています。これらの外来は、２階

のマタニティフロアにて行っています。当院の小児

科外来に来院されるお子さんは新生児、乳児が中心と

なっています。当院産科にて出生されたお子さんが退

院後まもなく受診されるケースも多く、心配事をかか

え、育児に悩むお母さん方へのサポートも大変砺要で

あると感じる今日この頃です。哺乳に関する悩みを抱

えるお母さんは大変多く、当院助産師による母乳外来

と連携しながらお母さんおよび児の情報を共有しなが

らサポート体制作りに取り組んでいます。

当院では小児科としての人院は行なっておりません

[1１
ｌｊｌ:MMA

産科専用玄関から建物内に入ると、１階にはキッズルームがあります。

ここは産科外来を受診されるお母さん方が予約なしで上のお子さんを

預けることができ、ゆったりと産科外来を受診していただくことができま

す。また予防接種の際にも接種されない兄弟姉妹はここで遊んで待っ
ていただくことができます。
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後期研修医の－
■■■■l■■■■

■■■■■■■■■■

＝

－－－

迫による胎ﾘ,1期続発性水頭症と診断になりました。
研修を通して

岐阜大学医学部附属病院小児科

北澤徹三 現在、１０)１１１１より|岐阜人学医学部附属病院の

NICUに研修の場を移しましたが、そこでも多くの上

級医・指導医に恵まれて、とても忙しく充実した毎}Ｉ

を送っています。今後も諸先化方にご迷惑をかけなが

らも曰々勉強を続け、まずは－小児科医として自立で

きるよう遇進していきますので、ご指導いただければ

幸いに存じます。

「先生､○○病院から××の刀が送られてくるから｡」

どの病院・どの科でも特色はあると思いますが、岐

阜大学医学部附属病院の小児科では毎日のようにこの

ようなフレーズが脆び込んできます。多くの場合|｜巾

ですが、もちろん夕方、夜もあります。その曰の仕事

に既に追われているので、何を優先させたらよいか分

からなくなることもあります。しかし、入院対応する

看護帥さんとともに慌ただしく準備に入ります。 大垣市民病院での研修

大、市民病院小児科沼川侑山

私は、河村病院にて２年間の初期研修を終え、初期

研修時の小児科を研修させていただき岐liEi大学医学部

附属病院小児科にて小児科医として医Hlli3年||の逆を

歩きＩＩＬたばかりです。その道はひたすら［Iの前の新

しい疾忠に対し全〃疾走している毎[Iです。｜彊局会や

教授|,,|診で全く新しい指摘を受けることも多く、教科

拝から始まって文献検索をする毎'１です。時々間に合

わない、調べ足りないと痛感することもあります。そ

の中から曰分が絲験した印象に残った症例を報併させ

て頂きます。

一例'１は13歳の女性で半年前からの腹ｿ前、卜|、、貧

血が主脈の患者さんで前病院から全大腸炎型の潰瘍性

大腸炎と診断され、精査加療目的で紹介入院されまし

た。治療過ﾄﾞ1,1でステロイド不応と１４||断し、タクロリム

スでの治療となりました。タクロリムス導入後３１１に

は、ｌ腹）ii、排便''１|数の改善し、徐々に食欲が改善し、

雌終的に笑敵で迫|暁していただくことができました。

＝例||は３歳の女児でネフローゼ症候群の患者さん

で、絆過を衣にまとめたり、最近の初発時のプレドニ

ン療法を勉強しました。経過は、入院後４Ｕよりプレ

ドニン２ｍｇ/kg／曰を開始し、入院後911より浮ｉｉｉの

改善、尿蛋''１，潜血も陰性化しました。プレドニン

２ｍｇ/kg／'１を約3OEI間行い、その後、13ｍｇ/kg／l」

に減し,{後も'1]i発がないことを確認し、退院となりまし

た。

三例１１は、母体のエコー検査で抓娠20週頃から脳室

拡大を認め、空il院産婦人科にて帝上切|ﾙ|でｌｌｌ′|こしたベ

ビーです。UL1院脳神経外科に全麻1W:~卜でVPシャント

の手術・術後管蝿をお願いしながら、胎児期水頭症の

原因を検索し、松果体部にある腫瘍による''111Ｍ<近圧

人垣市民病|院小児科後期研修医の沼田侑也と申しま

す。小生は滋賀医科大学を卒業して２年間の大垣lljEと

病院初期研修を終「し、３年'二Iの後期レジデントとし

て勤しんでいる所存です。当院では初期研修の期|ＡＩの

うち約１年半で令科をローテートします。そして残り

の約６か月llUは選択ローテートになります。そのロー

テートとは１１)||に)ｌ３－４Ｌ１程度の救急外来J１１百、１１

直があります。当院には小児科、新生児科、小児iiIT環

器科があり、私は６力)lをおよそ３等分してお世話に

なりました。わずか６か月間でしたが、様々なことを

勉強させていただきました。初診時には非常に重椛で

したが元気に退院していく患者さんに勇気づけられた

こともありましたし、７１１篤で時には亡くなるAL1者さん

を目の前にして涙してしまうこともありました。－化

忘れることのない'１邦ｌでした。

さて、当院では後期(Ｊ１修として１年間は一般小ﾘj科

を、１年間は新生児科と小児循環器科で研修を積むこ

とになっております。現在３年目になり正式に小ﾘ,l科

のスタッフとして配属され、責任を感じながらそして

身を引き締めながら［|々の診療にあたっております。

現住は小児科当UjIを行い、主治医として入院患者を担

当し、週２－３コマの外来を行います。小生はまだま

だ駆け|Ⅱしの小ﾘd科医ですが、８ヵ｣EIが経過した4,1住

ではlilll染みの出荷さんも墹えてきました。小ﾘd科､'111LL

巾に「今'三1の当'１１〔が先生でちょうど良かった｡｣、人|坑

旭者さんで「また今lrllもお願いしますね｡｣、外来では

「３診希望で」といって受診される方、そういった方

が少なからずいらっしゃることが最近の喜びの１つと

なっております。一般小児科としての1年間は残すと
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ころ４ヵ月となり、来年度は新生児科、小児循環器科

でお世話になります。精進してまいりますので、今後

ともご指導ご鞭燵のほど宜しくお願い申し上げます。

療に還元できるよう、日々、勉強していきたいと思い

ます。

後期研修医の体験

岐阜市民病院小児科111下達也後期研修医の体験

岐阜市民病院小児科豊島由佳

2013年４月から'1皮阜市民病院小児科に赴任しました

2006年卒業の山下達也と申します。兵庫県での５年間

の後期研修医の体験について略歴と共に記したいと思

います。

私は各務原市に生まれ、岐山高校を卒業後、九州大

学理学部生物学科に進学しました。大学院修士課程在

籍中の電話朴|談ボランティアをきっかけに精神科医を

志すようになり、名古屋大学医学部に入学しました。

札'幌市の勤医協中央病院での２年間の初期研修終了

後、兵庫県立こども病院の小児科研修プログラムに参

b11し、後期研修を５年間受けました。

最初の１年間は兵庫県立淡路病院小児科で一般小児

診療を学び、後期研修２年日からはこども病院で新生

児、救急集中治療、循環器Ⅵ血液腫瘍の各科を３か月

ずつローテートしました。３年目は各自の希望に応じ

てローテート先を決めることができ、私は血液腫瘍科

と代謝内分泌、そしてもう一度淡路病院赴任を選択し

ました。そして４，５年目はフェローとして、液腫瘍

科に在籍し、白血病や脳腫瘍、固形がん患者の診療に

携わってきました。

この５年間で頂いた二つの貴重な財産について記し

たいと思います。

一つ目は将来の医師像についての気付きです。こど

も病院は症例数も豊富で、専門性も高く、非常にやり

がいのある医療機関でした。しかし地域の淡路病院に

二度赴任してみて、一般小児診療の楽しさとそれぞれ

の医療機関が担うべき役割があることを知りました。

そして現在私は、｜|皮阜以の、ひいては１１t界中のこども

たちのために何か貢献したいと思っています。関心の

ある緩和医療や漢方、心身医学の臨床経験を積み、こ

どもたちの病気だけでなく、心理社会的背景も含めて

丸ごと診る視点を持ち、家族や地域全体の健康増進も

実現できる、血液腫瘍、移植医療に強みのある小児科

医を|=I指していきます。

そして二つ目は患者さんとの別れの体験です。ここ

にミニカーの写真があります。これは横紋筋肉脈のた

め４歳で亡くなった剛ちゃんという男の子が大切にし

ていたものです。お母さんから形見分けとして頂きま

した。そのミニカーを見たり、お母さんから「|ＷＩ太は

いつも「山下先生は優しいから好きだ」ってよく言っ

てたんですよ｡」と聞く度に、「剛ちゃんに対して恥ず

岐阜市民病院で小児科医として働き８ヵ月が過ぎま

した。この８カ月は私にとってあっという間に過ぎて

いきました。

初めに前期研修医と大きく違うと感じたことは、

|]々の外来診療です。これまでは前期研修医として救

急外来の患者さんの対応と各科の入院中の患者さんを

中心に診療してきました。救急外来での診療はその場

限りで毎回初めて会う患者さんであり、どんな患者さ

んなのだろうと様子を伺いながら診療し、翌曰は専門

科の先生方が診療を継続されていました。４月になり

小児科の外米を始めて、先生方の外来診療を見学して

いたときには気付かなかった大変さと面白さを感じて

います。診療を継続したときに、前回から今回までに

患者さんに起こったいろいろなこと、病気のこと、生

活や家族、学校のことも含めて、家族や患者さんが自

分に話にきてくれるというところに、当たり前のこと

ながらも感動を覚えました。その問に起こった、これ

は話したいと思ったことを患者さんが診察室にもって

きてくれることで、今まで点であった口分の患者さん

との関係が、ぐっと線としてつながったように感じる

と同時に、その診療時|'しⅡに患者さんの’'三|や２週間、

1ヵ月、３ヵ月が詰め込まれていると思うと、とても

大事にしなければいけない時間であると感じています。

またこれまで成人で次から次へと救急外来の対応を

しているときは、トリアージが先行するため、重症か

軽症かということにぱかり頭がいっぱいで、患者さん

の不安を取り除くということまでできていなかったよ

うに思います。ともすれば、これだけのことで夜中に

きて、と心の中で思ってしまうことも度々あったと反

省します。小児の救急対応でも軽症の患者さんも重症

の患者さんもいらっしやり、救急車から元気そうに降

りてくるこどもや、真夜中に診察室のドアを開けてに

こにこご機嫌に入ってきてくれるこどももいます。し

かし軽症なのに、という気持ちになることはまったく

なく、元気になってよかったね、という安心と嬉しい

気持ちでいつぱいになります。どんなに疲れた真夜中

であっても、このような気持ちで働き続けることがで

きているのは、こどもたちの不思議なパワーのおかげ

だなと感じています。

これからも、こどもたちからもらうこのパワーを診
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かしぐない医師で自分はちゃんといるか？」という声

が聞こえ、背筋がピシッと伸びる気がします。ｎ分を

いつも見守り、正してくれる、そんな小さな「神様」

が自分の中に何人かいてくれます。

最後にマザー・テレサの言葉で締めくくりたいと思

います。

「あなたの中の最良のものを、この世界に与えなさ

い。たとえそれが十分でなくても､気にすることなく、

最良のものをこの世界に与え続けなさい｡」 細
鴎
１
，
１
Ｊ
八
百
唖

，
Ｉ

織
轤

！
‐
忠

マクロライド系抗生物質製剤〔薬価基準収載〕
処方せん医薬品注）

クラリス□マイシン製剤

曰本薬局方クラリス□マイシン錠

ワラ■ⅡＸ錠200
曰本薬局方クラリスロマイシン錠

勿ラロⅡＸ錠ｓｏ",阻用

勿ラ皿Ｘ号i;三二i急騎刀
注)注意一医師等の処方せんにより使用すること

※｢効能･効果｣､｢用法･用量｣､｢用法･用量に関連する

使用上の注意｣､｢禁忌を含む使用上の注意｣は添付

文書をご参照ください。
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蝋駕iiii簔里麟註
函薫篝臺11蕊隷

