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■はじめに■

小児医療センター院長室より

群馬県立小児医療センター丸山健一

群馬県立小児医療センターは昭和57年4月1日に開設されましたが、私自身は長らく

病院の所在地を認識していませんでした。当院が日本小児科学会群馬地方会講話会の会

場として使用されたこともありましたが、その際には自身の臨床業務に追われ、出席す

ることができませんでした。初めて病院を訪問したのは、開院後10年を経た平成4年の

秋口だったように記憶しています。群馬大学小児科医局長として、初代病院長ﾈIII辺讓先

生に人事について早急に御相談する必要性が生じたためです｡群大から国道17号線を北

上し、下箱田の信号を右折しました。勾配のきつい曲がりくねった坂道に車を走らせま

したが、次第に木々が増えるばかりで病院らしき建物は一向に現れず、不安な気持ちに

かられてしまいました。こんな山の中に精神病院以外の一般病院があるはずがないとい

う先入観もありました。そのうちに右手の坂の上に病院らしき建物が見えたため、思わ

ず右折して当該の病院に到着しましたが、その正面入り口には｢北関東循環器病院｣と表

示されていました。止むを得ず、再び坂道を下り、T字路を右折して急坂を登り切った

場所にようやく目的の病院を認めることができました。周辺の環境からして、あたかも

信州にでも来たかのような感覚に捉われました。病院の正面玄関を入り、左手の受付カ

ウンターで身分を名乗り、院長に面会を希望する旨を申し出たところ、エレベーターで

3階に上がれとの指示を受けました。今度はエレベーターの場所が全く分からず、再び

カウンターに戻って聞きなおす羽目になりました。やっと発見したエレベーターの前に

は、いかにも偉そうな態度の看護師が立っていたため｢院長室はどちらですか？」と尋ね

たところ、無言で右手の人差し指を上に向けました(この看護師が誰であったか、かな

り後に看護部に照会しましたが未だに不明です)。何とか院長室を探し当て、神辺先生

に中に招き入れていただきました。部屋には大きなソファが置かれ、北側の壁には群馬

大学小児科の大先輩である故由上修三先生から寄贈された大きな額が掛けられていまし

た。先生は特徴のある濁声で｢御苦労だったな。 まあ、お茶でも飲んでいけ｡」と、総務

課の職員に命じてお茶を振舞ってくださいました。すでに故人となられましたが、先生

のお顔と声が懐かしく思い出されます。

あれから20年以上が経過しました。今回は私が平成26年4月1日付けで群馬県立小児

医療センターの病院長を拝命し、通算で五代目の病院長に就任させていただきました。

h



(4)No.61 2014. 10 群馬県小児科医会便り

正面玄関も、受付カウンターも、院長室も神辺先生の時代とほとんど変わってはおりま

せん。唯一の変化は、神辺、松山両先生の時代には存在しなかった院長秘書が今は隣に

机を構えているということでしょうか。かつて神辺先生が座っておられた場所に私が常

駐することになりましたが、つくづく時の流れの速さを感じています。全くの想定外で

はありましたが、私は平成7年6月1日付けで群馬大学小児科より当院に異動しました。

当時の病院長は二代目の松山四郎先生であり、院長室で宮下智満事務局長の立ち会いの

もとに｢内科病棟主任部長｣の院内辞令交付を受けました(この院内辞令による役職は数

年後に、 うやむやのうちに消滅しましたが)。松山先生は群馬大学第一外科助教授を長

年務められた後に、当院の開設時より副院長として赴任され、平成5年4月より病院長

に就任されていました。翌、平成8年4月には東京大学小児外科教授の土田嘉昭先生が

三代目病院長として赴任されました。平成15年9月には東京大学小児科講師の林泰秀先

生が副院長として赴任され、平成17年4月に四代目病院長に就任されました。この間の

私自身の状況としては、平成16年4月より外来診療部長、平成17年4月より第一内科診

療部長、平成18年4月より医療局長(第一内科診療部長兼務)、平成20年4月より副院長

(医療安全管理室長兼務)を務めさせていただきました。林先生には様々な面で御指導、

援助をいただき、大変に感謝しております。先生が平成26年3月31日付けで退官された

ため、私が後任に推挙された形となりました。

初代～三代病院長は全員がすでに鬼籍に入られました。私が赴任した当時は98床の小

規模な専門病院であり、診療科、スタッフの数も現在の半数以下であったと思います。

ハードについても、開設時には乳幼児の入院を想定していたためか、あらゆる部分が小

ぢんまりと作られていました。慢性疾患のキャリーオーバーや年長児の増加に伴い、適

時工夫を施しながら病室を運用してきました。医局や図書室、研修会議室などの共用部

分も、今となっては職員数の増加により相対的にかなり狭くなっています。当院の労働

環境は私が以前に勤務経験のあった数か所の総合病院とはあまりにも異なっていたため、

最初は戸惑うことも少なくなかったのですが、同時に赴任した重田誠先生、小林富男先

生のご協力により、半年以内には何とか適応することができました。唯一ありがたかっ

たのは、病棟の看護師達がどのような重症患者が入院しようとも全く驚かず、腰を引く

ことがないという点でした。PICUはまだ開設されておらず、一般病棟において心不全、

呼吸不全、腎不全、脳症などのHCU的な看護が当たり前という環境であったためと思

われます。私自身も病室で人工呼吸管理をしながら、CHDFを回していたことがありま

す。往時は通院の途上で道に迷う患者家族が少なくなかったのですが、道路標識の改善

およびカーナビの普及とともに、そういった事例は聞かれなくなりました。その後、セ

ンター機能の充実を目的とした診療科の増加、外来棟増築、臨床実習棟増築、家族宿泊

棟併設、養護学校併設、感染症病床の増床、管理棟増築、新病棟建設、NICU増床など

／
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の病院の変遷を私自身が現場でつぶさに見聞きしてきました。当院の現状については本

号の病院便りの部に医療局長の外松学先生が執筆してくださるとのことですので、私か

らの説明は割愛させていただきますが、林前院長の時代には増床(103→150床)によるス

ケールメリットや小児入院管理料1の取得などにより、病院の財務状況が大幅に改善さ

れました。一般会計からの繰入金を含みますが、当院は昨年度まで4年連続黒字を計上

することができました。また、林先生は十分な研究・研修費を確保した上で、医局員に

研究、学会発表、論文執筆を督励されたため、病院の臨床研究は以前にも増して活発な

ものとなりました。後任の病院長としても、不採算な政策医療を担う一方で、医業収支

の更なる改善、および臨床研究の充実に鋭意努力する所存です。当院の診療体制や医局、

図書室の整備についても未だ十分とはいえない状態ですが、少しずつ理想に近付ければ

と考えています。

院長室の住人となってから3カ月が経過しました。連日、部屋に設置された電カル端

末で病床利用率をチェックしながら一喜一憂しています。就任後は会議、来客、決済事

項が予想以上に多く、不覚にも4月には2回も発熱してしまいましたが、現在は新米な

がらも病院長の職に適応できたように思います。院長秘書が常に隣にいる生活にも慣れ

てきました。本格的な少子高齢化時代を間近に控え、具体的なイメージは私の中でもま

だ明確にはなっていませんが、群馬県の小児医療体制も今後10年以内に大幅な変動が生

ずることは避けられないと思われます。群馬県が公表している｢県内人口の推移と将来

推計｣によりますと、私が医師になって2年目の1980年の0～14歳人口が441,548名であ

ったのに対し、懸案の2025年には208,240名まで減少すると予測されています。少子化

対策は行政に任せるしかありませんが、現場の小児科医としては｢少ない子どもを守り、

育てる」ということに全力を注ぐしかないでしょう。県内小児科の中核病院(三次医療機

関)として、今後とも群馬大学小児科とともにその役割を担っていくことになりますが、

幸い荒川浩一教授が定期的に当院へ回診に見えておられますので、 トップ同士の連携が

これまで以上に密接に図れるものと思われます。当院は距離的には大学から北へおおよ

そ7km(車で10分程度)に位置していますが、国道からは全く見えないこともあり、私

が初回に道に迷ってしまったように、 ともすれば群大小児科の医局員からは精神的には

遠い病院と認識されていた可能性があります。この点を勘案して、昨年度からは荒川教

授に御配慮をいただき、林前病院長の提案で、群馬大学小児科教授・准教授・講師と当

院院長・副院長・医療局長の意見交換会が発足しました。両病院の間で、今後の県内小

児科の三次医療のあり方について有意義な検討が行われることを期待しています。最後

になりますが、群馬県小児科医会の先生方には群馬県立小児医療センターに対しまして、

今後とも変わらぬ御支援をよろしくお願い申し上げます。

I
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諮
覗 壇＞く

自然状態と謙虚さ

－医療は何のためにあるのか

高崎総合医療センター五十嵐恒雄

このたび群馬県小児科医会より「論壇」

への投稿の機会をいただいた。手元にあ

るback numberを開いてみると、諸先

輩の寄稿された立派な文章が並んでいる

中で、何を書いても屋上屋を架すことに

なってしまいそうである。期待されるテ

ーマとは趣を異にする危倶はあるが、以

下の駄文で頁を汚すことをお許し願いた

い。

何年か前、 とある学会で作家・曽野綾

子氏の講演を聴く機会があった。発言に

はとかく話題のある人物ではあるが、 日

本財団の援助に関わり滞在したアフリカ

の体験談であった。そこで語られた、当

時のアフリカの生きるための環境の厳し

さは半端ではない。 こちらの村では

HIV、森を隔てたあちらの村では出血熱

が蔓延しているという世界である。まと

もな水も電気もない。我々が仕事をする

世界にはHIVの分娩の取り扱いに関する

マニュアルなるものが存在するが、彼の

地ではこれは無力である。分娩に際して

帝王切開ができ、人工乳を使える世界は

彼らにとっては月世界に等しい。保育器

はないし、 ミルクを与えれば売られてお

金にかわるか、不潔な水のためにあっと

いう間に胃腸炎になってしまう。脱水に

なっても輸液はできない。当然HIVは母

児感染するし、母親がキャリアーである

ことがわかったとして無理に人工乳を与

えようとすれば、子どもはHIVで亡くな

る前に、脱水で命を落としてしまう。成

人する割合は日本よりずっと低いし、平

均寿命は短い。しかし別の機会に映像で

見た彼の地で遊んでいる子どもたちの表

情は豊かで明るい。それに比べると、

我々の日本で無心でゲームに興じている

子どもの表情がなんとなく仮面をかぶっ

たもののように見え、 目の光も輝きを失

っているように見える。

3.11とよんでいるあの大震災の被災地

からの映像に、初めて電気がともり、 よ

うやく水が出た日の被災者の喜ぶ顔を映

像で見たことがあるが、その一瞬だけは

この世の幸せのすべてを身に受けたかの

ような豊かな表情をしていたのが印象に

残っている。だが、現実の生活はそれで

すむほど生やさし<はなく、電気も水も

ただではなく、いずれ対価を支払わない

と、夜の光を得ることも、のどの渇きを

癒すこともできないことを思い知らされ

てしまうかもしれない。 日本国憲法では

｢健康で文化的な最低限の生活｣を営む権

利が基本的人権の一つである生存権とし
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種になる。

我々の何気ない｢文化的な｣日常は、実

は想像すら難しい、生活に困難を極める

人々の間接的な犠牲の上に成り立ってい

る。資源と食糧には限りが有るので、

我々の感覚でいう｢健康で文化的な生活」

を維持する前提で、地球上にどれだけの

数の人類の生存が許されうるのか、おそ

らく誰も知らない。憲法上の生存権の実

現として、当然保証されるべきものの一

部は、あまり根源的ではない、人工的な

生活環境を背景とした、 きわめて相対的

な価値観を背景としているに過ぎない。

基本的人権ですら、この意味では人工的

な法律的概念の域をでない。だから失わ

れることもあり得る。守るためには努力

を要する。一方で、満足な教育もない中

で、 目を輝かせて遊ぶ命短いかもしれな

いアフリカの子どもたちと、輝きを失っ

た目をして勉強に明け暮れ、成人して80

年近い平均寿命がなかば約束された日本

のこどもたちのいずれが幸福だろうか。

安心・安全を求め続けることが、本当に

人間を幸せにするのだろうか。清潔な環

境とは人工的なものであり、そういった

環境でより落ち着きを感じてしまう我々

は、少なくともこの点において、生き物

本来の感覚を失っていると考える。そう

した中で社会全体として真に守るべきも

のを正しく選択するのは難しい。

ルソーが｢自然に帰れ｣といったのは18

世紀フランス革命前夜であったという。

その著述の一部に次のような記述がある

という。

てうたわれている。日本の感覚では水と

電気のある生活が生存権の一部として保

証されるべきものであることに違和感を

覚えることは少ないと思う。生活保護と

いうしくみもある。だが、基本的な人権

の基盤の一部として保証されるべきもの

ですら、 もともと存在しない場所も時代

もあるということを我々は忘れがちであ

る。そればかりか、我々はそういった時

代や場所に生きる人々の我々には想像の

つかない生への努力をrespectすること

は少なく、時として｢未開｣と表現したり

もする。

そうした人々には援助の手がさしのべ

られる。このことは少なくとも間違った

行為ではないと思う。しかし、この援助

が功を奏したとき(功を奏するのは並大

抵のことではない)、人口は増え食糧は

必要となる。成人になる人も増え、成人

でなければかからない病気になる。たと

えば癌が含まれる。治療には化学療法、

手術、放射線療法が必要となり、診断に

は電子技術を駆使した画像診断も駆使さ

れる。しかし、 このとき必要となる診

断・治療をまかなうだけのエネルギーと

資源を地球が持ち合わせているかどうか

は問題だと思う。これに限界があるのだ

とすれば、一部の人にあきらめてもらう

(その方法は往々にしてコストの負担が

できるか否かである)か、みんなで平等

に我慢するかのどちらかしかない。地球

環境に対する動きを見ると、先進国は前

者を選びたがり、途上国は後者を選びた

がるかも知れない。別の意味では争いの

I

I
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り、隷属である。平均寿命に対しても戦

争は時に感染症よりも強いimpactを与

える。現代世界の価値観にどっぷりと包

み込まれてしまった｢自然でない｣我々に

とって、 自然状態は今のところ単なるあ

こがれでしかない。しかし、仏教に｢煩

悩｣をすてた｢悟り」があり、キリスト教

に修道士がいて、 自身のペットの姿を見

て｢おまえはいいよな｣と思ったり、それ

こそ｢自然に｣動き回る乳幼児を見ていつ

までも飽きなかったりすること考える

と、人間の根底には結構強い｢自然に帰

る｣あこがれがあるのだと思う。それで

も、実行はとてつもなく勇気を要するこ

とであるし、時として非常な迷惑を他人

にかける。

さて、我々が生業とする医療について

である。人間社会という厚い鎧の中で生

きる現代人にとって、医療が重要な基盤

であることは間違いがない。しかし、医

療の存在価値を認めるのは社会である。

実際、動物としての人間に医療は必要な

い。大災害により身の回りからすべてが

消えてしまったときに、社会に最も必要

なツールは今元気に生きている人が死な

ないためのインフラであり、その第一は

水であり、衣食住の確保である。医療は

この次である。世のなかに医療に投じる

経済的余力がなくなったとき医療者は一

挙に不要な集団と化すかもしれないが、

それでも人間は社会を形成して生きてゆ

くことができる。奈良・平安の世界に戻

るだけのことである。医療者は社会に仕

事をさせてもらっているのであって、 し

……森の中をさまよい、器用さもな

く、言語もなく、住居もなく、戦争も同

盟もなく、少しも同胞を必要ともしない

ばかりでなく彼らを害しようとも少しも

望まず、おそらくは彼らのだれをも個人

的に見覚えることさえけっしてなく、未

開人はごくわずかな情念にしか支配され

ず、 自分ひとりで用がたせたので、この

状態に固有の感情と知識しかもっていな

かった。彼は自分の真の欲望だけを感

じ、見て利益があると思うものしか眺め

なかった。そして彼の知性はその虚栄心

と同じように進歩しなかった。 ．….､技術

は発明者とともに滅びるのがつれであっ

た。教育も進歩もなかった。世代はいた

ずらに重なっていった。そして各々の世

代は常に同じ点から出発するので、幾世

紀もが初期のまったく粗野な状態のうち

に経過した。種はすでに老いているの

に、人間はいつまでも子供のままであっ

た。

－ルソー､｢人間不平等起源論』、本田

喜代治、平岡昇共訳、岩波文庫、 1972

年、 80頁。

ノ

／

これは我々の考える未開そのものであ

る。ここから火を使うことを覚え、社会

を形成し、自然界に対しては、 もとある

ものを壊して自分たちに都合のよい自然

を作ろうとし、言語を記録して｢同じ点

から出発する」ことを免れた。技術は進

歩したが、結果として生じたものの一部

は戦争であり、格差であり、競争であ
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ることはない。まして、大統領であろう

