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小児がんの現状
.目

日本医科大学小児科前田美穂

私が医lIiljになった30数年前には、’'１m病をはじめとする小児がんは、治ることが少ない疾患という認

識が、一般の人だけではなく医療者の間にもあった。ところが、現在では小児がんの約80％あるいはそ

れ以上が治癒すると言えるようになった。時々ふっと、自分が若かった頃、ｿ丙気が天国へ連れ去ってし

まった子どもたちも、今だったらきっと元気になってくれたのになあと思うことがある。

しかし、この30数年間に新薬が次々に開発されたというわけではなく、今でも急`性リンパ性口Ⅲl病

の治療に使用する薬剤はビンクリスチン、副腎皮質ステロイド、Ｌ－アスパラギナーゼ、アドリアマイ

シンやダウノマイシンなどのアントラサイクリン系薬剤、サイクロフオスファミド、メソトレキサート、

キロサイド、６ＭＰと言ったものであり、これらの薬剤は1980年代の半ばにはすでに使用されていたも

のばかりである。造、細胞移植や、ごく妓近では疾患によって分子標的療１１去などの治療法が有効に作川

することもあるが、小児ではそれほど割合が多いわけではない。それでは、なぜ現在のように治療成績

が向上したのかというと、支持療法の進歩、抗菌薬や抗真菌薬の進歩など小児がん治療の環境を整える

因子の確立、そして何と言っても治療研究グループによる研究の積み重ねの成果であるといえよう。

現在、日本の小児がんの治療研究は、造Ⅲ器腫瘍に関しては日本小児白111病リンパ腫研究グループ

(JPLSG)、およびJPLSGを支える既存の４つの治療研究グループ、｜TFI形腫瘍に関しては小児固形がん臨

床試験共|可機構に属する各腫瘍に対する治療研究グループにより、さまざまな臨床試験が行われている。

その方法も徐々に整備され、より精度の高い臨床試験が行われるようになってきている。

一方、小児がんそのものに対してもようやく社会の目が向けられるようになりつつあり、小児がん拠

点病院の制定等がはじまった。欧米と異なり、Ｈ本では現在200に及ぶ病院で小児がんの治療が行われ

ているが、これらを集約化し、限定した施設で高度な医療を提供しようとする試みである。日本と欧米

の文化的な違いがあり必ずしも欧米化がよいというわけではないものの、評価すべき第一歩であろう。

小児がんの治療成績の向上に伴い、治療終了後に長期的な時点で見られる合併症が問題になってきた。

いわゆる晩期合併症､英語ではLateEffectsといわれるものである。治癒する`患者が少なかった時代には、

治すことだけにⅡが向き、治療が終了した後のことまではあまり気にされず、治療が終了し一定期間再

発がなければ、もう病院に来なくてよいとされることが少なくなかった。しかし、われわれの教室では、

故植田穣教授、故山本正生教授から、抗がん剤のような毒を使用したり、放射線照射という正常な細胞

をも変化させるような治療の後にはｲ111が起きるかわからないので、治療を終了した`憩者をしっかり兇て

いくような体制、研究が必要だと言うことを1980年代からたたき込まれた。今になってみると、本当に

先見の}ﾘ]のある先生方だったと思う。昨年は、この30年の間にわれわれの教室で治療を行い治癒してい
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た小児がんの中の４名に二次がんが発症した。中にはもう少し早く診I折が付いていれば、効果的な治療

ができたのではないかと思われる方もいた。

治療終了後あまり来院きれていない方には、受診を促す手紙を親に送ったりしたこともあるが、本人

に病名を話していない家族や、また早く忘れたい出来事であると考える患者や家族もあり、どこまでわ

れわれが入り込んでよいかということも大きな問題である。

われわれ小児科医の役割は、病気になった子どもたちを1台し、さらに立派に社会へ送り出すことであ

る。ここでいう病気とは小児がんのような大変な治療を要するものから、日常よく起こる感染症まです

べてである。そのために小児科医は絶えず解決の道を模索し、自分の役割を全うすることが大切だと考

える。
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天野曄先生の思い出

東京小児科医会会長高橋系一

天野曄先生は昭和56年11月2111の東京小児科

医会設立時に副会長に就任され、平成９年４月か

らは東京小児科医会の会長として本会の発展にご

尽力をされた。平成１０年６月、日本小児科医会会

長就任により辞されたが、名誉会腫として、その

後も折りにつけ、ご指導をいただいた。

私の愛蔵書に天野先生から送られた「日本のフ

ロンティアは日本の中にある」がある。これは平

成11年３月｢２１世紀日本の構想｣懇談会が、２１世紀

のＨ本のあるべき姿を検討するために、民間人１６

名をもって発足し、当時の小渕総理大臣に提出さ

れた報告書である。約１０か月間に441111にわたる会

合での討議、海外での意見交換やＩＥＩ民からの提言

の公募なども含め、平成12年ｌ）jに完成されたも

のである。天野先生はこの会の中で「美しい同士

と安全な社会」のコアーメンバーとして精力的に

活動された。短期間に膨大なテーマについての報

告書をまとめる作業が大変だったことを、折につ

け私にも話して下さった。出版時には、Ⅱ本の将

来に影響を与える本であり、ぜひ読んで欲しいと

先生から手渡された。

先生が分担された｢美しい国士と安全な社会｣で

は日本国士は地震、山崩れ、水害、津波など同然

災害に襲われやすいので、科学的な技術を駆使し

て、日頃からの不断の努力が必要であること、ひ

とりひとりが｢暮らし」と｢生き方｣を大切にし、各

人の人生の質を高めることが、文化を高めること

になる。各人が自立するだけでなく、他人の１１立

を助ける｢たくましく、しなやか人｣になることを

求めるなど、多くの示唆に富んだ提言が含まれて

いた。先生は'１本の子どもたちのことだけではな

く、将来の１１本全体の方向`性を模索していたよう

に思われる。

東京小児科医会の会報の表紙についてある宴席

で話題が出たことがある。天野先生はお金がな

かったから、僕の飲み友達に書いてもらったんだ

と話された。後で伺うと、当時の児童画家で有名

であった、江[1万尋画伯に頼み込みボランティア

で書いていただいたとのことであった。大きな頭

の子どもがベッドに寝ている会報の表紙を見るた

びに、先生の交友関係の広さと、会報創刊時のご

苦労を感じる。

天野先生が東京の会長をされていたとき、私は

先生から当時の文部省の家庭教育手帳の編集委員

に推薦された。委員会の開催が昼前の時間から午

後までに及ぶため、診療に支障があるんですと先

生に訴えたことがあった。先生は、私も今週は午

前・午後と３日間別の委員会が入っており、誰か

がやらなくてはならない仕事なんだよと諭された。

先生の小児科医会に対する強い使命感を感じ、そ

の後の日程調整に苦労する会のときにはこのこと

を思い}}Ｉしている。

東京小児科医会は－時代を築かれた天野曄先

生、塙賢二先生を失ったが、次の世代の英知を

結集し、魅力のある医会となるように努力し、医

会活動の活'性化を諮って行きたいと考えている。

永年の天野曄先生のご指導とお心掛けを衷心

より感謝申し上げる。
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哀0悼天野Ｈ華先生を偲んで

東京小児科医会名誉会長伊藤和雄

天野先生は一言で言えば切れ者である。国際感

覚を備えた紳士である。

先生は青山で小児科医院を経営されていたが、

その評判は東京の辺縁地区で開業している私の所

にも這入って来るほどであった。

先生を初めてお見かけしたのは、n本小児科学

会評議員会の席上である。議題の詳細は忘れたが、

｢東京地区の天野曄です｡」と歯切れの良い口調

で名乗りをしてから、弁舌さわやかに持論を展開

し、執行部に質問を重ねられた。私は昭和48年４

１)から昭和63年５月まで15年'1M、関東地区評議員

に席をifいていたが、開業医の評議員は、塙賢

二先生（故人）以外は沈黙を守っていることが多

かった。そこに楓爽とした天野先生の登場である。

私は心中ひそかに彼に声援を送った。

昭和56年に東京小児科医会が発足すると、初代

会長に慶松洋二先生が就かれ、副会長には天野先

/上と小池騏一郎先生がなられた。慶松会長は間も

なく逝去され、代わって総務理事の塙先生が会長

に就任された。副会長は引き続き天野・小池両先

生が担当されたが、両先生の交際があまりにも密

接過ぎるとの理由で、－時、天野先生の代わりに、

松永崇理事が副会長を務められた。

小池先生(故人)は私の後輩で直情径行な'性格と

ともに、天野先生に勝るとも劣らない、頭の切れ

る男であった。倶に酒を愛し泗豪であった。よほ

ど馬が合ってたのであろう、常に行動をともにし

ていた。時に、私も誘われたが、小池先生は彼の

才智に適した仕事が与えられない不満を抱いてい

た。

そのうち、［1本医師会長に着任された村瀬敏郎

先生から1ilij先生に連絡があり、どちらか一人にＨ

医常任理事になるよう要請された。その結果、小

池先生が一本釣りの形で日医の常任理事に就任さ

れた。小池先生はロ頃の篭`債を晴らすかのように

村瀬会長の下で活躍きれた。

一方、天野先生は塙会長辞任により東京小児科

医会会長に就任された。（平成９年)偶々、｜]本小

児科医会の内藤寿七郎会長も退任され、天野先生

はiilli医会の会長になられた。しかし、ｉｉｉ医会の会

長の兼任は大変であるとのことで、１年後の平成

１０年に東京の会長職を辞任され、私が会長に就い

た。当時の東京医会は極度の財政不良で何時解散

してもおかしくない状態であった。私は、Ｈ本小

児科医会の常任理事を辞任して、東京の財政復'１１

に微力ながら全力を注ぐ決意をした。

｜|本の会長に専念された天野先生は、内藤前会

長時代からの悲願である｢法人化｣に一意専心され、

遂に平成12年に|]本小児科医会は｢法人立｣となっ

た。翌13年２月、法人化の祝賀会が帝国ホテルで

盛大に行われた。礼服に身を包んだ先生は満面に

笑みを浮かべて、来賓者と挨拶を交わされていた。

恐らく、先生にとって生涯最高の栄光に充ちた－

日であったと思われる。翌14年、日本の会長を退

任された。

先生は両医会より名誉会長の称号が隅られ、ま

た内藤寿七郎記念賞を受賞された。さらには'1本

小児科学会からは小児保健賞を授与されている。
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ここに、謹んで先生のご冥福を祈り上げる。

天野先生ご苦労ざまでした。そして、有難うご

天野先生は、組織作りに長け、また、その運営

にも卓越した才能を発揮するという稀有な人物で

あった。先生の偉業は両医会の存続する限り、語

り継がれていくぺきである。

ざいました。
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お別れの言葉

東京小児科医会総会議長相澤昭

天野曄先生

先日お電話しました時はお元気なご様子でした

のに、こんなに早くご逝去されるとは、ただただ

驚いております。先生とは東京小児懇話会で初め

てお会い致しました。ワインに大変造詣の深い先

生であることが第一印象でした。

日本小児科医会では、はじめ、内藤壽七郎会長

のもとで天野先生は総務、私は会計担当理事の役

でした。当時、日本小児科医会は大変貧乏な所帯

で組織の運営の遣り繰りに苦労しましたね。その

後、先生とは長いお付き合いとなり、天野先生が

日本小児科医会の会長、私が副会長として働くこ

とになりました。小児科医会では実地医家の先生

方の診療に少しでもお役に立つような講演会の開

催や診療報酬の改定に大変苦労しました｡また｢子

どもの心」対策部の設立、国際部では海外法人の

子ども達の健康相談の実施、さらにラオスのポリ

オ撲滅運動への協力参加など活動内容を広げてい

きましたね。

その後、ロ本小児科医会に入会する先生も多く

なり、これからの小児科医会のためには法人化し

たほうがよいという会員の強い要望もありまして、

法人化の設立化にliEi]けて長年の問、先生を中心に

会員の皆さんと一緒に努力いたしました。その甲

斐あって平成12年に厚生省より社団法人として認

17Jきれました。帝風ホテルにおいての設立祝賀会

では、天野先生の奥様ともご一緒に祝うことがで

きました。大変よい思い出になりました。

思い出しますと、毎週月曜日の朝、午前１０時頃

になりますと「天野です。」と電話をいただき、そ

の日、その週のスケジュールを立てたのを,思い出

します。あの頃はほとんど毎ｐのように、天野先

生と活動を共にし、またワインに対する指導もし

ていただきました,」1本小児科学会・ロ本小児保

健協会、そしてⅡ本小児科医会の三者協議会を設

立し、小児科医が抱える種々の問題を解決しまし

た。当時、小児科医の専門医制度の実施にあたっ

て、私達会員は先生と一緒に専門医制度の設立の

ために、協力出来たことを誇りに思っています。

時の立つのは早いものですね。役員から解放され

た時は先生も私もだいぶ年を取ってしまいました。

年には勝てませんね。先生が先立たれたことは大

変に残念で寂しく思います。

天野先生、長い間小児科医会のためにご活躍い

ただき、ありがとうございました。心からご冥福

をお祈りいたします。

平成25年５月25日
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'－－－－，追悼

天野Ｈ華先生ありがとうございました

牛山医院牛山
坐▲

ノし

夜９時を'111つた頃。夕食を済ませて、寛いでい

ると、‘恩師の故小池戯一郎先生から電話が入った。

｢今から、歌舞伎町の虎寿司に出て来い｣。１１i:ぐに

駆けつけないと大変なことになるのが常であった

から、,慌ててタクシーで駆けつけた。出来上がっ

たご機嫌な中年二人が、鼻息､荒く話し合っていた。

そのlid席されていた人こそ、天野先生であった。

11本酒をグビグビあおる中、医療の世界における

小児科は、内科の一部とでしか認識されていない

かを、ビールをチビチビ飲む盛り上が1)のない私

に、十分なほど教えられた。

その後、東京、日本の小児科医会、小児科学会

や日本医師会の委員・理事等を経験させていただ

いたのは、二人のお蔭と感謝している。

ここでは、天野先生の別な面を紹介したい。

内藤壽七郎国際育児賞・’998年特別賞として

レーガン元大統領が受賞され、授賞式が開催され

た。場所はロサンゼルス、ビバリー・ヒルズのホ

テルウェルシュであった。周りには有名ブランド

店が軒を連ねており、環境も素晴らしかった。

「天野先生このホテル、プリテイー・ウーマン

に出てきますよね。このエレベータ映画と同じ

ですね｣。と興奮しながら話すと、「知られ－な｣。

の一言。「そうですか……｣。昼は診療、夜は会議

の連続の毎}Iを過ごされているからさもありなん

と思えた。

「ちなみに、今１１のijl会は、オリビア．ニュー

トンジョンですよね｣。

「そうらしいね｣。1975年「そよ風の誘惑（Have

youneverbeenmellow)」でデビューしたこの人

と、曲も知らないことにはさすがにびっくり。

オリビアの大ファンの一人である私は、サイン

を貰うことを思いつき、街へ出かけることを告

げると、「俺も行くよ」と一言。日曜日でシャッ

ターが閉まっている中、散々探し回って、やっと

ＣＤショップを見つけ、店員に１枚頼むと、「おい、

それはねえだろう。俺もサイン欲しいよ｣。そこで、

ＣＤ２枚を注文する。

そして、その夜のパーティでは歌こそなかった

が、オリビアとの三人で大いに盛り上がった、楽

しい－時であった。

思い出をいただき、モーツァルトをこよなく愛

された、天野先生に合掌。
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｢逼口，’ |惇

天野Ｈ華先生の思い出

東京小児科医会広報委員野々田昶

先生と親しくお付き合いをするようになったのは、

1980年、府中市に開業してからです。この年の暮

れ先生から突然電話があり、これから日本小児科

学会とは違う実地小児科医を中心とした全く新し

い組織を立ち上げようと思うので出てきてくれな

いかということでした。私は小児科医会よりも、

臼分の医院の立ち上げで忙しかったので、勘弁し

ていただきました。次の年の暮れに再び先生から

電話があり、ついに来京小児科医会を立ち上げた。

ついては11月21日、灰会設立記念式典をやる。特

に東京医科歯科大学小児科の同窓生には頼みたい

ことがあるから必ず１１１)てくるようにとのことでし

た。記念式典では武見太郎・日本医師会会長の記

念講演があり、設立にかかわった先生方は熱気に

満ちておりました。そのあと新宿の小料理屋に東

京医科歯科大学の同窓生が集まり、先生から医会

ができたら会報を発行しなければならない。雑誌

の編集は気心の知れた仲間でやらないとうまくゆ

かない。それで広報委員会は東京医科歯科大学の

同窓生でやってほしい旨の話がありました。誰も

編集の経験がないものばかりでしたので理事の中

尾聡子先生に入っていただき五里霧中で始めまし

た。何号まで続くか不安でしたがいまや106号ま

で発行できました。

天野先生はその後も医会を中心に、小児医療全

般にわたって八面六臂の活躍をされ、1984年に東

京小児科医会の理事から日本小児科医会の理事に

なられ、1994年に東京小児科医会会長に、1997年

には日本小児科医会会長に就任され、東京医科歯

理事の大川洋二先生から天野曄先生ご逝去の

メールが入り、その突然の知らせに11を疑いまし

た。一昨年、東京小児科医会会報が１００号を迎え

たときに、医会の設立に甚大なご努力をされ、ま

た医会会報の創刊号の編集をされ、いわば会報の

生みの親でもある先生に一筆書いていただこうと

ご口宅に電話をいたしました｡奥様が出られて｢天

野は今そういうことができる状態ではございませ

ん。でも元気なんですよ。電話口に呼びますから

お話なさいますか｣と言われましたので、「ぜひお

願いします｡」と申し上げました。しばらくすると

｢天野です。どう元気？」と先生の元気な声が耳に

飛び込んできました。そこで事情を説明し、「１００

号記念に一筆お願いしたい｣と巾し上げると、「書

いてあげたいけど、そういうことは正確に書かな

いといけない。でも手元にデータが全然ないので

書けないよ。君に任せるからよろしく頼むよ｡」と

言われ、創刊号に書かれた先生の文章を転載する

許可をいただきました。これが先生との最後の会

話になってしまいました。

先生は同じ東京医科歯科大学小児科学教室の大

先輩でした。私が入局したときには先生はすでに

医局を辞めておられたので、直接ご指導を受ける

ことはありませんでした。大学を辞めてからは、

同窓会で年に一度お会いする程度でしたが、いつ

も笑顔で、ちやきちゃきの江戸っ子というには、

かなりヨーロッパナイズされた江戸っ子で、物腰

軟らかく、頭の回転が良く、話をした人をすぐ虜

にしてしまう不思議な魅力を持っておられました□



東京小児科医会報vｏＬ３２Ｎｏｌ２０１３ＪＵＬＹ 1１

科大学の天野から、東京の天野に、さらに日本の

天野に駆け_しられました。個人的にも東京小児科

医会の広報委員や'三1本小児科学会のシンポジスト、

厚生省の研究班の委員などに推薦していただいた

り、今も続けている府中市の学校検尿のシステム

づくりの後押しなど、いろいろな仕事をさせてい

ただき、私にとってかけがえのない先輩であり、

人生の師として尊敬しておりました。もう先生の

お声を聴くことができないと思うと残念です。先

生はご存命の間に我々の５倍も６倍も小児科医の

ため、子どもたちのためにご尽力<だきいました。

まことに有難うございました。在りし日の先生を

偲び、心からご冥福をお祈り申し上げます。
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ない状況に陥るため、診療所の先生方における

日々の緊張感にあっては、並々ならぬものがあろ

うと想像する。本稿が少しでも先生方のご準備に

お役に立てればと願っている。

１．はじめに

いわゆる三次医療施設で勤務していて、極めて

状態が悪い子どもがwalk-inで救急外来を受診し、

ただちに蘇生されて集中治療室へ入室することは

決して稀ではない。同様の来院様態は、診療所に

おいても発生しうるものと想像され、実際にその

ような経緯で当院へ転送される症例も多く経験す

る。

三次医療施設であれば人・物ともに豊富にある

ため、個々人の素養が高くなくとも、総合力でそ

れなりの診療レベルをｌＩｌ１がりなりにも維持できる。

しかしながら、診療所においては、限られた個人

と限られた資器材で救急処置を行わなければなら

2．救急蘇生法の指針

１）カイドラインから各種指針へ

蘇生科学の最新情報は、国際蘇生連絡委員会

(InternationalLiaisonCommitteeonResuscita‐

tion；ILCOR）による2010ConsensusonScience

withTreatmentRecommendations；ＣｏＳＴＲとし

て取り纏められている。日本救急医療財団と日本

蘇生協議会（JapanResuscitationCouncil；JRC）

で構成するガイドライン作成合同委員会は、この

完=テテテテテテ戸~テテ戸~ＴラテテテテテＴテテテテ孑孑ＴＴＴＴＴ了テテ了了了了丁丁ＴＴＴ丁丁了丁了丁万万一５．．．．．．．．．．．．．．．．．００．．．．．０．．．．．．．．．０．。・・・。・・・・・・・・・・・．。◇Ｃｏｏ０．．．．・・・。．．．．・・・・・・・・・・・・・･・・・．・・・。・・・・_Ｐ・ｇｇＤｏ･･･。｡。・・・テテテテテテテ戸~テテ戸~Ｔ了〒ＴＴＴＴＴＴ了丁丁了丁丁ＴＴＴ丁丁了丁己~丁｡-.-丁・・・・・・・・ＣｏＣｏ・・・・。。・・・・・・・｡。・・・００･･･Ｃｏｏ･･･｡・・・｡･･･。。･･･｡･･････。･･･●。◇００００●●。･･･｡。｡｡･･･。･･･ＣｏｏｏＣｏｏ２０ｇ２･_．●･･･････｡･･･｡･･････●●●●

特集

診療所で必要な救急処置

－救急処置を迅速かつ適切に行うために－

突然全身状態の悪い患児が診療所を受診した場合、また、診療所で行った医療行為など

により患児の状態が急変した場合、限られた人間と限られた設備、器材で救急処置を行わ

なければならない状況に陥ります。このような患児の多くは高次医療機関に搬送される

ことになりますが、設備の整った施設にたどり着くまでの間に行われた救急処置が、‘恵児

の予後を大きく左右する可能性があります。稀なことですが、しかし稀なことだからこそ、

このようなケースに遭遇した場合でも、迅速かつ適切な救急処置が行える準備をしておか

なければなりません。

今号の特集では、診療所においてこのような症例に遭遇した場合に、あわてず、迅速に、

かつ正確な救急処置ができるよう、種々のケースを想定し、それぞれについて知識、経験

の豊富な先生に解説をしていただきました。診療の一助となれば幸いです。
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野、墜込涌勵

11UjI9竃i團

心停止の早期認織

と通報

二次救命処置（ALS）と

心拍再開後の集中治療

一次救命処置

（BLS）
心停止の予防

図１

2010ＣｏＳＴＲに基づきつつ、わが国の特'性や状況

を加１床し､ＪＲＣ(日本版)ガイドライン2010を策定・

公開している。

http://www・qqzaidanjp/jrc2010kakuteL

html

http://jrc・uminacjp

救急蘇生法の指針は、このJRCガイドライン

2010に基づき、さらに具体的な蘇生手111mが書かれ

たものである。改訂４版としてilj民川、市民)'１.

解説編、医療従事者用の各種が、へるす出版から

出版されている。

http://www・herusu-shuppan､cojp/book／

７００７４９/740741.ｈｔｍｌ

http://www､herusu-shuppan､cojp/book／

７５０７９９/761.ｈｔｍｌ

小児・乳児の特性を力Ⅱ味した一次救命処置

(PaediatricBasicLifeSupport；PBLS）と、医療

資器材や蘇生薬投与を含めた小児二次救命処置

(PaediatricAdvancedLifeSupport；ＰＡＬＳ）に

ついては、救急蘇生法の指針2010＜医療従事者

用＞に記載がある。また、小児と成人とのｷll違を

僅かにした、市民が行う一次救命処iifi(BasicLife

Support;BLS)については、＜市民用＞＜市民１１升

解説編＞に記載されている。

病院外で心停止現場に居合わせるのは市民であ

ることが多い。主に市民が行うBLSの手順は、市

民にとって理解が容易で実施しやすいように配

慮されている。これは、胸骨圧迫と人工呼吸か

らなる心肺蘇('ﾐ(cardiopulmonaryresuscitation；

CPR)、自動体外式除細動器(automatedexternal

dehbrillator；ＡＥＤ）による除細動、窒息に対す

る気道異物（foreignbodyairwayobstruction；

FＢＡＯ)の除去から構成されている。

一方、高次医療機関や救急車内など医療環境が

整ったなかで、１１常業務として医療従事者が救急

蘇生を行う場合は、救命処置の端緒として医療

従事者IUBLSを開始する。医療従事者が小児の心

停止に遭遇した場合は、ただちにPBLSを開始し、

応援の人員と必要な資器材が揃ったらＰＡＬＳに移

行する。この際、CPRの質が、救命の成否と予後

を決定する最大の因子となることを銘記すべきで

ある。

2）診療所の医師にとって救急蘇生は日常業務

か？

日常業務としての救急蘇生の解釈には、ざまざ

まな立場がありうる。医療従事者であれば、すべ

から〈医療従事者IllBLSを習得すべきであるとす

る理想がある。

しかし、心肺蘇生事象は決して多くなく、さら

に小児心停止にあっては、成人を含めた全事象の

僅か２％に過ぎない(院外心停止の場合)。従って、

小児医療従事者にとっての心肺蘇生事象は、毎日

のようにＣＰＲを実施している救急救命士や救命救

急センターの看護niljに比較すれば、決して日常業

務とは言い切れない現実がある。診療所において
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1）救命処置全般