ＣＬＡ４２２００ｇ７

7７



岐阜県小児科医会報Ｎｏ４８２０１３

－－－

新規開業
－－－

しています。

また発達障害も診察していますが、療育ができない

ので診察と家庭での対応などの話をしています。

３．今後について

現状では外来患者さんも少ないので、障害児（者）

の在宅訪問医療を考えています。開業するまで脳性麻

溥、筋ジストロフィ_などの超重症児の患者さんを数

多く診察してきましたので、小児神経専門医として引

き続き診療していきたいと思っています。状況が許せ

ば、発達障害の個別指導も考えています。

４．開業して心残りのこと

自分の小児神経の臨床経験をしっかり教える、rが

いなかったことです。小児神経領域、てんかん、重症

心身障害､筋ジストロフィ_などは疾患の経過が長く、

１０～20年臨床経験を積んで初めてわかることが多い領

域です。残念ながら、岐阜大学の小児神経分野は、歴

史のある名古屋大や東京女子医大などと差が開いてい

ます。臨床経験の蓄積が伝承されていないことや患者

が分散していることが大きいと感じています。

クリニック開業1年が経過して

すこやかこどもクリニック渡邊宏雄

【開業のきっかけ】

私が勤務医を続けていた40歳代後半になって、これ

まで世話になった先生方や研修医時代の同期が次々に

開業されました。静岡てんかん神経医療センターで指

導してくださった森川建基先生、田中正樹先生、福島

克之先生が50歳代後半からてんかん専門のクリニック

として開業されました。もちろん大先輩の中村仁先生

もそうです。この流れを間近にみていましたが、勤務

医にまだ未練がありました。ひとつには私の小児神経

の臨床経験を誰か後輩の先生に教えて行かなければと

いう使命感があったからです。そんな漠然とした使命

感を持ちながら、長良病院で数年待ちましたが、他の

Drは全く興味がないのか誰も来ませんでした。とう

とう50歳を超え、私の医師としての人生も残りｌ／３

になり、医療状況の変化、国立病院機構の将来に暗雲

がたち始め、まだ進路変更に修正がきくのはいつまで

か？と自問するうちに今でしよ！ということで開業に

踏み切りました。その間なんだかんだありましたが、

クリニック名も地域の名前、自分の名字を冠すること

なく、無難につけようやく平成24年１０月にすこやかこ

どもクリニックを開業しました。

【診療の内容】

１．一般診療

このあたりは診療圏が厳しいので、予想のｌ／２～

２／３で推移しています｡これまでずっと新生児､重心、

てんかん、筋ジストロフィ_、小児神経疾患を中心に

診察していましたので、研修医時代を思い出しながら

やっています。診察が中心です。これまでターミナル

でやっていた医療や点滴や挿管することもなく、技術

的な退行が恐ろしいです。

２．専門外来（てんかん、発達障害、小児神経）

てんかん患者さんは現在10人くらい診察していま

す。長艮医療センターで診察していた難治てんかんの

患者さんが中心です。なかなか発作のコントロールが

できません。他にセカンドオピニオンを求めて受診さ

れます。前医の先生に配慮をしながら、これまでの経

験とてんかん専門医として、丁寧な説明を心がけてい

ます。なぜか簡単に発作が止まる症例は少ないです。

脳波検査は長良医療センターや岐阜市民病院にお願い

最後に診療圏が重なるにも関わらずいつも相談に

乗ってくれる村木敬行先生、伊上良輔先生、優しく指

導してくださる清水信雄先生、福富悌先生に感謝しま

す。

神戸町に開業いたしました

小児･アレルギークリニックinGODO竹中学

Ｈ25年６月に安八郡神戸町に開業させて頂き、５ケ

月が経過致しました（記載時)。今までの経過、現状

などを拙い文章ですが書かせて頂きたいと思います。

開業の過程

【場所の選定】

決意後すぐに開業場所の選定に入りました。どうせ

なら小児科医がいないところでと思っていたところ私

の生まれ育った地域は揖斐厚生病院しかなく、程なく

決定しました。様々なご意見を頂き、ありとあらゆる

道を車、ある時は歩いて探した結果現在の場所に決め

ました。診療圏調査は参考に出来ませんでした。やは

り田舎では車で結構な距離移動するため、都市圏とは

違い一般的な調査は意味を成しませんでした。現在の
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土地は駐車スペースも充分とれ、道からの視認性に優

れたいい土地なのですが、大きな問題が。この土地は

農業振興地域。結局土地を決めたのがＨ22年９川で許

可が下りるのに約２年を要してしまい、開院に２年

９ケ月の時を費やしてしまいました。その間に１１身の

入院や次男の川生､転勤など様々なことがありました。

いている時には｢何でこんな程度で紹介してくるんだ」

「何でもっと早く送ってこなかったんだ」などという

言葉をよく聞きました。早くても遅くても文句がでま

す。多くは緤験の少ない若い医師から聞くことが多い

ので指導医の時には「そうではないんだ。先方には先

方の事情がある。「1分が送る側になったら分かるから、

悪く言ってはいけない」と、注意していましたが、「１

分が送る立場となった今、「送り先の病院でなんて言

われているんだろうな」というのはやはり気になりま

す。もちろん私自身未熟者ですので間違っていること

もあることは追記させてください。

【食物負荷試験】

当クリニックでは食物アレルギーに対する負荷試験

を現在週３Ｕ午前''１に行っております。食物アレル

ギーの患者様がいる限りはアレルギー専門医として負

荷試験は責務だと思っております。勤務医時代から負

荷試験はずっとやって来たことですが、緊張感は消え

ません。恐らくアナフィラキシ－の恐｣怖を知っている

者として,慣れることはないだろうと思っています。さ

らに病院とは違い医師が私しかいないので開業してか

らは余計に緊張しながら行っています。

開業してみて

西濃地域で働いたこともなく、開業が６月というこ

とでどうなるかと思いましたが、予想より患者様に来

院して頂けており感謝しております。なんとか黒字経

営をしております。

【名前で失敗】

クリニック名を小児・アレルギークリニックinGODOと

したところ、大人（ご老人）の方が沢''１来院。また、

小ﾘdもアレルギー疾患の方ばかり。「風邪とかは診て

もらえないんですか？」と、よく聞かれました。名前

がトラブルの原因となってしまいました。

【なんですか？これは】

開院してみて一番大変なことは、とても軽いのだけ

れど経験のない症状で来られる方が比較的みえるとい

うことです。特に皮膚疾患が多く、他院皮膚科で良く

ならないからと受診されます。何冊も本など調べてみ

ても分からない皮膚所見も時々あります。自分のこど

もなら「たいしたことないから様子見よう」と言って

しまいますが、さすがに患者様にはそういう沢にはい

きません｡毎'1が勉強だなと本を読む量が増えました。

勤務医時代にはなかった悩みです。

【紹介】

やはり紹介するタイミングが難しい。総合病院で働

今後

現在当クリニックは受付４名（常勤２名、パート２

名）看護師常勤３名と私と妻の９名でがんばっており

ます。「医療を安心して受けられない地域に未来はな

い」という考えでll々精進し、アレルギー診療、地域

医療に従事してゆきたいと思っております。

〆

lliillilillililiilillllliiI1iI1Illil
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－－－

平成２５年度岐阜県小児科医会で行われた学術講演会
（Ｈ２５．４～Ｈ２５１２）

～－－

第１回学術講演会

（平成25年５月261」じゆうろくプラザ）

特別講演Ｉ

「小児上気道炎～見直しませんか、

いわゆる"かぜ薬'，～」

よしだ小児科クリニック院長吉田先生

特別講演Ⅱ

「小さく生まれた子どもたちの成長と発達

～新生児医の立場から～」

名古屋大学医学部付属病院

総合周産期母子医療センター長

柄院教授里lll昌弘先生

一般演題１

「当院における５歳児検診のお現状と課題

発達障害支援への出発点」

三輪こどもクリニック院長三輪由香先生

一般演題２

「開業医と共有したい症例シリーズその４

当科に通院'|'の小児糒尿病患者の分析」

大垣市民病院小児科伊藤貴美子先生

一般演題３

「難治てんかんにおける新しい治療の試み」

すこやかこどもクリニック院長渡邊宏雄先生

会員リレー企画第６回

「私のクリニック紹介」

吉田医院院長吉川伸子先生

「岐阜県小児科医会における

危機管蝿体制構築の為の初期案その１」

岐阜U1L小児科.医会危機管理委員会

折民クリニック折居’|亘治先生

会員リレー企画第７回

「私のクリニック紹介」

やすだクリニック安田束始哲先生

第３回学術講演

（岐阜県小児科壜医会・東濃小児科医会合''1講演会）

（平成25年10月27日恵那医師会館）

特別講演Ｉ

「発達障害児の支援を長期的視点から考える

￣高機能ASD児の１０年間の追跡調査を通して」

山口大学教育学部

付属教育実践センター教授木谷秀勝先とｔ

特別演題Ⅱ

「アレルギーマーチからみた気管支喘息

Agoodbeginningmakesagoodending」

国立病院機構三屯病院

副院長藤澤隆夫先生

一般演題１

「肥厚性幽門狭窄に対する腕

SlidingWindow法について」

多沿見市民瓶院小児科小田|l嶋貴之先生

一般演題２

「早期診断できた急速巣状細菌性腎炎の２例」

木沢記念病院小児科増江道哉先生等

一般演題３

「先天性第Ⅶ因子欠乏症の経験」

中津川市民病院院長、小児科部長

安藤秀男先生

第２回学術講演会

（平成25年７月２１曰都ホテル）

特別講演

「これからの小児医療」

Keywords-総合医、移行医療、リハビリ、
混合医療、治癒、予防一

岐阜大名誉教授ならびに

平成医療短期人学学長近藤直実先生

一般演題１

「学校検尿のすべて（平成23年改訂)」から

羽島市民病院小児科部長力Ⅱ納正嗣先生

一般演題２

「開業医と共有したい症例シリーズその５

小児アレルギー疾患の診断と新しい治療戦略」

岐阜大学付属病院小児科川本典生先生

一般演題３
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－－－

平成２５年度岐阜県各地区の活動報告

－－－

の要領にて開催させて田く事となりました。万障お繰

り合わせの－ｔごｌｌＩ席賜りますようご案内申し上げます。

謹白

平成25年５月

東濃小児科医会会長市原邦彦

～ＰＲＯＧＲＡＭ～

日時：平成25年６月１１１（士）１５時00分～

会場：多治見市民病院７階「講堂」

岐阜隈多治見'１丁前川'113-43

（TEL：0572-22-5211）

１５：００～【学術情報提供】小野薬砧工業株式会社

～ロイコトリエン受容体拮抗剤、最近の話題～

１５：１５～【束濃小児科腹会総会】

１５：４５～【講演】

～司会～

司会土岐市立総合病院

院長補佐兼小児科部長元吉史昭先生

【特別講演１】（１５：４５～１６：４５）

『忘れられない心に残る子どもたち～３～」

岐阜以立多治見病院小児科

前部長中野正大先生

【特別講演２】（１６：４５～１７：４５）

「最近のアザのレーザー治療』

愛知医科大学医学部形成外科

教授横尾和久先生

共催：多治見市上岐恵那医師会

大垣小児科会活動報告

第421111人垣小児科会学術講演会

議啓

寒気の候、先生方には益々ご清祥のこととお慶び申

し上げます。

下記要領にて第42回大垣小児科会学術講演会を開催

する運びとなりました。

つきましては、ご多忙とは存じますが、万|職お繰り

合わせの上ご出席賜りますようご案内中し|こげます。

謹口

大垣小児科会会長佐久間徹

記

◆曰時：平成25年３月２曰（士）１６：００～１８：００

◆場所：大垣フォーラムホテル９Ｆ「サフラン」

大hI巾万行２丁目31番地（TELO584-81-4171）

【製品I1ii報提供】１６：００～１６：１０

「ワクチンの妓新トピックス」

ジャパンワクチン株式会社

座長大垣市民病院第二小児科

医長倉石建治先生

【特別講演Ｉ】１６：15～１６：５５

「新生児に関する最新の情報』

大垣市民病院第二小児科医長伊東具降先生

【特別講演Ⅱ】１７：００～１８：００

「予防接穂：今後の行方』

独立行政法人lK1立病院機構三重病院

院長庵原俊昭先生

飛騨地区活動報告

飛騨地区地区報告'１３

水口医院水ｕ宏平

飛騨地域は、高山市、下呂市、飛騨市、白川村の３

市１村からなりますので、高山市以外の小児医療の現

状は十分把握していないので、高山市の状況をお伝え

します。面積では東京都より広大な高山市ですが、少

子高齢化､過疎の昨今､人口は10万人をきっています。

今年、飛騨地域の小児医療の大きな出来事は、久美愛

厚生病院小児科の常勤医が開業のため退職されたｌｉで

す。残念ながら、後任医師の派遣はなく、現在は高lll

赤十字病院の小児科医が交代で、週３回午後、予防接

種、′慢,性疾患外来を担当しています。久美愛厚生病院

共催大垣小児科会、岐阜県小児科医会、

大垣市医師会

東濃小児科医会活動報告

束濃小児科医会第８２回総会のご案内
謹蒋時下先生には益々ご清栄の事とお慶び申し上

げます。

さてこのたび、「東濃小児科医会第８２回総会｣を卜記
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小児科閉鎖に伴い、市内の小児科開業医が行っていた

