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【巻頭言】

今後の宮崎県における小児循環器領域に思いをよせて

宮崎大学医学部生殖発達医学講座小児科.分野

講師高木純

早いもので宮崎大学にお世話になり約１６

年が経った。当初，宮崎県での小児循環器

の医療事情も十分把握してない状況での診

療開始であった。私がこれまで可もなく不

可もなく大学での診療を行ってこられたの

は，小児循環器をはじめとする医局の仲間，

そして，県小児科医会の先生方の温かい支

援があったからであり，この場を借り深く

感謝申し上げます。

現在，宮崎大学小児科における外科手術

の治療方針は，単純型心疾患（ASD,VSD,PDA

など）は当院にて手術施行し，ファロー四

徴症以上の複雑心疾患に関しては，福岡，

熊本，岡山での手術依頼を行っている。こ

のような診療体制をとることにより，救命

率の向上が得られている。それゆえに当

院ならびに関連病院循環器外来における単

心室形態のフォンタン型手術症例の増加を

はじめ，複雑心疾患の外来患者数の増加，

成人先天性心疾患患者への対応などが現実

問題となっている。

小児循環器領域は，先天性心疾患児の術

前管理,術後管理,心筋症などの心不全管理，

不整脈管理，川崎病後の管理等多岐にわた

る。以前は，心電図が苦手な小児循環器医

師もそう少なくはなく，心電図，特に不整

脈が敬遠されていた傾向があった。しかし，

フォンダン型手術症例，ラステリー型手術

症例，ファロー遠隔期など，不整脈を生じ

やすい基盤をもった症例の増加に伴い臨

床の現場で遭遇する機会が増えているのも

現状である。

医学の進歩により救命された小児が安心

して居住できるためにも，地方都市に於け

る小児循環器医師は必ず必要であり，その

医師は最低でも循環器領域のgeneralistであ

るべきだと考える。昨今，心エコーなどの

進歩に伴い，若い医師において診断におい

て，まずは心エコーを優先する者が多い印

象を持つ。しかし，基礎的な診断法，つま

りは視診，聴診，胸部レントゲン，心電図

における基礎的知識を持った上での診断で

なければ適切な治療につながる診断には至

らないものと考える。

医師不足の小児科にあって，労働力の面，

また訴訟のリスクを考え敬遠されがちな分
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野であるが，この宮崎県においては永久的

に必要なものである。この分野に興味を持っ

て，明日の小児循環器を担ってくれる若者

が多く現れてくれることを願ってやまない。

数年前に小児循環器においても専門医制が

導入された。どのような患者が来ても最低

限の対応できるスキルをもった，真の意味

での小児循環器専門医師の養成に残りの月

数を費やす所存である。

＞ｊ:
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平成２４年度宮崎県小児科医会春季学術講演会

平成２５年３月１７曰（曰）
１４：００～１７：３０

宮崎県医師会館

とき

ところ

【特別講演Ｉ】

予防接種における宮崎方式について

宮崎市健康管理部

部長伊東芳郎

予防接種行政については，昨今めまぐる

しい動きがあり，平成２３年から，小児用

肺炎球菌ワクチン，インフルエンザ菌ｂ型

(Hib）ワクチン，子宮頸がん予防（HPV）

ワクチンの接種費用助成が始まった。また

平成２４年秋には，ポリオ不活化ワクチンが

導入され，平成２５年４月から小児用肺炎球

菌ワクチン，Ｈｉｂワクチン，ＨＰＶの３ワク

チンは定期接種化されたところである。

また，厚生労働省の厚生科学審議会感染

症部会では，これら３ワクチンのほかに，

水痘ワクチン．流行性耳下腺炎ワクチン，Ｂ
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型肝炎ワクチン，成人肺炎球菌ワクチン及

びロタウイルスワクチンの定期予防接種化

についても検討されているが，導入すると

の結論には至っていない（注：平成２５年３

月末現在)。

さらに，①長期にわたる疾病等のために

定期接種の機会を逃したと認められる者に

対して，接種可能となった時から原則２年

間予防接種の機会を確保，②結核の定期接

種の対象者を，生後６月に至るまでの間に

ある者から生後１歳に至るまでの間にある

者に拡大，③予防接種制度上の副反応報告

と薬事制度上の副作用報告を厚生労働省に

一元化するといった報告事務の簡素化等と

いった措置も講じられた。

このように，国においては，ワクチンギャッ

プをはじめとする諸問題を解決すべく様々

な措置を講じつつある。それでも予防接種

の内容自体については，ＷＨＯが全ての地域

に向けて予防接種を実施するよう勧告して

いる疾病・種類と比較すれば十分とはいえ

ない状況である。

そこで，宮崎市では，①任意の予防接種

ワクチンの助成を行うことで接種率を向上

させ，疾病の発症及び重症化の防止ならび

にその流行の予防を図ること，②ワクチン

接種費用の一部助成により保護者の経済的

負担を軽減することを目的に，平成２５年度

から，ロタウイルスワクチン,水痘ワクチン，

流行性耳下腺炎ワクチン，Ｂ型肝炎ワクチ

ン及び成人肺炎球菌ワクチンの接種費用の

助成をすることとなった。接種時期につい

ても，可能な限り厚生労働省の審議会で議

論された内容と一致するように設定したが，

水痘ワクチンについてはあいまいなところ

があったため，曰本小児科学会が推奨して

いるように１歳から２歳に至るまでの間に

２回接種することとした。

なお，基本的な考え方として，任意接種

でもあることからワクチン費用相当の費用

助成を行うこととした。すなわち，予防接

種費用自体は各医療機関にて自由設定とし，

被接種者（保護者）は，会計窓口にて助成

額を差し引いた金額を支払うことになる。

創奇市の)新たな予防接種事業の目的及び導入する予防接種

｡Ⅱ任意の予防接種ﾜｸﾁﾝの助成を行うことで接種率を１６ｮLとさせ､疾病の発症■
及び重症化の防止並びIごその流行の子B観E因るbＪ
ｎＴＷが ｊＩ
ｉ．１．’
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さらに，定期接種の単価設定についても新

たな枠組みにて行い，同時接種を推奨しや

すい環境を整えたところである。

このことについては，市の財政事情が厳

しい折，宮崎市郡医師会小児科医会をはじ

めとする関係者の方々の絶大なるご協力と

熱意により実現できたものであり，改めて

謝意を表したい。

結果，１７疾病の予防接種及びその助成額

は全国でトップクラスになったものと理解

している。改めて，ＶＰＤ：ワクチンで防げ

る病気は，予防接種で子どもを守るため，

医療機関，行政が一体となり，予防接種事

業を推進してまいりたい。
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【特別講演Ⅱ】

感染症としての小児う蝕の病因論とその予防

長崎大学医歯薬学総合研究科小児歯科学分野

教授藤原卓

レンサ球菌で、どちらの菌種もグルコシル

トランスフェラーゼ（glucosyltransferase，

GTF）という酵素を産生します（図２)。こ

う蝕（むし歯）は母子感染によって伝

播するミュータンスレンサ球菌（mutans

streptococci）による感染症です（図１）。
－１，「￣－－－－－－

】Ⅱ【

図１

歯面には口腔細菌とそれらの細菌が産生す

る多糖類からなるバイオフィルムであるデ

ンタルプラーク（dentalplaque）が形成さ

れます。このデンタルプラークこそがう蝕

の発生要因です。デンタルプラークの細菌

数は湿重量１９あたりlollを超え、これは

糞便と同じレベルです。最近の研究によれ

ば、その細菌種は７００種以上と報告されて

おり、培養できない菌をも検出可能なＤＮＡ

レベルでの解析では１０００種を超える細菌

が棲息していると言われています。

ヒトラ蝕の原因菌はStreptococcus

mutansとStreptococcussobrinusという

図２

のＧＴＦこそがう蝕の大きな病原因子となっ

ています。ＧＴＦはスクロース（砂糖：グル

コースとフルクトースが結合した２糖）を

加水分解します。同時に得られたグルコー

ス残基を結合してグルコースのポリマーで

あるグルカンを産生します。ミュータンス

レンサ球菌が産生するグルカンは、同じグ

ルカンであるデンプンなどと結合様式が異

なるので、水に溶けず、歯の表面のような

平滑な固相に強く付着するという性質があ

ります（図３)。講演でお示ししたように

試験管内に人工的に付着させたミュータン

スレンサ球菌のグルカンは試験官を激しく
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緩衝能などによって下がったｐＨは回復しま

すが、それには２０－３０分程度かかります。

このプラーク中で産生された有機酸によっ

て、歯のエナメル質のカルシウムが溶け、

欠損が生じたのがう蝕です。

スクロース鍾白下での寸雪

もう一度整理しますと、う蝕は歯面への

バイオフィルムの形成、付着と、それに続

くバイオフィルム内での酸の産生によって

歯が脱灰されることです（図５)。そのどち

ロースロ_

図３

振ってもはがれません。口腔内でも同じこ

とが起きており、歯面に産生された付着性

のグルカンはうがいをしたぐらいでははが

れず、物理的にこすり落とさないと取れま

せん。この点からもブラッシング(歯ブラシ）

の重要性がうかがわれます。

こうして歯面に口腔細菌とグルカンなど

からなるバイオフィルムが産生されると、

その中で口腔細菌は、食物中の発酵性炭水

化物から代謝産物としてギ酸や乳酸といっ

た有機酸を産生します。実際、口腔内のｐＨ

はスクロース液でうがいをすると直ちに低

下しはじめ、５分程度で歯が溶ける臨界ｐＨ

である５２以下になります（図４)。唾液の

う勲含メカニズム

図５

らのステップにもスクロースが基質として

重要な働きをしています。したがって、昔

から言われているように甘いものとう蝕は

非常に深い関係があります。例えば、総務

省家計調査から都市別のスクロースの消費

量を抽出し、その都市の小児のう蝕罹患状

態と比較すると、綺麗な相関関係が認めら

れます（図６)。ちなみに、九州の各県は歴

史的背景もあって、全国的にも砂糖の消費

量が多く、その結果としてう蝕も多くなっ

ています。特に宮崎には歯学部・歯科大学

がないこともあり、小児歯科の専門医も少

なく、状況はいい方ではありません。
図４
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面に粘着性のグルカンによって付着して定

着するので、口腔内に歯が萌出していなけ

れば定着できません。我々の研究によれば、

ミュータンスレンサ球菌は下顎前歯が萌出

した生後９か月以降から検出されるように

なります。その後、徐々に上昇し、１歳で

は約１割、２歳で３割、３歳で６割の小児

の口腔内から検出されます（図７)。別の研

図６

このようにう蝕は感染症の側面と同時に、

症状がでるまでに長い時間が必要で、生活

習慣が深く関わる疾患＝生活習慣病でもあ

るという側面もあります。したがって、糖

尿病患者に対して摂取カロリーの制限や運

動療法を行うのと同じように、う蝕にたい

してもシュガーコントロールとブラッシン

グ指導という生活習慣の改善が本来の治療

法となります。

難i麺
野湾麹

ニューンス盲

図７

究者の報告では１９か月から３１か月の間が、

感染の成立する確率が最も高いとされてい

ます。これは、この時期に萌出を開始する

第２乳臼歯が、口腔内へのミュータンスレ

ンサ球菌の定着に影響を及ぼしていると考

えられます。この歯は乳歯の中で最も大き

く、小窩裂溝が複雑で、菌の定着部位とし

て適しているからです。

ラットを用いた定着実験では、ミュータ

ンスレンサ球菌の定着に影響を及ぼす因子

は、接種される菌量、接種の回数、および

スクロースの存在でした。また同じくラッ

トの動物実験で、感染時期を至適時期であ

る生後１８日齢から１週間遅らせると、発生

するう蝕のスコアが１/２になり、その後も

感染症としてう蝕と捉えるとき、その感

染経路、感染様式、感染時期を考えること

は疾患の予防に重要です。う蝕原性細菌の

感染源の多くは母親であると言われてきま

したが､近年ではＤＮＡフィンガープリンティ

ングなど分子生物学的な手法によって、こ

のことが明らかになっています。正確には、

最も小児とふれあう機会の多い養育者とい

えます。感染は食器などを介して母親の唾

液が小児の口腔内に入ることで起きると考

えられます。

う蝕病原菌の小児口腔への定着時期につ

いてみると、ミュータンスレンサ球菌は歯
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指数関数的に減少することが示されていま

