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造_重言）

少子化時代の地域における小児科専門医の

将来イメージについて考える

伊勢zﾉl〈｜字病院小児科

東川正 宗

「小児科医は子どもたちの総合医です｡」

小児科学会の公式ホームページが新しくなっ

たのをご存知でしょうか。ホームページを開け

ると、ほっぺの横に両手を付けてはにかんだ感

じのかわいい女の]'とクリクリ坊主のり)の]aが

いて、子どもたちの間に「小児科医は子どもた

ちの総合医です｡」のキャッチコピーが'1}てきま

す。皆さんは「小ﾘﾑ科医は「どもたちの総合医

です｡」と言われても、いまさら何をと違和感を

覚えませんか。二ｊＥ大学小ﾘiL科の研修システム

で育った私たちにとっては、総合|歪として子ど

もを1玄〈深く診、責任を持って治療するのは1ｉ

たり前のことです。

ＮＩＣＵで新生児を診たことのない小児科専門

医は二亜大学小児科では存在しませんか、全[l:｜

の小児科専門医の''１にはプログラムに恵まれず

(あるいはあえて「１分で選んで)、偏った研修し

か受けられずにＮＩＣＵ経験がほとんどない“小

児科専門医”も現実には存在します。このよう

な状況から、小児科学会のホームページに「小

児科灰は子どもの総合医です｡」とあらためて宣

言しなければならなくなったのかも知れません。

三z重県のように人都市がなく、各診療領域の

専門|矢がひとつのり両院に集'１'していない状ﾙLで

は、三重大学小児科方式による、病院間ローテー

トによる研修は最善の方法と思います。三重入

学小児科の小児科(iﾉﾄ修プログラムに乗って研修

をすれば、白然と卒後５年１１に小児科i；v門医を

受験できるだけのりｉＷＩが偏ることなく経験でき

ることになりますr，欠点としては、転勤か蹴繁

であること、病院により身分が非常勤になりｆ

安定であることなどが挙げられると思います。

身分のl1U題は是非とも至急に改善して欲しい点

と思います。一方、’涯勤は若いうちにいろいろ

な病院を経験できて世間が広がるという利点も

あります。卒後30ｲﾄﾞ以上を経過した筆者の－人

よかりの意兄でないか確認するのに、三項大学

方式で小児科専門|天に合格した若手の先化方に

このﾉJ工上が良かったか聞いてみたい気持ちです。

若手の先牛方、お会いした時に`忌|軍のない意兄

をお聞かせください。

「小児科医は天使の次に尊い仕事だ｡」

私ごとで恐縮ですが、恩師櫻ﾉﾄﾞ夷先生のご推

薦により文部省長期在外研究員に選んでいただ

き、1998年～1999年にかけてイタリアのローマ

へ留学する機会を得ました。体'１はローマ市内

の名所旧跡をくまなく歩き、夢のような時'''１を

過ごさせていただきました。平Ｈの昼間はカト

リック大学医学部腫瘍部門で実験を行っていま

したか、夜はイタリア語学校へ通ってイタリア

語会話の勉強をしていました。イタリア語学校

には、いろいろなlRlの111身者が米ていました。

クリスマスが近づくと学校主催のクリスマス会

があり参川|しました。クリスマス会のパーティー

で小児科l垂であることを自己紹介したところ、

｢小児科医は天使の次に尊い仕事だ｡」と言われ

た覚えがあります。｜iilじころ、カトリック人学
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問題に対応して、「総合診療専門医」が基本領域

の専門医として加わりました。「総合診療専門医」

の養成プログラムは、小児科を含めた内科、外

科などの関連学会や医師会等が協力して第三者

機関で作成されます。同時にこれまで、内科は

２年間の初期研修後、１年間の内科研修で内科

認定医を取ることができ、その後、循環器、消

化器、糖尿病などの専門医となる制度でしたが、

外科や小児科と同様に、２年間の初期研修後に

３年間の総合的な内科研修を行い「内科専門医」

となり、その上でサブスペシャリティの専門医

となることになりました。「総合診療専門医」と

｢内科専門医」との相違は、前者が地域の総合診

療を後者が病院の総合診療を分担するイメージ

となっているようです。特に厚生労働省は、医

療費削減を目的に「総合診療専門医」を地方・

過疎地域のみでなく急速に高齢化がすすむ都市

部の診療医の柱と考えています。現行では、基

本領域の専門医は２つ取れないことになってい

ますが、「総合診療専門医」は他の基本領域とあ

わせて取れるか検討されているようです。

「総合診療専門医」は小児科研修も必須になっ

ており、当然、小児の診療も“専門医，，として

行うことが予想され、外来小児科はその影響を

受ける可能性が高いと考えられます。これまで

以上に、乳児健診、子育て支援、予防接種など

の小児保健分野の教育と小児科専門医としての

自己研鑛が必要と考えられます。

一方、三重県南部の小児の１次診療を担う小

児科専門医は少なく、都市部においても開業医

の高齢化とともに、昼間はまだしも、夜間小児

１次診療を全て行うことはできないとの声が大

きくなって来ました。小児１次救急は入院すべ

き症例のトリアージと考えれば「総合診療専門

医」は、現在の内科・小児科を標傍している開

業医の先生よりさらに小児を嫌がらない先生方

と考えられ、開業小児科医にとっては経営上の

ライバルでも、病院小児科勤務医にとっては１

で教授を含めた大学病院全体の小児科医が集まっ

て、クリスマス会がありました。世界中の子ど

もたちに`思いを馳せながら、参加者全員でジョ

ンレノンのイマジンを歌いました。何とも言え

ないくらいに満たされた気持ちの中で、主任教

授がある少女の悲しい物語を参加者に読み聞か

せて下さいました。教授は、読んでいるうちに

感情がこみ上げてきて、涙を流してこれ以上読

めないと言われ、他の人と朗読を交代しました。

この時、イタリア語学校で小児科医は天使の次

に尊い仕事だと言われたことが理解できたよう

な気がしました。

専門医制度改革

2014年は専門医制度の大きな転換点になりそ

うです。2013年４月に棚日本専門医制評価・認

定機構から専門医の在り方に関する検討会の最

終報告書が出されました。その中で、現状の問

題点として①専門医の質、②求められる専門医

像と国民とのギャップ、③地域医療との関連と

して医師の地域偏在・診療科偏在を挙げていま

す。これらの問題点を解決するための基本的な

考え方としては、専門医制度は国民の視点に立っ

た上で、育成される側のキャリア形成支援の視

点も重視して構築するとし、専門医とは「それ

ぞれの診療領域における適切な教育を受け十分

な知識・経験を持ち、患者から信願される標準

的な医療を提供できる医師」とされています。

少し、分かりにくい表現ですが、国民にとって

も専門医を取る側にとっても有益な制度を作る

ことを掲げています。また、“神の手を持つ”医

師や、スーパードクターを育成する制度ではな

いとしています。

これまで、各学会が独自に専門医を認定して

きましたが、2017年から｢ＩＥＩⅥ1勺な第三者機関を

設立し、①の専門医の質を担保するために、専

門医の認定と専門医養成プログラムの評価・認

定を統一的に行うことになりました。②と③の
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でした。はじめは、大人をぎこちなく診察して

いましたが、すぐに慣れ、成人の慢性疾患につ

いて勉強になりました。小児科医としては普通

に問診をし、全身診察をしただけですが、大変

丁寧に診て貰えて嬉しいですと患者さんから感

謝されました。

初期研修で内科もローテート研修し、BLS、

ACLS、ＪＡＴＥＣなどを研修してあれば、小児科

専門医は、循環器が得意な内科医、消化器が得

意な内科医などと同様に小児科が得意な内科医

と考えれば良いことになります。さらに、内科

専門医十小児科専門医は存在しませんから小児

科専門医がいかに総合診療専門医に近いかが理

解できます。このように考えれば、「小児科医は

子どもたちの総合医です｡」から「小児科医は子

どもから大人までの真の総合医です｡」となりま

せんでしょうか。天使の次に尊い仕事を選んだ

小児科専門医こそ国民が求める真の総合診療専

門医の姿と思います。すでにこのスタイルを実

践されている小児科専門医の先生方が三重県に

もみえます。小児科医会の先生方はこの私の妄

想をどのように考えられますか。

次診療の担い手としてありがたい存在になる可

能性はあります。

子どもが少ない地域での小児科専門医の姿

過疎地域といえども小児は地域に在住してい

ますが、小児科単科での開業あるいは地域の病

院小児科で少ない患者のみを診ていくことは、

病院経営上も勤務する小児科専門医としての達

成感を得るのにも困難さがあります。それでは、

過疎地において小児科専門医が活躍する方法は

無いのでしょうか。今回の専門医制度の変更に

より、小児科専門医にプラスして内科領域と共

通の専門医資格を取ることを考えてみました。

例えば、小児科専門医十感染症専門医、小児科

専門医十血液専門医、小児科専門医十かん治療

専門医、小児科専門医十アレルギー専門医、小

児科専門医＋てんかん専門医などです。サブス

ペシャリティを生かして小児にこだわらず、過

疎地域で需要の多い内科患者も同時に診るとい

う発想を提案したいと思います。

大学に在籍していたころ、海山町の診療所へ

応援にいったことがあります。子どもは１日１

～２名程度の受診で、ほとんどが成人、高齢者

⑧、、新
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第160回三重県小児科医会理事会報告

平成26年１月26日（日）

津地区医師会館

４．第９同日本小児科医会生涯研修セミナー

５．三重県周産期医療ネットワークシステム検

討会「第３同新生児カンファレンス」

６．第4211Ｊ'三重小児循環器談話会

７．日本小児科医会社会保険委員会

８．三重県医師会乳児健診講習会

９．第28回三重母'Ift衛生学会総会・学術集会並

びに第１6回三重周産期医療従事者研修事業

10．東海外来小児科

11．三重県学校保健安全研究大会

１２．第17回日本ワクチン学会学術集会

13．日本保育園保健協議会生涯研修システム

平成25年度中部（第４）ブロック研修会

14．三重県医師会学校医研修会

15．三重県-母子保健講習会

16．第７回三重県小児在宅研究会

17．第６回三重小児発達外来懇話会

18．三重県学校保健会（腎小委員会）

19．こどもの発達支援体制の強化にかかる連絡

協議会

◆協議事項◆

1．次回、第161回例会平成26年５月25日旧）

特別講演（案）

「小児の外来感染症における迅速キットの活用」

－マイコプラズマ迅速キットー

浜松医療センター副院長矢野邦夫先生

２．次々回、第162回例会平成26年９月28日（日）

「正期産のＳＧＡ」

講師候補：昭和大板橋先生、京大河井

先生、シナジス関連東京女子医楠田

ｏｒ長谷川先生

他に、予防接種関連、放射線障害（福島・

チェルノブイリ）、総合診療医の問題。

３．三重県小児科医会医学奨励金募集の件

４．ムンプスワクチン安全性調査

（三重県小児科医会予防接種委員会）

５．その他

＊小児在宅医療ケアに係る医療資源調査のお

願い

小児トータルケアセンター長岩本彰太郎

＊日本小児科学会学術集会協力の件．Ｈ本小

児アレルギー学会の件寄付金

＊健診マニュアルＱ＆Ａ作成協力（県医師会編）

の件？

＊無料で講師派遣事業（日本小児科学会子ど

もの健康週間関連事業）

●事務局◆

会員数 Ａ会員９２名

Ｂ会員105名

名誉会員４名 計201名

◆曰程参考鞍

平成26年４月ｌｌＵ(金)～１３日（日）

三重大小児科（名古屋白鳥国際会議場）

平成26年６月１４日(土)１５日（８）

ｕ本小児科医会総会フォーラム：盛岡

平成26年11月８Ｈ(上)９Ｕ(H）

日本小児アレルギー学会：三重（ＰＵ１Ｈ市）

蕪報告事項鶏

＊駒、教授より日本小児科学会学術集会の進捗

状況の説明があります。

ｌ・三重県医師会学校保健メンタルヘルス分科会

２．三重県医師会親子支援事業

３．日本小児科学会東海地方会
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ブロック述絡協議会長野（松本）

松本館丸の内ホール

○岩佐敏秋先生お祝い

総務大臣表彰（救急功労者表彰）

○清水信先生お祝い

厚生労働大臣表彰

○梅本_正和先生お祝い

１１本小児保健協会平成25年度実践活動助成賞

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会会長表彰

○四英|ﾘ]先垰お祝い

三重県学校保健会

＊産婦人科医会・県底師会母子乳幼児保健関係

と三重県小児科医会との連携関連性

＊第22同ロ本小児科医会中部地区ブロック連絡

協議会参加者（宿泊の有無）

＊Ⅱ本小児科医会社係委員会報告

＊小児科学会学術集会準備状況・進捗状況。

●今後の主要学会鯵

①2014／２／９日本小児科学会東海地方会

三重・津県医師会

②2014／４／６日本外来小児科学会春季カンファ

レンス 大|坂国際会議場

③2014／５／31～６／’三重大小児科教室学会

中勢地区（三重中央医療センター）

④2014／４／11～１３日本小児科学会学術集会

（駒川教授）名古屋

⑤2014／８／30～３１第2411Ⅲ日本外来小児科学会

年次集会

⑥2014/11／８～９［1本小児アレルギー学会

（藤澤隆夫先生）四日市

露日本小児科医会関係◆

①2014／６／14～１５日本小児科医会総会フォー

ラム 盛岡

②2014／８／９第221口111本小児科医会｢|ﾙ部地区
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÷第160回三重県小児科医会や