が、ホームレスであろうが関係ない。ど

んなに努力しても、一人に見える範囲は

限られており、人間の存在は小さい。そ

れ故にどんな偉業も、社会を営み歴史の

中に消える人間の存在があってこそ意味

を持つ。教科書に載る人物はこの意味で

は歴史上の代表者に過ぎない。国益であ

ろうが、国家のプレゼンスであろうが、

本当の意味の幸福に対して、優先される

べきものではあり得ないと考える。この

点を意識するかしないかが、政治家と政

治屋を分けるような気がしている。我々

は次世代のために真に守るべきものを守

らなければならない。努力無しではそれ

も失われる。医療においても同様だと思

う。小児医療に携わるものとしては次世

代を担うべき子どもたちの真の幸福に貢

献する道を考えてゆく義務がある。

とりとめのないことを書きすぎて、紙

数がつきてきた。この年になっても、人

間ができておらず、 自立した大人とも言

いがたい我が身を振り返ると恥ずかしい

限りではあるが、 日常のなかにおいて

も、時には医療本来の意味を自問しつ

つ、正しい謙虚さを持つことが必要だと

感じている。

てあげているのではない。仕事をさせて

もらい、結果として食い扶持を分けても

らっているに過ぎない。社会に寄生して

いるのである。だから、医療者には社会

的存在としての人間の幸福に役立つ仕事

をする義務も責任もある。そこに医療者

として生き甲斐の生じる根源がある。自

己満足は厳に慎まねばならない。

問題が大きすぎて、結論は出ないが、

医療者は謙虚でなければならない。ノー

ベル賞科学者の野依良治氏は、光学異性

体を作り分ける技術を開発した一人であ

り、氏の仕事なくして抗ヒスタミン薬の

ザイザルは存在し得ないが、氏はその講

演で､｢人間はいずれ滅ぶかもしれない

が、 自らその死期を早めるような愚を犯

してはならない。そのために科学は世の

中に貢献しうるし、科学者は高い教養を

もって、 自分のツールをコントロール

し、人類の幸福に貢献する責任がある」

というようなメッセージを送っていたよ

うに思う。残念ながら氏が理事長を務め

る理研の小保方氏の姿はこれから少し外

れてしまったようにはみえるが、高い教

養は正しい謙虚さを生むのだと思う。

空想的ではあるが、宇宙から地球を眺

めたときには、地球上にどんな生き物が

誕生し、絶滅しようがおそらく認識され

I
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3年4月19E

会次第

第一部総会

I)開会挨拶

Ⅱ）報告事項

(1)会務報告及び関東ブロック小児科医会報告

（2）委員会報告

（3）県医師会報告

（4）会員異動

（5） その他

Ⅲ）協議事項

(1)第1号議案平成25年度会計収支決算報告の件

第二部第59回学術講演会

「発達障害を考える

わたしたち小児科医が日常診療で、できること」

岡田恭典先生

（群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野講師）

｢ひろげよう ！病児保育」

小柳富彦先生

（こやなぎ小児科）

I

｢子どもの慢性便秘をどうみるか：

小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン」

友政剛先生

（パルこどもクリニック）

｢21世紀の感染症治療」

岩田健太郎先生

（神戸大学微生物感染症学感染治療学分野教授）

第三部意見交換会
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議事録
《
云総

群馬県小児科医会会則第10条により、平成26年度春季総会開催が宣言され、

田口副会長の司会で総会次第にそって総会は進められた。

日本小児科医会では問題点として①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

でに至る人のライフサイクルの過程で生

ずる様々な健康問題を包括的にとらえ、

これに適切に対応するため必要な｢成育

基本法｣の制定に向け努力しています。

②新たな専門医制度の見直しが必要とし

て、名称ははっきりしませんが地域小児

科総合医なる専門医がスタートするかも

しれません。今後医会でもこの新しい制

度について勉強し検討していきたいと思

っております。③社会保障給付費の配分

の偏りの是正や④少子高齢化の対応をあ

げています。今後の経過を見ながら対応

していきたいと思います。

県では医療提供体制の確保を図るため

の計画を5年ごとに改定していますが、

第7次群馬県保健医療計画作成を予定し

ており、小児科関係では小児救急医療、

周産期医療、在宅医療について医療計画

策定スケジュールに沿って作成されてい

る所です。こどもにとってより良い医療

計画の作成に努力したいと思います。た

だし医師のマンパワーの不足や高齢化の

問題があり、集約化等医療提供体制の変

化も考えられると思われます。

教育委員会関係では先生方に食物アレ

I)会長挨拶(飯山会長）

本日はご多忙の所また診療でお疲れの

所平成26年度群馬県小児科医会春季総会

ならびに講演会に御出席いただきまして

誠にありがとうございます。 129名の会

員先生方より御返事をいただきました。

総会講演会出席83名、意見交換会出席52

名の予定です。

昨年秋季総会及び30周年記念祝賀会が

行われた際には、多くの先生方の御出席

をいただき無事終わることができ、ご協

力大変ありがとうございました。諸先輩

の先生方による小児医療と地域医療の取

り組みにより発展してきました、本会基

礎を築かれた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・市町村の事業に積極的に協力し

たいと思いますのでよろしく御協力の程

よろしくお願いいたします。活動姿勢は

こどものため、医会のためであると思っ

ております。

4月より診療報酬の改訂がなされまし

たが、実質マイナス1.26％と十分なも

のではなかったと思っております。疲弊

した地域医療の再興に影響しないことを

願っております。また消費税の問題は不

透明なまま基本診療料への補填がなされ

たことは残念なことでありました。
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ルギー管理表に関して大変御苦労をおか

けしていますが、今後もよろしくお願い

いたします。

県医師会関係については今泉理事より

後で詳しくお話があると思います。また

各委員会より追加等の報告があると思い

ます。

学会研究会等について

第17回日本ダウン症療育研究会(平

成26年7月5日13時より）

東日本小児科学会(平成26年ll月23B)

予定されております。ぜひ御参加をお

願いいたします。

以上御報告を含めてお話し、挨拶とさ

せていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。な

お10月ll日に群馬県担当にて関東ブロッ

ク小児科医会を開催いたします。

本日は協議事項で承認していただく事

項もあり、議長を選出しなければなりま

せん。執行部に御一任いただけますか？

戸田前会長議長をよろしくお願いい

たします。

Ⅱ)報告事項

（1）会務報告及び関東ブロック小児科医

会報告(田口副会長）

医会関係行事に関しましては医会便り

(NO60)75ページをご覧ください。平成

25年8月から、 11月までの行事が記載さ

れています。その後、平成25年12月12日

東日本小児科学会プログラム委員会、 12

月20日群馬県小児等在宅医療連絡協議

会、平成26年1月26日群馬県小児等在

宅医療連絡協議会、 2月4日群馬県周

産期医療対策協議会、 2月7日 ぐんま

子どもの健康支援連絡協議会、 2月10日

第16回群馬県小児救急医療対策協議会、

2月22日第57回関東ブロック小児科医

会、 2月23日 日本小児科医会社会保険

全国集会、 2月26日群馬県小児科医会

学術講演会、 3月5日小児在宅医療研

修会、 3月19日第23回群馬県小児救急

医療体制検討世話人会、 3月26日群馬

県小児科医会理事会、 3月26日群馬県

小児科医会学術広報委員会、 4月2日

群馬県小児科医会小児救急医療対策委員

会が開催されました。そして本日の群馬

県小児科医会春季総会並びに学術講演会

でございます。

引き続き、第57回関東ブロック小児科

医会連絡協議会の報告を致します。平成

26年2月22日、東京で開催され、飯山会

長と長嶋副会長と田口で出席してまいり

ました。群馬県の報告は以下の通りで

す。

I

戸田先生が議長に選出され、田口副会

長より報告事項からの進行が依頼され

た。

戸田議長

ご指名ですのでしばらくの間、議長を

務めさせていただきます。宜しくお願い

いたします。
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平成19年4月から専門業者に外部委託

（月～土19時～22時、

日祝年末9時～22時）

平成21年2月から相談時間を延長

（22時→24時）

回線を増設(1回線→2回線）

平成23年4月から相談時間を延長

（月～土18時～翌朝8時、

日祝年末9時～翌朝8時）

2. #8000の相談件数と輪番制の小児

患者数の推移

a)群馬県小児科医会30周年記念事業

2013年10月19日(土）

1．記念講演

「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

（千葉大学医学部付属病院

感染症管理治療部講師）

「小児外科疾患と最近の治療法

“順天堂の経験"」

山高篤行先生

（順天堂大学医学部小児外科教授）

「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）

2．祝賀会

3．記念誌の発刊

『“唖相麟件敏』と『4地区の輸養脳の小児忠君状現』推移
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e)協議事項

日本小児科学会認定単位の実情と取り組み

1．研修会・学術集会の認定単位

・群馬県小児科医会

8単位→3単位→8単位

・日本小児科学会群馬地方会

8単位→8単位

・群馬県小児保健会

8単位→8単位

・群馬小児循環器研究会

5単位→3単位

・群馬小児喘息研究会

5単位→3単位

・群馬周産期研究会

5単位→3単位

・群馬小児薬物療法研究会

5単位→3単位

・群馬県小児感染免疫研究会

b)予防接種予診票の県内統一化に向けて

群馬県はすべての予防接種が県内乗り

入れ可能となり、医療機関には各市町村

のいろいろな予診票が提出され、これが

誤接種の一因となっている。
1

c)予防接種後に死亡した乳児の事例

予防接種が安心してできる環境整備が必

要である。

d)群馬県小児救急医療支援事業

1．群馬こども救急相談(#8000)につ

いて

平成17年6月から事業開始

（月～金8時30分～22時）
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3単位→3単位

・群馬腎疾患研究会

5単位→0単位

・群馬てんかん懇話会

3単位→3単位

・群馬小児神経・

内分泌代謝カンファレンス

2単位→2単位

2.群馬県小児科医会の取り組み

i 理事会で8単位獲得に向けて講

演内容を変更することを決定し

た。

h小児科医会の開始時間を1時間

繰り上げ、総会の報告事項を簡

略化し講演時間を3時間とし

た。

通 4演題を確保するために日本小

児科学会群馬地方会より1～2

演題を選択、小児科医会の会員

による講演、 ミニレクチャーの

シリーズ企画。

iv 2013年4月13日群馬県小児科医

会の講演会を4演題3時間とし

て小児科学会に申請した結果、

今年より認定単位は8単位とな

った。

わせる方針である。二十年後の地域医療

を考えると、今何らかの対策を立てなく

てはならない。そこで， 日本小児科医会

は新たに認定医制度の準備をすすめてい

る。今後， この制度の動向に注目してい

きたい。

(2)委員会報告

a)編集委員会(北條理事）

医会便り60号は創立30年記念誌としま

して、皆様のご協力によりこのように立

派に完成いたしました。この場をお借り

して御礼申し上げます。医会便りの表紙

の色につきましては、嵯峨先生と渡辺先

生が非常に苦労して作られたとお聞きし

ています。実は、この色はだんだんうす

いピンク色からオレンジ色に変わってき

ておりましたが、 30周年記念誌は最初の

ピンク色に戻してみました。今回の色が

オリジナルのもので、今後この色を表紙

に使用したいと思います。

I

b)学術広報委員会(友政理事）

3月26日に学術委員会が開催され以下

のことが決定された。

1．当面、総会での演題数は4にこだわ

らない。

できれば春は少なめで2～3題、秋は4

題を目指す。

2．地方会最優秀演題の発表・講演は、

春とする。

3．別14年秋の講演の予定は以下のとおり。

Aシリーズ発達障害

地域総合小児医療認定医

平成29年から新専門医制度が始まり、

19番目の基本領域の専門医として総合診

療医が認定された。国は医療の効率化、

医療費削減の観点から、この総合診療医

に地域医療のゲートキーパーの役割を担
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B在宅医療についての講演：渡辺美

