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第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

プログラム

曰時：平成25年１０月５日（士）・６日（曰）

会場：ニューオータニイン札幌

担当：北海道小児科医会

メインテーマ：小児救急医療体制一医会。学会・行政の連携一

【第１曰目１０月５曰（土)】

１６：００受付開始（２階鶴の間）

１６：５０～１７：００開会

開会の辞北海道小児科医会会長

富樫武弘

１７：００～１８：００特別講演Ｉ

座長北海道小児科医会副会長山中樹

「食べること生きること」

南極料理人

西村淳

１８：００～１９：００特別講演Ⅱ

座長北海道小児科医会常任理事太田八千雄

「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

１９：２０～懇親会（２階鶴の間）

【第２曰目１０月６曰（曰)】

８：００～９：１５会長会議２階「北斗の間」

８：００～９：００シンポジスト打合せ２階「北星の問」

９：15～１２：１５シンポジウム２階「鶴の間」

メインテーマ：「小児救急医療体制一医会・学会・行政の連携一」

座長北海道小児科医会山中樹・南雲俘

ｌ「青森県津軽地域小児救急医療体制発足から８年間を振り返って」

青森県小児科医会／河内小児科・内科クリニック

河内暁－

２．「山形県の休日夜間小児一次救急医療体制の現状」

山形県小児科医会／なかさとこどもクリニック

中里満

３．「福島県小児救急医療の現状と課題」

福島県小児科医会／いとう子どもクリニック

伊藤俊晴

４．「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・行政の連携はどう機能したか」

宮城県小児科医会／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
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5．「新潟県における小児救急医療の変遷と現状―特に新潟市を中心に－」

新潟県小児科医会／さとう小児科医院

佐藤雅久

６．「岩手県一関地域（両磐医療圏）の小児救急医療の１０年間の変遷」

岩手県小ｿ｡科医会／誠信堂医院小児科

本多聡

7．「秋田市における診療参加型病診連携と小児科救急医療体制について」

秋田県小児科医会／市rZ秋田総合病院小児科

小泉ひろみ

8．「行政・医師会・小児科.医会の強固な連携体制を目指して

－８年間にわたる北海道小児救急医療地域研修会の

具体的事業を通して協力関係を考える－」

北海道小児科医会／豊平おおたこどもクリニック

太田八千雄

総合討論

エピペン講習会（ランチョンセミナー）

閉会

次期（平成27年）開催県会長挨拶

１１：３０～１２：１５

１２：３０～１３：３０

１３：３０～１３：４５

宮城県小児科医会会長

奥村秀定

北海道小児科医会副会長

稲川昭

閉会の辞
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演抄録特別講

特別講演Ｉ

｢食べること 生きること」

座長

北海道小児科医会副会長山中樹

講師

南極料理人西村 淳

補給が一切無く、厚い定着氷帯に覆われる「南極

昭和基地上

気温も連日-40℃をはるかに下まわり、文字通り

白い砂漠と変わります。

「極夜」と言う、太陽が姿を見せない日が何ヵ月

も続き、人間の体内時計も狂いっぱなしとなります。

ただし南極大陸の視点でとらえると、「昭和基地」

は隔絶した場所ではありません。

昭和基地がある東オングル島は沿岸に位置する島

であり、１１月～２月の夏季期間は柵度がプラスとな

ることもあります。

今年は雨も降りました。

今回の話はここではなく、昭和基地から離れるこ

とl０００km、年中雪と氷に閉ざされた平均気温-

57℃、記録最低気温-79.8℃、作業時最低体感気温

-90℃を記録した、標高3800ｍ富士lllより高い位置

にある「ドームふじ基地」の話です。

ここは観測隊仲間から「天国に一番近い基地」と

称され、越冬するだけで大成功と言われる凄まじい

ところです。

人間が暮らすにはあまりにも過酷な場所で、細菌

はおろかウイルスさえも生存することはできませ

ん。

ここで「第38次南極地域観測隊ドームふじ越冬

隊」は１年２ヵ月にわたり、観測活動を展開しまし

た。

人間のエネルギー摂取法はもちろん食べることで

すが、この過酷な地でもそれは変わりません。

むしろ積極的に摂取しなければ、体力の低下につ

ながり、それは「死」を意味します。

しかし1年余りの越冬生活では訂食はただエネル

ギー摂取の手段だけでは成り立ちません。

不眠不休で観測活動に従事する科学者諸氏は、文

字通り命がけの日を送ります。

それを補うのが唯一-食事だったと言っても、過言

ではないでしょう。

「愛情・故郷・家庭・温かさ・笑い」こんなキー

ワードで食事を作っていましたが、それをサポート

してくれたのが麻酔医であるドーム基地医療の「福

田氏」でした。

彼は基地に着くなり、医務室の設備を見てこう言

いました。

「何かあったら、痛みだけはとってあげるから

ね。それ以上は…無理〃」

もちろん彼なりのユーモアだったのでしょうが、

笑顔と包容力で観測隊を支えてくれた彼の存在が無

ければ、とても越冬は成功しなかったでしょう。

今回はセカンドシェフとしても腕をふるい、南極

観測隊という子供？達を相手に、「小児科医」として

も存在感を示してくれた「福田ドクター」をメイン

にすえて、世界一過酷な場所での世界一ｍ□い「南

極越冬記」を主に話していきます。

終盤には「食べること生きること」の意味が貴方

の心に深く染みいってくるでしょう。
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特別講演Ⅱ

「これからの小児救急医療のあり方と方向'性」

座長

北海道小児科医会常任理事太田八千雄

講師

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

小児救急医療と－括りに表現されるが、圧倒的に

数の多い初期救急医療からわずかだがPICUで対応

すべき高次救急医療まで幅広く、小児救急医療体制

の拡充や問題解決のためには初期・二次と三次・集

中治療を分けて対策を立てていくべきである。

小児救急では軽症者が多いことで知られ、その理

由の１つに受療行動自体が保護者の心配を起点とし

ていて、そのぶん専門医志向もことのほか強い。子

ども達を早期受診・診療により軽症で終わらせるこ

とは小児救急医療（特に初期救急医療）の大きな役

割である。このことを医療側が理解しないと、保護

者の要望である、①わが子の苦しむ姿は見たくな

い、できるだけ早く正確に傷病を診断治療し、軽症

で終らせてほしい、②どんな親にも優しく傾聴・同

調し、親自身の育児や急病に対する不安・心配点も

一緒に解消してほしい、の２点は解決できないこと

になる。

すなわち、小児初期救急医療提供者は全ての子ど

も達の傷病のゲートキーパーであり、診断治療のみ

ではなく、傷病発生へと派生する養育環境の問題指

摘など総合診療の役割が求められている。医学的に

は、多くの軽症疾患の患児を軽症で食い止めること

と、またその軽症の中に紛れ込む緊急度の高い患児

を見抜き、重症化の予知を行い、早期治療を開始す

ること、加えて、親の心配不安も解消してあげるこ

と等の総合診療医としての診療活動が求められてい

る。

地域における二次医療、特に三次医療への連携体

制は症例の少なさからも広域医療圏での確立が求め

られ、救命救急センターの成人救急医の応援を仰ぎ

ながら専門医療としての小児集中治療の充実を救急

医と連携して図る必要がある。一方で、より家庭・

家族に近く、頻度の多い初期救急医療は地域の小児

科医を中心とした医療者が担うべきであるが、ＥＲ

医や内科医、他科医との連携はリソースのない地域

は無論のこと、大都市圏でも必要であり、そこには

小児科医と非小児科医の相互研修を含めたうえで

の、総合小児科医としての質の向上が求められる。

その理由は子ども達の将来的な健全育成を考える場

合、傷病の診断治療のみではなく、養育環境等への

指導教育も求められるからである。

いわゆる、現代の社会環境の中で、小児救急医療

の、特に地域開業医が担うべき初期救急医療の今後

のあり方・方向性のコンセプトの１つに家族・家庭

看護力の養成という大きな－面が求められ、救急医

療を通しての家族・家庭力アップを実践して子ども

達の健全で明るい未来作りに地域開業医は貢献すべ

きである。
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シンポジウム抄録

座長

北海道小児科医会

北海道小児科医会

山中樹

南雲淳

第33回東北･北海道小児科医会連合会総会シンポジウムは、平成25年10月６日旧）に札幌市で開催され、

「小児救急医療体制一医会・学会・行政の連携」をテーマとして。８名のシンポジストが発表を行ったが、

以下にその抄録を掲載する。

1．青森県津軽地域小児救急医療体制
発足から８年間を振り返って

青森県小児科医会

河内小児科・内科クリニック河内暁

平成18年１月、青森県の６つの保健医療圏の中で

唯一365日24時間､小児の救急患者が小児科医のもと

にたどりつく体制が発足した。津軽地域８市町村の

小児科医、病院、自治体（行政)、消防および弘前大

学小児科の協力で発足してから８年目を迎えた。

発足までの経緯、体制の概要については第28回の

本連合会総会で報告されているので詳細は省略する

が、－次救急は域内の小児科開業医18名と弘前大学

小児科医が担当することとなった。二次救急は輪番

病院として小児の入院治療が可能な６病院が担当し

た（小児科勤務医は合計19名であったが、実働は１７

名)。三次は弘前大学小児科が担当となっている。

一次救急は弘前市の急患診療所を利用し、夜間は毎

日午後７時から１０時30分までの診療で、その他日曜

日と、祝祭日（振り替え体|]を含む）および８月１３

日、１２月３１日は午前10時から16時までの診療も行っ

ている。急患診療所が開いていない時間帯は、その

日の二次輪番病院が一次の患者にも対応する体制で

行っている。急患診療所での診療実績は、年による

変動があるが年間5,800人から7,600人で、二次輪番

病院を受診した－次救急の患者数は2,200人から

3,500人であった。合計すると少ない年で8,200人、

インフルエンザが流行した年などは11,000人の一次

救急患者がこの体制を利用していることになる。ち

なみに平成24年度をみると急患診療所受診患者総数

6,481人中91人(１４％)が二次輪番病院に紹介となっ

ている。いままでのところは大変lllEi調に運営されて

いると言える。

しかしこれまでは小児科医の強い熱意と、犠牲的

精神のもとで成り立っていたこの体制の問題点がす

でに露見してきている。最も大きな問題点は小児科

医師の高齢化である。

平成25年度現在一次救急担当開業小児科医の人数

は、数としては発足時の18名と変わらない。18名中

女性医師が７名である。年齢構成は50歳未満３名、

50歳代８名（50歳代前半３名、後半５名)、６０歳代４

名、７０歳以上３名であり、平均年齢５９２歳である。

平成23年度からは平均年齢が60歳を超えていたが、

平成25年度は、７０歳代が一人リタイヤ－し、３０歳代

が参加したため平均が59歳代に戻っている。しかし

このままのメンバーであれば来年度は再び平均年齢

は60歳を超えることになる。発足時も70歳以上の方

が３名参加されていたが、それでも平均年齢は56.1

歳であった。平均年齢が進むことは勿論問題だが、

それは当番の割り当てにも影響してくる。曰曜日、

祝祭L1については自院で診療を行っている小児科医

もあり、曰直が可能な者が12名のみ、当直は１０名の

みであり、少数の人に多くの負担がかかる。弘前大

学小児科に日曜日、祝祭曰の当直を年間18回依頼し

ている。平成24年度をみてみると一次救急には現在

より－人少ない１７名の参加であったが、年間25回以

上（最高は30回までとしている）の当番をしている

者が１１名。平成24年度はこの11名で日直、当直トー

タル437コマのうち296コマ（68％）を行い、その他
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の141コマのうち55コマを弘前大学小児科で､残り８６

コマを６名が分担した。

小ﾘ凸科医の不足と高齢化は二次輪番病院体制にも

深刻な影響を与えている。発足時二次輪番病院は６

病院であったが平成20年に５病院に減少。勤務医師

数は実働17人から４名減少しており現在１３人。負担

は限界に近付いている。ある50歳代の小児科科長は

１１に３回小児救急二次輪番の為にl1jl官をしている｡

小児科医が二人しかいない病院なので、勿論翌日は

通常勤務が待っている。弘前大学小児科から２つの

二次輪番病院に当直の応援をしてもらっている。し

かし大学から一次救急に年llU551Lll人を出しており、

20人足らずの教室員では人手不足でとても余裕が無

い状態である。小児科医みなが大きな負担に耐えて

小ｿ｡救急を維持しているため、時に意思疎通を欠き

不協和音が聞かれることもある。しかしこの救急医

療体制ができる以前は、各小1,1J科開業医、各病院は

それぞれで時間外の患者受診に対応せざるを得な

かったのであり、いわゆるたらいまわしも見られて

いた。二次輪番病院でも５日のうち411は急患の心

配をせずに過ごせるのと、急患診療所が開いている

間は一次の忠者が直接病院を受診することはほとん

ど無いことなどから、若い勤務医も現在の体制が患

者にとっても、勤務医にとっても、lHI業医にとって

も、負担の'怪減に役立っているということを理解し

てほしいと思う。

小児救急医療体制の整備は本来行政の仕事であ

り、我々小児科医は協力を要請される立場のはずで

ある。しかし行政は懸案であったものでも一度ス

タートさせてしまうと、処理済み案件としてしまう

傾Ｉ向]がある。またうまくいっている時は「|分たちの

手柄にして、不都合が起きると現場に几投げをして

「小ﾘJ科の先生の前向きなお知恵をお俗りしたい」

などと発言したりもする。行政との円滑な共同作業

が必要不可曰欠と思われる。

その他の改善を要する問題点についても述べる予

定である。

2．山形県の休日夜間小児一次救急医療体制の現状

山形ＵＭ､児科医会

なかさとこどもクリニック中皿満

山形県における休日夜間小児一次救急医療体制の

現状について検討した。

’'１形県は地域特性から大きく床|人I地域､最上地域、

村川地域、置賜地域の４地域に分けられる。各地域

の人Ⅱおよび15歳未満人口10万人当たりの小児科医

nIli数をみてみると、庄内地域は人’128万８千人で

84.6人、最上地域は人Ｕ８万’千人で５０６人、村山

地域は人口55万８千人で116.1人､置賜地域は人Ｕ２２

万２千人で82.4人である。県全体の小児科医師１４１

人のうち44％、６２人が村山地域のlIl形市に集中して

いる。

小児科医が体||あるいは平'1夜ｌｌＩｌの一次救急診療

にあたる休日平日夜間診療所は､県内に４か所ある。

庄内地域に２か所、村山地域にｌか所、置賜地域に

ｌか所である。小児科医以外の医１１'Ｉｉも診察に当たる

体Ⅱ平日夜間診療所は最上地域にｌか所、体｢1診療

所は村山地域に２か所、置賜地域に２か所ある。

村山地域の山形市休日夜間診療所は、休日の午前

911寺から午後５時と、平日の午後７時30分から午後

１０時30分まで、小児科医師１名と内科外科系医師１

名が診察を行っている。山形市が運営しているが、

参加小ｿJ科医師が多く診療所の設備も充実している

ため、受診患者の居住範囲も山形市周辺市'11Jの広範

囲に及んでいる。周辺市'１１Jの小児科医I11Iiにも参加し

てもらうことで、診療圏を広げていくことも可能な

状況である。

置賜地域の米沢平日夜間診療所は、体Ｈの午前９

時から午後５時まで小児科医師1名と内科系医師１

名が診察を行い、平日の午後７時から午後９時30分

までは小ﾘと科医以外の医師１名が診察を行ってい

る。｜llU題ﾉ１１m(としては、診察を担当する米沢市内開業

小児科医が４人と少なく、近年高齢化しつつあるこ

とである。以前から大学病院の小児科医ｉＩ１１ｊに参加し

てもらっていたが、最近では他地域の|)１１業小児科医

にも参加してもらっている。

庄内地域には酒田市休日診療所と鶴'１M市休Ｈ夜間

診療所がある。酒田市休日夜間診療所は、休口の午

前８時30分から午後４時30分まで小児科医｢lllil名と
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察にあたっている。休日は午前８時30分から午後５

時まで、平日は午後７時から午後９時30分まで医師

１人で診察している。問題点としては、医師の高齢

化により参加開業医が減少し、病院医師にも応援を

お願いしていること、住民から診療時間の延長や休

日の夜間診療の希望もあるが、対応できないことで

ある。

成人系医師１名が診察し、休日の午後５時30分から

午後８時30分までは成人系医師１名が診察してい

る。鶴岡市休日夜間診療所は、休曰の午前９時から

12時まで小｣Al科医師1名と内科系医師１名が診察

し、午後１時30分から午後５時までと午後６時から

午後９時までは内科系医師1人が診察している。ま

た、平日の午後７時から午後９時30分も小児科以外

の医師１名が診察している。庄内地域にはこの他

に、酒田市の県立日本海病院で開業小児科医が、平

日の午後７時から午後10時15分まで夜間診療を行っ

ており、鶴岡市の市立荘内病院でも、平日と休日の

午後５時から午後９時まで、病院の小児科医師が救

急外来を受診した小児の診察を行っている。問題点

としては、この地域の開業小児科医の年齢が高齢化

しつつあること、小児科医以外の医師の診察に小児

科受診者からクレームが出る場合があることであ

る。また時間外の医療需要に対して十分な医療資源

がないことである。

最上地域の夜間休日診療所は、小児科医が４名し

かいないことから、小児科医以外の医師も小lﾉJの診

まとめ

小児科医が多い山形市の休日夜間小児一次救急医

療体制は、比較的充実している。しかし深夜の一次

救急医療には対応していない。他の地域では開業ﾉﾄ

ﾘ己科医が少なく高齢化しつつあり、休日夜間診療所

の医師確保が難しくなってきている。受診者は小児

科医による診察を希望することも多く、小児科を専

''1としない医師に対して支援が必要である。医師

会、市町村枠をこえて連携を図るなど、限られた医

療資源で一次救急医療にどう対応していくか、今後

の課題である。

3．福島県小児救急医療の現状と課題

福島県小児科医会

(医)いとう子どもクリニック伊藤俊晴

１．はじめに

福島県の現状は2011（平成23）年３月１１１１（金）

の東日本大震災による福島第一原発事故・放射能汚

染・避難生活により、大きく変わった。原発事故よ

り２年４か月経っても、２号機から海洋への汚染水

漏出がみられ、ｌ～４号機の安定冷却がスムーズに

行われていない。震災後の福島県の医療従事音数も

2013年12月に公表される予定で、現時点では震災前

のデータで推察することになることを特記してお

く。

医師の多くは福島市と郡山市に集中し、周辺の山

間部は医療過疎地になっている。福島県は地理的、

行政上７医療圏、県北（中心地:福島市)、県中（郡

山市)、県南（白河市)、相双（南相馬市)、会津（会

津若松市)、南会津（南会津町)、いわき（いわき市）

に分割対応し、１６郡市医師会が各医療圏を地域毎に

担当している。

３．小児科医師数

福島県の小児科を主たる診療科とする医師数は

228名(福島県人Ｕ１０万人対112名で全国平均１２．４名

より少ない）で、福島市77名、郡山市69名に集中し

ている。

２．福島県の特徴

福島県は北海道、岩手県に次いで第３位の広大な

面積（13,803ni）を持ち、震災後避難者は16万人を

超え、原発周辺の双葉郡の6.5万人は帰還困難であ

る。福島県の人口は210万人から199万人に減少し、

若い医師層の離脱が多く、医師の高齢化が進んでい

る。

４．周産期救急医療システム（周産期母子医療セン

ター以下『周」と略、（）内数字は施設数）

福島医大附属病院に総合「周」(1)、県北(1)、県中

(2)、会津(1)、いわき(1)に地域「周」(5)、並びに県中
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(3)、県南(1)、相双(1)に周産期医療協力施設(5)が配置