笠

日時平成26年１月26曰（日）場所津地区医師会館

記

理事会報告（13：00～１３：30）

座長学術担当理事柴田丈夫

マルホ株式会社芳本訓明氏

(1)学術情報（13：30～１３：45）
「ヒルドイドについて」

(2)一般演題（１３：４５～１５：００）座長学術担当理事柴田丈夫

ｌ）「ロタウイルス感染症アクティブサーベイランスの成果」

浅田和豊、、神谷元2)、長尾みづほl)、一見良司l)、菅秀!)、藤澤隆夫l)、

田中孝明3)、伊東宏|Ｗ)、田中滋己5)、井戸正流5)、神谷敏也い、伊藤美津江7)、

東川正宗7)、井上正和7)、梅本正和8)、谷口孝喜，)、中野貴司3)、庵原俊昭Ｄ

ｌ）国立病院機構三重病院小児科、２）国立感染症研究疫学センター、３）川崎医科大学附属病院小

児科、４）外房こどもクリニック、５）国立病院機構三重中央医療センター小児科、６）松阪中央総

合病院小児科、７）伊勢赤十字病院小児科、８）うめもとこどもクリニック、９）藤田保健衛生大学

医学部ウイルス・寄生虫学講座

２）「発育発達遅延を来たした重症乳児アトピー性皮膚炎の一例」

ＪＡ三重厚生連松阪中央総合病院小児科

鎌田尚樹、東川朋子、池山夕起子

神谷敏也、谷本康夫

３）「哺乳不良、吐血にてＮＩＣＵに搬送された新生児・乳児消化管アレルギーの一例」

三重大学医学部附属病院周産母子センター小児科ＮＩＣＵ

大森あゆ美、澤田博文、倉井峰弘

大橋啓之、三谷義英、駒田美弘

国立病院機構三重病院アレルギー科長尾みづほ

休憩

特別講演（１５：００～１７：００）
座長三重県小児科医会会長山城武夫副会長駒田幹彦

｢食物アレルギーの管理・診断、学校との連携、経口免疫療法、スキンケアについて」

国立病院機構三重病院副院長藤澤｜壕夫先生

｢アトピー'性皮膚炎の病態、治療、最近の話題」

三重大学大学院医学系研究科皮膚科学准教授山中恵一先生

主催三重県小児科医会共催マルホ株式会社

(3)
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学術罎譽．

ロタウイルス感染症アクティブサーベイランスの成果

国立病院機構三重病院小児科

豊浅田和

らは、退院時のアンケート調査と、外来症例の

調査を追加しています（表１几

調査地域ですが、入院症例に関しましては、

主に三重県でおこなっています。2010年からは、

外来症例も対象とし、三重県では梅本先生にご

協力を頂き、千葉県では外房こどもクリニック、

岡山県では川llliti医科大学附属病院にご協力頂い

ています（図１）。

本調査は2007年、厚生労働科学研究「ワクチ

ンの有効性向上のためのエビデンス及び方策に関

する研究」の分担研究「ワクチンの意義に関する

研究～三重県内定点病院におけるロタウイルス

(ＲＶ）感染症による入院患者と株型の調査～」

として、神谷元先生、谷口孝喜先生、中野貴司

先生が中心となり始められました。調査の目的は、

小児（５歳未満）におけるＲＶ感染症の疾病負担

を評価し（、清型や入院患者と外来患者の医療

費の調査を含む)、ワクチン導入の有川`性や費用

対効果を検討することです。当初、三重県下で

実施されていましたが、国内各地域を比較検討す

るために、調査地域が拡大されました。

米国では、2006年２月にＲＶワクチン（５１m）

が定期接種となりました。2007年12月３１日には

１歳未満の接種率が64％、2008年12月３１日には

73％となっており、胃腸炎患者全体とＲＶ胃腸

炎患者の入院率が明らかに減少しています。

本調査ですが、2007年以前の５年間をレトロ

スペクテイブに調査し、それ以降はアクティブ

サーベイランスをおこなっています｡2010年か

ワクチン導入前の入院率についてですが、２００７

/０８～2010/11の４シーズンで、津市における

ＲＶ胃腸炎入院症例（５歳未満）の実態を調査

しました。対象症例は205例（男児113例、女児

92例)、入院率は1,000人・年あたり４２でした(］

対象者205例のうち、131例（64％）で血清型を

判別しました。各シーズンにおいて、血清型は

Ｇ３Ｐ[８］が62～75％、ＧｌＰ[８］が11～28％で、

その他は少数でした。また臨床的重症度を、調

査票を用いて評価しました。年齢別に、臨床的

重症度と入院期間を比較しましたが、有意差を

認めませんでした。しかし、年齢を０歳と1歳

以上に分けて入院期間を比較すると、０歳では

（､､０)局l：

ＲｔＰｅＣｔ ■■■■■■

｡…）■■■■
埋碗厨ランケト■■■■■■■
血輕(遺伝子里】■■■■

入院症例

外来症例 ■■
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入院期間が少し長くなり、わずかですがＰ＝0.04

で有意差を認めました。また血清型別に、臨床

的重症度と入院期間を比較しましたが、各血清

型において有意差を認めませんでした。

また、ワクチン導入前の調査として、津市に

おけるＲＶ胃腸炎の外来受診者数を調べました。

津市と津市近隣の全て開業医の先生方にお願い

して、１年間に感染性胃腸炎の受診者数を報告

して頂きました。定点として、うめもとこども

クリニックにて、年間を通じて、胃腸炎患者全

員にＲＶ迅速検査をして頂きました。そして、

ＲＶ胃腸炎患者の割合を、年齢、受診月で調整

し、患者数を推計しました。津市の外来受診率

は1,000人・年あたり1348でした。

ＲＶワクチン導入後ですが、亀山市落合小児

科医院の落合先生が調査されたワクチン接種率

は、表２のようになっています。徐々にワクチ

ン接種率が上がっています。津市の入院率は、

まだ明らかな減少を認めていません（図２）。し

かし、図３のように、１歳未満の入院割合が明

らかに減少しています。血清型の推移ですが、

三重病院では過去Ｇ３Ｐ［８］が主流でしたが、

ワクチン導入後はＧ１Ｐ［８］が主流となりまし

た。この変化がワクチン導入と関連があるかど

うかは分かりません。外来症例では、２定点

(落合小児科、うめもとこどもクリニック）から

の感染'性胃腸炎報告数をみると、ワクチン導入

後の２歳未満における３月～５ﾉﾌﾞの報告数は減

少していました。一方、６月～２月の報告数は

減少していませんでした。しかしこれは、ワク

チン導入後すぐのデータですので、まだ|川らか

な事は言えません。

まとめです。過去の調査では、三重県におけ

るＲＶワクチン導入前の入院率は、1,000人・年

あたり3.1～５４であり、他の先進諸国のワクチ

ン導入前の入院率とほぼ同等でした。ワクチン

導入前後で、明らかな入院率の低下は認めてい

ませんが、１歳未満の入院割合が減少していま

した。ＲＶ胃腸炎の外来受診者数の推移につい

ては、まだ明らかな事は言えません。今後、ワ

クチンの普及に伴って、入院率、外来受診率が

減少してくるものと思われます。

表Ｚワクチン接種率（亀山市）

亀山市の1歳半健診で接種率を調宜

落合小児科に、生後Ｚか月のワクチン接穂でRVワクチンを受けた人
の割合

改めまして、調査にご協力頂いている先生方

に感謝いたします。Ｑ山市落合'１，児科医院落合に先生より

図3.年齢別の入院割合（ワクチン導入前後）

－ワクチン導入前一ワクチン導入後

０
０
０
０
０
０

５
４
３
２
１

１郭く

二乗検定:有意差なし

禦'霞(.,．';I､塁Ｖｂ,勘'，

出生時期 対象数
(１回以上の接種）

2011年９月～2012年4月 309名 68名（２２．０％）

出生時期 対象数
接種者叡

(初回接種）

2012年11月～2013年3月 153名 92名（601船）

２０１３年４月～2013年9月 170名 135名（794％）
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発育発達遅延を来たした重症乳児アトピー性皮膚炎の一例

JＡ三重県厚生連松阪中央総合病院小児科

○鎌田尚樹、東川ｌ朋子、池山夕起子
神谷敏也、谷本康夫

ヒスタミン薬・ステロイド外用薬により治療を

開始し、母乳中食物抗原感作が疑われたため、

母乳は中止し成分栄養剤に切り替えた。しかし、

治療により電解質・アルブミンが改善したもの

の、母乳中止による精神的ストレスのため経口

摂取が困難であるため、成分栄養剤が飲めるよ

うになるまでの７日間は母乳を飲み、以後抗ア

レルギー薬の食前投与を受けながら成分栄養剤・

離乳食・ミルクアレルギー用ミルクを開始した。

その結果、速やかに臨床症状や検査所見は改善

した。入院後３か月現在、アトピー性皮膚炎は

発赤や痒みはなくコントロール良好であり、体

重増加にともなって発達遅延も幾分は改善をし

ているものの脳萎縮は大きな変化が見られてい

ない。

《要旨》

食物アレルギーが関与する重症乳児アトピー

性皮膚炎の７か月男児例を経験した。生後４か

月時、浸出液を伴うアトピー性皮膚炎が見られ

たが、ワセリンの塗布にて一時改善した。発育

不良の指摘は受けたが、家人は医療機関への受

診をしていなかった。７か月で著明な発育発達

不良（身長：60.5cｍ（－３６ＳＤ)、体重：５４１４９

(-3.1ＳＤ)、頚定なし）を認めた。口腔内は乾

燥し流涙はなく、皮膚は頭部・上下肢を中心に

苔癬化した紅斑や鱗屑、易出血、浸出液漏洩を

認め、ブロッカーの法則を用いると体表面積の

約40％がアトピー性皮膚炎の状態であった。血

清IgE58501U/ｍｌと高値で、完全母乳栄養児に

もかかわらずIgE-MAST法で食物抗原が多数強

陽性であった。低ナトリウム血症、高カリウム

血症、低タンパク・低アルブミン血症を認めた。

また血漿アルドステロン濃度、ＴＡＲＣの異常高

値を認めた。頭部MRIでびまん,性脳萎縮を認め

た。電解質輸液・アルブミン補充・利尿剤・抗

《症例》

患児は７か月男児。

主訴は発育・発達不良。

家族・生活歴としては父がアレルギー性鼻炎、

気管支喘息治療剤 bNOVARTIS
（ヒト化抗ヒトｌｇＥモノクローナル抗体製剤）

Ｕレア黙轤ｏｍ⑰能効果用法用二
字.3F＝エヨコロ，の.

について．、超団
生物由来製品■藁処ん医薬品

注_医ＩＦ等のnm方せんにより使用すること ■可をご・inＥこい

〃Ｗﾚﾃｨｽﾞﾌｧｰ▽株式会社･働口.klloo1
IWu■曰及び当社休日垣除く】

東京都港区西麻布4-17-30〒１０６－８６１８ｗ､.vart,sco

２０１３年８月作成
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表１

母がアレルギー性鼻炎とアトピー性皮膚炎があ

る。自宅でペットの繁殖業を営み、犬や猫が患

児の近くを歩いている環境で第１子として育っ

ている。

周産期歴として、母子ともに妊娠経過中に問

題はなく、在胎39週２日出生時体重3,1729

身長５０.OcmApgar9／１０正常頭位経膣分娩

で近くの産院で出生した。黄疸はなく、先天代

謝異常検査・聴覚スクリーニング検査の異常は

なかった。

既往歴としては生後２か月でアトピー性皮膚

炎と診断を受けており、生後４か月で頭部から

浸出液がみられる程増悪したが、ワセリン塗布

により一時改善したため、医療機関に受診せず。

日常は市販のローションで保湿していた。

現病歴としては、入院１か月前項から哺乳後

に嘔吐がよく見られており、入院３日前から哺

乳と関係なく、えづくようになった。７か月健

診目的で近医受診したところ、体重増加不良

（４カ月時：6,0609→７カ月時：5,4149）を指

摘された。顔色不良で皮膚乾燥し、頭部・四肢

にアトピー様の発疹が見られた。頸定は見られ

ず、発育発達不良およびアトピー性皮膚炎が見

られており、精査加療目的で紹介入院した。

発育に関しては上記表ｌ参照。

入院時現症として、身長：60.5cｍ（-3.6ＳＤ)、

体重：５，４１４９（－３１ＳＤ)、頭囲：39.8cｍ（－３２

ＳＤ）と発育不良を認めていた。体温：３６６°Ｃ、

心拍数：164/分、呼吸数：４６/分、血圧：８８/５４

ｍｍＨｇとパイタルサインには大きな問題がなかっ

た。口腔内は乾燥し流涙はなく、皮膚は頭部・

上下肢を中心に苔癬化した紅斑や鱗屑、皮膚の

刺激により易出血や浸出液漏洩を認め（写真参

照)、ブロッカーの法則を用いると体表面積の約

30～40％が罹患部位であり、重症アトピー性皮

膚炎と診断した。皮膚のturgorは低下していた

が、大泉門は①L5cm大で平坦であった。全身の

筋緊張は低下し、頚定は見られなかった。音へ

の反応は良く追視も確認された。

検査所見として、白血球・好酸球・血小板の

増多、総蛋白・アルブミン・コリンエステラー

ゼ低下、肝機能障害、高トリグリセリド血症、

低ナトリウム血症・高カリウム血症を認めた。

血漿アルドステロンは異常高値であった。ＢＵＮ、

クレアチニンは正常範囲内であった（表２)。

表２

＜血算＞

ＷＢＣ２５，４００/ＵＬ
ＭＬ=26/３４

Ｅｏｓｉｎｏ３２％

ＲＢＣ４９８万/ＵＬ
Ｈｂｌ２２ｇ/dｌ
Ｈｔ３５．０％

ＰＬＴ８３９万/I｣Ｌ

＜凝固＞

ＰＴ９６秒
ＰＴ－ｌＮＲＯ８２

ＡＰ~｢｢２４．８秒

Ｆｉｂｌｌ５ｍｇ/ｄＬ

ＦＤＰ２５Ｉ｣g/ｍｌ

検査所見
く生化学＞

ＴＰ３９ｇ/ｄＬＮａｌ２４ｍＥｑ/Ｌ

ＡＬＢ２１ｇ/dＬＫ６０ｍＥｑ/Ｌ

ＴＥｉｌＯ４ｍｇ/ｄＬＣｌ９２ｍＥｑ/Ｌ

ＡＳＴ１４１１Ｕ/ＬＣａ９１ｍｇ/dＬ
ＡＬＴ８４１ＵＬＢＵＮ１９ｍｇ/ｄＬ

ＬＤＨ４０１１Ｕ/ＬＣｒｅＯ２５ｍｇ/ｄＬ

ＣＫ２６１Ｕ/ＬＵＡ６０ｍｇ/dＬ
ＡＬＰ２６９１ＵＬ

ＣｈＥ１９８１ＵＬＣＲＰ０．０５ｍｇ/dL

T-choll33mg/ｄＬｌｇＧ１９７ｍｇ/ｄＬ
ＴＧ４３６ｍｇ/ｄＬｌｇＡ１６ｍｇ/ｄＬ

ＧＬＵ１１５ｍｇ/ｄＬｌｇＭ４０ｍｇ/ｄＬ

ｌｇＥ５８５０１Ｕ/ｍＬ

＜培養＞皮膚/鼻腔:Staphylococcusaureus
（MSSA）

身長 体重 頭位

１ヵ月健診 49.4cｍ（－L9SD） 3,6509（－１.lSD） 36.3cｍ（-0.1ＳＤ）

４ヵ月健診 60.7cｍ（-1.5ＳＤ） 6,0609（－１.2SＤ） 39.4cｍ（-1.3ＳＤ）

７ヵ月健診 60.5cｍ（－３６ＳＤ） 5,4149（－３.lSD） 39.8cｍ（－３.2SＤ）
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以後抗アレルギー薬の食前投与を受けなから成