緒先生

C教育講演I風邪の診療に関する

ご講演：西村龍夫先生

，教育講演II (未定）

4．来春の講演の予定は以下のとおり

Aシリーズ発達障害

B地方会最優秀演題

C教育講演 （未定）

(未定の講演は、数日うちに投票で決定

する予定）

力をお願いいたします。

3． 開業小児科医の高齢化と数の減少、

偏在などを伴う時代における小児一次

救急医療のあり方について

将来、急速に開業小児科医の高齢

化、数の減少、地域による偏在が見込

まれます。このような状況における小

児一次救急体制のあり方について、活

発に意見が交わされました。一方、国

が打ち出している総合診療医に関し

て、その活動範囲が小児科の日常診療

や小児一次救急に与える影響などにつ

いて、意見が交わされました。

4．保育サポーターバンク事業について

この事業(県医師会が実施主体)は、

育児支援を必要とする医師(男性、女

性を問わず)に対して、保育サポータ

ーを紹介し、自己負担額の補助を行う

などによって、特に女性医師の就業継

続・復帰を支援する事業です。事業開

始後すでに3年経過していますが、小

児科勤務医の厳しい状況を少しでも改

善することが期待されており、制度の

周知が必要といえます。

c)小児救急医療対策委員会(大山理事）

平成26年4月2日、前橋マーキュリー

にて委員会が開かれ、群馬県小児救急医

療対策協議会での報告事項も含めて活発

に意見が交わされました。

l. 『群馬県こども救急相談(#8000)』相

談件数と二次輪番病院への受診患者

数の経年推移

群馬県では、＃8000への相談件数は

毎年増加してきており、それに伴い、

地域の二次輪番病院への受診者数は減

少してきて、#8000事業の周知や事業

内容の充実が二次輪番病院への受診者

抑制に繋がっています。

2. #8000事業についての保護者へのア

ンケート調査について

＃8000への相談が、保護者の二次輪

番病院への受診行動にどの程度影響し

たかなどを知る目的で、委員会では保

護者へのアンケート調査を計画してい

ます。アンケート実施の際には、ご協

d)社会保健委員会(今泉理事）

傷病名｢肺炎の疑い｣に対するヒトメタ

ニューモウイルス抗原定性(150点)の算

定について

・本検査は、当該ウイルス感染症が疑

われる6歳未満の患者であって、画

像診断により肺炎が強く疑われる患

者を対象として測定した場合に算定
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する。

．「ヒトメタニューモウイルス感染症

の疑い｣の併記を必要とする。単純

な｢肺炎の疑い｣のみでは認められな

いo

5．学校における運動器検診に関する検

討委員会

平成27年度から、運動器検診(脊柱

側弩症、オーバーユース、運動器機能

不全)の全県実施を目指す。

(3)県医師会報告(今泉理事）

1．母子健康手帳県内統一化検討会議、

予防接種予診票県内統一化検討会議予

診票の作成や母子健康手帳の選定は市

町村ごとに行っているため、様々なも

のが使用されている。予診票について

は同じ色で別の予診票の場合も見ら

れ、誤接種の危険をはらんでいる。母

子健康手帳についても様々な予防接種

の記載欄が市町村毎に異なるため、接

種の有無を見誤る可能性がある。この

ような危険性を回避するために、県内

統一の予診票および母子健康手帳の検

討をする。

2． ワクチンー括購入方式に関する小委員会

定期予防接種業務に使用するワクチ

ンについて、市町村が入札によって一

括購入し、受託医療機関に配付する方

式(ワクチンー括購入方式)を研究す

る。

3．児童・生徒腎臓検診判定小委員会

腎臓・糖検診における二次検診が上

手く機能することを目的としたマニュ

アル書を作成中である。

4．児童・生徒心臓検診判定小委員会

検診精度の向上と標準化のため、二

次検診マニュアルを作成予定である。

(4)会員異動(松島理事）

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）

鈴木政子先生

（平成25年9月10日退会）

増村雄二郎先生(増村医院）

（平成25年9月10日退会）

関田芳枝先生(ご逝去のため：

平成25年12月6日退会）

平成26年3月17日現在171名

Ⅲ)協議事項

議事

(1)第1号議案

平成25年度会計報告収支決算報告の件

今井理事により平成25年度会計収支決

算が説明された｡(決算書参照)つづいて

栗林監事より平成26年4月10日に監査が

行われ、その収支は正確妥当と認められ

たと報告された。その後質疑もなく採決

に移り挙手多数により原案通り承認議決

された。
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平成25年度群馬県小児科医会収支決算書

平成26年3月31日現在

収入の部 （単位円）

款 項

繰越金

年会費

総会参加費

雑収入

3,730,078

1,360,000

607,000

270,419

平成24年度繰越金

H24年度・H25年度会費

年会費(クラール事業委託）

春季総会3,000円×93名

秋季総会3,000円×78名

懇親会 2,000円×47名

広告代医会便り 58号

タケダ･MDS各10,000

広告代医会便り 59号

大正・協和・ファイザー・杏林

明治・帝人・MSD･第一

グラクソ・アボット ・武田 各1万

北里･日医･サノフイ･旭･アステラス各5千

広告代医会便り 60号

旭・北里・日医・アステラス 各5千

高田･杏林･大正･協和･明治･田辺 各1万

御祝金 松島敏先生

御祝金 群馬県医師会長鶴谷先生

御祝金 川原医務課長

利息

3,730,078

65,000

1,295,000

607,000

20,000

135,000

80,000

20,000

10,000

5.000

419

収入合計 5,967,497 5,967,497

支出の部 （単位円）

款 項

事務費

出張会議費

会議費

医会便り印刷代

総会費

400,869

704,510

492,082

670,110

866,472

メーリングリストシステム 151,988

クラール事務代行業務 97,713

その他事務費 151,168

専門医試験(面接官) 19,600

関東ブロック小児科医会

(東京3名・埼玉8名・東京3名） 439,330

産婦人科医会合同研修 30,000

小児科医会総合フオーラム 205,580

全国社会保険全国集会 10,000

理事会費 294,210

各種委員会費 197,872

医会便り58号 298,620

医会便り59号 371,490

春季総会謝礼 110,000

秋季総会30周年記念講演 756,472

400,869

704,510

492,082

670,110

866,472

支出合計 3,134,043 3,134,043
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収入合計 5,967,497

支出合計 3,134.043

差引合計 2,833,454 平成26年度へ繰り越し

上記の通りに決算いたしました。

平成26年4月1日

群馬県小児科医会

群馬県小児科医会

会長

会計

飯山

今井

男
子

三
純

本決算について慎重に監査しましたところ、その収支は正確妥当であると認めます。

平成26年4月10日

群馬県小児科医会 監事栗林俊夫

群馬県小児科医会 監事冨澤 滋

‐藤

聯| f

二

W p

‐

＝〆
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講演を聴いて

／ 江原弘佳

21世紀の感染症治療

神戸大学微生物感染症学感染治療学分野教授

岩田健太郎先生

演題

講師

岩田健太郎先生

19-20世紀では､｢一病原体一疾患｣とい

う概念のため病気の治療は、その病原菌

対策であった。そのため感染症領域とい

うのは、微生物学の専門領域であった。

その研究成果が、北里柴三郎のジフテリ

ア抗毒素へと繋がり、原因菌に対して特

異的に効く抗生剤が開発され、 また微生

物に対して特異的に免疫を上げるために

ワクチンができ、感染症に対して非常に

効果を上げることができた。

Ⅲ現代の感染症状況

現在世界には3大感染症というものが

ある。 1つ目は、結核である。世界では

約70憶人いるがこのうち3分の1は結核

菌に感染していると言われている。その

うち10%が結核を発症し、毎年100万人

以上の人が亡くなっている。 2つ目の感

染症はマラリアで60-70万の人が亡くな

っている。 3つ目は、HIVで3000-4000万

の感染者がいて100万人が命を落として

いる。 日本でも新規のHIV感染者もしく

はAIDS患者が、毎年1500人くらい発生

している。この3大感染症で毎年何十万

神戸大学微生物感染症学感染治療学

分野教授の岩田健太郎先生をお招きして

｢21世紀の感染症治療｣についてご講演を

いただきました。ここにその内容につい

て要約し、ご紹介いたします。

I .感染症としての認識

微生物が見えるようになったのは18世

紀レーベンフックにより光学顕微鏡が作

られてからだが、微生物があるというこ

とが定着してきたのは19世紀の終わりに

なってからであった。それでもその微生

物が病気の原因であるということはまだ

認識されていなかったが、 ロベルト コ

ッホによりようやく認識された。これが

有名なコッホの原則である。すなわち別

の動物で病気が再現できたということで

この菌が病気の原因であろうと証明したc

そのとき彼は重要な言葉を残している。

それは､｢炭疽菌こそが炭疽の原因であっ

てそれ以外の何物でもない｡」と言った。

まさに｢一病原体一疾患｣ということで非

常に妥当性が高かった。

n.19-20世紀の感染症の治療の流れ
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から百万単位で人の命が奪われている。

しかし、これ以外にもう二つ毎年百万以

上の人の命を奪っているものがある。そ

れは、肺炎と下痢症で多くの場合は老人

や子どもである。このように5大感染症

にて世界で現在多くの人が命を落として

いる。

Ⅳ、 21世紀の感染症治療の問題点

いままで結核対策は結核菌の専門家、

すなわち細菌学者であり、 またマラリア

対策は同じように寄生虫学者であり、

AIDS対策は、 ウイルス学者であった。

しかし、肺炎や下痢症に関しては、その

原因が多岐にわたっており、誰が対応し

たらよいのかわからない。多様な微生物

が肺炎や下痢症を起しており、一つの病

原体が一つの疾患を起すという19-20世

紀のコッホの時代の原則は通用しないと

いうことである。すなわち21世紀ではち

がう発想ｶﾐ必要となってきている。また

もう一つの問題は、いろいろな微生物が

一つの疾患をおこしてくるというだけで

なく、ひとつの病原体なのにいろいろな

現象を起してしまうということである。

例えばインフルエンザを例にとると今年

ランセットに非常に驚がく的な疫学スタ

ディが発表された。それによるとインフ

ルエンザに感染した人の8割は全く無症

状であることがわかった。すなわちイン

フルエンザウイルスの感染者の多くは無

症状であり、ごく一部の人が、インフル

エンザの症状を発症するということであ

る。また我々は、 インフルエンザ迅速キ

ツトの使用により、いわゆるかぜ症状の

人に検査をするとインフルエンザが陽性

と出てしまうことがわかった。すなわち

インフルエンザウイルスを見つけてもそ

れをインフルエンザといってよいかとい

うことである。またインフルエンザ迅速

キットの感度は実際には、 65％程度だと

言われており、 インフルエンザに罹って

いる人のうち3人に1人は見逃されてし

まうということである。このように我々

は、迅速キットを拠りどころにしてイン

フルエンザを診断してきたが、全く拠り

どころにならないということである。つ

まり、インフルエンザウイルスは病原体

であり、病原体は感染症の原因であるが、

感染症そのものではない。すなわち20世

紀から病原体をみつけて病気の診断し、

それで病気としていたが、 21世紀の現在

それでは通用しないということがわかっ

てきた。言いかえれば検査室で感染症の

診断をするのは難しくなったということ

である。

V. 21世紀の感染症治療

検査室で感染症の診断をするのは難し

くなった現在どうすればよいかというと

ベッドサイドに戻らなければならないと

いうことである。ベッドサイドで患者さ

んに起きている現象をつかみ取っていわ

ゆるインフルエンザの症状を起している

のか、ただの微熱で鼻かぜなのかという

ことをしっかり峻別しなければならない。

迅速キットで陽性ということだけでは次

の一手が打てない。今年、コクラーが行

’



(21）群馬県小児科医会便りNo.61 2014． 10

なったインフルエンザ治療薬(タミフル）

についてのメタ分析によるとタミフルは、

今の症状を10何時間早く治めるが、その

他の効果すなわち肺炎を減らすとか入院

を減らすなどに対しては少なくともでき

るという証拠がないということがわかっ

た。つまり、そのような微妙な症状の患

者さんに対してタミフルを使って得られ

る結果は非常に限定的であり、副作用の

問題などを考えると得られる利益と失う

もののバランスが取れなくなってしまう

ということである。ましてや全く症状が

なく、キットのみインフルエンザ陽性の

人に対して治療の必要性は考えにくい。

現在、私は迅速キットの使用をできるだ

け少なくし、クラスでインフルエンザが

はやっていて典型的なインフルエンザの

症状の人には検査もせずにタミフルを出

している。また逆にインフルエンザ様の

症状のない人には、検査もしないでかぜ

どして治療している。本来このように

個々の現象をしっかりと掴まないといけ

ないということである。これが20世紀の

病原体を見つければ感染症が診断できる

といわれていた時代と病原体を見つけて

もあるいは見つけられなくても感染症の

診断と言えなくなってしまったという21

世紀の大きな違いとなってきたわけであ

る。

Ⅵ、感染症治療に対する考え方の変容

1980年代では迅速キットやタミフルは

無くてもインフルエンザには対時できて

いたわけであり、 2008年にソ連型が流行

し、ほとんどのインフルエンザウイルス

がタミフル耐性になっても悲惨な状況に

ならなかった。なぜならインフルエンザ

は、基本的に自然に治るからである。要

するにタミフルがあってもなくても治る

早さが違うだけでインフルエンザは治る

のである。このように我々が日常診てい

るインフルエンザにおいても考え方に大

きな変化が起きており、この大きな変化

をパラダイムシフトという言い方をする。

われわれがそれに直面した時に2つのも

のが必要となる。それは勇気とコミュニ

ケーションである。我々は、なかなか行

動変容をしない。典型的なのは喫煙者で

ある。たばこを吸っている人は、それが

健康に良くないということもその害につ

いて知ってはいてもやめられない。行動

変容というのは、KAP(Knowledge/

Attitude/Practice)が必要である。KAP

には較差があって知識があっても態度に

移るのは難しいし、また態度があっても

実践に移すのは難しいということである。

このようにKAPには大きな差があって

なかなかそれはできない。変えるために

は勇気が必要である。自分が変わらなく

てはいけないのだというマインドセット

をするためのひと飛び越えをしなくては

ならない。それとコミュニケーションで

ある｡｢コミュニケーションとは、 自分が

コミュニケーションをとった後で意見が

変わる覚悟が出来ていることだ｡｣と大阪

大学の総長で哲学者の鷲田清一さんは言

っている。多くの場合我々は、 コミュニ
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ケーションとは、 自分の自説を語る場で

あって相手の話を聞かない場であり、反

駁する場と勘違いしている。自分がこの

コミュニケーションをとった後でそのコ

ミュニケーションをとる前とは違う自分

になるかも知れないという余地を残して

おけばそのコミュニケーションは意味の

あるものになる。 こういったKAPの問

題を克服できれば20世紀とは違う21世紀

の感染症診療が出来るかも知れないとい

うことである。

Ⅶ、 日常の感染症診療の再検討

2010年のデータによると世界で一番売

上高の高い経口セファロスポリン薬は、

第1位はフロモックスである。 また第2

位はメイアクトである。問題なのは、 こ

れらの経口薬はほとんど日本で消費され

ているということである。かぜと急性気

管支炎ではすでに臨床試験やメタ分析で

抗生剤は必要ないということがわかって

おり、軽症の急性中耳炎でも抗生剤は使

用しない。また日本では多くの診療領域

でこのセフェム系第4世代が使用されて

いるが、腸管からの吸収性の問題や偽膜

性腸炎また小児の低血糖症などの問題も

ある。 日本以外の国々で使用しなくても

済んでいるものをわざわざリスクを犯し

てまで効かない薬を出すべきか、 もう一

度再検討する必要がある。すなわちデー

タをしっかり見たうえでこれまで習慣化

されてきた診療を本当にそれでいいのか

と再検討することがこの21世紀の感染症

治療には必要とされる。

紙面の関係で詳細に書けなかったのは

残念ですが、 21世紀の感染症治療には何

が必要なのか、 またどのような考え方を

したらよいか非常に示唆に富んだご講演

でした。 日常診療において再確認してい

きたいと思います。
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講演抄録

／
シリーズ発達障害を考える

～第二回わたしたち小児科が日常診療でできること～

群馬大学小児科

岡田恭典先生
岡田恭典先生

る。これが自閉症スペクトラム支援の基

本といわれている｢構造化された指導｣で

す｡｢構造化された指導｣は、 自閉症スペ

クトラムの人の理解を助け、混乱を防止

します。自立的に生活する為に、 自分で

判断して行動するのを助けます。こうし

た自立はその人の成人生活に重要なだけ

でなく自尊心を育てることにつながりま

す。

1971年ノースカロライナでTEACCH

部を創設したエリック・ショプラー博士

は､「自閉症スペクトラムは、医療モデル

の治療では、 どうにもならない。教育が

自閉人生支援の最も有効な方略である

症スペクトラムの学習特性に合わせた方

略で、情報を提供し、学習が成立するよ

うに、教授場面や教授方法を工夫して教

え導く子どもたちである」と、述べてい

構造化された指導が、 最ます。そして､「

も自閉症スペクも自閉症スペク 自閉症スペクトラム支援の基本理念は次

の6つと言われています。

まさにコアバリューと言えるものです。

【教え導くこと】

先に述べた通り、治療で自閉症スペクト

ラムを治せるものではありません。自閉

脳の学習特性に合わせた方略で情報を提

供し、学習が成立するように教授場面や

教授方法を工夫して教え導くことが大切

です。

【広げること】

自閉症スペクトラムの人たちの存在と彼

らへの理解を広げること。 自閉症スペク

トラムの子どもが穏やか

に効果的に学ぶことができる」と発表し

ました。

自閉症スペクトラムは、脳の器質的な

障がい【認知の障がい】で、脳の働き方が

定型発達と言われている人と違います。

この違いを医学的処置で治すことはでき

ません。その脳がわかるやり方で、注目

すべき情報や必要な情報を提供して、注

目すべきでない必要でない情報を切り取

り ・遮断する。今何する時間か、次にど

うなるか、などその人に合わせて、 オー

ダーメイドでわかりやすく情報を提供す
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さんとともに、一番最初に子どもたちと