され、ＮＩＣＵ併設病院小児科が各医療圏の『地域小

児センター」的役割を担当している。

輪番で担当している(午後７時～10時30分)。いわき

市の休日･夜間診療所(午後1時～１１時２交代制)､須

賀川市の休日夜間診療所（午後７時～１１時）は医師

会会員（内科・外科・小児科医）が輪番で担当して

いる。5．時間外小児救急医療（休曰在宅．夜間急病セン

ター）

(1)小児科24時間診療体制は唯一福島医大附属病院 ６．＃8000（午後７時～午前８時）

福島県における＃8000小児夜間電話相談は開始時

より、福島県の事業として、県庁内に電話機を４台

設置し､東京の民間委託会社に委託して行っている。

福島県医師会と福島県小児科医会は関与していない。

のオンコール方式での、病棟当直医による診療が行

われているのみである。福島県内に病棟小児科37施

設があり、郡山市に８施設と最も多い。会津若松市

ではｌ施設小児科医７名でＮＩＣＵ５床を合わせて担

当している。(2)小児科診療所での休曰在宅診療（午

前９時～午後５時）を小児科当番制で行っているの 7．今後の課題

（１）福島県では福島市と郡山市以外の地区で、小

児科医不足と高齢化が進んでいる。やがて、小

児科医不足が深刻な医療問題になってくる可能

性が高い。

（２）原発事故の影響のため、福島県の人口減少が

続いており、特に小児人口の減少が大きい。

Iま、福島市、郡山市、会津若松市のみである。他は

各医師会・医療圏毎に医師会会員が輪番制で担当し

ている。(3)平日・休日夜間救急は福島市、郡山市が

平日･休日とも午後７時～11時を小児科医が担当し、

会津若松市は休日・祝日のみ小児科医が担当し、平

日は小児科医５名と小児科を標傍する内科医23名が

4．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

演者は仙台市救急医療事業団に在任中、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。リスクマネジメ

ントが問われる状況において、小児救急医療体制を

維持するために医会・学会（大学）・行政の連携が

どのようになされたのか、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する。

０６/０３協力医療機関は市内323診療所に達

した

2009/05/１２９月の大型連休(シルバーウイーク）

対策、連休中の小児科医、昼間２人

体制確保について仙台小児科医会に

依頼

2009/07/１５東北大学感染制御分野、賀来教授訪

問、急患センターのパンデミック対

策（隔壁による動線の分離、空気清

浄機設置等の提言）

2009/０８/ｌｌ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

2009/08/ｌ９仙台市メディカルネットワーク会議

混乱の予想される休日夜間初期急病

診療所について重点討議

2009/08/２４奥山新仙台市長、初登庁のあと初仕

事として仙台市急患センター視察

2009/09/０２急患センター内科医会、シルバー

1．新型インフルエンザパンデミック

2009/04/２７ＷＨＯＰｈａｓｅ４宣言、０４/２９Phase

５宣言

2009/05/ｌｌ仙台市メディカルアクションプログ

ラム「仙台方式」提唱

０５/１９市内232診療所から｢軽症新型インフ

ルエンザ診療を担う協力医療機関」

として申し出あり、翌日から市長約

束の支援物資（マスク、予防投与用

タミフル）の配布開始
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祝日・小児科準夜２診体制（病院勤

務医の協力）

2009/１１／08～11／２９

曰曜祝曰小児科在宅診療２カ所→３

カ所に増設

2009/１２/０１休曰在宅診療３カ所→２カ所、日曜

祝曰病院小児科臨時外来中止

2010/01～通常の診療体制に復帰

ウィーク以降２月末までの急患セン

ター日曜祝日昼間２診体制を依頼

看護師確保について看護協会への依

頼

2009/09/０３宮城県小児科医会新型インフルエン

ザ緊急対策会議

シルバーウィーク以降11月末までの

日曜祝日昼間・準夜の２診体制を依

頼

2009/09/０９宮城県新型インフルエンザ診療体制

調整会議（小児部門）

小児インフルエンザ患者の入院状況

モニタリングシステム構築

2009/09/１０東北大学病院長訪問患者急増に伴

う応援態勢について依頼

2009/09/１８診療所内に患者動線を分離するため

の衝立設置完了

出務者に対してタミフル予防投与開

始（仙台市提供）

2009/１０/２１小児科医会と12月以降の体制につい

て相談１２月末までの日曜祝Ｒの２

診体制継続することを決定

2009/10/2４（士）～１０/2５（日）から患者急増、パ

ンデミック開始

2009/10/２６仙台市薬剤師会に日曜祝日の薬剤師

増員を要請

2009/１０/２８患者急増を受けて小児科医会緊急対

策会議開催

在宅当番医の拡充、市内病院小Iﾉ凸科

の曰曜祝日の臨時外来設置について

検討（仙台市行政同席）

2009/１１/０１病院小児科臨時外来設置開始（市内

病院小児科、１１月限定）

宮城県小児科医会メーリングリスト

の運用開始（県内108名参加）

2009/１１/０２東北大学小児科医局長より、昼間担

当医が準夜に居残り勤務をする事で

２診体制とする提案あり、直ちに施

行

2009/11/０３メーリングリストを利用して急患セ

ンター新型インフルエンザ情報を会

員向けに提供開始

2009/１１/07～１２/２０

患者増のため北部急患診療所、土日

２．東曰本大震災

2011/03/１１発災後、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。特に、沿岸部の会員とはまっ

たく連絡が取れない状況が続いた。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。以下の点について医会、学会、行

政の連携がどのように行われたのかを検証する。

ｌ）病院間、医会会員の状況確認、安否、診療状

況の把握等

２）夜間休曰急患センター等への医師派遣

３）地域の中核病院への医師派遣

４）避難所への巡回、医師、看護師等の派遣

５）宮城県災害対策本部、地震対策会議への関与

６）感染症サーベイランスへの関与

新型インフルエンザパンデミック、東曰本大震災

の混乱の中にあって、地域の小児救急体制の維持は

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。医療者集団は一度事あるときに

は、ひとりでに体が動き、協力し合った。やる時に

はやるもんだ、と深い感銘を受けている。

・県内小児科医がお互いに顔の見える関係にあ

り、日頃同じテーブルで協議し、決定事項を即

実行に移すことが可能な体制がある（宮城県、

仙台小児科医会理事は大学小児科幹部、主要病

院小児科幹部、診療所主要メンバーで構成）

・宮城県、仙台市医師会、イ１１１台市行政と曰頃良好

な関係を保っている

（仙台市医師会長が小児科医、宮城県医師会理

事小児科医３名）

・仙台市医師会館とIllI台市急患センターは同じ建

物内にある

・宮城県小児科医会メーリングリストによる迅速

な連絡体制が有効に機能
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5．新潟県における小児救急医療の変遷と現状
－特に新潟市を中心に－

新潟県小児科医会

さとう小児科医院佐藤雅久

新潟県は、人Ｕ約233万人の中規模県で、１５歳以下

の小児人口は約30万人、全人口の１２７％を占めてい

る。小児科は、大学小児科を中心によくまとまって

おり、救急診療にも積極的に取り組んできた。平成

１４年11月から県主催の小児救急医療検討会委員会が

設けられ、平成17年３月までに６回の会議が開かれ

た。そこで検討された整備計画は、①小児救急医療

電話相談事業、②小児救急診療医師研修会事業、③

2411寺間小児救急医療体制整備事業である。その事業

計画に基づき、各地区での体制が検討され－部実行

されている。県内の休日・夜間救急診療所は14カ所

で、各地区医師会と行政が一体となって運営されて

いる。小児救急医療に関しては、小児科医が比較的

多い人口約81万人の新潟市周辺と、勤務医が比較的

多い人口約28万人の長岡市周辺などの都市部では、

その体制が整えられつつあるが、その他の開業小児

科‐医、勤務医共に少ない地域では、その体制を維持

するのは難しく、特に夜間、特に深夜帯は、病院小

児科に頼っているのが現状である。また、平日午後

７時から翌曰午前７時、土曜午後２時から月曜午前

７時まで診療をおこなっている新潟市急患センター

は、受診者のコンビニ受診によると思われる受診者

の対応に追われ、担当医師の疲労を招いている。特

に高齢化した開業医の救急診療参加が年々減少して

おり、勤務する医師の確保が急務である。新潟市で

生じている問題は、各県共通と思われるので、その

解決策を検討したい。

平成16年度以後の新潟市急患診療センター受診者数（新

新潟市の夜間体L|診療は、昭和48年（1973年）に

体Ｕ診療が始まり、昭和60年（1985年）より、夜間

診療が始まっている。最初は、内科、小児科を主体

に、体Ｈのみ外科が力|｣わる体制でスタートしてい

る。｜|]市街地の市|医師会の４階を使)Ⅱし、駐車ス

ペースが数台しかないという場所であったが、年間

３万２千人～３万６千人の利用者があった。その

後、平成21年４月から、市郊外のバイパス付近に、

100台以上の駐車場を持つ､新潟市総合保健医療セン

ターが設立された。急患センターの機能も強化さ

れ、従来の内科、小児科、外科の他、休日は整形外

科、脳外科、耳鼻科.、眼科、産婦人科が加わり、充

実した急患診療センターとなった。その運営、管理

は市医師会が行っている。

しかし、それに伴い受診者も急増し、年間６万人

以上が受診している。病院への搬送患者も増加して

いる。年間750人前後であった搬送者も､センター開

設以後1,143人～1,264人（小児科は270人～380人）

となった。しかし、受診者に対する搬送者の割合は

急患センターの診療科目が多くなっても増加してい

ない。やはり、センター機能充実に伴って、軽症患

者の受診が急増したものと思われる。

また、電話の応対数もセンター開設以前は、年間

33,000～38,000件であったが、センター開設後は、

42,000～58,000件に増加している。この対応は、看

護師１名が当番制で行っている。

(新潟市医師会提供）

串者数１８年度１９年度２０年度２１年度２２年度２３二２４度

内科１３７６５１４６７２１５７３２２５４５６２３６４８２３７７４２７６３４

］科２３６７７２１６０１２０５２１２７２８０２５８６７２５５５３２４１３５

その他４３２３９５６０５１３５１４１４３６１１５１４０１５９０９

１１十３７８７４３６６６８３６８５８６６２５０６３８７６６４４６７６７６７８

（朶夜帯）５８４３５７４３６４８７９５４７９５２５９４８３９６４４

院｝送７１３７４３７５８１１４３１２６４１１８６１１７５

（／１８８／２０３／２０６／１７３／１９８／１８４／１７４／

電舌対「３７１２８３７２８６３８５０３５８４３４４９１２４４４２８１４２４９６

（朶夜帯）７７４２７６２４８９３０１２６６７１０９１６９８０９１１２４６

病院搬送（その他の科を除く）

内科３４７３８６４６３５５８６４９５６４６０１

ハノ目科３５０２７６３３１３８０３６７３１９

患者数 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

内科 1３．７６５ 1４．６７２ 1５．７３２ 25.456 23,648 23,774 27,634

小児科 23.677 ２１，６０１ 2０．５２１ 27.280 25.867 25.553 2４，１３５

その他 432 395 605 1３．５１４ 1４．３６１ 1５．１４０ 1５，９０９

総計 37.874 36.668 36.858 6６．２５０ 63,876 64.467 67.678

(深夜帯） 5,843 5.743 6.487 9,547 9,525 9,483 9,644

病院搬送 713 743 758 1．１４３ 1，２６４ 1，１８６ 1．１７５

(％） 1.88％ 2.03％ 2.06％ １．７３％ １．９８％ １．８４％ １．７４％

電話対応 3７．１２８ 37.286 38.503 58.434 4９．１２４ 4４，２８１ 42.496

(深夜帯） 7.742 7,624 8.930 1２．６６７ 1０．９１６ 9.809 1１，２４６

内科 347 386 463 558 649 564 6０１

小児科 3５１ 350 276 3３１ 380 367 319
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中越こども急患センターの利用状況（長岡市）：平日夜間のみ、２１年４月より土曜日夜間追加

１８年度１９年度２０年度２１年度２２年度２３年度２４年度

匹遷空呵-ｍ■￣、-ｍ■…－－７￣Ⅲ、
■司開W■■－－－－－￣、-
匹手罰認■￣￣￣■■扉＝■、￣耐一
四司開W…■￣■■■■■ﾛ■－－■■｢－－＝■E~~~-

-洞印画
(長l1Ilil巾医liiIi会提供の資料による）

そのような１次患者を中心にした急患診療所を、

新潟大学小児科と市内７カ所の病院小児科が２次輪

番病院として支え、入院が必要な患昔の診療を行っ

ている。このため､急患センターに勤務する医師は、

多忙ではあるが、比較的安心して診療できると思わ

れる。

新潟県第２の部市、長岡市は、昭和49年度から保

健所内に併設する形で休日診療がME|始されたが、そ

の後地域の小児科医の努力により、徐々にその機能

を充実させ、平成18年３月より中越こども急患セン

ターと発展している。同地域では、開業医は比較的

少ないが、３カ所の病院小児科が充実している。そ

のため、平日と土曜日夜間は開業小児科医と勤務医

がほぼ半分ずつ急患診療にあたり、体Ｈは病院小児

科が診療にあたるという分業がなされている。しか

し、当地の|＃|業小児科医は忙しく、Ｒ常の外来診療

でかなり疲弊している。また、病院小児科医は、平

日の２次輪番病院も携帯電話で診療補助をおこなう

サポート医を兼ねている。その医師個人にサポート

代が支払われているが、開業医同様かなり負担がか

かっているものと思われる。

このように、各地の急患診療は、行政、医師会、

大学の協ﾌﾞﾉにより行われ、これらの組織的努力で大

きく進展してきた。これには各地域の小児科医が、

行政、医師会への啓蒙活動を行い、学会へも働きか

けた事が大きく貢献したと思われる。しかし、現実

の急患診療は、各小ｿJ科医師個人の犠牲的精神によ

る協力に支えられている面も多く、今後、参加医師

の補強だけでなく､忠音教育に軽症患者の受診抑制、

電話対応看護師の教育による受診抑制などが必要と

思われる。

6．岩手県一関地域(両磐医療圏)の
小児救急医療の10年間の変遷

岩手県小ﾘｊ科医会

誠信堂医院小1,1J科本多聡

第26回東北・北海道小児科医会総会シンポジウム

において、我々は一関地域（両磐医療圏）の小児救

急医療の状況と問題点について報告した。その後７

年を経過しての当地域の小｣ﾉJ救急医療体制の変遷に

ついて報告する。

岩手県には９つの医療圏があり、小児の夜''１１救急

医療体制が整llliされているのは盛岡it｢を中心とする

盛岡医療圏のみで、他のほとんどの医療圏では夜間

は小ﾘ凸科常勤医のいる２次病院が軽姉電症ｌｌｌｌわず診

療をおこなっているのが実情である。

両磐医療圏は一関市を中心とする人Ｕ14万人の岩

手県南端の医療圏である。圏内の小ｿJ科医数は７名

で、そのうち地域の基幹病院である県立磐井病院の

小児科常勤医は現在２名のみである。隣接する宮城

県北地域も極端な小)'しl科医不足のため、夜'''１は当地

域のみならず宮城県北からも患者が押し寄せ、病院

小児科医は過重な負担を強いられている。

平成１４年９月、一関市在住の生後８か月の男児が

夜間小児科医の診療を受けられないままに死亡する

という悲しい事件が起きた。その事件をきっかけ

に、当地域での長年の課題であった小児夜間救急医

療体制の整備について検討がなされた。

急ぎ行った一関市医師会員のアンケート調査では

92％が小1,1J救急医療に対し何らかの対策が必要と考

えていたが、小児救急医療に参加しても良いと考え

ている会員は41％にすぎず、不参加の理由は「専門

領域ではないから」ということが多かった。

しかし、小児科医数が絶対的に不足している状況

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

患者数 3．１２６ 3,029 3．１９４ 5．１５０ ４，７００ ４．２７２ 4.018

病院搬送 1１３ ８１ 8０ 9７ 1３７ 1２３ 1０３

電話応対 498 538 697 1．２０６ 1，０４５ 972 8４１

病院搬送 113 ８１ 8０ 9７ 1３７ 1２３ 1０３

(％） 3.6％ 2.7％ 2.5％ 1.9％ 2.9％ 2.9％ 2.6％
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下では､専門外の医師の多数の参加が不可欠である。

いくらかでも参加しやすくするために、小児科以外

の医師を対象に、小児科医が講師となっての研修会

や、小児診療マニュアルの作成配布などを行った。

多くの医師が参加できて継続可能な体制を検討

し、平成１５年４月から20の医療機関（小児科３，内

科16、外科ｌ）で夜間６時から８時までの輪番制で

スタートした。

第26回の当総会のシンポジウムで、開始後３年間

までの経過を報告した。

その時点での1日あたりの受診者数は平成15年

2.4人、平成１６年２３人、平成17年2.4人となかなか浸

透して行かない状況で、また、市内中心部の医療機

関が当番の曰に比べて中心部から離れている医療機

関が当番曰の受診は極端に少ないという問題があった。

そこで平成20年、市民に対して夜間小児診療体制

の診療時間や輪番制についてどう思うかアンケート

を行った。

診療時間について「午後８時以後も診療を望む」

が78％をしめ、輪番について「現在の体制でよい」

が33％、「固定してほしい」が33％であった。

アンケート結果を踏まえ、夜間診療所の設置等も

市に打診したが、予算等の事!|青で現状のままとなっ

た。次善の策として、患者の移動を少しでも軽減す

るために圏内を東西２地域に分け、毎日２か所での

輪番に増やした。診療時間については、インフルエ

ンザの流行期等は随時延長することとした。

その結果１日あたりの受診者数は平成21年度６１

人、２２年度7.5人、２３年度7.9人、２４年度8.0人と漸

増した。

平成22年、再度市民にアンケート調査を行った。

診療時間について「午後８時以後も診察を望む」は

55％といぜん半数以上をしめていたが、輪番体制に

ついては、当番医療機関を２か所とした影響か、「現

在の体制でよい」が33％から51％に増加していた。

まとめ

当地域の小児救急医療体制はまだまだ十分とはい

えない。夜間輪番制がスタートして１０年が経過し、

経過中、毎日の当番医療機関が２か所になったこと

から以前より利用しやすくなったとの声も聞くが、

毎日当番が変わることのわかりにくさや診療時間が

短いため、まだ受診者数は多くはない。また、病院

小児科の負担軽減にもあまり寄与できていないのが

実情である。

今後、患者の受診しやすさや病院小児科の負担軽

減のために、診療時間の延長や診療所の固定化（夜

間診療所の設置）等、行政を含めてのさらなる検討

が必要であると思われる。

7．秋田市における診療参加型病診連携と小児科救急医療体制について

秋[H県小ｿLl科医会

市立秋Ｈ１総合病院小児科小泉ひろみ

小児救急は、秋田県の医療整Iilli計HlIiの中でも課題

の１つとして取り上げられている。また、曰本小児

科学会や曰本小児科医会でも、小児救急医療体制は

検討されてきている。

秋|Ⅱ県は縦にやや長く広い面積を持ち、全体の人

口も減少しているが特に子どもの人ｕ減少が急激で

ある。秋田大学の小児三次医療につなぐべく、県北、

県央、県南での小児科一次、二次救急医療体制の整

備が進められてきている。

平成24年９月、秋田県の県央に位置する秋田市立

夜間休日応急診療所の機能を改善するために、これ

まで独立して秋田市医師会により運営されてきた同

診療所を廃止し、市立秋田総合病院においていわゆ

る診療参l川型病診連携の小児救急医療体IIillに変更し

たので、これについて報告する。

調査の目的）秋田市立夜間休日応急診療所の機能を

変更させたことが、受けⅢとなった市立秋'１１総合病

院および秋|Ⅱ市内の他の３総合病院に与えた影響に

ついて調査する。また受診患者の動向や意識につい

て調査し、今後の地域小児科初期救急医療体制の方

向付けについて検討する。

調査期間）平成25年４月～６月（比較として平成２４

年４月～６月を検討）
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148人、入院数１３人であり、平成25年度では受診

数139人、入院数15人であり、今回の初期医療体

制の変更での影響はなかった。絶対数は多くない

が、－次救急医療患者受診も多く、大学病院の機

能を考えるとより減少することが望まれる。

4．受診者の居住地区では、秋田市が全体の86％を

占めていた。県内では、秋田市外24市町村中１７市

町村から271人の受診があった。県外からの受診

者は76人であった。

５．受診後のアンケートは、６月３日（月）～30曰

（曰）の４週間おこない、279人（37.2％）から回

答をいただいた。当外来を受診した理由では、

７７％が｢小児科医がいるから」と回答していた。秋

田市以外から受診した場合も、その79％が同じ理

由であった。以前の応急診療所と比較して良く

なったと回答したのが98％で、９７％が次回も受診

したいと回答していた。

６．診察をおこなっている医師へのアンケートで

は、受診する側にとって良くなったと医師が思え

ることでは、検査や入院が同じ病院内でできるよ

うになったこと、診療時間帯が長くなったこと、

処方する薬の種類が増えたことの順番であった

が、受診する側にとって、待ち時間が長くなった

ことを懸念していた。働く側にとって良いこと

は、入院させやすくなったこと、検査がしやすく

なったことの||頂であった。一方、働く側にとって

悪くなったことは、研修医の指導や病院のオーダ

リングシステムであった。「診療参加型病診連携」

システムについては、回答した医師の67％が維持

すべきと回答した（変更すべきは、８％)。

調査内容）

ｌ）市立秋田総合病院小児科救急外来の受診患者

数、小児科救急外来よりの入院数、その中で翌

曰以降他病院へ希望による転院数、同病院の小

児科医呼び出し回数

２）他の３病院の時間外受診小児科救急患者数、

救急外来よりの入院数、小児科医の呼び出し回数

３）秋田大学小児科の時間外受診数、救急外来よ

りの入院数

４）受診患者の居住地区

５）受診患者に受診後アンケートをおこなう。

６）出動している医師にアンケートをおこなう。

結果）

これまでの応急診療所の運用時間

毎日：１９時半～22時半

日曜日、祝日：上記に加え９時半～15時半

変更後の小児科救急外来

平日：２４時間体制

土日、祝日：９時半～22時半

1．小児科救急外来受診数について

＝＝＝0８００
２５年度の（）内は、前年度と同じ時間帯部分だけを

示したものである。患者数増加は、主に時間帯の延長に

よるものが大きかった。

2．小児科救急外来よりの入院患者について

壬
まとめ

昨年行われた秋田市の小児初期救急医療体制の変

更について、検討した。トリアージの導入やオーダ

リングによる薬剤管理などをおこない、患者にとっ

てメリットがあったと思われる一方、医師にとって

負担があることもわかった。当外来からの入院患者

は、深夜帯の受診者に多く、市内の他病院小児科医

の負担が軽減している可能性はあるが、今回の調査

では判断できなかった。また今回は報告しないが、

当外来を普通に受付して受診する重症児も少なくな

く、トリアージの重要性があらためて認識させられ

ており、この少数の重症児のために当救急外来は維

持すべきであり、そのために診療参加型病診連携は

堅持していきたいと考えられた。

開設当初からの申し合わせで、この中の６人が希望に
て翌朝他院へ転院となった。

3．市内の他の３総合病院における小児科救急外来

患者数、救急外来よりの入院患者数、小児科医の

呼び出し回数について。

３つの総合病院において、受診者数、入院数、

呼び出し回数が前年同期に比べて減少している病

院が２つ、いずれの項目も増加している病院が1

つであった。大学病院では、平成24年度が受診数

４月 ５月 ６月

Ｈ２４応急診療所 464 483 300

Ｈ２４市立病院 250 287 224

合計 714 770 524

Ｈ25現小児科救急 925(392） 1,225(612） 832(309）

平日

17時 〆～〆 寺半

１９時半～22時半

22時半～翌朝

13人

15人

26人

土曜日

9時半～19時半

１９時半～22時半

22時半～翌朝

14人

５人

０人

日H崔日・祝日

9時半～17時

17時～22時半

22時半～翌朝

１５人

11人

1人
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S・行政・医師会・小児科医会の強固な連携体制を目指して
－８年間にわたる小児救急医療地域研修会の事業を通して協力関係を考える－

