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第２５０号宮城県小児科医会報平成26年３月

宮城県小児科医会学術講演会

「国際的観点から見た曰本の予防接種」

トヨタ記念病院小児科/海外渡航科

岡田純一…２５

「当院におけるアトピー性皮膚炎に対する

タクロリムス軟膏０．０３％の使用経験」

宮城県立こども病院小児科

山岡明子…３２

巻頭言

タンデムマス・スクリーニングの

全国展開について

仙台市立病院小児科・宮城県小児科医会副会長

日本マス・スクリーニング学会副理事長

大浦敏博…３

宮城県小児科医会理事会報告

宮城県小児科医会総務師保之…４

平成25年度第２回宮城県小児科医会定例理事会

平成25年度第３回宮城県小児科医会定例理事会

平成25年度第４回宮城県小児科医会定例理事会

第１Ｂロ仙台小児科カンファレンス

ｌ）川崎病を発症しステロイド漸減中に再燃、

冠動脈拡張を認めた２ヶ月女児

東北大学病院小児科鈴木大…３５

２）マイコプラズマ関連小脳炎が疑われた１２歳

女児のｌ例

国立病院機構仙台医療センター小児科

鈴木菜絵子…３５

３）先行感染を有するチックに対し抗生剤投与

が有効であった一例

石巻赤十字病院小児科鈴木智…３５

４）生後２か月時に遅発型ＧＢＳ髄膜炎を発症

し、その後硬膜下水腫を合併した女児例

栗原中央病院内科加納伸介…３５

■

第ＳＳ回東北・北海道小児科医会

連合会総会関連報告

「新型インフルエンザパンデミック・東日本大

震災の緊急時に医会・学会・行政の連携はどの

ように機能したか」

仙台市医療センター理事長

前仙台市救急医療事業団理事長

中川洋…１１

各地方からの報告

仙台小児科医会理事会報告

総務萱場潤…１５

「着陸態勢」

栗原市ほそや小児科細谷邦明…１９

「仙南小児科医会2013」

公立刈田綜合病院鈴木喜久男…２１

「白石地域の現況」

公立刈田綜合病院鈴木喜久男…２２

「石巻市での震災後３年目に感じていること」

阿部こどもクリニック阿部厚一郎…２３

会報250号記念特集

「思い出」千葉良…４６

「広報部活動の思い出」

藤木こども医院藤木榮…４６

「会報編集に携わって-250号を迎えて－」

かわむらこどもクリニック川村和久…４７

「宮城県小児科医会報の編集長を務めて」

めときこどもクリニック目時規公也…５０

会報写真集…５１

人名索引…５３

宮城県小児科医会報233～249号

「宮城県小児科医会報No250発行に寄せて」

現編集長石井アケミ…５６

■
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平成26年３月 宮城県小児科医会報 第２５０号

特別寄稿

「子供の村東北」

特定非営利活動法人子どもの村東北理事長

飯沼一宇…５７

「宮城県における小児科医による

先天性股関節脱臼スクリーニングの現況」

めときこどもクリニック目時規公也…５９

「仙台市内津波被災Ｎ小学校への支援活動

一ＮＰＯ法人冒険あそび場・せんだしいみやぎ

ネットワークと連携して－」

いのうえ小児科クリニック井上重夫…６３

面白い症例

「それぞれの尺度」

公立刈田綜合病院鈴木喜久男…７０

編集後記

石井アケミ…７２

〆

新入会員紹介

「新入会員挨拶」

東北大学病院小児科熊谷直憲…６５

随想

「宮城野原の野球場の思い出」

元仙台医療センター小児科部長

小野木宏…６６

「庭いじり」

高松小児科医院高松徳光…６７

「震災後の石巻夜間急患センター」

ＪＲ仙台病院大場泉…６８

Ｐ

表紙の絵「空を見上げて」

仙台市立榴岡小学校６年斎藤千優

ひとこと

「桜が有名な榴ヶ岡公園で、満開の桜の木の

下から見上げた空を描きました｡」

－２－
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Ｉ玉卜,

与市而己病Ⅱ 矢＝品I|＝侭弓功

平成20年の本誌に「新時代の新生児マススクリ

ーニング」の題で一文を書かせて頂きました。当

時、タンデムマス法によるスクリーニングは研究

費による試験研究が行われていましたが、公費で

行われる目途は全く立っておらず、私も「日本は

タンデムマス後進国」と記述していました。その

様な状況がしばらく続いた後、平成23年３月３１日、

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通

知「先天性代謝異常の新しい検査法（タンデムマ

ス法）について」が出されました。この通知では

我々も参加した厚生労働省研究班報告書の成果を

もとにタンデムマス法を導入することでアミノ酸

代謝異常・有機酸代謝異常及び脂肪酸代謝異常の

早期発見が可能となること、その内16疾患は早期

発見・治療により心身障害の予防又は軽減が期待

できること、さらに各都道府県等に対してはタン

デムマス法を用いた新生児マス・スクリーニング

検査の導入を積極的に検討する等適切に対応して

いただくようお願いすると記載されていました。

この通知により状況は一変します。まず多くの

自治体が翌平成24年４月よりタンデムマス導入を

目指すべく準備を開始しました。東北地区の状況

はどうなっていたかというと、唯一岩手県がこの

通達が出されるｌか目前の平成23年２月にタンデ

ムマス法を導入していました。しかし、宮城県は

大震災の復興事業が最優先課題であり、すぐには

取り掛かれる状況ではありません。このままでは

全国の流れから遅れてしまうという危機感もあり、

筆者は資料を携え１０月に宮城県、仙台市の担当者

を訪問し、早期導入を訴えました。さらに、宮城

県小児科医会と仙台小児科医会の各会長名で県と

市に対して要望書をそれぞれ提出して頂きました。

その甲斐もあって、宮城県・仙台市でも全国の潮

流に遅れることなく平成24年４月よりタンデムマ

ス法を導入することが出来ました。

母子保健課長通知より３年が経とうとしていま

す。そして、ついに平成２６年４月より全国すべ

ての自治体でタンデムマス法が新生児マス・スク

リーニングに導入されることとなりました。しか

し、解決しなくてはいけない課題が山積していま

す。一つは専門医が少ないということです。対象

疾患はすべて稀少疾患であり、ほとんどの地域で

診断・治療に精通した専門医がおりません。解決

策の一つとして現在厚労省母子保健課の指導の

下、主治医・精密検査担当医からの質問のみなら

ず、検査施設の担当者や患者家族などからの質問

にも回答できるコンサルテーションセンター（仮

称）の設立を準備しています。また、タンデムマ

ス法の有用性を評価するために不可欠である陽性

患者の長期フォローアップ体制の確立も急務とな

っています。我が国のタンデムマス・スクリーニ

ングはまさにこれからが正念場と言えるでしょう。

最後に一貫してタンデムマス・スクリーニング

の導入にご協力頂きました、会員の先生方、宮城

県小児科医会会長奥村秀定先生、仙台小児科医会

会長川村和久先生にこの場をお借りして深謝申し

上げます。

'■

■

－３－
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森川利夫先生ご逝去

（平成25年６月１０曰）

三浦克志先生入院

４会員異動

中川洋先生仙台市救急医療事業団理事長

→仙台市医療センター理事長

５曰本小児科医会理事会報告

６月９曰（日）大阪会長

６曰本小児科医会総会報告同上会長

会員数：平成24年度5,936名、

平成25年度5,972名

…36名の増加

収支決算：収入１億５３４万２２４２円、支出

9433万6686円

７曰本小児科医会社会保険委員会報告

同上師

①平成26年度診療報酬改定における「小児

医療に関する要望書」および平成26年度

医療技術再評価提案書の提出について。

②平成25年度診療所小児科の医業経営実態

調査について：７月にアンケート調査を

行う。

③予防接種料金算定基準（案）について：

乳幼児育児栄養指導料に準じた予防接種

指導料を含んだ予防接種料金が望ましい。

８曰本小児科医会ホームページ委員会報告

同上総務

９先天性代謝異常検査事業連絡会議

７月２３曰（火）大浦

東北大学小児科初期研修協議会補助の件

承認

１０小児用肺炎球菌ワクチン７価から１３価への

切り替えに関する指針の早期策定に係わる要

望書総務

ＰＣＶ７→ＰＣＶｌ３の早期切り替えと、接種法

の検討に対する要望書を提出

１１子宮頸がん予防ワクチンに関する要望書

総務

①子宮頸がんワクチン接種の副反応として

Ｌ＝＝三Ｆ~

理事会議■＝鐘
、.＝

２回■

品ハ児§医＝正１１:：患

平成25年８月３曰（土）午後６時

江陽グランドホテル

[出席者】

奥村永井中川大浦虻)|｜有馬

五十嵐石丼石澤井上今泉大竹

嘉山三条西井長谷川宮林目時

山口板野師(保）

■

【会長挨拶】

参議院選挙ですが日本小児科医会連盟が推薦し

た、羽生田先生が高位当選し、愛知候補も当選し

ました。ご協力本当にありがとうございました。

これから成育基本法制定に向けて曰本医師会と協

力しながら超党派議員連盟も立ち上がると思います。

曰本小児科医会では地域小児科総合医を検討し

ています。厚労省の地域総合医から小児科を切り

離すことを今後も訴えていきます。

予防接種に関してはここｌか月、大変混乱しま

した。ＭＲワクチンは、７月は１５万本に留まり不

足は解消されると思います。子宮頸がんワクチン

に関して、予防接種・ワクチン分科会議に小児科

医が入っていなく現場の実情を把握していない。

早く接種勧奨が再開すれば良いと思います。

■

【報告事項】

１会報ご恵贈

青森、群馬、長野、愛知、大阪、岡山、愛

媛、香川、宮崎、長崎

２会長交代

長野県小児科医会藤森克之先生

→高島俊夫先生

３厚生部報告

－４－
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「小児がん」をテーマにし１０月２０日（日）

こども病院あやしホールで開催。

１９ロタプロジェクト報告

「被災地の子どもたちをロタウィルスから

守るプロジェクト」を平成24年２月から２５

年３月まで実施した。総接種者数は1252回、

３４施設に協力いただいた。

接種医、自治体、被接種者にアンケートを

行ない、小児科医会総会フォーラムで発表

した。

２０第25回東北学校保健・学校医大会報告

７月２１曰（曰）盛岡井上

テーマは「こどもの心に寄り添う学校保健」

２１第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

関連報告総務

１０月５曰（士）・６曰（日）札幌で開催。

テーマ：「小児救急医療体制医会・学会・

行政の連携｣、中川洋先生が「新型インフ

ルエンザパンデミック/東曰本大震災の緊急

時に医会・学会・行政の連携はどう機能し

たか」を発表。

今回から専門医研修制度４単位が認められ

ることになった。

２２石巻市の休曰当番医制度について

総務

石巻開業医が少なく在宅対応は困難で、来

年度からは出務方式に変更することを検討

中。

２３宮城県小児科医会40周年記念事業関連

総務

報告されている、ＣＲＰＳ等の早急な病態

特定

②国内でのＣＲＰＳ等の増加の有無、ワクチ

ン製剤との関連、穿刺行為との関連の究明

以上を検討し早期に積極的な接種推奨の

再開を要望する。

１２風疹ワクチンの安定供給対策について

総務

１３市町村において風疹予防接種の助成事業を

開始する場合の対応

助成事業を行う自治体は、風疹ワクチン安

定供給のために、妊婦の周囲の方、妊娠希

望・妊娠の可能性の高い方で抗体価が不＋

分の方を優先して接種できるように協力依頼

１４風疹の大流行に対する要望書総務

日本小児科学会など４団体で厚労省に要望

書を提出

ｌ５富谷町および栗原市子ども医療費助成制度

の拡大総務

富谷町：通院の対象年齢が中学３年生まで

拡大（所得制限あり)。利用者の一

部負担制度

栗原市：乳幼児医療費と子ども医療費に区

別していたが、１０月から、新たに

子育て応援医療費に統一され、所

得制限も無くした。

＊登米市の医療費助成の現状について：平

成25年７月３曰より、ロタワクチンが全

額助成、おたふく．水痘ワクチンが１

歳～７歳未満を対象に１回のみ全額助成。

１６拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備

事業について今泉

拓桃医療療育センターが移転し、こども病

院と統合する計画が進行中

１７厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会

予防接種基本方針部会（平成25年７月１０日）

風疹患者数報告、風疹対策、厚労省の対応、

中長期の対応について報告。

ｌ８こどもの健康週間について虻川

■ヘ

■

【協議事項】

ｌ「子どもの心の診療に関する研修会」名義

後援および協力依頼

平成25年１１月３０曰（士）

協賛か名義後援かまだ詳細は届いていない

が協力することで了承

２小児在宅医療研修会名義後援および共催

依頼（東北大学田中総一郎先生から）

－５－
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平成26年２月２３曰旧）ＪＡＬシテイホテル

詳細は未定だが、協力することで了承

エコチル調査の依頼東北大学より説明

環境省が始めた、子どもの健康と環境に関

する全国調査です。登録は2014年３月末ま

で、調査期間は２０１１年～2026年となって

います。

ヒブワクチンの追加接種について三条

2013年度予防接種ガイドラインでは、ヒブ

ワクチン接種に関して厳しい基準で驚いて

いる。

（奥村）仙台市では60か月内であれば、定

期外接種として認められている。

（三条）他にも、三混、四混、曰本脳炎に

も同様の基準があるが、問題なく

接種できており、これまで通りで

良いと判断しました。

開催され、会長が出席すします。

予防接種関連では、次年度からの水痘・おたふ

く.Ｂ肝・ロタの定期接種化は難しい`盾勢である。

曰本小児科医会から厚労省や予防接種部会の岡部

委員長に要望書を再度提出する。

県医師会関係では新宮城県医師会館の建設設計

がほぼ終了した。地上６階、地下１ＦでＭＮＷＩＮ、

県民交流ホール等が入る。寄付金募集が近々始ま

るので協力をお願いしたい。又、県医師会から総

理大臣他関係機関に大学医学部設置反対声明を出

した。

３

４

【報告事項】

１会報ご恵贈

北海道、埼玉、千葉、東京、石川、福井、

奈良、高知、熊本、三重、岩手、新潟、

茨城

２第３回日本小児科医会理事会報告

平成25年９月８日（日）東京奥村

・地域小児科総合医療検討委員会では、

総合医に対して地域総合小児医療認定

医制度を作りプライマリケアは小児科

医が担う姿勢を示し検討している。

・来年の曰本小児科医会総会フォーラム

は６月１４～１５日盛岡にて開催。

．「成育基本法制定」の総決起集会が１１

月９曰東京で開催される。

・会員数（９月２曰現在）Ａ会員3,694

名、Ｂ会員２，２３６名、Ｃ会員Ｏ合計

5,930名

３厚生部報告尾形

今公弥先生（五十嵐小児科）のご母堂

ご逝去平成25年９月２０日

４宮城県こども夜間安心コール事業研修会

９月２０曰（火）虻川

５社会保険医療担当者の指導（新規個別指導）

１０月１０曰（木）奥村

宮城県では１，０００点を超えると集団的個別

指導の対象になる。翌年度も高点数が続く

HRNUi目四＝啓雇

平屋３回

匡西聖詣目医ImIf韮ヨ
蘭關趨耀露i圏騨鑪騒蝿謝､M胴ilM榊mmWmmmMM＃

平成25年１０月１９曰（±）午後６時

艮陵会館２階大会議室

[出席者】

奥村

伊藤

三条

師(保）

川村虻)|｜阿部有馬石井

尾形萱場嘉山木村今

長谷川山口山本板野

大浦

丼上

高橋

■

【会長挨拶】

東北北海道小児科医会連合会総会が１０月５～

６日札幌で開催された。シンポジストの中Ⅱ|先生、

出席者の先生お疲れ様でした。「小児救急」をテー

マに大変有意義な会でした。次々年度が宮城県担

当になります。

「成育基本法制定を目指す」超党派議員連盟が結

成された。事務局長に羽生田先生、委員長に河村

先生が就任予定で、１１月９日に東京で政治集会が

－６－
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１２ワクチン価格調査の実施について総務

（奥村）ワクチン原価が、全国的にかなり

のばらつきがあり、厚労省と曰本

医師会が適正価格を調査すること

になりました。

１３子宮頸がん予防ワクチンの接種後の痛みの

診療について総務

ワクチン接種後のしびれや痛みが続く被接

種者は「痛みセンター連絡協議会所属医

療機関」の受診を勧めます。東北地区は福

島県立医大附属病院整形外科。

１４難病患者等の障害福祉サービス等の利用に

関する医療機関への周知について総務

平成25年４月から難病等の方々が障害福祉

サービス等の対象となりました。

１５医会・大学・こども病院意見交換会

１０月ｕ曰（金）総務

１６第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

総務

１０月５曰（士）・６曰旧）札幌

テーマ「小児救急体制

一医会・学会・行政の連携一」

（出席者）奥村会長、師(研)顧問、川村、

中川（シンポジスト）、井上、板野、師

（保）

１７宮城県小児科医会40周年記念事業実行委員会

１０月ｌ曰江陽グランドホテル 師

実行委員：堺（委員長)、奥村会長、石井、

井上、虻１１|、板野、森Ⅱ|、師の以上８名と

する。

①記念式典について：平成26年４月１９曰

（士）総会後江陽グランドホテル

②記念誌について：５０周年記念誌準備と

して２０年分の記録として発行。

１８広報部宮城県小児科医会報編集委員会

１０月７曰（月）石井

会報250号について：平成26年３月１０曰発

行予定

１９侵襲性インフルエンザ菌・肺炎球菌感染症

と個別指導の対象となる。新規開業者は新

規個別指導の対象になる。具体的な指導内

容として

①重複病名を避ける（気管支炎、喘息様気

管支炎など）②転機の記載（軽快の場合、

次回初診の算定不可）③外来管理加算は医

者がその都度入力（事務の自動算定は不可）

④疑い病名が多いと指導⑤院内処置薬は院

外処方できない⑥施設基準（診療時間、院

長名等）は必ず院内に掲示⑦特定疾患療養

管理料は、その都度具体的内容を記載、など

６「成育基本法制定に向けて」の集い

１１月９日（土）東京総務

７予防接種施行規則および予防接種規則の一

部を改正する省令の施行等について総務

肺炎球菌ワクチンは１１月１日から７価→１３

価に変更になり、上限年齢も５歳となる。

７月１９日、４会が予防接種・ワクチン分科

会に切り替えに関する指針策定を要望した。

８感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律施行規則の一部を改正する省

令の施行等について総務

１０月１４日よりロタウィルスによる感染性冑

腸炎が基幹定点による届け出対象疾患となる。

（小児科定点届出は、従来通り感染性冑腸

炎として届ける）

９福島県ロタワクチン接種事業の終了について

総務

平成24年１１月より開始し２５年９月１３曰を

もって終了した。

１０「風疹について」の情報更新について総務

優先接種者への特段の配慮は現時点で必要

ない状態になりました。

１１予防接種に係わる市町村担当者会議報告

１０月８日（火）奥村

平成24年度、宮城県のワクチン接種がほぼ

１００％近くまでになった。

子宮頸がんワクチンの積極的勧奨の中止に

より、７月以降接種率が激減している。

■

□

－７－
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調査依頼について総務

こども病院、仙台市立病院、仙台医療セン

ター、大崎市民病院、石巻赤十字病院に依頼

平成24年度調査結果：前年度よりヒブ髄膜

炎は減少しているが、肺炎球菌髄膜炎は減

らない。早期に１３価肺炎球菌ワクチンの変

更が必要である。

４こどもの健康週間ｉｎみやぎ

１０月２０曰（曰）宮城県立こども病院

テーマ：「がんのこどもたちをみんなで支えよう」

１５万円を負担することについて承認

５さい帯血バンクサポート宮城より寄附依頼

１０万円の寄付することについて。承認

６乳幼児健康診査への小児科医派遣について

の要望薑（角田市、丸森町）

引き続き今年度担当いただいている先生方に

お願いする。

７名取市休曰夜間急患センターの応援依頼

山口

１２月～３月の土曜日１８時～２１時まで名取市、

岩沼市の小児科医５～６名が診療に当たって

いる。宮城県小児科医会から応援をいただき

たい。

（奥村）医会から案内を出し、何人かの先

生にあたってみます。

８第１４回世界乳幼児保健学会

平成26年６月エジンバラ

ポスター発表にて宮城県小児科医会

今先生を共同演者にすることについて

異議なし

[協議事項】

ｌ入会申請

ｌ）柿崎周平先生（柿崎小児科）承認

２）鎌田文顕先生（ｺﾐｭﾆﾃｨｸﾘﾆｯｸ上ｌＷ７ｋ）

承認

２名義後援

ｌ）第二回プロジェクトスマイルコンサート

メーリングリストで承認

～こども病院設立１０周年記念コンサート～

平成25年11月１３曰（水）

仙台市青年文化センター

２）子どもの心の診療に関する研修会

前回理事会で協力を承認

平成25年11月30日（士）

ＡＮＮＥＸ多目的ホール３階

３）第８回プライマリケア医（小児科医、

総合診療医）のための子どもの心の

診療セミナー

平成26年３月２曰旧）

エル・パーク仙台

メーリングリストで承認

４）第４回宮城県食物アレルギーフォーラム

承認

平成25年１１月２３日（土）アエル

５）第６回大崎虐待フォーラム共催依頼

（奥村）次回理事会で改めて審議します。

３感染症発生動向調査事業の小児科定点の推

薦について（若林区）

いとう小児科（伊藤義郎先生）閉院

→はなクリニック（高橋美奈子先生）を推薦

承認

■

､'１Ｅ‐４回

ＦＬ、’且斗医＝正ﾊﾘ理ヨ
■

平成25年１２月１４日（土）午後６時

福寿司

【出席者】

奥村

石丼

西井

五十嵐

田山

師

堺大浦川村

嘉山今三条

宮林山口板野

井
上
水

永
井
速

中川

尾形

藤原

【会長挨拶】

１年間役員・理事の皆さんには大変お世話様で

した。
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３表彰

永井幸夫先生宮城県知事表彰

（保健衛生功労）

佐々木文秀先生日本医師会長表彰

（学校医活動）

阿部淳一郎先生石巻市市政功労者

（保健衛生功労）

４曰本小児科医会理事会報告

１２月ｌ曰（日）東京奥村

地域小児科検討委員会では、地域総合小児

医療認定医を新たな認定資格として検討し

ている。予防接種委員会から、４ワクチン

の定期接種化は厳しい。ＨＰＶワクチンの

早期再開を要望する。社会保険委員会から、

次年度診療報酬改定は非常に厳しい。子ど

もとメディアに関する検討会では「スマホ

に子守をさせないで！」のポスターを作成

したので会員に周知する。

５日本小児科医会「成育基本法制定に向けて」

の集い

１１月９曰（±）東京奥村

奥村会長、師（研)、師（保）が出席。

６日本小児科医会社会保険委員会報告

１０月２０曰（日）東京師

ｌ）曰本小児科学会・内保連報告：小児

の在宅医療（小児在宅医療の構造的

な問題点)、地域振興小児科問題、小

児の深鎮静に関して

２）平成25年度診療所小児科の医業経営

実態調査アンケート結果の概算報告

平成23年度調査と比べて保険診療収入

は1割減少、自由診療収入はl割増で

総医業収入の約35％を占めた。

３）平成25年度曰本小児科医会社会保険

全国委員会について：

７都道府県医師会感染症危機管理担当理事連

絡協議会１１月２１曰（木）東京

８平成25年度新型インフルエンザ診療に関す

る研修会報告１１月２４曰（日）東京

ロタワクチンの被災地無料接種は終了したが、

補助金残があり、今月横浜小児科医会から義援金

を頂戴したので、合わせた予算で気仙沼地区の仮

設住宅の子どもたちに無料接種を継続している。

心のケア支援事業は５年間継続を予定している。

全国的には「成育基本法」成立に向けた取り組