出会う専門職です。私たちにできること、

それは、 自閉症スペクトラムの存在に気

づくことです。しかも出来るだけ早期に。

そして地域の保健師さん、保育士さん、

教員の方々と協働と連携を図り、子ども

の育ちを支えることです。自閉症スペク

トラムの子どもたちを治療対象ではなく、

人として見ていくこと、全人格の発達を

促していくことなのだと思います。

なぜ、早く気づくことが必要なのか。

それは、出来るだけ早く、その子に合っ

た育児・教育を届けるために他なりませ

ん。幼い頃から丁寧に育てる必要のある

子どもたちです。アメリカ小児科医学会

は、 24ケ月までに自閉症スペクトラムの

チェックを2回以上すること、 という推

奨を発表しました。 18ヶ月までの発見が

大切で、早期発見・早期介入の重要性を

述べています。

日本は、 9割以上の受診率を誇る乳幼

児健診システムがあります。この乳幼児

健診を県内各地域で増々充実させること

により、早期発見・早期支援は可能にな

るはずです。現在、従来の乳幼児健診の

"異常をみつける"から､"気になる子を支

援する"健診へと変化しています。医療

よりも保健・保育に重点がおかれていま

す。子育てを支えることの重要性が高ま

っているのです。

トラムの人たちが地域で生活するときに

必要なこと、それは周囲の自閉症スペク

トラムに対する正しい理解です。残念な

ことにまだまだ、県内には自閉症スペク

トラムに対する間違った理解と、勝手な

思い込みに溢れているのが現状です。

【感謝すること】

自閉症スペクトラムの方々は才能豊かな

人たちです。たとえ、言葉がなくてもあ

っても、 IQが低くても高くてもそんなこ

とに関わらず、一般人の凝り固まった頭

を柔らかくしてくれる素晴らしい存在な

のです。相手の存在や行動の価値を認め

て尊重し、 またその良き性質をありがた

く感じる、先の教え導くときにも、敬意

を払って接していくことが大切です。

【協働する】

自閉症スペクトラムの人たちを支援する

ための活動を、一人ひとりが力を合わせ

て協働すること、保護者も保健師も教師

も保育士も支援職も小児科医師も精神科

医師も、そして研究者も、一致協力して

活動することが必要です。

【連携する】

そして、その支援活動において、様々な

人たちがそれぞれの機関や立場で、いろ

いろな職能をもつ人たちと連携を果たし

ていくことです。

この6つの基本理念をもとに

私たち小児科医師に課せられたことは何

か？ 私たち小児科医に出来ることはな

にか？ 私たち小児科医は地域の保健師

シリーズ｢発達障がいを考える｣では、

第一回として、小児医療現場に多くの発
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そして、今回の第二回は、小児科医と

して、地域の支援者との協働と連携、 こ

うした子どもたちの存在に出来るだけ早

く気づき、その子に合った育児・教育に

繋げる大切さについてお話をさせて頂き

達障がいを抱えた子どもたち、 とくに自

閉症スペクトラムを抱えた子どもたちが、

学校に行けない、チック、頭痛、腹痛な

どの不定愁訴、ひきこもりなどなど様々

な二次的症状を抱えて医療に来るケース

が多発している現状について報告しまし 士1ナー
手L〆ノL－O

十幸
ノ姑一○

■凸 凸一一

一戸口

』

一 -－

｢紅葉」 撮影：冨澤滋
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講演抄録

／
演題

講師

ひろげよう1病児保育

こやなぎ小児科病児保育室ばんだ

小柳富彦先生

小柳富彦先生

はじめに 少なく、人件費等の維持費はとてもまか

なえません。その差額は、市町村事業と

して予算をいただくか、国の制度を利用

して補助を受けなければ、すべて事業主

負担となってしまいます。

病児保育への国としての支援制度は、

平成8年から始まりました。現在は、利

用人数に応じた補助額を、国と県と市町

村がl/3ずつ負担する仕組みになって

います(図l)。しかし、それでもなお大

半の施設で赤字運営となっており、十分

な補助額とはいえないのが現状です。

病児保育は、急な病気のお子さんを保

育園や家庭に代わってお預かりする事業

です。発熱があると保育園には預けられ

ません。祖父母も近くにいなければ、親

が仕事を休んで子どもの療養にあたりま

す。しかし、核家族化、共働き、母子父

子家庭が増え、 また、非正規雇用増加な

どの就労環境から、仕事を休みづらい方

が多いのも事実であり、今の日本で必要

とされている事業です。

病児保育の現状 当施設の現状(開設までと最初の2年）

本県の病児保育施設は、平成25年度末

時点で県内5か所にとどまっています。

ニーズがある一方でなかなかひろまりま

せん。

病児保育は、急な利用に備え、たとえ

利用者がいなくても常に保育士と看護師

を決められた人数配置しなければなりま

せん。一方で窓口から得られる利用料は

当施設では、館林市と協議の結果、国

の支援制度を使うことにしました。利用

対象は生後3か月から小学3年生までの

病児および病後児。利用の際はかかりつ

け医からの診療情報提供書が必要になり

ます。定員は6名。病児保育は、お子さ

ん3名毎に保育士1名、お子さん10名毎

に看護師1名の配置基準が決められてお
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り、当施設では、保育士常勤2名とパー

ト1名、看護師1名を配置しています。

保育室は3部屋。通常の保育室は12畳

あり、疾患や発熱の有無などでパーテー

ションを使うこともあります。それとは

別に6畳の2つの保育室があり、 うち1

つは室内にトイレを設置し水痘などに対

応できる隔離室として利用しています。

開始後2年の利用状況です。平成24年

度と25年度分です。

①年間の利用人数(図2)。24年度はの

べ370人(1日平均1.6人)、 25年度は同

456人(同1．9人)。どちらの年度も1歳

が一番多くなっています。

②病期別では、病児としての利用が24

年度は70%、 25年度は90%でした。病後

児よりも病児としてのニーズの高さがわ

かります。

③疾患別(図3)では、 インフルエンザ

などの学校感染症は全体の20～30%を占

めています。その年の疾患の流行が利用

状況にも反映されています。学校感染症

は1回の利用日数が長くなる傾向でした。

④年間の収支です。この2年で利用人

数が増えて補助額は増えましたが、それ

に伴い保育士等の人件費がそれ以上に増

え、赤字幅は373万から416万円に増えて

います。安全な保育のためには人件費を

削ることはできません。

病児保育は必要とされていますが、運

営も厳しく、県内ではまだ数が少なく十

分とはいえません。行政と医療機関が協

力してもっと県内にひろがっていくこと、

また、さらに充実した行政からの補助制

度になることを期待いたします。

市町村広域利用へ

平成26年4月から、館林市単独事業か

ら、館林市邑楽郡においての市町村広域

事業となりました。

当施設は、館林市が実施主体のため利

用できるのは館林市民だけでした。一方

で、当院の受診者には邑楽郡在住の方も

多く、利用したいとの声が徐々に増えて

きました。

病児保育を市町村ごとに行う場合、そ

れぞれの自治体で保育室を用意し、保育

士と看護師を決められた人数配置しない

といけません。規模が小さい自治体の場

合、利用人数も少なく効率が悪いことが

わかります。そこで、既存の当施設を、

複数の自治体で、国の補助制度を含めて

広域利用することになりました(図4)。

町は独自ですべて用意するよりもかな

り少ない負担金で病児保育が実施できる

ようになり、館林市も負担金の一部を町

に出していただくことになり少し負担が

軽くなるでしょう。県内他地域でも、こ

のような広域利用も検討いただければと

思います。

今後に向けて

国は、保育士1人でお子さん3人を保

育という基準で補助額を考えているよう
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ですが、実際は違います。 0歳の病児に

はだいたい保育士1人がつきっきりです。

病気の違うお子さん3人(例、 インフル

エンザ、水痘、 胃腸炎)は、それぞれの

病気で3部屋用意し、各部屋に1人ずつ

計3人の保育士が必要になります。その

ため実際は、保育士1人がお子さん1人

か2人をみている状況です。安心して保

育できる、手厚い人員を配置できるだけ

の補助額になることを期待いたします。

利用者から感謝の声も多数いただいて

おり、事業としての負担はかなり大きい

ですが、小児科医としてとてもやりがい

のある事業であり、今後も地域の子育て

支援事業として継続してまいります。

今回、市町村広域利用を実現できまし

た。他の地域でも、小児医療はもちろん、

病児保育などの子育て支援環境が県内に

ひろがっていくことを期待いたします。

病児・病後児保育事業（国の保育支援事業のひとつ） 利用人数

H25年度

456人

1.9人/巳

幽 一T－
o職 1歳 ’2歳

豊:1
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生ー
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弓

｡
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H24年度

370人

ユ.6人/日

1“ 2” 300 4“ 500

（人）凝事菓買負担:市町村･県･国でl／3ずつ

図1 国の支援制度 図2 年齢別の利用人数
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講演抄録

／
こどもの慢性便秘をどうみるか：

小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン

パルこどもクリニック

友政剛先生

演題

講師

友政剛先生

治療薬が海外と異なり、海外のガイドラ

インをそのまま適応することは不適当で

ある。その結果、個々の医師の判断によ

り様々な方針で本症が治療されており、

不十分な初期治療のために重症・難治化

する例が少なくないのが現状である。

以上のことから、わが国における小児

慢性機能性便秘症の治療法を見直し、適

切な治療方針を確立すべきであるとの認

識が小児消化器病を専門とする医師の間

で高まり、 2010年日本小児栄養消化器肝

臓学会と日本小児消化管機能研究会が合

同で､｢小児慢性機能性便秘症診療ガイド

ライン作成委員会(委員数21名十協力者

37名)」を発足させた。

作成の手順としては、極力、 日本医療

機能評価機構EBM普及推進事業

(MINDS)の推奨する方法に準拠し、①

クリニカルクエスチョン(cQ)のリスト

アップ、②論文の検索、③ステートメン

トの作成、④コンセンサスレベルの決定

(Delphi変法)、⑤エビデンスレベルおよ

び推奨度の決定、⑥解説文の作成、⑦外

【ガイドライン作成の背景】

慢性機能性便秘症は、小児でも日常診

療でしばしば遭遇する頻度の高い疾患で

ある。 また、患児のQOLの低下、 こと

に排便時の苦痛はしばしば深刻である。

小児では、早期かつ十分な治療がなされ

れば、ほとんどの例で容易にコントロー

ル可能となる。一方、治療が十分に行わ

れず、患児が排便時に痛みを経験する状

態が続けば、後述の｢悪循環｣によって、

急速に重症化・難治化し、ついには、巨

大結腸症や遣糞症に至って著しい身体的

および精神的な苦痛を受けることとなる。

したがって、小児の本症は、早期に診断

し、適切に治療がなされるべき疾患であ

る。

海外では小児の慢性便秘症に対して、

数々の診療ガイドラインや総説が発表さ

れており、治療の標準化が図られている。

しかし、わが国においては、研究や論文

の数が極めて少ないうえ、体系だった治

療指針が作成・発表されたことはない。

また、生活習慣や頻用されている便秘の
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部評価、⑧学会、研究会の承認という手

順で行った。また、論文のエビデンスが

不十分な命題については、委員を対象と

してアンケート調査を行い、その結果を

エビデンスの一部として利用した。

【ガイドラインの内容の要点】

対象とされたのは、小児の慢性機能性

便秘症、すなわち便の回数が少ない(週

に3回未満)か、排便に苦痛・苦労を要

する状態が1～2月以上持続している例

である。

ガイドラインの中で特に強調されたこ

との一つは、小児の便秘には｢悪循環に

よって急速に悪化する」という特徴があ

ることである。すなわち、何らかの原因

によって便が大腸内に長時間停留すると、

水分が吸収されて便が硬化して排便しに

くくなり、 また排便時には強い肛門痛を

経験することになる。それを繰り返すこ

とにより、患児は排便を｢がまん｣するよ

うになり、益々便の滞留時間が長くなる

という悪循環が生じる。さらに便が常に

直腸内に滞留することにより、直腸壁の

感受性が低下して便意がおこりにくくな

る結果、 さらに便が溜まりやすくなると

いう二重の悪循環となる。その結果、急

速に便秘が悪化・難治化し、ついには便

が少量づつ下着に漏れる遣糞症

(overflowincontinence)の状態に至るこ

とも少なくない(図1)。

小児の便秘症の治療においては、この

悪循環を断ち切ることが最も大切である。

そのため、治療開始時には直腸内の便塊

貯留の有無を確認し、便貯留が疑われる

場合にはただちにDisimpaction(便塊除

去)を行ってから維持療法に入る必要が

ある。便貯留の疑われる例、すなわち

Disimpactionが試みられるべき例は、表

1にしめすような徴候を一つ以上持つ例

である。また、超音波検査にて恥骨結合

直上の水平断面で直腸径が27mmをこえ

る場合にも、直腸内に便貯留がある可能

性が高い。

維持療法(再発予防治療)では、悪循環

への逆戻りを防ぐために便を軟らかく保

ち、積極的に排便させることが大切であ

る。その目的で、生活・排便指導、食事

指導を全例で行うが、多くの例がそれの

みでは十分に改善せず、積極的な薬物療

法を加える必要がある。

生活・排便習慣指導では、がまんをせ

ず、 トイレにいくことの重要性を理解さ

せる。 トイレットトレーニングは便秘を

悪化させる要因となりうるため、便秘の

治療が軌道にのってから開始することを

勧める。

食事療法に関しては、有効性に対する

十分なエビデンスがあるものはない。し

かし、その中においては､｢食物繊維の摂

取｣が最も推奨される。一日量として、

(年齢+5)gの摂取が勧められる｡｢水分

の摂取｣は、脱水がない状態では便秘を

改善させない｡｢プロバイオティクス｣や

｢ミルク除去｣は、他の治療および後述の

薬物療法によるコントロールが不十分な

場合に試みられてもよいと考えられる。
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以上の治療を2週間行っても改善が十