す（図８)。これは、歯の萌出後の成熟と、
母子,了岳を遅らせる､イント

飢量懇減らす.、の□腱内を清潔にする

楽しい効巣：なゴラッシング

oPmfesSionalcare う蝕漢.」ラット動物実験での感染時期とう蝕
週‘＝をらす

～ユタ賛し’ず球鶴の

鰹鞭鋳鞠が錘鷺鯵猟蟻

舗繊織灘少謙轟

いえをない

ｒ
ｎ
ｗ
ｌ
牢
．

銘の（でれ」@る

⑤スクロースを,け

言兄にしよい呂い甘え

図９

図８

口腔細菌叢の確立によって相対的なミュー

タンスレンサ球菌の割合が低下することに

よるものと考えられます。したがってヒト

でも同様に、定着時期を遅らせることによっ

て、う蝕を発生し難くすることは可能では

ないかと考えられます。これらのことから、

小児領域では、母親から小児へのミュータ

ンスレンサ球菌の感染、定着を遅らせるこ

とが、う蝕の予防に大きく寄与します。具

体的には、１）母親の口腔衛生状態を良く

することで、口腔内のう蝕病原菌の菌量を

減らし、２）噛み与えをやめ、同じ食器の

使用をなるべく避けるなどで感染機会を減

らし、３）離乳食時期のスクロースを制限

するなどを指導すべきです（図９)。

Ｔ乳瓶う蝕NursIngCarieS
へr１ＣＭｉｄ′‘ＥＣＣ）

図１０

られ、とくに就寝時の授乳は悪影響をあた

えることが疫学的に明らかになっています。

しかし母乳育児推進の社会的流れなかで、

歯科界の発信不足もあいまって、育児の現

場ではやや混乱があるようです。そこで、

我々はこの哺乳醗蝕について細菌学的な再

評価を行ってきました。母乳に７％含まれ

るラクトース（乳糖）は、口腔内細菌にとっ

て歯を脱灰させる酸の基質として作用しま

す。しかし、う蝕病原菌であるミュータン

スレンサ球菌は乳糖からは粘着性のグルカ

ンを産生することはありません。またグル

カンと共にバイオフィルムを形成している

状態では、グルコースやスクロースからは

長期間にわたって授乳が続いている小児

には、特徴的な重症う蝕が発生することが

あり、歯科では「哺乳（瓶）う蝕」と呼ば

れています（図１０)。卒乳（断乳）時期の

遅れと、う蝕罹患状態には強い相関が認め
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続けることを希望する母親に対して、う蝕

発生の危険性を啓蒙し、飲ませ続けるので

あれば十分なケアが必要であることを指導

する必要があります（図１１)。

「哺乳う蝕」は、授乳習'慣の問題と単純に

捉えるのではなく、社会経済的背景や、親

子の生活そのものを含めて、包括的に捉え

る必要があります。このように子ども達の

口腔の健康を守ってゆくために、子どもの

生活全般を見据えた小児科と小児歯科が連

携した支援が必要と考えられます（図１２)。

酸を産生するものの、ラクトースから酸を

ほとんど産生しないことが実験的に明らか

になりました。これはバイオフィルム状態

では、ミュータンスレンサ球菌の糖代謝系

路が変化するためと考えられます。結論と

して、母乳単独であればう蝕が発生する可

能性は非常に低く、「哺乳う蝕」は、乳歯が

萌出し、スクロースの摂取とミュータンス

レンサ球菌の定着によって発生したう蝕が、

授乳を続けることで増悪したものと考えら

れます。したがって、歯の萌出後も授乳を

まとめ綴乳とう蝕
゜蟻乳鶴蝕は乳児期だけの濁鶴で捉え鵠のではな

く，小児期の重症鑪蝕仁して包括的に考える必
要があ愚．頓．

．単に輔乳習蝋だけで窓<,社会経済的背騒を
含めた多く⑳因子が関わる

::鰯麓騨癖霞農藺ｑｊｉｉ１ｉ'1鐵蕊;…

鰯授乳期間が長くなるほど，霞症化するリスク

まるが，驫態母乳授乳していてもブラシ母乳授が高

グやフシ化鞠の使用などの予防処議で防の使用フツシン

げる
Ⅱ

錘母乳そのもくり糠むし歯の！§i因にな らないが，
､■－

□のケアＪが悪いとむし歯に｢麓 な/る，

｣蕊鱗iii議蕊蕊i蕊
…稀……………………￣蕊1鶏;;#､露……………醤孟～…‐

(臼本小児歯科学会と日本小児科学会の「小児の係

腱に関する小児科と小児歯科の保健検討委員会」）

図'１１ 図'１２
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平成２５年度宮崎県小児科医会秋季学術講演会

平成２５年１１月１０曰(曰）
１３：５０～１７：２０

宮崎観光ホテル

とき

ところ

【特別講演Ｉ】

ＡＲＴ（生殖補助技術）と出生前診断

宮崎大学医学部生殖発達医学講座産婦人科分野

講師山口 俊

曰
曰

生殖補助技術(ART;assistedreproductive

technology)とは卵や胚を扱う技術と定義さ

れる（レジメ１）。

る不妊症で，妊娠が成立する可能性が出て

きたという意味で福音である。しかし，こ

の技術自体に対して，宗教上の理由から疑

問視する立場がある（レジメ２）等，いろい
ARTとは

・生砿補助技術(Assistedrep｢oductive
technology,ART)とは、卵や胚の操作
を必要とする生殖技術の総称

゜体外受精(IVF-ET）
ｏＧｌＦＴ

３

ARTに関連した問■

･代理母(Su｢rogatemother）
･妻が妊娠できない場合

・妻以外の女性に夫の精子を用いて人工授
箱を行い妊娠・出産を依頼→養子縁組

・遺伝子の半分は夫由来

｡顕微受精(ICSI)など

llllll3iI ｡代理母が引き渡しを拒否（妊娠中に気持
ちが変化）

･依頼者が引き取りを拒否（先天異常児な
ど）この技術は，これまで妊娠する可能性が

ほとんどなかった卵管因子や男性因子によ

２ ４

ARTの歴史

･脇差勝鴎新たな技
・ビ藤『雛舗;w…

。:醗職雛鞭
･手製N綿…
．Ｐ兵沮頂剰滋症候群

・広水の発生
・原巣の■大

。硯水痘-死亡偶がある

ARTに関連した問田

.借り卵(Eggdonation）
･妻に卵がない（卵巣に異常があるか、卵
巣がない）が、子宮は正常の場合

・他の女性の卵と夫の精子で体外受納

･受納卵を妻の子宮に戻す

。遺伝子の半分は父親由来

・妊娠・出産は妻

・多曲妊姫

。§鰯配麟早鑑厩

齢繍蝋
。；鰯腋棚訳
・馴舶’り皮など伯
。鮪隷ろ吊鮮うこと
。鞭錦獅ば向をして
。締れた霧は性の子供

｡二人の母が存在（出産した母と遺伝子上
の母）
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題がある（レジメ７，８）とされてきた。５

ARTに関連した間■
７

出生、広■;の問■点

･診断をつける目的は、医療サイドの自
己満足が目的ではなく、治療に結びつ
く診断である必要がある。

．と考えると出生前診断の目的は
。分娩のタイミングを図る（lUGRや胎児低
酸素血症など）
･出生後の適切な治療の計画を立てる（２分
脊椎など）

･人工妊奴中絶街

．借り腹(Hostmother）
･妻の子宮に問題があり妊娠できない。しかし
卵巣は正常

･妻の卵と夫の精子を体外受納し、他の女性の
子宮に移植

・遺伝子は夫と妻由来

｡妻の娘や母親に移植すると、法律的に雄の子
供か？

｡→複雑な親子・家族関係を作る可能性

･商業主義の介在を招く可能性

ろな論議があるうえ，卵の提供による妊娠

や借り腹など（レジメ３～５）に応用可能

な技術であるため，いろいろな倫理的な問

題が発生して混乱している。とくにこの技

術の応用による妊娠が，複雑な親子関係（た

とえば，不妊症女性の母親の卵を受精させ，

妹の子宮に移植して妊娠分娩した場合，こ

の子の母親は誰なのか）を発生させており，

現在の民法では対応できないことは明らか

である（レジメ６)。しかし,産婦人科学会の，

民法改正の要請に，国会が反応する様子は

みられていない。

８

出生■､■、iに伴う問■

･出生Ui86所が含む竹垣的、■

･具常の発見－妊坂中絶につながる可能
性がある

･妊姫中絶＝殺人か？
。胎児がヒトであるならば、殺人であると
考えざるを得ない

。では、どの時点でヒトだといえるのか？

．否応なしに伯理的な問■となってゆく

そのため，ＡＲＴを応用した着床前診断(PGD；

preimplantationgeneticdiagnosis）（レジメ

９）が，この倫理的問題を解決する技術と

して登場した。ところが，１個もしくは２

個の細胞で遺伝子検査を行うことが，どの

程度信頼性があるのかという問題や，受精

卵をどの様に扱うべきか，対象となる重篤

６

ARTの伯理的な、■点

･ARTを応用することにより、これまでの法律
で想定していなかったことが発生してきた。

。例えば、
うのだと
ＡＩＤとい

れてきたのに、なぜ卵の提供を問題視するの
だという主盟）

・日本の民法による親子の考え方
･母親は、その子供を分娩した女性が母親である。

。董溌父雛蕊艶臺蕊季姻関係にあった
。ということであれば、ＡＩＤであっても、法律上は
問題が起こらなかった。

９

ＰＧＤとPGS

．ところが、この方法を応用すると、男女産み

蝋騨繊i鱗鑿
た。
の倫理的問囚を含むことが明らかになってき

一方,妊娠後に施行する出生前診断が,（妊

娠２２週以前に胎児が異常であるという結

果が出ると）人工妊娠中絶という選択肢が発

生するが，人工妊娠中絶術自体に倫理的間

･認え祷丈重
置曙鯛g:R'野
．ところが、PGS；

を妊姪させ
､tation

→西洋ﾛ音

ところが、PGSを行っても流産が減らないと
いうデータが出ている。
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な疾患とはどの様な疾患なのか，誰が検査

の適応と判断すべきなのかなど，多くの倫

理的問題が存在することが明らかになって

きた。

ＰＧＤは特定の遺伝性疾患を対象としたも

のであるが，染色体のトリソミー等をＦＩＳＨ

法で確認して，正常核型の受精卵を選択し

て子宮内に戻す着床前スクリーニング(PGS；

preimplantationgeneticscreenin８０も行わ

れている。欧州ではＰＧＤよりＰＧＳの方が数

多く行われている。ＰＧＳは均衡型転位保因

者で流産を繰り返すことが多いため，流産

を予防する目的で開始された技術であるが，

実際には流産率は減少しないという指摘も

ある。

さて，西洋医学では，治療を行うために

診断を確定することは絶対的に必要な過程

である（レジメ１０)。診断も付けずに開腹

手術を行うことはゆるされない。その様な

観点で出生前診断を考えてみると，ただ単

純に出生前に診断を行うだけであるが，も

し診断が妊娠２２週までに行われると，その

後の選択肢として人工妊娠中絶術が存在す

ることが問題であると言われる。もともと，

人工妊娠中絶術は，「ヒトはどこからヒトで

あるのか」や「二つの命の選択」という倫

理的な問題点を含んでおり，ローマカトリッ

ク教会は「受精卵はヒトである」という立

場から，人工妊娠中絶術やＡＲＴを認めない

という立場を取っている。

また，出生前診断として特別な配慮が必

要な範囲はどこまでかという問題も存在す

る。たとえば超音波断層法は，今やどのよ

うな産婦人科の診療所にも存在し，日常的

に使用されているが，意識しないうちに胎

児の異常を見つけてしまうこともある（レ

ジメ１１)。出生前診断はいろいろな倫理的間

1１

超音波検査

．もはや、産婦人科外来に超音波断后法がない
施設はない状態

･何のために超音波検査を行うのか？
゜胎児の発古が正常かどうかの確浬

･胎児に何か只常がないがの診断

・性別判定？

．別に、出生前診断をしようという気がないの
に、見えてしまったらどうするべきか？

。特にそれが22週未漕であった場合、人工妊姪
中絶街が選択肢に入ってくる。

題を含むため，ＷＨＯは出生前診断において

被験者に提供すべき最低限の内容を（レジ

メ１２）提示しているが，もし超音波断層法

を出生前診断であると考えれば，超音波断

ＷＨＯの勧告妙所するということは. 1２■■１０

･甑R達＃嶢１１鰊にあたって､…でも次の事項を即すべ
．Ｉ)対ａとする皮■の名百と、その供■の■■

.§船となる皮■の泊色の可■住やｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑの有妓に■す
。］)凶児が復■に砥■している■卒をいくつかの涙■を使って硯■
。４)よくない伯呆が円られたときに、どのような対毎法があるのか
゜５)枚五の姑呆、よくない衝泉の円られろ可■せがあること

