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創立30周年記念誌
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群馬県小児科医会便りNo.6０２０１４．４

創立30周年記念誌発刊にあたって

群馬県小児科医会会長飯山三男

このたび群馬県小児科医会が発足して創立30周年をめでたく迎えることができまし

た。誠に感'慨深く思われ、３０周年の式典を会長として迎えることは非常に光栄です。

本会は会員の先生方により精力的に小児医療と地域医療に取り組み発展してきまし

た。本会の基礎と発展を築かれた先輩先生方に敬意を表したいと思います。今後も医会

として地域医療・国・県・市町村の事業(学校保健、母子保健、乳幼児健診、予防接種、

救急医療事業等)に引き続き積極的に協力していきたいと思います。

小児をめぐる社会環境は著しく変化し、少子高齢化が一段と進み、政治の不安定さも

あり、これからの小児医療は明らかに変化すると思われますが、二十一世紀を背負うこ

どもたちを支援していきたいと思います。

医会便り第60号は30周年記念誌として発刊することになりました。創立以来医会便り

は、会の活動記録や会員の意見交換と親睦のために重要な役割を果たしてきました。本

会の歴史を顧みて、先人先輩たちの業績に学び今後の方向性を見定めていきたいと思っ

ております。本号は医会の過去の歴史、医会の現在、医会の未来について会員の先生方

に書いていただきました。

最後に30周年記念式典が挙行できましたことに対して、会員の諸先生及び関係各位の

ご支援に心より御礼申し上げ、今後、一層のご指導とご協力をお願いし発刊のご挨拶と

させていただきます。



群馬県小児科医会便りNo.6０２０１４．４

目次

飯山三男発刊にあたって

30周年記念講演・祝賀会会次第……………･…･…………………･…………１

30周年記念祝賀会

会長挨拶

祝辞

祝辞

祝辞

祝辞

飯山

松平

鶴谷

川原

荒川

男
光
武
男
一

三
隆
嘉
武
浩

２
４
６
７
８

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

■
●
●
●
●

記念講演

特別講演１

「小児肺炎球菌感染症ワクチン導入効果と新たな展開」

石和田稔彦・座長須田浩充

特別講演２

「小児外科疾患と最近の治療法“111頁天堂の経験,，」

山高篤行・座長友政剛

特別講演Ｓ

「成育基本法と小児医療」

松平隆光・座長飯山三男

特集１小児科医会の今昔

設立時を回想して渡辺喬三郎

五代目会長のときは戸田優

私の今昔感中田益允

群馬県小児科医会創立30周年を祝して森川昭廣

小児科医会便りの編集に携わって嵯峨六雄

…･…･……･1０

･･…･………１４

……………1７

．.…………･２２

……………２４

……………２６

.…･……･…２９

……………３１



群馬県小児科医会便りNo.6０２０１４．４

特集２小児医療：この10年のトピックス

インフルエンザ直田祐子……………３４

乾宏行……………３６ワクチン

発達障害～小児科医の役割は～岡田恭典……………４０

アレルギー重田誠……………４２

特集Ｓこれからの小児医療

きれいに羽ばたけ！小柳富彦..……･……４８

これからの小児医療戸所誠…･…･…･…５０

小児科医として成長するということ竹内香代子……………５２

これからの小児医療一小さな地方都市の開業医の考えたこと－

金子浩章……………5５

群馬県小児科医会30年の歩み２０年以降を中心に富所隆三……………5７

群馬県小児科医会総会・学術講演会記録………･…………･…………………･6２

群馬県小児科医会会則・…………………･……………･…………………………6７

群馬県小児科医会歴代役員名簿……………･…………………………･……･…6９

会員異動…･……………･……………･……･………･……………･･………･……….7４

医会関係行事録･………………･…………………･……･………･………･…………7５

あとがき 北條みどり……………7６



（１）No.6０２０１４４ 群馬県小児科医会便り

会次第

記念講演会午後３時～５時45分司会松島宏先生

特別講演Ｉ座長須田こどもクリニック須田浩充先生

演題「小児肺炎球菌感染症

ワクチン導入効果と新たな展開」

演者千葉大学医学部付属病院感染症管理治療部講師

石和田稔彦先生

座長パルこどもクリニック友政剛先生

「小児外科疾患と最近の治療法“111頁天堂の経験，,」

順天堂大学医学部小児外科教授

山高篤行先生

特別講演Ⅱ

演題

演者

座長飯山医院飯山三男会長

「成育基本法と小児医療」

日本小児科医会会長

松平隆光先生

特別講演Ⅲ

演題

演者

祝賀会午後６時～８時45分司会大山碩也先生

飯山三男先生

松平隆光先生

月岡閏夫先生

川原武男先生

岡田恭典先生

田口勉先生

中田益允先生

戸田優先生

渡辺喬三郎先生

富所隆三先生

群馬県小児科医会会長

日本小児科医会会長

群馬県医師会鶴谷嘉武会長代理

群馬県健康福祉部医務課長

群馬大学小児科荒川浩一教授代理

群馬県医師会釜萢敏参与代理

元群馬県小児科医会会長

前群馬県小児科医会会長

元群馬県小児科医会副会長

富所こども・アレルギークリニック

開会の辞

祝辞

乾杯

スピーチ

閉会の辞
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■３０周年記念祝賀会■

会長挨拶

群馬県小児科医会会長飯山三男
￣

本日はご多忙の中、群馬県小児科医会30周年記念祝賀会に、このように大勢の先生方

にご出席いただきまして大変ありがとうございました。本日このように盛大に祝賀会を

開催できますのもすべて皆様方のお力添えのたまものと感謝いたしますとともに厚く御

礼申し上げます。

また只今は30周年記念講演会として、石和田稔彦先生には｢小児肺炎球菌感染症ワク

チン導入効果と新たなる展開｣、山高篤行先生には｢小児外科疾患と最近の治療方法"順

天堂の経験,,｣、松平隆光会長先生には｢成育基本法と小児医療｣についてお話していただ

きました。今後の我々の診療や医療活動に大いに役立つお話をしていただきまして誠に

ありがとうございました。

本日は日本小児科医会会長松平隆光先生、群馬県医師会副会長月岡関夫先生、群馬

県健康福祉部医務課長川原武男様、群馬大学小児科教授荒)Ⅱ浩一先生(代理岡田恭典先

生)、順天堂大学医学部小児外科教授山高篤行先生に、ご多忙の中祝賀会にご臨席賜り

またご祝辞をいただきありがとうございます。

さて、群馬県小児科医会は昭和58年９月に設立ざれ現在に至っております。現在会員

数は170名を超えており、様々な活動を展開しております。会員の先生方には改めまし

て御礼申し上げます。

この１０年の出来事で一番は東日本大震災です。亡くなられた方々に改めて哀悼の意を

表すると共に、いま尚不自由な生活を強いられている方々のことを考えると心が痛みま

す。また予防接種制度が大きく変わり、ふりまわされたように思います。県内小児救急

医療は各郡市医師会の努力もあり、現在はうまく機能していると思います。参加されて

いる先生方に厚く御礼申し上げます。地域医療の実践、国・県・市町村の事業への積極

的協力をしていただきありがとうございます。

少子高齢化がつづくなかで、小児医療は今後大きく変化していくものと思われます。

我が国の子どもたちが全て平等に、保健・医療・福祉に対する`恩恵が受けられるよう努

力したいと思っております。直近の問題が小児在宅医療であると思われます。また小児

医療環境整備のためにもぜひ成育基本法の制定が必要と思っております。子どもは国の
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宝と考え小児医療のために努力していきたいと思いますのでよろしくご協力をお願い

し、本日の懇親会が明るく、楽しく、元気が出るようにお過ごしいただければと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

罰11ＭＢ
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祝辞

曰本小児科医会会長松平隆光

このたび群馬県小児科医会におかれましては創立30周年を迎えられ、飯山三男会長は

じめ、会員の皆様に心からお慶びを申し上げます。

群馬県小児科医会は、創立以来、今日まで社会環境の著しい変化に的確に対応し、会

員の生涯研修並びに子どもの健全な発育と疾病予防等各種事業を積極的に実施され、小

児医療の発展と会員の資質向上に多大の貢献をされてまいりました。これは、歴代役員

と会員の皆様のご尽力の賜物と感じ、心から敬意を表します。

さてわが国は、2012年12月、国立社会保障・人口問題研究所の発表によりますと、

2060年の合計特殊出生率は1.35で、現状より悪化することが予想されております。この

原因は、女`性の晩婚化だけでなく、新たに夫婦出生力の低下という要因が加わったため

であります。出生数減少と寿命の伸長により、2050年の高齢化率は、１日推計の32.3％か

ら新推計では35.7％となり、わが国は世界最高の高齢社会を迎えることになります。

少子高齢化の影響は、経済や生活環境に大きな影響を与えることになりますが、小児

科医としては子育て・子育ちの状況悪化が最も心配される点であります。

従来からヨーロッパ先進諸国では、年齢、‘性別や障害での差別を改善して女`性の就労

と子育て環境を整えてきました。そして子育てを次世代育成のための社会全体の問題と

してとらえ、母子保健から医療まで広くその権利を親に保障しております。さらに子ど

もを１人の人格をもった権利主体として認めるとともに、よりよい環境で育てられる権

利を保障してきました。

しかし、わが国では急激な少子化のため社会的対策が立ち遅れ、女性が産みにくく育

てにくい家庭、職場、社会環境を作ってしまいました。

今後は親にとっても育つ子どもにとっても安定した生活を保障するために多様な経済

的、身体的、精神的な支援が必要となっております。このため、現行の医療保険制度、

母子保健法、学校保健安全法、児童福祉法などの関連法を参考にし、少なくとも保健・

医療・福祉を包含した子どものための総合的社会的支援制度を検討すべきであります。

２０年前から、日本小児科医会では｢小児保健法｣の制度を目指してまいりましたが、昨

年来この制度の対象範囲を拡大して｢成育基本法｣の制度を検討しております。

成育基本法では、成育過程にある者の保健、医療、福祉の提供を支援するための施策
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を国、地方公共団体に求めております。さらに基本理念として、多様化する保健、衛

生、生活環境等に関する需要に的確に対応するために国、地方公共団体、関連施設の有

機的な連携の必要性が記載されております。これを具体化するために、国の財政的措置

の必要性、健康の増進及び福祉の向上を図るための｢成育基本計画｣の作成とそれを審議

する｢成育医療等協議会｣の設置が成育基本法総則に記述されています。

成育基本法制定に向けて、群馬県小児科医会会員の皆様のご支援.ご協力を何卒よろ

しくお願い申し上げます。

最後に群馬県小児科医会の益々のご発展を祈念いたします。

田
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β■：rJiL

､雲''１卜ｌ＃ 群馬県医師会会長鶴谷嘉武

只今、御紹介を賜りました群馬県医師会長の鶴谷でございますが、所用のため欠席さ

せていただきます。私、副会長の月岡が、会長からメッセージを預かっておりますので

代読させていただきます。

本日、群馬県小児科医会が設立されて30周年を迎えられるにあたり、一言お祝いの言

葉を申し上げます。

はじめに、本県の小児科学を発展させて社会に貢献する団体として、これまで果たし

てきた並々ならぬ御尽力に対しまして、深く敬意を表するとともに、貴会が設立30周年

を迎えられましたことに対しまして、あらためて心からお慶び申し上げます。

貴会は、昭和58年９月に｢優れた小児医療体制の構築を目指し｣設立して以来、初代井

上清会長から現在の飯山三男会長に至るまで、会長各位の手腕はもちろんのこと、会員

の先生方の御努力の賜により、小児医療・小児保健など多方面に亘り貢献していただき

ました。重ねて敬意を表する次第です。

今般、医療を取り巻く環境は年々厳しい状況にあり、我々医師が日々直面する課題は

多く、ざらに、質の高い医療の提供や医療連携が求められております。

特に小児医療に関しては、新臨床制度の実施により小児科を選択する医師の減少が危

慎され、予防接種体制の構築、小児救急医療の確立、食物アレルギー対策、５歳児検診

の普及など多くの課題が山積しており、将来を託す子どもたちの命と健康を守るために

は、喫緊に対応しなければなりません。

現在、群馬県医師会では国から補助金をいただき、子育て中の女性医師をサポートす

る事業を展開しております。これは医師不足の解消を進める中で、小児科医を担う割合

の多い女性医師を支援し、女'性医師が将来に亘り誇りと自信を持って勤務し続け、持て

る力を存分に発揮でき、地域医療の向上に寄与していただきたいと実施しております。

貴会におかれましても、会員への周知の御協力をお願い申し上げます。

今後につきまして貴会に期待することは、真に実力を持ち周囲から信頼される小児科

医の育成と本県医療界の発展のため、是非とも会員各位の御尽力を賜りたいと存じます。

結びに、本日の慶事を機に、益々の御繁栄を祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせてい

ただきます。（鶴谷嘉武先生は2013年１１月９日、ご逝去されました。心よりお悔やみ申し上げます｡）
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祝辞

群馬県健康福祉部医務課長川原武男

「群馬県小児科医会設立30周年｣誠におめでとうございます。

記念祝賀会が開催されるにあたり、一言お祝いを申し上げます。

群馬県小児科医会におかれましては、設立以来、小児の保健、医療及び福祉の充実を図る

ため、永年にわたってご尽力頂いておりますことに、心から敬意を表する次第であります。

近年、小児医療を取り巻く環境は、少子化の進行や児童虐待、いじめの増加、そして

小児科医の不足など、厳しい状況にあります。

そうした中、特に小児救急医療体制の確保については極めて厳しい状況にあります

が、本県では､｢県内を４ブロックに分けた小児救急輪番体制｣を構築しており、現在、

全県において空白が発生していない状況にあります。

これは、県内の－次、二次、そして三次医療のそれぞれの現場で、小児科医の皆様が

小児医療を守るため日夜ご尽力されている賜であり、心より感謝申し上げます。

県では、今年度下半期から｢小児等在宅医療連携拠点事業｣を開始しましたが、この事

業は、地域における小児在宅医療支援体制を構築するため、国が新たにモデル事業とし

て実施するもので、本県を含む８都県が採択されたものです。

すでに、小児科医会の皆様にも、飯山会長さんをはじめ、委員として参画していただ

いており、ご協力いただいておりますが、県としては、この事業を契機として、小児在

宅患者や家族を支援する体制の構築にしっかりと取り組んで参りたいと考えております。

また、国においては、消費税の引き上げを予定しておりますが、引き上げ分は､｢年

金｣､｢医療｣､｢介護｣､｢子育て｣の４分野に限定して活用することになっております。

県といたしましても、全国で初めて、中学校卒業までの医療費を入院・通院問わず無

料にする｢子ども医療費の完全無料化｣に取り組んでおりますが、この制度は今後とも、

しっかりと継続していくとともに、新たな財源を活用し、更なる小児医療の拡充を図っ

て参りたいと考えております。

皆様におかれましても、３０年の輝かしい伝統を礎として、小児医療の更なる充実に御

尽力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、群馬県小児科医会の益々の御発展と、本日御参会の皆様の御健勝を心より祈

念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。
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|祝辞
群馬大学大学院医学系研究科小児科学教授荒川浩一

Ｉ

Ｉ

ご紹介をいただきました、私、群馬大学の岡田でございます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。本来でございますと荒川浩一教授が、出席をいたしまして、皆様方にご

挨拶を申し上げるべきところでございますが、ちょうど今日、学会に出張いたしており

まして、出席できないということで、私が代わって出席をさせていただきました。荒川

から祝辞を預かってきておりますので、代読をさせていただきます。

このたびは、群馬県小児科医会が30周年を迎えられましたこと心からお祝い申し上げ

ます。

群馬県の未来を作る子どもたちが健やかな生活を過ごすことは、小児医療に携わる

我々のみならず群馬県民すべての願いであります。そのためには、適切な医療サービス

を受けられる体制が整っていることがとりわけ重要と思われます。これまで、群馬県の

小児医療の最前線で診療していただいた小児科医会の会員の皆様の役割は、当然なが

ら、この上なく大きなものです。昼夜をいとわず、頑張っていただいていること本当に

心より感謝申し上げます。

さて、現在、医療の高度化・専門化が進み、小児医療を取り巻く状況は大きく変化し

てきています。すなわち、新薬の開発、診療ガイドライン作成と普及、‘慢性疾患の子ど

もたちを継続管理していくという治療方針の考え方の変化、ワクチン接種を含めた予防

医学の進歩、さらに、出生率の減少による少子化も加わり、小児入院患者数は明らかに

減少しています。

しかし一方で、核家族化により若い親御さん達が相談する先もなく育児不安に陥り、

さらに不安を煽るようなインターネットからの`情報の氾濫により、休日や夜間の時間外

に受診される子どもたちはなかなか減らない状況です。ひとたびインフルエンザが流行

すれば、夜間休日急患体制は破綻寸前の状態にまで陥ります。この点では、小児医療の

最前線で診療いただく先生方のご苦労はまったく変わりない状況であります。

ところで、最近の小児医療体制では－次、二次、三次医療の｢明確な役割分担｣、すな

わち分業化がなされて来ていますが、患児の病態に応じて複数の医療機関が連携して取

り組む｢病診」あるいは｢病病｣と言われる｢医療連携体制｣の重要`性も増してきています。

一次医療が充実していても、二次医療体制が十分に整っていないと病診連携がうまく機
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能せずに、患者さんの紹介先探しに苦労してしまいます。群馬大学小児科では、小児科