分でない例は、薬物療法の対象である。

Disimpactionを必要としたような、比較

的症状の重い例では、始めから積極的に

薬物治療をとりいれるべきである。

薬物治療の開始にあたっては、養育者

への丁寧な説明が必須である。便秘の悪

循環を理解させ、①常に直腸を空にし、

排便時の肛門痛を経験させないために薬

物療法が必要であること、②経口薬や涜

腸が｢クセになる」ことはほとんどあるい

は全くなく、便秘の状態を続けるよりも

遙かに予後を改善すること、③長期にわ

たる必要があること、 を理解させること

が大切である。維持療法では､｢便秘でな

い状態｣すなわち｢週に3回以上、肛門の

痛み・出血をともなわないまとまった量

の排便がある」ように、下剤の量を調節

していく。維持療法中にも、直腸内に便

塊貯留が疑われる場合には、その都度

Disimpactionを行う。治療が軌道にのら

ない場合には、アドヒアランスのチェッ

ク、下剤の量の調節、Disimpactionが完

全かどうかのチェックが必要であり、そ

れらに問題がない場合には、基礎疾患の

除外などを目的に専門家へ紹介すること

が勧められる。

なお、治療成功の鍵の一つは、保育者

の便秘に対する正しい知識と治療意欲で

あるという認識に基づき、患者・家族向

けのパンフレットが作成された。ガイド

ラインおよび排便日誌、患者・家族むけ

パンフレットは、現在日本小児栄養消化

器肝臓学会(http://www.jspghan.org/)

のホームページ)に公開されており、無

料でダウンロード可能となっている。ガ

イドラインは書籍としても出版された。

【まとめ】

小児の慢性機能性便秘症に対しては、

病態の理解・把握に基づいた積極的な治

療を行うことが必要である。
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排便の抑制(我慢）
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便意の消失便意の消失

図l 便秘の悪循環

表l fecal impactionを疑うべき症状・徴候

1 ．腹部触診で便塊を触知する

2．直腸指診で便塊を触知する

3．画像上、直腸に便塊を認める

4．いきんでいるがでないとの訴えがある

5. overflowincontinence(漏便)がある

6．少量の硬い便がでている

7．最後の排便から5日以上たっている
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学会に参加して

日本小児科学会
安中市ながしま小児科長嶋完二

4月ll日～13日に名古屋国際会議場に

て第117回日本小児科学会が、三重大学

の駒田美弘教授を会頭として開催され

た。学会のテーマは､"子供たち中心の医

療と社会をめざして"であった。出席と

いっても、正直に言って、真面目にずっ

と学会場にいたわけでもないので、この

欄を担当するにはふさわしくないのだ

が、他の適当な方が見つからないという

ので、担当することになった次第であ

り、学会すべてを総括した原稿ではない

ことをご容赦いただきたい。

小児科学会ゆえにプログラムは多岐に

及ぶが、開業医的な関心で、感染症、予

防接種、夜尿症、境界領域の疾患群、ア

レルギーなどの教育講演やシンポジウム

を中心に聴いてみた。発表者には申し

訳なかったが、一般演題には足を運ばな

かった。

予防接種や感染症には、特に目新しい

話もなかったように感じた。ネット社会

にあって、関心のある事項については容

易に情報が得られることもあり、従来型

の講演では聞く側のニーズを満足するこ

とはできなくなっているのではないかと

も感じた。むしろ、普段あまり時間をか

けてまで得ようとしない領域の話を、耳

学問的に聞くほうがよかったのかとも思

った。

予防接種のシンポジウムで、B型肝炎

ワクチンがなぜ定期接種化されなかった

かの論議で、質問者がこの分野の指導的

立場のひとりである座長に、 もっと厚労

省に働きかけてくれるように依頼したと

ころ、逆に"現場の人たちがもっと声を

上げるべき”と開き直られて（？）しまっ

たことには、いささか怒りを覚えた次第

である。指導的立場にある者は、己の役

割を認識して欲しいとも思ったが、声に

出す勇気もなく帰ってきた次第である。

食物アレルギーの誘発試験を、 自分の

診療所で実施するかしないかずっと迷っ

ていることもあり、食物アレルギーにつ

いてのシンポジウムに参加した。このシ

ンポジウムの趣旨が、 より一般的に誘発

試験を施行できるようにとのことであっ

たからである。アナフィラキシー反応の

起こり方やその生理学的なメカニズム、

対応の仕方についての解説は改めて勉強

になったが、大規模施設での誘発試験時

のアナフイラキシー反応の発生率やその

重症度なども聞くと、シンポジウムの目

的とは逆に、 自分としてはますます手を

出しにくくなってしまったというのが、

結果である。飛び込みのアナフィラキシ

ーの事例は結構経験して(かなりヒヤヒ
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ヤの事例もあり)、そのような処置に関

してそれなりの慣れはあるが、いざ誘発

してまで対応できるかとなると、医師一

人の診療の場ではちょっと腰が引けてし

まうのが本音である。実施方法に関し

て、 もう少し細やかなガイドがあれば、

少し気持ちも変わるのかもしれない

が・ ・ ・ O

夜尿症は、開業医にとって頭の痛い課

題ではある。現在、診療ガイドラインで

は、抗利尿ホルモン製剤(ミニリンメル

ト)かアラーム療法が第一選択になって

いる。内分泌を専攻し、内分泌の診療に

あたったものからすれば､"ホルモンの変

化は、静かな湖面に石を投げたようなも

の"である。ホルモン環境の変化は、そ

れ自体は小さくても、計り知れない影響

を他に及ぼす可能性があるということで

ある。夜尿症における抗利尿ホルモン製

剤の投与は、ホルモン補充療法ではなく

(一部の事例は補充療法に匹敵するが)、

その薬理作用を利用してのものである。

こうした治療法が本当に良いのかどうか

はなはだ疑問であるが、学会ではそのよ

うな危倶は一切語られることはなかつ

た。なにか、ガイドラインの内容が製薬

メーカーの思惑に引っ張られてしまって

いるのではないかとさえ勘ぐってしまう

のは、老人の考えすぎであろうか。

帰り道、明日からの診療に参考になっ

たか、ちょっと考えてもみた｡"かかりつ

け医が休診"という時に感じる患者さん

の不安は、勤務医時代には想像すること

さえできなかったものである。その不安

に償えるほどのものを得たか問われると

いささか疑問でもある。学会テーマの

"子供たち中心の医療と社会をめざして”

が、プログラムにどのように生かされて

いるのかも、ちょっとわからなかった。

これは、多分に当方の不真面目さに起因

しているのであるとは思うが、一方で旧

態依然とした"小児科学会学術集会"その

ものの意義やあり方をもう考え直したほ

うがよいのではないかともふと思ったり

もした。昔、先輩からは学術集会は"お

祭り”と教えられた。医師のレクレーシ

ョンと割り切ればいいのであろうが、そ

れにしてはこれだけの人とお金と時間を

費やすのは、今の時代にあっては、なに

かもったいないような気もする。
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学会に参加して

ラムin岩手に参加して日本小児科医会総会フオ ー

みどﾚﾉ市飯山医院飯山三男

体制が大きく変化することは間違いなく

変化に早く対応していく必要があると話

された。

日本小児科医会、地域小児科総合医検

討委員である田原貞治先生は診療科に関

わらず進化・発展させてきた医療を次世

代につなぐ’ことは重要な使命であり小児

医療の質を担保してニーズに柔軟に対応

することが不可欠である。医療ニーズは

首都圏・大都市・地方都市・過疎地域と

の間に格差があり、年々広がっており医

療提供体制にも地域特性を加味せざるを

得ない｡｢総合診療専門医｣構想が加速度

的に具現化しつつある中で小児科専門医

が備えている｢子ども総合診療医｣機能を

国民の周知させることは喫緊の課題とし

て認識され始めている｡｢総合診療専門

医｣との差別化を求めるか、彼らとの協

働を目指すかは、地域、個人により異な

るが｢小児専門医は子どもの総合診療医」

であることを強く社会にアピールするこ

とが必要とのべていた。

日本小児科医会常任理事佐藤好範先生

が日本小児科地域総合小児医療認定医制

度についてのべた。平成29年専門医制度

が変わろうとしている。その中で第19番

目の基本領域の専門医として｢総合診療

平成26年6月14日・15日、盛岡にて開

催された日本小児科医会総会フォーラム

in岩手に田口副会長と一緒に参加してき

ました。メインテーマは｢復興を担う子

どもたちのために一小児医療の温故知新

一｣でした。その中で語ろう｢子どもたち

のための地域総合小児医療認定医｣今な

ぜ必要なのか1のシンポジウムに参加し

てきました。国立成育医療センター森臨

太郎先生はこれからの小児医療提供体制

についてのくられました。日本における

地域小児医療提供体制の特徴は①病院・

診療所の乱立②医療資源の一般診療への

過度の偏長③医療従事者の劣悪な労働環

境があり、その影響要因として1)少子

高齢化2)経済成長の鈍化3)価値観

の変化4)グローバル化5)医療職の

性別バランスの変化6)根拠に基づく

医療が密接に関連している。これらの問

題点に対して次の方向性を示した。 I)

医療計画の緩やかな変化と集約化Ⅱ）

医療登録制度による政策や医療評価

Ⅲ)総合診療医の設定Ⅳ)多様な労務環

境を求める医療従事者V)医療報酬制

度や混合診療の改革Ⅵ)入院から外来

へ、外来から在宅へ。

今後20年間で、小児を含めて医療提供
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専門医｣が追加されることになった。地

域で乳幼児から老人までを対象に地域の

医療と福祉、保健を実践することを目的

としており、地域医療の現場では同じ小

児を診るという点でこの差異は薄めら

れ、あるいはなくなる可能性もある。も

っとも危倶するところは、医療費削減と

いう大命題のためフリーアクセスが阻害

され、総合診療医にゲートキーパーとし

ての役割を担わせる方向性が出た時、小

児科専門医の地域の中での役割がなくな

る可能性がある。大学、中核病院の小児

科勤務医が開業を考えた時に、小児科専

門医を捨てて、総合診療医の専門を取り

直す必要が出てくる。日本小児科医会で

は20年後の地域小児医療を崩壊させない

ためにも、それを担う人材育成をしてい

くためにも｢地域総合小児医療認定医｣制

度を制定し、広くその存在を示していく

ことが重要である｡そして、｢定義と概

念｣｢認定医の条件｣｢将来の展望｣が示さ

れた。

群馬県小児医会でも検討していくべき

と思いました。

地域総合小児医療認定医制度を定める。

その概念は"子どもをまもる"ために、下

記の責務を果たすことのできる小児科専

門医である。

●地域の子どもの健全な心身の発育のた

めに育児支援をおこない、医療・保健・

福祉の推進に寄与する。

●障がいのある子どもを含め、子どもの

代弁者として、すべての子どもと家族が

適切な身体的・精神的・社会的支援を受

けることができるように寄与する。

●子どもがどの地域に住んでいても、適

切な医療・保健・福祉を継続して受けら

れるように、医療機関、行政機関、教育

機関、地域社会などの"子どもに関わる

人々，'とのネットワークを構築し、その

中心的な役割を果たす。

●救急・時間外診療を含めた地域の一

次・二次医療を実践する。病状によって

は、専門医療機関などとも適切に連携す

る。

●健康増進の啓発活動、教育、調査・研

究活動をおこない、地域政策へ積極的に

貢献する。

[認定の条件］

認定に必要な条件は

●小児科専門医であること

●当医会の会員であること

●認定委員会が別に定める認定基準を満

たしていること

である。認定基準は、下記の各要件につ

いて地域貢献活動実績を単位化し、かつ

関連する研修を受講することを単位化し

[定義と理念］

日本小児科医会の会員は、子どもとそ

の家族に寄り添い、常に子どもの健全育

成を念願し、小児医療・保健・福祉の充

実を目指して活動している。子どもが罹

患するかもしれない疾患への対応と子ど

もの健全な発育への総合的な支援のでき

る小児科医を養成することを目的として
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[将来の展望］

役割としては、下記のことが期待され

る。

●新しい小児科専門医の研修の中の、地

域総合小児医療について研修指導に当た

る。

●総合診療医に対し、地域医療の中で小

児に関わる部分について、スーパーアド

バイザーとして指導に当たる。

●子どものための真の総合医として、子

どもの健全な発育への総合的な支援を地

域で実践できる小児科医であり続ける。

定める

(1)

