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【巻頭言】

長野県立こども病院

プレ・ホスピタルケアとポスト・ホスピタルケア

長野県立こども病院副院長中村友彦

今年でこども病院は20周年を迎えます。長野県の小児医療の「最後の砦」として難病治療や

救急治療の必要な多くのこども達を救命してきました。今後こども病院が果たさなければなら

ない役割は、子どもの病気の予防・早期発見と、こども病院で治療された、または継続して治

療を必要とするこども達への支援です。前回病気の予防・早期発見のプレ・ホスピタルケァと

して生命科学研究センターと予防接種センターを紹介しましたが、今回はポスト・ホスピタル

ケアとして考えていることを紹介します。

－つめは在宅医療です。医療技術の進歩で、医療的ケアを受けながら自宅に帰り学校に通う

子も増えてきました。在宅医療というと寝たきりで人工呼吸器を必要とするお子さんを想像さ

れるかもしれませんが、気管切開や、人工肛門、中心静脈栄養をしながら登校する子も少なく

ありません。これらのこども達には福祉と教育と連携した支援が必要です。しかし、まだわが

国の社会保険制度は小児の在宅医療に対応できる状態ではありませんでした。こども病院では

2009年より在宅医療支援病棟を開設し、県のＮＩＣＵ等長期入院児支援事業で配属された長期

入院児コーディネーターの河野千夏先生らが活動しました。2012年度には厚生労働省の小児在

宅医療拠点事業にも認められ、さらに小児在宅医療モデル病院にも指定される予定です。

二つめは移行医療です。こども病院の外来通院する患者の10％以上が15歳以上の患者です。

先天性心疾患、てんかん、重度心身障害児、内分泌疾患、血液腫瘍疾患等、こども病院のかか

りつけの患者さんが成人を迎えます。外来はまだしも入院治療が必要となると沢山の問題があ

ります。また、成人特有の合併症も発症した場合の対応はこども病院ではできません。今後増

え続けるキャリーオーバーの患者さんへの対応は暗中模索状態です。

三つめはフォローアップです。前記の在宅医療、移行医療の必要なお子さんは何らかの形で

こども病院との関係が継続しますが、完治したと思われ、こども病院を退院していったお子さ

んに予想以上に後障害や合併症があることがわかってきました。例えば私が関わってきた未熟

児新生児医療では、現在死亡するお子さんは入院全体の5％以下で、明らかな身体的後障害を残

すお子さんも10％未満となりました。しかし、１５年ほど前から取り組んでいる15009未満のお

子さんの長期フォローアップで発達検査をおこなってみると、約30％がボーダーラインの発達

遅延か発達障害の結果が出て、早期の支援を開始しています。しかし、このようなフォローが

できているお子さんは極一部で、例えば新生児期に手術をした多くのお子さんの発達がフォロ

ーされていません。私達のおこなったことが、命を救うことで終わらず、その後のお子さんの

成長発達の支援をおこなえるようなフォローアップ体制の整備と支援体制の構築が必要です。

全国の多くのこども病院が同じ問題を抱え、長野に先んじて開設された国立、都立、埼玉、

群馬、香川のこども病院が建て替えを機会に成人の総合病院と合併する道を選びました。当院

も30周年を迎える時にどのような道を選ぶのか、このポスト・ホスピタルケアが重要な鍵にな

ると思います。前途洋々のプレ・ホスピタルプランと問題山積みのポスト・ホスピタルプラン

が今後10年間のこども病院の中心的事業になると思います。

一．『口。。。。――



平成24年度長野県小児科医会後期総会報告

竹内則夫

日時平成24年12月２日

場所長野市長野第一ホテル

総会は児玉理事の司会で、初めに森副会長より開会の辞があり、引き続き藤森会長より挨拶

があった。

会長挨拶く藤森克之＞

本曰はせっかくの日曜日ですが、ご参加いただきありがとうございます。

いよいよ衆議院議員の選挙です。いろいろな党が出て混乱していますが、日本小児科医会の

方針は、小児保健法の成立のために、党派と関係なくご助力いただける候補を推薦したい方針

です。本日の午後、本部において執行委員会を開いて正式に決定するということです。各県１

名の予定ですが、心当たりの候補はおられますでしょうか。後ほどお聞きします。

長年、県の健康長寿課が中心となって進めてきました発達障害児の支援対策が大分まとまっ

てきました。その中心となって働くサポートマネージャー候補の選任と養成がはじまります。

このサポートマネージャーが支援チームの中心となり支援計画を作り、またアドヴァイスをし

てチームが円滑に動くようにします。我々小児科医は今まで以上に早期発見に努めなければな

りません。

ご存知のように、本年９月から不活化ポリオワクチンが導入され、更にポリオ不活化ワクチ

ンを加えた４種混合ワクチンが11月から導入されました。本曰の特別講演は中野先生にきてい

ただきお話をお聞きいたします。ワクチンについていろいろご説明があるかと思います。疑問

点など質し、今後の活動の一助としていただければ幸いです。

そのほか清川先生よりチャイルドラインの現況と子ども達の現状についてと、流行している

マイコプラズマ肺炎について、更に10カ月男児の脳梗塞のｌ例等、興味深い演題が続いてあり

ます。ご期待ください。

続いて高島副会長より会務報告があった。

会務報告（高島）平成24年６月以降

６月９曰(土）曰本小児科医会代議員会及び総会（札幌市）藤森会長出席

７月21日(土）長野県小児保健協会主催講演会「大震災から１年～被災地の子どもたちをささ

えるために～」開催

８月25日(土）曰本小児科医会中部ブロック連絡協議会(福井市）藤森会長出席

10月13曰(土）こども健康週間講演会長野赤十字病院にて開催(長野県小児科医会後援）

10月29日（月）任期満了に伴う長野県国民健康保険診療報酬審査委員会委員の後任審査委員候補

者の推薦長野赤十字病院の天野先生、松本市の中澤先生を推薦

－２－



11月10曰(士）長野市医師会主催共催長野県小児科医会講演会「テレビゲームより活動的な子

どもへ～運動好きになる子育ての条件～」（長野市医師会館）

12月２日（曰）曰本小児科医連盟第２回執行委員会（東京）

衆議院議員選挙の連盟推薦候補者決定（各県１人）

続いて飯沼議長の進行で議事及び各担当理事報告を行った。

①衆議院議員選挙の曰本小児科医連盟推薦候補者決定について：藤森会長日本小児科医連

盟より、各県で小児保健法の成立に協力いただける候補者を推薦して欲しいとの依頼があっ

た。

藤森会長:第１区では長野市医師会は小松裕氏を推薦することになった。

高島副会長:第２区では松本市医師会は特定の候補者は推薦しないことになった。

佐藤理事:第３区では佐久医師会では自民党と民主党の２人の候補を推薦することになった。

但し小児保健法への協力については分からない。

有吉顧問:北信地区では小松裕候補を医師会の推薦候補とすることに決定した。

藤森会長:本来なら小児科医連盟で議論すべき話題だが、加入している方が少ないのでこの

場で意見を聞いた。小児保健法の中身もあいまいで突然の話なので困惑していると思うが、

小児科医連盟の松平会長によると小児医療や学校保健法、子育て･子育て支援に関することな

どについて取り扱うというやや漠然とした話である。具体的な話としては予防接種の料金を

全国一律にしたいということも書かれていた。

飯沼議長:この場では、小松候補を推薦するということでよろしいか？（反対意見なし）

②各担当理事報告

く庶務＞：なし

く会計＞（小林）：

長野県小児科医会並びに第５4回学術研修セミナー特別会計決算報告書

（2012年５月27日松本館にて）

＜収入の部＞

長野県小児科医会助成金300,000円

研修セミナー参加費86,000円（2,000円×43名）

懇親会費72,000円（6,000円×12名）

合 計 458,000円

＜支出の部＞

講師謝礼(2名）30,000円

松本館支払222,706円

（垂れ幕代、昼食代、コピー代等含む）

式次第送料15,000円

合計

差引残高（収入一支出）

267,706円

190,294円（通帳に戻す）

－３－



長野県小児科医会平成24年度会計経過報告（201

会員数開業医会員７２名会費納入者７０名納入率

勤務医会員４７名会費納入者４１名納入率

合計119名会費納入者111名納入率

(2012／4／1～2012／11／27）

97.2％

87.2％

93.3％

＜収入の部＞

会費

広告料（16社より）

５４回セミナー残金

利息

940,000円

220,000円

190,294円

192円

合 計 1,350,486円

＜支出の部＞

事務費

通信費

会報費

54回.55回研修セミナー

子供を虐待から守る会(長野･諏訪）

子供健康週間

NPO法人ｅ－ＭＡＤＯ

長野県小児保健協会協賛

チャイルドライン長野

理事会出張旅費及び会場費

役員出張旅費

送金費

葉書代及び封筒代

2,364円

26,018円

229,950円

600,000円

60,000円

30,000円

80,000円

50,000円

30,000円

111,000円

167,320円

1,710円

17,100円

合 計 1,405,462円

収入一支出

預金残高２０１２．４．１

-54,976円

2,348,019円

2,293,043円2012.11.27

－４－



＜保険＞：中澤理事

１．平成24年度社保・国保審査委員と県医役員等との合同懇談会協議事項

小児科分科会

①アトピー性皮膚炎に対するインタール細粒10％の投与について

本剤の効能・効果が「食物アレルギーに基づくアトピー性皮膚炎」となっているため、

本剤を使用した際には「食物アレルギー」と「アトピー性皮膚炎」が併記されていれば

認める。

②心身医学療法を算定するにあたり、傷病名として吐気、月経痛、拒食症は、身体的傷

病名として算定は可能か。

「身体的傷病名十心身症」か「身体症状＋心身症」と記載してあれば算定可能。

例）吐気十心身症、月経痛十心身症、拒食症十心身症と記載。

③オゼックス、オラペネムは気管支炎では算定不可。肺炎なら可。