鰯饗ＭＥ患Ｍ酬麟鋤鰍§剛
・刀枚王のロﾛ泉が曲兄の臼げにならない可■住があること

.醗蓬灘i灘騨1職鰍麟協
。，)枚王■体が凶兒や96体にとってどの■皮危険性を持っているか
。ＩＣ)医学的なリスクがあれば嵐■すること

・HIP五にかかる只用･只用を柏崎するｼｽﾃﾑがあれば■■する
ＭＩＭＩ銭，皮■をｻﾎﾟｰﾄする“があれば､その名首と住所

･西洋■学では、治

療方針を決めるた
めに、け断をつけ
ることがOG対的に

必只

･その五味で、造伝

干抄断を考えてみ
ると、ただ単に逆

伝干レベルで検査
するだけ

・主斫

．■丘皮状を■Ⅲ

・迫宇所旦

・枚五成伍

・所只を詞砥してけ盾する

・沿伍方針を決める

.⑰膚が正しかったか、判

定する
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層法検査の前にこのような内容を説明する

かといえば，いちいち説明する産科医はい

ないであろう。最近注目されているＮＴ(胎

児頚部の浮腫）の測定は，重要な所見であ

るが，測定前に何の目的で検査するのか説

明されていることは多くない。また，非常

に微妙な厚さを測定するため，決められた

手技で測定する必要がある（レジメ13,14)。

正常であっても認められる所見であるので，

不正確な計測はいたずらに妊婦さんを不安

にさせるだけである。

1５

今後の、■

・出生前診断に関する、今後の問題点

．－つはCombinedtest

・トリプルマーカー検査が妊娠15週頃に行うのに
対し、妊娠１２辺で提供可能である

。ＮTといくつかのマーカーを組み合わせる

P｢otocol(completedweeks1DR(検出率）

ＰAPPA+freeβ（'0),ＮＴ(12）８２％
ＰAPPA+hcGOo),ＮＴ(12）８０％

ＰAPPA+freeβ（12),ＮＴ(１２〉８０％

ＰAPPA+hCG（１２),ＮＴＯ２）７９％

カー検査，レジメ１６～１７）より早い時期

により高い検出率で診断可能な検査であ

る。もう一つが通称，新型出生前検査と一

般的に称される母体血中胎児ＤＮＡ検査であ

る（NIPT;noninvasiveprenataldiagnosis，

レジメ１８～２２)。以前より，母体血中に胎

児由来のＤＮＡの断片が存在することが判っ

ていた。これらのＤＮＡ断片の塩基配列を読

1３

ＮＴ

･胎児の頚部の浮匝
→胎児の染色体異
常の頻度が高くな
る。

･ポイント
゜妊娠１０～14週で測定

･胎児の上半身を拡大
して測定

。必ず、矢状断で計測。
反屈位や、屈位が強
すぎないこと

母体血ceIl-frEeDNA胎児染色体検査l6
MassivelyPa｢aIIeISequencing(MPS)法検査原理

・母体血中にceM-freeDNAが存在する
・約10船は胎児由来である

■体血碩中の､nA断片兄が､■曲休迫伐OWD培合には､正Ht柱■の児の■合に2ｔ
■体由来の断片と｣b兜由来の斫片が■在しているぺ多くの21■妓色は■空の妖片が母体山中'二■■すら

一

へ一一一一一
一

■
Ｐ
シニ
へ
一
一
一
一

”

一一ヘーヘー一
正児曲

一
一

一シ一一一

1４

NTの意義

綱j《洲６，浬Ｐ
、２１，１８，１３トリソ
ミーの確率が、それ
ぞれ3倍、１８倍、２８
倍および36倍高くな
る

ＮＴ≧3.5ｍｍであっ
ても、染色体分析が
正常であれば、約７０
％は無病生存が期待
できる。（ＮＴ↑では
先天性心疾患が多い

母体血Ceﾙf…DNA胎児染色体検査
MPS法検査原理

・DNA断片の由来染色体が闘定できる

１DNA断片の迫伝千匹閃を解妓麗雲窒竪:S窒雲貫至悪罵
２．ヒトゲノムＨ１■から由来する塗＝妻至＝雲竺窒E＝＝彗窯二

1７

Ⅲ
６
０
■

八
１
４
・
Ｌ

ｒ
Ｔ
Ｔ
０

，
念
、
画

最近２つの新しい出生前診断が注目され

ている。一つはcombinedtest(レジメ１５）

である。この方法は，血中マーカーとＮＴを

組み合わせることにより，母体血中マーカー

検査（トリプルマーカー検査・クワトロマー
染色体番号

NT(m、） 胎児数 染色体具然

児船

~3.4 95086 0.33

3.5へ４．４ 568 ２１１

4.5~5.4 207 3３．３

5.5~6.4 9７ 5０５

6.5～ 166 64.5

、的109GのDNA断片が胎児由来である(－■）
・的9096のDNA断片は母体由来であるＩｍ－）
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1８

母体血中胎児DNA検査

･最近、母体血中胎児DNA検査が問題

になっています。

．この件に関して、先日開催された全国
遺伝子診療部連絡会蟻で使用されたス

ライドを使って解説します。

．したがって、使用するスライドは国立

成育医療センターの左合先生のデータ
です。

診断しようとする方法が，現在日本で行わ

れているＮＩＰＴの原理である。それ以外に，

SNPsを利用して検出しようとする方法もあ

るが，今のところ国内でSNPs法による母体

血中胎児ＤＮＡ検査を施行している施設は少

ない。

これらの検査でぜひとも理解していただ

きたいことがある。マーカー検査にしても，

み取れば，このＤＮＡ断片が，どの染色体由

来のＤＮＡ断片であるかを決定することが

できる（レジメ16,17)。ただ，母体血中に

は，母体由来のＤＮＡ断片も存在するため，

検出したＤＮＡ断片が母体由来であるのか，

胎児由来であるのかを決めることはできな

い。ところが，胎児が２１トリソミーの場

合，胎児由来の２１番染色体由来のＤＮＡ断

片が若干多いことになる（レジメ１９)。そこ
既性的中卒と陰性的中卒の穣疽率による変化２１

《感度蕊１魁特典重麹鐡⑳訂B台）母体血ceII-freeDNAlb児染色体検査
MPS法検査原理

､DNA鰯片の漣翠②竃にから難藤する(特熟なアルゴリズムを使館〕

心射A断片からその断玲が母体由来か､胎児由来か⑤饗溌はできない

Ｚ１番染色体由来のDNA断片数

母体由来斯片

■車庫一一

一口一

一一一

醸党由楽斯ｐｉｍｍ厚

一

一P■■弓一一雛蕊－－－書■■鰹一一

＝=＝署i鰯蝋ｉｉｉｊｆ＝
－５－画淑妬鰍猟8
-￣

飴ﾘﾛが正然枝型脳］BがDown症候群

’２噸妓色体筬片重度:正常枝■＝1.396;ダウン定侯”＝L4z邦：

1９

任忠率幡性的中率陰性的中率

w10

1j5p

零熱:了>犠驚篭蕊

１'2麺

Ｗ1000

994％

鱸鰯撚

７３騒溌

438粥

999％

鱒懸3発

,瞥鰯錘，ノル

99.9999髄

蕪懇鍛ｻﾉ熱：難噸鱗竃を受;すも黛蕊
穣曇率ｌ鐘鞭1灘鹸鰹溢蕊才

ＭＷ

母体血ceII-freeDNA胎児染色体検査

2２

で，同定したＤＮＡ断片の由来（何番目の染

色体の断片であるか）を加算すると，１００

万断片ぐらいのＤＮＡ断片を解析すると，正

常核型と２１トリソミー胎児で，２１番目由

来のＤＮＡ断片数に有意差が出てくる（レジ

メ２０)。次世代シーケンサーができたから

こそ可能になった方法である。この原理で

画陽性の場合＞

罹患の憲熊塗が潟い(霧牲的中率53,，，`》が．、
羊水検査などの確定診断が必要

戦陰性の塲合；

穫患の露鮒生｜求極めて低い(蕊性釣中率,３３％》

あくまで糖蜜の蔦い非確定的検査である

また、２１トリソミー等、特定の疾■しか診断できない

ＮＩＰＴｉｓａｐ『Bnatala飢俄ancedscreeningtestfOr佗tal

aneuploidyfortrisomy21andtrisomyl8inhlglW1sk
women．（2012年１０月における検査の位巨付け）
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NIPTでも，出てくる結果は確率であるとい

う事実である。ＮＩＰＴが日本に導入される

際にマスコミは，この検査が確定検査であ

るかのような報道を行ったが，これは間違

いである。もともとマーカー検査にしても

NIPTにしても，確定診断として行われる羊

水穿刺もしくは絨毛生検による染色体検査

が，リスクを伴う検査（たとえば，羊水検

査を３００回行えば１回程度は流産が起こる

といわれている。胎児の染色体異常が心配

で検査したら流産してしまい胎児が正常

核型であったということが明らかになれば，

だれでも「あんな検査しなければよかった」

と思うであろう）であるため，リスクを伴っ

た検査をするかどうかを判断するために行

う検査である（レジメ２３)。これまでのマー

ともいえる。ＮＩＰＴで陽'性であった場合，も

ともとの母集団がハイリスクであったかど

うかで偽陽性の頻度が異なることが知られ

ており，３５歳未満の集団では，陽性という

結果が出ても，胎児が２１トリソミーであ

る確率は半分くらいしかない。したがって，

現在，臨床研究として行われているＮＩＰＴ

では，陽性という結果が出た場合，引き続

いて羊水検査を行うというプロトコールに

なっている。

これらの検査では，やたらと「遺伝カ

ウンセリング」が強調されている（レジメ

24)。実際に遺伝カウンセリングを行って

遺伝カウンセリングはなぜ２４

必要か
。例えば、ちゃんとインフオームドコンセ
ントをとったつもりなのに、後からク
レームをつけられて、困ったことはあり
ませんか？

、インフオームドコンセントは、Ｔ寧に説
明することではありません。患者と医師
が知識を共有して、共同して方針を決め
て行くことだと言われます。だがこれは
理想であり、医師が責任回避のために説
明しているのではないかと非難する意見
もあります。

j33二,尼l罰

JjF

いる我々の仲間内では，遺伝カウンセリン

グが，これらの問題の解決になるとは思っ

ていない。遺伝カウンセリングを強調する

人が，遺伝カウンセリングとは何かを理解

して言っているかどうかも不明である。レ

ジメ２５に示すように，「遺伝カウンセリン

グは，対話を通じて，提供者及びその家族

又は血縁者に正確な情報を提供し，疑問に

適切に答え，その者の遺伝性疾患等に関す

る理解を深め，ヒトゲノム・遺伝子解析研

究や遺伝性疾患等をめぐる不安又は悩みに

カー検査とＮＩＰＴの違いは，ＮＩＰＴで陰性と

いう結果が出た場合，偽陰性である確率は１

万分の１以下であるため，陰性という結果

が出たにも関わらず，胎児が２１トリソミー

であることはほとんどないということにな

る。逆にいえば，万が１でも２１トリソミー

であっては困るというのであれば，リスク

を伴う羊水検査か絨毛生検を行うしかない
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ＮＩＰＴにより一番つらい思いをしたのはダウ