（2）

（3）

（4）

(5）

小児救急医療

母子保健、乳幼児健康調査

予防接種

学校医としての学校保健

保育所嘱託医・幼稚園園医とし

ての乳幼児保健

障がい児医療・在宅医療

子どもの虐待・発達障害、子ど

もの心の問題

子どもに関わる人々とのネット

ワークの構築

育児支援

病児・病後児保育

医学生． |臨床研修医への地域研

修

（6）

(7）

(8）

ｊ
ｊ
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’ 学会に参加して

第49回日本小児腎臓病学会に参加して

前橋市みどり小児科北條みどり

第49回日本小児腎臓病学会学術集会は

6月5日から7日までの3日間、会長の

日本大学の高橋昌里先生の郷里である秋

田で開催されました。高崎から秋田まで

約700km、新幹線を利用して4時間ほど

で到着しました。群馬は梅雨入りして肌

寒い日が続いていましたが、秋田は青空

で真夏のように暑かったです。

私が聴講し印象に残ったシンポジウム

は､「CAKUT(Congenitalanomaliesof

thekidneyandurinarytract)の管理」

でした。CAKUTは小児の慢性腎臓病

(CKD)の原疾患の約60%を占めていま

す。低形成腎や異形成に伴うCKDの栄

養管理としていかに乳幼児期に成長障害

を最小限にするため経管栄養を行った

り、腎臓以外の尿路異常や消化管などの

外科的合併症を伴っている場合、小児泌

尿器科や小児外科との連携し手術の時期

や順番が重要となります。診断から保存

期腎不全，透析期、腎移植に至るまでの

長期間の展望が必要とされます。原疾患

や合併症の診断や管理が成長発達を考え

非常にきめ細やかになっています。

「小児腎疾患の先端研究研究ってこ

んなに面白い」というユニークなシンポ

ジウムもありました。臨床で見た症例か

ら研究にまとめるまで、具体的に段階を

追って詳細に紹介され、 とても興味深い

ものでした。

一

講
鐸
一
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療を要するような慢性腎疾患はほとんど

ありません。学会の会場で聴講したもの

も、 日常診療では直接役立たないことが

ほとんどです。しかし、現在行われてい

る基礎研究、臨床研究、治療を聴いてあ

る程度理解できる分野は腎疾患ですし、

やはり興味あります。

この夏、慢性腎不全の1歳児が受診し

ました。父親の仕事で渡米してから診断

されましたが、言葉の問題もあり病状や

治療について理解しきれないと母親より

相談を受けました。私が、慢性腎不全児

を診療していたのは15年以上も前のこと

でしたが、今回の学会でちょうど聴講し

ていたことに関連したものでした。何事

も、どこかで役立つことがあると実感し

ました。

学会に参加する楽しみは、懇親会で

す。最初の催しは東京の会員の先生方の

管弦楽の演奏でした。そして食事にお酒

に踊りと秋田名物がたくさん用意されて

いました。前日は屋外で竿灯祭りも披露

されたようです。懇親会の会場では重要

無形民俗文化財の西馬音内盆踊りが披露

されました。独特の網笠や彦三頭巾で顔

をすっかり隠したいでたちで踊る姿はと

ても優雅で幻想的でした。秋田名物のな

まはげも2人現われ会場を縦横無尽に動

き回っていました。なまはげの1人は、

なんと日本大学小児科の医局長でした。

最後は集合写真の撮影で盛り上がりまし

た。

開業してからは、学校検尿や3歳健診

時の検尿の異常を診療するくらいで、治

像
b [､-

H
ヘ

I 』

上

《
錨
『
恥
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洞陶圖図 その32

｢群馬県立小児医療センター」

群馬県立小児医療センター医療局長外松学

当センターは昭和57年に開設して依

頼、小児専門病院として30年以上にわた

って小児三次医療を提供してきました。

また、医療過疎の進む北毛地区における

小児二次医療および小児科二次輪番制度

にも参加してきました。本年4月には丸

山健一先生が新院長に就任されました。

今後は新院長の下で当センターの最大の

使命である｢小児医療・周産期医療の‘‘最

後の砦"」としての役割を十分に発揮でき

るような体制作りが進むものと期待され

ます。

当センターは総ベッド数が150床で、

各病棟が専門化していることもあって、

ベッドの都合がつかず患者をお断りする

こともあります。現在、第2病棟の増築

工事が進行中であり、本年12月には完成

する予定です。これまでは個室が少なく

感染症患者等のベットコントロールに難

渋してきましたが、 この完成により個室

対応が必要な入院患者を多く受入られる

ようになるのではないかと期待しており

ます。

本年4月から内分泌科の常勤医が確保

でき、 これまでは外来中心であった内分

泌疾患患者の入院治療が可能となりまし

た。 また、当センターでは産科、循環器

科を中心に出生前診断にも力を入れてお

り、出生前カンファランス等を開催し

て、出生直後から適切な医療が開始でき

林泰秀先生退任記念祝賀会

長い間、ありがとうございました
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ます。今後は、訪問看護ステーション、

開業医、二次病院を含めた小児医療の再

構築が必要だと思われます。当センター

では在宅療養支援委員会を中心にさまざ

ま事業(県内訪問ステーションマップ作

成、医療的処置・手技の実演、症例検討

会、勉強会、等)が実施されております。

今後も小児病院としての総合力を生か

して、小児医療が直面するさまざまな問

るシステムも順調に機能しております。

一方、いくつかの課題も明らかになっ

てきております。重症小児患者を管理

するPICUは小児病院では必須の部門で

すが、全国的にもPICU専門医は数が少

なく、その確保はほとんど困難な状況で

す。当センターにおいてもPICU専門医

の養成は緊急の課題となっております。

また、キャリーオーバー、在宅での医療

的ケアが必要な患者、重症心身障害者、

等への対策と支援も大きな課題と思われ

題に取り組んで行きたいと存じます。

識癒箪灘灘謹灘識
､ﾐ加

唖鈎濁 餡

－』

磯議 蔦蕊

｢雪山に抱かれた河岸段丘の町沼田」 深澤尚伊



(42)No.61 2014. 10 群馬県小児科医会便り

診療報酬 口メモ
全

いつものことですが、最近気になった

ことをご報告いたします。

まずは初診の扱いです。今までは単月

の審査であったため、病名の管理がきち

んとできていれば問題がなかったと思い

ます。レセプトが電子化され、縦覧がで

きることから、前月など以前のレセプト

が簡単に見られます。前回の病名との間

隔、治癒などの転帰の時期なども問題に

なります。また処方菱も簡単に見られる

ことから、処方日数も考慮する必要があ

ります。とくに院外処方菱を出されてい

る施設は、医療機関の方がチェックしづ

らいのではと思ってしまいます。ご配慮

をお願いいたします。

最近の検査ですが、 ヒトメタニューモ

ウイルス抗原は、画像診断で肺炎が疑わ

しいこと、 6歳未満であることが必要で

す。さらにRS， インフルエンザ抗原検

査など3つ以上の検査を同時に行ったと

きには2つしか認めないなど、縛りが多

くなっています。まだ十分認知されてい

ないように思います。ご注意の程よろし

くお願いいたします。

ところで個人的な感想ですが、診療報

酬の審査はIT化され、グレーゾーンが

だんだん少なくなってきているように思

います。保険診療を行っているので、そ

の範囲をしっかり守ることは必要です

し、その正確な審査も必要です。しか

し、その中でも適切な診療には、グレー

ゾーンが必要とも思います。そしてグレ

ーゾーンは小児にこそ必要と思います

が、それにも微妙なバランスが必要と思

っています。またレセプトを通し膨大な

データが蓄積されてきているように思い

ます。今後それがどう生かされてくる

か・ ・ ・ 、いろいろな意味でいい方向に

行くことを期待しています。

(文責田代雅彦）
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モニュメントバレーの日の出と夕日 森川昭廣

5月の連休明けに有給休暇をもらって、表題のモニュメントバレー、グランドキャニオン、 アンテ

ロープキャニオンとヨセミテ匡l立公園の自然を楽しむ旅に行ってきました。モニュメントバレーはユ

タ州とアリゾナ州にまたがったナバホ族の国(北米内の独立国！ ）ですので米国の国立公園ではなく、

その特異な地形から多くの映画の撮影地になりました(駅馬車黄色いリボン、荒野の決闘、アパッチ

砦などの西部劇)。なかでも、 ジョンフォード監督の駅馬車はモニュメントバレーを世界に知らしめた

映画です。ただ特異な岩山(ビュート）とわずかにナバホ族の居住地があるのみですが、観光の目玉は

その岩山とl lの出、夕日で、ホテルもそのために各部屋のベランダがモニュメントバレーの方向にし

つらえてありました。小生の拙い写真技術では適切なアングル、 カメラの条件などわからないなかで

の撮影でしたので、お示ししたような写真しか搬れませんでしたが、雰囲気だけでもお楽しみくださ

いo

且 口 L
_一一一乞乏壼・･琴:三

し
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ご来光を撮る 冨澤
、、〃▲

減資

数年前、北アルプスの燕岳に登るチャンスがあり、 カメラ、三脚などを背負いながら、 7－8時間か

けて登頂いたしました。翌朝、 4時に起床し、山小屋から外に出たところ、眼下に黒褐色の雲海が一

面にもくもくと沸き立つ様に動いておりました。しばらくすると、東の遠方が明るくなり始め、段々

明るさを増して、周囲の雲海や天空の雲も明るくなり、太'場の一部が顔をだしました。シャッターチ

ャンス到来とばかりに撮影を開始。何かの動物がご来光を歓迎しているような神々しい写真を撮るこ

とが川来ました。

過訓→_…薑L…､ﾌ｜…"､岬…職…現雑談M≦
卜を見るまでワクワクしました。今、デジカメ、携帯電話、スマホなどで簡単に撮るこ

とができて、すぐに画像を確認できるようになりました。でも、いつの時代でもカメラ

を向けるときは、何らかのこだわりがあると思います。感動した、気にかかった、記録

したいなど・ ・ ・写真(複数枚可)とその思いを1ページに綴ってみませんか。投稿お待

ちしています。

北條みとﾞ

鞭
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小児科医のﾉｰﾄから

｢直腸出血」

みFﾚﾉ市みらいこ密もクリニック 令子浩章

とある機会に、その後自分のボスとなっ

たT先生に聞くと､｢それはlympoid

hyperplasiaだね｣との答えをいただいた

ように記憶しています｡(こんな安請け合

いな返事ではなかったと思うのですが）

その後は、鬼の首でも取ったかのように、

こういった患者さんに出会うと内心ニン

マリしながら､｢これは『りんふぉいどは

いば－ぷらじあjですね。 リンパ濾胞増

殖症といいますが…｣と切り出して、あ

たかも見てきた如くに｢大腸の粘膜にリ

ンパ濾胞というイボイボ、デコボコがた

くさんできていて、そこから血が出てい

ます｣と話し､「自然に収まる人がほとん

どなので心配ご無用｣と安心させて､｢で

も、血の出る量や回数が増えたらまた来

てね｣と付け加えてリスクマネジメント

してきました。

昨今、新生児・乳児消化管アレルギー

という診断名を見聞きすることが増えて

きました。新生児期から発生し、これま

で知られている中では最も早く発生する

食物アレルギーです。母親の摂取した食

物抗原により、経胎盤あるいは経母乳的

に感作を受けて、様々な消化管症状、 も

ちろん血便をも呈する病態です。とする

曲りになりにも｢小児科医です｣という

顔をして外来診療をするようになったこ

ろ､「うちの子、ウンチに血がついている

んです！ ！ 」と訴える乳飲み子を連れた

母親にときおり対応することになりまし

た。後生大事に持参してくれたオムツを

見ると便性に変化がなく点状・糸状のご

く少量の血液がついている。まだまだ駆

け出しで知識も経験も未熟者だった自分。

元気な赤ちゃんは丸々した母乳栄養。ニ

コニコ顔で熱もなく、便回数はひどく増

えている様子でもないし、便性の悪化は

ない。型通りの診察をして、肛門も観察

して終了｡『硬便でお尻が切れているわけ

でもないし、細菌性の腸炎とはとても思

えない。腸重積はイチゴジャムのはずだ

し・ ・ ・』乏しい鑑別診断しか思い浮かべ

ることができず､｢排便の時お尻が少し切

れたのかもしれませんね。全身の状況が

よろしいのでしばらく様子を見ましょう。

出血の回数を記録してまた診せてくださ

い｡｣のようなことを言って再診を指示し

ていました。大抵は再診することはあま

りなくて、どうも一過性で治まってしま

うよう。中に繰り返す子どももいるけれ

ど、いつの間にやら来なくなってしまう。
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す｡(残り1名は乳児IBDと後日判明）

allergiccolitisグループでは、加水分解

乳やアミノ酸乳への変更や母親への牛乳

タンパク除去の介入を行い、直腸出血の

消失や病理所見の改善が見られました。

おそらくは、 自分のこれまで見てきた

｢ウンチに血が付くけれど、他は全く異

常なし｣の乳児とは、 この論文で言うと

ころのnormalグループとnonspecific

colitisグループを見ていたのかもしれま

せん。また、あくまでも想像ですが、軽

症なallergiccolitisグループの一部が従

来の栄養法を継続することで、原因とな

っていたアレルゲンに対して経口免疫寛

容が誘導されて、耐性を獲得したことも

考えられます。開業医の実臨床としては、

①消化器症状などがないことを前提に、

栄養方法を変更せずに体重増加などを定

期フォローする、②直腸出血が1ヶ月を

越えて遷延するときは、人工乳栄養児で

あれば加水分解乳・アミノ酸乳を試して

みる。母乳栄養児の場合、末梢血IgE

RASTやプリックテストを参考にするか、

疫学的に頻度の高い牛乳や大豆を手始め

として母親への食事制限を考慮する④大

腸内視鏡検査、負荷・除去試験や食物ア

レルゲン特異的リンパ球刺激試験を目的

に専門施設に紹介する、 といったことに

なると考えます。

今後、直腸出血を呈するnon-allergic

lymphoidnodularhyperplasiaの病像が

もっと明らかになり、本当に｢心配ご無

用」と伝えてもよい症例を簡単に区別で

と、 自分が｢心配ご無用｣とお母さん方に

言っていた血便の子どもたちが、新生

児・乳児消化管アレルギーであった可能

性は大であり、｢心配ご無用」どころか、

急に心配になりました。開業してからは

とんとご無沙汰のpubMedを引いてみる

と、アメリカ／シンシナチからのレポー

トが目に留まりました。生後6か月未満

で下血を呈しているが、病歴や理学的所

見からは原因が明らかでなく、便培養は

陰性である22名を対象とした研究があり

ました。 S状結腸までの内視鏡検査を実施。

発赤/粘膜粗造/潰瘍/lympoidnodular

hyperplasiaの肉眼的所見が観察され、

好酸球浸潤を指標によってallergic

colitisl4名/normal 5名/nonspecific

colitis3名の3つのグループに分類され

ています。allergiccolitisグループでは、

下痢や嘔吐といった消化器症状が半数近

くに認められ、 normal/nonspecific

colitisグループでは消化器症状はわずか

でした。また、allergiccolitisグループだ

けでなく、normalグループの5名中2名

にもlympoidnodularhyperplasiaなどの

肉眼的所見が観察されました。normalグ

ループの5名中4名(1名はフォローか

らdropout)は従来の栄養法を変えずに

観察して、平均3.25週(range2-5週）

で直腸出血は消失しています。ちなみに、

母乳栄養の乳児はnormalグループ5名

中3名(60％)でした。また、 nonspecific

colitisグループの3名中2名も観察のみ

で5－6週までには出血が消失していま
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きるようになることを望みます。
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員からの投稿

I
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilililllllllllllllllllllll,1,,,,,,,,川11川

PTA会長体験談(その2)