医師不足のなか勤務医確保のため日夜、医学生や研修医の勧誘に向けて頑張っておりま

す。今後とも、群馬県小児科医会の会員の皆様と一緒になり、小児科医の確保に向けて

小児科医の魅力をアピールしていきましょう。何卒、よろしくお願い申し上げます。

結びになりますが、今日の記念式典を開催するに当たり、群馬県小児科医会の会員の

皆様のご健勝をお祈りし祝辞とさせていただきます。

本日はおめでとうございました。

群馬県小児科露i5i祷惹祝詞
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特別講演１

須田浩充

小児肺炎球菌感染症

ワクチン導入効果と新たな展開

千葉大学医学部附属病院

感染症管理治療部講師

石和田稔彦先生

演題

講師

石和田稔彦先生

群馬県小児科医会30周年記念講演会で

千葉大学医学部附属病院感染症管理治療

部講師石和田稔彦先生に小児肺炎球菌感

染症について特別講演をいただきました。

ここに、その内容を要約し、ご紹介いた

します。石和田先生は７価小児肺炎球菌

ワクチンの導入効果と2013年11月１日に

定期接種となった１３価小児肺炎球菌ワク

チンについてお話をきれました。

生は推測されていました。千葉県内では

肺炎球菌はHibについで２番目の髄膜炎

の起因菌ですがHibより高率に後遺症を

残すと先生は説明されていました。

【７価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV7)】

１，７つの血清型を血清型別に培養して

増殖させた後肺炎球菌莱膜ポリサッカ

ライＦを抽出して精製しキャリアたん

白(ジフテリアCRMl97)に結合ざせこ

れを混合してシリンジに充填したもの。

２，血清型４，６B、９Ｖ、１４，１８C、19F、

２３Ｆ

３，Ｔ細胞依存`性抗原であり乳児にも免

疫を誘導できます。メモリーＢ細胞が

増殖されて免疫効果が持続します。

４，２３価肺炎球菌芙膜多糖体ワクチン

（ニューモバックス）との違いは23価肺

炎球菌莱膜多糖体ワクチンはＢ細胞の

みに作用するため２歳未満には免疫が

つきにくいことです。

2010年２月24曰発売

接種対象者２か月以上１０歳未満

【肺炎球菌の特性】

肺炎球菌(Streptococcuspneumoniae）

は細胞質、細胞壁、芙膜で形成ざれ英膜

膨化試験及びMultiplex-PCR法により９３

種類の血清型に分類されます。

2007年から2009年にかけて千葉県内で

の小児侵襲`性肺炎球菌感染症は菌血症、

肺炎、髄膜炎、蜂窩織炎合わせて2007年

39人、2008年61人、2009年76人の合計176

人でした。2009年は５歳未満小児人口１０

万人あたり26.1人でした。この内髄膜炎

は千葉県内で年間６～８人なので日本全

体で考えると約20倍して年間150人と先
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適応ＰＣＶ７に含まれる血清型による

侵襲`性肺炎球菌感染症予防

海外では肺炎・中耳炎に対する

適応があります。

接種開始年齢２か月以上７か月未満

け出疾患になりました。

侵襲`性肺炎球菌感染症由来株のPCV７

カバー率は、フィンランドデンマーク、

米国、カナダでは２歳未満の小児で70～

90％でした。2000年に米国はPCV7を導

入し５歳未満の侵襲`性肺炎球菌感染症が

劇的に減りました。９５％以上と言われて

います。さらに、２歳未満の入院肺炎症

例を減らす効果を認めました。ペニシリ

ン低感受性株やマクロライド耐性株など

の耐性肺炎球菌感染症も減らしました。

日本では、PCV7導入後全国１０都道府

県で肺炎球菌髄膜炎が５歳未満人口１０万

人あたり７１％の減少を認めました。

PCV7接種率と肺炎球菌血清型の推移で

は接種率94.0％でＰＣＶ7関連株7.1％、

PCV7非関連株92.8％となりました。

侵襲`性肺炎球菌感染症分離株の血清型

の推移は2006年と2011年を比較すると増

加した血清型は１９Ａ、１５Ａ、２２F、l5C、

l5Bo減少した血清型は１４，９Ｖ、１９F、

４，６Ｂでした。

この結果より１３価肺炎球菌結合型ワク

チン(PCVl3)に移行すればさらに減る

可能性が認められました。

肺炎球菌を保菌していると肺炎球菌感

染症のリスクがあります。保菌してから

早期に発症することが多く、ワクチン接

種前に肺炎球菌の保菌があるとワクチン

接種後保菌している血清型について抗体

上昇が得られにくくなります。感染(潜

伏感染・保菌)前のワクチン接種が予防

効果が高いため出来るだけ早期にPCV７

接種を開始し集団生活前に接種を終わら

せる必要があります。そして、ＰＣＶ7接

種による高い抗体価によりＰＣＶ7関連肺

炎球菌感染症の予防ができます。ざらに

PCV7関連肺炎球菌の排除によりPCV７

関連肺炎球菌の伝播が防止ざれ間接的効

果として集団免疫ができます。この集団

免疫効果によって感染症伝播を予防する

には高いPCV7接種率が必要不可欠とな

ります。

任意接種時期のPCV7全国普及率は

１７％、群馬は15％でした。その後ワクチ

ン接種緊急促進事業が平成25年３月31日

までの間実施ざれ公費助成導入後の

PCV7普及率は東京で80.4％、群馬では

92.1％となりました。

予防接種法の改正により2013年４月１

日からＰＣＶ７は定期接種となりました。

加えて、侵襲性肺炎球菌感染症は全数届

【13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)】

１，１２６か国で承認ざれ69か国で定期接

種化されています｡(2013年４月現在）

２，７価肺炎球菌結合型ワクチン

（PCV7)に６種の血清型を追加しまし

た。４，６Ｂ、９Ｖ、１４，１８０１９Ｆ、２３Ｆ

＋１，３，５，６Ａ、７Ｆ、１９Ａ
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補助的追加接種の必要性について

ＬＰＣＶ７導入後、侵襲'性肺炎球菌感染

症(IPD)は減少しています。

２，ＰＣＶ7未接種者では、PCV7含有株に

よるIPDが認められます。

３，ＰＣＶ7初回免疫を終えている者、４

回接種済みでIPDを起こしている者は、

ほとんどPCV7非含有株によるもので

す。

４，ＩＰＤを起こしているＰＣＶ7非含有株

の50％程度(地域により異なる）が、

PCVl3含有株によるものです。

５，特異抗体価保有状況は年齢依存的で

すが、PCVl3含有血清型に対して免疫

のない２歳以上の小児が多く存在する

可能性があります。

６，肺炎球菌感染症は、小児に特異的に

感染するものではなく、成人でも感染

する可能性のある感染症です。

キャリア蛋白(ジフテリアCRMl97)は

ＰＣＶ７と同じです。

３，より広範囲な肺炎球菌による侵襲性

感染症を予防することが期待できます。

PCVl3接種により血清型6Ｃに対する

オプソニン(芙膜血清型特異抗体が肺炎

球菌莱膜に結合し補体依存性に貧食細胞

に取り込まれること)活性が上昇し6Ｃも

96％予防できました。

米国での侵襲性肺炎球菌感染症は2010

年にPCVl3が導入ざれPCV7導入後より

さらに減少しています。局所反応は

PCV7と変わず、発熱も差はありません

でした。

PCV13の苞:斑Ｆ月

一万一Ｆ＝＝

■２か月以上6歳末溝

PCVl3-3＝

ＰＣ Ｕ

PCV13の錘[スケシュール
ＰＣＶ７からPCVl3への移行スケジュー

ルは追加免疫は１回でも十分とされてい

ます｡(米国ＡCIPによる推奨）

日本ではPCV７４回目終了後、８週間

以上あければPCVl3の接種は可能です。

(補助的追加接種：任意接種６歳未満）

すでにPCV7を４回接種している者に

対しては、任意接種ですが、接種対象者

であれば将来的な肺炎球菌感染症予防と

いう面からも補助的追加接種を強く勧め

るのが先生のお考えです。

今後の課題としては、小児肺炎球菌ワ

クチンの効果を正しく評価するための体

1)接■月齢：２旨 月末.一・A

1２ １５『河.、

PCVl3の接種対象と方法(表ｌ）

1,、bPcvl3への五蕪

10石豆一、這司一

の宝四笙函坐二垂辱

1ｍに達するまで→団団Ｅ逸するまで
【知ｂワワチノは1随、■する宝で、

Ｔ巳、■罰亘

初回免濁齢9丁後ｍＢＬ１上の問用をおいて→

初回接匝終了性60日以上のPTHをおいて生後12月に

至つぇＢＬＵ庫に

初囮接臣印6力坦E性7か月～皿か月の老UDOmｺﾕ回日笠亜時期

生後Ｌ月に至るまで→生隆四月に

PCV7からPCVl3への変更点(表２）
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接種する可能性もあるとのことです。

問題点として肺炎球菌によるワクチン

免疫回避機構の存在があります。血清型

6Ｂが6Ｃに変異し遺伝子型を変えること

がありえます。そのため肺炎球菌の共通

蛋白抗原を用いたワクチンの開発が進め

られています。

最後に、お忙しい中ご講演いただきま

した石和田先生に、この紙面を借りて深

謝いたします。

制整備として感染症法施行規則改正に伴

う全数調査の徹底、分離菌株の血清型解

析、特異抗体価の測定やオプソニン活性

などの免疫原`性の評価を先生は示きれま

した。

小児用肺炎球菌ワクチンは接種対象外

の成人の肺炎球菌感染症も減らしますの

で、これからの肺炎球菌感染症予防対策

として成人と小児領域での連携した対策

が必要と先生は指摘され、PCVl3は成人

適応も取得しようとしていて今後成人も

■PPF 擢

Ｆｆ

蟻｡『

ｒ５ｊ
Ｌｌ輯
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特別講演２

友政剛
’

態
小児外科疾患と妓近の治療法

“111頁天堂の経験'’

111頁天堂大学医学部小児外科教授

山高篤行先生

演題

講師

山高篤行先生

としての心構え｣をお話されました。

「入局してすぐに、宮野先生から､「１

日が終わるときに余力が残っているよう

な仕事をするな」と諭され、それを肝に

銘じてやってきました」とのこと｡｢小児

外科医として一人前になるには最低15年

かかります｣というお言葉にも重みが感

じられました。

この日の特別講演２は、順天堂大学小

児外科・泌尿生殖器外科の主任教授、山

高篤行先生のご講演｢小児外科疾患と最

近の治療法"順天堂の経験,，｣でした。

山高先生は鏡視下手術の第一人者であ

り、また順天堂の小児外科は大学の小児

外科講座として日本で初めて設立された

という伝統をもち、現在も年間手術件数

2000件という文字どおり日本を代表する

小児外科ですので、ご講演を楽しみにし

ておりました。山高先生は、その期待ど

おりに大変興味深く、すぐに診療に役に

立つようなお話をわかりやすく解説して

くださいました。

ご講演では、代表的な小児外科疾患に

ついて－通りお話いただきましたが、以

下に私個人の印象に残ったお話を記して

みます。

【虫垂炎】

積極的に腹腔鏡で手術をしておられる

様子をお話しくださいました。虫垂内の

あるいは腹腔内の膿をドレナージできる

ことも腹腔鏡を積極的に使うメリット。

【卵黄腸管遺残】

メッケル憩室の「２の法則｣とは、

①すべての人の２％にメッケル憩室は存

在する。

②そのうち、２％の例が発症する。

③回盲部から２feetの距離に存在。

④２歳くらいで発症。

【11頂天堂の小児外科】

順天堂の小児外科の歴史や、初代教授

(胆道閉鎖症で有名な駿河先生)と先代教

授(宮野先生)から学ばれた｢小児外科医
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新生児のメッケル憩室例のお話

「ある時、新生児科のベテラン医師か

ら、日齢２，腹部膨満の新生児が順天堂

の小児外科に送られてきました。診察し

た中堅の教室員から､『胎便`性イレウスか

も知れないので、１日様子をみてよい

か』と連絡が入りましたが、私はこう答

えました｡｢紹介してきた先生は、君より

もベテランで経験のある先生である。そ

の先生が、手術が必要と判断して送って

きたのだから、よほどの確信がないかぎ

りは、その判断を軽んじてはならない』。

その例は、手術し、メッケル憩室による

拘束`性のイレウスでした｣。先輩の判断

に敬意を払うこと、若手医師に教えたい

ことの一つだそうです。

このお言葉はちょっと意外でした。でも、

その後、以下のようなお話をされました。

「新生児の鼠径ヘルニアは、腹膜が非

常に薄いのでよほど注意しても再発する

ことがあります。英国のある高名な先生

は、新生児の場合には必ず翌日自分で診

察し、再発を認めればすぐに再手術して

いました｣､｢鼠径へルニアでは、嵌頓し

た場合に、腸管の壊死は実はほとんどお

こりません。精巣の萎縮・壊死がよくお

こります｣､｢女児の鼠径ヘルニアでは、

卵巣が脱出している場合が多いが、卵管

のみが脱出している場合があり、そのよ

うな場合には、手術時に安易に結紮する

と卵管をしばって壊死をおこすことがあ

ります｣。なるほど…

【肥厚性幽門狭窄症】

「私がイギリスにいたときに、そこで

は、ほとんどの例が超音波検査などをす

ることなく触診で診断されていました。

日本では､『さわる前に超音波、さわる前

に透視｣ですね」

耳の痛いお言葉です。

順天堂では、膳上部弧状切開でよい成

績であるとのこと。

ところで、膨隆していて、圧迫しても

引っこまない鼠径へルニアでは、嵌頓を

考えるのが一般的ながら、水腫をともな

っている場合などがあるので､｢元気でミ

ルクをふつうに飲んでいる場合には、嵌

頓はないからそのまま経過をみるように

と、指導しています｣とのことでした。

【膀胱尿管逆流症】

「従来は、３時間ほどかかる逆流防止

術を行っていましたが、今は膀胱鏡下で、

尿管の膀胱開口部にヒアルロン酸を注入

しており、１０分ほどで終了することもあ

ります」

【鼠径へルニア】

「鼠径へルニアの手術は難しいです。

『たかがへルニア、されどへルニア」と教

わりましたが、そのとおりです」

鼠径ヘルニアは、最も簡単な小児外科

的手術の一つだろうと思っていたので、
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腸閉鎖症、Hirschsprung病など、鏡視下

手術を中心にお話くださいました。

【包茎】

「５～７歳で自然にむけるので、それ

まで経過をみることを原則としていま

す」

「手術の適応は、①繰り返す包皮炎、

②尿路感染、③宗教上の理由です」

「手術は簡単ではありません。血管を

損傷してGransが壊死に陥いることもあ

ります」

山高先生のご講演を拝聴して、特に印

象に残ったのは、よりよい手術をひたむ

きに求めていかれる姿勢でした。尿道下

裂の術式の話や、腹腔鏡をもちいた数々

の手術のお話にそれがにじみ出ておりま

した。

また、我々が、簡単な手術であろうと

思っている疾患、例えば鼠径ヘルニア、

肥厚`性幽門狭窄、包茎などの手術につい

て､「とても難しい手術です｣とおっしゃ

ることも印象に残りました。意外に思っ

て拝聴しておりますと、それぞれの手術

で、本当に患者さんの将来まで深く考え

て手術し、また(他院で)安易に行われた

手術の失敗例を数多くご覧になってきた

結果､｢難しい」と実感されるに至ったと

いうことが理解できました。すなわち、

並外れたご経験があってのことなので、

｢経験をつむほど｢職人｣は謙虚になるも

のだ｣と、改めて納得し、おもわず自ら

をふりかえって反省いたしました。

ということで､｢他の分野の方のお話で

も、やはり一流人のお話には、多くの学

ぶことがあるものだ｣と改めて実感した

ご講演でした。

【尿道下裂】

特に、山高先生が先駆的なお仕事をさ

れた疾患であり、尿道の作り方について

の新しい工夫などをご紹介くださいまし

た。漏れることのない尿道を作り、また

将来の勃起に支障がないように配慮して

の難しい手術であることが、手術写真か

らヒシヒシと伝わってきました。

【水腎症】

水腎症も、後腹膜下に送気して後腹膜

を剥離することで、鏡視下手術が可能で

あるとのことをお話しされました。現在

は、順天堂でのみ行っている手技とのこ

と。

その他にも、肺嚢胞、急'性陰嚢症、傍

尿道口嚢腫、埋没陰茎、胆道閉鎖症、小
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特別講演３

飯山三男

成育基本法と小児医療

日本小児医会会長

演題

講師

松平隆光先生

松平隆光先生

れた゜その後各問題点・対応策などをＩ

～Ⅶにわけて解説された。

Ｌ現在の小児科の問題点

Ⅱ新たな専門医制度

Ⅲ社会保障給付費(小児保健法を含む）

Ⅳ、子ども支援・日本医師宣言

Ｖ・日本医師会小児保健法検討委員会

答申

Ⅵ．子ども・子育て新システム

Ⅲ成育基本法

小児保健法の対象年齢を拡大きせる意

義から名称を｢成育基本法｣に変更された。

｢成育基本法｣とは胎児期から新生児期、

乳幼児期、学童期、思春期を経て次世代

を育成する成人期まで至る｢人のライフ

サイクル｣の過程に生じるざまざまな健

康問題を包括的に捉え、これに適切な対

応するために必要な法律と位置づけてい

る｡｢成育基本法｣の概念は｢小児保健法」

の検討内容を広げたもので、要望内容の

後退ではないとしている。

資料として配布された成育基本法(仮

称)についてのせておきます。

群馬県小児科医会30周年記念講演会に

日本小児科医会会長松平隆光先生に｢成

育基本法と小児医療｣という演題で御講

演いただきました。５０分の時間で126枚

のスライドを使ってお話しいただきまし

た。

はじめに合計特殊出生率低下による人

口減少の問題を女`性の晩婚化だけでなく、

夫婦出生力の低下が要因に加わっている

ためで、また出生数減少と寿命の伸長に

より世界最高の高齢社会を迎えることに

なった。その結果少子高齢化の影響は経

済や生活環境に大きな影響を与えること

になるが、小児科医としては子育て・子

育ちの状況悪化が最も心配される。ヨー

ロッパの国々と比較しての対策がのぺら

れました。今後は多様な経済的、身体的、

精神的な支援が必要となっている。この

ため、現行の医療保険制度、母子保健法、

学校保健安全法、児童福祉法などの関連

法を参考にし、少なくとも保健・医療・

福祉を包含した子どものための総合的社

会的支援制度を検討すべきであると話さ
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子どもを｢人格を有する権利主体｣として