ン症協会の方々だと思う。ただ,我々医師も，

大多数の妊婦の方も，２１トリソミーの子ど

もが生まれる価値がないとは思っていない。

ところが，現在妊娠している女性に，２１ト

リソミーの子どもが生まれた後のことを理

解せよというのは無理な話で，「２１トリソ

ミーの子どもが生まれたら，自分には育て

られない」という結論に至り，出生前検査

をするという選択肢も存在するのだと思う。

出生前診断を行っている我々も，２１トリソ

ミーの子どもたちが，偏見なく伸び伸びと

育つことができる世の中になってほしいと，

心の底から望んでいることを強調したい。

NIPTに関して，現時点では２１トリソミー

が対象になっているが，この技術を応用す

ると，数１０億～数１００億のＤＮＡ断片の全

塩基配を解析できるようになる可能性があ

る。つまり，全ての遺伝子に関して胎児の

遺伝'情報を解析できる時代が目の前に迫っ

ている。ところが，全遺伝子を解析すれば，

全ての人間に病的な遺伝子が存在する（レ

ジメ２６)。つまり，全遺伝子が正常であると

いう結果は決して出ることがないのである。

遺伝カウンセリングとは２５
・ヒトゲノム・遺伝子解析研究における遺
伝カウンセリングは、対話を通じて、提
供者及びその家族又は血縁者に正確な情
報を提供し、疑問に適切に答え、その者
の遺伝性疾患等に関する理解を深め、ヒ
トゲノム・遺伝子解析研究や遺伝性疾患
等をめぐる不安又は悩みにこたえること
によって、今後の生活に向けて自らの意
思で選択し、行動できるよう支援し、又
は援助することを目的とする。

こたえることによって，今後の生活に向け

て自らの意思で選択し，行動できるよう支

援し，又は援助することを目的とする｡」と

なっており，詳しい説明をすることではな

い。時に，説明文書を渡して，「これを十分

に読んでおいてね」といえば，カウンセリ

ングをしたことになると思っている方もお

られるようであるが，遺伝カウンセリング

では，説明した内容をクライアントがちゃ

んと理解しているか，確認するプロセスが

必要である。ある有名人が，「マーカー検査

をしたら,結構高い確率だった，どうしよう」

とブログに書いてバッシングを受けたが，

いったいどのようなカウンセリングが行わ

れたのだろうと疑ってしまう。また，時に「

大丈夫だと言ってほしいから」という気持

ちで出生前診断を強く希望するクライアン

トがあるが，ある確率で「大丈夫ではない」

という結果が出ることになっている。クラ

イアントには，羊水検査を行う際に，人工

妊娠中絶するかどうかの決断に迫られるよ

うな検査をしようとしているのだというこ

とを，理解してもらうことも大切である。

ダウン症協会の方のお話をお伺いすると，

2６

ヒトゲノム多型
・１ゲノム中の塩基数３.Z×1０，
・タンパクをコードしている迫伝子Hh23500
・ＤＮＡ金型４×106

（DSV:DNAsequencevariants）
．Ｉ塩基多型(SNP)の数3.5×１０`豪
・非同穣■換型SNPの数10,000
･構造多型にＮＶの数１０３～10‘
･疾広との■迫が胚明された多型の数50～1００
．、enovo皮具３０癖

．Ｈ■ね､(2012)より91用

・濠5.4XIO6(ZOIz6）
・豪来IOCﾉbp/g●nemtion

，ということは、全ゲノムを解析すれば、必ず貝常が見つかる
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ということになると，胎児の全ゲノム解析

を行えば，妊娠を継続するかどうか悩むこ

とになりそうである。我々はこの技術を受

け入れるべきなのか規制をかけるべきなの

か，真面目に全国民の問題として考える時

期に来ているのではなかろうか。
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【特別講演Ⅱ】

肺炎球菌ワクチンの効果と血清型変化への対応

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科総合研究科微生物学分野

教授西１１頂一郎

１．Ｈｉｂワクチン・ＰＣＶ７の有効性

インフルエンザ菌の莱膜多糖体の血清

型にはａ～ｆの６種類が存在するが，侵襲

性インフルエンザ菌感染症から分離され

る株の９９％はｂ型である。ｂ型莱膜多糖

体を抗原とした抱合型ワクチンであるＨｉｂ

(HaemophilusinHuenzaetypeb)ワクチン（ア

クトヒブ⑪）は，わが国でも２００８年１２月

に導入された。肺炎球菌には９３種類の英

膜多糖体血清型が存在しており，Ｈｉｂワク

チンのように単一抗原のワクチンでは対応

できない。しかし，侵襲性肺炎球菌感染症

(invasivepneumococcaldiseaselPD）の原

因菌は６B,14,19F,２３Ｆなど特定の血清型

に多いため，これらを含んだ７価抱合型肺

炎球菌ワクチン（pneumococcalconjugate

vaccine:PCV７，プレベナー⑪）が開発され，

わが国では２０１０年２月に導入された。

莱膜が存在すると好中球が菌体を貧食し

にくくなるため，病原因子としては最も重

要である。特異的抗体が英膜に結合すると，

Ｆｃレセプターを介したオプソニン作用によ

り好中球が貢食しやすくなるとともに，補

体を活性化し菌体が破壊される。従って，

ワクチンによって作られる抗英膜多糖体抗

体は感染防御作用を有する。母体由来の抗

莱膜多糖体抗体は生後１～２か月で低下す

るため，生後２か月からの早期のワクチン

接種が重要である。

両ワクチンとも，２０１１年１月から「子

宮頸がん予防ワクチン等緊急接種促進事業」

による公費補助が本格的に始まり，さらに

2013年４月に定期接種に組み込まれた。そ

の結果，Ｈｉｂ髄膜炎はｌ道９県の全数調査

(庵原班）’)で２０１２年に約１/１０に減少し

(図ｌ)，鹿児島県でも２０１３年には現在のと

ころゼロとなっている（１１月現在）（図２)。

Hibワクチンのきわめて高い効果が明らかに

なっている。

９
８
７
６
５
４
３
２
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０

Z２

LLnL

、
浦 ■ZOOB～

Ｚ０１０年

■２０１１年

齢２，２年

1０

５
０

ヒブ■頂炎ヒプ■函炎睡外は炎球■■反炎 、良球■■康炎以外

図１１道９県の罹患率の推移'）

５歳未満人口１０万人あたりの患者数（北海道，
福島，新潟，千葉，三重，岡山，高知，福岡，
鹿児島，沖縄）
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両ワクチン接種後にも侵襲性感染症がみ

られることがあるが，ワクチンの効果を正

しく評価するためには以下の３つを区別

する必要がある。①vaccinefailure：スケ

ジュールどおりに接種が行われ，最終接種

の少なくとも２週以後にワクチンタイプ

の血清型で発症したもの，②breakthrough

infbction：不完全な接種スケジュールで，

ワクチンタイプの血清型により発症したも

の，③non-vaccinetypeinfection：非ワク

チンタイプの血清型で発症したもの。その

ためには原因菌の保存と英膜血清型の決定

がきわめて重要になる。ＩＰＤだけでなく侵

襲'性インフルエンザ菌感染症でも，Ｈｉｂで

はなくnon-typableインフルエンザ菌による

発症が増えており注意が必要である2)。また

vaccinefailureの症例では，抗莱膜多糖体抗

体（IgG）のELISAによる定量では感染防御

レベル以上みられても,血清殺菌活性(serum

bactericidalactivity:SBA)')やオプソニン活

性（opsonicactivity,OPA)3)が比較的低い例

がみられており，抗体の質的評価も重要で

ある。

一方，ＩＰＤも庵原班の調査で髄膜炎が約

1/４に，菌血症も半分に減少しており'）（図

１），ＰＣＶ７の有効性もみられ始めている。

しかし，ＰＣＶ７に含まれない血清型の肺炎

球菌によるIPDも多いため，Ｈｉｂワクチン

のような高い有効率はまだみられていない。

鹿児島県のIPD患者数はPCV７導入後２０１２

年まで順調に減少してきたが，２０１３年には

再度増加傾向がみられている（図３)。この

背景にはIPDの原因となる肺炎球菌の莱膜

血清型の変化(serotypereplacement)がある。

DUD岳（UｑｌＪ〃nxnxＪＵＨＪ鄙ＺＵｎｕ」

図Ｚ鹿児島県の５歳未満Ｈｉｂ髄膜炎患者数の推移

(2013年は１１月１０曰現在）
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２.肺炎球菌の血清型の変化

２０００年にＰＣＶ７が導入された米国では，

数年後にはＰＣＶ７に含まれない莱膜型であ

る１９Ａや７ＦによるIPDの増加がみられて

いた4)。わが国でも，図４に示すように，公

費補助開始後の２０１１年４月以後は，ＰＣＶ

７タイプの割合が７７％から４４％へ，交差免

疫のある６Ａを含めても８２％から４６％へと

減少したり。一方，ｐＣＶ７に含まれないタイ

Ｉili iii
窪髄膜炎

■菌血症

ZOO８２００９２０１０ＺＯｎＺＯ１ＺＺＯ１ヨ

図３鹿児島県の５歳未満lPD患者数の推移

(2013年は１１月１０曰現在）
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プの株が増加し，特に１９Ａの割合はPCV７

導入前の６２％から２１８％に急増した。

特定の遺伝子型の株に異なる英膜型の遺伝

子群が存在することが明らかになり，特定

のクローンが形質転換によって英膜遺伝子

群の組換えを行った可能性が指摘されてい

る5)。肺炎球菌はＤＮＡの取り込みによる形

質転換を起こしやすい性質を持つが，莱膜

血清型を変化ざせＰＣＶ７の圧力からの回避

(vaccineescape）を積極的に行っていると

いう点で興味深い。

このような血清型変化を受けて，ＰＣＶ７の

７価に１，５，７Ｆを追加した１０価のPHiD-

CV10（インフルエンザ菌のproteinDを結

合)，さらに３，６A，１９Ａを新たに追加した

PCV1３（プレベナー１３⑪）が開発された（図

6)。日本では２０１３年１１月にＰＣＶ１３が

PCV7に変わって定期接種に導入された。
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図４１P、由来株の血清型の頻度と推移

参考文献')より作図。図内の表は，各期における
ワクチンタイプの血清型の閉める割合を示す。

鹿児島県のIPD原因菌の血清型(図５）も，

PCV７導入前はほとんどがPCV７タイプで

あったのが，導入された２０１０年以後は６Ａ

まで含めても４９％に減少している。一方，

PCVl3に含まれるタイプは増加し，特に

19Ａの増加は顕著である。さらにＰＣＶ１３

にも含まれないタイプもやや増加しており

21％を占めている。

ＰＣＶ７Ｐ定venam(Pfizer）

６ＢｇＶＭl８Ｃ１９Ｆ２３Ｆ

PHiDCV10Synnorix⑨(GSI、
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図５鹿児島県の小児lPDの原因菌血清型の推移

図６肺炎球菌ワクチンの種類と含まれる血清型

３．PCV13の有効性と曰本での導入

米国のＰＣＶ１３の臨床試験では，初回接種

３回終了後の抗体陽性率は３型を除き９０％

を超え，ＯＰＡの有効レベルである８以上の

割合は３型も含むすべての血清型で９０％以

上であった6)。追加接種後もすべての血清

型でＯＰＡ８以上の割合が９７~100％と十分

な免疫が獲得できた。また，フランスで行

われた臨床試験でPCV７初回３回接種後に

PCV13を追加接種した後の追加６血清型の

抗体価およびＯＰＡ活性はいずれも感染防御

ＰＣＶ７導入後の莱膜血清型の変化は，非

ワクチンタイプの株が単に選択されただけ

ではない。世界に広がっている１９Ａ株の

MLSＴ(multilocussequencetype)解析から，
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レベルを超えていたことから7)，米国では

PCV7のスケジュール途中の場合はそのま

まＰＣＶ１３を置き換えることとし，表ｌの

スケジュールで２０１０年にＰＣＶ１３を導入し

た6)。さらに米国では，すでにＰＣＶ７を４回

終了した５歳未満児にも，補助的追加接種

(supplementaldose)を推奨した。

印
、
知
、
”
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図７米国lこおけるPCV１３導入の効果8）
人口１０万人当たりの乳幼児IPD患者数