みが大きかった。７月の参議院議員選挙で小児科

に理解のある羽生田先生が当選し、超党派議員連

盟の事務局を担当して頂くことになっている。東

北北海道ブロックでも、４月にフォーラムを開催

し１０３名が参加し盛会であった。周産期から成人

に至るまでをひとつのライフスタイルとして捉え

医療・保健・福祉を含む広い施策を提示している。

予防接種については大きな進展があり、３ワク

チンが４月から定期接種化した。その後、科学的

根拠も因果関係も不明のまま860万人に１人の割

合でみられたＣＲＰＳの副作用のためＨＰＶの積極勧

奨が中止され現在に至っている。残り４ワクチン

については、財務省および総務省の反対や、Ｂ型肝

炎については水平感染のデータ不足、ムンプスの

副作用等により他のワクチンも含めて来年４月か

らの定期接種化は見送られた。

次年度は宮城県小児科医会40周年に当たります。

今後とも子どもたちのいのちと健康を守るために

小児科医が一丸となって取り組んでいくことをお

願いし挨拶と致します。

'■

■

【報告事項】

１会報ご恵贈

山形、東京、長野、愛知、京都、大阪、兵庫、

和歌山、福岡、佐賀

厚生部報告尾形

小野寺富雄先生ご逝去

（平成25年１２月７曰）

目時規公也先生のご尊父ご逝去

（平成25年１２月７曰）

萱場英吾先生（萱場潤先生のご尊父）ご逝去

（平成25年１２月１１曰）

２
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新型インフルエンザ等発生時、登録制によ

り優先的に医療機関がワクチン接種を受け

られるようになる。順次診療所の登録申請

の周知が始まり、平成26年度中にＷｅｂシ

ステムによる登録が開始される。

９抗インフルエンザウイルス薬の安定供給等

について総務

１０４ワクチン定期接種化に係わる意見書およ

び要望書の提出総務

日本小児科医会ではＶＰＤの会との連名で、

定期接種化されていない４ワクチンの定期

接種化の要望書を直接安倍首相に提出した。

ｕ日本小児科医会こどもとメディアに関する

検討会総務

メディア漬けは、子どもの成長、親子関係

に良い影響を及ばさない。「スマホに子守を

させないで！」ポスターを制作したので会

員に周知します。

１２平成25年度妊婦・乳児一般健康診査委託契

約に関する協議会報告

１１月１３曰（水）奥村

乳児一般健診では、受診票は次の健診まで

有効なはずだが、一部の市町村ではｌ曰で

も過ぎると受健不可となっている（例えば、

２か月健診でｌ曰でも過ぎたら受診票を使

えない)。次の健診までは受健可能と見直す

ように要望を出する。

1３（仮称）仙台市夜間休日こども急病診療所

の設置について総務

１４厚労省審議会予防接種・ワクチン分科会予

防接種基本方針部会

１１月１８日（月）総務

同一ワクチンの接種間隔において、規定さ

れた接種間隔を超えた場合でも、定期の予

防接種として取り扱えるよう接種間隔を緩

和する議論がされている。母子感染予防に

関するＢ型肝炎ワクチンの用法変更につい

て。

１５第25回日本小児科医会フォーラムの案内

平成26年６月１４曰（士）・’５曰（日）岩手

で開催。

１６第３回曰本小児科医会乳幼児学校保健研修

会の案内

平成26年２月９曰（日）東京で開催。

テーマは「もし、学校からいじめを相談さ

れたら、どうしますか」

【協議事項】

１第４回小児在宅医療実技講習会共催について

平成26年２月２３曰（曰）仙台

主催東北大学小児科了承

２東北大学小児科研修協議会について

大浦先生、虻川先生を小児科医会代表に指名

了承

３内藤壽七郎記念賞候補者推薦について

Ｐ

該当者なしで了承

=
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第１曰目

特別講演Ｉ（１７：００～１８：００）

「食べること生きること」

南極料理人西村淳先生

特別講演Ⅱ（１８：００～１９：００）

「これからの小児救急医療のあり方と方向性」

北九州市立八幡病院救命救急センター

小児救急センター病院長市川光太郎先生

第２曰目

シンポジウム

メインテーマ：

「小児救急医療体制一医会・学会・行政の連携」

宮城県小児科医会シンポジスト：中川洋先生、

ｌ仙台市救急医療事業団において、５年の在任

期間中に、たまたま2009年の新型インフルエン

ザパンデミック、そして２０１１年の東日本大震災

に遭遇した。このような非常事態、リスクマネ

ジメントが問われる状況において、曰頃構築さ

れているはずの小児医療体制、小児救急医療シ

ステムがどのように機能したのか、あるいは機

能しなかったのか、そして、宮城県において医

会・学会（大学）・行政の連携がどのようになさ

れたのかを、主として夜間休曰初期救急診療所

の立場から時系列的に検証を行った。

２４月２５曰朝曰新聞朝刊

「米国とメキシコで人間への豚インフルエン

ザ感染が報告され、約60人が死亡した疑いがあ

る」というＷＨ○発表を、４月２５日付けの朝日

新聞朝刊が一面トップで伝えていた。これがそ

の後に続いた新型インフルエンザ騒動の幕開け

であった。

３仙台市急患センター・北部急患診療所

平成20年度患者数

仙台市の休曰夜間初期救急の要である仙台市

急患センター、および北部急患診療所は合わ

せて年間７万～８万人の患者が来院する。平成

２０年度には－曰平均で２００人弱、休曰には急

患センターが300人、北部で１１０人強が来院し

た。両診療所には年間3900ほどの出務枠があり、

そこに各科950人前後の医師が曰替わりで勤務

する。看護師、薬剤師、検査技師等も基本的に

は曰替わりであり、非常時に対応するにはきわ

めて脆弱な体制である。パンデミックともなれ

ば、通常の急患センター体制では対応できない。

患者の爆発的増加、アウトブレークが始まるＤ

ｄａｙがいつになるのか、その日に備え、迎え撃

つ体制をどのように準備するのかが問われた。

４新型インフルエンザ流行時の患者数の推移

新型インフルエンザＡ/ＨｌＮＩ/2009が流行時

■
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第ａｓ回東北・北海道小児科医会連合会総会
主催：北海道県小児科医会

日時：平成２５年１０月５日～６日

会場：ニューオータニイン札幌（札幌市）
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した期間、迅速検査陽性、あるいは臨床診断に

より抗インフルエンザ薬を投与された患者をイ

ンフルエンザ患者として集計。９月のシルバー

ウィークに小さな山があり、１０月２４曰、２５曰

に患者が急増し、いよいよパンデミックが始ま

った。文化の曰、勤労感謝の曰あたりがピーク

となり、１２月に入って患者は減少し、終息した。

Ｓ仙台市急患センター対応ｌ

ＷＨ○が立て続けにＰｈａｓｅ４Ｐｈａｓｅ５宣言

をするなかで、航空機内検疫が開始され、桝添

大臣が未明の記者会見を行うなど、国内が混乱

する中で、５月中旬にいわゆる「仙台方式」が

表明され、全国に発信された。国がもくろんだ

水際作戦はすぐに破綻し、神戸で二次感染者発

生が確認されたことを受け、対策会議を開催。

６仙台市メディカルアクションプログラム

（仙台方式）

仙台市のパンデミック対策は、仙台市、仙台

市医師会、東北大学感染制御分野、その他関係

する部門が2008年４月から準備を始めていた。

2009年４月２８日、ＷＨ○がPhase4を宣言した

当日に絶妙のタイミングで初会合があり、仙台

市メディカルアクションプログラム（いわゆる

仙台方式）が５月１１曰に策定された。患者を発

熱外来に集めようという動きの中で、仙台市で

は市内の診療所が通常の外来診療において軽症

新型インフルエンザを診療するという原則が確

認され、新型インフルエンザは我々が診るとい

う宣言であった。

７仙台市急患センター対応２

６月１２曰にＷＨ○からPhase6宣言があった。

東北大学感染制御分野スタッフによる急患セン

ター内ラウンドが行われ、緩やかなゾーニング

（Zoning）をキーワードに具体策を策定。８月

中旬に開催された仙台市メディカルネットワー

ク会議は、夜間休日急病診療所の対応がメイン

テーマとなり、急患センターの立場から現状と

問題点を提示し・アウトブレーク対策を提言出

来たことは、その後に各方面からの協力を得る

上で大きな効果があった。

８仙台市長

８月２４曰、奥山新仙台市長は初登庁の朝、い

の一番に仙台市急患センターを視察され、新型

インフルエンザ対策を最重点としていることを

示された。この時期は患者急増がいつ始まるの

か予断を許さぬ状況で、まさにアウトブレーク

の到来を固唾を呑んで見守っているような時期

であった。

９仙台市急患センター対応３

９月に入りシルバーウィークも近くなって、

各協力医会の代表医師、看護協会、東北大学な

どを訪問しながら最終準備を進めた。仙台小児

科医会ではシルバーウイーク以降の体制強化に

ついて、曰曜休曰の昼間・準夜について２診体

制とすることを決定。また、この時期に宮城県

新型インフルエンザ診療体制調整会議の小児部

門会議が開催され、二次病院間のベッド調整シ

ステムを構築することが確認された。

１０仙台市急患センター対応４アウトブレーク

開始

シルバーウィークはそこそこの患者増があっ

たが、大きな問題なく対応出来た。１０月２４曰

（土)、２５曰（曰）になり患者が急増し、いよ

いよパンデミック最盛期に入った。２６日（月）、

早朝に当時の県小児科医会長（現仙台市医師会

長)、永井先生から連絡があり、小児科医会とし

て緊急対策会議を開催することになった。

Ⅱ仙台市急患センター対応５

１０月２８曰（水）週明けすぐに小児科医会の緊

急対策会議が開かれ、在宅当番医を２カ所から

３カ所へ増やすこと、病院小児科の日曜休曰臨

時外来を設置することが決定された。１０月３１日

には北部診療所で診療中の医師が気が遠くなっ

たとのS○Sがあり、急きょ代替医師を手配。

１１月ｌ曰には懸案の宮城県小児科医会メーリ

ングリストの運用が開始され、県内１０８名が

参加して、これ以降、大きな枠割りを果たすよ

うになる。急患センターからもこのＭＬを利用し

■
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て、リアルタイムで新型インフルエンザに関す

る情報提供を行った。

ｌ２仙台市急患センター対応６

Ｓ○Sから1週間後、北部急患診療所について

も１１月、１２月中、曰曜休曰・準夜について小児

科の２診体制を手配した。幸い１２月から次第に

患者数が減少し、１月に入って終息し、通常の

診療体制に復帰した。

１３急患センター・定点報告患者数

仙台市内のインフルエンザ定点報告のピーク

は週2,300名程度であった。同じ時期に急患

センターのピークは週1,200～1,300名程度で、

４２カ所の市内診療所から集計する定点報告総数

の約半数にも相当する多数の患者が２カ所の急

病診療所に集中したことになる。夜間休曰診療

所等に対しては、緊急時に迅速にマンパワーを

確保出来るよう、＋分なサポート体制が必須で

ある。

ｌ４東日本大震災

２０１１/０３/Ⅱ東日本大震災が発災し、ライフ

ライン(電気、水道、ガス)の供給が止まり、会

員間の連絡が取れず、安否確認も困難な状況に

なった。特に、沿岸部との会員とはまったく連

絡が取れない状況が続き、多くの会員自身が被

災者となる中で、地域の救急医療確保は手探り

の中で行われた。仙台市急患センターについて

は仙台市医師会と同じ建物内にあり、免震構造

であったために、揺れは大きかったものの、人

的にも建物、設備等にもほとんど被害が無く、

ガスは停止したが、非常電源、数日分の水は確

保されており、通常の診療を続けることが可能

であった。

ｌ５仙台市医師会の動き

３月１１曰、発災当曰に仙台市医師会災害対策

本部が立ち上がったが、最初の仕事は県警から

依頼のあった遺体検案担当医師の手配と、指揮

系統をどのように一本化するかであった。第２

日目には、関連団体が集まり、仙台市災害医療

連絡調整会議が仙台市医師会で開かれた。３日

目の緊急理事会でｌ）ライフライン途絶の中で

も可及的早く診療を再開すること、（２）出来る

限り近隣の避難所を巡回すること（この時点で

避難所生活者は１０万超えていたとされている)、

３）遺体検案は「＋四大都市医師会災害時にお

ける相互支援に関する協定」による派遣チーム

に主として依頼すること、などの基本方針を策

定した。これ受けて、第４曰目には市内289カ所

の診療所が診療再開し、１週間目には400を超

える診療所が再開した。

１６宮城県小児科医会・仙台小児科医会の動き

震災後数曰を過ぎて各種通信網の回復に伴い、

会員の安否確認が開始された。３月１６日にまず

災害対策室を設置し、１９日は宮城県庁ロビー

に移動して協議を行い、総司令部である宮城県

災害対策本部の情報を得ながら、宮城県小児科

医会としての今後の対策を検討した。石巻、仙

台の各避難所を訪れ、現場の状況把握に努めた。

４月７日（発災２８日目）には震度６強の余震が

発生し、追い打ちがかかった。４月２９日（発災

５０日目）にして、始めて宮城県小児科医会理

事会・総会を開催することが出来た。冒頭、不

幸にして亡くなられた方々への黙祷が捧げられ、

被災地の石巻、気仙沼から出席した会員からは、

マスコミ報道では知ることの出来ない、生の被

災情報を聞くことが出来た。

１７病院医師、医会会員の安否、診療状況の把握等

発災３～４曰するとインターネットにアクセ

スが可能になり、新型インフルエンザの時に開

設された宮城県小児科医会ＭＬが大きな役割を果

たした。発災９曰目までに会員全員の安否が確

認出来たが、残念なことに気仙沼で会員１名が

津波の犠牲になった。東北大学小児科からは震

災当日、被災地の病院４カ所に医局員が出張し

ていた。津波に直撃された志津川病院に出張中

の医師は、病院５Ｆに逃れて九死に一生を得た

が、仙台のご家族が無事を確認したのは発災５

日目になってからだった。電話回線の復帰が遅

れた県立こども病院では、幹部医師が他医療機

■
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関に直接足を運び、事前連絡なしにすべての患

者を受けることを伝達した。

１８夜間休日急患センターへの医師派遣

仙台市急患センターでは外科患者は増加しな

かったが、内科が1.2倍・小児科患者は約２倍に

増加したため、小児科を急きょ２診体制とする

ことにした。大学小児科に派遣を依頼すると共

に、小児科医会ＭＬによる募集を行い、必要な医

師を確保することが出来た。石巻市立病院の敷

地内にあった石巻夜間急患センターは津波によ

り診療不能となった。名取休曰診療所について

は一時連絡不能であったが、後曰、地元の小児

科診療所医師が交代で診療を続けていたことが

判明した。

１９被災地中核病院等への医師派遣

東北大学病院は多くのマンパワーを抱える拠

点として災害復興に大きな役割を果たした。連

日定期のマイクロバスが運行され、被災地の最

前線へ人員・資材の搬送が行われた。東北大学

小児科からは連日、石巻曰赤、気仙沼市立病院

に一泊で医師を送り続けた。週末の診療には県

外からの応援を要請し、東京大学小児科、神戸

大学小児科、曰本小児救急医学会、小児科学会

等の協力をいただいた。震災直後から全国の災

害派遣医療チームが被災地病院、避難所等にお

いて活躍をした。

２０医会・学会（大学）・行政の連携

宮城県県小児科医会、仙台市小児科医会の理

事会は、診療所、病院、大学の小児科医が常に

同じテーブルで協議できる場となっており、検

討し、決定されたことは即実行出来る体制があ

る。宮城県医師会、仙台市医師会、仙台市行政

とも曰頃良好な関係を保っており、また、仙台

市医師会長は小児科医でもあり、宮城県医師会

では小児科医３名が理事として活躍している。

新型インフルエンザパンデミックの最中に整

備された宮城県小児科医会ＭＬは、アクセス可

能な小児科医会会員のほとんどが参加しており、

東日本大震災の際には会員の安否確認、被災地

の状況確認について、一般の報道では知ること

の出来ない生の情報交換が可能となった。

新型インフルエンザパンデミック、そして東

曰本大震災の混乱の中にあって、地域の小児医

療・小児救急医療体制を維持することは、小児

科医会・学会（大学）・行政の密接な連携なしに

は不可能であった。医療者はひとたび事あると

きには、独りでに体が動くよう訓練されており、

いざ鎌倉ともなればこころ一つに協力し合える

のだということを改めて確認し、深い感銘を覚

えた。
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２０１１/03/11(第１日目）
仙台市医師会災害対策本部立上

県警から遺体検案依頼

2011/０３/１２(第2日目）
遺体検案と指揮系統の一本化

仙台市災害時医療連絡調整会議

２０１１/03/13(第3日目）
緊急理事会基本方針策定

１）可及的早い診療の再開(ライフライン途絶の中でも）

２)近隣の避難所を巡回(この時点の避難所生活者１０万超）

３)遺体検案は十四大都市医師会災害時相互協力による派遣チーム

2011/０３/14(第4日目）
診療再開289診療所第７日には400超の診療所再開

震災後４５日経過､徐々に電気･電話･インターネットが回復､会員の安否確認開始

2011/03/１６(第6日目）宮城県小児科医会地鰻対策室設置

2011/０３/1９（第9日目）宮城県災害対策本部のある県庁ロビーにて対策策定

2011/０３/２６(第16日目）対策室メンバーで石巻地区に入る気仙沼の状況把握

２０１１/０３/2８（第18日目）県内避難所での感染症サーペイランス開始

２０１１/０３/３０（第２０日目）石巻の避難所視察

２０１１/04/0１（第２２日目）こどもの心のケア避難所に電話相談ロ設置

ZO11/04/0２（第２３日目）仙台市内の避難所巡回

２０１１/04/0６（第２７日目）石巻の避難所視察

2011/０４/０７（第28日目）仙台市nK度6強の余震､建物等被害

2011/04/1４（第35日目）予防接種期間延長特例要望厚労省へ

2011/０４/2５（第46日目）厚労省から救済措置通知

2011/０４/２９（第50日目）宮城県小児科医会理事会･総会
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ランスを行う。またプロジェクター等の設

備とお世話に関して大学が今後とも協力頂

ける事も確認した。

カンファレンスの会則は改訂案を理事会で

承認

仙台医療センターのカンファランス担当は

前任より久間木先生へ

○第１７回仙台小児科カンファランスは平成

２５年７月９曰艮陵会館２階大会議室

参加人数は44名沼田

５．各研修会について

○仙台小児科医会学術研修会乳幼児健診研

修会（忘年会）平成25年１２月４曰

１ヶ月健診をどのように受けているか、

産婦人科なのか小児科なのか受けていな

いのかの実態をつかむためにアンケート

調査を今後行う事を今年の目標とし、研

修会の話題とする。

○仙台小児科医会学術研修会学術講演会

平成25年６月１２曰メトロポリタン仙台

１９時より

「生ワクチンの弱毒化メカニズム」

北里生命科学研究所所長中山哲夫

先生で開催（専門医シールは演題が

ｌ題のため基準を満たさず発行しま

せん）

６．仙台小児科医会、宮城県小児科医会会員名

簿、名簿印刷は230部を予定

７．第65回北曰本小児科学会、９月２２曰江陽

グランドホテル於

８．第１５回東北児童青年精神医学会ｉｎ仙台

平成25年６月２３日医学部臨床大講堂

９．仙台市第１３回保育従事者並びに保育所嘱託

医研修会の講師について

ＭＬ協議、宮城県立こども病院三浦克志先生

に講師に決定。

内容は一般向け、事前に質問項目を収集し

嘱託医の積極的参加を仙台市医師会を通し

仙台市へ要望。

平成25年８月２１日１９時

場所：仙台市医師会館５階会議室

[出席者】

虻)||、井上、川村、萱場、貴田岡、今、

佐藤（篤)、佐藤（宣)、下田、関、永野、

沼田、松木、村田、森川、目時、綿谷

黙痔：森川利夫先生

[会長挨拶】

全国的に猛暑の今年ではありますが、４

月からおたふくと水痘の助成が始まりまして、

ワクチンの出荷数から見ると例年の1.5倍ほど

接種されているようです。これもこどもと保

護者へのメリットとなっていると思います。

これも先生方の日頃の努力と思い、感謝を

致したいと思います。

自己紹介：各自自己紹介と今年度の抱負

■

【報告事項】

Ｌ会員動向

閉院：渋谷秀則先生平成25年３月で閉院

閉院：伊藤義郎先生平成25年９月30日で閉院

新入会員：久間木`悟先生平成25年６月７曰

２．厚生、慶弔井上

平成25年６月１０日森川利夫先生ご逝去

平成25年８月７日

花水啓先生のご尊父ご逝去

平成25年７月三浦克志先生入院

３．仙台小児科医会主催、大学医局との懇親ビ

ールパーティーの報告虻川

開催日時：平成25年７月３０曰艮陵会館にて

開催しました。参加は46名

４．仙台小児科カンファランス虻)|｜

平成25年度の方針、回数の変更とかかる費

用の全額を小児科医会が支払ってカンファ

■
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１０．予防接種健康状況調査医療機関推薦の件（仙台市）

平成25年度よりの医療機関は

Ｈｉｂ花水こどもクリニック

小児肺炎球菌大橋こどもクリニック

子宮頸がん予防ワクチン産婦人科医会へ

DPT-IPVかんのキッズクリニック

ＤＴ木町小児科

不活化ポリオかやば小児科医院

ＭＲ泉七北田こどもの杜クリニック

日本脳炎落合こどもクリニック

ＢＣＧ無し

インフルエンザ無し

11．風疹ワクチン、風疹麻疹ワクチンの接種

川村

仙台市からの無料と償還払いの混在する制

度について。

小児科医会としては無料の方を選択し窓口

での支払がない様にするのが望ましいと考

えているが、各医療機関の判断に任せてい

る。この制度の対象者は成人であり、仙台

市でこの様なことになった経緯が会長より

説明があった。

理由は仙台市側にあるので今後の対応を会

長より申し入れている。川村

１２．仙台市立病院被虐待児サポートチーム講演

平成25年９月１９曰（木）村田

病院１０階にて開催予定

留任

仙台市オープン病院登録医幹事会

→２年後をめどに山本（克）

副会長：曰時規公也急患センター

今年度留任

村田祐二救急MiniPALS9.10.11月

仙台市子育て会議留任

総務：萱場潤関信夫留任

会計：佐藤宣貴留任

理事：

虻川大樹：学術、仙台小児科カンファランス、

厚生ビアパーティ 留任

井上重夫：対宮城県小児科医会との連携（県小

医総務）慶弔担当留任

責田岡節子：対救急医療事業団仙台市医師会

休日診療薬事小委員会留任

今公弥：乳幼児健診、５歳児健診子どものこ

ころのケアに関する検討委員

仙台市障害児就学指導委員留任

笹原洋二：大学担当、厚生ビアパーティ、仙台

小児科医会カンファランス留任

佐藤篤：急患センター留任

下田春海：１歳半、３歳児健診泉区枠健診状況

留任

関信夫：在宅当番慶弔担当留任

永野千代子：仙台小児科医会カンファランス、

仙台市医師会生涯教育委員会仙台市小児'慢

性特定疾患対策協議会留任

西尾利之：救急医療研修会仙台小児科医会カ

ンファランス留任

沼田美香：乳幼児健診研修会仙台小児科医会

カンファランス留任

松木茂伸：乳幼児健診研修会留任

森川みき：１歳半、３歳児健診留任

山本克哉：救急医療研修会留任

綿谷かおる：園学校保健担当（仙台市保育課・

保育指導課）留任

仙台市医師会園学校保健委員会委員長留任

花水啓：学術留任

巳

~■

【協議事項】

１．平成25年度仙台小児科医会理事役割担当に

ついて 確認

顧問：永井幸夫奥村秀定留任

会長：川村和久児童虐待に係る医療との

連携に関する検討委員

川村篠原村田

子どものこころのケアに関する検討委員

仙台市障害児就学指導委員

仙台市予防接種健康被害検討委員会委員

仙台市小児科病院群輪番制事業連絡会
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久間木悟：仙台小児科医会カンファランス新任 第１８回仙台小児科カンファランス