．「救命の連鎖」とは、「心停止の予防」「早期認

識と通報｣｢一次救命処置｣｢二次救命処置と,Ｍ'１

再開後の集中治療」の四つの輪を継ぎ目なく行

うことである。

・心停止の徴候を見逃さず、心停''二に至る前に

治療を開始することが重要である。

・心停止を確認したら、胸骨圧迫から心肺蘇生

（CPR)を開始する。

・胸什圧迫と人工呼吸の回数比は３０：２とする。

・胸骨圧迫は少なくとも５ｃｍの深さで、少な

くとも１００回のテンポで行う。

・良質で絶え間ない胸骨圧迫を早期に開始する

ことが重要である。

・電気ショック前の胸骨圧迫中断を妓小にし、

ショック後はただちに胸骨圧迫を再開する。

・薬剤投与や気管挿符のために胸什圧迫の中断

が長；|かないようにする。

・心拍11{開後の`'iii者では、吸入酸素濃度・換気

量の適正化、循環管理、再灌流療法、低体温療

法、血糒管理などを包括した治療により、脳機

能を含む全身機能の１１１１復を図る。

'よ、さらにその傾向が強くなるものと思われる。

BLSについては、施行者が市民であっても医療

従事者であっても、上記のとおり胸骨圧迫（と人

工呼吸）の質が重要であるとともに、まずは迅速

に開始することが肝要である。よって、医療従事

者用BLSに拘泥するあまりに実施が遅れることが

あってはならない。小児心停止の傷病者に対して、

救急蘇生を日常業務としない医療従事者が、より

簡素化された市民用BLSで何らかの救急蘇生を開

始することは、間違いではない。

３．救命の連鎖

心停止が切迫している、あるいは心停lこした傷

病者を救命し、社会復帰に導くためには、①心

停止の予防、②心停止の早期認識と通報、③BLS

(CPRとAED)、④ALSと心拍再開後の集中治療

の４要素が早期に実施されることが必要となる。

これらの各要素を迅速に、かつIlIi骨に連携させる

ための概念を｢救命の連鎖｣と呼んでいる(図１）。

過去の救急蘇生法の指針では、この「救命の連

鎖」は成人と小児の各々について異なる構成で

あった。ＪＲＣガイドライン2010においては、成人

と小児の相違を最小限とし、共通の手順で行うこ

とを反映した、わが国独自の｢救命の連鎖｣を策定

した。

「救命の連鎖｣における最初の３つの輪は、現場

に居合わせた市民によって行われることが期待さ

れる。医療従事者の役割は最後の輪となるが、診

療所を含めた医療機関で発生する心停止にあって

は、医療従事者がすべての役割を担うこともある。

また、心停止の予防についても救急蘇生の一環と

して、市民とともにその啓発に勤しむことの重要

`性を忘れてはならない。

2）小児に特異的な事項

．「救命の連鎖｣は｢心停止の予防｣から始まるも

のとして、成人と共通のものとなった。

.「心停lこの予防」は不慮の事故での傷害防11、

疾病予防による心停l上予防を含めた概念である。

・系統的な初期評価のアプローチ（評価一判定

一介入）で初期診療を進め、心停止に直結する

呼吸障害とショックを早期認識し、初期治療を

開始する。

・敗血ｿiii`性ショックでは初期治療アルゴリズム

に準じた治療を迅速に進める。

・心停止を確認したら胸骨圧迫からＣＰＲを開始

し、準備でき次第、人工Ⅱ乎吸を行う。

・脈拍60/分未満で循環が悪い場合にもＣＰＲが

必要と判断する。

４．ガイドラインの主な変更点

ＪＲＣガイドライン2010の変更`１k(としては、上記

の｢救命の連鎖｣一本化のほか、下記の変更点が挙

げられている。
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:雲f'i雪L,M蔓燃
気道確保

応援・救急隊を待つ

回復体位を考慮する

呼吸をみる

普段どおりの

呼吸あり

呼吸なし。 ゛死戦期呼吸は心停止として扱う

ＣＰＲ

ｑただちに胸骨圧i量を開始する

．強く(成人は少なくとも5ｃｍ､Ⅲ川児は胸の厚さの約1/3）～

遠く（少なくとも100回/分）

絶え間なく（中断を最小にする）

画人工呼吸ができる増合は３０：２で胸骨圧迫に人エ呼吸を加える

人工呼吸ができないか、ためらわれる場合は胸骨圧迫のみを行う

ＡＥＤ装着

ＥＣＧ解析

気ショックは必要か小]冠 つ

必要あり

■

ショック１回

必要なし

ショック１回

ショック後ただちに

胸骨圧迫からCPRを

再開｡。

ただちに胸骨圧迫から

ＣＰＲを再開.．

だちに胸骨圧迫から

..強く、速く、絶え間ない胸骨圧迫を！

救急隊に引き継ぐまで、または鷹病者に呼吸や目的のある

仕草が輿められるまでCPRを続ける

図２

・医療従事者が二人以上でCPRを行う場合、胸

骨圧迫と人工呼吸の回数比は１５：２とする。

・胸骨圧迫は胸壁が胸の厚みの約l/3沈む程度

の深さまで強く行う二，

・ＡＥＤの小児用パッド（モード）の使111年齢は

乳児も含めた未就学児とした。

５．小児の救命処置

1）BLS/PBLＳ

前出のとおり、前出のとおり、救急蘇生を日常業務としない医

療従事者が、小児心停止の傷病者に対して市民用

BLS(図２）で何らかの救急蘇生を開始することは、

間違いではない。騰踏なく迅速にＣＰＲを開始する

ことの方が、肝要である。

反応のない傷病者に遭遇した場合、応援要請を



東京小児科医会報 2013ＪＵＬＹｖｏＬ３２Ｎｏｌ1６

して緊急通報（119番通報含む）と除細動器（ＡＥＤ

含む)を依頼する。（気道確保しつつ)呼吸をみて、

呼吸がない(死戦期呼吸含む)場合は心停止と判断

する。この際、脈拍の確認に拘泥するべきではな

く、拍動の有無の判断に自信がもてない場合は、

呼吸の観察のみに基づいて速やかにＣＰＲを開始す

る。また、小児においては脈拍60/分未満で循環

が悪い場合にも、ＣＰＲを速やかに開始する。

CPRの開始にあっては胸骨圧迫からの開始とす

る。強く（胸の厚さの約1/3)、速〈（少なくとも

１００回/分)、絶え間なく（中断を最小にする）継続

する。人工呼吸の準備ができ次第、２１１１１の人工呼

吸を加え、胸骨圧迫と人工呼吸の回数比を３０：２

で継続する。人工呼吸ができない状況では、胸骨

圧迫のみ継続する。医療従事者が二人以上でCPR

を行う場合、同数比は１５：２とする。

ＡＥＤが到着し次第装着して、卉声指示に従う。

ＡＥＤは乳児にも用いることができる。乳児を含

めた未就学児に対しては、小児用パッド(モード）

を用いるが、通常パッドしかない場合には、それ

を用いる。マニュアル除細動器の場合は、附属の

ＡＥＤモードを用いてもよい。マニュアルモード

で使用する場合には、４Ｌ/kgで除細動する。

以上を実施しつつ救急隊の到着を待つのでも

よいが、診療所の設備や個人の技量によっては、

PALSヘと進む。

引、肩枕挿入、nlllH頭エアウエイ使１１１など、気道

確保のための補助的手段の事前準備もしておく。

輸液路確保に際しては、こうした緊急時に末梢

静脈路を確保することは不可能に近い。骨髄路確

保を速やかに選択されたい。診療所内での'汁髄針

の物,{,1,準備と使用シミュレーションが、事前に

されることが望ましい。急速輸液に際しては、生

理食塩液などの細胞外液補充液を使用する。灰原

`性低ナトリウム血症は神経学的転帰を悪化させる

ため、低張液は使用しない（註：１号液は低張液

である)。骨髄路から１０～20ｍl/kgを急速投与し、

必要に応じて繰り返す.アドレナリンをはじめと

する蘇生薬も、骨髄路から投与できる。

以上を実施しつつ、救急隊とともに三次医療施

設へ転送する。バッグ・マスク換気で十分な対応

が出来ていれば、気答挿管については、その優先

度は低い。長hlu雛搬送が必要な場合は、気管挿符

後の転送を考慮するが、呼気二酸化炭素検知が必

須である。声門化デバイスでもよいが、ともに習

熟が必要である。むしろ、これらによるチューブ

トラブル等の発生頻度の方が問題になることがあ

る。診療所と連携する三次医療施設との物理的位

置関係により気道管理にかかるニーズが異なるた

め、各施設での事前判断と事前準備が必要となる。

６．切迫心停止の早期認識

小児の心停]上に至る致死的病態は年齢、』志礎疾

`患、発生場所によりさまざまであるが、最終的に

は不整脈、もしくは低酸素血症とアシドーシスが

原因で心停止に至る(図３)。

低酸素血症とアシドーシスの主な原因は、呼吸

障害とショックである。呼吸障害やショックなど

の致死的病態を早期に認識し、初期治療を迅速に

開始することが、心停止の予防と救命率の改善に

不可欠である。そのためには、標準化された小児

の評価手順(図４）に従った評価・判定と、初期治

療による介入とで形成される行動サイクルで初期

診療を進める。

２）ＰＡＬＳ

人工呼吸に際しては、１００％酸素を用いたバッ

グ・マスク換気に切り替える。自己膨張式バッグ

でも、流量膨張式バッグでも、どちらでもよい。

それぞれの特性を〕q､解し、事前から使用に慣れて

おく。マスクとバッグのサイズは、さまざまの大

きざを揃えておく。自己膨張式バッグの場合、リ

ザーバーバッグがないと高濃度酸素投与が出来な

くなるため、その装着を忘れない。また、自己膨

張式バッグは、自発呼吸に対応できないシステム

が多く、その点にも留意する。さらに、口腔内吸
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生が多い事実が示されている。小児医療従事者は、

重症小児患者におけるショックの早期認識と初期

対応の重要`性について、再認識しなければならな

い時代に入った。

小児医療の歴史のなかで、小児心停止の原因と

しては呼吸障害が重視されてきた。しかし、最近

の国内国外における小児院内心停止の研究結果に

よると、呼吸障害よりもショックによる心停止発

７．市民啓発と心停止防止ｒ－－－－－－－－－－￣－－－－－…－－－－－－－
１F因侮病

小児院外心停1上については、就学児と乳児とで

対応戦略が異なる。

就学児心停止にあっては、学校はじめ公共の場

での発生が多く、心原性心停止が従前の説よりも

多いことが示されつつある。よって、就学児心停

止に遭遇した市民が､成人と共通の市民BLSを(胸

骨圧迫だけでもよいから)迅速に開始するだけで、

その転帰の改善が期待できる。市民BLSの啓発は、

成人心停止に限定したものではなく、就学児童の

将来のためにも重要な社会啓発であるとの理解の

もと、小児医療関係者もその社会啓発に積極的に

取り組むべきである。

一方、乳児心停止にあっては、呼吸原』性が多く、

心肺機能不全

図３
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|ｉ①まず救助1Hの片笛の上に乳児芝うつぶせに乗せ､手のひらで乳

！児の餌を支えながら､頭目Bが低くなるような姿■にして突き出

｛す｡もう－万の手の付け根で､背中の真ん中を只油が取れるか

｝反応がなくなるまで強く叩く。

｜②敏助者の片､Uの上に乳児の■中を乗せ､手のひらで乳児の後顕

ｌｉ部をしっかり支えながら､頭部が低くなるよう仰向けにし､も

｜う一方の手の】８２本で､閃の真ん中を力強く数回迎統して圧迫
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家庭での発生がほとんどである。また、乳児心停

止の転帰は極めて不良であり、乳児突然死症候群

はじめ、原因検索が十分にされていない現況にあ

るのも問題である。両親に対しては、乳児に対す

るCPR手技を含めたPBLSを、セルフトレーニン

グツールなども用いつつ、啓発する機会を模索す

べきである(図５，６）。

なお、医療従事者用の小児救急蘇生法の習得

コースは､国内でも各種開催されており､下記ウェ

ブアドレスを参照されたい。

https://ｗｗｗ・jspiccjp/pals/index・ｈｔｍｌ

http://pals-kyushuorg／

http://www・aclsjp/archive/course/course-

pals2010php

8．おわりに

以上、診療所で必要とされる小児救急蘇生法

(PBLS/PALS）について概説した。「救命の連鎖」

が市民・診療所・救急隊・三次医療施設の間で構

築された全体像を術勵すれば、その中で診療所と

三次医療施設とがお互いに協力しつつ、各々が社

会に対して果たすべき役割が、より明確化される

ものと考える。
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食物アレルギー急性症状に対する初期治療

神奈川県立こども医療センターアレルギー科栗原和幸

においても食物アレルギーの患者、急`性症状、ア

ナフイラキシ－に遭遇することはまれではないで

あろう。

はじめに

東京都の３歳児全都調査では、アレルギー疾患

の中で食物アレルギーの増加が最も顕著で、平

成21年には14.4％に達している’)。アナフイラキ

シーの原因は、全年齢層では食物、昆虫刺傷、薬

物の順であり、小児においては食物の頻度がさら

に高く、３７～85％と報告されている２)。＿般医家

1．食物アレルギーの症状

１）症状の種類

食物アレルギー固有の症状はなく、いろいろな

アレルギー症状が組み合わざって出現する。主な

表１食物アレルギーの症状

部位、臓器

消化器

で な

●●●●●●●●●●●の●B●●●●●の●①●●●●●⑪●●●●●●●●●●●巳●●●●●巳●●●●●●C●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●の●●■●●の●●●●●●●●□●●●●●●●●C●●C●■■●●●●●□●●●●●●●●ｃ●C●●巳●●●●●｡P●e●□●●●●●●●●●●●●●●●●●●①●●●●●■■●■●■■●①●●⑪■巳●●Ｕ●⑪⑪●■Ｕ●｡＄●⑤P⑪■■⑪●P■■▽●己●■｡■■巴●ら?■句■p■■●｡｡C●■□｡｡の■■⑪勺●ｐ●●■■●■｡●■■⑪■●●の●●●●●●●●■●●●●●●●●C●●C●■■●●●●●□●●●●●●●●ｃ●C●●巳●●●●●｡P●e●□●●●●●●●●●●●●●●●●●●①●●●●●

部位、臓器 症状

皮膚 紅斑、痒み、墓麻疹、浮腫

粘膜

目：充血、痒み、浮腫、流涙

鼻：鼻汁、鼻閉、くしゃみ

ロ腔：違和感、痒み、痛み、唇腫脹、

消化器 痒み、違和感、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、血便

呼吸器
喉頭違和感、痒み、絞拒感（しめつけられる感じ)、咳き込み、喘鳴、

項声(させい＝かすれ声)、無声、陥没呼吸、呼吸困難、チアノーゼ

神経 活気低下、不穏、入眠、意識障害

循環器 頻脈、動Ｉ悸、血圧低下、四肢冷感、チアノーゼ、徐脈

全身性 上記症状の組み合わせ、
￣

ンヨツ ク
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図１食物アレルギーの反応の時間的経過

即時反応は原因食物摂取の数分後にはじまる（即時反応ｌ）こともあれば、２時１１Ⅱ近く

たってから始まる(即時反応２）こともある。注意しなければいけない点は、最初の即時反

応が消失した後に、遅発反応が出現する例があることである（即時反応＋遅発反応＝二相

性反応)。遅発反応のみが現われることもある．

また、さらに遅れて、ＩｇＥとは別の機序で遅延型アレルギー反応が見られる場合もある

と考えられている。

症状を表１に示す．皮膚、粘膜症状が最も多く、

典型的なのは葦麻疹である。皮膚、粘膜症状を欠

く場合には、アレルギー反応であることに気付く

のが遅れることがある。異常に眠り込むことがあ

るが、刺激で容易に'１を覚まし、反応しない場合

は、ショックによる意識レベル低下の可能性があ

る。アナフイラキシ_という言葉は臨床的に明確

な規定があるわけではないが、体全体あるいは

複数臓器に症状がｌＩＩ１現したり、呼吸lKl難や意識障

害などの症状が現われていれば該当すると考える

のが妥当である。原因不明のショック時に血清や

血漿が保存されていれば、それぞれトリプターゼ、

ヒスタミン濃度の測定でアナフィラキシ_診断の

一助となる可能性はある。

危険な状態として|喉虹浮腫とショックの２点の認

識が必要である。喉頭浮腫では､犬吠様咳嗽､嗅声、

無声、を生じ、患者は喉頭絞拠感を訴え、狭窄の

程度に応じて吸気性喘鳴、陥没呼吸が出現し、窒

息の危険がある。ショックは血液分布異常を主体

とし、心機能異常が加わる場合もある。血圧が低

下し、、液循環が障需され、活気がなくなり、立

位不能、顔色不良、ULl肢冷感、チアノーゼ、意識

状態低下、長引けば多臓器不全を生じる。

３）時間的経過（図１）

IgE抗体が関与する典型的即時型アレルギー反

応はアレルゲンとの接触から15分で現われる。食

物アレルギーでは、原因食物と接触した粘膜など

でより早く'11現する場合もあるが、食物が腸符か

ら吸収された後に出現する場合もあり、摂取か

ら２時間以内の症状を即時反応と捉える。即時反

応消失後に遅発反応が現われるﾆｲⅡ性反応が少数

例でみられる。納豆による遅発アナフイラキシ_

の報告もあり４)、いつ摂取した食品による症状か、

２）致死的な危険な症状

アナフイラキシ_における直接死因は、窒息

45％、ショック４１％、不lﾘj９％、ＤＩＣ３％、アド

レナリン過量２％であり３)、コントロール不十分

な喘息の合併が死亡リスクを高めると考えられる。
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呼吸器症状消化器症状 ショック皮膚症状

激
c◆．．◆．｡

．､ぷ゜｡･･･.．..．静脈確保(困難なら骨髄輸液）

開始液あるいは等張液:維持量

ショック:等張液(糖なし)、１０～20ｍl/kg･急速

酸素吸入入

|/kg･急速●
●

■－●

アドレナリン1000倍液注射(1ｍｇ/ｍｌ）0.01ｍl/kｇ
筋肉＊、皮下(緊急でない場合)、静脈(重篤､100倍希釈して緩徐に注射）

効果不十分なら5～15分毎に数回反復

）

ヒスタミンH1受容体拮抗薬＊＊

注射(静脈､筋肉、皮下)、内服

Ｈ２受容体拮抗薬併用を考慮
６２刺激薬吸入

(気管支喘息の治療）（

腎皮質ステロイドホルモン注射、内服副

入院帰宅=*＊

図２医療機関におけるアナフィラキシ－の治療手111頁

＊大腿前外側

＊＊ヒドロキシジン塩酸塩(アタラックスーＰ')は使用すべきでない

＊＊＊遅発反応についての注意を与える

確定は慎重を要する。同一`患者では同様の症状を

繰り返すことも多いが、全く異なる症状が出現す

る場合もある。徐々に悪化していくとは限らず、

いきなり重症化する場合もある。

2．治療

食物アレルギーの症状は多彩で、短時間の内に

急速に変化するので、その時々の症状に対して適

切で迅速な対応が求められる。重篤でなければ軽

'決、消失するのも早い。生命危機から救うため

に最も重要な処置はアドレナリン筋肉注射であり、

,患者自ら注射できるように工夫した製剤がエピベ

ンwである。

４）アナフィラキシ_死の疫学

昨年、調布市で学校給食での誤食により急激に

死に至った牛乳アレルギー児童の事例が広く報道

された。国の公的な統計である厚生労働省人口動

態統計によると、1996～2011年のアナフイラキ

シ_死の原因としてはハチ刺傷が多く、減少傾向

ではあるが年間13～34人で、食物アレルギーは

年間Ｏ～５人で、平均すると３１人である。わが

国の年間総死亡数が約１００万人で、交通事故死が

6,000人、自殺は３万人、食べ物による窒息死が

４，０００人程度いることを考えれば、食物アレルギー

のために死に至るケースは極めて稀である。アナ

フイラキシ－の特性を理解して、適切に迅速に対

応することが肝要である。

１）治療の流れと使用薬剤

アナフイラキシ_における薬物療法の全体的な

流れを図２に示す。食物アレルギーの症状、経過

はさまざまであり、同定した一つの方針で対応

できるわけではない。実際には軽症の症例が多

く、皮膚、粘膜症状だけで、呼吸症状や血圧低下

の所見がなければ、抗ヒスタミン薬の内服で経

過を観察する。非鎮静性のものを優先すべきであ

る。眼症状が強い場合、内服では効果が出にくい

ので、抗アレルギー薬、抗ヒスタミン薬、ステロ



東京小児科医会報2４ 2013ＪＵＬＹｖｏＬ３２Ｎｏ」

アナフィラキシー関連情報を

記載したカードの携帯

図３患者指導としての食物アレルギー症状に対する緊急処置

イド薬の点眼を行う。消化器症状にも内服が可能

であれば抗ヒスタミン薬を使用するが、効果は

あまり期待できない。腹痛が強い場合にはアドレ

ナリン筋注、嘔吐を繰り返す場合は輸液なども検

討する。’１１１１頭粘膜の刺激による咳き込みで、IliiiU鳥

や'1乎吸困難がなければ抗ヒスタミン薬で対応が可

能である。程度が強い場合や内服が不可能な場合、

抗ヒスタミン薬は注射する。非鎮静`性抗ヒスタミ

ン薬の注射用製品はなく、ｄ－クロールフェニラ

ミンマレイン酸塩（ポララミンg）などを使用する。

皮下、筋肉、静脈内への注射が可能である。ヒド

ロキシジン塩酸塩(アタラックスーP注射液③）は鎮

静、鎮吐しか適応がなく、皮下注射は不可で、鎮

静作用が強く、好ましくない。

咳き込みがひどい場合や、喘鳴が聞かれる場合

には気管支拡張薬（β2刺激薬）を吸入するが、喉

頭浮腫に対しては効果はない。内服や貼付は効果

発現が遅い。喘鳴がなくても肺組織の浮脆などに

より低酸素血症を来す場合があり、パルスオキシ

メーターを装着し、血圧も早期に測定しておくべ

きである。

ステロイド薬は数時間以上かけて効果が出現す

る,」遅発反応を抑える可能性はあるが、科学的な

証明はない。重症の場合には他剤と併用すること

が多いが、単独での使用は内服でも静注でも緊急

対応としての意味はない。

｜喉頭浮腫あるいはショックが考えられる場

合、症状を改善できる薬物はアドレナリンであ

り、1,000倍希釈アドレナリン（ボスミン注しなど）

001ｍl/k９（小ﾘjでは最大0.3ｍｇ）を大腿部に筋注

する。アドレナリンの主な薬理作用は強力な血管

収縮で、血圧を上げ、粘膜腫脹を軽減する。劇薬

であり、慎重な使用を心がけるべきであるが、重

症アナフイラキシ－と診断した場合には絶対的禁

忌はなく、積極的に使用する。効果持続時間は短

く、１６～35％で反復使用が必要であったと報告さ

れている。全身状態が不良でなく、喉頭浮腫の所

見が明らかな場合は、アドレナリンの吸入（１，０００

倍希釈アドレナリン、注射液でも外用液でも可、

0.1～0.3ｍl＋生食２ｍl）も効果的である。明らか

なショックの場合、急速輸液が必要である。大量

輸液による高血糖を避けるために糖を含まない生

食やリンゲル液で開始する。改善して帰宅させる

場合に、遅発反応の}U現の注意を与える。

２）救急蘇生

どこまでの処i二iが１１J能かはそれぞれの施設、そ

の時の状況によって異なる。一人での対応には
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携帯、緊急時の使用に便利である。また、エピペ

ン川口についての情報は、実際に処方するかどうか

は別としても、積極的に患者・保護者に伝えてお

くべきである。エピペンに関するパンフレット、

ＤＶＤ、練習用トレーナーは製薬メーカーのウェ

ブサイト(PfizerPRODirect)から入手できる。地

域にアレルギー専門医がいれば、活用すべきであ

ることは言うまでもない．

限界があり、アドレナリン注射を超える処置を

要する場合は、緊急に病院への搬送を考慮すべ

きである。ショックの場合、仰臥位で下肢を拳

上するショック体位を取らせ、十分な酸素吸入

を行う。心肺停止の場合に、以前はＡ（airway気

道)、Ｂ（breathing呼吸)、Ｃ（Circulation循環）が

提唱されていたが、現在ではＣＡＢであり、Ｃは

compression＝圧迫、すなわち胸骨圧迫による心

マッサージを意味する５)。自動体外式除細動器

(ＡＥＤ）は心室細動には有効だが、心停止には無

効である。
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3．再発防止のために

緊急時の対応に次いで必要になることは、原因

の確定と再発時の対策である。加工食品の場合は、

その包装などを保存して成分の正確な把握に努め

る。複数回の履歴を振り返ることで原因が絞られ

ることがある。通常は候補とならない物質でも最

初から排除すべきではない。筆者は最近、甘味料

のエリスリトールが原因のアナフィラキシ_例に

遭遇した6)。また、虫歯予防効果を躯っているリ

カルデント①含有ガムがあるが、リカルデント皿は

CPP-ACPというカゼイン分解物であり、牛乳ア

レルギー患者は症状誘発の危険性がある。

患者に指導するアナフイラキシー出現時の対応

を図３に示す。原因食品の種類や数、これまでの

症状、居住地域における緊急医療の体制、などに

より、指導の内容は異なってくる。抗ヒスタミン

薬は、最近、口腔内崩壊錠(ＯＤ錠）が増えており、
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為であり、１００％副反応が起こらないとは言い切

れない。その中でも、接種中や直後に起こるトラ

ブルとして知られているのは、痛みに対して起こ

る血管迷走神経反射とアレルギー反応によって引

き起こされるアナフイラキシ_である。この二つ

は、今春改定された副反応報告基準の報告事象・

症状にも取り上げられている。こういったトラブ

ルは残念ながら、一定の確率で発生するので、も

し自院で起こった場合に慌てないで済むように日

頃から救急措滑に使用する備品準備と対応力法の

心構えが欠かせないこととなる。

予防接種直後に起きうる重篤な副反応

予防接種は、人をＶＰＤ(ワクチンで防げる病気）

から守るワクチンを接種する大事な行為である’)。

使用されるワクチンは、きわめて安全な医薬品の

一つだが、まったく副反応がないわけではない。

本稿では、ワクチン接種後に起きうる有害事象の

うち、接種直後に発生し、医療機関内で緊急対応

を必要とする血管迷走神経反射とアナフイラキ

シ－への対応を中心に考えてみる。

近年、わが国では接穂できるワクチン種類が欧

米諸国並みに増えつつある。その中には、ロタウ

イルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌

ワクチンのように生後２か月からの早鬘期開始が求

められているものもある。接種方法においても早

期に一気に免疫をつけるために同時接種が普及し

始めた。こういった変化により、従来以上に安全

性への関心が高まっている。接種者も接種過誤を

起こさないように今まで以上にﾎﾞ'''心の注意を払わ

なければいけない。予防接種においては、健康体

である被接種者に医薬品とはいえ異物を入れる行

アナフイラキシーと血管迷走神経反射

予防接種後は、原則30分は接種場所で被接種者

の様子を見ることが必要である２)。アナフイラキ

シ－の発生の大半は、接種直後から30分以内に起

こるからである。その場を離れなければならない

事情があれば、必ず接種医と連絡が取れる体制を

整えておく必要がある．もしもの時に手遅れにな

らないように心しておくよう被接種者自身もしく

は保護者にそのことをきちんと説明しておくこと

ＯＯＯＯＯＤＯ０ｏｏＯｏＯ｡･･･●９－９－････ＯＯｏＤＯ●･･･●･ＣＤ●｡●ＯＯｏＯＯＯＯＤＯＯＯｏｏ･･････●･ODG．．、●･･｡｡●。･･･｡｡･･･．･･･････｡･･Ｄ００００ＤＤＯ････・・・｡●･ＯＯｏＯＯ６･Ob--6~6~b~万万丁丁了丁了丁丁丁丁了丁丁示で~ＴＴＴテテテＴＴＴ示了チテテＴＴテテテテテテテ完●ロ･･････････｡･･･。●９－９－････ＯＯｏＤＯ･･･Ｏ●･ＯＤＤＤＣＯＯＯＯＯＯＯＤＯＯＯＯｏ････｡●●･ＣＯＣＯ．、･･･ＤＣ･･･｡●｡｡･･･｡･･●。｡Ｏ･ＣＯ●、●ＯＯＯＤＤＯ･･･ＣＯ･ＯＣＯ･ＯＯｏＯＯ●●･ＤＯＤ･ＣｏＯＯＯ●●････｡･･･己~己一了了了丁ＴＴＴ丁丁了丁示ＴＴＴＴテテテテ了了了示

特集

診療所で必要な救急処置
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数低下が見られると記載があるが、予防接種でも

一定の割合で起こることが想定されるので、被接

種者および保護者には、こういう状況の発生の可

能性についても事前の説明が必要と考える。

が必須である。また、ＨＰＶワクチン、二極混合

ワクチンなどの年長者が対象となる接穂後には、

1,符迷走神経反射による失神が起こる可能性もあ

ることも承知しておかなければいけない。特に

HPVワクチン接種は筋肉内接種が求められ、皮

下接種になれている日本人はその痛みに対して過

度に心配する向きもあり、そのためトラブルが起

きる頻度が増しているのではないかと取りざたさ

れている。このため、接種1141:後には被接種者を背

もたれのある椅子にゆっくり腰掛けぎせて少なく

とも30分は体調の観察をすることが求められてい

る（当院では高校生までは必ず保護者同伴で接種

している)。失神状態となった場合に、運悪く前

のめりに倒れて顔面の打撲、骨折や歯の損傷を起

こした報告もされているので付き添っている者も

細心の注意が必要となる。接種に際しては、緊張

が強いとAIAわれる場合や、以前の予防接種や採血

で気分の悪くなった既往のある肴には、ベッド

に臥床した状態で接種をするほうが安全とﾉﾑ(われ

る。血符迷走神経反射とは、注射の痛みや恐怖・

不安などの精神的動揺により自律神経系が刺激さ

れ、全身の血管床が拡張することで脳ｍ流が低下

し、血圧の低下、心拍数の減少を拓く生理的反応

のことで、アナフィラキシ一との鑑別が必要とさ

れる。発症者は、下肢を挙止気味な体勢でしばら

く臥床させて休息をとらせることでl111復する。成

人の採川経験の豊富な日本赤十字社によると、献

1ｍに関連する採m1時に約0.9％の蹴度で発生する

と報告しており、採血開始後５分以内に発生する

ことがもっとも多いが、採Ⅲ後、または採1m前に

起こることもあると報告している。反射は、献血

者の心剛的不安、緊張もしくは採Ihlに伴う神経生

理学的反応による。症状には個人差がある。軽症

では気分不良、顔面菅白、冷汗、悠心、l1lIi吐等が

見られ、ごくまれではあるが、重症になると、こ

れらに加え５秒以上の意識喪失、漉蟻、尿失禁等

が起こる。意識喪失によって転倒や外傷を引き起

こすこともある。その他、、圧低下、徐脈、呼吸

アナフィラキシーとは

次に、アナフイラキシ_の発生とそれに対する

対応策を考える。

アナフイラキシ_は、ほとんどのワクチンの添

付文書に記載されている重篤な副反応であるた

め、副反応報告鍵準にも報告事象・症状の一つと

して取り上げられている３)。接種後の発症の大半

はEu時反応であるが、きわめて稀に遅発型も起こ

るので、照け出基準では発症４時間までのものが

報告対象とされている。事象・症状の概要は、抗

原・抗体反応による即時型アレルギー反応が主体

で、葦麻疹、低I､圧、呼吸困難、意識障害等の複

数臓器の症状が出現する。循環器症状や神経症状

を伴う場介は、ショック状態と呼ぶと記載されて

いる。先に記載した血管迷走神経`性失神も報１１ﾃ対

象となっているが、こちらは失神を伴うものに限

られており、その発症機序から、接種後30分以内

に発生したものが対象で、事象・症状の概要には、

全身の脱力を伴う一過'性の意識消失発作であり、

その持続時'''１は長くて数分と短く、後遺症を残さ

ずにl11復すると記載されて、アナフイラキシ_と

はⅨ別されている。

繰り返しになるが、アナフィラキシ-はワクチ

ン接種によって引き起こされるため、大半は、接

種疽後から５分以内に生じ始めることが多いが、

通常は30分以内に発生する。残念ながら、副反応

ゼロのワクチンは存在しないので、アナフイラキ

シ_もいつ誰にでも年齢`性別を問わず起こりうる。

特にアナフイラキシ_既往のある被接種者の場合、

以前のそれがワクチン接種が誘因と明確にされて

いなくても、接種でアナフイラキシ_を起こす可

能性は既往のないものに比べれば高いと推測され

るので、接種のたびにいっそうの注意が必要とな
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表１アナフィラキシーの症状

