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東京小児科医会の課題

東京小児科医会会長高橋系一

平成24年６月から松平隆光会長の後任として会長に就任しました。

東京小児科医会は昭和５６年１１月２１１１に設立され、一昨年、創立３０周年を迎えました。その母体は

昭和４０年１月に設立された、臨床小児医学懇話会で、両者を含めると５０年に近い歴史を持つ小児科の

学術団体であります。

東京小児科医会の初代会長は慶松洋三先生、昭和５８年以降は塙賢二先生、天野曄先生、伊藤和雄先生、

川村周光先生、松平隆光先生が会長に就任され、東京小児科医会の発展に尽くされてきました。東京小

児科医会の会員は東京圏を中心とする約６００名を超える主に臨床小児科医が中心です。東京小児科医会

は東京において、子どもを診療する医師が子どもの健康と幸せのために、専門領域で研鏑と、社会的実

践を行うことを目的としています。

東京小児科医会の現在の課題である予防接種、虐待、小児保健法などについて触れたいと思います。

子どもの予防接種で、最近考えることが多い問題は、任意接種の増加による費用のことであります。

従来からある水痘ワンチン、おたふくかぜワクチン、インフルエンザワクチンに、近年、Ｈｉｂワクチ

ン、肺炎球菌ワクチン、ＨＰＶ（子宮頚部癌）ワクチン、ロタウイルスワクチンが加わり、さらに以前か

らあるＢ型肝炎ワクチン接種の重要'性が指摘されています。このうち、Ｈｉｂワクチン、肺炎球菌ワクチン、

HPV（子宮頚部癌）ワクチンは本年４月より定期接種化が予定されています。

新しいワクチンは比較的高価であり、保護者が予防接種の重要`性を感じても、費用から接種を祷踏す

ることが少なくありません。小児科医も予防接種を勧める時に、家庭の経済状態や兄弟の数を念頭に入

れる必要が出てきました。このような状態が続くと、経済格差により子どもの命が左右される懸念が出

てきます。

予防接種により病気を予防することの経済的効果は、長期的には大変大きなことが分かっています。

現在、東京に住む子どもたちは、全国と比較して、予防接種の費用が恵まれているとはいえません。

予防接種は市区町村事業とはいえ、区毎に接種費用が異なり、区を越えた、かかりつけ医からの接種

では補助が得られない現実は保護者を混乱させています。小児科医は希望するすべての子どもが、どこ

でも公費でワクチン接種を受けられ、予防接種で防ぐことができる病気｢VacccinePreventableDisease

VPD｣で子どもの命が失われることがないように日頃から保護者に訴え、各地区の行政に働きかける必

要があります。

予防接種の実施面では、予防接種の櫛類や接種回数が格段に増加したため、Ｈｉｂワクチン、肺炎球菌

ワクチン、ロタウイルスワクチンなどの予防接種は乳児期早期の生後２カ月から開始することが必要と

なり、同時接種も不可欠となっています。
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東京小ﾘ凹科医会の最近のiiilil街で、’１１時接柿は８７％の会員が１丁っていますが、１３％の会員は|可時接種

を行っておらず、年長の会員ほど同時接種に否定的な傾向がみられました。

予防接穂に対する啓発は産科の妊姉健診や/|ﾐ後ｌか月健診の場にもお願いするなど、様々な機会で行

うことが大切と考えており、来京小児科医会では「ワクチンデビューは２か月のお誕生|]」｢赤ちゃんの

語前を決めたらワクチンスケジュールもおh｢しめに！」｢大切なお子さんをワクチンで防げる病気から守り

ましょう」とのポスターを作成し、保護者への広報活動に努めてゆきたいと考えています。

近年、家庭の育児機能の低下に伴い、児童虐待が増)１１Ⅱしています。１z成２３年度は全国の児童ﾎｌｌ談所

で対応した児童虐待相談件数は６万件に達しようとしています。これに対し全'４各地で様々な活動がな

されています。虐待の死亡zll例は新し'二児期に多く発生しておりますので、東京小児科医会は東京産婦人

科医会と合|可協議会を開催し、妊姉健診から連携の必要性を探っています。昨年は児童虐待防Il研修会

などの共催も行っています。

「子どもの権利条約」を守るためにも、子どもの虐待防止は根本的な課題です『小児科医は児童虐待防

l上に関する知識をさらに深め、早期の発見、地域と連携して虐待の防112を諮る必要があります。

東京都においてはチャイルドデスレビューの事業が始まり、すべての子どもの死亡原因の調査が開始

されましたが、これは児童虐待防止の一助になることが期待されます。

社会の餓低の単位は家庭であり、家庭では親子、兄弟関係を通して、他人の心を理解し、人lll]関係の

基礎を築く必要があります。家庭では十分に得られない、友達|i1L、異年齢集|Ⅱの遊びなどの経験は幼

稚|JIjil、保育園地域での活動、スポーツ等を通じて体得することになります。

子育て支援の基本的な考え方では、誰が子育てに責任を持つかとの|川題があります。子育て根幹は家

庭教育にあり、子どもの育成は親の責任であります。従って行政や地域社会の史援は、家庭での子育て

の質をあげることを目的とすべきと思います。

わが国の急激な少子化は、女`性の社会進１１１とそれに伴う生活環境の支援体制の不備が一因と考えられ

ます。今後、親にとっても子どもにとっても安定した生活ができるような経済的、身体的、精神的な支

援が求められています。しかし、家族政策に関する財政支出を対ＧＤＰ比で比較すると先進３０かＩＲＩの内

２６番目と極端に低いのが現状です。子どもの貧困率の改善も急務です。これはわが国の低い社会支出が、

尚齢者に手厚くなっているためと`',1Aわれます。少子化は今後の''１の経済iiIi動の低下につながります．

現在、’1本小児科医会は小児保健法を「子どもの権利を認め、子ども自身が健全に成長していくため

のより良い環境作りと、それを社会全体で支えるシステムをﾙﾘ度化するための法律」と位清づけ活発な

活動を開始しています。小児保健法は国が子どものためにさらに多くの予算を確保すること、財源確保

が根幹となります。子育てに対し、家庭支援、育児支援など子どもへの支援についても総合的な議論の

場を作ってほしいと思います。東京小児科医会は小児保健法の成立にlr1かってＵ本小児科医会へ全面的

な支援をしたいと考えています。

このように、現在の子どもを取り巻く環境は良いとはいえず、子育て支援策の遅れもＨ立っています。

今後も東京都、東京都医師会、東京都の関連する医会と連携して、対応したいと考えています。

小児の診療に従事している多くの先生が、東京小児科医会の諸事業に参iii'し、子ども健康、医療、ｉ《Ｉｉｉ

祉のための活動に携っていただくことを心から願っています。
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【疫学】 【病態】

小児の外傷は年齢が幼いほど上半身に発生する

頻度が高い。就学前の幼児では四肢外傷の８割が

上肢に発生し、その大半は肘関節周閉に起きるの

だが、その中でも最も多い外傷が肘内障である’１。

肘関節の外側に位潰し、僥骨頭と尺骨近位端で

形成される近位僥尺関節の動きを制動している輪

状靱帯は、極めて特殊な形状を有している。靱帯

は、本来関節の近傍で静的な支持組織として骨と

東京都立小児総合医療センター

を平成２１年３１１から平成２３年

２月までの２年間に受診した肘

内障`患者は計643例で、これは

同期間に受診した'１１肢外傷総数

の約２割に相当する。平均年齢

は２歳１０か月と幼く、就学前

の幼児期に集中している（図１）。

また、肘内障は再発の頻度が高

く、６４３例のうち１６７例が再発

例であった。このような`患児の

保護者には、後述する予防法を

十分に説明する必要がある。

(人数）

３００

250

200

1５０

1００

5０

０

１２３４５６７８９１０１１１２１３１４

（年齢）

図１：Ｈ寸内障発生年齢の分布図

(平成２１年３月から平成２３年２月までの東京都立小児総合医療
センター肘内障初診患者）

特集

小児科医が知っておきたい整形外科疾患
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骨

輪状輪

骨

牽引外力

図３：肘内障発生機序

輪状靱帯が橲骨頭からずれて腕樗関節に嵌頓する

図２：輪状靱帯の構造

輪状靭帯は帽子のように橲骨頭を覆い近位榛尺関

節を制動している

返りの際に患肢が体の下敷きになったなどの軽微

な外力で発生することが多い一方で、転倒や転落

など強い外力によって発生する症例も多く、また、

目撃者なしのために原因が不明の肘内障も少なく

ないことが、肘内障の診断を難しくしている一因

と考えられる（表１）。

骨を結びつける強靱な線維性結合組織であるが、

尺骨近位端前方に起始した輪状靱帯は、榛什頭に

直接付着することなく円筒状の榛骨頭のまわりを

周ｌｎ１して尺骨近位端後方に停止しており、その名

の通りに輪を作って僥骨頭を包み込みようにして

近位僥尺関節を制動している（図２)。肘内障は、

肘が伸び、前腕が回内位(手掌を下にむけた肢位）

に強制された状態で手を牽引された時に、僥骨が

尺骨に対してわずかに指先側にスライドし、ニッ

トＩｌｌのように榛骨頭を覆っていた輪状靱帯がずれ

落ちるように腕僥関節に嵌頓して発削ﾐするとされ

(図３)、英語では．｡pulledelbow”もしくは"radial

headsubluxation，，と表記される２)。肘内障が幼

児に好発するのは、榛骨頭が未熟で柔らかな軟骨

で形成され、十分な大きさを持たないために輪状

靱帯がずれ落ちやすいためと考えられている３１。 表１：肘内障の発生機序

(平成２１年３月から平成２３年２月までの東京都立

小児総合医療センター肘内陣受診患者）

【症状】

手を引っ張ってから腕を動かさなくなったとい

う主訴で来院されることが最も多い。その他、寝

機序 件数

牽弓|外力

不明

転倒

寝返り

3４２

７５

５６

５４
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同時に触診していくとわずかな腫脹も見逃しにく

い。また、前腕の將水`n．折では、時に全く脈脹を

伴わないこともあるため、微細な逃避反応などの

圧痛所兄を兇逃さないように注意する必要がある。

病歴聴取、視診、触診の結果、肘内障が強く疑

われた場合には、妓後にそっと前腕を軽く回外さ

せてみるとよい（手掌を上に返す動作)。明確な

抵抗感を伴った癌痛の出現が確認できれば、肘内

障と考えてまずilll違いない。逆に前腕の１１１|旗運動

が容易に可能な場合には、肘内障以外の外傷が示

唆される。

【診断】

肘内障を受傷した患児は､特定の肢位をとる(図

４)。肘を軽く曲げ、手掌を~卜にＩｉｉｊけた肢位(前腕

|、内位）に保ち、肘をhl伸させたり手掌を返す動

作(前腕回外運動)を嫌がる。痛い部位を尋ねると、

肘関節の外側を指し示すことが多い。

診察する際は、診察椅子に座った保護者の膝の

上で患児を上半身裸にして座位をとらせる。啼泣

して体動が激しい場合には、｜h]かい合わせだっこ

をしてもらい、保護者の背後から診察すると`愚兄

の体動が抑えられて診察がしやすい。

まず、視診により先述の特徴的肢位をとってい

るかを確認、その後、患肢に腫脹や変形がないか

を視認する。次いで、触診の際には、肘、前腕の

肢位を変えないようにそっと手部から肩までまん

べんなく触れ、腫脹・爪痛の有無を確認する。肘

内障では榛骨頭周|刮に峰い圧痛を認めることは

あっても、腫脹を伴うことはないので、脆脹が

触知できた場合にはその他の外傷を疑うべきであ

る。皮下脂肪の多い幼児では、脈脹の有無を触知

することが難しい場合もあるが、健側の何部位を

【鑑別すべき外傷】

受傷機序が転落や転倒などの場合には、上肢お

よび肩lll帯での骨折を鑑別する必要がある。幼児

では肘内障以外の靱帯損傷をきたすことは稀で、

いわゆる捻挫よりも什折の力が圧倒的に頻度が高

い')。肘内陣好発年齢に発生しやすい上肢の什折

として、上腕骨1M(!上骨折、上腕骨遠位骨端離ljH、

上腕骨外穎骨折、前腕骨若木骨折などが挙げられ

るが、鎖骨骨折も転倒後に上肢を動かさないとい

う主訴で来院することが多いため、鑑別を要する。

骨折の診断には、単純Ｘ線撮影が現在でも妓

も有用で簡便な検査である。触診で特定した圧痛

部位が写るように、できるだけ正確な１F側２方

向撮影を行うのだが、胸部単純Ｘ線撮影と同様、

四肢においても各部位ごとに撮影肢位や11<(射方向

が厳密に定められている。これを怠れば搬影した

両像の診断的価値が大きく損なわれてしまうため、

市販のＸ線搬影ガイドブックを手元に－冊１７iか

れることを強くお勧めしたい。小児骨折の単純Ｘ

線像読影は、整形外科専門医にとっても判断が難

しいことが少なくないため、健側も同時に撮影し

て、骨の位世関係の異常、皮質骨の連続性の歪み

や断絶、軟部陰影のllLli大、肘関節関節内llll腫所見

(fatpadsign)などがないかを並べて丁寧に見比

べるとよい(図５)。

図４：肘内障受傷時の特徴的な肢位

右が患肢
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消失し、外固定や安静を必要とすることはない。

しかし、整復操作後にも痙痛や可動域制限が残る

場介には、三角lIJlHl定を行った上で、響日になっ

ても症状が持続する場合は専門医を受診するよう

に指導すべきである。

－回外法一

先述のように保護者に抱きかかえてもらいなが

ら施術を行う。図６左のように、施術者は一方

の手を恵児の肘に添えて、親指で榛骨頭付近を

抑える。もう片方の手は、下から手関節を支える

ようにして把持する。整復操作は、肘内障の発生

機序と正反対の動作を強制することにより行われ

る。，想児の手掌を表に返すようにしながら（前腕

回外)、同時に肘をlllげて整復を行うのだが、緩

慢な操作を繰り返しても整復されづらいため、素

早く過回外位まで手掌を返しつつ、手が肩に触れ

るまでしっかり肘を曲げさせるのがコツである

(図６右)。整復されれば、ｌﾘj確なクリック感を僥

骨頭に触れるが、クリック感がない場合には休ま

ずに２，３Ｍ操作を繰り返す。
輿

図５単純Ｘ線検査所見（左:患側，右:健側）

上段皮質骨連続性の歪み（前腕両骨若木骨折）

中断軟部陰影の腫大（前腕不顕性骨折）

下段ｆａｔｐａｄｓｌｇｎ（上腕骨頬上部不顕性骨折）
言

Ｐ、

』 Ｑ

昨今のめざましい解像度のlfij上に伴い、整形外

科領域でもエコー検査は普及しつつあり、肘内陣

の診断に有用との報告もあるが、その所見は軽微

で診断には習熟を要する。しかしながら、骨折に

伴う腫脹や関節内Ⅲ踵の有無を確認するための補

助診断器具としてエコー検査は非常に有川で、健

康保険の適応外ではあるが、積極的な活用が望ま

れる４１。

由
紬

堅粗目０

円：ｑ軽ｲﾆl自イ簿０）Nで

一回内法一

最近では、施術時のり迄痛が少ないことや、整復

の成功率が高いという理由で、’'1外法よ})も回内

法を整復施術の第一選択にすべきとする報併が多

いﾖ１６１□Ｔと技は、回外法と何様に一方の手で,忠

児の肘を把持しながら、片方の手で,恵児の手関節

【治療法】

肘内障の整復方法にはⅥ従来から広く用いられ

てきた|『'1外法と、近年良好な成績報{肝の多い回内

法とがある。整復後、迅速に痛みとⅡl動域制限は
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ては肘内障の発生機序を説明し、‘恵児を引き起こ

す際には前腕以遠を暴力的に引っ張らないように

指導する必要がある。
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図７回内法整復操作手技

を親指側から把持して行う（図７)。榛骨の遠位

端を母指と示指の間でしっかり把持し、前腕をさ

らに回内(手掌を下に向ける）させて整復するの

だが、指先方向に軽く牽引を加えながら過DII内さ

せるようにすると整復しやすい。クリック感が得

られれば、前腕を回外させて抵抗感が消失してい

ることを確認する。回内法で整復が得られない場

合には、続けて回外法を行えば良い。

【予防法】

牽引機序によって生じた肘内障は、手を継いで

歩いている際に幼児がつまずいて倒れそうになっ

た場合など、その大半が不可抗力によるものと考

えられる一方で、頻繁に再発を繰り返し、生活習

慣の問題が懸念される場合もある。再発例の多く

は、ぐずる幼児の手を握って無理矢理引き起こす

際に起きるのだが、再発を繰り返す保護者に対し
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例でも股関節の形成が悪いものは早期に発見、治

療していく必要があると考えられるようになって

きた。そのため、近年では、脱臼（図２）だけで

はなく、先天`性の亜脱臼（図３）や臼蓋形成不全

といった「脱臼準備状態」の股関節、先天'性股関

節脱臼の糖復後などをすべて含めて発育性股関節

形成不全(developmentaldysplasiaofthehip,以

下ＤＤＨ）と総称することが多い。

はじめに

いわゆる先天`性股関節脱臼(Congenital

dislocationofthehip,以下ＣＤＨ)の大半は出生時

には脱臼をしていない。出生後の新111i児期から乳

児期早期に、未成熟な股関節に対して何らかの外

力が脱臼力として作用して、脱臼を生じる。こう

いった股関節は、単に未成熟なだけではなく、形

態的にも脱臼を生じやすいものが多く、脱｢lが整

復されても、股関節の支持'性に１１M題を残す例(図

１）が少なくない。かかる場合には整復された後

でも、適切な治療を行わないと、将来的に股関節

症を生じ、日常生活に多大な制限を生じる結果と

なる。同様に、脱臼を生じ得る股関節形態の場合

には、たとえ脱臼を生じなかったとしても、その

まま放置すると、脱臼の治療後と同じに、加齢と

ともに、しだいに関節症変化を上上じていくことに

なる。実際、わが国の変形`性股関節症の`患者では、

ＣＤＨの既往のない遺残亜脱臼による例が増えて

おり’)、脱臼だけではなく、脱臼に至らなかった

１審轟く‐

図１遺残臼蓋形成不全

１２歳、女性。左先天股脱観血的整復後。股関節は

整復位であるかく左側臼蓋の形成が悪く股臼に奥

行きかないためへ大腿骨頭の外側１／２が臼蓋よ

り外にはみたしている。

●●●●｡●■●●■●■●●●●●●■●●巴●●●●ﾛ●●●●●●●●■■■■B●●●●■●●■●●｡●●●■■■●■■■s■●■■■■●■●●■●■●●●■■■の■●■■■■ら■■■●■■■＆■▲▲▲●！■■▲■■■■▲■■■▲--▲■▲．▲▲▲－▲-▲－－ﾆｰ.▲－－－－－－凸▲－▲▲－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－------＿___-----------_______●●●●｡●■●●■●■●●●●●●■●●巴●●●●ﾛ●●●●●●●●●■■●●●●●●●●●●●●●●●●■⑪｡●●●●●B●●●●●●●●●●●●●●●●●C●●●●●●C●■■■●●●●●ﾛ●●●●｡●●●●B●●●■0●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ＣＤ●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●ｃｃ■●●B●●●●●●●●DCC●●●●■●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●｡

小 医が知っておきたい

､●●●●■●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●□●●●●●●●●●●●●●B●ﾛ●●●●●●●●●e●●●●●■●●●●●●●●C●●Ｃ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●□●●●B●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●B■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●0~￣~~---~￣~~~~=~マーーーーーー~~----~~~ローーマーーーーーーーー~~~ﾏｰｬ▼=ママーャーーー￣ごマーーーヴヴヴ▽▼■~~pご■□■~~~￣＝~■~~ご~ご■~~~ご｜■~ﾛｰｰｰﾛ＝！■■ﾛや’■守口勺守ＵＵｍ中可⑪■UUロロロロロロ■●■い■P匂■■■＄●印｡｡､ppmp●｡ｐ●Ｕ●のロロ｡□■ＳＳＢ■●●■■Ｓの●●●●●●●●●●●●●B■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●0
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てきているようで、当院が開院した平成２２年３

)｣からの２年半に紹介されてきた、歩行開始後に

発見されたＣＤＨは１４例(ﾘ)児ｌ例、女児１３例）

であるが、近年ほとんど見かけることのなかった

２歳以降での発見例がそのうちの半数、７例存在

し、治療に難渋している。

ＤＤＨに関しても、本来は乳児期に発見し、そ

の後の成長発達に合わせて治療を行っていくこと

が理想であるが、脱臼している場合以外には幼小

児期の症状に乏しく、現在でも早期発見が困難で

ある。そのためＤＤＨの発生率は明らかではない

が、以前のＣＤＨの発上'三率より少ないとは考えに

くく、少なくとも数％以上ではあると推測され、

無視できる数とは考えられない。見つけにくい

ＤＤＨではあるが、ＣＤＨＭ様、開排制限や股関節

の不安定性、見かけの下肢の左右差といった症状

を有していることがある。

,,,,Ilii'''''1１１１
働灘

齢

綴：

iＭｎ

ｉ

図２左先天股脱

左側臼蓋および大腿骨近

は股臼外に存在している。

位部の形成が悪く、骨頭

本項では、ＤＤＨの早期発見のために、小児の

日常診療において気にかけるべきポイントについ

て述べる。

図３左先天性股関節亜脱臼

｜左側臼蓋の形成が不良で大腿骨頭核も小さいが、
骨頭は股臼内に位置している。

'－－＿＿

ＣＤＨに関しては、これを予防する育児法が採

用されて以来、それまで新生児の数％であったわ

が国の脱臼発生率も０１％穏度に減少している２)。

また、近年ではＣＤＨのほとんどが乳児検診によ

り早期に発見され、その後整形外科で治療される

ため、小児科医にとっては、ＣＤＨはあまり見か

けず、気にかけることの少なくなった疾`患と言え

るかもしれない。しかしながら、脱臼していても

乳児検診ですべてが発見されるわけではなく、検

診で見過ごされてしまった例では、その後にかか

りつけ医での診察の際に、脱臼が疑われ、発見さ

れる必要がある。歩行開始までに見つからないと、

発見の機会が減少し、大|幅に診断が遅れることに

なりかねない疾`患であることには変わりがない。

実際、ＣＤＨの兄過ごし例の発見時期は、遅くなっ

１．患者の背景

ＣＤＨは、その８０％が女児で、第１子に多い。

家族,雁を１０～３０％が有しているため、家族歴の

ある女児では、常にＤＤＨの可能性を念頭に置く

べきである。その発生には子宮内での肢位も影響

しているとされ、骨盤位であった児に多く、出生

後にも斜位姿勢(図４）を取っていることが多い。

斜付姿勢では、通常、脱臼側股関節は非脱、側

よりも伸展、内転していて、体幹および顔11,は、

非脱臼側を向いている。脱臼を伴わない場合で

あっても、｜可いているI11llと反対の股関節には開排

制限を認めるなど、脱円の準備状態と考えられる

例も多い。したがって、開排制限などを伴わない

場合であっても、斜位姿勢を認め、下肢の見かけ
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図５見かけの開排

左ＣＤＨであるが、開排の際に左股関節をｇｏ゜屈

曲位としていないため、伸展により代償され、見か

け上開排しているように見える。この場合であっても、

骨盤から大腿の状態を確認すると、大腿骨頭が脱

臼しているための大腿近位の皮膚のたるみや大腿の

位置の変化から、脱臼を疑うことが可能である。

藤1 １削

図４余斗位姿勢

顔面のみならず体幹および下肢も右側を向いてい

る。右下肢は屈曲、外転して床に密着しているが、

左側の下肢は、伸展、内転位を取っている。この姿

勢の場合には、一般に向いているのと反対側に開

排制限を認めることが多く、股関節が脱臼している

例も少なくない。

で、角度にこだわらず、左右差があるときには要

注意と考える。股関節の屈曲が十分でない場合に

は、実際には開排ilj']限が存在しているのに、伸展

により代償され、開排できたかのように見えてい

ることがあり（図５)、また、骨盤が傾くと、そ

れによって茶上された股関節の側に開排制限があ

るように感じられることもあるので、骨盤と大腿

との関係をよく確認する必要がある。児が泣いて

いるなどで下肢にﾉﾉが入っている場合には、開排

制限の有無の判断が必ずしも容易ではないが、不

用意に児と力比べをすることなく、うまく力が抜

けているときに評価する必要がある。開排制限に

関しては、兄過ごされたＣＤＨの場合であっても、

ほとんどの例で認められるので、歩容の問題で来

院した場合には必ず調べるべき症状である。

の左右差がはっきりしている場介には念のために

小児整形外科で評価を受けることが望ましい。特

にＣＤＨの家族歴を有する場合には必須と考えて

いる。

２.股関節の診察

基本は乳児検診での診察とＭじである。年長で

は、非脱臼側との差が明らかになるので、左右を

比べることで発見がより容易となる。

【開排制限】

児を仰臥位として、股関節および膝関節を９０．

屈曲させ、骨盤の前縁(上前腸骨鰊)の位置、鼠

径部の形状、股関節の動きの左右差をよく見なが

ら、ゆっくり股関節を開排させていく。左右上前

疎の位fiを把握することにより、骨盤の傾きを修

正することができ、正しい股関節の動きを知るこ

とができる。乳児検診では、開排が60゜以下（|外｜

排制限が30゜以上）の場合を開排制限があると診

断するが、年長の場合には左ｲi差が解りやすいの

【クリック･サイン】

股関節を開排していく際に、脱臼していた大

腿骨頭がF1蓋唇を乗り越え整復されることがあ

る。その'祭にカクッと大腿が滑るのを指に感じる

ことになるが、これがいわゆるクリック・サイン

である。脱｢1股であっても、軽いクリックととも

に股関節が整復され、それに伴って開排制限が取

れてしまうことがある。その際には、開排位から
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角度を減じて行くと、大腿骨頭が再び後方の円蓋