分栄養剤・離乳食・ミルクアレルギー用ミルク

を開始した。アトピー性皮膚炎に対してはステ

ロイド外用薬を使用し、症状改善に伴いステロ

イドレベルを下げた。輸液・栄養により、電解

質・アルブミン・血漿アルドステロン・ＬＤＨの

検査値は速やかに改善した。また栄養状態が改

善するにつれ体重が増加し、皮膚の状態も改善

した。血液中の好酸球数やＴＡＲＣは皮膚状態改

善とともに低下したが、ＩｇＥは低下しなかった。

炎症が強かった頭部や四肢にアトピー性皮膚

炎は退院時には大幅に改善し、痒みがほとんど

消失した。また退院時には頚定を認め筋緊張も

改善した。その後生後8.5ヵ月時点で寝返りし、

生後１０か月時点ではずり這いをするようになり、

キャッチアップを認めている。しかし、生後lＯ

か月時に撮影した脳MRIでも脳萎縮がみられ、

入院時と比べ大きな変化を認めていなかった。

表３アレルギー検査所見くlgE-MAsT33〉

＜接触･吸入＞＜食物＞

クラｽﾙﾐｶｳﾝﾄｸﾗｽﾙﾐｶｳﾝﾄ

ｺﾅﾋﾖｳﾋﾀﾞﾆ１（1.53）蕎麦１（179）
ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ２（6.37）小麦６（200）
ネコ皮屑６（200）ﾋﾟｰﾅｯﾂ３（29.9）
イヌ皮屑６（189）大豆５（135）
カモガヤ１（255）米５（146）

ﾌﾞﾀｸｻ混合物０（０．００）サケ６（200）

ﾖﾓｷﾞＯ（128）エビ６（200）
スギ２（524）カニ３（151）
ヒノキ３（454）ﾁｪﾀﾞｰﾁｰｽﾞ６（200）

ヘ.ﾆｼﾘｳﾑＯ（087）ミルク６（200）
ﾙｼﾞﾀﾞ２（3.15）牛肉６（200）

アスへ｡ﾙｷﾞﾙｽ０（117）鶏肉６（200）
ﾗﾃｯｸｽ１（165）卵白４（113）

アレルギー検査としては、総IgE・ＴＡＲＣは

高値で、完全-母乳栄養児であったにも関わらず

食物抗原は多くの項目で強陽性であった。曰宅

で同居しているイヌやネコの皮屑に対するIgE

も強陽性であった（表３）。

頭部ＭＲＩ検査所見では大脳のびまん性萎縮が

認められた。

以上の臨床経過および血液検査・脳ＭＲＩ検査

結果を考慮し、食物アレルギーの関与する重症

乳児アトピー性皮膚炎と診断した。

治療についてはえづきのため経口摂取が不｝

分で母乳を中止しミルクで栄養を開始したが十

分に栄養摂取ができないと判断し、電解質輸液・

アルブミン輸注・利尿剤や抗ヒスタミンの投与

を行なった。母乳中止による精神的ストレスの

ため経口摂取が困難であるため、成分栄養剤が

飲めるようになるまでの７ｕ間は母乳を飲み、

《まとめ》

食物アレルギーの関与する重症乳児アトピー

`性皮膚炎の７か月男児例を経験した。治療とし

て、スキンケアと適切なステロイド外用療法だ

けでなく、必要最小限の食物除去と抗アレルギー

薬の内服を行い、体重増加や運動発達が得られ

た。今後も引き続き、外来で治療を継続し、発

達のフォローが重要であると考えている。

…詞ウイルスワクチン類 ●｢効能･効果｣、「効能･効果に関連する接種上の注意｣、

「用法･用量｣、「用法･用量に関連する接種上の注意｣、

「接種不適当者を含む接種上の注意｣等につきましては、

製品添付文書をご参照ください。

[王i'5i囿菜璽司｢ﾛl藁１

ロロＵツワス両用液
Rota｢秋｡経口弱書生ﾋﾄﾛﾀｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ
販売提携(資料請求先） 販売元

■響::=1,4』i:笛砿詫ﾝ株式会社Ｑ第、馴乢hl兎､ｉﾜ･東京

製造販売元(輸入）

⑳．,oxoSmlth,《Ⅱn．
グラクソ･スミスクライン株式会社
東京都渋谷区干駄ヶ谷４６－１５

。第一三共株式会社
､馴乢h,兎､ｉﾜ･東京都中央区日本橋本町３－５－１

ロＩ■Ｄ・コニに。
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鐘:iLjiliij，

哺乳不良・吐血にてＮＩｃｕに搬送された

新生児・乳児消化管アレルギーの１例

三重大学大学院医学系研究科小児科'）国立病院機構三重病院アレルギー科2）

大森あゆ美')、澤田博文')、倉井Ⅲ筆弘')、

大橋啓之、、三谷義英l)、長尾みづほ2)、

藤澤隆夫2)、駒田美弘'）

新生児期に吐血で発症する疾患は血液疾患・

感染症・消化管疾患等様々である。（表ｌ）

今回、我々は哺乳不良・吐血にてＮＩＣＵに搬

送された新生児・乳児消化管アレルギーのｌ例

を経験したので報告する。

日齢５の朝に再度暗赤色の嘔吐を認めたた

め当院ＮＩＣＵへ搬送入院となった。

身体所見：身長50cm、体重3,2349（-5.8％の

体重減少)、体温37.4°Ｃ、心拍数l401n1/分、血

圧72/44mmHg、呼吸数35/ｍin、Ｓｐ０２９７％、

皮膚のツルゴール低下なし、大泉門は平坦・

軟、眼球結膜に貧血なし、聴診所見に異常な

し、腹部所見は軽度軽度膨隆・軟で圧痛・腫

瘤の触知なし、外陰部は正常男性型で肛門裂

傷等認めなかった。

検査所見：

【症例提示】

症例：日齢５男児

家族歴：血縁関係は遠いが同疾患のため新生児

期に特殊ミルクを使用した家族歴あり。

現病歴：在胎40週２日に前医産婦人科で経膣分

娩で出生。体重34329、ApgarscorelO点で

周産期歴に異常は認めなかった。

生後５時間より哺乳を開始したところ、生

後９時間後に暗赤色の嘔吐を認めたため、ビ

タミンＫシロップを追加内服した。

その後は１ｐ１－２回の嘔吐はあるものの

血性の１１凪吐は消失した。

特殊検査結果
入院時胸腹部Ｘｐ Apt試験．児血鯵

座

ＩｇＥ？＜ｌ１ＵｍＩ

便培養？陰性

便潜血？陰性

便中好酸球：陰性

蘓熱iiK

副■侯

ＡＬＳＴアだ－カゼイン陽性

ラクトフェリン陽性

αラクトアルブミン陰性

※ALST：アレルゲン特只飴リンペ球刺宝弦砂

腸管ガス分布異常なし

全体的に腸管拡張

新生児吐血、下血を来す疾患(表1）

1．新生児メレナヒ・タミンＫ欠乏(近年は胃粘膜病変等が多い）

仮性メレナ(母体血の嚥下による）

２易出血性疾患の一部症状

一血小板減少症・ＣｌＣ・血友病など

3．消化器の虚血性変化による症状

＝壊死'性腸炎・腸重積，腸軸捻転

4．消化器の炎症（腸炎）

－細菌性（カンピロバクタ，サルモネラなど）

ウイルス（ロタワイルスなど）

5．アレルギー，酵素異常などによる

＝ミルクアレルギー・乳糖不而症

6．肛門周囲炎・裂傷による

表２：入院時特殊検査結果

採血：ＷＢＣ10280（好酸球３％）／Ｉｕ２ＲＢＣ

545万／ｕ２Ｈｂ２１０ｇ／ｄｌＰｌｔｌ７４万／,〔Ｍ

ＴＰ６３ｇ/ｄｌＡｌｂ３８ｇ/ｄｌＡＳＴ４９１Ｕ/ＬＡＬＴ

１２m/ＬＬＤＨ５３３１Ｕ/Ｌγ-ＧＴＰｌ７８１Ｕ/Ｌ

ＡＬＰ６４０１Ｕ/ＬＴ－Ｂｉｌｌ２８ｍｇ/dlD-BillOmg／

ｄｌＢＵＮ６０ｍｇ/dlCreO4mg/ｄｌＮａｌ３８ｍＥｑ

／ＬＫ４１ｍＥｑ/ＬＣｌｌＯｌｍＥｑ/ＬＣａｌＯ１ｍｇ／表１：鑑別疾患
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入院後経過

画40100100160.7070

図違蒜,:Ⅲ
排便回数２１３６６９

＜体亘の変化＞

2４０２００２１０２００250ml／日

ＲＭＮ１ｉ（】ｉサヂ）蕊(ｗｉｌｌ／卜〕

'00-二mi蔀i5i屡~Ｔｍ;~5-甲正１
１０７３５５５－６/日

㈹
㈹
㈹
㈹

８
６
４
２

３
３
３
３

・入院後母乳で栄養再開し体重増加は良好であった。

・入院9-10日目に人工乳負荷試験を行ったところ腹部膨隆・

嘔吐頻回となり、負荷試験陽性と判断・中止した。

表３：入院後経過 図１：腹部Ｘｐの変化

:ｉｉ
表４：新生児・乳児消化管アレルギー

※食物アレルギー診療ガイドライン2012より抜粋1）

新生児一乳児消化管アレルギー診断治療指

針に基づいて、人工乳で発症したものの危険

な症状はないと判断し、母乳使用可・不足分

は加水分解乳で補うこととした。母乳・加水

分解乳の使用で前述の症状は消失し、体重増

加が得られていることを確認して外来治療へ

と切り替えた。

退院に際してアレルギー専門医へ診察を依

頼した。

退院後経過：

生後１カ月：保健師訪問報告及び１カ月健診

退院後８割以上を母乳、不足分のみ加水

分解乳を使用しており、便性も黄色軟便、

ｄｌＣＲＰＯＯ５ｍｇ/dlIgG1552mg/ｄｌｌｇＭ２４ｍｇ

／ｄｌＨｐｔ５２０％Fibl84mg/ｄｌＰＩＶＫＡⅡ８９

ｍＡＵ/ｍｌ

静脈血ガス：ＰＨ７４２ＰＣＯ２３７１ｍｍＨｇＨＣＯ３

23.9,mol/LGlulO3mg/dlLac21mmol/Ｌ

入院後経過：表３に当院での入院後経過を示し

た。

①人工乳で嘔吐・吐血・腹部膨隆を認めた。

②人工乳を中止絶食管理としたところ、前述

症状が消失した。③人工乳負荷試験が陽'性で

あった。④その他の検査で吐血をきたす疾患

が否定的であった。以上から新生児・乳児消

化管アレルギーと診断した。

項目 内容 備考

症状
主症状は消化管症状

(嘔吐、血便、下痢、腹満等）

発熱、脱水、メトヘモグロピン血症、栄養障害、

発育障害などの全身症状を伴うこともある

時期 乳児期、特'二新生児期'二多い 約7害１１が新生児期発症

原因
ミルク：牛乳、母\し、大豆

米、大豆、野菜、果物、魚等
牛乳が原因の患者が大半をしめる

機序 細胞依存性食物アレルギー

・IgE抗体はほとんどの患者で陰性

･非lgE依存性であるが、大半が摂食後24時間

以内、一部は1時間以内に発症

診断

要件

１原因食物摂取後に発症

２原因食物除去で症状消失

3.食物負荷試験陽性

．ＡLSTは参考情報として有用

･除外診断を鑑Bllする

予後 1歳で7害'１，２歳で9宵|が耐性獲得 約半数にアトピー性皮膚炎や気管支喘息が続発
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体重増加も＋459／日あり良好であった。お