全身症状

千葉市つばきこどもクリニック椿俊和先生提供

表２アナフィラキシ~治療に必要な薬剤と器具

器具：血圧計、静脈路確保用品(輸液チューブ、留置針、三方活栓を含む)、喉頭鏡気管チューブ、エア

ウェイ、マウスピース、アンビューバックとマスク、酸素

千葉市つばきこどもクリニック椿俊和先生提供

チンに含まれる成分に対する急`性の過敏反応によ

り起こるが、最悪の場合には死に至りうる全身の

反応である。表１に示すように全身症状および臓

器別に症状がでるが、これらの症状が同時または

引き続いて複数臓器に現れることをアナフイラ

キシ_という。さらに、血圧低下が急激に起こ

り意識障害等を呈することをアナフイラキシ-．

ショックと呼び、この状態は生命の維持上危険な

る。

発症の予測は困難であるが、それでも念を入れ

て、予診の際の予診表記載事項のチェック、特に

基礎疾`患のある場合には疾`患の状態や治療内容な

ども確認しておく必要がある。さらに、診察時に

は気になる身体所見がないかのチェックも大切で

ある。

予防接種によるアナフイラキシ_反応は、ワク

自覚症状 他覚症状／所見

全身症状 熱感、不安感、無気力感 冷汗

循環器症状 心悸冗進、胸内苦悶 血圧低下、脈拍微弱、脈拍

頻数、チアノーゼ

呼吸器症状 鼻閉、喉頭狭窄感、胸部紋

拒感

くしゃみ、咳発作、喘鳴、

呼吸困難、チアノーゼ、

消化器症状 悪心、腹痛、腹鳴、便意、

尿意、口内違和感、異味感

嘔吐、下痢、糞便、尿失禁

粘膜・皮膚症状 皮膚掻痒感 皮膚菅白、皮膚の一過性紅

潮、じんましん、眼瞼浮腫、

ロ腔内粘膜浮腫

神経症状 口唇部しびれ感、四肢末端

のしびれ感、耳鳴り、めま

い、目の前が暗くなる

けいれん、意識消失

薬剤 用法・用量

0.1％エピネフリン(ボスミン
⑨

、 エピネ

プリン注0.1％シリンジ｢テルモ｣⑰）

0.01ｍｇ/k9筋注（必要に応じて５～15分ごとに追加

投与する｡多くの患者は１～２回の投与で反応する）

H,拮抗薬(アタラックス⑨） Hydroxyzinehydrochlo｢ｉｄｅＯ､5～１ｍｇ/kg静注

ステロイド薬（水溶性ハイドロコート

ン
⑧

、

ロン
⑧

ソル・メドロール
⑨

、 プレドニゾ

Hydrocortisone5～１０ｍｇ/kg、methylp｢ednisolone

1～２ｍｇ/k９（最大125mgまで）静注、またはpred‐

nisolonel～２ｍｇ/kg(最大75ｍｇまで)経ロ

生理食塩水 １０～20ｍl/kg/時

気管支拡張薬(β2刺激薬：ベネトリン

吸入薬、メプチン⑪吸入薬）

⑪
0.1～0.3ｍlを生理食塩水２ｍlに混ぜて吸入（20分ご

とに追ｶﾛ投与可）
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含有、小児用0.15ｍｇ含有)。接種は大腿外側への

筋肉内注射が原則。皮下注射より効果が高いこと

がわかっている（対象者が子どもで、万が一現場

に成人１１jエピペンしかなければ祷跨せずそれを使

用してかまわない)。患者の体位は、下肢を挙止

した臥位とする。下肢を挙止することで静脈還流

の増力Ⅱを促す。立位や廃位でいたり、急に立ち上

がったりすると急変して死亡するとの報告もある。

呼吸苦がある場合、酸素の１１]意があればフェイス

マスクなどを使った高流)１tで投与する。喘’1J､症状

が出るなら気管支拡張ﾊﾟﾘの吸入も行う。気道閉塞

が強ければ気道確保が必要な場合もありうる。ア

ナフィラキシーショックの場合は、輸液も大切で

ある。血圧が低下すると末梢血管の確保が難しく

なるので、人手があれば早めにルート確保してお

く。血管透過`性冗進のために早ければ発症lo分以

内に35％の体液がⅢ答外に失われるとの報告もあ

る。輸液内容は生理食塩水で、これを急速投与す

る（成人なら最初の５～１０分で５～lOml/kg、小

児ならlOml/kg)。この際、濟しい血圧低下があ

り、意識低下があるなら胸部圧迫による心臓マッ

サージ(lOOF11/分)を行いながら、ＡＥＤの電極パッ

ドを胸部にⅡ,}iり、作動が必要かどうか音声ガイ

ダンスの指示を仰ぐ(小児の場合は小児)Ⅱパッド、

または小児用出力に切り替える：年齢や体重が分

からない場合は、祷蹄せずに、速やかに成人用で

対応する）(小児とは１歳以上８歳未満または体重

25kg未満をさす)。その他の薬剤については、ス

テロイド投与(経口または静注)に即効`性はないが、

血管透過'性抑制により血漿の血管外漏出を防ぎ二

次』性ショックへの移行を抑制するといわれており、

あくまでも二次反応予防としての位置づけとして

使用する。また､抗ヒスタミン剤投与(経口または、

皮下注、筋注、静注）は皮膚症状軽減のためには

役立つ。

以_上の初期対応をしながら救急隊の到着を待つ

ことになる。結局は備えあれば憂いなしで、処置

に必要な薬剤をｌか所にまとめて置いておく、ま

状態である。このため､アナフイラキシ_が起こっ

たと気づいたら全身くまなく観察し、症状を迅速

に把握し、早急に適切な初期対応をすることが求

められる。

被接種者側のリスク因子としては、他の医薬品

でのアレルギー反応の既往、食物アレルギー、気

管支喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎

などのアレルギー歴や疲労などが上げられる。米

国での統計では女性に多いとされており、これら

を予診時に把握できていたかどうかも迅速な対応

が出来るかどうかの分かれ道となる。

運悪くアナフィラキシーに遭遇した場合：

診療所でできること

表２に、アナフイラキシ_治療に必要な薬剤と

器具を記す。さらにＡＥＤの用意があると心強い。

不幸にしてアナフイラキシ－に遭遇してしまった

ら、大声を出し、まず人を集める。

救急薬品を持ってくる、もしくは持ってこさせ

る。ＡＥＤもあれば使えるように準備する。医師

は患者に対応しその場を離れてはいけない。誰

か他の１人は救急車を要請する。初期治療で改善

が見られてもリバウンドの起きる可能`性があるの

で二次医療機関への搬送を原則とする。曰院内で

も、アナフイラキシ_が起こったことを想定した

シミュレーション訓練をして寸手ｌ１１Ｈ・役割分担な

どを確認しておくといざというときに慌てないで

済むし、無駄な時間を省ける。

さて、治療に当たっては、まず発症者(魁者)の

バイタルチェックをする。呼吸、循環、意識状態

など全身の症状を確認する!)。声かけで集まった

スタッフで役割分担を決め、治療担当、記録担

当、連絡担当に分かれる。治療薬剤の第一選択は、

アドレナリン注射である（アドレナリン0.01ｍｇ／

k9筋注）（最大堂：成人０５ｍｇ、小児0.3ｍｇ)。多

くは１回か２１口1の投与で反応するが、さらに反復

投与が必要となる場合もある。もし発症者がエピ

ベン保有者なら、それを利用する（成人用0.3ｍｇ
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たは救急薬品として一個のバッグに入れておく、

それがどこにあるかはスタッフ全員が覚えておく

等、日頃からの準備が必要である。
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以上、遭遇したくはないが、いざ起こった場合

には慌てず対応できるために、物品の準備ととも

に院内での日頃の訓練の大事さを認識しておいて

いただきたい。
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る。このようなｿiiﾐ例では、検(健)診、他の主訴で

来院し、聴診や心fLilX1記録により気づかれる。

診療所では、失神・意識障害を起こした場合に

備えてＡＥＤやパルスオキシメータが装備されて

いることが望ましい。不整脈を含めてそのような

症例に遭遇した場合には、緊急蘇生処置に準じて

取り扱うことになる。その場合の対応はPALSに

関する別稿に詳しく解説されるのでここでは省略

する。

はじめに

不整脈およびその関連症状の多くは、常時出現

しているよりは発作性で、他の疾,患や誘因により

起こっている場合もある。入院病床を持たない一

般外来を中心とした診療所では、不幣脈および関

連の症状に緊急に対応する必要に迫られることは

稀である。このように、不整脈の診断、およびそ

れに対する適切な対応は、初回の短l1lFlIljの診察だ

けでは困難で、対処に苦慮することが多いことが

現実であろうと思われる。本稿では、一般診療所

での、不整脈およびその関連症状や専門柄院にて

対応を依頼する不整脈の判定について記す。

Ⅱ不整脈の診断

不整脈を疑った場合には、呼吸状態、血圧の測

定、聴診、触診にて脈の状況を判断するなどバイ

タルサインの確認をまず行う。基礎心疾患の有無

を問診することも有用である。先天'性心疾`患およ

びその術後例、肥大型などさまざまな型の心筋症

例では、予後が恐いことが知られている。

症状があれば、それに対する処置を行い、合わ

せて診断のための心電図の記録を行う。症状が重

篤であるなど緊急を要する場合には、暫定的に肢

誘導のみで心電図のモニターを行うこともあるが、

Ｌ不整脈の症状

不整脈の症状としてあげられるのは、動悸（何

もないのに、急に心臓が早く打つ)、脈の不整(脈

が時々途切れる)、失神およびその前兆(ふらふら

する、１１の前が暗くなり気を失う、あるいは失い

かける、特に運動中や運動後)である。実際には、

本人の自覚症状に乏しい場合も多いことに留意す

特集

診療所で必要な救急処置

●●●巳●●●●□●●■●●●●●巳●●●●●●●●●●●●●■｡●●e●●○Ｐ●●●●O●①●●■■●●●CＤ●⑦●●●●●●●●●●ｃｃ●●●巳●●●｡●●●｡●●●●■●●｡｡●｡●●●●●●●●●■●●●Ｃｅ●●●●■●①●●●●●B●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●p●C●●●●の●■●●●B●□●●●■●●●
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症状や血行動態が安定したところで正確な診断を

行うためにも胸部誘導を含めた12誘導心電図を記

録しておくことが望ましい。

Ⅲ個々の不整脈への対応

心電図記録により、不整脈の診'折を行うが、ま

ず、表｢精密検診とする不整脈｣のなかの「速やか

に対応する不整脈｣の有無を判断する(表，図１～

５）。

心室頻拍、上室頻拍は頻脈として、洞機能不全

症候群、完全房室ブロックは徐脈として、心房細

動、心房粗動、ＷＰＷ症候群十心房細動は、脈不

整としてとらえられることが多い。頻脈で、毎

分140(中高生)または150拍(小学生)以上、徐脈で

毎分40(中高生)または45拍(小学生)以下の場合は、

特に注意が必要である。また、心電図の基線を観

察し、平坦な部分がなく常に揺らいでいるような

波がある場合には心房細動や心房粗動を疑う。

これらの不整脈所見が得られた場合には、心電

図のモニター、バイタルサインの反復記録、意識

状態のチェックを行いつつ、速やかな専門医療機

関の受診を考慮する。

表精密検診とする不整脈

速やかに対応する不整脈

,心室頻拍

・心房細動

・心房粗動

．上室頻柏

・ＷＰＷ症候群十心房細動

・洞機能不全症候群

・完全房室ブロック

早期に対応する不整脈

.第２度房室ブロック(Mobitz型）

．ＱT延長

．ＱT短縮

・多形性心室期外収縮

・２連発心室期外収縮

・ＲｏｎＴ心室期外収縮

・ＷＰＷ症候群で頻拍発作が疑われる場合

・後続心拍にT波異常を伴う心室期外収縮

・Brugada様心電図(Brugada症候群）

・完全左脚ブロック

・その他致死的と思われる不整脈

症例により、初回時の心電図記録のみでは十分

な情報が得られず、不整脈の詳細が把握できない

場合がある。その場合には、心電図の反復記録に

加えてホルダー心電図検査、イベント心電lXl検査、

運動負荷心電図などが有用で、検査による心電図

熊

蝋lililiilTilll
図１，，室頻柏（幅広いＱＲＳが連続してみられる）
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図３完全房室ブロック(P波とQRS波が独立して出現している）

情報の集積からより正確な診断が可能となり、そ

の後の治療方針立案の参考となる。これらの検査

と並行して、基礎心疾患の有無についての精査を

`し､エコー図検査などにより行う。基礎心疾`患があ

る場合、上記の各種心電図検査の実施が難しいの

であれば、専門医療機関を紹介したほうがよい。

1）洞機能不全症候群（図５）

洞結節の興奮は、心電図で洞結節の興奮は、心電図ではP波波形として認

識され、その所見により同機能を推定する。Ｐ波

とＰ波の間隔が大きく拡大していたり、Ｐ波の所

見がみられなくなっているなどの所見があれば、

洞機能不全を考慮する．

次に、精密検査のために専門医療機関に紹介等

により対応することとなる不整脈、心電図所見に

ついて、主な特徴を記す(表)。

２）第２度房室ブロック（図６）

正常伝導では、Ｐ波の後にQRS波を伴うが、こ

のQRS波が時々欠落する場合を、第２度房室ブ
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■

図４心房細動(心房波が細かい基線の揺れにみえる）

蟹…

図５洞不全症候群(矢印はＰ波を示し、その間隔は著しく拡大している）

X;Zi霧ii三重]震ZliZi室三ＫX三ZNK蕊二三;雲塞琴､9重三Ｊi蓬ji静；

讓篝鑿鑿鑿篝|篝篝篝讓篝
図６第２度房室ブロック(Wenchebach型、矢印は欠落したＱＲＳ波を示す）

のリスクが高く、完全房室ブロックに移行しやす

いとされている。

ロックと呼ぶ。第２度房室ブロックには、Ｐ波と

QRS波の間隔が徐々に拡大してQRS波が欠落す

るWenchebach型とそのような所見を伴わず、欠

落するMobitz型がある。後者の力が、伝導障害
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図７ＱＴ延長(QTc＝0.50と高値を示している）

ＩTｖ
図８Brugada様心電図(左、右はそれぞれcoved型、saddleback型波形とよばれる）

３）ＱＴ延長（図７）

QRS波の初めからＴ波の終了までの時'''１は、心

室の興奮とその回復過程を示すとされている。厳

密には、この時間は心室のすべての部分で一定で

はなく部位による差がありＦ１分極の不均一性と呼

ばれている。再分極不均一性が大きいと心室性の

不整脈を惹起しやすくなる。ＱＴ時|川が延長して

いる例では、この不均一性が大きいと判断され、

torsadesdepointesと呼ばれる心室性不整脈発作

からの失神、突然死に留意する必要がある。ＱＴ

時間は、心拍数（心拍間隔）により変化するので、

下記の補正式がもちいられており、いずれの補正

にても、0.45以上の値を示す場合には精査を行う。

Bazettによる補正：OTC＝ＱＴ/VR7マ

Fridericiaによる補正：Ｑ〃て＝ＱＴ/（/R7マ

4）ＱＴ短縮

ＱＴ時間が極端に短縮している例で、心室`Wﾐ不

整脈や突然死が多いことが報告されている。現在、

定まった基準はないが、上記Bazzettの補正式に

よ')、0.33～0.35以下の値を示す場合には、注意

が必要とされている。

５）注意を要する心室期外収縮（多形性、連発、

ＲｏｎＴ型）

心室`性期外収縮は、基礎心疾`患がなく、運動負

荷で増加しなければ一般的には心配のない不整脈

であるが、複数の期外収縮波形を示す多形`rlﾐのも

の、心室`性期外収縮が連発するもの、先行する心

拍のＴ波の頂点付近の時相で期外収縮が出現する

ＲｏｎＴ型と呼ばれるものは注意が必要である。

6）ＷＰＷ症候群で頻拍発作が疑われる場合

ＷＰＷ症候群は、ＰＲ短縮とデルタ波を伴うとい
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児期不整脈の多くは、無治療で経過観察できるこ

とが大きな要因であるが、致死`性不整脈などでは、

当然、治療・予防が必要になる。近年の、不整脈

治療・予防の方法は、抗不整脈薬のみならずベー

スメーカ､植込み型除細動器､カテーテルアブレー

ションなど多'1皮にわたっており、さらに進歩も著

しく、その選択は専門医に依頼するのがよいと思

われるからである。

一般診療所では、表｢精密検診とする不整脈｣で

示した不整脈、心電図所見を正しく診断すること

がよいと思われる□

う特徴的な心電図所見を示す。多くは、小児期は

無症状で経過するが、動悸の訴えなど頻拍発作が

疑われる場合には、精査が必要である。

７）Brugada様心電図（Brugada症候群）（図８）

Brugada症候群とは、胸部誘導、Ｖｌ～Ｖ３で

Coved型またはSaddleback型と呼ばれる特徴のあ

る心電図所見を示すもので、心室』性不整脈からの

突然死を起こすことが報告されている。小児では、

このような発作は少ないが、家族歴を伴う場合も

あるので精査の必要がある。

８）完全左脚ブロック

左側胸部誘導、Ｖ５，Ｖ６のQRS波形が幅広く

rSR，の脚ブロックパターンを示す場合に診断され

る。右側胸部誘導で何様の所見がみられる完全右

脚ブロックは、良性のことが多いが、完全左脚ブ

ロックでは、心筋疾慰、心臓内伝導異常を伴って

いる可能性がある。

文献

l）井上博ほか：日本循環器学会、失神の診断・

治療ガイドライン(2012年改訂版)[internet]、［閲

覧2013年５月22日］availablefrom；http://www・

j-circ・orjp/guideline/pdf/JCS2012-inoue-hpdf

2）日本小児循環器学会学校心臓検診研究委員会：

学校心臓検診二次検診対象者抽出のガイドラ

イン～一次検診の心電図所見から～、Ｈ小循誌、

２００６；２２：５０３

３）小児循環器学会「小児不整脈の診断・治療に

関する検討委員会上小児不整脈の診断･治療

ガイドライン、小児循環器学会誌、２０１０；２６

（supplement）：１－６６

終わりに

今回の稿では、不整脈の診断とその対応を中心

とした内容で、治療については触れなかった。小



東京小児科医会報vｏＬ３２Ｎｏｌ２０１３ＪＵＬＹ 3７

クリニックの救急薬品・医療器具

東京小児科医会小児救急部伊藤隆一

地方の個々の医療機関においては、ある程度ロ

己完結的対応をしなければならないことが多いが、

東京では#7119を始めとする0.5次救急から高次医

療機関まで複数あり恵まれている。そのおかげで

医療機関施設の判断で個々の医療インフラのレベ

ルを決め対応することが出来る。そして医療者自

身の高齢化などによる対応の変更がとりやすい。

しかし、予防接種を行っていない小児科は稀と思

われるので副反応、特にアナフイラキシ_症状へ

の準備は必須である。

いうまでもなく診療する重症度レベルによって

準備する薬剤・医療器具・備品・スタッフなどが

異なってくる。今回記載する薬Al1,.医療機器がす

べての医療機関にあてはまるものではなく、施設

を比較すると過不足が生じてくる。それを補うに

はお互いの顔が見える平時日常の地域における診

診連携や後〃支援医療機関との病診連携がリスク

マネジメントとして大切である(表１，２）。

一般によく見られる救急の病態としては喘息発

作・痙蟻・意識障害・脱水・低血糖・アナフイラ

キシ_(予防接種後・食物・薬物)などがあげられ

る。ガイドラインがある気管支喘息など専門的な

説明が各々述べられている疾患は普段から成書を

確認されたい。輸液の開始液や痙撃の治療なども

専門家間で穂類や投与量など違いがあるので確か

めておきたい。

クリニック受診後に重症となることがある急'性

喉頭蓋炎やクループ、化膿'性髄膜炎、精巣捻転、

腸重積など急`性腹症、異物などさまざまな病態が

受診時のsymptom＆signに隠れピットフォール

に陥ることに注意しなければならない。

Ｌ1本小児科学会小児科専門医には現在、いずれ

もＡＨＡ公認のＢＬＳ(BasicLifeSupport）より高度

なPALS(PediatricsAdvancedLifeSupport)取得

が求められている｡そのマニュアルにも救急薬品・

器具についてevidenceを含めた記載がある。１０年

ごとにそのガイドラインが見直し変更されている

が、鹸新の2010年版と'１１時に発表された日本版の

JRC蘇生ガイドラインではＡＨＡのものとは小児

領域でもいくつかの違いがあるので確認しておき

たい’）４)。

病態で治療方法が人きく違ってくるのは静脈ラ
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表１クリニックの救急薬剤・注射輪液剤

号
到
与
函
翰
一
，
丙
坤
隷
一
一

画
己
山
］
ご
Ｆ
旨
く
○
｝
・
函
画
己
。
」

※投与方法・投与量は成書によ')違うので各自事前に確認を

※同商,W,名で濃度・量が違うものに注意※ステロイド剤：ハイドロコルチゾン①に対する力価比(グルコ／ミネラル作用比)、半減期は生物半減期

▽遮光保存▼冷所保存

必要度 薬剤名 商IllI名
(R】

適」応■・投与方法 注意事項

◎ アドレナリン(エピネフリン） ▽ポスミン（１ｍｇ／１ｍl/１Ａ）

アナフイラキシ_：0.1％エピネフリン0.01ｍl/kg皮下/筋注15～20分後反復可

クループ：0.2ｍlをlOml生食に混ぜてネブライザー吸入

鼻出1ｍ：ｌｍｌと同量生食混ぜタンポンに浸み込ませ鼻腔内挿入

ショック時は１０倍希釈(0.1ｍｇ/ｍｌ)が良。

骨髄、気持(１０倍可)投与TII能。

α、β ｜＋２ 作用

◎ 硫酸アトロピン ▽アトロピン硫酸塩(0.5ｍｇ/ｌｍｌ/１Ａ） 徐脈(ただし、酸素・換気・エピネフリンに反応しない）・'二'１藤・薬物過量 Max0.5mg、骨髄1ｍｇ、気符0.03,]g/kg/１回

。～○ ハイドロコルチゾン ソルコーテフ(100.250.500ｍｇ/１Ｖ） ショック：５～１０ｍｇ/kg／１回静注/筋注 短時間作１１}型(半減期８～１２時間)(①1/l）

。～○ メチルプレドニゾロン ソルメドロール(40125.500ｍｇ/1Ｖ） 喘息発作ｌ～1.5ｍｇ/kg／１回ＤＩＶ ''二１時間作)1}型(半減期12～36時間)(⑤5/0）

○～ プレドニゾロン ▽水溶性プレドニン(10.20.50ｍｇ/１Ａ） 気管支喘息発作 中時間作用型(半減期12～36時間)(④4/0.8）

○～ デキサメタゾン ▽▼デカドロン注射液
クループ：０５ｍｇ/kg、経口/筋注/静注(最大15ｍｇ）

＃経口薬はデカドロンエリキシル0.01％
長時間作り|)型(半減期36～54時間)(⑳25/0）

ノルアドレナリン(ノルエピネフリン） ▽ノルアドレナリン（１ｍｇ/１ｍl/１Ａ） 002～0.2βg/kg/分、α（＋＋)、β（－）

◎ 20％ブドウ糖 20ｍl/1Ａ 低血糖：ｌ～３ｍl/kg静注

ドパミン イノバン・カタポン 2～５αg/kg/分(Max20）

ドブタミン ドブトレックス 2～５口g/kg/分(Max20）

◎ 炭酸水素ナトリウム 8.4％メイロン(20mEq/20ｍl/１Ａ） 代謝性アシドーシス、初回ｌｍＥｑ/kg、不足塩基量(03ｘ体重kgx〈－Ｂ､E>)の半量補正 骨髄経路可。血管漏出注意。

ラシックス ラシツクス(20ｍｇ/２ｍl/１Ａ） ,し､不全時、利尿剤として

◎

剤一
収
輸

ソリタＴｌ(開始液)、ソリタＴ３(維持液）

◎ 生理食塩液 20ｍ1,500ｍI

◎ ５％ブドウ糖 20ｍ1,500ｍ’

注射用蒸留水 20ｍ’

◎ 吸入用山刺激薬 ベネトリン・メプチン吸入液 各吸入液として年齢に応じて0.1～0.3ｍl／１１m吸入

◎ アミノフィリン ▽ネオフイリン(250ｍｇ/lOml/1Ａ） 初回３～４ｍｇ/kg/30分ＤＩＶｏ感染、痙撃既往、低年齢、経|=1服用時注意

○ フェノバルビタール フェノバール(100ｍｇ／’'''1/1Ａ） 皮下注・筋注、呼吸抑制注意 ワコビタール坐薬１５．３０．５０．１００ｍｇ

◎ ジァゼパン セルシン・ホリゾン(１０ｍｇ/２ｍl/1Ａ）
0.06ｍl/ｋｇｏｒ年齢＋１ｍｇをゆっくり静注。|I乎吸抑制注意

静注困難時ダイアツプ坐薬0.5ｍｇ/k９
ダイアツプ坐薬４．６．１０ｍｇ

。～○ 抗ヒスタミン剤

グルコン酸カルシウム

アタラツクスＰ(２５．５０ｍｇ／ｌｍｌ/1Ａ）

％カルチコール

予防接種ショック：１ｍｇ/k9筋注/ゆつく1)静注

ゆっくり静注、低カルシウム血症

塩化カルシウム ２％／20ｍl/1Ａ 低カルシウム血症・高カリウム血症・高マグネシウムIIL症0.2ｍl/kgゆっくり静注

ン、
ン

・
ノ

ーアア

▼アデホスＬコーワ・ＡＴＰ注 上室性頻拍症(SVT)0.1ｍｇ/kg急速静注 除細動器準備

リドカイン 静注用２％キシロカイン(100ｍｇ/５ｍl/１Ａ） 心室性不整脈（１ｍｇ/kg静注・Z～３ｍｇ/kg気管注）

硫酸マグネシウム マグネゾール(20ｍl/１Ａ） 低マグネシウム血症・TorsadesdePointes・喘息重積発作

インスリン ▽▼ヒューマリンＲ 速効薬(作)1]発現05～１時''１ぃ作用持続５～７時間）
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クリニックの救急医療器具・備品表２

！
ルが保たれている患児で急性喉頭蓋炎が疑われた

らクリニックでは検査・処置をせず啼泣させない

ようにして即転送すべきである。

救急カート（心臓マッサージ用背板付）を用意、

幣理配置し一括保存した薬品や機器の使用期限を

含むチェック表、緊急時の投薬量などのマニュア

ルなどもカートに備え付け、医師以外もすぐにわ

かるように準備する。

119番など転送救急隊要請時は、①搬送理由、

②年齢・性別、③搬送病名、④患児の意識レベル

などバイタル、⑤搬送先の受け入れの有無、⑥同

乗者の有無とその資格確認が必ず尋ねられるので

ii1IlFち着いて答えられるように準備をしておく。救

急隊では意識レベル評価はグラスゴースケールで

なく、いわゆる３．３．９度方式のJCS（ジヤパ

ンコーマスケール）が通常となっている。搬送先

の詳細として科ZiZi、ホⅡ手医師名が聞かれる(図１，

インが確保できるかにある。日本では静脈投与可

能な薬品を骨髄経由で投与する治療はいまだ一般

的ではない。薬剤のＰＨ、浸透圧など考慮に入れ

多少のデメリットを理解しながら坐薬、点鼻、注

腸、吸入を含む経気道、経気管（脂溶性薬剤のリ

ドカイン．エピネフリン・アトロピンなど)、筋

注、皮下注など簡易な別ルートを利ｌＩ１する。薬剤

によって緩徐に投与すべきもの、よく冷やして急

速投与しないと効果のないもの、あらかじめ投与

後の重大な副反応に対応を準備しなければならな

い薬剤もあるので注意したい。

また、ABCの呼吸も一般診療所では年に１１回｜

もないような心肺蘇生の経験では昔取った杵柄も

朽ちて、気管挿管などに時間を費やすよりは過換

気に気をつけながらマスク＆バッグ（特に自己膨

張式）を行った方が良い。この手技なら不`慣れな

医療スタッフに代わっても継続できる。意識しべ

必要度 医療器具 コメント

◎ バッグ＆マスク

自己膨張式バッグが良い。バッグは成人、乳児用２種類。マスクは成人、小児、

乳児､新生児ｌＥＨ４種類。観察TTI能なシリコンゴム製の透明な製,ＩＰＩが良。エアー

ウェイは扱いが難しい

◎ 酸素 移動)'１駿素ボンベ

◎ ＡＥＤ 岐近では予防接種外来に必須。高齢保護者にも対応可

◎ パルスオキシメーター 最近は安価で脈拍数．脈波もモニターできる

。～○ 吸引器 吸ﾘ|チューブも何種類か１１１意

◎ 吸入器 コンプレッサータイプ、超音波型とも安価になり使い分けたい

○～ 血圧計 やは|)カブを腕用だけでも４種類大きさを準備したい

。～ 輸液セット ロックタイプの三方活栓・延長チューブなど。経験あれば骨髄針も

チューブ 胃チューブ。多用途チューブ。

胃洗浄セット 適応が限定ざれこ次への転医を考慮

○ 救急カート 器 ･術,7,を一括収納して幣理。心マッサージ１１j背板付

○ 血糖測定器

Ｘ線撮影装潰 撮影が必要と判断ざれ良い'１１]i像が得られない時は撮影せずに転医紹介

心電図計
緊急時小児は12誘導記録不要。モニターにもなる。程度の高度な徐脈・頻脈時

は心電計がなければ即転医紹介

超音波診断装置 急性腹推で有用。心臓１１]プローブで心不全・心嚢液の評価

自動血球計数機

ＣＲＰ測定器

◎ 尿定'性試験紙 尿中ケトンモニターによって脱水重症度の評価

。～△ 各迅速抗原検{'１キット イムノクロマト法迅速診断ができるが結果評価と保|境適応に注意
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図１束京消防庁転院搬送受付用紙

東京消防庁提供)。

スマートフオンなどICTには、小児の救急薬用

量、誤飲処置を含む心肺蘇生やＡＥＤの使い方の

アプリ・動画などもあり平時確認し登録しておく

とよい。

今回記載はしないが初期の災害対応もできるよ

うに軽度外傷処置物品備蓄もしておきたい。

まう。ＢＬＳ・ＰＡＬＳなどの更新講習を２年毎に受

講することが義務化されていることも頷ける。

参考文献

１）ＰＡＬＳ(小児二次救命処置)プロバイダーマニュア

ル日本語版AmericanHeartAssociation

２）小児プライマリーケアー（小児科臨床ピクシス

８)，’''１１１書店

３）小児救急医療（小児科臨床ピクシスｌ），llIlllilザ

ハ1丁

４）新[Ⅱ正彦：ＰＡＬＳ総論．小児科診療721-725.