週llljl金曜夜の小児科診療室も終了となりました。市

内小児科開業医は高齢化し、新側,1開業もありません。

拡充された定期予防接種や乳幼児検診を病院、開業の

小児科医だけでこなすのがだんだん|水|靴になってきて

おり、内科系の先生方にも下伝ってもらわないといけ

ない状況になってきています。今年|＃1蛤された予防接

穂の広域化撫業は、｜|頂調に周知されているのか、里帰

り分娩後や、さまざまなfll1由で現住所に住んでみえず

ワクチンを希望するケースが意外に多く、利用者が増

えている印象です。飛騨小児科懇話会は、年二m|高ｌｌｌ

赤|･字病院の山岸先生がｌｌｔ話人となって、病院での貴

IEな症例を中心に、飛騨Tljの先fIﾐや市内の小児科医以

外の）ＭＺにも参hⅡしていただき、開催しています。高

'11赤|一宇病院が二次病院としてｲ了効に機能してゆくに

は、病院にコンビニ受診等で負担をかけぬよう、家族

教育・子育て支援等を行政と連携し進めてゆくことが

大須だと思っています。中核都市と１００kｍ以上離れた

へき地の都ＩＩＪの小児医療は、病院と開業医が信頼を強

め、連携を密にし、限りある医療資源を有効かつ大事

に活川してゆかればと思っています。

Ｌ⑫。

蕊
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－－－

◇特別寄稿４◇

岐阜県小児科懇話会記録
昭和4S年から平成１３年まで

元古務
－－－

年に４１１１|洞催され、毎回多数の小児科医が参加する

小児科懇｢iiIi会はすでに160111以上となっています。若

い研修医の先生にとっては、最初に経験する発表の場

としてtiLl億に残り、ある先生にとっては何''jlも発表し

た思い|｣｣多い研突;会ではないでしょうか。

そのような会の発足当時の記録を残すことを企画

し、元卉務先化にかなり無理にお願いし、また現在世

話人事務局の|l皮阜市民病院副院長の鷹尾明先生、平野

総合病防顧|川兼小児科部長の近藤富雄先生のお力を借

りて、渋る元吉努先生にljj〔稲を頂きました。今回は平

成13年までの記録となりますが、その後の歴史もまた

企画する予定です。

懐かしく思い出して頂けますか。（編集委員後藤

記）

て第１回の会合を卜記の通り開催いたします。

猶御多忙中恐縮ですがお返事賜りたく存じます

lilTiili人元吉本谷凪}Ⅱ

記

１．日時

１．場所岐阜市長森野一色

叫)１K岐阜病院[lLi橘|人Ｉ県立健康院３階研修

室

１．（イ）発会の'１的等及び'''''１両ＴＩ識（諸先生方の話

題提供を期待しています）

（ロ）懇親会

公的病院小児科薑医長会

山之内製薬｜協賛

（〈>発会空i時の公的ﾘ両院とは、'１('立、県立､ThiZ、｜|赤、

厚生連の病院を一括表現したもので、私立病院で小

児科を設貴して居るところは無かった．

当時の医長は松浦章雄（向山曰赤)、長谷111-

雄（大垣｢lj氏ﾘ丙院)、ⅡlulllH子（岐阜Tlj氏病院)、藤

岡敬止(東海中央病院)､鬼頭秀幸(県立多治見病院)、

篠田達（高田病院)、黒田勲（県立|岐阜病院)、野口

周了（中濃病院)、久野雅弘（U｢LIIz下Ｒ温泉病院)、

元吉務（|主|民健康保険羽島病|焼）であった。

［1部'148年公的病院小ﾘ｡科医長会として発足した岐

阜県小児科懇話会は、既に40年余りの月'１を歩いて来

た。記憶をたどって芒をふり返って見ることとする。

小児科懇話会の歴史

岐阜大学医学部小児科学教室50年史「岐阜大学小児

科の五十年」に、鈴木先生に依頼されて「岐阜県小児

科懇話会の歴史」として元吉が書いた。

岐阜県小児科懇｢活会記録

昭和48年～平成１３年

当初から、私が世話人を止めるまでの主なrhF項をこ

こに書きⅡ}すことにした。

◇小児科懇話会の発足

昭和48年に、県卜の病院小児科医長の新年宴会に、

ご出席の加藤教授が、こうして宴会するのも良いが、

診療・学ⅡⅡその他、気軽に話し合える会合を|＃|いては

どうかとのご発言にもとづいて、４月に１Ｗ両院で発足

した。黒Ｈ１先牛の司会で､hl1藤教授も出席された。色々

話があり、簡蝋な症例報杵も２例あった。

◇会則や名簿を作らなかったこと

会の発足間もなく、山之内製薬のプロパーに会員名

簿の作成を依頼したところ、加藤先生から作成は不可

とされたと、プロパーから報告があった。この会を唾

iｉｆしいものにしたくないとのご意lf1と、この会が岐阜

大学の関連集会では無いとのお考えと推測して、会ⅡＩ

なし、役員、事務局なしで、世話人で運営することと

した。

力||藤先生は、第l1Iilに川席された後は懇話会におい

でが無く、会の運営は世話人に一任されたと言うこと

と推測し、できるだけ先生のご意lfilに沿うように取り

計らうこととした。

◇岐阜県公的病院の小児科医会（仮称）開催通知

このたび県下公的病院小ﾘd科勤務医を'''心とした集

まりを持ち,Ｔｉな診療上の|(Ⅱ趣や悩みを一緒に考え、

自由に討議する場を持ちたいと思い、その発会を兼ね

◇世話人

111時､病院の小児科医長は、岐阜大学､名古屋大学、

名古隠市立大学、京都府立医科大学、京都大学出身と
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あったが、恐らく加藤教授のお考えで、岐阜大学から