平成25年１０月１５日艮陵会館２階大会議室

参加４０名

６．１回目ミニＰＡＬＳ開催１０月２日参加６名、

次回は１０月３０曰．１１月１３日村田

７．第216回曰本小児科学会宮城地方会学術集

会平成25年１１月９日（士）江陽グランドホ

テル

【特別講演】

「小児期神経疾患の治療を目指して」

自治医科大学小児科学講座

教授小坂仁先生

８．平成24年度総会資料と平成25年度版会員名

簿は印刷中です。

９．膳帯血バンクサポート宮城の支援について、

承認

１０．仙台小児科カンファランス運営変更要望書

に対する変更、承認

１１．プロジェクトスマイルコンサートの名義後

援依頼、承認

１２．仙台市医師会災害対策に関する話し合い、

９月２７日医会としての回答

災害時に災害拠点病院から欲しい情報につ

いて川村

１．患者受け入れの可否、２．休診、診療

時間等の'情報、３．医会としての援助（協

力）の必要性、４拠点病院の被災（被害）

,肩報

１３．曰本子ども虐待医学研究会より医療従事者

向けの虐待対応プログラム(BEAMS）

作成にあたり、当医会副会長として村田先

生が係ることになりました。村田

１４．仙台市学校保健会研究大会講師派遣の依頼

平成25年１０月３曰（木）１４時半より仙台

市役所８階ホール

講演「養護教諭における学校感染症対策」

萱場潤

１５．苫小牧の小原敏生先生（東北大55年卒、循

環器Ｇ）から乳幼児健診メモについて問い

平L－Ｚ５Ａ ｐ

平成25年１０月１６曰１９時

場所：江陽グランドホテル

【出席者】

虻)||、井上、川村、萱場、今、佐藤（篤)、

佐藤（宣)、下田、関、永野、沼田、花水、

村田、目時、山本(克)、

【会長挨拶Ｉ

台風一過お集まり頂きありがとうござい

ます、７月からおたふく．水痘のワクチン助

成も始まり、仙台市との話し合いもしました。

メーカーよりは昨年の1.5倍の出荷があると聞

いています。来年からの定期接種は可能性と

して一番早いのが水痘で、おたふぐは定期接

種化はまだ無理そうです。

子宮頸がん関連ワクチンの副作用は集計と

情報収集が不十分な状況です。

【報告事項］

１．会員動向なし

２．厚生、慶弔：

今公弥先生の御母堂様平成25年９月２０日

ご逝去供花、香典井上

３．仙台市立病院ＡＣＳＴ講演

虐待対応チーム院内講演会参加６０名

村田

平成25年９月１９日（木）仙台市立病院１０階

「文化の中の子ども虐待千の叫び・千の物語」

仙台医療センター田澤雄作先生

４．第65回北日本小児科学会、９月２２日

江陽グランドホテル於

５．仙台小児科カンファランス

虻111

■
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委員会：第１回委員会Ｈ２５．７．１

於：仙台市役所問題提起

３歳児カリエスフリー85検討部会（歯と□

の健康づくりネットワーク会議）

・政令指定都市のなかで、最も虫歯が多い

都市」仙台、地域格差は縮小されていな

い。最下位からの脱却を目指して、何ら

かの対策を行う必要がある。

・２歳６ヶ月から３歳７ヶ月までの間に、

むし歯の子は２倍以上に増えている。

むし歯のない低年齢児からの支援対策が

重要となる。

委員：福本敏（部長：東北大歯学部小児

歯科教授)、鈴木直子（歯科医師

会)、平田政嗣（歯科医師会)、川

村和久（オブザーバー）

部会：第１回部会Ｈ25.9.3

合わせがあり、当医会の活動と目的に合致

し協力するため同メモを３部

小原先生と苫小牧市立病院小児科へ贈呈し

ました。

１６．急患センター薬事委員会

責田岡

１７．子どものこころのケアに関する検討委員会

委員会：第７回委員会

平成25年８月２曰於：仙台市役所

こころとからだの相談問診票集計報告書作

成１２月に出来上がる。

１８．児童虐待にかかる医療機関との連携検討委

員会

・産婦人科、小児科など医療機関との連携

を強化し、児童虐待の早期発見・対応

を行うための仕組みづくりについて具体方

策（マニュアル）を検討

・子育て支援に対する母子保健事業の位置

づけや課題、今後の方向性について提言。

委員：川村和久（委員長)、村田裕二（市

立病院)、古賀詔子（医師会・産

婦人科医会)、菅原準一（東北大

産婦人科教授）

1９．

■

於 :庄健上杉ビル問題提起

第２回部会Ｈ25」０．９

'庄健上杉ビル具体方策於

□
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二

、ｂの9．二＝ 着陸態勢
栗原市ほそや小児科細谷邦明
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ルエンザの流行期には数週間昼食抜きで１０時間、

１１時間ぶつ続けで診療していましたが、最近で

は、東曰本大震災のドサクサに紛れて短縮した診

療時間を30分以上超過して診療することは月に数

回、昼食にありつけない曰は年に数曰になりまし

た。それでも歳をとって作業効率が落ちたせいと、

子どもの病気に対して臆病になったせいで、毎曰

時間に追われる様にせわしなく診療しています。

私はお金の収支にはまったくノータッチで妻に任

せきりですが、妻は税理士さんから『予防接種の

収入がなければやっていけない』というようなこ

とを言われているようです。

乳児健診・予防接種

ここ数年曰本の予防接種のレベルも世界水準に

近づき、それに伴いワクチンの種類も大幅に増加、

乳児健診と予防接種の占める時間は標傍している

診療時間の２０％に達しています。それでも、栗原

市では平成25年４月からおたふくかぜワクチン、

水痘ワクチン、ロタウィルスワクチンが全額助成

になったこともあり、予防接種の予約は２カ月待ち

の状態です。今後もう少し健診と予防接種の予約

枠を広げて対処しようと思っています。時間外診

療や救急診療で地域の子どもたちや若いお母さん、

お父さんにあまりお役に立てなくなった分、健診

と予防接種で貢献していきたいと考えています。

飛行船

当院で毎月発行している院内報です。今年の一

月で１７５号になりました。講演会や学会で聴いて

きた内容や、小児科の医学書や医学雑誌などから、

若いお母さんやお父さんが育児をするうえで参考

になりそうなことを、若いお母さんやお父さんを

応援するつもりで作成しています。院内報のタイ

トル・飛行船の命名の由来を聞かれた時は『小児

科の収入はカゼ（風邪の流行）次第ではあります

が、当診療所が気球のようにカゼのみで流されな

はじめに

栗原市は、平成１７年４月１日、築館町、若柳町、

栗駒町、高清水町、一迫町、瀬峰町、鴬沢町、金

成町、志波姫町、花山村の栗原郡１０町村が合併し

て誕生した総面積約800平方キロメートルの県内

最大の市です。しかし広い面積の８割近くは森林

や原野、田畑で、小児科単科を標傍して診療所を

開業するにはかなり悪条件の地域です。宮城県内

陸北部に位置し、市北部の栗駒山で岩手・秋田両

県に接しています。

当院は、平成３年４月、｜日栗駒町岩ケ崎で開業

しました。私は、昭和62年に栗駒町に戻ってきて

いましたが、小児科内科開業医であった父の診療

所をチーママ状態で４年間手伝った後、どこが市

街地でどこが郊外か見分けがつかないような田舎

町の町はずれに「ほそや小児科ｊを開業しました。

開業した平成３年度の栗原郡内の小学生数は

7,402人、中学生数は4,013人でしたが、平成24年

度の栗原市内の小学生数は3,396人、中学生数は

1,863人と激減しています。年間出生数は平成１２

年度６１５人、平成１７年度529人、平成24年度445

人です。ちなみに65歳以上の高齢者の割合は、平

成23年度で31.6％です。小児科医が集中する都市

部には多くの小児科診療所があり、それなりの苦

労があると思いますが、子どもの数が少ない田舎

の唯一の小児科単科の診療所にもそれなりの苦労

があります。

一般外来診療

ここ数年、開業当時診ていた子どもたちがママ

やパパになって赤ちゃんを連れて来院するように

なりました。ママやパパに昔の面影が残っていて

思い出すこともありますが、たいていの場合、お

ばあちゃんやおじいちゃんの顔を見て思い出して

います。

開業当時は午後８時過ぎまで診療したり、インフ

■
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い様に、少しでも自力で行動できる推進力があれ

ばいいなぁと思って付けました』と答えることに

していますが、これは全くの後付けです。パソコ

ンが得意な釣り仲間がお銚子一本で作ってくれた

当院のロゴマークに飛行船のデザインが入ってい

たというのがたった一つの本当の理由です。

私も還暦を過ぎました。診療所建築時、当院を

設計してくれた設計士さんや建設会社の方々には、

建物は20年持てばいいとお願いしました。当初の

予定の20年をとうに過ぎ、開業24年目に入ります。

子どもの数が少なくなっても小児科の医者は必要

です。私の飛行船もそろそろ着陸の場所をまじめ

に探さなければなりません。地域に迷惑をかけな

いで、どのように、どの場所に、いつ軟着陸する

べきか、今後の大きな課題です。

■
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壱函uＺからの訟昌＝ 仙南小児科医会２０１３
公立刈田綜合病院鈴木喜久男
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平成25年９月２５日（水）ＰＭ６：３０、大河原の

｢ララ・さくら」で、２年振りに総会が開催されま

した。多数の参加者を得て、賑やかな会になりま

した（○印は初参加)。船岡から本多三學先生・愛

子先生ご夫妻、亘理から大友弘美先生、白石から

加藤和子先生・○相原彰子（あきこ）先生、○柿

崎周平先生、○堤和泉（つつみいずみ）先生、槻

木から大沼健児先生、岩沼から○板野正敏先生、

みやぎ県南中核病院から○木越隆晶（きこしたか

あき）先生、公立刈田綜合病院から奥平長子（お

くだし)らながこ）先生・幹事の鈴木という顔ぶれ

でした。

前半は共同開催の労をとられた大正製薬から、

｢マイコプラズマ肺炎の治療」に関するビデオを供

覧して頂きました。成田光夫先生のお話で、「第一

選択はマクロライドでゆるぎなし」との内容でし

た。一昔以上前（1999）ですが、成田先生とは電

話で１回お話したことがあります。当時は札幌鉄

道病院小児科に勤務して居られました。Ｍｐ脳炎

が疑われる恵児の髄液を臨躰経過とともに郵送し、

Ｍｐ－ＤＮＡを調べて頂いたのでした。なかなかご返

事が頂けなかったので、思い切って電話したとこ

ろ、「マイコプラズマ脳炎でよいと思います｡」北

海道らしい大らかさに包みこまれ、検査結果を聞

きそびれてしまいました。

後半は「先天性心疾患が疑われる新生児の診断

について」東北大小児科から白石に戻られた柿崎

周平先生に講演して頂きました。「胎児期から出

生後の循環動態の経時的変化」を詳述され、「肺

血圧と体血圧の関係」をオームの法則で説明され

ました。それを踏まえて、「チアノーゼ型先天性

心疾患と肺疾患との鑑別法」に触れられました

(出生直後の呼吸障害→肺疾患の可能性＞心疾患

の可能性、上下肢ＳｐＯ２の解離→ＰＤＡ依存性心疾

患、１００％０２吸入でSp○２≧９５％→心疾患は否定

的etc)。質疑では、木越先生から「新生児のチア

ノーゼが肉眼では見過ごされることがある」との

ご指摘がありました。それに対して周平先生から

｢上下肢ＳｐＯ２をスクリーニングすべき」とのご提

言を頂きました。大沼先生から「機能性心雑音の

診かた」についてのご質問があり、診断時期がポ

イントであること、ＡＳＤとの鑑別には「心電図」

(不完全右脚ブロック）よりも「聴診所見」（Ⅱ音の

分裂、肺動脈弁領域での心雑音）が重要であるこ

とをご教示頂きました。

初参加された先生方も気さくな方ばかりでした

ので、懇親会では自己紹介は省略し、自由に歓談

して頂きました。閉会の辞で大友先生が、３０数

年前に柿崎小児科に代診で赴かれた折の周平先生

(当時５歳）の腕白振りを披露され、残念ながら欠

席された父上（柿崎六郎先生）が存在感を示され

たところで、お開きとなりました。

ア
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壱田uZからの駈二＝ 白石地域の現状
公立刈田綜合病院鈴木喜久男
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いましたが、奥平先生に専用機器（インスピロン）

があることを教えて頂き、非能率的な努力をして

いることを知りました。週末休みが隔週に巡って

くるようになりましたが、勉強会や集会よりも、

曰帰り蔵王温泉の方に自然に足が向いてしまいま

す。

年を重ねるにつれて労働力の低下は避けられま

せん。ところが、小児の減少と喘息予防などの医

療の向上により仕事量も漸減しています。しかし、

現在でも臨躰応用問題が途切れることは殆んど無

く、臨床医としての張り合いを失う心配は当分無

さそうです。例えば、本曰（１月２０日）、年が明

けてから３週間経過した時点で、PSL不応Ｍｐ肺炎

と腹部症状先行型の血管性紫斑病に四苦八苦させ

られました。同じようなことを繰り返しているう

ちに、引退すべき時期にさしかかりましたが、白

石の小児二次医療存続に赤信号が灯っているのが

心残りです。新コンビに襟（たすき）を手渡す夢

を見ながら、もう少しだけ勤めさせて頂くことに

しました。

白石には、４０年以上前から柿崎小児科と加藤小

児科（現、加藤小児科内科医院）があります。柿

崎六郎先生、加藤和子先生、ともに相前後して当

科に勤務された先輩でもあり、長年にわたりご指

導、ご鞭燵に預かっています。Ｈ１４年に当院が

移転したことにより、両医院ともに目と鼻の距離

から遠ざかってしまいました。それでも車で１０

分、往来に不都合を来たすほどではなく、多くの

恵児を紹介して頂いています。加藤和子先生は相

原彰子先生と、柿崎六郎先生は周平先生とご一緒

に、親子で診療を続けて居られます。加えて堤和

泉先生がＨ２2年に新たに開院され（つつみ内科外

科こどもクリニック)、小児科医院が３本柱になり

ました。

相原彰子先生は小児科と内科の両方で研讃を積

まれました。昨年の春から和子先生に代わって、

院外の乳幼児健診も担当して居られます。堤和泉

先生は小児腎疾患の診療に携われた後に、内科に

重点を移されていました。そこで、開院前の１年

間、ウオーミングアップを兼ねて当科に勤務され

ました。偶然、新型インフルエンザが流行した時

に重なり、逆にお世話になりました。柿崎周平先

生がご実家に戻られたのはＨ２５年春のことです。

当地初の小児循環器専門医であり、心雑音や不整

脈の患児の診療をお願いしています。重症心疾患

かどうか診断に迷う新生児が出生した場合は、当

院に出張して頂けることになっています。

二次医療担当の当科は、代が替わってから３０年

目に入りました。前半は常勤医一人でしたので官

舎に張り付いていました。その代わり、大学医局

に外来応援を仰ぎ、数え切れない先生方にお世話

頂きました。Ｈ９年から奥平長子先生との二人体

制になりました。ちょうど喘息の持続吸入療法が

普及し始めている頃でした。通常の吸入器で小ま

めに吸入液の減り具合をチェックしながら行って

~巳

■
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二
からのヨヨ 石巻市での震災後３年目に感じていること

阿部こどもクリニック阿部淳一郎
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石巻市の人口は震災前から見ると減少が顕著で

す。住民基本台帳から見ると震災前の平成22年２

月は162,822人,震災後の平成25年１２月は150267

人で比較すると－７．７％になります。石巻専修大

学の人口推計が最近の地元新聞の石巻かほ<紙上

に掲載されました。石巻市の性別年代別社会的異

動率を推計した研究によると、高校から大学在籍、

就職時期、結婚そして子育ての始まりと重なる

15-34歳の年代が大幅な転出超過の傾向がありま

す。（小児科医にとっては診療対象となる人口減に

つながります）他の年代においてもわずかながら

転出超過の傾向があります。石巻で学びたい、働

きたい、生活したいと多くの人が思い、一方、学

んで欲しい、働いて欲しい、生活して欲しいと多

くの人が思い、互いの条件が合えば転出超過には

ならないはずですが、現実はそうではありません。

また、最近の日本経済新聞社説に大型商業施設を

地域作りに生かそうという記事がありました。そ

の中で便利な買い物の場というだけでなく、長い

目で見た街づくり、地域おこしにどう位置づけ、

生かすかという視点が大切という事でした。目先

の収益だけでなく、地域住民サービスを提供する

ことが、消費者の支持を集めるのは自然な流れで

あるということが書かれていました。

私は石巻に生まれ、学び、その後、医師になる

ための勉強でふるさとを離れていました。３０代最

後の年に石巻に戻り開業医となり、それなりに足

跡を残してきたものとしては、今の石巻の現状は

寂しいものです。

ここで、２つの引用の記事から医療に置き換え

て考えてみたい。小児科医の仕事は（自分の場合）

は、いわゆるかぜの診療を行い、薬を出すこと、

時にはなかなか改善しない病気の背景を見つける、

重症患者さんを後方病院にお願いすること。さら

に、乳児健診を行う、予防接種を行う、学校医と

して出務する、休曰当番医そして平曰夜間診療に

参加することでした。おそらく、これでかなりの

部分を網羅していると思います。

石巻で暮らす若い年代の流出は田舎町としては

ありがちです。しかし、ここで暮らす子育て世代

にとって必要なものを提供することは医療ができ

る町おこしと考えられます。震災により、あの海

沿いの南浜町にあった石巻市夜間急患センターは

被災し、使用不能となりました。現在は仮設石巻

市夜間急患センターとして旧市役所付近の丘の中

腹にあります。平曰昼間の診療は概ね震災前に戻

りましたが、夜間、休曰は担当できる小児科医の

減少、新規開業医がないことから難しくなってい

ます。

日曜、祝曰の昼を例にとると平成25年度の第１

日曜日は石巻赤十字病院小児科で実施、第２曰曜

日は宮城県小児科医会、第３日曜曰は東北大学小

児科、偶数月の第４曰曜曰は宮城県小児科医会に

仮設石巻急患センターに医師派遣をお願いしてい

ます。（宮城県小児科医会の枠には地元の医師とし

て在宅で担当できない私などが参加しています）

奇数月の第４日曜曰と祝曰、そして年末年始の一

部を地元開業医が在宅当番医で対応しております。

これに石巻赤十字病院小児科のバックアップがあ

り、システムが維持されています。子育て世代に

とっては大きな安心につながっています。

石巻市は平成28年度に新しい石巻市急患センター

を開設予定です。開設予定の場所としては当初は

石巻赤十字病院の敷地外の隣接場所ということで

したが、現在は赤十字病院ともっと連携の良い場

所を模索中との報道があります。なぜならば、市

民にとって安心な急患センターとは建物の立派さ

などのハード面よりも医師の確保が大切だからと

いうことに軸足を動かしたからです。地元医師の

みでの対応は既に不可能であり、各方面からのど

■

ロ

－２４－



宮城県小児科医会報 第２５０号平成26年３月

支援を頂いており、本当に感謝しております。宮

城県内は仙台市を除けば、県南中核病院、大崎市

民病院、石巻赤十字病院の地域小児科センターに

医師を集約していくという構想があります。セン

ターに重点的かつ集中的に中堅から若手の医師を

配備して、地元開業医と勤務医のベストミックス

が生まれます。

石巻市と人口規模が同じ足利市の取り組みをご紹

介します。足利市休日夜間診療所は足利赤十字病

院の健診棟１階に開設されました。基本的に軽症

患者の全てを受け入れて、処置、検査、入院が必

要な場合は同一建物内の赤十字病院に送るという

連携がなされています。休日の曰曜日、祝日、年

末年始の昼間、夜間は365曰診療を行っています。

開業医の高齢化が始まり、新規開業の小児科医が

何年もいない石巻市ですが、幸いにも連携できる

石巻赤＋字病院があります。休曰夜間診療所は基

幹病院医師の増員がなされれば、仮に開業医の参

加が減少しても医師のプールがされているので、

最も大切な診療の継続は担保されます。

医療に携わるものとして住民がどのようなニーズ

を持っている力弧のセンサーが必要であり、土壇場

に行き着く前にどうすればできるかを考える事が

大切と思います。私が関心を持って参加している

曰本外来小児科学会はテーマがＶＰＤ、子育て支援

など多岐に渡っています。両親が働きに出ること

は日本の労働力確保には必要なことであり、どう

しても小さいうちから保育所にお願いしなくては

いけない現実があります。病院に来た時には病気

を診てもらうだけでなく、相談ができること、乳

児健診の際には子育ての上でのちょっとした悩み

事相談なども、ワクチン接種スケジュールを立て

ること以外に大切な支援と思います。私は昨年還

暦になりました。震災を契機に再開？引退？と考

えましたが、結局２度目の開業と捉えて更に患者

様のニーズを汲みとり、勉強の場として曰本外来

小児科学会を利用しております。（尚、平成27年

８月に仙台市で開催されます。川村先生が会長と

なり、開催準備中です）毎曰の診療の繰り返しだ

けでは得られない刺激を求めて、外に出ることを

心がけて、これからの１０年をやっていこうと思い

ます。そして、これが子育て世代が石巻に住もう

というきっかけの１つになれば嬉しいです。

■

■
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国際的観点から見た曰本の予防接種
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ここ数年の間にわが国では次々と新しいワクチ

ンが導入され、乳幼児期の予防接種スケジュール

が大きく変わってきた。特に乳児では接種すべき

ワクチンの種類と回数の急増があり、必然的に乳

児期早期からの複数ワクチン同時接種も普及して

きた。また、平成25年４月からはＨｉｂ、小児用肺

炎球菌、ＨＰＶの各ワクチンが予防接種法の改正に

よって定期接種化された。

このような急激で大きな変化に戸惑われている

方も少なくないと思われるが、この現象を国際的

観点から見れば、著しく遅れていたわが国の予防

接種制度が遅まきながら動き出して、ようやく国

際標準に近づこうとしている過程に過ぎないこと

がわかる。

米国(ﾄｯﾌﾟランナー)と日本(ラストランナ－つ）
米国と日本の定期予防接種の比較(2012年）

ヨ`Ｊ窓

ＤＴＰ
ロタウイルス

ポリオ
インフルエンザ

■

麻疹日朝且

Ｉ
‐
Ｉ ｝

図１

上）に開始されるワクチンでも、わが国での定

期接種はＭＲワクチンと曰本脳炎ワクチンだけで

あるが、米国ではムンプス（ＭＭＲとして）、水

痘、Ａ型肝炎、髄膜炎菌、ＨＰＶの各ワクチンが

定期接種とされている（図１）。かつて１９８０年

代頃までは曰米間に定期予防接種ワクチンの種類

や数にほとんど差が見られなかったが、約２０年

間にわたり曰本で予防接種に関する前進がほとん

どなかった間に、着々と進めていった米国との間

に大きな違いを生じてしまった。このような先進

的な米国の予防接種制度を主導しているのは、予

防接種に関する専門家のみならず幅広い関係領域

の専門家が集まって審議、勧告する機関である

ＡＣＩＰ（AdvisoryCommitteeonlmmunization

Practices：予防接種専門家委員会）である。残念

ながらわが国にはこのような役割と権限を持った

組織はまだない。

次に、ＷＨＯがWebサイトに公開している加盟

１９３か国の予防接種'盾報')を基に、世界の国々の

定期予防接種の現状について整理してみる。図已

は各国で乳児期に行われる定期予防接種の延べ回

１．予防接種に関する世界の趨勢とわが国の予防

接種制度

まず日本の定期予防接種制度を２０１２年当初の

時点で世界のトップランナーである米国のそれと

比較してみよう。乳児期の定期接種は、曰本では

ＤＴＰ（＝ＤＰＴ、乳児期接種回数は３回）、経口

ポリオ生ワクチン（同２回）、ＢＣＧのわずかに３

種類（ＤＴＰは１種類としておく）で延べ６回の接

種にすぎなかった。これに対して米国ではＢＣＧ

は行わないが、乳児期だけでＤＴＰ（３回）、不活

化ポリオ（２～３回）、Ｂ型肝炎（３回）、Ｈｉｂ

（３回）、肺炎球菌（３回）、ロタウイルス（２

～３回）およびインフルエンンザ（２回）の７種

類のワクチンで、延べ１８～２０回の定期接種が行

われる。しかも６ヶ月以降に接種されるインフル

エンンザワクチン以外は、すべて生後６ヶ月まで

に乳児期分の接種が終了する。幼児期（ｌ歳以

■
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各国の乳児定期予防接種延べ数分布（W卜ｐ2011.103から集計）
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図３

数（左端目盛り）を地域別に図示したものである。

ここでは世界のすべての国で混合ワクチンとして

使用されているＤＴＰ（ＤＴｗＰまたはＤＴａＰ）ワク

チンは便宜上１種類、その他の混合ワクチンは分

離して重複算定した。また、接種時期に季節性が

あるインフルエンンザワクチンは除外した。これ

によると、世界全体では乳児期に定期接種される

ワクチンの延べ回数の平均は１４７回であり、その

うちの大部分である１４０回は生後６か月まで（７

か月未満）で接種されることになっている。地域

別に見れば、アフリカ地域と大洋州が多い傾向に

ある。アフリカ地域が多い理由はＨｉｂおよびＢ型

－２７－
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７１③ﾉオワケチン
まらない生後３ヶ月未満で行われており、９３％の