2013

最後に

平時の医療器具・薬剤の点検、事務を含めた医

療スタッフの救急時の教育、手lllHの確認が大切で

ある。知識とともに平穏な日常診療では忘れてし

隊名
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第９２回学術講演会

鼻呼吸の意義

医療法人みき会理事長久保伸夫

つ外鼻（顔に飛び出した鼻）も短くなっています。

これは樹上生活での樹木間移動に立体視が有利

だったためです（例えば、ウマは頭の側方に目が

あり周囲310度見えますが、遠近はわかりません)。

鼻の退化によって、ヒトの嗅覚はイヌの１００万分

の１，吸気をDlIiliil力'1湿する働きや、ごみや花粉、

ウイルスを除去し、肺を守る働きも低下していま

す。また、手が使えるので鼻閉を感じるとすぐに

鼻をかみますが、鳧閉は鼻の粘膜の腫れや鼻の曲

がりに原閃であるので、鼻をかんでも治りません。

それでも鼻をかみ続けると、中耳（中耳は耳にあ

りますがい鼻の奥から伸びた耳管の先が膨らんだ

もので、呼吸器の一部です）や鼻の周囲の空洞で

ある副鼻腔に空気とともに細菌が入り、中耳炎や

副鼻腔炎(蓄膿症)を起こします｡

鼻づまりの原因はさまざまです｡ヒトの鼻の中

には、甲介骨という粘膜で被われた骨板が３枚突

出しています。特に下鼻甲介の粘膜は海綿静脈洞

というⅢ液を大堂に含んだ構造です。甲介はラジ

エターの放熱板のように表面積を広くして吸い込

んだ空気をhl1ihd加湿します。冷たい空気を急に吸

うと鼻がつまるのは、ｌ吸気を温めるために海綿静

脈洞に血液が流れ込むためです。鼻の海綿静脈洞

の構造は陰茎とほぼ|T1じです．海綿静脈iliTlの腫れ

による鼻閉と陰茎の勃起は類似した現象です。バ

イアグラなどのＥＤ治療薬の副作用に鼻閉が多い

鼻閉は、息苦しさ以外にも、嗅覚障害や集中で

きないなど本当につらい症状です。ロ中は口でも

呼吸できますが、睡眠中の仰臥位での「1呼吸は舌

が落ち込み、のどをふさぐので、いびき、呼吸停

止、苦しくＨが覚める、睡眠不足、昼間の傾眠と

いう脈眠時無呼吸症候群を起こします。また、口

呼吸では気道抵抗が減少し、呼気終末期に肺胞が

虚脱するため肺から酸素の取り込みも悪くなり運

動能力も低下します。つまり、感冒や花粉症によ

る日常的な鼻閉も、肥満と無関係にロ常的に脈眠

時無呼吸を起こします。特に子どもは鼻が狭い上、

アデノイドや扁桃でのども狭く、自分では訴えま

せんがよく口呼吸になっています。いつもＬ１を開

けている。いびきをする。食べ物を噛まずに飲み

込む（噛んでいると口呼吸ができないので、すぐ

に飲み込みます）のは鼻閉のサインです。成人の

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠時の心筋梗塞や脳梗

塞など睡眠時突然死の原因になりますが、子ども

の睡眠時無呼吸も成長ホルモンの分泌低下による

低身長、脳の発育障害、学習障害、情緒障害、モ

ンキーフェースと呼ばれる顔面劣成長などの身体、

知能、精神整容の発育障害を残します。

ほとんどの動物は脳の前方に鼻がありますが、

ヒトは直立し脳が前方に発達し、鼻を_しから押し

つぶしたため、鼻は退化しました。また、前方を

両眼で立体視するため、眼球も前方に移動し、か
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室の枕もとの床掃除が有効です。最近、睡眠中に

立体型マスクをすると、ダニアレルギーによる小

児喘息発作が減ったというデータを報告しました。

ダニアレルギーも花粉症もIIIli眼中に室内で原因を

吸い込まないようにすることが重要です。

いつも同じ側がつまる片側鼻閉は腫瘍によるこ

ともあり要注意ですが、最も多いのは鼻を左右に

分け、鼻の高さを支える鼻中隔が複雑に曲がる鼻

中隔湾曲症です。これはヒトの鼻は上に脳がある

ため、顔面が成長すると、上下前後から圧力を受

けるためです。副鼻腔炎の原因にもなります。最

近は日本人にも彫が深く、外鼻が高く細い欧米人

のように外鼻が増え、外鼻の鼻中隔弩'111が増加し

ています。このような狭い外鼻では息を強く吸う

と小鼻がへこんでしまう鼻弁部虚脱という鼻閉も

起こります。ブリーズライトをつけることで改善

する鼻づまりは外鼻に原因があります。美容だけ

を|]的にしない外鼻手術を機能的鼻中隔外鼻形成

術といい、国内では私も普及につとめています。

のはそのためです。このような海綿静脈洞の血流

量は自律神経によって調節され日常的に変化して

います。鼻づまりを気にしていない方でも、注意

してみると、左Ｊｈの鼻の息のしやすさは同じでは

ありませんが、２～４時'１１１経つと、鼻のよく通る

側は反対に移動します。これはネーザルサイクル

と呼ばれる生理的現象です。つまり、左右が交代

につまる鼻閉は病気ではありません。左右両側が

つまる。いつも同じ側がつまるのが病的な鼻閉で

す。

左右とも同時につまる鼻閉で、最近一番多いの

は、花粉症やダニに対するアレルギー性鼻炎によ

る鼻粘膜の腫れと、好酸球性副鼻腔炎という喘息

に合併する副鼻腔炎でできた鼻ポリープです。ア

レルギー性鼻炎で一番つらいのは、鼻閉による睡

眠障害です。これは床に落ちた花粉や、寝具にい

るダニの死骸や排泄物を睡眠中に吸い込んでいる

からです。ダニも花粉も重く床に落ちるため、ロ

中の立位やl巫位では吸い込まず、夜間睡眠中に吸

い込みます。そのため、空気清浄器は無効で、寝
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第９２回学術講演会

自閉症とアスペルガー症候君羊
一児童精神科における子どもの診方と接し方一

臨床児童精神医学研究所・所長

医療法人弘徳会愛光病院・顧問山崎晃資

なわち、いわゆる診断分類学的用語を用いるより

も、例えば、神経症的発症の子どもは『完全癖の

ある両親によって養育され、拒否されている学齢

期前の子どもの不安定性と攻撃傾向｣、行動異常

の子どもは『厳格な父親に気に入られようとして

失敗した思春期前の引きこもり状態』、非行の子

どもは『幼児期からの虐待と寸母親の過干渉に耐

えられなくなった子どもの反抗』のように、力動

的なメカニズムをよく表現し得る個別的記載、す

なわち診断フォーミュレーションが望ましいと述

べている。

精神医学における｢診断｣には２つの系列がある。

特定の症状を共有する一群の人達をある疾患名で

くくる｢精神医学的診断分類｣と、病名にかかわら

ずにその人の問題や人となりを理解しようとする

｢診断フォーミュレーション」とである。すなわち、

診断分類はグループ的接近であり、名称的診断で

あるが、診断フォーミュレーションは個人的接近

であり、自己歴的診断である。

診断フォーミュレーションにおいて検討すべき

事柄は、次の６項目である．すなわち、①発症に

関連する要因はなにか：遺伝的要因、周産期障

害、親子関係、家族病理など、②なぜこの時点で

1．児童精神医学における診断とは

－とくに｢診断フォーミュレーション｣に

ついて－

最近、操作的診断基準を過度に重視した安易な

｢発達障害」診断が行われる傾向が強まっている。

さらに医師や専門家が｢臨床への祷臓い」や「臨床

への畏れ｣をもたなくなってきたことも気になる。

短時間の面接や行動観察で、「自閉症｣、「アスペ

ルガー症候群｣、さらには「発達障害」と安易に診

断・評価するようになった。

いうまでもないことであるが、子どもの臨床は、

発達歴を可能な限り詳細に調べ、時間や場所を変

えて何度も行動観察をし、家庭・幼稚園・保育園・

学校などにおける子どもの状態を可能な限り聞き

取り、その子どもの理解を深めていくものである。

Kannerは、「Diagnosis(診断)」という言葉のギ

リシャ語の語原が｢知識のすべて」という意味であ

ることから、単なる疾病や状態に名称をつけるこ

とを越えて、その人についての知識を完全なもの

とするために、問題を生じた多様な要因、問題を

もつ子どもと家族などについての認識のすべてを

包含したものでなくてはならないとしている。す
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表１各年齢段階における自閉症状

出生から／篇まで

①愛着行動の発現が乏しい（視線を合わせず、母親の養育行動に無反応で、あやしても反応せず、社会的微

笑がfH現せず、人見知りをしないなど)。

②光や帝に過敏で、ロッキングや奇妙な手指の動きを示す。

③哺語が少ない。

④厩眠リズムの障害がある。

/～３歳

①他の子どもに無関心で、模倣行動が見られない。

②自己刺激的行動(手を振りながら走り回る、耳を抑える、横１１で見るなど)が頻発し、表情が乏しい。

③儀式的な常同行動、自傷行為があり、排尿便のしつけが困難である。

４５～//、／2歳

①周囲の人々や状況と関わりを持つことができない。

②コミュニケーションの目的で言葉を用いず、奇妙な話し方（単調で、助詞が入らず、反響言語があるなど）

がある。

③強迫的な同一性保持があり、学習に乗りにくい。

思春期

①、閉症状は軽減し、認知機能の障害が明らかとなる。

②行動量が減少し、ｎ発性が低下する。

③蓋恥心が乏しく、場面に相応する行動がとれず、時にパニックを起こす。

④知的峰f薑を有する群では、自傷行為、パニック、鹿nF)瞳害が見られることがある。

⑤E；機ﾉｳi9群では、危害に週藏となり、幻鶯・妄葱ｲﾇ;熊を示すことがある。

成人期

Ｋﾗ､ﾀﾞｳ障害を有する瀞

①具体的な言語的指示にはよく反応し、簡単な会話は可能である。

②独語、常同行動、自己刺激的行動が見られ、対人的孤立がある。

③偏食や拒食があり、突発的なパニックが散発するが、静穏化が早い。

④作業工程を飲み込めば、精密作業を根気よく続けることができる。

ﾙｰﾘ鮪占群ノ

①配慮された環境では就労が可能であり、知的職業に就くものもいる。

②知覚刺激に過敏で、社会的不適応を起こしやすく、時に被害的となり、儀式的行動を示すことがある。

③一方的な思い込みが強く、対人関係に支障をきたすことがある。

④自己同一性の混乱がある。

老｣年期

Ｉﾗ(､ﾜｸ障害を有する淵

①自発性が低下し、行動量が減少し、目立たない存在となるが、攻撃的行動が突発することがある。

②こだわりが残存し、幼児期の行動をタイムスリップのように再現することがある。

／)=ﾘｨ錦群ノ？

来院したのか、③どのような症状形成過程が働い

ているのか:Bio-psycho-socialfactors、疾病利得、

危険信号、下位文化など、④なぜ症状が持続して

いるのか、⑤治療した（しない)場合の結果は、⑥

子どもの長所はなにか：治療的有効`性に作用する

もの。

２．精神医学的診断分類

精神医学的診断分類には、アメリカ精神医学会

のＤＳＭ-Ⅳ-ＴＲ(2000年)と、ＷＨＯのICD-lO(１９９２



東京小児科医会報vｏＬ３２Ｎｏｌ２０１３ＪＵＬＹ 4５

年)がある。ここではとくに、ICD-lOの｢F８心理

的発達の障害｣について述ぺることにする。

「心理的発達の障害｣には、次の３つの共迦点が

ある。すなわち、①発症は乳幼児期あるいは小児

期であること、②中枢神経系の生物学的成熟に深

く関係した機能発達の障害あるいは遅滞であるこ

と、③精神障害の多くを特徴づけている寛解や再

発がみられない安定した経過であること。

ここで｢心理的発達の障害｣の特徴を鑿剛してお

く。①言語・視空間機能・協調運動が障害され、

成長するとともに次第に軽快するのが特徴である、

②遅滞や障害は明確に認められる前から存在し、

正常な発達期間が先行することはない、③類似し

た症状が家族歴に認められることが多く、遺伝的

要因が関与している可能性がある、④環境要因が

発達に影響を与えることは多いが、一次的原因で

はない、⑤病因は不明で、境界や下位区分も不明

瞭である。

ところが、一般に発達障害と呼ばれているも

のの中に、これらの特徴に一致しないものが含

まれている。それは、①明らかに正常な発達の

時期が先行している障害、例えば、小児期崩壊

性障害、Landau-Kleffner症候群、一部の自閉

症（｢折れ線型自閉症｣）などであり、②発達の遅

れというよりも「偏り」と定義されるもの、すな

わち、自閉症である。さらに発達障害の問題を

複雑にしているのは、社会福祉的な包括的概念

であるDevelopmentalDisabilitiesと、機能障害

(impairment）を中心とする精神医学的診断分類

概念であるDevelopmentalDisordersの２通りの

考え方があることである□

いうまでもなく、国際的な操作的診断分類・診

断基準は完成されたものではなく、今後ともさ

らに検討がすすめられていくものである。ＤＳＭ－

Ⅳ-ＴＲもICD-lOも、診断と統計のための極めて

操作的なマニュアルであるが､診断基準のうち｢何

項目以上がチェックされたから……と診断する」

というようなあまりに安易な操作的診断を臨床の

への刀イも

｜感覚統合療法

◆￣薬物療法

FⅨ形ロ

導
法
‐
心

田酵圷刑罰

灰Ⅲ

図１

場に持ち込んではならない。

３．自閉症とアスベルガー症候群

１）自閉症

周知のように、ＤＳＭ-Ⅳ-ＴＲにおける「自閉`性

障害」（以下、「1閉症）の診断基準は、①対人的ﾎ１１

互反応における質的な障害、②コミュニケーショ

ンの質的な障害、③行動、興味、および活動の限

定された反復的で常何的な様式の３徴候が、３歳

以前に認められるとされている。しかし、これら

の自閉症状は幼児期から児童期にかけてみられる

ものであり、より早期の発達段階における症状発

現の仕方が問題となる。「]閉症状を年齢段階別に

整理すると表１のようになる。

自閉症の症状形成過程を「まず脳の機能障害も

しくは成熟障害があり、そのために生ずる多様で

バラツキの多い発達障害に環境からのさまざまな

心理学的影響が加わり、それぞれの年齢段階に特

有な症状を形成していく」と考えると、それぞれ

の段階における治療プログラムをたてることが可

能となる(図１）。臨床的には、より早期の段階で

の治療・指導法が継続的に試みられ、さまざまな

方法が統合的に行われることになる。いうまでも

なく、特定の〃法に'１１１執していては白閉症の子ど

もの問題を解決することはできず、関連領域の多

くの専門家達との協働が不可欠である。

lLiilili1ii
￣ 翻り１Ｍ)ﾇﾙ?(ﾀﾞﾝｽ
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３）自閉症スペクトラム障害（ASD）

間もなくＤＳＭ－５およびICD-llが刊行される

予定であるが、ICD-llでは、精神障害を次の５

つのカテゴリーに整理しようとしている。それは、

①NeurocognitiveDisorders（神経認知障害)、②

NeurodevelopmentalDisorders（神経発達障害)、

③Psychoses（精神病)、④EmotionalDisorders

(情動障害)、⑤ExternalizingDisorders（外面化

〔外在化〕障害）である。そして、従来「広汎性発

達障害」と呼ばれていたものは｢神経発達障害」の

中に位置付けられ、名称も「自閉症スペクトラム

障害(AutismSpectrumDisorder,ＡＳＤ)」となる。

ＡＳＤというスペクトラム概念を採用する根拠は、

①ASDは、社会的コミュニケーションの欠如と、

限定的な興味/反復性の行動の２つで診断できる、

②ASDを通常の発達過程と区別できるが、同じ

スペクトラムに属する障害を独立したものとして

扱う根拠は不明確である、③自閉症、PDD-NOS、

アスペルガー障害の特有な臨床症状は乏しく、症

状重症度(正常・サブクリニカルを含む)は連続し

ている、というものである｡しかし、ＡＳＤにつ

いては米国内においてもさまざまな議論があり、

とくにYale大学のVolkmarらは、DSM-5に新し

く登場する｢社会的コミュニケーション障害｣との

関連で厳しい反論を述べている。

表２アスペルガー症候群の人々の話し言葉

①発話の伝達内容にかかわりなく、限られた数の

抑揚パターンを用い、早□で声高にしゃべる。

②自分が興味のある話題をくどくどと話し続け、

思ったことは何でもロにする傾向がある。

③物知り顔で聞き手の合図（関心がない、退屈して

いる、話題を変えたがっているなど）を察するこ

とが不得手で、延々と事実を列挙し続ける。

２）アスペルガー症候群

ＤＳＭＷ－ＴＲの「アスペルガー障害」（以下、ア

スペルガー症候群）の診断基準では、自閉症の診

断基準にある、対人的相互反応における質的な障

害と、行動・興味および活動の限定された反復的

で常同的な様式は同じであるが、「臨床的に著し

い言語の遅れがない(例：２歳までに単語を用い、

３歳までにコミュニケーション的な句を用いる)」

とされ、さらに「認知の発達、年齢にﾎ１１応した自

己管理能力、（対人関係以外の)適応能力、および

小児期における環境への好奇心について臨床的な

明らかな遅れがない」とされている。鑑別診断と

して、「他の特定のＰＤＤまたは統合失調症の診断

基準を満たさない」と記載されている。このため

に「言語発達に遅れがなく、コミュニケーション

障害が著明ではない」ことがアスペルガー症候群

の特徴と考えられ、それが日閉旅との鑑別点と思

われがちである。しかし、アスベルガー症候群の

人々の話し言葉にはさまざまな特徴(表２）があり、

臨床診断における議論は多い。ICD-lOの「F845

アスペルガー症候群｣の項には、「疾病分類学上の

妥当性がまだ不明な障害である」という前提が明

記された上で、診断基準が書かれている。さらに、

1981年にアスベルガー症候群の臨床的特徴をま

とめたWingは、「診断分類上の混乱の多くは、多

様な内容を含む構成概念に、そもそもの起こりと

なった診断ラベルをそのままつけてしまったこと

による。言葉のレベルは、予後のマーカーと考え

るべきである」(2000)と述べている。

4．発達歴・生活歴の取り方

面接、診断にとって重要なことは、発達歴・生

活歴の整理である。とくに乳幼児期における精神

発達の過程を検討する時には、発達的里程標の乗

り越え方を静的にとらえるのではなく、力動的に

とらえなければならない。従来、子どもの発達歴

は、胎生期、周生期について検討した後、頸定、

生歯、座る、這う、椅立、始歩、初語などの発現

時期を調べるが、発達的里程標の乗り越え方を静

的にとらえるのみでは、その子どもの生き生きと

した発達のありようが明確に浮きぼりにされない。

精神発達の過程は、その子どもが両親を含めた環



東京小児科医会報vｏＬ３２Ｎｏｌ２０１３ＪＵＬＹ 4７

境といかに相互的な交渉をもち、その札1瓦関係を

どのように展開・変遷させてきたのかというダイ

ナミックな側面からとらえられねばならない。

子どもを能動的な存在ととらえ、環境のもつ刺

激と反応の両面`性を軍祝して、精神発達過程を臨

床的にとらえる場合、Ｂｏｗｌｂｙらによる愛着行動

の概念が重要となる。愛着行動には、①シグナル

行動(泣く、笑う、Ⅱ南語、呼ぶ、特定の身振り）と、

②接近行動(接近、後追い、しがみつき、吸う）が

ある。乳幼児期の母子相互交渉の展開を検討し、

母親から聴き取った情報と母子(健康)手帳の記載

内容を見比べていくとさまざまなことが浮き彫り

になる。

現在の精神医学的診断分類では、乳幼児期

に問題となる障害について、哺育障害（feeding

disorder)と反応性愛着障害が記載されている。

的な養育に起因するものであり、子どもの基本的

信頼感の獲得を阻害し、人格形成上の複雑な問題

を生じる。適切な受容的・支持的環境が与えられ

れば、著明な症状改善が認められることによって

?屯度精神遅滞やF1閉症と鑑別され、対人関係のあ

り方によってＡＤ/ＨＤと識別される。さらに、脱

抑制'性愛着障害(313.89,Ｆ94.2)は、ＤＳＭ-Ⅳ-ＴＲ

では｢反応性愛着障害、脱抑制型｣と記載されてお

り、選択的な愛着を示さず、誰にでも過度に馴れ

|馴れしいと記載されている。ICD-lOでは「脱抑制

性愛着障害」と記載されており、５歳以前に発症

し、誰にでもしがみつき、注ロを引こうとして無

差別に親しげに振舞うとされている。

反応↓性愛着障需は、広汎性発達障害との識別が

難しい場合があるが、問題となるのは「ボーダー

ライン・チャイルド」である。子どもに対する嫌

怨感、児童虐待、サボタージュによるもので、基

本的信頼感が獲得されずに、他者に対する不信感

を持つようになり、１８歳以後には境界性パーソナ

リティ障害と診断されることが多い。その特徴は、

①自我機能が変動しやすく、神経症レベルから精

神病レベルまで移り変わりやすく、②不安の処理

が下手で、パニックに陥りやすく、③空想と現実

の出来事を混同し、パターン化したものに興味を

持ち、④未熟な依存的愛着を示すが、対人関係の

あり方が不安定で、⑤衝動コントロールが不得手

で、リスト・カッティングを繰り返すなどである。

１）哺育障害(307.59,Ｆ98.2）：親の食物の与え

方が不適切で、幼児の食物拒否を攻撃・拒絶行動

ととらえて反応してしまい、幼児は食事中イライ

ラし、なだめるのが刷難で、無感情で退行してい

るようにみえ、発達の遅滞を示すことがあり、カ

ロリー摂取の不足が子どもの機嫌をさらに悪くし、

成長・発達を遅らせることになるが、睡眠覚醒リ

ズムの障害、頻繁な吐き戻しなどが悪循環を形成

してしまう。

2）反応性愛着障害(313.89,Ｆ94.1）：著しく病
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第９２回学術講演会

小児禾斗診療におけるCRPの意義
－最近のシステマティックレビューを中心に－

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野齋藤昭彦

る必要がある。

ＣＲＰのシステマティックレビュー

ＣＲＰとは

CRPは、Acutephasereactant（急性反応物質）

の1つで、肺炎球菌のＣ多糖体に対して産生され

る蛋白として発見され、その名前がついた。ＣＲＰ

は、５量体を形成し、肝細胞で産生され、血清に

放出されるし,CRPは、サイトカインの中でも主に

Interleukin-6によって制御され、病原体の表面に

付着し、補体の活性化やオプソニン化に関与する

ことが知られている’)。その半減期は約18時間で

ある。

CRPが小児の細菌感染症のバイオマーカーとな

りうるかどうかの研究はすでに行われており、ま

た、それらをまとめた幾つかのシステマティック

レビューも発表されている。発熱児の重症細菌感

染症を診断するために検査所見の診断価値がどの

くらいかをみた最近のレビューをみると２)、ＣＲＰ

をはじめ、白血球数、白血球分画の好中球の絶対

数､桿状球数､左方移動の有無、プロカルシトニン、

血沈、Interleukin-l,６，８などがその検査項目とし

て挙がっている。このレビューでは、CRP陽性の

陽性尤度比（PositiveLikelihoodRatio、検査結果

が陽性であった場合に細菌感染症らしいかを示す

指標)は、2.40～3.79であり、陰性尤度比(Negative

LikelihoodRatio、検査結果が陰性であった場合

ＣＲＰが上昇する病態

CRPが上昇する病態をまとめた(表１）。その病

態の代表的なものとして、感染症(細菌、ウイルス、

真菌など)、膠原病などの炎症性疾患、悪性腫瘍、

骨折、外科手術、火傷などの外傷、感染症に伴う

合併症、心筋梗塞、急性膵炎、塞栓などによる細

胞の壊死などがあげられる’)。すなわち、CRPは、

全身の炎症のバイオマーカーであり、感染症の単

独のバイオマーカーではないことを明記しておき

たい。当然、感染症の多くでCRPの上昇を見るが、

細菌感染症以外の感染症でもCRPが高値になるこ

ともあり、また、他の非感染症疾`患も十分考慮す

表１ＣＲＰの上昇する病態

･感染症(細菌、ウイルス、真菌など）

･炎症性疾患(膠原病など）

･悪性腫瘍

･外傷(骨折、外科手術、火傷など）

･感染症に伴う合併症(結節性紅斑、リウマチ熱など）

･壊死(心筋梗塞、急性膵炎、塞栓など）
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図１各研究における一定のＣＲＰカットオフ値での細菌感染症同定の感度

と特異度
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図２各研究における一定のＣＲＰカットオフ値での重症細菌感染症同定の感度と

特異度

SandersSetalJPediatr2008；１１５３：570-574より改編

に細菌感染症らしくないかを示す指標）は、０．２５

～0.61であった。また、プロカルシトニンの陽性

尤度比が、Ｌ75～３１１，陰』性尤度比が0.08～035で

あり、他のInterleukinsの陽`性尤度比が、Ｌ89～

2.74、陰』性尤度比が0.33～0.77であり、前２者が

Interleukinsに比べるとより結果を予想できる検

査であると結論つけている。また、幾つかのバイ

オマーカーを組み合わせて重症細菌感染症の診断

に役立つかを検討しているが、最善の組み合わせ

というのは同定されなかった。

また、別のシステマティックレビューでは３)、

CRPで細菌感染症を同定できるか(図１）、あるい
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となる。後者の研究では、細菌感染症の頻度が２８

～82％、已孟；lili感染症の頻度が11～29％とその範|Ⅱ｜

が広く、研究での疾患の頻度も'一分に考慮されな

くてはいけない。

このシステマティックレビューから

考えること

!『弓職Ｌ

111灘『染i繊1鵜,|｢i<１，１

■微

これらのシステマティックレビューから分かる

ことは、CRP値は、重症細菌感染症の診断にある

程度役立つが、一般の重症でなＭｌｌｌ菌感染症を否

定することはできないということである。しかし

ながら、国内では、CRPの値に重きがおかれ、細

菌感染症、ウイルス感染症の区別の判断が行わ

れている現実がある。その理由は、国内におい

て、ＣＢＣとCRPがセットで測定できる検査機器

が￣般外来で杵及しており、検査を行うことの閾

価は低いことがあげられる。しかしながら、検杏

は、ルーチンに行われるべきでなく、検介を測定

する際には、その検杏の結果を予測し、検査結果

を解釈する必要がある。すなわち、それぞれのｿｉｆ

例で検査が高かった場合にどう対応するか、正常

の場合にどう対応するかを考えることが必要であ

る。その予測をしないで検査を行い、CRPが高値

であることへの対応に迷い、とりあえず抗liLi薬と

いうような診療は避けるべきであり、抗附薬の適

正使用の原則に反する。

一方で、小児の感染症においてCRP以外にiWi要

な検査があることを忘れてはならない。小児、成

人に共通する感染症診療の３つの重要なＮ子を図

３に示した。その３１団子とは、感染源と感染臓器、

そして、その２つから想定される抗微生物薬を決

定することである。前２者を決定することで、抗

微生物薬の選択が可能となる。その決定に重要な

検森とは、その感染源、感染臓器を決定するため

の検査である。CRP単独では、炎症の程度を想定

できるが、病原体、感染源の|可定はできないこと

を'ﾘ]記しておきたい。それ以外に重要な検査を卜

記に示す。

図３感染症診療の３原則

は、CRPで細Ｉ菌感染症をlil定できるかを検討して

いる。細菌感染症同定の感度は、２２～58％、特異

度は86～96％であり（図１）、また、重症細菌感染

症の感度は、６２～89％、特異度は67～90％であっ

た（図２）。すなわち、CRPは重症感染症の診断、

ならびに否定には、ある程度の独立した判定因子

となりうるが、細菌感染症のｲj無においては、そ

の低い感度から、すべての細IXi感染症を汚定する

ための検査として使用してはいけないとしている。

これらのシステマティックレビューの大きな問

題点は、それぞれの研究で、その検森値のカット

オフ値がばらばらであり、その解釈が各研究で大

きく異なることである。例えば、ＣＲＰにおいて

は、前者のレビューで0.98～5.0ｍｇ/dL、後者の

レビューでは、2.0～7.0ｍｇ/ｄＬとその範囲は広い。

当然、カットオフIifIが上がれば、感度が下がり、

特異度が上がる。すなわち、疾Ｍ１のある凪者にお

いて検査陽性となる率は低くなる．一方で、疾`患

のない忠者において、検査陰`iLtとなる率は高くな

る。一方、その逆で、カットオフ値が下がれば、

感度が上がり、特異度が下がることになる。カッ

トオフ値の設定によって、その研究結果は大きく

異なるので、注意が必要である。また、研究の実

施された施設における疾`患の頻度によってもその

検査の陽性的中率（検査が陽性のMA者において実

際に細菌感染症のある`慰者の率)、陰性的中率(検

査が陰性の`患者において実|際に細1詞感染ｿ花のない

`慰者の率）は変化するので、そこにも注意が必要
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血液培養