むつかぶれのため軟膏が処方され、早期に

アレルギー専門医へ受診するように指示し

た。

生後２カ月：アレルギー専門医からの受診報告

体重増加はあるものの、母乳が出なくな

りほぼ加水分解乳での栄養となってしまっ

た。頻回の下痢・啓部の強いびらんがあり、

顔面の湿疹も目立つようになった。そのた

め、アミノ酸乳への切り替えを指示され、

その他の食物アレルギー・アトピー性皮膚

炎等についても精査・加療していただける

こととなった。

生後６カ月：アレルギー専門医からのその後

の経過報告

再度人工乳負荷試験を施行したところ異

常なく、耐性を獲得したと考えられた。

【考察】

新生児・乳児消化管アレルギーは新生児期・

乳児期に食物（主に母乳や人工乳）摂取後に消

化器症状を呈する疾患で、非IgE依存型食物ア

レルギーと考えられている。近年多数の症例報

告を認め、研究会を中心に診断基準・治療指針

等が作成されつつあるＤ２)。

本疾患は腹部症状や非特異的な症状で発症する

ため鑑別するべき疾患も多いが、約１０％が重症と

され、ショック・輸血を要する症例もあり3)本疾

患である可能性を念頭に置くことが重要と考える。

本症例では、①人工乳で嘔吐・吐血・腹部膨

隆等の腹部症状を認めた、②人工乳の除去で症

状が消失した、③人工乳負荷試験が陽性であっ

た、④その他の検査で吐血をきたす疾患が否定

的であったことから、診断基準に基づいて新生

児・乳児消化管アレルギーと診断した')。

診断補助としてアレルゲン特異的リンパ球刺

ヒト成長ホルモン(遺伝子組換え)製剤

ﾉルディトロビゴ四５ｍｇ
フレックスブロ・注1:Ⅲ；

Norditropin・FlexPro。 一般名:ソマトロピン(遺伝子組換え）

処方せん医薬品注意一医師等の処方せんにより使用すること

｢効能･効果｣､｢用法･用■｣､｢禁忌を含む使用上の注意｣､｢効能･効果に関連する使用上の注意｣､｢用法･用量に関連する使用上の注意｣等につきましては､添付文毎をご参照下さい。

魎漁,（
凹遺販売元（資料８月求先）

ﾉﾎﾟﾉﾙﾃﾆｨスクファーマ株式会社
〒１００－０００５東京都千代田区丸の内2-1-1明治安田生命ピル
wwwnovono｢dｉｓｋＥｏｌｐ

ｚ－１３４ＺＺ－０Ｚ－Ｏ１

ＺＯ１１年３月Ｉ乍成
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激試験（以下ALST）が挙げられるが、木村ら4）

によるとβカゼイン・ラクトフェリン・バカゼ

イン等を組み合わせると感度・特異度ともに９０

％と診断効率は高いとされる。一方でALSＴ陽

性患者において、経口負荷試験（以下OFC）陽

性率は50％程度との報告もある。

宮沢らによる新生児科医86名からの意識調査5）

では、本来ＯＦＣが診断に必要とされる中、重篤

な誘発症状への懸念・新生児への経験不足もあ

り実際に疑われた症例のうち、約25％にしかＯＦＣ

が施行されていないというのが現状である。

不必要な抗原除去による児や両親に対する栄

養的・精神的・経済的な負担を考えると、可能

な限りＯＦＣは施行されるべきと考える。指針で

は症状が改善した２週間後から５カ月の間での

OFCを推奨しているが、負荷試験のリスクが高

い症例においては自然寛解を待つ選択肢も挙げ

られている2)。本症例のように退院後に症状が

進行する可能性もあるため、負荷試験・長期的

なケアについてもアレルギー専門医との連携が

必要と考える。

今後更なる症例の蓄積により、より簡便でリ

スクの低い診断方法の標準化が望まれる。

【参考文献】

l）食物アレルギー診療ガイドライン2012

2）新生児・乳児消化管アレルギー診断治療指

針研究会作成2011年改訂版

3）野村伊知朗：JAllergyClinlmmunol2011：

127(3)：685-88

4）木村光明：IntArchAllergylmmunol2012：

１５７：５８－６４

５）宮沢篤生：日本周産期・新生児医学会雑誌

２０１３：４９：３０１－３０６

弓)ﾘ１１【astellas
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鑛特別講演轍

食物アレルギーの管理・診断、学校との連携、

経口免疫療法、スキンケアについて

国立病院機構三重病院

藤澤隆夫

はじめに：食物アレルギーは増えている

まず、発表の機会を与えていただきました三

重県小児科医会会長山城先生をはじめ、理事会

の先生刀、会員の先生刀に深謝いたします。

食物アレルギーの話しをせよ、とのご指示を

いただきました背景には、最近、この疾患がと

ても増えてきたという実感を先生方がお持ちで

あることにあるかと推察します。三重病院では

先生方からご紹介いただいたアレルギー疾患を

専門にやってきましたが、私がトレーニングを

受けていた時代は、病棟は喘息児でいっぱいで、

その中に確かに食物アレルギーの子もいました

が、非常に少数派でした。ところが、吸入ステ

ロイドの普及で、入院するような重症喘息児が

いなくなると、代わりに、食物アレルギーが急

速に増えてきました。私たちのアレルギー外来

でも半数近くが食物アレルギーです。単に増え

てきただけでなく、かつては小学校に上がるま

でには直るといわれていたのに、治らない子も

増えています。このような傾向は世界各地で起っ

ているようです（表１）。

することになりました。

ｌ）経胎盤感作の川能'lft：妊娠中から除去すれ

ば食物アレルギーを予防できるか？

乳児期に発症する食物アレルギーでは、離

乳食開始前に感作が明らかになることが多い

ことはよく経験されています。すなわち、「食

べる前」から食物アレルギーは発症している

わけです。すると、感作経路は経胎盤か、経

母乳と考えるのかまず自然なので、かつては

妊娠中から授乳期まで母親がアレルギーを起

こしやすい食物（鶏卵、牛乳、ピーナッツな

ど）を除去すれば、児の食物アレルギーの発

症が予防できるのではないかと考えられ、ア

レルギーになりやすいと考えられるときには

（ハイリスク）、アレルゲン性の高い鶏卵や牛

乳などを妊娠中から「控える」よう栄養指導

がされていました。また、アレルゲン感作は

食物から吸入,性抗原へと続く、つまり食物ア

レルギーが喘息発症につながるとも考えられ

るので、食物アレルギーを「上流で止める」

ことができれば、アレルギーマーチを予防で

きるのではないかという期待もありました。

しかし、これに対してエビデンスを求める多

くの研究が行われたわけですが、一定の結果

は得られず、全体としては残念ながら、否定

的なものとなりました。最近のメタアナリシ

スでは食物アレルゲン感作、アトピー』性皮膚

炎、喘息、アレルギー性鼻炎などの有病率は

除去食群と対照群で全く差が見られなかった'、

食物アレルギーの発症要因と予防について

なぜ増えてきたか？という疑問に対して、明

確な答えはありませんが、最近の研究から食物

アレルギーの発症要因について新しい事実が明

らかになり、なぜ増えた？という疑問に示唆が

与えられてきました。一方、その事実から食物

アレルギー予防のための育児指針も大きく変化
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一方で、妊婦の体重増加は除去食群で有意に

低く、出生時体重も有意ではないが低い傾向

があった、と報告されました。これらの結果

を踏まえて、現在は、わが国を含む各国のガ

イドラインにおいて、「食物アレルギー発症予

防をＨ的とした」妊娠中、授乳''１の母親の食

事制限は推奨されていません2-』。

2）経口感作の､l能性：離乳食は遅らせるべき

か？

乳児期発症の食物アレルギーは成長と共に

耐`性を獲得して、学齢期までに多くが自然寛

解します。この寛解のメカニズムについては、

まだ十分に解明されていませんが、ひとつの

考え方として、消化管機能の成熟があげられ

ていました。乳児期には異物である食物を十

分に消化することかできないのでアレルゲン

’１ftをもったまま吸収されて感作を引き起すが、

成熟して「処理」ができるようになると反応

を起こさなくなる、という砦え1jです。する

と、予防のためには、「消化管機能が未熟」な

乳児にはなるべくアレルゲンになるものは与

えない方がいいことになり、そのように推奨

されてきました。

しかし、最近の研究ではまた逆の結果を示

しました。予防接種に受診した１１～１５ヶ月児

2,581名を対象として鶏卵アレルギーと鶏卵摂

取開始時期の関係を解析した研究では、鶏卵

を与え始める時期が４～６ヶ月であった児に

比べて鶏卵アレルギーの発症頻度はそれ以降

であった児が有意に高く、とくに生後'０ヶ月

以降の開始例で高いことが観察されたのです5゜

この傾向はアレルギーの家族歴や本人のアレ

ルギーの因子で調整してもＭ様で、家族歴に

食物アレルギーがない低リスクの児でも鶏卵

摂取開始の遅れは、鶏卵アレルギーと関連し

ていたのです5･

イスラエルに住むユダヤ人と英国に住むユ

ダヤ人のピーナッツアレルギーの有病率を検

討した研究も興味深い結果でした。同じ民族

で遺伝素因は共通していると考えられますが、

食習`償は異なり、イスラエルのユダヤ人はピー

ナッツを乳児期から与えるのに対して、英国

のユダヤ人はほとんど与えないそうです。し

かし、ピーナッツアレルギーの有病率は英国

の方が,0倍ほど高かったのです。年齢、，性別、

その他の食物アレルギー、アトピー素因など

の因子で調整しても、この傾向は確かであり

ました６．

以上の結果は、乳児の「消化管機能の未熟」

よりも適切な時期に消化管に抗原が入ること

表１食物アレルギーは増えている

1997年から2008年までにピーナッツ･ナッツアレルギーは3倍以上増加している(USA）

－ＳｉｃｈｅｒｅｒＳＨ、Usprevalenceofself-reportedpeanut,ｔｒｅｅｎｕｔ,ａｎｄｓｅｓａｍｅａｌｌｅｒｇｙ:11-yearfollow-up・

ノＡﾉﾉer9yCﾉﾉ、ﾉmmuno/Z0ZqZ25:1322-1326.

1995年から2006年までに食物アレルギーの専門医紹介は10倍に､食物によるアナフイラキシーの紹介

は5倍に増えた(Australia）

－ＭｕｌｌｉｎｓＲ｣．Paediatricfoodallergytrendsinacommunity-basedspecialistallergypractice,１９９５－

２００６．７heMed/ＣＱﾉﾉourno/q/AuStroﾉﾉo200ZZ86J6Z8-62Z．

三重県の幼稚園･保育園へのアンケート調査(園児数約4万人）徳田玲子日本小児アレルギー学会2013
(２００６年今２０１０年->２０１３年）

－食物アレルギー児がいる園:65％->75％->80％

－食物アレルギー児の害||合:１９％今２８％今2.8％

－アナフイラキシー児の害||合:0.19'6->0.4％今0.6％
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が、消化管免疫の機能である経口免疫寛容を

誘導しやすいことを示します。牛乳除去した

母親のIgA抗体を測定した研究において分かっ

たことは７，母が授乳中に牛乳を除去したグルー

プでは児の血清中牛乳特異的IgG４，ＩｇＡ抗体

が除去しないグループに比べて有意に低く、

牛乳アレルギー発症は除去群の方に多かった

という結果でした。もちろん、牛乳除去は無

作為割付けではないのでバイアスが入る可能

性はあるが、「卵が先か、鶏が先か？」の議論

はありますが、乳児期の適切な時期に牛乳抗

原を摂取することで抗原特異的にアレルギー

を抑制する抗体反応が誘導される可能性を示

すと考えられます。

米国の小児科学会は2000年に「ハイリスク

の乳児には、固形食は６ヶ月まで与えてはい

けない。乳製品は１年まで、卵は２年まで、

ピーナッツ、ナッツ、魚は３年まで与えない」

という指針を出し8、わが国を含む各国も同様

の対応でしたが、上に述べたような研究の結

果を踏まえて、2008年には「固形食物開始を

４～６ヶ月より遅らせてもアレルギー発症を

予防できない。アレルゲンになりやすい食物

についても同様である｣。という推奨に変わり

ました4．わが国の食物アレルギー診療ガイド

ラインも、「授乳・離乳支援ガイド9に準拠し

て、生後５～６ヶ月頃に離乳食を始める」と

述べています３（表２）。もちろん、食物アレ

ルギーと明らかに診断された例では当該アレ

ルゲンの除去が必要なのは言うまでもありま

せんが、症状がない児にハイリスクであると

いう理由で「予防のため」の除去は勧められ

ないわけです（表２）。

3）経皮感作の可能性

2003年にＬａｃｋらは英国の1万４千人近くの

出生コホート研究で、ピーナッツアレルギー

が乳児期にスキンケアとして用いられたピー

ナッツオイルと強い関連があることを報告、

食物アレルギーが経皮感作から起こる可能性

をはじめて示しました'0．その後、家庭でのピー

ナッツ消費量（＝家庭環境のピーナッツ抗原

量）が多いほどピーナッツアレルギーのリス

クが高いこと､、ピーナッツの消費量に比例し

て家塵中のピーナッツ抗原が増加、かつこれ

がピーナッツアレルギー患者の好塩基球を活

性化させる生物活性をもっていることが明ら

かにされました'1．同時に、アトピー性皮膚炎

も強いリスクファクターであることも示され

ました1012゜つまり、バリア機能が低下した皮

膚から環境の食物抗原の感作が始まるかもし

れないわけです。

最近、皮膚のバリア機能に関与する分子で

表２ハイリスク児に対する食物アレルギー発症予防のための栄養法に関する指針

(食物アレルギー診療ガイドライン2012より引用､－部改変）

定義／項目 食物アレルギー診療ガイドライン２０１２としてのコメント

ハイリスク児の定義 両親･同胞に1人以上のアレルギー

妊娠中の母親の食事制限 推奨はしない(偏食はしない）

(完全)母乳栄養 母乳栄養が混合栄養に比べてアレルギー予防に優れているという十分なエビデンスはない

授乳期の母親の食事制限 推奨しない(偏食はしない）

人エ栄養 低アレルゲン化ミルクを使用する場合'二は､医師の指導の下に行う

離乳食の開始時期 生後5～６か月頃が適当(わが国の授乳，離乳支援ガイド2007に準拠）
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あるフィラグリンの遺伝子異常がアトピー性皮