唇を乗り越えて脱臼する時のクリックを再び触知

できる。整復される際のクリックは、大転子部を

軽く前方へ圧迫しながら行うと出現しやすく、脱

F1させる際のクリックは、大腿を長軸方向へ少し

押しながら開排を減じて行くと出現しやすくなる

(Ortolani法)が、乳児の股関節はもともと不安定

なため、不必要な脱臼の誘発は、易脱臼性や骨頭

障害を惹起する可能性があり、禁物である。クリッ

ク・サインが陽性の場合にも脱臼と診'折され、月

齢や状況に応じて、適切な治療を開始する必要が

ある。

開排制限の診察に際して、股臼内で骨頭がス

ムースに動いているにもかかわらず股関節脱円と

は関係のない小さなクリックを感じることがある

が、これは膝関節等の動きで生じているクリック

で、股関節脱臼とは関係がない。

側では、骨頭が臼蓋の後方へ落ち込んでいるため、

臥位で下肢を挙止すると、，患側大腿が後;方へ移動

し、短縮して見える。

図６

脱臼

体幹

左股

Ｊ）卜Ⅱそ

桔のプF右諄か日｣白

の、フFTH管閣官、ﾄエタ

【大腿皮膚溝の非対称】

脱臼により大腿骨が上外方へ移動すると大腿内

側の皮膚にたるみが生じ、皮膚溝の位置や数が変

化する．正常の場合でもｌないし２本の皮膚溝が

存在することがあるので、これのみでＣＤＨと診

断できる指標ではないが、子宮内での肢位の左右

差を反映している可能性があり、明らかな左右差

はＤＤＨを疑う所見である。

刀転１立FFHJl リ）7ＦめうF1Bllトn石

が短縮して見えている。こういった場合であっても、

脱臼による大腿骨の上方への移動と同様に皮膚のた

るみを認めることが多い。

|｜，

iiiiiiilllllllillilllMI
【脚長差】

乳児では、両下肢を伸展ざせ左右を比べた場合

に、下肢の長さや太さが違って見えることがよく

あるが、ほとんどは骨盤の傾斜に伴う見かけの脚

長差(図６）で、脱臼とは関係のないものである。

ＣＤＨに伴う下肢長差の有無を見るためには、骨

盤傾斜による影響を取り除くため、仰臥位両膝

最大屈曲位で股関節を屈曲し、膝の高さを比べる

(Allis徴候図７）か、膝を伸展して踵の高さを

比べる（Galeazzi徴候図８）必要がある。脱Ｆ１

図７ＡⅡｉｓ徴候

右ＣＤＨｏ仰臥位で股関節を９０.屈曲して膝の高さ

を比べると、脱臼に伴う大腿の長さの違いがはっき

り分かる。
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灘１１１，鐘

図9開排位での大腿の向きおよび形

右ＣＤＨｏ正面から見ると、脱臼側は内転筋の緊張

が強〈（白矢印)、大腿が頭方に移動しているため

殿部から大腿にかけての自然な蛮曲も消失している

(矢頭)。尾側から見た場合にも、脱臼側の内転筋

の緊張が強〈（白矢印)、大腿骨近位が健側より後

方に向かっている（黒矢印）ことが分かる。

図８Galeazzi徴候

右ＣＤＨｏＡｌｌｉｓ徴候同様、仰臥位で股関節をｇｏ・

屈曲するが、その際に膝を伸展位として踵の高さを

比べる方法。乳児期には膝関節の屈曲拘縮が

いるため調べにくいが、年長で膝関節の伸展

がない場合には、この方が簡便である。

残って

に問題

【大腿の向きおよび形の確認(図ｇ)】

ＣＤＨでは、大腿骨頭が後上方に移動している

ため、開排位にすると健側と人腿の位置が違うこ

とがよりはっきりとする。殿部から大腿にかけて

の弩曲、大腿の形、内転筋の緊張などに左右差を

認める。また、この肢位では、伸展位では外側に

存在する大転子が下方へ移動するため、ｌ[常では

坐骨と同一平面上にある大転子が下方に突出して

いて、これを触知できる。脱臼を疑わせる重要な

指標である。

始後も歩き方が安定しない、転びやすいなどがあ

る。歩行開始後時間が経っている場合には、脚長

差に起因する姿勢不良や側轡を主訴としての来院

も、時に認められる｢↓こういった場合には、脱Ｆ１

の可能性を念頭に、股関節の状態を確認する必要

がある。

脱臼していない場合は、幼児期の症状に乏しい

が、学童期以降になると運動後に下肢痛を訴える

ことがある。不定の下肢痛に関しては、成長痛と

安易に判断せず、円蓋形成不全の評価を行うこと

が望ましい。

３歩行開始後の主訴

おわりに
ＣＤＨでは軟'性墜落肢行と呼ばれる破行を呈す

ることがよく知られている。これは脚長差による

体幹の上下動に股関節の不安定』性による体幹の左

右のふれが加わったものである。歩行開始前後の

訴えとしては、伝い歩きまでは特に問題なかっ

たがその後独歩をなかなか開始しない、独歩開

股関節が脱Ｆ１している場合には下肢の見かけの

左右差を認めるので、オムツをはずして診察すれ

ば、脱臼を疑うことはそう困難ではない。しかし

ながら、明らかな脱臼を認めない場合であっても、

ＤＤＨのTil能性が残されている点がやっかいだと
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いえる。本疾患は、乳児期に発見されないと、治

療が困難となり、治療成績も不良となる可能性が

高いため、脱臼の有無にあまりこだわらず、疑わ

しい場合には、早期に小児確形外科医へ紹介する

ことが重要だと考えている。

HirotsuguOhashi，Yukihidelwamoto，Keita

MiyanishLToshiroIga,NaonobuTakahira,

TanzoSugimori,HajimeSugiyama,Ｋｕｎｉｈｉｋｏ
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Ｍａｔｓｕｕｒａ,TaroMawatarLMultiinstitutional

ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｉｃａｌｓｔｕｄｙｒｅｇａｒｄｉｎｇ

ｏｓｔｅｏａｒｔｈｒitisofthehipinJapan,JOrthop

Science､15,626-631,2010

２）イJl]]勝''三：予防の実際．“図説先天性股関

節脱臼一予防・みかた・なおしかた－"、金

原出版、東京、39-41,1983
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斜頸位と斜頸

地方独立行政法人神奈)||県立病院機構

神奈)Ⅱ県立こども医療センター

副院長・整形外科部長奥住成晴

|）“斜頸"の概念と斜頚位 |Ⅱ）代表的な疾患の診断と治療

．`斜頸，，とは文字通り、体幹に対して砿頚部が

横方向に傾斜した状態である。“斜頸”は単に状

態名であって疾患名ではないことに注意が必要で

ある。この傾斜した姿勢を指して"斜頸位，，という。

ラテン語で斜頸は、“torticollis”というが、こ

れは、,`tortus，，（英語:twisted）と“collum”（neck）

を語源とするといわれる。

この項ではiそ要な疾`患について、その診断、治

療について概説する。

1）先天性筋性斜頸congenitalmusculartorticollis

先天性筋`Wﾐ斜頸（以下、筋`性斜頸）は先天性

斜頸のうち雌も一般的なもので胸鎖乳突筋の

異常による。

ｉ）初期の症状

典型例では、上上後数日で、－側の胸鎖乳突

筋が他i11llに比べて緊張し、筋腹中央よりや

や遠位部にIii瘤を触知する。

胸鎖乳突筋脈蝋は、出生直後には認められ

ず、触知できるようになるのは生後５［1以後

とされる。II1捕形成後は徐々に増大し、２

～３週で岐人（l戦指頭人ほど）となる。

－側の胸釧乳突筋の緊張がみられ（図１）、

これにI､'２って蚊部顔面は,患側に傾斜する（側

屈位)。胸釧乳突筋の上部(乳様突起)は後方、

Ⅱ）斜頸位を示す疾患(表１）

斜頸位を呈する疾,慰は、病態のＩｌｌ１解や診断を進

める上で、先天性と後天性に分けるとflll解しやす

い○

先犬'性の斜頸には、胸鎖乳突筋の異常による筋

性斜頸、椎骨の奇形による骨性斜頸などが含まれ

る。皮膚・皮下組織などによる先犬`rlﾐ斜頸もあり、

翼状頸などがある。

これに対して、後天`性斜頸には多様なhj〔|ﾉdｿ丙態

があり、時に鑑別を難しくすることiがある。

特集

小児科医が知っておきたい整形外科疾患
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表１．斜頸を呈する疾患

Ｉ先天性－－痙痛(-）

筋'性

骨性分節不全（Klippel-Fell症候群)，後頭骨一Ｃ１癒合

形成不全（環椎の片側無形成）

Ⅱ後天'性---痙痛(+）

外傷’性：AARDOsodontoideum（歯突起骨)，Ｃ１の骨折

炎症性：ＡＡＲＤ（Grisel症候群)，若年性関節リウマチ，椎間板炎／脊椎炎，その他

脊椎腫瘍：ＬＣＨ，類骨腫／骨芽細胞腫

椎間板石灰化症，Sandifer症候群

Ⅲ後天'性---痙痛(+)または(-）

眼性

Paroxysmaltorticollisofinfancy（幼児期発作性斜頸）

中枢神経系の腫瘍（後頭蓋宮，頸髄，聴神経)，脊髄空洞症

その他ヒステリー性,Oculogyriccrisis（フェノチアジン中毒),関節弛緩性(ダウン症など）

下部（胸骨・鎖骨）は前力に位置するという

位置関係から、その緊張によって健側に回

旋した位置をとる（1,11旗位)。忠ＩＭｌｌへの１１７１旗

は主に胸骨枝の緊張が強い例で顕著である。

（病因について）

筋』性斜頸における腫瘤の病理所見は、線維

‘性癖痕組織であるとされる。どのような機転

を経て筋肉内線維化を生ずるかについて、い

くつかの説があるが、近年、子河内での胸

鎖乳突筋におけるコンパートメント旅候群

説が提示されている。これによると、分娩

の遷延に伴って産道内で－側の胸鎖乳突筋

に持続的な圧迫力が加わり、コンパートメン

ト症候群を生ずるという。

電顕による研究では、腫瘤内部には筋芽細

胞と線維芽細胞が混在しており、腫瘤内部

に正常な筋芽細胞が少なく、線維芽細胞が

多いと、重度の線維化を生じることになる

という。

ii）その後の経過

腫瘤は２～３週で最大となった後に次第

図１

に縮小し、多くの例では６か月以内に消失す

る。これに伴って筋緊張もゆるみ、１歳く

らいまでに斜頸位が改善される例が大多数

だが、数％の例では胸鎖乳突筋の索状物と緊

張がその後も残存する。

胸鎖乳突筋の緊張や斜頸位に加えて、頭部

や顔面に変形を合併する。顔面の`慰側は上

下が短縮する。また健側の頭部後方が扁平

化する。また、歯の咬合の異常にも留意する

必要がある。肩こ})や眼精疲労の原因とも

なりうるという。
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iii）診断

筋性斜頸は、胸鎖乳突筋のｌｌｊＭｉＷの触知、’'１

間位や矯正位での筋緊張から膠|折は比較的

容易だが、時に、表１に掲げた多数の疾Au、

病態と鑑別を要する□

［1常診療で、筋`性斜頸の軽ｿiii例と他の原Iﾉﾘ

病態との鑑別が容易でない例は少なくない□

とくに、筋`性斜頚疑いとして紹介されたが、

実は骨性斜頚や眼性斜頸であった例は少な

からずあり、また、稀ながら、llMIj1ii傷が１１

明した例もあるので、鑑別には細心の注意

を要する。

iv）治療

第一線の小児科医が筋性斜頚と診断した

ら、専門の整形外科医を紹介する。

轄形外科医は、大多数の症例が自然治癒す

ること、強力な徒手矯正等は却ってｿiij変を魁

化させることがあることを家族に税'川した

，<で、，歳ころまでは、緩徐な保存擦法と定

期的観察を行うにとどめている）

その後、’歳半頃になっても胸鎖乳突筋の

緊張が改善されない例では、それ以後の改

善が期待できないⅡこのような例に対して

は手術の適否が検討される｡

手術法としては、胸鎖乳突筋の121,~端腱切

り術が奨められる。

２）骨性斜頚

骨性斜頸は椎’'１．の形態異常によるもので単純

Ｘ線、ＣＴによって診断される。

頚椎の奇形は胸椎、腰椎に比べて頻度は低い

が、１<椎の存在、片側の癒合によって斜頸の原

因となることがある。後頭骨や上位頸椎部で/,三

布非対称が存在する例もあり、このような場合

にはiii純Ｘ線での判定は難しいのでＣＴ検在

（３Ｄ構築を含む）を行って確認する（図２)。

変形か軽度の吻合は治療の対象にならない

が、進１jのｲjjl11や脊髄派状の出現に留意し、定

期的観察をｲ丁う゜

Ｓ）眼性斜頸

ｌＵＲＷＩｉ斜頸は、ｌﾐに外眼筋の機能不全による複

視を修Ⅱこするために斜頸位をとるものである。

斜頸の原因のなかでは、筋'性斜頸に次いで頻度

か高いものの一つである。胸鎖乳突筋に腫瘤や

過緊振がみられず、Ｘ線検査で骨'性の異常がな

い例では、

・注視でiiVi強する斜頸位、

・眼球運動異常の有無、

．片'１艮視による斜頚位の改善、

・斜頸位の矯'|<に伴う眼球の位置異常

などをチェックし、これらがあれば眼性を疑

い、｜眼科Mllll矢に併診する必要がある。

囚Ⅲ必
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Ｓ）中枢神経系の病変に伴う斜頸

後頭蓋樹や頸髄の病変によって斜頸を生じる

ことがある。このような例として、脊髄空71ｉＭｉｉ

やIIiiI匝揚（後頭蓋街の腫瘍）が挙げられる。

頻度は低いものの、斜頸という症候・状態か

ら、それらの病変を見逃さないことが重要であ

り、斜頸の診断に際して、これらの疾`'inを常に

念頭に殻いておく必要がある。

４）環軸椎回旋転位

atlanto-axialrotatorydisplaceｍｅｎｔ（AARD）

幼児期から学童期の小ﾘJの頚部が突発的に斜

頸位を筆する状態である。小外傷によって起き

る場合が多いが、頚部の炎症性病変によって生

じる場合もある。第１～２頸椎'１Mが'''1旗位とな

り、矯正しようとすると痙痛を伴う。

第１～２頸椎の位置関係によって４型に分類

される（図３、文献１）。

数日間の頸椎カラー装着を行うが、これに

よって改善されない例では、入院の-k、２～３

週ＩｌＵのベッド上牽ﾘ|を行う。

初期に適切な処置がなされないと、第１～２

頸椎間が回旋位で尚定し、保存的治療では整復

されない状態（環軸椎ll1l旋ｌｌＩｉｌ定atlanto-axial

rotatoryHxation；ＡＡＲＦ）となる可能性があ

り、重度の例では脊髄症状を生じる場合もある

ので、初期の適切な治療が軍饗である。

Ｓ）脊椎腫瘍に伴う斜頸

斜頸を｣L,Lする疾Ａｕとして、脊椎腫瘍も念頭

にi吐くべきである。小児の脊椎腫瘍として比

較的頻度の商いものとして、Langerhanscell

histiocytosis（ランゲルハンス細胞組織球症；

ＬＣＨ)、類什肺や骨芽細胞腫などが挙げられる。

これらの臓瘍では迦常、痙痛を伴う。

7）その他の疾患に伴う斜頸

小児科の節一線の先生力に対してﾈI|i足すべ

き、２～３の疾`魁を挙げる。

図３後天性斜頚

ぐ､

騨
ｂ

）

Ｉ型 Ⅱ型

←､

．

丘

Ⅳ型
Ⅲ型
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Sandifer症候群は、胃食道逆流に伴って斜頸

を生じるものである。噴門形成術など外科手術

によって斜頸も改善するとされる（文献１)。

幼児期発作性斜頸（paroxysmaltorticollisof

infancy）は２歳以下の女児に多い疾`糧で、斜

頸のエピソードが数分から数日１１１]持続するが、

自然寛解するself-limitingな状態である。前

庭システムの異常が想定されているようであ

る（文献２)。

その他、フェノチアジンなどの薬剤の副作用

に伴うoculogyriccrisisも斜頸の原liklとなる。

参考文献
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2）ＬｅｈｗａｌｄＮｅｔａｌ：Sandifersyndrome-a
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（３）：203-6.

3）ＲｏｓｍａｎＮＰｅｔａｌ：Theneurologyofbenign

paroxysmaltorticollisofinfancy：ｒｅｐｏｒｔｏｆ

ｌＯｎｅｗｃａｓｅｓａｎｄｒｅｖｉｅｗｏｆｔheliteratureJ

ChildNeuroL2009Feｂ；２４（２）：155-60
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歩容異常とははじめに

歩容異常(abnormalgaitpattern)は玻行(limp、

limping）とも呼ばれ、瘤痛、筋力低下、変形、脚

長不等などのさまざまな原因から歩行のバランス

やリズムに乱れが生じた状態である。診察では発

症が急性なのか緩徐に生じたかのか、外傷や疾,患

に関連して生じたのかを確認する。乳幼児期から

続くものでは筋神経疾患も鑑別診断に含まれるた

め、発達の遅れなどなかったかも聞き取る。

以下に代表的な歩容異常パターンを示す。

小児診療において運動器に関した訴えは比較的

多いものと思われる。その中で｢歩き方がおかし

い｣「あしの形がおかしい」などの訴えは一般の小

児科医にとってやや煩わしく感じるもののひとつ

ではないかと推測する。これらには歩行という動

的な状態における歩容異常と、Ｏ脚などの静的な

状態でも観察できる下肢アライメント異常が含ま

れる。

本稿ではこどもの歩容異常と下肢アライメント

異常についてどのような疾患が含まれるかについ

て述べた。経過観察のみでよいものと治療が奨め

られるものとを判別する基準を、観察点をいくつ

か用意し、できるだけ単純化したつもりである。

症候性の疾患であれば小児整形外科専門医への紹

介が必要になるが、鑑別診断についても記載した

ので日常診療の参考にしていただければ幸いであ

る。

痩痛回避歩行

痙痛回避歩行(antalgicgait)は荷重歩行時の疫

病を回避するために生じ、‘憩側の立脚時間が短く

なるものである。診断には下肢と脊椎の局所に圧

痛や関節可動域制限を認められた場合に可能性が

高い。

簡単なものでは靴のなかに石ころが入っていた

り、足底にとげが刺さっていたりすることもある

特集

小児科医が知っておきたい整形外科疾患
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ので、裸足での歩容の観察は重要である。痙痛性

の疾,患は比較的多く存在し、代表的な原因には骨

折や捻挫などの外傷性、化膿性関節炎や骨髄炎な

どの感染`性、単純性股関節炎やリウマチなどの炎

症性のものが含まれる。

発症したロの翌Ｕまで持ち越す強い痙痛を訴え

る場合や、局所の発赤、腫脹や熱感が箸|ﾘjな場合

には整形外科への紹介を推奨する。小児の痙痛を

示す疾`患には白血病やosteoidosteomaなど骨軟

部腫瘍も含まれるため、漫然とした経過観察は避

けるべきといえる。

のﾈ'１１経疾,患や、先天性ミオパチーや筋ジストロ

フィ_など筋疾`患で認められる。

ｌﾘ]らかな動揺歩行は症候性であることがほとん

どなので小児整形外科への紹介が必要となる。

尖足歩行

尖足歩行(equinusgait)は踵を床に付けず、つ

ま先立ちで歩く歩容(toe-walking)で、アキレス

腱の拘縮によって生じる。しかし、軽度の尖足で

はつま先から接地して踵が床に付く歩行サイクル

になるため`慣れないと判別が難しい(正常では踵

から接地)。診断にはまず足関節が底屈位で拘縮

し、中間位から背屈が制限されていないか確認す

る。

通常、痙』性麻陣でみられ、脳`性麻揮の痙直型両

麻煉や痙直型片麻癖、遺伝`性痙`性対麻揮などに認

められる。また、頻度は少ないが先天性内反足に

よることもあり、それぞれ専門医への紹介が適当

といえる。

幼児期に認められる特発`性尖足歩行は筋神経疾

患の除外が前提になる。一過`性のこともあり、幼

児期でかつ踵が床に付くうちは経過観察でも構わ

ないが、完全な尖足となるか、半年以上続くよう

であれば小児整形外科への紹介が奨められる。

動揺歩行

頭部を左右に振るような歩容が動揺歩行

(waddlinggait)であり、重心のコントロールが

十分に行われないために生じる。

Trendelenburg歩行は立脚側の中瞥筋の機能不

全により遊脚側の骨盤の挙上ができなくなるため

に表れる徴候である(図１）。股関節に関した疾患

で認められることが多く、先天性股関節脱Ｒ、発

育性股関節形成不全、先天性内反股、ペルテス病

や大腿骨頭すべり症などがある□

全身性の体幹筋機能不全でも動揺歩行はみられ、

中瞥筋だけでなくいわゆる近位筋が広範に筋力低

下を示す場合に表れる。脳性麻揮や二分脊椎など

ａｌｂ

図１．動揺歩行ａ）正常、ｂ）Trendelenbu｢g歩行

動揺歩行は重心のコントロールが＋分に行われないために生じる。Trendelenburg歩行は立脚側の

中腎筋の機能不全により遊脚側の骨盤の挙上ができなくなるために表れる（ｂ）徴候である。
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分回し歩行

分川し歩行(circumductiongait)は左右の脚の

長さが違う脚長不等症例でみられることが多く、

長い側の脚を遊脚時に大きく外側へ'１１Ｉして歩く。

脚長不等の確認には立位で骨盤が傾き、脊柱が側

轡することを視診、触診で確認する。

確定診断には立位の1ＩＩＪ下肢全長Ｘ線像を用い

るので、整形外科への紹介が必要になる。なお、

このような歩容の中には足部の瘤｜ifilI】|避歩行も含

まれるため、足部の診察も併せて行う。

大腿'冊、膝、下腿骨、足関節、足部があり、生理

的なアライメント（alignlnent）とはそれらが機能

的に１Ｆし<配列されているものを指す(図２)｡し

かし、それらの一部または複数に問題がある場合

に配列が乱れ、すなわち下肢アライメント異常と

なる。

某体的には冠状面でのアライメント異常はＯ脚

やＸ脚（図３)、水平血での異常はうちわやそと

わと呼ばれる''１１旗変形(torsion)である。

Ｏ脚

Ｏ脚(bowlegs）または内反膝(genuvarum)は大

腿什頭中心から足関節ｉＩ１央にひいた下肢の機能軸

下肢アライメント異常とは

下肢の形態を構成する要素には骨盤、股関節、

９

図２．冠状面の正常下肢アライメント

正常な下肢アライメントは立位では大腿骨頭中心点から足関節中央点に

ひいた機能軸（mechanicalaxis）が膝関節中央点を通る。アライメン

ト異常とは機能軸が膝中央を通らない場合であり、膝中央点からの偏

位二(mechanicalaxisdeviation）で表す。また、各関節面は機能軸

に対しておおむね垂直に位置する。（PaleyD1gg2）

7。

ThD6
ａｌｂ

図３．ａ）Ｏ脚、ｂ）Ｘ脚

脚をとじるとＯ脚では膝の間に(ａ)、Ｘ脚では足首の問に(ｂ）間隙が生じる。診察では間隙の距離を｢～横指」

などと記録する。膝問は穎問距離（intercondylardistance)，足首間は果問距離（intermalleolardistance）

である。臨床写真も非常に有用である。
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が膝関節中央よりも内側を通る状態である。しか

し、小児の下肢アライメントは生下時から正常な

のではなく成長に伴って経年的に変化することが

生理的変化として知られている(図４)。すなわち、

１歳半ごろＯ脚で受診した症例でも経過で軽減す

るが、３歳ごろにむしろＸ脚へと逆変形を呈した

後、征常になる（図５)。

２歳以下で受診する多くは生理的ないわゆる小

児Ｏ脚であるが、さまざまな疾`患が含まれ、鑑別

診断にはくる病が肢も重要な疾`患となる（図６)。

その他にも骨折、骨端線jTL期閉鎖、Blount病や

骨衿端異形成症が挙げられる。

小ﾘ１１整形外科への紹介は膝間距離である顕問llli

雛４横折以卜の強いＯ脚や低身長を伴う場合に考

慮するべきである。

Ｘ脚

Ｘ脚(knock-knee）または外反膝(genu

valgum)は機能軸が外側を通るＯ脚とは逆の形態

が基本である。しかし、膝は過伸展位になると

Ｘ脚に見えるため、一部に関節弛緩症の反張膝

(genurecurvatum）例が含まれることに注意を

〕ロ＋２
。ＰＭＥＮＴＯＦＴＨＥＴＩＢＩｏ－ＦＥＭＱＦ

ＤＵＲＩＮＣＣＲＯＷＴＨ

＋１

１＋

⑭
皀
崖
ご
ン

＋
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腿 L穴↓灸l薑
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』
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図４．下肢の生理的警曲

こどもの下肢アライメントは経年的に変化する。生下時はＯ脚を示すことがほとんどである。徐々にＯ脚は

低下し、２歳過ぎるとＸ脚に転じる。３歳ごろに最もＸ脚が強くなるが、その後Ｘ脚は弱まり、６歳ごろに

成人と同じ約５．のＸ脚になる。（Salenius,1975）

ａｌｂ

図５小児Ｏ脚（生理的響曲）症例ａ）１ｙ４ｍ、ｂ）３ｙ２ｍ

Ｏ脚が著明なため紹介になった。レントゲン像において骨端線や骨端に異常はなく(ａ)､経過観察のみ行った。

徐々にＯ脚は軽減し、３歳で軽度Ｘ脚を呈した（ｂ)。その後５歳までに正常の下肢アライメントとなった。
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ザ

IＷＭＩ
｜ｂ

ａｌｃ

ｌｄ

くる病症伊リ２ｙｌｍａ）両下肢立位、

著明なため紹介になった。レントゲン像にお

すえ広がり（metaphysealsplaying）を認め、

あった。投薬のみで骨端線が修復され、徐々に

ｂ）股関節、ｃ）膝関節、ｄ）足関節

いて股関節、膝関節、足関節の内側骨端線の開大と骨

くる病と診断された。偏食によるビタミンＤ欠乏による

Ｏ脚は軽減し､約１年で正常の下肢アライメントとなった。

図６

０脚が

幹端の

もので

図７．うちわ（下肢内棯）歩行

つま先が内側に傾斜することが特徴で、対側の足部にひっかかり転倒することがある□足部の内転角（足部

前進角、footprogressionangle）をおおまかに測り記録する。

小ﾘ｡の水平1iiiでの下肢アライメントは生下時に

は内捻を示すが、骨成長に従って６歳ごろまでに

外旋方向に変化していくのが生理的変化である。

したがって、ほとんどは生理的な範蠕といえるが、

まれに外捻化が不十分な結果、内捻が残存する場

合がある。

うちわは下肢全体としての内捻の表出であるた

め、以下のいずれかまたは複数での1m１旗可動域の

偏位が存在するかどうかを確認する。ｌ）中足骨

の内転が増強(内転足)、２）脛骨の内旋の残存(下

腿内捻)、３）大腿骨頚部の前捻の増強(大腿骨

週1ii捻)が主である（図８９，１０)。

脛骨内捻は小児Ｏ脚にほぼ合併して認められる

ことが多い。症候性のものには脳性麻曄などの｢'１

要する。

外傷歴のない２歳から６歳の間に受診した多く

は生理的ないわゆる小児Ｘ脚であるが、鑑別診断

には多発性骨端異形成症やくる病が重要である。

Ｘ脚で生じる足首間廊離である果間距離で４横

指以上の強いものや関節弛緩傾向がある例では小

児整形外科への紹介を推奨する。

うちわ(下肢内捻）

「うちわ」(intoeing、in-toeing)は立位でつま先

が内側に向く捻じれた状態を示し、うちわ歩行な

どと用いるが、用語11体が一般にはほとんど知ら

れておらず､｢脚が捻じれている､つま先が内向き」

などと表現して受診する（図７)。
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枢性下肢麻癖、先天性内反足、先天性股関節脱臼