認めるとともに、良い環境で育てられる

権利を子どもに保障してきた。

しかしながら、我が国では急速に少子

高齢化が進んだために、子どもの健全な

育成を保障するための社会的施策が立ち

遅れ、子どもを産みにくく育てにくい家

庭、職場、社会環境を作ってしまってい

る。

我が国の2055年の高齢化率は、出生数

減少と寿命の伸長により、40.5％と予想

されており、我が国は世界でも類をみな

い高齢社会を迎えつつある。少子高齢化

の影響は、経済や生活環境に大きな影響

を与えることになるが、妊娠や子育ての

環境が悪化することが最も懸念される。

さらに、昨今では､｢地域格差の拡大」

が大きな課題となっている。景気や雇用、

財政力という点において地域間の格差が

大きくなり、社会保障関連の施策におい

ても同じ日本という国に居住していても、

地域ごとにさまざまな格差が生じてきて

いる。子どもの保健・医療分野に限って

みても、①乳幼児医療費助成制度、②定

期及び任意の予防接種、③乳幼児の健康

診査等において、地域格差がみられるよ

うになっている。

安心して女'性が妊娠・出産し、安心し

て保護者が子育てを行い、子どもが地

域・社会の中で健やかに成長し、次の世

代を生み出す健康な成人に育っていくこ

とが保証される社会を形成することは極

めて重要な国家的課題である。周産期、

成育基本法(仮称)について

1.成育基本法のあり方(案）

我が国の新生児死亡率や乳幼児死亡率

は世界的にも最も低く、子どもの身体の

健康、教育、栄養状態のいずれの面でも

世界的に最も良好な状況となっている。

しかしながら、我が国の社会や家庭環

境における人間関係は希薄となり、ふだ

んから寂しいと感じる１５歳の子どもの割

合が他の先進国に比べ遥かに高い値を示

している。また、子どもの頃に群れて遊

ぶ生活環境が減少した結果、子どもの身

体能力、社会性、感性、創造`性が低下し

てきている。ざらに、出生体重が2,5009

未満の低出生体重児は全出生の１割を超

え、全出生率の平均体重も3,0009を下回

るという、先進諸国の中で唯一の特異な

現象を呈している。一方、近年の我が国

では20歳未満の子どもの相対的貧困率が

15％を超え、増加傾向にある。子どもの

貧困は子どもの健康維持の障害となるだ

けでなく、社会的な排除をもたらすこと

により子どもの将来に悪影響をきたすこ

とが危`倶されている。

多くの先進国では、年齢、性別、障害

による差別をできるだけ少なくし、子育

てのためにふさわしい環境を整えてきた。

それらの国では、子育てを｢次世代育成

のための社会全体の問題｣としてとらえ、

社会的連帯の精神によって母子の保健か

ら医療まで幅広くその権利を保障してい

る。また、子どもの権利条約を遵守し、



群馬県小児科医会便り(１９）No.6０２０１４４

小児期、思春期を経て次世代を育成する

成人期までのライフサイクルの中で、

様々な医療、保健上の問題が生じる。こ

れらの問題に適切に対処するためには、

成育過程にある者及びその養育者に対し

て、国からの多様な経済的、身体的、精

神的な支援が必要である。

また、成育過程にある者に対する保

健・医療・福祉に係る支援についても個

別の法制度等が｢縦割り」になっており、

必ずしも施策間の有機的な連携が取れて

いるとは言いがたい。

これらの問題を解決するためには、成

育過程にある者及びその養育者のための

保健・医療・福祉を包含した総合的な支

援制度が必要である。

このため、当委員会は、我が国の子ど

もの健やかな発育を目指すため、若者・

保護者・子どものために必要とされる諸

事業並びに関連法を一層推進するための

基本法(理念法)である｢成育基本法｣の制

定を提案する。

男駝
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小児科医会の今昔岳垂

設立時を回想して

高崎市渡辺喬三郎

「子どもを大事にしない国は、亡びる。

国が栄えるためには、小児科医がしっか

りしなければならない｣。これは、日本

小児科医会が設立(昭和59年５月１８日）し

て間もない頃、初代会長の内藤壽七郎先

生が言われた言葉である。全国の会員た

ちが医会設立に歓喜雀躍している最中、

毅然たる内藤会長の態度に、私は大きな

感銘を受けた。正に至言であり、小児科

医の誰しもが心に留めておいてもらいた

い言葉である。

きて、我が群馬県小児科医会は、日本

小児科医会の都道府県支部として結成

(昭和59年９月17日）され、昨秋、設立３０

周年を迎え、その祝賀行事が盛大に執り

行われた。設立時の会員数は１０５名であ

ったが、現在は200名近いとのこと、無

常の喜びである。とくに私は、本会設立

の準備期から関与し、更に設立当初から

１０数年もの長期にわたり、主として総務

理事に携わっていたため、感慨も一入で

ある。

振り返ってみると、本会を設立するに

当たっての準備は、昭和56年、前橋市で

の３市(前橋・高崎・桐生)合同による小

児科医会において話し合いが始まり、翌

57年、桐生市における会合で決議し、５８

年、県内の同志50数名が高崎ビューホテ

ルに結集し、大同団結を誓って本会が設

立された次第である。

さて本会の運営が軌道に乗るまでには、

様々な出来事があった。私にとって、忘

れられない思い出は数々あるが、その中

でも井上先生、松島先生のお二人に出会

い、よき薫陶を受けたこと。そして総務

理事という大役に悪戦苦闘していた日々

のことは、今でも鮮明に脳裏に浮かんで

くる。

まず、初代会長の井上清先生は、私よ

り一回りほど年上の大先輩で、旧制水戸

高校・千葉大学のご出身であった。その

ため、とくに関東地区には顔見知りの小

児科医が多く、中央からの情報は先生の

ところに集約され、本会の設立の準備会

である３市合同の小児科医会も、先生が

中心となって進められ、私も末席をけが

していた。先生は細かなことは気にせず、

常に本会を大所高所から見つめられ、親

睦と融和を念頭におき、会員を統率され

ていた。豪放扇落という言葉があるが、

先生のご`性格は正に、その通りであった。

ただ、この豪放扇落なるが故の一言が、
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私を悩ませたことがあった。その一言と

は､｢渡辺君。俺は文章を書くのが苦手な

んだ。全てを君に任すから頼んだよ」で

あった。私自身も極めて不得意であり、

しかも若輩の分際で、とても｢はい｣とは

言えるものではなく、大変困惑した。こ

の窮地を救っていただいたのが、初代副

会長の松島敏先生であった。

松島先生は、群馬大学小児科医局に長

く在籍され、学研肌であり、また繊細な

方であられた。しかし、学研肌でありな

がら実に気さくな先輩で、私が医師会の

予防接種担当理事の時には委員長をお願

いし、何かとご教導をいただいた。その

先生が当院の近くにおられたことは、幸

運という他ない。

当時は、パソコン・ファックスどころ

かワープロ・コピー機すら無かった。会

長名が入る書類のほか殆どの文書は、ま

ず私が手書きで文案をつくり、それを松

島医院へ午前中に届ける。すると、校正

していただいた原稿が夕方には戻ってく

る。書類の運搬は薬問屋の方に依頼した。

専用の書類入れを作り、その表には松島

医院と渡辺医院が左右に、その真ん中に

往復の矢印を書き入れられていた。松島

先生から届いた原稿を医師会に持ってい

く。職員の中に和文タイプの達人がいた

ので、彼の好きな煙草(ピース)を持って

いっては依頼する。同時に、医師会のコ

ピー機を拝借して必要数をプリントする。

家に戻って、会員への郵送準備を家内や

従業員に頼む。出来た封筒を車に乗せ、

私が郵便局で投函する。この流れ作業が、

何年ぐらい続いたのかは記憶に無いが、

最後の頃には、専用の書類入れがヨレヨ

レになっていたことは覚えている。

何しろ全てが白紙からスタートであっ

たため、総務としての仕事は量的にも厳

しいものであった。先日、我が家で当時

の思い出話をした時、家内が｢あの頃は、

あっちこつちに長電話ばかりして、患者

さんを待たせたり、看護婦たちには郵便

物の切手貼りなどを、よく手伝わしてい

ましたね｣と言ったが、その通りであっ

た。

楽しかったことも蘇ってくる。その－

つとして、関東ブロックあるいは日本小

児科医会に、井上先生や松島先生にお供

しての旅の思い出がある。そして、参加

することによって多くの小児科医と出会

い、知り合い、いろいろなことを習得す

ることが出来た｡｢出会いは、人の人生を

定める」という言葉を耳にしたことがあ

る。思えば、全ては井上先生そして松島

先生との出会いから始まったことである。

改めて、両先生には心から感謝申し上げ

る次第である。

あれから30年もの歳月が流れたことに

なる。顧みれば当時の苦労も、今では全

てが壊かしい過去の思い出となった。

また、感慨新たなるものがある。

我が群馬県小児科医会の更なる発展と

充実を、切に願っている。
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小児科医会の今昔悉壬

五代目会長のときは

高崎市小児科医会戸田優

小児保健法法制化に向け｢小児科医連

盟｣設立

森川教授が会頭の｢第54回日本小児保

健学会｣開催

「第１９回日本小児科医会セミナー｣福岡

・平成２１年(２００ｓ）

「第20回日本小児科医会・設立25周年」

東京

「医会セミナー｣が｢総会フォーラム｣に

名称変更

群馬県の医療費公費補助が中学３年生

まで引き上げ

「新型インフルエンザＨｌＮｌの大流

行｣パンデミック宣言

・平成２２年(２０１０）

荒川教授が会頭の｢第４１回全国学校保

健・学校医大会」開催

それぞれの項目についてもいっぱい書

くことはあるのですが、特に以下の２点

だけについて話をさせていただきます。

「小児科教授選｣が平成20年にありまし

た。すでに名誉教授になられております

森川先生の時は、医会としても不`償れな

こともあって、なかなか票読みもままな

らずに難産でありましたが、臨床を多く

経験され、我々開業医の心情を理解して

医会設立30周年、誠におめでとうござ

います。

先の秋季総会で、すでに松平日本小児

科医会長もおいで頂いて、祝賀懇親会で

飯山会長をはじめ、渡辺先生、中田先生

と一緒にお話をさせていただきました。

当時、戸所、小川両副会長がバリバリ

にご活躍されておられましたので、よも

や自分が柄にもなく、初代の井上先生、

松島先生、藤井先生、中田先生の後をつ

いで引き受けるざるを得ないことになる

とは思ってもいませんでした。平成19年

～23年までの４年間務めさせていただき

ました。多くの先生方にサポートしてい

ただいて、お蔭様で任期を過ごすことが

でき、改めて御礼申し上げる次第です。

それでは任期中の主だったイベントを

羅列します。

・平成1ｓ年(200フ）

群馬県小児医療体制モデル策定委員

会設置

市町村の相互乗り入れ予防接種の充実

全国的な成人麻疹の流行

・平成20年(２００ｓ）

荒川新教授になる

麻疹Ⅲ．Ⅳ期のＭＲワクチン接種開始
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くださる森川教授誕生には、医会として

もとても喜ばしいこととなりました。今

回の荒川先生の時は他候補に比べて、実

績・人格・ペーパーとどれをとっても抜

群で、開戦前の票読みでも楽勝であった

ことは、医会としてもバタバタすること

もなく、群馬県の小児医療体制をまとめ

上げていくにもとても良い状況になりま

した。しかし、その頃をピークに全国的

にも｢研修医制度｣の影響も絡んで、大学

病院の医師不足が大きな問題になってき

て､｢病院の集約化・重点化問題｣で大変

なご苦労をかけることになってきました。

荒川教授におかれましては今後も更なる

ご指導のほどよろしくお願いいたします

とともに、ご活躍を祈念申し上げます。

２点目は、これまた平成20年に福岡で

開催されました｢第19回日本小児科医会

セミナー｣での予防接種シンポジウムで

の強烈な印象でした。当時、副会長の乾

先生と行ってきましたが､｢我が国の予防

接種体制は諸外国に比べると遅れている

な－」とは思っていましたが､「ワクチン

未開発国｣とか｢ワクチンギャップ｣とか

｢北朝鮮と同じレベル｣であるとか、みっ

ちりとその遅れを認識させられました。

その講演内容に強烈に洗脳されました。

翌年の｢東京・京王プラザ｣でもワクチン

問題を取り上げていただきました。日本

のワクチンの種類が増え、同時接種もど

んどんされるようになったのもこの頃か

らです。最近ではHibワクチン・肺炎球

菌ワクチンも定期接種になりました。任

意接種では接種率が上がらないので全体

的な流行予防にはなりませんが、定期接

種になるとその接種率は急激に上がって

きます。その状況が３年続くと多くの国

の病院小児科の重症感染症が三分の－く

らいに激減し、病室がガラガラになった

というスライドが映し出されました。我

が国ではどうなっていくでしょうか。残

されているその他の任意のワクチンも早

急に定期接種になることが望まれます。

ワクチンの接種率が増え、病院勤務の医

師の負担軽減になれば一石何鳥にもなり

ます。日本の小児医療が｢治療医療｣から

｢予防医療｣に大きく変わっていく、とて

も重要な時期になったと意識を改めてい

ます。その意味では､｢松平会長はじめ日

本小児科医会執行部の素晴らしい成果」

であると認識し、御礼申し上げる次第で

ございます。

これからの群馬県小児科医会のますま

すの充実した発展を祈念しております。
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小児科医会の今昔岳足

私の今昔感

前橋市中田益允

群馬県小児科医会創立30周年記念祝賀

会も盛会のうちに無事終了し、会員の－

人としてご同慶の至りであります。執行

部の皆様、ご尽力まことに御苦労様でし

た。

３０周年といえば、孔子にならって人生

になぞらえれば、而立であります。而立

とは自立にほかならぬと解釈されていま

す。しかし孔子は、３０歳になるまでの問

には、卑賎な職業を転々としたあげ〈而

立だといわれていますから、医会の来し

方にはそぐわない気がします。ただ私は、

而立という言葉も耳で聴くと、昨今よく

聞かされる自立だ自助だという言葉をす

ぐに連想します。しかしこの言葉は、

一つには地域社会の中で障害者と共に生

きようというノーマライゼーションの考

え方であると同時に、一方ではこの方面

への政府の支出をできるだけ減らしたい

という願望の表われのように聞こえます。

なかなか見分けがむずかしい時代になっ

たと感じています。

さて私は、祝賀会の挨拶の中で、これ

もまたそぐわない話題と気にかけながら、

小児医療の中で救急医療分野の自立につ

いて触れました。

顧みれば、私は1970年に開業しました。

当時は、毎日のように準夜帯はもちろん

夜半過ぎにもしばしば診察を求める電話

がやってきました。しかも自家用車のな

い家庭も少なからず、高い熱が出た子は

安静が第一と、往診を依頼されることも

少なくありませんでした。そして、診察

が済めば注射の一本でも打ってもらわな

いと安心できない風情をみることは、珍

しいことではありませんでした。私は開

業の直前、いわゆる一人医長として国立

渋川病院に勤めていましたが、事情はあ

まり変わりませんでした。開業すればさ

らに大変だろうというとあらかじめ覚`悟

はしていましたがその位の苦労はしない

と当面の経営は成り立たないだろうとも

思ってもいました。しかし開業してしば

らくすると、こんなこと続けていたらま

ず第一体が持たないと思うようになりま

した。

前橋市医師会では、７０年代半ばになる

と夜間急病診療所建設の気運が高まって

きました。私も新参会員ではありました

が、その事業に積極的に参加しました。

急病診療所は1977年に開設されました。

既設の日曜休日当番医制と相俟って、開
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業医はその後段々に夜間の時間外診療か

ら解放されていきました。

しかしその反面、小児救急患者の病院

指向が激増しました。当直医の時間外診

療による過重負担が小児科医の労働環境

の悪化を招き、ついには病院小児科の通

常機能にも支障が出かねない状況に至り

ました。さらには研修医制度の改定とい

う悪条件も重なり、小児科医の成り手も

減るという事態を招きました。そのよ

うな情況を背景として、2001年、いわば

小児科医会が先導して成ったのが群馬県

小児救急医療体制ですが、その経緯につ

いてはよく知られていることと思います

ので、ここには省略きせていただきます。

しかし、未だ根本的解決には程遠いのが

現状といわざるをえません。

私がその過程を通じて感じたことは、

小児救急医療対策は、地域小児医療の部

分的な改修では積極的な解決とはならな

い。総合的な小児医療体制の大改築をや

らなければ駄目かもしれないということ

でした。

例えば、日本小児科医会の平成25年度

の事業計同案をみると、９０年代に設定さ

れた小児救急医療体制事業が連綿として

続いています。新しいテーマとしては、

トリアージ体制の整備が取り上げられて

いるのに過ぎません。それはそれなりに

重要なテーマだと思いますが群馬県の現

場では、なかなかそれどころではないと

いうのが実状ではないでしょうか。

私の会長時代、当時、県立小児医療セ

ンター院長でおられた土屋嘉昭先生が、

2004年10月総会時の講演｢病院小児科：

その問題点と今後の展望｣の中で､「日本

の小児医療センターは大学とは別に存在

しているが、欧米では大学医学部と併設

になっていて、そのチーフは関連大学の

教授が併任している。わが国でもこれを

本来の姿として何とか改善したい｣と述

べておられました(｢医会便り」

NC422005年４月号.設楽利二先生のまと

めによる)。

その後､2005,6年になると、群馬県の

周産期母子医療体制の構築の必要`性が議

論されていましたが、このことについて

当会理事の大川秀明先生が｢医会便り」

(ＮＣ45.2006年１０月号)の｢はじめに｣の中

で次のように述べられていました｡｢(既

設の小児医療センターに)産科を付設し

て片手間に設立するようなものでなく、

小児救急も包含した総合成育医療センタ

ーとしての周産期母子医療センターの

｢新設｣を行うべきだ｣と。

この件については、前橋日赤移転後の

跡地に関連して、総合的な小児医療セン

ター新設要望が出たと聞きましたが、知

事に新設の考えはなく、結局、産科を付

設することで、周産期母子医療センター

を既存小児医療センターに併設すること

で終わったようであります。

当時のおこ方の意見を読み直しながら、

｢子育て群馬｣というからには、小児救急

医学や周産期医学の学問教育を含む、自

立した領域としての総合的な小児医療セ
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ンターの存在が必須と感じさせられまし

た。要望は早くから大きな風呂敷を拡げ

て見せることが必要だったと反省してい

る次第。それが私の今の今昔感です。
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小児科医会の今昔忌壬