膚炎の重要なリスク因子であることが報告され

ていますが13、フィラグリンは皮膚だけに存在

し消化管には存在しないにもかかわらず、その

遺伝子異常はピーナッツアレルギーのリスク因

子であるとも報告され'４，皮膚感作の可能`性を

支持しています。一方、先に述べたように、

早期からの経口摂取は食物アレルギーのリスク

をかえって低くする風all可能性があります。

Lackは食物アレルギーの発症メカニズムとし

て、“Dual-allergen-exposurehypothesｉｓ，，

（二元的アレルゲン暴露仮説)'５，すなわち、乳

児期におけるバリア機能が傷害された皮膚か

らの食物アレルゲン暴露がアレルギー発症に

つながり、食物摂取による経口暴露は耐,性を

誘導する、と提唱していますが、最近の研究

結果はこの仮説をサポートするものと考えら

ます。

4）早期のスキンケアはアレルギーマーチを予

防するか？

食物アレルギーは「アレルギーマーチ」の

上流に位置しますが、上にも述べた事実は、

皮膚がさらに上流に位置することを示唆しま

す。ならば、もし皮膚からアレルギーマーチ

が始まるとすれば、出生早期より保湿などの

スキンケアを行って、アレルゲン感作、食物

アレルギー、アトピー性皮膚炎、そして喘息

まで予防できるかもしれません。

生後３ヶ月の母乳栄養児619名を対象に食物

感作に関連するリスク因子を調べた研究では、

アトピー性皮膚炎が有意なリスク因子であり、

SCOＲＡＤスコアによる重症度に比例していま

したが'2、さらに進んで、早期のスキンケアで

皮膚炎をコントロール、そして食物アレルギー

が予防できるかが興味使いところです。わが

国ですでにその研究が行われ（国立成育医療

研究センターなど)、近く公表される予定と聞

いていますが、生後まもなくより毎日保湿剤

を外用した群と通常のスキンケアのみの群を

比較するとアトピー性皮膚炎の発症は前者で

有意に低かったとのことでした。食物アレル

ギー、喘息の発症については、さらに長期の

追跡で検討予定とのことで、エビデンスとし

て確認されるならば、早期のスキンケアが育

児の標準指針となるかもしれません。

食物アレルギーの診断

食物アレルギーの臨床病型は、表３のように

表３食物アレルギーの臨床病型

多くは寛解 非鵬性
主に

二依存性

特
殊
型

寛解しにくい 二E依存性

率慢性の下痢などの消化器症状､低タンパク血症を合併する例もある。全ての乳児アトピー性皮膚炎に食物が関与しているわけではない。

食物アレルギー診療の手引きZ０１１．

臨床型 発症年齢 頻度の高い食物
耐性獲得
(糞解）

アナフィラキ
シーショックの
可能性

｣蟇i2jii雛
新生児･乳児消化管

アレルギー
新生児期
乳児期 牛乳(育児用粉乳） 多くは寛解 (±）

非'９毒
￣｡

￣

〔存桟

食物アレルギーの関与する
乳児アトピー性皮膚炎＊

乳児期 鶏卵、牛乳､小麦、
大豆など

多くは宣解 (＋）
主に

lgE依存性

(じんましん､ｱﾅﾌｨﾗｷｼ_など）
乳児期～
成人期

乳児～幼児：
鶏卵、牛乳、小麦、
そば、魚類、ピーナッツなど

学童～成人：
甲殻類、魚類、小麦、
果物類、そば、
ピーナッツなど

鶏卵、
小麦、

牛乳、
大豆

などは
寅解しやすい

その他は
頁解しにくい

(＋＋） IgE依存性

特
殊
型

食物依存性運動誘発
アナフィラキシ_
<FElAn/FDEIA）

口腔ｱﾚl1jjiiiﾃ症候群

霜flli‐
幼児期～
成人期

小麦､エビ、カニなど

菓物･野菜など

頁解しにくい

寛解しにくい

(＋＋＋）

(±）

IgE依存性

igE依存性
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現在、臨床の現場で最も広く用いられているの

はセルロースポリマーを用いてアレルゲンuil相

化の効率を上げ、蛍光酵素標識抗体を用いて高

感度に検出するPhadia社（現ThermoFisher

Scientific社）のイムノＣＡＰ（Fluorescence-

EnzymelmmunoassayFEIA法）です（図

ｌ）。最近、シーメンス社からアラスタット３g

Allergがでましたが、この方法は、検体中のア

レルゲン特異的IgE抗体がビオチン化されたア

レルゲンと液相で結合、さらにストレプトアビ

ジン結合ビーズにアビジンービオチン反応によっ

てビーズーアレルゲンーIgE複合体を形成、そ

して未結合の蛋141が洗浄・除去された後、化

学発光酵素標識の抗IgE抗体で検出するという

２ステップサンドイッチ法（Chemiluminescent

Enzymelmmunoassay:CLEIA法）です（図

２）。液相の反応であるために、ビオチン化ア

レルゲン量を至適濃度に調整可能で、低濃度

域での特異的IgE抗体量を精度良く測定18]9、

スキンプリックテストとの一致率が高いと報

告されています'920。さらに、Ⅲ液中に多堂に

存在するIgG抗体の影響も受けにくいとも言

われています2'。また、CLSIEP17-A2に基づ

く22ブランク上限0.031ＵＡ/ｍＬ、検出限界ＯｌＯ

ＩＵＡ/ｍＬで、標準曲線の直線`性から500mA／

分類されていますが'６，病型を決めたあとはアレ

ルゲン診断を行うことになります。ここにあげ

た臨床病型のうち、新生児・乳児消化管アレル

ギー以外はIgE依存』性反応ですから、臨床症状に

一致するアレルゲン特異的IgE抗体を検出するこ

とが基本です（表４）。新生児・乳児消化管アレ

ルギーは細胞性免疫を介するものですから、ＩｇＥ

抗体は検出されないことが多く（検出されること

もあります。この場合は寛解か遅くなる)、ＡLST

(Allergen-specificlymphocytestimulationtest）

が参考になります。

１）血清''１アレルゲン特異的IgE抗体

血清中アレルゲン特異的IgE抗体の測定は、

1967年にＷｉｄｅらによって報告されたRadio

allergosolventtest（ＲＡＳＴ法)'７に始まりま

す。この方法は血清中のアレルゲン特異的IgE

抗体を臭化シアン活`性化ペーパーディスクに固

相化したアレルゲンと反応させて、放射性同位

元素（1251）標識抗IgE抗体によって検出する

もので、アレルギー診断に大きな進歩をもたら

しました。その後、アレルゲンを固相化する方

法や放射性同位元素を用いない標識法など改

良が進みましたが、固相化アレルゲン→血清中

アレルゲン特異的IgE抗体→標識抗IgE抗体に

よる検出、という基本原理は変っていません。

表４アレルゲン診断の方法

アレルゲン特異的IgE抗体の検出と定量

一イムノＣＡＰ

－アラスタット3gAllergy

-MAST法

IgE依存性反応の検出

一皮膚テスト

ーアレルゲン刺激による好塩基球活性化

（BasophilActivationtestBAT）

・ヒスタミン遊離(HRT）

・CD203c発現

IgE非依存性反応の検出

一アレルゲン特異的リンパ球刺激テスト(ＡLST）

アレルゲン負荷テスト(経ロ、経鼻､吸入など）

●

●
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検体中特異ＩｇＥ
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蛍光強度測定

●

蛍光強度測定

●
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β
９
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◆
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β
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句
◆
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◆
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々
◆

図１イムノＣＡＰの測定原理
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図２アラスタット3gAllergyの測定原理



（２４）

','ⅢⅢ''Ⅱ'Ⅲ'''Ⅲ'''Ⅱ’三重県小児科医会会報'''Ⅲ''''ⅢⅡ''Ⅱ'Ⅱ'ⅡⅡⅡ''Ⅲ'Ⅱ''Ⅱ'Ⅲ''Ⅱ'ⅡⅡlllⅡ|Ⅲ'1ⅢⅡⅡ|ⅡlⅡ''11ⅢⅡ||ⅡⅢ||||ⅡⅢ|ⅢllllllⅡ|ⅡⅡlllllⅢllllllⅡⅡlllⅡ|ⅡⅢlllllⅢlllⅢⅡ|||Ⅱ111ⅡlⅢⅡ'''1ⅡⅡⅡ|Ⅲ

Ｂ

呼気ＮＯ研究に

参加したボランティア
Ｎ＝１４４

Ａ

卵アレルギー患者

Ａ＋Ｂ

､＝Ｚ３Ｚ

ｇ５９ｂ陽性適中率 95％陽性適中率

1.0

0.8

1.0 1.0

0.80.8

６
４

０
０

ａ
』
｜
』
。
⑩
。
。
』
△

６
４

０
０

ら
一
一
一
ｃ
ｍ
ロ
。
』
且

＋

６
４

０
０

ａ
』
｜
』
Ｃ
何
Ｃ
Ｏ
』
△

＝

0.2 0.2 0.2

0.0 0.0 0.0

１１０１００

EW-IgE(ＣＡＰ）

０ 0 １１０１００

EW-IgE(CAP）

0 １１０１００

ＥＷ－ＩｇＥ(39）

卵除去を行っている例を

陽性とした
負荷試験または

明らかな病歴による診断

図３プロバビリティカーブのピットフォール

ｍＬまで測定可能となっており、測定範囲が

035～l00UA/ｍＬであるイムノＣＡＰに比べて

高感度、ワイドレンジとのことです。

私たちは、これら二つの検査法が臨床現場

で使いやすいように、同一の検体を両法で測

定して、その関係を検討しました。その結果、

アラスタット３gAllergyとイムノＣＡＰには高

い相関が認められましたが、しかし、「まった

く同じ」ではなく、杣'１１抗原の違い、抗原の

固相化方法などの違いが影響を与えると考え

られましたので、定量評Illliはそれぞれの基準

で行うことが妥当であると考えました。ただ、

測定レンジが広い３９は経時的変化を大きく

表現できる可能性があります23.

2）負荷試験とプロバビリティカーブ

食物アレルギーの最終診断には経口負荷試

験が必要です。しかし、負荷試験には一定の

リスクを伴うだけでなく、かなりの時間と労

力を要しますから、すべての例に行うことは

当然行うことはできません。そこで、臨床経

過をよく吟味しながら、特異IgE抗体の値を

にらんで、この症例は食べると症状が出るの

かどうか、と考えることになります。この予

測を大まかに行うために、プロバビリティー

カーブが報告されていますが2425、これも金科

玉条としてしまうのは誤りです。プロバビリ

ティー（確率）の計算はどのような母集川を

対象としたか？で大きく異なってきます。図

３Ａは、三重病院に卵アレルギーで受診した

患者のプロバビリティカーブです。論文に報

告されているもの25とずいぶん違う形に見えま

すが、三重病院には先生方からご紹介を受け

た「ひどい」卵アレルギーの患者がほとんど

ですから、負荷試験をすると高い確率で陽性

になるのは当たり前とも言えます。一方、三

重病院に別の研究で集まってもらった「健康

な」ボランティアでは非常に低い確率となり

ます（図３Ｂ)。こちらは一般集団ですから、

卵アレルギーの人が少ないのはこれも当然と

なります。そこで、二つを結合したらどうで
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しようか？見事に既報と同じ形になりました

(図３Ａ＋Ｂ)。母集団により、プロバビリティー

カーブの形が異なる原理をおわかりいただけ

たかと思います。

しかし、たくさんの食物アレルギーの患者

を診療していくと、自然にその判断ができる

ようになります。三重病院と駒、医院の駒田

幹彦先生、熱田小児科クリニックの熱田純先

生との共同研究で、負荷試験の陽性を予測す

る因子の検討を行いました２６，３つの施設で、

統一基準を満たした408回の鶏卵経口負荷試験

結果と患者背景因子の関連を後方視的に解析

したところ、まず経口負荷試験陽性率は病院

が599％、二つのクリニックが3.5％と圧倒的

な差がありました。なぜ、そうなるかを検討

しましたところ、三重病院はクリニックと比

べ、月齢、卵白特異的IgE、総除去食物数、

アナフィラキシ－既往の割合が有意に高いと

いう結果でした。すなわち、それらの因子で、

まず「棲み分け」が自然にされていたという

ことです。さらに、卵白特異的IgEクラス２

と３の症例に限っても、負荷試験陽性は病院

がクリニックより有意に高率で、クラス２，

３症例では年齢因子調整後も陽性率に差を認

めました。そこで、クラス２，３症例につい

てロジスティック回帰解析を行うと、０～１

歳児で総除去食物数、２～３歳児でアナフィ

ラキシ－の既往が陽性リスク増加因子となり

ました。アトピー性皮膚炎は前者でリスク低

下、後者で増加因子０～1歳でリスク低下、

２～３歳で増加因子でした。これらのことか

ら、多抗原の食物除去例、アナフィラキシ一

既往例、２～３歳で持続するアトピー性皮膚

炎合併例では経口負荷試験での症状誘発の可

能性が高いと考えられましたが、駒田先生、

熱田先生はとくに明文化しておられなくとも、

長年の経験からこれらの条件を日常診療に適

応され、クリニックで負荷試験を行うのは不

適切と思われるハイリスク例を三重病院に紹

介されていたということになります。食物ア

レルギーの病診連携のひとつのあり方と考え

られます。

食物アレルギーの管理

現在、ガイドラインで推奨されている食物ア

レルギー管理の基本は、正しい診断に基づき、

必要最小限の除去食を指導することです。誤食

などによりアナフィラキシ－を起こしたときの

適切な治療についても、エピペンをはじめ、患

者、家族、学校などへ十分に指導しておくこと

表５食物アレルギー管理の基本

正しい診断

一病歴

一特異IgE抗体

一プリックテスト

ー経口負荷試験

必要最小限の除去食

一原因抗原診断にもとづく除去食

一摂取可能なレベルをみつける(経ロ負荷試験も有用）

誤食によるアナフィラキシ_への対応

一エピペン

ー学校など児を取り巻く人々への啓発
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図４急速経口免疫療法後の負荷試験閾値の変化