前橋市小児科しもだクリニック霜田雅史

前回59号では、初登校から初登板まで

の心境を綴ってみました。その続きで

す。

の声かけと軽い会釈をしながら、決して

急がないように校長室へと向かいます。

来校者用玄関に入ると、教頭先生が来

賓お出迎え係として待機されていまし

た。校長室まで約3メートルを案内さ

れ、扉を開けると既に来賓の自治会長さ

ん数名が到着されていました。室内に入

るとすぐに他の来賓も続々集合したた

め、着席するや否やで直ぐに校長室前の

廊下に入場順に並ぶように指示されまし

た。校長先生を先頭に約40人の入場順列

です。 PTA会長は第2席次です。教頭

先生が先導役で実質3番目ですが、 こん

な高い席はとても緊張します。だって待

機列が2列で、その1列目の2番目です

から。

さて、入場です。校長室からコンクリ

ート廊下を渡り、会場の体育館へと行進

していきます。校長先生は身長175cm<

らいでモーニングコートがよく似合う男

性です。校長先生に負けないようにと胸

を張って後に付いていきます。

保護者と在校生の中を指定席まで行進

します。慣れない来校者用スリッパは歩

用意したPTA会長の祝辞は指南本通

りに作成してみました。内容は5段落。

①祝辞、②歓迎の気持ち、③保護者への

祝辞、④PTAの意義、⑤出席者への感

謝の気持ち。これで366文字。予行練習

では1分15秒でした。本番で焦らずに語

れば1分は持ちますが、 どうにも3分は

要りません。しかし、何度も推敲してみ

ると、案外コンパクトで心打つ内容にも

拘らず、咬まずに流暢に喋れれば、耳障

りなく空気のように流れるだろうと自負

していました。

さて、入学式当日です。学校に到着す

ると、正門に立て掛けた『平成19年度天

川小学校入学式｣の大看板と一緒に記念

写真を撮影しようとしている順番待ちの

列が、校長室へ向かおうとする進路妨害

状態で形成されています。早速、式の厳

粛さを演出するかのように、盛り揚がる

気持ちを抑え､｢おめでとうございます」



群馬県小児科医会便り (49）No.61 2014． 10

き辛く、脱げたり蹟いたりしないよう細

心の注意を払います。ここでそんな失態

をしてしまっては、最初からアウトで

す。

主催者・来賓者が着席すると新入生の

入場です。 6年生を先導にして、お酒落

した1年生が拍手の中を入場してきま

す。幼稚園や保育園で指導されているた

め、入場行進は実はお手の物です。手を

振っている余裕のある児童もいます。新

PTA会長は既に新入生に気持ち負けし

ていますが、悟られないように心を静め

ます。

校歌斉唱から式が始まります。在校生

も慣れたもので緊張している児童はいま

せん。およそ一番緊張しているのは自分

ではないかと、既に周りが見えなくなっ

ています。次第に沿って校長先生の式辞

が始まりました。内容は先月まで幼稚園

児・保育園児だった新1年生には理解で

きそうにないお話で、これが有り難いこ

とにテンパっている気持ちを静めてくれ

ました。来賓の挨拶のあとに出番が来ま

した。児童や先生のように会場での予行

演習はしていません。点呼指名され、起

立一礼。登壇時に国旗と校旗にも一礼す

るようです。さて、マイクを目の前に、

最前列には新入生が約100人着席してい

ます。真剣に聴いているわけではないで

すが、 まだ飽きている児童はいません。

保護者はビデオ撮影している方もいらっ

しゃいます。PTA会長挨拶なんかはカ

ットしていいのに。映像は主役の新入生

でいいけれど音声は挨拶しているPTA

会長です。後で観るだけにして欲しいも

のです。

さて、用意万全の挨拶です。 1分15秒

です。咬むことなくスラット終わりまし

た。きっと1分5秒くらいだったと思い

ます。降壇時に国旗と校旗に一礼、会場

に一礼して席に戻ります。出番は無事終

わりました。後は式次第に従って終了し

ました。

校長室に戻って7人の自治会長さんの

近況報告を拝聴し、校長先生はまだ校内

行事があるとのことで退席されたため、

数分で散会となりました。

まだ、つづく(かもしれません)。
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ネコ達にエサを

つのだ小児科クリニック角田守

てです。この連中の考えはつまるところ

自分達の快適な生活のためには野良ネコ

の一匹も生かしてはおかぬということで

す。ネコによる迷惑といえばやはり糞尿

でしょう。ネコもイヌのようにマーキン

グをすることがありますが、糞について

は普通のネコなら土さえあれば必ず少し

掘って用を足し上からまた土をかけて隠

します。街中の舗道や生け垣に垂れ流さ

れた糞尿はほとんどがイヌの仕業、いえ

いえ、これは飼いイヌの糞の後始末をし

ないマナー違反の人間様の仕業です。

私が子どもの頃は、田舎では少ないな

がらもまだ野良イヌ(捨てイヌ)がいまし

た。野良だから凶暴で危険などというこ

とは決してなく、大部分はおとなしい元

飼いイヌであり近所の子ども達が残飯や

自分のお菓子を少し分け与えて遊んでい

ました。しかし、いつの間にかこの国は

野良イヌを一匹も生かしておかぬ国にな

りました。最近では飼いネコもイヌと同

様に家の外に出させないよう主張するモ

ンスターもいるようです。

私はペットショップが嫌いです。一日

中狭い橋に閉じこめられたイヌやネコは

可哀想でとても見ていられませんし、売

れ残った彼らの運命が決して明るいもの

とは思えないからです。先日NHKの世

界ふれあい街歩きでフィレンツェのミケ

ランジェロ広場に生きる野良ネコ達が登

沼田市

「加藤一二三｣、 これをカトウイチニッ

サンではなくカトウヒフミ、 とスラリと

読めてその風貌が同時に頭に浮かぶ方

は、私を含むある程度年配の将棋ファン

でしょうか。大山康晴、米長邦雄、中原

誠ら将棋界に燦然と輝くスター棋士と何

十年にわたって熱闘を繰り広げてきた大

棋士です。恰幅の良い体型、太い指で摘

んだ駒をバシッ ！と駒音高く盤上に打ち

下ろす姿は迫力と気合十分ですが、数々

のユニークなエピソードを持つ愛すべき

人物でもあります。ベルトの下まで長く

垂れ下がったネクタイ、対局中の空咳払

い、相手棋士の後ろから盤面を覗き込ん

での形勢判断、敬虐なクリスチャンでも

ありタイトル戦で訪れた土地では対局前

日に教会でお祈り等々、 インターネット

には加藤一二三伝説として数々の｢ひふ

みん伝説｣と画像が掲載されています。

この人が数年前に近隣の住民から、野

良ネコにエサを与えるのはけしからんと

訴訟を起こされ、なおかつその訴訟に敗

れ罰金を申し渡されました。敗れた彼は

｢それでも私は可哀想なネコ達にエサを

与え続けます｡｣と、あの偉大な天文学者

ガリレオの信念の言葉を連想させる発言

をしたとか。私は新聞でこの記事を読ん

で嫌悪感を覚えました。勿論加藤九段に

対してではなく、訴訟を起こした傲慢な

住民と最低の判決を下した裁判官に対し
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場しました。ボランティアのエサ係が何

人かいて毎日交代でエサを与え、かわい

い木製のネコ小屋も置かれ、 さらに雨の

日用のエサ場もあり、野良というより街

の飼いネコという感じです。それはとて

もほのぼのとした映像で世界遺産の街に

ふさわしい光景でした。他の番組でも世

界のいろいろな街でこれと似た光景をし

ばしば見かけます。このようにヒトの身

近に生きる小動物に対するおおらかさを

一番欠いているのは現代の日本人かも知

れません。日本の中の世界的観光地であ

れば、野良ネコがいてはみっともないか

ら処分せよという連中が必ず出てきま

す。

ネコはイヌほどには飼い主に感情を見

せませんが、懸命に子ネコの世話をする

母ネコの姿は、我が子を虐待やネグレク

トする人間などよりはるかに崇高に思い

ますし、 イヌに襲われている幼児を、飼

いネコがイヌに体当たりして助ける動画

はテレビやYouTubeですっかり有名に

なりました。私の地元の公園にも何匹か

の野良ネコがいます。中には乳飲み子を

抱えたまま捨てられたネコもいます。心

優しきネコ好きが時々エサを与えている

ようですが、私も毎朝公園をジョギング

しているカミさんにエサを託していま

す。公園の片隅で細々と命を繋いでいる

ネコさえも始末してしまえなどと言う人

間が現れぬことを祈ります。

毎年何十万匹というイヌ、ネコを処分

するお金は野良ネコの不妊手術に、売れ

残った命を保証出来ないならばペット業

界のありかたにも改善が必要です。そし

てペット(特にネコ)も外で勝手に子作り

しないよう不妊手術が必要です。人間は

生きるために、他の動物の命に多大な犠

牲を強いているのですから、せめて不幸

にも野良となってしまったネコくらいは

そっと生かしてあげようではありません

か。以上、格調高き小児科医会誌とは全

く関係のない近頃の雑感を書かせて頂き

ました。
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喘息だった人々
北関東アレルギー研究所森川昭廣

で、彼はアジソン病にも罹患していたと

言われ、そのために副腎皮質ホルモンを

服用していたと言われています。アジソ

ン病は副腎皮質からでる副腎ホルモンが

出ないための疾患で皮層の色素沈着、易

疲労性、血圧不安定などの症状がありま

すが、あの活動性から考えると治療がよ

ほどうまくいっていたに違いありませ

ん。またその補充療法は喘息にはその発

作から遠ざかる大きな原因になっていた

のでしょう。

画家のゴッホも喘息だったと言われて

います。あの色遣いに絵画に対する情熱

の源は喘息の苦しみをどこかで発散して

いるとも取れそうです。しかし、彼の伝

記をチェックしてみると発作と書いてあ

るのは意識消失発作であるので発作違い

かもしれない。それゆえ、喘息や意識消

失発作が良い絵をかかせたというよりは

本人の病気に対する回復意欲と熱情が素

晴らしい作品を生んだとも考えられま

す。

アスリートも喘息で苦しみ、そしてそ

れを乗り越えて栄冠を勝ち取っていま

す。長野オリンピックのスケート500メ

ートルで金メダルを取った清水宏保選手

もその一人です。彼は1974年に北海道の

帯広市で生まれました。アトピー性皮層

炎があり，その後3歳で喘息を発症して

います。父親の勧めでスケートを始めま

喘息はポピュラーな病気ですから、有

名な方も結構喘息で苦しんでいます。

例えば、楽聖と言われたベートーベン

もその一人です。彼の喘息は重症で、オ

ーストリアの名医達が一生懸命診療しま

したが安定せず、彼はいつも“このやぶ

医者どもめ！ ”とどなっていました。彼

はその苦しみの中であの交響曲を書き、

名声を得ました。その頃は、今のような

喘息の本態が分からず、また良い薬もな

かったため重症化したのかもしれませ

ん。

一方､"四季"で有名なビバルデイも喘

息でした。彼の本業はカトリック教会の

牧師さんですが、バイオリニストとして

活躍し、また作曲に精を出して多くの名

曲を書きました。でかける時にゴンドラ

かボートを頼んだ、それは胸が苦しいか

らと書かれています。しかし、教会から

の音楽に対するプレッシャーがあり、教

会を首になってしまいました(または自

分から辞めたという説もあります)。彼

は1940年に生まれ故郷のベネチアからウ

ィーンに移りますが、翌年喘息発作で亡

くなってしまいます。沢山の優れた曲を

残しながら。

JFK,米国の第35代大統領ジヨン

フィッジラルドケネディーも喘息でし

た。ある記録を見ると彼は屋内塵や犬の

ふけなどに過敏性がありました。一方



群馬県小児科医会便り (53）No.61 2014. 10

したが、その後も喘息発作を起こしてい

ました。彼は喘息について専門医に診て

もらい気道の炎症を収める治療法を行

い、あの快挙を果たしたのです。アスリ

ートは非競技者に比べて高い有病率で喘

息を生じることがわかっています。過

労、冷気での過呼吸が原因となるのでし

ょうか？

北京オリンピックの柔道で五輪2大会

連続オール－本勝ちの偉業を成し遂げた

谷本歩実選手も喘息だったそうです。一

説には一本勝ちが多いのは、時間いっぱ

い試合をすると苦しくなってしまうから

早めの勝負を挑んだと言われています。

お二人には座談会や講演会でお会いしま

したが、その強さの一端に喘息が見え隠

れしたように思えました。

どうも、喘息は今の医学では治癒に持

ち込むことは難しいようです。ただ、寛

解に持ち込みQOLの高い生活を送るこ

とは可能になったように思えます。小児

気管支喘息の死亡数の激減は最近の治療

の進歩を如実に表しています。また、秋

季の喘息発作による入院の減少もそうで

しょう。治らないけれどもQOLのレベ

ルは保てる。いろいろな疾患がそうな

ってきました。最近、WHOは喘息を

はじめいくつかの慢性疾患(動脈硬化な

ど)の原因は全身性の炎症ととらえてい

るようです。そして、この炎症を何とか

するには運動が良いと提唱しています。

慶応大学のスポーツ医学研究所の勝川教

授は最近の日本医師会雑誌(2014; 142:

RS279-280)で中程度(軽く息がはずむ

か会話が可能な強度)の運動で週合計150

分(30分×週5日)の運動が推奨されると

述べている。30分週3日十週1日のゴル

フの練習ではどうも足りないようである

ことは小生の体型で理解できます。いず

れにしても5-10%の減量は肥満に伴う

高血圧、脂質異常、高血糖は著明に改善

すると記載されている。話がずれました

が、全身の慢性炎症については今後さら

なる検討が行われることが期待されま

す。
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重症心身障害児(者)の医療介護の今後について
希望の家療育病院(桐生市医師会所属）町田裕一

私は小児科医で、みどり市の重症心身

障害児(以下重症児(者)と略す)施設｢希

望の家療育病院｣に勤務し早くも30年に

なります。脳に重度の障害を持つ重症心

身障害児と係わることで正常児をみてい

るだけではわからない様々な事実が学べ

ると期待しておりました。しかし期待し

たことの数％程度しか結果が得られなか

ったと感じているのは、それが自分の才

能かとも思っております。重症児(者)に

ついてはこれまでも何度か述べました

が、重症児施設の入所や入所期間に年齢

制限がないこともあって、入所者の高齢

化、重症化が進んでいます。一方在宅医

療推進の国の政策によって在宅療養者も

自身の高齢化とともに重度化しておりま

す。このため新規入所者は訪問看護、介

護、デイサービス、短期入所制度の充実

で高齢化・重度化が進んでいるので新規

入所者にも問題があります。また介護者

としての親の高齢化により、入所希望者

が増えています。

法律では平成18年障碍者自立支援法か

ら平成24年障碍者総合支援法などが成立

施行されるなどで変化しています。本法

では、障害について障害区分の変更に伴

い重症心身障害児(重症児)という言葉が

削除されました。また低所得者の公的介

護福祉サービス費用の自己負担の軽減

(無料化)、さらに、障害児(者)の医療介

護の場も施設から在宅移行へと変化して

います。この傾向は、介護家族の心身の

負担の軽減化として医療、看護、介護な

どの訪問事業、短期入所事業の充実、障

害に関する専門職の養成、地域住民の啓

蒙活動など様々な事業の拡大充実につな

がっています。

法律から重症心身障害児(者)の障害区

分削除について筆者が気がかりなことが

あります。重症心身障害という状態は、

発達障害の他に高齢化、事故、外傷、難

治性疾患の末期などによるものなど様々

です。従来重症児(者)は児童福祉法で決

められていたので担当する医師は小児科

医が多く、一部に精神科医、整形外科

医、内科医がおられます。また扱う対象

も大部分は発達障害児(者)でした。今後

は上記のような様々な背景を背負った障

害のある方々も加わってきますので、内

科医(一般内科、老人科など)をはじめ多

くの分野の協力を得なくてはならなくな

ります。こうした状況変化の中でこれま

で築かれてきた重症心身障害医療に無用

の混乱をきたさないようにしたいもので

す。これまで重症児医療に係わってきた

医師を始めとする医療関係者は新しい事

態を正しく認識し、新しく協力を求めな

くてはならない分野の専門職と豊かな包

容力を以てスムーズに融合したいもので

す。
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でつなぐ子ども診 班野

凡人老い易く、夢叶い難し

桐生市アウルこどもクリニック下山定利

のが本音である。しかしながら、現実は

思惑通りには行かず、家庭医としての責

務は想像以上に重く、今まで以上に時間

も必要として、勤務医には無い開業医の

厳しさ辛さというものを早々に痛感させ

られた。几帳面過ぎるが故に、あるいは

単に手際が悪いのか、勤務医の頃も診療

には時間が掛かったが、当院を頼って来

られる親御さんに患児の病状や病因、薬

剤の内容やその必要性、今後特に注意す

べき事象等を極力分かり易く、そして十

分に理解して頂けるよう丁寧に説明する

事を心掛けている為に、必然的に多くの

時間が掛かってしまうのである。従っ

て、 日中は休む事も出来ずに診療と雑務

に追われ、夜の時間は疲れた体を休める

事のみに費やされ、それで一日が終わ

る。毎日がその繰り返しである。当初期

待していたささやかな目論見も当然の事

ながら開業まもなくの内に頓挫した。今

平成16年秋に開院し、間もなく10年に

なる。この度群馬県小児科医会便りへの

寄稿依頼を受けて、これまで何気なく過

ぎて行ったこの10年間を改めて振り返っ

てみた｡｢光陰矢の如し｣、非常にべタな

比嚥表現ではあるが正にその通りであ

る。後先も考えず、特にリサーチをする

事も無く、突然の思い付きで自宅の近く

で開業することになった訳であるが、資

金だけでなく地盤も看板も無い状況の

下、今にして思えば極めて無謀であっ

た。開業の目的として、地元子ども達の

健康維持や疾病予防に努め、地域医療の

構築推進に貢献したい旨の杓子定規な理

由を挙げたかと思うがこれは建前であ

り、常に拘束され過量な業務を強いられ

た勤務医には年齢的にも体力的にも今後

更に従事することは厳しく、ゆっくり読

書をしたり、旅行や映画鑑賞等の趣味を

満喫したりと安楽な環境を求めてという
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では二月にl～2度の頻度で家内を連れ