群馬県小児科医会創立30周年
を祝して

群馬大学/北関東アレルギー研究所森川昭廣

群馬県小児科医会創立30周年おめでと

うございます。これから本会が益々発展

されることをお祈りいたします。また、

これまで本医会を支えられてこられた歴

代の会長を始め役員の方々にお祝い申し

あげます。ここでは諸先輩方が本会の歩

みを詳細に書かれると思いますので、私

の本会についての少々の思い出と、今後

への期待を込めて少し異なった視点で、

お祝いの文章を書きたいと思います。

1975年５月１８日に日本小児医会が創立

されました。初代会長に内藤寿七郎先生

が就任され、帝国ホテルで設立総会と祝

賀会が開催されました。どういう訳か私

もその会に出席していました。多分、大

学小児科の医局長を務めていて黒梅教授

の御指示で出席したものと思います。日

本小児科医会は小児医療の改善のための

事業に取り組み、小児科医の労働条件、

待遇や診療報酬の改善など、日本小児科

学会が苦手としてきたものに取り組んで

ゆくという姿勢であったようでした。そ

の後、昭和58年９月に群馬県小児科医会

が設立きれ、井上清先生が初代の会長に

就任されました。日本小児科学会群馬地

方会、群馬小児保健会と手を携えて活動

をしました。私も少々その活動に加わっ

ていましたが、黒梅教授が平成５年に開

催した第96回日本小児科学会の開催を会

場や宿泊のことを考えて横浜市で開催す

るという提案をざれ横浜開催について強

く反対意見が述べられ、地元開催を主張

されました。当時、学会準備委員長を務

めていた小生にとっては大変大きな難し

い問題であったことを記憶しています。

しかし、種々の話し合いの後、学会が近

くなり群馬県小児科医会はお隣の栃木県

小児科医会に参加の動員をかけて〈ださ

り、栃木の会員の皆様がバスを仕立てて

大挙ご参加いただきました。また、東京

の小児科医会の方々にも会期中に余興を

やっていただいたりして学会は成功裡に

終了いたしました。反対意見も言うが、

いざ納得していただければ徹底的に協力

するという群馬県小児科医会の特徴だっ

たように思います。

さて、よく言われているように子ども

はこれからの日本を支えてゆく大切な存

在であると同時に、確固たる国家の方針

や確固たる道を極めた人の感じ方、考え

方を変えてしまいます。子どもに選挙権

や社会をすぐに形成する能力はありませ
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の健康を守り、かれらの存在を守ってあ

げられる勢力の先頭に立つべきなのでし

ょう。

今、群馬県小児科医会は創立30周年を

迎えました。今まで医会の先生方が結束

して子どもたちの健康を守ってきました。

そして、小児医療の調査研究と医療の向

上、小児保健の推進・普及や小児の福祉、

小児社会保険医療の充実、そして小児医

業(小児科医会ＨＰより）の経営改善等の

事業を遂行してきました。その具体案は

子どものための保健・医療・福祉施策を

包含した総合社会的支援制度、すなわち

小児保健法に凝縮されていると思います。

それに加えて総合こども園も討議内容に

加えられていると思います。愚考するに

それらを討議し，施策を練る｢子ども家

庭省｣の審議を我々の手で早めるととも

に、いかに子どもの存在が大人を、日本

を、世界を支える存在であることをその

基礎に置いてほしいと思います。

ん。子どもに自活能力は少ない、子ども

には経験が少ないし、子どもは脆弱です。

しかし、子どもには現在は種々の能力が

なくても、将来にその能力を身につけ、

社会を形成し、世界を形作ることができ

るようになります。また、子どもの時代

にすでに成人の考え方、感じ方を変えう

る存在なのです。また、成人の勤労意欲

をかきたてる大きな力を有していること

も事実でしょう。子どもは子どもとして

の権利を有していますが、子どもの権利

条約は日本もやっと批准したところです

し、現在の社会での存在価値はまだまだ

低いのです。それは保護者の多くが子ど

もについて、まだ社会で十分な発言を行

っていないことや大人が子どもはこうい

うものだという既成概念を打ち壊せてい

ないことに起因するのでしょう。保護者

はもちろんそうですが、小児科医は常々

子どもの味方であり、彼らを守ってあげ

られる大きな存在でもあります。かれら

｢バトンタッチ」撮影：大島幸雄



(３１）No.6０２０１４．４ 群馬県小児科医会便り

小児科医会の今昔

辱
寸Jliiir;わ

小児科医会便りの編集に携わって

前橋市嵯峨六雄

群馬県小児科医会便りも第60号を迎え

るのですね。早いものです。群馬県小児

科医会が発足したのは、私の開業４年目

の年でした。全国的にも開業小児科医の

意見を反映させる場としての小児科医会

結成の必要性が語られている中で、群馬

県の反応は素早いものでした。当時の様

子は他の先生が語るでしょうが、日本小

児科医会の発足の前年には、既に群馬県

小児科医会は結成きれていたのです。そ

れに伴って、群馬県小児科医会便りの第

１号は1983年11月に発行されました。写

真でもわかるように、裏の活字が多少透

けて見える、表紙のないわずか８頁の小

冊子ですが、記念すべき第１号です。

私は第３号から編集に参加しました。

余談になりますが、私は高'11奇出身ですの

で、開業当初から前橋市の先生方のみな

らず、松島敏先生、渡辺喬三郎はじめ多

数の高崎の先生方に親しくお世話いただ

きました。こんなご縁があってまだ開業

間もないのに、総務担当(編集委員長)の

渡辺先生の推薦や、井上会長や藤井副会

長のお引立てで編集委員の末席に連なり、

さらに数年後には編集担当の理事となっ

て、長期間に渡って編集に携わることに

なったのでした。

このときの編集委員は、松島敏、小川

進、渡辺喬三郎、戸所正雄、中嶋茂樹、

嵯峨六雄の６名でした。第７号から中嶋

先生のかわりに釜萢敏先生が委員に加わ

りました。医会誌の体裁は５周年記念の

１０号がでるまで、創刊号と変わりません

でした。

内容としては総会の様子をできるだけ

詳細に伝えることと、会員相互の親睦を

図るための記事を充実させることが主眼

となりました。渡辺先生はアイデアマン
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で以後しばらく続く「病院紹介シリーズ」

や｢小児科医のノートから」も開始してお

ります。

１０号は、医会設立５周年記念号です。

うぐいす色の表紙に目次が印刷きれた、

本格的な冊子になりました。特集として、

｢苦い思い出｣が始まりました。そして第

１1号から、多忙な渡辺先生の仕事を少し

でも軽減するために私が編集の仕事を引

き継ぎました。鈴木武雄先生にも編集に

参加して頂き、７人体制になりました。

この頃になると全国的に小児科医会が

結成きれて各地からその機関誌が送付さ

れてくるようになりました。体裁も良く

内容も充実しているものを目にして群馬

県小児科医会便りも一新しようという雰

囲気が生じ、何回か試作を重ねた後に、

15号から１９号までは黄色い表紙で発行し

記念式典および祝賀会の記録と、会員か

らの投稿で構成された特集号です。深澤

利之先生とワイスエーザイさん、それに

－部私の撮った写真が華を添えました。

中身ができると次は表紙です。特集号に

ふさわしいものにしたい、そのために上

質紙を使い、目次は中に入れてスッキリ

したものにしたいということで渡辺先生

と何回も相談を重ねて出来たのが、皆様

にお届けしたものです。これでも線の太

さ、間隔、色等、何回も試作品を作って

最終的に決まったのです。

群馬県小児科医会l更り

●

記念紙の発行が終わってすぐ、次号か

らの表紙や、体裁の検討を始めました。

この度も、渡辺先生のお宅に何回も通っ

て試作した結果、現在の様式が出来上が

りました。また今まで－段構成だった記

事は、左右二段の構成に変更しました。

これで多少読みやすくなったと思います。

表紙について少し補足しますと、地は

白で、帯状のアクセントをつけること迄

は割合早く決まったように思います。上

下２本の帯の色|よぶ厚い色見本の束をめ

●

●OG強，，

琴ｈｉｉ

ました。また鈴木先生がご多忙というこ

とで大川秀明先生に交代したのも１９号か

らでした。

平成５年11月に創立１０周年を迎え、記

念誌の編集は年あけ早々に始まりました。
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くってあれやこれや意見を交わした結果、

私の好きな色ということで淡い桃色で渡

辺先生も了承して下さいました。色が決

まれば次は幅と位置です。出来上がって

しまえば非常に簡単に見えますが、これ

でも１ミリ、２ミリを問題にして上下に

動かしたり、幅を変えたり、渡辺先生は

几帳面でその度に見本を作って検討を重

ねたものです。私としては非常にスッキ

リした良いデザインのものができたと自

負しています。最近の医会便りをみます

と、桃色と言うよりはだいだい色に近い

ように見えますが、２１号、２２号などは本

当に淡いピンクでした。時代と共に徐々

’

群馬県小児科医会便り
血４０２００４４

§''二20周年d己念誌

●

●

４０号(20周年記念誌)の刊行をみたとこ

ろでそろそろ編集委員も辞退したいと柳

川編集長以下の編集委員の先生方にお願

いし何度も慰留されましたが42号をもっ

て編集委員を辞任しました。２０年にわた

る編集の仕事では、会員の先生方にはご

迷惑をおかけしたことも多々あるかと思

いますが、いつも暖かくご協力頂き感謝

しております。また、浜潮やゆうき、林

衛門(以上高崎)や、鞍馬(前橋)などでの

軽くお酒の入った、和気あいあいの編集

会議が懐かしく思い出されます。

群馬県小児科医会便りは、北條編集長

のもとで60号の記念誌が発行ざれ今後新

たな歴史を歩むことでしょう。編集作業

は会員の皆様から原稿を頂くことで始ま

ります。どうぞこれからもご協力をお願

いします。

群馬県小児科医会便り
Ｎｏ．２１Ｉｑ９４ＩＯ

●
Ⅱ■9▼10,0,”udI

,~■FllD

P1qD,O

U11I■■●０片０

CD■匂い,←

●

1.6'加■亡トー，‘●■り゛'０h■{

に濃くなっていったようです。この22号

で創刊以来編集に携わり、大所高所から

ご指導頂いた松島敏先生と、鋭い感覚で

ご意見を頂いた戸所正雄先生が引退して、

かわりに深澤利之先生、村田直先生、柳

川洋子先生が加わり、２８号から柳Ⅱ|先生

に編集長を引き受けて頂くことになりま

す。
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小児医療：この１０年のトピックス罐壬

lIWpﾌﾙｴﾝｻﾞ
<■臣の 前橋市直田祐子

インフルエンザと言う言葉は１６世紀の

イタリアで名づけられたそうだ。そもそ

もの語源はイタリア語で影響と言う意味

だそうだ。

歴史を紐解いてみると中々興味深い。

占い師が絡んでいたりする。全ては何ら

かの影響で起きた病気と言うわけである。

調べてみると、インフルエンザは鳥、

豚だけでなく、馬や猫にもあるそうだ。

豚は2009年に流行した。鳥は中国で発

生している。馬や猫のものまでヒトへの

感染が拡大したらどんな事になるのだろ

うか。

私たちが子供の頃、所謂『流感jと言う

言葉で片付けられた…何らかの感染症だ

けど、熱が下るまで静かに寝ていて下さ

い…と云われたひどい風邪は、今考える

とインフルエンザだったのだろう。日本

でのインフルエンザでの最古の記録は平

安時代だったという。

その後、インフルエンザに対する診断

と治療は目覚ましいものがあるのはご存

じだろう。2001年頃から迅速診断が可能

になり、それまでの検査では結果が分か

る頃には治っているか、ひどくなってい

るかのどちらかだったものが、１０分も侍

てぱ結果が分かる。

検査はちょっと痛いし子供たちの絶叫

を聞くと、もう少し何とかならないもの

かと思う事もあるけど、それでも、迅速

診断キット発売以前の状況から考えると

画期的である。

診断技術の進歩に伴い治療薬の進歩も

目覚ましい。アマンタジンがＡ型インフ

ルエンザに効果があると発表されたのは

1964年。1998年に適応が追加された。そ

れまでは完全に対症療法だったわけだ。

でも、このアマンタジンは2005年に中

国で鳥インフルエンザが大流行した時、

えさに混ぜて全鳥に食べさせた。その結

果、耐性ウィルスが発生したため治療薬

として推奨されなくなってしまった。そ

こへ出てきたのがオセルタミビル、ザナ

ミビル、ラニナミビル、ペラミビルであ

る。これらのインフルエンザ治療薬が発

売されてから治療も容易になった感は否

めない。オセルタミビルの最初の原材料

は中華食材の八角だったという事も驚き

の事実。私の友人は、中国人はインフル

エンザに罹らないのではないか？とわざ

わざ遠方から電話をしてきた。今では八

角は使われていない様だ。ただし、オセ
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る鼻噴霧式のワクチンも入ってくるだろ

う。

迅速診断キットの出現も、抗インフル

エンザウィルス薬の登場も小児科医だけ

でなく、親にとっても喜ばしい事だった。

実際に2009年のＨ１Ｎｌの大流行の時ほ

ど、迅速診断キットと薬に感謝した事は

ない。

現在、T-705という新しい薬剤が開

発中だという事であるが、これは、今よ

り広範囲のウィルスにターゲットを広げ

ているという。診断キットも、少量のウ

イルスでも検出可能なものも発売されて

いる。

考えてみればウイルスはとても厄介な

ものである。形を変えて、自分が生き残

れるよう変異する。薬はそれを追いかけ

る。小児科医は、子供たちが一人でも健

康で大きくなってくれることを願って一

生懸命治療にあたる。

追いかけっこしたり、されたり。

でも、この闘いを諦めることなく全力

で子供たちを守ることが出来るように、

これからも続けていかなくては…と思う。

おそらく、すべての小児科医が思ってい

ることだ。

ルタミビルの全世界での使用量の75％を

日本が占めており、２位のアメリカと比

べた時の小児への使用量は１３倍であると

いう事も忘れてはならない。同時に耐性

ウイルスの存在も明らかになってきた。

今ではオルセタミビル耐性と思われるウ

イルスの報告が多くなってきており、今

年に入ってからは北海道、山形、大阪、

神奈川、三重ではそれだけでなく、ペラ

ミビルヘの耐`性を持つものの報告もされ

ている。

小児科開業をしていると、ほぼ、感染

症との闘いである。毎日、何かしらの感

染に罹った子供たちをどう治療するかが

日々の課題。

中でも、インフルエンザは重要課題。

出来るだけ早く感染の有無を確かめ、出

来るだけ早く1台してあげたい。他の感染

症も同じことですが。

インフルエンザワクチンもそうだ。

2009年の流行時には驚くべき速さで新型

インフルエンザワクチンの接種が可能で

あったし、プレパンデミックワクチンも

出来ている。定期のワクチン接種を嫌が

るのに、インフルエンザだけは毎年接種

しに来るご家族もいる。今は注射しかな

いが、そのうち、アメリカで行われてい
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小児医療：この１０年のトピックス患壬

ワクチン

高崎市乾宏行

かつてわが国は予防接種先進国であっ

た。１９９２（平成４）年、種痘やインフル

エンザなどの予防接種の副反応で死亡や

重篤な後遺症などの健康被害を受けた患

者・家族による｢予防接種ワクチン禍集

団訴訟｣で東京高裁は｢十分な予診を尽く

さなかった国に責任がある」と国の過失

を認める判決を下した。そのことがその

後の予防接種行政を極めて消極的な方向

へと導き､「ワクチンギャップ｣へとつな

がることになる。判決を受け、国は1994

(平成６)年、予防接種法の大改正を行な

い、従来の｢義務接種｣から｢勧奨接種｣へ

と大きく後退するとともに、以後新しい

ワクチンの承認は行われず、わが国は世

界から大きく取り残されるようになって

いったのである。

「この１０年のトピックス｣がテーマなの

で、２００３（平成１５)年以降の動きに注目

してみたい。まず、２００３（平成15)年６

月には小児の定期予防接種および65歳以

上のインフルエンザ予防接種に関して群

馬県内相互乗り入れが開始された。未だ

に実現していない県もあるなか、県医師

会を中心に関係者の熱意により運用の運

びになったことは接種者・被接種者とも

に朗報だといえる。

２００５（平成１７)年５月には接種後の

ＡＤＥＭ発生を受け、ロ本脳炎ワクチン

は集団接種を中止し、個別接種において

も積極的勧奨を差し控えることとなった。

接種できないわけではないが、同意書添

付が求められた。国は製造にあたりマウ

スの脳を使わない新ワクチンが開発され

るまでの１，２年間と説明していたが、

実際に｢積極的勧奨の差し控え｣が解除き

れたのは４年後の2009（平成21)年のこ

とであった。後日談として、事のきっか

けとなった山梨県の事例は医学的に日本

脳炎ワクチンとＡＤＥＭの関連は否定さ

れたが、このことはほとんど報道されて

いない。現場に混乱と国民に不信感と不

安を与えただけだったが、マウスの命を

奪うことなく細胞培養によりワクチンが

作られるようになったのはよかったこと

だ。

２００６（平成18)年４月よりようやく麻

しん風しん混合ワクチンが導入され、第

１期12～23か月、第２期小学校入学前の

１年間と規定きれた。このとき日本中の

小児科医は当然第１期、第２期は同時ス

タートだと思っていたが、国は第１期を
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接種した子どもが就学前年に第２期を行

うとしたため、全国から強い抗議の声が

寄せられ、６月から第２期も定期接種と

して開始されることになった。その後ま

もなく全国的に成人麻しんが流行し社会

問題となったが、それにつけてもＭＲワ

クチンを第２期にも拡大しておいたこと

は結果的に非常によいことであった。

成人麻しんの流行を受け、２００８（平成

20)年度～2012（平成24)年度の５年間の

限定措置として、ＭＲワクチン第３期(中

学１年生)、第４期(高校３年生)の接種

が行なわれることになった。ワクチン生

産能力も加味しつつ、５年間かけて１０学

年をカバーするもので、官僚は上手いこ

とを思いつくものだ。

この2008（平成20)年以降、次々と新

しいワクチンがわが国にも導入され､「ワ

クチンギャップ｣は変則的ながら急速に

解消されていくことになる。１２月には念

願のHibワクチンが発売となったが、不

純物混入に関してＷＨＯの１００倍厳しい

日本の基準をクリアするロットは極めて

少数となったため、メーカーにＦＡＸで

予約し、数週間遅れで少しずつ納入きれ

るという事態がしばらく続いた。

翌、２００９（平成21)年12月には２価子

宮頸がんワクチン(サーバリックス)、

2010（平成22)年２月には小児用肺炎球

菌ワクチン(PCV７；プレベナー)、２０１１

(平成23)年５月には４価子宮頸がんワク

チン(ガーダシル)、１１月にはロタリック

ス、２０１２（平成24)年７月にはロタテッ

クと相次いで発売となった。

一方、2009年５月から｢新型インフル

エンザ｣が世界的に流行を始め、空港で

の水際作戦など行うが効果は少なく、全

国的に患者は拡大していった。１０月より

新型インフルエンザワクチン接種が始ま

ったが、生産量が不十分なため、国が優

先順位を定める一方、ＦＡＸで注文して

も数分の－しか供給きれない状態が続い

た後、１月になって注文した残りが大量

に入荷するなど混乱を極め、結果どの医

療機関も使い残しの在庫を多く抱えるこ

とになった。当初国は引き取りをしない

方針だったが、結局メーカーに引き取ら

せることで決着した。許認可権を持つお

上の方針にメーカーは泣く泣く従わざる

を得なかったのである。

さて2011（平成23)年２月よりサーバ

リックス、ヒブ、プレベナーが任意接種

のままながらようやく公費負担となった。

費用の問題で接種率が伸び悩んでいたの

が現実で、子どもたちにとっても医療機

関にとってもよいことではあったが、予

診票の配布につき自治体によって大きな

温度差がみられた。さいたま市のように

対象者全員に直接送付したところもあれ

ば、他の多くの自治体のように任意接種

なのだから行政から直接送ることはでき

ない、と頑なに送付を拒むところなど

様々であった。始まってｌか月もしない

２月下旬に同時接種後の有害事象として

死亡７例が報告され、３月５日にはヒブ、

プレベナーの接種は－時見合わせるよう
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同時に群馬県では行政措置予防接種(任