が低下しています。この状態でさらに体を立て

ると、静脈潅流が途絶、emptyheartsyndrome

となり、エピネフリンも効果がない、という結

果になります。先日の調布市の死亡事件も、恵

児が便意を訴えたときに、おんぶして、トイレ

まで連れて行きました。その結果、トイレに座

らせたときにはすでに意識がなかったとのこと

でした。

がたいせつです（表５）。

学校への対応では、学校生活管理指導表を丁

寧に記載してあげることがまず重要です｢，２０１２

年に起った学校での誤食によるアナフィラキシー

ショック死亡事件以来、学校での対応の強化が

進み、食物アレルギー児の管理は上記を活用す

ることが徹底されるようになりました。先生方

の所にも、記入を求めて、多く受診されること

と思いますが、対応をよろしくお願いいたしま

す。

アナフィラキシーショックを起こすリスクを

有すると考えられる症例については、エピペン

を処方します。同時に、エピペンの正しい使い

方の指導は必須です。説l1Il書にエピペンを立位

で大腿部に打っている写真がありますか、これ

は大きな間違いです。アナフィラキシーショッ

クで死亡した例を解析した報告では27、死亡例に

共通したことは体位の変換（座位→立位、仰臥

→座位）でした。アナフィラキシーショックで

は全身の血管が拡張していますので、静脈潅流

経ロ免疫療法

現在の食物アレルギー管理では、自然寛解を

待ちますが、治癒を導くような積極的な要素は

ありません。ところが、経口免疫寛容などのメ

カニズムが明らかになってから、最近は積極的

に治療する試みが行われるようになりました。

私たちは厚生労働科学研究班（平成22-24年度

厚生労働科学研究「岩田班」：食物アレルギーに

おける総'１免疫療法の確立と治癒メカニズムの

解明に関する研究）にて、経口免疫療法でわが

国初のランダム化比較試験を行い、その効果を
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実証することができました（図４）。三重病院で

もこれまで100例以上に行い、おおむね良好な成

績が得られています。自然寛解が期待される学

齢期になっても寛解せず、アナフィラキシ－の

リスクを抱える患者さんには適応があると考え

られますので、そのような例がありましたとき

に、またご紹介をいただければ幸いです。
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12.FlohrCPerkinM,LoganK,MarrsT,
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おわりに

食物アレルギーの発症要因、「予防」のための

周産期、離乳期の食事指導のあり方、診断、管

理の基本、将来の治療としての免疫療法につい

て述べました。紙数の関係で、十分に詳細な記

述はきませんでしたが、少しでもご参考にして

いただければと存じます。

管理法は昔と様変わりした食物アレルギーで

すが、治癒に向けては、今、少し端緒がみえて

きたのみです。今後とも、患者さんのための診

療を続け、研究にも携わっていきたいと存じま

す。ご指導をよろしくお願いいたします。
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識特別講演簿

アトピー性皮膚炎の病態・治療・最近の話題

三重大学大学院医学系研究科皮膚科学

准教授山中恵一

アトピー性皮膚炎（ＡＤ）や慢性湿疹等の皮

膚疾患では、そう痒・掻破・皮膚炎の増悪といっ

たItchscratchcycleにより症状が悪化し、治療

抵抗|)'tとなる。従って皮膚のケアやアレルゲン

の除去などに加え、局所の皮膚炎を的確にコン

トロールし、且つそう痒を十分にコントロール

する事が大切となる。

皮膚の破壊により表皮細胞の中に蓄えられて

いるIL-l8が血中に流出し、これが高IgE血症を

もたらし、肥満細胞からの大量のヒスタミンの

放出に繋がる（図１）。また表皮細胞からの神経

成長因子であるＮＧＦやＧＤＮＦの産生により、皮

膚への神経線維の伸展も促進され、知覚神経の

過敏がもたらされる（図２）。抗ヒスタミン剤、

免疫抑制剤、そしてプロトピック軟膏を有効に

用いて、痒みと皮膚炎を確実に抑制したい（図

３）。

将来的には免疫のアンバランス（図４）を是正

する事によるアレルギー全般の抑制が期待され

ろ。まだ研究段階ではあるが、Ｔｈ２に傾いたバ

ランスの是正方法としては、Ｔｈｌ免疫を誘導し

たり、Ｔｈ２免疫のシグナルが伝わらない様にし

たり、また全体のバランスを整える抑制性Ｔ細

胞を誘導したり等、多くの候補がある。

最後に我々はヒトの掻破を音響学的に記録・

解析するシステムを開発した（図５）。これによ

りヒトの痒みを、“掻破行動の量，，によって定量

的・客観的に、且つ簡便に評価可能となった。

ヒトは日中、IWllftにより掻破行動を抑制してい

るか、睡眠時にはその抑制も緩慢となり痒みが

行動に直接反映されるため、就寝時の掻破行動

量は痒みの程度と相関しやすい。このシステム

を活用する事で新規薬剤の開発や患者の啓蒙に

も繋がると思われる。

まとめ

皮膚の掻破によりIL-18が放出されIgEが増える。

皮膚の破壊により、全身`性の炎症が生じる。

図２図１

’ゴハ■皮溝の砿,壊による

ＩＭ８の放出により高IgE血痕に至る 炎症性皮膚疾患では表皮からＮＧＥＧＤＮＦが

過剰産生され神経繊維の伸展が見られる
ｍゆか（′トピーY巫皮月

Ｔ

鐸 liiillIiIIlij；
[ IｔｃｈｓｃｒａｔｃｈｃｙｃＩｅ 7ｂｋｌｍｅｅｆａＬＡにhDermarolRes2008Aug;300(刀:343
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正確に掻痒・掻爬を評価するシステムが動き

出した。

抗ヒスタミン剤・免疫抑制剤・プロトピック

軟膏を効果的に使用する事が肝要である。

図３ 図４

ThlandTh2balanceはアレルギーでは

Th2に傾いている。
トピー性皮膚炎の治痘イメージ

；ステロイド外用藁（主にベリーストロングクラス）悪い

十
Ｔｈｌ

抗腫瘍

自己免

仁きび

jfﾁｸﾞt芽

乾癬

良い

寛解 Ｔｈ２
スキンケア(保湿剤など）

①ランクの強いステロイド外用藁に引き鶴いて使用し､冗解導入を確実にする方法

,２症状再燃にあわせて可及的早期に使用することで､ステロイド外用薬を使用せず

ブロトピツク軟膏単独で再燃を鎮静化する方法

(3)再燃しやすい部位に､再燃抑制を目的としてプロトビック軟膏/ステロイド外用剤を

週2,3回間欠的に継続する方法

監応’自冶医科大学皮膚科学倣授大槻マミ太郎先生

アレルギー

肋様のj症扶 ｓｉｎｃｅｌ９９９

図５

行

計測システム

攻已侭

。
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ぷ開業雑感上点｣■

６５歳になり思うこと

松阪市おおはし小児科

大橋信

今、清水信先生の依頼を受けてこの原稿を書

き始めましたが、数日前に65回目の誕生日を迎

えました。

平成３年に縁があって松阪市にて開業し、は

や22年が過ぎてしまいました。私は、名占屋藝市

の昭和区で昭和23年に生まれました。すぐ近く

に鶴舞公園という大きな公園かあり、子供の頃

は毎日のように夕方暗くなるまでそこで遊んで

いました。この公園は、明治42年に名古屋最初

の公園として開設され、初期には動物園（後に

東山に移転）もあったということです。小学校

５年生の時、伊勢湾台風が上陸して台風の恐ろ

しさを初めて知りました。鶴舞公園のヒマラヤ

杉の大木がすべて北東方向に倒れてしまったこ

ととか、名古屋市の南部で被災された方々が小

学校に避難され、校舎や校庭の一部がしばらく

使えなかったこととかを思い出します。中学校

からは東海中学、東海高校へ進みました。この

学校の前身は、明治21年に浄土宗知恩院派が浄

土宗寺院の子弟のために創設した学校です。中

学校に入学した時は全員丸刈りで、また、授業

には「宗教』の科目がありました。

１８歳になり、大学受験の為生まれ育った名古

屋を離れ初めて津駅に降りたった時、当時の古

い駅舎を振り返り、ここで降りてよかったのだ

ろうかと戸惑ったことを今でもよく覚えていま

す。その後、縁があって三重県立大学医学部へ

入学、２２歳の時、学生の分際で長女が生まれ１

年間留年、井沢先生、病理の武田先生の温情で

やっと卒業させていただき小児科へ入局するこ

ととなりました。

それから６年たち三重病院から松阪へ転勤、

厚生連松阪中央総合病院、松阪市民病院に11年

程お世話になった後、－時は三重県の北部に住

むか名古屋へ戻ろうと思った時期もありました

がこの地で開業することになりました。子供た

ちは皆結婚して、なんやかんやで孫も７人にな

り、６５歳になったら引退しようと考えていた矢

先、５３歳の時に思いもかけず三男が生まれまし

た。今、やっとその子が小学５年生になり、そ

の姿に自分の子供の頃の様子が重なって見えて

きます。この歳になってまた中学の受験本を見

ることになるとは、夢にも思いませんでした。

ボケの防止にはちょうど良いのかもしれません

が。

さて、話が少し戻りますが、昭和55年に厚生

連松阪中央総合病院に転勤となりました。当時

は、現在名張で開業していらっしゃる加藤正彦

先生が医長でおられ、随分とお世話になりご迷

惑をかけました。１年後の昭和56年に松阪市の

３病院（厚生連松阪中央総合病院、松阪市民病

院、済生会松阪総合病院）による二次救急医療

の輪番制が始まりましが、その時のことは今で

もよく覚えています。６月末に、突然、「７月か

ら３病院による二次救急が始まる』という記事

が夕刊三重に載りました。しかしながら、医局

員は誰もこの件について知らされておらず、緊

急医局会が開かれましたが、院長と医局長だけ

で話が進めてられており、すでに３病院と松阪

市との間で決定事項であると伝えられました。



（３２）

'ⅢⅢ''Ⅲ'ⅡⅢⅡⅢⅡ'Ⅱ’三重県小児科医会会報'''ⅡⅢⅢⅡ'ⅡⅡⅡⅢⅢⅡ'１ⅢⅡⅡⅢ,Ⅱ,,Ⅱ,ⅡⅡ,ⅡⅢ,,,Ⅲ,IⅡⅢⅢ,ⅡⅢⅡⅡⅢⅡⅡⅡⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅡⅢⅢⅡ,Ⅱ,ⅢⅢⅢⅡⅡ,ⅢⅢ,ⅡⅡ,ⅢⅡⅢⅡⅡ,Ⅱ,ⅢⅡⅡⅡⅢⅡ,ⅡⅢⅢ,，

当然、医局員は猛反発、猛反対をしたのですが、

その決定に従わざるを得ず、,慌ただしく松阪市

の二次救急医療は始まったのです。それから３０

数年、松阪地区の救急医療体制はいろいろと粁

余曲折はあったもののなんとか維持されてきま

した。現在、小児科の二次救急は松阪中央総合

病院が全日担当して頂いていますが、当初は月

11日間の当番でした。私自身は10年間、松阪中

央総合病院と松阪市民病院で二次救急医療に従

事し、開業後22年間は一次救急医療に携わって

きました。

ここへきて、松阪地区の来年度からの－次救

急体制の維持が危うくなってきています。数年

前に松阪市の行政の長が替わり、「事業仕分け』

という得体のしれないことが行われました。そ

の後の流れの中から、今回の一次救急医療の問

題が起こってきたように思われます。松阪地区

医師会の立場は、『今まで通りの一次救急体制を

続けるならば、医師会員数、医師会員の高齢化

等により、１年間全日の医師の派遣は困難であ

る。一次救急の開設日、開設時間帯等の削減、

短縮等が必要である』ということです。これに

対して行政側は、『現況の一次救急体制をこのま

ま維持したい。医師会から派遣できない日の出

務医は行政として別途確保する｡」という立場の

ようです。しかしながら、松阪市は９月頃から

－次救急担当医師を公募しているとのことです

が、今のところ全く応募はないようです。この

ままでいくと、来年度からの当地区における－

次救急医療体制は維持できなくなる可能性が極

めて大きいと思われます。その結果、二次救急

医療体制の継続にも問題を来すのではないかと

危`倶されます。

私達小児科医は、日常診療はもとより乳幼児

健診、予防接種、学校医、さらには救急医療等、

地域医療に深く携わってきております。松阪で

は、昭和56年から30年余、全国的にも先駆けて

３病院、行政、松阪地区医師会の三者の協力に

より－次、二次救急医療体制が維持されてきま

した。この実績はとても素晴らしいことである

と思います。６５歳となり体もあちらこちら病ん

ではおりますが、市井の小児科医としてできる

限りは救急医療をはじめとする地域医療に尽く

していきたいと思っています。この`思いは、当

地区の小児科医が共有しているものと信じてお

ります。３０年余かけて構築してきたものも、一

度崩壊してしまうと再度始めるには多大な困難

を来し、多くの労力を要することになるでしょ

う。来年度まであと４か月しかありません。￣

小児科医として今、何をすべきか悩みながら日々

を送っています。

（この原稿は昨年末に編集部で受理したものです｡）

経ロ用セフェム系抗生物質製剤
処方せん医薬品注'）…

フロモックズ
小児用細粒１００ｍｇ

日本薬局方セフカベンピボキシル塩酸塩細粒略号CFPN-P’