が挙げられる。

しかし、うちわと異なり小児の生理的変化での外

捻が過剰となり問題になることはほとんどない。

外反扁平足によるものは比較的多いものの、足部

変形として受診する場合が多い。それ以外は稀な

ものとなり、総排泄腔外反での恥骨結合理解によ

る骨盤外旋、先天性股関節前方脱臼が挙げられる。

そとわ(下肢外捻）

「そとわ」(outtoeingout-toeing)は立位でつま

先が外側に捻じれたうちわとは逆の形態である。

影;I5iiIll
文献

HerringJA：ThelimpingchildTachdjian's

pediatricorthopaedics3rdedt，WBSaunders

Company,Philadelphia､８３－９４，２００２．

ＳｔａｈｅｌｉＬＴ：ＬｏｗｅｒｌｉｍｈＦｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓｏｆ

ｐｅｄｉａｔｒｉｃｏｒｔｈｏｐｅｄｉｃｓ４ｔｈｅｄｔ，Ｌｉｐｐｉｎｃｏｔｔ

Ｗｉｌｌｉａｍｓ＆Wilkins，Philadelphia,135-156,2008
図８内転足よる下肢内捻

２歳男児。立位での下肢内捻を呈し、足部の内旋

位を伴う。勾玉状の内転足変形が特徴的である。

大腿骨と下腿骨の内旋位を認めない。

－
１

.
図９下腿骨内捻による下肢内棯

６歳男児。立位での下肢内捻を呈し、下腿以遠の内旋位を伴う。

膝蓋骨の内旋偏位は伴わない（ａ)。大腿軸と足部軸の内旋角（大

腿足部角thigh-footangle）の増大を認める（ｂ)。

－－’

図
ｇ
の

０．大I浪骨渦信 qウリ、

罫の内於フ）卜11石、 ヨルHtH関自､のｐｑｎ『ロl重力土或の増大と９１JiTFF宗▽々

認める（ｂ）。
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急に発症した歩行障害

一化膿性股関節炎と単純Ｉ性股関節炎の鑑別を中心に－

埼玉県立小児医療センター幣形外科平良勝章

根本菜穂

観察で予後良好な単純性股関節炎(以下transient

synovitisofthehip:ＴＳ)がある。その鑑別を中心

に解説する。

ＫｅｙＷｏｒｄｓ

小児(child）

化膿`性股関節炎(septicarthritisofthehip）

単純性股関節炎(transientsynovitisofthehip）
1．化膿性股関節炎(septicarthritis:SA）

･発ｿiii年齢：低ｌｌＩ生体重児、新生児、乳幼児の免

疫力低下時期の発症が多い。

当センターでのＳＡ２９例の発症年齢は１歳６か

月性後１４１１～６歳５か川８)。

一方、ＴＳは平均６歳３か月（１歳３か)]～

１１歳４か月)。

はじめに

オムツ称えで股関節を術がった1)、足を動か

さない、歩行困難などのｿ,ii状があれば７１Ｕｌの治

療を要するものに化膿性股関節炎（以下septic

arthritisofthehip:ＳＡ)がある。

適切な治療時期を逸すると重篤な後遺症をきた

し、成長とともに変形を増悪させる場合がある。

小児整形外科疾,患の中で、緊急手術を要する数少

ないものの１つである。また発熱も合併すること

が多く、小児科を初診することも比較的多い。当

センターでＳＡと診断ざれ緊急手術となった２９

例'''１７例(58.6％)が小児科を初診している７１。

しかし、同様の所兄を呈する疾`也として経過

(原因）

・血行`性感染：アトピー性皮膚炎の既往`盟者は`罹

患しやすく、またＭＲＳＡの検出率が商い。

５例／１６例でアトピー性皮膚炎の既往認めた７１。

（''１村らの報{'十）

・起炎1鉤:SMme(Ls、ZM7j7t/G"znae、Ｓｍｅｍ]omE7e

が多いが、多彩である］

特集

小児科医が知っておきたい整形外科疾患
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ｌｌｒＩ’であＩ)、静脈、培養もまた重要な検査で

ある。当センターでも４８％であった8)。

・単純Ｘ線：膿の貯留によって関節の腫脹がわ

かることもあるが、読影には`慣れが必要である

（大腿骨頭のIIIll力偏位がみられる｡)。（写真②）

・ＭＲＩ：Ｔ２脂肪抑制、Ｇｄ造影Ｔｌ強調像も炎症

部位の|同|定に有用である。

関節貯留の所見を確実に確認（診断）でき、ま

た周|)Hへの感染の波及も観察できる。

蜂禰織炎､骨髄炎の鑑別にも有用である(写真③)。

整形外科医が,ＩＩ１ｒ１Ｉとする乳幼児の鎮静も小ﾘ凸

科|歪は苫段からlfliれており、可能な施設であれ

ば搬影を強く勧めるべきである。

・超卉波エコー：関節貯fWの確認には簡便である

が下枝に熟練を要する。

ＭＲＳＡによる化膿性関節炎報１１｢例の増加やペ

ニシリン耐性肺炎球閑の出現がI1iil1されてい

る。

(化膿性股関節炎起炎菌ＭＲＳＡ検111頻度）

和lllら'０１の報告では９例／３６例（250％)西森

田ら６１の報告では４例／１１例（364％)。

(理学所見）

･発熱:初期を除いては385℃以１２のことが多い。

・熱感、腫脹：股関節はわかりにくい。

・歩行不能：新生児、乳児は元々歩行していない

ので、鑑別には不適である。

・仮'性麻蝉：あたかも神経麻蝉を起こしているか

のように患肢を動かさない（写真①)。

自動運動なく、採血時にも痙痂のため`患肢を動

かすことか少ない。

膿の貯十Wによる関節内1Ｆが-吋卜するが、内１１：が

鮫も低い肢位を保とうとする。

(整形外科医へのコンサルトに必要な事項とタイ

ミング）

･年齢

･体ililI：発熱時Ｉﾘ1

.1111液検査所見

･手足の曰動連動の有無(新生児、乳児)、歩行可

能かどうか(幼児、学童)。

・抗菌薬投与のｲjjllL

・幣形外科医illljの診察、診断の有無。

(検査項目）

･検ihl

．、液検査（、算、生化学検査、Ｉｉｌｌ液像、血沈、

CRP)、尿検査

･培養検査（静脈Ⅲl培養、関節穿刺液培養）：

関節液堵養での菌の検川は５４～６８％程度の報

魁ワ

(患側）

②当センター初診時の単純Ｘ線像

患側股関節骨頭の側方化認める

①仮性麻痘（右化膿性股関節炎例）

内圧が最も低い股関節外旋位を保とうとして

動かさない。
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果次第で、選択変更を行う。

２単純性股関節炎

(translentsynovitisofthehip:ＴＳ）

単純性股関節炎は小児の急激な股関節痛、破行

をきたす代表疾患である｡

、発症年齢：２歳から１２歳、平均５歳前後の報

告が多い３１ｍ･

当センターでは平均６歳３か月（１歳３か月

～１１歳４か月）９１。

③前医ＭＲｌ

右股関節内に膿の貯留を疑わせる

(原因）

原因はアレルギー、外傷、感染など色々i税があ

る。また、ある時期に集lIiして来院することから、

ウイルス感染説を支持する報告も散見される2)。

(穿刺の有無、Ｘ線所見、MRI所見）

乳幼児化膿性関節炎、骨髄炎は一般整形外科|矢

も接する機会が減少してきており、診断に迷う

場合は小児整形外科専門医への相談も祷踏す

べきではない。

(理学所見）

・発熱：ほとんど認めない。

、熱感、脈脹：股関節はわか')にくい。

、歩行不能：急性期は歩行不能であり、ＳＡとの

鑑別は難しい。

、関節可動域制限をほとんどの症例で認めるか、

ＳＡに見られるような仮性麻輝は呈さない。

(治療）

･化膿』性関節炎は外科的切開排膿が必須である。

（関節穿刺のみによる治療も以前は行われてい

たが、成績不良例が多く、推奨されない｡）

排膿時期とタイムリミットについては、発症後

４日、５日、７日以内の手術であれば成績良好

との報告が散兄される。しかし、発症'１がはっ

きりしないことも多く診断確定次第早期の切

開排膿が大切である。

・当センターでは発症後５ＨＨ以降は何らかのＸ

線学的変化を認めることが多く８)、４日以内の

切開排膿を行っている（ただし、診断がつき次

第手術に踏み切るのは言うまでもない)。

・抗菌薬の投与

以前は第１、２世代セフェム系静脈内投与

を行うことが一般的であった。ＭＲＳＡの増加

と治療の遅れか機能障害につながることを考

慮してバンコマイシン＋第３セフェム系、カル

バペネム系抗菌薬の投与も推奨される。培養結

(検査項目）

・検温

・血液検査（Ⅲ算、生化学検査、血液像、血沈、

CRP)、尿検査。

ＳＡとの鑑別が困難な症例は施行する。

・培養検査：ＳＡとの鑑別が困難な症例について

は施行する。

・単純Ｘ線：異常はみられることは少ないが、

他の疾,患との鑑別のため撮影する。

・ＭＲＩ：Ｔ２脂肪抑制、Ｇｄ造影Ｔｌ強調像も炎症

部位の同定に有用である。

可能な施設であれば撮影も考慮する。しかし、
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の予測因子による診断率を検討した結果、３項

１１以上該当で９１３％の診断率であった9)。

.－つの方法として、診断に迷うケース（Caird

の予測因子１，２項日該当等）は、１，２日何

もせず（可能な場合は入院での管理）経過観察

して体温、炎症反応、関節、動運動の変化をみ

る。単純性股関節炎は明らかに改善傾|(Ｉとなり

自動運動が可能となり、下肢の場合は歩行可能

となることもあるが、化膿性関節炎の場合は明

らかに症状、Ⅲ液所見の悪化をみる（安易な薬

物投与で時間をあけてしまうことだけは避け

る)。

・新生児、乳児の原因不|Ⅲの発熱やlIl肢Ｆ１動運動

の低下の場合は化膿`性関節炎、骨髄炎を念頭に

入れる12,要がある。

単純性股関節炎でも軽度の関節水腫がみられ

るため、理学所見と併せて診断することが大切

である。

・超音波エコー：関節貯留の確認には簡便である

が手技に熟練を要する。

(治療）

数日の安静、経過観察で軽快することがほとん

どである。瘤痛が強い場合は、鎮痂薬を処方する

こともある。

(急に発症した歩行障害に遭遇した小児科医への

アドバイス）

・単純性股関節炎と初期の化膿性関節炎、骨髄炎

の鑑別は難しい。診断がつかないうちに安易に

抗菌薬の投与を行うと炎症反応の低下や解熱

により、診断がより困難となり治療が遅れる結

果となる。

・Ｃａｉｒｄ４）は２００６年に化膿`性股関節炎の診断ア

ルゴリズムを提唱し、化膿性股関節炎の診断率

についても報杵した（表１)に,予測因子は、ｌ発

熱＞385℃、２.立位不能な下肢痛、３日111球

＞12000/ｍｍ３、４赤沈１時間値＞40ｍｍ/h、５．

ＣＲＰ＞20ｍｇ/dlの５項Ｈである。その中で３

項目を満たすと診断率が８割を超えると述べ

ている。当センターでも４２例を対象にCaird

(症例供覧）

1歳４か月

第２病'-１

男児３８℃台の発熱出現。

体温３９５℃・小児科受診したが、

発熱の|原因ははっきりしないと言わ

れる“しかし、股関節痛認め、歩行

不能であった。

他院(外科）受診した。Ｘ線撮影す

るも異常なし（土曜日）との診断を

受けしばらく様子観察を指示された。

帰宅後母が心配になり他院(整形外

第３病'１

第４病１１

予測因子

発熱＞38.5℃

立位不能な下肢痛

WBC＞12,000/umF

赤沈＞４０mm/hr

CRP＞２．０m/dｌ

SAの確率
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表１．Cairdの予測因子とＳＡの確率4）



東京小児科医会報3０ 2013ＭＡＲＣＨｖｏｌ３１Ｎｏ、３

科）受診となった（１１曜１１)。

右化膿性股関節炎を疑い緊急ＭＲＩ

検査施行した。

当センター紹介初診した。

(②当センター初診時のlii純ｘ線像）

(③前医MRI）

初診時ＷＢＣ20300、ＣＲＰ１３．７

(関節液培養結果：Ｈ功か〔ﾉeIIzzﾉe）

切開排膿手術施行した。

バンコマイシン＋ロセフィン静脈内

投与で開姑

→培養結果後ロセフイン単剤

静脈内投与へ変Lu・

独歩退院。

ofhip・AvirologicalinvestigationBrMed』

４：５５７－５５８，１９６８．

４）CairdMS、ＦＩｙｎｎＪＭ、ＬｅｕｎｇＹＬｅｔａｌ：

Factorsdistinguishingsepticarthritisfrom

transientsynovitisofｔｈｅｈｉｐｉｎｃｈｉｌｄｒｅｎ：a

prospectivestudyJBoneJointSurｇＡｍ８８

：’251-1257,2006.

5）｜|下部if１丁、坂巻豊教、下村哲史：単純性股関

節炎．別冊整形外科３２：92-94,1997.

6）森'１１光|ﾘlら:小児化膿性股関節炎の沿療経験；

ＪＪｐｎＰｅｄＯｒｔｈｏｐＡｓｓ２００８；1７（１）：46-49

７）中村`恒一、藤|川文夫：小児の化膿性関節炎の

検討．小児科臨床２００６；５９（１）：115‐120

８）平良勝章、根本菜穂、中橋昌弘ら：当セン

ターにおける化膿性股関節炎の治療成績-29

例の検討一．Ｈ小幣会誌２０（２）：436-440,

2011.

9）１Z良l勝已京、根本菜穂、llljlltllI優文ら：Caird

の子111ⅡＣｌ子はどこまで信頼できるか－化

Ｉ膿性股関節炎とiii純性股関節炎の鑑別．’１

小整会誌２１（２）：318-321,2012.

10）和[H晃房ら：小児化膿性股関節炎の初期治療

と遺残変形に対する治療；ＪＪｐｎＰｅｄＯｒｔｈｏｐ

Ａｓｓ２００７；1６（２）：276-279

第４病Ⅱ
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２９７
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第９１回学術講演会

新しい創傷管理

線11;光が丘病院傷の治療センター夏井睦

､創傷管理の三礎知識 ２創傷治癒の基本

１．これまでの創傷管理とこれからの

創傷管理

擦過創や裂創などの外傷や術後fillの処置方法、

符理方法がこの数年で次第に変わってきたことを

ご存知だろうか｡｢消毒を必須とした治療｣から｢消

毒薬を用いない治療｣への変化である。

従来の創傷治療の根本は感染の予防であった。

創感染しないように傷を消毒し、創1mで細菌が増

殖しないようにガーゼで水分を吸い取って乾燥さ

せた。また、術後創への細菌の侵入を防ぐために

創を消毒して滅菌ガーゼで覆い、無菌操作をする

ことが創管理であった。これらは1911t紀に始まっ

た治療である。

しかしこの考えがすべて間違っていたのであ

る。創傷の治療とは傷を速く治すことであって、

感染を防ぐことは創の治癒とは別物なのである’１。

消毒は創傷治癒を妨害して感染を助長し、滅菌物

で無菌操作しても創感染は防げないのであるrⅢ同

様に、カテーテル類、ドレーン類の処世において

も無菌操作も消毒も意1床はないのである。

傷が治るという現象は非常に複雑な現象だが、

煎じ詰めれば、創面という塘地で行う細胞培養で

ある。それはもっともシンプルな外傷である擦過

創で考えるとわかりやすい。

擦過創とは表皮が外力により薄く剥ぎ取られた

外傷である□表皮というバリアが失われた状態に

なり、それに対し人体は「表皮細胞の増殖」とい

う手段で再牛させる。この時、表皮細胞は創血に

顔を出した毛孔や汗管などの皮膚付属器官から遊

離し、創表面で分裂・増砿する□まさに細胞培養

そのものである。

しかし、表皮細胞に限らず、人体のあらゆる細

胞は乾燥状態に置かれると死滅する。これは創面

の表皮細胞も例外ではなく、創面が乾燥すると細

胞が死滅し、傷は治らないのである。つまり、「傷

は乾かすと治らない」のである。この点において、

従来の「傷を乾燥させて感染を防ぐ」という１９世

紀の考えが誤っていたのだ。

創傷治癒が細胞堵養であるば、培養液が必要と

なる。それが創1ｍから分泌される彦Hj液である。

そしてこの彦}１１液には細胞成長因・子という一群の

サイトカインが豊富に含まれている。細I泡成長因

子は４０種類ほど確認され、創面のさまざまな紬
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l泡が分泌し、それが他の細胞を活性化させたり増

殖させるという相互ネットワークを作り、創傷の

治癒を促進させている。

創面に分泌される成長|犬|子を活１１]して細胞増殖

を円滑に進めるのが、筆者が提唱する「湿潤治療」

の基本的な考え方である。

それがなければ創内ではliLiiIiiIiできず、感染も起き

ない。

従って、創感染の予防とは細菌の除去ではなく

感染源の除去なのである．抗生剤の予防的投与も

術後の消毒も感染予防にはならないのだ．

Ｓ、皮膚常在菌とは

３.消毒薬とは何か
人間の皮膚常在菌の代表が表皮ブドウ球菌だ｡

表皮ブドウ球菌は皮層から分泌される皮脂を栄養

源に生活し、酸'性代謝物を排IilUしている。このた

め、人間の皮膚は弱酸１ftに保たれているが、多く

の病原菌は酸`性環境では繁殖できないため、結果

的に病原菌の侵入を防いでいる。

人間の皮膚は常在菌が生息する生態系であり、

この生態系により、人間の健康が守られているこ

とを忘れてはいけない｡

消毒薬は基本的に蛋白質を破壊・変性すること

で殺菌する。しかし、人間にも蛋白質は存在する

し、人間と細菌で共通の蛋白質もある。実は消毒

薬は細菌の蛋白質だけをターゲットにしているわ

けでなく、ありとあらゆる蛋白質をターゲットに

して破壊する。当然、人体細胞も消毒薬で破壊さ

れる2）３)。ここで問題なのは、消毒薬に対し、人

体細胞は抵抗性を持たないが細菌はより高い抵抗

'性を持っている点にある。細菌の細胞は細胞壁や

莱膜で守られているが、人体細胞にはそれがない

からだ。従って、創面を消毒すると人体細胞の

みが選択的に死滅し、細菌は生き残ることになり、

その結果として細菌感染が起こるイ)。

実際、消毒薬は人間にとって安全でもなければ

無害でもない。少量の消毒薬が点滴に混ざっただ

けで死亡事故が起きているし、家庭用のクロルヘ

キシジンの誤飲での死亡事故も起きていてその死

亡率は非常に高いことが知られている。何様にク

ロルヘキシジンはアナフィラキシーショックを起

こすため、傷を消毒している最中に血圧低下、Ⅱ乎

吸停止をきたした症例は多数報告されている。

Ⅱ、治療の実際

1．創傷治療の考え方

創傷治療の基本とは｢創面を乾かさない、消毒

しない」の２つに尽きる。これさえ守れば、傷は

化膿することなく急速に治癒する。創面を乾かさ

ないための治療材料が創傷被覆材であり５)、ハイ

ドロコロイド、アルギン酸端、プラスモイストな

どの治療材料が市販されているが、それぞれの特

性と使い分けについては、筆者のインターネット

サイトや著書を参考にして欲しい。

また、実際の治療についても本誌で用意された

ページ数ではとても説明しきれないため、イン

ターネットサイトなどを参考にしていただきたい。
４創感染はなぜ起こるか

細菌の存在だけで創感染が起こらないことは

1950年代からくり返し検証されてきた。これは

口腔内熱傷(創面は莫大な数の口腔内常在菌で汚

染されている）で感染例が皆無であることからも

証明できる。創感染が起こるためには、血腫や縫

合糸などの｢細菌が繁殖できる場｣が必要であり、

２．症例

症例１．２歳女児。歩行中に転倒して左頬部に

擦過傷を受傷し、当科を受診(Fig.1)。ただちに

ハイドロコロイドを貼付した(Fig2)。治療開始

４「川で搬痕を残さずに治癒している（Fig.3几
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Fig.２Ｆｉｇ．１ Fig.３

症例２５歳女児□歩行中に転倒してん頬部に

受傷。受傷翌}｣に当科を受診したが、初診時、創

部は痂皮が覆っていた（Fig.4)。ただちに痂皮の

上からハイドロコロイドを貼付した（Fig.5)。５

[1後の状態を示すが、搬痕を残すことなく治癒

している。このような痂皮(crust）は水溶性であ

り、ハイドロコロイドなどで閉鎖すると|ＥＩＬL融解

し、自然に除去される。
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症例３．１歳男児。ポットのお湯で右人腿部に

熱傷を受傷し、ただちに当科を受診した(Fig.7)。

水庖膜をすべて除去し、創面はプラスチペースを

塗布した食品包装用ラップで覆った。６ｐ後には

すべて_'二皮化し(Fig.8)、２週間後には皮膚色も

正常となった。このように、範囲の広い熱傷では、

食IHI,包装111ラップでも治療１１１能であり、極めて効

果的である。

’

Fig.７ Fig.８
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第g１回学術講演会

小児の消化器疾患のピットホール

順天堂大学小児科清水俊明

に便通異常を伴うことも少なくない。表１に小児

の消化器症状の特徴を示す')。
はじめに

小児の消化器疾患では、腹痛、下痢、嘔吐、血

便などがその主症状であることが多く、急激に症

状の悪化を認めることがあり、慢性に経過すると

成長障害の原因となることもあるなどがその特徴

としてあげられる。臨床症状から、まずどのよう

な疾患を疑うべきかを考えることがその診断にお

いては大切であり、問診(臨床症状、臨床経過)、

診察(身体所見)、検査(臨床検査、Illli像検査）結

果などから的確な診断を行い、迅速に適切な治療

を行っていくことが肝要である。しかしながら、

時として一般的な消化器症状で発症し、意外な疾

患であることも経験されることがあり、本稿では

それらについても解説していく。

表１小児の消化器疾患の特徴

･腹痛、嘔吐、下痢、血便が主症状である。

･感染性胃腸炎が多い。

･外科疾患が存在する。

･急性腹症の診断が重要である。

･遷延・反復する腹痛、嘔吐、下痢がある。

･血便の原因診断が難しい。

･発育（成長・発達）障害の原因となる。

２長びく下痢

小児の下痢の原因としては、感染`性腸炎が最も

多いがそのほとんどは急性の経過で治癒する。し

たがって、下痢が２～３週間以上慢性的に続く場

合は何らかの原因を疑って検査および治療計画を

立てていく必要がある。問診として、いつから下

痢が始まったか、ミルクや食事に変化はなかった

か、周囲の状況に変化はないか、粘血便はあるか、

体重の増加や身長の伸びはどうか、絶食にしても

水様性下痢が続くかなどにつき、詳しく聴く必要

がある。また、表２に示すような検査を行うこと

も大切である。

１．小児の消化器疾患の特徴

小児の日常診療において、消化器症状は発熱や

呼吸器症状に次いで多く認められるものであり、

その原因の多くはウイルス性胃腸炎や細菌性腸炎

などの急性感染症である。しかしながら、その症

状が慢性的あるいは反復して認められることも稀

ではなく、特に年長児や思春期の子において多く

認められる傾向にある。,慢』性・反復性の消化器症

状のなかでは、腹痛の占める割合が大きく、さら
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などが疑われている。最近ではＲｏｍｅⅢ分類に

おいてfunctionaldiarrhea（機能性下痢症）と位

置づけられている２１。特に治療は要さないが、過

敏性腸症候群(IBS)の治療に準じて行われること

もある。他方、体重増加不良を伴う場合は食物ア

レルギーを考慮する必要があり、診断として抗原

除去による症状の改善、好酸球数正常･ＬＳＴ高値

･IgE正常(～高値)、小腸粘膜組織検査での絨毛

萎縮や上皮内リンパ球浸潤所見などが有用である。

治療・管理としては、原因食物の制限、加水分解

乳、アミノ酸乳の使用、クロモグリク酸Ｎａ、ロ

イトコリエン拮抗薬、プロバイオティクスの投与

などが行われる。感染性腸炎後に下痢が長びく場

合は､腸炎後症候群(post-enteritissyndrome)(図

１）を疑い、２次』性乳糖不耐症と食物アレルギー

の治療を行っていく３)。

長びく下痢の診断におけるピットホールとして

は、生後５［11]の児が原因不明の脱水症になった

原因として先天性クロール下痢症(生後早期から

の尿様下痢)、１歳３か月の児が突然水様性の下

痢を２週|川認めた原因として神経芽細胞臆(ＶＩＰ

産生)、便秘は治ったがその後頻回の水様便を認

表２下痢が続く場合に必要な各種検査

外来

･血液検査

血算、好酸球、lgE、ＣＲＰ、ＥＳＲ
甲状腺機能、亜鉛、免疫能

･便検査

潜血、ズダンⅢクリニテスト、

01-アンチトリプシン

電解質、細菌学的検査

入院

･消化吸収試験

･内視鏡検査

･組織検査

慢性の下痢を主訴とする小児の鑑別疾`患として

は、感染性胃腸炎、吸収不良症候群、食物アレル

ギー、単一症候性下痢症、炎症性腸疾`患、内分泌

･代謝`性疾,患、悪性腫瘍、免疫不全などを考える

必要がある。

単一症候'性下痢症は、toddlefsdiarrheaある

いはchronicnonspecificdiarrheaとも呼ばれ、

６か月から３歳くらいまでに多く認められ、体重

増加不良などの下痢以外の症状を基本的には認め

ない慢性の下痢症で、原Ｍ１としてオリゴ糖の消化

吸収不良、腸内細菌叢の変化、食事や療育の過誤

図１腸炎後症候群（post-enteritissyndrome）

瀞篭急性胃腸炎

小腸粘膜障害 ･絨毛萎縮

･刷子縁酵素減少

／ 、
食物抗原侵入 ２次性乳糖不耐症

、、／食物過敏性腸症

遷延性下痢
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める５歳児の原因として高度の便秘による遺糞症

(直腸に巨大な便塊)、３歳の児に認める原因不明

の長びく下痢の原因として代理ミュンヒハウゼン

症候群(下剤の使用）などが鑑別疾`患として重要

となることがある。

基準として2006年に改訂されており、週１回以

上、４回に１回以上の割合で便性の変化や排便に

より軽減する腹部不快感や腹痛を２か月以上にわ

たって認める場合にIBSと診断される４)。器質的

腹痛として、炎症性腸疾患(IBD)、消化性潰瘍・

ヘリコバクターピロリ感染症、膵胆道系疾`患など

の鑑別が必要であるが、ＩＢＤや消化性潰瘍は、心

因性の要素によっても病態が悪化することが知ら

れており、慢性・反復性腹痛とこころの問題とは

密接な関係が存在する。表４に小児の慢性・反復

』性腹痛の原因を示す。

近年、小児においてもＩＢＤは稀な疾患とは言

えなくなったがｗ多くの小児科医はこのIBDを

的確に診断し、十分に治療していくことができな

いのが現状である５)。その理由として、まずIBD

患児がかつては非常に少なく、この疾`患を念頭

に置いて消化器症状を有する小児の診療にあたる

小児科医が多くなかったことが挙げられる｡また、

たとえIBDを疑ったとしてもその確定診断に必

要な内視鏡検査を施行できる小児科医が少なく、

したがって治療効果や再燃の判定などが十分に行

えなかったことも大きな理由と思われる。小児科

医がIBDをしっかりと診断するためには、図２

に示すような診断手順に従って診断を行い、治療

指針案を参考に治療していくことが重要である。

３’壜'性の反復性の腹痛

慢性・反復性の腹痛の原因として、特に年長児

では心因性の腹痛を考える必要がある。まず、夜

問痛や限局する痛み、嘔吐や血便、体重減少や口

腔、肛門部病変、消化性潰瘍や炎症性腸疾`患の家

族歴などのいわゆる警告症状の有無から器質的腹

痛の鑑別を行う（表３兆引き続き、機能性腹痛

の大部分を占める心因性、便秘、およびIBSの

鑑別を行い、それぞれの治療を行っていくことが

肝要である。小児のIBSの診断基準はＲｏｍｅⅢ

表３器質的腹痛で認められる徴候(alarmsign）

１持続する右上腹部・右下腹部瘤

２夜問痛

３消化管出血、持続する嘔吐

４肛門周囲病変、口内炎

５体重減少、成長障害

６不明熱、関節炎

７１ＢＤの家族歴

８消化性潰瘍、/ＷﾌＭb/'/感染の家族歴

表４小児の慢性・反復性腹痛の原因

機能的腹痛（９０～95％）

・便秘症

・機能性消化管障害（ＦＤ、ｌＢＳ）

・心因反応

・不登校

器質的腹痛

・胃炎・消化性潰瘍

・炎症性腸疾患（ＣＤＵＣ）

・膵・胆道系疾患

・泌尿・生殖器疾患

ＦＤ：functionaldyspepsia

lBS：irritablebowelsyndrome

CD：Crohndisease

UC：ulcerativecolitis
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図２炎症性腸疾患による腹痛の診断手１１頁