国で初回免疫の３回が生後６ヶ月まで（７か月未

満）に終了する。この傾向は長らくほとんど変わ

っていない。それに対してわが国では初回接種時

期が長らく非常に遅く、我々の海外渡航科初診者

を対象とした調査では1990年代生まれまでは２歳

以降が主流であり、1歳未満が過半数になったの

は2001年生まれ以降である。２０１１年以降に生ま

れた乳児でようやく平均的初回接種年齢が４ヶ月

になっている。

ポリオワクチンはわが国では２０１２年９月に経口

生ワクチン（○Ｗ）から不活化ワクチン（IPV）

に切り替えられたが、２０１１年１０月のＷＨＯ情報

（図５）では○ＰＶだけが使用されている国が６８

％であり、ＩＰＶだけになっている国が２４％である。

ただし北米・西欧諸国ではすべての国でIPVが使

用されている。また、ＯＰＶでも接種が２回のみで

あったのはわが国だけであり、少ない国でも３回

は接種している。すべての国でIPVに切り替わっ

ている北米・西欧諸国での接種回数は、４回の国

が５２％であり、その他の国では５回以上となって

いる。

このようにわが国の予防接種制度は世界的に見

て独特の点が少なくない。図Ｓに予防接種に関し

て世界で曰本だけであったものをいくつか列挙す

る。このうちすでに述べたこと以外で今後検討す

べきと考えられる二点に触れる。一つはＤＴＰワク

チン１期３回のそれぞれの接種間隔が３～８週間

:ｉｉｉⅢiⅢ圏
□

接
租
回
数

１００％

801Ｉ

８０仏

４０，

２０％

iiEEl菫iliRl1iilH3
図５

肝炎の定期接種が広く普及していることに加えて、

大部分の国で麻しんワクチンが生後９か月頃に接

種されることと、熱帯地域諸国で黄熱ワクチンが

生後９か月に接種されることによる。もっとも少

ないのは東～南アジア地域であり、中でもわずか

６回のみの１ヶ国が際立っているが、これがわが

国である。

わが国を除いて乳児期、特に乳児期前半での定

期接種が多いことから複数ワクチンの同時接種が

乳児に対して広く行われているのは必然である

（図Ｓ)。または多種類の混合ワクチンが普及して

おり、その傾向は先進諸国で顕著である（図４)．

ようやくわが国でDPT-IPV四種混合ワクチンが使

用されるようになったのは2012年の１１月のことで

ある。

いくつかの個別のワクチンについて少し触れる。

ＤＴＰ（ＤＴｗＰまたはＤＴａＰ）ワクチンの初回接

種は87％の国々ではわが国ではまだ定期接種が始

■
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図８図７

合の効果と安全性に関するデータがないことから、

この問題は今後わが国で導入が望まれるＤＴＰを含

む多価混合ワクチンワクチンの実用化に際しても

重荷になることが危'倶される。

わが国の予防接種制度について今後再検討すべ

きもう－つのユニークな点は、定期接種年齢の幅

が非常に広く設定されていることである。このこ

とが接種の遅れや接種スケジュールの複雑化をも

たらし、保護者はもちろんのこと予防接種提供者

にもわかりにくくしており、ひいては接種間隔

の過誤などの予防接種事故を増長する一因とな

る。世界のほとんどの国では、文字通り“定期，，

が比較的狭い幅で明確に規定された予防接種スケ

ジュールで行われている。やむを得ない理由で

“定期”に接種できなかった場合に広く救済する

catch-up接種の仕組みを加えた、わかりやすい定

期接種制度を構築することが望まれる。

とされていることである。わが国を除くすべての

国ではこの接種間隔は４週から２ヶ月であり、４

週間未満を容認している、すなわち３週間でよし

としている国は他にどこにも見当たらない。一般

に複数回接種すべき不活化ワクチン（またはト

キソイド）の接種間隔は、免疫効果の点で４週

間以上が推奨されている。わが国では２０１２年秋

にDTP-IPV四種混合ワクチンが導入された際に、

ＤＴＰに連動するかのようにIPVまでが３週間以上

とされた。ＤＴＰと同じくIPVに関しても３週間間

隔で容認している国は他にない。DTP-IPVワクチ

ンの導入に際しては３週間間隔についての多少の

治験はなされたであろうが、世界で広く採られて

いる４週間以上の間隔に対抗して、３週間でも＋

分免疫効果があると主張できるほどの説得力のあ

るエビデンスがあるかどうか心もとなく思う。こ

の問題の科学的検証を専門家に求めたい。

科学的根拠はひとまず置くとして、これに関し

て現実的問題が生じている。ＤＴＰワクチンを国内

で３週間の間隔で接種して渡米した子どもたちが、

入学や入園に際して“３週間間隔では無効，，とさ

れて追加接種を求められたりしているのである。

今後ＩＰＶに関しても同様の扱いを受ける可能性が

ある。ちなみに最近の我々の調査ではＤＴＰワクチ

ン１期１回目と２回目、および２回目と３回目の

接種間隔が４週間未満である例が約３割を占めて

おり、海外渡航する子どもにとっては無視できな

い事実である。海外では３週間間隔で接種した場

■

~巳

２曰本におけるＶＰＤ

これまでに述べてきたように、わが国の予防接

種制度は多くの点で後れを取ってきた。このこと

が子どもの健康に大きな負荷を与えてきた。確か

にわが国は衛生環境と医療アクセスの面では非常

に恵まれている。しかし感染症はそれだけですべ

てを解決できるものではない。予防接種がきわめ

て手薄であったわが国で、ワクチンで防ぐこと

のできる感染症（ＶＰＤ＝Vaccine-Preventable

Diseases）についての問題点についていくつかの

－２９－
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例で考えてみる。

①細菌性髄膜炎

子どもの感染症の中で最も恐ろしいものの－つ

が細菌性髄膜炎である。図フに我々の病院（トヨ

タ記念病院）の小児科に入院してきた乳幼児細菌

性髄膜炎症例の年次推移を示す。少なくとも２０１１

年までは減少傾向が見られていない。起炎菌の

約７割はHibであり、次いで肺炎球菌が多く、両

者で起炎菌が同定された症例の９割を占めている。

米国においては、１９８０年代末にＨｉｂワクチンの定

期接種が開始され、その後３年の問にＨｉｂによる

全身性感染症が激減した。それに対してわが国で

はＨｉｂワクチンの導入が2008年、定期接種化が

2013年と、約20年の遅れをとった。この間にわが

国では多くの子どもがＨｉｂによる髄膜炎に罹患し

た。我々の病院の数値を200～300倍すればほぼ全

国データになるが、無為無策の20年間のHib髄膜

炎患者は概算で約１万人と推定される。小児用肺

炎球菌ワクチンの導入も米国に比べて１０年あまり

遅れた。定期接種化に先行して２０１１年からＨｉｂワ

クチンと小児用肺炎球菌ワクチンの公費補助が開

始されて接種率が向上するとともに乳幼児の細菌

性髄膜炎は激減した。我々の病院では２０１１年初め

の症例を最後にｌ例もなくなった。庵原班による

１０道県の疫学調査でも、2008年から２０１０年の平

均と比較して、２０１２年にはＨｉｂによる侵襲性感染

症は９２％の減少、肺炎球菌による侵襲性感染症は

73％の減少が見られた（図Ｂ)。

②麻しん

麻しんの排除にもわが国は後れをとってきた。

その主な原因は、わが国では長らく麻しんワクチ

ンの定期接種が幼児期の１回のみであり、末接種

者、primaryvaccinefailureおよびsecondary

vaccinefailureを合わせた麻しん感受性者が少な

くなかったことによると考えられる。そのために

2007年～2008年には年長児から若年成人層を中

心に年間1万人を超える麻しん発生が報告された。

この数字を人口１０万人当たりの発生率に換算する

と１０近くになり、ＷＨ○の麻しんeliminationの基

準の前提である０１（ＷＨ○の表現はｌ／人口１００

万人）からすると約２桁高く、当時のＷＨ○によ

る国別人口当たり麻しん発生率で比較しても多い

方から１０番目くらいに相当する（図Ｓ)。その後

2009年からは麻しん報告数は年間１０００例以下と

なりその後も減少傾向を示している。これは2006

年から導入されたＭＲワクチンの２回接種制度およ

びそれに伴う第３期、第４期のcatch-up接種制度

導入の効果が次第に現れてきたことによると考え

られる。ようやくわが国でも麻しんeliminationが

視野に入ってきたように見える。しかし最近でも

なお平成24年の豊田市の例のような地域的なアウ

トブレークが報告されており、ワクチンの２回接

種率を９５％以上に維持するように努めなければな

らない。

③風疹

平成２４年から始まった風疹の流行は平成２５年に

－３０－
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ワクチンに切り換えられたが、年間患者数が３桁、

死亡数１桁にまで減少していた１９７３～１９７４年に

ＤＴｗＰワクチン接種後の乳幼児の突然死が数件報

告ざれ大きな社会問題となり、当時の厚生省はこ

のワクチンの定期接種を一時中止することにした。

ＤＴＰワクチンの定期接種を国全体で中止するとい

う、結果的に世界にも類のない社会的実験となっ

たこの措置により、百曰咳の発生は再度急増加に

転じた。１９７５年にはＤＴｗＰワクチンの接種を再

開したが接種率は思うように上がらず、２歳以上

で開始することとしたこともあり増加の勢いを食

い止めることができず、－時は年間１万人の患者

を出すまでになった。この百曰咳再流行による子

どもの超過死亡は１００人を下らないと推定される。

その間に副反応を減少させる目的で百日咳の無菌

体ワクチンが開発され、世界で最初にＤＴａＰワク

チンに切り換えられてひとまず減少に転じた。し

かしながら近年再び百曰咳は徐々に増加傾向を示

しており、その中でも成人の百日咳は2008年には

報告数の半数に達している。百日咳を含むワクチ

ンの年長児ないし成人に対する追加接種も検討さ

れるべきである。

はさらに勢いを増し、９月２５曰までに報告数は

１４，０００を超え大きな社会問題になった。その流行

の中心は青壮年であり特に男性が多く、ここでも

中学３年の女子のみに風疹ワクチン定期接種を行

っていたというわが国の過去の予防接種制度の欠

陥が露呈された。この流行も平成25年５月をピー

クに終息に向かった。しかし今回の流行による先

天’性風症候群は国立感染研究所感染症疫学センタ

ー2)のデータによると平成25年９月末日までに１４

例が報告され、その後の発生の増加が危'倶されて

いる（図１０)。（注：１２月１８日までに29例となっ

ている）

④ムンプス

多くの国々ではムンプスワクチンはＭＭＲワク

チンとして２回接種制度を採っており、少なくと

もわが国を除くすべての先進国ではこれを行って

いる'）。いまだにムンプスワクチンの定期接種が

行われていないわが国ではムンプスの流行は続い

ており、2008年の人口当たりのムンプス報告数は、

ＷＨ○にムンプス報告数のデータがある１２９か国

中でわが国は７番目の多さであり、ＭＭＲワクチン

を２回接種している他の先進国と比べて１桁以上

多いのが現状である（図１１)。

⑤百日咳

百日咳は終戦直後には毎年１０万人の患者数があ

り、１万人前後の子どもたちがこのために命を落

としていた。その後ＤＰ二種混合ワクチンの定期

接種が始まり着実に減少してきた。その後ＤＴｗＰ

■

aわが国の予防接種に関する今後の課題（図１２）

ようやく前に進みだした感のわが国の予防接種

制度だが、まだまだ課題は多い。その背景として

まず指摘しなければならないことは、病気になっ

た後の治療には熱心で膨大な費用も惜しまない最

■

世界の2008年ムンプス鞭告数ベスト(ワースト？)２０

（WHOからデータのある129ケ国中）
ラストランナーへの応援メッセージ

（今後の課題のまとめ）

・予防医療の重要性の理解
１）予防重視の文化の醸成

２）ＶＰ､と予防接種に関する正しい情報の提供

マスコミ､国民とも効果と副反応の冷静な評価

・予防接種法の改正（定期接種の拡張、補償制度の拡充）

．日本版ACIPの早期設立と中長期ビジョン

，VPDのサーベイランスの充実

・予防接種後の有害事象報告制度の充実

。小児死因統計の充実…顎

蕊』園M1:iilIIBiIUlflB1m息1lIIIiIlIIm懸鐘鐘蘂i蘂曇1M蕊Iii鑑鍵鑑藪蘂藝
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図１２図１１
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高の医療を求める一方で、その予防にはあまり力

を入れて来なかったわが国の社会全体の風士を、

予防医学・予防医療の重視に改める必要があると

いうことである。これまでの乳幼児の予防接種の

手薄さと成人の健診率の低さはその象徴である。

また、副反応あるいはその疑いに関することは

熱心にセンセーショナルなまでに取り上げるが、

予防接種でどれだけ多くの子どもたちが救われ恩

恵を受けているかはほとんど記事にしないマスコ

ミの報道姿勢は、予防接種に関して大きなネガチ

ブキャンペーンとなってきた。予防接種のあり方

に関しては、国民も行政担当者も医療従事者もマ

スコミ関係者も、予防接種の光と影に関する正し

い情報を基に冷静な議論を尽くして、どうすれば

子どもたちに最も利益があり不利益を最小にでき

るかを考えていかなければならない。

予防接種に関する国の制度も少しずつ前進して

いるように見えるが、まだまだ不十分である。定

期接種として新たなワクチンを加えようとするた

びに予防接種法を改正しなければならないもので

あろうか。現在は厚生労働省の「予防接種・ワク

チン分科会予防接種基本方針部会」で予防接種制

度に関する基本方針が検討されている。厚生労働

省の内部組織での検討ではその結果を実現するま

でには関連他省庁との折衝などさらに多くのハー

ドルがある。より権限が強く実効性のある省庁横

断的な曰本版ＡＣＩＰを作り、幅広い専門家を集めて

審議を尽くし、その勧告を基に機動性のある予防

接種施策が実行できるようにならないものであろ

うか。

今後のわが国の予防接制度を検討したり、新た

なワクチン導入の社会的な効果を検証したりする

ためには、精度の高いＶＰＤのサーベイランスのデ

ータが不可欠である。これは予防接種に対する国

民の理解を得るためにもきわめて重要なことであ

る。また、副反応あるいはその疑いのある事態が

問題になった場合に、それが本当に異常な頻度で

あるのかまたはたまたまの紛れ込みに事例に過ぎ

ないのかをいち早く判断し正しく対応するために

(よ、その評価基準となる正確な疫学データが必要

である。そのためにも精度の高い予防接種後の有

害事象の報告制度、およびより詳細で正確な小児

の疾病・死因統計が求められる。

乳児期に接種すべきワクチンが増加してようや

くわが国でも複数ワクチンの同時接種が普及して

きた。その効果と安全性については問題がないと

はいえ、一度に何か所にも注射することは、受け

る子どもたちにとっての精神的・肉体的負担が大

きいのはもちろんのこと、保護者や医療従事者に

とっても心の負担となる。多種（多価）混合ワク

チンの導入を進めることがこの問題を軽減する有

力な方法である。

いずれにしても、予防接種に関してまだまだ改

善すべき課題が多い。何が真に子どもたちのため

になるのか、どうすれば社会的な利益にも合致す

るのか、われわれ小児科医は真蟄に考えていかな

ければならない。

少’
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●はじめに：アトピー性皮膚炎の外用療法の基本

はステロイド外用薬であるが、効果不十分または

副作用で使用できない場合などにタクロリムス軟

膏が使用される。また、寛解維持期に間歌的にス

テロイド外用薬やタクロリムス軟膏を使用するこ

とで（proactive療法)、すぐれた効果が維持でき

ることが報告されている。小児では２歳以上でタ

クロリムス軟膏0.03％が使用可能であるが、小児

では成人と比較してまだ使用経験が浅い。

今回、我々は当院へ通院中のアトピー性皮膚炎

の恵児の中でタクロリムス軟膏０．０３％を使用した

症例を検討したので報告する。

●対象と方法：当院アレルギー外来へ通院中のア

トピー性皮膚炎の恵児で２０１２年１月１日から１２月

３１日までにダクロリムス軟膏０．０３％を使用した５７

例（男児26例、女児31例）を対象とした。これら

の恵児の年齢、重症度、使用部位、副反応などを

後方視的に検討した。

ｌ例、発赤がｌ例、不明がｌ例だった。副反応の

あった８例についてその後の使用状況は、落ち着

いたのでその後は使用できているが４例、その後

も中止してしまったが４例だった。

巳

●症例：タクロリムス軟膏でコントロール良好な

症例を紹介する。

症例：９歳女児、家族歴：母に薑麻疹あり、入院

までの経過：生後１０か月でアトピー性皮膚炎と

診断された。数件の医療機関を受診しステロイド

軟寳を中止とした外用薬、抗ヒスタミン薬内服等

で加療を受けていたが、寛解増悪を繰り返してい

た。８歳頃より湿疹が増悪し、近医小児科を受診

した際に湿疹がひどいとのことで当院へ紹介とな

り、２０１１年１１月１日に当院アレルギー外来を受

診し入院となった。入院時の皮膚所見（写真ｌ）：

体・四肢全体に苔癬化を伴う紅斑、多数の掻破痕

あり（特に下肢がひどい)、顔面は軽度の紅斑、皮

膚乾燥のみ。入院時の主な検査所見（図ｌ）。入院

中の治療：入浴と軟膏塗布（ｌ曰２回)、全身の保

湿と湿疹部には程度に応じたステロイド軟膏を塗

布し、顔面にはタクロリムス軟薑を塗布した。抗

ヒスタミン薬と抗菌薬の内服を併用した。入院翌

日より徐々に改善傾向となった。四肢は丘疹が集

籏しているが、乾燥や痂皮はなくなった。今後も

同様のケアを継続していただくこととし、Ｕ／６

退院となった。退院後も同様の治療を継続し、良

いコントロール状態が維持できていたため２０１３年

１月頃からは全身の保湿中心で顔面にタクロリム

ス軟膏、体も徐々にタクロリムス軟薑に変更した。

最近の皮膚所見：（写真２）。

●結果：初診時の年齢は２歳未満が12例、２～５歳

が15例、６～１２歳が21例、１３歳以上が９例だった。

アトピー性皮膚炎ガイドライン２０１２により判定

した初診時の重症度は軽症が３例、中等症が４例、

重症が１２例、最重症が31例だった。タクロリムス

軟膏を開始した年齢は２歳が２例、３～５歳が１７

例、６～１２歳が23例、１３歳以上が１５例だった。タ

クロリムス軟膏開始時の使用部位の重症度は全例

が軽症だった。タクロリムス軟膏の使用部位は顔

と首のみが37例、体のみが6例、顔と首と体が１４

例だった。副反応の有無は、無しが46例（８１％)、

有りが８例（１４％)、不明が３例（５％）だった。

副反応の内容は、痛み・ピリピリが５例、痒みが

．□
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●まとめ：当院で過去1年間にタクロリムス軟膏

０．０３％を使用したアトピー性皮膚炎の57例を検討

した。全例、皮疹が軽症になってから使用を開始

した。副反応は57例中８例（14％）で認められた

が、そのうちの半数（４例）は症状が一時的でそ

の後は使用可能となった。呈示した症例は、当院

受診前より顔面にはタクロリムス軟膏００３％を使

用しており顔面の皮疹のコントロールは良好だっ

た。また、皮疹の改善後、体も徐々にタクロリム

ス軟膏０．０３％に変更し、良いコントロール状態が

維持できている。ステロイド軟膏を長期間使用し

ても皮疹のコントロールに難渋する症例の中には、

タクロリムス軟膏で良いコントロール状態が得

られる症例もあり、症例によっては小児でも効果

的に使用可能と思われた。

凸

＜入院時検査所見＞
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＜入院時の皮膚所見＞（2011.111） ＜退院後、外来通院中の皮膚所見＞（20132.12）

■”￣'一

写真１ 写真２
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仙回小旧：カンファランス
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ロ詔ロロ■■■
■■■■■■■
■■■■■■■ 第1ｓ回.缶::瀞:。