注１）注意一医師等の処方せんにより使用すること

製造販売元[資料鯖求先］

上の注意｣等'こ⑧シオノギ製薬
大阪市中央区道修町3-1-8〒541-0045

■酷0120-956-734(医薬情報センター）

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗshlonogicojp/medノ

※｢効能・効果｣，「用法・用量｣，「禁忌」「原則禁忌｣，「使用

ついては添付文書等をご参照下さい。

⑰:登録商標審:30727FMX-KO-104B(Ａ２）2010年12月作成Ｂ5４
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議口■ｕと三獺－－初期研修を振り返って 鱗
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伊勢赤十字病院・小児科後期研修医

前山隆智

末にweeklyサマリーは書く」という言葉は心に

残っています。実践できていないのが心苦しい

ですが…。

その後は一般系の内科を半年ほど回りました。

５月からは当直も始まりました。最初は患者さ

んの受け入れの電話や点滴ルートをとるだけで

精一杯だったことを思い出します。

また徐々に受け持ち患者さんも増えていきま

した。今となっては当たり前の痙痛時にカロナー

ル処方なども、最初は「本当にこれで良いのか？」

と夜中でも病院に行って効果を確かめていた事

など思い出します。また、担当患者さんが初め

て亡くなったのもこの時でした。明け方に「呼

吸が止まりそう」との連絡を受け、病院に駆け

つけた時にはナースステーションの近くの部屋

で家族の方も待機している状態でした。結局私

が病院に到着してからそんなに時間の経たない

うちに亡くなってしまわれたのですが、指導医

の先生の１１}勤一前であったため、当直の先生に陰

で見守ってもらいながら死亡宣告した事を昨日

の事のように思い出します。患者さんのご家族

に「死亡と確認させていただきます」とお伝え

する事は本当に辛く身の引き締まる思いをした

ことを覚えています。

その後は外科系をlp1りました。一般外科では

小児の鼠径ヘルニアなどの比較的短時間の手術

から膵頭十二指腸切除などの長時間に及ぶ手術

まで、もちろん腹腔鏡のカメラ持ち等がメイン

でしたが経験しました。縫合をさせていただい

たことは、後々ＮＩＣＵでの鵬カテーテルの際な

伊勢赤十字病院・小児科後期研修医の前山と

申します。上津台小児科クリニック清水信先生

より執筆の依頼を賜りまして1ヵ月…締切を間

近にしながらも何を書こうか考えても思い浮か

ばなかったので、これまでの研修生活について

初期研修を中心に振り返ってみたいと思います。

私が三重大学医学部を卒業したのが2011年３

月、東北地方太平洋沖地震の起きたまさに直後

でした。当時大学の近くで下宿していて海岸か

ら非常に近かった事もあり、津波,情報を頻繁に

チェックしていた事を思い出します。

４月になり山田赤十字病院（現・伊勢赤十字

病院）で初期研修を開始しました。思い起こし

て見れば、マッチングで当院を選んだ理由はこ

こでの５年次の小児科実習（クリニカルクラー

クシップ）を非常に充実して送れたからに他な

りません。当時研修医1年目だった先牛に１日

中ついて回らせて頂きました。今、学生を指導

する立場になって`思ったのですが、あれは結構

ストレス（？）になったんではないでしょうか

(笑)。とにもかくにもきっちり指導してもらえ

るこの病院で研修してみたいと思ったのは間違

いありません。

話しがそれました。研修初めの４月は循環器

内科でした。内科の基本的な事も分からないう

ちに心カテや心不全のコントロール等、何が何

だか分からないうちに日々が過ぎていきました。

結局、循環器の知識はそれほど身につかず２年

[|に再度選択することとなりましたが、指導医

の先生からいただいた「どれだけ忙しくても週
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どの糸結びに役立っています。

ちょうど１年目の終わり頃に病院移転があり

ました。新病院移転を機に電子カルテ化されま

した。移転前からカルテ使用の練習はしていた

のですが、いざ使うとなるとオーダーの仕方か

らカルテの書き方までまるで異なり、年末年始

の救急外来のごった返しも相まって非常に苦労

したことを覚えています。

移転後の研修は血液・感染症内科からの開始

でした。

ルンバールやＣＶカテーテルなどの手技を沢山

経験させてもらいましたし、心肺停止後蘇生患

者さんの管理や結核患者さんなど様々な症例を

経験しました。大人と子供の違いはありますが、

ルンバールの経験は小児科医となってからも生

きていると思います。

２年目に入ると後輩たちが入ってきました。

まがりなりにも出来ることが1年目よりは増え

るのですが、「教える」ことに関しては初めてな

ので非常に戸惑いました。このことに関しては、

今になっても難しく感じるところですが「正し

い知識を身に着ける－人にわかるように説明す

る」ということに尽きるのではと思っています。

もっとも「正しい」知識を身に着けるのが難し

いのですが。

９月には飯山赤十字病院で地域医療研修を行

いました。在宅での訪問看護をメインに回らせ

ていただきました。ほぼ寝たきりとなった方か

最後を迎える場所として'慣れ親しんだ家を選択

する…もちろん良いことばかりではありません。

訪問看護があるとはいえ、家族への負担は増え

ますし、病院ではもしかしたら助かる命も在宅

では助からない事もあるかもしれない。最終的

には何を重視するかの個人の判断になりますが、

在宅という選択肢かあること自体、日本ではま

だ普及していないですし、そういった仕組みを

病院・地域全体で行っていることは素晴らしい

事ではないでしょうか。

また、選択科として検査科での研修も行いま

した。時間の都合で全て回るというようにはい

きませんでしたが、グラム染色、血液検査、尿

検査などの検査方法について学ぶ機会が持てま

した。普段、医師側はオーダーして検体採取ま

では行いますが、実際に検査手技を行ったこと

は無かったので非常に新鮮でした。

３年目になり、いよいよ小児科での後期研修

が始まりました。一人での当直や帝王切開の出

生の立ち合いなど、初めてのことで不安だらけ

でしたが、どうにかこうにか日々を過ごしてお

ります。学会発表や勉強会での演者の経験もた

くさん積ませていただいており、これからの糧

にしていきたいと思います。

以上、初期研修を中心にこれまでの研修を振

り返ってみました。

今後ともよろしくお願いいたします。

MPOl9102910961⑮

童 瞳ＧＩ三、 ん つ
気分がふさいで､咽喉､食道部に異物感があり、

アレルギー性鼻炎･結膜炎における損の切れにくい咳､気管支炎、時に動悸､めまい､嘔気などを伴う
､巳閉｣｢鼻汁｣｢くしゃみ｣｢流涙｣に 気管支ぜんそくに せき､不安神経症に

二PFN二１J(薔篭i露」⑲
－

－－

￣

￣

■■■■⑳三
サイボクトウ

ヅムラ柴朴湯
エキス鰯粒(医凍用）（i雨亘可可i面）

■ ■ 株式会社ツL｣ラ ｈ
●鴎://ｗｗｗ,tsumura・ＣＯ･jp／

■効能又は効果､用法及び用正､使用上の注意等は､製品添付文書をご参照下さい。

請求･お問い合せは弊社ＭＲ､またはお客様相談窓口まで。TelO120-329-970（２０１４年２月制作）
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今につながる

－弼年前のがん病棟一

ひらい小児科クリニック

平井誠

'性腫瘍患児の主治医となった。主治医となった

３人目の患者さんで、腹部は膨満し、肝脾腫著

明な神経芽細胞種の１歳の男児であった。家族

は協力し、熱心に患児の闘病を支えた。また、

主治医の私はまだ研修中であったが、信頼して

くれて、患者家族と主治医との良好な関係を築

けていた。Ｋ君の腫瘍は抗がん剤治療に抵抗し、

入退院を繰り返して、３歳を待たずの生涯であっ

た。

３３回忌、あれから32年が経過した。つい最近

まで、癌の子供を守る会の活動に参加されてい

たとも話されていたが、幼子を難病でなくした

親のその後の32年はどのようなものであったの

だろうか。子供の死、がんのこどもの死は特別

である。３３回忌で終わるのか、５０回忌もあるの

か分からないけれど、区切りとなるこの長い月

日を経てなお、故人を偲び追善の供養が行われ

ている。その意味は深い。このような33回忌を

実際に行っている国や宗教は、他にあるのだろ

うか、あまり聞いたことなく、我が国特有のも

のかもしれない。

私はよくコメダ珈琲に行く。気晴らしを兼ね

て新聞を読むことにあるが、それはホッとする

ひと時であり、大切なものとなっている。朝刊

６紙を揃えてくれてありありがたい。最近は経

費削減のためか、スポーツ紙を含めてせいぜい

２，３紙で、新聞を置いてない喫茶店も多いのだ。

｢ごゆっくり」と言って珈琲を置いてくれ、急が

されることもなく心地良い゜ただ、珈琲の味は

そんなに良いとも思えないし、実際、ローソン

の珈琲のほうが香ばしいくらいである。だが、

私にはそれは問題ではない。

昨年の秋の木曜日、夕暮れ時であったが、コ

メダ珈琲でいつものように新聞を読んでいた。

日経、読売、中日、…といつもの順番があるの

だが、読売新聞を読み終えて、３席向こうの、

幾分ににぎやかな、４人の女性のグループに視

線を向けた。「あつ」Ｋ君のお母さん。目が合い、

向こうも気づいてくれて小さく一礼をした。そ

の後しばらくして、話が一段落したのであろう、

－人私の席に来てくれて、「先生、随分御無沙汰

しております。お変わりございませんか？」と

話かけてくれた。「今年の五月、３３回忌を済ませ

ました。二つ年上の姉も東京に嫁ぎ、今は退職

した主人と二人でゆっくり過ごしています｡」と

話された。その他にも、同時期に入院していた

闘病仲間のその後の様子なども話してくれた。

｢先生にあえてよかったです。お元気で」と言っ

てくれ、名残`惜しくも、席に戻られた。

当時は、入局３年目に大学に戻り、病棟で悪

２歳８ヶ月になる孫娘が時々我が家にやって

くる。会話もかなり大人に近いものとなってき

た。「これ読んでちょうだい」とねだられては、

絵本を読んであげている。『私のワンピース｣、

｢おおきなかぶ｣、「よくばりなこいい｣、など、

我が子に与えたと同じ絵本。そんな中の一つに、

安野光雅作/絵の『かぞえてみよう」がある。
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我が娘に買った絵本で、1982年11月６日（土）

と、くせのある私のペン書きが残っている。３２

年前のものだ。孫娘とこの安野光雅の「かぞえ

てみよう」を見ていると、Ｍ君が`思い出される。

先輩の先生が主治医であったＭ君は、急,性リ

ンパ性白血病であり、高校生となっていた。中

枢神経への再発による入院で、脳脊髄への放射

線照射は必要との検討会での結論であったが、

それだけは避けたいとの父親の意向を受けて、

抗癌剤の髄腔への投与で対応されていた。中学

生での発病で、中３の時も長期欠席を余儀なく

されたが、県下でも一番の進学高校へ合格した。

そんな極めて優秀な彼であったが、中枢,性白血

病併発とともに、徐々に知能低下が見られ、発

語も不明瞭となっていった。

病棟廊下の北側の窓の小さい個室であった。

教授回診の時、私も列の後のほうから入室し付

かせてもらった。「Ｍ君、部長先生の回診ですよ」

と婦長さんが声をかければ、緊張を高めて、首

を反らせた。いつもとは違う言葉少ない教授の

診察であった。壁際に引かれた椅子には大判の

絵本が置かれていた。独特のタッチの表紙で、

意表を突かれたように私は見つめていた。安野

光雅のABCの本。回診の始まる前の午後のひと

時、このＡＢＣの本を母親とともにゆっくりと読

んでいたのであろう。退行してゆく我が子に母

親はどのような`思いでＡＢＣの本を開いていたの

であろうか。退室の時、北側にしかない窓ガラ

スは曇っていた。安野光雅、淡い色調の水彩画

で、優しさと懐かしさの雰囲気を漂わせる独創

的な絵。こんな絵本作家がいるのだと初めて知っ

た。

次の日曜日、近くの書店の絵本売り場に行き、

安野光雅を探した。「あいうえおの本」「ふしぎ

‘

ニューキノ□ン系経ロ抗菌製剤｢izﾗ完万屋嚢扁了１「藁１面亘牽1面ｉｎ

オゼツクス;田粒,](児用で５％
ＯＺＥＸﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩水和物細粒
注)注意一医師等の処方せんにより使用すること

]法･用量」「効能･効果|こ関連する使用上の注意」「用法.用量に

の性意」「禁忌を含む使用上の注意｣は添付文書をご参照ください。

｢効能･効果」「用法･用量」

関連する使用上の注意」に

蝋轍篝霊蝋
製造販売

Ⅱ訓電:!:篝鱒:塾 oＺＸＧＢ６

２０１１５
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｢また来るね｣、とだけ言った。隣のベッドはシ