本谷助教授、岐阜大学関連病院から元吉を、県下の病

院医長の代表として岐阜県立病院黒田先生を決められ

たと考える。県内病院であれば、出身校は問題ではな

い、要するに医長の親睦をはかるのみでなく、診療・

学問その他について、目'１１に意ｌＪを交換せよとのこと

であったと考えた。

最初は３人であったが、本谷先生は札'幌に帰られ、

黒田先生は開業され、私１人となった。私が引退して

からは、近藤富雄先生、鷹尾先生他が世話人をされ現

任に及んでいる。

◇会員

当初は医長のみ、第３回から医員も参加、教室員の

参加はこれから後のことになった。

会ⅡⅢ制定の際、折居先生の御指示により、小児科医

と範囲を拡張した。

◇会則の制定

小児科認定医制度発足にともない、研修集会が制定

されたので、研修集会として認定をもらうため、会則

を制定した。会則の作成には、折居先生にﾎⅡ談した。

申請が通り研修集会として５単位が認定された。後に

高すぎるとして３単位に下げられた。

◇会の運営費用

・山之内製薬協賛時代運営費用山之内製薬負担

・協賛なしの時代運営費用なし

・１１社協賛時代運営費用参加者から会費徴収し

費用の一部に当てた。

◇事務処理

当初から、事務的なことは一切山之内製薬に一任し

ていたが、山之内製薬が協賛をやめてからは、鈴木康

之先生、鷹尾先生が担当された。

◇会名

発足時は、岐阜県病院医長会、次回岐阜県病院小児

科会、鎧終的には岐阜県小児科懇話会とした。加藤教

授のご意向を尊重して、地方会とか研究会とか集談会

とか学|川的な名前を避けたのである。

◇会合の記録

折居教授のご意向により、昭和53年３月1411の第４３

回懇話会から、演題を教室年報に掲載することとなっ

た。

◇小児科懇話会の記録

鍼初からの最小限の議事記録を保存していたので、

引退時近藤富雄先生にお渡しした。

◇会場

第三'111の会合から、東海中央病院の藤'''1先生のお世

話で､会場は岐山会館と決まりこの会場が改築のため、

一時会場をサンピアにしたことがあったが、不便なの

で岐阜会館に変更、山之内製薬が協賛辞退後は、鈴木

先生のお世話で、岐阜大学医学部を使用させていただ

いた。

１１社協賛となってからは、未来会館となった。

藤岡先生の思いで

折居先生が、発足20年の冊子発刊に当たり、藤岡先

生が私と懇話会を創始したと書いて居られますが、こ

れは先生の思い違いであります。それほど強烈な印象

を先生に与えた程、藤岡先生の懇話会での存在は人き

かつたのです。

懇話会には毎回Lu席され、毎回２題と記|意して居り

ますが、興味ある問題を提供ざれその話し方が、率,ｉＩ

で、失敗例も、平然と認められるなど、大変ためにな

る症例を伺ったことでした。ご病気で、しばらくお見

えにならないこともあり、若くして逝去されましたの

は、誠に残念なことでした。

◇会合

会合は３，６，９，１２月の第２水曜'１に開催、会合

ごとに次回当番を決め、会合の進行をお願いした。予

め、発言、演題を募集しない口山な運営とし、気楽に

話し合える会合を心掛けた。

多くの先生方のご協力で、会合を続けてこられたこ

とを心からありがたくおもって居る。》
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－－－

舅だより会
－－－

同時接種も出来るもののスケジュールを組むのに大変

なこともありますが、子どものために良き時代になっ

てきました。

少し大袈裟になりますが、将来が無限大に広がりの

ある子どもの命と健康を守る仕事である小児科を専攻

して良かったと思う今日この頃です。

開業４１年を振り返ってみて

高橋小児科･眼科商橘動

私が開業して今年で40年以上を過ぎ、光陰矢の如し

を身をもってしみじみと感じ入る今曰です。｜汁1業後を

振り返り、思いつくままに、とめども無い散文をした

ためます。

開院の１月に、１月生まれの来院の男の新生児が、

今や40歳を過ぎた今曰に至るまで、彼の２人の子ども

共々、私をずっと主治医として来院してくれていて、

彼が曰く「先生の医院と僕は|｢1い年ですね｡」と時々

言ってくれるのには､医者冥利と感じ入るところです。

幼い時に父親を亡くした彼が今や立派な公務輿として

成長している姿をみるにつけ、大変嬉しくなります。

また今までに診察に訪れた児が立派な社会人になり、

医療界、その他種々の分野での活躍を見聞きすると、

自分の子供のことのように喜んでいます。

現在のように夜間体Ｈ時間外救急医療の体Ｉh'|の整備

されていなかった開業して何年間は、深夜に来院され

る患者さんも多くあり、時には一夜に３人のⅡｻﾞもあり

ました。家内と２人での診療で初診であればカルテの

作成時間も要しました｡時には救急車での来院もあり、

帰りはタクシーで帰られるのですが、当時は深夜には

タクシーがなかなか来なくて、私達も震えながらタク

シーの来るまで待っていた厳寒の夜もありました。そ

のようなことが殆どない現在なのに、近所にサイレン

を鳴らした救急車が来ると一瞬ドキンとして緊張する

時期が暫くの間続いていました。

昭和４５．６年頃になるとDPTワクチンの普及にて百

日咳は少なくなり､百曰咳症状の独特のレプリーゼ（ド

イツ語のRepyiseの使い方には現在は異論があり）が

間もなく聞けなくなるだろうと他科を回っていたイン

ターンの先生を呼び、聞いてもらったこともある位少

なくなりましたが、昭和49,50年に岐阜県、愛知県に

もDPT接穂後の死亡があり、一時接種がm111Zされ、多

くの発生がみられました。その時代の午後の診療を始

めたばかりの時間帯に、確か、ノ生後３ケ月でチアノー

ゼを伴った百日咳の児が来院、近くのどこの病院にも

入院がⅢ来なくて、診療を中止して、以前に勤務して

いた大垣市民病院に連れて行き、１１Fなきを得たことも

ありました。今日では救急体制も整備されてこのよう

な事例もなくなり、また予防接椰も異種のワクチンの

関ヶ原と私

関ヶ原クリニック酒井祥症

今l11lG先生より、私の様な者に原稿を依頼されまし

て驚きました。{'1も皆様のお役に立つ事もなく、１１１今

で長い間､自分のペースで仕事を続けている毎E|です。

昭和52年の１月より大学から関ヶ原病|院へ赴任する様

にいわれ、病院に20年間、そしてクリニック開始より

16年'三1になります。岐阜より関ヶ原にJRで通ってい

ます。病院時代に来院してくれた母親が今はﾈIEI母にな

り、子供達が父親や母親になって、クリニックに来院

してくれています。現在きている子供達が、父親や母

親の子供時代にそっくりなので、驚くやら感心したり

して診療しております。礼||ﾐ)になった杵のお母さん達

と、「お互いに年をとったね｡」と､笑いながら診療そっ

ちのけで話していることも多いです。子供達や、若い

両親のエネルギーにふれて、小児科を選択して良かっ

たと思っています。－年半前より、ボケ防止に45年ぶ

りにピアノを再開しております｡昔と違い指も動かず、

又卉符をとるのもなかなかですが、好きだったピアノ

ですので毎日雑音をだして楽しんでいます。この様な

生活を楽しめるのもクリニックのスタッフの長い|Ｈ１の

助刀のおかげとjILAっております。

隈１ケ原も昔にくらべれば雪も少なくなりました。赴

任した当時は1ｍ以上は降りました。突然の大雪で3

11ぐらい病院にilflまることもよくありました｡近年は、

やはりせいぜい50ｃｍ程度になりましたが､初雪が降っ

てくる時は子供時代にもどった気になり楽しくなりま

す。この関ヶ原は緑が豊かで、大きな伊|次山の裾野の

川です。私の診療室の窓より伊吹山がよく見えるので

見守られている様に思えます。地域の皆様もとても良

くしてトさり、仕!}＃をしながら診療そのものを楽しん

でいます。同級ﾉﾋのＯ先生や、原稲依願して下さった

Ｇ先生の様には頑張れませんが、このゆったりとした

生活のリズムを保ちながら､子供達と触れ合いながら、
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診療を続けていくことができることを、希望しており

ます。周囲の拷様の温かさにいつも感謝しつつ、この

拙い文章を終わらせていただきます。

岐阜県小児科医会のさらなる発展を、御期待申し上

げます。ありがとうございました。

性全般てんかんを３例が治療'一'－１です。小児欠ＩｌＩ１てんか

んが１例、中心・側頭部に帆波をもつ良性小皿てんか

んが３例卒業しました｡

てんかんを疑う患者さん、熱性痙蟻を３１且|以上起こ

した態者さんを紹介いただければ幸いです。脳波は原

11'''二曜口の午後に検査を行いその'」に結果を説明して

います。

その他AD/H､のお子さんを15名主にコンサータで

治療中で、私のクリニックのホームページをご覧に

なって、東濃や中濃からも患者さんがいらっしやてい

ます。

ＡＤ/HDの患者さんを診せていただいて感じるのは、

いかに家族の子どもに対する接し方が大切であるかと

いう事です。先日４年生のA､/H､のおＰさんの相談

にご両親が来院され、いかに本人の11専心を高めるか

というお話をしたところ、お母さんがお子さんに対す

る接し方（今までは叱ってばかりいたが、良い所をと

にかく褒める）を変えた事により子どもが見違えるよ

うに変わり「もうコンサータを飲まなくていいですか」

と電話をいただいたときは、幸せを感じました。開業

10年を迎え､あと１０年は急性疾患､予防接穂を頑張り、

65歳になったらもう少しゆったりと子どもの心を診れ

る小児科医になりたいと思うようになりました。

妓後に、クリニックの金銭管flu、労務袴瑚を含め、

全面的に私を支えてくれる事務長の家内に雄大限の感

謝をしています。

私のクリニックの紹介

あさのキッズクリニック浅野純一

私は平成15年11月に茜部にクリニックを開業しまし

た｡開業して今年のlln1911で|#|業１０年を迎えました。

開院にあたってのⅢ念は、「的確な医療と"心のiMi

足・安心''を提供し患者さんに信頼され選ばれるクリ

ニックを目指します」にしました。

具体的には①｢親しみやすさ｣明るく清潔なクリニッ

ク、元気な挨拶と、こちらから笑顔で対応､チームワー

クを大切にします。②「患者さん、お母さんをはじめ

とする家族の心配、不安の解消」患者さん、お母さん

をはじめとする家族が心'111や不安に思っている事の情

報を誠実、謙虚に把握します。お母さんが聞きやすい

環境を整えます。札|手の立場に立って親切に説明を行

います。③「最新の医療サービス_日頃から勉強し知

識と技術を身につけます。としました。

外観はディズニーランドのイクスピアリを意識して

造り、隔離の患者さんの入り口、診察室を別に作りま

した。開業にあたっては、かねむら子どもクリニック

の兼村敏生先生にいろいろとアドバイスをいただきま

した。院内処方であらかじめ体重に応じて約束処方で

薬を作っておき、患者さんにお渡ししています。カル

テはまだ紙カルテで、レントゲンは２年前にデジタル

化しました。

現在のクリニックのスタッフは看護師常勤２人、

パート２人､事務は常勤２人､パート４人の体制です。

皆、笑顔を忘れず頑張っていてくれてます。

現在、学校医、保育園の園医、障害児施設の嘱託医

をlか所づつしています。

小児科、アレルギー科を標傍していますが,私の専

門は小児神経なので、くの小児科の久野保夫先生のア

ドバイスで、開業３年'三Iに脳波計を導入し、てんかん

や熱性痙騒を繰り返すお子さんの診療もしています。

現在、特発性局在関連性てんかんとして、中心・側頭

部に鯨波をもつ良性小児てんかんを３名、後頭部に突

発波をもつ小児てんかんを２名、症候性局在関連性て

んかんとして側頭葉てんかんを７名、後頭葉てんかん

を２名、特発性全般てんかんとして、小児欠伸てんか

んを２名､若年欠伸てんかんを２名､若年ミオクロニー

てんかんを２名、覚醒時大発作てんかんを1名、症候

Ⅲ霊

ロードバイクと私

羽島市民病院小児科力Ⅱ納派liilii

以前の私はかなりのメタボ体型でした（今は違うの

か？などとツッコミを入れないようにお願いします)。

改善したいと思うのですが、運動をする時間があり

ません。そこで思いついたのが通勤を運動にすること

でした。我が家から勤務先まで片逆17kｍを口転車通

勤することにしたのです。2005年のことでした。しか
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し、ママチャリではモチベーションが維持できないの

でロードバイクを購入しました。幸いなことには循環

器の先生が私の数か月前から同じことを始めており、

仲間もいました。雨や雪の曰は当然、口動車です。

そのうちに皿勤だけでは物足りなくなり、ロード

レースやヒルクライムレースに参加するようになりま

した。鈴鹿サーキットを走ったり、伊吹|｣」・乗鞍岳・

御嶽山を登ったりしています。

その後、勤務先にも仲間が贈えてきました．今では

部員十数名のFl枢車部が発足しています。先Ｈも琵琶

湖1週ツーリングに州かけてきました。

さらにフットワークレーシングというTh氏チームに

も所属しておりトライアスリートである持園医院の若

園Ⅲ｜裕先生もチームメイトです。このチームでは毎週

末に忠節橋から薄墨桜とか木再三111公園まで集ｌｉｊＩ走行

の練習をしています。

最近では通勤もただの移動ではなくレースのための

トレーニングになってきました。時間に余裕があると

きは通勤途中に金華Ⅱ|ドライブコースを管ったりもし

ています。

そん,なこんなで走っていますと1年間で１万キロ、

獲得標高１０万メートル、消費カロリー207Jカロリーく

らいになります。つまり、年間で脂肪22kgのダイエッ

ト効果があるはずです。実際には走り始めた最i初の１

年で５kg減ったのですが、それ以後は横ばいです。食

q三活の改善が重要であることを痛感します。

今後の課題は食生活の改善を行い、体重を減らして

パワーウエイトレシオの向上を図る゜そして、苫下な

ヒルクライムのタイム短縮につなげることです。

思いつくままに脈絡もなくロードバイクのことを書

きましたが、諸先生方には学校検尿や小児腎疾忠の子

供たちのことで大変お'11:話になっており感謝しており

ます。今後もよろしくお願いいたします。

最後にほとんどの先生には訳のわからないモノ口

慢。Ｒ転申は２台保有しており１台は数年前までツー

ルドフランスでも走っていたTREKのMadone6シ

リーズSSLでシマノの電動変速機が付いています。も

う１行はPinarelloのシングルギアバイクのLungavita

です。白慢のホイールはCOKISOのヒルクライマーと

CycleopseのＧ３ハブにEnveのデイープリムです。

えらませんでした。

若い問に10カ所ほどの関連病院に勤務し、多くの先

生方にお'１t話になりました。最後の関連病院で最初の

子を授かり、２か川の産休で復帰しました。子どもを

保育園に預け、中耳炎も繰り返し、ＲＳにもかかりま

したし、ロタも経験しました。２人月は32週で切迫と

なり、１か川入院しました．１歳の子を実家に預け、

私はベッドの上で横になっているだけでした。無事３６

週で出産しましたが､ミルクを20cc程しか飲まず､ずっ

と寝ている子でした。３人しIは開業してから授かりま

した｡環境から入院させることは困難で､ロタにかかっ

た時は随分ひどかったです。

子どもを育て、仕事もする、自分にとって都合が良

いだけですが、実際に子育てをしていると、その経験

が役に立つことがあります。子は親のしつけ次第と

思っていましたが、うまくはいきません。悩みながら

子も親も成長していくものなのでしょう。いくつかの

小さな困難を乗り越えてきました。

｜|常診療では、ほとんどが感染症です。しかし、診

察が終わりかけたところで「先生、聞きたいんですけ

ど…」と迫力'1されることがあります。感染症が多い冬

などは、これで時間を要し、快く思っていませんでし

た。結局、解決しない悩みも多いですが、私Ｆ１身が経

験したこと､考えてきたことなどを参考に話すだけで、

元気な顔になって帰っていかれることがあります。時

間をかけ、他の患者様をまたせてしまったけれど、私

自身、心が温かく縄くなるのを感じます。市の４か月

検診でひどく肌の荒れたお子さんとⅢ会いました。お

母さんは泣いてみえました。その後、何度か話をし、

結局は高次医療機関へ紹介させて頂きましたが、１０か

月検診で再びお会いしました。笑顔のお母さんをみた

ときには、私も幸せを分けて頂いたような気持になり

ました。

たいしたことはできません。でも日常診療の中でお

母さんが元気になれるように、私、身も元気な母親の

－人として子育てを続けていきたいです。

今あるのは､これまでの周りの皆さんのおかげです。

関連病院でお|廿話になった先生方、看護師さん、薬剤

師さん、技師さん、今一緒に働いて頂いているスタッ

フ、そしてこれまで(1)会った患者さん、もちろん私の

家族も。皆さんに感謝しながら、これからも仕事を続

けていきたいです。

同じ気持ちになれること

竹本雅ｆ

大学入試の面接で女性教官に、女性が仕事をするこ

とをどの様に考えているかと聞かれました。うまく答
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平成24年度母子保健講習会に参加して