北海道小児科医会救急部

豊平おおたこどもクリニック太田八千雄

【北海道小児科医会の基本的立場】

北海道は面積が８４万Ｍ（日本の23％)、人口は546

万人（全国８位、日本の４３％）（小児人口66万人、

全国９位)で人口密度は69人/klliiで全国平均342人/knii

（１／５）、東京6,038人/klli（ｌ／88）と比較しても特

異な環境に置かれている。

しかし反面、札幌市近郊に半数近く人口が集中し

ており、小児科医師も600人のうち270人が札幌圏に

集中し、過疎と過密の問題が顕著に現われている。

超過密地域である札幌市の救急医療問題解決には、

小児科学会が提案した中核病院へ集約化することが

基本的な方向であるが、過疎地域の問題こそ北海道

の主要な問題である。

従って医会は「救急医療は地域共同医療ネット

ワークであり、地域事情の異なった広大な北海道に

おいて、その地域に根ざした個別のシステムを作る

ことが重要である」と考えてきた。私達は地域関係

者の接着斉Ｉになって継続的な講習・検討ができる場

を求め、講演の資料を提供可能とする準備を進めて

きた。その意味で小児救急医療地域研修会こそ、私

達が求めてきた事業であった。８年間、全道８カ所

で毎年リニューアルしながら継続してきたが、その

準備には並々ならぬ時間と労力が費やされてきた。

医会単独では決して継続させることは困難であっ

たが、道医師会･北海道庁と協力し、一緒に支え合っ

たことで維持できたと考えている。

た。しかし、１６年より行っていた＃8000電話相談事

業研修のマニュアル・スライドが準備されていたた

め、各地域へ参考スライドを提供できる見通しがた

ち三者共同で開催した。７地区で322名：医師288名

（89％）（内科医140名、小児科医61名、外科医22名、

その他65名)､行政24名､その他10名の出席があり、終

了後にアンケート調査を行った。研修会は非小児科

医にとって有用、ilf続すべきとの意見が90％を占め

た。単年度の予定であったが、評価が高いため継続

事業になり、１９年度には看護師・保健師・救急隊ま

で対象拡大し、２０年度には研修医へ拡大した。私達

は過疎地域における共同医療システムの構築を主要

な目的とし、小児を診療する他科医i''１１と小児科二次

救急病院の医師の顔つなぎの場、小児医療に関わる

関係者のネットワークを築く場として研修会を位置

づけた。

参加者の事業評価は高く最近は95％が有益、９６％

が継続を希望している。

２４年度は８地区で767名（平均96名）：医師241

名、看護師169名（22％)、救急隊267名（35％)、助

産師５名、保健師44名、薬剤師10名、行政13名、そ

の他18名の出席者があった。

【研修会における行政、医師会、医会の協力体制】

研修会は、三次医療圏の主要都市で開催すること

を原則（８カ所）とするが、郡市医lilIj会の要望に

よって、主要都市以外の地方都市でも開催してい

る。

・道医師会事務局は、郡市医師会と協議し、研修

会開催場所と開催時期を事前調整し、７月中に

試案を作成。その案を医会へ掲示し決定してい

る。

・研修会案内は、道庁・郡市医師会を通じ各医療

機関、看護協会、消防本部、行政機関へ通知し

ている。道医師会も会報へ掲載し広報に努めて

【北海道小児救急医療地域研修会の実績】

平成17年に厚労省は｢小児救急地域医師研修事業」

を、他科医師向けの地域小児救急医療体制補強と向

上を図る事を目的に､国と県からl／２ずつ支給する

施行細則を定めた。北海道は９月に道医師会を通し

て研修会開催への協力を医会に要請してきた。全道

７カ所で開催予定であり､突然の提案であったため、

医会は「受けるべきでない」との意見が多数を占め

釧路市

114名

帯広市

１１５名

富良野市

７２名

地区

参加者

江差町

６９名

紋別市

106名

岩見沢市

７６名

伊達市

８７名

札幌市

128名
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毎年80枚程度の新しいスライドが追加作成され、

貴重な症例が蓄積されている。

全道８カ所の研修会に、道庁、道医師会、医会か

ら担当役員が１名ずつ参加し、研修内容と受講状況

を把握している。

いる。

・小児救急研修会の事業評価と次年度の希望など

に関するアンケート調査を毎年実施している

が、研修内容を向上させるためにも有益であ

る。

・講師は地域病院小児科、医会の地方理事に連絡

し、２時間の講演予定で地元２名が担当してい

る。医会が用意した９項目、290枚のスライド

から自分の講演に利用できるスライドを選び、

内容は講師が自由に作成可能としている。

ただし「はじめに」と「救急蘇生」の２項曰につ

【まとめ】

今後の北海道小児救急地域医療体制を支えていく

のは個人でなく細罎織である。

公的な合意形成を作り上げていくためにも､行政・

医師会・医会の具体的な共同事業を継続・発展させ

ていくことは非常に重要である。いて講演することが義務付けられている。

曇

曇
蝋
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会 会長 議報 告

酒田市齋藤慶

第33回東北・北海道小児科医会連合会総会の会長会議は、平成25年１０月６日午前８時からニューオータニ

イン札幌で開催された。山形県からは私と、秋場、小関の３名が出席した。

1．各道県からの報告事項と議題

【北海道】曰本小児科医会報46号の巻頭に富樫先生が述べている如く、道内の若者、小児に日本脳炎ワクチ

ンを接種すべく、高橋知事も動き出した。

【岩手県】第25回小児科医会総会フォーラムを、平成26年６月１４日（土)、１５日（曰）に盛岡市民文化ホール

（マリオス）で開催する。東北各県・北海道の会長には教育講演の座長を務めてもらう予定であ

る。

【宮城県】ｌ）東日本大震災支援事業として日本小児科医会より1,365万円、宮城県小児科医会から390万円

の支援を受け、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３月末まで実施し

ている。

【秋田県】ｌ）予防接種広域化を予定しているため、各県から情報を提供いただき感謝。理想は新潟県の全

県下統一料金だが、県医師会も難色を示している。平成25年４月から全県下で実施している。

２）予防接種後の有害事象に対する対応。１年前の岐阜県でのⅡ脳ワクチン接種後の突然死。

ＱＴ延長と痛みによる驚樗が契機となったが、接種医師は実名報道されマスコミのさらし者に

された。平素から救急病院と医llllli会が話し合う必要がある。

【山形県】ｌ）予防接種率の向上を期し、県医師会、県産婦人科医会の協力の下、「ワクチンは生後２ヵ月か

ら－赤ちゃんをワクチンで防げる病気から守りましょう」というポスターを作成し県内の小児

科、産婦人科に掲示した。

２）「山形県の休日夜間一次救急医療体制」の実態調査を行った。

【福島県】ｌ）福島の被災地・避難区域の子どもたち、および自主避難の子どもたちへのロタウィルスワク

チン接種助成事業。平成24年11)115日～平成25年３月31曰の期間を６月30日まで延長、さらに

９月１３日まで再延長した。接種券発行総数733件で終了。

２）支援金で「ワクチンは生後２カ月からはじめましょう」「同時接種が可能です」というパンフ

レットを作成し、県内の小児科、産婦人科に配布した。

３）７月７日の県小児科医会総会声明を９月１８日に県へ、９月291二|に国へ提出した。

ａ）県内の子どもたちへのすべての公費助成無料化

ｂ）県内に総合小児医療センターの設置を

上記２項目が主な要望内容である。

【青森県】ｌ）９月に小児科外来診療料のアンケート調査を行った。２／３が採用していた。

２）家庭看護力向上のための意見を集約した。
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廣川宏先生が日本小児科医会名誉会員に

９月５日に県福祉保健部長と懇談を持った。

予防接種パンフレットを作成した。小型サイズで携帯しやすい。

【新潟県】ｌ）

２）

３）

2．連合会事務局からの報告

ｌ）日本小児科医会役員の東北・北海道関連の報告

２）森川利夫先生（前日本小児科医会副会長）６月１０日にご逝去。

３）今回から日本小児科学会専門医研修集会の４単位が認定された。

４）小児科学会専門医研修集会の単位申請手続きのため事務局で連合会総会会則を作成した。

５）会費変更：現在の年3,000円から５万円にする。

会長会議１０万円、総会20万円の合計30万円助成する。

平成26年６月の盛岡での総会フォーラムに30万円助成する。

６）平成26年の連合会総会は日本小児科医会総会フォーラムとして６月１４日、１５日に岩手県で開催する。

７）平成26年の会長会議は１０月５日（日）に宮城県で開催する。（江陽グランドホテル予定）
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シンポジウムに参加して

'１１形市秋場伴晴

シンポジウムの発表内容の多くは、県単位あるい

は地域における小児救急医療体制の現状と課題に関

するものであった。青森県の河内先生は、青森県の

６つの医療圏の中で唯一365[124時１１１１の小児救急医

療体制を敷いている津軽地域の現状について発表さ

れた。現在は大変順調に運営されているものの、小

ﾘL1科医の不足と高齢化というIHI越点が露見してきて

いるとのことであった。山形u,しの中咀先生は山形県

全体の休日夜間の一次救急医療体制の現状について

報告された。詳細は本号に掲載されているので省略

するが、小児科医の偏在が著しく、lll形市休１１夜間

診療所のように小児科医だけで順調に運営されてい

るところもあるが、他の地域においては小児科医が

少なく、参加している医師の負担が少なくないのが

現状である。福島県の伊藤先生も、福島県全体の小

１，'J救急医療体制についてお話しされた。福島U1Lは福

崎市と郡山市に小児科医の半数以上が集中してお

り、それ以外の地域における小ｿJ救急医療体制の問

題点を指摘された。新潟県の佐藤先生は新潟市と長

岡市における急患センターについて紹介された。特

に新潟市では、最近コンビニ受診による受診患者の

増加で担当医師の疲労を招いているとのことであっ

た。岩手県の本多先生は一関地域における小児救急

医療体制の変遷について報告された。この地域では

平成14年に生後８カ月の男児が夜''１]に小児科医の診

察を受けられずに死亡するという悲しい事件が起き

た。これを二度と繰り返さないために検討がなさ

れ、現在では２カ所の当番医療機ＩｌＬ１が診療に当たっ

ているとのことであった。秋、県の小泉先生は、秋

Ⅱ1市における小児救急医療体制について発表され

た。秋田市はそれまでの夜間休日応急診療所を廃止

し、市立秋田総合病院における診療参加型病診連携

の小ﾘj救急医療体制に変更したが、それに伴う患者

動向の変化や、医師と患者のアンケート調査結果な

どが示された。山形市など、多くの都市とは異なる

体制を採っているが、現時点ではこれを堅持したい

との考えであった。

このように、小児救急医療体制は各地域の実情に

あった工夫がなされているが、総合討論ではどこの

地域でも共通する幾つかの問題点が挙げられた。第

一は小ﾘ凸科医の不足と偏在である。いずれの道県に

おいても、道あるいは県庁所在地にかなりの小児科

医が集中しているため、この地域において小1,1J救急

医療体制を構築するのに人的な面では大きな問題は

あまりない。これに対し、それ以外の地域での医師

の確保が大きな問越となっており、小ﾘd科医だけで

行うのはなかなか困難な状況にある。最近は医I11jの

高齢化が進み、救急医療から撤退するケースが増え

ている地域も少なからずあるようである。第二は患

者の専川医志向が強くなっているということであ

る。つまり、時間外でも小児科医に診てもらいたい

という患者が多く、小児科医の少ない地域では小児

科医以外が診療に当たるのは止むを得ないことであ

るが、トラブルになることもあるそうだ。第三には

軽症患昔の増加である。この原|天|として、かかりつ

け医の患TL2fへの指導不足、また、マスコミで「熱が

出たらすぐに受診しましょう」などと報道されるこ

とがあり、これらに関する改善の必要性が指摘され

た。

北海道の太田先生からは、８年前から北海道小１，'ｊ

科医会が取り組んでいる他科医師向けの「小児救急

地域医H1Ii研修事業」について発表があった。この事

業では、道庁や道医師会とも協力し、最近は研修医、

看護帥、保健師、救急隊にまで対象を拡大し、成果

を挙げているとのことであった。これと似たような

事業は、’１１形県も含め幾つかの県でも実施されたよ

うであるが、それが継続されていないとのことであ

る。小ｿJ科医が不足している現状において、他科の

医師の協力は不可欠であり、小児救急医療に関する

研修は、医療の質の向上のためには是非とも必要な

ことであろう。

宮城ＵＩＬのｌＩＵｌｌ先生からは、新型インフルエンザパ

ンデミックや東日本大震災の際に、小ｿJ救急医療体

制を維持するために医会、学会（大学)、行政の連携

がどのようになされたかについて発表があったが、

それぞれがLl頃から良好な関係を保っていることか

ら、大事に遭遇しても比較的スムースに事が運んだ

ということであった。

小児救急医療は、小児科医の不足や偏在が著しい

ため、すべての地域で満足のいく体制を構築するこ
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県の小児の救急医療体制は､私個人の意見としては、

医療資源が乏しいなか比較的充実しているのではな

いかと考えている。しかし改善すべき点は少なから

ずあると思われ、今後、各方面からの意見を集約し

ながら、安心して子育てができる県を目指さなけれ

とは不可能である。そういったなかにおいて、各地

域において様々な工夫がなされているが、他科の医

師の協力を得たり、軽症の患者の受診を減らすため

の患者教育など、小児科医だけの努ﾉJでは限界があ

り、医師会や行政などと連携して、地域の実情に即

した最善の体制を組むことが求められている。’11形 ばならないと感じている。

11JFllCJJmFJ了■■

Ｗヘノ

艀_‘
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調査研究報告

山形県の休曰夜間小児 次救急医療体制の現状
▲

山形県小児科医会

なかさとこどもクリニック中！\！満

【目的】

山形県における休日夜間の小ﾘ｡－次救急医療体制

の現状を明らかにすることを目的に調査を行った。

以外の医師も診察する夜間休日診療所が、最上地域

にｌか所、休日診療所が村山地域に２か所、置賜地

域に２か所ある。その他、庄内地域の県立日本海病

院と鶴岡市立荘内病院で、小児科医による平||夜間

の一次救急診療が行われている。【方法】

’１１形県内各地域の休日夜間の小ｿJ一次救急医療体

制の現状について、各地域の山形県小児科医会理事

に聞き取りを行った。

１５歳未満人口10万人に対する小児科医師数は、厚

生労働省の平成24年医師・歯科医師・薬剤師調査の

概況（平成24年１２月３１日現在）によった。

山形県市町村の１５歳未満人’１は、平成24年山形県

の人口と世帯数（平成24年10川１１１現在）により、

小ｿj科医師数は山形県医療施設従事者数（従業地)、

診療科名（主たる）・保健所一市|IIJ村別（平成22年末

現在）により得た。

体Ｕ夜間診療所の受診患者数については、各診療

所事務局に問い合わせた。

庄内地域小児一次救急医療体制について

酒田市の休日診療所は、休日の午前８時30分から

午後８時30分まで診療を行っているが、午後４時３０

分まで小児科医が小児の診療を行っている。診療に

あたる小児科医は、酒田市内開業医と県立曰本海病

院小児科医８名であり、１人年間８１皿１から９回の出

務になっている。このほか県立日本海病院で、平１１

午後５時あるいは７時から午後１０時１５分まで、開業

小児科医５名と病院勤務小児科医が夜間小児救急診

療を行っており、こちらは１人月２回程度出務して

いる。

問題点は、開業小児科医が高齢化しつつあり、負

担が大きくなってきたことである。対策として、小

児科を標傍していない医師を対象に小児救急医療講

習会を行い、小児一次救急診療にたずさわる医師を

増やしていくことや、隣接する鶴岡市小児科医会と

協力して、今後の救急体制を構築することである。

鶴岡市の休El夜間診療所は、休日は午前９時から

午後９時まで、平曰は午後７時から午後911寺30分ま

で診療を行っているが、このうち体'三|午前は小児科

医が小児の診察にあたっている。これに参加する小

児科医は８名で、年間８回から９回の出務になる。

この他鶴岡市立荘内病院で、平曰休１１の午後５時か

ら午後９１１寺まで、荘内病院小児科医が小ﾘｊの一次救

急受診忠者の診察を行っている。

問題点は、①基幹病院の一次救急患者はまだまだ

多く、病院医師の超過勤務の解消には至っていな

い、②体11夜間診療所への参加は任意のため、出務

する医師としない医師に格差がある。また診療科に

よっても需要に差がある、③専門外の診療に対して

患者からクレームがでたり、医師が診療を制限した

【結果】

山形県内の小児科医師数について

Ⅲ形県の小児科医師数は庄内地域30人（鶴岡市１８

人、酒田市11人)、最上地域５人（新庄市５人)、村

'１１地域83人（山形市62人)、置賜地域23人（米沢市９

人）で、県全体では141人であった。山形市には県全

体の44％の小児科医師が集中していた。各地域の１５

歳未満人口１０万人に対する小児科医師数をみると、

庄内地域は84.6人、最上地域は50.6人、村山地域は

１１６１人､置賜地域は82.4人であった。山形市でみる

と187.6人であった。全国平均は９８７人であり、村

111地域以外では全国平均値を下'''１っていた。

山形県内の休日夜間診療所について

休日夜間の小児一次救急に対応する休日夜間診療

所をみてみると、小児科医が小児の一次救急診療に

あたる休日平日夜間診療所は庄内地域に２か所、村

山地域にｌか所、置賜地域にｌか所ある。小児科医
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この他村山地域では、村山市と東根市の休日診療