意接種)の県内相互乗り入れが実現した。

市外の患者さんに任意接種をする側とし

ては(実は被接種者にも)安心できるシス

テムで、全県下で行っている都道府県は

多くないはずである。県医師会はじめ関

係者の努力に敬意を表したい。

さてせっかく定期接種として始まった

子宮頸がんワクチンであるが、接種後に

おこったＣＲＰＳ（複合性局所痙痛症候

群)の報告が相次ぎ、脚をガタガタ振る

わせる衝撃的な映像も報道されるなどし

た結果、国民の不安の声に押され、６月

から国は日本脳炎に続き、再び｢積極的

勧奨の差し控え｣を決定した。その後何

度か検討会が開かれているが、１月中旬

現在、結論は出ていない。日本脳炎とは

違い、世界１００か国以上で同じワクチン

を使っており、「ワクチンのせいだ｣との

証明は困難と思われるが、どうなるのだ

ろうか。

一方、成人の風しん罹患と先天風しん

症候群が問題となり、ワクチン接種希望

者が増加してきた。各自治体では５，６

月頃から対象者に接種料金の一部助成を

開始したが、ワクチン生産が追いつかず、

１０月頃に供給が安定した頃には接種希望

者は激減してしまった。

１１月には(先進諸国に１０数年遅れて)プ

レベナーが７価から13価に変更された。

一斉に切り替えて在庫はメーカーが回収

する、しかも年度内は価格据え置きとい

う理想的な形でスムーズに変更できた。

厚生労働省から指示が出された。それら

のｌ例ｌ例につきワクチンとの関連が検

討されたが、全例とも基礎疾患等による

死亡でワクチンとの関連は否定された。

この間３月11日には東日本大震災が起こ

り、検討作業は当初の予定より遅れたが、

４月１日よりワクチン接種は再開され、

関係者は胸を撫で下ろしたところだが、

国民には新しいワクチンや同時接種に対

する誤解や不安を与える結果となり、遅

ればせながらせっかくスタートした制度

に水を差すことになったのは残念であっ

た。

１１月にはロタリックスが、２０１２（平成

24)年にはロタテックが発売され､｢生後

２か月がワクチン接種デビュー｣が現実

となっていった。

生ポリオ接種後の｢ポリオワクチン関

連麻痒｣に対する国民の懸念と忌避の声

が高まる中、８月には従来の経口生ポリ

オ集団接種は中止され、９月から不活化

ポリオワクチン(イモバックスポリオ)に

よる個別予防接種が定期接種としてスタ

ートした。この事自体は良いことである

が、その２か月後には四種混合ワクチン

が２銘柄異なる価格で発売され、現場で

は選択や接種方法に若干の混乱が見られ

たが、後に引きずる問題とはならなかっ

たと思われる。

２０１３（平成25)年４月からヒブ、プレ

ベナー、子宮頸がんワクチンが定期一類

に位置づけられ、晴れて他の定期接種ワ

クチンと同等の立場に立つようになった。
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既に４回接種が完了している子どもに対

して｢補助的追加接種｣は重要と思われる

が、それに対して補助を出す自治体は少

数なのは残念である。

現時点で今後の方向性につき考えてみ

ると、まず現場としてやり易くなるのが

接種間隔の制限撤廃であろう。県内では

ないと思うが､｢標準的な間隔｣をｌか月

過ぎると定期接種として扱わない、従っ

て公費負担しない、という自治体が存在

するのが現状だ。メーリングリストでは

市の担当者の理解が得られず苦労してい

る様子が流れてくるが本末転倒も甚だし

〈、市の担当者により対応が違うなどは

あってはならないことだ。要らぬトラブ

ルが避けられ、何よりも子どもたちに接

種の機会が確保されることは喜ばしいこ

とだ。予防接種は本来国策として国が責

任とリーダーシップを持って進めるべき

ものである。ムンプス、水痘、Ｂ型肝炎、

ニューモバックスについては未定である

が、一日も早く、世界の先進国と同様な

予防接種が行なえるようになることを期

待したい。日本版ＡＣＩＰを中心に国民の

ための予防接種行政を実現するために、

小児科医に課せられた責務は大きいと恩

われる。

聯三一■碑
TＩＰ

Ⅲ
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小児医療：この１０年のトピックス患垂

⑨
憂筌

発達障害

～小児科医の役割は～

群馬大学附属病院小児科岡田恭典

発達障害の臨床を大学で始めて５年が

経ちました。

発達障害とは､「自閉症、アスペルガー

症候群その他の広汎`性発達障害、学習障

害、注意欠陥多動'性障害その他これに類

する脳機能の障害であってその症状が通

常低年齢において発現するものとして政

令で定めるもの｣と定義されている用語

です。医学的診断名ではありません。そ

の発生率は人口の約１割から２割とぎれ、

その８割が知的障害の合併がないと考え

られています。

近年、この決してまれではない障害が、

虐待・不登校・学習の不振.引きこも

り．ニート・様々な二次障害など多くの

社会現象に、深く関与していると言われ

ているのです。

大学の外来にも、多くの発達障害を基

礎に持つ子どもが深刻な２次的症状を抱

えて訪れます。学校に行けない、立てな

い、歩けない、治まらない咳嗽、眠れな

い、極端な体重減少、頭痛、腹痛など

様々な不定愁訴…。なかでも自閉症スペ

クトラムを基礎に持つ子どもがその大半

を占めています。

自閉症スペクトラムとは、自閉症、ア

スペルガー症候群、特定不能の広汎'性発

達障害を連続帯として捉える概念の総称

であり、診断名として統一されることに

なりました。

自閉症スペクトラムは、脳の機能的障

害です。自閉症スペクトラムの方とそう

でない方で、情報処理方略の違いがある

ことが、科学的に判明しています。認知

の仕方、学習の仕方、注意の集中、感覚

などに違いがあるのです。この違いは、

医療モデルでの治療で、解決できること

ではありません。必要なのは、違いを認

めて、その違いにあった教育を行うこと

が、最も有効な方略です。まさに必要な

のは、その子の特』性に合わせた教育なの

です。しかしながら、周囲の不適切な関

わりで"つらさ，,が身体症状に出る自閉症

スペクトラムの子どもたちがいるのが現

状です。

私たち小児科医にできることは何でし

ょう？小児科医は、保健師さんとととも

に、最初に子どもたちと出会う専門職で

す。私たちに求められていること、それ

は自閉症スペクトラムの存在にきづくこ

とです。しかも出来るだけ早期に。そし

て地域の教育・支援と連携し、子どもた
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マライゼーションの理念です。自閉症ス

ペクトラムをはじめとした発達障害の正

しい理解のもと、小児科医として、地域

の子どもたちの未来を支えるお手伝いを、

ちの育ちを支えることです。

いろいろな人がいる普通の社会をつく

る、みんないろいろな苦手さを持ってい

る、障害があるのは当たり前で、そのい

ろいろな障害を持ちながら普通に暮らし

ができるように支援をする…これがノー

これからもしていきましょう。

ミコノス島ミリの風車(ギリシャ）深澤尚伊
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アレルギー

高崎市重田誠

小児アレルギー関連の基礎研究は、こ

こ１０年間で飛躍的に進歩しており、また

疾患の病態解明や治療においても大きな

変化が起きている。最近のトピックスは

膨大な量であり、ここでは紙面の関係で

小児科開業医の臨床において重要な気管

支喘息、食物アレルギー、アトピー`性皮

膚炎の３つに絞って最近の進歩について

その要点を述べる。

１）気管支喘息

(1)病態について

小児気管支喘息(以下小児喘息)の基本

病態は"気道の慢`性炎症,，であることが、

現在ではあたりまえのこととして受け入

れられている。しかし2000年に｢小児気

管支喘息治療・管理ガイドライン2000」

が発刊された当時は、この概念は全ての

人に受け入れられているわけではなかっ

た。ここ10年の間に、乳幼児・小児を対

象としたBALFや生検などのデータの解

析から、小児喘息も気道の`慢`性炎症`性疾

`患であることが証明された。さらに小児

喘息でも気道リモデリングは早期から起

こっていることが証明され、重症児のみ

ならず軽症例にも認められることが報告

されている。また最近の研究では、気道

収縮そのものがリモデリングを引き起こ

すことも報告されており発作自体のコン

トロールが非常に重要であることが示唆

されている。

(2)治療について

最近の喘息治療の変遷はガイドライン

に集約されている。小児気管支喘息治

療・管理ガイドラインは2002年、2005年、

2008年、2012年と改訂されてきたが、小

児喘息専用のガイドラインは、国際的に

見ても少数であり、「ＧIＮＡ（Global

lnitiativeforAsthma)」や｢ＥＰＲ３

(ExpertPanelReport3)｣でも基本的に

は成人ガイドラインの一部として小児の

ガイドラインが存在する。ガイドライン

の最新版では世界でもっとも厳密な治

療・管理を提唱しており、喘息の完全コ

ントロールを目指すものである。ここ１０

年間で、成人喘息を中心に喘息死亡は激

減し、‘患者のＱＯＬも大幅に改善してき

ている。以前治療薬の中心的存在であっ

た、テオフイリン製剤は使用量が激減し、

ロイコトリエン受容体拮抗薬と吸入ステ

ロイドが治療の中心となった。成人では

長時間作用`性β刺激薬十吸入ステロイド

の合剤が治療の中心であり、ざらに最近
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|よ上ト化抗IgEモノクロナール抗体など

の分子標的薬が開発きれ、吸入ステロイ

ド剤でコントロールできない重症喘息患

者の一部に非常に効果的であることが報

告されている。これ以外にも、アレルギ

ー疾`患の発症機序や治療を根本的に変え

る可能性がある治療法としてＴｈ２リン

パ球とＴｈ２サイトカインの機能分子を

ターゲットとした分子標的薬の研究や臨

床治験が進んでいる。

また抗原特異的免疫療法に関しても、

今年の夏から舌下減感作療法が薬価収載

され、免疫療法そのものも再評価が進行

中であり、今後気管支喘息を含めたアレ

ルギー疾患の重要な選択肢になるものと

`思われる。

(3)予後について

従来小児喘息は予後が良いと思われて

いたが、近年の長期予後に関する研究は

否定的な結果を示している。最も長期に

わたる予後研究であるMelbourne

Asthmastudyの結果でも、７歳の時点

で最軽症の患者は42歳の時点で60％以上

が｢寛解｣するが、重症群の患者はその

90％がなんらかの喘息症状が残っており、

自然寛解が思った以上に低率であること

を示している。しかし長期予後調査は現

在と治療法が大幅に異なっており、現行

の治療を行った児の長期予後はより改善

している可能性もある。本邦でも長期予

後調査が進行中であり、現在の治療の成

果が問われるものと思われる。

また、吸入ステロイドは優れた臨床効

果を持っているが、小児喘息の予後を変

えるかという点に関しては、2006年に

ＩＦＷＩＮｓｔｕｄｙ、ＰＡＣstudy、ＰＥＡＫｔｒｉａｌ

などの吸入ステロイドを用いた早期介入

試験が発表されたが、すべての検討は否

定的な結果であった。ただいずれの検討

も対象の年齢、吸入ステロイドの使用法、

コントロール状態の評価などで幾つか問

題を含んでおり、これらをもって吸入ス

テロイドが自然経過を変えられることを

完全には否定できないと思われる。しか

し吸入ステロイドのみでは予後を変えら

れない可能性は高く、他の薬剤や免疫療

法を含めた新たな治療法の開発が必要と

考えられる。

(4)喘息フェノタイプについて

Stein、Martinezらは、乳幼児の喘鳴

性疾`患を一過`性の初期喘鳴群(Transient

earlywheezers)と非アトピー型喘鳴群

(Non-atopicwheezers)、ＩｇＥ関連喘鳴

／喘息群(IgE-associatedwheeze／

asthma)の３つに分類した。このことは、

乳幼児の喘鳴性疾患の理解の上で重要で

ある。近年RSウイルスによる細気管支

炎に罹`患した小児は、１０年以上に及ぶ長

期間の気道過敏'性を獲得するとも報告さ

れており、ウイルス感染後に反復する喘

鳴を繰り返す疾患群は、反応`性気道疾`患

(ReacriveAirwayDisease，ＲＡＤ)と呼

ばれる乳児喘息のフェノタイプとして考

え、治療・管理を行う必要がある。

また近年米国のSARP(ＳｅｖｅｒｅＡｓｔｈｍａ

ＲｅｓｅａｒｃｈＰｒｏｇｒａｍ)，欧州の
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る場合だけを食物アレルギーと定義して

いたが、今回は｢食物によって引き起こ

される抗原特異的な免疫学的機序を介し

て生体にとって不利益な症状が惹起され

る現象｣と定義され、侵入の経路は問わ

ないこととなった。その理由は、経皮的

なアレルゲン感作が食物アレルギーのリ

スクを高めることが明らかになったこと

や、米国ガイドラインなどとの整合`性を

考慮したためである。経皮感作による食

物アレルギーの例としては、加水分解小

麦を使用した"茶のしずく,，石鹸に代表さ

れる小麦アレルギーがあり、近年大きな

社会問題となった。

食物アレルギーの臨床病型も整理され、

非IgE依存`性の"新生児・乳幼児消化管

アレルギー，，や"食物依存』性運動誘発アナ

フイラキシ_(FEIAn)，，“口腔アレルギー

症候群(ＯＡＳ),,などに関する理解も進ん

できている。

(2)診断と治療について

食物アレルギーは、特定の食物摂取時

に症状が誘発されることと、それが特異

的IgE抗体などの免疫学的機序を介する

ことを証明することによって診断される。

ここ１０年の変化としては、食物負荷試験

の標準化と免疫学的検査の進歩がある。

特に食物アレルゲンに対する解析が進み、

多くのアレルゲンコンポーネント(特異

IgEが結合するタンパク質)やエピトー

プ(抗原決定基)の遺伝子配列またはアミ

ノ酸配列が同定されている。現在、立体

構造や機能解析を含めたデーターベース

EＮＦＵＭＯＳＡ（ＴｈｅＥｕｒｏｐｅａｎＮｅｔｗｏｒｋ

ＦｏｒＵｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇＭｅｃｈａｎｉｓｍｓｏｆ

ＳｅｖｅｒｅＡｓｔｈｍａ)などの研究により重症

喘息のさまざまな病態が明らかになって

きている。特にクラスター解析を用いた

重症喘息のフェノタイプ分類は、喘息難

治化の機序解明と治療に重要な示唆を与

えている。フェノタイプ分類では、臨床

病態、優位な気道炎症細胞の種類に加え

て、分子フェノタイピングの試みがなさ

れている。分子フェノタイピングでは、

好酸球、好中球、気道上皮細胞などの細

胞サンプル、気道粘膜などの組織サンプ

ルをＤＮＡマイクロアレイなどの手法に

よって解析し、その遺伝子発現パターン

などから喘息のタイピングを行うもので

ある。これを基礎として、吸入ステロイ

ドや分子標的薬の反応`性を考慮した重症

喘息への新しい治療戦略が構築できる可

能性が出てきている。

ｅ)食物アレルギ－

ここ１０年間における食物アレルギー関

連の大きな変化は、基礎研究の進歩とガ

イドラインに代表される診断、治療の標

準化への試みと、社会的な問題に対する

取り組みの進歩がある。

(1)病態と定義について

食物アレルギー診療ガイドラインは

2005年に発刊され、その後2009年に食物

アレルギー経口負荷試験ガイドラインが

追加、そして2012年に最新版に改訂され

た。2012年版では定義自体が変更されて

いる。以前は経口摂取で感作、惹起きれ
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が構築され、エピトープの`情報なども含

めて多くの情報が提供されるようになっ

ている。アミノ酸配列が同定された膨大

な数の全蛋白質の中で、アレルギーの原

因となる蛋白質は、全体に散らばって分

布しているのではなく、限られた蛋白質

(遺伝子)ファミリーやスーパーファミリ

ーに属していることが明らかになった。

属するアレルゲンの数が多いのは種子貯

蔵蛋白質であるプロラミンスーパーファ

ミリー、細胞骨格蛋白質で花粉の主要ア

レルゲンであるプロフイリンファミリー

などであることが報告されている。

食物アレルギー治療における最も大き

な変化は、除去食療法のみであった治療

から経口免疫療法に代表される、食べて

治す治療へのシフトが見られる点である。

特に急速経口減感作療法は、重症の食物

アレルギー患者治療の新たな方法として

注目されている。班研究による治験も進

んでいるが、まだ行える施設は限定され

ており、一般的に広く行われる治療には

なっていない。緩徐経口減感作療法も、

アレルギー専門医が個別に行っているが、

多くの問題点を残しており、標準化には

至っていないのが現状である。

また、最近は低アレルゲン化した鶏卵

白を用いての経口減感作療法の報告や、

ピーナッツの主要アレルゲンのIgEエピ

トープ中のアミノ酸配列の置換によって

IgE結合能を減弱化したリコンビナント

アレルゲンを用いたピーナッツアレルギ

ーモデルマウスヘの減感作療法なども報

告されており、より安全な経口減感作療

法への応用が期待されている。

(3)社会的な問題について

近年、食物アレルギー児の増加や保育

所(園)や学校での誤食による事故のため

に、食物アレルギーの社会的関心は高ま

ってきている。食物アレルギー児の安全

な学校などでの生活のために、社会的な

対応が必要である。

ここ１０年間の食物アレルギー関係の社

会的対応としては、(1)アレルギー物質

を含む食品表示開始(2002年)、(2)食物

アレルギー診療ガイドライン等の発行と

普及による診療の適正化(2005年）(3)食

物によるアナフイラキシ一に対するエピ

ペン⑰の適応拡大(2005年)、(4)食物経

口負荷試験の保険診療点数化(2006年)、

(5)｢学校のアレルギー疾患に対する取り

組みガイドライン｣の発行(2008年)、（６）

｢保育所におけるアレルギー対応ガイド

ライン｣の発行(2011年)などがある。

１０年前に比較して、食物アレルギーの

社会的な対応の体制は整備きれつつある

が、アナフィラキシー対策には学校や保

育所(園)での啓蒙や対応体制の整備が不

可欠であり、まだまだ施設や場所による

差が大きいのが現状である。今後、行政

を含めた社会的体制のさらなる整備と現

場への啓発などが必要である。

Ｓ)アトピー'性皮膚炎

(1)定義について

アトピー性皮膚炎の定義は｢増悪・寛

解を繰り返す、掻痒のある湿疹病変を主
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検出される要因の一つと考えられている。