浅井俊行キッズクリニックありす

平成25年２月27曰に日本医師会館にて、平成24年度

母子保健講習会「子ども支援曰本医師会宣言の実現を

目指して－７」が開催され、参加しましたので、報告

させていただきます。

まず横倉義政日本医師会長の冒頭の挨拶がありまし

た（今村定臣常任理事による代読)。そのなかで「我

が国の将来を担う次世代の健全な育成は、国の責務と

して推進すべきであり、地域社会が一体となって取り

組む必要がある．」という主:旨の発現ありました。我々

小児科医にとって頼もしい発言と思いました。

午前中は２題の講演がありました。

講演ｌは、横浜市立大学附属病院病院長平原史樹

先生による「|U生前診断の新たな展開とその課題」で

した。そのなかで今話題(社会問題？）となっている、

母体血を用いた出生前診断についての具体的な方法や

問題についてのお話がありました。その診断方法の根

本は単に`21番染色体の数が,'通常より"多い'，時、“ダウ

ン症の川能性がある，，というものと知り、驚きました。

講演のなかで、石田純一・東尾唖子夫妻の話もでまし

た。検査でダウン症の疑いがあるとの結果がH｣て、羊

水検査を薦められたのですが、結局羊水検査をしませ

んでした。その後ダウン症ではない赤ちゃんが牛まれ

ました。羊水検査をしなかったのは、踊子さんの「ダ

ウン症児なら、ダウン症として受け入れ、育てる｡」

という強い意志があったようです。出生前診断を推進

するならば、このような人間としての多様性を尊重す

る考えを醸成する必要があると強調されていたのは印

象的でした。

講演２は、慶応義塾大学医学部産婦人科教授吉村

泰典先生による「わが国の生殖医療の未来に求めるも

の」でした。そのなかで体外受精・胚移植による治療

による治療成績や、凍結胚による妊娠などの現状につ

いて詳細に解説していただきました。クリニック小児

科医ではなかなか知りえないことを勉強できて有意義

でした。またそのようにして生まれた子どもの長期予

後（発達、発育、易感染性など）を調査する必要があ

るとも強調されていました。

午後は「小児保健法をめぐって」という題でシンポ

ジウムがありました。

「小児保健法について｣、「英国の小児保健政策｣、「育

児保険（子育て基金）構想｣、「子ども子育て支援新制

度（関連３法）について」という演題でパネリストの

講演があり､その後総合討論が行われました｡正面言っ

て（私の理解力不足、勉強不足が原因と思いますが）

よくわかりませんでした。ただわが'五|の社会保障制度

が、欧米諸国に比し、高齢者支援に偏重しており、子

育て支援策をもっと積極的に打ち出すべきだ…という

点は同感できました。

以上が母子保健講習会の報告です。私はすべて剛解

できたわけではありませんがい普段接することの少な

い分野での勉強ができ参加してよかったと思います。

先生方ももし機会があれば参加されることをお勧めし

ます。

(i弄る辺
曇爵統`』
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平成25年度岐阜県小児科医会総会報告

Ｌ平成24年度岐阜県小児科医会会計報告書

収入

年会費（小児保健協会会費を含む）

Ａ会員９９名×１００００円＝990,000

Ｂ会員２８名×5000＝140,000

小児保健協会111名＝111,000

広fLf費

講演会会徴

小児保健協会

利,'６Ａ

Ⅱ、平成25年度岐阜県小児科医会会計予算案

収人

年会費（小児保健協会会費を含む）

Ａ会員１００名×１００００円＝1,000,000

Ｂ会員２８名×5000＝140,000

小児保健協会110名＝110,000

広告費

講演会会費

小児保健協会

利息

1,241,000 1,250,000

610,000

358,000

１５，０００

2,494

600,000

250,000

15000

2,000

収入計(A）

前年度より繰越

収入計(C）

：
十
－

一一一一口

へ
ロ

2,226,494

4,719,785

6,946,279

2,117,000

支出

会報誌印刷料

会議費

交際費

慶弔費

出張費

事務通信費

医会合同事務センター

講演会講師料

協賛金こどもの健康を考える集い

岐阜県小児保健協会会費

930,000

100,000

27,000

20,000

100,000

250,000

350,000

130,000

100,000

110,000

支川

会報誌ＥＩﾙl111料

名簿印刷料

会議ffi（会館使用料含む）

備,Ｈ１費

交際費

慶弔費

出張賀

事務通信費

医会合何事務センター分担金

協賛令こどもの健康を考える集い

岐阜UIL小児保健協会会費

934,500

108,150

１５，０６０

33,000

5,700

0

46,380

224,985

250,000

100,000

110,000

合計 2,117,000

Ⅲ平成24年度岐阜県小児科医会会計監査報告

監事Ｈ１'１

監事小倉

支出計(B）

収入(A)－支出(B）

収入計(C)－支出計(B）

25年度へ繰越

彦
子

徹
宣1,828,775

397,719

5,117,504

5,117,504 Ⅳ、岐阜県小児科医会会誌第47巻を平成25年３月１８日

発刊

霧

雌驍
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平成25年６月８曰（土）大阪市中央公会堂

第２ＳｐＢ本小児科医会総会報告

加納芳郎、矢嶋茂裕、素肌英明

大阪｢hの御堂筋に群集する近代的ビルに埋もれなが

らも、中之島公園には明治、大正期の西洋建築物があ

る。その中で煉瓦の壁に緑青色の屋根これが「大阪市

中央公会堂」であり今回の医会総会フォーラム会場で

ある。1918年|＃|業し、講演、集会、コンサートや演劇

に使lllされてきた公会堂である。近代建築に対比した

この建築物には大正期、昭和を生きた大阪の人々の思

いがこの建築物を優雅に輝かせ対比しているし、石造

建築物に対し私は西欧文明の象徴として心躍る者であ

る。総会が開かれた会場は幾多のコンサート、演劇に

用いられたにちがいない。この大阪小児科医会の会場

選択に敬意を表したい。

松平会長挨拶にはこの20年に〕ＦＩＬぶ小児保健法制定に

進歴が認められてきたが、今年成育基本法にその名称

を変Luすることになった。会長挨拶によれば成育基本

法とは胎児期から新と生児期、乳幼児期、学童期、思春

期を締て次lⅡ:代を育成する成人llJlまで至る「人のライ

フサイクル」の過程で生ずるさまざまな健康問題を包

括的に捉え、それに適切に対応するflM念法である。

次に基本領域専門医として総合診療科を認めたこと

は医療体制、医療制度の変化を起こす可能性。日本小

児科医会による「地域小児科総合医」認定制度の必要

性に触れられた。

ワクチンについては、さらなる定期接種化が必要で

引き続き関係団体に働きかけてゆく!}Ｉが必要である。

さらに－部の地区医師会によるワクチン事業にたいす

る負担会、予防接種料金のカルテル|H|趣に言股し会長

挨拶が終了した。

その後事業報告に移り各部会報告があるが、それに

ついては印象に残ったものだけを報告する。この年度

の総務、庶務報告で小児保健法、地域小児総合医委員

会が各種委員会比して多くのの開催機会があり、医会

の方|<１１件を改めて感じた。経fI1部の報告で東||本大震

災に対する24年度寄付金について報Ｉ１ｒがあり和光堂か

らの500万ﾄﾘ、岐阜県小児科医会からの50万''１の寄付

報f11Eがあり人変な謝辞をいただいた。｜|皮阜県小ﾘ11科医

会からの寄付報告とそれに対する謝辞は岐阜肌小児科

医会会員の震災地への協力によるものである。しかし

24年度の寄付は前述した２件のみで改めて震災に対す

る継続的支援が必要とおもわれた。寄付金は震災地児

竜の心のケアー、任意予防接種にあてられており、フ

ロアーから震災地以小児科医会会長から会員への感謝

が述べられた。

公衆衛牛部からはｌか月検診導入にむけてのアン

ケート調杏の|刑始。社会保険部から||皮頃UTL小ﾘ｡科医会

も協ﾌﾞ]した予防接緬協力金アンケートの報fITがあった

が全lIzl的にみても高額手数料を徴取している|炎師会は

少なく妥当といえるとの報告であった。国際部におい

てベトナムに対する新生児､小児心疾患に対する活動、

緯'}1仁''|小ﾘ凸科医会との交流、インドへのポリオ撲滅

運動支援、国際部ホームページに海外渡航行ｌｒ１Ｉけ海外

医療情報提供として海外渡航小児への予防接椰等に関

する情報提供の更新作業中であるとの由･部会報告が

終了し財務、収支報告、監査報告となり公益||的支川

計lllJ1の変史が承認ざれ25年度小児科医会事業報告、予

算案が報告され総会が終了となった。

iIii26年)童l-l本小児科医会総会フォーラムはI「\手県Ｍｉ

岡で平成26年６月１４日（士）１５日（11）である。

麟上蕊裁lilli繩

爵擬蔓篝Ｉ
３

鑿il護憲i｛蝋騨恒
ワ
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理事 会 報 告 記録

◇平成25年１月20曰（日）於じゅうろくプラザ

［行事予定］

1．日本小児科学会東海地方会

平成25年２月３曰名古屋大学

２．第２回日本小児科医会乳幼児健康保健研修会

全国保健研修会(これからの－か月検診を考える）

後援：曰本小児科学会、日本小児保健協会、日本

産婦人科医会

２月１０曰

３．母子保健講習会

２月17日曰木医師会館

４．子どもの急病への対応と事故防止

２月17曰大垣市情報工房５階スインクホール

５．日本小児科医会社会保険全国委員会

２月24曰東京ステーションコンフアレンス４階

（402）

６．第42回大垣小児科医会講演会

７．第14回「子どもの心」研修会のお知らせ

５月12口（士）・１３日（日）都市センターホテル

８．日本小児科学会東海地方会

５月19曰名古屋市立大学

９．岐阜県小児科医会総会講演会

５月26曰

１０．第５回こども心身セミナー

発達障害児の育ちと援助・児童精神医からの提言

６月１１」（士）・６月２日（'三|）コスモスクエア

国際交流センター

11．第24回日本小児科医会総会フォーラム

６月８曰（士）・９日（日）大阪市中央公会堂

［地域報告］

岐阜地域１２月12曰第２回岐阜市救急医療協議会

（折居委員）

西濃地域、東濃地域、中濃地域、飛騨地域

［協議事項］

１．－か月検診について（矢嶋副会長）

ご意見

１）現在産婦人科施設で検診をしているが、効率が

悪いので小児科施設で実行すべき

２）原則小児科施設で行うべき（３名）

３）産科でやっていただいてよい、従来の検診ワク

チン接種でこれ以上は不叫能

４）従来の検診ワクチン接種でこれ以上は不可能、

若い先生にお願いしたい（２名）

５）まず－か月検診の無料化を検討すべき

６）検診無料化についての全国的傾向はどうでしょ

うか

［報告事項］

１．予防接種法改正署名運動のお願い

日本医師会誌最新号添付「７ワクチン定期接種化

への予防接種法改正」に向けての署名運動開始。

署名用紙は２月22日返送のこと。

２．次期日本小児科医会評議員加納芳郎矢嶋茂裕

予備評議委員市橋寛平野量哉

３．内藤箒一郎賞推薦について

４．日本保育園保健協議会全国研修会主催について

５．外来小児科名簿使用について（矢嶋副会長）

６．予防接種委員会報告ならびに予防接種一般（矢嶋

副会長、佐久間孝常任理事）

７．２０１２年度重症心身障害児者問題担当委員の活動報

告．（折居先生）

８．２０１２年度危機管理委員会活動報告（折居先生）

［新入会員紹介］

渡邊宏雄先生

すこやかこどもクリニック

〒500-5323岐阜市鹿島HU5-l6

TEL253-0108FAX253-0128

◇平成25年４月６曰(±）於岐阜グランドホテル

［行事予定］

１．近藤教授退官記念パーティ

平成25年４月１３曰（士）岐阜グランドホテル

２．日本小児科学会

４月１９曰(金)～４月２１Ⅱ(士）広Ｉ島国際会議場等

３．小児科学会東海地方会

５n19I1名古屋市立大学

次回岐阜大学１０月６曰（日）

４．日本保育園保健協議会全国研修会

一ｍｍ困■
－m■■田

，

9１

アンケート発送72名

賛成もし

くははい
反対

どちら

でも

|TII答

者数

lか月検診無料公費化 1７ １ ４ 2２

産婦人科施設での検診 ６ １４ ２ 2２

産婦人科医師と共同で実施 ３ 1９ 2２

すでに産科施設内で実施 ３ 1９ 2２
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５月19日（日）広島医師会館