ワ無きシーツで真白〈覆われていた。６人部屋

の南の窓は、雨が吹き付けられていて、水滴は

不規則に、筋を引いて窓ガラスを伝わり落ちて

いた。

Ｓちゃんの父親の姿も、思い出す。深刻な硬

い表情。病棟入り口の面会コーナーのソファー

に浅く腰を落とし、うつむき加減で、考え込ん

でいるようであった。私の担当ではなかったが、

その娘が白血病を発病し、入院してからという

もの、』思いつめ、精神の変調をきたした。「白血

病細胞をやっつける電気装置を作ったので、主

治医に使って欲しい」と申し出があったという。

木箱に電極を付けた簡単な装置であった。思い

余ってのことだろうと心中を察した。娘さんは

亡くなられたが、父親はその後どうしているの

か、どうなったのか、とずっと気になっていた

が、今もって何も聞いていない。

なえ｣、「かぞえてみよう」などが並んでいた。

この時、我が子ができれば、こんな絵本を与え

たいと思った。そして、２，３年して娘が１歳７

ヶ月の時、安野光雅の『かぞえてみよう」を買

い求めた。講談社発行の定価980円。そして購入

日時を書き入れた。

画家というのか絵本作家というのか、安野光

雅は、1926年、島根県津和野町に生まれ、１９７４

年、「ABCの本』（福音館書店)、「きりがみ桃太

郎』（岩崎美術社）で芸術選奨文部大臣新人賞。

他に、国際アンデルセン賞をはじめ、国内外の

数多くの賞を受賞している。そして、2001年に

島根県津和野町に安野光雅美術館が開設された。

最近、国内の名所探訪を始めたばかりなのだ

が、暖かくなれば、この津和野町の安野光雅美

術館を訪れたいと思っている。島根県と言えば、

安芸市に日本一の庭園との評価の高い足立美術

館もある。13,000坪の広大な日本庭園と数々の

近代日本画を鑑賞することができるという。地

図で見れば、島根県でも東の安芸市と西の津和

野町で、かなりの距離ではあるが、そこもぜひ

立ち寄りたい。

小児科に入局して３～４年の頃の小児かん病

棟での昼夜を問わずの出来事の数々。それは強

烈であり、３０年以上経った今もなお影響を与え

続けている。あんな場面、こんな仕草や表,情ま

でもが思い出される。今日のＴ君、いつもの笑顔がない。昨夜の出

血による急変で、仲良しになっていた隣のＵ君

がいないのだ。そのことには触れず、Ｔ君から

の問いかけもなかった□私を見つめて言葉なく、

仰向けの姿勢での診察を終えた。私は手を握り、

「じいちゃん、次のページ」と、孫娘に催促

された。
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伊賀地区小児懇話会より

岡波総合病院小児科

宮原雅澄

伊賀地区小児懇話会の第56回～第６ＯＬ|を報告

させていただきます。症例をできるかぎり詳し

く報告したいと思います。伊賀地区の勉強会で

行われている症例提示は主に岡波総合病院と名

張市立病院からの症例です。日々入院をみてい

ると胃腸炎と熱性痙箪と気管支炎ばかりという

印象ですが、年間通してみると興味深い症例が

出てきます。ｌ例ｌ例からなるべく多くを学ん

で次回の症例に役立てたいと思います。

第57回2012年11月１５日

ｌ：今シーズンのマイコプラズマ肺炎入院症例

岡波総合病院小児科宮原雅澄

平成24年４月～平成24年10月までの肺炎入院

症例（54名）中、マイコプラズマ肺炎について

治療状況を報告。当地区では平成24年４月より

マクロライド耐性または高サイトカイン血症を

伴うマイコプラズマ肺炎症例がしばしばみられ

るようになった。全肺炎入院例中、マイコプラ

ズマ肺炎は43％を占め、そのうち、ステロイド

治療群は43％、ミノマイシン治療群は35％、マ

クロライド治療群は22％であった。平成25年以

降、さらにマクロライド系抗生剤が効きにくく

なっている印象があり今後マイコプラズマ肺炎

に対処するにあたり大変由々しき状況と考えて

いる。なお８歳未満へのミノマイシン投与は短

期投与（たとえ１回でも）でも歯牙への色素沈

着は起こるとされており、使用は控えるべきと

考える。

第56回2012年７月１９日

ｌ：不全型川崎病の２例

岡波総合病院小児科宮原雅澄

ｌ例目は３歳男児。第７病日診断時点で症状

は発熱と眼球充血のみ。ＣＲＰ値も163mg/dlo冠

動脈拡張傾向（４～５ｍｍ）のため診断。ガンマ

グロブリンにて症状改善。冠動脈も正常化した。

２例目は４歳男児。高熱と頻回下痢で入院。入

院中に発赤疹、眼球充血、イチゴ舌が徐々に出

現。腹部エコー上、著明な腸管壁肥厚をきたし

典型的な腸炎の所見を呈していたが、便培養で

エルシニア菌含め有意菌検出されず抗生剤にも

反応しなかったため、川崎病と診断し、ガンマ

グロブリンを投与したところ症状速やかに改善

した。冠動脈病変はなし。

２：クループ症候群での入院中に、多飲・多尿

に気づかれたｌ例

名張市立病院小児科近藤論

1歳６か月、男児で、クループで入院した際

に多飲・多尿が判明し、尿崩症、心因性多飲症

か疑われて、水制限試験、バゾプレッシン負荷

テストを施行。結果、水制限試験で尿量減少。

尿浸透圧上昇、バゾプレッシン負荷で尿浸透圧

'二昇なし。ＡＤＨ基礎値正常範囲内で試験後も正

常反応。以上より心因,性多飲症と診断された。

２：発熱、関節痛を主訴に来院した10歳、男児

名張市立病院小児科今井雄一郎

最終診断；化膿性股関節炎
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を認めたため、片側性のもやもや病と診断され、

血行再建術が施行された。現在、左半身麻癖は

ほぼ正常レベルまでlL11復した。あとで何度見直

してもMRangiographyではもやもや血管は見

えず教訓的な症例。

母親がおしゃぶりを中止してから児がよく泣く

ようになっため、ジュース、イオン飲料を多く

与えていたことがわかりそれが主原因ではない

かと考えられた。

第58回2013年４月25日

ｌ：左片麻庫をきたした７歳女児

岡波総合病院小児科宮原雅澄

７歳、女児。入院前日夜より頭痛、嘔吐あり。

人院当日朝起床後、左半身麻癖となっていたた

め、受診し入院。頭部ＭＲＩにて右中大脳動脈領

域に脳梗塞の所見あり。頭部MRangiography

にて右中大脳動脈起始部狭窄様変化を認めたが、

もやもや血管は認めず。その後、三重入学脳神

経外科に転院し血管造影検査の結果、右内頚動

脈終末部に狭窄変化を認め基底核部に網状陰影

２：マルチスライスＣＴで診断が確定した急性虫

垂炎の男児

名張市立病院小児科呂国棟

１１歳、男児。入院前日より腹痛、嘔吐。入院

時点で腹部所見はわずかであった。腹部エコー

でも虫垂の描出が困難で、腹部ＣＴにて虫垂が腹

腔深部に右外腸什静脈の近傍に沿う形で走行し

ているのが認められ糞石も認められた。最終的

に急Izt虫垂炎と診断し外科的治療にて症状改善

した。
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低下が持続。頭部ＭＲＩにて脳梁膨大部に拡散強

調画像でhighintensityを認め脳梁膨大部病変を

有する脳症（ＭERS）と診断した。ステロイドパ

ルス療法を行ったところ翌日より意識回復、後遺

症なく退院。ＭＲＩ所見も１週間後には正常化し

た。解熱後特有の発赤疹が顔、体幹に現れ、血

清からはＨＨＶ－６遺伝子が検出されたため、

ＨＨＶ－６による脳梁膨大部病変脳症と考えられた。

第59回2013年７月25日

l：コクサッキーＡ６ウイルスによる手足口病

岡波総合病院小児科桝田慎一

手足にカポジ水痘様の発赤疹をきたし不明発

赤疹として紹介され入院した児で、ウイルス分

離により上記診断した。今回はその写真像を提

示した。

２：名張市立病院小児科医の米国短期留学（発

達障害関連）報告

名張市立病院小児科呂国棟

２：発熱、全身,性発疹を認めた日齢１１日の新生

児の１例

名張市立病院小児科鶴田真三

日齢１１日で全身に発赤疹出現。日齢12日に３９

℃の発熱を認め入院。全身状態は良好で血液上

も炎症反応に乏しく、その後自然に症状軽'決。

皮膚（臓部）の擦過培養よりＭＲＳＡが陽性。そ

の他各種培養検査は陰性で、新生児TSS様発疹

症と考えられた。

第60回2013年11月28日

l：発熱に伴い痙箪を繰り返し入院した２歳女児

岡波総合病院小児科宮原雅澄

２歳、女児。入院２日前より高熱あり。入院

当日、数時間毎に４回痙鑿を繰り返したため、

入院。入院時点で意識混濁、翌日も意識レベル

気管支喘息治療薬／ロイコトリエン受容体拮抗薬く薬価基準収敏〉
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J1■勉強会便り｣1ﾐ（

中勢地区小児臨床懇話会

三重病院

藤澤隆夫

東京慈恵医科大学第三病院小児科

准教授勝沼俊雄

特別講演２「成人の咳嗽治療について」

国立病院機構七尾病院院長藤村政樹

伝統ある中勢地区小児臨床懇話会は平成26年

３月で、第357回を迎えることができました。毎

回、興味深い症例が呈示され、「腹をわった」ディ

スカッションができる会で、いつもたいへん勉

強になります。これまでは、三重病院や三重中

央医療センターなどの病院からの症例提示が中

心でしたが、最近は、すずかこどもクリニック

の渡辺先生などご開業の先生からの発表もあり、

楽しくなってきました。ただ１つの難点は、若

い先生方の参加が少なめなことです。非常に勉

強になりますので、奮ってご参加ください。

定例は毎月第４木曜の19時より、三重病院の

研修棟で行っています（開催されないことや別

の研究会と合流することもあります)。津地区医

師会報に予定が掲載されますので、ご覧くださ

い。

第353回中勢地区小児臨床懇話会

平成25年９月26日三重病院研修棟

１）周術期のワクチン接種は禁忌か？

国立病院機構三重病院麻酔科大井由美子

小児科・臨床研究部

長尾みづほ、菅秀、藤澤隆夫、庵原俊昭

２）常染色体優性多発性嚢胞腎の男児例

国立病院機構三重Ll1央医療センター小児科

井戸正流、東川朋子、盆野元紀、

田中滋己、山本初実

３）診断に苦慮した非定型的な発疹症の１例

国立病院機構二重病院小児科

中村晴奈、浅田和豊、篠木敏彦、

谷|｣清洲、菅秀、庵原俊昭

第352回中勢地区小児臨床懇話会

「咳嗽フォーラム」と合同

平成25年７月25日ホテルグリーンパーク津

一般演題「慢性咳嗽の２例」

国立病院機構二1重病院小児科近隣真理

特別講演ｌ「小児の咳嗽治療について」

第354回中勢地区小児臨床懇話会

平成25年10月24日三重病院研修棟

１）頻脈発作の２例

ＫＶＯＶＶＡＫＩＲＵＮ

｢効能･効果」｢用法･用量｣､｢用法･用量に
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の注意｣等は製品添付文書をご参照ください。
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国立病院機構三重病院小児科

篠木敏彦、中村晴奈、浅田和豊、

谷口清洲、菅秀、庵原俊昭

2）Edwardsiellatarda敗血症の12歳男児例

すずかこどもクリニック渡辺正博

第356回中勢地区小児臨床懇話会

平成26年２月27日三重病院研修棟

ｌ）2013年の三重病院急性病棟入院症例まとめ

三重病院小児科浅田和豊

２）三重病院小児神経科外来でのＡＤＨＤ症例に

ついて三重病院小児科高橋純哉

第355回中勢地区小児臨床懇話会

平成25年12月26日三重病院研修棟

ｌ）胃腸炎流行期に下痢、腹痛、嘔吐で入院し

た３歳女児例

三重病院小児科

浅田和豊、菅秀、中村晴奈、

篠木敏彦、谷口清州、庵原俊昭

２）ＲＳウイルス細気管支炎にて入院加療中に水

痘を発症した女児例

三重中央医療センター小児科

松林陽、田中滋己、井戸正流、

盆野元紀、山本初実

第357回中勢地区小児臨床懇話会

平成26年３月27日三重病院研修棟

ｌ）髄膜炎が疑われた不明熱のｌ例

国立病院機構三重中央医療センター小児科

米田雅臣

２）脱毛をきたしたSLEのｌ例

国立病院機構三重病院小児科篠木敏彦
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編騨集議後蕊記

今年の桜は気温か比較的低いのと雨風が無い

ので暖〈咲いています。そんな中４川’’'二|の夜

編集委員会を行いました．

東川先生、巻頭言ありがとうございました。

｢小児科診療は天使の次に尊い仕事である」と言

う文章に感動を覚えました。このことを常に頭

の'１１に置きながら診療すれば、私の診方・親へ

の対応も少し良い方に変わるようにALAいます。

編集委員会で－つ勉強になったことがありま

す。生後４か月、４カ月、４ヵ月、４ヶ月、ど

の「か」を使用するのがいいのかに,結論を言い

ますと「か」です。しかしどれを使っても間違

いではないとのことです。一般的にげの人は

｢ヶ」を使う人が多いようです。最近では「か」

が多いようです。今ＩＴＩの編集委員会では藤澤先

生は「ヶ」、大森先生は「ヵ」、鎌田先生は途中

まで「か」後半は「ヵ」でした。一つの論文の

中では統一した方がいいだろうとのことで、鎌

田先生の文章だけ校正しました。

人橋先生、開業雑感ありがとうございました□

昨年度末に原稿をいただいたのですが、こちら

の都合で今川まで編集部でjfiかっていました。

従って文章の内容に－部数カ月のずれが有るこ

とをお許しください，

ijilll先生、リレー雑感ありがとうございまし

た。これからの活躍をお祈りいたします。

平井先生、毎度ありがとうございます。先堆

の文章には編集部一同感心しております。もう

しばらく頑張ってください、お願いします。

忘れえぬ症例に投稿はあったのですが、編集

部の意見でもう少し遅らせた方が良いとのこと

で、今川は見送りとなりました。

会員の皆様、自主的な投稿をお願いいたしま

すとともに原稿依頼かあった際には快くお引き

受けくださいますように心よりお願い申し上げ

ます。
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