また角化細胞やランゲルハンス細胞はこ

のような細菌成分を認識するToll-like

receptorを発現しているが、これらの細

胞から産生されるサイトカイン、ケモカ

インが皮膚の炎症の形成に関与している

ことが示唆されている。

近年、アトピー性皮膚炎の皮膚のバリ

ア機能異常が注目され、特に角層の機能

障害の研究が進んでいる。角層の物質透

過に対するバリア機能は角層間脂質によ

るが、アトピー`性皮膚炎の病変部では角

質細胞間脂質のセラミドの低下があり、

水分含有量の低下がみられる。このこと

が、水分保持機能の低下、痒み閾値の低

下、易感染`性の原因となると考えられて

いる。また角層の構成成分であり天然保

湿因子である遊離アミノ酸の供給源とな

るフイラグリン遺伝子の変異がアトピー

性皮膚炎の病態と強い関連があることが

近年報告され、注目されている。

またアトピー`性皮膚炎の痒みに関して

も、従来は末梢レベルでの痒みにはヒス

タミンやサブスタンスＰとその受容体の

役割が重要とされていたが、最近の研究

では中枢レベルでの痒みがありβ-エン

ドルフィンなどの内因`性オピオイドとそ

の受容体の役割も注目されている。また

痒みの閾値の低下にＴｈ２リンパ球が産

生するIL-31の関与も報告されている。

発症の要因として、IL-33の役割が重要

であることも最近報告されている。

(3)治療について

病変とする疾患であり、‘患者の多くはア

トピー素因を持つ｣であり、従来と変化

はない。しかし最近は、病因として必ず

しもアトピー素因は必須ではなく、従来

の病型である外因性アトピー`性皮膚炎と

IgEが関与しない内因性アトピー性皮膚

炎に分類する考えも提唱されている。

(2)病態について

免疫学的問題

アトピー性皮膚炎におけるアレルギー

`性炎症にはＴｈ２細胞が重要であるとさ

れているが、急'性期ではＴｈ２細胞が主

役で、慢`性期ではＴｈｌ細胞が主役にな

るとする考えも提唱されている。またア

トピー性皮膚炎の病変部でみられる白Ⅲ

球浸潤は、表皮角化細胞が産生するケモ

カインにより遊走が惹起されることが報

告されている。ケモカインとしては

ＴＡＲＣ/CCLl7やＭＤＣ/CCL22などのＴｈ

２ケモカインが注目されている。また角

化細胞はIL-41L-l3などのＴｈ２サイト

カイン刺激を介して線維芽細胞が産生す

るペリオスチンによりTSLＰを産生し、

樹状細胞からのＴARC/CCLl7産生を誘

導する。血清ＴARC/CCLl7はアトピー

性皮膚炎の短期の病勢マーカーとして有

用であり、保険適応も認められている。

ヒトの正常皮膚には抗菌活性を有する

抗菌ペプチドが存在するが、アトピー性

皮膚炎の湿疹部位では抗菌ペプチドであ

るディフェンシンの発現が抑制されてい

ることが報告されている。これがアトピ

ー性皮膚炎の皮膚では黄色ブドウ球菌が
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ここ１０年の治療法のトピックスとして

は、(1)診療ガイドラインによるステロ

イド治療の適正化、(2)タクロリムス軟

膏の治療の普及、(3)シクロスポリンの

アトピー性皮膚炎の適応追加(2008年)、

(4)proactive療法などがある。

ステロイド外用薬の使用量、使用法な

どは診療ガイドラインでほぼ標準化され

てきている。また皮膚バリア機能の維持

が非常に重要であり、保湿による皮膚バ

リアの維持療法の重要`性が注目されてい

る。タクロリムス軟膏は、成人の顔面重

症型患者などで効果的であり、市販後の

長期投与の検討でも重篤な副作用は報告

されていない。小児でも使用が増えてき

ているが、その適応と使用法には注意す

る必要がある。近年、proactive療法も治

療法のトピックスとされ、注目されてい

る。従来の皮疹の悪化時にのみ外用療法

を行うreactive療法に比して、皮膚症状

軽`快後もステロイド外用剤の間歌的使用

を行うproactive療法は、優れた効果を

維持できることが報告されている。

(4)遺伝的要因について

アトピー`性皮膚炎の遺伝的要因には

IL-4遺伝子プロモーター領域の遺伝子

多型やフイラグリン遺伝子の変異など多

数が報告きれている。最近注目きれてい

るフイラグリンの異常は、日本人では

30％程度と報告されている。

病因候補遺伝子としては、ＣＴＬＡ４，

ILl8，TLR9,ＣＤ14,ＣＡＲＤ４，ＰＨＦｌＬ

ＴＬＲ２,ＳＣＣＥＭＣＣ,IL4R,ＧＭ－ＣＳＥ

ＴＩＭＬＣＡＲＤｌ５など多くが報告されてい

る。また近年のアトピー性皮膚炎患者の

全ゲノム連鎖解析(ＧＷＡＳ)では、白人

サンプルでCollagentypeXXIXalpha-l

(ＣＯＬ２９Ａｌ）日本人サンプルでは

ＳＭＡＤ３が同定されている。

おわりに

遺伝子レベルや分子レベルの基礎研究

は、今後も急速に進展するものと思われ

るが、我々臨床医が使える医学の成果は

まだ多くはない。しかし疾患の病態解明

や治療法の選択肢は確実に変化しており、

より効果的な治療法や"治癒',につながる

治療法の開発を期待したい。
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これからの小児医療忠孟

きれいに羽ばたけ！

館林市小柳富彦

鶴舞う形の群馬県。鶴のくちばし、館

林で開業して８年目、小児科医として１７

年目になる。医会のメンバーではまだま

だ若輩であるが、３０年以上にわたって県

内で小児医療を担ってきた医会の先輩方

に敬意を表しつつ、今後のことを思うま

まに書いてみたい。

開業当時は地域の中核病院から小児科

がなくなるなんて考えられなかった。開

業小児科医も少ない。地域の夜間診療所

や休日当番医含めた小児一次医療はもち

ろん、乳幼児健診や園医・学校医なども、

大半を内科医など他科の医師に依存して

いる。入院や救急搬送は隣接他地域に完

全に依存である。そしてお産もできない。

今の群馬県は、出産、育児、小児医療に

関しては｢首(邑楽館林)がうなだれた鶴」

である。疲れ切った姿では満足な子育て

はとてもできない。

今後の地域小児医療を考える上で、他

科の医師、他地域との協力体制は重要で

ある。そのような体制を確立させた上で、

この地域で小児科医としてできることを

何でもやっていくしかない。

一般診療はもちろんのことだが、これ

からは少子化に伴い通常の受診は減り、

それ以外でやるべきことが増えていくだ

ろう。診療以外に次のようなことを地域

で展開していきたい。

①予防接種

予防医療の最も重要な位置づけだ。開

業後の７年間だけでも、種類と回数がか

なり増えている。細菌`性髄膜炎やおたふ

く難聴などはもうみたくない。その時に

あった最良の提供体制を整えていく。ま

た、今後は医療機関の貴重な収入源とな

る。予防接種業務に見合った価格をいた

だけるよう、自治体との交渉にも力を入

れる。任意接種の費用助成・定期化も引

き続き働きかけたい。

②乳幼児健診、発達・思春期相談

感染症などの身体異常よりも、今後は

さらに相談が増えてくるであろう。残念

ながら現在は診療と予防接種で手一杯で

あり対応できる時間がない。こちらのス

キルアップと時間確保も努力したい。

③園医・学校医

３か所受け持っているが月１回の訪問

は欠かさない。不登校などのメンタル面

の相談が多くなっている。教員自身のメ

ンタル相談もあり、これも時代の流れで

あろう。健診オンリーではなく、児童生
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徒、さらに教員の健康にもっと深く関わ

っていきたい。

④看護学校、講義や外来実習の受入

将来の医療職育成も大切な仕事だ。今

は教員側を担当する人材も不足している。

実習受入は自院スタッフの良い刺激にも

なるので、今後も育成に力を入れたい。

最近は学生のプロ意識の希薄さを感じる。

医療従事者としての自覚をきちんと教え

込みたい。

⑤病児保育

始めて３年、になる。共働き・核家族

化の流れは避けられない。仕事と育児の

両立支援としてしばらくは必要とされる

であろう。事業の性格から小児科医がや

るべき領域と思っている。子育てセーフ

ティネットとして役立ててもらえばそれ

でよい。病児保育では県内を引っ張って

いけるような施設に育てていきたい。

小児医療資源の少ない地域ではどうし

ても地域のことだけ、目の前のことだけ

で手一杯になってしまう。当面は、医療

でもそれ以外でも必要とされることをな

んでもこなし、地域の子育て環境を良く

していき、まずは鶴のうなだれた首を持

ち上げていく。

そして10年、２０年後には、目の前のこ

とだけでなく、郡市から県全体の小児医

療、子育て環境全体を見渡せる余裕をも

ち､「きれいに羽ばたく鶴、子どもを育て

るなら群馬県｣に貢献している小児科医

になっていたい。

｢節分祭り」撮影：大島幸雄
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これからの小児医療濫垂

これからの小児医療

前橋市戸所誠

相談も園や学校から増えています。エ

ピペンの普及などは必要と思われます。

実際当院にアナフイラキシ_にて受診

され、ポスミン筋注し救急搬送した児

が年に数人出ています。今後現場での

対応が普及すれば大変良いことだろう

と思います。

３)救急の対応

昼間診た児が、夜間に急変して２次

病院に入院したと聞くと、大変恐縮し

てしまいます。急変は仕方ないかもし

れませんが、夜間の軽症受診などはも

っと減らすことができると思います。

それには日常の診察時の詳しい説明が

より必要かと思われます。

４)女』性医師の参加

現在子育てをされ、現場を離れた女

性小児科医は多くいらっしゃると思い

ます。当直業務などは現実的には難し

く、病院の日勤枠などに復帰されてい

ると思います。診療所も当番医の２人

体制や予防接種など女`性医師の支援を

求めています。是非ともご参加いただ

けますと助かります。

５)在宅医療

小児医療センター勤務時代より、在

季節も寒くなり小児科がいそがしくな

るこの頃、日常の診療に追われながら、

これからの小児医療について考えました。

現在の開業医の小児医療は、診療・予

防接種・健診・学校医の仕事など多岐に

わたります。それぞれのこれからについ

て、僧越ながら私なりの考えを述べさせ

ていただきます。

１）診療．特に子供の心の相談

一般診療を行っていると児の心の相

談は、思った以上に多く経験します。

特に診療所ですと風邪などのときに一

緒に相談を受けることが多くあります。

例えば月曜日になるとおなかや頭が痛

くて学校にいけない、授業中にトイレ

に頻回に行ってしまうなど不定愁訴的

なものがあります。漢方などで対応し

ていますが、ゆっくりお話を聞くだけ

でも良くなることもあります。日常!忙

しいときなどは難しいですが、診療が

終了後に時間をとって対応するなど行

っています。今後そういう時間を増や

せればと思います。

２)食物アレルギーの相談

最近の食物アレルギーの問題が注目

を受けているためか､給食のアレルギー
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宅医療の必要,性と難しさを感じていま

した。診療所の日常業務の中で、往診

での在宅医療は難しいかもしれません

が、院内での急`性期の対応や予防接種

などサポートを増やせたらと思います。

6)予防接種

最近は予防接種の割合がこの３年く

らいで急に増えてきています。

種類も回数も増え、親たちの意識も

高まり生後６か月くらいまでは、診察

より予防接種に来られる児が多いくら

いです。接種の開始前に時間をとり説

明を詳しくする必要性を感じます。

7)教育園・学校(授業・教師/保護者

を対象とした教育活動）

学校医と園医の仕事も大事です。先

日は園に出向いてエピベンの説明を行

いました。救急時の対応など先生方と

情報を共有できることができれば大変

助かると思います。また、食中毒の集

団発生も経験しましたが、園長先生と

保健所と診療所の３か所で密な協力が

必要なのを強く感じました。

8）医学生・研修医のインストラクター

医学生の見学も年数回受け入れてい

ます。このことが将来の小児科医を増

やすことにつながればと強く願います。

小児医療は、小児科医のみでなく保育

園・幼稚園、保健所、学校など様々な方

の協力が必要です。子どもたちにかかわ

る人たち皆が力をあわせて，小児医療を

充実，発展させていくことが子供たち

と社会全体の幸せにつながることと思い

ます。

フクジュソウ撮影：北條みどり
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これからの小児医療岳垂

小児科医として成長するということ

吉岡町竹内香代子

ことには答えられても、発達障害、不登

校、思春期といった重い相談には満足の

いく対応ができませんでした。どんなに

本を読み、理想論をお話ししても、多分

お母さん方の心にはあまり届いていなか

ったのではないかと、今思い返しても大

変心苦しく思います。私には到底無理と

思われる`患者さんは他の先生にお願いし

ましたが、紹介状を書く度に｢こんな小

児科医、全然役に立っていない」という

思いでいつぱいになりました。小児科医

としても子育て中の母としても、とにか

く経験不足だったということです。

なんとかしたいという思いをずっと抱

えてきましたが、‘思いもかけないところ

から転機が訪れました。小児科医会でも

子どもとメディアの問題が取り上げられ

るようになりましたが、我が家も例外で

はなくパソコンやスマホといった便利で

魅惑的な電子機器に、今度は母親として

大いに悩まざれるようになったのです。

小学生のうちは特に問題なかった息子で

すが、中学生になると私にはまったく理

解できない機械（？）や部品（？）をいとも

簡単に操るようになり、当然ですが、熱

中する→時間があっという間に経つ→他

私が小児科開業医としてスタートした

時、長男長女(双子)は３歳、次男はやっ

と１歳の誕生日を迎えたばかりでした。

まだ自分の子育てに十分時間を割かねば

ならないこの時期になぜ？と周囲からい

ろいろ貴重なご意見も頂きましたが、８

年の勤務医の経験から自分なりに｢頑張

ればなんとかなるだろう」と考え、開業

を決意しました。もう15年も前のことで

す。

小児科医には多くの先輩女`性医師がい

らっしゃるので、仕事をしながらの子育

ての大変さは私がここであらためて述べ

るまでもありません。夫は育児に協力的

でしたが、外科医という職業柄不在な日

が多く、私は多くの女,性医師と同様、夫

を当てにしないそれなりに強い母になっ

たとは思います。しかし、小児科医とし

て｢なんとかなる｣はかなり甘かったとい

うことに開業後まもなく気付きました。

疾患の診断・治療のほかに、お母さん方

からの育児相談が思いのほか多かったか

らです。大変言い訳じみますが、当時は

患者さんのお父さんお母さんの多くが私

と同世代か年上という状況で、自分が母

として経験済みの夜泣きや卒乳といった
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のことをしない→→→この先はご想像の

通りです。買い与えたことはありません

が、友人から中古AIIを入手しては手を加

えていたようで、何度かとり上げてみま

したが本人が反省していない以上効果は

なく、かみ合わない議論をくり返しては

心身共にかなり消耗しました。パソコン

はあくまでもきっかけにすぎず、母子の

対立はもはや生活全般にわたり、長男で

はあまり気にならなかった｢反抗期｣｢思

春期｣を二人月の男の子で初めて強く意

識させられ、心の底から泣きたくなりま

した。

意を決して息子の学校の臨床心理士の

先生に相談に行ったことから事態は少し

ずつ好転したように思います。最近の男

子中高生の問題、思春期特有の心理状態、

そういった話をかなり詳細にお聞きする

ことができ、大変勉強になりました。そ

して、私自身の気持ちが上向いてくると、

今度は小児科医として私のように悩んで

いるお母さんたちの力になりたいという

気持ちが久々に甦ってきました。

どんな年代の子育てにおいても、母親

に迷いや心配ごとがあると、確実に子ど

もに影響があるように思います。私自身、

何に対して腹を立てているのかだんだん

わからなくなってきて、毎日息子の不機

嫌にうんざりし、何をどこまで注意した

らいいのかもわからず、息子と上手に距

離をとることができませんでした。そし

て、申し訳ないことにそんな母親の存在

がますます彼をいら立たせていた感は否

めません。そんな中で臨床心理士の先生

に苦しい胸の内を聞いていただけたこと

は本当に幸運で、ここまではＯＫ、ここ

から先はアウト、と私の中で一定の基準

ができ、だいぶ冷静に考えられるように

なりました。ありのままの息子を受け入

れられるようになったのもこの頃からで

す。

母親の対応が変わったせいでしょうか、

息子にも少しずつ変化がみられるように

なりました。小さな時からものづくりが

大好きで、ロボットを作りたいからと物

理部のある中学に進学し、プログラミン

グなどを手掛けるマニアックな先輩や仲

間といるわけですから当然電子機器との

接触はあるのでしょうが、少なくとも母

の言い分に耳を傾ける程度の余裕は出て

きたようです。険しかった表情もずいぶ

ん柔らかくなり、ああ、この子なりに苦

しかったのだなと母親としての対応のま

ずさを思い出し、今は申し訳なく思うの

と同時に、未熟な母を成長させてくれた

息子に感謝の気持ちすら湧いてきます。

私にとっては辛く、苦い体験でしたが、

以来小児科医としてふたつの点を意識す

るようになりました。ひとつは子どもた

ちの立場を受け入れて寄り添い、一緒に

解決策を考えること。もうひとつはお母

さん方の気持ちや不安もよく聞いて受け

止めてあげること。恥ずかしながら、こ

んな当たり前のことがストンを腹に落ち

るまでに十数年もかかりました。でも、

子育ての経験の積み重ねが小児科医とし



群馬県小児科医会便り (54）No.6０２０１４．４

ての診療の幅を確実に広げてくれ、以前

は苦手だった不機嫌な中学生も、今は出

来る限り時間をとって、長い沈黙にも耐

え、重い口がいつか開くかもと期待しつ

つ、四苦八苦しながらも頑張って診るよ

うにしています。

母親目線を織り交ぜつつ診療できるこ

とは女性医師の特権だと思いますし、こ

れからの社会を背負っていく子どもたち

の心やからだの健康に関われる小児科医

という職業に就けたことを心から幸せに

思います。患者さんの多くがわが子より

ずっと小ざな子どもたちばかりになりま

したが、信頼を寄せ、相談をしてくれる

お母さん方の気持ちも大切にしながら、

彼らの成長だけでなく自分自身の成長も

楽しみに、日々診療に励んでいきたいと

思います。

鰯
『.ⅢL-しＬ－－全一--
4剛L}い’

lllilIliiliIlililMllil
｢お布呂が池」 撮影：大島幸雄
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これからの小児医療