小児の血液培養は、結果が陽性になると、小児

の感染症疾患の起因菌の同定が可能となり、ま

た、感染源が同定されていない時に起因菌が分か

ることによって感染源がある程度、推定できるこ

とがある。起因菌、感染源の同定は、抗菌薬の

選択の際に欠かせない２つの因子であることか

ら、その重要な情報となる血液培養は、適応とな

る患者から確実に採取されなくてはならない。ま

た、Occultbacteremiaの診断は、1ｍ液培養を実

施することによってのみ診断が可能である４)。な

お、小児用肺炎球菌ワクチンの導入により、この

Occultbacteremiaの頻度は海外で減少傾向にあ

る。また、国内でもヒブワクチン、小児用肺炎球

菌ワクチンが2013年４月より定期接種化され、接

種率のさらなる上昇が期待される現在、Occult

bacteremiaの頻度は、今後より減少していく可能

`性がある。これに伴って血液培養の適応も今後、

再考が必要になるものと思われる。

菌迅速検査が陰性の場合でも、溶連菌感染症が強

く疑われる場合は、培養検査も提出し、結果がで

るまで治療を行い、培養結果の検査をもって治療

の継続を検討する。

まとめ

C-reactiveprotein（CRP）は、肝臓で産生され

る炎症のバイオマーカーであり、国内では、外来、

入院診療において多用されているが、海外での使

用は限られており、また、海外のシステマティッ

クレビューでは、CRPの細菌感染症の診断におけ

る感度、特異度には限界がある。細菌感染症の有

無をCRP値だけで判断することはできず、患者の

病歴、身体所見などを十分検討し、総合的な判断

が必要であると考える。
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尿検査、尿培養

尿検査、尿培養は、感染源が不明な感染症に対

して行われるべきである5)。検体は、中間尿が最

も容易に採取される検体であるが、自分で排尿の

できない乳児、幼児は、可能な限りカテーテル尿

で採取されるべきである。尿バッグによる採尿は、

細菌のコンタミネーションをきたしやすく、使用

する場合は、陰部をよく清拭する。また、尿バッ

グによる尿検査で白血球尿、亜硝酸塩陰性の場合、

尿路感染症を否定する材料としてよいが、同じ状

況で白Ⅲ球尿、亜硝酸塩陽性の場合は、カテーテ

ル尿で再検査すべきである。

咽頭培養

溶連菌検出のために行う検査であり６)、溶連菌

以外を目的とした咽頭培養は、不要である。溶連
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メタボリック症候群蔓延時代に対処した

母乳哺育の推進を
－母乳哺育の長期的受益一

111H天堂大学大学院プロバイオテイクス研究講座山城雄一郎

母乳が満期塵正常児の乳児にとって、妓適な栄

養であることは論を俟たないα母乳の優れた点が

栄養に留まらず、母乳哺育児の幼児期以降から成

人に至る、すなわちその生涯においてメタポリッ

ク症候群のリスク低減を含む種々の健康上の受益

が近年明らかになって来た。これは母乳哺育に関

する新たなトピックスで換言するとＴ母乳lWi育が

もたらす長期的観点の受益効果である。

母乳哺育の短期的受益効果は、従前より知られ

ており、新生児壊死`性腸炎、新生児期から乳児期

にかけての種々感染症やアレルギー疾患、下痢症

等の予防ないし軽減がある。その理由として、母

乳は栄養だけでなく、未だ免疫学的防御機能が発

達途上にある乳児へ種々の防御因子を供給するこ

とにある。その防御因子として、ｓIgA等の抗微

生物たん白質、好中球等の防御上重要な生きた１，

球成分、プロスタグランデイン等の抗炎症物質、

そして種々のサイトカイン、さらには腸符の防御

能で重要な役割のビフィズス菌を増殖させるビ

フイダス因子、等々実に多彩な物質を含有してい

て、人工乳では到底含有不可能な防御因子の種類

である。

関連する疾,惑としてｌ型糖尿病、喘息や湿疹、炎

症性腸疾患等の発症リスクの低下が知られている。

神経機能発達に関して、母乳哺育児の乳児期前

期の視覚認識や後期の認知機能発達は、人工栄養

児に比し優れているという報告が多く、母乳中の

特にＤＨＡが良い効果をもたらす重要な因子とさ

れている。脳重量は妊娠第３後期に、Ⅲ絲|Ⅲ泡の形

状や数の増大が急速に起こるため、この期に４～

５倍になる。この増加は長鎖多価不飽和脂肪酸

である､-3系のＤＨＡおよび､-6系のアラキドン酸

(ＡＡ）の著明な脳への蓄積増による。これら脂肪

酸の脳蓄積は幼児期まで続く。従って、生後９か

月頃からの離乳食に脂肪分の多い魚(魚油)を積極

的に取り入れることが望ましい。なお、妊婦や授

乳中の母親がＤＨＡを多く含む食品の摂取も、乳

児の認知発達に好影響を与える｡そして成人期(１８

～27歳）知能と母乳I1iiii青期間に関連したデンマー

ク人の研究では、母乳哺育期間が７～９か月で

あった群はそれより短い群(６～４か月以下)より

IＱスコアは高かったという。

近年注ﾛされているDevelopmentalOriginsof

HealthandDisease（ＤＯＨａＤ）は"胎児から乳幼児

期の発達期の環境に応じて、ＤＮＡ配列に変化を

伴わず、およそ311t代の子孫にまで伝達される遺

伝子機能の変化,，と考えられている。具体例とし

て、未熟児や低出生体重児は成人期に肥満とこ

れに伴うメタポリック症候群発症リスクが高く、

母乳哺育の長期的受益

極々の疾`患の短期的防御効果は、前述の種々の

物質を介した主に免疫学的発達刺激に負うところ

が大きい。その結果、免疫学的機序がその発症に
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特に乳児期初期から低出生体重の改善（catchup

growth）を目的に高たん白質、高脂肪（飽和脂肪

酸）の過栄養を与え続けた場合、そのリスクはさ

らに高まる。また、iiMi期産正常児においても同様

に過栄養を与え、乳児期から幼児期に過体重ない

しは成長曲線の98パーセンタイルを越える（肥満

ないし肥満傾向）場合にも同様にメタポリック症

候群発症リスクが高まる。しかし、母乳Ⅱｉｎ育児の

肥満率は人工栄養児に比し低くかつⅡ型糖尿病を

含むメタポリック症候群の発症率が低い。

母乳哺育児で肥満そしてメタボリック症候群、

特にⅡ型糖尿病の発症率が低い主たる理由は母乳

の栄養成分が人工乳(国産)に比し、低いたん白質

濃度（lOOkal当り、人工乳：2.289Ｖs母乳：L47g）

そして低い脂質濃度(人工乳：5.26ｇｖｓ母乳：4.79）

にある。脂肪細胞は脳細胞も含む他の細胞と同

様、乳幼児期に急速に細胞数を増やすが、幹細胞

から分化して前脂肪細胞、そして成熟脂肪細胞に

分化誘導される過程で、脂肪酸が結合して作動す

るPPAR-γそしてたん白質の刺激で放出される

IGF-lが脂肪細胞の分化増殖を促進する。従って

高たん白質そして高脂肪食は脂肪細胞数の増加を

招く。乳幼児期に増加した脂肪細胞は小型脂肪細

胞であるが、過剰栄養が続いた場合は、過剰な栄

養分は脂肪細胞に中性脂肪として貯蔵され、大型

脂肪細胞となり、内分泌・免疫細胞と化し、種々

のサイトカインを含む化学物質を分泌して、イン

スリン抵抗'性の元凶となる。乳幼児期に増殖した

脂肪細胞は成人に至っても減少せず、乳幼児期の

脂肪細胞の増加は、将来の肥満（インスリン抵抗

性）とこれに伴うメタボリック症候群のリスクを

高める。なお、母乳中にレプチン、アディポネク

チンも含有しており、母乳哺育児の体重調節に良

い影響を与えている可能性がある。

母乳哺育児専用の身体発育曲線の重要'性

乳幼児身体発育値は、児の発育が適切な栄養と

育児環境で成育しているかを評価する上で、最も

頻用されている重要な指標である。わが国では、

1960年代以降、乳幼児から18歳までの男女別身体

発育曲線が小児の日常的な診療、健診で使用され、

その有用度は極めて高い。しかし一つ問題点を挙

げると、これらの身体発育曲線は、母乳栄養、混

合栄養そして人工栄養で哺育された児の混合した

データに基づいたもので、信頼出来る栄養別の

データは残念ながら存在しない。小児医療関係

者の中には、完全母乳栄養児の発育値を現行の身

体発育曲線にプロットして低めの}Ⅲ線に沿って推

移した場合、“母乳分泌不足"と判定し、“人工乳

の追加，,や"人工乳への切換え，,をアドバイスする

場合がある。熾乳哺育児の体重増力Ⅱ速度は適切な

栄養摂取量にも拘らず緩やかであることが国内外

で報告されている。前述のような誤った栄養指導

はＴ母親の母乳l1ilji青意欲を萎えざせ児にとって不

幸である。私達は、“赤ちゃんに優しい病院Child

FriendlyHospitarで出生しＷＨＯの完全母乳哺育

exclusivelybreastfeeding規準（母乳のみの栄養

が生後より４カh以上、離乳食の導入が５～６か

月）に遵守した647例の出生時から生後24か月の身

長、体重そして頭洲の身体発育曲線を作成した

(ActaPaediatrica2013；１０２：739-743)。現行

の身体発育曲線と比較し、身長、体重は概して全

体的に１０パーセンタイル下方にシフトし、頭囲は

逆にやや高値を示す興味ある結果を得た。このエ

ビデンスは、完全母乳哺育規準を遵守した647例

という国内外の同様な研究報告に比し鎧大規模で

あり、信頼性が高いと確信し、いずれ全国の小児

医療機関へ配布して有効に活用してもらいたいと

考えている。その最大のⅡ的は、母乳哺育の長期

的受益効果の1つとして近年明らかになった、肥

満とメタポリックリiii候群のリスク低減を効果的に

達成する上で、完全母乳哺育児専用の身体発育曲

線が緊要と考えられるからである。
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東京小児科医会公衆衛生委員会

字L児期早期予防接種後の健康状況調査研究結果
(2011～2012年）

東京小児科医会公衆衛生委員会

泉田直已、浅野優、萩原

細部千晴、伊藤圭子、白井

松田光彦、牧田郁夫、和田

温久、

泰生、

紀之、

柴田

千葉

沼ロ

雄介、黒澤サト子

昭典、吉田忠

俊介、古平金次郎

単独投与と変わりない」「副反応は増加しない」と

記載している４)。日本小児科学会も2011年１月１８

日付の同時接種に対する考え方で、ワクチンの同

時接種を必要な医療行為と位置付けている5)。

OfHtらは、同時接種を含め多数のワクチンの接

種によっても乳幼児の免疫機能に悪影響を及ぼさ

ないことを示し6)、その他にも同時接種後の結果

について報告されたものもある7)8)が、2008年末

以降に市販された新たなワクチンも含めて、わが

国で行われている予防接種の実態に即して接種後

の健康状況を報告したものは見当たらない。

そこで今回、乳児期早期にわが国で行われてい

る予防接種の同時接種を含めた接種状況とそれに

応じた接種後の健康状況調査を行った。

研究の背景と目的

2008年以降、わが国でもヒブワクチン、肺炎球

菌ワクチンが臨床の現場で使用できるようになり、

乳児期早期の接種が推奨されている')2)。さらに

2011年にロタウイルスワクチン、2012年にＤＰＴ－

ＩＰＶ(四種混合)ワクチンも発売され、従来からの

DPTワクチン、ＢＣＧ、ポリオワクチンとあわせ

て多数のワクチンが使用できるようになった。こ

れらのワクチンを推奨されている生後６か月前後

までに受診ごとに単独ワクチンにより接種する

(以下、単独接種)により行うとすれば、多数回の

受診が必要となる。現在の本邦のワクチン接種の

規定ではワクチン相互の接種に一定の間隔を必要

としているので、早期に有効なワクチンによる免

疫効果を得るためには、複数のワクチンを１回の

受診時に接種すること(以下、同時接種)が欠かせ

ないものとなってきている。

同時接種はすでにわが国やアメリカなど多数の

国で行われており、わが国では医師が特に必要

と認めた場合に行われる医療行為とされている３)。

同時接種の効果と安全性について、ＣＤＣのＱ＆Ａ

では「免疫機能に悪影響を及ぼさない」「有効性は

対象

生後６か月までに、ＤＰＴ、ヒブ、肺炎球菌、

BCG、生ポリオワクチン、不活化ポリオワクチ

ンのいずれかのワクチンを単独、または同時接種

した乳児を対象とした。上記のワクチンのいずれ

かが含まれていれば、Ｂ型肝炎ワクチン、インフ

ルエンザワクチンなど対象外のワクチンを接種し

た場合も含めることとした。また、ＤＰＴ、ヒブ、
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この調査は、本日接種したワクチンの接種後の健康状況について調査し、接種したワクチンと接種後の

健康状況の変化の実態を明らかにし、今後の予防接種の際に参考にすることを目的に行っております。

なお、データは統計的に扱いますので、個々の方のご回答が明らかにこがない場合でもご回答ください

なり、ご迷惑をおかけすることはありませんので、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。

（東京小児科医会公衆衛生委員会）

(医療1幾関言已載欄）

接種した時の月齢 （ か月

月日）
年
呵

DPT

1回目（上腕・大腿、左・右、上・下）

2回目（上腕・大腿、左・右、上・下）

3回目（上腕・大腿、左・右、上・下）

）ＨＢウイルスワクチン

）その他ワクチン

）

（

目

（

目

（

(上腕・大腿、左・右、上・下）

）ロタウィルスワクチン３回目

次の質問にお答えください。【接種後１４日以内に出現したものについて回答ください】

1）発熱がありましたか【はい、いいえ】（３７．５度以上を発熱としてください。）

それは、いつからですか：（）月（）日

最も高かった体温は何度でしたか：（）度

2）注射した部位に異常はありましたか【はい、いいえ】

それは、いつからですか：（）月（）日

異常のあった部(立は：(上腕・大腿、右腕・左腕、上部・下部）（異常が複数の場合にはそれぞれ○をお付

けください。）

程度は／赤くはれましたか：（はい、いいえ）、赤くはれた大きさは：（）ｃｍ

化膿しましたか：（はい、いいえ）

硬くなりましたか：（はい、いいえ）

3）ひきつけがおこりましたか【はい、いいえ】

それは、いつですか：（）月（）日

程度は／どのくらいの時間でしたか：（）分

その時熱はありましたか：（はい、いいえ）

そのときの体温は何度でしたか：（）度

4）嘔吐がおこりましたか【はい、いいえ】

それは、いつですか。：（）月（）日

5）下痢がおこりましたか【はい、いいえ】

それは、いつですか：（）月（）日

6）せき・はなみずなどの症状はありましたか【はい、いいえ】

それは、いつですか。：（）月（）日

7）その他、身体に何か気になることがおこりましたか【はい、いいえ】

それは、いつですか：（）月（）日

その内容を教えてください：

（

）

このことで、医師を受診しましたか：（受診したが入院はしなかった、受診し入院した、受診しなかった）

アンケートにご協力、ありがとうございました。

図１予防接種後健康調査用紙
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図２対象例接種時月齢(上)および同時接種ワクチン数の割合(下）

上：接種時月齢は２～12か月（平均４４か月）であり、３か月児へ

の接種が最も多かった。

下：ワクチンを１種類のみ接種した単独接種は1,067件で、他は

同時接種であった。同時接種は２～６種行われ、その件数は

それぞれ、558件、435件、120件、４４件、２件であった。

Ilili炎球菌ワクチン、不活化ボリオワクチンについ

ては、第１回目を６か月までに接種している場合

は、７か月以降に接種した場合でも対象とした。

なお、今'''1は調査時期の'１４係で、いわゆる四極混

合ワクチン(DPT-IPV)接種者は含まれていない。

時にその保護者に健康状況調査の説明を行い、協

力が得られた場合には、調査用紙の内容のアン

ケート調査を依頼した。接種後の健康状況は、予

防接樋後刑反応報告蕊準に該当する所見とともに、

Ｉ経度の局所発赤・腫脹・硬結、37.5度以-ｔの発熱

についても、予防接種後１４日以内に出現したもの

については調査に加えた。回答結果は接種医療機

関で'１１１収し、事務同にて集計、解析を行った。な

お、本調査・研究の実施については、東京小ﾘ｡科

医会理事会で承認を得た。

調査方法

参加協力医療機関に依11項して、ワクチンの接種

の状態およびその後の健康状i兄を洲森川紙(図１）

に基づき、プロスペクテイブな連続調査方式にて

行った。対象期間に該当する月齢、ワクチン接種
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図３ワクチン種類・回数別接種数（上)および接種後対象事象出現件数（下）

上：ワクチン・回数ごとに、単独およびそれと同時接種を含む接種件数をそれぞれ、単独、全体とし

て示している。

下：接種後の健康状況調査で、１４日以内の報告対象事象の出現件数を示す。発熱は165件、接種部異常

は200件で、うち硬結が見られたのは73件であった。

月ｌロ～2012年11月20日で、接種時月齢はｌ～

１２か月未満（平均４１か)j）であり、３か)]児への

接種が527件と最も多かった（図２上)。また、実

際に接種されたワクチンは、三種混合ワクチン

結果

協力医療機関から2,227件の有効な調査結果が

得られた。対象例のワクチン接種期間は2011年７
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図４同時接種本数と１４日以内の発熱の頻度(上)とワクチン種類別１４日以内発熱頻度(下）

上：同時接種本数と発熱の頻度を比較すると、接種本数が.増えるにしたがって発熱の頻度も増

えてゆく傾向があった。５種類での発熱の頻度は、件数が少ない(46件)ため参考値である。

下：ワクチン種類別の接種後１４日以内の発熱頻度を単独接種と同時接種で比較して示した。

(ＤＰＴ)、ヒブワクチン（Hib)、肺炎球菌ワクチン

(PCV)、生ポリオワクチン（#|ミポリオ)、Ｂ型肝炎

ワクチン（ＨＢＶ)、不活化ポリオワクチン（IPV)、

ロタウイルスワクチン（Rota)、インフルエンザ

ワクチンであった。これらのワクチンのうち１種

類のみ接櫛したのは1,067件(479％)で、他は２～

６種類のワクチンの何時接種であった。同時接種

の件数および頻度は２～６種ワクチンについてそ
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図５ワクチン種類別に２日以内の発熱頻度と、接種後１４日以内の発熱頻度を比較して示した。ワクチ

ン別の頻度は、類似の傾向が見られている。

れぞれ、２種:558件(251％)、３種:435件(19.5％)、

４種：120件(５４％)、５種：４４件(2.0％)、６種：

２件(0.1％)であった(図２下)。

後の入院であった。接種ワクチンは、それぞれ

Rota単独、およびＨｉｂ＋ＰＣＶであった。

｜可時接種本数と発熱の頻度を比較すると、本数

が増えるにしたがって発熱の頻度も増えてゆく傾

向があるが、５種以上の接種例は46件と数が少な

いため参考値である(図４上)。ワクチン種類別の

接種後１４１１以内の発熱頻度を単独接種と同時接種

で比較して示したのが図４下である。ＤＰＴ、Hib、

PCVの単独接穂での１４日以内の発熱の頻度はそ

れぞれ3.7％（発熱15件/接祁410件)、5.6％（16件

/288件)、106％（27件/255件）であった｡一般に

単独接種よりは、同時接種の発熱の頻度が高かっ

たが、ＰＣＶについてはＴ向接種法でほぼ同じ発

熱頻度であった。

ワクチン種類別で、接種と特に関係が強いと考

えられる２Ｕ以内の発熱頻度と接種後１４１１以内の

発熱頻度を比較して示したのが図５である。ワク

チン別の頻度については、類似の傾向が見られて

いるが、ＰＣＶについては、接種後早期に発熱頻

度が高いことが推察される。

１．ワクチン種類・回数別接種数

図３上に結果を示す。ＤＰＴ、Hib、ＰＣＶについ

てはこの時期に３回接種するので、ｌ～３，１１１に

分けて示した。そのワクチン・'111数ごとに、jLii独

およびそれと同時接種を含む接種件数をそれぞれ、

単独、全体として示している。接種件数の多い

DPT､Hib､ＰＣＶでは単独接種は半数以下であった。

２．接種後対象事象出現件数

接種後の健康状況調査で調査対象となった事象

のｌ４ｐ以内での出現件数を図３下に示す。発熱の

件数は165件(7.4％）であった。接穂部異常の}Ⅱ現

件数は200件(9.0％）でほとんどの例で711以内に

lEl｣|現していた。なお、死亡例はなかったが、１４１１

以内に入院を必要とした症例は２例みられ、いず

れも発熱の持続による接種後４日後、および'４日
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伊藤隆一

伊藤圭子

宝樹真理

諏訪美智子

岡田和子

111宮貞利

稲見誠

高木英行

牧田郁夫

佐藤徳枝

沼口俊介

細部千晴

渡邊智子

豊川達記

豊浦多喜雄

荻原正明

川上一恵

古平金次郎

松平｜逢光

秋山千枝子

泉田京子

的場医院

いとう小児科

たからぎ医院

スワミチコこどもクリニック

liYillll小児科クリニック

田富小児科アレルギー科医院

いなみ小児科

高木小児科医院

牧田小児科内科医院

佐藤皮膚科小児科医院

沼、小児科

細部小児科クリニック

キッズクリニック智

豊川小児科内科医院

とようら小児科

荻原医院

かずえキッズクリニック

こだいら小児科

松平小児科

あきやま子どもクリニック

曙町クリニック

研究の総括

本研究は、乳児期早期にわが国で行われている

予防接種の同時接種を含めた接種実態に即して、

接種後の健康状況を調査したものである。このよ

うな調査は他に見当たらず、１，il時接種と単独接種、

|可時接種時でのさまざまなワクチンの組み合わせ

に分けて示したことで、診療の現場で対象となる

ワクチン接種を行う際に有益な,情報となるものと

忠われる。

今回の検討では、一般に単独接種よりも同時接

種の方が発熱の頻度が高い傾向があることが示さ

れた。この発熱頻度の増加については、単独ワク

チンによる発熱頻度が異なることから、そのこと

を考慮した解析が必要であると思われる。

本研究では、実際にワクチンを接種された方を

対象に連続調査方式でアンケート調査を行ったが、

そのうち一部の調査結果用紙が同収できていない。

また、今li11の調査で有効な調査結果が得られたの

は2,227件であり、ワクチン接種後健康状況の実

態をある程度把握できていると考えられるが、接

種後の入院例の解析など頻度の少ない所見に対し

ては、十分な対象数ではないと考えられる。以上

のような限界から、接種後の健康状況を調査した

他の報告7)8）と結果が異なる部分もある。接穂後

の健康状況については、さらに調査方法や調査件

数を検討し、精度を増した研究が望まれる。
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新しい東京小児科医会会員専用Webサイト

および〆－リングリストのお知らせ

東京小児科医会広報委員会

従来の医会ホームページを使いやすくし、内容

充実を図ることを目的として新しいWebサイト

を2007年１月に設置しました。

新サイトのURLはhttp://tokyo-pediatricsorg／

indexphpです。

新サイトでは、一般の方はログインなしで

ニュースなどを読み、会員は各自の登録したＩＤ

とパスワードでログインすることにより、会員向

けの情報や専１１１の掲示板なども合わせて利用でき

るシステムです。

このサイト構築に使用したプログラムは

ＸＯＯＰＳと言い、サイト管理者にも便利なシステ

ムとなっています。この新サイトを公開するにあ

たり、会員専用の機能を利用するためには、ログ

インするためのＩＤとパスワードが必要となりま

すので希望される会員に発行します。

東京小児科医会XOOPSSite-Jus1Useill l/３ページ

区111iii 東京小児科医 会

ログイン

ユーザ名：

パスワード：

(範躍ZT》

こどもの救急東京小児科蟹会

東京小児科蟹会について

東京小児科露会名簿〈鶴敏希望分のみ）

東京小児科麗会織麓目次

必ずお隣みください．

悪騒溺
東京小児科麗金入会方法

東京小児救懲ご案内
お天気

、鴎HSR鼠1髪…衝

J尋節鯛｢美iKm鰯iＬ

５．２ｕユコヰロ同ユロロユコＢｕｕｍ巫萌所．栗原■14．

葡民公開威座｢予防接種うlﾅなかつからどうなるの．
唖成Ｚ４年応“内の鯵盛所旺師向け研悠会の室鮪

■刀呂

http://tokyo-pediaMcsorg／ ZOl3/OS/2６
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が要求されますＪと記載されている文字列があり

ます。そこをクリックすると、下記の（２）にアク

セスできます口

（２）従来の会員専用Webサイト（http://plaza、

umin､acjp/~tokyoped/cgi-bin/member/）にログ

イン後、（ＩＤ：tokyoped、パスワードはtkypd21）

両面上部の「会員専川新サイト（http://tokyo-

pediatricsDrg/）のログインＩＤ申請および会員

メーリングリスト参加申込はこちらから送信して

ください｣から登録申請してください。

会員確認後に速やかに登録し、ご案内のメール

をお送りします。多くの会員の参加を希望します．

メーリングリストは登録された会員がメール

で情報交換を行うツールです。テーマは「小ﾘ｡医

療」としました。利用するサーバーはＵＭＩＮ(大学

病院医療情報ネットワーク：http://www､umin

acjp/）のものです□医会からのお知らせ、会員

相互の情報交換などを迅速に行うために設置しま

した。

以上のお申し込みは、次のような方法で受け付

けております(図参照)。

（１）http://tokyo-pediatrics・org/indexphp

トップページ上部に「東京小児科医会員専用個別

ＩＤ申請、および会員メーリングリスト登録、’よこ

ちらから｢東京小児科医会会員共通IDPassword
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ﾖﾄＨｌＨ,

私はこのたび東京小児科医会小児救急部担当理

事を拝命致しました。何か抱負を一言ということ

ですが、私の未熟な頭で庇理屈をこれるよりも、

私の記憶に残る,患者さんについて書かせていいた

だくことの方が良いと考えましたので、以下をご

一読賜れば幸いです。

私のおります東京・江戸川区では毎年８月第１

土曜ロ夜に｢江戸川花火大会｣が開かれます。私も

随分楽しんできましたし、当区に住む者にとって

の素晴らしい特典の一つと思ってきました。それ

とは別に、今から十年ほど前の｢隅}11川花火大会」

のⅡに苦い経験をしましたので書かせていただき

ます。

当時私は慈恵医大青戸病院（現・慈恵医大葛飾

医療センター）小児科に勤務しておりました。そ

の日は土曜日で、私が午前の一般外来を終えて小

児科医局におりますと、当Ｈの午後当番の先生か

ら連絡が入りました。この先生は私より８年ほど

先輩に当たる優秀な方でした．なんでも感冒症状

と軽い呼吸困難があり肝臓が臆大している３歳の

女児がいるというのです。その先生は、その患者

さんを入院させようとしたのですが、生憎私達の

病院も近隣の病院もどこも小児を受け入れる病室

がない状況でした。その先生は白血病などの悪性

疾,患の可能性もありと考えて、小児科の空きベッ

ドのある都内の病院を探し、最終的に国立成育医

療センター(当時)が受けてくださることになりま

した。そこで時間のあった私が救急車に乗って、

患者さんを送っていくことになったのです。‘患者

ざん、母親、救急隊員、そして私が１台の救急車

に乗り込み、出発したのは確か午後５時頃でした。

葛飾区から世田谷区までの道中、私は患者さんを

見守りながら、「この子は一体何の病気なのだろ

う」と思っていました。微熱程度で全身状態はさ

して悪くないのですが、頻脈・多呼吸があり、酸

素を使わなければ顔色も悪化して、酸素飽和度も

落ちます。意識は清明で、元気一杯ではないもの

の母親とお話もしていました。迅速検査では白川

球数やCRPは軽度上昇で、機械読みですが芽球は

ゼロでした。肝胆道系酵素・ＬＤＨも上昇してい

ましたが、やはり軽度でした。屋根の上のサイレ

ンがうるさかったのですが、私は定期的に心音と

呼吸音を聴き続けました。これは患者さんの搬送

時には絶対しなければならない、と研修医の頃か

ら先輩医師に'111き込まれたことの一つでした｡｢モ

ニターなんかあてにするな。それよりおまえの耳

を信じろ」とよく言われたものです。何度月かの

聴診の時に、私は患者さんの心音が飛ぶことに気

づきました。これは過去に経験のないことでした。

普段よく経験する呼吸性不整脈ではなく、突然一

拍だけ抜け落ちる感じなのです。しかし、そのと

きの私は先輩医師から言われていた「悪`性疾`想か

もしれない」という先入観もあって、気にはなっ

ていたものの深く考えませんでした。やがて救急

車は１時'1M足らずで成育医療センターに到着しま

した。私は|Ⅱ迎えてくれた救急室のスタッフに紹

介状やフイルムを渡して申し送りをし､最後に｢こ

れは自分の気のせいかもしれないのですが、どう
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も脈が抜ける感じがします。念のためにご確認く