２．日本小児科学会中部地区社会保険委員会報告出席者:中澤

曰時：平成24年８月25曰（土）１７：００～１９：００

場所：福井商工会議所会議室

次第

（１）代議員会議長挨拶福井大学大嶋先生

（２）社会保険委員自己紹介

（３）報告事項

①曰本小児科学会社会保険委員会平成24年度第１回委員会報告

正副委員長、内保連担当委員及び疑義解釈委員の選出

これまでの活動の総括、今後の社会保険委員会の課題と期待、活動方針とスケ

ジュールについて

②平成24年度診療報酬改定における小児科関連の改定内容について

・小児特定集中治療室管理料が新設されたが、施設基準が厳しく（病床数８床以上

など）算定しているのは10施設のみ。

・児童・思春期精神科入院医療管理料が新設されたが、児童精神科医２名以上（う

ち１名は精神保健指導医）の施設基準がきびしく、算定したくてもできない。

③平成22年度、２４年度の改定において、小児入院医療管理料、新生児特定集中治療

室管理料を比較したが、点数上ほとんど変わらなかった。

④小児肺炎のＤＰＣにおける平成24年度診療報酬改定における影響

小児科においては肺炎による入院患者は多く、ＤＰＣにおいてはこれまで比較的恵

まれていたが、内科からの要望により１５歳未満と15歳以上に分けられ、内科領域で

増点、小児科領域で減点となり、小児科としては27％前後の減収となった。病院全

体としての影響は少ないと思われる。

⑤平成26年度改定に向けて

１，診療報酬をめぐる社会の趨勢

財政の逼迫によるマイナス改定の方向、超高齢化への対応、がん対策推進。

－５－



２，要望書への基本的姿勢

小児医療は特別、小児へは手厚〈の時代は終わった。医療全体の中で理解が得られ

る主張、エビデンスに基づく提案が必要。

３，社保委員会のタイムテーブル

今年中に骨格、来年３月を目標に要望書の完成

（４）意見交換

日本小児科学会社保委員会への要望事項として、100点以上の検査のまるめからの除

外、アレルギー食指示書、心臓管理票、発達障害紹介状など学校関係の書類作製にか

かる費用の算定としての集団生活指導管理料150点の早期点数化をお願いした。

＜公衆衛生＞：なし

く広報＞：会報56号は12月末までに発行する予定である。

その他

①藤森会長

福島県小児科医会より、福島から各地に避難している方に来年３月までロタウイルスワク

チンを無料で受けられるよう補助することになった旨、連絡があった。具体的な方法は藤森

まで問い合わせていただきたい。

②矢野理事

最近、公費負担の予防接種が増え、飯田市の場合医療機関にはワクチン代も含めた費用が

支払われ、ワクチンは医療機関が購入することになっている。そのため自由診療の金額が増

え消費税の簡易税制を外れてしまう。そうすると税務処理の手続きが結構大変になる。また、

不活化ポリオワクチンを加えた４種混合が発売されたが、品薄でなかなか納入されない。自

治体が購入して配布すればある程度公平性が保たれるのではないかと思うがいかがか。

・藤森会長:医師会と行政との関係で決まるので直接交渉すればよいのではないか。

・高島理事:飯田市周辺の自治体との関係は県医師会が行っている予防接種相互乗り入れの事

業で自治体ごとの相互乗り入れの予防接種の種類、接種費用とワクチン代が決まっている

のでそれを参考にすればよいのではないか。

・松岡理事:松本市では市が購入するワクチンに関しては入札して納入業者を選定する関係で、

今回の４種混合に関しては時間的に間に合わず各医療機関で購入することになった。

・児玉理事:長野市では４種混合ワクチンも市が購入して各医療機関に支給する形にはなって

いるが、実際には各医療機関が個別に卸に注文するので公平に配分されているわけではな

く飯田市と変わりないと思われろ。

・松浦顧問:長野市は行政がワクチン代を出すが、従来の他のワクチンと同じく４種混合でも

各医療機関が各卸業者に注文をだす。卸業者が配布先を決めるので注文してもなかなか入

ってこないこともある。４種混合については現在２社からしか発売されておらず供給量が

少ないので仕方がない。来年になれば徐々に改善されるのではないか。

③県立こども病院樋口医師（予防接種センター担当）

１０月から県立こども病院に予防接種センターを立ち上げた。対象は基本的にはこども病院

にかかりつけで基礎疾患があり地元では予定通り予防接種が受けられないお子さんで、その

－６－－



ようなことを解消する、またはそれに関する相談を受けるということをやっている。相談件

数は10月からの２カ月間で223件、９割以上はこども病院にかかりつけの患者さんで、外部か

らの相談はあまり多くなかった。その他、少数だが保健婦さんや医療機関の方からの相談も

あった。一般の方からは、卵アレルギーがあるがインフルエンザワクチンは受けられるか、

というような相談が多かった。この２カ月間で先生方から、自院では接種できないというこ

とでご紹介いただいた患者さんは２名である。少しでも先生方のお役にたてればと思ってい

るのでよろしくお願いしたい。

鰯!#塁雲曇ililiili1’

－７－
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ワークショップ

小児科医を巡る諸問題

昨年度から流行のマイコプラズマ肺炎について

座長新川理事

１．県内における異型肺炎(マイコプラズマ肺炎)の疫学：松岡小児科医院松岡伊津夫

２カ月前の役員会の終わった後で、「今年はマイコプラズマ肺炎が流行しており、従来のマ

クロライド系抗生物質が効かない例が多いが皆さんのところではどうですか？｣、と聞いたと

ころ同じような感想をお持ちの先生方がおられ、今回のセミナーで取り上げることになった。

そこで私がマイコプラズマ肺炎の疫学調査の実態について調べることになり、資料を用意し

た。異型肺炎を含むマイコプラズマ肺炎の診断にはいろいろな方法があるので医療機関によ

り多少の違いがあることは否定できない。

異型肺炎およびマイコプラズマ数の年次的推移
（人）（長野県健康福祉部感染症対策係）
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まず長野県の異型肺炎およびマイコプラズマ肺炎数の年次的推移である。表は昭和63年か

ら平成24年までの推移である。昭和63年～平成10年までは実線で示しており、開業医が主体

の小児科定点からの報告数（１件当たりの平均)であり、平成１年が20名余でやや多かったが

その他の年は５～10名であった。平成11年からは各地域の基幹病院からの報告に変わり、平

成24年10月までの報告数を点線で示した。平成16年に30名余とやや多くその後10～20名前後

で平成23年に平均36名、２４年は１０月までに平均56名と急増した。

松本市の小中学校における届出数の推移をみても、小学校では1996年～2000年は年平均４７

名、2001年～05年は平均70名、０６年～10年は平均88名、2011年は138名、１２年は10月までに

459名と急増した。中学校でも1996年～2000年は平均７名、2001年～05年は平均10名、０６年～

10年は平均25名、2011年は33名、１２年は10月までに161名と急増していた。

２．中信松本病院における入院症例の検討

ＮＨＯまつもと医療センター中信松本病院小児科

古本雅宏、塚田洋樹、花村真由、倉田研児、竹内さっき

石田修一、山田』慎二、北原正志、岩崎康

はじめに

2011年度からマイコプラズマ肺炎が流行し、当院においても入院症例が増加している。マク

ロライド系抗菌薬（以下ＭＬＳ）で改善しない症例もみられ、抗菌薬の変更を余儀なくされる症

例も少なくない。当院に入院したマイコプラズマ肺炎の症例は、中信地区で治療に難渋した症

例を反映していると考えられる。そこで、血清学的にマイコプラズマ肺炎と確定診断できた入

院症例に絞って、ＭＬＳに対する反応性、および迅速診断の有用性などについて後方視的に検

討した。

対象

2010年４月１日～2012年10月31日の２年７か月に、当院に入院した肺炎患者681例のうち、臨

床的にマイコプラズマ肺炎と診断できたのは171例だった。そのうち、以下の基準で確定診断で

きた87例を対象とした。すなわち、ペア血清でイムノクロマトグラフ法のマイコプラズマ迅速

検査で入院時は陰性、のちに陽性となっ

た症例、もしくは粒子凝集反応(以下Ｐ図１ 入院症例

Ａ法）の抗体価が４倍以上上昇した症例

とした。

結果

対象の87例で男女差はなく、年齢中央

値は９歳、紹介率81.6％であった。発熱

を第１病曰とすると6.2病曰に紹介され、

有熱期間は９日間で、入院日数は7.8日

であり（図①)、入院時所見は、体温37.9

℃、白血球6,326/Iul、好中球64％、ＣＲ

Ｐ2.6だった（いずれも平均)。臨床診断

－９－

症例数 8７

男/女 46/判

年齢中央値(広） ９

紹介率 (96） 8１．６

入院時の病曰 (日） 6.2±1.5

有熱期間 (日） 9.0±2.5

入院日数（日） 7.8±2.7



を含めた171例と確定診断87例の月別入院患者数を示す（図②)。2012年４月までを前期、急激

に増加した５月以降を後期として、確定診断例について年齢別に比較した（図③)。中央値は前

期が１０歳、後期が７歳、と３歳低年齢化していた。特に、後期では未就学児の入院が増加した。

月別入院患者数図２
(､=171）

2０

1６

1２

８

４

０

亀亀乞壹宅;，:雪ｼ翰紛'’三己【;’三,＞鷺翰翰
年齢別入院患者数

剛
人

(､=８７）
８

ロ前期(､=38）

制1冊

７
６
５
４
３
２
１
０

■後期(､=49）

０１２３４５ ６ ７８９１０１１１２１３１４１５

中央値:前期10歳,後期７歳

入院直前に前医で投与されていた抗菌薬（図④）は、アジスロマイシン（以下ＡＺＭ）が24.1

％、クラリスロマイシン（以下ＣＡＭ）が149％とＭＬＳが多かった。トスフロキサシン（以下T

FLＸ）は8.0％、ミノサイクリン（以下ＭＩＮＯ）は2.3％だった。
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当院でマイコプラズマをターゲットとして投与した抗菌薬は，入院時ＭＬＳが655％を占め、