これからの小児医療

一小さな地方都市の開業医の考えたこと－

みどり市金子浩章
Ｃdリ

群馬県小児科医会30周年記念号に執筆

依頼を受け、私のような若輩がペンをと

れることは名誉なことと思っています。

一方､「この題目で自分は何が書けるの

か？」と自問して苦しんでもいます。日

常診療はあくせくと、黙々とこなしてお

りますが、なんら将来に向けたビジョン

のないまま日々を過ごしているからにほ

かありません。自分の携わってきた小児

医療を振り返ることから始めて、地方都

市における小児科開業医の将来への展望

を導き出せればと思います。

｢これまで｣の小児医療(自分の場合）

バブル景気と言い古された時期、昭和

60年(1985年)に大学に入学して学生時代

を過ごしました。医師になることを目指

した心情の中に、職業としての安定性は

あまり考慮していませんでした。当時、

高校時代の理系の同級生においては、同

じ程度の成績であれば医学部志望は少数

派だったように思います。また、小児科

を志望した理由も「自分の肌に合う」とい

う感`性によるものでした。一人前になり

たい気持ちと体力だけで、研鎖の時期を

過ごしました。そして開業医になったの

は卒後15年目でした。口院での日常診療

に追われながら、未体験の労務管理やら

保険請求業務などの経営者としての業務

に翻弄され、地域の乳幼児健診医/学校

医/幼稚・保育園の嘱託医/夜間診療所に

駆り出され、どうにか開業医として`慣れ

てきたところに医師会理事の打診があり

ました。先輩方が切り開いてきた地域医

療のバトンを受けずばなるまいと腹をく

くりましたが、このバトンを引き継げる

後輩がいつあらわれるのかはわかりませ

ん。地域では少子化と小児科開業医の高

齢化が進み、受診対象者と医療提供者の

両方が縮んでいくデフレスパイラルもど

きの状況です。

｢これから｣の小児医療

今春の診療報酬改定を見ると医療への

コスト分配は、消費税増税を考慮すれば

実質的には減少しています。また、少子

化は着実に進行しており、地方の小都市

ではそれはさらに顕著で、みるみる短期

間に受診者数が減少していくことになる

でしょう。安定した職業であることを第

一義として小児科医を志望しては立ち行

かなくなってしまいそうです。医師を志

して優秀な人材が集まることは医学の発

展には貢献することでしょう。しかし、
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知的な人的資源が医療業界にばかり集積

しても国としての生産`性の向上にはあま

り寄与しないのではないでしょうか。む

しろ、そこそこ優秀であれば医師である

ことを楽しめる人材が求められるように

思います。

従来、小児科医は勤務医として研鑓

をつんで小児科専門医／小児科

subspecialistとなりました。しかし、少

子化による症例数の減少は臨床経験を狭

める方向に働き、地方の市中病院の勤務

医では十分なバリエーションの疾患を経

験するには今よりを長い時間が必要とな

るかもしれません。地域/施設を移動し

ての研修を行うことでもしなければ、十

分な症例経験は従来の研修期間では積め

なくなるでしょう。また、小児科勤務医

が開業するに当たっては勤務していた病

院近くに診療所を設けることが多かった

ように思いますが、前述の勤務医ばかり

か開業医も、小児医療の需要に引きずら

れるように小児人口のある都市部に集中

せざるを得ません。

小児科外来の疾患構成の変化も見逃せ

ません。自分は結核症をほとんど見たこ

とがありません。麻疹・風疹は実臨床で

体験があり、コップリック斑を目視した

ことがある最後の世代かもしれません。

今秋に水痘が定期接種化されれば、全身

に新旧の混在した水庖疹と痂疲を見るこ

ともいずれなくなるのでしょう。ロタワ

クチンが広まれば、冬の嘔吐下痢症の半

数近くが抑制されます。小児科外来`患者

の中に占める急`性感染症の比重は減少す

るものと思います。相対的に少数派であ

った気管支喘息や食物アレルギーなどの

慢性疾患が日常診療の中でウエイトを増

していくものと思います。多数の急'性感

染症の`患者をさばくことに忙殺される診

療は、過去のものとなるのでしょう。

少子化が急速に進み、開業小児科の高

齢化も待ったなしの地方都市郊外で開業

してしまった自分を取り巻く小児医療は

どこに向かっているのでしょうか。経営

者としての視点から展望すると、少子化

の厳しい現実が必ず到来します。比較的

少人数の外来`患者ざんを診療することに

なるのでしょう。また、自分も含めて開

業医は高齢化していき、新規小児科開業

医の参入は期待簿で、小児医療を支える

開業医マンパワーは枯渇の一途です。し

かし、夜間診療所の体制維持、乳幼児健

診・学校医活動など、ときに煩わしいも

のであることは違いありませんが、小児

科医という専門職が多方面で必要とされ

ていることも事実です。外来診療にゆと

りができた分、業務が地域保健活動へシ

フトして〈かもしれません。論語に｢之

を如何せん、之を如何せんと曰はざる者

は、吾之を如何ともすること末きのみ｡」

とあります。今の自分もどうしたらよい

だろうと思い悩むことばかりですが、ど

うにか踏ん張っているうちに後輩の先生

が開業されて地域小児医療を支えてくれ

るようになる曰を心待ちにしています。
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群馬県小児科医会３

縣繍。

群馬県小児科医会前理事富所隆三

創立１０周年並びに20周年記念誌にそれぞれ｢医会１０年の歩み｣､｢医会20年の歩み｣のタ

イトルでそれまでの医会の動向が詳述されている。今回創立30周年記念誌に同様な形式

で、その後の１０年間の医会活動の動向を｢群馬県小児科医会便り(以下県小医会便り)｣を

資料として記述した。

20年以降の医会活動概要

ｌ群馬県小児救急医療体制整備

平成に入り予約外の`救急診療,に病院小児科医が忙殺され、病院小児科運営は急速に

困難さを増していった。開業医にとっても重症児を転送できる病院があって、初めて日

常診療が成り立つ。そんな厳しい医療体制を少しでも改善すべ〈当小児科医会からの県

や市町村への働きかけを始め、種々の模索が始まった。各種の度重なる会議を経て最終

的には中田会長、戸所副会長及び理事富所で県内５箇所の小児救急医療圏を設定し、医

療圏毎に病院群輪番制構築の素案をまとめ、承認を得た。当初機能するかに見えたが、

後述の館林厚生病院や原町赤十字病院の小児科入院診療廃止等もあり、ほぼ計画通りに

進んでいるのは中毛地区の前橋市と西毛地区のみとなっている。

その状況に追い討ちをかけることが起きた。平成16年開始の新臨床研修制度である。

まず２年間の研修期間は大学医会への入会はＯ、その後も新卒医の大学離れと都会志向

が重なり、県内の若手医師供給は激減した。影響は直ぐに現れ、二次医療を担う研修病

院の医師需要を満たすことが不可能になった。平成20年森川昭贋名誉教授の後継として

就任した荒川浩一新教授は嵐の中の船出となった。関係市町村長等の強い要請もあった

が館林厚生病院と原町赤十字病院で小児科入院診療中止のやむなきに至った。地域の子

どもや会員の方々は大きな労苦を負うこととなった。その後全国的な研修病院集約化の

動きの中で研修医獲得の視点もあって、荒川教授の英断により公立藤岡総合病院の要員

を－部高崎総合医療センター小児科へ移す再編案が決まった。そんな中県内各地区の小
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児医療資源に見合う時間外小児救急体制が本会会員を中心として構築された。ユニーク

な試みとして公立藤岡総合病院で開始された｢地域連携小児夜間・休日診療料加算｣は現

在も続いている。夜間や休日に地域の本会開業会員に病院の外来診療を担当してもらう

体制である。

２．子ども医療費助成拡充

県の医療費助成は、通院３歳未満、入院５歳未満であったが、平成１９年知事選の公約

となり入通院一気に中学卒業までとなった。対象年齢は全国でもトップクラスとなり、

全国的な動きを誘発した。医療費助成についてはメリットばかりでなく、コンビニ受診

等デメリットも指摘されているが、子育て世代の非正規雇用、一人親世帯及び子どもの

貧困率の増加を考慮すれば、前者の要素が大きい。

そして何より注目すべきは、少子化の追い風の中で子どもの大切さを政治家が認識し

始めたことである。また高齢者ばかりでなく子どもへの財政支出も票につながることを

理解し始めたことも大きい。これも本群馬県小児科医会の日ごろの活動の成果と言えよ

う。

３．予防接種・体制の拡充強化

日本小児科医会や日本小児科学会を中心とした活動により長年の懸案であったヒブワ

クチンが平成21年より、次いでプレベナー更にはＨＰＶワクチンも定期化された。定期

化が期待されながら未だ任意のままの水痘やおたふくかぜワクチンについても行政から

の助成が進んでいる。水痘については今秋に定期化される予定である。またＢ型肝炎ワ

クチンについても本医会員等による啓蒙活動もあって接種率が急速に上昇している。数

年以内にロタを含む定期外ワクチンの定期化も予測きれる。我々小児科医の長年の要求

が受け入れられることであり、大変結構なことである。しかし小児医療への影響は大き

く、診療所経営へのインパクトが強いことをしっかり受け止め今から対策に取り掛かり

たい。

また今泉友一県医師会理事等のご尽力により平成25年定期外予防接種行政措置の県内

相互乗り入れが実現した。

４専門医制度改革

認定基準が厳格となり、医会総会の研修時間では不十分としてそれまでの研修単位が

下げられた。そこで元に戻すべく、平成25年春季総会より研修が質・量ともに大幅に充

実きれた。

改革後の平成25年春季総会の学術講演講師の先生方は以下の通り。

ｌ・岡田恭典群馬大小児科分野

「発達障がいって何Ｍ､児医療の現場で今、何が問題になっているのか」
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２.八木久子群馬大小児科分野

「新生児・乳児消化管アレルギーの最近の知見」

３．重田誠重田こども・アレルギークリニック

「クリニックにおける慢性咳嗽診療のポイント」

４．菊田秀明東栄病院

「ヒトメタニューモウイルス発見から１２年経過してわかったこと」

５．Ｇｐａｍｌ（Gunmapediatricassociationmailinglist）の創設

盛りだくさんの総会議事の一部、各種委員会通知、講演会案内ばかりでなく時に学術

的なことまで話題となり、大変意義深いものとなっている。現執行部が発案し、重田誠

理事が実施面でご苦労されている。しかし現会員175名中121名(69％)の利用にとどま

っている。折角の労作ツールなので更に参加者の増加が望まれる。

６.森川昭廣教授退任並びに荒川浩一新教授就任

正会員としてご指導頂いた森川教授が退任され、荒川新教授が就任された。松村龍雄

先生以来の伝統が継続され、群馬の小児医療の更なる発展が期待されることとなった。

最近では群馬大小児科を再び食物アレルギー研究のメッカにするため意欲を燃やして

おられる。心から期待したい。

７．情報発信源としての群馬県小児科医会便り(以下群小医会便り）

３０周年記念式典で元会長中田益充先生は、群小医会便りのご自身の論文が日本小児科

医会会報(以下日小医会報)に転載されたことを大変喜んでおられました。同様の転載

例が近年増加傾向にあり喜ばしい。

静トー会一目Ｌ

Ｎｏ２３１９ ｏｌｌｌ９９６

著者名 タイトル 群小医会便り 日小医会報

富所隆三 小児医療に発想の転換を Ｎｏ２３１９９５１０ Ｎｏｌｌｌ９９６４

富所隆三
病院小児科の早期立直しは急務

一般病院の立場から
Ｎｏ２９１９９８１０ Ｎｏ２１２００１１０

佐藤喜和
風疹流行を阻止した集団接種の経験

－群馬県太田市一
Ｎｏ４３２００５１０ Ｎｏ３１２００６４

渡辺喬三郎 老小児科医の憂いと想い Ｎｏ４６２００７４ Ｎｏ３４２００７１０

竹内香代子 ある日起きたふたつの出来事 Ｎｏ４６２００７４ Ｎｏ３４２００７１０

金子浩章 幸せな気持ちにさせてもらって Ｎｏ４７２００７１０ Ｎｏ３５２００８４

嵯|峨六雄 子どものための育児支援を Ｎｏ４８２００８４ Ｎｏ３６２００８１０

大）|｜秀明 `患者や家族の理不尽な行為 Ｎｏ４８２００８４ Ｎｏ３６２００８１０

奥村研三 待合室の本棚 Ｎｏ４９２００８１０ Ｎｏ３７２００９４
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庵
会員数

開業医の新規入会は勤務医から開業医へ変更者を含め50名(男42名、女８名)物故退会

者等は１６名であった。一般病院部長等のみならず、群馬大学から診療分野のリーダーの

入会が目立った。会員中の開業医と勤務の比較及びこの１０年の変動。顧問は開業医と

して集計。

平成16年１月平成25年６月現在

開業医135名141名

勤務医２６名３４名

顧問（２名） （３名）

群馬県関係事業への参加

群馬県の委員会等に群馬県小児科医会を代表して参加した主な事業

群馬県小児救急医療体制検討世話人会(平成１５年１０月）

小児医療啓蒙パンフレット作成委員会(平成15年12月）

群馬県周産期医療対策協議会(平成16年８月）

群馬県小児医療体制モデル案策定委員会(平成17年１月）

小児救急医療電話相談事業説明会(平成17年２月）

群馬県小児救急医療対策協議会(19年３月）

平成19年度学校・地域保健推進事業連絡協議会(平成１９年10月）

群馬県小児保健会総会(平成20年９月）

松島宏 感情労働者としての医師 Ｎｏ４９２００８１０ Ｎｏ３７２００９４

西野仁美
プールのヤゴ救出大作戦

-子どもには身近な自然との触れ合いが必要
Ｎｏ４９２００８１０ Ｎｏ３７２００９４

角田守 聴診器使ってますか？ Ｎｏ５０２００９４ Ｎｏ３８２００９１０

柏木好 アンジェラとの出会い Ｎｏ５１２００９１０ Ｎｏ３９２０１０４

小野田喜美代 おおきくなったら Ｎｏ５１２００９１０ Ｎｏ３９２０１０４

金子広司 重症児とともに Ｎｏ５３２０１０１０ Ｎｏ４１２０１１４

杵渕裕子 休日当番医あれこれ Ｎｏ５３２０１０１０ Ｎｏ４１２０１１４

小柳富彦 なくせ！髄膜炎 Ｎｏ５４２０１１４ Ｎｏ４２２０１１１０

飯山三男 会長に就任して Ｎｏ５４２０１１４ Ｎｏ４２２０１１１０

中田益允 『小児救急医学」は生まれたか Ｎｏ５７２０１２１０ Ｎｏ４５２０１３４

小林利章 血液型は何に使うの？ Ｎｏ５７２０１２１０ Ｎｏ４５２０１３４
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物故会員

平成16年２月から藤井均元会長はじめ会員16名の先生方が逝去されました。改めて

心からの哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りいたします。

物故会員諸先生

ご逝去日

平成17年２月４日

平成１７年８月１０日

平成17年１２月21日

平成１８年３月29日

不詳

不詳

不冒羊

平成20年10月１５日

平成21年３月28日

平成21年３月30日

平成21年４月３日

平成21年９月４日

平成23年４月13日

平成23年６月７日

平成24年９月28日

平成24年１１月２日

御氏名

伊藤文雄先生

小野真達先生

小川進先生

友松新五先生

桑島茂夫先生

堀越珠樹先生

佐藤三樹夫先生

小川博先生

重田精一先生

神保昭先生

神邊譲先生

藤丼均先生

木村祥子先生

松本泰男先生

奥村研三先生

山田嘉先生

(伊勢崎市）

(桐生市）

(高崎市）

(高崎市）

(桐生市）

(太田市）

(高崎市）

(高崎市）

(高崎市）

(藤岡市）

(前橋市）

(桐生市）

(太田市）

(渋川市）

(富岡市）

(桐生市）

なおご逝去日不詳は生前退会されたためである。
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群馬県小児科医会総会・学術講演会記録

平成16年４月１０日春季総会･第３9回講演会

演題「麻疹ワクチンの有効性と安全`性」

講師北里生命科学研究所ウイルス感染制御研究室教授

中山哲夫先生

平成16年１０月16日秋季総会･第４0回講演会

演題「病院小児科：その問題点と今後の展望」

講師群馬県立小児医療センター院長

士田嘉昭先生

平成17年４月９日春季総会･第４１回講演会

漬題「メディアと子どもの発達：

“子どもに良い放送プロジェクト縦断研究から"」

講師お茶の水女子大学大学院人間文化研究科心理学講座助教授

菅原ますみ先生

平成17年１０月１日秋季総会･第４２回講演会

演題「ＢＣＧ接種体制の変更と課題」

講師大阪府立呼吸器･アレルギー医療センター小児科医長

高松勇先生

平成18年４月８日春季総会･第４3回講演会

漬題「育児支援」－環境要因と脳の発達一

講師東京女子医科大学小児科教授

大澤真木子先生
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平成18年１０月１４日秋季総会･第４4回講演会