ださい｣とお伝えしました。後になって考えれば、

この時にもっとこの点を強調しておくべきでした。

やがて患肴さんと家族を成育医療センターに残し

て、私は救急隊とともに帰路につきました。そこ

で隊長さんが「先生、今ロは隅田川の花火大会な

んですよ。青戸まで帰るには相当時間がかかると

思いますので、ご了解ください」と申しわけなさ

そうに言いました。実際サイレンを鳴らしながら

すいすいと走ってきた搬送時とは違い、帰り道は

どこもすさまじく渋滞していました。もちろんＡｌｉ

者さんを乗せていない"空荷,,の状態ですから、サ

イレンを鳴らすわけにはいきません。それでも隊

長さんはカーナビと自身の勘を頼りに、懸命に空

いている道を探してくれました。道中、隅|ⅡⅡ|上

空に打ちあがる花火の音が遠くに聞こえました。

確か最終的には千葉県の一部を走るなど、｜随分と

迂'１１を雨ねて葛飾区まで戻り着いたのは午後９時

近かったと記憶しています。救急装備一式を降ろ

して、隊員の方々と互いの労をねぎらって医吋に

帰ってきますと、そこには私に救急車への''1乗を

依頼した午後当番の先生がまだおられました。私

は驚きながらこう言いました。「いや－、お侍た

せしました。先生、僕のことなど待たないでｌ捕っ

てくださってよかったんですよ。それにしても、

隅Ｕ１１ｌｌの花火のせいで帰りの時間がこんなになっ

てしまいました。まいりました｡」しかし、その先

雄はうつるな目をして無言でうなずくだけでした。

やがてしばらくの沈黙の後、「あのな、さっき成

育医療センターの救急から連絡があって、君が搬

送してくれたあの患者さんなＹ亡くなったって」

と力なく言いました。私は頭を殴られたような衝

撃を受けました。言葉を失って莊然｢1失の私にそ

の先生は「……おそらくは心臓だろうって。君が

帰った後、あの子は急にブラデイ（徐脈)からアレ

スト(心停jl舌)になって、その後は侍懸命になって

救命に尽くしたが助けられなかったんだそうだ」

と付け力Ⅱえました。私はつい３時'''１ほど前のこと

を思い出していました。成育医療センターに到着

して母親が受診手続きのためにその場を離れた時

に、酸素マスクの下からl狄親を呼んでいたあの子

の声、「お母さんはすぐくるからね－」と言いなが

ら救急室にその子を運び入れる看護師の声、到着

時間を無線で本部に伝える救急隊員の事務的な声、

紹介状とデータをみながら質問してくる救急医の

声、夕暮れの駐車場に響く蝉時雨、すべてが一挙

に頭の中によみがえりました。「あの成育医療セ

ンターの先′'三〃が余風で全力を尽くしても、あの

子の心臓は全く反応しなかったそうだ。担当の先

生も電話の向こうで泣いておられたよ」そういっ

てその先生はうなだれました。

その後、亡くなったお子さんの死因はウイル

ス性心筋炎であったという連絡をいただきまし

た。後日、成育医療センターでもこの症例につい

ては院内カンファレンスが行われ、詳細な検討が

加えられたともうかがいました。稀なケースであ

り、また救命|付難なケースではあったのかもしれ

ませんが、例えば私が患者さんの脈の欠代をもっ

と強く主張していれば、あの子の運命は違ってい

たかもしれません。もっとすばやく体外ペーシン

グの準備が整ったり、体外循環の手配がなされて

いたかもしれません。小児科と他科の違いの一つ

に、子どもは内分の身体や心の状態を正確に表現

することができないので、それを診る者はすぺて

の感覚や能力を駆使してそれを探り当てなければ

ならない、ということがあります。そのためにｕ

の五感を総動員して、声なき声を聴くことに全神

経を集中するのです。それなのに、あの子が懸命

に訴えかけていたそのメッセージを私はわかって

あげられなかったのでした。それが何より情なく、

申しわけなく感じられました。普段から曰分でも、

思い込みをせぬよう、データを信じすぎないよう、

基本に`忠実に診るよう心掛けてきたつもりでした

が、まだまだ何もわかっていない自分にほとほと

嫌気がさしました。私の夏の辛い思い出の一つで

す。
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妙⑧
病児保育の現状と｢全国病児保育協議会認定

病児保育専門士｣制度について

一般社間法人全国病児保育協議会会長

いなみ小児科院長稲見誠

病児保育とは、その理念が根本から異なっている

ことを理解していただきたい。
I病児保育とは

近年の少子化、核家族化、地域社会の機能不全

などのため、未経験な若い保護者が孤立して子育

てをしている。特に子どもが病気のときは保護者

への負担が大きく、共働きの保護者は子育てと就

労で、大変なストレスを抱えていると思われる。

そのような状況で小児科医は子育て支援にliflかつ

た活動を行わなければならない。その一つが病児

保育である。病児保育は、病気の子どもをお預か

りして保育と看護をするものであるが、単に就労

支援のための託児所ではない。子どもは健康なと

きはもとより病気のときは一層あらゆるニーズを

満たし、安全・安心に育てられなければならない。

そのため病児保育は、保育士・看護師・医師・栄

養士などそれぞれの分野の専門家が協力して行っ

ている。また病児保育は、病気の子どもを抱えて

途方にくれている保護者に対して、病児保育室を

利用して、家庭での看護を教育することも事業の

一部である。さらに地域社会や近隣の保育園など

への情報提供、保育士にたいする教育なども病児

保育事業の業務として行っている。つまり病児保

育は究極の子育て支援であるとともに、病気の子

どもの育児支援のセーフテイーネットである。

近年、ＮＰＯや営利法人が病児保育という名目

で託児事業を行っているが、我々の目指している

Ⅱ病児保育の歴史

病児保育は、1966年に東京・世田谷区のナオミ

保育園で｢病後児保育室バンビ｣が設立され、１９９１

年には厚生省｢小児有病児ケアに関する研究班｣が

構成され、病児保育に関しての研究が始まり、そ

の研究の受けⅢとして全国病児保育協議会が14施

設で設立された。しかし当時は、病気の子ども

は保護者が看病するのが当然である、育児放棄を

助長しているなどの批判が小児科や保育関係者よ

り発せられ、病児保育はなかなか拡大しなかった。

1995年には厚生省｢エンゼルプラン｣に病児保育が

組み込まれ、厚生省による「乳幼児健康支援デイ

サービス事業」として国の本格的な事業として制

度化された。その後も病児保育施設はあまり増加

しなかったが、2000年に新エンゼルプランのス

タートと同時に補助金の墹額があり、また保育園

併設の施設にも補助金制度ができたため、施設数

は増加してきた。2007年には「病児・病後児保育

事業」と名称が変更され、2012年には全国で国庫

補助を受けている施設は1,610箇所まで増加して

いる。内訳は、病児対応型561箇所、病後児対応

型541箇所、体調不良対応型507箇所、派遣型ｌか

所である｡
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限がある場合もある。

３）病気はいわゆる急性上気道炎などの感染ｿi：

や気答支喘`U､などが多い。感染`性の強い疾

Aiiは隔離室で預かるが、麻疹や結核はお断

りする施設が多い。

４）利用ロ数は２～４日が多く、ほとんどが短

期間の利l1jである。また、利用時間は朝８

時から18時までが多い。

５）前Ｕや当|」の朝までの予約が必要であり、

利１１]に当たっては、かかりつけ医の指示書

が必要である。

６）連衡は補助金(llf11/3、都道府県l/３，市町村

ｌ/3）と利１１|料によりなされている。｜ｴ|庫補

助を受けている施設の利用料は１日2,000～

3,000円が多い。

Ⅲ病児保育の現状

１．病児保育の分類

①病児対応型

急性期から回復期の病気まで入院や処Ifiの必

要のないほとんどの病児を預かる。主に医療機

関に併設されている。医師が常在しているので

病気の急変に対応でき、ｌｕ１診をしている施設が

多い。

②病後児対応型

’''１復期の病児を預かる。保育園などに併設さ

れている。嘱託医はいるが、医師の常在はなく、

また'１１１復期の定義自体が不|ﾘI確であり、そのた

めに利用率が低迷している。

③派遣型

保育士などが病児の自宅で保育する。しかし、

病児の急変時の対応やｌ：ｌ保育の危険'性も指

摘されており、現在、国庫補助を受けている施

設はｌか所のみである。

④体調不良型

これは本来、病児保育事業とは別のカテゴ

リーに分類されるものであり、保育1判の付帯業

務とみなすべきものである。具体的には、保育

園に在園中に病気になった二｣Fどもを保護者が迎

えに来るまで自園で預かるものである。あくま

でも一時的なものであり、翌日も摘気が軽快し

ない場合は、病児保育施設に預けなくてはなら

ない。

3．病児保育の課題と問題点

ｌ）病児保育施設運営が困難である

現在の補助金は、固定費と利用人数による

出来高制であるが固定費は低額であり、多く

の施設では赤字経営になっている。特に地力

の人口が少なく利用人数の少ない小規模施設

ではその運営は困難であり、閉園する施設も

少なくない。

一方、施設運営側にとって問題点の一つが、

季節による利１１１背数の変動が大きいことがあ

げられる。例えば比較的病気になる子どもが

少ない夏季には１１１の利川者が少ない時があ

る反１ｍ、冬季にはインフルエンザなどが流

行するために定員はすぐに埋まり、利１１lでき

ない病児が多数発生することがある。しかし、

利)'１者が少ない時期も施設としては職員の安

定雇)１１を確保しておく必要があり、そのため

の経費は決して少なくない。同様のことは、

キャンセルの多さにもある。前日の予約で定

員が１１Mまり、さらにキャンセル待ちがあるの

に、》LiL1になると利用者は定員の半数という

ことも稀ではない，行政は運営を楽にするた

2．病児保育事業の実際

ｌ）定員４～６名の施設が最も多く、小規模施

設が''二'心であり年間利)'１者数は500名前後が

多いが、年間利用者数が2,000名を超える大

規模施設もある。

２）利１１１できる年齢は生後ｌか月から小学校３

年生までだが、実際の利111年齢はｌ～２歳

児が中心である。また、「1治体により保育

｜刺に在園中の病児のみ利用できるという制
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めに利用者負担を増やす必要`性を示唆してい

るが、例えば普段から保育所に通っている子

どもが病児・病後児施設を利用する場合、普

段の保育所の保育料を負担している上に、多

額の病児・病後児施設利用料を支払うことに

なる。今後、これ以上に利用者負担が増えた

場合、子育て支援や就労支援の福祉事業とし

ての整合`性がなくなるのではないだろうか。

２）手厚い職員の配置で守られている病児保育

従来の病児保育室では、定員４名に対して

職員２名（２対１）を配楓し、１名は看護師と

いう通常の保育園に比ぺて手厚い職員の配置

で、安心・安全な病児保育を行っていた。し

かし、2010年度】から厚生労働省の指針として

病児１０名で看護師１名、病児３名に対して保

育士１名という基準に変わった。これは通常

’の保育園の０歳児と変わりなく、とても病児

保育の特殊性を踏まえて安心・安全な保育看

護を全う出来る基準ではない。例えば隔離室

を使用する場合には、隔離室に保育士を常

駐させるために、追加の保育士が必要となる。

病児保育施設の運営を安定させ、施設の普及

を図る施策であると思われるが、この職員配

置の変更は病児保育の安心・安全の保証には

逆行しており、多くの施設では２対1保育を

行っている現状がある。

３）病児の子育て支援ステーションとしての

機能

多くの施設では、保護者に対する家庭看護

の指導や助言、子どもの病気に関する報告の

発信、研修の受け入れなど、近隣の保育所な

どへの出前講演など、病児の子育て支援ス

テーションの役割を担っている。少子化、核

家族化の時代に、この機能は、今後病児保育

事業の重要な位置を占めると思われる。

Ⅳ、一般社団法人全国病児保育協議会

全国病児保育協議会は｢1本で唯一の病児保育に

係る研究・研修・情報発信などを行っている卜１１１体

であり、平成24年１０月現在で全'五|病児保育協議会

加盟施設は480か所、個人会員46名で、会員合計

は526である。施設会員のうち医療機関併設339か

所、保育所併設92か所、乳児院併設13か所、児童

養護併設４か所、単独型22か所、その他１０か所で

ある。

さらに本協議会の発足20周年記念事業の一つと

して、社会的責任を明確にするために、平成24年

７月より一般社団法人の認可を得て、病児保育の

一層の安心・安全を保障するとともに、専門家集

団としての専|'ﾘ`性のもと病児保育の発展に向けて

今後も努力していく決意を社会に明確にした。

全国病児保育協議会は病児保育の安全・安心の

ため有資格者である保育士と看護師による「保育

看護」という専門,性の高い体制で保育を推進して

いる。そして本協議会はこの専門性を高めるため

に、さまざまな活動を行っている。

全国規模の研究・研修を行う全国病児保育研究

大会には毎年800人から1,000人が参加し、また地

域ブロック研修会・支部研修会・地域勉強会など

を開催し、病児保育の質の向上を目指して活動し

ている。日本で唯一の病児保育の教科書である｢必

携新病児保育マニュアル」の発刊、学会誌の発

行を行い情報の発信を行っている。また、協議会

内に研修委員会、調査研究・インシデント管理委

員会、広報委員会、感染症対策委員会、機関誌編

集委貝会、資格認定委員会、自己評(iii・施設認証

制度プロジェクトチーム、保育園型プロジェクト

チームなどの委員会が病児保育の安全・安心確立

のために活動している。

Ｖ、「全国病児保育協議会認定病児保育

専門士｣の認定制度

病児保育協議会は、病児保育の理念、病児保育

の特殊性、子育て支援の役割などを剛解して、さ

らに専門'性を高めた知識を持った病児保育の専門

家を養成し、本邦における病児保育の質のltl-Lに
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努めることが、全国病児保育協議会の責務である

と考え、2013年４月より「全国病児保育協議会認

定ｿiii児保専門士｣の認定制度を立ち上げた。

１．認定応募資格

２年以上病児保育施設で勤務した保育ｔ・看

護師で施設長の推薦を得たもの。

２．認定方法

救急実習を含んだ22時間の講義を受け、その

後、小論文の提出、面接を経て、合格したもの

を認定する。

３．講習内容

ｌ）病児保育総論(２時間）

２）病児の保育（５時間）

生活習'慣への対応、遊びへの対応、発達障

害への対応、異年齢保育に関して、病児保育

計画の立案や記録

３）病児の看護（３時間）

観察方法、必要なケア、緊急時の対応、安

静の理解と対応

４）保育看護(２時間）

保育看護の実際、保護者理解に関して

５）小児医学（５時間）

子どもの身体の発育と病気、感染症とその

対策、薬について

6）リスクマネージメント（３時間）

救命入門実技(消防署救命係による)、イン

シデントヘの対鬘処、インシデント報告システ

ム

7）ワークショップで学ぶ（２時間）

Ⅵ．おわりに

病児保育事業は、2012年８月に制定された子ど

も子育て関連３法において「地域子ども・子育て

支援事業」に分類されている。これは行政にサー

ビス提供の義務はなく、努力義務である。それ

ゆえ病児保育の発膣には自治体の熱意が欠かせな

い。病児保育事業には解決すべき課題や問題点が

あるが、自治体や国を巻き込んだ活動が必要であ

る。「全国病児保育協議会認定病児保育専門士」

の資格認定制度を設立するにあたり、敢えて高い

ハードルを設定した。それは病児保育の必要条件

である専門性を高め、安心・安全な病児保育事業

を行うためである。また認定取得したものは、病

児保育の理念を蹄まえて、教育や情報発信など病

児保育の発展のために先駆的な働きをしてくれる

ことを期待している。
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急木斗一一運0

が現在の機構の土台となっている。平成１４年に外

形基準による専門医の広告が可能となったが、こ

れは医師の専門分野を単に示すのみで臨床知識や

技能の修得レベルを示すものではないという批判

が提議された。そこで専門医の医療レベルを担保

する制度への転換が求められ、その結果、平成１３

年に発足した専門医認定制協議会が法人格を取得

し、Ｈ本専門医機構(以下、機構)となりその役割

を果たすことになった。そして、機構が平成20年

に基本領域18学会に対して専門医制度の｢認定証」

を発行し現在に至っている。表１に機構が示して

いる平成24年８月現在の専門医をカテゴリー別に

示す。なお、平成24年８月31日に厚生労働省から

専門医に関する中間まとめが報告され、その中で

基本領域に総合診療専門医が新たに創設されるこ

とになった。従って、現在は１９の基本領域専門医

が存在する。今後、医師は基本領域のいずれか－

つの専門医を取得することが基本となる。

ここ数年で日本の専門医制度は大きく変化して

いく。大きな変更点は、第一に従来の学会が認定

する専門医から第三者機構が認定する専門医にな

ることである。第二に学会単位の専門医から診療

領域別の専門医になることである。そこで本稿で

は日本における専門医制度の歴史、小児科専門医

制度の歴史と現状、小児科関連専門医制度の最近

の動向、専門医制度の今後について概説する。

1．曰本の専門医制度の歴史

そもそも[１本における専門医制度の発端となっ

たのは昭和37年の麻酔科指導医制度の設立であ

る。その後、多くの学会が認定医制度を立ち上げ

たが、その結果、統一性のない多様な制度が構築

された。このような背景のもと昭和56年に学会

認定医制協議会が発足した。平成５年には認定

医の公認に関する三者懇談会（学会認定医制協議

会、日本医師会、Ｕ本医学会）の見解がまとめら

れた。さらに平成９年には厚生省と政府与党から

``２１世紀の医療の改革の提案"が提示ざれこの'１ｺで

｢現在、実施されている学会の専門医が社会に理

解されるよう認定基準の統一化・明確化を図るべ

きである」という旨が記載された。これを受けて

専門医の整備を第１群：基本領域診療科の学会群、

第２群：Subspecialtyの学会群、すなわち基雛と

する領域の認定に上積み研修方式の制度を設ける

学会群、第３群：ｌおよび２群以外の学会群に分

けて調整・整備を進めるとともに第三者的スタン

スの評価機構を設立する議論が開始された。これ

２．小児科専門医制度の歴史と現状

小児科専門医制度はまず新制度の小児科認定医

制度が昭和60年に創設された（旧制度は[lH和43年

に設立されたが２年後に消滅した)。当初は無試

験の暫定制度だったが、平成６年から認定医試

験が実施されるようになった。その後、認定医は

特別措置により平成14年に専門医に移行した。専

門医試験（症例要約・筆記試験・面接試験）を行

う現在の専門医制度は平成19年から確立し、現

在に至っている。過去６１mの合格率は769％から
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表１専門医一覧(平成24年８月現在）

注：当機構では現在のところ、基本領域18専門医制度とSubspecialty領域１７の専門医制度を承認しており、それ以外の専門

医制度(学会)については、今後検討・認定をして行きます

929％である。2013年５月現在、15,377人の小児

科専門医が存在している(学会会員数：20,846名)。

現在の小児科学会の小児科専門医制度に関する

システムを図１に示す。中央資格認定委員会は研

修施設の認定、研修集会の単位認定を中心に行っ

ている。試験運営委員会は試験問題の作成ｒ専門

医試験の実施・運営、合否判定をⅢ'心に行ってい

る。生涯教育・専門医育成委員会は小児科専門医

制度の全体の在り方を検討するとともに、穐々の

卒後教育のプログラムを実施・運営し、そして小

児科到達目標・研修手帳の改訂を行っている。

３．小児科関連専門医制度の最近の動向

１）小児科専門医：現在の小児科専門医制度は

充実しておりぃ今後、大きな変革の必要性はない

と考えられるが、唯一、研修施設・研修プログラ

ムに関しては検討する必要がある。車H']医を取得

するには前期研修を終了した後、小児科学会が認

定する研修施設での３年間以上の研修歴・１０分野

30症例の症例要約・筆記および面接試験に合格す

ることが必要であるにⅡ現在、研修施設の小児科学

会の認定基準は常勤の小児科専門医が３名以上い

ることおよび研修カリキュラムを含めた施設基準

1．基本領域専門医(基本領域18学会の専門医制度を認定しています）

総合内科専Ｉｉｉ医

精神科専門医

産婦人科専｢Ⅱ]医

泌尿器科専|Ⅱ]医

麻酔科専門医

救急科専門医

小児科専門医

外科専門医

眼科専門医

脳神経外科専''１]医

病理専門医

形成外科専門医

皮膚科専ｌｊＩ１医

整形外科専門医

耳鼻ＩｌＸＩ喉科専門医

放射線科専門医

臨床検査専門医

リハビリテーション科専門医

ISubspecialty領域専門医(Subspecialty領域17の専門医制度を認定しています）

消化器病専門医

I､液専門医

腎臓専門医

感染症専門医

消化器外科専門医

小児外科専門医

循環器専門医

内分泌代謝科（内科・'|､児科・産lliii}人科）

尊'Ⅱ]医

肝臓専門医

老年病専門医

呼吸器外科専門医(胸部外科･呼吸器外科）

リウマチ専門医

|呼吸器専門医

柵尿病専|Ⅱ}医

アレルギー専門医

神経内科専門医

心臓血符外科専門１塁（３学会術成）

Ⅲ今後認定を検討する専門医

小児神経専門医

大腸肛門病専門医

生殖医療専門医

核医学専門医

漢方専門医

産業衛生専門医

がん薬物療法専門医

ペインクリニック専門医

心療内科源'１']医

てんかん専門医

肝胆膵外科高度技能専門医

人１１ｉドック健診専門医(総合健診.

人間ドック）

心血管インターペンション専門医

婦人科腫瘍専門医

心身医療専門医

気管食道科専｢Ⅱ]医

臨床遺伝専門医

集中治療専門医

温泉療法専門医

病態栄養専門医

一般病院連携精神医学専門医

脳卒'１１専門医

放射線治療専''１]医

ＩＶＲ専門医

脈管専門医

高mlIl1専門医

小児循環器専|Ⅱ１匹

頭頚部がん専門医

iiLj化器内視鏡専門医

周産期（新上|三児)専|Ⅱ]医、１制産期（母体

胎児)専１１[|医

超音波専門医

||本輸血・細胞治療学会認定医

臨床薬剛専門医

透析専門医

Iiu漿交換療法専門医

ﾎﾟlll胞診専|Ⅱ|医

頭痛専門医

脳血管内治療専門医

乳腺専門医

手外科専門医

家庭医療専門医

●
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･研修施設の認定

･研修集会の単位認定
･専門医制度全体の検討

･各セミナー／講習会の企画･運営

･専門医試験の実施･運営

･試験問題の作成
｡汁1陽Rtrの西 言０）肘

、
．｣ＰＳ生涯教育オンラインセミナー

･インテンシブコース(×１／年）

･小児科医の到達目標

図１

ひ
｡｣ＰＳ専門医オンラインセミナー

･小児科医研修手帳

C
･小児科医のための臨床研修指導医

講習会(×２／年）

日本小児科学会の専門医関連システム

を満たしていることである[）すなわち、研修施設

の認定はn本小児科学会が行っており、かつ研修

内容を'１１１わない外形基準となっている。その結果、

現在、研修施設として517施設も存在する。しか

しながら、専門医の質を担保するためには、外形

基準ではなく研修内容、すなわちプログラム（経

験すべき症候・疾患・手技、症例数などの履修歴

と記録の提示など）を重視すべきであるというこ

とが機構の基本的考えである。機構が提案してい

る研修施設は基幹研修施設・研修施設・関連施設

の三つであり、このうち研修プログラムを作成・

保有できるのは基幹研修施設のみに限られている。

従って、現在、数多く存在する研修施設は整理さ

れ、専攻医（機構における専門医取得以前の医師

の呼称）に対して病院群によるprogramoriented

な研修が今後、行われていくことになる。すなわ

ち、今後、大学病院・小児病院が基幹研修施設と

なり、この基幹研修施設の関連病院は基幹研修施

設の作成したプログラムに参luliし、専門医を育成

することになると考えられる。かつ、基幹研修施

設・研修プログラムの認定も学会ではなく、第三

者機関が行うことになる。これに伴う試験方法の

変更も今後の課題である。

２）Subspecialty領域専門医：Subspecialty領

域専門医は基本領域専門医(小児科関連のSubspe‐

cialty専門医においては小児科専門医）を取得し

た上で、それを取得するいわゆる２階建て方式

とすることが決定している。機構の考えている

Subspecialty領域専Ｉ１１Ｉ医の満たすべき要件として

は、（１）'１常的に診療現場で十分に確立しえる診

療領域単位であること、（２）基本領域との|川で一

定の関連があること、（３）認定・更新が十分な実

績・体制で行われることである。小児科学会は２３

の分科会に対してSubspecialty専門医制度を構築

するか否か、構築するのであればどのような形

で構築するかについてアンケート調査を行い、以

下に記載する学会は日本小児科学会を基本航域と

して専門医制度を構築する意向であった。分科会

単独で専''１]医制度を構築する、すなわち小児○○
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一・・
・・コ
ニ側一コ唖
》》定・一》