新たな病変の出現があり、１ヵ月後には同部が増

悪していた。マイコプラズマ関連の小脳炎・他の

類疾患が疑われるが、時間をおいて異なる場所に

複数の病変が出現しており、非典型的な経過であ

った。

会場：艮陵会館２Ｆ大会議室

日時：２０１３年１０月１５曰（火）１９：００～

当番世話人：東北大学病院

Ｓ）．先行感染を有するチックに対し抗生剤投与が

有効であった一例

石巻赤十字病院小児科

○鈴木智、沼田有里佳、窪田祥平、宮林拓矢、

小山寿文、伊藤健

1）．lll崎病を発症しステロイド漸減中に再燃、冠

動脈拡張を認めた２ヶ月女児

東北大学病院小児科')、国立病院機構仙台医療

センター小児科2）

○鈴木大')、木村正人')、宮野峻輔')、

川野研悟')、呉繁夫'）

松原容子2)、久間木‘唐2)、貴田岡節子2）

ゴ

８歳女児。咽頭炎罹患後より吃逆が出現した。吃

逆は３週間以上持続し、発症の契機が明確であ

る事からＰＡＮＤＡＳ（ｐｅｄｉａｔｒｉｃａｕｔｏｉｍｍｕｎｅ

ｎｅｕｒｏｐｓｙｃｈｉatricdisordersassociatedwith

streptococcalmfection）を想起し抗生剤投与を
行った。抗生剤投与後より症状は速やかに改善し

２ヶ月たった現在も再燃を認めていない。先行感

染後の神経精神症状に対してはＰＡＮＤＡＳをはじめ

としその原因や治療についての研究が進められて

いる『,今回、感染後の神経精神症状に対し、抗生

剤投与が有効であった症例を経験したので報告する。

２ヶ月の女児。Day4に川崎病の診断で免疫グロブ
リン療法（ＩＶＩＧ）に加え、ステロイド投与を行っ

た。速やかに解熱し、冠動脈に拡張傾向（ＣＡＬ）

なくＤａｙｌ９に退院した。Day24に当科を受診し
た際、ＣＡＬを認めたため入院。シクロスポリンと

ＩＶＩＧ再投与で治療した。退院後１ヶ月のカテーテ

ルでは左冠動脈の軽度拡張が残存していた。乳児

例やステロイド便用例の川崎病は、解熱後も'慎重

な経過観察が必要である。

４）．生後２か月時に遅発型ＧＢＳ髄膜炎を発症し、

その後硬膜下水腫を合併した女児例

栗原中央病院内科')、大崎市民病院小児科2)、

宮城県立こども病院神経科3）

○加納伸介')、佐藤信一2)、松木琢磨2)、

鳴海僚彦2)、岩城利充2)、工藤充哉2）

及川善嗣3)、渡邊周永3)、富樫紀子3）

２）．マイコプラズマ関連小脳炎が疑われた１２歳

女児の１例

国立病院機構仙台医療センター小児科'）、

拓桃医療療育センター小児神経科2)、

東北大学病院小児科3）

〆

○鈴木菜絵子'）、堅田有宇'）、松原容子I）、

石田智之'）、日下奈都子'）、野口里恵'）

佐藤優子'）、大沼良一'）、田澤雄作'）、

中江信義'）、久間木,悟'）、貴田岡節子'）

萩野谷和裕2）、植松貢3）

在胎４０週６曰、出生体重３１３０９にて自然経膣
分娩で出生の２ケ月女児。母体GBS膣培養は陰性。

発熱とnotdoingwellを主訴に当院受診、髄液検
査により細菌性髄膜炎と診断した。Ｂ群溶連菌が検

出され、ＡＢＰＣ＋ＧＭで治療後軽快傾向にあった。

第１７病曰に痙撃発作出現し頭部MRIで硬膜下水腫

を認めた。穿刺施行し、MEPＭ追加後も改善せず、

発熱とＣＲＰ再上昇を認めた。第26病曰に感染コン

トロール困難と判断し県立こども病院へ転院とな

った。

７月初めに頭痛、複視を主訴に来院。頭部ＭＲＩで

右小脳半球に急性小脳炎を疑わせる所見あり、髄

液検査で単核球優位の細胞数増多を認めた。

ＭEPM＋ＭＩＮ○＋ＡＣＶ＋ＤＥＸで加療し、頭痛は

軽'快した。しかし、１０曰後のＭＲＩで左小脳半球に

－３６－
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刀司毛ｽ第１s回

はじめに

川崎病は1967年|こ)||崎富作博士により提唱された､主に４

歳以下の乳幼児に発症する原因不明の急性熱性疾患であ

る。

本態は中小動脈を主体とする全身性の血管炎であり､治療

法が発達した現在でも3-5％に冠動脈病変をもたらし､小児に

おける後天性心疾患では最多となっている。

今回初回ガンマグロブリン大量療法により－旦解熱傾向とな

るも､ステロイド減量中に再燃し､冠動脈拡張を来した症例を

経験した。

改めて､乳児例やステロイド使用例の川崎病には注意が必

要であると思われたため提示する。

川崎病を発症しステロイド漸減中に再燃、

冠動脈拡張を認めたzヶ月女児

東北大学病院小児科

鈴木大､木村正人､宮野峻輔､川野研悟､呉繁夫

国立病院機構仙台医療センター小児科

松原容子､久間木悟､貢田岡節子

症例:2ヶ月女児
・出生歴｡既往歴:小眼球症｡今回が初めての発熱。

・家族歴:川崎病なし

・現病歴

2013/7/16に発熱し､翌日仙台医療センター小児科を紹介受診。

不明熱の診断で入院加療となり、セフトリアキソン(CTRX)での加療された。

７/19(day4)､川崎病の診断(症状6/6)でガンマグロブリン大量療

法(lV1G)Zg/kgとアスピリン(ASA)内服､プレドニゾロン(PSL)2ｍｇ/kg/dayの投

与が開始され、同日中に解熱した。

経過良好で８月１日(dayl9)に退院となった。

入院中の心エコー検査では冠動脈に拡張傾向は認めなかった。

外来フォロー目的に当科紹介となり、８/6(dayZ4)に受診。

37.5°Ｃの微熱と採血で炎症反応の上昇を認め､心エコーで冠動脈拡張

（CAL)を認めたため､川崎病再燃の診断で同日当科入院となった。

入院時身体所見

身長60ｃｍ(１５ｓ､),体重56209(０７ｓ､）

BT375°Ｃ､そのほかバイタルサインに異常なし

Lungnorale5,Ｈｅａｒｔ:ｎｏｍｕｒｍｕｒ

そのほか川崎病症状は認めない(ごく軽度の眼球充血のみ）

胸部レントゲン:心胸郭比52％､肺野に異常影なし

心電図:洞調律､ST-T変化なし､異常Ｑ波なし

●
●
●
●
●

心エコー所見
血液検査所見

ｍg/ｄｌ

ｍｇ/ｄｌ

ｍｇ/ｄｌ

ｍｇ/dl

lU/１

１U/Ｉ

１Ｗｌ

ｌＷｌ

ｍｇ/dl

mg/dｌ

mEq/ｌ

ｍＥｑ/ｌ

ｍＥｑ/１

ｍｇ/dl

ug/ｄｌ

ｍｇ/dl

ug/ｍｌ

Ｐｇ/ｍｌ

ＴＰ

Ａｌｂ

ＣＲＰ

Ｔｂｉｌ

ＡＳＴ

ＡＬＴ

ｌＵハ

LＤＨ

ＢＵＮ

Ｃｒｅ

ＣＫ

４
８

１
４
１
３
６
２
３
３

Ｊ
６

７
３
４
０
２
１
７
２
６
０
１

Ｇ
Ａ
Ｐ

Ｎ
Ｋ
ｃ
Ｃ
Ｐ
旧
弘
帥

ａ
ｌ
ａ

1３７

５０

１０２

１０４

４．８

１２３４

８７．４

５８

X10〕/lJll

X106小１

９/dl

96

X103/Ｍ１

ＷＢＣ

ＲＢＣ

Ｈｂ

Ｈｔ

Ｐｌｔ

ＰＴＯＮＲ１

ＡＰＴＴ

ＦＢＧ

１２７

４．４９

１１．３

３６．６

８７０

１０５

３３．６

４８１

ＳｅＣ

ｍｇ/dｌ

･冠動脈の輝度が全体的に冗進

・収縮能の低下なし(左室収縮率68％）
･有恵な弁膜症所見や､心嚢液の貯留は鰯めない
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経過

冠動脈造影(CAG）
９/6(day5Z）

入院①－－入院②￣体沮(qCI
４０

３９

３８

３７

３６

冠
■
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影

「薊

１Z､７１５.lnZ■１０．５
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no.Ｚ
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ＺＳ
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３，５
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０.ﾕ
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３．１

叩
Ⅵ L８ｎ－Ｂ

ＬＢＬ６

’
左冠動脈.前下行枝が2.6ｍｍ(z=５５１程度に摺状に拡張し残存。
右冠動脈は起始部が若干太い(２２ｍｍ,z=２７)が､明らかな拡張とは宮えない。
両側ともに冠動脈拡張は退縮傾向｡狭窄病変はなし。

＝アスピリン､ペルサンチン内服継続｡1年後にCAG再検の方針。

治療

－－

■U■■■■■■■■■■■

①乳児
第２２回川崎病全国調査の結果')(2011～ZO1Z）

６ケ月未満は総数26691人中2218人(83％）

６ケ月以上1歳未満は4250人(16.0%）

乳児例､特に早期乳児例は不全型が多く､診断治療が遅れる

傾向があるため､CALのハイリスクと考えられているz)'3)。

乳児期にサイトカイン産生が未熟であることにより不全型が多

く､冠動脈壁や血管内皮細胞の脆弱性､機能低下により冠動

脈病変が増えるという報告がある4)。

冠動脈造影(CAG）
９/6(day52）

左冠動脈､前下行枝が2.6ｍｍ(z=５５)程度に疽状に拡張し残存。
右冠動脈は起始部が若干太い(2.2ｍｍ,z=2.7)が､明らかな拡扱とは甘えない。

両側ともに冠動脈拡張は退縮傾向｡狭窄病変はなし。

＝アスピリン､ペルサンチン内服継続｡１年後にCAG再検の方針。
l厚生労■millI斡病研究班第２２回lIIhO安全酉凹査成峨旬告Ｂ２０１３

Ｚ)Ｇ２､虹i】,ｅｔ訓一ＣＨｎＰｅｄ胞廿.ＺｍＤ

３)荻野皮太郎ほか.Ｚユロ近虫｣01国魚研究会1999

41＄囚ほか纂田市立病陵懐健２０１１

”

②ステロイド ②ステロイド

RA1SEstudyにより、本症例のようなハイリスク児に対する、
lVIG十PSL初期併用療法の有効性が示唆された')。

しかし益田らは､気管支喘息の治療で用いられたステロイド

によりマスクされた川崎病をz)､金川らは感冒症状に対して

処方されたステロイドにより診断に難渋した川崎病３)を報告し

ている。

見た目の川崎病症状を軽症化､不顕性化する可能性もあり、

治療の遅れはCALを合併する可能性が高まる｡ステロイド使
用例の川崎病には慎重な経過観察が必要である。

ステロイド投与下においても影響を受けにくいマーカーとして

プロカルシトニン、血清アミロイドAが、心負荷のマーカーとし

てBNP､NT-proBNPがあり4L5)､ステロイド使用時の判定に使
用可能と思われる。

本症例ではCRPに加え､ＦBGが初回入院よりも再燃時に上昇

していた。川崎病の病勢を反映するマーカーの1つとして有

用であった。

4)高岡拳干ほか医学と薬学．1997
5)阻師正徳ほか‘日本小児1NIIH腿学会9W風201］l1KobBY＄３ＭＴ●ｔＤＩＬｊ｢u〔軟,2012

2)路HmIqhほか小ﾘWIMO庫．Ｚｏ１１
３１ウ)１１束尖ｌＲか.小児科眺隊,２０１ｺ

－３８－
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③再燃例 結語

・本症例は､川崎病の炎症が収束せず再燃した､いわゆ

る"くすぶり型"であったと考えられる。

・くすぶり型には1歳未満が多く､心血管後遺症の合併が
有意に多いとされている')。

・再燃例の川崎病に対する治療は確立していないが､診

断が発症10日以降と遅れた川崎病に対しても､lVIGの

CAL予防効果はあると報告されておりz)、炎症が遷延し

ていると考えられる川崎病には早期のlVlG追加治療が

考慮されるべきある。

、今回､ガンマグロブリン大量療法とステロイドの併用で
解熱するも､ステロイド漸減中に再燃し､冠動脈拡張を
合併した川崎病の乳児例を経験した。

、乳児例やステロイド便用例の川崎病は診断に難渋しや

すく治療が遅れる可能性が高いため､解熱後も慎重な
経過観察が必要である。

、再燃した場合は速やかにlVlGを含む治療を行い､炎症
を鎮静化する必要がある。

１１＄田庄実ばか小児■晒轟孚会■、、zcD7

Z）ＭＳＦ■尚UMmUJV返Ａ､車種、掴互naIoU仁■呵如hUY，Ⅱ”】

、

－３９－
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鰯 先行感染差篶鏥圭シ動1詞|硫生割鵺が有効造詰豈彪竺iiiiI11Ii
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I=ⅡⅡ11｡_-11Ｉｒｒｄ~H1ⅡⅡ=ⅡIⅡ｡'-.1Ⅱﾝﾌﾟﾌﾜｽ第1s回

症例８歳女児

先行感染を有するチックに対し

抗生剤投与が有効であった一例
【既往歴】

受診1ケ月前に咽頭炎に罹患。

【現病歴】

数日前より鼻汁､咳症状あり。

その後咽頭痛が出現し、同時に吃逆のような動きを

認めるようになったため当院を受診した。

石巻赤十字病院小児科

鈴木智、沼田有里佳､窪田祥平、

宮林拓矢､小山寿文､伊藤健

経過
【現症】

BT38.5.Ｃ

咽頭発赤あり｡鼻汁､咳嗽あり。

肺音清｡頚部リンパ節腫脹なし。

抗生剤内服開始後より速やかに解熱したものの、

吃逆様の症状のみ残存し､再来院した。

【再来院時現症(加療開始後14日目)】

ＢＴ37.1℃

咽頭発赤なし｡鼻汁､咳嗽なし。

吃逆様の規則的な動きが連続して確認される。

【検査所見】

溶連菌迅速検査;陽性

今溶連菌感染による急性咽頭炎の診断で

amoxicilIin(AMPC)を処方
今吃逆様の動きに対しセロトニン5-HT4受容体刺激薬

を処方するが効果なし。

.自割lＭＲｌ（２２日経過

【再来院時現症(加療開始後22日目)】

吃逆様の動きは変わらず､規則的に連続し認める。

全身状態良好｡心雑音聴取せず。

神経学的異常所見なし｡関節痛や発疹等認めない。

【検査】

心臓超音波検査;弁逆流や心嚢液貯留等なし。

血液検査;一般採血検査上異常所見なし。

（ASO23ToddASK640倍）
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先行感染を有するチックに対し抗生剤投与が有効であった一例●

PANDASの中核基準
【方針】

溶連菌感染関連性神経精神疾患（PANDAS：

pediatricautoimmuneneuropsychiatricdisorders

associatedwithstreptococcalinfection）による

神経症状の可能性を考えAMPC再投与を開始。

２.小児期(3歳から12歳)での発症

'三~実刃腐１７J葵i孟爾ijii蔵;ii露花EJろそ蒋藪ろi子i57iU高

|響二i;IlmLl』ihi＝;零i1i毒jl鶴Efii色L－．
'４発症時や症状増悪時とA群溶連菌感染症罹患時期が
｜一致する

マーー三一=マーーーーー’

巳
'百了雷AMPCl0日間の再投与開始以降､症状は消失。

２ヵ月経過後も再燃なく経過している。

'5．関連する神経精神症状を有する

L-llZ三二－三二了－－－－－ －－Ｉ
ＰＣ｡■bucAuto6muTwncNcump■ychIat｢icDisordersAsBociatedWithStroptococcDllnfectIonD

ClIniceIDesc｢ｉｐｔｉｏｎｏｆｔｈｅＦｉｒｓｔ５０Ｃ■ｓｅｓＳｕＢａｎＥＳｗｅｄＱＭＤＡｍＪＰＵｙご内心ｂＷ５５ＺＦｂｏｎ型Ｆツ
ノ,a、

今回の症例｜ﾁｯｸ障害チック障害ＰＡＮＤＡＳ ＰＡＮＤＡＳ鐇弍症
発
一
発

１
１発症年齢 3-12旗■ゴー

実}！!《発症

1111-Ⅱ111-PI-P-11●寺｡Ⅱ－１~qIIIflI-

1A群鴻連菌鯵染?ＡＷ）

18旗未濁

鉱
一
噸

徐々に発症

(発症前の投薬や疾患Ru息なし）

幕W?;iWFFi：１iiimFnF-＝
ＩｌＩＩIIIIIlIlIllIIIIIノＩＩＩＩ ［勝因

症状

チック障害/強迫性障害、
情緒不安定や儀式行為などの

神経精神症状

症状 突発的､急速､無目的、非律動性、

繰り返される常同的な運動/発声
’１

F…|IlE悪霊FB-l藤蕊EＺＴ－－Ｉ検査所見 ADNaseB,ASO上昇一
溶連菌迅速検査図性

なし

|MRI所見なし

耐暦圖…ｆ
ｉ経過短期間での改善OG’

ＭＲＩでの所見ｌなし なし

治療 抗生剤.免疫療法孟対症毎笙 ドパミン受容体拮抗薬.行動療法
など

短期間での改善報告あり｡IAMPC再投与後に
感染を契機としての再燃｜症状消失
あり。

|増悪と寛解を繰り返し
|成人期までに軽快、jH

l失

経過 短期間での改善報告あり。

感染を契機としての再燃あり。

増悪と兀解を繰り返し成人期まで

に軽快、消失

巳

治療法 考察

・抗生剤投与

PANDASと診断された12名の小児に対し､神経精神症状発症念性期に

ＡＭＰＣ､CVA/AMPQCEZを内服させたところ､いずれも2週間以内
に明らかな症状改善を得た。

MaJteLVndMurphY．Ｍ、;MichaeOEPにhtchero,ＭＤＡ江、Pに凶mlAdb毎とん鞄U,ZOOZnl56l41;３５６－]６

5-10歳の２３名の小児にpeniciⅡinVまた'よazith｢omycinの隔日投与を
ｎヶ月間行ったところ、６１％で神経精神症状の改善を認めた。

Snider山A･bougeeLS随ueryM,GrentP’５W■ｄｏSEBIoIPsWhlatrV2005Aprli57(7):7B8.9ユ

・lVlG,免疫抑制剤,血漿交換
ＰＣ｢Imutt■rSj,ＬｅｉｔｍＢｎ５Ｆ,Ｇａ｢ｖｅｙＭ`ｅｔ■l`LanEu､１１９”'３５４１１１５３－１１”＿

・チック､強迫性障害|こ準じた治療

溶連菌感染が原因との確定診断が困難。
ＨａｗＷＳ､5inger,MDetaljPedIatr201ZMayjl60(5):725-31

・他の感染性疾患でもPANDAS類似の神経精神症状が

起こりうるとの報告あり。
Ｔ鴫ｂａ［『enGr［yCanetal･jChIIdNeurolIVIarchZOO82ヨ：338-340

PieroP■voneetalJChildNeuroISeptemberZOO621;727-7麹

・初発時や再燃時の治り鼎(､また予防投薬の必要性など

定まった見解が確立されていない。

－４１

|Ｌ強迫性障害やﾁｯｸ障害の存在
Ｌ－－－－－－－－－－－－－_’
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●先行感染を有するチックに対し抗生剤投与が有効であった一例

考察 結語

・今回の症例に関しては､βラクタム系薬投与により

症状が緩和された可能性が考えられる。

・先行感染を有するチックに対し抗生剤投与が有効

であった一例を経験した。

・感染と神経精神症状の関連に関しては解明されて

いない点も多いため､更なる症例の蓄積が必要が
ある。

・突然の発症や急激な増悪を呈する神経精神症状を

認めた場合､PANDASを想起し対応する事で治療や

経過の見通しを提示できる可能性がある。

－４２－
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i1iiHnT
生後２か月時に遅発型ＧＢＳ髄膜炎患発症Ｕ

ザラズ第１ 二二活の後硬膜雨ｳＲｉ踵を谷併じたdZ5L児例

症例

【症例】2ヶ月女児

【主訴】発熱､notdoingwell

【既往歴】

出生妊娠40週6日、経膣分娩､出生体重31309

母体GBS膣培養陰性

栄養混合栄養

予防接種ロタウイルス１回

検診異常指摘なし

【現病歴】

入院曰当日、１５時に授乳した際は機嫌も良く､哺乳量も普段通り
だった。１６時頃､ぐったりし､３９℃の発熱があることに母親が気づ

いた。当院救急外来受診し､精査目的に同日入院となった。

生後2ケ月時に遅発型GBS髄膜炎を発症し、

その後硬膜下水腫を合併した女児例

栗原中央病院内科加納伸介

大崎市民病院小児科佐藤信一､松木琢磨､鳴海僚彦､岩城利充､エ藤充哉

宮城県立こども病院神経科及川讐嗣､渡遥周永､古樫紀子

入院時検査所見

【生化学】

Ｔ－Ｂｉｌ２２３ｍｇ/dＬ
ＡＳＴ３８Ｕ/Ｌ

ＡＬＴ２９Ｕ/Ｌ

ＡLＰ566Ｕ/Ｌ

ＬＤＨ289Ｕ/Ｌ

ＧＧＴ９６Ｕ/Ｌ

ＢＵＮ９９ｍｇ/ｄＬ

ＣｒｅＯ１９ｍｇ/dＬ

ＵＡ２７ｍｇ/ｄＬ

Ｎａｌ３４ｍＥｑ/Ｌ
Ｋ ４９mEq/Ｌ

ｑｌＯ３ｍＥｑ/Ｌ

ＣａｌＯ３ｍｇ/ｄＬ

ＣＲＰＯ９２ｍｇ/dＬ

症例
【血耳】
ＷＢＣ

好中球

好酸球

好塩基球

単球

リンパ球

ＲＢＣ

Ｈｂ

Ｈｔ

ＰＩｔ

【血液ガス】

ＰＨ

ｐＣＯ２

ＨＣＯ３－

ＢＥ

ＡＧ

ＧＩｕ

ＬＢｃ

【尿一般】

混濁（-）
比宜１０１０

pＨ７５

蛋白（-）

沼血（+/-）

坊（3+）

ケトン体（-）

白血球（‐）

亜硝酸（-）

【髄液検査】

細胞数110/似Ｌ
車検組１２％

多核球８８％

蛋白６９ｍｇ/ｄＬ

鮪５９ｍｇ/ｄＬ
Ｏｌｌｌ６ｍＥｑ/ｄＬ

塗抹ＧＰＣ２＋

ＷＢＣ１＋

5400／ｕＬ

７３４，

０２％

０．２，

６９，

１９３，

３９５万／ｕＬ

１２１９/dＬ

34,6％

２８．６万／ｕＬ

【現症】

身長57ｃｍ､体重55709

機嫌悪く､顔色不良

体温38.1℃､心拍数180bpm､呼吸数60回以上

酸素飽和度(室内気)97％

大泉門軽度膨隆､易刺激性あり

咽頭発赤目立たず

胸部陣吟あり､呼吸音左右差なし､ラ音聴取せず

腹部平坦･軟､腸蠕動音減弱･冗進なし

四肢軽度冷感あり

７４１

２４．２ｍｍＨｇ

２３３ｍｍｏＩ/Ｌ

－Ｏ５ｍｍｏＶＬ

Ｚ９ｍｍｏＩ/Ｌ

ｌＯ９ｍｇ/dＬ

３０，mol/Ｌ

､

入院後経過①
入院時検査所見

Ｐ１ＰＣ■■■

CTRＸ■■■

ＡＢＰＣｌ
ＧＭｌ

鰻|i鷲::妻|::}謹篝
￣

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
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刀
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、
巧
、
５
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［
Ｐ
」
円
辻
『
壱
へ
凶
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ａ
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。

０ ４ ６７８９１０１１１２1３１４１５１６１７

病日[日］
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●生後２か月時に遅発型GBS髄膜炎を発症し、その後硬膜下水腫を合併した女児例

入院後経過②
ＡＢＰＣ ｜ ’

卯
弱
犯
諏
韮
、
喝
、
５
０

［
。
』
円
辻
コ
ロ
ヘ
リ
ニ
ａ
区
。 圃国

ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆ巨皀三三三､=r=？
５１６１７１８１９２０ ２２２３２４２５２６２７２８２９３０

病日[日］

入院後経過② 硬膜下水腫の穿刺吸引(第20病曰）
ＡＢＰＣ ’ 一

【水腫穿刺液】

色調淡黄色

ｷｻﾝﾄｸﾛﾐ－陰性

細胞数109/瓜Ｌ

単核球７１６％

多核球284％

蛋白1986ｍｇ/ｄＬ

糖７６ｍｇ/ｄＬ

ＯｌｌＯ６ｍＥｑ/dＬ

ＬＤＨ365Ｕ/Ｌ

塗抹陰性

培養陰性

切
羽
犯
刀
韮
、
巧
、
５
０

［
ｐ
』
円
辻
コ
マ
■
Ｅ
］
ａ
区
。 二一J園ｮ国

1６１７lＢ１９2０２１２２Ｚ３Ｚ４２５2６Ｚ７Ｚ８Ｚ９］Ｏ

病日[日］

入院後経過②
ＡＢＰＣ

蛆
羽
犯
諏
犯
、
堰
、
５
０

，
』
Ｎ
辻

．
已
已
Ｅ
Ｅ
区
。

Ⅱ￣▼■Ｉ「ＩＩＬⅡ

園国 軍
６１７１１１ ２２２３２４２５〕６２７Ｚ８。，〕Ｏ

病日[日］

０
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生後２か月時に遅発型CBS髄膜炎を発症し、その後硬膜下水腫を合併した女児例●

検査所見(第25病曰）

【生化学】【仙波検査】
5580/ⅡLT-BiIO27mg/dＬ細胞散309/ＵＬ
587LＡＳＴ５９U/Ｌ単核級２８６

９０＄ＡＬＴ３３ＷＬ多校球729ｂ

Ｏ４ｑｂＡＬＰa96WL蛋白６７ｍｇ/dＬ

３８％ＬＤＨ383U/ＬＷＤ３３ｍｇ/dＬ

２８１、ＧＧＴＩ４７Ｕ/Ｌ

305万/ｕＬＢＵＮ６８ｍｇ/dＬ塗沫陰性

８５９/ｄＬＣｒｅＯ１６ｍｇ/dＬ培養陰性
２５２％ＵＡ２１ｍｇ/dＬ

２８１万／juLNal35mEq/Ｌ

ＫａＯｍＥｑ/Ｌ

ｄｌＯ３ｍＥｑ/Ｌ

7６０１ＣａｌＯＯｍｇ/dＬ

２７２ｍｍＨｇＣＲＰ279ｍｇ/dＬ
26.8,ｍｏｌ/Ｌ

５，mol/Ｌﾌｴﾘﾁﾝ2565,9/ｍＬ

１０１ｍｇ/dＬβ-,ｸﾞﾙﾙ（-）

検査所見

【血耳】
ＷＢＣ

好中球

好酸球

好塩基球

卓球

リンパ球
ＲＢＣ

Ｈｂ

Ｈｔ

Ｐｌｔ

【血液ガス】

pＨ

ｐＣＯ２

ＨＣＯ３－
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Ｊ
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－
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Ｍ
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卿
辻

ＯＩヨフト‐’－’－－－

２１２２２３２４2５２６

病日[日］

０，

高サイトカイン血症？

第26病曰

再発熱､炎症反応上昇を甥め､高サイトカイン血症の

存在が疑われた｡また､硬膜下水腫に対して脳外科的

治療の必要性を考慮し､宮城県立こども病院へ転院と
なった。

転院後経過

本症例の問題点
ABPC■■■■■■ＩＩＯｌ

ＣＴＲＸＩ■■■■■■ＩＭＩ

Ｚ０

号１５
己
Ｅ１０‘
￣

§’
０

妻'
邑２００
浬'ｓｏ｝
■】００・
旧５０１
国ｏ’