４．補助的追加接種の必要性

補助的追加接種は米国だけでなく多くの

国で推奨されているが，わが国では残念な

がら定期接種としては認められなかった。

｢補助的追加接種については，個人予防の観

点においては，疾病負担を軽減できる可能

性があり推奨されるが，費用対効果の点で

社会全体に対する利益は限定的であるため，

定期接種とせず，希望者が任意で行う」（厚

生労働省）とされた。

しかし，庵原班の２０１２年の調査結果に

よると，ＩＰＤ患者の年齢分布は，ＰＣＶ７が

終了している年齢である１歳６か月以上が

45％を占めており（図８）’)，その血清型は

PCV13の追加６種が約３７％を占めている

(図９）（厚労省第２回予防接種・ワクチン

分科会資料3-1)。特にＰＣＶ１３に新たに追

加された１９ＡによるIPDの比率は高い。図

１０に２０１３年の庵原班のIPD原因菌におけ

る１９Ａの割合を示すが，平均４０％でほとん

どの県で１９Ａがみられており特に鹿児島・

沖縄は５０％以上と蔓延が進んでいる。した

がって，ＰＣＶ７の４回接種者も１９Ａによる

￣西口君T￣■石T可＝
￣－－－－
￣Ｆ〒~￣￣

表１ＰＣＶ７からPCV13への切り替え

NAnotapplicable（接種の必要はない）
鉾補助的追加接種はわが国では任意接種

その結果，２００２年以後停滞していた米国

の人口１０万人当たりの５歳未満IPD患者

数は，２０１１年には早くも減少傾向がみられ

た（図７）８)。さらに，米国８主要小児病院

での調査でも，ＰＣＶ１３の追加６血清型によ

るIPDの減少，特に１９ＡによるIPDが５８％

減少したことが報告されている９)。この導

入１年後の急激な効果発現は，補助的追加

接種が影響している可能性が考えられる。

わが国での臨床試験でも，ＰＣＶ１３初回・追

加接種後の追加６血清型に対する抗体陽

性率は，初回後97.7-100%,追加前792-

100％,追加後989-100％であったことから

10)，わが国でもＰＣＶ７の接種途中の者に対

しては，表１のスケジュールによる切り替

えが推奨されている。

1回目 ２回目 ３回目 追加

１２か月以

上

補助的追

加接種
14-59か

月

PCV７ PCV1３ PCV1３ PCV1３ NＡ

PCV７ PCV７ PCV1３ PCⅥ３ NＡ

PCV７ PCV７ PCV７ PCV1３ NＡ

V７ PCV７ PCV７ PCV７ PCV1３
丹
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IPDのリスクは無視できず，任意接種ではあ

るが１回の補助的追加接種が強く望まれる。

一部の自治体で始まっている補助的追加接

種の公費補助の普及が望まれる。

なお，ＰＣＶ１３の安全性については，海外で

の比較試験において，発熱・局所反応の一

過性の副反応の頻度はＰＣＶ７とほぼ同等で

あることが明らかになっており，重篤な有

害事象についても問題になっていない１１)。

補助的追加接種における安全性も保たれて

いる。国内臨床試験での副反応の頻度も

PCV7と同様であり，安全性についてはこれ

まで通りと考えられる。

８
６
４
２
０
８
６
４
２
０
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１
１
１
１

,ilirli.ｌ
新潟千葉三五岡山窩知福岡鹿児■沖■

６７９６５０帖

灘non-19A

蓮１９Ａ

図１０都道府県別lPD原因菌における１９Ａの比
率（２０１３年１１月）

5．おわりに

２歳未満の小児に莱膜多糖体に対する免

疫を獲得させるには，多糖体単独ワクチン

ではなく抱合型ワクチンが必要であるが，

インフルエンザ菌と異なり肺炎球菌では標

的とすべき莱膜血清型の種類が多いためワ

クチンの有効性には限界が伴う。しかし，

付着因子など他の共通タンパク抗原に対す

る抗体の感染防御効果は抗莱膜多糖体抗体

には及ばないため，今後も莱膜多糖体抱合

型ワクチンが戦略の中心であることには変

わりはないと考えられる。ＰＣＶ１３が導入さ

れ１９ＡによるIPDの減少がわが国でも期待

されているが，ＰＣＶ１３タイプ以外の株によ

るIPDの可能性についても注意が必要であ

る。ワクチンの有効性と限界について，さ

らにはＰＣＶ７接種終了者への補助的追加接

種の必要性について，医療従事者から保護

者への正しい情報提供が重要である。

図８１道９県のlPD患者の年齢分布(2012年)'）
麹
迦
麹
麺
靱
血
、
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追加される血清型によるIPDは

1広半以上で年岡99人(推計）

■１３伝以外

■プラスＳ■

■Ｐ〔Ｖ７

1広半未演 ｌ虫半５広宋西

原労堀研厄厘趨平成24年データから抱肝

図ｇｌＰＤ原因菌の血清型（2012）

６．利益相反自己申告

著者は，ファイザー株式会社から講演料

を受けている。
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第１９回九州小児科医会審査員連絡協議会報告

平成２５年１１月１６日～１１月１７日、第１１３回九州医師会医学会が那覇市で開催され、

その際，第１９回九州小児科医会審査員連絡協議会が開催されました。この会の目的は、九

州各県の審査基準の差異をできるだけなくすために、各県の審査委員が一同に会し情報交換

を行うものです。平成２５年度の主な審査事項をお知らせします。

※レセプト審査も大部分が電子レセになり、平成２４年度から、突合・縦覧の照合が簡単に

できるようになり、算定曰も一目瞭然簡単に表示されます。１月に複数回の初診をとる場

合や毎月連月同様の検査をされる場合など特にご注意ください。

Ｑ：気管支炎や咽頭炎での「オゼックス細粒」の使用について

Ａ：「オゼックス錠」には、気管支炎や咽頭炎の適応はありますが、「オゼックス細粒」には

適応がありません。適応病名は、肺炎・中耳炎・コレラ・炭疽のみです。

宮崎県小児科医会会報（第１７号、１８号にもすでに掲載）全県ともに査定の対象になって

います。ご注意ください。

Ｑ：「オラペネム小児用細粒」：肺炎・中耳炎・副鼻腔炎以外での使用について

Ａ：オゼックス細粒同様に、全県とも認めていません。

Ｑ：マイコプラズマ肺炎に対する「オラペネム」の使用について

Ａ：認められません。

Ｑ：感染性冑腸炎、嘔吐・下痢・脱水症に対する「ワコビタール坐薬」「ルピアール座薬」の

使用は認められるか？

Ａ：ほとんどの県が認めていません。ご注意ください。

経験的使用での有効性では使用不可。フェノバルビタールナトリウム（催眠・鎮静・

抗けいれん剤）であり、適応症は「催眠、不安・緊張状態の鎮静、熱性けいれん・てん

かんのけいれん発作の改善」である。

Ｑ：「ロタ、ノロ、培養同定」同時算定について

Ａ:夫々の病名があれば可。但し、ロタ、ノロのどちらか一方が確定であれば培養同定は査定。

傾向的であれば文書連絡等が有り得るのでご注意ください。

｢アタラックスＰ注射薬」を湿疹・篝麻疹で認めるか？

アタラックスの内服薬には、湿疹・箒麻疹への適応がありますが、注射薬にはありませ

んのでご注意ください。

Ｑ
Ａ
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Ｑ：「上気道感染症」「感冒」「インフルエンザ」等における気管支拡張剤の使用は認めＥ

るか？

Ａ：不可。「気管支炎」「喘息様気管支炎」「気管支喘息」等の適応病名の付加が必要です。

等における気管支拡張剤の使用は認められ

Ｑ：「気管支喘息」のみの病名で、外来での抗生剤を認めていますか？

Ａ：基本的には、「咽頭炎」や「気管支炎」等の病名付記をすることが望ましい。

Ｑ：「インフルエンザ」のみの病名で、外来での経口抗生剤の併用を認めていますか？

Ａ：基本的には、「気管支炎」等の病名付記することが望ましい。

Ｑ：「アデノウイルス感染症」のみの病名で、点眼薬の処方はどうか？

Ａ：アデノウイルス感染症にも、種々の病型があるので、「結膜炎」等の適応病名を

つけてください。

Ｑ：先天性高乳酸血症でのＢ１大量療法（アリナミンＦ７５０ｍｇ）はＯＫか？
Ａ：詳記が必要。基本的には、ビタミンＢ１欠乏症の付記が望ましい。

Ｑ：「ゼストリル」を慢性腎炎やIgA腎症で認めるか？
Ａ：不可。「高血圧症」や「慢性心不全」が必要。

Ｑ：「カプトリル」を心不全で認めるか？

Ａ：不可。「高血圧症」が必要。

Ｑ：「エピペン」の処方本数は、何本まで認めていますか？

Ａ：基本的には、２本まで認める。但し、コメントを付けてください。

Ｑ：「エピペン」をアトピー性皮膚炎や食物アレルギーで認めるか？

Ａ：食物アレルギーでは認めるが、「アナフィラキシ－」の病名を付記すること。

Ｑ：小児肥満症の病名で、脂質系検査、尿酸、HbA1c、インスリン検査は、各々の検査の対

象病名（疑い）がなくても認められないか？

Ａ：基本的には、それぞれの病名が必要です。

Ｑ：Ｔ細胞．Ｂ細胞百分率、Ｔ細胞サブセット検査の併施は、保険者側から一連とみなす返

戻があるが、如何されていますか？

Ａ：それぞれ別物検査なので認められます。

Ｑ：Ａ群溶連菌検査は、扁桃炎や上気道炎では認められますか？

Ａ：基本的に、迅速抗原検査の場合には、「溶血連鎖球菌感染症」の病名が必要です。
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Ｑ：急性虫垂炎や腎結石症で、超音波検査にパルスドップラー法の加算は認めるか？

Ａ：不可。

Ｑ：プルカルシトニンを、「重症感染症」で認めるか？

Ａ：不可。「敗血症」の病名が必要。

Ｑ：「細菌性肺炎」で血液培養は認めるか？

Ａ：不可。「敗血症」の病名が必要。

Ｑ：ＢＮＰは心筋症でＯＫか？

Ａ：不可。「心不全」が必要。

Ｑ：シナジス使用時の流行期とは？

Ａ：１０月～４月とする県が多い（宮崎県も現在左記同様）が、県により多少異なる。

流行期以外での使用では、注記が必要です。

Ｑ：オステオカルシン（ｏｃ）は、骨粗霧症で認められるか？

Ａ：不可。（医科点数表の解釈、Ｈ２４年版、Ｐ387参照）

Ｑ：「呼吸器感染症の疑い」「尿路感染症の疑い」等に対する「薬剤感受性検査」は認められ

るか？

Ａ：認められません。「疑い病名」のままで放置しておくと、「薬剤感受性検査」や「抗生剤

の使用」は認められませんので御注意ください。検査施行曰には、「確定病名」を新たに

明記してください。

審査委員会において、レセプトはできるだけ返戻するようにしていますが、事務レベルの

約束事で査定になる場合もありますのでご注意ください。保険者側からの返戻の場合、病名

漏れがあると、すべて査定になりますのでご注意ください。
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平成２５年度一般社団法人曰本小児科医会社会保険全国委員会

とき平成２６年２月２３曰（曰）

ところ和光堂西新宿ビル２階

平成２６年度診療報酬改定における小児科関連の改訂内容

診療報酬改定総枠十０．１０％（＋１．３６）（）内は消費税対応分

改定率薬価・材料価格－０．６３％（＋０．７３）

診療報酬本体十０．７３％（＋０６３）

医科＋０．８２％（＋０．７１）

歯科十０．９９％（＋０．８７）

調剤十０．２２％（＋０．１８）

全体改定率十０．１％医療費ベースで約４００億円消費税引き上げ対応分を除く実質の

改定率はネットマイナス１．２６％で２００８年以来のマイナス改定になった。

消費税引き上げ分は医療機関・薬局の仕入負担増に対する必要額（約５６００億円＝改定率

136％）を満額確保。初診料・再診料、調剤基本料の引き上げで対応する。

医療提供体制改革のための基金の創設９００億円を確保。地域包括ケアを担う医療機関の支

援等に活用する。

付帯意見後発医薬品の価格設定の見直し、うがい薬のみの処方の保険適用除外などの

措置を講ずる

画
初診料・再診料

初診料２８２点（＋１２点）

再診料７２点（＋３点）

外来診療料７３点（＋３点）

小児科外来診療料

処方せん交付初診時５７２点（＋１２点）再診時３８３点（＋３点）

その他（院内処方）初診時６８２点（＋１２点）再診時４９３点（＋３点）

算定要件の見直しパリピスマブを投与している患者については小児科外来診療料の

算定対象とはならない

「地域包括診療料」１５０３点（月１回）高血圧、糖尿病、脂質異常症、認知症の４疾病

のうち２つ以上を有する。常勤３名以上、時間外対応加算１の届出

在宅療養支援診療所

「地域包括診療加算」２０点（再診１回につき）時間外対応加算１又は２の届出
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区園
新生児医療の見直し