曄》》》》一定》
『
》幸麺辨》一》・鋤

2013年度

2014年度

Z015年度

2016年度

2017年度

2018年度

２０１９年度

2020年度

２０２１年度

｢雰雨屋i7T1震關昭T－－－二二二二二二二二二二二二二二二二二二
研修期間については､各領域の実情に応じて別途定めることとする｡※

｢雰FFT雇霊i；三]-試験庚續等の審査一一一----

ｉｎ＜移行措置＞的
...：

;既存しの学会認定專ｉ
ｉ門医からの移行措：

;置については､第三；
;者機)関において､移；
：.....:…,1..Ｗ～':.…!:.,い,….,2

1行基〕準〕の作成状況；
．．￣.．：

;を踏まえつつ検討す！
；ろ必要がある6■■

※:各領域の実情に応じて､臨床研修(２年間)についても加味することを検討する。

図２新たな専門医の(士組みに関する全体スケジュール(案）

るか、（３）学会サイズが専門医を構築するのに十

分か、すなわち、指導医・研修プログラム・研修

施設体制を確立できるかなどである。

専門医を構築する意向の学会（括弧内は専門医の

呼称）は小児循環器学会（小児循環器専門医)、小

児神経学会(小児神経専門医)、小児血液・がん学

会(小児血液・がん専門医)、小児心身医学会十小

児精神神経学会（子どもの心の専門医）の４つで

あった。また表１のカテゴリーⅡのSubspecialty

領域専門医制度と共同で専門医を構築する意向の

学会は小児アレルギー学会、小児'腎臓病学会、小

児内分泌学会、小児感染症学会、小児リウマチ

学会の５つであった。分科会ではないが、日本周

産期・新生児医学会、糖尿病学会、１１本集中治

療学会は小児科専門医も基本領域として専門医制

度を構築する意向である。小児遺伝学会はカテゴ

リーⅢの臨床遺伝専門医として専門医制度を構

築する意向である。このアンケート結果は2013

年２月に機構に提出されており、今後、これらの

小児科に関連するSubspecialty領域専門医の承認

は機構のヒアリング・評価を経て決定されてい

く。その評価のポイントは、（１）専門医としての

characterization、すなわち専門医像を明示でき

るか、（２）専門医を構築して診療科として成立す

３）総合診療専門医：先述したように基本領域

専門医の一つとして総合診療専門医が認定された。

総合診療専門医は｢地域を診る医師｣の視点が必要

とされている。小児科医は地域の小児を診る総合

医であり、この総合診療専門医と小児科専門医

はかなりの部分で重複すると考えられる。従って、

総合診療専門医が小児医療をどの程度カバーする

のか、そして小児医療における総合診療専門医の

characterizationについては十分に吟|床する必要が

ある。また、総合診療専門医の養成プログラムなど

については小児科学会が関与していく必要がある。

前述したように基本領域専門医を一つ取得する

ことが基本であるが、自助努力により複数の基本

領域専門医の取得を機構は許容している。従って、

小児科専門医と総合診療専門医の二つを取得する

ことは可能であるが、機構は専門医の認定・更新

基準を満たす場合に限り、許容しているのでダブ
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申請

申請 認定 認定

研修施設専攻医

図３（社)日本専門医機構(仮称)組織図(案）

ルポードを保持することは現実的には|村難であろ

う。おそらくダブルポードは異なった基本領域専

門医に移行する時に発生する過渡的な現象にとど

まると考えられる。

が第三者機関の役割を果たすと推察される。その

組織図(案)を図３に示す。認定部門は専門医認定

部会と研修施設・プログラム認定部会の大きな二

つの部会からなり、各ボードメンバーや委員会メ

ンバーは各学会の専門医・卒後教育担当の医師に

より構成される予定である。

いずれにせよ、今後、専門医制度は国民に理解

しやすい、かつ質の向きを担保・維持する方向に

向かうのは確実であり、（１）指導医の育成（２）研

修施設・研修プログラムの充実（３）医学知識・技

術修得のシステムの構築などの包括的取り組みの

重要'性が増してくると考えられる。なお、厚生

労働省から平成25年４月22日付けで「専門医の在

り方に関する検討会の報告書」が発表された。専

門医に|ＩＩＪする詳細な情報についてはhttp://www・

ｍｈｌｗｇｏ・jp/stf/shingi/2r985200000300juhtmlを

ご覧いただければ幸いです。

4．専門医制度の今後

以上に述べた専|]E|医制度の変更に関するスケ

ジュール(案)を図２に示す。2013年度中に第三者

機関が設立され、2016年３月末までは、少なくと

も基本領域専門医においては病院群による養成

プログラムが作成される。このプログラムの審

査・認定が第三者機関によって行われ、2017年度

から新しいシステムによる専門医制度がスタート

し、2020年度に新しい基準による専門医が誕生す

ることになる。第三者機関の詳細についてはまだ

明らかではないが、新しい仕組みの専Ｉ１ｉ医制度は

機構により進められてきているので、当面は機構

外
部
評
価
委
員
会
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=，０ノー古悲

近年、分子生物学的技法を用いて性分化機構の

解明が飛躍的に進歩し、疾`患の原因が明らかにな

るにつれて、疾患への関心が高まり、患者が抱え

るさまざまな問題点も注ロされるようになってき

た。2006年に１１t界の専門家による性分化疾患に関

する合同会議が開催され、疾,患分類、疾,患名の

整理統合が行われた｡それに合わせて日本語疾

患名も、倫理的問題や侮蔑的な意味合いを含む

と考えられる用語を用いないこととなった'１，イ

ンターセックス、間性、真』性半陰陽、仮性半陰

陽、雌雄同体、類官官症（低または高ゴナドトロ

ピン性類官官症)、睾丸性女性化症、副腎性器症

候群などが含まれる。総称として用いられてい

た性分化異常症も性分化疾,患（DisordersofSex

Development:ＤＳＤ)と改めることになった。そし

て性分化疾患は、「染色体、性腺、または解剖学

的性が非定型である先天的状態｣と定義された')。

1．解剖学的性の分化(図１）

女性への性分化を主体的に推進する遺伝子が見

つかっていないことから、性分化の基本は女性型

と考えられている。在胎12週までに性腺・性器の

分化は完成する。胎児卵巣では、卵子形成は卵母

細胞まで進行するが、ホルモン産生能は有してい

接合筍性腺一言旨テロ 前駆セルトリ細胞（体細胞）
ＳＲＹ発現

ｅ
ＳｏＸ９発現

↓精巣形成
ロセルトリ細胞

生殖細胞分化心卵母細胞

卵巣形成
抗ミュラー管ホルモン

（ＡＭＨＭｌＳ）

ミュラー管

ｅ
卵管､子宮、膣上部

｜ＬＰﾗｲﾃﾞｨﾋ細胞｜
テストステロン

ゥォル妙蒄酵素聯性上
らﾃﾞﾋﾄﾞﾛﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ(DHT）

精巣上体､精のうｅ
輸精管男性外性器

女性型外'性器

図１性分化の模式図



東京小児科医会報7６ 2013ＪＵＬＹｖｏＬ３２Ｎｏｌ

ない。女性分化と異なり、男性への分化は、未分

化性腺内でＹ染色体短腕に存在するSRY遺伝子が

活性化されて前駆細胞からセルトリ細胞への分化

が起こり、次いでライディヒ細胞への分化が起こ

ることで始まる(精巣形成)。セルトリ細胞から分

泌される抗ミュラー管ホルモンはミュラー管を退

縮し、ライディヒ細胞から分泌されるテストステ

ロンはウォルフ管を男性内性器(精巣上体、精嚢、

輸精管）へと分化させる。また、テストステロン

は外'性器皮膚に存在する５α-還元酵素によりデ

ヒドロテストステロンに転換され、その作用で陰

茎・陰嚢が形成される。男性への分化は時間的、

空間的に適切に男性化因子が作１１]することによっ

て進行するが、異常があればその時点で男`性化は

停llZし女性化へと向かう。そのため、男性化障害

の外性器はほぼ男性型から暖昧な外性器、女』性型

ときわめて多様で、出生時に性の判別が困難とな

る推例が多数存在する。性腺形成障害、すなわち

未分化性腺の形成障害、未分化性腺から精巣・卵

巣への分化過程の障害においても外性器は男性型

から女性型まで多様となる。卵精巣`性性分化疾患、

ＤＡＸｌ異常症、ＷＴｌ異常症、ＳＦｌ異常症など

がこれに属する。一方、卵巣形成不全（ターナー

症候群等)、ミュラー管の分化障害では、出生時

外`性器は女`性型となるため、′性判定の問題は起き

ない。これらの疾患は低身隆、二次性徴未発来で

気づかれることも少なくない。出生時、46,ＸＸ胎

児で問題となるのは胎児期のアンドロゲン曝露に

よる外性器の男`性化である。46,ＸＸ２１－水酸化酵

素欠損症が最も高頻度の疾想である。

了しており、胎児下垂体からは`性腺刺激ホルモン

が分泌されるようになる。男`性胎児ではこの刺激

を受けて胎生15～20週頃に精巣から大量のアンド

ロゲンが分泌される。これが脳の男』性化を決定し

ていると考えられている。アンドロゲンの曝露が

ない場合、脳は女`性化することから、脳の`性分化

も基本は女性型と考えられる。

脳内にはアンドロゲン受容体は広く分布してい

るが、アンドロゲン(主としてテストステロン)が、

脳の何処に作)|]し、どのような機序でﾘj性化を起

こすのかは不Ⅲ1である。性同一性障害(GＩＤ)は性

分化疾`極を合併しておらず、養育｣性男性の症例で

は胎児期にはアンドロゲンに曝露されており、ア

ンドロゲン作111以降の脳の男`性化に問題があると

推測される。脳の`性差に関しては、解剖学的に脳

重量は男`性が12％重い、女`性では脳梁膨大部が大

きい、また機能的に男性は空間認知能に優れ「女

`性は言語機能に優れていることが知られている。

Swaabらは2)、MtFのＧＩＤ患者の視床下部の核の

大きさを測定し、通常、男』性がL4倍大きいＢＮＳＴ、

3.5倍大きいＩＮＡＨが、ＧＩＤ患者では女`性と|可等で

あったと報告している。これがGIDの原因か結果

かは不明だが、アンドロゲン作用との関連は今後

の課題であろう。

3．性分化疾患の性同一性

性同一性とは、「環境・時間に関わらず等しく

変わらない、一貫した持続的な自己の性に関する

認識」であり、心の性と身体の性が同一という一

致・不一致の意味ではない。ＧＩＤとは、‘性同一`''１１

('性自認、』性の１２１己意識)と生物学的|Ytが一致しな

いために、自己の生物学的性に違和感を持ち、「｜

己意識に一致する性を求め、時に性の111-1意識

に近づけるために性の適合を望むことさえある状

態､と定義されている。ＧＩＤは男性15,000人に１人、

女性３０，０００人に1人と報告されているが、性分化

疾,患でははるかに高率にＧＩＤを合併することから、

GＩＤと'性分化疾`患をもつＧＩＤは分けて考える必要

2．脳の性分化

胎児期のアンドロゲン分泌が異常となる'性分化

疾`世では、性同一性、性行動・役割、性的志向に

問題を生ずる症例が報告され、これらの疾`患の研

究から脳の男性化と胎児期のアンドロゲン曝露と

の関連が明らかになってきた。解剖学的性分化が

完成する胎生12週頃にはほとんどの臓器形成は終
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がある。以下、胎生期のアンドロゲン効果の異常

がある程度明確な疾`患の性同一性について述べる。

４ＯＸＹアンドロゲン不応症はアンドロゲン受容

体の異常で、アンドロゲン効果が減弱・消失する

疾`患である。アンドロゲン不応症には、アンドロ

ゲン受容体機能が完全に失われた完全型と機能が

－部残存している不完全型がある。46,ＸＹ完全型

アンドロゲン不応症の外性器は女｣性型で、養育性

は女性、鼠径部に精巣を触知することがある。過

去の報告例をまとめると、Ⅱ本を含めた養育性女

性の132例全例が性同一`性は女性であった。この

結果は、46,ＸＹであっても胎生期のアンドロゲン

効果が消失すると性同一性は女`性となること、ア

ンドロゲンはアンドロゲン受容体を介して脳に作

用していることを示している。

46,ＸＹ不完全型アンドロゲン不応症の外`性器は、

アンドロゲン効果の大小によって、ほぼ男`性型か

ら陰核肥大女性型まで多様であり、養育`性も男性・

女性いずれも存在する。養育性男性の外性器は男

性型に近く、養育性女性の外性器は女性型に近い

と推測されるが、いずれの養育`性に満いても１０～

１５％の確率でGIDを発症している。外性器の形状

からは脳の性分化を予測できないことを示してい

る。46,ＸＹ不完全型アンドロゲン不応症は`性分化

疾患の中では多い疾,患で、その適切な'性の判定を

どう行うかは今後の課題である。また、性同一`性

を乳児期から注意深く観察していく必要がある。

46,ＸＹ５ａ－還元酵素欠損症はテストステロン

からデヒドロテストステロンヘの変換が障害され

るため、残存酵素活`性の程度によって、外性器は

男'性型からほぼ女性型まで多様である。女性型で

も鼠径部に精巣を触知する。テストステロンは正

常に分泌されており、胎生期の脳のアンドロゲン

曝露量はほぼ正常と考えられる。これまで報告

された養育性男性例の性同一性は全例男'性である。

一方、養育性女'性例では70～90％がGIDを発症し

たとの報告、６０％が男』性への性転換を行ったとの

報告がある。これらの結果から、本疾,患の`性Ｍ一

性は男`性であり、外性器の形状にかかわらず養育

性男`性が原則であると考える。出生時、46,ＸＹ不

完全型アンドロゲン不応症、１７β-ＨＳＤ欠損症等

との鑑別が重要である。

46,ＸＸ２１－水酸化酵素欠損症は性分化疾患の中

では遭遇する機会の多い疾患である。コルチゾー

ル今成障害により、副腎性アンドロゲンが過剰産

生され、女`性胎児がアンドロゲンに曝露される疾

`患である。性同一性に関しては日本を含めて400

例以上の報告があり、養育性女性の約５％がGID

を発症する。46,ＸＸ２１－水酸化酵素欠損症の養育

`性は女性が原則であるが、46,ＸＹ不完全型アンド

ロゲン不応症と同様、‘性同一性を乳児期から注意

深く観察していく必要がある。性行動・役割の男

'性化傾向は幼児期から見られるが、ＧＩＤを発ｿifす

るとは限らず、ＧＩＤとは分けて考える必要がある。

しかし、外性器形成術の時期に関しては再検討も

必要であると考える。46,ＸＸ２１－水酸化酵素欠損

症で養育性男性例の報併もある。外性器の男性化

が強い例と推測されるが、興味深いことに』性li1-

'性女`性は約１０％であり、大多数の』性'百１－`１４tは男`性

である。本疾,患の胎生期のアンドロゲン曝露は、

量、質、期間とも不明瞭であり、脳が不完全な男

性化(脳の性分化が未成熟)で'１}生し、養育環境が

`性同一`性に影響した可能`性もある。通常のＧＩＤで

は性同一』性は養育環境などには影響されないこと

を前提としており、46,ＸＸ２１－水酸化酵素欠損症

の性同一`性はこれと異なる病態を示しているとも

考えられる｡性分化疾患の性同一性に関する検査・

診断･治療法は､今後検討すべき大きな課題である。

4．’性分化疾患への対応

2011年に日本の性分化疾`患の実態調査と初期対

応について報告した3)。一般小児科医が性分化疾

`患に遭遇することは稀であるが、出生に立ち会い、

外`性器異常を認めたときは緊急かつ重大な問題を

背負うこととなる。図２に外性器異常の例を示す。

親・家族にとって性別は最大の関心事であり、対
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図２外性器異常

a,ｂ)46,XX21-水酸化酵素欠損症、ｃ)46,ＸＹ５ａ

ｄ)46,XYWT-1異常症

-還元酵素欠損症、

が良いと考える。応を誤ると大きな禍根を残すことになる。性別が

判定できない子が生まれたというだけでパニック

になり、恐らくあとの説明は耳に入らない状態と

なる。「子どもが性別があいまいのまま生まれて

きたのではなく、たまたま外性器が未成熟なため

性の判定が難しいので、検査をして確認しましょ

う」と説明して、落ち着かせることが大切である。

｢よくわからない、異常だ、不完全｣などという不

安を助長する言葉は避ける必､要がある。初期対応

の詳細は文献３）を参照されたい。

性分化疾患に遭遇した時、その場しのぎであい

まいな説明をせず、経験豊富な医師と相談し、適

切な施設に搬送して、検査・診断治療するのが望

ましい、というのが小児内分泌学会の考え方であ

る。学会のホームベージに載っている専門医にま

ず相談して、搬送を含めて今後の方針を立てるの

「性分化疾患は、その取り扱いについて経験の

豊富な施設で扱うべき疾`患である」というのが学

会の性分化委員会で決めた初期対応の基本的考え

方である。

最後に、乳児健診など乳幼児の診察に際しては

外性器の視診触診を注意深く行うことの大切さを

強調したい。陰茎、陰嚢、膣口、大陰唇の状態、

亀頭の露出ぃ尿道下裂、精巣の触知など、異`常が

あれば容易に発見できるにもかかわらず、看過さ

れている例があることを忘れてはならない。

文献

緒方勤、他：日児誌112：565,2008

SwaabDEetal:Brainl31:3132,2008

大'11建司、堀川玲子：日児誌１１５：1-12,2011

ｌ）

２）

３）
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病院小児科

道､ろべ＿－－１「し－－

東京医科大学病院小児科

東京医科大学小児科学識廃柏木保代

東京医科大学病院は東京を代表するビジネス・

観光の'''心である新宿に位潰し、「ＪＲ新補駅」西

I｣からは徒歩１０分、「都営大江戸線都庁前駅｣から

は徒歩７分、「地下鉄九ノ内線西新宿駅｣からはエ

スカレーターを上るとすぐ、という好立地です。

平成25年４）ｊｌＨより河島尚志拒任教授が就

任されました。６月１日現在の医A川の構成は、

河島尚志主任教授をはじめ、宮島柿liiWi床Ｍ１：教授、

高見剛講師、柏木保代講師、兼任溝ililj2名、助

教１０名、臨床研究医８名、後期研修医７名、病院

助教１名、兼任助教９名、出張医４名を含め、計

45名となっております。

河島尚志主任教授は感染免疫・膠Ij〔病・消化

器・肝臓疾`甑などの難治性疾`患を'１１心に診療され

ております。さらに臨床研究として、インフルエ

ンザ脳症を始めとした急`性脳症の病態解析や、口

己炎症性疾ALI・代謝`性疾`患の遺伝子診断を積極的

に行っております。

小児科病棟は一般小児(小児外科を含む)と新生

児に分かれ、基準看護体制で24時間入院を受け入

れています。一般小児病棟の診察としては、肺炎

や喘息といった急』性疾`患に対する治療の他に、特

殊治療として急'性脳症や低酸素性脳洲iﾐの児に低体

i品療法を、また、川崎病や膠原病の難治例に対

してⅢ漿交換や持続透析濾過なども行っておりま

す。さらに慢』性腎不全に対しては腹膜・血液透析

を行っております。難治性痙撃や低身長などの紹

介入院も多くみられ、さらに上部消化器内視鏡検

査が病棟で可能であるため消化器疾患の患者数の

増加、また、近年食物アレルギーが社会的にも問

題となっておりますが、食物負荷テストの入院の

増力Ⅱが|際立っております。その他に肝・腎の生検

も積極的に行っており、貴重な症例が多く発凡さ

れました。11相を反映して被虐待児も毎月のよう

に入院し、昨年から子ども支援チーム（虐待予防

検討会：小児ＣＡＰＳ）が院内に発足し、活動を開

始しました。このため毎週のように児童相談所と

の検討会が行われております。

新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）は、東京女子医科大

学病院、慶応義塾大学病院、国立国際医療セン

ターの各周産期センターとともに、新宿、中野、

杉並を中心とした人１１１００万人以上の地域の周藤

期医療を打山しています。当院は平成23年ｌ）］

からＮＩＣＵ12床の新しい周産期センターとしてス

タートし、年Ⅱ|]300名近いハイリスク新生児の治

療を行えるようになりました。母体搬送によるハ

イリスク妊産婦の受け入れだけでなく、周辺地域

の核となる総合病院や、近隣の産科施設（産婦人

科医院、助産所）から多くの,恵児を新生児搬送に

より受け入れており、常にファーストコールでご

依頼をいただけるよう心がけています。対象とな

る疾`魁の多くは早産・低}Ⅱ生体重児、呼吸器疾`題



東京小児科医会報8０ 2013ＪＵＬＹｖｏＬ３２Ｎｏ､１

藤

Illl1llIIIlliifiliiijilllililli]ｉｌｌ;LililIiii1

ですが、新生児仮死に対する脳低温療法、ａEEG

による脳機能モニタリングや近赤外線分光装憶

(ＮIRS）を用いた脳術環評価、気道病変に対する

気管支鏡検査、心エコーによる心機能評価なども

行っています。また、小児外科、脳神経外科、眼

科、形成外科、整形外科など他科との連携により、

さまざまな新生児疾患に対し質の高い医療を提供

することが可能であると考えています。

小児科外来ですが、幅広い小児科のニーズに応

えるべく、一般外来の他に、精神・神経・発達、

内分泌・代謝、アレルギー、腎臓、消化器、呼吸

器、循環器、予防接樋、乳児検診、心理相談など

に対応した外来があります｡

発達障害・てんかん

ＡＤＨＤ（注意-欠陥多動性障害)、自閉症（広汎

性発達障害)、脳性麻源、筋疾患などの発達障害

を認める児の診断と治療を積極的に行っています。

また、当施設はてんかん学会認定医施設であり、

ビデオ脳波同時記録などを行い難治性てんかんの

診断と治療を行っています。特に、難治性てんか

んに対し、新規薬剤の導入や年齢依存`性てんかん

に対してのＡＣＴＨ療法などの入院加療を行って

おります。

内分泌・代謝疾患

下垂体`性低身長症、思春期早発症、クレチン症

やバセドウ病等の甲状腺疾患、糖尿病等の負荷テ

スト、画像検査等による診断と1台療を行います。

下垂体性低身長症や糖尿病の`愚兄には成長ホルモ

ンやインスリンの自己注射も指導しています。

主な診療内容

感染・免疫・膠原病疾患

小児期に流行する各種細菌．ウイルス性疾患の

診断と治療を行います。PCR法(遺伝子検出)によ

る迅速診断を利用し髄膜炎・脳炎．脳症等の診断

と治療を行っています。また、多くの難治』性膠原

病（小児リウマチ、全身性エリテマトーデス、強

皮症など）の治療を行っているのと同時に、各種

自己炎症性疾`患(家族性地中海熱など)、免疫不全

症の遺伝子診'折も行っています。

腎疾患

急性糸球体腎炎・紫斑病』性腎炎を中心とした各

種腎炎の診断、治療を行っております。積極的に

腎生検を行います。学校検尿で指摘された尿異常

所見の`患者さまの診察を行っております。また、

先天性腎疾`患の児の経過観察や治療を行っており

ます。腎臓内科と連携し、腹膜透析・血液透析も
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い申し上げます。

本院は東京VII部地区の基幹病院として地域医療

機関と連携して診療にあたっています。昨年から

迅速な対応をIl指して総合相談・支援センターを

開設しました。‘患者さまの多様なニーズに応えら

れるよう、今後も機能を充実させたいと考えてお

りますので、ぜひご活用ください。

東京医科大学は2016年に創立１００周年を迎えま

す。今年は新教育研究棟を竣工予定で、敷地内の

古いビル群は解体されます。さらに、新病棟の建

設と現病院棟の改装も予定されています。工事期

間中、当院をご利１１１される皆さまには、ご迷惑．

ご不便をおかけするかと存じますが、ご容赦くだ

さいますようお願い申し上げます。

今後の東京医科大学病院の発展にご期待いただ

ければ幸いです。

行っております。

消化器・肝臓疾患

小児科病棟で上部内視鏡検査を行っております。

また、消化器内科との連携で、カプセル内視鏡・

下部の消化管検査が可能です。`慢'性Ｖｊ痛・慢性便

秘などの他、近年増加している炎症`性腸疾`患の検

査・治療も行っております。肝臓疾,患も多数取り

扱っており、小児のＢ・Ｃ型肝炎のインターフェ

ロン治療など積極的治療を導入し、完治例を多数

認めること、増加傾向にあるＮＡＳＨに対し、肝生

検による正確な診断と指導を行っています。

アレルギー疾患

本院は日本アレルギー学会教育認定施設となっ

ております。近年問題となっている食物アレル

ギーに関しては、短期入院で食物負荷テストを

行っております。自己注射（エピベン）の指導も

行っております。

初診の方

受付時間

平ロ午前：８時から11時

午後：１１時から14時半

土曜日（第１．３．５）：８時から11時

宮島に限り、初診も予約が必要となります。

TEL：03-3342-6111（代）内線：3120小児科外来

受付

再診の方

診療時に次lmlの予約をお取りください。診療時

に次､lの予約を取らなかった方は受診希望日の２

日前までに(土曜、｜|曜、祝日を除く）、電話で予

約をお取りください。

予約変更

外来受付での変更：月曜～金曜８時から16時半

土曜日（１．３．５）８時から12時半

TEL：03-3342-6111（代）内線：3120小児科外来

受付

診療についてのお願い

診察llllH番は)'111受付したlllH番で行います。ただ

し、宮島・'１１に１１.小穴は予約順番で診察いたしま

乳児健診・発達

当院で出生された新生児やＮＩＣＵを退院した児

のフォローアップを行っています。冬季には早産

児．心疾`患合併児に対するシナジス注射（RSウイ

ルスモノクロナール抗体)を行っています。また、

臨床心理士とともに精神発達評Iilliなども行ってい

ます。

本院は都心に位置する特定機能病院として、患

者さまに良質で高度な医療を提供することを使命

としています。そのために、全職員が力を合わせ、

これまでの経験を活かしながら、最大限の努力を

してまいります。また、「チーム東京医大で安心・

安全な医療の提供」をテーマに、，患肴さまやその

ご家族が納得して治療を受けていただけるよう、

病状や医療情報をできるだけわかりやすくご説明

し、‘患者中心の医療と信頼関係の構築を心がけま

す。皆さま今後ともご協力くださいますようお願
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す。緊急の場合を考慮して診察順番が変更となる

ことがございます。あらかじめご了承ください。

なお､紹介の方には､紹介状をお願いいたします。

予防接種と乳児検診は完全予約制です。

予防接種：木曜日の午後に行っています。1週

間前までに予約をお取りください。

乳児検診：火曜日の午後に行っています。１３：

00～（７人まで）と13:30～（８人まで)です。原則

２F1前(士．日曜日・祝日を除く）までに予約をお

取りください（シナジスの時期は人数の変更がご

ざいます)。

遺伝相談：遺伝相談は完全予約制です。遺伝相

談は混み合っております。電話にて予約をお願い

いたします。

ＴＥＬ：03-3342-6111（代）内線：3120小児科外

来受付

ＮＩＣＵ(新生児集中治療室）は地域母子周産期セ

ンターとして新生児未熟児の搬送施設になってお

り、病床の空きにより随時受け入れています。入

院依頼は直接、ＮＩＣＵ(内線:2393.2394)へ連絡し、

担当医にご相談ください。医師同乗の救急車で迎

えにまいります。また、リスクの高い出産のとき

は、出産前に待機することも可能ですので、ご連

絡ください。

詳しくは東京医科大学病院のホームページをご

覧ください。
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ボルネオ島マレーシアミリでの生活

マレーシア在原冨加奈子

しかし、町中は一応道路も舗装され、たまに停

電はあるものの電気や水道は通り、ネットも繋が

る、まさに｢IHI｣でした。

ただ、’1本と比べると|{１J全体は汚く、衛生而も

良いとは言えません。まず１１に付くのはごみ。道

端にはごみが捨てられ、ごみi置き場もごみが溢れ

かえり、野良犬や野良術、ねずみの姿をよく見か

けます。

飲食店も、あまりきれいだとは言えません。お

箸やスプーン、フォークなどは、熱い湯の入った

マグカップに浸かって出てきます。テーブルを拭

くふきんはぼろ雑巾のように黒ずんでてもおかま

いなしです。

スーパーでさえ、衛生的管理はあまりされてお

らず、腐った野菜や果物、牛乳などが売られてい

ることがあります。野菜などは見て選べますが、

牛乳やチーズといった乳製砧は賞味期限内でも

腐っていることがあり、何度か家に帰ってから悔

しい思いをしました。

｜]本の食料品はあまり手に入りませんが、醤油、

みりん、味噌などを扱っているお店が２～３件あ

ります。

３．ミリでの医療

ミリには市立の総合病院が１軒、私立の総合病

私は、主人の仕事の関係でボルネオ島にある、

マレーシアのミリという町で暮らしています。

こちらに来てから１年半の生活の中で、見たり

聞いたり感じたことをお伝えしたいと思います。

１．ミリ

ミリは、マレーシア、サラワク州に位置し、中

国系、マレー系、インド系、原住民族からなる人

''約25万人の小さな町です。ここで暮らす日本人

は70人程度で、そのうち子どもは12人です。

2011t紀初頭に油lⅡが発見され、以後オイルタウ

ンとして成長してきたこの町は、町全体が比較的

豊かであると言えます。

ブルネイ王国と隣接し、町中から車で１時間も

走れば国境を越えることができます。週末ともな

れば､多くの人がミリ、ブルネイ間を行き来します。

人々は優しく、とくに子どもには皆とても親切

です。そして、町中で知り合いに会うと、皆、肩

をたたいて握手する光景は私のお気に入りです。

２．ミリでの生活

最初ミリで生活をすると聞いたときは、ボルネ

オ島というだけで、まず、ジャングルを想像し、

電気や水道などは通っているのかということを心

配しました。
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院が２軒、その他、個人のクリニックが多数あり

ますが、医療レベルはあまり高いとはいえません。

小児科も何軒かあり、日本と同様、評判のいい

所はｌ～２時間待たされます。ただ、日本と比べ、

解熱剤や抗生物質、下痢止めを多用しているよう

に思われます。「６歳以下には飲ませないでくだ

さい」と表記されている下痢止めを５歳だった長

女に処方されたこともあります。

眼科は腕のいいドクターがクチン（サラワク州

の州都）から週１１コか２回来るのを待たなければ

なりませんし、大きな病気をしたときは、シンガ

ポールに行ったほうがいいと言われています。友

人の日本人女性は、最近、月の角膜に傷がつき、

このクチンのドクターに巡り合うまで、大変な思

いをしていました。

するのでしょうか。理由の一つに、マレーシアの

政策が挙げられます。

マレーシアでは、「マレー優遇政策｣がとられて

います。例えば、公務員はほとんどがマレー人、

中国系の子どもが公立の大学に進むのは相当難し

〈、同じ試験でも中国系は95パーセント、マレー

系は40パーセントの正解率で合格できると言われ

ています。そのため、多くの子どもたちが海外を

目指します。

また、中国系、マレー系を問わず、ほとんどの

子どもたちが学校に通っていますが、原住民族の

中には、ＩＣも持たず、学校にも通えない子ども

もいます。

町中から車で20分という距離に貧困地区があり

ます。そこに住む人々は飲み水は雨水、食料はご

み箱から拾ったものなどで生活しているそうです。

友人の中国系の女`性は、所属する教会の慈善活動

で、先、、初めてその地区に入ったということで

すが、それは本当に日を疑う光景だったと言って

いました。

このように、インターナショナルスクールに通

うとても裕福な子どもから、学校に行けない子ど

もまで、貧富の差はとても大きいのが実情です。

４．ミリでの教育

ミリには中国系、マレー系の公立校と、中国系

の私立校、そして、インターナショナルスクール

が1校あります。

インターナショナルスクールには、私たちのよ

うな外国人の子どもや、地元でも裕福な子どもた

ちが通っています。幼稚園から中学まで、全校生

徒合わせて150人程度という中で、子どもたちは

自由にのびのびと勉学に励んでいます。ここでの

親の心配はといえば、母語や自国の文化をどう子

どもたちに学んでもらうか、ということです。

私たち日本人も、母親が中心となって、週に１

回「日本語クラス」を開き、日本であれば小学校に

通う子どもたち７人に、音読、漢字、作文などの

読み書きや、年中行事を体験してもらっています。

地元の学校について言いますと、やはり中国系

は教育熱心で、多くの子どもたちが放課後に塾の

ようなところに通っています。そして、金銭的に

余裕のある家庭の子どもは海外に留学します。多

くの親が、子どもが小さいときから子どもの進む

道をある程度考えていると言われています。

なぜ、多くの中国系の子どもたちは海外留学を

5．最後に

ここには、誰が呼んだのか、「サラワクタイム」

と呼ばれる時間があります。それは、予定時刻を

１時間か２時間過ぎた時刻のことです。

パーティに時間通りに行ったのに、始まるのは

その１時間後なんていうのはよくある話で､それ

でも、誰も怒り出したりしません。

また、例えば、飲食店で料理の中に小さな虫が

入っていたとします。それでも怒る人はいません。

店員も客も「あっ、入ってたの？」というような反

応です。

スーパーのレジで長蛇の列ができている隣のレ

ジで、店員がボーつとしていたとします。それで

も誰も怒ったりしません。
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私も最初はこういうことに腹を立てたりしてい