立って出掛けるコンサートや観劇が唯一

の楽しみであり、心身の保養にもなって

いる。勤務医時代には当直明け等の時間

を利用して足繋ぐ通っていた映画館にも

最近は殆ど行っておらず、 また日数を要

する旅行等にも当然ながら現時点ではま

ず出掛けることは不可能である。医師に

なって30年有余、俄には信じ難いが近々

に還暦を迎える。世間一般には長年従事

していた職を辞し、そして第二の人生へ

のスタートを切る極めて重大な転換点で

あるが、定年退職のない我々にとっては

単なる通過点でしかなく、寧ろ私個人と

しては62歳で急逝した父の歳に間もなく

到達する事に驚異を感じている。気持的

にはまだまだ若いと思ってはいるが、我

が人生の仕舞いを如何にすべきなのか、

後悔のない終焉を迎えるためにも今が熟

慮の時と考える。終戦後約70年、 日本の

歴史上最も平和であった思われる時代に

私達は生きて来た。しかしながら、現在

の日本には数多くの難題が山積し、将来

に亘りこの平和を維持する事が出来るの

であろうか、不安が募る。グローバリゼ

ーションの負の産物として、企業の国外

流出により若者の非正規雇用者が増えた

事から日本国内でも貧富の差が拡大し、

更に少子高齢化問題が加わる事で間もな

く日本経済は破綻すると思われる。又、

グローバル化により、既にAIDS感染者

の増加は国内でも問題になっているが、

今後ヒトーヒト感染が成立すれば高病原

性烏インフルエンザは瞬く間に世界に広

く伝播し、 SARS，MERS，エボラ出血

熱等の致死的感染症も国内において突如

発症する可能性を秘めている。周知の様

に先日集団的自衛権の行使容認が閣議決

定された。昨年の暮れに特定秘密保護法

が可決し、今後更に集団的自衛権の行使

容認が議会で正式決定すれば、イラクや

ウクライナを始め世界中至る所で起きて

いる内戦を契機にして、我々衆人には秘

密裏の内にある日突然日本が参戦すると

云うような事態にもなり兼ねない。これ

らは山積する数多くの問題のほんの一部

に過ぎないが、才知の無い凡人の我々に

はなんら成す術はない。唯一我々に出来

得る事はこれまで通りに医療活動を続け

て行く事のみであり、これからの日本を

担う大切な子ども達の健康維持に多少な

りとも役立つ事が出来ればと考える。そ

して、その若者達が将来どのような素晴

らしい国を築いてくれるのか、我々に残

された時間には限りがあるが、大いに期

待して見て行きたいと思う。
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た。研修医時代は親鳥の後をついて歩く

雛鳥のようにオーベンの後ろについて歩

き、たまには地下1階の検査室から9階

の病棟まで階段で駆け上がったりもして

いた。それが今や殆ど何もせず決まった

姿勢でいるのだから身体はちょっとした

動きについていかない。最近の雑誌には

骨盤調整やら、インナーマッスルを鍛え

ようだのの文字が躍っている。読めば読

むほど不安だけが募る。動けなくなった

らどうしよう ！

これではいけないと思い何か出来るも

のをと探した。決められた時間に行く事

は無理なのでお教室は無理。好きな時に

自由に行けて、個人で出来るもの。行き

着いたのが水泳であった。シンクロでも

やらない限り個人競技だし、好きな時に

自由に行ける。でも、元々、飽きっぽい

私は無理やりにでも通えるようにしない

と続かないだろうし、行かなくなるのは

目に見えている。

子供の頃、 クラシックバレエ、体操…

両親は何を考えていたのか分からないけ

れど、どうやら、知力に難ありと踏んで

体力に期待をかけたのかもしれない。早

生まれなのに幼稚園の頃から頭一つ分だ

随分前から気づいていたのだが…思う

ように体が動かない…運動不足のせいで

ある。気が付けば小児科医になって20年

と少し。動く範囲は決まっている。診療

所の机とベッドの間の短い距離だけの移

動。往診も車で行って患家の中を少し歩

くだけ。小さな子供を見る時は中腰にな

る。診察の時に一通り終わると、その子

の兄弟姉妹によじ登られる事も多く、非

常に不安定な態勢で落とさない様に必死

で相手をしながらお母さんと話したりも

する。大人を診る時もやはり中腰の姿勢

が多い、書類仕事も増えパソコンに向か

う時間も長くなり、スマホの文字を追う

機会も増えてしまった。これでは当然の

ように動く筋肉も決まってしまう。そう

いえば、息子が赤ちゃんだった頃、彼を

抱き上げようとしてギックリ腰をやって

しまい、整形外科を受診。この時に背筋

を鍛えるように言われた事を思い出し

た。

これでも若い頃はスポーツを適当にや

っていた。私の学生時代はバブル真最

中。スキー、スキューバダイビング、ゴ

ルフ、テニス･･･何でもやった。邦画で題

材になったスポーツには殆ど手を出し



(58)No.61 2014. 10 群馬県小児科医会便り

け、お友達より大きい。でも、算数にし

ても、読み書きにしても弟、妹に負けて

いたという事実がある。これを見越して

の事だろう。

そんなこともあり、比較的運動は好き

だった。そこで、スポーツクラブに入会

してみる事にした。入会金を払い、会費

が支払われれば勿体ないので行くはず…

と。水泳は小学生の頃から高校1年生ま

で部活でやっていたこともあり唯一長続

きしたので復帰しやすいしスポーツクラ

ブならあまり目立たずに泳げる。家の近

くだから時間が空いた時にさっと行って

好きなだけ泳いで来ればいい。さっそ

く、準備して入会し・水泳開始。 もう、

選手時代の練習ではないのでゆっくり、

その日の体調に合わせて泳ぐ。泳ぎ始め

てみると、本当に運動していなかったの

が分かる程度の泳ぎ方になってしまって

いる。そこは、昔取った杵柄。最初のl

か月で昔の勘を取り戻し(たつもり)、 2

か月目からは昔ほどではないにしても泳

げるようになってきた。自分でも驚いた

が、筋肉痛が現れなかった。翌日も無

く、 もしかして？と1週間程度様子を見

たが大丈夫。翌週の水泳も無事に泳い

だ。だいたい2時間も泳げば十分。すっ

きりして、何となく身体が軽くなるよう

な錯覚が味わえる。たまには歩くだけの

コースに行って黙々と歩くことも組み込

んで何とか全身の筋肉を動かすように努

力している。

普段の緊張から何となく解放されたよ

うな気になり自己満足に浸る事が出来

た。運動していると食生活にも気を使う

ようになり、少しずつであるが理想の生

活に近づいているような気がする。運動

をした後の自己満足は絶妙だ｡いい事を

したような気がする。そして仕上げにお

料理をすれば完壁。

もし、昔の私が現在の私を見れば、こ

んなになっちゃって…と思うに違いな

い。40歳を過ぎる年齢になることも、夜

間急病をやったくらいで疲れてしまう事

も全く想像していなかった頃の私はきっ

とそう思うだろう。

ただ、この年になって、息子から少し

だけ手が離れるようになってから出来る

ようになった事、するようになった事に

は今だから意味があるという事も事実。

誰だったか忘れたけれど、年齢はとる

ものではなく重ねていくものと言ってい

た。その言葉の意味を分かってきた今日

この頃。私の周りには沢山の良いお手本

となる先輩方がいらっしゃる。諸先輩方

のように素敵に生きていけるように。そ

して、かっこいいおばあちゃんになるこ

とを目標にこれからも続けて行こうと思

っている。
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｜ 医会関係行事録 ’

12月12日（木） 東日本小児科学会プログラム委員会 群馬大学

飯山、松島、重田

12月20日（金） 群馬県小児等在宅医療連絡協議会 群馬会館

飯山

1月26日（日） 群馬県小児等在宅医療連絡協議会 県庁

飯山

2月4日（火） 群馬県周産期医療対策協議会 県庁

飯山

2月7日（金） ぐんま子どもの健康支援連絡協議会 県庁

飯山

2月10日（月） 第16回群馬県小児救急医療対策協議会県庁

飯山、田口、大山

2月22日(土） 第57回関東ブロック小児科医会 東京

飯山、田口、長|鴫

2月23日（日） 日本小児科医会社会保険全国集会 東京

飯山

2月26日（水） 群馬県小児科医会学術講演会 マーキュリーホテル

「小児B型肝炎の対策」

藤澤知雄先生

（済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科顧問）

3月5日（水）小児在宅医療研修会 県庁

飯山

3月19日（水） 第23回群馬県小児救急医療体制検討世話人会 県庁

飯山、田口

3月26日（水） 群馬県小児科医会理事会 マーキユリーホテル

3月26日（水） 群馬県小児科医会学術広報委員会 マーキュリーホテル

友政、松島、田代、江原、重田、篠原、前田、岡田、

田村、飯山、田口、長|鴫

4月2日（水） 群馬県小児科医会救急医療対策委員会マーキュリーホテル

大山、重田、角田、須田、金子、小柳、竹内、五十嵐

飯山、田口、長|鳴

4月19日(土） 群馬県小児科医会春季総会 マーキュリーホテル

第59回学術講演会

「発達障害を考える

わたしたち小児科医が日常診療でできること」

平成25年12月12日(木）

平成26年
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岡田恭典先生

（群馬大学大学院医学系研究科小児科分野講師）

「ひろげよう 1病児保育」

小柳富彦先生(こやなぎ小児科）

「子どもの慢性便秘をどうみるか：

小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン」

友政剛(パルこどもクリニック）

「21世紀の感染症治療」

岩田健太郎先生

（神戸大学微生物感染症学感染治療学分野教授）

4月23日（水） 第24回群馬県小児救急医療体制検討世話人会 県庁

飯山、田口

5月22日（木） 第17回群馬県小児救急医療対策協議会県庁

飯山、田口、大山

6月3日（火） 群馬県小児科医会編集委員会 マーキュリーホテル

北條、三宅、大山、柏木、関、長島、新井、霜田、柳川

飯山、田口、長嶋

6月14日(iz) 15日（日） 第25回日本小児科医会総会フオーラム盛岡

飯山、田口

群馬県小児科医会運営委員会 マ

飯山、田口、長嶋松島、大山、重田、今

日(金）6月20 －キュリーホテル

井、北條
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会 員 異動 ’

■入会坂本壽恵先生(小児科メイメイくりにつく）(平成26年7月7日入会）

〒370-0854高崎市下城町961

TELO27-387-0733

宇都宮友恵先生(こどもの森診療所)(平成26年7月17日入会）

〒370-0069高崎市飯塚町787-1

TELO27-388-8863

富田桂子先生(小泉小児科医院)(平成26年7月24日入会）

〒370-0826高崎市連雀町127

TELO27-322-3985

土岐文彰先生(土岐医院)(平成26年8月14日入会）

〒370-3334高I11奇市本郷町65-1

TEL O27-343-6003

■退会佐藤量先生(小児科佐藤医院)（ご逝去のため：平成26年9月4日退会）

〒370-0815高ll1奇市柳川町4

TEL O27-322-2145

平成26年9月8日現在174名
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5月に開幕したFIFAブラジルワールドカップはドイツの優勝で幕を閉じました。 日

本は1次リーグを敗退した後、たいした総括もなされないまま（？）、アギーレ新監督

のもとで次の大会に向けて始動しようとしています。と、お盆明けに筆を進めようとし

ていた矢先に、広島市内で大規模な土砂災害が発生してしまいました。最近、記録的と

前置きされる異常な気象現象が目立っています。記憶の新しいところでは、本県でも2

月に大雪に見舞われました。猛暑日、前線や台風による大雨、突風（竜巻)、落雷、ひ

ょうなどが各地で観測されています。広島と同じような危険箇所は全国に52万カ所もあ

るそうで、どこで土砂災害がおこってもおかしくないと報道しておりました。今後、記

録的と前置きされる気象現象を当たり前の事と考えて、防災（減災）対策を練り直して

いく必要があると思われます。

さて、小児科医会便り61号を無事にお手元にお届けすることができてほっとしており

ます。はじめに、論壇、総会議事録、講演抄録3編、学会に参加して3編、病院便り、

診療報酬一口メモ、小児科医のノートから、会員からの投稿欄4編、 リレーでつなぐ子

ども診療讃2編と、ご多忙中にもかかわらず多くの先生方から原稿をお寄せいただきま

して誠にありがとうございました。紙面をお借りしまして御礼申し上げます。それぞれ

に有益な情報、知識が満載しており、 さらに、知られざる歴史（的事実)、興味深い考

え方や日常生活などが存分に折り込められています。そのために私は、初稿の段階で編

集委員の仕事をすっかり忘れて読みふけってしまった次第です。おそらく先生方も読み

始めれば、その気持ち、すぐにご理解していただけるものと確信しています。

また、お気付きのように本号から、ふおとこ－な－が新設されました。デジタルカメ

ラ、携帯電話（スマートフォン）で写真を撮る機会も多くなり、眠らせたままの作品も

多いのではないでしょうか？原稿はもちろんのこと写真の方もあわせて、編集委員会の

方でお待ちしております。今後とも小児科医会便り作成のために、先生方のご協力をよ

ろしくお願い申し上げます。 編集委員長島知久
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編集委員会からのお知らせ
、〆

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の場合はプリントにCD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-メールmidori.88903.ped@sky.plala.or.jp

、 ノ
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