前医でＭＬＳが奏功しない310％でＭＩＮＯを投与した（図⑤)。最終的に半数以上でＭＩＮＯを投与

したが、４２５％はＭＬＳで治療が完結した。

図４入院直前に前医で投与された抗菌薬

(､=87）

■ＡＺＭ

■ＣＡＭ

■ＲＫＭ

■ＣＬＤＭ

ＴＦＬＸ

■ＭＩＮＯ

■その１也

■なし

276

2.3

図５当院でのマイコプラズマに対する抗菌薬

入院時

船

ａＡＺＭ■ＣＡＭ■ＴＦＬＸ■ＭＩＮＯ

ﾐノサイクリン図'６ (､=87）

ＭＬＳで解熱せずＭＩＮＯに変更した症

例は42例で、平均２０日後にＭＩＮＯに変

更した（図⑥)。変更後は平均１６日で

解熱した。迅速検査陽転例23例では

(図⑦)､発熱を第１病曰とすると第６

病曰で最も早く陽転化した。最も日数

を要した症例では第８病曰まで陰性だ

った。

MINO投与症例数 49症例（56.3%）

ML→MINO変更症例数 42症例（48.3%）

MINO前のＭＬ投与期間 ，Ｏ＋２３日

MINO後の有熱期間 1.6±２．１１己

MINO後のステロイド使用 なし

ML:マクロラド系抗菌薬
MINO:ミノサイクリン

－１１－

MINO投与症例数 49症例（56.3%）

ML→MINO変更症例数 42症例（48.3%）

MINO前のＭＬ投与期間 ２０＋？３日

MINO後の有熱期間 1.6±2.1日

MINO後のステロイド使用 なし



ＰＡ法抗体価が４倍以上上昇
図７ 迅速検査の陽転

した75例も同じ傾向で（図⑧）
（､=23）

最も早い症例では第８病曰で

判定できたが、第８病曰まで４

０倍未満の症例もあった。 陽
性

考察

マイコプラズマ肺炎が４年

周期に流行していた頃はエリ

スロマィシンやＭＩＮＯのよう陰

な静菌的な抗菌薬が投与され性
ていた（図⑨)。1991年に，治

〃

療量で殺菌的に作用するＣＡＭＯ１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９
（病曰）

が市場に導入されて全国的な

流行は消失したが、その後も 発熱を第１病臼として第８病曰まで陰性の可能性あり

右肩上がりで上昇している。

図８ＰＡ抗体(西ペア血清患者数増加の要因として、

ＭＴへilRt+枡苗、山平日永一序,し，（抗体価） （､=７５）
MLS耐性菌の出現も一因とし受蹴’
て考えられる。

１２８０
マイコプラズマはリポソー

ム遺伝子の点突然変異により６４０

ＭＬＳ耐｣性を獲得する。プラス３２０

ミドを介するテトラサイクリ，６０

ン系薬剤の耐性化とは異なる。８０
－方、突然変異で耐性ができ

るニューキノロン系薬剤は耐４０
<４０

１性ｲﾋの可能性がある。

□－－－－－(〕－W－０～~(〕－．０－Ｋ）－－０－ｼ０－－－一・Ｋ〕

Ｏ１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９
治療の第１選択薬はＭＬＳで、 （病曰）

投与後48時間以内に解熱しな 第８病日まで40倍未満の可能性あり

い場合はＭＬＳ耐性と考えて、

ＭＩＮＯやTFLXに変更することが推奨される')。発熱総日数が７日を超える場合は、高サイト

カイン血症が予想されるためステロイド投与を考慮する。

臨床的にマイコプラズマ感染が疑わしい症例でも、病初期では迅速検査が陰』性のことがある。

また、迅速検査陽性でも過去の感染による偽陽性をみていることもある。今回、発熱から８日

以内の迅速検査は陰‘性の可能性が高いことがわかった。迅速検査の陽’性率は、発症後７日以内

では62.7％だが、１～２週間後には96.4％となり。ｌ～４ケ月後は100％、４ケ月～１年後も

76.9％と陽性が持続する2)。
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図９マイコプラズマ肺炎の報告
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見理Hill日本マイコプラズマ学会雑誌.2007;34:5０

当院では、迅速検査陰性でも臨床症状やレントゲン所見、流行性をみて治療を開始している。

入院に至る症例でも約４割はＭＬＳで治療が完結するので、耐性化を考慮してＣＡＭ１５ｍｇ/k９

分２を第一選択薬とし、投与開始後48時間以内に解熱しない場合はＭＩＮＯ４ｍｇ/k９分２に変

更している。歯牙黄染の副作用について十分に説明した上で８歳未満でも使用しているが、投

与曰数が長くならないようにしている。耐性菌の誘導が懸念されるためＴＦＬＸの投与は控えて

いる。喘鳴を伴う場合はステロイドも投与するが、高サイトカイン血症を疑って投与した症例

はない。

平成24年５月以降の傾向として未就学児の入院患者が増加している。今後は好発年齢の認識

を改める必要があるかもしれない。

まとめ

当院で血清学的にマイコプラズマ肺炎と確定診断できた87例について検討した。抗体価検査

の解釈には、採血した病曰を考慮する必要がある。また多剤耐性化を防ぐためにも、抗菌薬の

選択は今後の検討課題である。

l）尾内_信，他．小児呼吸器感染症診療ガイドライン．２０１１；29-49

2）片寄雅彦，他．曰本小児科学会雑誌．２００４；１０８（５）：753-756

３．全自動遺伝子解析装置を用いたマクロライド耐性株の早期診断について

長野県立須坂病院小児科石井栄三郎

2011年６月からマイコプラズマ肺炎の患者さんが急速に増加し、１年半以上も流行が続いて

います。もともと４年周期に流行する感染症として有名でしたが、1990年以降は周期的大流行

がみられていません。そのためマイコプラズマ肺炎が話題になることは少なかったのですが、

患者数は2000年以降、年毎に徐々に増加してきていました。
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マイコプラズマ肺炎年度別報告数(長野県）

長野県健康福祉部健康長寿課
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長野県では2004年と2007年に小流行があり、その度に患者数が漸増していたのですが、２０１１

年６月から増加が顕著となり流行が長引くため社会問題として取り上げられるようになりまし

た。

感染症発生動向調査をみますと、地域的には北関東から東北にかけて多く、長野も比較的多

い地域に含まれます。厚生労働省はこのようなマイコプラズマ肺炎の流行の原因は不明として

いますが、北里大学の報告をみますと、2003年以降はマクロライド耐性株の分離率が年次的に

急速に上昇して、2011年には86.3％となったことが流行につながっているのではないかと推測

されます。2012年11月に開催された小児感染症学会では、耐性株増加と抗菌薬使用法とに何ら

かの関連があると論じられていました。1991年６月にクラリスロマイシン、2000年５月にアジ

スロマイシンが発売され、2000年11月にはピロリ除菌にクラリスロマイシンが保険適用になっ

ています。アジスロマイシンの投与曰数が欧米の５曰と異なり、３曰であることも関連ありそ

うです。

マイコプラズマは培地上に発育できる最小の細菌で、細胞壁がないためβラクタム系薬は無

効とされており、マクロライド系薬の標的は蛋白合成に関わるリポゾームですので有効ですが、

耐性株では２３ＳリポゾームＲＮＡに変異がみられます。テトラサイクリン系薬の標的は１６

ＳリポゾームＲＮＡ、ニューキノロン系薬はＤＮＡの合成を阻害しますので、どちらもマクロ

ライド耐性株に対して抗菌力を示しますが、副作用も無視できない薬剤です。

マイコプラズマは発育が緩徐で潜伏期間が１～４週と比較的長く、強い咳を伴うことが多い

ため学校や保育園などで感染が拡がりやすいとされています。経気道的に侵入した菌は先端部

の細胞吸着器官で線毛上皮に接着して直接的な損傷を与える（直接障害）とともに、炎症反応

を惹起（間接障害）して、発熱や咳嗽などの症状を遷延化させることがあります。耐性株にマ

クロライド系薬を使用した場合は気道からの排除に時間がかかり、症状が強く、遷延化する率

も高くなると考えられますが、耐性株の早期診断法が確立されていませんので、小児呼吸器感

染症ガイドラインではマイコプラズマ感染症を疑う場合にはまずマクロライド系を使用し、４８

時間経過後も症状改善が得られなければ、８歳未満にはニューキノロン系のトスフロキサシン、
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８歳以上にはテトラサイクリン系のミノサイクリンかドキシサイクリンを使用し、総発熱曰数

が７曰を超える場合はステロイドの併用も考慮するとなっています。耐性株を初期に診断でき

れば、最初にマクロライド系の反応をみる必要はなくなりますので、治療期間短縮と重症化阻

止ができるのではないかと思われます。

須坂病院は長野県で唯一の第一種感染症指定医療機関ですので、当院検査室には結核など各

種感染症の迅速診断が可能な全自動遺伝子解析装置（GENECUBE、東洋紡）があります。咽

頭ぬぐい液を採取した綿棒を生食水で洗い、洗浄液を装置にかけると、約１時間半でマクロラ

イド耐性株の診断がつきます。ただし、下気道が増殖の場である菌を咽頭ぬぐい液で検出しよ

うとするため、偽陰性となる可能性がありますし、また、遺伝子増幅検査ですので偽陽性とな

る可能性もあります。そこで、須坂病院を受診した18歳未満の気道感染症の患者さんで、マイ

コプラズマ感染症が疑われた症例について、本検査の有用性について検討してみました。患者

数は87人で陽性率は87人中32人（36.8％）でしたが、肺炎と診断された43人での陽性率は69.8

％と高く、症状が遷延しステロイドを必要とした８例は全て陽性でした。また逆に、陽'性とな

った患者さんの94％は肺炎と診断されましたので、本法が陽性となった患者さんは重症遷延化

する可能性が高いと予測でき、適切な治療を早期に開始できるという点で意義があるものと考

えられます。一方、ペア採血で抗体価の推移を評価できたのは陽性例が32人中18人、陰性例が

55人中５人と少数でしたが、陽性例では全て上昇、陰性例でも１例で上昇を認めました。従っ

て、本法の特異度は高いと言えますが、偽陰性例もあることが明らかとなり、偽陰性率がどの

くらいなのかを確かめることと、感度を高める工夫が今後の課題と考えられました。

全自動遺伝子解析装置の結果と各群の臨床的特徴

】Ｐ－Ｐ【

2012年12月からマイコプラズマ肺炎の報告数が減少傾向になっていますが、終`息せずに再び

増加する可能性もあり、また、今後あらたにトスフロキサシン耐性株の出現も危』倶されますの

で、適確な早期診断法の確立が重要であることに変わりはありません。引き続き検討を行って

いきますので、今後もご協力、ご指導、ご鞭燵をよろしくお願い申し上げます。
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陽性