所や、休日平日の当番医制により、－次救急の対応

がなされている。また、山形県立河北病院では、平

日午後７時から１０時まで地域医師会の開業医師が一

次救急患者の診療を行い、病院勤務医の夜間救急外

来診療を支援している。

りするなど患者側医師側双方に問題がある、④感染

症の流行期などには、待ち時間や診療時間が大幅に

延長する、⑤現状では時間外の医療需要に対して、

十分に対応できる医療資源がなく、不要不急の時間

外受診を控えて頂く対策が必要である。

対策として、荘内病院小児科医による、医師や保

護者向けの小児救急に対する講演を行っている。

置賜地域小児一次救急診療体制について

米沢市平日夜間・休日診療所は、休日は午前９時

から午後５時まで、平日は午後７時から午後９時３０

分まで診療を行っており、休日の小児患者は小児科

医が診察を行っている。参加小児科医は米沢市内開

業小児科医４名と１１１形大学小児科医に加え、近年は

米沢市以外の置賜地域開業小児科医３名と他地域の

小児科医２名も参加している。年６回から７回の出

務である。

問題点は、米沢市内開業小児科医が４人と少な

く、近年高齢化しつつあり、負担が大きくなってき

ていることである。対策とし、周辺市町とまとまっ

て､小児救急一次診療体制を再構築する必要がある。

また、医師や保護者を対象に、小児の救急医療につ

いて講習会を行っている。

置賜地域にはこの他、休日診療所が南陽市と長井

市に２か所ある。また、公立置賜総合病院で、平ロ

午後７時から午後１０時まで、開業医師が一次救急診

療を担当する夜間協働診療を行い、休日午前８時３０

分から午後５時まで病院小児科医と開業小児科医

が、小児一次救急患者の診察を行っている。

最上地域小児一次救急医療体制について

最上地域では、新庄市に夜間休日診療所がある。

平日は午後７時から午後９時30分まで、休日は午前

９時から午後５時まで診療を行っている。小児科医

４名を含む27名の医師が参加し、内科小児科の一次

救急診療を行っている。年間12回から18回の出務で

ある。

問題点は、利用者が過去５年間であまり増えてい

ないことで、経営的には少し赤字である。しかし、

基幹病院の県立新庄病院の軽症患者は少し減少して

いるようである。近年参加開業医師が減少してき

て、病院勤務医にも診療してもらっている。住民か

ら、診療時間の延長や休日の夜間診療の要望もある

が、現状では対応できない。

対策として、小児初期救急診療研修会が、医師と

医療従事者を対象に年１回、保護者向けの講習会も

年10回程度行われている。

新庄市ではこの他に、平日夜間に週１回、休日に

月２回ないし３回程度、定期的に時間外診療を行っ

ている医療機関がある。また、最上地域では、行政

の協力で設立された、「私たちとお医者さんを守る

最上の会」という任意団体があり、医療機関の適正

な受診を勧める啓発活動を行っている。

平成24年度休曰夜間診療所受診患者数について

各診療所の受診患者数を表に示す。各診療所の受

診患者のうち小児科受診の割合は、休日は40.2％か

ら66.6％、夜間は29.4％から66％であった。１日平

均小児科受診患者数は、休曰は２８６人から８４５人、

夜間は2.3人から１８１人であった。１日の小児最多

受診患者数は、山形市休曰夜間診療所の場合、休日

が137人、夜間が43人であった。

村山地域小児一次救急医療体制について

山形市休曰夜間診療所は、休日は午前９時から午

後５時、夜間は休日平日とも午後７時から午後11時

（小児科診療は午後７時30分から午後10時30分）ま

で診療を行っている。小児の診察は、体ｕ、夜間と

も小児科医が行っている。開業小児科医、111形県立

中央病院、山形市立病院済生館、｜｣I形大学附属病院

小児科医師が参加し、休日診療は年４Ｕ程度、夜間

診療は月１回程度の出務である。

参加医師が多く、診療所の設備も充実し、現状で

は運営における問題はない。受診患者は村山地域の

広い範囲にわたっており、今後は参bⅡ医師と診療圏

をさらに広げていけるのではないかと思われる。

まとめ

山形県内の休日夜間の小児一次救急医療は、休日

夜間診療所や地域基幹病院における小児科勤務医や

開業小児科医との連携による小児一次救急診療な

ど、各地域の実情に応じた取り組みがなされてい

る。

夜間診療所は、遅いところでも午後11時に診療が
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終了し、その後の一次救急診療は基幹病院が担って

いる。

小児科医が多い山形市の休曰夜'''１診療所は、受診

患者数も多く、運営上の大きな問題はないが、山形

市以外の地域では、小児科医が少なく高齢化しつつ

あり、休日夜間一次救急を担う医師確保が難しく

なってきている。医師会、市町村枠を超えて連携を

考える必要がある。また、不要不急の一次救急受診

に対する対策が必要である。

小児の夜間休日一次救急医療には、小りし』科医以外

の医師の協ﾉJが必要であり、小児科を専'''1としない

医師に対して、講門会などの支援が必要である。

地域住民は子どもの急病時にも、安心して対応で

きるような－次救急医療体制を望んでいる。限られ

た医療資源でどう対応し充実させていくか課題であ

る。

表休曰夜間診療所受診患者数
平成24年度

ﾉ｣)児科の害U合

休曰休曰夜間

平曰夜間

1曰平均ﾉ｣)児科患者数

I木曰 休曰夜間

平曰夜間

1曰最多患者数

|木曰休曰夜間

平曰夜間

酒田市(木曰診療所 55％ 41.8人

鶴岡市(木曰夜問診

療所

40.2％２９．４％

3629/６

29.9人4.2人

2.8人

161人 ３０人

(全科）３２人

新庄市夜間(木曰診

療所

37人

(内科ﾉ｣)児科） ６５人

山形市(木曰夜問診

療所

62.1％６６．０％

(休日平曰）

84.5人１８．１人

(休曰平曰）

137人４３人

(休曰平曰）

米沢市平曰夜間休

曰診療所

666％

63.1％

286人

2.3人
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各委員会報告

第２回日本小児科医会社会保険委員会報告

米沢市小関圭子

時：平成25年１０月2OＩＩ（'1）１１：００～１５：００

所：西新宿和光堂ビル２Ｆ会議室（203号室）

席：南樫武弘、奥村秀定、横山純好、志方出、松田正、長野省吾、

小関圭子、津田正晴、市川Ilz裕、深澤哲、横谷進、師保之、

大'１１昇一、高木英行（14名）

事：１担当副会長挨拶

２．前回委員会以降の社会保|倹委員会関連の動き

３．１１本小児科医会理事会報侍：予防接種の算定基準の明確化について、予防接種の定期接楠化の

動向、成育基本法制定に向けての動き、他

４１１本医師会社会保険診療報IMI検討委員会報告

５日本小児科学会・内保連報告：小児の在宅医療について（小児在宅医療の構造的な問題点、在

宅支援病院に200床以上の病院を加える問題、他)、地域振興小児科、小児の深鎮静、他

６．医療技術（再）評価提案書の厚労省ヒアリング報告

７．１ilj費税増税に関する|青報と対策

８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および検討、今後の予

定

９．平成25年度日本小児科医会社会保険全国委員会について：llll寺、会場、特別講演講師、各都道

府県医会会長宛ての案内文についての報告および検討

10．その他

日
場
出

議

予防接穂料金の算定について、予防接柿指導管理料1300点を希望しているとのことでした。
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平成25年度日本小児科医会
社会保険全国委員会報告

米沢市 小関圭子

日時：平成26年２月23日（日）１３：００～１６：００

場所：和光堂西新宿ビル２階204会議室

１．特別講演

講師：

演題：

日本医師会常任理事鈴木邦彦先生

｢平成26年度医療費改定について」

小児科では、新生児医療増点・小児在宅医療の見直しなど。

バリビズマブは小児外来診療料の算定対象とはならない。

２．報告・協議事項

①日本小児科医会社会保険委員会報告：高木英行

②日本小児科学会社会保険委員会報告：大山昇一

③内科系学会保険連合報告：奥村秀定、（発言）安田正、清沢伸幸

④曰本医師会社会保険診療報酬検討委員会報告：横山純好

⑤平成26年度診療報lWlIl改定について：高木英行

総枠十0.1％、初診料＋12点、再診料十３点、

小児科外来診療料↑（シナジスはずす）

ヒトメタニューモウイルス150点、検査料↓、エピペン820→１００点

⑥平成25年度診療所小児科の医業経営実態アンケート調査報告：松田正

保険診療収入は減少していたが、自由診療収入が増加していため、年間総医業収入は増加してい

た。自由診療収入の総医業収入に占める割合も増加していた。

⑦各地区の情報・報告

⑧次回社会保険委員会の予定：

第25回日本小児科医会総会フォーラム（盛岡）６月151三’（日）

⑨その他：医業実態アンケート調査の報告に関連して、予防接種料金の算定基準が各自治体でバラバラ

なのは問題という指摘があった。

次号の日本小児科医会会報に「平成25年度診療所小児科の医業経営実態アンケート調査ダイ

ジェスト版」を投稿することを確認した。
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｢RSウイルス感染症の治療」

当科のＲＳウイルス感染症入院患者さんの概要

山形市立病院済生館小児科清水行敏

年齢制限は解除してほしいと考えます。2006年11月から2013年１１月までの７年間に当科に

入院したＲＳウイルス感染症患者1,096例につき検

討しました。 図３は入院日数です。平均在院日数は４５日です。

７日以上の入院は37例（３４％）で最長は１３日間でし

た。図ｌに示すように、毎年９月から急激に増えて１２

月にピークとなります。しかし最近は夏でも入院患

者さんがいることがわかります。本症は温帯地方で

は冬季に流行しますが、沖縄など熱帯地方では雨期

に流行します。最近はインフルエンザを始めとして

ウイルス感染症の季節感がなくなってきています。

これも地球温暖化の影響なのでしょうか？

人数
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図３入院曰数平均入院曰数4.5曰

図４は入院時白血球です。ウイルス感染にしては

アデノウイルスと同様に白血球増多を示すことが多

く、１万/１Ｍを超え、中には３万//Ｌ’の症例もあ

ります。2007200820092010201120122013年

図12006年11月から2013年11月までのRSウイルスによる入院患者数
人数

１４０

図２には年齢と男女別を示します。一般にウイル

ス感染症では男児が女児よりも罹患率が高いことが

知られていますが、本症でも同じようです。年齢は

２歳未満が897例（818％）を占めます。つまり、本

疾患は２歳まで入院する可能性が高い疾患と言えま

すので、迅速診断キットの１歳未満という保険上の
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図５は入院時ＣＲＰ値です。４ｍｇ/d０未満が1095例

中972例（８８８％）ですが、１０mg/d1以上をしめした

例も16例ありました。すべて数日以内で改善してい

ます（図６）。CRPが４ｍｇ/d1未満と以上とで平均入

院日数に差はありません。
０１２３４５６７年齢

図２年齢・男女別入院患者数男612名、女484名
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図５入院時CRP値 図９入院時LDH

図１０はＡＳＴないしＡＬＴがｌ００１ＵＭを超えた１０例

の検査経過です。いずれも再検査時には改善してい

ました。一部の論文ではRSVhepatitisとして報告

されていますが、きわめて速く軽快するので、単純

に「ウイルス性肝障害」と考えてよいと思っていま

す。しかし、肝機能のフォロー中にサイトメガロウ

イルス（ＣＭＶ）のIgM抗体価が陽性となった症例が

２例ありました。年齢的にＣＭＶ初感染の好発時期

ですので､遷延する肝機能異常に対してはＣＭＶの重

複感染も念頭に置く必要があります。

図６CRP10以上の16症例のCRPの推移

図７，８，９は入院時のＡＳＴ、ＡＬＴ、ＬＤＨです。

ウイルス感染ですのでＬＤＨは全体的に高値を示し

ます。ＡＳＴ、ＡＬＴがｌ００１ＵＭを超えることは稀で

す。
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図１０ASTないしALTが100以上であった10症例の検査推移

図11はＣＰＫです。時々ＣＰＫが高値の症例を経験

します。２２０ｍ／9以上が50例、５００１ｕ／’以上が９

例あり、最高値は2,3071Ｕ／ｌでした。いずれも数

￣－－，

〕０（ｌＵ/|）2０４０６０８０１００

図７入院時AST値
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図８入院時ALT値 図１１入院時CPK値
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最後に当科の治療についてですが、特にＲＳに特化

した治療メニューはありません。当科の『気管支肺

炎クリニカルパス」に従って、補液とステロイド全

身投与（ＰＳＬｌｍｇ/kg/dose）をおこないます。抗生

剤も殆どの症例で使用しています。喘鳴が強く、酸

素飽和度が90％台前半なら早めにβ刺激斉Ｉの持続吸

入療法（ベネトリン持続吸入十酸素投与）を導入し

ています。今回の検討した例では人工呼吸器使用例

や頑固な無呼吸症例はいませんでした。退院時には

短期間のロイコトリエン拮抗薬（オノン）を処方し

ています。

今回の検討とは別に小児感染症学会で報告したヒ

トメタニューモウイルス(hＭＰＶ)との比較したデー

タを最後にお示しします(表１）。2009年12月から翌

年５月までの６か月間に両疾患で入院した患者さん

を比較検討しました。臨床症状では両者の区別は不

可能であり、年齢がｈＭＰＶで高いですが、同じ治療

メニューで入院日数も差はありませんでした。

日で改善しています(図12)。けいれん等は認めてい

ませんが、呼吸筋に由来するものと考えています。
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図１２CPK500以上の９症例のCPKの推移

図13は血清ナトリウム値です。本症では胸腔内圧

の上昇から肺1,流量が減少し、ＡＤＨ分泌が増加し程

度の差はあるもののＳＩＡＤＨの病態を呈します。

l36mEq／’未満の低ナトリウムｍ症は232例

（211％）でしたが、l30mEq/1未満は４例のみでい

ずれも等張液の補液と水分出納の管理で改善してい

ます。
表１ＲＳウイルスとヒトメタニューモウイルス(hMPV)との比較

Parameters ｈＭＰＶ

(ｎ＝４７）

ＲＳＶＰvalue

（Ｎ＝７９）
人数

２５０

年齢（月）

性(ＭＦ）

受診時体温(>37.5℃）

喘鳴あり

入院前発熱期間（日）

肺炎あり

酸素投与あり

入院後発熱期間（日）

入院期間(曰）

３１．５±２１．５

２６２１

３８５±１０

６８０％(32/47）

４３±2.1

55.3％(26/47）

128％(6/47）

０２±０５

４６±１１

１５１±１１６

４２:３７

３８２±１０

８６１％(68/79）

3.4±19

51.8％(41/79）

12.7％(10/79）

０２±０．６

４４±１．６
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図１３入院時血清ナトリウム値



(3０平成26年３月３１日 山形県小児科医会会報 第63号

山形県立中央病院小児科でのＲＳウィルス感染症の治療

山形県立中央病院小児科藤山純

ＲＳウィルス感染症に対しては、県立中央病院小児

科でも一般的に知られている治療しか行っていない

と思います。それらを挙げてみますが、すべての症

例にスタッフ全員が同じ治療を行っているわけでは

なく、ｃａｓｅｂｙｃａｓｅです。

デカドロンエリキシル１Ｍ/kg/日

（分３）内服、２「Ｉ間。

【入院治療】

多11平吸（70回/分以上)、陥没１１乎吸、無Ⅱ乎吸、哺乳

困難などの乳児、高熱・咳の持続、食欲低下・嘔吐

などの幼児では入院を考慮する。

・補液、喀疾・鼻汁吸引、必要に応じて酸素吸

入、生食の持続加湿。

酸素は、酸素飽和度95％以上を維持するように

適宜調節。

・去疾剤、気管支拡張剤の内服・外用、ロイコト

リエン受容体拮抗剤の内服。

・吸入：喘鳴の強い例ではベネトリン定時吸入

（0.3ｍl＋生食ｌＯｍＬ４～６回/曰)。

さらに重症例ではベネトリン持続|吸入

（ベネトリンlOml+生食ＬＯＯＯｍＤ

乳児の重症例ではペネトリンの代わりに

エピネフリンを同量で使川。

高濃度食塩水（３％）の|吸入は、面倒な

割に明らかな効果なく施行中止。

・胸部写真での肺炎、CRP高値、中耳炎合併、高

熱の持続などでは抗生剤（ＡBPC）静注。

・３ヵ月以下の乳児には、はじめにデカドロン

０５～0.6mg/kg静注。改善のない場合､再度悪化

した場合は12～24時間後に再投与。

・気管支喘息の合併が疑われる例では、プレドニ

ン静注０５mg/kg×４回/Ｕｏ

・上記の治療でも症状が悪化し、呼吸不全の可能

性のある場合は人工呼l及器管理。

【子防】

リスクの高い下記の症例に、抗RSウィルス・モノ

クロナル抗体のパリビズマブ（シナジス）１５mg/kg／

回を、流行期間中に月１回（１０月～４月）筋注しま

す。

・在胎28週以下の早産児で、１２カ月以下の児。

・在胎36週未満の早産ﾘdで、６カ月以下の児。

・過去６ヵ月以内に気管支肺異形成症の治療を受

けた２４ヵ月以下のりｄｏ

・血行動態に異常のある先天性心疾患の２４カ月

以下の児。

【外来治療】

･水分摂取、早期乳児には鼻汁吸引の指導。

.去疾剤：カルボシステイン（ムコダイン）とアン

ブロキソール（ムコソルバン）内服。

･気管支拡張剤：プロカテロール（メプチン）内服、

ツロブテロール内服（ベラチン）

あるいは外川（ホクナリン・テー

プ)。

・ロイコトリエン受容体拮抗斉Ｉ：プランルカスト

（オノン）内服。（症例によって）

・ステロイド剤：悪化が危倶される３ヵ月未満児に
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細気管支炎の薬物治療

山形市秋場伴晴

論文に出くわしたことがない。私が山形市立病院済

生館に勤務していた時に二重盲検試験をしようとも

考えたが、両者の効果があるとの確信を得たからに

は、これらを投与しない群を設けるというのは患者

さんに対して申し訳なく、断念した。本邦における

最近の総論をみても、細気管支炎においてはデキサ

メタゾンもロイコトリエン拮抗薬もコンセンサスを

得られた治療薬ではないという論調である。

一方、海外の文献に目を向けてみると、ここ数年、

ＲＳウイルス感染症あるいは細気管支炎に対するデ

キサメタゾンの投与経験をまとめた論文が散見され

る。それが有用であるとの論文の一つでは、細気管

支炎の患児において、エピネフリン吸入とデキサメ

タゾン経口投与の両者を行った群は、それぞれ単独

で治療を行った群やプラセボ群に比べて入院した患

児の割合が有意に低かったという結果であった（N

EnglJMed2009；３６０：2079-2089)。また最近では、

湿疹や第一親等に喘息の家族歴を有する細気管支炎

の患児を対象とし、サルブタモール吸入とデキサメ

タゾン経口投与を行った群は、対照群に比べて退院

できる状態になるまでの時間が短かったという論文

が発表されている（Pediatrics2013；１３２：e810-

e816)。これら二つの論文におけるデキサメタゾン

の経Ｕ投与量は、１回目は１ｍｇ/kg、その後４～５日

間は０６mg/kgである。デカドロンエリキシルに換算

すると、１回曰は１０Ｍ/kg、その後は６Ｍ/kgで、か

なりの量になる。これらの論文のほかに文献のレ

ビューをしたものが幾つか著されているが、私が知

る限りでは、細気管支炎におけるステロイド剤の有

用性については今後の検討課題であるとの考え方で

一致している。一方、ロイコトリエン拮抗薬は、細

気管支炎の急性期に投与して有用であったという論

文はみたことがない。

このように、デキサメタゾンとロイコトリエン拮

抗薬は細気管支炎の治療薬として広く認められたも

のではないことは十分に認識しているが、１０年以上

に亘り両者を投与した経験から、それらの有用性は

あると確信している。そこで現在の私の細気管支炎

に対する薬物療法は、先ず初診時に臨床症状から大

まかな重症度を評価する。聴診器を当てて初めてⅡ平

Respiratorysyncytial（ＲＳ）ウイルスが乳幼児

に感染すると、臨床像としては多くは紐|気管支炎を

呈する。山形県小児科医会会報の今号の特集のテー

マは「ＲＳウイルス感染症の治療」であるが、ここ

では細気管支炎という病態における外来での薬物療

法、そのなかのデキサメタゾンとロイコトリエン拮

抗薬の有用性について考えてみたい。

最初に、私の細気管支炎に対する薬物療法の歴史

を振り返ってみる。私が本格的に細気管支炎と向き

合うようになったのは、平成７年に大学を辞して長

井市立総合病院に赴任してからである。当時の外来

での治療はと言えば、気管支拡張剤や去疾剤を投与

するくらいであった。しかし、乳児では呼吸器症状

が強くなり、入院治療を余儀なくされる場合が少な

くなかった。平成１０年に山形市立病院済生館に転勤

したが、外来での治療は、当初は同じようなことを

行っていた。それから何年かして、ＲＳウイルス感

染症児の尿中のロイコトリエン代謝産物が増加して

いるという論文を目にした。そこで、ロイコトリエ

ン拮抗薬が臨床的に有用であるとの論文は見当たら

なかったものの、細気管支炎における症状の発現や

増悪にロイコトリエンが関与している可能性がある

と考え、外来で細気管支炎の患児にモンテルカスト

を処方するようにした。きっちりデータを採ったわ

けではないが、入院する患児は減少した。その後、

デキサメタゾンが細気管支炎の症状進展の抑止効果

があるとの学会発表の抄録を見つけ、外来で、喘鳴

が強い患ﾘjに投与したところ、入院する患児はさら

に減少した。もちろん、入院した患児にもデキサメ

タゾンとロイコトリエン拮抗薬はルーチンに投与し

た。その結果、人工呼吸器による管理が必要な患児

はほとんどいなくなった。

では、デキサメタゾンやロイコトリエン拮抗薬に

よる治療がevidence-basedmedicineと言えるのであ

ろうか。この両者による治療を行い、臨床的に有用

であるとの感触を得たころから、同じような感触を

得て治療に当たっている小児科-医は他にも大勢いる

のではないか、そして、いずれ臨床研究の成果を論

文に著してくれる方が現れるのではないかと期待し

ているが、これまでのところ、本邦ではそのような
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気性喘鳴が聴取されるような軽症例は、呼吸困難も