新生児特定集中治療室管理料および新生児治療回復室入院医療管理料について

算定条件の見直し１５００９以上の新生児であっても、一部の先天奇形等を有する患者に
ついて算定曰数上限の見直しを行う。

新生児特定集中治療室管理料１（消費税改定分）

１日につき１００１１点→１０１７４点

新生児特定集中治療室管理料２（消費税改定分を含む）

1日につき６０１１点→８１０９点

小児入院医療管理料（消費税改定分）

１小児入院医療管理料１４５１１点→４５８４点

２小児入院医療管理料２４０１１点→４０７６点

３小児入院医療管理料１３６１１点→３６７０点

４小児入院医療管理料１３０１１点→３０６０点

５小児入院医療管理料１２１１１点→２１４５点

有床診療所への手厚い評価

入院基本料の引き上げ入院基本料１７７５点→８６１点（１４曰以内）

入院基本料６３５１点→４５０点（３１日以上）

在宅療養実績加算（緊急夜間深夜往診）７５点（ターミナルケア加算）７５０点

緊急往診１件以上かつ看取り４件以上

園
在宅患者訪問診療料

３歳未満の乳幼児又は３歳以上６歳未満の幼児

在宅療養指導管理料の見直し人工呼吸器を装着している小児等の在宅医療で算定する在宅

療養指導管理料について在宅医療を担う医療機関と後方支援

を担う医療機関で異なる管理を行う場合、それぞれで算定で

きる。在宅医療に用いる特定保険医療材料の院外処方が可能に。

国
血液科学検査８項目又は９項目１０２点→９９点

１０項目以上１２１点→１１７点

インフルエンザウイルス抗原定性１５０点→１４９点

ノロウイルス抗原定性150点→１５０点

ＲＳウイルス抗原定性１５０点→１４６点

アデノウイルス抗原定性２１０点→２０４点

Ａ群β溶連菌迅速検査定性１４０点→１３６点
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【会員からのたより】

思い出るままに＝（第１６集）

宮崎市小野武己

某精神病院への長期宿直バイトでのエピ

ソードは会報１２号から１６号まで書き記

したのだが，小児科部長および県病院副院

長だった梶原先生を偲ぶ会での不完全燃焼

だったお喋りの補足として，県病院時代の

思い出のエピソードを，会報１７号と１８号

にいくつか書き記したのだったが，今回は

再び，長期宿直バイトの続編として，ひま

暇に思い出るままに書き記した原稿を引っ

張り出して，書き述べたいと思う。

このバイトは卒後医員研修医の夏休みの

１か月間だったのだが，今は延岡市で開業

しているＮ先生がリーダーになり，何人か

でチームを組んで，１か月ずつ担当したの

だが，僕が夏休みの当番となったのであった。

いたように思う。

卒業し，医師免許を得てから，大学病院

での研修は，産婦人科，精神科，内科，小

児科だったと記憶しているが，市内の外科

病院の宿直は続けていたし，隣町の救急内

科病院の宿直は，土曜曰の夜だけだが，請

われるままに２～３か月に一回はしていた。

こんな生活は僕だけだったかもしれないが，

そのような現実を通して，研修医として新

米の医師として，教科書では学べないよう

な，沢山の経験をしたのであった。果たし

てそのような経験は，しなくてもよいもの

であったのかもしれないが，事の是非は無

しにしようと思う。

外科の救急病院であったが，院長は，酒

は飲まないたばこは吸わない，医師会に

もほとんど行かない，そして，常に自宅待

機していたから，学生先生としては安心こ

の上ないのであった。病院は市内の表通り

の電車通りにあり，遠くに，ピポーピポー

と救急車が聞こえると，脱兎の如くに，病

院玄関に走ってきて，救急車に向かって，

｢おーい，おーい，ここに来一い」とぐるぐ

ると手を振り回すと，救急車も，ああ有り

生活の為ではあったが専門の三年生から，

学生先生として先輩から譲ってもらった病

院の当直をした。自分の立場をしっかりと
のり

わきまえて，決して現実の自分のﾛﾘを超え

てはならないということを，しっかりと認

識していたのであった。しかしいま思いか

えせば医療という現実の厳しさの中にも，

その時その時の曰々を結構楽しく享受して
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難や，とばかり，病院玄関に横付けし，患

者さんを担架で運び入れるのであった。た

ぶん毎度のことであったのだろうから，事

はすんなりと運ぶのだ。

消化器外科が専門であった。急性虫垂炎，

冑潰瘍の吐血，肝臓・胆のうの疾患，若い

女性の睡眠薬自殺未遂，大量下血の患者，

食道癌の手術までやってしまったのには驚

いた。離島からの入院患者さんが多かった

と記憶している。とにかく緊急手術が多かっ

たので，その間，包帯交換を兼ての回診を

任されたのだが，患者さんも僕が廻ってく
ふし

るのを待っていた節があった。院長回診(よ

｢はい,どうですか」と。患者さんが｢あの_」

と何か言いかけても，「はい，いいですね。

順調ですよ。はい」と決まり文句を言いつつ，

次々に移っていくので，あっという間に終

わってしまうのだった。

だから僕が廻ると，お年寄りは，しっか

りと手を握って

「若先生さまあ，あての悩みはな，島に

可愛い孫娘がおるとやけんど…嫁にもいか

ずIこよぉ，あての面倒をばみてくいやつと

やがぁ，可愛そうでえ…，若先生，嫁にも

ろてくいやらんかいの，そりやあ美人やつ

どぉ」とか

「せんせぇ，とん病気ぱしつかい直してく

いやんせ，あては百歳までも生きたいつちぁ

がぁ」とか

「院長な，冷たかがねえ，優しか言葉の一

つもかけてくいやらんがあれ」とか

「若先生，院長なスケベやがねえ，あて

の病気は胃袋じゃけんど，包帯交換の時な

んぞ，腰巻まではずしやつとよぉ，ウシシ

シッ」など，あれやこれやと，日頃のうっ

ぷん晴らしとばかりに喋りかけてくるの

だった。だから回診を終えるのに相当な時

間がかかってしまいしばらくは宿直室で

ぐったりと横になって休憩する始末だった。

肉体的に疲れるのではなく，割り切れない
おり

何かが澱になって心の底lこ溜まっていたの

かも知れなかった。

以前にも書いたことがあったが，週に二

回のペースで宿直していたのだが，当直料

は一晩二千円だった。専門の四年生で学生

結婚したあとからは三千円にベースアップ

してくれたのだが，卒業して医師免許を得

てからも，やっぱり，一晩三千円のままに

据え置きだった。その後，院長は医師宿舎

と称して四階建てのビルを建てたが，そこ

にダダで入居させてくれたのだが，女房と

長女がいたので，それは実に助かったのだ。

ああ，有り難いなぁ．とむしろ感謝してい

たのだが，よくよく考えてみたら，その医

師宿舎と称していたマンションには，八世

帯入居していたが，実は医者は僕一人であっ

たのだ。隣はパチンコ屋の釘師さんで，二

階はワンフロアーの二部屋とも弁護士さん

が借りていて，三階と四階には天文館のキャ

バレーのお姉さんが住んでいたのだった。

とんだところで僕の医師という肩書が利用

されたのであった。部屋代無料で入れてく

れたが実はおつりが来てもおかしくない真

実が隠されていたのだった。

ともあれ，そのマンションに居を構え，

大学病院での医員研修をしたのであった。
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任務を全うすることが本'懐なのだ。

男子病棟百五十人，女子病棟九十人いた

が，その女子病棟担当だったが，女性ばか

りの世界で経験したもろもろは，石部金吉

であった僕にとっては違う世界を知る事が

出来たということではとても貴重な経験で

あった。そして，際どい出来事が多々あっ

たが，決して後悔するような過ちは絶対に

無かったのだと断言する。エピソードの数々

は既刊の会報に書き述べた通りである。

もちろん，夏休みの某精神病院の長期宿

直バイトの時も家族はそこに住んでいたが，

寂しくなると，熊本の実家に戻っていたよ

うだ。

専門の三年生から，眼がピンホールしか

見えなくなった産婦人科の講師の先生の手

となり足となり，講義の教室に腕を組んで

連れて行き，講義資料のガリ版切りをし，

論文を読んであげると，目をつぶりじっと

耳をそばだてて聞いている。不妊クリニッ

ク担当であったが，患者さんの静脈注射

を，その先生の指導の下におこなったりし

ていたので，当然友達は誰しも研修を終え

たら僕は産婦人科に入局するとばかり思っ

ていたみたいだが，なぜか小児科に入局し

たのであった。そして，入局半年ばかりし

て，寺脇教授に呼ばれ「小野君，あの救急

外科病院は辞めなさい。家族が居るそうだ

が，生活に困らないように，医局長にバイ

ト先を世話するよう言ってあるからね」と

いうことで，結局その外科病院の当直は辞

めて，当然例の医師マンションを出ること

になったのであった。

－番最後の事件のみ，今一度繰り返そう。

元教師の伊集院爺さんのネクタイ紐によ

る首つり自殺未遂事件があった。

阿久根看護人の強烈なマウスツーマウス

のお陰で現実社会に立ち戻った伊集院爺さ

んは，とても元気になって，以来，阿久根

看護人と急接近したみたいで，男子患者の

運動療法の一環としてのソフトボールでは，

二人仲良く応援のベンチに座って，

にらぁ，かつ飛ばせえ」

「バカぁ，そっちは三塁じゃがね，一塁は

反対の方じゃろがぁ」

「小野先生の審判には，逆らうなよぉ」

「そら，そら，そら，皆んな，元気ぱ出せ

よぉ」

などと大声を出しながら，まるで野焼の煙

みたいに，たばこをプカプカ吸っているの

だった。

伊集院爺さんが，現実の世界に立ち戻っ

て来たときに何かむにやむにゃ咳いている

のを耳を寄せて聞いていた僕がわざと

「伊集院さんな，阿久根さんにもそっ

さて話を元に戻そう。この精神病院の１

か月の長期の宿直バイトも，そろそろ終わ

りに近づいてきた。なんだかんだがあった

が，この長期宿直バイトは，バイト料は高

く頂いていたが，医師として技術的な何か

を学ぶという点に関しては，ほとんどゼロ

であった。しかし，人間の心の中の琴線に

触れるという意味では多少は意味があった

のだと思うが，兎に角，楽しく，そつなく



(34）第１９号
一

平成２６年３月
宮崎県小児科医会会報

と，たばこを減らしやいつち,言うとったよ」

とウソついたとき，「うん，自分もたばこ量

を減らさないかんつち，思うとつとやが…」

と言ったことなど，どこ吹く風か，前にも

増して，ヘビースモーカーになったように

思われた。

マウスツーマウスで，阿久根さんの強烈

なニコチン息を吸い込まされた阿久根爺さ

んは，三途の河原の線香と信じ込み，とう

とうタバコを嗜むようになったみたい。

けったくそが悪いのは院長だ。阿久根看

護人のマウスツーマウスや，伊集院爺さん

のニコチンの臭いを三途の河原の線香の臭

いだったとかにやと咳いたことや，僕の必

死の心臓マッサージ，大量皮下注しか出来

ない院長の代わりに，Ｎ君から送ってもらっ

た点滴をしたこと，看護婦さんの献身的な

介助など，今でこそまるで笑い話みたいに

なっているが，一丸となって蘇生をした皆

に感謝の言葉の一つもかけるでなく，「大事

にならなくてよかったでよ」「死なずによ

かった，よかった」「病院の評判の落ちると

こじゃったわい」とばっかりつぶやいて帰っ

てしまったのである。むしろ，事の次第を

その曰の病棟担当の阿久根看護人の責任み

たいに彼を非難する言葉を吐いてばかり

だった。ガクッとなってしまった僕が当直

室に戻ってトロトロとしていた時に，夕食

を運んできた，シャネルの香りの坊之津看

護婦さんと重ね餅になってしまった忘れら

れない衝撃的な事態を思い出すのであった。

廊下で待っていた独身の志布志看護婦さん

はきっと感づいていたに違いないのだが，

何知らぬふりをしてくれたのだった。それ

とも多少ともジェラシーを感じていたのか

な？思ったよりも早く彼女が点けてくれ

た蛍光灯のパチッの音と，そして部屋に明

るい光があふれた途端，すべてお流れになっ

たし，物語は何事も無かったかのように現

実の世界に立ち戻ったのであった。

○月○日（士）

僕の宿直も残すところ，あと一週間となっ

た。待望の夜釣りの曰であった。

午前の仕事，相変わらずだ。大部屋ばか

りの各部屋を回り怠惰な入院女子患者の様

子を見て回る。牢名主の鹿屋さんは部屋の

真ん中にでんと横になり，若い者二～三人

に全身マッサージをさせている。最近は牢

名主の鹿屋さんに捕まって，マッサージさ

れることはなくなった。

午前と午後のたばこの時間，僕は二本づつ

吸うようなってしまった。もっとも僕がプ

カプカするのではなく火をつけて－口だけ

吸って一本は牢名主の鹿屋さん，もう一本は

入来ばあちゃんにあげるからだった。なぜか

新品は決して受け取らないのであった。

夕方近くに，Ｎ君がやって来た。

先日約束していた通り，今夜はＮ君が宿

直してくれるので，安心して懸案だった夜

釣りに行けるのだ。

例の重ね餅事件の時のように部屋に届け

てくれるときもあるが，この曰は職員食堂

に行き，少し早目の夕食にする。賄のおば

ちゃんがついで呉れた夕食をお盆に入れて

空いたテーブルについて食べるも，なんと
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なく心浮き浮きしていたのだろうか，意外