肺炎マイコプラズマ感染症

陰性

肺炎マイコプラズマ感染症(疑）

患者数 ３２／８７人(３６．８％） ５５／８７人

年齢(平均） 8歳5ヵ月 6歳5カ月

症状出現～受診までの経過日数 2～９日(６．２±２．０日） １ 拝￣ ２５曰(５．１±３６曰）

QP-PCR検査前抗菌薬投与 ２４人（７５％） ２１人（３８％）

体温 ３８．２±１０℃ ３８．１±１．１℃

胸部レントゲン･肺炎像 ３０人（９４％） １３人（２４％）

白血球数 ６，８２３±２，９８６/I｣L１ １０，２０５±５，１４３小Ｉ

ＣＲＰ 1.8±１．４ｍｇ/dｌ １．８±１．４ｍｇ/dｌ

イムノカード陽性 １７／２５人（６８％） １３／２１人（６２％）

PA法ペア血清上昇 １８／１８人（１００％） 1／５人（２０％）
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予防接種の動向と不活化ポリオワクチンの現況

川崎医科大学小児科教授中野貴司

(よ、かかりつけの先生に信頼して相談できる

環境づくりが大切です。

そんな中で最近気になるニュースがありま

した。１０歳のお子さんが日本脳炎のワクチン

を受けて５分以内に心肺停止になった症例で

す。蘇生にまったく反応せず亡くなりました。

症状の経過や既往歴、内服中の薬剤から推定

すると併用禁忌の薬剤により心臓性突然死を

起こした可能性があると思われます。

2）不活化ポリオワクチンの現況

最近の話題では不活化ポリオワクチンの導

入です。ポリオウイルスは運動神経細胞に感

染し破壊することで典型的な症状を生じます。

治療薬はなく麻痒が起これば治りません。ワ

クチンが大変有効で予防が最も大事です。エ

ンテロウイルス属であり、不顕性感染が多く

感染しても麻痒を起す人は１％未満といわれ

ています。数％の人は軽い風邪症状が出てそ

の一部に無菌性髄膜炎を起こします。大部分

は不顕性感染で終わりますが、長期間糞便の

中にウイルスを排出します。ＷＨＯはポリオ

根絶を目標に掲げていますが、今のところま

だ達成できていません。ナイジェリアなどの

西アフリカ地域やパキスタン･アフガニスタ

ンなどの紛争地域では野生株のポリオが残存

しています。麻痒が出現する病気にはギラン

パレー症候群もありますが、ポリオは麻痒が

出現すると筋萎縮も早期から起きてきます。

また麻痒も左右差があります。ギランバレー

では左右差はありません。

ポリオの生ワクチンは、わが国をはじめと

1）予防接種の動向

現在の予防接種法の対象疾病は一類と二類

に分類されています。二類の予防接種は個人

の発病や重症化を防止し、積み重ねとして集

団予防をするもので積極的勧奨の対象にはな

っていません。一類は法律に基づいて子供た

ちに積極的に勧めるワクチンで、二つに分類

されています。１つは人一人感染をする百曰

咳、ジフテリア、ポリオ、麻疹などの疾病を

対象とし集団予防を図るものです。もう１つ

は致命率の高さや長期予後から社会的損失防

止を目指すもの、曰本脳炎や破傷風が含まれ

ます。そこにいろいろな疾患を追加したらど

うかという議論が2012年３月から行われてい

ます。それらは、ＨＰＶ感染症、Ｂ型肝炎、

Hib感染症、小児肺炎球菌感染症、水痘、ム

ンプス、成人肺炎球菌感染症の７つですが、

予算の関係もありこのうち３つ、ＨＰＶ感染

症、Hib感染症、小児肺炎球菌感染症が先行

して議論されています。この３つについては

すでに2011年から公費助成が始まっており、

Hib感染症、小児肺炎球菌感染症はすでに減

少傾向が見られています。

子どもたちのワクチンスケジュールは生後

２ケ月からの開始が理想的です。接種スケジ

ュールについては全体の概略を説明し、何ケ

月も先の予定を話すより次回接種するワクチ

ンを指示する方が分かりやすいでしょう。ま

た同時接種できないワクチンの組み合わせは

ないと考えています。乳児期早期からいくつ

かのワクチンを組み合わせて同時接種するに
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して世界各地でポリオ流行を制御してきた、

ポリオ対策にはもっとも強力な武器でした。

しかし、生ワクチン(Sabin株)ではわずかな

がらワクチン株による麻痒性ポリオ(ＶＡＰP）

発症の危険があります。国内でＶＡＰＰと認定

された患者はここ数年、年間数例（２～３例）

程度おります。３０年間以上野生株によるポリ

オ患者は発生していないことを考えると、生

ワクチンを不活化ワクチンに変更しなければ

なりません。そこで曰本では２つの不活化ポ

リオワクチンが今年の秋から使われることに

なりました。１つはサノフィパスツール社の

イモバックスポリオで、これは野生株から作

られソークワクチンと呼ばれています。世界

で広く使われており、国内でも数は少ないで

すが臨床試験にて４回接種で大変高い抗体価

が得られています。もう一つは弱毒生ワクチ

ン(Sabin株)を不活化して作られた国産のワ

クチンです。現在、従来の３種混合ワクチン

と混ぜた４種混合ワクチンが２社から発売さ

れる予定です。弱毒株から作られた世界初の

ワクチンであり、強毒株に対する効果が心配

される所ですが、臨床試験ではｌ型ポリオに

対する抗体の上昇がやや悪かったですが、感

染を予防するのに必要な８倍は十分に超えて

いました。２型と３型は弱毒株に対する抗体

価と強毒株に対する抗体価はよく相関してい

ました。また４種混合ワクチンとしても百曰

咳やジフテリア、破傷風に対する抗体の上昇

は３種混合と同等でした。他のワクチンとの

同時接種に関してもHibワクチンとの同時接

種で検討したところ、ポリオに対する抗体の

上昇は単独接種と有意差はありませんでした。

不活化ポリオワクチンの安全性について、単

独のポリオワクチンであるイモパックスポリ

オでは乳児期に接種する他の不活化ワクチン

とほぼ変わりありませんでした。４種混合に

ついては従来の３種混合とほぼ変わりありま

せんでした。

実際の接種法は、ＯＰＶ(経口生ワクチン）

を２回飲んでいる方はそれで完了です。

OPVを１回飲んでいる方は不活化を３回で

合計４回、ＯＰＶを受けていない方は４回、

受けていただきます。これらの場合、３回目

と４回目の間は６ケ月以上あけることが大切

です。３種類のポリオワクチン（ＯＰＶ、ＩＰＶ

:イモバックスポリオ、４種混合:Sabin株由

来不活化ポリオ）の互換性に関する試験では、

OPV→IPV、ＯＰＶ→４混、ＩＰＶ→４混、４

混→IPVともに４回接種で防御レベルをはる

かに上回る抗体誘導が確認されました。ただ

し今のところ４種混合ワクチンの供給が間に

合わないこと、また４種混合の供給が十分に

なるまで接種を待っているとその間に百曰咳

に罹ってしまう心配があること、などから生

後３ケ月を過ぎたら早めに受けられるポリオ

(IPV＋３混または４混)を受けはじめ原則は

同じものを続けることになっています。

今後IPVワクチン関連で検討すべき事項と

しては、１つは多価混合ワクチンの問題です。

世界ではＤＰＴ＋IPVにＨＢワクチンやHibを

加えた５種混合や６種混合ワクチンが認可さ

れています。わが国でも導入に向けて準備を

進める必要があると思います。もう１つは２

歳以降の追加接種の問題です。世界的には

IPVの最後の接種は４歳以降に実施している

国がほとんどです。また、成人の百曰咳が増

加しているためアメリカでは３種混合も11歳

で追加接種をしています。わが国でもＤＰＴ

やIPVの追加接種をどうするか、検討しなけ

ればなりません。特に弱毒生のSabin株由来

IPVワクチンは世界でも使用経験がないため

長期免疫効果は不明であり今後の検証が待た

れます。いずれにしても高い接種率を維持し

て子どもたちを病気から守っていただきたい

と思います。
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長野県チャイルドライン推進協議会の活動状況と

相談電話からみえてくる現在の子ども達

長野県チャイルドライン推進協議会会長清川輝基

日本は子供たちがメディアと接触する時間

が世界で一番長いことが明らかにされていま

す。メディア漬けで育った子供たちがどのよ

うな発達をするか、フォローアップスタディ

を続けています。川崎市で2002年に生まれた

1300人の子供たちを12年間追跡調査するとい

うプロジェクトを始めました。研究はまだ結

論はでていませんが今も続いています。

曰本は世界の中でも明らかに異常な子育て

の環境にあり、それは電子映像メディアに深

く関わっています。発達が遅れたり、ゆがん

だりという影響を受けています。小児科のお

医者さんに申し上げたいことは、病院の中で

疾病を抱えたお子さんだけを診ていてはこの

国の子供たちの将来は保証できない時代にな

っているということです。もっと予防的な、

啓発的な活動をしていただきたいと思ってい

ます。

今、曰本の若い母親がＴＶやメールを見な

がら授乳をしている割合は調査では８割くら

いでした。こんな国は世界中のどこにもあり

ません。赤ちゃんが授乳期に人工的な大きな

音や光を浴びせられることは、物理的な刺激

という点で明らかに異常なことです。また、

赤ちゃんが授乳中に母親にアイコンタクトを

取ろうとした時に，母親の目線がＴＶやメー

ルに向いているために拒絶されてしまう、そ

こから赤ちゃんのスタートが始まるわけです。

それが曰本の子供たちが世界の子供たちに比

私は1998年から、亡くなられた俳優の牟田

'悌三さんと一緒にチャイルドラインが曰本で

広まるように取り組み始めました。現在は香

川県を除いた46都道府県にあります。毎日

700件程度の電話がかかってきます。「秘密は

守る｣、「名前は言わなくてよい｣、また４年

前から完全にフリーダイヤルになりました。

子供たちは本音を言ってくれます。年間20万

件以上も子供たちが本音を言えるシステムは

他にはありません。

長野県では年間１万件の子供たちからの電

話を受けています。長野と諏訪と上田の３ケ

所で受けていますが、３ケ所で受けきれない

時は自動的に近隣の県のチャイルドラインに

つながるようになっています。津波や放射能

に対する不安を訴える東北地方の子供たちの

声も受けています。このような子供たちの悩

みや不安に応えるシステムが、１４年目になり

ますが定着しつつあります。しかしこのシス

テムにはフリーダイヤルの電話代だけでも年

間2000万円、その他にチャイルドラインの利

用法を書いたカードを子供たちに配る費用な

ど、お金がかかります。それをいろいろな企

業や個人、皆様方をはじめとする小児科医の

方々などからお出しいただいています。受け

手と称する研修を受けた電話を受ける人は全

国で3000人近くいますが、全員ボランティア

です。今日はその子供たちが置かれている状

況についてお話します。
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べて様々な点で特異な発達を遂げている大き