、

１）硬膜下水腫

けいれん発作を伴う硬膜下水腫を露めた。

抗けいれん薬投与でけいれん発作の再燃はないが、

水腫に対する介入の必要性は？その方法は？

2)再発熱

抗生剤投与により髄膜炎は一旦軽快したが､第２０病
曰以降に再発熱と炎症反応再上昇を認めた。

この原因は？適切な治療は？

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－●

一一一一一－---●

７０８０３０４０５０６０

病日〔日］
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●生後２か月時に遅発型GBS髄膜炎を発症し、その後硬膜下水腫を合併した女児例

髄液､水腫中のサイトカイン測定

細菌性髄膜炎に合併した硬膜下液体貯留

【頻度】

･細菌性髄膜炎の10～３０%に合併

【症状】

･臨床症状はほとんどなし

.時に大泉門膨隆､頭囲増大､けいれん､易刺激性､曙眠

【病態】

･炎症に伴う血管透過性冗進や高サイトカイン血症の関与

※水腫の塗抹･培養は随性

５
硬膜下水腫の形成に､局所における

高サイトカイン性の炎症が関与

化低性佃阻炎後硬座下木■に対するステロイド治療が有効であった1症例小児感染免疫２４(1),35-40

硬膜下水腫の治療 再発熱の原因と治療

ｘｌ１ｌｉ霧iii菱検査陰性MEPM追鵬解鮴馴

×笹競鰯i1i亭による…鑿
－抗又菌薬投与後も解熱傾向なし

6-,ゲルカン陰性､便培養で真菌検出せず

水腫が少丘の場合は自然に吸収されるため治療は不要

【適応】

＆鰡鶴雛莞鵜や神経鑓状を伴う船
【治療法】

①穿刺吸引
感染の有無の診断にも有用でlstchoice・再発が多い。

灘iliFヒニドニ&
･免疫応答過剰

肝酵素､LDH､フェリチンの上昇

一硬膜下水腫に伴う高サイトカイン血症の関与を考慮

まとめ

･生後2ケ月で遅発型GBS髄膜炎を発症し､その後に
硬膜下水腫を合併した症例を経験した

.けいれんの再燃はないものの､硬膜下水腫が存在

するために発熱･炎症反応が上昇した可能性もあり、

感染コントロール以外の治療法について考慮する必
要があった。

－４６－



第２５０号宮城県小児科医会報平成26年３月

、、)=ＱｒＪも菫菫菫壹}､のﾊﾟｰ□己jｎ

①D号ＩＦ
戸べ

l熊Ｗ

ロ

ｕ己Sそ5｢<二J三三三1号ﾉｈＳ二esU

ければならないことに気付かされました。

この二つが心の中に残っていることです。
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霧
編集部から宮城県小児科医会報について、思い

出など執筆するようにとのご依頼がありました。

なにせ遠い昔のことで記憶もうすれてきており、

資料も既に処分してしまいましたので、詳しい年

月日なども思い出せませんが、今も心に残ってい

ることを２つばかり述べてみます。

クローバ会（県内の、特に在仙の開業医・勤務

医の有志による勉強会）の流れをくむ小児科医会

勉強会の記録（概要）を欠席した先生方にもお知

らせすることが、小児科医会報の始まりではなか

ったでしょうか（私の記憶違いであればお許しく

ださい)。

初めは手書きのガリ版刷りと記憶してます。そ

れが現在の立派な宮城県小児科医会報になるのに

は、編集に関係した先生方の並々ならぬお努力に

よるものです。当時は考えられなかった現在の立

派な宮城県小児科医会報を拝見するたびに、よく

ぞここまで発展したものと思います。

もう一つは、或る先生（誰先生でしたか忘れて

しまいました。申し訳ございません）が新聞に随

筆をご投稿なされましたが、この随筆は小児科の

全ての先生に読んでいただいた方がよいという幹

事（お世話役）の先生方の意向で、新聞社に転載

の許可をいただきに参り、許可をいただきました。

記者の方々とお話をしていて、我々小児科医グル

ープの外からみたご意見を拝聴して、小児科医グ

ループの団結を強める、また意見をまとめて主張

するだけでなく、グループ外の方々の貴重なご意

見にも耳を傾けて、会報の中に取り入れていかな

踊晉U)す

私が会報の担当に加わっていた

のは１９９０年からの約１０年間だっ

たと思います。その前は小野木先

生が長い間ほとんどお－人で編集

から印刷の依頼までなさっていま

した。その後、広報部員で分担して会報の編集発

行に携わるようになったのですが、継続して広報

担当の責任者となっておられた小野木先生を囲ん

で、夫々の部員が夕方、仕事の後に集まって、編

集会議を行っていました。編集会議が一段落する

とそのまま飲み会に移行するというのが常でした。

そこで、雑談を交え、部員夫々の仕事場のお話や

趣味やプライベートなことまで含めいろいろな話

を聞かせて頂いたことを、今、懐かしく思い出し

ます。医会の理事会では年に１回、仙台市以外の

地区で、例えば当時白石地区の理事をされていた

柿崎先生のご尽力のもと鎌先温泉で行った理事会

など、泊まり込みの出張理事会がありましたが、

それの縮小版のような雰囲気で、仙台市内のどこ

かで年に数回集まっていたのが編集会議だったよ

うな気がします。

編集の仕事では、私は主に理事会記録の録音と

その書き起こしが仕事でした。録音したものを聞

きながら書き起こすのは、,慣れていない初めの頃

は大変でしたが、その後は苦労なく一定のスピー

ドで書き起こしができるようになりました。この

■

－４７－
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仕事はその後速水先生にバトンタッチをしたと記

憶しています。

それから、会報の表紙をどうするかという話し

合いでは、たまたま私の持っていたカンディンス

キーの画集から毎回一つずつ表紙絵にして使って

はどうかということになり、何回かその画集から

選んで印刷屋さんに回したことを覚えています。

その準備の段階で、画集の著作権の問題がからむ

ので利用することは出来ないのではないかとの危

慎もあったのですが、意外に出版元からは、１００

名程度の会員へ配る内輪の出版物なら、利用して

いただいてもいいとの許可を得て、利用できるよ

うになったのでした。ただ、その後、小児科医会

報の表紙なのだから、子どもが描いた絵を利用で

きたら面白いのではとの意見がでて、永井先生が

お知り合いの或る子どものための絵画塾の先生に

相談したところ、’快く塾生の子どもたちの絵の提

供に応じて頂いて、その絵が表紙に飾られるよう

になりました。現在の会報のカラーの表紙に至る

まで子どもたちの描いた絵が利用され続けている

所からみても子どもたちの絵の採用は良かったの

ではないかと思います。

十数年前の広報部活動の思い出の一部です。

'よ宮城県小児科医の歴史とも関係するところだが、

道筋を外れることになるので、ここではあえて会

報についてのみ紹介する。

会報の歴史

まず記念すべき創刊号、つまり第１号（写真１）

は、今から３８年前に遡り１９７５年１０月に刊行され

た。表紙を含めわずか４ページだが、250号まで

続く礎となっているかと思うと、黄色みを帯びた

表紙にも感,慨深いものがある。目次を辿ると、“会

報の発刊を祝して，，（故高井荘次先生)、“会報の編

集にあたって，,（師研也先生)、“第５回定例理事

会、地区だより，，（故福丼安彦先生)、‘`地域社会部，，

(石lll淳一先生)、“勉強会抄録，，（長谷)||純男先生)、

"お知らせ，，となっていた。加えて第１号の編集責

任者は千葉良先生で、会報発刊前から勉強会の抄

録発送も担当されていた。

当時の会長は国立仙台病院小児科の故高井荘次

先生で、“会報の発刊を祝して,，を引用させていた

だいて、当時を振り返ってみたい。

「われわれの宮城県小児科医会が結成されたのは、

昨年６月２３日であります。以来１年５ケ月、その

歩んだ道は常に前向きであり、その成果は決して

少なくなかったと信じます。

本会は、小児医療の正しいあり方を指向する小

児科専門医の集まりですが、会の円満な運営発展

のためには、会員一人一人の巾広い理解と関心、

協力が必要であり、その手段としての正しい情報

の伝達交換は欠かすことができない条件でありま

す。

この度、理事各位のご努力により会報発刊の運

びとなりましたことは、誠にご同慶に耐えません。

ご存知の通り、現代の小児科学とその実践に求

められているものは小児のポジチブ・ヘルスであ

り、それは社会的存在としての小児の包括的健康

であります。そこには小児保健、社会保険、社会

保障、小児福祉、教育等々が密接に係り合って、

個人としての小児科医の能力と責任を越えた問題

が山積みしています。

-250号を迎えて－

ノニック川村和久

急卸瑁＝にＦ
。.

宮城県小児科医会会報250号を記念して、石井

編集委員長から元編集担当者に何かしらの記事を

書くようにと依頼された。依頼は受けたのはいい

が、はてさて何を書こうかと思い悩み現在に至っ

ている。まして編集委員を拝命していたのは１５

年以上前、最近記憶も途絶えがちになってきてい

るので、思い出すこともあまり多くない。加えて、

編集委員長からは「本当に250号も発行している

の？」との疑問もあがっている。

まずは、創刊250号の真偽について、手元の資

料と薄れかけた記憶を基に少し述べてみる。本来

－４８－



第２５０号宮城県小児科医会報平成26年３月

本会の設立は、これらの現状認識をふまえ、そ

の現実に向かって立ち上がった会員の積極的意思

の結集であると思います。毎月の勉強会の巾広い

テーマは、そのことを如実に示しております。

また小児の健康を守る専門医の代表機関として

の本会への認識、社会的評価も次第に高まり、医

師会は勿論、学会その他の医療関係団体との接触、

地域社会の啓蒙、行政機関への積極的発言次第に

強化されてきました。

これらの実績は時にわれわれ自身のよき反省と

もなり、本会設立の意義とその使命の重大さを改

めて認識させられます。

この会報は当分各種の報告が主体ですが、やが

ては紙数も増し会員各位の建設的な意見発表の場

となり、それは相互の向上に役立つばかりでなく

小児医療の現状の問題点、今後あるべき姿を問う

代表的発言の舞台になることでしょう｡」

‘`発刊を祝して,，の内容は40年近く前に書かれ

たものだが、現在の小児医療の問題や子どもたち

が置かれている環境に通じるものがあり、宮城県

小児科医会の熱意と先見の明を、改めて感じざる

を得ない。さらに号数を辿っていくに連れ、宮城

県小児科医会設立時の鐸々たる先達の熱意がひし

ひしと伝わってくる。その熱い想いは現在まで

脈々と受け継がれていることを感じ、思わず執筆

を中断し会報に目が釘付けとなっている自分がそ

こにいた。

■

さて脇道に逸れた会報の歴史に、話を戻そう。

250号は正しいのかを検証しながら、編集担当者

について述べてみる。まずは1975年からの会報の

発行回数を年毎（表１）に示した。会報は前述の

ように１９７５．１０に発刊され、ページ数は少ないも

のの1990年まではほぼ毎月１０～１２冊（ｌ～１７５

号)、１９９１年から2000年は３～７冊/年（１９６～

219号)、２００１年～2005年はｌ～２冊/年が発行

されている。当然のことながら発行数が減少する

かわりにページ数は増加し、233号では７０ページ

■
■
□
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

表１ 会報発行 数

－４９－

年
［＝．

ｚラ 冊数

１９７５ １～３ ３

1９７６ ４～１５ 1２

1９７７ １６～２７ １１

Ｉｇ７Ｂ ２８～３９ 1２

１９７９ ４０～５１ 1２ ５ページ未満

１９８０ ５２～６３ １２

１９８１ ６４～７５ １２

１９８２ ７６～８７ 1２

１９８３ ８８～９９ 1２

１９８４ １００～１１０ １１

１９８５ １１１～１２０ 1０

１９８６ １２１～１３０ 1０

1９８７ １３１～１４１ １１

１９８８ １４２～１５２ １１

１９８９ １５３～１６４ 1２

１９９０ １６５～１７５ １１ １０ページ未満

１９９１ １７６～１８２ ７

lｇｇ２ １８３～１８９ ７

１９９３ １９０～１９３ ４ ２０ページ未満

1９９４ １９４～１９８ ５

１９９５ １９９～２０１ ３

１９９６ ２０２～２０４ ３

１９９７ ２０５～２０８ ４

１９９８ ２０９～２１３ ５

1999 ２１４～２１６ ３

2０００ ２１７～２１９ ３ ３０ページ未満

2００１ ２２０～２２２ ３ ３０ページ以上

２００２ ２２３～２２５ ３

2００３ ２２６～２２８ ３

2００４ ２２９～２３１ ８

2００５ ２３２ ］

2００６ ２３３～２３４ ２
２３３以後
５０ページ以上

2００７ ２３５～２３６ ２ 平均７５ページ

2００８ ２３７～２３８ ２ 表紙カラー絵画

２００９ ２３９～２４０ ２

２０１０ ２４１～２４３ ３

２０１１ ２４４～２４５ ２

２０１２ ２４６～２４７ ２

２０１３ ２４８～２４９ ２

2０１４ ２５０
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を越えている。

編集担当者を厳密に特定することは困難であ

るが、今回は巻末の“会報に関する連絡先,，を

参考に担当を判断してみた。ｌ～３０号は仙台赤

十字病院千葉良先生、３１～１０１号国立仙台病院

小野木宏先生、１０２号～（－部記載無）東北逓

信病院故皆川明文先生、１２４～２０２号は再び小野

木先生となり、２０３～２３３号では小生が会報連

絡先となっている。しかしながら、２０３号以降

の編集後記は小野木宏先生、永井幸夫先生、藤

木榮先生が書かれ、１９９８年２１２号から２３３号

までを小生が担当した。またまた話が脇道に逸

れるが、別冊としての定時総会記録は、１９７９

年第６回定時総会記録から毎年発行されている。

から、何度もテープを巻き戻して|よのくり返しで、

時間程度の理事会をテープから起こすのに１０時間

以上を費やすことも珍しくはなかった。最も困っ

たエピソードのひとつに録音の失敗がある。録音

したはずの内容が無言だったときは、あまりのシ

ョックに青ざめてしまったことは忘れられない思

い出のひとつである。当時の録音はカセットテー

プだったが、信頼性を考慮してＭＤレコーダーを

購入。当然のことながら費用を申請するわけにも

いかず、自前で準備したレコーダーは現在も引き

出しの片隅で当時の思い出を秘めたままである。

新米理事として、先輩の期待に答えるために努

力をしたつもりであったが、次第に発行数が減っ

てしまったのは心残りである。212号から233号ま

で編集後記を担当したが、編集後記を書くに当た

り様々な盾報を収集することが重要であった。今

回の原稿書きの傍ら過去の会報を読み返してみる

と稚拙な文章に恥ずかしい思いを隠せないが、テ

ープ起こしの苦労や失敗、編集後記執筆の経験が、

現在の自分には大きく役立っている気がする。ま

さに、“若い時の苦労は買ってでもせよ，’との諺通

りである。

編集を担当して

私事になってしまうが、国立仙台病院研修に始

まり、新生児医療に従事し日立製作所日立総合病

院ＮＩＣＵに８年勤務し、１９９３年に仙台で開業した。

研修医時代にお世話になった国立仙台病院小野木

先生、加納先生、藤木先生の後ろ盾により、開業

僅か一年で最年少理事として宮城県小児科医会理

事の末席を汚すことになった。

当時は小野木副会長が広報部を統括し、広報部

には藤木先生、吉田芳郎先生、大友弘美先生、永

井幸夫先生が部員として活躍されていた。広報部

に配属されはしたが、仙台の状況を知らない新米

理事は見習いとして会報の編集に尽力することに

なった。もっぱら藤木先生が、会報編集の中心的

な役割を担っていたことが、遠い昔の記憶として

蘇ってきた。理事会報告では全内容を録音し、テ

ープから文章を起こしながら記事として書き上げ

ていた。言葉で言うのは簡単だが、会報編集の裏

には並大抵ではない努力が隠されていたことを知

って欲しい。

藤木先生から業務を受け継いだが、能力の劣る

自分には途轍も無い作業だったことが懐かしく思

い出される。録音した理事会の内容を文章に起こ

すのだが、話し言葉と文章の違い、聞き取り能力

この記事が委員長の期待に沿うものか不安であ

り、相も変わらずの駄文で読者の目を汚してしま

うことが気がかりである。会報編集に携わること

は、医会の方針や活動を理解することに役立つこ

とは言うまでもない。また会報の歴史は、それこ

そ宮城県小児科医会の歴史でもあり、会報には医

会のすべてがびっしりと詰まっている。

同じことをくり返すようだが、宮城県小児科医

会の礎を築いた先達の小児医療への強い想いが、

われわれの活動に繋がっている。もう若くもない

が先達の,盾熱を受け継いで、今後の活動に役立て

なければならないと、古い会報に目を通しながら

想いを馳せているところである。

〃￣
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ませて頂きました。ますます充実されますようエ

ディターの方々のご健闘をお祈り申し上げます｡」

と有難い葉書きを頂戴致しました。また「病院紹

介は患者さん紹介の参考になりました。大学から

市中病院へトランクに来る先生方の顔がわかるよ

うになり親しみやすくなりました｡」「会報234号

をみて、素晴らしいほんとうに夢のある表紙だと

つぶやきました。以前は児童の絵が表紙を飾って

いたのに、いつの間にか絵のない表紙になってし

まい寂しい気がしていただけに鮮烈な印象を受け

ました。新しい試みに取り組んでくれた編集委員

の先生方のご尽力に感謝致します｡」などの励まし

や感謝の手紙、メールやお言葉を頂けたのは、私

達編集委員にとって苦労しがいのある大変嬉しい

ことでした。

編集長を務めている間は会員が皆原稿に見え、

人と会うとすぐ原稿を頼む習慣がついてしまい、

会員の皆さんには大変迷惑をおかけしたことと思

います。原稿を集める上で役立ったのは、移動理

事会です。普段はなかなかお会いできない先生方

に直接原稿を頼むことができました。気仙沼での

移動理事会では、大先輩でいらっしゃる初対面の

佐藤政寿先生に原稿をお願いしたところ'快く引き

受けてくださったのには感激しました。理事会の

翌日、仙人を思わせるいでたちで散歩がてら私た

ちを見送りにきてくださったそのお元気なお姿が

今でも心に残っております。またその頃に始めた

ゴルフも原稿集めには大変役に立ちました。プレ

イをしながら仲良くなりいろいろと話をしながら、

うまく原稿を頼むことができました。皆様楽しく

プレイしているときに仕事依頼の話をして申し訳

ございませんでした。その他にも勉強会や講演会

の懇親会などでは多くの先生方に無理を言って原

稿をお願いして回りました。皆様嫌がらずにご協

力して<ださりましたこと心より感謝致します。

本当にありがとうございました。

こうして４年間無事編集長を務めることができ、

その後を優秀な石井先生に引き継ぐことができた

ことは何よりでした。これからもますます会員の

皆様に愛され喜ばれるような会報へと育てて<だ

さりますように、皆様のご協力を宜しくお願い申

し上げます。

医会報のlii集長を務めて蕊

き､ﾏﾘ■二１，ﾂﾞ!'ｼ》富iiiihifijii1ijifjii
１９７５年１０月に初めて「宮城県小児科医会報

告」が発行されました。以来30年以上の長きに渡

り、師研也先生、千葉良先生に始まり、小野木先

生を中心とする歴代の編集委員の諸先生方が、連

綿と会報を発行し続けてこられたと伺っておりま

す。録音機器やワープロ、パソコン等が未発達の

時代に大変なご苦労をされながらのお仕事、心か

ら称賛と感謝の念を表したいと思います。

2005年２月の宮城県小児科医会理事会において、

今後の会報のあり方に関して議論がなされ、会報

の未来は広報委員会の判断に一任されることにな

りました。それに基づき、より良い会報作りを目

指して、編集委員一同で知恵をしぼり、検討に検

討を重ねてまいりました。２００５年にはこれまで

の理事会議事録を中心とした会報を、読んで面白

く、会員の役に立つような内容を増やすことにし

ました。私が)||村先生から編集長を引き継いだの

はそういう時期であり、2006年から２０１０年まで

の４年間編集長を務めさせて頂きました。2006年

９月の会報234号から更に内容を充実させ、表紙

や中身の体裁も一新しました。伝統ある会報を変

えるにあたり、いろいろな問題もありました。編

集委員の負担が重くならないように会報は年２回に

減らしました。県小児科医会理事会や総会、東北

北海道小児科医会連合会、曰本小児科医会総会や

セミナーなどの報告、県内各地区小児科医会の活

動報告、会員の受賞褒賞の報告、物故会員への弔

辞、講演会や勉強会の要旨の掲載、病院紹介、随

想、面白い症例、新規開業の感想、新入会員の自

已紹介など内容を豊富にし、会員の顔がわかるよ

うになるべく写真を多くしました。表紙もそれま

でのモノクロからカラーとし、子どもたちの描い

た楽しくかつ芸術的な絵を採用することにしまし

た。編集委員皆のアイデアと努力でほぼ満足のい

く会報へと進化させることができたのではと思っ

ています。梅林宏正先生からは「みのりの秋、み

ずみずしい会報に曰をみはりました。ここまで育

てられた委員の方々、会長以下役員の方々のご労

苦に謝意と敬意を捧げます。読みやすく楽しく読

■
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●宮城県小児科医会報２３３～ 249号人命索引（編集千葉 津）●

佐藤政寿

梅林宏正

八木秀二

師研也

今野多助

柿崎六郎

本多三學

豊田美登利

森Ⅱ｜利夫

佐藤晴

丹野兼夫

横山正義

随想２３５

特別寄稿２４８

先輩の先生から２４９

報告２４０２４１

震災特集２４５、先輩の先生から２４９

報告２３７，２３９，２４２，２４４震災特集２４５、先輩の先生から２４９

随想２３７

随想２３７

報告２３９、随想２４４表彰報告２４６

報告２４６

巻頭言２３５、報告２４４震災特集２４５

巻頭言２３３，２３４報告２３３、新型インフル特集２４３、震災特集２４５、

叙勲報告２４６

随想２４０

随想２４７

報告２３５，２３６２３８，２４０、震災特集２４５

巻頭＝２３６，２４０、報告２４１、新型インフル特集２４３、震災特集２４５、

巻頭言２４６

随想２３８

病院紹介２３９

病院紹介２３８

震災特集２４５

病院紹介２４１

随想２３５，２４９

報告２３６２３９，２４２、震災特集２４５

震災特集２４５

報告２３８

震災特集２４５

随想２３９、雑誌からの転載２３５

随想２３６

随想２３９、病院紹介２４２、震災特集２４５

随想２３９

病院紹介２３５、新型インフル特集２４３、講演２４４震災特集２４５

震災特集２４５

随想２３６

随想２３３２３６、病院紹介２３５、特別寄稿２４８，２４９

随想２４２２４８

巻頭＝２３８２４１、新型インフル特集２４３

報告２３３，２４４２４９、随想２３５、新型インフル特集２４３

巻頭言２３７、報告２４０，２４１、新型インフル特集２４３、震災特集２４５

新入会２４７

報告２４４

病院紹介２３７

報告２３７，２４１、震災特集２４５

」’

渡辺あゆ子

小松茂夫

三条雅英

中川洋

加納一毅

大沼晃

大村肩

佐々木文秀

須藤睦子

田野ａｦ‘よ

松浦良樹

飯沼一宇

五十嵐袷

鈴木カツ子

遠藤広子

吉田芳郎

新井宣博

今井明

大竹正俊

大友弘美

齋藤峻

田澤雄作

小島裕子

藤木榮

石丼アケミ

永井幸夫

中井博史

山□佳子

石丼志信

實田岡節子

ａ
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巻頭言２３９，２４２２４４２４５，２４９、報告２３６，２４９、