・慢性､反復I性の腹痛（下痢､血便）

・ロ内炎､肛門部病変､発熱､関節痛

・体重増加不良～減少､成長障害

且
血液検査(ＣＲＰＥＳＲＨｂ）

／欝薑)､！;鯛ｴｺｰ
抗鯛FOML整腸薬投与｜

、内視鏡､組織検査､小腸造影

小児の腹痛の診断におけるピットホールとして

は、軽い上腹部と鉄剤依存性貧IlIlを認める１４歳

女児の原因としてＨｐＭ)ﾉﾌﾞ感染症(便'１１抗原、ＩＩｌ

中抗体検査で診断)、年に２～３１１J1の強い腹痛と

ALT-L昇を認める６歳女児の原因として胆道拡

張症(Ａｍｙ値ｔ昇と超音波で診断)、くり返す啼

泣と嘔吐発作を認める１歳５か)j男児の原因とし

て鼠径へルニア（おむつをはずし鼠径部を観て診

断)、ノロウイルス流行期に腹痛．嘔吐を認めた

４歳児の原因として急性虫垂炎(翌ロ腹膜炎症状

で再受診）などが鑑別疾患として重要となること

がある。

1ｍを考える。粘血便は潰瘍性大腸炎や細菌性腸炎、

イチゴジャム状の便は腸重積が疑われる。メッケ

ル憩室では迷入胃粘膜からの酸の影響で黒褐色

(ブルーベリージャム状）の便となる。便の周囲

に鮮1ｍが付着していれば、肛門または胸腸からの

出lnlが考えられ、粘血便の場合は大腸ポリープを、

多元性の点状から線状の出mの場合はリンパ濾胞

増殖症を考える。近年、新生児・乳児期にみられ

る1111便の原因としてミルクアレルギーの関与を示

唆する報告も認められている７)。

、便の原因疾,患を鑑別するうえで、まず下痢や

腹痛などの他の症状の有無によって鑑別していく

ことが大切である（図３)。他の症状がない場合

は血便の色や`性状で鑑別することになるが、当科

での検討では、乳児ではリンパ濾胞増殖症が幼児

期以降では若年性ポリープがより蹴度が高かった

(図４)。

１，便の診断におけるピットホールとしては、哺

乳前より111便を認めた'１齢ｌの児の原因として

新雄児一過性好酸球性腸炎(新生児メレナとの

鑑別)、ｉｉｌｊ化'性潰瘍の家族歴を有しタール便を

認めた１６歳の１，１Uの原囚としてHpLJ'/ｍ･感染症

４．＜Ｄ返す血便

小児の血便ではその性状によって、ｌｌ１Ｉｍ部位や

原因疾`患をある程度予測することができる６)(表

５)。、液が便の表面に付着しているだけか、他

に混入しているか、ｌⅡⅡ]から滴下しているのか、

鮮血色か、黒赤色かなどの点を詳しく観察する。

タール便が認められるときは、」二部消化管、鼻'11Ｍ

腔、’-1腔の出血を考える。鮮血色ないし黒赤色の

血液が混入しているときは、’１１１腸または大腸の}1１
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(HpLJz/、感染を含めた家族歴の聴取)、便秘傾向

の６歳の児に認める多量の血便の原因として肛門

裂傷(便への混入、付着に比しティッシュに多量)、

右下腹部にメッケルシンチで集積を認める４歳の

児の原因として消化管重複症(迷入冑粘膜の存在）

などが鑑別疾`魁として重要となることがある。

な検査評価や過信、非典型例の見落とし、知識や

注意不足などが挙げられる8)。

下痢、腹痛、ｎ便などから原因疾`患を診断する

ことは必ずしも容易ではないこと、小児の消化器

疾,患では臨床症状からまずどのような疾`患を疑う

べきかを考えること、思い込みで診断を行わず丁

寧に問診と身体診察を行うことなどが消化器疾患

のピットホールに陥らないために重要であること

を念頭に置いて日常診療を行っていくことが大切

と思われる。

おわりに

ピットホールの背景としては、想い込み、前医

での診断への偏重、問診や診察の不徹底、不十分

表５血便の性状による鑑別

タール便～ブルーベリー状（酸の存在）

鼻出血、消化性潰瘍、メッケル憩室、重複症

点状～線・斑状で多元性（リンパ濾胞の増殖）

母乳性、感染、アレルギー、炎症性腸疾患

粘液の混入（炎症、ポリープ）

細菌性腸炎、炎症１性腸疾患、大腸ポリープ、リンパ濾胞増殖症

便よりティッシュに付着（肛門部の出血）

肛門裂傷

図３小児の血便の鑑別 図４無症候'性血便患児の血便発症時年齢

（歳）

血便 １

下痢(＋） 下痢･腹痛(－） 腹痛(＋）

細菌性

炎症性

食物ア

性紫斑病

タール～ブルーベリージャム状

消化性泪癌

メッケル憩室

消化管重複症

赤褐色～鮮血

大腸ポリープ

リンパ濾胞増殖症

食物アレルギー

肛門裂傷

リンパ濾胞増殖症

（n=4）

若年性ポリープ

（､=9）

１
９
７
５
３

１

●

●

ロ
ユ

●

汀

■

●

●
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第g１回学術講演会

新生児マススクリーニングの最近の動向と

特殊ミルク等の使用による栄養素欠乏

児玉浩子に)、小１１１英伸2）

l）帝京平成入学健康メディカル学部健康栄養学科

２）帝京大学医学部小)Ｗ｝

新生児マススクリーニングは、タンデ

ンマス法によりどのように変わるか？

はじめに

２０１１年に厚生労働省母子保健課から「積極的

に先天』性代謝異常症の新しい検代法（タンデンマ

ス法）を導入することが望ましい」が発表された。

IWE、全国の都道府県でタンデンマス法による新

/|三児マススクリーニングが急速に杵及している。

本方法でスクリーニングされるnA児は約8,000人

に１人と稀ではない。

ｒ先天性代謝異常姉の治療には特殊ミルクを便１１I

する疾`種が多い。また､近年の医学の進歩で､様々

な治療用ミルクや経腸栄養剤かＩｌＭ発されている。

しかし、その''１には、いくつかの`WilJ栄養素が適

切に含有されていないものがある。そのような治

療111ミルク等のみで栄養を受けていると、必須栄

養素の欠乏をきたす危険がある。治療Ⅲミルクの

このような欠点を十分即解して、他)Ⅱすることが

大切である。

新化ﾘ｡マススクリーニング事業が始まったのは

１９７７年で、1989年からは先天性代謝異常ｿiﾐ５疾

,患とクレチン派、先天性ＩＨｌｌｉｉﾁ皮質過形成ｌｉ'てを(Tわ

せて７疾,lUAがスクリーニングされていた。その後

ヒスチジンIiIl症が対象疾患から除外され、現在

６疾患であるタンデンマス法により、対象疾悠は

２５疾旭にlⅢl1する（図１）。これによ1)、発見さ

れる先天`|ｿ|ミアミノ酸・有機酸・脂肪酸代謝異`ｉｉｉ症

は約125人／１０()刀人出化（約8,000fＭ２に1人）

と考えられている')。

現在、各部逆府県などで確定診断法の確立、診

療サポート体IljlI、，忠者追跡体制などが、’１１核医擦

機関の|夷liljらによ1)検討されている。個々の疾,ｌｕＡ

での発ｿ花頻度は高くないが、疾`患群としては発ｿiii

頻度が向く、一般小児科医でも遭遇する可能`|ｿﾞﾋが

高い。

特殊ミルク・治療用ミルクとは

栄養成分をi1il幣した治療１１１ミルクは表１のよう
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図１
今までののスクリーニング疾患 ①タンデムマス

アミノ酸代謝異常
１．フェニルケトン尿症

２.ホモシスチン尿症

３.メープルシロップ1尿症

４.高チロシン血症１型

５.シトルリン血症１型

６.アルギニノコハク酸尿症

７.高アルギニン血症

８.シトリン欠損症

有機酸代鮒異常
9．プロピオン酸血症

１０.メチルマロン酸血症

１１．グルタル酸尿症１型

１２.グルタル酸尿症２型

１３.イソ吉草酸血症

１４．３－OH-3-メチルグルタル酸尿症

１５.マルチプルカルボキシラーゼ欠損症

１６．３‐メチルクロトニルグリシン尿症

１７．３－ケトチオラーゼ欠損症

脂肪酸代謝異常
１８．CPT-1欠損症

１９．CPT-2欠損症

２０．CACT欠損症

２１．VLCAD欠損症

２２．ＭCAD欠損症

２３．SCHAD欠損症

２４．TFP欠損症

２５．全身性カルニチン欠乏症

アミノ酸代謝異常

①フェニルケトン尿症
②ホモシスチン尿症

③メープルシロップ尿症

E】Kpa"｡b〔]ﾉﾊﾉiEwb､ｍＳｂｒＥＤｅＪ７ｍｇ

④クレチン症

⑤先天性副腎過形成
⑥ガラクトース血症

②クレチン症
③先天性副腎過形成

④ガラクトース血症

山口清次氏(島根大学小児科)より提供

'0

表１特殊ミルク・治療用ミルクの分類

･薬価収載品（２品目）：健康保険適用

フェニルアラニン除去ミルク、メープルシロップ尿症用

･登録特殊ミルク（２４品目）：無償提供

先天性代謝異常症用ミルク

･登録外特殊ミルク（１３品目）：無償提供

ケトンフォーミュラ、低カリウム・中リンフォーミュラ等

･市販品（１０品目）：有料

ラクトレス、ボンラクト、ＭＣＴフォーミュラ、エレメンタールフオーミュラ、

ニューＭＡ１、ベプディエット、ミルフィー等

に分類される。フェニルケトン尿症、メープルシ

ロップ尿症用ミルクは保険収載されており、処方

できる。他の先天代謝蕾異常症用治療ミルクは登録

特殊ミルク、先天`性代謝異常症以外の1台療用ミル

クは登録外特殊ミルクと分類されており、特殊ミ

ルク事務局(電話：03-3473-8333)が無償提供し

ている。その他にｉｉｉ販食,ｌｉ１１として乳籾i除去ミルク

や牛乳アレルゲン除去ミルクなどがあ1)、これら

のミルクは,患ﾘJ・家族が薬局などで購入する。

治療用ミルク・経腸栄薑剤等の使用

による栄薑素欠乏

治療用ミルクや経腸栄養剤には、製造過程で失

われる必須微已ｉｔ栄養素があり、これら治療川ミル
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表２治療用ミルク等の使用による主な欠乏栄養素の生理的機能と欠乏の診断法・症状

刀冒

ク等を単独で使用している患者に欠乏症が報告

されている2)。報告例が多い欠乏症は、ビオチン、

カルニチン、セレン、ヨウ素である。いずれも必

須栄養素で、摂取量不足により欠乏をきたす危険

がある（表２)。ビオチンは難治性の皮膚炎を発

症する。牛乳アレルギーでアトピー'性皮膚炎と診

断された`恵児に牛乳アレルゲン除去ミルクを使用

して、皮膚炎がさらに悪化した症例が報告されて

おり３)4)、注意を要する。カルニチンは様々な病

態で欠乏をきたす危険があるので、表３に示す病

態の`患者で、カルニチンを含有していない治療用

ミルクなどを使用している場合は、特にカルニチ

ン欠乏をきたしやすいので注意が必要である５)6)。

主な治療用ミルク・経腸栄養剤のビオチン、カル

ニチン、セレン、ヨウ素の含有量を表４a,ｂに示

す。また、治療用ミルク等の使Ｈｌで、欠乏に注意

すべき栄養素を表５に示す。

欠乏が診断された場合は、ビオチンとカルニチ

ンは医薬品があり、欠乏症で処方できる。ビオ

チンは１～２ｍｇ／Ｈ、カルニチンは２０～３０ｍｇ／

kg／日を目安として投与する２)。セレンは医薬品

として承認されたものはない。高カロリー輸液Ｈ１

の微量元素製剤（ミネラリン注等）にもセレンは

含有されていない。微量ミネラル補給飲料として

市販されているテゾンを使用するか、院内でセレ

ン内服液または注射剤を作成して用いる。作成方

法は病院薬局製剤４版に記載されている。投与量

は２～５ｕｇ/kg／日を目安とする。ヨウ素は医薬

品であるヨウ化カリウム（成人０．３～1.0ｍｇ／’1）

を投与する。いずれも、欠乏栄養素の補充で、痂

状などは速やかに消失する。

経腸栄養剤等の使用によるこのような欠乏症を

予防するには、できるだけ栄養素を適切に含有し

ている栄養剤を使用することである。ピオチン、

カルニチン、セレン、ヨウ素などを適切に含有し

ており、かつ小児に適した濃厚流動食としてアイ

ソカルＬＯジュニアが市販されている。また、ビ

オチンなどが適切に含有していない治療用ミルク

や経腸栄養剤を使用せざると得ないときは、欠乏

症に注意して、補充などを考慮することが大切で

ある。

栄養素 機能 欠乏の診断法 欠乏症状・所見 補足

ビオチン 力ルボキシラーゼの補酵

素、糖新生、ＴＣＡ回路、

脂肪酸代謝、□イシンの

異化に関与

血中ビオチン低下（但し、

現在、臨床検査機関でも

測定していない)、尿有機

酸分析で、３－ヒド□キシ

イソ吉草酸増加

皮膚炎（図２)3)、脱毛、

運動失調、嗜眠傾向、四

肢の知覚異常

抗てんかん薬（フェニトイ

ン、パルプ□酸など)、生

卵多量飲食も欠乏の要因

になる

カルニチン 長鎖脂肪酸のミトコンドリ

アへの輸送、ミトコンドリ

ア内でのＣＯＡ/acylCoA

比率の調整

血清カルニチン低下 低血糖、心筋症、筋力低

下、肝腫大、横紋筋融解

症、ライ様症候群、乳幼

児突然死症候群、代謝性

アシドーシス、高アンモニ

ア血症、ＣＫ高(直

様々な要因で欠乏になる

(表3参照）

セレン 抗酸化作用が強いグルタ

チオニンペルオキシダー

ゼや甲状腺ホルモンであ

るＴ４をＴ３に変換するヨー

ドチ□ニン脱ヨウ素酵素

の構成成分

血清セレン低下 爪の白色変化（図３）
フ）

、

不整脈､ﾉ、肥大､ﾉ、筋症、

下肢の筋肉痛、易感染

性、易がん性

補充する場合は、過剰症

(胃腸障害、皮膚炎、呼

気ニンニク臭、疲労感、

神経異常等）にﾓ)注意が

必要である

ヨウ素 甲状腺ホルモンの構成成

分、］分子にヨウ素をチロ

キシン(T4）は４個、トリ

ヨードサイロニン(T3）は

３個存在する

尿中ヨウ素（ヨード)低下、

血清Ｔ４，Ｔ3低下、血清

ＴＳＨ上昇

甲状腺機能低下症状・所

見、甲状腺腫、便秘、活

動性低下、体重増加不良

ヨウ素は過剰摂取でも甲

状腺機能低下症を発症す

る
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表３カルニチン欠乏をきたす要因

･バルプロ酸内服

バルプロ酸は尿細管での遊離カルニチンの再吸収を阻害する。

･ピボキシル基含有抗菌薬（トミロン、フロモックス、メイアクト、オラベネム等)内服
機序：ピボキシル基は吸収時に加水分解され､抗菌活'性体とピバリン酸になる。

ピバリン酸はカルニチンと結合して尿に排泄される。（日児誌１１６（４）：804-806,20125)）
１３例中４例は、６日間～１２日間内服で発症

･ケトン食療法:脂肪代謝が冗進し､カルニチン要求が増大

･ファンコニー症候群等の腎障害:カルニチンの再吸収障害､透析

･先天性カルニチントランスポーター欠損症

･摂取不足

カルニチン含有の少ない特殊ミルク･経腸栄養斉Ｉ使用

表４ａ主な特殊ミルクなどのビオチン、カルニチン、セレン、ヨウ素の含有量（/100kcal）

CODEX推奨丘ｲｭﾙ,+ハ軸

通常育児用ミルク

エレ1ﾝ■夕罵２１レフ聯ﾐ|ユラ'１
－．~~11111~~1,:-,￣…~`11’’’1.11…ｌ１１－ＩＬ１１１’11小1㎡1-1'1

ニューＭＡ１

ベ'プデイエットハバー■い’

ラクトレス

ノンラクト

ケトンフォーミュラ

必須脂肪酸強化ＭＣＴミルク

糖原病用フォーミュラ

蛋白除去ﾐルク

表４ｂ主な経腸栄養剤等のビオチン､カルニチン､セレン､ヨウ素の含有量（100kcal当たり）
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図２アミノ酸ミルク単独哺育によるビオチン欠乏症「

初診時臨床像 ~ｌｐｑＨｈ

塩)壱６３５６５２００９

図３セレン欠乏による爪の変化

セレン投与前 セレン投与後
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第９１回学術講演会

不活化ポリオワクチンの導入と今後の課題

川崎市健康安全研究所･所長岡部信彦

り、わが国が属するＷＨＯ西太平洋地域も２０００

年､ポリオ根絶宣言が行われ､ついで2001年､ヨー

ロッパ地域でもポリオ根絶宣言が行われた。現在

ではナイジェリア、アフガニスタン、パキスタン

の３カｈ国のみがポリオ流行地となっており、２０１２

年は、ナイジェリア１２１名、パキスタン５８名、

アフガニスタンから３７名の計２１６名、非常在国

ではチャド５名、ニジェール１名のみで、合計

222名と大きく減少した(201326現在)。流行国

であったインドは、２０１１年１月を最後に患者ゼ

ロ状態が続いている。

わが国のポリオ患者数は、１９６１（昭和３６）年

までは毎年1,000人以上、死亡者も１００人以上で

あり、特に１９６０（昭和３５）年には全国で5,600

名を超える大流行があり、多くの麻源患者が発生

した。当時わが国はIPVを導入することとして

国産IPVの臨床治験段階にあったが、この大流

行を鎮静させるため１９６１（昭和３６）年に経Ｕポ

リオ生ワクチン(ＯＰＶ）を当時のソ連およびカナ

ダから緊急輸入した｡１５歳以下の小児全員を対

象としてＯＰＶを２回以上飲ませるということを

行い患者数は激減、３年後には１００人を下回った。

その後’963（昭和３８）年より国産ＯＰＶによる

２回接種法が定期接種として導入され、野生のポ

リオウイルスによる`患者はその後さらに減少し、

はじめに

ポリオのコントロールについて経口生ポリオワ

クチン(Oralpoliovaccine：ＯＰＶ)の果たした功

績は高い。一方で、ＯＰＶにはまれな副反応とし

てポリオワクチン関連麻癖(Vaccmeassociated

polioparalysis：ＶＡＰP）の存在がある。これを

回避するため不活化ポリオワクチン(Inactivate

poliovaccine：IPV)が改めて開発され、わが国で

も２０１２（平成24）年９月、ようやく本格的導入

に至った。これでわが国におけるＶＡＰＰの発生

は今後なくなる。本稿では国内外でポリオの現状、

そしてIPVが導入された今もなお、ポリオに対

して高い免疫を保有し続ける重要性を述べる。

ポリオの疫学状況

ポリオ流行の記録は１８世紀頃からみられ、

1950年代まではしばしば世界各地で流行した。

しかしワクチンが開発され、ポリオワクチンを

導入した先進国ではその発生数は激減した。１９８８

年、ＷＨＯが地球規模でのポリオ撲滅を宣言し活

発な活動を各地で展開し、世界各国でポリオワク

チンの投与が行われるようになり、アメリカ大陸

全体では１９９１年のペルーからの報告を最後にポ

リオ例が存在しない地域(poliofreezone）とな

研
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1971（昭和４６）年、１９８０（昭和５５）年の各ｌ例

を最後に、わが国では発生していない。

多いが、［－１本ではl｣下合計４同で開始。５回目の

投与の必要性に関しては検討中)。

米国では１９５５年､IPVによりポリオコントロー

ルをスタートさせかなりの`患者数の低下を見たが、

その後発生するポリオ麻陣,患者の中にはIPVを

規定通りに受けた者も少なからずいるところから、

ポリオの完全なコントロールのためには生ワクチ

ンがより有効であると考え、１９６０年、ＯＰＶを導

入し、１９７９年以降ポリオ`患者ゼロとなった。ヨー

ロッパを中心にしてＩＰＶでポリオコントロール

に成功しているIRIもあるが、フインランドのよう

に２０年間ポリオ患者の発生がなかったが1985年

に９名の`患者発生を見たという例もある。

ポリオワクチン

ポリオワクチンことに経口弱毒生ワクチン

(ＯＰＶ)が開発されて以来、ワクチンが導入され

た国ではポリオ患者数は激減した。ＷＨＯは種痘

による天然痘の根絶についでポリオを地球規模

での制圧の対象疾患とし、ＯＰＶ投与を中心とし

て地球規模でのポリオ根絶運動(polioeradication

activity）を展開している。アメリカ大陸では

１９９１年からポリオの発生はなく、わが国を含む

ＷＨＯ西太平洋地域でも１９９７年３月以来ポリオ

ゼロ例の状態が続き、２００１年１０月、｜可地域にお

けるポリオ根絶宣言が行われ、ヨーロッパ地域で

も２０１１年、根絶宣言が行われた。

ＯＰＶは、自然感染と同様にワクチンウイルス

が腸管で増殖するため腸管における局所免疫が誘

導されること、免疫の持続が長期間であること、

接種者の便から排泄されたワクチンウイルスがさ

らに非接種者に経口感染することにより免疫効果

が拡大する可能性があることなど、疾`患の流行を

抑制するのに有利であり、さらに投与法が容易で

注射器材などの消毒や廃棄処分などを考慮する必

要がなく価格も安い。ＷＨＯがポリオ根絶計画に

あたり、ＯＰＶを導入し、野性株によるポリオ根

絶まではＯＰＶを推奨する、とした大きい理由で

ある。

ポリオワクチンには、不活化ワクチン(IPV）も

ある。ＩＰＶはその他の多くのワクチンと同様注射

による経皮投与であり、ｌｌｐ１の投与では十分抗体

の獲得ができず、複数回の投与が必要になる。接

種によって血中に中和抗体ができるが腸管免疫は

できない、あるいはできたとしてもわずか、と考

えられている。効果の持続期間も短いため、ＩＰＶ

は初回投与の３回に加えて、追加投与が１m以上

必要とされている（海外では５回以上とする国が

ワクチン関連麻輝:VaccineAssociated

ParalyticPoliｏｍｙｅｌｉｔｉｓ－ＶＡＰＰ

ＯＰＶは安全性の高いワクチンとして世界中で

使用されているが、稀にとはいえ生ずる副反応と

して問題になるのは、弱毒ワクチンウイルス株に

よる麻揮発症例、ＶＡＰＰの存在である.国内に

おける最近１０年間の調査では、ＯＰＶ投与およそ

１００万人に１人前後の割合でＶＡＰＰが出現する

と考えられている（ＯＰＶによる健康被害救済例お

よびＷＨＯに報告しているウイルス確定例などよ

り）。国内では毎年約120万人が出生しているの

で、出生者全員がＯＰＶを受けたとして１人強の

VAPＰが発生することになる。米国では、かつて

OPVの初'111接種で７８万投与あたりｌ例、２回以

降接種では６００万投与あたりｌ例発生したと報告

されている。

ＯＰＶを接穂したヒトから排泄されるＯＰＶウ

イルスの感染により、周辺にいる非接種者に免疫

を与えることが川来るということもＯＰＶの付加

的な効果であるがが、一方、接種者周辺における

感染発症(VaccineContactCase:VCC)が米国で

640万投与あたり、わが国では５３０万投与あたり

それぞれｌ例見られている。国内では、ＯＰＶ接
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種を受けたわが子よりワクチンウイルスの感染を

受けてポリオ様麻蝉を発症した父親例、ＯＰＶ接

種を受けた子どもから感染を受けたと考えられる

OPV未接種の乳児例などが、稀ながら報告され

ている。

野生株によるポリオ患者が多かった時には

VAPＰやＶＣＣが極めて稀に発生したとしても、

これらの副反応発生のリスクと本来の疾`患予防

の利益とのバランスは明らかにＯＰＶにあるが、

OPVを使用し続ける限りＶＡＰＰの問題も続くこ

とになる。野生株によるポリオ発症例はなくなっ

たが、野生ポリオウイルスが完全に駆逐されたわ

けではなく、発症予防のためにはポリオワクチン

投与がまだ必要である段階にある時、ＩＰｖ導入の

大きい意義がでてくる□現在は枇界的にはＯＰＶ

を使用している国が大多数であるが、ＶＡＰＰへの

懸念を優先しすでにIPVへの切り替えを行って

いる国も先進国を中心として増加している。

ことではなかったと聞いている。しかし日本では

DPT、ＯＰＶの同時接種はほとんど行われていな

いため、ＤＰＴの接種回数とＯＰＶの接種回数は子

どもによってまちまちであるところから、これを

調整するためにIPV単独ワクチンの導入も決定

された。そしてIPVを一日でも早くという声も

大きいところから、薬事法上の承認を得た111頁に早

く導入する、ということになった。

したがって、１１月から初めてジフテリア・百日

咳・破傷風（これまでのＤＰＴ三種i昆合）とポリオ

のワクチンを接種する場合についてはＤＰＴ+IPV

４種混合ワクチンでの接種開始を原則とし、それ

までＤＰＴあるいはＯＰＶを１回以上接種してい

る場合にはその残り回数をＤＰＴについてはＤＰＴ

で、ポリオについては１１，１のみＯＰＶを接種して

いる場合については合計４回のIPVのうち１回

をＯＰＶで済ませたとして残りの合計回数３回を

IPVで行う、という考え方になる｡ＯＰＶを２回

接種している場合にはそれで完了とすることは、

これまでどおりである．またこれまでに個人輸入

あるいは海外でIPVの接種を受けた方について

は、合計４回のうちの不足分のIPVの接種を受

けることになる｡

なお海外では不活化ワクチンでIPVは４回の

免疫付与後数年で免疫能の低下がみられるところ

から、１回追加を行い合計５回接種とする国が多

いが、わが国では目下合計４回でIPVを開始し、

５回目の接種についてはその必要性、タイミング、

種類などについて現在検討中で、数年以内に結論

が出る予定となっている｢，

なお、わが国においては昭和５０～５２年生まれ

の人々のポリオに対する抗体は他の年生まれの人

に比べて低いところから（どの年齢層でも１００％

抗体陽性ではないが)、ポリオウイルス感染のチャ

ンスがあること、ことに自分の子どものＯＰＶか

らワクチンウイルスの感染を受けてそのウイルス

によるＶCCV（二次感染によるＶＡＰP)の危険性

わが国もＯＰＶからｌＰＶへ切り替え

ＩＰＶを導入する国が増加する中、わが国でも平

成2４（2012）年９月から海外塵IPV単独ワクチ

ンが、１１月からは国産ＤＰＴ+IPV（ジフテリア・

百日咳・破傷風混合ワクチン＋不活化ポリオの４

種混合ワクチン）が定期接種ワクチンとして導入

され、ＯＰＶは９月以降は任意接種のワクチンと

なった。

ＩＰＶが導入されると、少なくともＤＰＴ三種混

合ワクチンの初回３回十追加11111に加えて、ＩＰＶ

が同じく初lul3m＋追加１回と注射回数が倍増

し、受ける子どもにとっても、子ども達を連れ

て行く保護者にとっても大きな負担になるところ

から、ＤＰＴ+ＩＰＶ４種混合ワクチンの導入が世界

の大きな流れであった。ＤＰＴを接種すると同時

にＯＰＶを投与するという同時接種が当たり前で

あった海外では、ＤＰＴの接種回数＝ＯＰＶの接

種回数であったため、その切り替えはさほど困難
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がわずかながらあるため、念のためにＯＰＶを受