な原因となっています。

視力の発達も発育の環境によって大きく変

わってきます。視神経回路が発達する時期に

平面画像である電子メディアばかり見ている

と立体視力の発達が悪くなると考えられます。

また視力も悪くなり、高校1年生で見た場合、

ＴＶの普及が終わった1960年ころは裸眼視力

が1.0未満の子は２割未満でした。それが今

は８割以上の子が1.0未満であり、0.3未満が

３分の１になっています。１ｆｔ界でも稀有な現

象であり、曰本でも50年前にはそんなことは

ありませんでした。もし東日本大震災のよう

な災害に見舞われたら視力0.3未満の子供た

ちは行動がかなり制限されてしまいます。

また脚の発達でも同じようなことがありま

す。例えば脚が最も発達する５歳児の１曰の

歩行歩数は1970年代以前は１曰平均で15,000

歩程度であったのが今は１日5,000歩以下で

す。また東京都教育委員会は定期的に学校の

生徒の歩行歩数を調べていますが、小学校５

年生では30年前は１日に25,000歩だったのが

去年は12,000歩と半分以下に減っていました。

当然、脚の発達に影響し、倒れないように体

を支える足の指の力も育ちません。その結果

今の子供たちの脚は40年前の老人の脚と同じ

状態というデータが出ています。また転んだ

時におなかや顔にけがをする子が増えていま

す。それは脚の力がついていないからで、そ

の対策として東京都教育委員会は毎年20億円

をかけて小中学校の校庭を生芝に変える工事

をしています。また、おととしの７月に東京

都教育委員会は小中学生には１日15,000歩あ

るかせてください、という指示を出しました。

また、言語発達や会話の能力獲得にもメデ

ィアは大きな影響を与えています。テレビや

ビデオ、パソコン、ゲーム、などをしている

間、子供たちは声を出しません。言語や会話

の能力を獲得する大切な時期に声を出さずに

育てられる、歴史上こういう状況はありませ

んでした。法務省や文科省もこの問題をよく

認識しています。例えば法務省は６年前から

少年刑務所や少年院に入っている若者や子ど

も達に曰本語教育を始めました。犯罪は感,情

や欲望を言語化できないで暴力で実現しよう

とした時に起きます。再犯を起こさないため

には言語化できる能力を養う必要があります。

文科省でも2011年度に改訂された新しい学習

指導要領で、すべての教科に言葉の力を育て

ろという文言を入れました。文科省も子供た

ちの言葉の力が落ちていることをしっかり認

識しているからです。

メディアと接する時間が長いほど会話をす

る時間が減るという調査結果があります。そ

の結果子どもたちは言葉の力が育つ機会を奪

われています。それが小中学校の校内暴力の

増加にもつながっています。子供たちが自分

の感,盾や欲望を制御できない、そして言語化

できないことが大きな原因であると文科省も

発表しています。

子どもたちは本来子どもの時に獲得すべき

基本的な視力、立体視力、筋肉の力、言葉の

力、などをメディア接触により奪われている

のです。この国がかなり深刻な状況に追い込

まれていると私たちは考えています。その対

策の一つとしてＮＰＯ「子どもとメディア」

では「２歳まではテレビを消してみませんか

？」という啓発リーフレットを作りました。

全国の小児科医の先生方にたくさん買い上げ

ていただき、お母さん方に配布してもらって

います。また、2012年の２月に韓国と「メデ

ィア依存からの脱出」という共同フォーラム

を開催しました。韓国は世界で最もネット依

存（メディアアディクション）対策が進んで

いる国で、先進国で一番対策が遅れているの

が曰本です。曰本では「ネット依存症」とい
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す。ところが曰本では実態調査ができていな

い、実態調査をやる診断尺度すらできていま

せん。ネット依存の診断はどこでもまだ手つ

かずの状態です。

ユニセフの調査では15歳児のうち、孤独を

感じている子供は日本では29.8％でした。２４

カ国の中では群を抜いて多く、２位の国の

10.1％の３倍でした。他にも曰本の子どもた

ちの抱える心の問題は明らかに世界と違う、

というデータが出ています。それは、子ども

たちがテレビやゲーム･パソコン･携帯などの

メディアとは関わってはいますが人とは関わ

っていないからです。診察室の外で起きてい

る様々な現象により子供たちの心や体がちゃ

んとできていない、そのような問題に是非関

う診断名は認められていません。そこで私た

ちは、子供と若者の「ネット依存（メディア

中毒）対策」についての提言書を作り、厚労

省や文科省に届け、厚労省では大臣に直接手

渡ししました。その内容は、(1)全国統一の

ネット依存調査診断尺度の作成：韓国の対策

を参考に日本でもメディアとの接触の実情に

合わせた年齢ごとの（児童･生徒用、成人用

など）調査診断尺度作りが急務であること、

(2)早急に全国的な実態調査を：年齢ごとの

調査診断尺度を使って、全国の子ども･若者

の「ネット依存（メディア中毒)」の実態を

把握することが対策の第一歩であること。こ

の２点を６月に申し入れました。厚労省は韓

国の実』情を全くつかんでいませんでした。そ

こでまずプロジェクトチームを作り、ワーキ

ンググループが結成され私が第１回目のヒア

リングを受け、韓国の実'情と曰本の実態をお

話ししました。実は曰本で最初にネット依存

症外来を掲げたのは久里浜にある国立アルコ

ール症センターでした。2011年の７月に看板

を掲げたところ、ネット依存症の子どもを持

つ親が殺到しました。それまで子どもや若者

など対象にしてこなかったので面食らったも

のの、手探りで診療をしているそうです。そ

れでも診察待ちが半年以上です。そこの先生

がおっしゃるには、久里浜の田舎にある病院

まで来る患者さんは親に余裕がある方に限ら

れ、全国には非常に多くの患者さんがいるの

ではないかと実感しているそうです。東京都

立小児総合医療センターには児童･思春期精

神科がありますが、そこにはネットが原因で

生活がおかしくなった、うつになった、生活

が滅茶苦茶になった、という子供たちが大勢

来ています。しかし、診断名に「ネット依存

症」とは書けません。皆さんのところに受診

する引きこもりや不登校の患者さんの中にも

ネット依存症の患者さんが絶対にいるはずで

心をお持ちいただきたいと思います。

鑑

鬘iiliNi三塁二
網
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[濤寳闘

左中大脳動脈閉塞による脳梗塞を発症した10ケ月の１男児例

長野赤十字病院小児科須藤明曰香

【患者】１０ケ月男児

【既往歴】２ケ月前に水痘に罹患

【主訴】右上肢、右口角のけいれん

【現病歴】第１病曰朝より右口角から水がこ

ぼれやすく、午前中に保育園で右手足の動き

が弱いと指摘された。座位をとらせると右側

に転び、普段できるハイハイやつかまり立ち

をしなかった。第２病曰朝38度台の発熱が

あり、午後になって２分間の右上肢と右□角

の間代性痙箪があり、当院へ救急搬送された。

【入院時現症】体温37.6°Ｃ、血圧105/７４

ｍｍＨｇ、脈拍130/ｍin、ＳｐＯ２９７％・肺音

情、心音整、心雑音なし。腹部平坦、軟、腸

蠕動音良好、肝脾腫なし。四肢浮腫なし、発

疹なし。神経学的所見：意識レベルは乳児

JCS２．瞳孔は左右同大、対光反射迅速。軽

度の右口角下垂と、右上下肢不全麻陣を認め

た。右上肢の水平保持が不能で、座位の保持

が不能だった。

【検査所見】

頭部ＭＲＩ・ＭＲＡ(図1,2）：左大脳半球に、

T2強調画像で高信号、拡散強調画像で高信

号の広範囲の病巣を認めた。またＭＲＡでは

左中大脳動脈基部の閉塞像を認めた。

図1:入院時頭部ＭＲＩ

Tl T２

millliilJ迩口JilffLlNl

DＷｌFＬＡ１Ｒ
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図Z:頭部ＭＲＡ

血液検査(表ｌ）では、鉄欠乏’性貧血と思われ

る小球性貧血を認めた。明らかな凝固異常は

認めなかった。抗カルジオリピン抗体が軽度

上昇していたが、１２週間後の再検では正常化

した。

三１竃・・・,,ﾛ柴
(血耳）
ＷＢＣ７５３０／｣ｕｌ

ＲＢＣ４３９万/ｕｌ

Ｈｂ９．９９/dｌ
Ｈｔ３０．３％

（ＭＣＶ７１）

Ｐｌｔ３８１万/似’