５．平成25年度岐阜県小児科医会総会・第１回講演会

５月26日（日）じゆうろくプラザ

次回７月21日（日）部ホテル

次々回１０月27日（日）中津川

６．第155回「子どもの心」研修会

５月25曰（士）～26口（日）

神戸国際展示場〒650-0046兵庫県神戸市中央

区港島中町6-11-1

後期７月27日（士）２８日（日）

７．第５回こども心身セミナー

６月１日（士）～６月２日（曰）

コスモスクエア国際交流センター

発達障害児の育ちと援助・児童精神医からの提言

８．東濃小児科医会総会

６月１日（土）多治見市民病院ｐｍｌ５：４５

特別講演１）「忘れられない心に残る子どもた

ちPart３」

県立多治見病院小児科前部長中野正大先生

２）「あざのレーザー治療について（仮称)」

愛知医科大学形成外科教授横尾和久先生

９．第24回日本小児科医会総会フォーラム

６月８日（士）～９日（日）大|坂市中央公会堂

10．岐阜県小児懇話会

６月12日（水）じゆうろくプラザ

［報告事項］

１．平成24年度岐阜県小児科医会報発刊

２．岐阜県小児科医会名簿発刊

３．日本保育園保健協議会全国研修会へのご協力依頼

４．大垣小児科会との合同講演会を隔年開催とした

［地域報告］

岐阜地域１２月12日第２回岐阜市救急医療協議

会（折居委員）

岐阜県PTA連合会について

西濃地域大垣小児科会の広域化(佐久間会長)、

東濃地域多治見市民病院新装した会場での東濃

小児科医会総会開催（市原会長）

中濃地域関市では平曰20時から22時まで医師会

員が交代で中濃厚生病院において夜間１次救急

に対応している（兼村常任理事）

飛騨地域

［東海地方会報告］

1．専門医制度における研修プログラム整備指針

２．要望書：死因究明制度の一環として、子供の死亡

登録・検証制度を法的に位置づけ、地域ごとに本制

度を行うシステムの構築を要望する

［日本小児科医会からの連絡事項］

１．予防接種週間に伴う救急医療体制の確保について

2．母体血を用いた出生前遺伝学的検査に関する指針

3．福島被災地・避難地の子どもたちおよび自主的避

難の子どもたちへの任意予防接種助成事業

4．予防接種協力金あるいは手数料徴収に関する調査

結果

5．日本医師会における医師法21条の解釈

6．地域総合医検討委員会からの調査報告

[協議事項］

１．予防接種広域化について（矢嶋副会長）

2．県医療センターの夜間急病への小児科医会のサ

ポートについて

3．会費未納入者会員への対応

4．理事会に司会者を置く案

[新入会員紹介］

鹿野和久先生

鹿野クリニック

本巣郡北方町高屋白木２－７７TELO58-324-l222

◇平成25年５月26曰（日）於じゆうろくプラザ

［行事予定］

1．第15回「子どもの心」研修会

神戸国際展示場〒650-0046兵庫県神戸市中央

区港島中町6-11-1

前期：５月25日26曰

後期：７月27日（土）・２８日（日）

２．第５回こども心身セミナー

６月1日（士）６月２曰（曰）

コスモスクエア国際交流センター

「発達障害児の育ちと援助・児童精神医からの提

言」

３．東濃小児科医会総会

６月１曰（士）多治見市民病院（メールで案内

文送付）

特別講演：

ｌ）「忘れられない心に残る子どもたち

Part３」

県立多治見病院小児科前部長中野正大先生

２）「あざのレーザー治療について（仮称)」

愛知医科大学形成外科教授横尾和久先生

４．第24回日本小児科医会総会フォーラム

６月８口（士)、９日旧）大阪市中央公会堂

５．岐阜県小児懇話会

６月１２日（水）じゆうろくプラザ

６．岐阜県小児科医会講演会理事会

７月21曰（日）ａｍｌｌ時～岐阜都ホテル

７．講演会：虐待予防～妊娠中からの虐待予防につい

て学ぶ～（メールで案内文送付）

７月11日（木）１８：００～２０：００
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県医療センター情報交流棟３階講堂

大阪府立母子保健総合医療センター

企Ｉｌｎｉ調査部長佐藤拓代先生

８．日本小児科医会中部ブロック連絡協議会

８川2411（士）ｐｍ４：３０～

ホテルグリーンパーク津

９．中部日本小児科学会

８月2511（Ｈ）津市三重県医師会鮒

１０．東海地区小児神経セミナー

９月14口（士）１４：００～１９：００名古催市立大学

病院中央診療棟３階大ホール

11．小児科学会東海地方会

１０月６１１（||）岐阜大学

次''１平成26年２月９Ｌ１三雨大学

12．全国保育園小児保健学会

平成27年５月17曰（曰）じゆうろくプラザ

［報告事項］

Ｌ岐阜県小児科医会誌発刊配送

２．岐阜県小児科医会名簿平成25年度版

３．平成18年度版からの改定および小児科医会定款の

改定

［地域報告］

岐阜地域：岐阜市民病院小児科当直体Ilillの変更に

ついて

西濃地

束濃地域

中濃地域：関美濃郡士美濃太[Ⅱ

飛騨地域

［小児科学会東海地方会報告］

Ｌ研修記録簿ならびに研修参加証の原本はりつけ

２．総合専門医を基本領域の専門医として加える。平

成29年を目標に新制度での専門医育成を開始する。

［地域医療対策協議会報告］

1．次回地域医療への提言

２．平成25年度岐阜県医会分担金の変更

［合同事務局報告］

産姉人科35万、眼科32万５千円、小児科17〃５千

円、耳鼻科15万円

［日本小児科医会からの要望事項］

１．羽生田たかし先生の選挙推薦および日本小児科医

連盟推薦および同会入会について

２．家庭看護力向上に対するアンケート

［協議事項］

1．勤務医師の入会

２．小児科医会入局のご案内

愛知県小児科医会：Ａ会員277,名B会員127名

岐阜蝶小児科医会：Ａ会員132名、Ｂ会員32名

３．年会費未納者について岐阜県小児科医会会則厳格

適応への提言

４．１か月検診への産科医師との協力体制への現状

5．県の医師会雑誌に小児科医会から投稿を

6．予防接種について

ａ）風疹ワクチンとふるさと納税

ｂ）予防接穂広域化にたいする問題発生は特にな

い

[岐阜県'小児科医会新入会員紹介］

澤路陽一松波総合病院小児科

〒501-6062羽島郡笠松町田代l85-l

TEL：O58-388-O111

［日本小児科医会新入会員紹介］

齋藤理香子｜|皮'１１県総合医療センター小児科

〒500-8717111文lfi県岐阜巾野一色４－６－１

TELO58-246-llll

丸円香奈]≦岐阜県総合医療センター小児科

〒500-871711皮阜県岐阜｢h野一色４－６－１

TELO58-246-llll

◇平成25年７月２１日（日）於都ホテル

［行事予定］

1．「障害児（者）の医療的ケアを考えるシンポジウ

ムin愛知、岐阜、三重」

平成７月2811（11）名古屋大学医学部付属病院

２．（後期）第15回「子どもの心」研修会

７月27日（士）・２８日（Ｈ）

神戸国際歴’J〈場〒650-0046兵庫以神戸11j中央

区港島中町

３．第21回日本小児科医会中部ブロック連絡協議会

８月24日ｕこ）

アスト津ホテルグリーンパーク津

４．中部日本小児科学会

81124日（｣二）８)125日（日）

津市三重りTLl矢ill1i会餅

５．日本外来小児科年次集会

８川３１口（'二）～９月ｌ曰（Ｈ）

福岡'三|際会議場・冊川サンパレス

６．「子どもの感染症と予防接種の理解」

９月１１曰（水）じゅうろくプラザ

７．小児科懇話会

９月12曰（木）じゆうろくプラザ

８．東海地区小児神経セミナー

９月１４曰（二t）

名占屋市立大学病院中央診療棟３階大ホール

９．予防接種者研修会

９月20曰（金）

名占屋市同|際展示場交流センター３Ｆ

10．平成25年度岐阜県小児保健協会総会ならびに講演
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東海'|］央病院内科

〒504-860l岐阜県各務ケ原市蘇原東島NJ4-6-2

TELO58-382-3101

会

１０月３日（木）福寿会館

11．小児科学会東海地方会

１０月６日（日）岐阜大学

次回平成26年２月９日（日）三重大学

12．日本小児科医会生涯研修セミナー

１０月24曰（月）ホテル日航金沢

13．第25回日本小児科医会フォーラム

平成26年６月14日（上)、６月15曰（日）

將岡市民文化ホール（マリオス）

14.束濃小児科医会岐阜県小児科医会合同講演会

１０月27曰（日）恵Hll医師会館

［地域報告］

岐阜地区

西濃地区（佐久間先生）

東濃地区（市原会長）

中濃地区

飛騨地区

［会員への報告］

’１本小児科医会総会報告６月８日

１）小児保健法から成育基本法に名称変更

２）地域小児科総合医

３）定期接種の拡大

４）岐阜県小児科医会への大震災寄付金への謝辞

５）救急委員会（折居先生）

［第２１回日本小児科医会中部ブロック連絡協議会参加

事項］

１．新生児マススクリーニング（折居先生）

２．学校における食物アレルギー（加納先生）

３．ワクチン接種広域化の問題（京極先生代加納）

４．ＡＥＤの普及と効果（折居先生）

５．小児保健法の取り組み（成育基本法）

６．健康診断の広域化（浅野先生）

［会議報告］

１．岐阜県新型インフルエンザ対策行動計画改定に係

る意見交換会

集団接種を採用か？

２．予防接種委員会（佐久間先生）

［協議事項］

１．日本小児科医会入会へのお願い（日本小児科医会

理事桑原先生から）

２．県の医師会雑誌に小児科医会から投稿を（矢嶋副

会長からのお願い）

３．母子保健講習会来年２月日曜日参加者募集及び全

国校医集会参加費の援助について

４骨髄バンク普及映画を作る会

［新入会員］

宮田和子先生

◇平成25年10月27曰（日）於恵那医師会館

［行事予定］

ｌ・岐阜県地域医療県民啓発事業

平成25年10月30曰（水）１４：００～１６：０O

岐阜県医師会階６階大会議室日時

平成25年度第１回指導者研修会「児荒虐待と発

達障害」

・講演「岐阜県における児童虐待防止対策の現

状と課題」

講師村瀬康仁氏

・特別講演「養育環境と脳の発達～児童虐待

を見つめて～」

講師友１１｜明美先生

２．成育基本法制定に向けての集い

１１月９口（士）ｐｍ５：00～６：３０

セミナーその後情報交換会

グランドプリンスホテル新高輪３階

港区高輪3-13-1TELO3-3442-1111

３．児童虐待防止キャンペーン“第６回岐阜オレン

ジリボンたすきリレー，，

１１月１０日（日）

４．第13回思春期の臨床研修会

11月17日ＡＭ９：２０～全国町村会館

５．岐阜県子どもの心の研修会

１１月24曰（日）および12月１５Ｈ（日）ｐｍｌ：００

から受付開始

岐阜県総合医療センター情報交流棟３階講堂

６．小児科学会東海地方会

平成26年２月９口（日）三重大学三重県医師会館

次回愛知医大たちばなホール５月１８１１予備

日として６月1日

７．第25回日本小児科医会総会フォーラム

平成26年６月14日（士)、６月15曰（日）

盛岡市民文化ホール（マリオス）

８．第10回日本小児科医会生涯研修セミナー

平成26年１０月５日（日）

奈良市束大寺総合文化センター

９．平成26年度岐阜県小児保健協会総会および第２5回

岐阜県こどもの健康を考えるつどい

平成26年１０月1611あるいは10月23日

次回テーマ「子どもの事故と発達|璋害」

１０平成26年度岐阜県および大垣小児科医会合同集会

について

平成26年10月５１１（曰）もしくは11月９１１（、）
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１３：００～１７：００