けることをこれまで勧めてきた経緯がある。ＯＰＶ

が定期接種として行われなくなった現在、二次感

染によるＶＡＰＰの危倶も去ったので、このため

のＯＰＶ接種は不要となる。しかし、ポリオウイ

ルスに対する免疫が低いこと自体はそのまま変化

がないので、ポリオウイルスの海外からの侵入に

備える、あるいは海外ことにポリオ発生が確認さ

れている国へ旅行・滞在する場合などでは、接種

不足回数、あるいは不明の場合は少なくとも１回

以上できれば４回のIPVを接種することで、ポ

リオウイルス感染のリスクがかなり回避できるの

ではないかと`思われる。

2010年、タジキスタンでは海外よりウイルスが

侵入し、２７例の死亡を含む458例のポリオが発生。

2011年には中国の新彊でも海外より侵入したウ

イルスにより２例の死亡を含む２１例のポリオが

発生している。

ＯＰＶを使用している国でＯＰＶの接種率が低下

してくると、一つはＯＰＶ服用者から未接種者へ

のワクチンウイルスの感染が多くなり、その中か

らＶＡＰＰが発生してくるという二次感染者の増

加の危険｣性のほかに、ＯＰＶ服用者から排泄され

るウイルスが変異し、病原`性が復帰したウイルス

として流行が拡大する可能性もある。伝播型ワク

チン由来ウイルス(ｃＶＤＰＶ:circulatingVaccine

DerivvedPolioVirus）による流行の拡大で、最

近でもコンゴ民主共和国、ナイジェリアなどアフ

リカの８か国でｃＶＤＰＶによるポリオ患者の発生

が野生株によるポリオの発生とは別に見られて

いる。この阻止のためにはＯＰＶ接種率を高く維

持する必要がある。日本ではこれまではＯＰｖ接

種率が高く維持されておりこのような現象は見

られておらず、またIPVに切り替わったことで

ｃＶＤＰＶの出現の可能性もなくなったわけである

が、ＩＰＶの接種率が低下してきた場合には、他国

からｃＶＤＰＶが持ち込まれる可能性は否定できな

いことになる。

ＯＰＶからＩＰＶに変更になったことは大変喜ば

しいことであるが、ポリオに対する注意と監視を

緩めていいということではなく、世界の状況から

見てむしろこれまで以上の注意と監視を続けてい

く必要がある．

合後も高いワクチン接種率の

維持が必要

わが国がこれまでにポリオゼロを維持できてき

たことは、国内におけるＯＰＶ接種率が95％以上

と高く維持され、多くの人々がポリオに対する免

疫を保持してきたこと（herdimmunity)、かつて

の流行時に比べて衛生環境が格段に良くなったこ

と、加えて世界全体でのポリオが激減したことな

どいくつかの要素があげられる，ＷＨＯは、枇界

でのポリオ根絶が確認されたのちには､天然痘(痘

瘡）と同様にポリオワクチンを中止することを究

極の目的としている。しかし現段階では流行国は

依然存在し、また散発的に発生している国もある

状態では、ポリオウイルスの侵入の可能性を断

ち切るために、ポリオワクチンの接種率を高く維

持しておく必要がある。予防接種率の低下は、感

染の可能性があり感受性者人口を増やすことにな

り、そのような人々が流行地に行った時の感染の

危険性は個人的なこととしてあり得るが、さらに

それらの人々が帰国することによって、国内に持

ち込まれる可能性もある。またある地域での感受

`性者の増加は、いったん海外などから野生株が持

ち込まれた場合、流行として拡大の可能'性がある。

おわりに

国内外でポリオの現状、国内におけるＯＰＶか

らIPVヘの切り替え、そしてIPVが導入された

今もなおポリオに対して高い免疫を保有し続け

る重要性などについて述べた。わが国において

OPVはその役割を終え表舞台から去ったが、日
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本の子どもたちを守ってきた素晴らしいワクチン

であったということは記憶にとどめておきたい。

しかし、そのすばらしい成果は、ＶＡＰＰを発生し

た人々の犠牲の上に守られてきた、ということも

忘れてはいけない。

第１回検討会資料：http://www、hlwgojp／

stf/shingi/2r9852000001nkzzhtml

第２回検討会資料：http://www、hlwgojp／

stf/shingi/2r9852000001rlbwhtml

第３同検討会資料：http://www、hlwgojp／

stf/shingi/2r9852000002935ehtml

第４１，１検討会資料：http://www、hlwgojp／

stf/shingi/2r9852000002gxwdhtml

岡部信彦：予防接種の陰と陽一経口生ワクチンと

不活化ポリオワクチン小児科５２（１３）:l955-

l96L2011

Plotkin，ＳＡ：Poliovirusvaccine-inactivatedaｎｄ

ｌｉｖｅｐ､605-685．Edit・PlotkinSA,OrensteinW，

ＯｆｆｉｔＰ､Vaccines4theditionSaunders2008．

本稿は、第９１回東京小児科医会学術講演会(平

成２４年１０月２１日）において、トピックス「不活

化ポリオワクチン導入での問題点」として講演発

表した内容を基本として作成したものである□学

術講演会において発表する機会をいただいた東京

小児科医会の先生方に深謝します。

参考資料

厚生労働省不活化ポリオワクチンの円滑な導入に

関する検討会(座長：岡部信彦）
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識『1議頼諭二譲鍵鞠三蕊建議癖諭壷し罪……執…控縛弗…"

小児科医と小児科について思うこと、思い出すこと

灰）千歳会キッズクリニック院長

帝京大学名誉教授柳川幸重

･悪性疾患、免疫γ感染、膠原病、栄養・消化器、

腎・泌尿器、神経・筋、精神などの専門分野を持

つ小児科医でも、基本的に「総合小児科医」であ

る姿勢を崩していないはずだからである。そこに

は、成人とは異なり、子どもは悪いところ・不快

な部分を情報として提供しにくいという特徴も関

係している□「体重増加不良｣の乳児を診て、「こ

れは私の専ｌ１１ｊではありません」と言う小児科医は

存在しないと信じている。

今後も、どのように小児の専門分野が精密に

なっていっても、小児科医は小児の総合診療医で

あるというこの良き小児科の特徴を捨てること

なく続けたい。「これは私の専門ではないですか

ら、診られません」と始めから言うのは小児科医

が言ってはならない言葉として肝に銘じておきた

い。

小児科医はもともと総合診療専門医

平成２４年の年末の｢専門医の在り方に関する

検討委員会」において、基本領域の専門医として

位置付ける総合的な診療能力を持つ医師を「総合

診療医」とし、その専門医を「総合診療専門医」と

呼ぶ方針でほぼ一致した、との報道があった。こ

の総合診療医を－つの専門領域として取り上げる

処置は、以前はすべての医師が持っていたはずの

初期対応などの出来る医師への社会的要請にこた

えた判断だろう。

総合診療専門医のイメージは、愁訴や症状に

よって原因疾患を推定して適切な治療と助言をし

て、必要であればその部門の専門医に紹介すると

言う、病んだ方の医療への最初の入１１になるもの

であり、かつ、必要に応じた継続医療を行うもの

である。

これは、まさに小児に対して小児科医が現在

行っている医療にほかならない、小児科医にとっ

ては当たり前の医療といえる。小児医療もさまざ

まな専門に分かれているが、小児科医である限り

ｎ分の専門ではないからといって初診の,慰児を断

ることは少ないだろう。これは、すべての小児科

医は基本的に総合小児科|医の意識を持つからと思

われる。それぞれ個別に染色体異常・先天異常、

アレルギー、循環器、呼吸器、内分泌代謝、Ⅲ液

わが国の小児医療の特徴の一つである

｢超早期受診｣について

米国ニューヨークの（ブルックリン）の市中一

般病院での１９７０年代の小児科診療について思い

出したときに感じたことを、述べておきたい。

小児科インターン研修オリエンテーション後に

いきなり小児科外来の救急へシニアレジデントと

ともに出されたが、今でも記憶に残るのは、Ｕ本

よりも,慰者さんの｢診断｣がつきやすいというこ
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とであった。「診断｣がつきやすい理由は、病気の

小児が病院に連れてこられる日が、わが国よりも

遅いことが一番の原因であると感じた。米国では、

子どもの様子がおかしくなったら、つまり、発熱

などしたら、とりあえず２，３日家庭で様子をみ

るのが普通のようである。この間、街の薬局に相

談して処置（ほとんどが、安静と水分投与）をし

ていて、それでも治癒しないと小児科医を受診す

ることが多い。このためか、数Ｈで治癒する軽い

感冒などのウイルス感染の受診は少なく、疾病に

それぞれ特徴的な特有の症状を呈してから来院す

ることが多いので診断が容易だったのではないか

と思われる。いわゆる「後医は名医」を実感して

きたわけである。

帰国してから３５年くらい経つが、わが国にお

けるこの｢超早期受診｣の習慣は変わることなく

続いている。むしろ、その傾向は近年むしろ顕著

になってきているようである。今まで、東京の一

般病院の小児科外来と大学病院における小児救急

に関わってきているが、小児科医の目から見て本

当に｢救急｣の名に値するのは、受診,患児の１割

程度であろう。この印象はおそらく一般診療に携

わっているすべての小児科医の持つ実感でもあろ

う。このため、小児科医が本当に緊急処置が必要

であると判断する「真の救急疾患｣、つまり早期に

診断・治療を開始しないと取り返しのつかない状

態になる可能性の高い患児が受診できない、ある

いは診療を受けるのが遅くなるという問題も、多

くの小児医療関係者の感ずるところであり、トリ

アージの導入を促してきた。実際｢来ないで欲し

い｣「自称救急`恵児」に悩まされなかった小児救急

担当者は居ないと思われる。

大学を定年になり、診療所勤務を第二の人生と

して選んだ。私の場合は、小児心臓を専門として、

一般診療の大部分は共同で働く小児科医にお願い

しているので、まだ子どもの洪水に巻き込まれる

程度は少ないが、それでもこのような早すぎる受

診者が恵児の大部分を占めていることを改めて実

感している。小児科医は､ご両親・保護者に｢安心」

を提供するのが仕事であると思わないと、「診療」

の意味すらつかみにくい。

思い出すのは、子どもを３人程度持つのが珍し

くなかった時代の外来診療カルテである。お母さ

んが３人の子どもを一緒に連れてくると、１，２，

３番目の子どもの順にカルテが薄くなる。お母さ

んに冗談に｢末っ子には手を抜いているのかな？」

と言うと、「はじめの子では、すぐに心配して来

ましたけれど、だんだん先生の所に来ても来なく

ても同じだと分かってきたんです！」と言う返事

が返ってきた。つまり、このお母さんは、子育て

の学習を済ませたわけである。ところが、現在は

少子化であり「母親は常に初心者」と言う状態が

続いている。したがって、小児科医は、子育ての

支援者としての意識で診ていく必要があることを、

再確認させてもらっている｡

ところが、インフルエンザの治療においては、

わが国のこの「超早期受診｣が役立っている。ご

承知の通りわが国におけるインフルエンザによ

る死亡率は外国に比べて桁違いに少ない。これは、

明らかにわが国における医療へのアクセスの良さ、

つまり早期受診の習慣のおかげである。米国のよ

うに２，３u様子をみていると、抗ウイルス薬の

効果が期待できるはずの発症４８時間以内を過ぎ

てしまうからであろう。

また、現代では多くの人が外国へ出かけ、仕事

をするようになっている。その方々にはわが国の

医療へのアクセスの良さは、改めて高く評価され

始めているようである。限られた経験ではあるが、

疾病治療のために一時的に帰国する方も増えてい

るようである。また、実費を支払ったらかなりの

金額になる川''１奇病の治療などが、早期に、しかも

健康保険で行われるのもわが国の良いところであ

る。

常に初心者であるお母さんの子育て・疾病の知
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識をたえず啓発するように努力しつつ、わが国の

制度の誇るべきところは敵視せず、崩きずに診療

を続けて行きたいと考えている。これからも変更

･改善すべき部分は多いが、わが国の医療システ

ムもそう捨てたものではないと、感じてきている。
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このたび新しく東京小児科医会の理事に加わり、

調査と公衆衛生を担当することになりました。

今まで委員をしていた調査委員会の他に公衆衛

生委員会担当を希望した理由は、世界各国と比較

し日本の予防接種の遅れを痛感したからです□

アメリカの小児科専門医の資格を持ち、ロサン

ゼルスで開業していた経験から、クリニックの来

院`患者の約50％が外人です．

大使館員や外国企業の駐在員のほとんどが２～

３年で帰国しますので、予防接種は出身国のスケ

ジュールに合わせて接種しようとするとロ本で使

用されていないワクチンが多く、１０年前より輸

入ワクチンを使用していました｡

最近、厚生労働省が重い腰を上げ、ここ数年新

しいワクチンが次々と加わり、予防接種後進国か

らようやく脱却しつつあります□

また、厚生労働省は平成２５年４月より現在任

意接種のＨｉｂ（ヒブ)、小児用肺炎球菌（プレベ

ナー)、子宮頚がんの３種類のワクチンを定期接

種にすることに決定しました｡

さらに近い将来、水痘、おたふくかぜ、Ｂ型肝

炎ワクチンも定期接種に組み入れる予定とのこと

です。

’二1本の予防接種体制を諸外国の水準まで近づけ

るために、将来導入が必要と思われるワクチンを

いくつか挙げてみました。

①多種混合ワクチン

５種混合ワクチン

Pentavac-DTaP＋ＩＰＶ＋Ｈｉｂ

６種混合ワクチン

麗鱒…|ⅢPHW鶚ⅡH印加‘
２０１２年１１月に４種混合ワクチンが加わりまし

たが、多くのワクチンが単独ワクチンなので、予

防接種が過密スケジュールになっています．

そのため、保護者が何回も通院する時間を要し

たり、複数同時接種が進められていますが、一度

に何本も針を刺すことになり乳幼児の身体に負担

がかかることもあります□

ヨーロッパやオーストラリア以外にもすでにア

ジア圏でも韓国、中国やシンガポールがこれらの

ワクチンを使用しています。

②Prevenarl3

現在ロ本では小児肺炎球菌ワクチンは７価を使

用していますが、欧米ではすでに抗体価の高い

１３価に変更されていますﾛ

アジア圏でも韓国、’'二１国やシンガポールが

prevenarl3になっています。
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アメリカでは４価のＭＣＶ４が使用ざれ2012年

からは生後９か月から使用できるようになりまし

た。

③ＭＭＲおよびＭＭＲＶ

将来、水痘やおたふくかぜワクチンが定期接種

になった場合、日本で過去に一度新三種混合とし

て使われ、現在、世界のほとんどの国で使われて

いる麻しん、風疹、おたふくかぜの混合ワクチン

(ＭＭＲ)やアメリカで使用されているＭＭＲに水

痘ワクチンが加わったＭＭＲＶワクチンの使用が

推奨されます。

調査委員会の今年の活動としましてまず｢病児

へのワクチン接種の状況」に関するアンケート調

査を実施しました。

また、公衆衛生委員会は１月２６日（士）に開催

された、子供未来とうきょうメッセ２０１３に予防

接種に関するポスターと小冊子の作成を担当しま

した。
④MeningitecCおよびＭＣＶ４

髄膜炎菌(meningococcus)による髄膜炎を防ぐ

ワクチンでＣ型ｌ価のみのMeningitecCはイギ

リス、ポルトガル、オーストラリア、カナダで定

期接種されています。

最後に理事の一人として東京小児科医会の発展

に微力ながら貢献できるよう努めますのでよろし

くお願い致します．
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:合・縦盲点樟ヘ０

ﾖｺﾞｰ戸~ｲ上

このため審査支払機関では医療機関と薬局のレセ

プトの突合点検や、同一人物の当月とそれ以前の

月のレセプトを見比べて行う縦覧点検を行うこと

は不可能だった。なお、これまでは最終的にレセ

プトを保管している保険者で行われているだけで

あった。

一方、２００１年に政府が策定した「規制改革推

進３か年計画」において「レセプト電子請求の原

則化｣｢審査点検の効率向上｣｢電子化に向けた傷

病名や用語の標準化｣などが提示された。一部の

猶予や特例扱いが設けられたものの２０１０年８月

■はじめに

電子レセプトについて支払基金の突合・縦覧

点検(図表１）は２０１２年２月診療分（３月審査

分)から（東日本大震災被災の３県では８月診療

分から）開始された。同年１０月審査分では突合

点検で５万３千件、１８５３万点が、縦覧点検では

２万３千件、697万点が減点された。３月審査分

に比べると点数ベースで突合点検は４割減、縦覧

点検は７割増で推移している。

突合点検については医療機関の点検が以前より

はよく行われるようになって減少、縦覧点検につ

いては遡って点検される期間が６か月に達したた

め増加傾向にあると見られる。また保険者でも以

前と同様に突合・縦覧点検が行われているが、国

保連合会はまだ実施していない府県があり、東京

ではまだ実施されていない。

図表１ 突合・縦覧点検のイメージ

(同一医療機関の同一患者）

（支払基金資料に追記）

ｉｉｉ｝鰯灘議ii霧＃繍蕊露iiii霧;，

２月審査分

(１月診療分）

■なぜ審責支払機関で突合・縦覧点

検が行われるようになったのか

紙レセプトで請求していた頃､審査支払機関(支

払基金、国保連合会)のレセプト受付直後の審査

時に医療機関と薬局のレセプト審査はそれぞれの

機関ごと、レセプト１件ごとに行われていた。ま

た審査の翌月には保険者にレセプトは回送されて、

審査支払機関にはレセプトの控えは残らなかった。

※当月分のレセプトのみが査定・減点対象
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が算定要件（薬剤の適応、用法・用量、投与禁

忌、内服薬の種類数等）に合致するか否かを点

検する。１９８８年から２０１２年１月審査分までの

保険者の突合点検とも異なり、①1500点以上

の調剤レセプトに限らず、すべての調剤レセプ

トが点検される、②請求月の翌月に「突合点検

結果連絡書」が送付されるが、「処方せん内容

不一致連絡書」と兼用である、③査定・減点の

指摘事項が、処方せん内容と不一致の場合は、

その部分を九囲みにした「処方せん内容不一致

連絡書」を同月の１８日（休日にあたる場合は、

休日明けのロ）まで支払基金に提出する（図表

２)、④処方せん内容不一致連絡書が提出され

ると、支払基金は保険薬局に処方せんの提出を

求め減点の原因が医療機関、薬局のいずれにあ

るのかを点検（責別点検）して、原因のあると

ころから査定・減点するものである（図表３)。

また「突介点検結果連絡書兼処方せん内容不

一致連絡書」は、支払基金の突合点検ばかりで

はなく、保険者の突合点検結果に対しても提出

が可能である。ただし、処方せん内容不一致連

絡書の提出が１８日までに間に合わなかった場

合と、その他医学的理由等で申し立てをする場

合は、再審査請求をしなければならない。

外来の包括点数を算定したレセプトも突合点

検の対象となる（生活習慣病管理料寸在医総管

からレセプト電子請求義務化が図られたこ］また

2010年の点数改定で処方せんに医療機関コード

番号を記載、２０１２年改定時には算定日を記録す

ることとされた。

それに伴い審査支払機関でも審査の効率化の方

針を出して、医療機関のコード番号を手がかりに

医療機関と薬局のレセプトについて突合点検の目

途をつけた。さらに当月以前のレセプトデータコ

ピーが参照レセプトとして残され、縦覧点検も可

能になった。

それと相まって、2009年には政府の規制改革

会議から「医療ＩＴ化の推進」に関する方針とし

て、「電子データを活用した医療提供の効率化」

とともに「レセプトの電子データを活用した審査

の強化｣が打ち出された。レセプト電子化も進み、

支払基金東京支部の２０１３年２月審査分ではレセ

プト件数ベースで電子レセプトが９３９％に達し

た。このような経過があって審査支払機関におい

て、電子レセプトの突合・縦覧点検が開始された。

■支払蟇金の突合点検・縦覧点検

とは

（１）突合点検の流れ

突合点検は医療機関と薬局の調剤レセプトを

突合して、院外処方された薬剤、処方せん料等

図表２突合点検結果連絡薑（兼処方せん内容不一致連絡書）…返送時の記載事項
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図表３突合点検の流れ（支払基金資料より作成）

･特医総管、小児科外来診療料など)。この場

合、レセプトに処方せん料の記載がないので薬

剤は大丈夫と考えがちだが、薬剤を処方せんで

出していれば、突合点検の対象である。

疾患が含まれておらず適応外になってしまう

場合がある。以前は適応がない後発薬が調剤さ

れた場合、減点されていた。２０１２年９月、厚

労省は参議院の古川俊治議員の国会での質問

のlul答の''１で「先発,Ｈｉｌｌと適応（効能効果がある

傷病狢等）が違う後発品が変更調剤ざれ結果と

して適応外となる場合でも、保険診療のそもそ

ものルールから問題がなくⅥ保険財源から支出

されることが必ずしも不当とまでは言えない」

と答えている。つまり、減点するにはあたらな

いということである。

日本ジェネリック製薬協会から加盟の製薬会

社（ジェネリック製薬会社２００社のうち５０社

程度が加MH）の後発薬と先発薬の適応のｷ'１違点

についての「参考情報」が公表されているが、

後発薬のすべてを網羅しているわけではない。

さらに頻繁に更新されるため、最新の情報を全

体的に把握するのは不可能である。

また、支払基金は「適応の参考情報を減点の

根拠とするところまでは整備されていない」と

考えていたが、別の製薬会社団体から適応外

使用なのに減点しないのは不適切という声も

あった。鮫終的に今llF1lの厚労省の答弁で「減点

なし」が確認されたことになる。

(2)縦覧点検と入･外点検

縦覧点検は診療月以前の過去６か月のレセプト

と、主に診療の流れに関わる事項(算定回数、薬

剤の投与量、投与日数等)が点検される。その結

果は増減点連絡書により連絡され、右端に「突合

点検」と表示される。また、｜可一医療機関、同一

人物の入院と外来のレセプトを点検する「入・外

点検」も行われている。その結果は、増減点連絡

書の右端に｢入・外点検」と表示されて連絡される｡

'可一人物の他医療機関の入院・外来レセプトの点

検は保険者のみで行われ、支払基金では行われて

いない。

■具体的な事例から考える

（１）薬局で後発薬に変更､適応外になった

場合は減点なし

薬局で、①先発薬から後発薬、または同じ薬

効・ﾌﾞ]仙等で|可等とされる後発薬から後発薬に

変更された場合、②一般名処方で後発薬が選ば

れた場合で、調剤される後発薬の適応に患者の

請求月 請求翌月 J-

P~ﾛ●P■

1㎡ｊが，､

グqい

請1求翌
Ｔ１：...．

i々 月
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岩?.｡!!ぷ
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２１日

頃

１０日 １８日

まで

５日

頃

期日

まで

受付医療機関あてに突処方せん不一致

突合点検合点検結果連絡書申し出締切，薬

(すべて（処方せん内容不局へ処方せん依

の調剤レ－致連絡書を兼頼

セプトが用）を送付

対象）

処方せん

締切

減額ありの場合，

処方せん内容不一

致連絡の有無にか

かわらず医療機

関・薬局あて調整

いったん請求どおり連絡
支払い

薬局または

医療機関か

ら減額
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処方せん料（処方した薬剤が全部減点された

場合や内服薬の櫛類数が増える場合)、調剤料、

薬剤llljm歴管理指導料、調剤基本料、基本調剤

加算など、多くの調剤報酬まで、医療機関の診

療報酬から相殺されてしまう。民法709条（不

法行為による損害賠償）が該当すると言われる

が、いまだに脈に落ちない。

(2)低容量アスピリン投与時における｢冑

潰瘍再発抑制｣に投与したＰＰｌの減点

ある内科の医師は「これまで低容量アスピ

リン投与時における『胃潰瘍再発抑制」のた

めのＰＰＩ（プロトンポンプインヒビター）とし

てパリエットを使用してきたが、適応外とし

て２０１２年４月診療分のレセプトから減点され

るようになった」とのことである。PPIは４系

統の薬剤があるが、低容堂アスピリン投与時に

おける「胃潰瘍再発抑制」適応があるのは、タ

ケプロンとネキシウムで、パリエットとオメプ

ラールには適応がない。このほかにもPPIの

４系統薬剤には適応や用法・H1量の違いが多数

あって非常に複雑だ。このような複雑なもので

あるが、コンピュータチェックで行う突合点検

により、減点されたものだ。

■保険者でのレセプト点検

保険者では、紙レセプト、電子レセプトの両方

について、２０１２年２）]からはすべてのレセプト

を対象に突合点検、併せて縦覧点検も行っている

(図表４)。また同一,忠者の|可一医療機関の入院・

外来レセプト、同一患者の他医療機関の入院・外

来レセプトの点検もしている｡入院`患者の他医療

機関受診について、同一,患者の異なる医療機関の

入院レセプトと外来レセプトの点検は保険者のみ

が行っている。

また、保険者ではレセプト原本を保管している

ため、１年以上遡って突合・縦覧点検を行う場合

もあり、医療機関では対応が悶難な事例も出てい

る。ごく一部の保険者では再審査請求(減点申し

出）は「６か月以内」という叩し合わせどおりに再

審査請求をしているが、すべての保険者でそれを

守ってほしいものである。

(3)薬剤が減点されるとそれに関わる調剤

報酬も減点

適応の傷病名が記載されていても「過剰、重

複」「算定要件に合致していない」などのJ111Il1

で薬剤がたくさん減点されたという例も}}}て

きた。これも細かな「症状を伴う適応」「用法、

用量」についてコンピュータチェックをしたも

のと思われる。薬剤料のﾙﾊﾞ点も問題であるが、

図表４ある健保組合のレセプトの点検の流れ（１月診療分）

３/１０３/１４４/１４/2０５/１ 5/２０

!※:漁苧検および疑義ﾚｾﾌﾟ柵
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ピュータチェック後に点検をしている。それを尊