ＴＣｈｏｌｌ５０ｍｇ/ｄｌ （凝固）
TＧ153ｍｇ/ｄｌＰＴ１１､７秒

ﾘﾝ脂質１７６ｍｇ/dlAPT「３００秒
Ｆｉｂ２５５ｍｇ/ｄｌ遊離脂肪酸１４ＭＥq/｜
ＡＴⅢ９８％

遊離型ｃｈｏｌ４３ｍｇ/dｌ
ＴＡＴ４．８，９/ｍｌ

Ｃ３８１ｍｇ/ｄｌ
ＰｌＣＯ６ｕｇ/ｍＩ

Ｃ４１７ｍｇ/ｄｌ
ＤＤＯ８ｕｇ/ｍｌ

ＣＨ５０４５６Ｕ/ｍｌ
ＦＤＰＺ似g/ｍｌ

ＦＡＮＡ （-）
ﾌﾟﾗｽﾐﾉｰｹﾞﾝ９０％

ＰＲ３－ＡＮＣＡ＜ｌ０ＥＵ ｱﾝﾁﾌﾟﾗｽﾐﾝ１０７％
ＭＰＯ－ＡＮＣＡｑＯＥＵ ﾌﾟﾛﾃｲﾝC活性６８％

ﾙｰﾌﾟｽＡＣ〈0秒ﾌﾟﾛﾃｲﾝS活性７７％

抗ｶﾙｼﾞｵﾘﾋﾟﾝ抗体１５Ｕ/ｍｌ
抗CL｡βZGP1抗体く１２Ｕ/ｍｌ（静脈血ガス）

ｐＨ７．４３５

(代鮒）ｐＣＯ２Ｚ７６
ｐＯＺ４４．９

NH3４４〃g/dｌ
ＨＣＯ３－１８２

Ｇｌｕ ９９ｍｇ/ｄｌ ＢＥ．－５．３

寧L酸１２.ｏｍｇ/ｄｌ

ﾋﾞﾙﾋﾞﾝ酸0.43ｍｇ/ｄｌ

ｱﾐﾉ酸分画異常なし

ﾀﾝﾃﾞﾑ･マスｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ異常なし

(感染症第８病日）

ＩｇＧ４８０
ｍｇ/dl

VZV-lgG508(+）

VZV-lgMO60(-）

ＨｌＷＡＡｂ陰性

(生化学）

ＡＳＴ４５１Ｕ/ｌ

ＡＬＴ１８１Ｕ/ｌ

ＬＤＨ２６３１Ｕ/ｌ

ＡＬＰ５６９１Ｕ/ｌ

ＣＫ１７０１Ｕ/ｌ

ＴＢｉｌＯ４ｍｇ/ｄｌ
Ａｍｙｌ７１Ｕハ

ＴＰ６．４９/dｌ

Ａｌｂ４．４９/ｄｌ

ＵＮ１２９ｍｇ/ｄｌ

ＣｒＯＺ３ｍｇ/dｌ

ＵＡ４．２ｍｇ/ｄｌ

Ｎａｌ３６ｍｍｏｌ/１

Ｋ４．８，mol/｜

Ｃｌ１０６ｍｍｏｌ/ｌ

Ｃａ９３ｍｇ/ｄｌ

ＣＲＰＯＯ４ｍｇ/dｌ

(髄液検査第８病日）
細胞数１１１／３
リンパ球９３／３
好中球１７／３
単球１／３

赤血球６２００／川

蛋白１２０ｍｇ/ｄｌ
糖６８ｍｇ/dl
lgG８．４ｍｇ/dl
VZV-lgGL17

VZV-DNA(PCR法)陰性
VZVウィルス培養陰性

VZV-lgGindex＊１．３８

*VZV-lgGindex（髄液抗VZV-lgG抗体/血清抗VZV-lgG抗体)/(髄液lgG/血清IgG）
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コントラスト心エコーでは心奇形を認めず、

右左シャントは否定的であった。心電図は正

常洞調律であった。

第８病曰に施行した髄液検査では明らかな

細胞数上昇はなく、ウィルス培養は陰性で

PCRでも水痘帯状庖疹ウィルス（ＶＺＶ)の

ＤＮＡは検出されなかった。VZV-IgGindex

((髄液抗VZV-IgG抗体/血清抗VZV-IgG抗

体）／（髄液IgG/血清IgG)）は、正常であ

れば理論的には１となり、１．５以上であれば

bloodbrainbarrire内のVZV-IgGが有意に

高く感染の証拠となる。本症例は1.38でＶＺＶ

の感染は証明されなかった。

【経過】急性期は、エダラポン、グリセオー

ルを使用した。また痙撃予防にフェニトイン

を使用した。心原性脳塞栓症ではないこと、

また出血合併がないことを確認し、第７病曰

より再発予防にアスピリン５ｍｇ/kgを開始

した。入院後は意識状態の悪化や痙璽等は認

めなかった。退院時、画像上は左中大脳動脈

領域の脳委縮進行を認めたが、右半身麻痒は

改善し、微細運動・粗大運動ともほぼ左右差

がない状態となった。

【考察】小児脳梗塞は、１０万人あたり１２－７．９

人/年と決して稀ではない。症状は、片麻痒

などの巣症状が最も多く、他に意識障害、頭

痛、痙箪などがあるが、低年齢なほど症状が

分かりにくく、診断が遅れることが少なくな

い。小児脳梗塞の死亡率は5-28％で、生存者

の50％以上で曰常生活に支障を来たす後遺症

を認める。運動障害、認知機能障害が多い。

また、症候性てんかんを15-25％に認める。

原因は表２に示すように多様である。10-

33％は危険因子が一つも見つからず特発性と

され、これが最も多い。２５％には複数の危険

因子を認める。本症例は、経過や検査結果

より、凝固線溶系異常の抗リン脂質抗体症候

群(APS)や、感染症の水痘罹患後血管炎な

どが関与している可能性があったが、確定診

断には至らなかった。

表Ｚ:小児の脳梗塞の原因

Cardiac卵円孔開存による奇異性血栓症､ﾁｱﾉｰｾﾞ性心疾患、

リウマチ熱､不整脈等

Hematologic凝固･線溶系異常､鎌状赤血球症､鉄欠乏性貧血

lnfectionVZV､HlV、結核､ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ､ｸﾗﾐﾂﾞｱ､ｴﾝﾃﾛｳｲﾙｽ、

ｺｸｻﾂｷｰｳｲﾙｽ､ハ.ﾙﾎﾞB19等

Vascularもやもや病等

SVndromicandmetabolicdisordersﾏﾙﾌｧﾝ症候群,ﾎﾓｼｽﾁﾝ尿症等

VasculitisSLE,ＰＮＲＡ等

Oncologic白血病、抗がん斉Ｉの副作用等

Trauma外傷性動脈解離等

Drugｓピル等

特発性（10-33％）
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加療中で、軽度の右麻痒と発達遅滞があり、