新型インフル特集２４３

病院紹介２３３、講演２３７、随想２３８、新規開業２３９巻頭＝２４７

病院紹介２３６

新規開業２３４報告２４７，２４８

震災特集２４５

病院紹介２４］

報告２３３２４４新型インフル特集２４３、震災特集２４５、表彰報告〔

巻頭言２４８

随想２３４２３６、病院紹介２３６、症例２３９，２４］、２４２、

新型インフル特集２４３、症例２４５，２４６２４７，２４８，２４９

報告２３４、随想２３９

震災特集２４５

随想２３３、報告２３９２４０，２４］、随想２４９

病院紹介２３４講演２３８、新型インフル特集２４３

随想２３８、新型インフル特集２４３

震災特集２４５

新入会２３９

報告２３５

報告２３６２３８

報告２３３２４４震災特集２４５

講演２３６、随想２３８、震災特集２４５

報告２４２，２４４２４５，２４６２４７

報告２４］

震災特集２４５

報告２３９，２４１，２４２、新型インフル特集２４３、

報告２４４２４５，２４６２４７、随想２４８

新型インフル特集２４３、病院紹介２４４

新規開業２３４

新入会２４１

新規開業２３ｇ

随想２３５、報告２４４

新規開業２３４随想２４］

震災特集２４５、随想２４ｇ

報告２３７

随想２３５、講演２４４

病院紹介２３７

新規開業２４］、震災特集２４５

病院紹介２３３、講演２３８、新型インフル特集２４３、震災特集２４５、

追悼文２４５

病院紹介２４０、症例２４７

随想２３８、新型インフル特集２４３

病院紹介２３６、講演２４４、震災特集２４５、報告２４９

随想２４０、震災特集２４５

病院紹介２４２

随想２４２震災特集２４５

新規開業２３４講演２４４
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峰岸正好

相Ⅱ|純一郎

阿部修―
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萱塲潤

花水啓

八木恒夫

今公弥

田中高志

藤原幾磨

綿谷かおる

板野正敬

大橋芳之

溝□由美子

森lllみき

師保之

佐藤篤

田中総一郎

西丼亜紀

奈良千恵子

吉成みやこ

関信夫

松本修

三浦克志

笹原洋二

大沼健児

小野寺隆

伊藤辰夫

西尾利之

稲垣徹史

神裕子

阿部弘

福與なおみ

窪智宏

貢浦寶則

浦澤圭介

山岡明子

梅林宏明

鎌田文顕

佐藤盲子

菅原典子

三浦雄一郎

渡遷庸平

豊田将夫

松木茂伸

渡辺周永

福地成

菅野弘之

木本圭一

大場泉

新型インフル特集２４３、報告２４７，２４８

新規開業２４］

随想２４０

報告２４０、講演２４６

病院紹介２３４新入会２３５、講演２３７

新入会２３９、講演２４１

随想２４７

随想２４１、震災特集２４５、報告２４７、２４８２４９

新規開業２３８、新型インフル特集２４３

新入会２３４

随想２３３２４１，２４８講演２３８

新規開業２３４報告２４６２４７

新入会２３５、症例２４１

震災特集２４５

病院紹介２４０、随想２４４

報告２３９

随想２３７

新規開業２３６、随想２４１

新入会２３６

講演２３８

新入会２４１

随想２３７、新規開業２４９

新入会２３５

随想２３７

新入会２４９

新入会２３５

随想２４２

病院紹介２４６

新入会２４０

新入会２４７

新入会２４７、講演２４８

新入会２４０

新入会２４１

新入会２３５、講演２３６

新規開業２４９

新入会２４０

講演２４１

新入会２４４

新入会２４７、講演２４７

震災特集２４５

病院紹介２３９

新入会２４１、講演２４９

新入会２４７

新入会２４７

新入会２４７

新入会２４７
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原稿もデジタル化されたからこその変化でもあり

ました。丁度その時から編集委員に参加した私は、

今回奇しくも250号を迎えそれを自覚致しました。

メールでの原稿集め、ＰＣでの原稿は大きな編

集の合理化をもたらしました。何とか編集長を務

めているのも、そのお陰でしょう。それでもやっ

ぱり、一人一人にお願いし、お礼を述べ、感想を

一言添え、次の編集に常に備える気力は必要です。

とても、１０年、２０年編集長（今５年目）を続ける

ことはできそうもありません。今、交代を考慮中

ですが、次の編集長が少しでも負担が軽くなるよ

うにしたいものです。

個人的な一番の感想はこの2006年からの表紙絵

です。石井小児科の患者さんの絵をお借りして始

めましたが、今では編集委員の校医をしている小

学校からご協力を頂いています。表紙絵を５枚別

刷りしてそのお子さんへのお礼に代えております

が、とても喜んでいただけます。素晴らしい絵ば

かりですので、その中から将来プロの絵描きさん

が出るかもしれません。会報の内容と共に表紙絵

が少しでも記憶に留まれば、また印象が深まるよ

うな気が致します。表紙絵を提供していただいた

子どもたちに、改めて感謝したいと思います。

雲妙一■
スノ宮城県小児科医鏑Nq250発行に寄せて

現編集長石井アケミｈ
心，
２０１４年は宮城県小児科医会発足40周年を迎えま

す。会報は今回、250回の節目を迎えます。この

機会にとこれまでの会報編集について振り返って

みたいと思いました。2006年234号から編集委

員に参加した私ですが、過去の会報や編集につい

てはあまり知らずに過ごしてきました。奇しくも、

小児科医40年になる私は知らずとはいえ宮城県小

児科医会と共に育ったともいえます。先輩達の大

きな力のお陰で今曰があると言ってもよいでしょ

う。それはちょうど、子どもが親を意識するのが、

自分自身が親になった時からであるようなもので

しょうか。

これまでの会報編集者へ原稿を依頼致しました。

その中で最も長期間なんと昭和53年・’978年から

平成１０年・’998年まで20年間、しかも毎月編集、

発行、発送を一人でなさった小野木宏先生は苦労

話をお書きになりたくないとのことで、別の題で

の随想をいただきました。国立仙台病院（今の仙

台医療センター）の激務をしながら、それはまだ

パソコンやメールやファックスの無かった時代の

ことでした。そのご苦労は想像を超えたものでし

ょう。改めて深く感謝をし、せめて今の会報を絶

やさず充実させなければと思います。

小野木先生によれば会報の目的は、会の活動の

保存資料として「速報性」「正確さ」「織密性」を

念頭に置いたとのことです。「宮城県小児科医会

20周年記念誌」にそれが生かされています。「４０

周年記念誌」を準備中の現在、「正確さ」「徹密,性」

はどうであったか振り返ることになりそうです。

2006年より目時編集長の基に今の編集方針に大

きく舵を切りました。それは、理事会報告や宮城

県小児科医会の活動報告に加えて、学術講演会や

仙台カンファランス（症例検討会の発展として）

の報告、会員の親睦を計る為の記事等を増やしま

した。世の中のＩＴ機器の進化に伴って、印刷や

守､
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東曰本大震災と被災した子どもたちの状況と課題

２０１１年３月１１日の大災害により、多くの子ども

たちが両親あるいはどちらかの親を亡くした。孤

児や遺児の最も多い宮城県子育て支援課による

と、２０１３年８月１日現在で、５２人の震災孤児のう

ち34人が親族里親、１８人が養育里親に育てられて

いる。祖父母に養育されている子どもが約半数と

最も多く、次いでおじ、おばである。養育者の中

には、自身が被災者であり、親族を亡くしていた

り、高齢で介護の対象であったり、子どもの心の

傷への対応に苦慮していたり、さまざまな悩みを

抱えている例も多いと聞く。ひとり親となった遺

児数は920人で、遺児家族は家がなかったり、ロ

ーンの支払い負担が大きかったり、親の帰宅が２０

時以降になったりと、さまざまな困難を抱えてお

り、片親がいるという理由で孤児に比べて遺児に

対する支援は乏しいのが現状である。

新聞報道によると、宮城県では、２０１２年のｌ～

８月の児童虐待が過去最多になったという。これ

は、仮設住宅など狭隙な環境や、失業などのスト

レスの関与が疑われている’)。福島県でも２０１２年

の児童虐待が前年に比して、７６％増加したと報告

されている。これも、震災や原発に関与した避難

などのストレスが一因との見方がなされている2)。

宮城県里親会は県の委託を受けて、被災地に里

親サロンを開いているが、状況を考察すると、今

後養育継続困難の可能性が出てくると予測されて

いる。また、世帯の孤立や問題の内在化、複雑化

など養育者の困難な状況が伝わってくる。

これから求められている支援は、養育者の不安

やストレスの軽減、－時預かり、相談機能、途切

れない支援者側との信頼関係、虐待などへの早期

段階での介入などである。これらに私たちのＮＰ○

'よ多くの接点を持つことができると考えている。

ＳＯＳ子どもの村

第二次世界大戦後、多くの親を亡くした子ども

たちが街に溢れていた。これを見たオーストリ

アの当時医学生であったヘルマンーグマイナー

は「すべての子どもは愛ある家庭で」との考えか

ら、親を亡くした子どもたちのために、１９４９年世

界最初の「SＯＳ（SocietasSocialis）子どもの村

(Kinderdorf)」をオーストリアのイムストに設立

した。その後世界133か国に広がり、「S○S子ども

の村」は代替養育のプログラムを立ち上げ、社会

的養護の新しい形を作り上げた。今では子どもの

権利尊重を核としてさまざまな活動を展開する世

界有数のＮＧＯとなっている。

わが国では、実の親と暮らせない子どもたちを

家庭的環境で育てるため、２０１０年に福岡に「子ど

もの村福岡」が開村した。「子どもの村福岡」では

今までに２５人が里親（子どもの村ではマザー・育

親と呼ぶ）に育てられた。これらの活動が評価さ

れ、２０１２年１１月に子ども若者育成・子育て支援功

労者として、内閣総理大臣表彰を受けた。

』

幻

「ＮＰＯ法人子どもの村東北」の設立

被災地の現状などから、宮城県を中心とした子

ども、子育て関連の活動家との協力を得て、東北

にも「子どもの村」を設立することになった。

種々の準備の後、２０１２年６月１０日に設立のための

総会を開催し、ＮＰ○法人として申請した。同年９

月２０日に仙台市から認可を受け、法人登記を完了

し、正式に「特定非営利活動法人子どもの村東北」

が発足した。
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子どもの村東北の構想と活動

「子どもの村東北」は、先行して開設された「子

どもの村福岡」をモデルとして、家族の家で育親

(マザー）が数人の子どもを育てる。同時に「子ど

もの村東北」職員であるアシスタントが援助をす

る。子どもたちは家族の一員として、自立するま

で育てられ、地域の幼稚園や学校に通い、町内会

の行事に参加するなど地域の一員として生活する。

２０１３年１１月に地域住民への説明を行い、受け入れ

体制がスムースに行くと考えられる。

育親は里親登録をして、制度上の里親手当と、

｢子どもの村東北」から職員として支給される生活

支援費で生活し、「子育て」に専念する。

仙台市太白区茂庭台２丁目に約5,900平方メー

トルの仙台市有地を格安で借用することができた。

そこへセンターハウス１棟と、当初の計画では家

族の家を５棟（資金調達によっては変更もあり得

る）建設する。子どもの村は里親家族の集合体で

あると考えられる。入村する子どもたちは児童相

談所からの措置の形をとり、里子として受け入れ

る。この際、被災した子どもを優先的に受け入れ

る予定である。センターハウスでは、児童心理士、

社会福祉士、保育士、小児科医、児童精神科医な

どが詰め、村の家庭ばかりではなく、里親を含め

て、子育てに伴うさまざまな悩みに対する相談や

家庭訪問などを通して、児童相談所と連携して専

門的支援を行う。さらに里親などに関与する専門

研修を行う。また地域のサロン的集まりの場を提

供する。被災地で子どもを養育している親が、子

育てに困難をきたした場合に一時的に預かる機能

も備える。

子どもの村東北では、すでに２０１３年１月から月１

回のペースで、人材養成のための公開講座を開催

し、参加者は４０～50名である。

宮城県、仙台市、宮城県里親会、仙台市里親会、

子どもの村東北、子どもの村福岡の六者協働で

｢もうひとつの絆プロジェクト」と命名されたチー

ムを立ち上げ、里親を推進するための活動を開始

した。

おわりに

子どもの村東北はやっとＮＰ○としての組織が形作

られ、活動を開始したばかりである。これから基

盤を強化し、すそ野を広げて、多くの市民・企業

などによって支えられていく必要がる。多くの方

のご支援をお願いする次第である。連絡先を下記

する。

子どもの村東北

980-002l仙台市青葉区中央２－７－３０

ビル402号

ＴｅｋＯ２２－７４８－６９３６Ｆａｘ:Ｏ２２－７４８－ｌ

Ｅ－メール：tohoku＠soscvlorg

URL：ｈｔｔｐ://soscvtohokuprg／

角川

Fax:０２２－７４８－６９３１

文献

ｌ）朝日新聞朝刊2012年９月２０日

２）河北新報朝刊２０１３年３月１３日
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宮城県では昭和３１年より４か月児にレントゲン

検査による先天性股関節脱臼（以下先天股脱）検

診を行ってきた。平成３年から被曝等の問題によ

り希望者にのみレントゲン検診をすることになり

受診率が低下、検診を中止する市町村が増加した。

平成１２年より２か月健診時に検診票を用い、問診

と小児科医の診察によりリスクファクターをチェ

ックし、大項目１つ以上又は小項目３つ以上を整

形外科に紹介する先夫股脱スクリーニングシステ

ムを開始した。同時にエコーを使用したスクリー

ニングも行われるようになった。

導入後１０余年を経たスクリーニングの現況と

検診票の有用性、エコーの使用状況とその有用性、

現在大項目に入っている大腿皮溝非対称の評価を

目的に調査を行った。

【対象及び方法】

平成23年１０月に宮城県小児科医会会員で乳児健

診を実施している１１７施設を対象に、アンケート

による先夫股脱スクリーニングに関する意識調査

を行った。同時に同１１７施設に平成23年１１月から

平成24年１月までのスクリーニングの結果に関す

る調査を行った。

エコーを使用していない施設の意識健診施設でのエコーの使用状況

股四節エコーの研修を

受けたことがありますか

研修を

受けた

検は票とは察で十分と思いま

すか

わから

エコーによる検ぴを

したいと思いますか

したい

エコーを使用していますか

使用し 条件に

よる
便
て 恩

い

55％

研修をう
けてい

ない
“兜

い

78％

い

４１％

１６％

図２図１

エコーを使用している施設での

エコーの使用状況エコーを使用していない施設の意識

エコーは全例に施行

しているか

検は東

で妄浦

査となっ

た■合

ほぼ全７％

エコー検査1件に
要する時間

エコーの研修に●ｍしたい

と思いますか

１５分

5～１０分７％
わからない

8％

図３ 図４
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【結果】

アンケート調査では１１７施設から６４の回答（回

収率55％）を得た。エコーを使用している施設は

２２％で、エコーの研修を受けたがエコー検査を実

施していない施設や途中で中止した施設もあった

(図１）。

エコーを使用していない施設の65％は検診票だ

けでは不十分と思っているが、実際にエコー検査

をしたいと思う施設は20％と少なかった（図２)。

研修を受けたいと思っている施設は４１％であった

(図Ｓ)。

エコーを使用している施設では、ほぼ全例にエ

コーを施行しており、エコーに要する時間は３～

５分が多かった（図４）。エコーで異常があった

場合はすぐに紹介するとした施設が多く、検診票

で要精検になった場合の紹介の仕方は様々であっ

た（図５)。エコーの有用性を認めるが、検診票も

必要であり、エコーと検診票の併用が望ましいと

いう意見が９３％と圧倒的に多かった（図Ｓ）。エ

コーと検診票を同等に考えている施設が多く（５０

％)、ついでエコーを重視しているところ（36％）

が多かった。今後もエコー検査を続けたいという

意見が大多数であった（図フ)。

スクリーニングの結果に関する調査は、１１７施

設から4４（回収率37.6％）の回答を得た。総受診

者は１５１９名、エコーを実施していない３１施設の受

診者数は835名、エコーを実施している１３施設の

受診者は684名であった。

受診者に対する整形外科への紹介者の割合は、

全体で10.7％（163名)、エコー無の施設の13.5％

(１１３名）に対し、エコー有の施設では7.3％（５０

名）と約半分であった（図Ｓ）。紹介理由は小項

目３つのみが26％（42名）で、大腿皮溝非対称の

大項目１つのみは30％（49名)、大腿皮溝非対称

以外の大項目1つ又は大項目２つ以上は35％（５８

名）で、検診票では精検不要だが、エコーで異常

エコーを使用している施設での

紹介の仕方

Ｚか月但鯵でエコーに只常が検鯵県で要精検となった埆合
あった泪合すぐに紹介しますか

４ヶ月時にPｉ

4､月冊Ｌエ

介する

５弾

図５ 図６

エコーを使用している施設の意識
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エコーと検診票の使い分

け
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'よ４％（６名）、検診票で要精検、かつエコーで

も異常は５％（８名）であった。精検の結果は正

常６１％、臼蓋形成不全33％、亜脱臼1％（２名)、

脱臼１％（２名）であった（図Ｓ)。

紹介理由別に結果を検討すると、小項目３つの

みは正常77％（33名)、臼蓋形成不全１８％（８名）

と正常が多く、亜脱臼、脱臼はＯであった。大腿

皮溝非対称の大項目１つのみでは、正常65％（３２

名)、臼蓋形成不全29％（14名)、亜脱臼２％（１

名）であった。大腿皮溝非対称以外の大項目１つ

又は大項目２つ以上は、正常55％（32名)、臼蓋

形成不全33％（１９名)、亜脱臼２％（１名）、脱

臼３％（２名）であった。検診票では精検不要だ

が、エコーで異常があったのは、正常１７％（１

名)、臼蓋形成不全83％（５名）であった。検診

票で要精検、かつエコーでも異常は、正常１２％

（１名）臼蓋形成不全８８％（７名）であった（図

１０)。紹介例中の異常の割合はエコー検査無の

31％（35/１１３）に対して、エコー有の方が44％

(22/55）と高かった（図１１）。総受診者に対する

異常の割合はエコー無が４１％（35/835)、エコー

有が3.2％（22/684）で違いがなかった（図１２)。

エコーを実施している施設の受診者の中でエコー

のみで異常がみつかったのは0.9％（5/684）であ

った。

【まとめと考察】

エコーを実施している施設は予想より少なかっ

た。エコーを実施していない施設は検診票だけで

は不十分と思っているが、これからエコーを導入

したいと思っている施設は少ない。エコーに時間

(平均３～５分）がかかることと、エコー検査に不

慣れで導入に不安を持っているというのがその理

由である。

エコー検査を実施している施設ではエコーは有

用であり、検診票と併用することが望ましいと考

えている。エコー検査は検診票で要精検となった

紹介理由別による精検結果全紹介例の紹介理由と精検結果

駁IF凧かつｴｺｰで只常■■■■■■■■■■■

ｴｺｰのみで只常■■■■■■■■■■■■
４１１１'',
'｣'''''''

大項目１つ(大■以外)か2つ以上■■■■■■■■■■■■
Ｉ｛’｜Ｉ，’｜’
１」１１１，１，１１

大項目'つ(大■皮羽）－－－
１，｜

’MI目3つのみ■■■■■■■■I■■■
Ｉ１１ｉ

全超介､リーーーー
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■正示

■臼盃形成不企

■二0｡回

■脱臼

■不明

又は大項

目２つ

３５升．

皮剥笄対

称）

３０％
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乳児の中から紹介者を絞り込むのに役立っている

と思われた。検診票で精検不要とされた中から少

数の臼蓋形成不全を見つけることにエコー検査は

有用だが、脱臼、亜脱臼を新たに見つけることは

今回の調査ではなかった。総受診者に対する異常

の割合にエコー検査の有無による違いがなかった

ことより、検診票はかなり有効と考えられた。

以前より大腿皮溝非対称に対して検診票の再評

価が必要という意見が多かったが、大腿皮溝非対

称のみで30％に異常があったことより、今回の調

査では大項目からはずす根拠はみられなかった。

今回のスクリーニング結果の調査は３か月間と短

期間で回収率も低かったため、対象者数が十分で

はなかったと思われる。母数を増やし検討するこ

とが望ましいと思われた。

【最後に】

今回の調査結果は、第５１回曰本小児股関節研究

会（平成24年６月８，９曰、千葉市）及び第１１回

東北外来小児科学研究会（平成24年７月１日、秋

田市）にて発表させて頂きました。東曰本大震災

後にもかかわらず、大変手間のかかる調査に快く

ご協力頂いた宮城県小児科医会会員の皆様に深謝

致します。
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仙台市内で、こども達に“あそび場”を通して

こころとからだの元気を回復して欲しいと活動し

ているグループがある。今回その活動の一端をご

紹介するとともに、津波の壊滅的被害をうけて他

校に間借りしている仙台市Ｎ小学校（筆者は管理

校医を拝命している）で同グループと連携して展

開している支援活動について簡単にご報告したい。

東日本大震災後のＮ小学校の子ども達は、阪神

淡路大震災等で知られていたように、身体的には

肥満或はやせの増強傾向がみられ、精神的には非

津波被災校に比較して意欲低下や睡眠障害例が多

く、住んでいる家のことや間借り先の生徒との軋

繰等で困っているとの訴えが多い。子ども達は震

災後２年半を経過した現在もちりぢりに仮設或は

みなし仮設住宅に住み、最長１時間も要するバス

通学を余儀なくされている。不自由でプライバシ

ーもない生活を強いられており、学校或いは近所

で友達と満足に遊ぶことも出来ず、ストレスと運

動不足によるものと思われた。

筆者は管理校医として何ができるか模索してい

た時に、平成２４年８月末の曰本外来小児科学会

でＮＰＯ法人冒険あそび場・せんだしいみやぎネ

ットワーク（http://www・bouken-asobiba-net

com/）と出会った。

このＮＰＯ法人は、カラフルな“ブレーカー，，（写

真１）で遊び道具や材料等を現場に持ち込んで展

開し、子ども達に押し付けることなく自主,住にま

かせて、木片などを加工したり組み立てたり、持

ち込んだ遊び道具で運動したりして、子ども達が

自由に遊ぶ時間と場所＝“あそび場”を提供して

いる。震災前の主な活動は津波被災により現在休

園中の海岸公園冒険広場（若林区井±）を仙台市

から委託ざれ管理していたが震災後は六郷、七郷、

曰辺（若林区にっぺり）等仙台市内数カ所でこど

も達のために“あそび場，,を展開している。

筆者とＮＰＯ法人の担当者と校長先生、ＰＴＡ会長

等で協議の結果、Ｎ小学校校庭（＝ＮＳ小学校校

庭）で“あそび場,，を展開することで合意がえら

写真１
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写真２

れ、平成25年２月から月２回から２～３か月に１

回ほどの割合で開催し、２５年１２月現在で６回開催

した（写真２)。時間的にはｌ～３時間であるが、

子ども達は雪の日でも晴れの曰でも三々五々集ま

って来て、それぞれ自由に活発に笑顔で遊んでい

る様子がみられた。今後も次の２点もめざして継

続予定である。１）間借り先小学校の子ども達に

も“あそび場”に参加してもらっており、両校生

徒間の垣根をなくすべく交流を深めることに貢献

したい。２）子ども達が元気になるためにはご両

親、祖父母など地域のひと達にも元気になって頂

くことが重要である。子ども達を含めて皆さんが

一同に会して交流する機会がない状況が続いてい

ることに鑑み、ひとつの契機にでもなればと皆さ

んが参加して楽しい時間を共有し地域全体が元気

になって頂けるような催しを企画実行してゆきた

い。

震災後２年半を経過する仙台市内の被災Ｎ小学

校の子ども達の元気回復のために支援活動して頂

いているグループについて紹介した。彼らは宮城

県内なら、医師でも教師でも子ども達のご両親で

も、個人的にでも或は地域の子育て支援グループ

等でも、とにかく子ども達の元気のために何かし

たいと考えている方、手助けが欲しい方、連携し

たい方等どなたでもこのグループに協力してほし

いと声をかけて頂ければどこへでも行きますと言

っています。どうぞ先生方もご相談下さい、ある

いはお知り合いのかたにどうぞご紹介下さい。よ

ろしくお願い致します。

本稿の一部は第28回保団連医療研究集会（２０１３

年１０月横浜）で発表した。
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最後に、東北大学病院小児科腎グループの紹介