重した審査を堅持してほしい。

またレセプトの電子化について審査の効率化や

政府のレセプトデータの活用に使われるばかりだ。

今回のテーマからは少し外れるが、電子レセプ

トの突合点検で｢突合点検結果連絡書(兼処方せ

ん内容不一致連絡書)の該当箇所を九囲みして｢処

方せん内容不一致連絡書｣で、申し出ができるよ

うになった。医療機関の再審査請求もこれに倣い、

たとえば増減点連絡書や過誤調整結果通知書の申

し出をしたい箇所に九囲みをして、申し出の理由

が書き込めるような方法は考えられないか，また

レセプトデータは一定期間、審査支払機関や医療

機関に残っているのであるから、保険者からの再

審査請求のように再審査事項とその理由を記載し

たものとレセプトデータを提出するなど医療機関

が恩恵を受けられるような方法も考えてもらいた

い。

医療機関力訂機器をそろえて行われているレセプ

ト電子請求で、以前はできなかったことができる

ようになっても医療機関はその恩恵をほとんど受

けていない。せめて一方的に減点されるばかりで

はなく、医療機関から再審査請求が容易にできる

ようにするなど、必要とする医療提供するための

一助として、医療機関への電子化の恩恵を求めた

い。

■最後に､医学的配慮ありの審苣と

電子化の恩恵を医療機関にも

突合点検で2006年５月審査分からは処方せん

との突合わせは原則として行われておらず、薬局

での請求、調剤の誤りであっても医療機関から減

額されていたものが少なくなかったが｢処方せん

内容不一致連絡書」を提出することによって誤り

が正されるなどの改善点があった｡

しかしコンピュータチェックが先行して、複雑

な算定要件や薬剤の適応等について医療機関で見

落としたものが指摘ざれ減点されてしまう。点数

表が複雑になっている中で、多様な症状の患者が

来院する中、細かな算定要件まで医療機関で点検

して保険診療を行いレセプト請求するのは不可能

である。そこに保険者からの申し出による１年以

上前の減点など送りつけられても、点検しきれる

ものではない。ましてや点数、薬価改定前のレセ

プトの点検は不可能であろう。これを改善するに

は点数算定要件の簡素化と、地域差や不明確な部

分がある審査基準を明らかにして公開してほしい。

さらに縦覧点検や算定日の記載に関わることで

は、きちんと傷病名の診断がついているのに薬剤

や検査などが減点されるという例がある。これは

回数制限がないものも含めて、数か月の診療を通

して過剰に実施されていないかという点検が行

われている。審査委員が医学的な配慮をしてコン
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ワクチントラブルヘの対応

鈴木育夫*'、和田紀之*２

＊'鈴木医院、東京都医師会公衆衛生委員会委員

*2和川小児科医院、東京都医師会公衆衛生委員会委員長

2）予防接種の種類、接種量と接種回数の確認

をする。特に複数の何胞が異なるワクチン

接種を希望する場合には注意が必要である。

3）対象者がワクチン接種の対象接種年齢であ

るか確認する。

4）接種歴を確認する。母子手帳、カルテに

より接種済であるか確認する。同時に胸

前の予防接種実施日からの間隔も確認す

る。前'１１１と異なるワクチンの場合は、「不

活化ワクチン接種後は６日以上、生ワクチ

ン接種後は２７日以上おく」となっている

が、ＤＰＴやIPV、四種混合ワクチンなど

のようにＭ－のワクチンを接種する場合に

は、１回Ⅱの接種後少なくとも２０日以上

の間を多〈こととなっている。

5）予診票のilWiれがあれば確認する。

6）接種前の体温を確認し、診察を行い、体調

を確認する。

7）医師記入欄に署名または記名押印し、保護

者の承諾サインをもらう。

はじめに

わが国の予防接種は、他の先進諸国と比べ、公

的に接種できるワクチンが少ないというワクチン

ギャップが生じていた。しかし近年このギャップ

を解消するため、ヒブワクチンをはじめとする多

くのワクチンが相次いで承認され、接種可能と

なった。一方、接種する小児科医にとっては、ワ

クチンの種類が増え接種方法も複雑となったため、

ワクチンの誤接種(違うワクチンの接種、違う者

への接種、接種量のミス、接種間隔の間違いなど）

が起きやすくなり、今まで以上に予防接種を安全

で適切に行うよう努力する必要が生じている。こ

のようなワクチントラブルが起きないよう医療機

関は最善の努力が必要になる．

ワクチントラブルへの対応は、予防接穂の間違

い防止のための対策と予防接種後の対応に分けら

れる。

Ⅱ、間違い防止のための対策

今回は個別接種について述べることとする。
（２）接種時の確認事項

（１）問診での確認事項
ｌ）ワクチンの種類、有効期限を確認し、外観

上異物の混入などがないか確認し、ワクチ

ン液が均一になるようよく振り混ぜる。

２）ワクチン接種量を確認する。多くのワク

l）対象者の住所、姓名、年齢、生年月日を予

診票およびカルテにて、看護師および医師

が確認する。
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lll・予防接種後の対応

（１）ワクチン接種による副反応出現時の処置

チンの接種量は０５ｍlであるが、日本脳

炎とインフルエンザは３歳未満の者には

０２５ｍl、Ｂ型1}|:炎は１０歳未満の者には

０２５ｍlと決められている｡

3）接種方法を確認する。多くのワクチンは皮

下接種であるが、子宮頸がんワクチンは筋

肉内接種、ロタウイルスワクチンは経Ⅱ

接種、ＢＣＧは管針による経皮接種で行う．

皮下接種の接種部位は上腕外側三角筋中央

部および上腕後外部下ｌ／３の部分、また

は大腿前外側部に行い、ＢＣＧは、上腕外

側のほぼ中央部に２回接種する。

重篤な副反応への対策

Illmi吐、葦麻疹、自律神経性ショック、アナ

フイラキシーショックおよびけいれん等がある□

その処置は、一般の救急治療に準じて行うので

救急医療,Ⅱ,セット、気道確保に必要な器具一式、

駿素吸入用具等の準備が必要であり、最低限の

ものは接種施設に備えておくことが必要である。

（救急処置物品例）

①、圧計

②静脈路確保用品

③輸液

④エピネフリン・抗ヒスタミン剤・抗けいれん

剤・副腎皮質ステロイド剤等の薬液

⑤喉頭鏡

⑥気管チューブ

⑦蘇生バッグ等

アナフイラキシ_出現時の対策については、重

篤副作用疾患別対応マニュアル（平成２０年３

月Ⅵ厚生労働省）（http://wwwjnfopmdagojp／

(3)接種後の確認事項

ｌ）使用済みの注射器は適正に医療廃棄物入れ

に廃棄する､，

2）カルテ、予診票、母子手帳に接種Ｕ、メー

カー名、ロット番号、接種量、接種場所、

医療機関名などを記載する。

3）接種後は、副反応に備え必要な場合には

３０分待機させる□接穂当日は、過度な運

動は控えるが、入浴は特に差支えない,特

にＨＰＶワクチン接種後は迷走神経反射と

して失神が現れることがあるので、失神に

よる転倒を防止するため、注射後の移動の

際には保護者または医療従事者が腕を持つ

などして付き添うようにし、接種後３０分

程度体重を預けられるような場所で座らせ

るなどした上で、なるべく立ち上がらない

ように指導し、被接種者の状態を観察する

ことが望ましい。

juutoku/file/jfmO803003pdf#search='％E3％82％

Ａ2％Ｅ3％83％8Ａ％Ｅ3％83％95％Ｅ3％82％Ａ3％Ｅ3％

83％Ａ9％Ｅ3％82％ＡＤ％Ｅ3％82％Ｂ7％Ｅ3％83％ＢＣ％

Ｅ3％82％Ｂ7％Ｅ3％83％Ａ7％Ｅ3％83％83％Ｅ3％82％Ａ

F+％E6％B2％BB％E7％99％82'）

を参照されたい．

心停止の場合には、ＡＥＤも必須と思われる。

(2)予防接種後副反応報告制度

1）定期予防接種による健康被害

予防接種法に基づく予防接種による副反応

で、「予防接種後副Ⅸ応報告基準」（表２）に

該当する臨床症状があった場合は、ただち

に「予防接種後副反応報告書」を用い市区

町村に報告する。なお、厚生労働省は現在、

（４）ワクチン保管の確認事項

l）冷蔵庫でのワクチン保存条件と有効期間は、

表１に示す｡所定の朏度が保たれているか

iii1度計で確認できる冷蔵庫を使用し、定期

的に保管庫の温度をチェックし、記録する□
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報告書」(表５）を作成した｡東京都医師会から各

地区医liij会へ通知されているので、この報告書に

より各地区医師会へ報告する。これは予防接種の

不適切接種の防l上と、万が一不適切接種が発生し

た際に、地区医師会としての把握と、会員医療機

関・地区医師会・行政が連携して対応するための

資料となるよう作成した。

予防接種後副反応報告基準を見直しており、

新たな報告基準案を表３に示す。定期予防

接種後の被害救済の流れを図１に示す｡

２）任意接種による健康被害

定期予防接種以外の任意予防接種を受けて

健康被害が生じたときは、独立行政法人医

薬品医療機器総合機構（以下ＰＭＤＡと略す）

法による「医薬品副作用被害救済制度」「生

物由来製品感染症等被害救済制度」に基づく

救済対象となる。健康被害を受けた本人また

は遺族が必要な書類をそろえて面接ＰＭＤＡ

に請求する。任意接種後の救済の流れを図

２に示す。

３）子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に

よる場合

医師が子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワク

チン、小児用肺炎球菌ワクチン接種後に副

反応を診断した場合においては、速やかに

厚生労働省に報告する。

Ｖ・終わりに

予防接種はすべての子供たちが、安心して受け

ることができるよう、私たち小児科医は、予防接

種の意義寸予防接種制度の体系、法律に基づく接

種方法、健康被害が発生する可能性や発生した際

の行政対応について理解する必要がある。

参考文献

Ｌ公益財団法人予防接種リサーチセンター：予

防接種ガイドライン２０１２年度版

２．予防接種リサーチセンター：予防接種必携平

成２４年度

３．和田紀之：予防接種の実際（第２版）東京

都医師会感染症対策委員会

４．伊東宏lﾘｌ：副反応出現時の対応．小児科診療

７５：５７２－５７８，２０１２

５．予防接種に関するＱ＆Ａ集２０１２年版：一般

財団法人日本ワクチン産業協会

(3)東京都医師会の取り組み

東京都医師会では、上述の予防接種後副反応報

告制度とは別に、予防接種時における不適切接種

防止のための｢医師と看護師による予防接種ダブ

ルチェックリスト」(表４）と不適切接種例が発生

した際に、地区医師会として把握・対応するため

に記入してもらう「予防接種の不適切接種調査
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表１ワクチン類の保存条件と有効期間(平成２４(2012)年８月現在）

l）国有のワクチン・抗毒素

2）検疫所および(11ｵ)日本検疫衛生協会診療所のみで接種可能

製剤名 貯法 有効期間

不
活
化
ワ
ケ
チ
ン

インフルエンザＨＡワクチン

成人用沈降ジフテリアトキソイド

沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド

沈降破傷風トキソイド

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン

脳M91百8せきｼﾞﾌﾃﾘ禰朋稀化ﾎﾟﾘｵ(ｾｰﾋﾞﾝ橡)飴ﾜｸﾁﾝ

沈降劇製百日せきジフテリア破ｌＨＩ風混合ワクチン

ワイル病秋やみ混合ワクチン

組換え沈降2inヒトパピローマウイルス棟粒子ワクチン

組換え沈降４缶ヒトパビローマウイルス樺粒子ワクチン

不活化ポリオワクチン（ソークワクチン）

肺炎球菌ワクチン（23価多糖体）

乾燥へモフィルスｂ型ワクチン

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

乾燥Ｈ１繊培養不活化狂犬病ワクチン'）

乾燥組織培養不活化Ａ型肝炎ワクチン

沈降７価肺炎球菌結合型ワクチン

遮光しＩ典結を避けて１０℃以下

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

遮光し1W獺を避けて２～8℃

〃

〃

遮光し‘悩結を避けて８℃以下

遮光して２～8℃

遮光して１０℃以下

〃

ﾉノ

ＪＲ結を避け２～8℃

0.5年・I年

３年

２年

２年

２年

9随日力'ら１５年･2年

２年

１年

３年

製造日から３年

製造日から３年

製造日から1.5年

9M造日から３年

製造日から2年･3年

３年

３年

製造日から２年

生
ワ
ク
チ
ン

鞭
噸
鮒
榊
繩

弱毒生おたふくかぜワクチン

弱毒生水痘ワクチン

弱

灘生hm1しんワクチン

弱毒生麻しんワクチン

弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

黄熟ワクチン2）

経口弱毒生とトロタウイルスワクチン

５価経口弱毒生ロタウイルスワクチン

経口生ポリオワクチン

乾燥BCCワクチン

遮光して５℃以下

〃

〃

〃

〃

〃

遮光し凍結を避けて２～8℃

〃

-20℃以下にFH結

10℃以下

1年．１．５年

2年

2年

1年

1年．986日から１５年

１年

3年

2年

2年

2年

抗
毒
素

繩
鮒
棚
鯆
繊

ガスえそウマ抗毒素!）

ジフテリアウマ抗毒素!）

はぶウマ抗灘素

ボツリヌスウマ抗毒紫'）

まむしウマ抗毒素

遮光して１０℃以下

〃

〃

〃

〃

年
年
年
年
年

０
０
０
０
０

１
１
１
１
１

霞
薬

水痘抗原

W9製ツベルクリン

遮光し凍結を避けて１０℃以下

１０℃以下

2年

３年
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(別表）
表２予防接種後副反応報告書

報告基準

注１表lこ定めるもののほか､予防H園E後の状況力R孜にⅡR当すると細厨されるものは伍借iすること。

①死亡したもの

②nk床症状の宜篤なもの

③後五症を残す可■:性のあるＩＤの

注２接HKから症状の発生までの､ONUを99定しなし､項目（＊）についての考え方

①後遺症は、急I全期に呈した症状に係るものを意味しており、数ヶ月後からHhqE後に初めて症

状が現れたものは含まないこと。

②そのnh通常の接Hkではみられ』UBb､奥常反応は、予防接､Eと医学的に関連あるか、又は時例的

に密接な８５連性があると鞠0iされるものであること。

注３本】９２曲±予防H轍後に一定の症状が現れた者の$q告基取であり、予防接HEとの因果890Kや予

防接１日健康制k割k済とM肛接l古びつくものではない。

予防接mＥ 竃床症状 接５６後圃ｽﾞｦﾋﾞ生までの､UHB

ジフテリア

百日せき

破岱且

ポリオ

日本簸炎

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

アナフィラキシ－脳

そ

炎、ＨＨ症

の他の中枢桐側匹蒄漱

上､己露URに伴う後迫症附
叩閣奇

棚》 異
常紬

”
鋤
郁

趣を え

る）

9.0℃以上の発911

l±みられなし坦L常反B2；

柵
胴
胴
＊
胴
加
＊

４２

麻しん

、しん

①
②
③
④
⑤

アナブィラキシ－脳
□ 旧凹症

その1MKけＭしんを含tf中､帥P§L薗歌

上Ｈ２症状に伴う後迫症

そ

のhhi田浦の接18Fではみられな｛,蛆Ｍ１反応

２４時WＵ

２１

２１

日

日

＊

＊

ＢＣＧ

皿鋤

剛常唄肱

①
②
③
④
⑤
⑥

月
月
月
月
月
＊

カ
カ
カ
カ
力

２
１
６
６
６



⑥
③

表３予防接種後副反応報告基準案

トエミエ万 Ｅ・症状 ;￣
９瞳参考＞接種後症*尺発

までの時岡行）

濁
則
、
｜
／
詞
華
雨
恥
謹

、
（
）
］
②
三
シ
宛
、
出
く
○
一
四
］
ｚ
Ｃ
四

E王エー 塁［淫ｎ両壬；jｉ ■■■亜； iIiLｴ汀王iA羊夢隠一 ＫＥ~韮_汐亟;:必ｉＦＺ竃ﾋﾞｸﾞ蕊i；
￣

nGK咽
￣

:ニ
ーｂＬＺ

■
－■

r孟主Ｈ`'】１認1１１ 薙秀扇

』

鐘
⑭
鰯
霧
鰯

７Ｆナプィラキシー

猫炎｡薮建
汁いれん

麹J1､接減少性紫斑病
その他の反応

4時間
Z8B

７日

２８日

24涛問

7日

￣

4時閥
ＺＢＢ

頚Ｂ

Ｚ１Ｂ

Ｚ８Ｂ

2400閥

２１日

２１日

4時問
２８日

塑曰

７日

塑曰

２４時､６

７日

￣

4時問
1年

2年

３カ月

4ヶ月

月
月
月

カ
カ
カ

５
５
６

４９９両
7日

Z8B

Z4DO岡

7日

Z８Ｂ
－

4時厨
z８Ｂ

Ｚ８Ｂ

２８日

”分

24時間
２１Ｂ

２』Ｂ

２８Ｂ

麺分

4時問
28日

麺臼

7日

Z8日

２３日

露白

２８日

２４時閲

Z8B

ZBB

頭Ｂ

閥時４２

臼１２
日
日
７
７

Ｂ
Ｂ
Ｂ

麺
麺
塑
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図１定期予防接種による健康被害発生時対策の概要

唖図

鑪||薯

郡市区際師会１協力 市Ⅸ町村協
力

予防接穂健康被害
HHI査委､q会資料収集

市
区
町
村
の
予
防
接
粗
奥
施

中
●

■
←

「１１１１１１１．－１１－１「「
掘峠一一帳一

一

医
療
機
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健
康
被
害
の
発
生

一 二二仁篝惹
市
区
町
村

予
防
接
種

担
当
課

邪
道
府
県

認定(救済）

通概・救済申８Ｗ

図２請求から給付決定までのしくみ(任意接種）

⑳
②判定の噸Ｗ壷判（判定総果の通知

÷－－－－－

ﾘﾜﾘﾘﾘ費

補助

･付加拠出金）

Nl憐
－－－－－－－－章一一一一◇

－－－ ￣￣￣■￣￣■■￣￣一・

通元

－－－－

￣￣■￣■函専一卓一一一一

簾
生
労
働
省
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表４医師と看護師による予防接種ダブルチェックリスト

医師 看護師

氏名の確認 □ □

接種児の年齢の確認 □ □

予診票の確認 □ □

前回の予防接種歴 □ □

前回接種からの期間 □□

今回のワクチンの種類 □ □

ワクチンの有効期限 [． □

接種量の確認 □ □

カルテのチェック □ □

東京都医師会
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表５予防接種の不適切接種調査票兼報告書(地区医師会提出用）

医療機関名

報告者

●

● 電話（）

連絡先

ＦＡＸ（）

被接種者について
ブリガナ

氏名

生年月日
●

◆

●

● 男・女

年月日生（才か月）

(同行保護者名
(続柄

●

●

●

●

）
）

接種日時

平成年月日（）

午前・午後 ●

● 時分

発生場所：診察室・待合室.
その他（）

接種量：接種したワクチンの種類：ｍ、

ワクチンの保管状態：

ワクチン接種者：

医師氏名 い

● 看護師氏名 ●

●

ワクチン接種介助者：

被接種者の接種時の健康状態（カルテ記載事項）
●

●

当日の状況等

①接種票、ワクチンの使用期限、氏名、年令、体温、理学的所見等の事前のチェック確認は？

②不適切接種の発生状況は？

１
２
３
４
５
６
７

８

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１
１
１

ワクチンの取り違い（本来接種するワクチン名）
接種量（正規接種量、Ｏ、不適切接種量、Ｏ）
使用期限の誤り（年月まで）

不適切な接種部位（接種部位）
不適切な接種方法（筋注、皮下注、その他、）
不適切な接種間隔（月週にて接種する予定を月週にて接種）
他者への接種（の為来院した患者）
その他（）

③被接種者への対応

④保護者または本人への説明と対応

⑤保護者または本人の反応

⑥今後の対応（○印等を）

1）異常があれば来院するよう指示

２）今後、密接に連絡する

３）定期的に観察する

４）その他（ ）

医師会から医療機関への指導内容（医師会への報告日年月日）
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ヨノ、０

遠くない未来に起こり、妓大震度７，沿岸部で満

潮時最大261ｍの津波、北部地震の死者最大で

9,700人が予測されている(1)。

また自然災害としてもとらえられる高病原`性烏

インフルエンザ、新興感染症のパンデミックなど

も東京では人ｕ密集からさらにそのリスクが懸念

され、海抜の低さから沿岸部の水害も危倶される。

平時より小児科医には災害弱者である小児への

対応・啓発がくるべき日に向けて求められる。

■はじめに

近年の大災害を振り返ると阪神・淡路大震災

(1995117,5時４６分)、新潟県中越・中越沖地震

(2004102317時５６分、２００７７１６１０時１３分)、

東日本大震災(201131Ｌｌ４時46分)がある。

阪神・淡路では死者６４３４人（圧死９０％)、行

方不明３人、負傷者43,792人。東日本大震災で

は､死者15879人、（水死92％）行方不明２７００人、

負傷者6,132人が犠牲となっている。

この東京では都市直下型地震(東京湾北部・多

摩直下)、元禄型関東地震や立川断層地震がそう

■平成２４年東京都災害医療協議会

の提＝

図１フェーズ区分の新旧対照表

|日フェーズ 新フェーズ

区分 区分 想定期間 状況

１

２

初動期

(被災から慨ね

４８時間以内）

初動期以後

(被災から慨ね

４８時間以降）

０

１

２

３

４

５

発災直後

超急性期

急I性期

亜急性期

慢`性期

中長期

発災～６時間

６時間

～７２時間

７２時間

～１週間程度

1週間

～１か月程度

lか月

～３か月程度

３か月以降

建物の倒壊や火災等の発生|こより、傷

病者が多数発生し､救出救助活動が開

始される状況。

救助された多数の傷病者が医療機関に

搬送されるが、ライフラインや交通機関

が途絶し､被災地外からの人的･物的支

援の受入れが少ない状況。

被害状況が少しずつ把握でき､ライフラ

イン等が復活し始めて､人的･物的支援

の受入体制が確立されている状況。

地域医療やライフライン機能､交通機関

等が徐々に回復している状況。

避難生活が長期化しているが､ライフラ

インがほぼ復活して､地域の医療機関や

薬局が徐々に再開している状況。

医療救護所がほぼ閉鎖されて、通常診

療がほぼ回復している状況。
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図２被災現場と搬送ライン

①災害のフェーズが２区分から６区分に変更(図

１）。'②地域の実情をふまえ区市町村、二次保健

医療圏、東京都全域と区分し災害|天療体制の構築

を雄本に災害医療コーディネーター、地域災害

医療連携会議、医薬品集積センター・ストックセ

ンターの設置、広域搬送拠点臨時医療施設ＳＣＵ

(StagingCareUnit)などの設置を決めた(図２）'2'。

我々はフェーズ区分毎の地域医療の活動の流れ

を、行政の動きとともに確認しておかなければな

らない。また近年の災害経験を学んで発災後の

長期的な被災児・家族そして医師自らへの心のケ

アーを考えておかなければならない｡

先の被害想定を考えると負傷者の３０％は病院、

残り７０％の軽ﾂi二者が医療救護所受診と予測され

る。発災肛後の医療インフラ・効率を考えると二

次病院の近くに医療救護所ｌ筒所を設置して連係

役割分担をする。薬剤消費期限の考慮からランニ

ングストック型備蓄をはかり薬剤師会の協力のも

と５～７件の既存の調剤薬)可が文援するかたちへ

と妓近対策が変更してきている､筆者の葛飾区の

想定では医療救護所１箇所で７００人ぐらいの対応

を要すると予測している（図３．４)。

区市町村が使用する医薬品等の調達手|||頁図３

区市町村の品をF･壷 巴一一■□●●■■cc■c■ＣｐＣ●●●●●●●●●●●●□つむ●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●■巳●●●●●●●●●●●●●●●■●ＣＣＣ●●●●●●●●●●●●●■

い雲弊騨鐇鐸竺辮摩）
－１目元販宗か達 ●F●●●●●UG●C●●●●●●の●●●●■｡●■●●●●●の●●■●●●●｡●●●●0●●●□●●●●●●ＣＣＣ●●●●ｐ●●●Ｃ●●●●●●●●●■●●●●●

□U甲や勺一■の■F■■⑪可｡■●①ゆの□｡｡●ﾛ●●●勺●■●●●●●●●●●●●●●□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ﾛ●●●●●●■

区市町村において医薬品等の調達が困難になった場合は、区市町村は都に！
対し調達を要請する。都は、区市町村からの依頼を受けた場合、東京医薬品ｉ

卸業協会等災害時協力協定締結団体へ調達を依頼する。
…………………………………………………………………………………………………………………….………………；
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災害時の医薬品の流れ(葛飾区案）図４

■災害発生時間・被災場所
②医薬品･医療機器･衛生材料の備蓄

医療救護所には７点セット（蘇生・創傷・熱

傷・骨折・輸血、輸液・緊急医薬品・雑品）が準

備されているが自治体によって内容・数量が違

う。備蓄量は３日間を目安としている。その中

身をみてｌ例をあげるとDiazepam坐薬などな

く小児への配慮がぬけ、禁忌となるようなひと

時代前の医薬品もあり小児科医が参加した見

直しが必須である。

③薬剤以外での小児用備蓄

粉ミルク・アレルギー用ミルク・ミルク調整

用の水・哺乳瓶・その消毒剤・離乳食・おむつ・

おしり拭き・衣類・点滴セット・吸入器・吸引

器などへの配慮も必然となる(3)。

④小児個人の健康記録･医療,情報

予防接種記録など子どもたち個々の健康・医

療情報のバックアップに関しても取り組まな

ければならない大きな問題である。

⑤災害被災者への医療

災害特有のクラッシュ症候群などの知識の他

に、外科医の少ない現況では小外科的な手技や

熱傷、骨折などの初期処置も実践できるように

過去の都会の震災では火災などの複合災害が季

節によって加わる。東京の就学前児童約６１万人

のうち３５％が保育・幼稚園関係を利用している。

被災の時間帯によって保護者下の家庭か、家庭外

の保育園・幼稚園・学校などにいるかで子どもた

ちの運命は大きくかわってくる。園医・校医とし

ても当該施設に小児特有の防災の指導・助言を行

わなければならない。

■災害時小児医療

①子どものトリアージ

バイタル基準の成人との違いや外傷が中心と

なる可能性から被災児のトリアージの判断に

はトレーニングを要する。日常診療中『死』と

いう場面に出会うことがまれな小児クリニッ

ク医師は場合によっては保護者にとって厳し

い結果となる判断を即しなければならない状

況も起こりうる。後日苦悩の決断をしたトリ

アージ者へのメンタルケアーも必要となって

くる。
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Ｌ首都直下型地震等による東京の被害想定報告

書東京都防災会議、平成２４年

２．災害医療体制のあり方について（東京都災害

医療協議会報併）

東京都災害医療協議会，平成２４年９月

３．妊産婦・乳幼児を守る災害対策ガイドライン

東京都福祉保健脳少子社会対策部

子ども医療課平成１９年３月

学び習得しておく必要が小児科医にも求めら

れる。

■終わりに

地域における希薄な[21分本位の人I1UllU係を社会

全体があらため、自分のできることと役割を事前

に把握しつつ防災訓練に臨み、内容を評価する検

証会議を行い被災に向けて改善して行かなければ

ならない。

それは医師にも言えることで、我々小児科医

は積極的に地域防災会議・訓練に子どもたちの

advocatorとして参加していかなければならない。
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病院小児科