現在は支援学級へ通っている。症例３は生

後５カ月ごろから左手をあまり使わないこと

に母が気付いており、４カ月後のMRIで左

中大脳動脈領域の脳梗塞と診断された。脳梗

塞の原因は特定されていない。症候性てんか

んに対し内服加療中で、軽度の左麻痒と発達

遅滞があり、支援学級へ通っている。症例５

が本症例である。いずれの症例も診断までに

時間を要したこと、また症例２，３，５は初期

症状がわかりにくかったことや原因が特定さ

れなかったこと、また大血管の脳梗塞にして

は麻痒（後遺症）の程度が軽いことなどが、

成人とは異なる小児脳梗塞の特徴を反映して

いた。

幼小児でも脳梗塞を発症することを念頭に、

平成13年からの12年間に当院で関与した１５

歳以下の脳梗塞症例を表３にまとめた。この

うち症例４は、心手術後のＭＲＩで発見され

た脳室内出血に伴う右側脳室周囲の梗塞であ

る。症例１は６歳時に繰り返す痙璽発作で発

症し、MRIで時間的空間的に病巣が多発す

るため当初多発性硬化症が疑われたが、経過

中に抗カルジオリピン抗体が高値となり、

APSによる脳梗塞と診断した。APSに対し

てステロイドパスル療法を、また再発予防に

アスピリン内服を行っている。症候性てんか

んに対し内服加療中で、明らかな運動障害や

知能障害は認めない。症例２は３歳で、視覚

障害を訴え、その後発熱とともに痙箪があり、

11曰後に施行されたＭＲＩで左後大脳動脈領

域の脳梗塞と診断された。脳梗塞の原因は特

定されていない。症候性てんかんに対し内服 曰頃から診療に当たることが必要だ。

表3:当院の小児脳梗塞症例(Ｈ13～）

症状なし
（術後MRl）

2４

発症

年齢
性 初発症状

診断まで

の期間 部位 原因疾患
再発予防

治療
後遺症

① ６ｙ 男 痙筆･頭痛 5年 多発性 ＡＰＳ

ｱｽﾋﾟIﾉン

ｽﾃﾛｲﾄ
◆

ﾊﾟﾙｽ療法

癩澗(CBZ内服）

② ３ｙ 男
視覚障害

痙撃･発熱
１１日 左PCA 不明 なし

癩病(CBZ内服）
軽度右麻痘

発達遅滞

③ 5ｍ 女
左手を使用

しない
4カ月 右ＭＣＡ 不明 なし

癖澗(CBZ内服）
軽度左麻癖

発達遅滞

④ ０ｍ 女
症状なし
(術後ＭＲＩ）

１５曰
右側脳
室周囲

心手術
(COA）

なし なし

⑤ １０ｍ 男
右の脱力

痙筆
Z曰 左ＭＣＡ 不明

ｱｽﾋﾟ'し

(PHT内服）
軽度右麻痒



平成24年度こどもの健康週間講演会の報告

長野赤十字病院小児科天野芳郎

平成24年10月13曰（土曜曰）の14時から約

３時間にわたって、平成24年度の長野県こど

もの健康週間の講演会が長野赤十字病院、南

新棟２階、第一研修ホールで行われました。

テーマは「発達障がい児の医療と教育」でし

た。発達障がい児をどう診断し、教育するか、

対応するかは、医療現場、教育現場のそれぞ

れの立場で大きな問題となっていることから、

このテーマが昨年４月の長野県小児保健協会

の会議の際に決まりました。

講師は、長野市民病院小児科の青沼架佐賜

先生、上田市立中塩田小学校の加藤幸子先生

と伝田明子先生、信州大学医学部こどもの心

診療部の原田謙先生で、それぞれの先生方

には快く講演を引き受けていただきました。

参加者は名前を書いてもらった方だけで136

人に上りました。内訳は医師、看護師、福祉

関係者、教育関係者、患者家族などさまざま

で、皆さん熱心に聴講され、活発に質問され

ました。

最初に胄沼先生から、「小児科外来におけ

る発達障がいの診療―その現状と問題点」と

題して、小児科外来で小児科医と臨床心理士

がどの様に発達障がい児を診療しているかと

いうことを心理テストの結果などを解説しな

がらお話いただきました。加藤先生と伝田先

生には「学校での教育相談の現状と課題」と

題して、事例を通して小学校の保健室の様子

をお話しいただきました。原田先生からは、

医療と教育の関わり－児童精神科医の立場か

ら」と題して発達障がい児に対する対策を話

してもらいましたが、子どもに自分は大事に

されている愛されているという感覚を持たせ

ることを解らせることが大切だというお話が

心に残りました。

これからは専門家だけではなく、一般小児

科医も発達障がい児の診療に携わることが必

要なようです。

－２５－



｢会員随i頃。

ワインの香り

みやがわ小児科医院宮川恭

ワインはその昔、大きな木の桶で発酵・醸

造が行われていましたが、木の桶から良い香

りがワインに付け加えられる事に昔の人は気

が付いていました。そして現在は発酵・醸造

の後にワインを一定期間オークの木樽の中で

熟成させる事により、そのオーク樽から「バ

ニラ」や「ココナッツ」等の甘く香ばしい香

りがワインに付け加えられます。これらは樽

香と呼ばれています。その後ワインは樽や瓶

の中で長い期間熟成していく過程で「タバコ」

や「トリュフ」等の芳しい香りが出て来ます。

これらは熟成香と呼ばれています。

この他、ワインの香りは気候や畑の向き、

土壌の性質によっても影響を受けます。暖か

い地域や南向きの畑、粘士質の畑から造られ

るワインからは甘く濃厚な香りがしますが、

暖かさや強い日差しと曰照時間の長さ、肥沃

な土壌の影響で糖度が高い果実味が強いブド

ウからワインが造られるからです。寒い地域

や北向きの畑、砂礫質の畑から造られるワイ

ンから感じられる爽やかで繊細な香りも良い

ものですが、寒さと曰差しの弱さや曰照時間

の短さ、深く根が張る痩せた土壌の影響で酸

やミネラルが強いブドウからワインが造られ

るからです。この様にワインの香りからその

ブドウが育った気候や環境、土壌の様子を窺

い知ることが出来ます。

これらの様々な香りは瓶の中で数年から数

皆さんはワインの良し悪しを決める一番大

事なものは何だと思いますか？ヒュー・ジ

ョンソンという世界的なワイン評論家は「ワ

インの魅力の80％は香り！」と言い切ってい

ます。良いワインには良い香りが重要なので

す。

ところでかの有名なブルゴーニュの特級ワ

イン『ロマネ・コンティ』や中国のお金持ち

が大好きなポルドーワイン格付け第一位『シ

ャトー・ラフィット』などの高級な赤ワイン

から所謂ブドウの香りは殆どしません。「え

～っ、うそ－」と思われるかもしれませんが、

これらの赤ワインからは主に「ブルーベリー」

の様な「ベリー系フルーツ」の香りがします。

『三銃士」の著者アレクサンドル・デュマが

｢脱帽して脆いて飲むべし｡」と言ったブルゴ

ーニュの白ワイン『モンラッシェ」からも主

に「柑橘系フルーツ」や「白い花」の香りが

します。

ではこれらのワインの香りはどこから来る

のでしょう？ワインはブドウを搾った果汁か

ら造られる醸造酒です。発酵・醸造で酵母が

ブドウ果汁中の糖分からアルコールを造る過

程で他の物質にも化学変化を促し、様々な香

りの素になる揮発性の化合物が造られるので

す。それらには「ベリー系フルーツ」「柑橘

系フルーツ」や「バラ」「スミレ」の様な花

の香りがある事がわかっています。

－２６－



十年の時間を経て、混じり合い、馴染み合い、

複雑な香りとなって行きます。時に熟成した

赤ワインからは普通では考えられない様な香

りがする事が有ります。たとえば、熟成した

赤ワインからは「梅干しと鰹」とか「コーヒ

ー」「なめし皮」の香りがしたりします。ま

た、医療に関係する香りとしては「ヨード消

毒液(イソジン)」や「漢方薬(甘草)」の香り

がするワインも有ります。

ところで、内陸性気候で気温の日較差。年

較差が大きく、晴れの日が多く降水量の少な

い長野県は日本有数の優秀なワイン用ブドウ

の産地で、実はその出荷量では山梨を抜き日

本一です。また長野県は田中康夫元知事の主

動により全国で初めてワインの原産地呼称管

理制度が導入されています。原産地呼称管理

制度とは簡単に言うと長野県産のブドウを使

って長野県内で造られた優秀なワインである

事を認定する制度です。皆様も「長野県原産

地呼称管理委員会。認定」の赤いマークがつ

いたワインを見つけたら是非とも一度お試し

ください。

ワインの香りの話に戻りましょう。ワイン

はコルクが抜栓されて空気に触れた瞬間から

酸化が始まり、時間が経つに連れて香りは変

化してきます。特に白ワインは赤ワインに比

べ酸化し易く、飲んでいる最中でも香りが劇

的に変化していきます。良質な白ワインの中

には、抜栓直後の華やかな「柑橘系フルーツ」

や「白い花」の香りが、時間が経つと共に濃

厚な「蜂蜜」や「バター」の香りへと変わっ

ていくワインもあります。ワインの香りはグ

ラスによっても変わります。香りが強く複雑

なワインは大きなグラスをゆっくり回しなが

ら飲むとより多くの空気と触れる事で香りが

大きく湧き上がり、様々な香りの要素がより

分かり易くなります。ゆっくりと食事を楽し

みながら、大きなグラスの中で刻々と変わっ

ていく白ワインの香りを追っていくのも楽し

いものです。

どうですか？なかなかおもしろいでしょ

う？その年、その場所、その葡萄品種、そ

の造り手にしか造る事が出来ない、芳しく複

雑で時と伴に移ろい行くワインの香り。その

移ろい行く香りを楽しみながら、自分の好み

に合った香りを探して行くのがワインの楽し

みの醍醐味だと思います。

以前、私は割烹で日本酒のお猪口を無意識

に回して周りがビショビショになり、皆のひ

んしゅくを買った事がありました。自然にグ

ラスを回す事が癖になって来たら、もうあな

たはワインの世界に嵌っています。あっ、ワ

イングラスは右利きの人は反時計回りに回す

のがマナーだそうで、前に居る人に掛り難い

そうですよ。でも、お猪口は回してはいけま

せん。必ずこぼれますから！

［写真は須坂の楠ワイナリーの収穫からワイ

ンが出来るまでです｡］

1）ボランティアによる白葡萄の収穫

－２７－
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各地の話題から

ながのこどもの城いきいきプロジェクト15周年記念

および内閣府特命担当大臣表彰受賞祝賀会

ながのこどもの城いきいきプロジェクト

(以下ながのこどもの城）は平成９年９月に

設立され15周年を迎えました。また、今年の

11月に長年の多岐にわたる活動を認められ

｢子ども若者育成･家族支援功労者」として内

閣府特命担当大臣表彰を受賞しました。これ

を記念して12月22日に長野市のホテルJＡＬ

シティにおいて祝賀会を開催しました。

首相官邸にて内閣府特命担当大臣表彰を受賞する

初代理事長の有吉徹先生
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を中心として活動してきました。「じゃん・