と食が進むのだった。たぶん心は早くも大

物を釣り上げている自分を想像していたの

かもしれない。顔もほころんでいたに違い

ない。

ガラッと食堂の戸を開けて，坊之津看護

婦さんが顔を覗かせた。

「あらっ，先生，何をニヤニヤしている

んですか？何か良いことがあるんじゃなか

と？この前の伊集院さんの事件の時とは

違って食欲モリモリみたいじゃがね」

「ああ，あの曰の夜に重ね餅を食べた時の

こと？バカぁ，あん時のことは言わんでよ。

ドキドキしてしまうがね。うん，今夜は阿

久根さんと夜釣りに行くとよ･シブ鯛の大

物ば釣った気分になって，ちょっとばかし

ニヤついていたんかな。坊之津さん，刺身

を楽しみに待っていてね」

「ヘえ－，夜釣りね。シブ鯛の大物も良い
おか

けんど…，先生，時Iこは陸釣り，しやった

らどげんね」

「陸釣り…で大物をぱ，釣いやったもんせ゜

私は…超大物の部類つち，思うとやけんど

…ね」

「そう，シャネルを染み込ませた，超大物

じゃつどぉ。先生，判ってるでしょう，あ

の重ね餅の時の感触をお忘れではないで

しょう？フフフっ」
おか

「えっ！Ｉまあっ？そん陸釣りって…，

何んのことお？」

「うん，もう，先生の馬鹿ぁ，知らん振り

してえ…，悔しかぁ。先生な，かまととぶっ

ているんじゃなかとね」

｢うん,もう良か。良かがぁ,早よ,行ってらっ

しやい！」

丁度折よく阿久根看護人が入って来た。

「先生，良かな，出発すっでよ」

「焼酎ば忘れんごつれ，夜はけつこう冷

ゆつかいよ」

その時，バタバタと走って来る足音と同

時にパタンと食堂の戸を開けてＮ君が走り

込んできた。

「小野先生，僕も夜釣りに連れて行って

くれんかいね。宿直はどげんでんよ力､がね。

ほら，ここに別婿の坊之津看護婦さんの居

いやつどがな・彼女に頼もうよ，上手く誤

魔化しておいてねっち，お願いしようや」

「ね，ね，ね，美人の坊之津看護婦さん，

僕も一緒に夜釣りに行くから宿直は，何と

か誤魔化しておいてくれんやろか…ね」

そう言いつつ，晩御飯を，(よふはふはふ

と掻き込むのであった。Ｎ君はそのように

人を褒めちぎり，その気にさせてしまう術

に長けているのだ。

別嬢さんとか美人さんとか言われて悪い

気はしないだろう，坊之津看護婦さんはＮ

君にすっかり乗せられてしまったみたい。

「良かよぉ，あてがしっかりとそのへんは，

サポートしとくでよ。その代りね，Ｎ先生，

小野先生をしっかりと監視しとってね。フ
さまよ

ラフラと何処かに｛方律って行つせえ，浮気

などせんごつ…ね。病棟は，うちが何とか

しとくで心配せんで良かよ」

「えっ，なにっ？……ああ，判ったよ，浮

気ぱせんように，しっかりと見張っておく

でよ。じゃ，行って来っでよ，坊之津さん，
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よろしくね」

なになに？何が浮気じゃ，舟釣りじゃか

ら，どこにも飛び出せないのは判っている

くせに，坊之津さんとは特別な関係にある

訳でもないのに…，気を回しちゃってざ。

まさか彼女，僕には女房・子供が居るの

を知っていてのことか？そんなことは無

い無い，何一つ話してはいないはずだから。

でもなんとなく嬉しくなってしまうな，な

どと，心の中で思ってしまう。

｢さあ，Ｎ先生，阿久根さん，出発しようや」

阿久根さんのポンコツのブルーバードに

乗り込むと，すぐさま車はスタートした。

「坊之津さん，行って来っで，後は頼んだ

よ」

クルクルと窓を手回しで開けて大きな声

で叫んだ。

「行ってらっしや－い」

坊之津看護婦さんは食堂の前に立って，

しっかりと手を振っている。主人を送り出

す新妻の心境かな，なんて思ったりして…。

でも，僕もしっかりと手を振り返していた

のだった。

阿久根さんの運転する車は国道を抜け，

やがて間道に入ったのだろう，やけにガタ

ピシとしだしたが，それも束の間，やがて

小さな船着き場みたいな処に止まった。案

外と短いドライブだった。

「ここから船が出ます。さあ，荷物を下ろ

しつせえ，そこの船に運びましょうか」

小さなボンボン船が横付けしてあり，－

艘しか無かったので間違うはずはなかった。

阿久根さんが船頭さんと恩しき曰焼した人

と話をしている。そして船頭さんが軽快に

船に飛び乗り，操舵室に入った。僕らが乗っ

た後，阿久根さんが，何時もの如くといつ
もや

た風lこ慣れた手付きで航し､綱を外した。

小気味よいエンジンの音がして，低い煙
はじ

突からボンボンと黒し､煙が弾き出される。

スクリューが水を掻き回し始め，船は船着

き場を離れ沖に向かって前進して行った。

陽は島影に傾き，やがても海の彼方に沈

まんとしていた。松の木が茂る大小の幾つ

かの島の間を巧みに擦り抜けて，船は沖に

向かって進んでいく。

とある島の陰に船を止め，アンカーを投

げ入れ船が固定されたのを確認し，エンジ

ンを切ったのであった。まだ薄明かりが辺

りに漂っていた。

「ここが，一番のポイントで，二～三日前，

シブの大物が上がったって，船頭さんの言

うとったよ。さあ，準備ばしやんせ゜夕ま

ずめと朝方が勝負じゃけんね」

「はい，小野先生はこい，Ｎ先生はこいぱ

使いやんせ゜エサはこん弁当箱に準備して

あつ’アジの切り身ば付けるとじやつど」

そう言って，阿久根さんが，餌の付け方

の手本を見せてくれた。

竿とリールは無い。手釣りだ。

「先生，先糸は１０号，テグスは２０号，

針はシブ針の２０号ば使いました。夜釣りは

どげな大物が上がるかわからんですけんが，

大仕掛けにすっとです」

「３０号の捨て錘をつけつせえ，根がかり

してんよ力､ごつ，仕掛けをこさえてありま

す。さあ，始めなつせ」
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そして，テグスが強く引きずられていくよ

うになった。

「おっ，何か釣れているぞ」

僕は勢い込んで，右，左，右とテグスを

巻き上げるのだった。やがて掛かった魚が

水面近くに来た時，阿久根さんが大きな懐

中電灯を点けてくれた。海面を照らした明

かりの中に，上ラヒラと舞いながら魚が浮

かんできた。

「よいしょ」とばかりに僕は魚を船の中に

引き上げた。

「ありや，なんじや，これは１うわ－つ」

針の先には，歯がギザギザした虎模様の

細長いくねくねした七～八十センチの魚が

掛かっていた。

「ああ，こいはウツボたいね」

「いかん，いかん，シブ鯛の第一号と思っ

たけど…」

僕はタオルで頭を掴み針を外して海に戻

そうとしたとき，阿久根さんが，

「先生，気を付けやんせ，噛まるっどぉ，

歯が鋭いから大怪我じゃつどぉ」

「どれ，あてにかしやんせ」

彼はウツボを舟板に置き，棒で尻尾の付

け根辺り，丁度肛門と思われるところに，

ごつんと一撃を食わせた。すると暴れてく

ねくねしていたウツボさん，しゅんとなっ

てしまった。そしてビニールに入れ，クー

ラーボックスになおし込んだのである。

「阿久根さん，持って帰るとね」

「じゃつどぉ，こいは白身で，旨かとやつ

どぉ，ウハハハハッ」

「シブ鯛ぱ釣りたかなぁ，よし，次はやつ

「よしっ，第一投ばいれるでえ」

準備の整った僕は，勇躍，仕掛けを，す

るすると落とす。

「先生，錘が底に着いたら，テグスをぼん
ゆる

の少しばかし，弛ませないよ。そし､が，魚

にエサを上手く喰わせるコツじゃっ己よ

かな」

阿久根さんも自分の仕掛けを落としなが

らアドバイスする。Ｎ君も準備が整ったの

だろう，するすると仕掛けを落とし込んで

いる。

船くりに寄りかかり，右手の人差指にテ

グスを引っ掛けて当たりを待つ。海は凪い

でいたのだが，釣り船は細かく左右に揺れ

る。加えて時折，前後の揺れがくるのだった。

指先に神経を集中させ当たりを待つのだ。

そうしていると，やがて頭の中は真つ白に

なってしまい船の小さな揺れが僕の身体

を心地よい世界に引きずり込んでしまおう

とするのだった。真剣になって，当たりを

待てば待つほどなんだかふ－つと眠りの世

界へ入ってしまいそうになってしまうの

だった。

面白く，楽しく，そして慣れっこになっ

て来た宿直生活とはいえ，ｌか月近く経つ

とけつこう身体の方は疲れがたまっている

のかな，などと思っているとき，

「やつ，きたつ！」

ツン，ツン，ツンと指先に魚信が伝わっ

て来たのだ。

しばらくおいて，「それっ」とばかりに右

手を高く上げて合わせると，ガツンと何か

に引っかかったような感触が伝わってきて，
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「さて，今のうちにお握りをば食べようか

ね。焼酎でん飲みもんそかい」

何も釣れていない阿久根さん，まったく焦っ

てない。そう言いながら，賄のおばちゃん

の弁当を広げた。

釣り糸を船くりに結わえつけて，お握り

を頬張る。焼酎｢松露｣をポットのお湯で割っ

て紙コップに注ぎくいと飲みこむ。酒に弱

い僕，胃袋に焼け付くようだったが，船の

上でのお酒，船の心地よい揺れに身体が同

調したのか案外と旨いものに感じた。Ｎ君

も，酒には意外と強いのか，ぐぐいと飲ん
き

でし､る。阿久根さんはというと，焼酎を生

のまま，あおっている。船頭さんは黙んま

りしたままチビチビと焼酎を口にしていた

が，突然叫んだ。

「ほいつ，魚が来たぞい，誰の仕掛けかい

な」

「やつ，俺いの仕掛けたいね」

Ｎ君は焼酎投げ捨て，テグスを手繰るの

だった。

「痛てて，指の千切れるみたいじゃがね。

こりや，大物みたいじゃつどぉ」

「今度こそ，シブ鯛かな」

やったぁ，どしんと船の中に引き上げた獲

物は，「うひやあ，やっぱ，ウツボじゃがね」

しかし，今度のは船頭さんのぶつとい腕の

太さに匹敵するくらいの１メートルはあろ

うかという，大物ウツボであった。

本命はなかなか揚がらなかった。べた凪

ではあったが，潮が悪かったのだろう。其

の後，阿久根さんがやっと一匹小さなシブ

鯛を釣り上げたのだが，僕の提案で「これは，

たるでえ」

僕は，外道ではあったが，第一号が釣れた

ということで，眠気は吹き飛んでしまい

俄然ファイトが湧いてきた。

その時，「ややつ，僕にも来たぞ_」とＮ

君はテグスを巻き上げていた。

｢うん，なかなか引きは強かごたつぞぉ，お

お，良か引きじゃつどぉ」と必死の様子だ。

「Ｎ君，どげんね，シブ鯛のごたるね」

先にシブ鯛を釣られたら，シャクの種だ，

とのジェラシーもあったのかな，まだ海の

中なので見えもしないし，シブ鯛の引きが

どんなものか判りもしないのに，ついつい
き

訊し､てしまうのだった。

「よいしょ，どうかな」

Ｎ君は水面に上がって来た魚を船の中に引

き上げた。

「うわっ，小野君が釣ったのと同じやん

かぁ」

やっぱり，阿久根さんはＮ君が釣り上げた

ウツボを大事そうにクーラーボックスにし

まい込んだ。

「来たぞ来たぞ，それえ」

僕はテグスを引き上げ合わせると，何か掛

かっている。期待に胸を膨らませて，引き

上げてみると，あちや_，またもやウツボ

だった。これも阿久根さんはしっかりとクー

ラーボックスへ。
こうこう

ふと見ると煙々とした月は中天lこ昇って

きていた。月明りで暗い海の細かい波がキ

ラキラしている。アンカーを落とした船の

横のやや大きい島は海面に黒いシルエット

をゆったりと映し出していた。
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赤ちゃんたいね。リリースしようよ。デ力