大垣フォーラムホテル

［報告事項］

東海地方学会報告

Ｌ日本専門医機構を制定し2017年度の新しい専門医

制度かスタートする。2014年度中の基幹研修施設お

よび病院群を決定し、2016年度より専攻医を基幹研

修施設が募集する。専門医の資格更新に若干の変更

がある。

２．総合診療専門医が認定され後期研修１年目に３か

月の小児科研修を義務としている。また現状では総

合診療専門医のみ他の専門医と併記可能となる。

中部連絡協議会報告

次|両|長野u,L小児科医会担当

岐阜UiL小ﾘil保健総会報告

１．研究発表の時間厳守

２メインテーマに沿った研究発表が望ましい

［日本小児科医会からの連絡］

１．水痘の報告

２．日本医師会常任理事立候補保坂シゲリ先生

３．福島ロタウイルスワクチン事業終了、及び福島県

小児科医会から礼状あり

［地域報告］

岐阜地域：岐阜市こどもの健康を考える会

１２)11411（士）１３時30分～15時30分

中央青少年会館

特別講演「人とかかわる力」

大垣市民病院小児科部長藤井秀比古先生

両濃地域

東濃地域

中濃地域

飛騨地域からの報告：

今年、飛騨地域の小児医療の大きなⅡ}米と１$は某

リ両院の小児科がなくなった事です。

一人医長としてがんばってみえた某先生が開業

されることに伴い、同病院長が岐大小児科と後任

医師の派遣を交渉されましたが、かないませんで

した。現在は高山赤十字病院の小児科医が、週３

回慢性疾患外来等を担当しています。小児科閉鎖

に伴い、市内の小児科開業医が行っていた週１回

金曜の夜の小児科診療室も終了となりました。ま

た、次年度|両|病院が担当していた市の乳幼児検診

ノｌ２Ｆ１ｌの枠をどうするか懸念しています｡市内小

リ｡科開業医は高齢化し、新規開業もなく、乳検事

業すら回っていかなくなりそうです。人'１１０万人

弱の中核都市と１００Kｍ以上離れたへき地の都市の

小児科医療は見捨てられ、「かつては小児科専門

医がいたな～」ってことになるかもしれません。

［岐阜県小児科医会報告及び協議事項］

１．平成25年度日本医師会主催の母子保健講習会への

参加日本医師会館

２．日本小児科学会評議員の交代

３．岐阜県医師会誌投稿の件及び医会誌編集報告

４．県医会誌への投稿について、医会誌編集変更につ

いて

５．五歳児検診ポスター配布について

6．日本家族計画協会会長表彰授与

7．岐阜県小児科医会誌発刊における協賛協力の是非

について

8．理事会議事録の公開について

[会員移動及び新入会員紹介］

寺本貴英先と腹

寺本こどもクリニック

〒509-0146名務ケ原市鵜沼三ツ池町3-426-1

TELO58-385-5225FAXO58-385-5226

中村こず枝先生

岐阜市立女子短期大学食物栄養学科准教授

への異動

名田匡利先生

なだこどもとアレルギーのクリニック

〒500-838111皮阜市市橋３丁Ｈ９番７

TELO58-271-6626FAXO58-271-6626

鏑
ｊ
蝿

鐸
蝿
（

出挙”錘藪停総厘鋳》珍鶏、】８
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委員会報 告

ＤＫ>【×>Ｋ)＜＞(Ｘ>ﾍﾞﾝペン〔〉◎

;
不定期に開催しています。今後も、小児科医会とし

て地域に貢献できる柔軟性と行動力が必要と考えら

れます。

（学術委員伊上良輔）

平成25年の学術委員報告

）＜)＜〉。<〉(）○ペン(>ＯＣＣ<〉

現在の学術委員の活動内容は以下の通りです。

ｌ）1年に４回の学術講演会の企画および実行

２）秋に行われる「岐阜県小児保健協会総会」での発

表の企画

３）小児科懇話会の企画（もちまわり）

４）不定期に開催される学術集会の企画ｉ

ｌ）学術講演会４回のうち３回を岐阜で開催し、

１回を飛騨・東濃・西濃の持ち回りで開催していま

す。今年は第３回講演会を東濃で開催しました。市

原先生・蜂谷先生には立案・企画・実行において大

変なご負担.ご苦労をおかけし主催していただきま

した。これからも各地域の先生方と協同開催を続け

ていくことが岐阜県小児科医会の成長・発展につな

がるものと考えられます。基本的に一般演題３題、

クリニック紹介１施設、特別講演２演題を企画して

います。講演会の所要時間は４時間と長いですが、

Ｈ本小児科学会研修jEii位が８単位で認定されてお

り、これを維持していくためには現在の形式が望ま

しいと考えられます。一般演題の募集には毎回苦労

します。自然に演題が集まるようになることが望ま

しいと考えます。また、一般演題を発表していただ

く先生方はご自分の専門分野についての詳細な内容

が多いため、通常の学会の一般演題よりも盛りだく

さんで時間の超過が時々あるため、今後は１～２題

に絞ることも検討すべきと思われます。講演会のプ

ログラムは岐阜県小児科医会のホームページに掲載

されていますのでご参照ください。

２）については毎年秋の木曜日に開催されており

小児科医会からの発表も求められています。今年は

三輪先生に「当院における５歳児健診の現状と課題

一発達障害支援への出発点一」の演題で発表してい

ただきました｡演題の選定には毎年苦労しています。

３）前回と今回は小児科医会の担当に関して、折

店先生にすべてお願いしています。今後の関わり方

について議論が必要かと思われます。

４）４回の講演会とは別に、予防接種の内容や方

法が変わる時や迅速に対応すべき事態（感染症の流

行など）が発生したときなどに、講演会や講習会を

l）〉｡…。…｡｡…｡〈〆、

；社会保険委員会よりの報告
。

＞<Jベン＜Ｘ〕ペン(＞(>K)ベン〔＞<〉(）Ｋ２ＫＸ>ＫｊＫ〉。｡<〉。＜><)ペンＣＫ＞Ｃ

平成24年度一般i<|:団法人日本小児科医会社会保険

全国委員会に参加して

日時：平成25年２)124日

会場：東京ステーションコンファレンス

会長挨拶に続き、特別講演として大阪小児科医会在

宅小児医療実践小委員会、田中祥介先生より「在宅小

児医療の実態と在宅診療報酬について」にて、小児科

外来診療料の届川の有無、在宅時医学総合管理料届出

の有無にて在宅療養指導管理料､在宅患者訪問診療料、

往診料の算定出来る組み合わせが異なること。適疋な

診療報酬を算定し診療所も積極的に在宅小児医療へ関

わるべき、との提言があった。

続いて平成26年度診療報酬改定に向けて厚生労働大

臣に提出する「社会保険診療報酬における小児医療に

関する要望書」の報告および検討薑では、最重点要望事

項を、

入院小児医療：

ｌ）過疎地域の地域振興小児科を支援する小児入院

医療管理料に地域振興加算の新設。

２）小児の深鎮静の新設。

外来小児医療：

１）小児科外来診療料の年齢拡大、増点、休日・時

間外加算算定の見直し。

２）乳幼児育児栄養指導料の年齢拡大､および増点。

３）小児アレルギー疾患療養指導管理料の新設。

４）診療情報提供料（１）の照会先の対象拡大（学

校への証明書も含める)。

在宅小児医療：

ｌ）退院時共|U指導１加算の新設。

２）地域連携診療計画退院時指導料の新設（地域連

携パス)。

３）地域連携診療計画退院後指導料の新設（退院後

６ケ月に３凶まで)。
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４）在宅時医学総合管理料算定の見直し。

とすることを確認した。

（社会保険委員若園明裕）

【）

重症心身障害児者問題委員報告

【
Ｘ
Ｘ
Ｘ
】

ｂ◇○･･つ◇○○○ＣＣＣ ○゜<>Ｃ＜>＜>(〉。<ＸＸ)ＣＣＣＫＸ><〉<＞ｏＣ Ｏ＜>○K><>○K>○四

【×)Ｋ〕Ｋ)【)【】ＫＪＫ＞ＯＫ)虹)Ｋ〕Ｋ〕＜〕＜×）く）＜）＜〕ぺ＞（〕［)【〕Ｋ)Ｋ)ＫＸ)K]Ｋ)Ｋ)ＫＪＫ)Ｋ＞ＯＫ)ＫＸ)ＫＸＸＸ〕<Ｘ×〕Ｋ)【Ｘ)ＫｘｘｘＸ＞<)Ｋ×)Ｋ>屯Ｘ)Ｋ)ペＸ>＜〕Ｋ〕

琴
平成24年９月から、重症心身障害児者（重心児者）

の短期入所については各施設の空床状況をオンライン

で確認できるようになりました。

県総合医療センターの重症心身障害児病棟について

は、平成27年をめどに整備される予定です。これは、

県総合の新生児センターの後方支援の目的と、在宅の

重心児者の体調不良時の入院にも対応する予定です。

また、希望が丘学園および希望が丘特別支援学校の

新築工事についても、平成27年度をめどに現在地の西

隣の伊奈波中学校跡地への建没が進行中です。

医療的ケアの度合いが高い重心児者の短期入所にお

いては､超重症児・準超重症児の親の会などを中心に、

県総合の新病棟での短期入所実施の強い希望がありま

す。昨年も書かせていただきましたように、親の会等

複数の関係団体を中心に県に要望を行った結果、保険

診療による入院費用と障害者総合支援法に基づく短期

入所との差額を補う短期入所差額補助金も整備され、

実際の運用が始まっています。

重心児者の基本的'情報やその他の記録を記載できる

手帳として、県、大学、長良医療センターなどの協力

によって「かけはしノート」が作成されていますが、

まだ医療従事者も含めて認知度が低く、今後の利用率

向上に向けて、さらなる周知を図るとともに、利用を

促すために医療機関、福祉施設、在宅での共通の記入

方法によるバイタルチェックの記載を行うなども検討

の余地があります。またかけはしノートのオンライン

化についても検討課題と思われます。

今後も､重心児者問題について､定期的な報告を行っ

ていきたいと思いますので､よろしくお願いいたします。

（重症心身障害児者|川題担当委員折居恒治）

Ｌｊ:iiLiiififY雲filﾐij;IihLiiilL
平成25年７月21曰の第２回岐阜県小児科医会学術講

演会にて、岐阜県小児科医会における危機管理の初期

的検討ということで発表させていただきました。これ

は昨年の総論の考え方を基に、事例を挙げての具体的

検討を、シュミレーション的に示させていただきまし

た。内容としては、1．前回のおさらい、２．平時の

リスク管理の方法論、３．緊急時のクライシス管理の

方法論、４．クライシスの分類の試みに分けました。

キーワードとして、危機、リスク、クライシス、危機

管理（リスクマネジメント)、リスク管皿、クライシ

ス管理、ステークホルダー、事業継続マネジメントを

挙げました。

平時のリスク管理の方法論については、平時におい

ても危機管理すべき事項ごとにワーキンググループ

（委員会)を作り､連絡網と責任者を明確にしておく、

危機の具体的内容の列挙、ステークホルダーの決定、

解決のゴールラインの設定、関係機関との事前調整、

演習、反省会によるフィードバックからなります。

また緊急時のクライシス管理については、緊急連絡

の一報、小委員会の編成と担当委員の確認、小委員会

による調整項目、達成目標、目標期限の確認、小委員

会による行動実施､期限終了後の反省と報告書の作成、

危機管理委員会による報告書のチェックと今lFilの改善

有無の確認としました。

クライシス分類については､最大健康被害による分類、

被害規模による分類、クライシスの情報公開レベルに

よる分類の３つを考えました。３つの分類ごとに点数

化して、マイナーミステイク、シビアアクシデント、

極めて深刻なアクシデントの３つに仕分けすることも

考案しました。

今後、具体的な平時の委員会活動の明確化と、危機

発生時の小委員会立ち上げの際の事前準備を徐々に行

うために、準備委員会設立などについても検討してい

くことが必要と考えております。

以上です。

（危機管蝿委員折居恒治）

〔７゜…｡｡……｡。

小児救急委員会活動報告
８

◎

○○・○○○・○○○<>○＜ｿヨ○回（

岐阜地区２次病院輪番制については、平成25年２月

の会議にて、岐阜県総合医療センターと岐阜市民病院

が当番を担当する現状維持の制度を維持することとな

りました。また、平成25年４Ｈからは、岐阜市民病院

小児科の夜間当直体制が強化され、ほぼ毎曰の夜間入

院対応が可能になっていますが、救急体制のセーフ

ティーネット形成の必要性から、今後の２次病院輪番

制の維持に関しても、引き続き関連病院間や小児科医

会の連携が必要と考えます。
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り、パンフレット、講演会、ミニ講習会を行って