なく、食欲も保たれていて、唾lIlilの障害もない場合

が多いが、年齢にかかわらず外来での治療を原則と

し、気管支拡張剤や去疾斉||にﾉＩ)|]えてロイコトリエン

拮抗薬を投与する。細気管支炎では一般的に第４病

曰が最も症状が重くなるので、それ以前に受診した

場合は、今後、症状が悪化する可能性があるため、

そうなったらなるべく早く再受診するように話して

いる。次に、聴診器を当てるまでもなく直接耳で呼

気性の喘鳴が聴取されるものの、呼吸困難や食欲不

振、睡眠障害のない中等症例に対しては、軽症例の

治療に加え、デカドロンエリキシル１Ｍ/kg/|｣を２

，,'''1投与する。そして症状の悪化がみられない場合

でも２日後には再度受診してもらっている。このよ

うに中等症例では原則的には外来での治療を試みる

が、生後６力１１未満の乳児の保護者には入院粭療が

ベターであることを話し、病院にお願いすることも

ある。しかし、ほとんどの保護者は外来での治療を

希望する。次に、喘鳴が高度でⅡ乎吸困難を呈し、食

欲不振や睡眠障害もみられる重症例は直ちに病院に

紹介する。ところが、次のような症例を経験した。

生後２カ月の男ﾘLlが、診察室に入る前から聞こえる

ような高度の喘鳴を呈していた。－通り診察を行

い、母親に「入院して治療してもらおうね」と話し

たところ、家庭の事情で付き添いができないため何

とか外来で治療して欲しいと懇願された。哺乳量も

比較的保たれていて睡眠もとれているとのことだっ

たので、この年齢の細気管支炎は電症化しやすく、

外来での治療が奏効しない場合が多いことを話した

うえで、外来で治療することにした。デカドロンェ

リキシルは１５'nＭ(g/|｜を投与した。翌’１になり|ＩＩｉｉ

鳴は改善していたので、そのまま外来で治療を続け

た。その後も保護者から外来での治療をお願いされ

て治療を試み、うまくいった生後３力１１以下の症例

を２，３例は経験した。しかし、現在でも重症例は

原則的に病院にお願いする方針に変わりはない。

初診時には以上のような治療方針で診療を行って

いるが、その後の経過はどうであろうか。軽症例の

場合、第４病曰ころに喘鳴が増強し、デキサメタゾ

ンを迫力Ⅱする症例が稀にはあるものの、大部分は数

日の経過で軽快する。中等症例では、211間のデキ

サメタゾン投与であまり改善しない例が１０～20％に

みられ、さらに２１１間追加投与するが、病院に紹介

する例は極めて稀である。重症例はほとんど病院で

入院治療を受けてI擁快しているが、結１口)、当院を受

診した患者のうち、秋から冬のｌシーズンで病院に

紹介するのは重症例の３，４例程度である。これら

はほとんどが第３あるいは４病Ｕに初めて受診して

おり、既に重症化している例である。したがって、

第２病Ｈまでの比較的症状が軽い時期に治療を開始

すれば、重症化する例は少ないのではないかと考え

ている。

明確なエビデンスがあまりなく、コンセンサスが

得られていない医擁行為を文章化して公表するの

は、やや勇気のいることである。今回は、特集を企

画した編集委員の－人として、批判を覚悟で私の治

療法を呈示した。会員諸氏のご意見を廷非賜りたい。
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地区だより 平成25年一年間の報告

地区山形

山形市秋場伴晴

2013年の山形地方小児科集談会の活動について報

告する。

第465回：2013年９月５曰

場所；山形市医師会館

症例検討会（担当：山形市立病院済生館小児科）

ｌ腹部症状が先行した川崎病

２．可逆性脳梁膨大部脳炎（ＭＥＲＳ）

３．特発性発作性寒冷血色素尿症

４．急性化膿性甲状腺炎

第461回：2013年１月23日

会場；山形市医師会館

学術情報

「ロタウイルス胃腸炎とロタウイルスワクチン

の最新の話題一ワクチンによる経済効果も含

めて」

ジャパンワクチン株式会社

谷田部敬太郎氏

第466回：2013年９月25曰

会場；ホテルメトロポリタンLl1形

特別講演

「乳幼児期の予防接種の進め方」

福`島県立医科大学小児科学講座教授

細矢光亮先生

第462回：2013年３月１４日

会場；山形国際ホテル

学術情報

「予防接種による副反応発現時の対応策につい

て」

武山薬品工業株式会社東北特約店グループ

伊藤篤徳氏

特別講演

「小児・思春期の頭痛―どう診'新し、どう治療

するか」

財団法人筑波麓仁会筑波学園病院小児科／

東京クリニック小児・思春期頭痛外来

藤川光江先生

第467回：2013年10月23曰

会場；ホテルメトロポリタン山形

製品紹介

「ロタウイルス胃腸炎一最近の話題」

ジャパンワクチン株式会社

特別講演

「子宮頸がん予防ワクチンー安全性を中心に」

自治医科大学さいたま医療センター

産婦人科教授

今野良先生

第464回：2013年７月１１曰

会場；ホテルメトロポリタンLll形

製品情報

「抗利尿ホルモン用剤ミニリンメルト０，錠」

協和発酵キリン株式会社

特別講波

「夜尿症児にみられる夜間多尿、低膀胱容量の

背景と対処方法」

新都心こどもクリニック院長

赤司俊二先生

第468回：2013年11月７曰

会場；山形国際ホテル

特別講演

「予防接穂最近の話題-13価小児用肺炎球菌ワ

クチンおよび予防接穂の安全性の問題を中心

に」

帝京大学医学部附属溝ｕ病院小児科教授

渡辺博先生
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村山 地区

山辺町板垣勉

勉強会は横浜市済生会東部病|暁小ｿJ科肝'１蔵消化器

グループの乾あやの先生にご講演をお願いした。平

成24年度葛飾区感染免疫懇話会で東京大学医科学研

究所の加藤先生と乾先生のご講演を拝聴して、内科

学から見たＢ型肝炎､小児科学から見たＢ型肝炎は治

療学中心の内科医と予防可能である肝炎という小児

科医と大きく視点が異なることに気付かされた。そ

の時の懇親会で乾先生に直接山形に来ていただきご

講演いただけないかお願いして快諾していただいた

経過があった。懇話会を企Ul1iしていただいた葛飾区

永寿堂医院の松永先生にこの場を借りてお礼申し上

げたい。乾先生には北九州市で行われた小児感染症

学会で再度お願いをして春の勉強会開催を待った。

勉強会ではＢ型肝炎ワクチンの国内最初の治験を行

われた勝島矩子先生と乾先生、そして私の３名で勉

強会前に既に贈り上がっておりました。乾先生の現

任子ども達にＢ型肝炎ワクチン接種がなぜ必要なの

か、熱い思いを語っていただけたと思います。また

共同研究者として研究をなされている東邦大学佐倉

医療センター小児科小松先生が山形大学小児科で－

時学ばれておられたことも山形の小ｿLI科医には懐か

しさもあったと思われます。講演会と懇親会終了後

土田先生、清水先生、勝浦先生と近くの居酒屋で乾

先生と２次会を行った。

前座として当院に来院したワクチン後の発熱例１６

例中１２例からウイルスが検出されたことを述べさせ

ていただいた。

秋の勉強会は天竜市で行い、化血研のl1iiil本さんに

お願いをしてインフルエンザワクチン特に経鼻生ワ

クチンフルミストについて、また今後起こりうる新

型インフルエンザワクチンの各社の開発などかなり

詳細に教えていただいた。不活化ワクチン（全粒

子・スプリット型）とアジュバンド、注射と経鼻な

ど各社それぞれ異なったワクチン開発を行っている

事など非常に興味あるワクチン談議だったと考えて

いる。この時にカゼと迅速診断というテーマで話遇

提供を行った。一度施設内で流行したウイルスは短

期'''１に再度流行することはほとんどなく、ウイルス

の季節性と流行するおおまかな順序を知っていれば

無駄な迅速診断を行わなくともよい。

置賜地区だより

米沢市小関上ｆ

置賜地区では、毎月第２火曜日に小児科協議会を

行っています。置賜地区には、米沢市立病院・公立

置賜総合病院・舟山病院と３つの病院があります。

２か月に１回、各病院の先生方に症例を提示してい

ただいて勉強しています。今年１年間の内容をまと

めました。

平成25年３月５Ｈ

非典型的経過をたどったアレルギー性紫斑病の５

歳男児例

公立置賜総合病院川崎基先生

生後５ヵ月で発症した特発性血小板減少性紫斑病

のｌ乳児例

米沢市立病院笹真一先生

平成25年６月ｌｌｌｌ

ＣＫＤの発見から治療に至るまで～検尿・腎生検・

透析・移植～

公立置賜総合病院古山政幸先生

便カラーシートによりフォローされた胆道閉塞症

の一例

米沢市立病院本間信夫先生

平成25年１月22日

巣状感染性腎炎の６歳女ﾘJ例

公立置賜総合病院川崎基先生

受傷機転からは予測困難であった急性硬膜下出血

の一例

米沢市立病院士lIl哲生先生
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平成25年９月１０日

山形県の川崎病疫学と治療について

公立置賜総合病院高橋辰徳先生

食物アレルギーとアナフィラキシ－

－米沢市における取り組みの現状一

米沢市立病院岡田昌彦先生

平成25年１１月12日

咳喘息の一例

舟山病院斎藤誠一先生

顔面神経麻痙の一例

米沢市立病院土田哲生先生

米沢には、米沢市で運営している休日夜間診療所

があります。休口診療所は、大人を診る他科の先生

と小児科医、二人体制で診療しています。基本的に

は、市内の開業医で当番をすることになっています

が、市内の小児科開業医は４名のため、山形大学医

局から月３回、また高畠・南陽・長井・寒河江・埼

玉の先生からもお手伝い頂いています。市内の小児

科開業医も年々高齢化しています。米沢市だけでな

く、置賜地区全体で小児救急医療を考えなくてはな

らないと考えています。

酒田地区の昨年の活動報告

酒田市齋藤慶

まず早坂教授が来酒し、庄内小児科医会で御講演

されたことが、特筆すべき出来事でした。「症例か

ら学ぶ」とのタイトルで、新生児黄疸、先天性中枢

性低換気症候群、シトリン欠損症を中核にお話し戴

きました。５月１１日の以小児科医会総会の特別講演

でも同様の内容で講演されましたが、今回は庄内地

区の勤務医、若手開業医も多かったのでより深い内

容の講演になりました。終了後に酒田市内の老舗寿

司店で舌鼓を打ち、満足して山形に帰られた事で

しょう。

さらに岡本治通先生が長年の学校保健への功労に

より平成25年春の叙勲で瑞宝双光章を受賞されまし

た。これからも地域医療のためご活躍下さることを

期待いたします。

小児科医会総会フォーラム等で「小児救急」の会

合に出る度に思うことは、大学病院所在地と他の地

域にはかなりの格差が存在するということです。山

形市と他の地域はもちろん、宮城県でも仙台市と石

巻市などでは、小児科医の人材供給体制に歴然とし

た差があります。小I,|凸科専門医の少ない酒H1地区

は、医師会理事の大滝先生が他科の医師に呼びかけ

て、「小児医療講習会」を何度か開催し、これまで大

学の鈴木准教授も講義に訪れています。「都市と地

方の格差」は経済、生活だけでなく小児医療にも当

てはまりつつあるのが現実の問題です。少ない人的

資源を超過労働でカバーしてきたからか、日本海病

院の木村先生も血圧のコントロールに難儀していま

す。単身赴任９年の心身のご苦労は外からは推察し

ようにもありません。健康を取り戻すべく何とかス

トレッチ、水泳などに引っ張り込もうと誘いをかけ

ています。

昨年４月から日本海病院に勤務した川崎夫妻に９

月８日に長男が誕生しました。私にとっても初孫に

なります。実家の近くで安心して出産、育児が出来

るようにご配慮いただいた、小児科医局に感謝いた

します。

消費税増税が決まったものの、診療報酬には損税

分の配慮はなされず、頼みもしない秘密保護法が成

立するなど、働きがいの少ない世の中になりつつあ

るというのが実感です。働きがいのある生活を取り

戻すのが小児科医会の役目だと思います。今年も－

致協う１Jし、満足出来る小児医療を目指して行きま

しょう。
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鶴岡 地区

鶴岡市石原融

平成25年に鶴岡地区で開催された小児科の研究

会・講演会について報告します。

ｄ）当院における小児救急患者の動向

～鶴岡市平１１夜間診療の開始と時'''１外診療h|｜

算料徴収の影響～

3）最近の抄読会から第八十二回荘内病院小児科病診連携研究会

Ⅱ時：平成25年１月24曰（木曜日）

場所：荘内病院三階講堂

内容：

１）平成24年１０月から同年121]までの紹介患者経

過報告

２）トピックス

ａ）zostersineherpeteに伴う顔面神絲麻煉の

１例

ｂ）ステロイドパルス療法で軽快した急性散在

性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）のｌ例

ｃ）ムンプスウィルスの胎内感染により肺炎を

発症したと考えられるｌ新生児例

（１）レベチラセタムが著効したミオクロニー失

立発作てんかんのｌ例

ｅ）鶴岡市における三歳児健康診査から

～３歳1,1Jの現状と15年前との比較を含めて～

３）最近の抄読会から

庄内小児科医会

日時：７月1２１１（金）

場所：グランドエルサン

内容：一般演題

①保育|刺・幼稚剛における任意予防接種の接種率

と接秘希望調資

②ヒトメタニューモウイルス（hＭＰＶ）肺炎のｌ

例

特別講演

「小児気管支喘息の治療一ガイドラインと私見一」

新潟市民病院小児科部長阿部１１寺也先牛

第八十四回荘内病院小児科病診連携研究会

ﾛ時：平成25年７月24日（水曜１１）

場所：荘内病院三階講堂

内容：

ｌ）平成25年４月から同年６月までの紹介患者経

過報告

２）トピックス

ａ）生検を行った頚部リンパ節腫脹の１例

ｂ）デスモプレシン製剤経口薬に切り替えを試

みた中枢』性尿崩症のｌ例

ｃ）低酸素性虚1m性脳症の病態把握にaEEGを

使用した新生児例

ｄ）NicoletOneを用いて発作時脳波を補足し得

た乳兇てんかんの１例

ｅ）幼児肥満の背景および危険因子について

く追加＞マダニのとり方

３）最近の抄読会から

第八十三回荘内病院小児科病診連携研究会

ｌｌ時：平成25年４月24日（水lllIi4lI）

場所：荘内病院三階講堂

内容：

ｌ）平成25年１月から同年３月までの紹介患者経

過報告

２）トピックス

ａ）一般外来において発熱児のl11X1頭ぬぐい液か

ら培養分離されたＣＭＶの意義

ｂ）ＧＣＭ２遺伝子変異を同定した特発性副甲

状腺機能低下症のｌ例

ｃ）年長児における熱性けいれんの検討
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最上地区

條加奈ｆ新庄市

今年も特に勉強会は考えませんでした。

小児科関連の勉強会としては３件ありました。

抗てんかん薬を役立てる」と題して講演していただ

きました。

平成25年１月25日：最上広域交流センター「ゆめ

りあ」で、平成24年度小児初期救急診療研修会（９

回目）として山形大学医学部附属病院小児科の佐藤

誠先生に「小児救急外来でよくある訴え」と題して

講演していただきました。

平成25年１２月１８日：新庄市民文化会館小ホール

で、小児初期救急研修会として荒井小児科医院の荒

井崇彦先生に、小児初期救急診療「～食物アレル

ギーとその対応～」と題して講演していただきまし

た。

Ｖｚ成25年10月８Ｕ：県立新庄病院３階「会議室」

で、てんかん勉強会として国立病院機構山形病院て

んかんセンター診療部長の宇留野勝久先生に「新規

対象者は最上地域病院・診療所の医師・看護師・

薬剤師、市町村の保健師、最上地域小・中学校の教

諭で毎回40～50人前後の参川|者がありました。
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胃腸炎と腸重積、ロタウイルスワクチンの経済効果

山形市勝島矩子

９月発刊62号の特集が胃腸炎だったのを、予告が

あったのだろうが迂閼にも見過ごしていた。

林先生の疫痢、家坂先化の輸液、秋場先生のロタ

ウイルス胃腸炎の文章は興味深く拝読した。出し遅

れになったが、この話題を御紹介したくなり、一文

を書かせて頂く。

2012年小児科集談会で済生館清水先生が発表な

さった時、約三シーズンでロタウイルス胃腸炎と腸

重積の合併は一例もなかったとのこと。その前に秋

場先生が纏められたときも一例もなかったそうだ。

私も幹事橋本先生のおはからいにより、席を拝借し

て以前のデータを話させて頂いたが、関心が深い問

題なので簡単に再度述べる。

原因如何に関わらず腸軍積が下痢と合併すること

は古くから指摘されて居た。カナダのトロントから

1952年に下痢は腸重積を除外するものではないから

手遅れにしないようにとの一文が、1958年九州大学

遠城寺が初期の小児仮性コレラの論文に、同じく腸

重積に注意することと発表されている。頻度は軽症

の胃腸炎迄含めれば高くはないが、留意すべきこと

である。

ロタウイルスが培養可能となり、最初のロタウイ

ルスワクチン・ロタシールドは野外実験で優れた防

御効果を示したが、11,054例中接種ｌ～２週後に５

例の腸重積が起こり、1999年ＣＤＣから中止勧告が

出され世に出なかった。厳格な基準である。2000年

代に別の株からワクチンが開発発売され､2011,2012

年から我が国で使用可能となった。ロタリックスの

添付文書に腸重積はコントロール群に比べて有意の

差はないと書かれ、ロタテックでは触れていない。

しかし2011年から一年|lllの市販後調査で、どちら

のワクチンも腸重積は有意に増加している。外国は

数千万レベルの接種で数百の症例、回数も副作用蒐

集法も違うので、一概には比較できないが、日本で

はロタリックス服用後の腸重積は１７例に達したとも

言われる。2013年11月の'1本小児科学会宮城地方会

で、（'11台医療センター（|||国立仙台病|院）からロタ

リックス投与後の腸重積の症例報告があった。便か

ら得られたウイルスは接種ワクチンと同一の株と決

定された。諸先生も観察をなさって下さい。いうま

でもなくロタワクチンの意義は大きなもので、殊に

開発途上国では必須のワクチンである。ＵＳＡでは

腸重積の可能性が少し増加するが、遙かにメリット

が大きいと積極的に進めている。ＷＨＯの推進意見

も大きく、2010年までにロタワクチンが27カ国で定

期接種化されている。

ところで日本小児科学会誌2013年１２号pl851に

「ワクチン導入前のロタウイルス胃腸炎入院例の疫

学調査」の淺ｍらの多施設による総説がある。導入

後は疾患が減少するので、その前のデータを調査し

たものである。また臨床とウイルス誌2013年４号

(１０月)p239に「アンケート調査により得た直接非医

療費と生産性損失に基づくロタウイルスワクチン予

防接種の費用対効果｣の中込の論文がある。綿密な

調査と考察がなされ、疾患にかかる直接費用だけで

なく、家族が仕事を休むため等の生産'性損失も詳し

い分析がある。この調査の結論は、もしワクチン費

川が20,000円と仮定して定期化すれば、便益費用比

は０９５であり、１０％ワクチン代が下がれば初めて便

益費用比が１０を超えると。実際にはワクチン接種

料は日本各地で23,500円から３５，０００円の|幅があるそ

うなので、ワクチンの価格と接秘代が下がらない限

り、定期化の曰処が立たないことを意味する。

｜天|みに臨床とウイルス誌の編集後記には、この結

論が施策に生かされることを望むと書いてある。現

状では経済力がワクチンの普及を妨げることが|ﾘ1ら

かだろう。

古くて恐縮だがＦ１署Ｆ|験胃腸炎と腸重積の症例の

一覧を付記する。

腸重積と下痢症

対象入院ロタウイルス下痢症（１１０３例７シー

ズン1976-1982）
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38例２９．２％３２％ａｄｅｎｏ３例同時に

2１１６．１％１８％rota3例同時に

lrotaと同時

7９６０７％

３Campylobacter,Epec,Klebsiellaoxy、

115

130

91/3９

１ｍ－５ｙ

９８５％

ロタウイルス検出例

アデノウイルス

小型球形粒子（srv）

腸管系virus認めず

病原細菌

実数

総検査数

性Ｍ/Ｆ

年齢

非観血的整復率

文献）

小児外科、１９８１，１３：1981-1985,腸重積症の症候と診断（疫学的事項を含む）
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ワクチンの進歩その光と陰