這 J1ペしる

練馬光が丘病院

練馬光が丘病院小児科部長依田卓

練馬光が丘病院は平成２４年４月ｌ「1に１１大光

が丘病院から引継ぎ開院したばかりの病院です。

総ベッド数342床で、小児科炳棟は単独で４２床

(内、広義のＮＩＣＵが６床)あります。

早いもので、開院してから８か月が経ちました。

まだまだ、至らないところがたくさんありますが、

外来忠者ｗ入院患者ともにゆっくりではあります

が増加してきています。これは、近隣の小ﾘLl科の

先生方のお陰と思っています。

開院当初、慣れないスタッフが多く勤務してい

ましたので、入院は保溌者に付き添いをおIllIいし

ていました。しかし、近隣の紹介して頂きました

先生〃や周囲の患者様のIilli親の希望もあり、今年

の１月から一部の病室で入院`患児を預かり、完全

看護を行っています。将来的には、付き添い入院

と預かり入院を半々前後にしていきたいと)LAって

います。

この８かⅡ間の入院忠荷は、昨年の秋に流行し

たマイコプラズマ肺炎やロタウイルス感染ｿiiiの入

院が多く、今年に入ってからは、インフルエンザ

感染症が増えてきています。その他、Ⅱ'''１奇病や尿

路感染症なども多数入院してきました。１２１１に

は、生後ｌ２Ｈ目の先天'Ylﾐ'汗性尿崩症の旭児に入

院となり、国立成育医療研究センターに搬送し、

専門家に診てもらいました。

また、昨年ｌｏ１ｊから分娩が始まりました。小

児科医が積極的にH壬常新牛児の入院''１の診察に関

わることによって、熾子の愛着形成を促す早期母

]F接触(ＳＴＳ：skin-to-skincontact)や母乳育児

に力を入れています。

【当院小児科の概要】

現在７人の医師が勤務しています。毎Ｈ、朝夕

に入院慰者と気になる外来`患者について、［Iﾖ'し送

りを行い、常時、全ての|呈師が全ての患者を把握

するように努ﾌﾞJしています。ＰＩＣＵ管班が必要な

場合には、｜工|立成育医療研究センターやロ本大学

付属板橋病院などに搬送をお願いしています。ま

た、単に子どもを病気から救うだけでなく、子ど

もが健全な成長や発達を遂げるための支援にも心

がけ、４月からは１回／週の育児札|談外来や１回

／Hの発達外来を設ける予定です。

その他、状態の恐い新/|三児の蘇生や予定帝王切

|刑、緊急帝王壜切開に立ち会うだけでなく、入院中

の新牛児診察(入院時診察、退院時診察）に携わっ

ています。母子との関わりを強めるために、胎児

期に行う母親学級にも関わる予定です。

常に｢亦ちゃんや子ども達の心と体の健康を育

み、健全な親子関係を確立し維持できるように支

援すること」をモットーにしています。
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【特徴】

l）小児疾`患全般にわたって幅広い診療を行って

います。アレルギー疾`患、神経疾,患、心疾

患など専門的知識が必要な疾患にも対応で

きるようにしています。

２）時間外、夜間の小児の急病に備えるために

２４時間の小児救急対応を行っています｡

３）育児支援の一環として、乳幼児健診、青ＩＭＩ

談を行っています。

４）主に、慢性疾`患を抱えている子どもの予防接

種を行っています。

５）当院で出生した新生児の診察、１１１産児、病1,1Ｊ

などの周産期医療を行っています｢〕

います。夜間は当直医が対応しています。

【入院】

小児科病棟は単独病棟で４２床(新生児対応病

棟６床含む）あります□すべての小児科疾`患を対

象としていますが、手術など特殊な治療を必要と

するｆどもに対しては、必要に応じて他院に搬送

する場合があります。

新生児については、広義のＮＩＣＵが６床ありま

す。スタッフ（医師､看護IlIj)が充足し次第､開設し、

３２週以降を対象とするつもりです。

[今後の展望】

当院の基本方針は、救急医療、小児医療、周産

期医療、災害時医療の４つを柱としています。こ

の１年間は小児救急の充実をＨ標としてきました｡

スタッフ一同、病院全体がようやく小児救急にな

れてきました。小児救急医療については、今後も

練馬区医師会、行政と密な連携を図Oながらより

一層努力していくつもりです。

小ﾘ凸科が関わるもう一つの柱である周産期救急

ですが、現在は練馬区に周産期医療に携わる施設

がない状態です。来年度は、練馬区間産期医療、

しいては東京都の問産期医療の一翼を担えるよう

に努力するつもりです。

対外的には、積極的に練馬区医師会の行事に参

力|'し、周囲の紹介された先/I三方を交えた症例検討

会などを開催したいと考えています。

【外来診療】

ｌ）外来診療

午前中は、２～３人で一般外来を行っています。

小児は急`性疾患が多いために、再診の必要がある

,患者以外は、予約制にしていません□当ロの外来

受付時間は、８時４５分から１１時３０分までとなっ

ていますに,救急対応は随時救急当番をおいて対応

しています。

２）午後診療

午後は専門外来を行っていますｒＪＭ三は、火}I溌

日の午後に乳幼児健診、水曜日の午後に神経外来、

金曜日の午後に予防接種外来を設けています。４

月以降は、隔週の木曜Ｈの午後に心臓外来、’'''１

／月の水曜ロの午後に発達外来を開く予定です。

アレルギーは午後に随時対応しています．その他

の専門外来については、Ati者のニーズによって設

ける予定です。午後は一般外来を設けていません

が、救急外来で随時対一応しています｡

３）救急対応

午前、午後を問わず、２４時間体制で対応して

【最後に】

練馬区医師会Ｔ東京都医師会の皆様とより連携

を深め、お役に立ちたいと巻えている次第です。

今後ともよろしくお願い致します。
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■

学■ぶ■■■症例に MII

ロタウイルス関連脳症の２例

*'順天堂大学医学部附属浦安病院小児科

*｡順天堂大学小児科

大野香奈*1,2、奥村彰久*2、原聡＊1,鈴木恭子＊|

中澤友幸＊'、松原知代＊'、大日方薫辮’

えられており、ロタウイルスワクチンを導入し

た国々では、すでにワクチン効果が現れている’)。

今ＩＪＩ、ロタウイルス関連脳症を合併し、予後良好

であった４歳女児および致死的経過を辿った７か

月女児について報告する．

要旨

ロタウイルス胃腸炎に合併した可逆性脳梁膨大

部病変を有する脳炎･脳症(ＭERS)の４歳女児例

および出血性ショック脳症症候群(HsEs)の７か

)1女児例を経験した。２例ともに便１１にＡ群ロタ

ウイルス(G1）を検出した。症例ｌは、ステロイ

ドパルス療法、免疫グロブリン大量療法を行った

ところ、後遺症なく退院した。ロタウイルスＶＰ６

ＰｃＲ検査では、便は陽性、血清では陰性だった。

一方、症例２では多臓器不全となり死亡した。ロ

タウイルスｖＰ６ＰＣＲは、便、１，滴、髄液ともに

陰性だった。髄液中では、IL-6、IL-8、ｓＴＮＦＲ２

の著明な上昇を認め、脳症の発症にサイトカイン

の関与が示唆された。

症例１：４歳、女児。

主訴：下痢、発熱。

家族歴・既往歴：けいれん`性疾`惠なし。

予防接種歴：ロタウイルスワクチン未接種、BCG、

DPT、ポリオ、Ｈｉｂワクチンは既接種。

現病歴：入院２「1前より１日５～６回の嘔吐を認

め、翌l]から水様下痢が出現した。入院当11には

下痢回数がｌ}]８回に塘加し、近医受診したとこ

ろ腹部レントゲン上でイレウス像を認め、当科受

診となった｡来院時､意識混濁があり同日入院した。

理学所見：体iii３９９℃、血圧110/42ｍｍＨｇ、心

拍数132回／分、ＳｐＯ２９６％（roomair)。意識レ

ベルＪＣＳ１－３．皮膚ツルゴール低下を認め、

Capillaryrefillingtime（CRT）２秒。胸部聴診上、

呼l吸音、心音に異常なし腹部は軽度膨満し、鼓

青および腸!Wi動音兀進を認め、全体に圧痛があっ

たが反跳痛は認めなかった。項部硬直なし。

検査所見:ＢＵＮ２３ｍｇ/dlと上昇し､低Ｎａｌｍ症(Ｎａ

はじめに

ロタウイルスは、生後６か月～２歳をピークに

５歳までにほとんどの小児が感染する。一般に予

後の良い疾,患であるが、重症例も認める。腸管外

合併症として、中枢神経系合併症を伴うことがあ

り、軽症胃腸炎に伴う良性けいれんから急性脳炎

･脳症まで多岐にわたる。ロタウイルスワクチン

は、ロタウイルス感染症の重症化を予防すると考
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l33mM/l）を認め低張性脱水の状態だった。髄液

検査では髄液圧､細胞数増加を認めず､血液､髄液、

便培養は陰性であった。便ウイルスＰＣＲ検査

ではＡ群ロタウイルス陽性、ロタウイルスの内

部抗原であるｖＰ６が陽'性だった。血清ではＲＴ‐

PCRおよびＶＰ6抗原は陰性だった(表１）。サイ

トカイン分析では、ＩＬ－６が髄液３３５pg/ｍ１，mｌ

情６３７pg/ｍｌと軽度上昇を認めた(表２)。頭部

MRIでは、拡散強調像で脳梁膨大部に高信号域

が描出され(図１）、脳波では、後頭部優位に徐

波を認めた。

経過：ロタウイルス関連脳症と診断し、免疫グロ

ブリン大量療法（１９/kg)、ステロイドパルス療

法（メチルプレドニゾロン３０ｍｇ/kｇ×３日間）を

開始した。入院翌日には、意識清明となり、下痢、

腹痛も軽`快した。入院６Ｈ目のMRIでは、脳梁

膨大部の高信号は消失し、後遺症なく退院した。

ロタウイルス胃腸炎に合併した可逆性脳梁膨大部

病変を有する脳炎・脳症(ＭERS）と診'折した。

現病歴：入院７１１前よりｌ［I51ulの11腱吐と７１m|の

水様下痢が持続していた。第３病日には、下痢は

持続するも経Ｕ摂取は可能となった。第７病日よ

り、下痢回数はｌⅡ２回に減少し、近医にて整腸

剤を処方された。第８病日の朝は離乳食摂取可能

だったが、昼頃より活気が低下したため、同日昼

に当科に救急搬送となった。

理学所見：体重５５kｇ（病前７ｋｇ)、体温４０３℃、

ｍ圧６９/22ｍｍＨｇ、心拍数2301,1／分、呼吸数72

111|／分、ＳｐＯ２９５％（roomair)。意識障害があり

JCSm-300だった。末梢冷感があり、皮膚ツル

ゴール低下、大泉門陥没を認め、ＣＲＴは４秒以

症例２：７か月、女児。

主訴：活気低下。

家族歴・既往歴：満期正常分娩にて出生。身体・

精神運動発達正常、けいれん性疾`観なし。

予防接種歴：ロタウイルスワクチン未接種、BCG、

DPT、Hib、肺炎球菌ワクチンは既接種。

図１頭部ＭＲｌ検査入院時（症例１）

拡散強調像で脳梁膨大部に異常高信号が認められる。

表１．ウイルス学的検査（ＰＣＲ）

*’血清、髄液ともに陰性

、.．未施行

症|列１ 症例２

便 血清 便

Ａ群ロタウイルス（Ｇ１） ＋ ＋

ロタウイルスＶＰ６ ＋
＊１

アデノウイルス

アストロウイルス ､.．

エンテロウイルス ､.． ､.．

ＨＨＶ６,ＨＨＶ７，ＨＳＶ１，ＨＳＶ２ ､.． ､.．
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表２.サイトカイン分析

ｔであった。呼吸音、心音には異常なし。腹部は

､｢坦軟であり、腸蠕動音元進を認めた。項部硬1両

はなかった。

検査所見：Ⅲ小板は２７×１０４／Ｉｕｌに低下し、

Fbg469mg/ｄＬＦＤＰ７９ｍｇ/ｍｌと高値を示し

た。ＢＵＮ７３ｍｇ/dl、Ｃｒｌ８４ｍｇ/dl、ＵＡ２９８ｍｇ／

dlに上昇、高Ｎａ血症(Ｎａｌ５０ｍＭ/l）を認めた。

IⅢ液ガスでは、ｐＨ710、ＨＣＯ５２９ｍＭ/l、ＢＥ

－２４１ｍＭ/|と著明な代謝性アシドーシスを示し

ていた。髄液検査では、初圧４０ｃｍＨ２０であった

が、細胞数増加は認めなかった。細劇培養では、

111液、髄液ともに陰性だった。ウイルスＰＣＲ検

森では便lEI1A群ロタウイルス(Ｇ１）が陽性、ＶＰ６

は1m済、髄液ともに陰`性だった（表１）。１ｍ中ア

ミノ酸分析、１ｍ中アシルカルニチン分析では異

常所見はなかった。髄液中のサイトカイン分析

では､IL-63D90pg/ｍｌ､IL-822m800pg/ｍｌ､

ｓＴＮＦＲ２２,l60pg/ｍｌと著明なＩ外を認めた（表

２)。頭部ＣＴでは、脳溝の狭小化、皮髄境界の

不明瞭化を認め、脳浮腫を示す所見だった。頭

部MRIでは、T1-IRで皮質髄質コントラスト

の墹強、Ｔ２強調像では後頭葉優位の皮質の腫脹、

FLAIRにおいて白質の軽度向信一り化があり、拡

１Ｍ〔強調像、ＡＤＣｍａｐではiilljllll前､１１部・後頭部の

拡散能低下を認めた（図２)。第９病Ⅱに行った

脳波は平坦だった。

経過：来院時（第８病１１)、重症脱水および術環

血液量減少性非代償性ショックの状態であり集'１１

治療を開始した。同Ｈ、左右対称性の間代性けい

れんが出現したが、最終的にチオペンタールナト

リウムの経静脈投与により鎮痙した。その後、茂

呼吸となりＳp0290％以下となったため、気杵内

挿管および人工呼吸器管剛を開始した。入院数

時間後に心停止したが蘇生処置により心拍再開し

た。ＩＭｉに対し免疫グロブリン大量療法(29/kg)、

ステロイドパルス療法（メチルプレドニゾロン

30ｍｇ/kｇ×３１１間）を開始したが、多臓器不全と

なり入院７１１１１（第１５病ロ）に死亡した。経過お

よび検査所兄よ1)、出Ⅲ性ショック脳症ｉｉｉﾐ候群

(ＨSES）と診断した。

考察

ロタウイルス|ｿ腸炎では、高熱、嘔吐、大型の

下痢が重なる時期に脱水が重症化しやすく、急激

な脱水による巡解質異常や需前`性腎不全を認め

る’)。腸符外合併症として、中枢神経合併ｿi:、尿

路結而による'汗不全、菌lIl症、膵炎、筋炎、心

筋炎などを認める。ロタウイルス関連脳炎・脳ｿii二

症例１ 症例２

髄液 血清 髄液

|L-４（pg/ｍｌ） ＜２．０

lL-5（pg/ｍｌ） ＜３．９

|L-６（pg/ｍｌ） 3３．５ 6３．７ ３０９０

|L-８（pg/ｍｌ） 2２８００

|L-10（pg/ｍｌ） ＜２ ３９

TGF-β１（ng/ｍｌ） ０．７３

|ＦＮ‐ｙ （|Ｕ/ｍｌ） ２３．２ ０．８

TNF‐０（pg/ｍｌ） ＜０．５ ４．４ 1.0

ＴｌＭＰ－１ （ng/ｍｌ） ＜５０ １１６

ｓＴＮＦＲ２ （pg/ｍｌ） ２１６０

ＭＭＰ-９（ng/ｍｌ） ＜３ 3００ ６
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￣
ｂａ Ｃ

． ｅ

図２頭部ＭＲ|検査入院時（症例２）

ａ：T1-lR皮質髄質コントラストが増強している．

ｂ：Ｔ２強調像後頭部優位に皮質が腫脹している）

ｃ：FLA|Ｒ白質が軽度高信号化している。

ｄ：拡散強調像ｅ：ＡＤＣｍａｐ両側前頭部・後頭部で拡散能が低下している。

では、可逆性脳梁膨大部病変を有する脳炎・脳

症(ＭERS)、川血」性ショック脳症症候群(ＨSES)、

二相性けいれんと遅発性拡散能低下を伴う急性脳

症(AESＤ)の報告が多く、小脳炎の頻度も高い

が急性壊死性脳症は少ない。ＭERSは通常、予

後良好であるが、ＨSESはショック、DIC、多臓

器不全等を合併する予後不良な急性脳症である□

ＨＳＥＳおよびＡＥＳＤの発症時期はｌ～２病Ｈが

多く、小脳炎では２～４病日と遅れて合併するｚし

しかし、ロタウイルス関連脳炎・脳推の海外報併

例は少なく、インフルエンザ脳症と同様に人種的

な差があると思われる３１｡Ｒ験２例は、ＭERSと

ＨＳＥＳであった。

ＭERSは、発熱後１週間以内に異常言動・行動、

意識障害、けいれん等で発症し、神経症状発症後

１０日以内に後遺症なく回復する．MRIでは、急

性期に脳梁および半卵円中心白質に一過性病変を

認め、多くは１週間以内に消失する｡一方、ロタ

ウイルス小脳炎の病初期にも一過性脳梁膨大部

病変を認めることが報告されており４)、半数以上

に小脳萎縮を残す,コロタウイルス胃腸炎における

脳梁膨大部病変は必､ずしも予後良好を意味せず5)、

無言や失調などの神経症状を認めた場合は小脳炎

を疑って再度両像検査を行うべきである。

ＨSESはLevinらが１９８３年に提唱した急'性脳

症の－１１１１型であり、血便を伴う激しい下痢、出血

性ショック様の循環血液量減少性ショック、著し

い高体温、著明な脳浮腫の４条件を満たす症例で
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ある6)7)。しかし、本邦報告例におけるＨSESの

診断基準は一定ではない。症例２は来院時に重度

脱水を認め、循環血液量減少｣性ショックの状態で

あり、４０３℃と著明な高体温を認めた。頭部ＣＴ

では、脳溝の狭小化、皮髄境界の不明瞭化などの

脳浮腫を示す所見があった。LevinによるＨSES

診断基準の４条件中３項目が合致し、ＨSESと診

断した。ＨSESは｢サイトカインの嵐｣が主たる病

因であるとされている。高サイトカインによりア

ポトーシスの急速な進行や、管内皮障害による血

管透過性冗進、血液脳関門の破綻をきたすと考え

られている8)。症例２の急`性期髄液中サイトカイ

ン分析では、ＩＬ－６、ＩＬ－８、ｓＴＮＦＲの著明な上昇

を認め、脳症発症にサイトカインが関与している

ことが示唆された。一方、症例ｌでは、髄液中サ

イトカインは軽度上昇にとどまっていた。

ロタウイルス胃腸炎では、ウイルス抗原が血清

中に高率に認められ、腸管外合併症との関連が

示唆されている９)。しかし、本症例では２例とも

に血清からロタウイルスVP6抗原は検|})されな

かった。

ロタウイルスは感染を繰り返すたびに軽症化す

る。この現象を模倣したのがロタウイルスワクチ

ンであり、重症化を予防すると考えられている')。

米国では2006年の導入以来、ロタウイルス胃腸

炎の流行開始が遅れ、流行期間も短縮し、胃腸炎

における検出率も大幅に減少している'0)。自験

２例はＡ群ロタウイルス(G1）感染であったが、

ロタウイルスワクチンは未接種だった。今後、ロ

タウイルス感染症の重症化予防にロタウイルスワ

クチンの普及が望まれる。
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子どもを守る仲間たち

横浜市立大学医学部

社会予防医学教室講師高橋謙造

案内してくれた。このおばちゃん達は実によく地

域のことを観察しており、何でも知っている頼も

しい｢おせっかいおばちゃん｣であった。

写真１は、調査で出会えた元気な男の子であ

る。生後５カ月で７ｋｇあり、母乳育児が徹底さ

れていた。この子の母親に質問してみると、「病

院で母乳育児を続けなさいって聞いたので、６

か月までは母乳だけをあげるつもり。母乳育児は

２歳まで続けるつもりよ･」という回答が返って

きた。ＷＨＯ/ＵＮＩＣＥＦが提唱している母乳育児

の指針では、６か月まで排他的母乳育児(薬を除

いて、赤ん坊が[｣にするものは母乳のみ）を行い、

前阿は、オムツをはかない子どもたち、という

楽しい話を書かせていただいた。

子どもが、どのように大切にされているのか？

どう愛されて育っているのか？を見ていくのは、

国際保健に関わって行く小児科医としては非常に

楽しい経験である。

しかし、国際保健の分野では、楽しい問題だけ

ではない。真剣に考えていかなければならない問

題も確実に存在する。

今回は、そのような経験をご紹介したい。

体重増加不良の子ども

アフリカのマダガスカルに、ＪＩＣＡの鯨期専'''１

家としてｌか月間の派遣を受けた時のことである。

私の業務は、マダガスカルの大学病院で''１生した

低出生体重児の予後追跡調査であった。病院のカ

ルテ記録から、乳児の名前、住所等をリ|き州し、

マダガスカル人の通訳女性(医学生）を連れて訪

問調査を行った。マダガスカルでは、住民登録制

度等が確立していないため、毎'１，調査対象の家

族を捜し出すのに苦労したが、元気な赤ちゃんを

見るとほっとしたものである。調査現地に行くと、

町の顔役らしいおばちゃん達が付き添って色々と 写真１
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その後、２歳まで母乳育児を続けるのが理想と言

われている。母親は字を読むことができ、教わっ

た内容をメモに書いて、何度も兄返していたのだ

そうである。

一万、写真２の児は、生後８か月であるが、訪

問時に体J1rが３５ｋｇしかなかった。写真では分iか

りにくいが、足の皮下脂肪もほとんどない状態で

ある。頸定はしているものの、お座り等は全く出

来ず発達は遅れていた。しかし、この子は趾乳育

児をしているというのである。実|祭に、母親が胸

に抱くと、はっきりとした意志をもって乳腸を手

でつかみ、口に乳首をふくんだ。８か月のｆども

と考えると納得がいく所作であるが、見た'１が堆

後ｌ～２ヶ月の乳児なので、何とも意外に感じた

ものである。「貧しい家で､小さく産まれてしまっ

たので、赤ん坊の成長にはいいことは何でもやっ

ている。趾乳もあげているし、近くの薬局で充っ

ている粉ミルクもあげている｡」との話であった。

｢どうやって粉ミルクをi1lil製しているの？どんな

水を使っているの？」と尋ねると、雨水を溜めて

つかっているとのことであり、水が溜められてい

るのはドラム缶であった。その水には、虫などが

浮かんでいる状態であった。お湯を沸かして使っ

ているのか？という質'111に対しては、「粉ミルク

は、お湯だと熱くて飲めないから、水でそのまま

溶かして使っているよ｡」との'111杵であった。赤

ん坊は1聯Ｉをしないのか？便はどのような感じな

のか？と聞くと、「下痢はしていない。便は泥水

みたいな感じだけど、周囲の赤ん坊はみんなそん

な感じだから、気にしていない｡」という話である。

実は、この児は、不潔な水で調製されたミルクを

与えられていたために、慢性の下痢だったのであ

る。ところが、周囲の子たちも慢性の下痢なので、

｢他の子と便が違う。下痢だ｡」という判断には至っ

ていなかったのである。薬局に１丁って聞きｌｌＸＩ)を

してみると、ミルクのi凋製方法、注意書きを書い

たチラシを手渡しているということであった。し

、
写真２

かし、この母親は児が読めないため、役立たない。

私がおばちゃん達に事Ｉ１Ｉｊを話すと、額にしわを寄

せ、「そうかい、あんまI)よくないね。これからは、

商允が忙しい時でも、きちんと口で説明するよう

に樂局に言っておくよ。それから、時々家をlllll1っ

て、ミルクの作り方を指導しなきゃね。教えてく

れるかい？」と、かきごそと手帳を取り出し、メ

モ取りを始めてくれた。おせっかいおばちゃんの

inill躍如だな、と頼もしく感じた。

比較対!|<(になるはずの周囲のﾘﾑが皆同じ状況と

いうことは、親の判断を狂わせてしまうことにな

る。写真３は、愛すべきおばちゃん（左端）との

記念写真である。

ＭＣＵを作りたい

′|､児病院改修の事前評価にパキスタンに派遣さ

れたことがある。病院の改修といっても、建物を

建て直すだけではなく、その施設を機能させるた

めの様々な設Ｉ１Ｉｌｉも供与する。たとえば､ＣＴスキャ

ンは本当に必要か（その地域住民に本当に稗益し

うるか）？手術室の規棋は十分か？などを包括的

に評価する必要がある。そのためには、地域の疾

病構造、他の医療施設の規模機能から人材育成機

能までを把握する必､要がある。

この病院周l）Hでは、命に関わるような重症の下

痢ｿｉｆが多く、１，~痢症の治療がメインの機能になっ
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Ｌ二