けん・ぼん」は乳幼児とその保護者が天候に

左右されずに遊べる場を提供し、また子育て

中の悩み・不安の解消や楽しく明るい家庭づ

くりのための支援を、専門家、こども広場ス

タッフ、子育て支援ボランティアなどの連携

で行っております。毎曰200人前後の親子連

れでにぎわっています。平成20年12月にはこ

れまでの活動が認められ、「あかるいまちづ

くり活動賞子育て部門内閣官房長官賞」を受

賞しました。「じゃん・けん・ぼん」にはリ

ピーターが多く訪れ、開設以来の来場者は６０

万人を超えようとしています。今回の記念祝

賀会を機に更なる活動の継続に向けて、一同

思いを新たにしました。

当日は20数名のご来賓とながのこどもの城

の理事、その他のスタッフなど合わせて57名

にご出席いただきました。祝賀会は藤森理事

長のごあいさつの後、長野市副市長、長野市

医師会長、長野市歯科医師会副会長などから

ご祝辞をいただきました。また、長野りんど

うライオンズクラブからは木製遊具一式を贈

呈していただきました。

ながのこどもの城は平成９年の９月に発足

以来、子育てに関する相談事業や子ども達お

よび子育て中の家族を支援するためのイベン

トの開催などを中心に活動を広げ、平成15年

６月からは長野市の中心地にあるもんぜんぷ

ら座２階に長野市が作ったこども広場「じゃ

ん･けん･ぼん」の運営委託を受け、その場所

有吉徹先生が曰本医師会最高優功賞を受賞

長野市小児科集談会では有吉先生の受賞を

祝して、１２月の集談会で記念品を贈呈しまし

た。有吉先生はごあいさつで、ながのこども

の城の会を設立したいきさつや当時の思い出

などを述べられ、「ここまで来られたのはい

ろいろな方のご協力をいただいたからで、皆

さんの代表としていただいた気持ちだ」と話

されました。

また、先生の父君が山口県の萩市ご出身で

あることから、萩の銘菓、光圀の「夏蜜柑丸

漬」を皆に頂きました。このお菓子は天皇陛

下も大変好まれたそうです。職人が一つずつ

手作りするため月に180個しか作られず、数

をそろえるのがなかなか大変だったそうです。

更に、先生からは長野市小児科集談会にご寄

附もいただきました。

有吉徹先生(長野県小児科医会顧問)が本年

８月に日本医師会最高優功賞に選ばれ、１１月

に開かれた第65回曰本医師会設立記念医学大

会で表彰されました。曰本医師会最高優功賞

は、「医学、医術の研究により医学、医療の

発展又は社会福祉の向上に貢献し、特に功績

顕著なる功労者」に対し毎年十数人が選ばれ

ています。有吉先生は、小児医療体制の充実・

発展に貢献した功労者、として選ばれました。

その内容は、「長野市小児科医会の会員を中

心として、平成14年に「ＮＰＯ法人ながのこ

どもの城いきいきプロジェクト』を発足。初

代理事長に就任し、地域の母親に対し、子育

ての悩みを共有する場を提供した。また、昭

和44年に「長野市小児科集談会』を立ち上げ、

月１回の勉強会を開催するなど、長野市の小

児科医療の充実･向上に貢献した｡」というも

のです。

－３０－



子どものこころ診療部

１０周年記念講演会

平成25年６月８日(±）１４時～1ﾌ時（開場13時30分）

キッセイ文化会館（長野県松本文化会館）

第一部シンポジウム１４:00～15:2０

診療部10年の歩みとこれから

篠山大明信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部

診療部10年の歩み原田謙信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部

診療部との連携とこれからに期待すること

－医療の立場から－稲葉雄二信州大学医学部附属病院小児医学教室

一教育の立場から－丸山直子安曇野市教育委員会不登校支援コーディネーター

－福祉の立場から－今井淳子長野県松本あさひ学園

会
題
司
演

第二部記念講演１５:30～17:0０

子どものこころに寄り添うということ

－不登校から発達障害まで－

講師齊藤万比古先生
恩賜財団母子愛育会愛育病院小児精神保健科部長

司会本田秀夫山梨県立こころの発達総合支援センター所長

－３１－



曰本子ども虐待防止学会第19回学術集会信州大会

テーマ「ｏｎｅChild，ＯｎｅLife」～安心して生きる、育つ～

【会期】2013年12月13曰（金）・１４日(士）

【場所】まつもと市民芸術館主ホール

信州大学松本キャンパス

【大会長】小池健一（信州大学医学部小児医学講座教授）

主催曰本子ども虐待防止学会

曰本子ども虐待防止学会第19回学術集会信州大会実行委員会

お問い合わせ曰本子ども虐待防止学会第19回学術集会信州大会事務局

〒390-8621長野県松本市旭３丁目１番１号信州大学医学部小児医学講座内

ＴＥＬ:0263-37-2642ＦＡＸ:0263-37-3089

Mail:JaSPCAN2013＠mamorukai-matsumotojnfo

信州大会シンポジウム2013年12月13日（金）１０:00～12:３０

「子どもの虐待死を着実に減らす戦略～官民で考える目標の設定と具体的行動～」

司会鷲澤一彦氏シンポジスト佐藤拓代氏(大阪府立母子保健総合医療センター企画調査部）

（わしざわ小児科）磯谷文明氏(くれたけ法律事務所弁護士）

厚生労働省(雇用均等･児童家庭局総務課虐待防止対策室長）

長野県中央児童相談所長

指定討論者奥山眞紀子氏(独立行政法人国立成育医療研究センターこころの診療部）

特別講演2013年12月13日（金）１４:00～15:００

「いま、いのちから…虐待を受けている子どもに明曰まで待て、とはいえない」

講師作家･東京家政大学人間文化研究所特任教授落合恵子氏

国際プ□グラム2013年12月13曰（金）１６:00～18:００

「原発事故、震災、戦禍の中で生き抜く子どもたち～極限下での子どもの祷りについて考える～」

オムニバス講演：共通テーマ

「極限状態の下で、子どもの櫛ｌＩ－いのち、生活くこころ－を守るための支援活動について」

第１部チェルノブイリの医療支援菅谷昭氏（松本市長・医師）

第２部東日本大震災における子どもの心のケア菊地祐子氏（東京都立小児医療センター

・児童精神科医師）

第３部小児科医から見たイラクの現状LikaiaFasihYAL-Kzayer氏

（医学博士･イラク小児腫瘍科医師）
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会報ご恵贈のお礼とお知らせ

全国各地の小児科医会より会報等を恵贈されました。

務局に届きました会報等は下記のとおりです。誌上を倍

今後医会のために役立たせたいと思います。なお事】

会員の方はご覧下さい。

しました。昨年11月中旬より本年５月初旬迄に事

誌上を借りまして厚くお礼申し上げます。

なお事務局に保管してありますので、ご希望の

奈良県小児科医会報

愛媛県小児科医会会報

佐賀県小児科医報

愛知県小児科医会会報

東京小児科医会報

2012年

2012年春号

2012年11月

2012年Nov・

NO2（通巻105号）

Nql3

第62号

第27号

Nｑ９６

ＶＯＬ３１

愛媛県小児科医会会報第62号2012年春号平成24年６月30曰発行

佐賀県小児科医報第27号2012年11月発行曰平成24年11月

愛知県小児科医会会報Ｎｑ９６2012年Nov．平成24年11月30曰発行

東京小児科医会報ＶＯＬ３１Ｎ0.2（通巻105号）2012.ＮＯＶＥＭＢＥＲ

2012年11月30日発行

愛媛県小児科医会会報第63号2012年秋号平成24年11月30曰発行

福島県小児科医会会報第49号2012年12月

徳島県小児科医会報第25号(平成24年）平成24年12月

大分県小児科医会会報第24号平成24年12月発行曰平成24年12月20曰

島根県小児科医会会報第25号2012.12発行日2012年12月20日

千葉県小児科医会会誌Nq43(第43号）２０１２平成24年12月22曰発行

山口県小児科医会会報第24号(平成24年度)(2012）平成25年３月発行

岐阜県小児科医会報Ｎｏ４７平成24年度2013年３月18日

大阪小児科医会会報Ｎｏ１６４２０１３１平成25年１月1日発行

鹿児島県小児科医会会報第17号２０１３平成25年１月発行

岩手県小児科医会設立三十周年記念誌発行2013年１月

岩手県小児科医会報８３号2013年１月号２０１３１．１９

広島県小児科医会会報第55号No55(2013)2013.1平成25年１月31日発行

富山県小児科医会報第52号平成25年２月

静岡県小児科医会会報第28号Ｎｑ２８平成25年２月発行

沖縄県小児科医会会報第30号2013年2月発行日平成25年２月

神奈川県小児科医会ニュース第21号平成25年３月１日

宮城県小児科医会報No248第248号2013.3発行日平成25年３月10曰

東京小児科医会報ＶｏＬ３１Ｎｏ３（通巻106号)2013．ＭＡＲＣＨ2013年３月31曰

新潟県小児科医会会報Ｎ０５１２０１３平成25年４月15日

三重県小児科医会会報Ｎ０９０第90号平成25年４月22曰

発行
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E霊三二甕力」

特にありません。

（昨年退会された､元広報担当理事の小川治

夫先生(佐久市))が１月26曰逝去されました。

(享年64歳）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます｡）

｢役員鐸已霊iE1

平成25年度第１回役員会

曰時：平成25年３月23日（土）ｐ．ｍ．3:００

出席者（順不同、敬称略）

藤森、高島、森、花村、松岡(伊)、有吉、

松浦、飯沼、塚田、坂井、長沼、杉山、

増田、小林、北原、中澤、竹内

会長挨拶（藤森）

会務報告（高島）

会計報告（小林）

各担当理事報告

長野県社会福祉審議会(平成24年度)につい

ての報告（増田）

協議事項

１）長期療養を必要とする疾病にかかった者

等の定期予防接種を実施するための医師の

診断書又は意見書について

２）曰本子ども虐待防止学会第19回学術集

会信州大会について

平成25年度総会並びに学術研修セミナーにつ

いて

５月26日（日）午前10時20分から松本館に

て開催

（竹内則夫）

'

Ｉ，／

錘llll,《
ｺﾞｼﾞﾘlWiiNWI
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勢に頭が下がります。最後の演題の長野曰赤

須藤先生ありがとうございました。

趣を変えてワインについての随筆を宮川先

生から戴きました。ワインを嗜む方にとって

は大変参考になるかと思います。

ながのこどもの城と有吉先生、受賞おめで

とうございます。このような活動が全県に広

がって欲しいものですが、チャイルドライン

同様マンパワーが・・・ Ｏ

ご寄稿された先生方、ご多↑亡中のところ有

難うございました。

｢~編集援記~’

今年は桜の開花が極端に早いと思ったら４

月中旬の降雪と東霜害、という変な気候で、

体がついていけない方が多いのではないで

しょうか。また、ＴＰＰでアメリカ型医療環

境になる危｣倶、「アベノミクス」で株価上昇・

円安・インフレ誘導の方向に動いてきていま

すが、国民の収入の増加は当面望めず、消費

税アップに伴う国民の負担増や医療機関の損

税問題等、視界は極めて不良の現在です。

会報第57号をお届けする運びとなりました。

学術研修セミナーでは皆さん曰常苦慮され

ておられると思いますが、マイコプラズマ肺

炎についての講演がありました。まず、松岡

先生が疫学について話され、古本先生が中信

松本病院の入院症例について、最後に石井先

生が須坂病院での全自動遺伝子解析装置を

使った耐性株の早期診断について話されまし

た。古本先生は迅速検査について言及されて

いますが、最近ＬＡＭＰ法が保険適用されま

したので一般の医療機関でも検査しやすく

なっております。なお、文中にもありますが

須坂病院は長野県唯一の第一種感染症指定病

院で各種機器が揃っていますので、感染症に

ついてお困りのことがありましたらお気軽に

ご相談下さい。続いて川崎医科大学教授の中

野貴司先生が不活化ポリオ中心に講演されま

した。学術研修セミナーでの講演はここ３回

続けてワクチン関連のものでしたが、それだ

け私共にとって新しい知識が必要な分野であ

るということです。食傷気味かとは思います

が、演題を決定された執行部の意をお汲み下

さい。もう１題は長野チャイルドライン推進

協議会会長の清川輝基様にチャイルドライン

の現状について話して頂きました。ヒトもカ

ネも不足している状態で頑張っておられる姿

佐藤邦彦

2乞繍ii§i三

llA

彫’
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關県小児科医会(篝)申罎
入会を希望される方は下記に記入の上お申し込み下さい。

移動された方も、退会される方も、下記に記入の上ご連絡下さい。

勤務先の変更・

連絡先

花

住所の 少

村医院

住所 9０－１２４１松本而菊T村２Ｃ

０２６３－４７－００

dＬＸＯ２６３－４７－６６３Ｃ

－３６－

長野県小児科医会会長殿

(ふりがな）

氏名
男・女

勤務病院名

又は

医院名

と

科名

病院・医院

クリニック
科

郵便番号と住所

電話番号

ファックス番号

メールアドレス

自宅

郵便番号と住所

電話番号

日本ノＩ、 児科学会の
会員である 会員でない

専門医である 専門医でない

他の加入学会、主な略歴など



r､￣..￣…￣…￣…￣…￣…￣.儒一…~~…￣..￣…￣…￣..￣…￣..￣…￣…￣…一.￣..￣…￣…~~..、
|お麺らぜ
ｉ本会報では､会員の皆さまの自由な投稿をお待ちしています｡投稿内容により、ｉ
ｌ｢会員随想｣､｢通信欄｣､｢医会ﾆｭｰｽ｣､｢地区便り｣等の欄を設けたいと思ってｉ

lいます｡投稿はJAXでＭ－ｍＩでも構いません｡送り先は､下記の通,ｉ
：です。宜しくお願い致します。
Lfつ゜且し、４．凧貝い彗レェ，。．＿－－ノ

投稿規定

なるべく横書きにて４～８枚程度（E-mailでも可）

医の場合）開業市町村名及び氏名を明記して下さい。

小児科医会事務局

内２－１高島小児科医院高島俊夫

（TELO263-32-0657FAXO263-33-5986）

倭２６５３－４みのしまクリニック簑島宗夫

（TELO263-78-7878FAXO263-78-7879）

E-mail:minocl＠anc-tv・nejp

0字詰め原稿用紙を使用、

頭に表題、病院名（勤務

原稿の送り先は、長野県

〒390-0873松本市丸の

4０

〒391-170l松本市梓川

－３７－



長野県小児科医会会報Ｎｏ．５７

平成２５年６月５日発行

発行所長野県小児科医会

発行人高島俊夫

事務局⑤390-0873

松本市丸の内２－１

高島小児科医院

Ⅲ０２６３－３２－０６５７
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