至誠堂総合病院日下部功夫

これまで諸ワクチン行政の幕開けとでもいうか第

二次大戦直後の予防接種法と結核予防法の施行実施

は衛生知識、栄養のレベルアップの効果も手伝って

高い乳幼児の死亡率を劇的に減少させた経移を述べ

たが集|ⅢＩ的予防の目的はほぼ達成}|}来たものの,|旱ま

しい死亡のケースや重症の後遺症に苦悩する子供達

や親も少なくなく、これはまさしく濃い影となり、

20年以上に豆る国への集|Ⅱ訴訟となったことは忘れ

難い事実である。

ここで壮若年の会員諸兄は豊常な情報源から本件

についても高くて深い認識を持ち合わせておられる

筈で老輩の文筆などの話は馬耳東風になりかねない

が、それを念頭において鹸近の情報を拾いながら過

去、現在、未来のワクチンについて筆を進めこの章

を終えたいと思う。

ごく最近になって国は、困難な被害の訴訟問題が

足伽となったのか先進国はおろか後進１K|にまで遅れ

をとったワクチン行政を、日本小児科学会や関連組

織の強ﾉﾉな要請により加速して実現しようとしてい

る姿勢は喜ばしい（平成25年４月、予防接柿法改lli、

Hib､小I,ＩＪＩⅡ肺炎球菌、ヒトパピローマウイルスワクチ

ンを追加)。

此のたびは日本小児科学会が推奨するワクチン接

穂とスケジュール、表ｌとして載っているがこのⅡ|自

序に従って私見を述べてみたい（日医誌、第１４２

巻・第８咄)。

表１日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール（2013年４月１曰版）

篭
学童期

ワクチン
10歳以上

Ｈｌｂ

肺炎球菌(PCV－７）

mX2X団ＨＢＶ

生ロタウイルス 》④｜④

③
一
③

③
一
③

４種混合(DPTlPV）

３種混合（DPT）

ポリオOPV）

ＢＣＧ

麻しん,風しん(MR）

不活化

不活化

生
一
生
一
生
一
生

水痘

おたふくかぜ

i}lilj蕊蕊i鑿Willilllll 91③
④

(９～12歳）

④
(９～12歳）鱒欝

折入蛎
日本脳炎 不活化

毎年（10月１１月などに）①②インフルエンザ 不活化

2種混合（DT） 不活化

ヒトパピローマウイ

ルス（HPV）
不活化

定期接種の

推奨期間

西任意接種の

推奨期間

■定期接種の

接種可能な期間

■任意接種の

接種可能な期間
■添付文書には記載されていないが，
日本小児科学会として推奨する期間

[日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール（－部改変)．詳細はhttp://www・medsor.P/しpbads/flles/saisinllO427pdfを参照］
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2010年より予防接種の普及と共に報告数が減少している．

［国立国際研究所感染症情報センター：Ｈｉｂ感染症発生ＤＢ（データベース）より引用］

図１Hibワクチン市販後のHib感染症報告数

Hibワクチン（アクトヒブ）

髄膜炎等全身重症感染症が生後６～１８カ月の乳

幼児に多くこの菌種の抗原（笑11莫多糖体、

polyribosylribitolphosphate：PRP）に対する抗PRP

が乳児期には産生不良でPRPにキャリア蛋口（キャ

リア蛋白は破傷風トキソイド）と結合させたキャリ

アタンパク結合型ワクチンが開発され効果が期待で

きるようになった。４凶の接種で長期に予防出来る

といわれる。

効果は抜群で、少なかったものの不幸な結末を見

るのに強い不安を覚えた頃を思い浮かべると隔世の

感がある（図１）。

今年の日本小児科学会雑誌１月号に興味のある症

例報告が載った（インフルエンザ菌ｂ型ワクチン接

種後にHib肺炎、菌血症を生じたｌ例)。

これによると1992年より英国等で始められたキャ

リア蛋向との統合型Hibワクチンは現在世界100国

以上で使用され侵襲性Hib感染症は殆ど見られない

というが、この例では初回の接種後６ヵ月のPRP抗

体が低めであったといい、追加接種を早める必要が

あるのかも知れないし、キャリア蛋白、破傷風トキ

ソイドにも検討の余地があるのかも知れない。

クチンでも見るべき効果を発揮し５歳未満では94％

の減少を達成したという。（図２）

特に基礎疾患を持つ子供には大きな福卉となっ

た。他にも難治性の中耳炎からも解放される子供も

多いはずである。

肝炎ウイルスワクチン

ウイルス性肝炎、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ型のうち、

我が国ではＡ、Ｂ型で急性肝炎の８割を占るという。

ＨＡ

年間100～200と報告数は少ないが輸入感染と高齢

患者の重症例の増加が目立ち、その中で20～30％が

海外での感染で、その80％がアジアとされる。２０１３

年から１６歳未満１歳以上の小児にも推奨されるよう

になった。ＨＡの致死率は低いものの長期の治療が

必要で経済的、社会的な損失も大きいといわれる。

ＨＢ

Ｈ本のＨＢＶ感染者は全人口の１％とされワクチ

ンの対象は①ＨＢの予防②ＨＢＶ母子感染の予防

③針刺し事故などの暴露後予防の３要件である。

ＨＢＳ抗体陽転率はビームゲンやヘプタバックス等

で90％から１００％と高率でしかも30年以上感染を予

防できるという。

Ｂ型による死亡は約5,000人で関連する肝硬変で

は約1,000人が１年で亡くなっています。

又、最近の傾向として輸入ウイルスgenotypeAが

日本固有のgenotypeBCと異なり、持続感染して慢

性肝炎になり易い上、虜||症肝炎も発症し易いと言わ

肺炎球菌ワクチン（プレベナー１３）

耐性菌の処置に苦労した菌であり、2013年４月か

ら７価ワクチンが定期接種となったが３，６Ａ、１９

Ａ菌種の感染による重症肺炎が多発する状況からこ

れに代わって2013年11月から13価ワクチンの接種と

なった。

ＩＰＤ（invasivepneumococcaldiseases）は７価ワ
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【調査概要】対象：１道ｇ県（北海道，福島，新潟，千葉，三重，岡山，高知，福岡，鹿児島，沖縄)．方法：２００８年から

１年間１道９県において前方視的に全数把握調査を行い，肺炎球菌性髄膜炎および菌血症の発症例数を調査した．

７価肺炎球菌ワクチン導入後，日本においてもlPDの減少が報告されている．

［菅秀他：/AＳＲ２０１３ｉ３４（３）：62-63より作図］

図２国内における|ＰＤの罹患率の変化(2008～2012年）

れます。更に従来垂直感染、性的接触、輸血が感染

の原因とされてきたものが子供の集団生活における

身体の接触によっても容易に起こることが知られる

ようになり、厚生科学審議会感染症分科会予防接種

部会が第二次提言の中にこの肝炎のワクチンを定期

接種するよう求め、日本小児科学会も2012年９月要

望書を厚生労働大臣宛て提出した。

外しそうになる補液側の腕を急速に点滴をして鎮ま

る３～４時間も抑制し続け、深夜になっても継続し

て状態を見守るという状況が少なからずあったので

す。

小児科医としては罹患の頻度も高く痙鑿や脳炎の

合併もあり体液の出納の微妙なバランスの調整も簡

単ではなく、もっとも神経を使う疾患であり、ビ

ショップ等によりウイルスが発見されてよりワクチ

ン開発の可能性が早くから望まれていた状況があり

ました。

こういう事情からも早急に定期化するべきワクチ

ンです。

現在RＶ－１（ロタリックス）とＲＶ－５（ロタテック）

が市販されいずれも生後６週から始め32週までに終

えるというプログラムでＷＨＯもこれを推奨してい

るようです。ワクチンの効果は５価の方が高いと思

われるがどうなのだろうか？接種回数が一回多い

が効果が優れているのであればこの方の採用が普及

することになる。

ＲＶワクチンの効果についてはアメリカの導入後

の状況を見ると流行期間の短縮や入院率が90％程度

減少しているという。まさに革命的現象といえる。

そして経口であることも痛い曰に会う機会が贈え

た子供にとってもとても有難いことです。

副作用として腸重積症が多少あるようだが、最近

のブラセボ群との比較では発生頻度に差がないとい

ロタウイルスワクチン

医r111iになりたての昭和は30年の後半、晩秋が近づ

くといやあな気分になった。最近では流行のピーク

が春に移っているが寒気の到来とともに必ず発生す

るのが乳幼児の嘔吐、下痢で、多発することと主と

して急激に進行する脱水によって重症感が顕著で、

時を失すると不幸な転機をとりかねない状況で全身

全霊が緊張する季節であった。

この疾患に関する医療の記憶は枚挙に暇がない。

未だ補液の手技が幼稚だった時代には、生食と５％

のブドウ糖の混合液200～300ccを両側の小さい太も

もに太い注射針をずぶりと刺して丸太のように腫れ

上がったのを温めたタオルで操むという当時でも可

哀そうに思ったものである。重症なケースは大学外

科の先輩に無理な応援を頼み大伏在静脈のカットダ

ウンで死を食い止めたこともあったし、開業してか

らは夜昼の区別なく、時間外にも状態が急激に落ち

込んで興奮状態の幼児の輸液を確保するため暴れて
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(厚生労働省：予防接種後副反応報告書集計報告より作図）

図３BCG接種後骨炎・骨髄炎の健康被害認定件数（過去11年間）

う報告もある。ただ３ヵ月未満児に多かったという

オーストラリアの報告もあり今後の課題である。

８ヵ月となった。

ことＢＣＧについては暖味模糊の印象が拭えない。

一つは発症を食い止める基準の目安が何とも暖１１未

だ。他のワクチンの効果は抗体の｛直で略明確なのに

結核においても細胞免疫とかの力価を目安とするよ

うな方法はないのだろうか？

二つ目は生後の早期に接穂することは理解出来る

が－－回で済む理由の根拠は確証されているのか？

三つ目は前にも触れたように口本のＢＣＧ素材は

最初から改良されていないと聞いている。もっと免

疫力を高める可能性はないものだろうか。

元来特殊な性質の病原体であるためか撲滅の将来

は遥かなように思われる。

診'新については平成19年から保険が適用された

QFT検査が登場し結核菌の感染を特異的に判定で

きるようになったのは、ツ反のＢＣＧによる|湯性反応

を除外出来る点は画期的だが乳幼児や高齢者では反

応も弱く意義が低いようだ。

随分前の講習会で渡された小冊子に、この菌の遺

伝子レベルの研究が進み、3,924個の遺伝子を伝え

る440万個の塩基対より構成されていることが判明

しており、これによって新たなワクチンの開発が進

展する可能性が出てきたとの記述が見られるのだが

（１１常診療における結核の基礎知識総監修青柳

照雄国際医学出版株式会社2004年１月１１１発行)、

その後の進展はあったのであろうか？

４種混合（DPT-lPV）ワクチン

ＯＰＶがワクチン関連麻癖（vaccineassociated

poliomyelitis：ＶＡＰP）のことで問題にされ、早期導

入力､切望されていたIPVが2012年１１月から

ＤＰＴ+IPVとして定期ワクチンに加わり喜ばしいこ

とである。麻疹かポリオが第２番目の絶滅となる可

能性が高いといわれ、その実現が望まれる。

特に問題だった百日咳ワクチンによる毒性の改良

も進み、見るべき副作用もない優れた混合ワクチン

となった。

ＢＣＧ

長い歴史を持つワクチンなのにその効果について

は各国のデータはまちまちで我が国の成績も確たる

報告はないようです。１０年以上にもなるかと記憶す

るが、村山保健所主催の、国内でも著名な結核の臨

床医（名前は忘れた）の講演でも発症の予防効果は

否定的で重症化を食い止める能力は確実であるとい

うような発表だったと記憶する。

特に成人結核に対する効果は０～80％とばらつき

が大きく判断が難しいようです。

代表的な大規模野外調査は英国の中学生の20年間

にわたる追跡調査で77％の予防効果があり15年間持

続するという内容がある。

副作用については2005年以|壕生後３ヵ月未満に接

種した乳児に骨髄炎の発症（図３－日医誌第142

号・第８号）が認められ、標準的な接種期間は５～

麻しん風しん（MR）混合ワクチン、麻しんワクチン、

風しんワクチン

特に麻疹については子供の感染力の極めて強い、
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しかも重症な疾患であり小児科医なら誰しも数々の

多様な経験を持っているはずである。

1966年のＫＬワクチン（任意）の開始から1978年に

定期（1969年から弱毒単独のL)、1989年にはＭＭＲ

（1993年まで)、2006年４月からはＭＲの定期接穂と

なり、合わせて１期（１歳～２歳未満）と２期（就

学前１年間）と発展してきた。2008年から2013年ま

で３１０１（中学１年）と４期（高校３年）の強化も追

加された。しかし2008年に１０～20歳層の特に全国の

大学で多発したことは記憶に残る。この現象は未接

ｷﾞ噸青に多かったといわれ接穂者のsecondary

vaccinefailure（SVF）としても大きな話題になっ

た。

以後効果が急速に進み（図４）Ｈ本国固有の麻疹

ウイルスは撲滅されたようだが成人感受性者が海外

から持ち込むケースが散発している。

風しんワクチン

1977年に女子中学生に定期が始まり1989年から１２

～７２カ月未満の男女幼児にＭＭＲ､1995年にはＭＭＲ

に代わって単独の幼I,}i」（生後12～９０力)]と男女中学

生）の接稲となった。2006年にＭＲの定期に落ち着

いたのであるが2003年～2004年にかけかなり流行し

提言がⅡ|されたにも拘わらず対応が不十分で後年の

流行の原|犬|になったと云われる。

2012年には首都圏から始まった流行は2013年まで

の半年間で罹患数が１万人に達し中心は20～40歳代

の男性で、ワクチンの非対象者か麻疹と同様１回の

接種の１１t代でＳＶＦと兇られ抗体の保有率が低い様ｒ

が窺える（図５．６）

１月1411の読売と朝日新聞は平成１３年の先天性風

０
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０
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つ←２０１０年、＝８７

÷2009年、＝１４７
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０
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２００８2009２０１０（年）

(砂川富正:小児科学レクチャー２０１２；２：３４２より弓|用，改変）

膨断週に基づいた報告．

[国立感染症研究所:風疹.感染症発生動向調査（|DWR）速報グラフ２０１３年第２５週（2013年

６月２６日現在）より引用］

図４わが国における麻疹報告数推移(2008～2010年） 図５風疹患者の年次別累積報告数
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杭対価測定：赤血球凝集抑制法（Ｈ|法)/、＝2,225

(国立感染症研究所:感染症流行予測鯛査グラフ:年齢/年齢群別の風疹抗体保有状況～２０１２年-

2012年度感染症流行予測調査より～・http://www・nih・gojp/niid/ja/y､graphs/3373ｨubella‐
yosoku-serum2012・hlmlより弓|用）

図６曰本人男性の年齢別風疹抗体保有状況
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おたふくかぜワクチン

小生のところではこの感染症で従来言われている

難聴(1,000人に１人)やムンプス脳炎は経験がなく、

頻度が高いとされる無菌性髄膜炎も入院を要するよ

うなケースは１０％以下との報告もあるが大雑把な記

'億からは５％よりなお低かったよう思う。

その上長い臨床経験の中では思春期以降で睾丸炎

（20％～40％）や卵巣炎（５％）の発生頻度が高い

と云われるが、このように高頻度の発生は記憶がな

い。

又、低年齢の幼児や乳児は集団生活の中でも水

痘、他のウイルス疾患に比べ感染力は弱く軽症の

ケースが多いという印象が強い。でもこの見解は小

生のみの思いで見逃し等も多いのかも知れない。

このワクチンもテーク率が低く米国でのJeryl

Lynn株を入れた単独あるいはＭＭＲにおいては１

回で64％、２回で88％だったとされた。

１１本においては庵原の報告がありＳＶＦが70％と高

止まりの上、primaryvaccinefailure（ＰＶＦ）も30％

もあるという。

一方、1977年にＭＭＲワクチンが導入された米国

の減少成績は97％に達したという。

我が国では1989年～1993年の間にＭＭＲワクチン

として定期接種が行われたが、高'１反応の無菌性髄膜

炎が多発して社会的な問題になり中断された経緯が

ある。

、験例も数多く発生し、高熱、頭痛、嘔吐、痙鍾

等自然感染のケースよりも酷いような症状が揃い、

接種する毎に苦痛を感じたものだった。

しかしその後に採用された単独のワクチンでは、

入院加療を要する臨床的髄膜炎(clinicalmeningitis）

の発坐頻度は10％以下と云われるが、ワクチン接種

例のそれは１／25であったという（表Ｕ医誌第142

巻・第８号)。

全体を通して見れば問題の小さい疾患にも思える

のだが、少ないとは云え、確実に難聴を発症する事

実を考えれば、生きる上で看過出来ない障害を負う

子供を作ってはならない、やはりこのワクチンも早

急に定期接種として採用され、力Ⅱえて２回実施する

法を採ることを望んで止まない。

疹症候群（CRS）の発生が2004年に比べ４倍の31人

だったこと、国立感染症研究所の纏めとして報じて

いる。忌々しき事態である。

前の報告で示したように1964～1965年に沖縄で大

流行し先天性風疹症候群が多発した地獄的事象を目

の当たりにし、しかも多発を回避する手段が明らか

にあったにも拘わらずこれを怠ったし１本の行政が極

めて大きな過ちを犯したと言わざるを得ない。

水痘ワクチン

生ワクチンのある感染症の中で年間１０名と少ない

ながら第１位の死亡を占めている。

本ワクチンは我々山形県の小児科の重鎮、勝島先

生が病棟の基礎疾患患者への重症化する感染を慮

り、開発直後に当時の研究開発の責任に当たってい

た阪大微研の高橋教授より譲り受けて始めたのが走

りだったと記'臆する。引き続き発表された数編の使

用経験の論文は特筆に値する。

しかしながら、一般の子供に接種を始めた我々に

は生着率が極めて不良でＢＶ(breakthroughvaricella，

接種後の罹患）が多く、昭和50年代かと思うが、名

古屋で開かれた日本小児保健学会で関連する発表が

相次ぎ、追加発言も多く問題の大きいワクチンであ

ることを感じた。

接種後１年はおろか数か月でもＢＶ患者が出る場

合が稀ではなく、親への言い訳に詰まってしまう嫌

な思いを幾つもしたものだった。製品の管理に自院

も含めて問題があるのではないかと自問自答した

り、取扱い関係者等に訊ねてみたものの納得のいく

答えは得られなかった。

既に市販されていたアクシロビルを初期に投与し

た方が短期間で治癒することからこの選択の方が

勝っているのではと考えたことすらあった。

最近の発表では我が国では20～30％が接種後３，

４年に発症することが多いとされ、米国では１年後

に再接種した被験者が優位に高い抗体価を示したと

いう報告を大橋正博、他が触れていて（曰医誌第142

巻・第８号）１１本小児科学会も2012年４月に２回目

の接種を１８ヵ１１から２３ヵ月とするスケジュールを

推奨するに至った。

５０年にも亘る臨床経験の中で重症で入院を要する

ケースは数少ないがアクシロビルでも重症化する

ケースも稀にあり、基礎疾患を持つ小児の死亡や後

遺症のことを考えると安全な本ワクチンの有用度は

高く早期に積極的な定期接種の実現が望まれる。

日本脳炎ワクチン

我が国では1960年代半ばまでは年間数千人の患一考

発生があったが1990年以降は年間６人前後と激減し

ている。原因のウイルスは増幅動物であるブタの感
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染率が高い関東以西、特に九州、中国、四国に多

い。

主としてＡＤＥＭ等の重大な副作用がマウス脳由

来のワクチンによるということで長らく問題にさ

れ、2005年５)F1に中止となった。これは確か石川県

の接穂した男児が死亡したことがきっかけとなった

ように記憶する。

現在全人口の20％がこのウイルスの抗体を持たな

いと推測されるという。

2009年６月､新たな日本脳炎ワクチン､ジェービッ

クＶ（乾燥細胞培養）の発売を機に１期の定期接種

が始まり2013年秋季までに数度の段階的接穂が実施

され積極的な推奨と年齢の拡大が回られている。

新ワクチンの副作用はやはりＡＤＥＭや因果関係

の考えられない紛れ込み等を含めると少数は発生し

ているが、｜天|果関係や頻度を検討するため中止せず

に副反応の報告と解析を推進することとなった。

さて本県の発生状況はどうだろうか？1990年以

降、全国規模で６名前後でしかも中部地方以南に限

局していることは記したが、本県では1990年どころ

から遡ることさらに30年も前の1960年頃から発生が

無かったのではないか？もし１名の発生でもあった

ら重大な疾患故、県関係機関からの重大情報が発せ

られ、マスコミも大きく速報するのが常の筈だが、

その形跡は全く無いように思う。ウイルスを媒介す

るブタの感染（不顕』性）流行は小規模ながら報告さ

れているようだ。

ということで北海道を含む東北でのワクチン接種

の必要性の是非が検討されてもいいように思うのだ

が。もっとも海外の流行地域への渡航の際は接穂の

必要'性は言を俟たない。

インフルエンザワクチン

このワクチンの効果についてはこ才l程揺れ動いて

きたものも無い。

世界各ｌｌＬｌは高齢者と基礎疾山を持つハイリスク患

者に接種を進めてきた経緯があるが超過死亡の低下

は無かったという。

日本では1960年代から集団免疫による社会防衛を

L|的に学童の集団接穂を実施したが有効性に強い疑

問が高まり1994年に中止になっている。この見解は

群馬県における大がかりな学童の調査でlﾘＩらかにし

ている。

ところが、2001年にNewEnglandJournalof

Medicine誌上で学竜の集団接種が高齢者の超過死

亡を低下させる効果があることが解った。この論文

が世界の当ワクチンの基本的な意義を変えた。この

効果はindirectprotectionと称されている。日本で

は学童集[Ｊ１接種により毎年､少なくとも1,000名の高

齢者のＦＬＵ患者死亡が抑えられているという。

更に2005年の学童集団接穂でｌ～４歳児の超過死

亡を抑えたことが|ﾘ1らかにされた（11医誌第142

巻・第８号菅谷憲夫に依る図７）。

最近ではこれらの集団接種が予防効果を発揮して

いるという方向性が明らかにされつつあり、ワクチ

ン株と流行株が一致した場合は70～90％の発病防止

効果があるとされ、抗原変異株でも781％（７～１４

歳）の効果を認めたとの報告もみられる。
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１～３月の総死亡数から，１２月の総死亡数の３年移動平均を引いた数値を超過死亡率とした．１９９０年代の学童集団接種の中止に