演題「溶連菌感染症の最近の話題」

－ペニシリン１０日間投与からセファロスポリンによる投与間隔の短縮一

講師塩野義製薬株式会社マーケティング部

原秀敏先生

平成19年４月１４日春季総会･第４5回講演会

演題「小児科における医療事故とその課題」

講師医療損保ジヤパンリスクマネージメント

エ藤純先生

平成１９年１０月１３日秋季総会･第４6回講演会

演題「小児医学の目指すもの」

溝師群馬大学大学院医学系研究科小児生体防御学教授

森川昭廣先生

平成20年４月12日春季総会･第４7回講演会

演題「小児科からみたoneairwayonedisease」

溝師群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野教授

荒川浩一先生

平成20年１０月18日秋季総会b第48回講演会

演題「成長曲線からわかる疾患｣最近の話題も含めて

講師国立成育医療センター第一専門診療部内分泌代謝科医長

堀川玲子先生

平成21年４月１１日春季総会･第４9回講演会

演題「小児アトピー性皮膚炎の治療と予防に関するＥＢＭ」

講師国立成育医療センター第一専門診療部アレルギー科医長

大矢幸弘先生
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平成21年１０月24日秋季総会･第５0回講演会

演題「こどもの糖尿病と肥満～成長･肥満の見方と最近の話題～」

講師埼玉医科大学小児科教授

雨宮伸先生

平成22年４月10日春季総会･第５１回講演会

演題「免疫アレルギー疾患･最近の話題」

講師防衛医科大学校小児科教授

野々山恵章先生

平成22年１０月１６日秋季総会･第５２回講演会

演題「これだけは押さえておきたい小児心身症への対応」

講師大阪医科大学小児科准教授

田中英高先生

平成23年４月９日春季総会･第５3回講演会

演題「これだけは押さえておきたい小児科医のための眼科の知識

一日常診療で良く出会う疾`患を中心に－」

講師新田眼科院長

新田安紀芳先生

平成23年１０月15日秋季総会･第５4回講演会

テーマ：予防接種の明日を考える

演題ｌ「乳幼児を持つ母親の予防接種に関する意識」

讃師元育児雑誌編集長

蒲生真実先生

演題２「予防接種の必要性と安全性一同時接種と新スケジュール」

講師日本赤十字医療センター小児科顧問

薗部友良先生
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平成24年４月14日春季総会･第５5回講演会

演題ｌ「東日本大震災赤十字救護班と岩手県釜石地区」

識師前橋赤十字病院小児科部長

松井敦先生

演題２「東日本大震災の医療―特に子どもの心のケアーについて」

識師岩手県立中央病院医療研修部長小児･周産期センター長

前多治雄先生

平成24年１０月20日秋季総会･第５6回講演会

教育講演「これだけは知っておきたい遺伝医学の基礎知識」

講師群馬県立小児医療センター遺伝科

鮫島希代子先生

特別講演「群馬県小児医療の実情と将来」

識師群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野教授

荒川浩一先生

平成25年４月１３日春季総会･第５7回講演会

演題ｌ「発達障がいって何？小児科医療の現場で今、何が問題になっているのか」

識師群馬大学医学系研究科小児科学分野

岡田恭典先生

演題２「新生児･乳児消化管アレルギーの最近の知見」

講師群馬大学医学系研究科小児科学分野

八木久子先生

演題３「クリニックにおける慢性咳嗽診療のポイント」

講師重田こども・アレルギークリニック

重田誠先生

演題４「ヒトメタニューモウイルス発見から１２年経過してわかったこと」

講師東栄病院副院長

菊田英明先生
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平成25年10月１９日３０周年記念講演会

特別講演ｌ「小児肺炎球菌感染症ワクチン導入効果と新たな展開」

講師千葉大学医学部附属病院感染症管理治療部講師

石和田稔彦先生

特別講演２「小児外科疾患と最近の治療法‘`順天堂の経験，，」

講師順天堂大学医学部小児外科教授

山高篤行先生

特別講演３「成育基本法と小児医療」

師日本小児科医会会長

松平隆光先生

講

｢花蔵にて」 撮影：大島幸雄
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群馬県小児科医会会則

第１章総則

第１条

第２条

本会は群馬県小児科医会と称する。

本会は事務所を群馬県内に置く。

第２章目的及び事業

第３条本会は会員相互の親睦をはかり、日本小児科学会と連携し、小児医学の実践

的活動を容易にするため小児医学の当面する諸問題を解決することを目的とす

る。

第４条本会は前条の目的達成のため次の事業を行なう。

（１）会員相互の親睦

（２）小児医療における諸問題の討議研究と改善

（３）関連団体、機関との連携協力

（４）その他本会の目的達成に必要な事項

第３章 会 員

第５条本会の会員は、群馬県に於て小児科又は小児医療を重点として診療を行なっ

ている医師で、本会の趣旨に賛成するものをもって構成する。

第４章役
一

員

第６条 本会に次の役員を置く。

会長１名副会長２名

理事若干名監事２名

（１）役員は総会において選出する。

(2)役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。

本会に顧問を置くことが出来る。顧問は総会の同意を得て会長が推薦する。

（１）会長は本会を代表し会務を統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

第７条

第８条

第９条
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(3)会長、副会長、理事は理事会を組織し会務を処理する。

(4)監事は会計を監査する。

第５章会議と運営

会長は年１回以上総会を招集する。

会長は必要と認めた時、理事会の議を経て委員会を置くことが出来る。

本会の運営は理事会の議を経て決める。

第１０条

第１１条

第12条

第６章 会 計

第13条本会の会計は会費その他の収入をもってあて、会計年度は毎年４月１日に始

まり翌年３月31日をもって終了する

第７章会則の変更

第１４条本会会則は総会の議決によって変更することができる。

第８章内規

第１５条本会則施行上、必要な事項は内規として別に定める。

昭和58年９月１７日実施

平成３年１０月１９日改正
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群馬県小児科医会歴代役員名簿

※敬称略、五十音順

昭和５８．５９年度

昭和６０．６１年度

昭和６２．６３年度

平成元・２年度

平成３．４年度

会長 副会長 理事 監事

井上清 松島敏

松本芳郎

大沢正夫小)|’博桑島茂夫

田所晴海中|鴫茂樹疋Ⅲ博之

藤丼均本沢繁二郎渡辺喬三郎

織田敏郎

橋本五郎

会長 副会長 理事 監事

井上情 松島敏

松本芳郎

大沢正夫小川

田所晴海栃原慶

博桑ｌｌＹｉ茂夫

中嶋茂樹

疋ｌＨ博之藤井均本沢繁二郎

渡辺喬三郎

織田敏郎

橋本五郎

会長 副会長 理事 監事

井上情 松島敏

松本芳郎

大沢正夫小１１’進小栗政夫

情1可金錠桑島茂夫嵯''１}１６六雄

11]所晴海疋田博之藤井均

本沢繁二郎渡辺喬三郎

織田敏郎

橋本五郎

会長 副会長 理事 監事

井上情 松島敏

松本芳郎

大沢正夫小川進小栗政夫

清河金錠嵯峨六雄鈴木武雄

Ⅱ1所晴海根岸和子疋|{Ｉ博之

藤丼均本沢繁二郎渡辺喬三郎

桑島茂夫

橋本五郎

会長 副会長 理事 監事

井上情 松島敏

松本芳郎

大沢正夫小)|’進清河金錠

嵯峨六雄鈴木武雄田所晴海

根岸和子疋田博之深澤利之

藤井均本沢繁二郎渡辺喬三郎

橋本五郎
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平成５．６年度

平成７．８年度

平成９．１０年度

平成１１．１２年度

会長 副会長 理事 監事

井上情 松島敏

松本芳郎

大Ill秀明大沢正夫小)|’進

清河金錠嵯峨六雄田所晴海

中田益允根岸和子疋田博之

深澤利之藤井均渡辺喬三郎

小川博

橋本五郎

会長 副会長 理事 監事

松島敏 藤井均

渡辺喬三郎

飯山三男大)lｌ秀明小川進

釜萢敏嵯峨六雄戸所正雄

冨所隆二中田益允根岸和子

疋田博之深澤利之益田豊

柳)Ⅱ洋子

小)|’博

神邊譲

会長 副会長 理事 監事

同上 同上 同上 同上

会長 副会長 常任理事 理事 監事

藤井均 中田益允

渡辺喬三郎

進
雄
雄
雄
三

六
武
正
隆

川
峨
木
所
所

小
嵯
鈴
戸
富

天田憲夫飯山三男

大)|｜秀明釜萢敏

小林道生竹内東光

根岸和子疋田博之

深澤利之益田豊

柳川洋子

石橋英男

神邊譲

顧問

松島敏
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平成１３．１４年度

副会長

平成１５．１６年度

平成１７．１８年度

会長 副会長 常任理事 理事 監事

藤井均 小川進

中田益允

男
敏
夫
雄
彦
雄
三
子

三
俊
武
雅
正
隆
洋

山
萢
林
木
代
所
所
川

飯
釜
栗
鈴
川
戸
冨
柳

天田憲夫大)|｜秀明

嵯峨六雄佐藤喜和

竹内東光戸lll優

根岸和子疋|}｜博之

深澤利之益１１］豊

石橋英男

中鴫茂樹

顧問

松島敏

会ゴ長 副会長 常任理事 理事 監事

中田益允 小)|’進

戸所正雄

飯山三男釜萢敏

栗林俊夫田代雅彦

富所隆三柳川洋子

大)|｜秀明疋田博之

ﾉｰＩ 優田口勉

天UJ憲夫

嵯峨六雄

佐藤喜和

竹内東光

深澤利之

益|}Ｉ豊

鈴木武雄

竹内香代子

石橋英男

中鴫茂樹

顧問

藤井均

松島敏

会長 副会長 常任理事 理事 監事

中田益允

雄
優

正所
田

一
戸
一
戸

男
行
明
彦
勉
一
三
之
子

三
宏
秀
雅
研
隆
博
洋

山
川
代
口
山
所
川
川

飯
乾
大
田
田
徳
富
疋
柳

大山碩也角田守

嵯峨六雄佐藤喜和

鈴木武雄外松学

竹内香代子竹内東光

前田昇三益lI-l豊

栗林俊夫

中鴫茂樹

顧問

藤井均

松島敏
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平成１９．２０年度

副会長

二ＰⅢ布

后ラｌＨ３

平成２１．２２年度

会長 副会長 常任理事 理事 監事

戸田優 飯山三男

乾宏行

五十嵐,恒雄

今泉友

江原弘佳

大ｌｌｌ秀明

須川浩充

田口勉

}H代雅彦

角田守

冨所隆二

疋田博之

柳Ill洋子

今井純子大山碩也

小和瀬貴律嵯峨六雄

佐藤喜和鈴木武雄

竹内香代子竹内東光

前田昇三益田豊

松島宏丸山健

長嶋完￣

栗林俊夫

中鴫茂樹

顧問

中田益允

藤井均

松島敏

会長 副会長 常任理事 理事 監事

戸田優 飯山三男

乾宏行

Ｐ

Ｏ

五十嵐`恒雄

今泉友

江原弘佳

大)|｜秀明

須田浩充

田口勉

田代雅彦

角田守

宮所隆三

疋田博之

柳川洋子

今井純子大山碩也

小野真康小柳冨彦

小和瀬貴律嵯峨六雄

佐藤喜和竹内香代子

竹内東光友政剛

長嶋完 前田昇三

松島宏丸山健

三宅浩

ＰＩ

栗林俊夫

中|鴫茂樹

顧問

中田益允

藤井均

松島敏
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平成２３．２４年度

平成２５．２６年度

会長 副会長 常任理事 理事 監事

飯山三男 田口勉

長嶋完 ▲

五十嵐恒雄乾宏行

今井純子今泉友 ￣

江原弘佳大川秀明

小野真康小柳富彦

須田浩充田代雅彦

角田守富所隆三

友政剛北條みどり

松島宏山田思郎

大山碩也

金子浩章

佐藤喜和

重田誠

篠原真

竹内香代子

竹内東光

羽鳥則夫

深澤信博

本間哲夫

前田昇三

松井敦

丸'｣I健

三宅浩

柳川洋子

栗林俊夫

中鴫茂樹

顧問

戸田優

中田益允

松島敏

会長 副会長 理事 監事

飯山三男 田口勉

長|鴫完￣

今泉友￣ 篠原真霜田雅史

須田浩充北條みどり三宅浩

柳)|｜洋子今井純子江原弘佳

大山碩也重田誠松島宏

小野真康金子浩章友政剛

羽鳥則夫佐藤喜和竹内香代子

角田守小柳富彦田代雅彦

松井敦五十嵐`恒雄竹内東光

前田昇三丸山健

岡田恭典

￣ 深澤信博

栗林俊夫

富沢滋
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■■■■■会員異動

■退会中嶋茂樹先生(中嶋小児科医院)(平成25年５月23日退会）

〒371-0002前橋市江木町l408-l

TELO27-261-9299

鈴木政子先生(平成25年９月１０日退会）

〒371-0034前橋市昭和町3-l4-lO

TELO27-231-0723

増村雄二郎先生(増村医院)(平成25年９月１０日退会）

〒373-0833太田市牛沢町981-8

TELO27-638-l986

関田芳枝先生(関田医院)（ご逝去のため：平成25年１２月６日退会）

〒376-0056桐生市宮本町1-9-13

平成26年３月１７日現在171名
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■■■■■医会関係行事録

８月31日(士）群馬県小児科医会・群馬県産婦人科医会合同研修会県医師会

「新生児タンデムマス・スクリーニングをもっと知ろう！」

窪田満先生

（埼玉県立小児医療センター総合診療科副部長）

９月２１]（月）第２２回群馬県小児救急医療体制検討世話人会県庁

飯山、田口

９月４［|（水）群馬県小児科医会運営委員会マーキュリーホテル

飯山、田口、長嶋、松島、大山、重田、

友政、今井、北條、今泉、須田

９月５日（木）群馬県小児保健会理事会群馬会館

田口

９月１０日（火）群馬県小児等在宅医療連絡協議会県庁

飯山

10月２日（水）群馬県小児科医会理事会マーキュリーホテル

１０月12日(士）第56回関東ブロック小児科医会さいたま市

飯山、田口、長嶋、松島、大山、重田、今井、北條

１０月19日(士）群馬県小児科医会30周年記念講演会および祝賀会

マーキュリーホテル

特別講演Ｉ

「小児肺炎球菌感染症ワクチン導入効果と新たな展開」

石和田稔彦先生

（千葉大医学部付属病院感染症管理治療部講師）

特別講演Ⅱ

「小児外科疾`患と最近の治療法“１１頂天堂の経験，，」

山高篤行先生

（順天堂大学医学部小児外科教授）

特別講演Ⅲ

「成育基本法と小児医療」

松平隆光先生

（日本小児科医会会長）

10月22日（火）群馬県小児等在宅医療連絡協議会ワーキンググループ県庁

飯山

１１月１日（金）群馬県小児科医会編集委員会マーキュリーホテル

北條、大山、柏木、霜田、関

長島、三宅、飯山、田口、長嶋

11月９日(士）「成育基本法制定に向けて｣の集い 東京

田口

平成25年８月31日(士）
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■あとがき■

「群馬県小児科医会便り」の60号は創立30周記念誌として発行いたしました。講演会

と祝賀会が行われ、和やかに歓談している様子は、冨澤滋先生、角田守先生、新井英夫

先生に撮影して頂きました。小児科医会開設時に活躍された先生方の多くが、今も現役

で診療されています。主にその先生方に特集ｌ「小児科医会の今昔」を書いていただき

ました。渡辺先生には日本小児科医会に先立って設立された、群馬県小児科医会の設立

時を回想して頂きました。小児科医会便りの編集に長くかかわられた嵯峨先生の、現在

の表紙の誕生の経緯のお話は大変興味深いものです。今回の表紙の色は最初の淡いピン

クに戻してみました。最近の色と比較していかがでしょうか。中田先生は群馬県小児救

急医療体制の確立の経緯について書かれました。特集２は「小児医療：この１０年のトピ

ックス」としてインフルエンザ、ワクチン、発達障害、アレルギーの４分野を取り上げ

ました。これらの分野は学生時代に学んだこと、研修医時代、そして現在と診断や治療

が大きく変化しています。「特集３これからの小児医療」は４人の先生方にこれから

の展望を書いていただきました。

日本の人口は、江戸時代は3,000万人前後でしたが、明治維新後、人口増加が続き１

億２千人台になりました。しかし、合計特殊出生率の減少が続き、人口の増加率は減少

し、2005年に人口減少に転じました。老年人口の割合は上昇し少子高齢化の状況になり、

子どもたちも小児科医にとっても難しい時代になったと思います。松平先生が講演され

た成育基本法の制定はこれからの時代に是非必要なものと思いました。

２月15日の未明、前日から降り続く雪を気にしながらソチオリンピックをテレビ観戦。

羽生結弦選手がフィギアスケート男子で日本初の金メダル獲得の快挙でした。夜が明け

てみると、今まで見たことのない大雪でした。前橋の最深積雪値は73cmで、1896年の統

計開始以来の最高値の豪雪でした。交通の大混乱が数日続き、農業用ハウスなどが多数

崩壊しました。数日間、小中学校が休校となりました。最近の１０年間で、医学や科学が

目覚ましく発展しました。しかし、東日本大震災のほかにも集中豪雨による土砂崩れな

ど、自然の脅威を感じることも度々ありました。1989年、税率３％で初めて日本で消費

税が導入されました。1997年には５％に、そしてこの４月から８％に上がることになり

ました。次々と今まで経験したことのない事態が現れます。１０年後、日本はどんな社会

になっているでしょうか。１０年後の私たち、そして子どもたちにとって良い社会になる

ことを願わずにはいられません。編集委員北條みどり
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会員からの原稿を歓迎致します

募集要項

＊字数：自由(800字～1200字程度）

＊写真：内容に関連したスナップ写真

＊手書きの場合は原稿用紙使用

＊ワープロ、ＰＣの場合はプリントとＦＤ、ＭＯ、ＣＤいずれか１つを添える

＊Ｅメールの場合は、ワード文書を添付、またはそのままメールにして送信

＊原稿送付先：

371-0125前橋市嶺町９０－３みどり小児科北條みどり

Ｅ-〆－ルmidori88903､ped＠sky,plalaorjp
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