くなってから釣らせてもらおうや」と言う

ことで，ポチャーンと，母なる海に逃がし

たのであった。なんだか急に疲れが背筋を

駆け上がってきて，

「阿久根さん，戻ろうか，いけんね。Ｎ君，

どうじやろか」と提案して，結局，深夜の

０時ころ引き上げたのだった。比較的，酔っ

て無かったＮ君が，ポンコツのブルーバー

ドを運転して，無事に病院に戻り着いたの

であった。

三人は宿舎の端の僕の部屋に上がり込ん

で，釣り談義？反省会？

阿久根さん，我が物顔して事務長の部屋

から，松露を抱えてきた。すると休んでい

た事務長が起きあがってきて，「おっ，無事

に戻り着いたな，良かった，良かった，飲

みもんそかい」と，コップをもってきたの

であった。事務長は事の次第は知っていた

みたいで，「坊之津看護婦さんな’きちっと

フォローしていたぜよ・院長な白河夜船さ。

釣果は，いけんじゃつたな」と来たところで，

「大漁じゃったですよ。ウツボ，オンリー

のね」とＮ君得意顔で報告する。

「ホッホッホッ，ウツボはな，見かけは悪

いが案外と旨いとじやよ」

事務長は結構な年であったが，院長と違っ
らつわん

て辣腕であり，この精神病院(よ彼が支えて

いるとも言えるほどであった。

心地よい酔いのお陰で，Ｎ君と枕を並べ

てぐっすりと眠ったのであった。翌朝の朝

食は部屋に坊之津看護婦さんと志布志看護

婦さんが持って来てくれた。やっぱり，口

には出さなかったものの，二人の事を心配

してくれたのかも知れない。例によって，

「お早うございますう，坊之津奴と志布志

奴ですう，無事にお帰りになったんですね。

朝食を持て参Ｃましたぁ。開けますよ，はい，

部屋に入りますよ」

「はらまあ，先生がたぁ，お二人とも，テ

ントを張ってましたのね。お元気だことぉ。

ホホホッ」

うわっ，とばかり二人は慌てて，夏布団を

引き上げ身体に掛けた。

「先生，あても，テントの中にご一緒して

も，ホホホッ，よかですかぁ」

「志布志ちゃんも，テントに入いらんね，

熟睡できるかもよ'フフフッ」

「バカぁ，坊之津さんな，なんば言いよっ

とね。恥ずかしかがぁ」

志布志看護婦さん，真っ赤になって，朝

食のお盆を今にも落としそうになる。と言

うことは，志布志看護婦さん，いろいろ知っ

ている，と言うことかな。

Ｎ君，午前はゆっくりして，僕と一緒に

回診などして，あの二人の看護婦さんや病

棟の看護婦さんをからかったりして，昼過

ぎに戻っていったのである。

午後も女子病棟の詰所に入って，例によっ

て，怠惰ないつも通りの監視と巡回の合間

に，本命のシブ鯛が釣れなかったので自慢

は出来なかったが，昨夜の夜釣りの話に一

花咲かせたのであった。

夜になって宿舎に戻るとすぐさま阿久根

さんが近寄ってきて「先生，今夜は，病院



(40）第１９号
一

平成２６年３月
宮崎県小児科医会会報

食は食べなんなよ・あてがご馳走ば，準備

したでよぉ」と言う。

「はいはい判ったよ，シャワーば浴び

るでよ，よかな」

「あがる頃には，準備も終わっているどん

から，浴衣に着替えて来やんせ」

宿舎の玄関入ってすぐ右側に浴室があり，

左に台所があり，次に事務長の部屋，阿久

根さんの部屋，医師宿舎のllFiとなっていて，

ぐるつと廻り廊下になっているのは以前述

べた通りである。

シャワーを浴びすっきりして，ぐるつと

廻り廊下を通って当直室で浴衣に着替え，
くつろ

事務長の部屋Iこ来て寛ぐ。

「おやつとさあ，－杯いきやんせ」と事務

長は松露をコップになみなみと注ぐと

「阿久根さんの心尽くしの料理を食くも
うま

んそかし､。そりゃぁ，美味かぞなもし」と，

言いつつ自分のコップにも松露を注いだの

であった。

「おまたせぇ」と阿久根さん，事務長の部

屋のテーブルに次々と料理を運んでくるの

であった。

「実はな，先生」
おもむろ

その間，事務長さん(よ徐Iこ話し出した。

「阿久根看護人はな，かって宮崎のホテル

の料理人じゃったとやが，ある時ここに入

院したんじゃ。その後完治した時に院長が
ま

lお前んさ，ここで働きやし､。看護助手とし

て採用すっでよ〕と言うことになつせ，そ

れから働き始めたんじゃつど」と彼の前歴

を初めて披露してくれたのだ。

「じゃろ，じゃろ，ぼんなごつ，プロでな

くちゃぁ，こんなにも沢山のご馳走が出来

るもんじゃないなあと思うとったんよ」

それは，それは，驚きの一言だ。料理はウ

ツボ尽くしだった。刺身，酢の物，煮つけ，

味噌汁と，なかなか普通では見られないも

のだった。
こわごわ

慣ｵ'てなかったし怖々ながら，阿久根さ

んの手作りの料理を味わうことになったの

であったが，結果的に本当言うと，実に旨

かったのである。

「事務長さん，坊之津さんと志布志さん

を呼ぼうよ」ということになり，この夜の，

ウツボのお披露目会は盛況だったのである。

事の仔細は次の機会にしよう。

朝，目覚め，う_んと，背伸びする。と，

あれ，なんだかふんわりした物に突き当

たったぞいと，変な予感に囚われたのだっ

た。しっかり目を凝らして見ると，やややつ，

志布志看護婦さんが，頭の上でこっくり，

こっくり居眠りしているではないか，

「うわっ」びっくりした僕は飛び起き目を

凝らして辺りを眺めると，ここは事務長の

部屋だった。みんな昨夜は酔ってしまって，

ここで雑魚寝してしまったようだった。

（続く？）
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宮崎県小児科医会会則

(名称および事務局）

第１条本会は宮崎県小児科医会と称し宮崎県医師会小児科分科医会を兼ねる。

第２条本会の事務局は宮崎県医師会内におく。

（目的）

第３条本会は小児医学の研修，小児医療の向上，小児保健の充実を計り，もって地域医療

へ貢献することを目的とする。

第４条前条の目的達成のため，次の事業を行う。

（１）小児医学および医療の研究と研修

（２）小児保健の研究の実践

（３）小児保険診療の充実

（４）その他本会の目的達成に必要な事業

（会員，会費，入退会）

第５条本会は宮崎県医師会会員たる小児科医および県内に在住する小児科勤務医を会員と

する。

第６条会員は別に定める会費または負担金を本会に納入しなければならない。

第７条入会および退会は本人の申し出により役員会でこれを決める。

（役員）

第８条本会に次の役員をおく。

会長１名副会長２名幹事若干名監事１名

第９条役員は総会において選任し，その任期を２年とする。

第１０条会長は本会を代表し会務を総理する。

副会長は会長を補佐し，会長に事故あるときはその職務を代行する。

幹事の職務分担は会長がこれを定める。

監事は会務，会計，財産を監査する。

第１１条会長，副会長，幹事は役員会を組織し会務につき協議，これを執行する。
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（顧問）

第１２条本会には顧問をおくことができる。顧問は会長が役員会に諮りこれを委任する。

（委員会）

第１３条本会は必要に応じ各種委員会をおくことができる。委員は会員の中から会長が委

任する。

(会議）

第１４条会議は役員会，総会，研修会とする。

第１５条総会は毎年３月に開催する。研修会は役員会の決定により毎年１～２回開催する。

第１６条総会の定足数は会員の過半数（委任状を含む）とする。総会の議決は出席会員の

３分の２以上の賛成を必要とする。

(会計）

第１７条本会の経費は会費，寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。

第１８条本会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１曰に終わる。会計年度所属の出納

に関する事項は翌年度９月の地方会において報告し，会員の承認を得なければならない。

（会則の変更）

第１９条本会則の変更は総会の議決承認を必要とする。

（補則）

第２０条この会則執行に必要な細則は役員会の検討を経て総会の承認を得なければならない。

但し運営上やむを得ぬ場合は事後承認もこれを可とする。

※この会則は平成１５年度総会において変更されました。
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囿園②国
平成３年宮医大卒，平成１２年１０月に小林市で開業した沖美和です。ある曰，三宅先生か

ら突然の電話。「編集長やって」，「はい喜んでやらせていただきます」と答えてしまいま

した…。元来，文章を書くことは苫にならないそんな私の前に立ちはだかったのはデジタ

ルの壁でした。私がメールを送ると主人の名前で送られる，署名って何？うまく送れたのか

不安になるし。まずはメールの基本の書籍を買いに走りました。ようやく自分の名前で署名

入りのメールが送れるようになりました。不勉強な未熟者ですのでご迷惑をおかけしますが，

努力していきますので，みなさんよろしくお願いいたします。

開業して干支が一回りしましたが，予防接種には毎年毎年振り回される私です。今年度は

ヒブ，小児用肺炎球菌，子宮頸がんワクチンが定期接種となり，１１月には小児用肺炎球菌ワ

クチンが７価から１３価にシフトしました。成人の風疹流行に対してＭＲワクチンの助成も

ありました。それとは別にずっと気にかかっていることがあります。県外の子どもへのワク

チンが自己負担になることです。小林は田舎なので初めての子どもを出産し自宅が遠いと，

２ヶ月以上自宅に帰らない方もよく見かけます。こちらで予防接種をスタートすれば自己負

担になることがほとんどです。（たま－に償還払いや振込みで無料の地域もありますが）今か

ら子育てを始める若い夫婦には大きな出費です。県内で実施されている広域化が県をまたい

でもできればいいなと思うのです。そうすれば日本のすべての地域ですべての子どもが平等

にワクチンの恩恵を受けられます。私達，小児科医にとっても予防接種事業が公正に評価ざ

れメリットは大きいのではと思います。遠い道のり，とつぶやきつつも私の大きな目標に掲

げています。

さて，今回の会報誌は平成２５年３月と１１月の学会の特別講演だけでも４つと内容豊富で

す。巻頭言は高木純一先生に「今後の宮崎県における小児循環器領域に思いをよせて」と題

して書いていただきました。お忙しいのに各先生方には原稿のお願いを快諾いただき，期限

内に提出いただき本当に感謝しております。小野先生には今回も一息つける癒しの文章を寄

せていただきました。（今回，編集長になりましたので，第４号の第一集より読み返してみま

した。続けて読むと状況がよく理解できて面白さが格別でした）写真は，三宅先生にお願い

しました。皆様のご協力あってのものですが，皆様の話題に上る様な会報誌を目指していき
たいと思います。（ペこり）
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広告協賛一覧 (順不同）

第 共Ｍ Ｓ ，

協和発酵キリン大正 富 山医薬

ロ
叩

武田薬品工業 ホﾉレ-マ

化学及血清療法研究所MeijiSeikaファルマ

デン力生研大鵬薬品工業

杏林製薬 アステラス製薬

ファイザ－ グラクソ・スミスクライン

日本ベクトン･ディッキンソン田辺三菱製薬

中外製薬北里薬品産業

以上１８件でした。ご協力ありがとうございました。