伴い，多数の幼児がインフルエンザにより死亡した．

（SugayaN,ｅｒａ/：Ｃ/ｉｎｌｍｅｃｔＤｉｓ２００５；４１：939-947よﾄﾉ引用）

図７幼児（１～４歳）の超過死亡とワクチン生産量
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化する乳児のケースが曰立つという。

百日咳ワクチンによる抗体は接種後1年で急降下

し、その後徐々に減少して１～10年で免疫効果は望

めなくなることが解っており、その態度はＤＴワク

チンと類似しており、現在の百日咳の異常な跳梁が

頷ける。

最近日本では成人用の百日咳ワクチンが無いので

ＤＴａＰワクチン０２Ｍを皮下注射する試みが行われ

十分な免疫原性と副作用の軽減が確認されている。

最も肝要な本ワクチンの目的はリスクの高い乳児

を守ることであり米国はこの目的で次のようなスケ

ジュールも組んでいる。

ｌ、妊婦へのTdapの接種、出生時の抗体の増加を

狙う。

２、Cocooningstrategy乳児に接する大人に接

種する。

今少なくとも何らかの形で本ワクチンの追加が急

務である。大人の場合の社会的損失もさることなが

ら、乳児の命は一つも失ってはならない。

弱毒性インフルエンザワクチンとレコンビナントワ

クチン

以前からインフルエンザに対する免疫は液性免疫

のみでは発症抑止効果は不充分で細胞性免疫も深く

係わっているといわれ、米国ではcold-adapted-

inflenzaと流行株の混合培養によるウイルスの鼻腔

噴霧により、同所の限局した感染から上気道の局所

免疫血中抗体の上昇を確認しており２～49歳で基礎

疾患のない個人に使用が認められているという。

孵化鶏卵で培養したウイルスは抗原変異を起こす

ことがありワクチン効果を低下させることがあるら

しい。

そこで昆虫細胞で培養しＨＡ蛋白を精製抽出製造

したルコンビナントワクチン」も欧米で認可され

たと報告されている。

ＤＴワクチン

日本では小学校６年時にＤＰＴの２期として行わ

れているがここ数年百日咳が海外の傾向と同じに６

歳以上の患者が増えており、2010年には成人患者の

割合が５１３％に達した（図８患者数の推移と近年

の年齢分布)。

この状況は未だ抗体獲得の不十分な乳ﾘJに感染さ

せる可能性を示し、現に感染した親から受けて重症

ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン

高リスク型（子宮頸がんや陰茎がんを起こす）の

16.18型の２価ワクチン（サーバリックス)、低リス

ク型（尖圭コンジローマおよび再発性呼吸器乳頭1重

(人）

■２０歳以上回１０～１９歳囮６～9歳
囮２～５歳■１歳■０歳６，０００

５，０００

患４，０００
者

年）

1００，

1０，

1，

1０

死亡者数

(年）

[日本ワクチン産業協会：ワクチンの基礎一ワクチン類の製造から流通まで．日本ワクチン産業協会，東京，２０１２；84-99より引用．（患者

数は厚生省：伝染病統計，国立感染症研究所：感染症発生動向調査，死亡者数は厚生労働省大臣官房統計情報部：人口動態統計，年齢分布

は国立感染症疫学センター：感染症発生動向調査週報（/ＤＷＲ）から筆者作図)］

図８わが国の百曰咳患者数の推移と近年の年齢分布の変化
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症：RRPの発生源）の６．１１型も加えた４価ワクチ

ン（ガーダシル）の２種類がある。

２価の方が抗体価がやや高いらしいが基本的に大

きな差は無く、尖圭コンジローマの不快さやRRPの

怖さを考えれば４価の方が意義が大きいのではない

だろうか。

現在４価に加え高リスク型５種を追加する９価ワ

クチンの臨床試験が進行中とのことで子宮がんはこ

れで90％程度まで予防範囲が広がるという（４価で

は70％止まり)。

副作用は現時点では少ないとされ、現在有害事象

は697万回の接種に133件と報告されている。その主

なものは接種局所の痛みであるが血管迷走神経反射

による失神には十分注意する必要がある。

他に慢性痙痛とか最近回復の困難な神経筋の異常

なケースがマスコミで報道され症状の共通するもの

も少なからずあるらしく、因果関係を検討中と云わ

れるが、因果関係は間違いなく黒である可能性が高

く、今このまま接種を進めることはかなり問題があ

るように思われてならない。

ン風邪の世界規模の流行による惨状は今でも恐怖の

記憶であり、最近の中国や東南アジアでの鳥インフ

ルエンザはスペイン風邪の再来を危愼させる。即座

のワクチンの開発と製品化それに備蓄が揃わないと

大惨禍が起こりかねない。

又、パンデミックに非ずとも致死的な病原微生物

による感染症も恐ろしい、世界規模では危険な新興

感染症が次々に出現し輸入感染も海外との往来が激

増する中、これらの予防も必須となってきている。

最近では四ナイル熱（アフリカ、中欧、ロシア、

北アメリカ大陸で小流行）の輸入に戦き、中国で発

生した重症熱性血小板減少症候群は山口県でも発生

している。その少し前に中国で小流行して一時恐怖

の的となったSARSの記憶も生々しい。

これらの他にもワクチンの必要な疾病は数多くあ

り、髄膜炎菌、腸チフス、コレラ、デング熱、マラ

リア、狂犬病、更にGBSとかClostridiumdifficile等

開発中のものもあるようだが確実な備蓄が望まれ

る。

もう一つ早期に実現してもらいたいことに混合ワ

クチンの推進と同時接種の安全な方法の確立があ

る。痛みに泣き叫ぶ乳幼児の有様は幾ら慣れたこと

とは云え、見るに忍びない。

人類の敵、病原微生物は完全に淘汰される種があ

るにしても、多くは新たに発生するものあり、上手

く変異して生き延びるものありで、地球が存在する

限り人類の敵であり続けることは間違いないだろ

う。この事実は偉大な宇宙が際限なく成長し続ける

ように小宇宙ともいうべき人類を含む生物体も限り

なく進化発展するのであり、それは宇宙の摂理に

従ったものと云えそうだ。

大戦後、衛生観念が発達して始まった主要なワク

チン接種の初期から様々な利益と損害を経験してき

た子供の医師がいろいろの課題に直面しながら辿っ

てきた半世紀だが、その改善や進歩は目を見張る程

である。

こうした時代に生きて仕事が出来たのは子供の医

師として幸せだったのかも知れない。

今からのこと

取り敢えずは日本小児科学会が推奨する予防接種

スケジュールを急ぎ推進し定期とすることです。こ

れで現在の厄介な感染症の殆どが予防出来、子供に

とっては勿論、社会全体にも大きな幸せを齋しま

す。

今でもこれらのワクチンの接種に当たっては百日

咳の追加とか、ＨＰＶの重大な副作用、麻疹ワクチン

のSSPEの問題などまだまだ多くの問題があり、これ

に即座に対応し方向を決める権限が与えられ、高い

専門家の組織、予防接種に関する独立性の高い諮問

委員会（米国のACmAdvisoryCommitteeon

lmmunizationの日本版）を厚生労働省科学審議会感

染症分科会予防接種部会が2012年に求めていて実質

的な活動が期待される。

この他のワクチンについては第１に毒性が強くパ

ンデミックを齋す感染症に対薑する対臺応です。スペイ
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鼻汁を吸ってみよう
－乳幼児の鼻汁を吸って病因を診断しよう－

山辺町板垣勉

crackleが聴取される。このRSV感染音の鼻汁は粘

性が強く、透明からやや白色がかった鼻汁であるこ

とが多く吸引して診断がつくこともよく経験する。

分泌物の除去が一番の治療だとされ、治療かたがた

診断をつけていることになる。2012年と2013年はお

盆過ぎの早期からＲＳＶ感染がみられている。この原

因は解らない。ＲＳＶが落ち着いてくるとＦｌｕＡが流

行しそしてＦｌｕＢｈＭＰＶがそのあとに続いて流行す

る。ｈＭＰＶもＲＳＶと同様に鼻汁吸引で診'新可能であ

る。ＲＳＶの弟分の所為なのか症状も鼻汁の特性もほ

ぼ同じである。ｈＭＰＶの流行と合わせてFluCが流

行するが、200○年（○は偶数年）で示されるように

現在の所２年に一度流行する。ＦｌｕＣはＦｌｕＡ＆Ｂと大

きく異なるのは罹患しやすい年齢が低い事と分泌物

が多く、低年齢児では喘息性気管支炎など喘鳴を伴

いやすい事である。しかし前方視的研究がおこなわ

れていないことから、他のウイルス感染症との違い

がはっきり解っていない。これからの課題というし

かない。そうこうするうちに春の花粉症の時期とな

り再度ＨＲＶが流行する。そしてその後にＨＰＩＶｌ～

３が流行して夏風邪に置き換わることになる。乳幼

児の鼻汁吸引液で現在診断可能あるいは推定可能な

のは恐らくＲＳＶとｈＭＰＶで、その他のものとしては

ＨＲＶであると考えている。さあ鼻汁を吸引してみ

よう。

（ＨＲＶ：ライノウイルスＨＰＩＶ：バラインフルエ

ンザウイルスＲＳＶ：ＲＳウィルスＦＩｕ：インフル

エンザｈＭＰＶ：ヒトメタニューモウイルス）

当院の子ども達の咽喉をみていると後鼻漏を伴っ

ている子の数が減少していることに気付く。受診す

る子ども達が少なくなったのが大きな理由だが、そ

れにしても後鼻漏は少ない。子どものカゼは、ｌ）

おなかにくるカゼ、２）咳の出るカゼ、３）咳の出

ないカゼに、分けると診察がしやすいことは小児科

医なら長年の経験でよく知るところである。さら

に、咳の出るカゼを２－a）分泌物の多いカゼと、２－

b）分泌物の少ないカゼに分けて診察することも、

|咳の出るカゼを診察する時に大切である。２－a）は

RSV，ｈＭＰＶ，ＦｌｕＣＨＲＶ，ＥＶ６８などであり、２－

b）はＦｌｕＡ＆ＢＨＰＩＶ１～４，ＭＰなどがある。ⅡＣＣＶ

は通常鼻かぜを引き起こすとされているが、分離経

験がないので症状は不明としておいた方が良い。

しかし分泌物が多いⅡ平|及器感染症でも６ヵ月未満

ｿJと６ヵ月以上の乳児、1歳から３歳までと４歳以

上では鼻閉、喘鳴の有無などで症状がかわる。さら

にアレルギー性鼻炎の有無によっても変化する。

さて乳幼児の鼻汁吸引で何が解るか？である。

他所でも述べている事であるが稲刈りの時期に一致

してアレルギー性鼻炎が多くなり、それから２週ほ

どするとＨＲＶが多くなる。鼻汁吸引液は青つばな

や後鼻lliIii、中耳炎が多くみられてくる。そのうちに

Ⅱ夏声や単発的な強い咳を起こすHPIＶ１，２，４が流行

する。このカゼでは発熱が先行し、咳が出てきてか

ら鼻汁が出現することが多い。初診時に夏風邪とか

肺炎マイコプラズマとよく誤診される。一般的には

ＨＰＩＶと同時期にＲＳＶが流行する。これは咳が出る

とすぐに発熱して数日でstridor，wheezing，
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当院における小児期消化管異物と内視鏡処置

|｣|形県立中央病院小児科柏原俊彦

】
曰要

はじめに；乳幼児の異物誤飲事故の大半は５歳以下であり、事故防止活動は医療従ｻﾄﾞ者の務めである。当

院では乳児健診時に子供用誤飲チェッカーを渡し、注意を喚起している。しかし少数ではあるが、誤飲事故

が存在するため、当院で内視鏡的処置が必要となった消化管異物例を検討した。

方法；2007年から2013年に当科で内視鏡で消化管異物を除去した７例を後方視的に検討した。

結果；年齢は９ヵ月から11歳、誤飲物はボタン電池コイン、おはじき、ゴルフピン、指輪、マグネット

やラムネの蓋であり、食道異物が４例、冑異物が３例であった。全例合併症なく除去したが､食道異物であっ

た指輪は直接の除去が|上|難であり、胃内に落として回収した。施行時間は来院して２時間から２日、１歳以

下は全身麻酔で行ったが、その他は静脈麻酔での処置となった。ボタン電池の例では、胃内にボタン電池が

12時間停滞し、表面が酸化した危険な状態であった。冑内のボタン電池は4811＄間以降の摘出でも問題がない

とされているが、放置時|川には注意が必要と思われた。

まとめ；消化管異物は、食道のボタン電池のように２時間以内での緊急内視鏡の必要性が報告されている

ものもある。その他の異物であっても、状態を事前にレントゲンやＣＴで十分に検討し、施行医が麻酔や内

視鏡の時期を的確に判断する必要性があると考えられる。

キーワード；誤飲チェッカー・ボタン電池・内視鏡

はじめに

小児の誤飲覗故の大半は５歳以下であり、特に乳

児は６ヵ月頃からあらゆるものを'-1にいれる様にな

り注意が必要である。事故防止活動は医療従l矛者の

務めであり、当院では乳児健診時に、おりがみを利

用して作成した誤飲チェッカー（写真１；渡辺真史

先生作）を渡し、注意を喚起している。しかし誤飲

事故が少数ながらも存在するため、内視鏡的処置が

必要となった消化管異物例を検討した。

万｡歪殉

！爵

￣

凶Ｐ

■

－－アー方法

2007年から2013年に当科において内視鏡的に消化

管異物を除去した７例を後方視的に検討した。（表１）

年齢は９ヵ月から11歳、誤飲物はボタン電池（例

１）、磁石（例２）、おはじき（例３）、コイン（例

４ハゴルフピン（例５)、ラムネの蓋（例６)、指輪

（例７）であり、食道異物が４例、冑異物が３例で

あった。全例合併症なく除去したが、食道異物で

あった指輪は''1ｔ接の除去が|水|難であり、胃内に落と

してu収した。腹部ＣＴを施行したのは２例で､おは

じき（例３）とラムネの蓋（例６）であった。例３

は両親が誤飲したものがわからず、ボタン電池の可

能性もあるためＣＴで確認し、３ＤＣＴで表llhi構造が

違うことがわかり、経過帆察も可能と考えられた。

しかし誤飲して２日間胃から移動がないため、摘出

（写真１渡辺真史先生作）

を希望され、全身麻酔で内視鏡を施行してガラスの

おはじきをネットで摘出した。例６は単純レントゲ

ンで異物が映らなかったため､ＣＴで部位を確認して

から摘出となった。鎮静は１歳以下は全身麻酔で

行ったが、その他は静脈麻酔で施行となり、１０歳以

下ではミダゾラムとケタミン、それ以上ではヒドロ

キシジン＋ペンタゾシンを便川した。施行時|H]は来

院してから２時間から２Ｆ１となったが、ボタン電池

（例１）は冑内に12時間停滞し、表面が酸化した危

険な状態であった。ＴＬｊＩ内のボタン電池は可能な限

り、早期の摘出が必要であると思われた。
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発症

Ｈ１８．１

年齢|場所｜物｜サイズ
１

１歳国，ボタン電池，､７ｃｍ
１０カ月戸１口

｜…

２歳食道磁石２ｃｍ

！.繩「

11カ月胃ｉｊＳｌまじき１．２ｃｍ

３歳」食道’コイン２ｃｍ

１０歳曰卜篇ゴルフピン１５ｃｍ

施行時間

12時間

処置

ドル十ケタ、１泊入院

ドル＋ケタ、１泊入院２時間

２日間

Ｈ２１．１０

挿管、２潜入院Ｈ２２．１０

4時間ドル＋ケタ、外来処置Ｈ２３．５

アダｐ＋ゾセ…縦来処置1週間Ｈ２４，７

Ｈ２４９１３歳食道，ラムネ蓋２cｍ６時間アダｐ＋ソセ、外来処置

Ｈ２ｄｌ;9カ月,食道指輪15cm4時間挿管1泊入院
：.,b，，脾,，ｌⅢ’，，

(表１）ドル；ミダゾラム、ケタ；ケタミン、アダｐ；ヒドロキシジン、ソセ；ペンタゾシン
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(例１；レントゲンでhalobslgnがみられ、電池であることがわかる）（例２；大きめなものであったが、鉗

子で引き上げ可能であった）
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(例３ 異物が不明であったが、 CTから電池ではないことが予想された）
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２）コインやリング、おはじきは食道への合併症は