いるところもあります。

例：大阪小児科医会発行のⅢ子など

3．トリアージシステムの構築について

・家庭内トリアージについては、家庭内での観察の

トレーニングについて大阪小児科医会の取り組み

が紹介されました。救急救命士によるトリアージ

では、119番後、救急搬送体制の選択、現場搬送

の仕方について検討されています。

・病|院でのトリアージは、各)iEil院にて取り細みが進

んできております。

平成25年６月４日にＨ本小児科医会総会フォーラム

が大阪で行われ、第３回地域小児救急全国協議会が併

催されました。出席者は各都道府県から61名あり以「

３つの議題について話し合いがありました。メイン

テーマは「家庭看護ﾉJの『,|上」でした。

１．＃8000の利用の現状と問題点

・利用の現状：基本全部の都道府県にて利川。窓口

は１つの県単位や他県とのグループ利用など、業

者利川など、マンパワーとサービスの質の|川題あ

ります。＃7119は消防庁と東京都医師会、東京都

の行っているサービスですが、東京、大阪府、奈

良市、札1幌では#8000との相乗り状態で、＃8000

との使い分けは、＃7119は救急車を呼ぶべきかの

ホ|｣談が主であり、＃8000は、医療関係者に朴|談で

きるなどの違いがあります。相談員研修会の開催

や事例経験、問題解決方法のフィードバックにつ

いては、スキルアップ研修会が１年に１回ペース

であり､情報の集積は厚労省でも行われているが、

各県へのフィードバックはこれからの状況です。

モバイルサイトonlineこどもＱＱは今、受診すべ

きかの知識や対処法を得られる携帯サイトです。

２．家庭看護力向上のための取り組み

・アンケート結果から：パンフ作成、小児科学会の

ＨＰ利111、トリアージの導入が各県でなされてお

日本小児科医会中部ブロック連絡協議会

平成25年８月24L|に三重県津市で、’三|本小児科医会

''1部ブロック連絡協議会が開催され、AEDの辨及状＃１１

について話し合いがありました。岐阜県小児科医会で

取ったアンケートでは、学校、公共施設の設置はほぼ

100％ですが､小児科開業医では、８割台の所持であり、

適切な電池やパッド交換に問題があること、学校での

AEDの使川状UIl、訂||純状況については、把握が'一分で

はないことなどが示|唆されました。

これらのことを蹄まえ、来年度の小児救急委員会で

の活動方針も話し合っていきたいと｣としいます。

（小児救急委員会折居恒治）

明日をもっとすこやかに

●●●

ｍｅＵｕ
経口用セフェム系抗生物質製剤…
処方せん医薬品注）

日本薬局方セフジトレンピポキシル錠

メイアクトMS・錠沮OOmg
MElACTMSo1ABLETS100m8

鰯繊騨il/鰯

経ロ用セフェム系抗生物質製剤｢藁i祗軍miiml
処方せん医薬品注）

日本薬局方セフジトレンビボキシル細粒

ﾒｲｱｸﾄMS圖hj､児用細粒、％

注意一医師等の処方せんにより使用すること

※｢効能･効果｣､｢用法･用量｣､｢効能・

効果に関連する使用上の注意｣､｢用

法･用量に関連する使用上の注意｣、

「禁忌･原則禁忌を含む使用上の注

意｣等､詳細は製品添付文書をご参

照ください。

ＭＥｌＡＣＴＭＳ゜ＦｌＮＥＧＲＡＮＵＬＥＳ１０％

!)j)糠Iﾃﾞ‘

蕊蕊鑓議

ゴ

経ロ用カルバペネム系抗生物質製剤｢藁i腫翠ijinin
処方せん医薬品注）

テビベネムピボキシル細粒

オラペネざ小児用細粒で0％

製造販売元［資料請求先］

MeijiSeikaﾌｧﾉﾚﾏ株式会社
東京都中央区京橋Ｚ‐４－１６

http:"ｗｗｗ・meiji-seika-pharmaにojp／
くすＤ相談室電話(０１２０)OgS-3g6､(OS)3273-353ｓＯＲＡＰＥＮＥＭＦＩＮＥＧＲＡＮＵＬＥＳ１０％ＦＯＲＰＥＤｌＡＴＲｌＣ

作成：２０１２７

9８



零iii､

蕊〃に上轤

惑
縁

蝋露
咀害劃Ｉ薬価基準収

灘
Dｍｃ ■Ａｕ

四入凶■■90U■！

』しＶ

意､ｌ知能・知果に関連する便閉．

ま製吊i添付立露春ご参照＜汗ましﾛＩＰ－－ｒＯ)汗０)目

）天の｜由

寸土'ぜ＝十二二巳Ｌ

インフル･ニュース -{本柿

imJJ霞
丁辮

鰯

蝋騨曇"熟'|i鰯懲‘蛾■■巴繼鑑鍵､鞠、
粥 鐇

匪巽

ｂ汀繊

蝋 酸

｢嚢届璽E束、１ウイルスワクチン類

圧i掘菜画冨1｢顧雇１

ｐｇＵツワス両用液
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●｢効能･効果｣､｢効能･効果に関連する接種上の注意｣､｢用法･用量｣､｢用法･用量に関連する接種上の注意｣､｢接種不適当者を含む接種上の注意」

等につきましては､製品添付文書をご参照ください。

販売提携(資料請求先） 販売元 製造販売元(輸入）

劔・,axosmithK,in・
グラクソ･スミスクライン株式会社
東京都渋谷区干駄ヶ谷４－ｓ－１５

。第一三共株式会社
D副lidM-smll・東京都中央区日本橋本町3-5-1

ジャパンワクチン株式会社
目簡ﾏ都千代田区四番町６

改田年月２０１２年7月

9９
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薬価基準収賊

●●●
イナビル吸入方法の解説動画およびインフルエンザに関する情報は、製造販売元(資料請求先）

インフルエンザ情報webサイト｢インフル･＝ユース」をご覧ください

http:〃ｗｗｗ輿ｉｎｆＩｕ－ｎｅｗｓ・iｎｆｏ

●●●

、mⅡ(hi-Sanlりり

第一三共株式会社
東京都叩'央区日本橋本町3-5-1

2012年２月作成

インフル･ニュース
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会員入 会 会・退

入会）

平成25年４月澤路陽一(松波総合病院小児科）

平成25年５月宮田和子

（東海中央病院心療内科）

平成25年１０月名田匡利

（なだこどもとアレルギーのクリニック）

平成25年11月竹中学

（小児・アレルギークリニックinCODO）

異動）

平成25年４月中村こず枝

（岐阜市立女子短期大学食物栄養科准教授）

平成25年８月寺本貴英

（寺本こどもクリニック）

平成25年９月吉田任子（吉田医院）

退会）

平成26年１月山本杏子（笠松病院）

会員募集のご案内

岐阜県小児科医会は、小児科医だけでなく、地域医療

の一環として、小児医療に携わっておられる先生方に

も多数参加して頂き、幅広く交流して頂くことを希望

しております。

会員や事務局の方に、お気軽にお声かけ下さい。

岐阜県小児科医医会

会長加納芳郎

連絡先）医会合同事務センター

Tel）O58-214-8021

Fax）058214-8038

和、′・・お客様相談室〒101-OO48東京都千代田区神田一町2-14-3
’'二゛００～１７:ｕｏ・・．．ンツトで和、情報を提供しています。ｗｗｗ･ｗａｋｏｄｏｃｏ．

100

－－～

VVO

乳幼児用経ロ補水液 ＯｒａｌＲｅｈ ｙ ｄｒａｔｉｏｎＳｏｌｕｔｉｏｎ

嘩鰡目；

￣￣

アクアライトオーアールエスは

個別評価型病者用食品として

消費者庁の許可を受けました。

アクアライトオーアールエスが許可を受けた内容

本品は体液よりも低い浸透圧に調整し、電解質・糖質を配合

した乳幼児用の経□補水液です｡ウイルス性の感染性胃腸炎

による下痢.O厘吐・発熱を伴う脱水状態における水分・電解
質の補給|こ適しています。

●個別評価型病者用食品とは、特定の疾病のための食事療法
を科学的に評価することにより、「病者用食品」としての表示
が認められた食品です。

＝；（ 回 圧 '５匹含丑;:iEgT■■必乏DII町内 ろ３回≦１
P

の下ｦ丁

:Ijg
正二■

.-ﾌﾟ．

鱈孟子Ⅵ正雇 l副巨

ウイルス性の感染'住胃腸炎による下痢．U圃吐･発熱

などで失われた水分･電解質補給に適した飲料です。

酸味を抑え乳幼児にも飲みやすいりんこ風味です。

水分･電解質の吸収率を高めるため

浸透圧を２００ｍＯｓｍ/Ｌと低くしています。
Ｌ

|…ＨＪ８Ｋ■￣摩一匁■ご己】IBi11E型iZr．｡;Z垂;舌B9ｺ曲■ｎV言エロ■Ｖ７ｍＨⅥｍＵｙＪ百1可BTU、雨■
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編集後記

2008年、福富'|弟先生からに会報の編集の''二輻を４名

の委員（加納、ｌ１Ｉｔｌ田、後藤、奥村）がり|ぎ受けること

になりました。｜矢会報はＢ５からＡ４の大|(Uに装いが

変わり、発行凹数は年２１Ⅱ1からｌｎに減少となりまし

た。学術委員の先生がたのご努刀により、学術講演数

ｶＷ)え、その記録をできるだけ残すことにﾉﾉを注ぎま

した。また特集を組んだり、先'１ﾐがたの声を頂いて褐

戦したりしております。どのようにすれば、会員の先

生がたにllilLI床を持って読んでいただけるのか、ｈＩ１ｌの

ごとく４ｺﾞﾄ'１が集まり話し合いました。途'１－ｌｂⅡ納先''三が

会腫になられ、新しく村木先生が入られ、４人体制の

編集は今ｲｌｉ度で６年１１を迎えております。

医会報を編集するにあたり、委員それぞれの経験

や、他の先生がたとの交流体験が大変生きており、編

集の)産盤となってきました。会報誌は、’肢''1県小ﾘ[l科

医会が社会情勢や医療情勢とともに変化してゆくこと

の記録でもあると考えます。会員の先生がたが真箪に

|欠擁iiTi動に取り$|[まれている内奔を荷しI録させて頂くこ

とが、会報誌に命を与えるものと思っております。

今年度も、ご多忙の''１，多くの先/'２万が１%〔稿をご執

筆lIL1き、大変有難うございました。これからも、どし

どしご寄稲して頂きますよう願っております。

また、医薬品会社の方々には、灰会報の広告を多数

お願いして参りました。快く受けていただき感謝して

おります。ただ医療を取り巻く経済,ｌｉｌｉ勢は厳しく、会

報誌の制作費川の一汗|lとして広杵料を当てています

が、このスタイルもいずれ見直しが迫られるかもしれ

ません。

2013年、日本では、政治絲済が激動の嵐にみまわれ

て混沌とし、2011年に発生した東||本大震災からの復

興も未だ遅々としております。また、世界では、災害

やテロで多くの人々が命を失い、１１本丸だけでなく世

界丸は今後どのような方向に|川かうのか、とてもＩＪ当

がつきません。けれども、会員の先他方には、｜Ｉ々の

生活をこれからも大切にしていただき、ご健康にも十

分ご配慮いただければ、と願ってllこみません。

（2014年ｌ）lliYillll雅子TiLl）

編集委員

委 岡田雅子

後藤力Ⅱ春美

村木敬行

奥村紀子

貝

鍵
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