写真３愛すべきおばちゃん（左端）との記念写真 写真４

ていた・この病院でγ英国で１J|:修経験のある新生

児科医(仮にＡ氏とする）と}Ⅱ会った．災['ﾐ1で教

育を受けた人材というのは、大抵の場合にはタフ

ネゴシエーターで、その交渉は難しいことが多い

ようだが、この新生児科医Ａ氏の態度は非常に

紳ｔ的であ1)、人当たりは柔らかかった。地域の

'''1題を大局的に捉え、それに取り糸|lもうとしてい

るようであった。

調査が進むにつれて、ある稗度の,<i度機能施設

は、地域の他の病院が担っており、そちらとの機

能分担で十分であろうということになっていっ

た。そんな一連の話合いの''１で、Ａ氏は、「ＮＩＣＵ

はどうしても作りたい。これだけはi震れない｡」

とi三張してきた。参考にするために、都１１丁の中心

部にある病院に見学に行ったところ、スペースが

足りず、たくさんの乳児がベッドに寝かされて

いる場1ｍに遭遇した。確かに衝I盤｢|<Iだった(写真

４)。私がイメージしたのは、’１１心ililllR栄養を施

され、レスピレーターで栄養符fll1を受けている児

の姿であった。直感的に、「これはj111iI1Mだ。中途

半端なＮＩＣＵ管理になってしまう。スタッフの育

成も彼一人で担うことになり、とてもではないが

難しい｡」と考え、その胃を主張した。

しかし、彼の主張は違っていた〔，「ここに必要な

のは、』I悠本的な、保i品、酸素投与、輸液符瑚が

できる施設であり、’1乎吸管理を行うことなど想定

していない本>'1に基本的な初期治療ができれ

ば、助かるｿJはたくさんいるんだ。呼吸答班が必

要な１，'dが/|まれたなら、初期の呼吸、体iIiiを安定

させたＩで同次施設に搬送すればいいと考えてい

る。保illi、駿索投与、輸液という基本であれば、

′|､ｿd科の雅本トレーニングが出来ている|差lIlljなら、

そんなに難しいことではない。ＮＩＣＵというより、

ＮＣＵ（NeonatalCareUnit)であれば、Jll1解して

もらえるだろうか？」ということであった。Ａ氏

は新生児科|矢であり、英|玉|でトレーニングを受け

てきたというプライドもあるだろう。しかし、そ

のプライドを強く押しⅡ}すのではなく、あくまで

も、地域の'111題への最適解を出そうとしているよ

うに感じられた。

「あなたのやりたいと思っていることは、地

域医療(CommunityHealth)ですね｡」というと、

｢そう、英１１１にいて新生児だけを診ていた頃は、

Communityに｜|が行かなくなってしまっていた。

しかしこの病院にいると違う。この地域に必要

なのは、CommunityNeonatalCareだよ｡」Ａ氏

のような名|矢と知り合えたことを、今でも感謝し

ている。
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塙賢二先生偲ぶ会

塙賢二先生が平成２４年８１１２６１ｌご逝去され、ご子息の塙佳生先生から９月３日に当会にご連絡

頂きました。故塙賢二先生の生前からのご遺志を踏まえ、東京小児科医会役員会では高橋会長、松平

隆光先生を中心に役員一同準備させて頂き、平成２４年１１月ｌＯｌ－１、京王プラザホテル４５階みやまに

て塙賢二先生偲ぶ会を開催させて頂きました。

故塙賢二先生のご功績については高橋系一会長が追悼文(東京小児科医会報３１巻第２号)の中でお

書き頂きましたが、昭和４０年１月に「臨床小児医学懇話会」設立され、臨床小児科医の診療、研究なら

びに年３１口1の学術集会を開怖きれるなど活動され、この活動を母体に昭和５６年11月に東京小児科医会

が設立され、私ども臨床小児科医の在り方の礎を築いて頂いた先生です。先生のご活動はさらに全国に

波及し日本小児科医会設立の道を開いて頂き、今日の社団法人日本小児科医会があるものと存じます。

偲ぶ会にはご多`忙の中、東京はじめ全国から多くの先生方がご参集頂き、故塙賢二先生に多くのお

別れのお言葉を頂くことが出来ました。盟友の川崎先生からも`懐かしいお話も頂き、またご子息の塙

佳生先生からは塙賢二先生のお培い頃からの貴重なお写真も見せて頂き心温まる偲ぶ会を過ごさせて

頂きました。ご参集頂きました先生方には厚く御礼申し上げます。ご出席頂いた諸先生方は下記の先生

方(111H不同)でした。

Ⅱ|崎富作先生IIl崎禮子先生巷野悟郎先生師研也先生大林一彦先生猪股弘明先生

横田俊一郎先生中村泰三先生上原すず子先生増[Ｕ稔先生青木継稔先生赤松洋先生

伊谷昭幸先生北川照男先生木下敏子先生木村和郎先生ｌｌｌ原卓浩先生千葉昭典先生

内藤昭三先生中尾聰子先生保坂泰夫先生松井猛彦先生水谷民子先生水野幸治先生

宮川美知子先生滝|圧｜齊先生札｜澤昭先生伊藤和雄先生牛山允先生

発起人

高橋系一松平隆光保科情神川晃佐藤徳枝武隈孝治佐藤光美柴田雄介

大11|洋二泉田直己稲見誠秋lll千枝子高木英行萩原正lﾘ｜和田紀之）||上一恵

澤Ｈ１雅子伊藤隆一塙佳と上津lI1隆沼口俊介
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なお式次第は下記のごとくでした。

平成24年１１月ｌＯｐ午後４時～６時３０分

京王プラザホテル４５階みやま

司会沼口俊介伊藤隆一

ｌ開会の辞東京小児科医会会長

２．日本小児科医会会長

３．母子保健推進会議会長

４元日本小児科医会会長

５．日本川崎病研究センター瑚事長

６．前日本小児科医会会長

７．元東京小児科医会会長

８．元日本小児科医会副会長

９．東京小児科医会総会議長

１０．東京小児科医会顧問

１１．塙賢二先生の生前の写真説明

12．前東邦大学総長

13．神奈川小児科医会会長

14．臨床小児医学懇話会

15．東京小児科医会

１６外来小児科学会理事

１７謝辞

高橋系一

松平隆光

巷野`悟郎

師研也

川崎富作

保科情

伊藤和雄献杯

大林一彦

相澤昭

牛山允

塙佳生

青木継捻

横田俊一郎

上原すず子

木村和郎

田原卓浩

塙佳生

前東邦大学総長青木継捻

神奈川小児科医会会長横田俊一郎

上原すず子

木村和郎

外来小児科学会理事田原卓浩

謝辞塙佳生

閉会の辞関東ブロック小児科医会監事中村泰三 Kiiiiiiiiililiiiiillll藤ｌｉｌｌ鱗iliili

協力半田恵章森義行佐藤貴志橋本英子
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東京都における小児の死因調査実施に当たっての

会員への協力依頼

２０１３年２月

東京小児科医会小児救急部

東京都をはじめ小児救急医療施策の検討でその死因が正確に把握されていない現状

があります。

今回、東京都福祉保健局医療政策部と厚生労働科学研究費補助金・政策科学推進研究

事業研究班は共同で都内医療機関における小児死亡状況の調査『東京都チャイルドデ

スレビュー２０１２年パイロットスタディ」を救急医療体制向上の目的にて実施すること

になり当会会員にも協力依頼がきました。

対象：平成２３年１月～１２月に都内で発生した新生児含む０～４歳の乳幼児全死亡

症例（産科死亡除く）

調査実施時期：平成２４年８月１日～平成２５年６月３０日（予定）

調査実施者・方法：研究班事務局は国立成育医療研究センター研究所成育政策科学研

究部におき、都内で発生した対象の有無について医療機関に照会

し事例がある場合は協力依頼を行い研究班が病院訪問し医療関係

者から質問票に基づく聞き取り調査法をとり東京都監察医務院事

例もデータ分析をあわせて行います。調査研究情報は厳重に取り

扱い本会への費用負担は生じません。

研究成果の公表は学会・学術報告や日本小児科学会のホームページなどに公表し社会

還元する予定です。

依頼内容詳細は東京小児科医会ホームベージに掲載予定です。

研究の意義は東京小児科医会報2012年７月号３１巻Ｎｏｌ（通巻104号）Ｐ６８～７１：

北九州市八幡病院小児救急センター市川光太郎先生の視点|｢小児死亡原因調査につい

て～幼児死亡減少への取り組み～」をご覧ください。

ご協力よろしくお願いいたします。
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空間疫学への招待

疾病地図と疾病集積性を中心として

丹後俊郎横山徹爾高橋邦彦朝倉書店４５００円

疫学とは「人間集団における疾摘の頻度と決

定要因についての研究」と定義されると記載さ

れている。我々も毎ｎ小児科臨床の中、疾患の

治療として臨床医学に携わっているがインフル

エンザによる学級閉鎖、保育園での感染症対策

など疾患の予防に疫学が必要とする場面が多々

あるにも関わらず果たして十分に疫学というこ

とを理解しているであろうか？疾`患は多くの原

因が複雑に影響しており、この多要因原因説を

いかに解き明かすか？その方法である疫学研究

を大別すると、ｌ）観察研究と２）介入研究で

ある。疫学研究の進行段階として３段階紹介さ

れていて、Ａ）第１段階記述疫学、Ｂ）第２

段階分析疫学、Ｃ）第３段階実験疫学であ

る。ｌ）の観察研究はＡ）Ｂ）に属し、２）の介

入研究はＣ）に属するとのことである。具体的

には、Ａ）記述疫学で有名なのはロンドンでの

コレラ`患者の発生場所から原因につながる仮

説を導いたJohnＳｎｏｗの疫学的アプローチで、

Ｂ）分析疫学は記述疫学で設定された仮説を分析

するもので、ｂ－ｌ：コホート研究(前向き研究）

と、ｂ－２：患者一対照研究(後向き研究)があり、

Ｃ）実験疫学は介入研究での無作為比較試験は最

も証拠能力が高い研究デザインと解説されている。

空間疫学という聞きなれない用語の本である

が、この本の序に｢健康リスクを表す症候・疾病

･死亡の発生状況の地理的な較差・変動を記述す

るとともに人口統計学的要因、環境要因、行動要

因、社会経済学的要因、遺伝的要因、伝染』性要因

など疾病のリスクファクターの地理的変動を考慮

に入れて、ランダムでない系統的な疾病の地理的

異変を検出し、その要因を分析する学問である｡」

と書かれてある。本の構成は、１．疫学研究の基礎、

２．代表的な保健指標、３．疾病地図、４疾病

集積性、５．疾病集積`性の検定、６．症候サーベ

イランス、７．統計ソフトウエアである。

ひとつひとつは難しく理解していくことには時

間がかかる内容の本であるが、学校欠席サーベイ

ランス、保育園症候サーベイランスなど毎ｎの臨

床の中で観察、分析していくことは非常に重要で

あり、このような解析可能な学問が社会に存在し

ていることを知ることは大事である。皆様ととも

に勉強し医会活動にもこの手法を導入し分析した

データを社会に還元、提言していくよう努力して

いきたいと感じた本である。

（広報部沼口俊介）
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平成24年度第４回理事会議事録

１１時：平成２４年１２月１１１（I2l1iMIl）

午後５時３０分～

場所：新宿和光堂ビル２階会議室

（出席２２名欠席３名）

出席高橋系一沼口俊介神川兇佐藤徳枝

保科清松平隆光塙佳/ｋ高木英行

秋山千枝子大川洋二泉111面己

伊藤隆一林泉彦和}Ⅱ紀之佐藤光美

武隈孝治荻原正|ﾘｊ灘Ⅲ雅子森閏子

津田隆諏訪美ｷﾄ'７１１１ヒー忠

欠席柴田雄介牧田郁夫稲兄誠

（l3thAPPSPGHAN2013）

…ＭＬで承認(資料２）

３．「子供米未とうきょうメッセ２０１３」東京都|夷

師会のⅡ}展依頼について（資料３）

４束京都救急医療対策協議会小児救急医療委員

会の委員の推薦について

５．財111法人東京都学校保健会評議員の推薦につ

いて

６．編ﾉﾐ７Aしワクチン事業の広報について…ＭＬ

で承認(ＨＰに掲載）（資料６）

７．学研メディカル秀潤社画像診断への紘載願

い…ＭＬで承認(資料７）

８．小児保健法の成立に助力頂ける候補に推薦状

と推薦金を授与する件

９．新人会退会の件

退会逝去：塙賢二根岸章

希望退会：古村聖美遠山喜代子

新人会斎藤正博鈴木竜洋高橋健

東海林宏道久田研ｌＨ１ｌ１恭子

奥村彰久稀代雅彦神谷寿美子

森伸生杉内考謙清野明子

１０今後の理靭会開催予定について

２５年２）］２１１３月ｌ７Ｈ５ＨｌｌＩ１

１１・その他

『報告事項」

Ｌ会長報告

２．副会長報告

３．ロ本小児科医会報告

４“各部報告(学術、公衆衛ﾉt、社会保険、調査、

広報、経理、総務）

５．その他

｢協議事項」

Ｌ「子どもの食育を考えるフォーラム」小児科

学会の後援依頼について

…ＭＬで承認(資料ｌ）

２．第１３回アジア汎太平洋小児栄養ii1j化器肝臓

学会の後援について 議長illj橘系一

議事録''３１２》'１人諏訪美智子Ⅱ|上一恵

会議
ヒ

ロ
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平成24年度第５回理事会議事録

｢1時：平成２５年２月２日（土曜[|）

午後５時３０分～

場所：新宿和光堂ビル２階会議室

（出席２０名欠席５名）

出席高橋系一沼口俊介神川晃佐藤徳枝

保科清松平隆光塙佳生高木英行

秋山千枝子大川洋二泉ll1直己

伊藤隆一林泉彦佐藤光美

武隈孝治荻原正明澤H1雅子津田隆

諏訪美智子川上一恵

欠席柴田雄介牧田郁夫稲見誠和田紀之

森蘭子

５．子供の救急に関する意識調査の実施について

の依頼・・・承認

６．東京小児科医会員の宛名ラベルの提供（第１４

回東|｣本ターナーの会４月１３日）

・・・・ＭＬで承認

７．１月２６｝1の子ども未来とうきょうメッセ

２０１３の件でポスター配布

．・・・ＭＬで承認

８束京小児科医会の勧誘文書の件・・・・承認

配布の予定

９．関東ブロック小児科医会参加の件

高橋系一沼口俊介神川晃佐藤徳枝

保科清松平隆光塙佳生大川洋二

伊藤隆一津田峰諏訪美智子

佐藤光美高木英行

１０．その他

①ワクチンデビューポスター会員配布

Ａ３：２枚Ａ４：３枚

②市民公開講座：小児歯科と協働で来年度秋

に開催予定

ｕ新入会退会の件

退会逝去：

希望退会：青田良一

新入会松本勉田野みよ

'2．今後の理事会開催予定について

２５年３１１１７日５月１１日

13．その他

『報告事項』

Ｌ会長報告

２．副会長報告

３．日本小児科医会報告

４．各部報告(学術、公衆衛生、社会保険、調査、

広報、経理、総務）

５．その他

『協議事項」

ｌ会報の印刷所の件・・広報部で検討

２．会員外東京小児科医会報定期購読について

・・購読料、規定決定

3．第５回こども心身セミナー医会報掲載依頼の件

医会報とＨＰへ掲載決定

.・・・ＭＬで承認(医会報、ＨＰ掲載すみ）

４．東京都｢平成２４年度ＮＩＣＵと入院時在宅移

行研修会』広報依頼の件

東京小児科医会学術講演会プログラム同封、

ＨＰ掲載広報依祇・・・承認

議長高橋系一

議事録署名人武隈孝治泉田直己



東京小児科医会報vｏｌ３１Ｎｏ３２０１３ＭＡＲＣＨ 9１

小児科関連学会予定（2013年４月～Ｓ月）

学会名:第１１６回曰本小児科学会学術集会

会期：４月ｌ９Ｈ～２１日

会場：広島国際会議場

広島市文化交流会館

アステールプラザ

会長：小林正夫(広島大学）

学会名:第93回東京小児科医会学術講演会

会期：６月ｌ６ｐ

会場：東京医科大学講堂

主僻：東京小児科医会

学会名:第48回日本小児腎臓病学会学術集会

会期：６月２８１]～２９日

会場：あわぎんホール

会長肝香美祥二(徳島大学）

学会名:第55回日本小児神経学会総会

会期：５月３０ｐ～６月１日

会場：iichiko総合文化センター

人分オアシスタワーホテル

会長：泉達郎(大分大学）

学会名:第49回日本小児循環器学会総会・

学術集会

会期：７月11日～１３，

会場：庇IDzオリンピック記念青少年総合センター

会長：''１両敏雄(東京女子医科大学）

学会名:第24回日本小児科医会総会フオー

ラム

会期：６月８ｐ～９日

会場：大阪市中央公会堂

会長：小川實(大阪小児科医会）

学会名:第49回日本周産期･新生児医学会

会期：７１１１４日～１６日

〈
瓦

場：パシフイコ横浜・会議センター

長：岩下光利(杏林大学）学会名:第27回日本小児救急医学会

会期：６月１４日～ｌ５ｎ

会場：沖縄コンベンションセンター

会長：我那覇仁(沖縄県立南部医療センター・

こども医療センター）

〈
君

学会名:第23回曰本外来小児科学会年次集会

会期：８月３１日～９月ｌロ

会場：福岡国際会議場

サンパレスホテル

会長：下村国寿(下村小児科医院）
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曰本小児科医会後援、「子どもの心相談医」研修更新点数認定

第５回こども心身セミナー

発達障害児の育ちと援助一児菫精神科医からの提言一

恒例のこども心身セミナーを今年も開催します。例年秋に開催してきましたが、昨年から６月

開催に変更になりました。

今年は齊藤万比古先生（国立国際医療研究センター国府台病院児童精ﾈ''１科）を客員講師に迎え、

児童精神科医の視点で詳しく「発達と障害」のご講義をいただきます。

会場は一昨年と同じく、交通の便が良く、大阪湾の夜景が美しい研修専門の都会派ホテルです。

宿泊部屋はシングルルーム、ツインルームのみの受付となります。シングルルームご希望の方は、

数に限りがありますので、お早めにお申込み願います（シングルルームの場合、5,000円の追加

費用が必要)。

○期間；平成25年６月１日（土）１３:00～２日（日）１２:３０頃までく１泊２日＞

○会場；コスモスクエア国際交流センター（大阪南港）

新大阪から約３０分（大阪市営地下鉄とサークルバス利用）

関西'三|際空港から約５０分（リムジンバス利用）

○費用；35,000円（食費・宿泊費込み１泊２食分）

当研究会会員・過去セミナー参加者（カリヨンセミナー含む）は32,000円

◆日本小児科医会｢子どもの心相談医｣研修更新点数(５点)、日本小児科学会認定医点数(４点)、

日本心身医学会認定医点数（３点）がそれぞれ認定されます。

パンフレット（申込書付）をご希望の方は下記までご連絡ください。詳細はホームページで。

http:〃ｗｗｗｋｋ・iij4u・or.』p/~sinsin／

お問合せ・お申込みはこども心身医療研究所まで

〒550-0001大阪市西区土佐堀1-4-ｓTEL､OS-e44s-BﾌO1FAxOS-S44s7s41
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小児医学研究振興財団市民公開講座

｢予防接種受けなかったらどうなるの?」

聴講者募集入場無料

曰時舗平成２Ｓ年フ月フ曰（曰）１ｓ：ｓｏ～１ｓ：００

場所密（独法）国立成育医療研究センター１Ｆ講堂

演題蕊「予防接種の効用と副反応」

「予防接種の種類と接種スケジュール」

多屋馨子先生

国立感染症研究所感染'盾報センター室長

宮入烈先生

(独法）国立成育医療研究センター感染防御対策室長

講師

問合せ先：ジャパン・カウンセラーズ

ＴＥＬ：ＯＢ－Ｓ２Ｓ１－Ｏ１１Ｂｊｆｆｐｒ＠ｊｃ－ｉｎｃ､cｏｊｐ
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鬮團 園田
小児科開業医は小児内科のことだけではなく、

小児全般の知識を必要とされます。それは外科的

なことであったり、眼科的なことであったり、整

形外科的なことであったり、様々な科、すべてに

及んでいます。それぞれの科の専ｌＩ１ｌ的な知識を必

要とする疾`患であれば、その科にお願いしてしま

えばそれで良いのですが、どこまでを紹介すべき

か迷う場合もあり、またお母様方の質''１|にも正

確にお符えしたい場合もあります。小児科開業医

にとって距離がありながら、遭遇する機会が意外

と多いのが整形外科疾,患で、今月ザは小児科医が

知っておきたい整形外科疾Aliと題して特集を組み

ました。１１常診療あるいは健診などで小ｿJ科医が

遭遇する機会が多いと思われる「肘内陣とその整

復｣､「プライマリー・ケアにおけるＤＤＨの診察｣、

｢斜頸位と斜頸｣、「歩容異常と下肢アライメント

異常｣、「急に発症した歩行障害」と題し、東京都

立総介医療センターの下村哲史先ｆＩﾐにお願いし

て、各先ＬＩＺ力にそれぞれについてわかりやすく解

説していただきました。いずれも私共、小児科医

にとっては１１常の診療に直結する熱柄であり、何

度も読み返しておく、あるいはとって置きたい解

説ではないかとliL(われます。読者の先生方が、い

つかどこかで何らかのお役に立つことが出来れば

幸いです。１１↑１１Ｆ診療に役立つということからは、

皇丼睦先生の「新しい創傷管理｣、清水俊明先

生の｢小児のｉｉ１ｉ化器疾`恐のピットホール」も掲載

されており、お読みいただきたいと`思います。

２度目の３１１が過ぎ、東ロ本大震災から２年

以上が経ちましたが、まだ目に見える復興がない

ように思います。風化させないよう何らかの支援

を継続させたいと,IIL(います。

昨年８川に東京小児科医会にご尽力をいただき

ました塙賢二先生がお亡くなりになりました。改

めてここにご輿ﾈMをお祈りlLI1しあげます。

（浅村信二）

東京小児科医会報

第４種学術刊行物認１１Ｊ

第３１巻第３号（通巻１０６号）

2013年３)］３１１１発行

発行人高橋系一

編集人大川洋二泉田直己

発行所東京小1,'i｣科医会

〒１６０－００２３

束京都新11ijrlﾒ:１回新宿５－２５－１ｌ

和光堂1ﾊｲ新宿ビル２階

㈱[１本小児|矢事出版社内

ＴＥＬＯ３－５３８８－５２２０

ＦＡＸＯ３－５３８８－５１９３

印刷所㈱和lⅡフォトリス印刷

広報委員（＊委員長＊＊副委員長）

＊豊浦多喜雄＊＊藤沢康司

赤澤晃浅村信二大谷俊樹

齋藤昌宏渋丼展了野々'１１昶

梅原実

担)'1理頓

川上一恵大川洋二泉''１１互已

担P1j副会長

沼Ⅱ俊介

入会ご希望の方はI乏記発行所へお申し込み下さい。

東京小児科医会年会費10,000}'],入会金2,OOO1ll

Il本小児科|矢会年会費Ａ会員20,000円

Ｂ会員8,000円

郵便振替[MiliOOl50-9-596215東京小児科医会

購読制度年4,500円（但し東京居住者を除く）

●本誌掲載記事の無断転載を禁じます

・本誌に褐縦する著作物の複製権・上映椎・譲渡樅・公衆送信椎(送信可能化権を含む）は来京小児科医公が保ｲL1します。

・匡司〈(社）出版肴著作権符理機構委託''１版物〉

本誌の無断複写は著作権法'二での例外を除き禁じられています。複写される場合は、そのつど事前に、（社）(1)版粁拷

作権符J1l機構(電話03-3513-6969、FAXO3-3513-6979、e-mail：info＠jcopy・ｏｒ・jp)の許諾を得てください。
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オーエスワンゼリー／内容丑:２００ｇ

メーカー希望小売価格２００円(税込）

オーエスワンｐＥＴボトル／内容且:２００ｍＬ

メーカー希望小売価格１４０円(税込）

■主な成分の濃度■栄養成分表示 ■原材料名

【オーエスワン】

糖類(ブドウ糖､果糖､コーンシラッブ)、食塩､乳酸Ｎａ､塩

化Ｋ､乳酸､硫酸Ｍｇ､リン酸Ｎａ､グルタミン酸Ｎａ､香料(－

部にオレンジ由来の成分を含む)、甘味料(スクラロース）

【オーエスワンゼリー】

ブドウ糖､食塩､ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ｎａ､塩化Ｋ、

乳酸､硫酸Ｍｇ､リン酸Ｎａ､グルタミン酸Ｎａ､甘味料(スク

ラロース､アセスルファムＫ）、香料(－部にオレンジ由来

の成分を含む）

一翻 －エスワン１レ

オーエスワンゼリー１００当たり
ｚ－エュＰ－エ

皿皿Ⅲ■

■二ＨＰ■￣
[食塩相当量０３９／１００ｍＬ(9)］

<摂取上の注意〉

下肥の１日当たり目安丘を参考に､脱水状態に合わせて適宜増減してお飲み下さい。

●学宜～成人(高齢者を含む):500～1000ｍL(9)／曰

●幼児:300～６００ｍL(9)／日

●乳児:体■１ｋｇ当たり３０～50ｍL(9)／曰

※ｇは､オーエスワンゼリーのみに適用する。

医師から脱水状態時の食事療法として指示された坦合に限りお飲み下さい｡医師､宕阻師、

薬剤師､管理栄養士の指導に従ってお飲み下さい｡食事療法の素材として適するもので

あって､多く飲用することによって原疾患が治癒するものではありません。

<オーエスワンが許可を受けた表示内容〉
●オーエスワンは､電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です｡軽度から中等度の脱水状態の方の

水･電解質を補給･維持するのに適した病者用食品です｡感染性田炎､感■による下痢･咽吐･発熱を伴う脱水状態、

高齢者の経ロ摂取不足による脱水状態､過度の発汗による脱水状態等に適しています。

<オーエスワンゼリーが許可を受けた表示内容〉

●オーエスワンゼリーは､電解質と糖質の配合バランスを考慮した経ロ補水液です｡軽度から中等度の脱水状態の

方の水･廼解質を補給･維持するのに適した病者用食品です.磁染性腸炎､感■による下痢･咽吐･発熱を伴う脱水状

態､高齢者の経口摂取不足による脱水状態､過度の発汗による脱水状服等に適しています｡そしゃく･えん下困難な

期合にも用いることができますが､医師とご相麟の上､ご使用下さい。

個別呼価型演者用食品とは、特別用途食品のうちで特定の疾病のための食事療法上の期待できる効果の根拠が医学的、栄養学的に明らかにされている食品として消費者庁が肝可した食品です．

識 畔し〈は店頭ﾘｰﾌﾚｯﾄまたはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。販売者株式会社大塚製薬工場販売提携大塚製薬株式会社

httP:〃ＷＷＷ,OS-1.ｊＰ■os-1に関するお問い合せ先:㈱大塚製薬ｴ場お客様相談ｾﾝﾀｰ西ol2o-872-873
２０１１年６月作成
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状況変更届

年月曰

下記のように変更しますのでお届けします。

(ご氏名、および変更箇所のある部分のみ、□にＶ印をつけご記入下さい｡）

ご記入の上、下記の東京小児科医会事務局宛てに送付して下さい。

東京小児科医会事務局：〒l60-8306新宿区西新宿５－２５－１ｌ和光堂西新宿ビル２階

㈱日本小児医事出版社内

ＦＡＸ：０３－５３８８－５１９３

氏名

(生年月曰）
(明・大・昭・平年月曰生）

□自宅住所変更など

(電話、ＦＡＸなど）

□勤務先変更

勤務先、診療科名

勤務先住所等

(郵便番号、住所、

電話番号などを

ご記入〈だ言い｡）

文書郵送先 □自宅□勤務先

小児科専門医資格 あ1） なし

会員名などの

HoInePageヘの掲載
□希望する□希望しない

□その他

(その他の役職などの

変更、追加があれば

ご記入ください｡）



投稿のお願い／

会員通信
氏名

｢Voice(声)」欄原稿募集

ご意見、症例、診療上の工夫、研究報告など会員の診療に有益となるような論文または短報

を幅広いテーマで募集します。原稿枚数は、論文は４００字詰め原稿用紙１２枚以内、短報は４枚

以内（いずれも図を含む）とします。東京小児科医会事務局宛にお送りください。なお、査読

を経た上での採否および掲載形式の決定は編集委員会に一任させていただきます。また、原稿

が受理された時点をもって、投稿された論文等の著作権（著作権法第２１条から第２８条までに

規定されるすべての権利を含む）については、原則として当医会に帰属するものといたします。

会員通信：

会員相互交流です｡内容・形式は問いません。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ご意見.ご要望に関する内容については執行部から出来るだけ回答をしていただきます。

匿名希望の方は氏名の欄に厩名とご記入下さい。

東京小児科医会広報部ＴＥＬＯＳ－５ＳＳＳ－５２２０ＦＡＸＯ３－ＳＳＳＢ－５１ｇＳ