少ないが、乳幼児で食道に長時間とどまることが

予想される場合は可能な|恨り早めの摘出がよい。

３）食道上部の異物をFoleyカテーテルで除去する方

法は、時間の経過から潰瘍形成が予想される場合

には潰瘍や縦郭炎を悪化させる可能性があり行わ

ないほうがよい。また施行しても除去時に気道異

物になる可能性が高いため、行う場合は十分な説

明が必要となる。

考察

小児の誤飲物は様々であり、１歳では３cm前後の

ものを誤飲することが多い。異物誤飲で外来を受診

した時に大切なことは呼吸状態であり、１１乎吸に問題

がなくても流誕や腹痛等の強い症状では、緊急対応

が必要である。

最初に単純Ｘ線を正面と側面から撮影して位置を

確認するが、Ｘ線透過性物質の場合や誤飲物が不明

である場合、ＣＴの確認が重要な情報となる。特に

単純Ｘ線で位置の同定が困難である場合や、誤飲物

の状態を確認するための３ＤＣＴの作成は診断に有

用なものとなる。

摘出には内視鏡が第１選択であるが、マグネット

チューブやバルーンカテーテルも使用されている。

しかし吉日的な処置は気道閉塞の問題もあり、安全

|(liを考えると、内視鏡的治療が優先されると考えら

れる。同||寺に鎮静を考慮しなければならないが、当

院では乳児は気管内挿管の上、全身麻酔で内視鏡を

施行しており、その他は可能な限り静脈麻酔を施行

している。しかし、来院時に食後のFullstomach状

態である場合は、麻酔と内視鏡を施行することで嘔

'''二と誤嚥の呵能性をもたらすため危険であり、施行

時間を十分に考慮した上で内視鏡を施行することが

重要である。

当院での消化管異物の対応は、Ａ）緊急性のある

もの；完全閉塞・食道のボタン電池・食道の鋭的異

物、Ｂ）準緊急性のあるもの；食道の鈍的異物（ボ

タン電池以外）・不完全閉塞の食道異物．胃の鋭的異

物・磁石２個以上の誤飲、Ｃ）非緊急性のあるもの；

Ｗの鈍的異物やボタン電池（無症状で24時間とどま

るもの）と考えている。しかし乳幼児は異物と体格

のバランスを考える必要がありぃ食道の鈍的異物で

も大きさによっては周|丑|への1旺迫が強くなるため、

準緊急であるものでも緊急としてとらえる必要があ

る。具体的に下記に部位別の対応について述べる。

Ⅱ；冑異物の対応

ｌ）鋭的異物、特に大きいものは可能なかぎり早期

に摘出する。大きいものの目安としては、１歳以

下は直径３cm以上、１歳以上は直径５cm以上が曰

安である。

２）症状のない鈍的異物は長期に胄内にとどまる場

合には摘出するが、異物の胃酸による障害を考慮

する必要がある。ボタン電池は表面の酸化が進む

ため早めに摘''１を考慮すべきである。

Ⅲ；十二指腸の異物対応

ｌ）鋭的異物は排出がなければ、可能なかぎりレン

トゲン撮影で確認する。一般的に幽門輪を超えれ

ば１週間以内に排出されるため、便を注意深く観

察する必要があり、排Ｉｌｌがなければ外科処置が必

要となる。

２）発熱・腹痛・嘔吐の症状を伴う場合や、同じ部

位に１週間とどまるような通過障害が生じた場

合、また磁石を含めて２つ以上の誤飲物のある場

合は接着による粘膜障害が出現する可能性があ

り、早期の外科処置が必要となる。

Ⅳ；電池の種類による対応

１）アリカリボタン電池は大きさは２cm以下で、電

流は問題にならず、冑を短時間で通過すれば問題

ない。しかし胃酸で表ll1liの金属が腐食され、電池

の中のアルカリ性物質が流出して、胃壁を損傷す

ることがあるため注意が必要である。

２）リチウムボタン電池は大きさは２cm以上で、ほ

とんどが食道に停滞し、停滞した場所で放電し、

電気分解により水酸化物を生成する。この液体が

消化管壁に潰瘍を形成する。短時間で食道潰瘍が

形成されるため、早期の除去が必要となる。

ｌ；食道異物の対応

l）ボタン電池や鋭的異物は、食道潰瘍を形成し縦

隔炎をリ|き起こす可能性があり、緊急｢'9に内視鏡

で摘出する。リチウムボタン電池は、電流により

水酸化物ができて、食道粘膜に壊死が起き、直接

圧迫やアルカリ成分の漏洩による腐食が早期から

始まるとされる。特に最近の電池は電圧が高くで

きており、２時間以内に摘出する必要性があると

考えられる。
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まとめ

当院で小児の内視鏡的消化管異物摘出術の施行例

は７年間で７例あり、合併症なく施行しているが、

経験例によっていくつか追力Ⅱとなった注意点を示

す。

ｌ）ｌｉ１１内に12時間放置したことで、アルカリボタン

電池が酸化した症例もあり、電池の摘出には可能

なかぎり早期の施行が必要と思われる。

２）食道の鈍的異物で炉食道内腔が狭く、異物によっ

ては食道から直接鉗子で牽引できないものもあ

り、異物を胃内に落としてから回収を考慮する。

３）燗lLU時の注意点は、異物の状態をレントゲンや

３ＤＣＴで事前に十分に検討し、麻酔や内視鏡の時

期を考慮することであり、安易に除去術を施行す

ることで、状態を悪化させることのないようにす

る必要である。

参考文献

林寛之；異物の救急Partｌレジデントノート

Ｖｏｌｌ３ＮＯ９２０１１；１６４１－４９

林寛之；異物の救急Part２レジデントノート

Ｖｏｌｌ３ＮＯＪｌ２０１１；２１２５－３３

山形県小児科医会の諸先生方へ

このたびは会報へのお誘いをしていただき、あり

がとうございます。

今後も先生方から安心してご紹介して煩けるよう

に努〃していくつもりです。

どうぞよろしくお願い致します。

’11形県立中央病院柏原俊彦拝
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追詞４

lll形市勝島矩子

のお手伝いが出来るかと思った。

学園紛争が華やかな時代で、小児科学術集会が潰

れたことさえあり、荒川教授は北日本などは止めて

しまえと発言された。それを加藤先生にお話しした

ので、加藤先生が確かめられたら、荒川先生はそん

なこと言ったかな、開催して下さいと言われたと。

というわけで□出たく全員で〃を合わせ準備し、加

藤先生父子が上山の会場を確保され、地図入りのプ

ログラムも出来た。各地の先生方が集まられ盛会

だった。山形からも演題を出し､寺嶋先生は｢糖尿病

で低身長を来した症例」私は「好酸球増多を伴った

骨髄性白血病の－剖検例」を発表した。加藤先生は

会長として御苦労が報いられ喜ばれたと思う。今な

ら問題だろうが、多くの製薬会社から寄付を頂き、

資金ゼロから学会に余剰金が生じたのも思い出す。

会場に見事なカトレアが飾られ、誠一先生丹精の

作品で、お家に温室があり大事に育てられた由、貧

しい私には驚きだった。

次の難事は、新しく内表地区に病院を作るプロ

ジェクトが持ち上がったことだ。結核が激減したの

で山形市の国療晴Lll荘と左沢の光風園を統合し、そ

れでも不足なので、なんと「こども病院｣を併設した

いから、小児科医の意見を聞きたいと県から要望が

舞い込んだ。加藤先生から小児科医に召集がかかっ

た。

昭和46年のこと北日本の直前のころで、諸先生が

集まり「こども」と名が付く以上は意見をⅢさなく

てはと一致した｡県の衛生部長は三浦大介氏だった

と思う。加藤先生は大層御苦労なさり、県とも話し

合いを重ねられた。

東北地方にまだない「こども病院」の案が本当な

らと、皆は期待と希望を抱き、ホⅡ談してこういう病

|院をと詳細な要望を文書にして、加藤先生に提１１}し

県に伝わったはずだった。しかし川来上がったの

は、結核部門と共に小児慢性疾患と難病を入院、学

校を併設して教育しながら長期入院に堪えられるよ

うにする病院だった。土地を取得するにあたり、こ

どもが病気になったらいつでも診るからという話を

加藤誠一先生のこと

比較的最近お別れした先生方は、諸先生が立派な

,悼む文を書かれ、自分も思いⅡ}を書かせて頂いてい

るし、まだ傍らにいらっしゃるように親しく感じ

る。小児科医会も若返り、余りご存じない先達を偲

ぶのもよいかと筆を執った。

加藤誠一、研一の二代の先生bにはお世話になっ

た。個人的にというより、公的な面のお付きあいが

大部分で、存じ上げないことが多いのだが、以前の

小児科事情を紹介する意味も含めて、大先輩の御父

上誠一先生をお併りして記してみる。

私が山形に来た昭和45年、小児科勤務医は県立中

央病院に羽賀正夫先生（後の県立河北病院院長)、寺

'嶋誠一先生、今野先生が、済生病院に口下部功夫先

生が、済生館は鈴木一以先生と私がいた。小児科集

談会がⅡ}来たばかりで、毎月勉強会と懇親会を交互

にしていた。小児科医会は勿論、今需会の外来小児

科学会はずっと後の成立である。加藤誠一先生と

は、集談会で初対面だった。

簡単に御略歴を「山形市医|]ili会たより」から引用

する。誠一先生は新潟医大ご川身､小児科教室を経

て、昭和19年至誠堂病院の小児科医長の後開業さ

れ、戦後の小児医療を担われた。４２年ご子息研一先

生が戻られ、上lllにも医院を開設、４６年緑川から転

居、小円川に医院を新設されお二人で二カ所の診療

所を経営された（逝去平成２年88歳、研一先生は昭

和63年無念にも先立たれた)。

すべての事情に詳しい方は寺|鳴先生だったが、故

人となられた。

当時誠一先生は貫録のちよび髭を生やされて、山

形県の小児科医の先輩として、また顔として、煩雑

な小児科関係の問題をはからって下さっていたと想

像する。

当時日前のテーマは、北ｕ本小児科学会を'１１形が

門番で46年に開催しなければならないことだった。

まだ山形大学もなく、目前で学術集会をすることで、

会長の誠一先生はとても大変だったのだ。私は大学

でその学会を経験してきたばかりだったので、僅か
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すると、誰も反対せずに、殊にお母さん達が積極的

で、買収に成功するのだそうだった….

お人好しの小児科医は本気になり、かなりの時間

とエネルギーを費やしてしまったことになる。しか

しお互いの考えや気持ちを知り合えて、一層親しく

なる機会ともなった。

完成は昭和49年で、現任の独立行政法人Ilil立病院

機構'11形病院である。最初は小児部門が結核部門と

並んで、大きな役害Ｉを果たした。小児科医・精神科

医の須藤睦子先生が赴任され、小児の難病と、各種

の長期入院患児と共に、心身疾患を新しい見方で診

療なさった。集談会におWL{きし講義を伺い、病院見

学もさせて頂いた。呼吸符理中の重症児、代謝異常

ﾘi｣の終末期、｜jL1肢拘縮した脳'性麻癒りjの病棟は忘れ

られない。通学できる患ﾘL1の病棟は明るい雰囲気

で、隣の県立養護学校に１１､い、学校の先生がベッド

サイドに来られることもあった。

須藤先生は長い期間勤務して下さり、仙台に1娠勤

された後も診療に来られた。少ない医師で多数の重

症患児を完全看護のもとでご覧になり、どんなに御

苦労だったろうか。今も(|||台でエコー療育園の同様

のお仕事を続けていらっしゃる。

今病院は成人の神経系難病、てんかんセンター、

自宅療養の支援、リハビリなどの電要な施設へ発展

したが、小児部門はかすかなものとなり、在宅へlhl

かう傾ＩｉＬＩで、結核のみ唯一の必要な入院施設として

存在する。時代の変遷をしみじみ思う。

昔に帰り、この上【UⅡ|藤先生とはお会いする機会が

多く、小'''111のご|"1毛で県の偉い方ともお会いし

た。立派な広々したお家なのに又驚いた。一段商い

きれいなお茶室があり趣味の`寛い方だった。患者さ

んを二カ所の診療所から御紹介頂き､珍しい疾患も

経験させて頂いた。よく励まして下さい恥じ入り

ながらも、嬉しく有り難い先達であった。

長い年月が経ち、山形の小ﾘﾑ科も山形大学医学部

ＩｌＭ設以降大きく変わった。uiLの小児科医会が設立さ

れ、鈴木一一以先生が会長、地域から副会長が選ば

れ、寺嶋先生、土lIl先生らがﾈIli佐されて、理事会が

定期的に開かれ、’'１１題が生じても解決、話し合いの

体制が整った。元老格の加藤誠一先生はｍｒの荷を下

ろされ、安らかなお気持ちで診療に趣味に専念され

たことだろう。誠一･先生をご存知の方も少なくな

り、私も杵のことしか思いⅡ}せない。お若かつた研

一先生とご高齢の誠一先生、お二人の'川|Ⅱとご葬儀

に伺うのは悲しかった。最愛のご子息と共に診療を

なさった|I々が最もお幸せだったと思い、ただ哀'陣

の念に堪えない。

迫 悼

111形市勝島知子

年、患児への使用1974年、認可は1987年、そしてご

逝去後|Ｗ１もなく2014年秋から水痘ワクチンの定期化

が決まりました。前から要望が強かったのに何故御

'１ﾐ存中に実施出来なかったのか、情けない医療行政

であり、無念に思います。1976年から使ITIし続けた

昔として心からなる感謝と哀'陣の意をお伝えしたい

と思います。

水痘ワクチンの生みの親、開発者であられる高橋

理|ﾘＩ（みちあき）阪大名誉教授が2013年12月161185

歳で逝去されました。枇界に誇る唯一の国産生ワク

チンで、どんなに多くの子ども、特にハイリスクの

患ﾘjの生命を救って下さった事でしょう。山形でも

二回以上御講演を頂きました。立派な内容のお話で

多くの会員が警咳に接し、厳しい研究態度と温厚な

お人柄に触れることがlLH来ました。研究の開始1972
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会 記入

よろしく

天童市民病院小児科遠藤泰F1ョ

平成25年１０月より天童市民病院小児科で働いてお

ります。遠藤泰史と申します。弘前大学平成６年度

卒です。以後１５年医局に所属しておりましたが、思

うところあり平成20年以降医局に所属せず現在に

至っております。色々患者のことで皆様のお'1t話に

なることも多いと思いますが、よろしくお願い申し

上げます。
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理事会メモ

平成25年第３回山形県小児科医会理事会

日時：平成25年９)１２１日（ｔ)、午後６時30分

場所：水鳥’１１形市

出席者：齋藤慶一、秋場伴晴、石原融、

奥山芳夫、勝浦理彦、勝島史夫、

中里満、橋本基也、本間彰、

大滝晋介、岡田昌彦、

小関圭子、中井伸一、

横山新古芳川正流

（敬称略、会長以下五十音lllfi）

議事

Ｌ第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

’１時：平成25年１０１１５日（土)、６日（Ｈ）

会場：ニューオータニイン札幌、札幌市

特別講演Ｉ：「食べること生きること」

㈱オーロラキッチン代表

西村淳様

特別講演Ⅱ：「これからの小児救急医療のあり

方と方向性」

北ﾉL州市立八幡病院救命救急センター・

小ｿJ科救急センター

ＴＩ７川光太郎先生

シンポジウム：「小児救急医療体制一医会、学

会、行政の連携」

111形県のシンポジスト：中咀満先生

「山形県の休日夜間小児一次救急医療体制の

現状」

第34回連合会総会は{'11台市でｌ１Ｉ１催の予定。

２．平成24年度山形UTL小児科医会調査研究課題

「山形県の休日夜''１１小児一次救急医療体fli'|の

現状」

中里満先生

3」１１形県小児科医会会則の改訂

秋場Fill会長から、改定された案について説|ﾘｌ

があり、来年の総会に諮ることとした。

４１１１形県小児科医会役員の改選

5．出張旅費

来年度に関して、予算の関係から、宿泊費と

旅費は従来通り支給できそうだが、川当に関し

ては継続するかどうか議論する必要がある。

6.111形Ui<小児科医会会報発行状Ⅶ｣[1

7．会報の印刷費について

会報の印刷費として年に約60ﾉjILllifi後要す

る。もう少し減らすよう対策を講じる必要があ

る。

８その他

横'１１先生から、総合診療医の専門医Ilill度に関

して話題提供があった。今後、理事会で討議す

ることとした。
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平成26年第１回山形県小児科医会理事会

日時：平成26年２月１１１（士)、午後６時30分

場所：水鳥、山形市

出席者：齋藤慶一、秋場伴晴、大滝晋介、

小関圭子、中井伸一、高橋良和、

橋本基也、東谷暁子、本間彰、

奥山芳夫、勝浦理彦、

中里満、芳賀惠一、

横山新古、芳川正流

（敬称略、会長以下五十音順）

6．山形県小児科医会役員の改選（案）；新たに

理事として､山形大学小1,'d科の佐々木綾子先生、

山形県立中央病院の藤11'純一先生、議長に芳賀

惠一先生、副議長に東谷暁子先生など。

7．出張旅費

現在は、交通費、宿泊費、日当を支給してい

るが、今後は財政難のために支給が困難と思わ

れる。よって、来年度からは日当は廃止し、交

通費は実費支給、宿泊費は上限1万５千円とし

実費支給（パックの場合も実費支給)。

８．山形県小児科医会会報の発行状況と印刷依頼

先

今後もコロニー印刷に依頼することとした。

第63号からはＡ４の大きさになる。

９その他

横山先生から総合医についての話題提供が

あった。現在の18の基本領域の専門医に加え

て、総合医が１９番目の専門医として認定される

ことになった。2015年から初期臨床研修に入る

世代からが対象となる。その後の３年間で総合

医の専門医研修（2017年から始まり、内科、小

児科などをローテート）を修了すると、専門医

として認定された総合医が誕生することにな

る。今後、総合医が小児医療に参入してくる可

能性があり、特に小児科開業医にとっては危愼

される事態になる可能性があると指摘をされた。

議 事

’第33回東北・北海道小児科医会連合会総会の

報告

２．第25回日本小児科医会総会フォーラムが平成

２６年６月１４日（士)、１５日（日）に盛岡市で開催

されるため、平成26年の東北・北海道小児科医

会連合会総会は中止とし、１０１１５Ｕに会長会議

のみ行う(江陽グランドホテルを予定)。第34回

東北．北海道小児科医会連合会総会は平成27年

に宮城県小児科医会の主催で行う。来年度か

ら､各道県小児科医会の年会費が現在の3,000円

から５万円に値上がりする予定となった。年会

費の40万円（５万×８道県）のうちの30万円は、

連合会総会を開催する医会に会長会議等に使用

してもらうために支給されることになった。

３．平成26年度山形県小児科医会総会

日時：平成26年５月１７日（士）

会場：山形市、ホテルメトロポリタン山形

特別講演（案）：|｣｣梨大学医学部小ﾘ｡科助教

金村英秋先生

演題(てんかん､あるいは発達障がいに関して…）

４平成26年度山形県小児科医会調査研究課題

「山形県におけるインフルエンザ1葛による全

身感染症の実態調査（仮題)」

山形市立病院済生館小児科清水行敏先生

5.111形県小ﾘ凸科医会会則の改訂（案）
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スﾆユ

◇第３回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会

曰時：平成26年２月９Ｈ（日）

場所：ＪＡ共済ビル、東京都

テーマ：もし学校からいじめを相談されたらどう

しますか？

◇平成26年度山形県小児科医会総会

１１時：平成26年５月1７１１（士）

場所：ホテルメトロポリタンlll形

特別講演（案）：（てんかん、あるいは発達|章がい

に関して…）

山梨大学医学部小児科助教金村英秋

◇第28回東北成長障害･成長因子研究会

日時：平成26年３月８日（土）

場所：仙台国際ホテル

特別講演：ＧＨ/IGF-I系とサーチュインによる寿

命調節機構とその意義

神戸大学大学院医学研究科

糖尿病内分泌内科学高橋裕

◇第16回曰本小児科医会「子どもの心」研修会

前期

’１時：曰平成26年５月lＯｌ１（士)、１１日（１１）

◇第28回東北小児喘息アレルギー研究会

１１時：平成26年５月2511（日）

場所：ホテルメトロポリタン盛岡本館

特別講演：１．Ⅱとも演題未定

国立病院機構福岡病院名誉院長

福岡女学院看護大学学長

西'''1三馨

あいち小)１J保健医療総合センター

アレルギー科内科部長

伊藤浩明

◇第24回東北小児腎臓病研究会

曰時：平成26年３月１５日（土）

場所：福島ビューホテル

特別講演ｌ：ネフローゼの原|天|はどこまでわかっ

たか？

東京大学医学部附属病院

小児科講師張H１豊

特別講演２：溶血性尿毒症性症候群の診断と治療

大阪医科大学小児科講師昔日’明 ◇第25回曰本小児科医会総会フオーラム

ｌ」時：平成26年６月１４１１（士）～１５１］（'１）

場所：席岡市民文化ホール、マリオス

テーマ：復興を担う子供たちのために～小児医療

の温故知新～

◇第117回日本小児科学会学術集会

日時：平成26年４１１１１日（金）～１３日（Ⅱ）

場所：名古屋国際会議場

テーマ：子どもたち中心の医療と社会をめざして

会頭講演：小児がん細胞における細胞死誘導機構

三重大学大学院医学系研究科

臨床医学系講座小児科学分野駒ｌＨ美弘

◇第16回曰本小児科医会「子どもの心」研修会

後期

’１時：平成26年７月20日（日）、211三１（川・祝||）
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あとがき

会員の皆様はすぐにお気付きになったと思いますが、山形県小児科医会会報は今回の号から大きさがＡ４

版に変わりました。日本小児科学会雑誌や山形県医師会会報もそうですが、Ｂ５版からＡ４版に変更される

雑誌や会報は多くなりました。本会報も、印刷代が少し安くなるということもあり、編集委員会でＡ４版に

変えることを決めさせていただきました。また、活字も大きくなり、読みやすくなったと思います。

本号の特集として「ＲＳウイルス感染症の治療」を企画しましたが、特に薬物治療を第一線の小児科医が

どのように行っているかを知りたいということがきっかけでした。先ず、山形市立病院済生館小児科の清水

行敏先生から、過去７年間の入院患者の臨床像を示していただきましたが、そのなかで治療にも触れられて

います。山形県立中央病院の藤山純一先生からは、外来と入院治療について述べていただきました。そして

私は、診療所において実施しているに薬物療法、とりわけステロイド剤と□イコトリエン拮抗薬に焦点を

絞って書かせていただきました。RedBook2012では「多くの試験ではステロイド剤は勧められていない」

と記載されており、ロイコトリエン拮抗薬に至っては触れられてすらいません。これらの薬剤の投与に関し

ては多くの批判的な意見もあろうかと思いますがぃ今後、さらに検討する余地はあるのではないかと考えて

います。

他にも多くの原稿を頂戴し、今回も充実した会報になったのではないかと考えています。投稿して頂いた

諸先生に心より感謝申し上げます。

今年の冬は比較的降雪量が少なく、このまま春を迎えて欲しいと願っていましたが、２月中旬に大雪に見

舞われてしまいました。この会報がお手元に届くころには春めいた過ごしやすい気候になっていると思われ

ますが、また一方ではスギ花粉稀の季節でもあります。４月から消費税が８％に上がり、会員の皆様におか

れましては何かと大変かとは思われますが、どうぞご自愛下さい。 （秋場記）
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平成26年３月３１日発行

発行者齋藤慶一

発行所山形県小児科医会

〒９９０－２４４７山形市元木２－６－１３

芳川小児科医院内

山形県小児科医会事務局

ＴｅｌＯ２３－６２５－７７００

ＦａｘＯ２３－６２５－７７１０

印刷所山形福祉工場（コロニー印刷）

〒９９０－２３２２１１１形市桜田南１番１９号

ＴｅｌＯ２３－６４１－１１３６

ＦａｘＯ２３－６４１－ｌ３３４

編集委員秋場、石原、入間田、奥山、勝浦、齋藤

佐藤（陽）、士川、橋本、芳川、本間
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