をさせていただきます。現在は私を含め２名のス

タッフと大学院生が４名、後期研修医が２名と小

人数ではありますが、日々臨床、研究、教育に力

を注いでおります。臨床においては、検尿異常の

精査、ネフローゼ症候群、ＩｇＡ腎症などの各種腎

炎、尿細管機能異常症、電解質異常症などの診断

や治療、溶血性尿毒症症候群などの急性腎障害に

対する血液浄化療法、保存機腎不全の治療、腹膜

透析管理など、ほぼすべての腎疾患に対応してお

ります。腎疾患の診断のために腎生検が必要な場

合には、患者の状態に応じて開放腎生検または経

皮的腎生検を行っております。難治性のネフロー

ゼ症候群に対するリツキシマブ治療などの高度医

療も積極的に行っており、また小児腎疾患治療に

おけるエピデンス作成のため大規模臨床試験にも

参加しております。病態をできる限り解明し常に

最善の医療が行えるよう心がけております。腎疾

患でお困りの症例がございましたら、ぜひご遠慮

なくお気軽にご紹介いただけるようお願い申し上

げます。

Ｍ－Ｚ－１

この度は、宮城県小児科医会へ入会させていた

だき誠にありがとうございます。私は1994年に東

北大学医学部を卒業後、日立総合病院で初期研修

を行いました。研修中に多数の腎疾患患者を担当

する機会があり小児腎臓病学に興味を持ち、専門

とすることといたしました。初期研修終了後は東

北大学大学院へ進学し、根東義明先生（現曰本大

学医学部教授)、永野千代子先生（現仙台赤十字病

院小児科部長）の両先生のご指導のもと研究を行

い医学博士を取得しました。以後、関連病院で研

讃を積んだのち、現在は東北大学病院小児科で腎

疾患を担当しております。

腎疾患の診療が主ではありますが、専門分野の

診療上でも一般小児科の知識や経験の必要性を感

じており、宮城県小児科医会で是非勉強させてい

ただきたく、今回入会させていただきました。

東日本大震災の時には公立志津川病院におり、

四階まで津波が押し寄せてきました。目の前まで

津波が迫り死も覚'盾しましたが、幸運にも津波に

巻き込まれず九死に一生を得ました。東北大学小

児科の中では最後まで安否が不明となってしまい、

生存は絶望視されておりました。今こうして生き

ていれることのすばらしさを痛感しており、－日

一日を大切に生きていきたいと考えております。

と書きながらも、いきなり余暇の話になってし

まいます。読書が好きで興味のある本をいろいろ

と買い込むのですが、最近はなかなか本を読む時

間がとれず積ん読の本が増えるばかりです。また、

小学校１年生になる息子がおりますが、毎週末遊

びに行きたいと言われるのですがなかなか一緒に

遊ぶ時間がとれないのが悩みの種です。必要な時

間は自分で作るものと考えており、仕事と生活と

の折り合いをうまくつけていきたいと考えており
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１０月２６日に、イーグルスがジャイアンツと戦っ

た日本シリーズの第一戦を宮城野原の野球場で観

戦した。試合結果はご存じの通りジャイアンツの

勝ちだったが、そのことよりも、この野球場で曰

本シリーズが行われたことが小生にとっては感`慨

無量だった。

戦後間もない昭和25年のことである。その前から

宮城野原では大掛かりな土木工事が行われていて、

その大部分が完成に近づいていた。そのころ小生

まだ中学３年生、昭和２７年に国民体育大会が当

地で開かれることになり、宮城野原の旧練兵場跡

に体育公園を急いで造るための突貫工事が行われ

ていたのである。主会場となる陸上競技場の隣に、

国内でも有数の広さの野球場も新しく造られるこ

とになったと聞いていた。それまでは評定河原に

あった球場で時々プロ野球などを見ることができ

たが、何といっても全体的に狭いためにホームラ

ンが続出し、左翼外野席のすぐうしろの広瀬川に

も簡単に打ち込まれる始末なのである。新しく出

来る野球場とはどんなものなのか、夢と期待が膨

らんでくるのを押さえられなかった。家が近かっ

たこともあり日曜日ともなれば殆ど工事を見にい

っていた。現在のような土木工事ではない。トロ

ッコや時にはもつこで士を運び、シャベルやつる

はしといった道具も使われていた時代なのである。

工事は遅々として進まなかったが、それを曰がな

－曰眺めているのも楽しいものだった。

５月３日には待ちに待った球場開きが行われた。

当日は開場の数時間前から並んで待っていた。当

時我が国はまだアメリカの占領下であった。川内

に駐屯していたアメリカ進駐軍の選抜チームと地

元のノンプロチームの仙台クラブの対戦であった。

アメリカチームには、なんでも大リーガーが２人

いるということだったが、どの選手がそれなのか

はよく判らなかった。仙台クラブも当時としては

強いチームだったが簡単に負けたように記憶して

いる。しかし、楽しい－曰だった。

その２日後の５月５日にはこのできたばかりの

野球場に初めてプロ野球がやって来た。南海ホー

クスと毎曰オリオンズの試合であった。今に続く

ソフトバンクホークスと、ロッテマリーンズの前

身チームである。この試合で記念すべき野球場第

一号ホームランがでた。今は亡きオリオンズの別

当薑選手が右中間スタンドに打ち込んだのだ。ホ

ームランポールは小生の見ていたほんの数メート

ル離れたところに落ちてきた。今年の日本シリー

ズ第一戦でもジャイアンツの村田修一選手が殆ど

同じところにホームランを打ちこんだのを見た。

完成後63年、その間にこの野球場で何本のホーム

ランが出たのかはわからない。しかしこの球場で

自分の目で見た最初と最後のホームランは、ほぼ

同じ場所に飛び込んだ。

実は、この５月５日、まだ新しい野球場の－塁

側の入り口付近で、観客が折り重なって多数の死

傷者がでたのである。２０人近くの犠牲者が出たと

記憶している。死亡したのは大部分が子供だった。

野球好きの小中学生だったのだ。楽しみにしてい

た新しい野球場でのプロ野球観戦で生命を落とし

た子供たちのことを思うと、今でも胸が痛む。試

合開始前に観客みんなが起立し黙祷したのを覚え

ている。小生は右翼側入り口から入ったので難を

免れたが、場合によっては巻き込まれていたかも

しれないと思うと今でもあの曰の出来事が暗い記

'億として蘇ってくる。

小児科医となって、国立仙台病院に定年まで２０

年以上勤務した。毎日、野球場を眺めて通勤する

■

■
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のは楽しかった。プロ野球が来れば、ナイターな

ら事,清の許す限り観戦するようにしていた。数＋

試合以上は観ていると思う。地元チームとしてイ

ーグルスが誕生して試合数も増え、観戦する機会

も多くなったが年齢を重ねるに従ってナイターの

観戦は体力的に厳しくなってきている。試合途中

で帰るようでは面白さも半減する。ここ－，二年

は天候のいい日を選んで年に数回の観戦がちょう

どいい。

今度の曰本シリーズがまさか、ここ宮城野原で開

催されるとはついこの間までは夢にも思っていな

かつた。この球場の歴史をずっと見続けてきた野

球好きにとっては、実は試合結果はどうでもいい

のである。イーグルスでもジャイアンツでも夢の

舞台を見せてくれれば、普段の曰常生活とは違う

別の空間を演出してもらえれば本望なのである。

それも宮城野原でなら何もいうことはない。若い

ころはプロ野球選手としてスワローズに在籍した

ことのある小生の弟も、当曰は一緒に隣の席で観

戦していたが同じ感'慨に浸っていたに違いない。

ａ

~ニーーマ゛－－

昔から庭いじりが好きで、植木の手入れなども

全部自分でやっていました。丈のある木も、はし

ごをよじ昇ったり枝に乗ったりして手入れをして

いましたが、引っ越しを機会に庭に背の高い木を

植えるのをやめました。軽業師みたいな生活から

解放されて、最近はバラ造りに凝っています。そ

んなに株数がある訳ではないし、広い庭でもない

ので他人様にお披露目することもありませんが、

真冬を除けば何かしらの花が咲いています。種類

により、横に広がったり、上に伸びたりするので、

どれを何処に植えるか、どういう風に仕上げるか

を考えているだけでも楽しいものです。生物です

ので、それなりに奥が深くて、植えても全く芽が

出てこなかったり，芽が出たものを買って植えて

も、その後すぐ枯れたりなど、結構ムダな投資に

なることもあります。何処に問題があるのかいろ

いろな本をよんだりもしますが、本屋にいけばバ

ラ関係の本は目移りするほど多数並べてあり、内

容の奥の深さから言うとアレルギーとかアトピー

の本を読んでいるのと似ています。

花のコントラスとして、庭の芝の緑と芝の手入

れに気を遣えば、なお一層花が引き立つのではと

考え、庭には芝を張り、芝は年中緑に保つようあ

れこれ工夫をしていますし、刈り込みもこまめに

しますが、季節により士中から上に向けて穴を掘

る虫がいて、庭中に無数の細かい穴ができ、穴か

ら出た土で芝が台無しになることもあります。何

らかの条件のもとで無数の虫が一斉に穴を掘るそ

のメカニズムが不思議でなりません。

ところで、バラは花が咲いたら鑑賞も程々にし

て花を摘み取り、栄養をムダ遣いしないようにし

て、次に咲く花に栄養を回すのもコツのひとつで

す。様子を見ながら摘み取りますが、すべての花

にまでは手がまわらないので多くは自然に落下し

ます。花びらが大きいので落ちると隣家への迷惑

にもなり、また見映えが悪くなるので、清掃はき

ちっとまめにやるようにしています。

さて、バラ造りをしているとバラ園めぐりが癖に

なります。東京近郊がメインになりますが、蓼科

まで足をのばしたこともあります。都内では、曰

本医師会向かいの六義園、北区の古河庭園、三鷹

夕
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の神代植物園、千葉では京成バラ園、谷津バラ園

などがお気に入りです。西武ドームでのバラ展も

見逃せません。このバラ展は、池袋から西武鉄道

の臨時の特急が運行される程の盛況です。仙台近

郊では遠刈田や隣県の村山市にもありますが、と

りわけ加美町のやくらいパークがおすすめです。

株数は少ないのですが、民間ディベロッパーが開

発しているのでセンスよく仕上がっていて心が和

みます。福島の双葉町には双葉バラ園という、オ

ーナーがひとりで造ったという立派なバラ園があ

りました。避難地区になり今は荒れ放題になって

います。私も震災前に何度か訪ねたことがありま

すが、原発事故以来、バラ園は存在するのに、立

ち入れない、手入れも出来ないという状況を考え

ると、オーナーの心の葛藤はいかばかりのものか、

察するに余りあります。ＮＨＫでも震災後のこのバ

ラ園を「双葉バラ園その後」というタイトルでと

りあげたことがありました。ファンも多かったよ

うで、オーナーへの励ましの手紙がひっきりなし

のようでした。

ところで、バラ園はそれぞれに特徴があり個人の

好みもそれぞれですから評価が異なって当然です。

そんな中で私の－押しは軽井沢のレイクガーデン

です。軽井沢三越の跡地にできたこのバラ園は

６，７月には花で埋まり、多くのバラ好きで混雑し

ます。仙台から早朝の電車に乗り、大宮で「あさ

ま」に乗り換えれば１０時すぎには軽井沢に着きま

す。アウトレットあり、軽井沢銀座の散策ありで

充実した一日が送れます。車で行くなら高速を東

北、北関東、関越、上信越と４本乗り継いでゆけ

ば数時間で着きます。バラはベストシーズンが短

いのでその期間内に行けるバラ園は２－３ヶ所が

せいぜいです。

バラの季節は夏前ですが秋に咲くのもあれば四季

咲きというのもあり、真冬以外は楽しめます。春

先に一斉に木々が芽吹くと庭の表Ｉ盾が一変し、シ

ーズン到来となります。見映えを良くするために

枝を引っ張ったり曲げたりと忙しい日が続きます。

芝の手入れもバラ造りも子育てみたいな気持で接

するようにしています。私は日頃全く運動をして

いませんので、庭いじりで少しだけでも体を動か

して運動の足しにしています。職業柄手指はきれ

いであるべきですが、いくら気をつけてもトゲに

よる傷は曰常茶飯事で、手指の皮膚が荒れたりな

どの些細なトラブルもあります。それにしても今

年は冬を迎えても結構花が咲いていて、なんとも

不思議な光景です。

■

~■

２０１４年の３月で、東曰本大震災から３年になり

ます。

私は震災後、石巻夜間急患センター（仮設）の再

開直後から、日曜当直の枠を月に１回のペースで

担当してきました。たまたま震災後からになりま

したが、もともと震災が起きる前から、石巻出身

ということで声をかけて頂いていて、２０１１年の４

月から派遣される話は決まっていました。

震災前にも、石巻夜間急患センターには何度か当

直のアルバイトに行った経験がありました。最初

の回は大晦曰の当直で、翌早朝、まだ勤務時間で

したが少し外に出て、曰和大橋の向こうに昇る初

日の出を見たのを覚えています。当時は卒後年数

が浅かったこともあり、出身地の地域医療にささ

やかながら貢献できたことに感'慨を感じたりしま

した。
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その旧石巻急患センターは津波の直撃を受け全壊

し、周りの街並みもほとんど流されてしまいまし

た。｜日市立病院の周辺は何故かなかなか水が引か

なかったこともあり、今でもあまり復興されてい

ない場所の一つかと思います。

震災の数か月後、「仮設の急患センターを急いで

建てるから、もとの予定通り派遣に来て欲しい」

という話をされ、行くことになりました。たしか、

災害派遣医療チームが撤収した後の９月頃からだっ

たかと思います。

現在、日和が丘の旧市役所そばに建っている２

階建てプレハブの急患センターは仮設ですが、実

はその前に仮設の仮設がありました。今のセンタ

ーからほんの数＋メートル山を登った場所で、も

とは保育園かな|こかだったのを改装した建物でし

た。

日和山に位置するセンターに行くためには、市

内でも大きな被害を受けた地帯を通らなくてはな

らず、見るたびに辛い気持ちになりました。それ

と、センター自体は山の上にありますが、途中の

道路は街灯の復旧も十分でなく、人気や他の車の

往来も少なく、「冠水注意！」の看板などもあり、

怖く思う時もありました。

センターが再開した当初は、来所する患者さん

は非常に少ない状態が続きました。患者さんに思

わず「どうしてここが分かったの」と尋ねてしま

うほどでした。（市報を見て分かったそうです｡）

多くの１次患者さんが、センターの再開を知らず

日赤の救命救急に行ってしまっていました。

災害時の前線病院、その後の被災地の２次３次

を一手に担う病院として奮闘して下さっている石

巻赤十字病院に、更なる負担をおかけしてしまい、

大変心苦しく思いました。日赤と急患センターが

近ければ、患者さんをセンターに誘導できるし、

２次へ転送が必要になりそうな救急要請もまずは

センターで受けられるのにと、いつも思っていま

した。

１２月になり、今の２階建プレハブの仮設が完成

しました。それまでの仮設の仮設と違い、広く、

暖房も暖かく（宿直室にはなぜかエアコンが２台

設置されています)、シャワーも使え、大変立派な

ので感激しました。

その後は周知キャンペーンなども行われ、少し

ずつ患者さんが増えました。大崎、登米など県北

から患者さんが来るようになった時は、「以前の

石巻急患センターのようだ」と嬉しく思いました。

しかし、今でもまだ震災前の水準には戻っていま

せん。

先日聞いたところでは、新しいセンターは石巻

赤十字病院のすぐ近くに建設されることで決まり

そうとのことで、大変安堵しています。

最近ではもう、街の主要部分は復旧し片づけら

れ、子供たちを診察していても、ここが被災地で

この子たちは被災したのだということを忘れがち

になります。たまに住所が仮設住宅の子がいる以

外、震災の影響を感じさせる患者さんはいません。

先日、風邪で来た男の子がポケモンの上着を着

ているのを何気なく「かわいい服だね」と声をか

けたところ、「うん、これ救援物資に入っていたん

だ！」と、嬉しそうに答えたのにハツとしました。

今では被災地特有の医療事’情は少なく、他の地域

(医療過疎地域）の夜間急患センターとあまり変わ

らなくなりましたが、この子達は被災した子達な

んだという、いたわりのような気持ちをどこかに

持ちながらこれからも働きたいと思います。

■
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梢神経疾患といえばギランバレー症候群だが、シ

ピレは片側性であり、筋力低下や深部腱反射の減

弱も認めず、極めて考え難い。シピレが最も強い

部位を問うと、前腕と下腿・足背であるという。

多発性末梢神経炎のパターン（手袋靴下型）でも

なさそうだった。

“Ｓｔｅｒｏｉｄｓｄｏｎｏｔｉｎｄｕｃｅｒｅｍｉｓｓｉｏｎａｎdare

notrecommended．（2000),，、Bell麻痒の８割以

上が自然治癒するとはいえ、かつてはNelsonを開

くと溜め息が出たものである。点眼以外の治療を

せずに麻癖を還して後,海したこともあった。現在

は“ステロイド内服は発症３～５曰以内に開始す

れば効果的である（２０１１)，，と治療方針を１８０度

転換している。更に、先行感染としてＨＳＶの関与

が多いことが明らかになり、“杭へルペス剤内服が

ステロイドへの付加価値を生む可能性がある，，と

記されるようにもなった。本例は麻痩発症４曰目

なのでステロイド開始時期としては許容範囲内で

あり、ＡＣＶの継続についても迷いはなかった。口

唇の水庖はゆっくりと痂皮化し、血清ＨＳＶ抗体価

は既感染を示していた。

入院４日目、最大の眼目であるシピレが忽然と消

え、応用問題が標準問題に格下げになった。入院

７日目に退院。末梢神経伝導速度を測定する機会

を逸したこともあり、シピレの原因が末梢神経障

害によるのか否かは謎のままに終わった。退院２

週間後、明らかな顔面神経麻痩は認めなくなって

いた。「診察は今回で終わりにしましょう」と告げ

ると、親子間で小さな言い争いが始まった。母は

どこで会得されたのか、右のホッペを上手にふく

らませられることを根拠に治癒説に与（くみ）し

た。少女は孤立無援となったが譲らなかった。「ま

だ右側のエクポがキレイに出ないよ－」

症状の程度を表現するのは容易ではない。

ApgarScoreやJapanComaScaleなど、一流

の評価法においてさえ、主観に左右される隙はあ

る。顔面神経麻痒にも複数の重症度スコアがある

が、ほとんど使用していない。専ら、啼泣時の口

角の動き具合などを、言葉を持たない先人のよう

に、カルテにスケッチしている。ただ、この方法

だと症状の推移を見ていくのには便利だが、情報

の共有化が求められる場合に困るかも知れない。

某年１０月、月曜外来が始まって間もなく紹介電話

が入った。「右顔面神経麻痒」は驚くにはあたらな

い。しかし、「右顔面と左上下肢のシビレを伴って

います」の一言で、先が見えなくなった。交代性

片麻痒やFisher症候群など、’懐かしい知識を思い

返しているうちに、ハキハキした物言いの９歳少

女が現れた。４日前から下口唇の右寄りに水庖が

出現、３日前に右顔面神経の不全麻痒を併発して

アシクロビル（ＡＣＶ）内服を開始、そして、２日

前にシビレが加わったのだという。

これまで経験したＢｅｌｌ麻庫と異なる点が二つあ

った。第一は口唇へルペスの存在。こちらは

ＨＳＶ再活性化の症状であり、むしろBell麻痘の

診断を後押しする所見と言える。第二のシビレ

が問題だった。麻痩側と同側の顔面と上下肢の

シビレは、単神経炎としては説明不能の症状と

されながらも報告はある（Ｍｏｒｒｉｓｅｔａｌ２００２，

NeuroepidemiologyissueVol21,Issuea

p255-261)。しかし、対側上下肢のシビレについ

ての報告は見当たらない。左の手指に軽く触れる

と、「ビリビリ痛い」という。これがparesthesia

であれば末梢神経障害を強く示唆する。小児の末

■
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会員の皆様へ

総務からのお願い

会員各位に職場の異動、住所の変更等がございましたら、速やかに総務へ御連絡お願い致します。

連絡先

いたのこどもクリニック板野正敬

メールアドレスm-itano＠honeypcn・nejp

住所989-2423岩沼市押分字奥山l５－１

ＴＥＬＯ２２３－２９－４１５８ＦＡＸＯ２２３－２９－４１５９

会報251号の原稿募集（平成26年９月発行予定）

募集要項

◆内容

1．学会、講演会の要旨：小児科関連で診療に

役立つもの（ご自身が発表したもの）

２．雑誌掲載論文：診療に役立つもの（専門的

なものや症例報告は除く）

（ご自身が発表したもので、転載の許可を

得たもの）

３．学会、セミナー等の参加報告

４．新規入会会員の挨拶、自己紹介、新規開業

の会員の感想（写真もお願いします）

５．会員の声：随筆（内容は何でも可）

６．診療上の工夫、経験した面白い症例、会員

に知らせたいことなど

（診療報酬に対する疑問、意見でも可）

◆表紙：絵画、写真、グラフィックなど

（患者さんの描いた絵でも可｡）

◆字数は１ページ見出し付き1,400字、見出しなし

1,600字、見開き２ページ見出し付き３，０００字を

目安にして下さい。できるだけこの範囲の字数

でお願いします。尚、学会、講演会の要旨、論

文に関してはこの限りではありません。写真、

絵、表、図譜も可です。

◆原稿は原則としてテキストをメール（添付）で

お願いします。不可能な場合のみ郵送、ＦＡＸで

お送りください。

◆表紙も可能な限りメールへ添付してお送りくだ

さい。不可能な場合は郵送でも結構です。

◆原稿締め切り平成26年７月２０日

◆原稿送付先

石井小児科石井アケミ

メールアドレスishiiy-a＠r2dion・nejp

住所985-0862宮城県多賀城市高崎３－２７－２７

ＴＥＬＯ２２－３６８－８０８１ＦＡＸＯ２２－３６８－８２７１
〆

－会報に関する連絡先一

会報に関するご意見ご要望は上記宛にお願い致し

ます。

－７２－
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津:自鵬鯉二:事
与えることが必要だとする大きな信念に基づく運

動の形の一つなのでした。

今回も沢山の原稿のご協力を頂き、有難うござ

いました。引き続きまた次回も皆さまの原稿をお

待ち申し上げます。

平成26年１月２５日（石井アケミ）

この会報が発行される頃には、２万余人もの死

者不明者を出した東日本大震災から丸３年を迎え

ることになります。あの日からすっかり人生が変

わってしまった方々も少なくない中、被災地の復

興はゆっくりと進んでいるところもあり、復興需

要で景気の良いところもあるようです。一方、福

島始め何も進んでいないところも少なくありませ

ん。そんな中で、様々な症状を訴える子どもがお

り、家族ぐるみで震災の影響があったと意識する

ことが今改めて出ています。子どもを取り巻く全

ての環境が子どもの健康や発育に関係していると

改めて気付きます。この先の子どもたちの将来に

つけを回すことなく、安心と安全を約束できる政

治が求められます。その為にも脱原発は是非とも

実現したいものです。再度この日本で原発事故と

核の犠牲者を出したくはありません。

今回の会報を持ちまして、宮城県小児科医会報

は２５０号を迎えます。この機会にこれまでを振り

返った会報編集者の原稿をいただきました。今後

の資料としても大変貴重な内容となりました。こ

こまでつないできてくれた各先生方のご努力に敬

意を表し、深く感謝したいと思います。随想を御

寄稿頂いた小野木先生は最も長く会報編集に携わ

ったのですが、楽天のホームグラウンドの宮城野

原球場の歴史や思いを伝えてくれました。宮城県

小児科医会報に掲載するだけではもったいない内

容です。そして今年はアメリカのヤンキースで田

中将大投手の活躍するニュースと宮城野原球場

(コボスタ宮城）で楽天の勝利が沢山聞けることを

期待したいと思います。

「子どもの村東北」についての飯沼一宇先生の特

別寄稿もいただきました。東北の力、小児科医の

力を結集して順調な船出を迎えたいものです。昨

年福岡の日本外来小児科学会で「子どもの村福岡」

を見学した私の感想は、この「子どもの村」は単

に一部の孤児、遺児を里親として育てるというだ

けでなく、全ての子どもに愛情ある家庭的環境を

編集委員（◎編集長○畠'１編集長）

◎石井アケミ、○千葉淳、森川みき、関信夫、

高橋美奈子

■

巳

宮城県小児科医会報第250号

宮城県小児科医会

〒９８１－８００７

仙台市泉虹の丘'-11-16

虹の丘小児科クリニック

ＴＥＬＯ２２－３７３－９０８８

奥村秀定

平成25年３月１０日

本田印刷株式会社

〒９８４－００１l

仙台市若林区六丁の目西町3-5

ＴＥＬＯ２２－２８８－５２３１

発行所

発行人

発行日

印刷所

－７３－
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