ました。日本なら、ありえないと。しかし、この

おおらかな人々を見ていると、少しは日本も見習

うべき点があるのではないかと思えてくるのです。

「オッケーラ(マレーなまりでオッケーの意味)」

の精神で突き進むこの町の人々から今後も目が雛

せそうにありません。



東京小児科医会報 2013ＪＵＬＹｖｏＬ３２Ｎｏ」8６

Ⅱ||Ⅱ'''1Ⅱ111ⅡⅡIⅡIIIIIIⅡ|||ⅡIⅡ||ⅡⅡlllⅡ|ⅡⅡ'''１１ⅡIⅡ||Ⅱ||Ⅱ||ⅡIⅡⅡlⅡⅡ|Ⅱ|Ⅱ|||ⅡI|ⅡⅡⅡllIIlIlⅡⅡlⅡ|ⅡlllllIⅡlⅡⅡ|Ⅲ111Ⅱ'１Ⅱ''11ⅡⅡIⅡlⅡIⅡⅡⅡ||Ⅱ１１ⅡⅡⅡⅡ|ⅡIⅡⅡlⅡ|ⅡI||ⅡⅢⅡⅡ11ⅡⅡ'''1ⅡIⅡⅡIⅡⅡIⅡⅡⅡⅡ11Ⅱ11ⅡIllllⅡ111ⅡⅡ|ⅡⅡⅡⅡⅡ|Ⅱ111ⅡIIIlⅡⅡⅡ||ⅡlⅡlⅡⅡ

学JJiiji会見聞＃■■.録.■
j川口ｌＩＴｼ､■蕊辮二JJLJtlw…

乳幼児健診を中心とする小児科医のための研修会
～後期研修医から若手医師レベルを中心に～

かずえキッズクリニック川上一雷〃迫j、

康である、疾,患・障害がない保証を得ることをⅡ

的としているといった、健診を行う側と受ける側

で温度差があることを承知していなくてはいけな

い。いつまで、どのような点をといった具体的な

方針のない「様子をみましょう」は犯罪になると

いった基本が語られました。つづけて４か月健診

では「もう慣れましたか？」というひとことや、問

題がないときには笑顔で送りＩＩＢしたり、紹介を姿

するときには十分な説明を行ったり、母親の不安

に寄り添う姿勢が大切であるとのことでした｡４

カ月健診では頸定を確認しますが、６か月をすぎ

ても頸定がみられないときには専門医へ紹介すべ

きという具体的な対応もご指導いただきました。

二番目の演題は、愛育病院の佐藤紀子先生から

｢生後ｌか月健診｣の解説がありました。現在、生

後ｌか月健診は公的なものではなく、定められた

基準もありません。ただ、出産後４～７日で退院

してからｌか月健診までの期間は、新たな家族生

活の開始期であり多くの不安も抱えています。ｌ

か月健診は、児の発育・発達の経過や疾病の有無

について医学的な所見を確実に把握するとともに、

保護者の不安や疑問に答える場として大切である

ことＴ母乳育児の確立のためにも大切な時期であ

り、医師が母乳に関する知識をもっていることが

求められているそうです。スライドでは、ｌか月

児の姿勢、異常所見の把握と対応が具体的に示さ

小児科医の仕事は、戦後すぐは子どもたちの栄

養評価と改善、その後は感染症、アレルギー疾患

への対応と変遷し、昨今は「子どもの育ちを支え

る」ことも小児科医に求められています。「子ども

の育ち」にかかわる小児科医の仕事といえば、乳

幼児健診が最も関係のある場となりそうです。小

児科医であれば、病院勤務医、開業医ともにｕ常

的に健診業務に携わっていますが、具体的な健診

の手技を系統立てて習ったことはあったでしょう

か？少なくとも、このレポートを書いておりま

す私には経験がありません。もちろん、生後何か

月で頸が座るか、二語文はいつごろしゃべるかと

いった知識は学びました。しかし、６か月健診を

どのような手順で、どのように行うのかというこ

とは、研修医時代に先輩医師のするところをみて、

真似て身につけたものでした。皆さんはいかがで

すか？

５月l2pに日本小児科学会、日本小児保健協会、

日本小児科医会の共催で、後期研修医や若手医師

を対象とする、乳幼児健診を学ぶ研修会が開催さ

れました。国立成育医療研究センターの講堂には

200名以上の若い小児科医が集まりました。

最初に平岩幹男先生から、乳幼児健診の概略と

４か月健診についてのお話がありました。乳幼児

健診で、医師は疾`唖や障害を早期に発見し対応す

ることを目的として行っていますが、保護者は健
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れました。

三番Hは東京小児科医会理事の秋山千枝子先生

が１歳６か月健診について、集団検診と個別健診

についてそれぞれビデオ映像でお示しください

ました。“百聞は一見にしかず"という言葉どおり、

１歳半の子どもと保護者にどのように声をかけ、

発達検査をどのように行うか、あきやま子どもク

リニックにおける健診の場面をみせていただきま

した。私自身20年あまり乳児健診に関わっていま

すが、自分以外の医師がどのように健診を行って

いるのかをみるチャンスはほとんどなく、日頃の

自分のやりかたをふりかえり、改善できる点に気

づいたり、「秋山先生も同じようにやっている！」

と安心したりいたしました。

その後、タッチケアで著名な吉永陽一郎先生が

３歳児健診を、鳥取大学の小枝達也先生が５歳児

健診を秋山先生何様に映像でみせてくださいまし

た。

朝１０時からはじまった研修会は、明海大学歯学

部の渡部茂先生から乳幼児健診に必要な歯科の知

識と、帝京大学の渡辺博先生から予防接種につい

てのお話と夕方４時半まで濃厚な内容が続きまし

た。

前述のように、この研修会は若手医師の研修を

Ｈ的として開催されましたが、ベテラン医師にも

、身の日頃の健診をふりかえると同時に、知識を

整理するために役立つと感じました。今年度は１０

月に京都でも同様の研修会が開催されるそうです。

ご興味のある方は、共催三団体からのご案内をお

見逃しなく｡



東京小児科医会報8８ 2013ＪＵＬＹｖｏＬ３２Ｎｏ」

111ⅡIlⅡⅡIⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ'1Ⅱ１１ⅡⅡlⅡ111ⅡⅡ''1ⅡIⅡⅡ|Ⅱ11ⅡⅡⅡ11Ⅱ|ⅡⅡⅡⅡIⅡⅡⅡⅡⅡIⅡⅡ|ⅡⅡ||Ⅱ'１ⅡⅡⅡⅡⅡ|ⅡⅡIⅡIⅡ1111ⅡⅡIⅡⅡⅡlllllⅡ11Ⅱ11ⅡⅡlllⅡ１１Ⅱ11ⅡlⅡⅡ|ⅡⅡ|ⅡＩⅡIⅡⅡIⅡ１１Ⅱ11ⅡⅡⅡⅡⅡIⅡ11ⅡⅡⅡⅡllllllⅡⅡlⅡIⅡⅡⅡIⅡ1ⅡⅡⅡ11ⅡⅡ１１ⅡⅡⅡIⅡ1ⅡⅡⅡ'1ⅡIⅡ11ⅡIIllll

学吋,f;会.見聞(■1J.録.」

日本小児科医会総会フォーラム

大川こども＆内科クリニック大川洋二

６ｌｊ８日、９Ｕ、大阪小児科医会・小川實先生

を会頭に大阪市中央公会堂にて「第241111n本小児

科医会フォーラム｣が開催されました。中央公会堂

は1918年に中之島に設立されたネオ・ルネッサン

ス様式の建物で国の重要文化財でもあります。こ

の建物に入るのは20年ほど前の血液学会以来です。

さて開会式の前から討議は始まっていました。

サテライトシンポジウムでは小児救急の現状が、

主として大阪の施設から報告がありました。予防

接種の齊及により受診原Utlである疾患が変化して

きていることが討議されていました。また在宅医

療のミニシンポジウムも開かれ、実際にこれから

参加する施設には良い情報を提供できたようです。

大阪小児科医会編の「すべてみせます。大阪の在

宅小児医療」は在宅医療の手引書として役に立ち

そうです。教育講演として在阪５大学小児科教授

による５演題はそれぞれの分野での最近の進歩を

わかりやすく解説されていました。

２日ロにはシンポジウム「子どもたちの未来の

ために」が企画されていました。ワクチンに関し

ては特に今年流行中の風疹ワクチンを中心に（藤

岡先生)、また、愛着の形成を中心に据えて小児

科医の親支援(仲野先生)、小児救急と病児保育が

究極の育児支援の解説（木野先生）がありました。

また、追加発言があり、在宅医擦と母薑子のメンタ

ルヘルス支援については金原先生が持論の小児科

医のアイデンティティとして力説されていました。

残念なことにとても質の高いシンポジウムにもか

かわらず、会場からの質問が当初採用されない進

行でした。このほか初日は最近の日本のランド

マーク的課題であるiPS細胞研究の進展、さらに

２日目には「インフルエンザワクチン無効論は克

服できたか｣が、とても興味深い講演でした。

会員のレベルを表す一般演題（ポスターセッ

ション)には７グループ39演題が発表されました。

このセッションは小児科医の経験および研究、冬

県医会の各委員会報告、日本小児科医会の委員会

報告および他団体からの報告の４グループに分け

られます。発表分野としては個人の経験例の報告

９演題(うちアレルギー関係４演題)、救急関係５

演題、インフルエンザ等感染症７演題、ワクチン

関係６演題、被災地報告３演題です。その他、学

校医の意識調査等見逃せない演題も多くありまし

た。私も全国病児保育協議会で認定している病児

保育認定士制度について報告しました。安全を担

保できるシステムには国家資格を持つ看護師、保

育士にさらに研錆を積んでいただくための病児保

育専門士制度の確立が大切です。

1階の総合受付の横には初日から11本小児科医

会作成｢束Ｕ本大震災一小児科医の足跡｣の販売も

行われていました。多くの方がご覧になり購入さ

れていたようです。

１年ぶりの大|仮。リーガロイヤルホテルからお

城まで軽くジョキングも楽しめたフォーラムでした。
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学会,見聞..録ポ
ロ'恥'三イノ轤溌溌蕊Ⅱ心轍ｆ１ｉＩ：■ｗ

第11G回曰本小児科学会学術集会

曙町クリニック泉田直已

－名誉教授が受賞)、特別企画３題(２つの市民公

開講座を含む)、教育講演19題(小児に関連したさ

まざまな領域について、妓近の知見に関する講

演)、総合シンポジウム１０題、分野別シンポジウ

ム16題、多職種シンポジウム３題、モーニング実

践講座６題、教育セミナー31題、モーニング教育

セミナー４題、に加えて1,000題を越える一般演

題により構成されていた。最大11会場とポスタ－

会場が同時進行のプログラムであり、勤務の都合

上実際に聴講できたのは、その極一部に過ぎない

第116回日本小児科学会学術集会が2013年４月

１９日から21日まで、広島市で開催された。この学

術集会が広島で開催されるのは45年ぶりだそうで、

私も個人的に初めての広島市訪問となった。

学会会場は、平和記念公園、原爆ドームにほど

近い広島国際会議場、および近接した広島市文化

交流会館、アステールプラザである。

学術集会は、特別講演３題(iPS細胞の応用を含

む)、海外からの招待講演２題、小児科学会賞記

念講演（私の大学在職時の教室主任である矢田純

写真１学会場である国際会議場の入口と小児科学会の看板。
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写真２学会場隣接の平和記念公園の状況、背景の遠方に原爆ドームがある。

W1FqV9U

J雫二鐘翻弄

写真３厳島神社。水のない社殿と水に浸った鳥居という風景を見ることができた。

が、学会の雰囲気、講演内容などを報告する。

さまざまな企両の''１でγ興味を引いたタイトル

がモーニング実践講座である。私は、小児急`性腹

症の超音波診断の会場に向かい、実際に出席して

みると症例に即したレクチャーが行われていた。

腹部超音波診断なので、スライドおよびその解説

のみではなかなか把握できない部分もあったが、

動U11iなども利用し重要な疾患のポイントの押さえ

方を短時間に要領よく説Iﾘ]されていた。

教育セミナーでは、夜尿症に関する講演では立

ち見が出るほどの盛況であった。夜間尿量と膀胱

容量がポイントとなるようである。

教育講演では、発達障害医療、検診など現在の

小児科の中で注目されているさまざまな領域を幅

広く取り扱っていた。いずれも、今までの知識の

整理に役立つものであり、このような幅広い専門

領域を超えての教育講演は、今後も学会でも継続

して行われていくべきものと感じた。

視点を学会場の周辺に向けると、一帯は平和記

念公園で、原爆被害の象徴である原爆ドームも徒

歩５分程度のところにある。間近で見る原爆ドー

ムは、約70年の歳月を経てなお悲j惨な状況を十分

伝える象徴となっていた。多数の観光客の中に外

国人も目立っていた。日本各地に多々ある観光地

の中で、あえて広島巾で原爆の被害に思いをはせ

る外国人観光客の多いのには驚かされた。

平和記念公園から40分ほどで厳島神社のある宮

島に行くことができた。厳島神社は、水につかっ

ているというイメージがあるが、満潮から時間が

経過していたため、社殿は砂地の中に、鳥居は水

の中に建っており、実際の景色としての体験がで

きた。
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蕾謡 統計学が最強の学問である

西内秤一

ダイヤモンド社

2013年１月24Ｕ発行1,600円

差と因果関係が統計学のキモである、４）「ランダ

ム化｣という最強の武器、５）ランダム化が出来な

かったらどうするか？、６）統計家たちの仁義な

き戦いである。これらの表題の中、ナイチンゲー

ル的統計の限界というコーナーがありますが、私

どもが調査でよく使う手法に対する問いでもあ

ります。記載されているデータを使うための３つ

の問いを医療に11］てはめて考えると、Ａ）何かの

要因が変化すれば医療は向_化するのか？、Ｂ）そ

うした変化を起こすような行動は実際に可能なの

か？、Ｃ）変化を起こす行動が可能だとして、そ

の努力の先に医療はよりよく変化出来るのか？、

データはこのような３つの問いに答えを示すこと

が可能か？、ここが統計学で分析する意義である

というくだりは肝に銘ずる必要があるようにと思

われます。

著者はあとがきの部分でご自身のご経験から統

計学への思いを評かれていますが､｢おそらく我々

がすべきことの多くは、すでに文献やデータのｌ

で明らかなのである。ただ、それを現実のものと

して実行するまでのギャップが我々を最善から遠

ざけていると思う。」「統計学の素晴らしいところ

は、こうした鼓善の道を最も早く確実に示してく

れると思う。」というのは我々医会活動に通ずるも

のがあり廷非一度お読みいただきたいと思います。

（広報部沼口俊介）

Ｕ立つタイトルでＪＲなどの広fLfを’１にされた

先生方もおられるかと存じます。統計学という教

育は、かつて数学の延長で短期間学んだ記憶はあ

るものの統計学のすごさを実感していなかった

のが私の１１t代ではないかと思います。そのよう

な時代背景の中、1980年から1990年にかけＥＢＭ

(Evidence-BasedMedicine）が医学、医療の仙

界に導入され｣Z､要性を感じ統計学の本をいろいろ

購入するものの難解な用語、数式など途中で説

62ｋ切れずにいる多くの方がおられるかと)＆います。

この本の著著は1981年生まれで、東大医学部を卒

業ざれ専攻された生物学統計を中心にハーバード

がん研究センター客員研究員などざまざまな活動

をざれ現在はデータに基づいて社会にイノベー

ションを起こすための、さまざまなプロジェクト

において調査、分析、システム開発および戦略立

案をコンサルティングするなど豊富な経験をお持

ちの力のようです。

統計学の本というと、まず)I]語、定義など聞き

なれないことが多く次第に分けが分からなくなる

ことが多くなる傾向があります。この本は統計学

の歴史、実践から見た統計学の醍醐味が書かれて

おり、統計学に多少興味のある方には頭の中に無

理なく知識が入るかと思います。構成は６章に分

かれ、ｌ）なぜ統計学が最強の学問なのか？、２）

サンプリングが情報コストを激減させる、３）誤
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一口が蕾■■【 私の出会った子どもたち

小さな星たちの記録

坂井聖二

社団福祉法人子どもの虐待防止センター

ＣＣＡＰブックスNo.８

毎日のニュースの中でいつも胸が痛いのは虐待

児死亡例の報道である。世界の子ども白書2012の

報告でも５歳未満死亡、乳児死亡率、新生児死亡

率が日本は素晴らしい低値を示しているのに何故、

このようなニュースが多いのだろうか？坂井先

生に初めてお会いしましたのはＮ区小児科医会で

虐待問題取り上げた時、すでにご病気のＨの症状

がかなり悪化されていた中、ご講演頂きましたが、

｢自らの親に傷つけられた子ども」という存在は自

分の理解を超えたものであり、その体験は小児科

の日常で会う親子へのまなざしを大きく変化させ

｢子どもと母親がどのような家族背景を背負って

私の診療所まで足を運んだのか？」ということを

意識なされるようになったと伺いました。何かを

求めてきた親子に対して｢様子見ましょう」として

対応することは、ある意味で虐待に会っている子

ども達への医師が行うネグレクトのひとつである

こと忘れてはならないと話されていたのは大変感

銘深く覚えております。坂井先生は残念なことに

59歳で他界されましたが、その精神は地域の保健

婦さんをはじめ先生にお教え頂いた方々の心の中

で生き続けているものと思われます。

この本は2006年６河に発行されたものですが、

先生がどのように虐待に関われてきた力､の軌跡で

もあり、2013年の今読み返しても学ぶことの多い

本です。本日もまた、ニュースで子どもが犠牲に

なっていました。この本は我々小児科医が診療の

中で気づきにくいことを、いかに気づくようにな

るかという課題に貢献しうる大事な本だと思いま

すので、是非一度お時間ある時にお読み下さい。

（広報部沼口俊介）
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蕾謡 東曰本大震災
一小児科医の足跡一

編集：日本小児科医会

（定価2,500円）

2011年３月11日午後２時46分に起こった大震災

から２年たちました。震災後、Ⅱ本医師会を中心

とするJＭＡＴが活動を開始した頃、被災地へお手

伝いに行きたいと思いつつも、自分の家族の生活

や近隣の`患者さんの診療のためにＴ東北へ行くこ

とができず歯がゆい思いをしました。こんな大災

害は二度と起こらないでほしいと願いつつも、次

に何かあったときには自分も何らかの形で働きた

いと思っています。

今春、日本小児科医会が東日本大震災後を小児

科医の視点からまとめたのが本書です。

東日本大震災とはどういう災害だったのか、

DＭＡＴの活動と役割、日本医師会の活動という

大きなテーマではじまり、被災地からの報告、放

射線被爆の問題、震災による子どもの心への影響

とケア、そして災害時の医療支援のあり方につい

てなど35人の方により200ページにも及ぶ記録が

掲載されています。いずれの筆者も、とても冷静

に当時の状況を振り返り分析されています。とて

も濃く、深い内容であり、ここでその一部を抜粋

して紹介することはできません。

地震、津波、原子力発電所の事故により、被災

地は広範囲で、とても多くの方が亡くなり、自宅

や仕事を失った凄`惨な災害でした。この震災から

私達は何かを学び、次に備えるべきでしょう．誰

かが考えてくれるというのではなく、私達一人一

人がどのような場面でどんな活動ができるかを、

平時に考え、物資も含めて準備しておくことが必

要と考えます。とくに小児科医の視点で考えるに

は本書はすばらしい教科書であると思います。

ぜひ皆様ご白身で本書を手にとり、お読みくだ

さい。

（広報部川上一恵）
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平成24年度第６回理事会議事録

なるの？」の後援について・・承認

５．「ワクチンで防ごう子どもの感染症」セミ

ナーの共催、後援について・・承認

６．東京都における小児の死因調査実施に当たっ

ての協力について・・承認

７．予防接種地方自治体負担分に関するアンケー

ト調査について･･承認

８．母子健康手帳の任意記載事項様式の改正につ

いて・・承認

９．日本小児科医会広報部発行東日本大震災一

小児科医の足跡一紹介文の同封について・・

承認

10．学術講演会の際の託児資格について・・会員

に限る

Ｕ東京小児科医会ＨＰから託児申し込み書ダウ

ンロード許可範囲について・・会員ＨＰから

に限定

12．その他

学術委員交代両亦先生→柏木先生

日本医師会からワクチン定期接種化に向けて

の署名協力お礼

13．新入会退会の件

退会逝去：

希望退会：水口とよ子

新入会：海老原亜貴子、清水博史、石井知

愛子、柏木保代、篠本雅人、佐藤

圭子、長谷川望、吉川秀樹、宮|Ｈ

真貴子

日時：平成25年３月１７日（日曜日)午後５時30分～

場所：東京医科大学臨床講堂会議室

（出席17名欠席８名）

出席：高橋系一、沼口俊介、神川晃、佐藤徳枝、

松平隆光、塙佳生、高木英行、秋山千枝

子、大川洋二、伊藤隆一、林泉彦、佐藤

光美、武隈孝治、荻原正明、澤田雅子、森

關子、津田隆

欠席：保科清、柴田雄介、牧田郁夫、稲見誠、

泉田直己、諏訪美智子、川上一恵、和田紀

之

『報告事項」

１．会長報告

２．副会長報告

ａＬ１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』

１．日本小児科医会の代議員、予備代議員の選任

について・・前年度と継続

２．日本小児科学会専門医試験の面接諮問委員の

推薦について(第６回参考資料）

３．日本トラウマテイック・ストレス学会の後援

について・・承認

４．市民公開講座「予防接種受けなかったらどう

i~…ｉｌ－－]￣東京小児科医会理事会議事録要旨
｢－－'1－－１１－

IO

II

OO

IO

II
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１４．今後の理事会開催予定について

平成25年５月１１日および９）ｊ７ｐ

ｌ５、その他

議長高橋系一

議事録署名人大川洋二、荻原正明

平成25年度第１回理事会議事録

日時：平成25年５月１１日(士朧||)午後５時30分～

場所：西新宿和光堂ビル２Ｆ会議室

（出席20名欠席６名）

出席：高橋系一、沼口俊介、神川晃、佐藤徳枝、

松平隆光､塙佳生、高木英行､秋山千枝子、

泉田直己、伊藤隆一、林泉彦、稲見誠、

佐藤光美、武隈孝治、荻原正明、澤|ll雅子、

森蘭子、津}Ｈ隆、川上一恵、相澤ｌｌｆｌ

欠席：保科情、柴田雄介、大)||洋二、牧|H郁夫、

諏訪美智子、和田紀之

メール了承済み

３．災害共済給付審査専門委員会委員の推薦（日

本スポーツ振興センター）

メール了承済み

４．東京都小児がん診療病院検討委員会委員の推

薦

メール了承済み

５．日本小児科医会入会案内を東京小児科医会会

報・プログラム送付時に同封する件について

６．学術集会の開催時に日本小児科医会・小児科

医連盟の入会案内を配布する件

７．救急部新委員承認の件辻祐一郎先生

８〆東京都各地区における小児科医会の活動調査

のお願い

９．その他

１０．新入会退会の件

退会逝去：

希望退会：

新入会：澤肖,l子、朝光陽源、久保島慎二、

’１１中古即、）'''1|奇道子、松村有香、

中山栄一、善利洋子、有坂マドカ

ｕ今後の理事会開催予定について

ユＩｚ成25年９月７Ｈおよび11月30日

12．その他

『報告事項」

１．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・東京小児科医会第33回定時総会について

（１）平成24年度事業報告および平成25年度事

業計1画案について

（２）平成24年度収支決算報告および平成25年

収支予算案について

（３）定時総会の式次第について

２．多摩地区市長に対する３ワクチンの定期予防

接種化に関する要望について

議長高橋系一

議事録署名人林泉彦、稲見誠
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東京小児科医会第33回定時総会議事録要旨

平成25年６月16日（ロ）

総務担当理事から、現在の出席者は35名、委任

状が290通で合計325名となり、平成25年３月31日

現在の東京小児科医会の会員数は630名であるこ

と、定款31条により、委任状を含め会員の４分の

１以上の出席があるため本会は成立する旨の報告

があり、議長は相澤昭先生にお願いする旨発言が

あった。

ついで平成24年４１ｊ１日から平成25年３月31日

までの物故者が本井儀一郎先生、塙賢二先生、根

岸章先生の３名に対し全員起立の上黙祷がささげ

られた。

相澤議長から東京小児科医会第33回定時総会を

開催の発言と定款第29条により、総会議長を務め

ることの発言があった。

議事録署名人は定款第37条により議長の指名に

よるとされており可千葉昭典先生、辻祐一郎先生

にお願いしたいとの発言があり了承された。

報告事項

神川晃副会長から平成24年度東京小児科医会事

業報告に関する件が総会資料に基づき報告された。

平成25年３月3111現在の東京小児科医会の会員

数は630名で、入会44名、退会11名だった。

1．東京小児科医会の役員氏名と業務分担、儲

事、総会議長、副議長、名誉会長、顧問および'１

本小児科医会の代議員と予備代議員の氏名は資料

の如くである。

２．理事会は６同開催され、協議事項は資料の

如くであった。

３．第３２回定時総会は平成24年６月17日（日）に

東京医大で開催され、平成23年度東京小児科医会

事業報告、日本小児科医会総会フォーラム、一般

会計決算、平成24束京小児科医会事業計画（案)、

一般会計予算(案)などについて審議ざれ決議され

た。

４第54回関東ブロック小児科医会連絡協議会

は平成24年１０月1311(士)、千葉県の主催にて開催

され、各都道府県の活動の報告がなされた。第５５

１１１l関東ブロック小児科医会連絡協議会は平成25年

２)126日(士)、東京小児科医会の担当にて開催し

各都道府県の活動の報告が行われた。

５．東京都各科医会協議会は幹事会３１コ、総会

１Ｍが開催された。

６．各部報告は、経理、社会保険、公衆衛生、

学術、広報、調査の各部について資料に添って報

併された。特別委止｛会では、小児救急委員会の報

藝告があった。

平成24年度東京小児科医会事業報告内容に関し

開会挨拶高橋系一会長

以下について報告があった。

ｌヒブ、肺炎球菌、子宮頸がんワクチンが定

期予防接種化した。好ましいことである。

２．ただし、－部地域では自己負担が発生して

おり出来れば全国共通自己負担がないようにして

ほしい。

３．各地区小児科医会の活動と東京小児科医会

との活動および情報の共有化を進め、協働して活

発な活動に結び付けたい。

４．当会会長もご就任いただいていた天野曄先

生がご逝去された。
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質疑はなく、拍手多数にて承認された。

議題

平成25年度東京小児科医会一般会計予算(案)に

関する件

佐藤光美経理担当理事から説明があった。

収入は会費収入、広告料収入は同額、学術集会

会場費収入、学術集会会場費は学術集会が３回開

催される予定であることの説明があった。次年度

繰越金を加え収入合計は16,069,410円とした。

支出'よ予備費の999,410円を加え合計は

16,069,410円とした。

質疑はなく挙手多数にて議決された。

平成24年度東京小児科医会一般会計決算に関す

る件

佐藤光美経理担当理事から資料に基づき説明さ

れた。会員会費収入、会報掲載広告料、学術集会

会場収入について説明があった。

収入合計は22,111,587円で予算案より収入額が

増加した。支出の部ではほぼ予算どおりの執行で

あった。特別企画費から「ワクチンデビューは２

か月から｣の啓発ポスターを作製した。

結果として次年度繰越金は3,967,910円（当期収

支差益額2,423,463円)であった。

一般社団法人日本小児科医会代議員および予備

代議員選出規程に基づく代議員および予備代議員

選出の件

高橋系一会長から説明があり、資料に記載され

ている先生方に一般社団法人ロ本小児科医会代議

員および予備代議員をお願いすることになった。

質疑はなく挙手多数にて議決された。

平成24年度東京小児科医会事業報告、一般会計

決算の監査に関する件

監査報告が柴田雄介幹事よりあり、質疑はなく

挙手多数にて議決された。

閉会挨拶：佐藤徳枝副会長

本日の総会に多数ご出席いただいたことに感謝

の言葉があった。

最後に相澤昭議長の閉会宣言にて東京小児科医

会第33m定時総会は終了した。

平成25年度東京小児科医会事業計画(案)に関す

る件

沼口俊介副会長から総会資料に基づき説明が

あった。総務、経理、社会保険、学術、広報、調

査各部の事業計画が資料により報告された。

質疑はなく挙手多数にて議決された。
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小児科関連学会予定（2013年９月～12月）

学会名：第60回日本小児保健協会

会期：９月26日～９月28m

会場：国立オリンピック記念青少年総合

センター

会長：岡円知雄(日本大学）

学会名：第110回日本小児精神神経学会

会期：１１月８日～１１月９１F｜

会場：テレピアホール

会長：辻井正次(中京大学）

学会名：第46回日本小児呼吸器学会

会期：１１月22日～１１月23日

会場：アバンセ

会長：市丸智浩(佐賀県立病院好生館）

学会名：第47回日本小児内分泌学会

会期：１０月１０日～１Ｍ12日

会場：浅草ビューホテル

会長：杉原茂孝

（東京女子医科大学東医療センター） 学会名：第55回日本先天代謝異常学会

会期：１１月27日～１１月29日

会場：東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート

会長：井田博幸(東京慈恵会医科大学）

学会名：第50回曰本小児アレルギー学会

会期：１０月１９Ⅱ～１０月2011

会場：パシフィコ横浜会議センター

会長：海老澤元宏(国立病院機構相模原病院） 学会名：第55回日本小児血液・がん学会

会期：１１月29日～12月１日

会場：ヒルトン枅岡シーホーク

会長：田口智章(九州大学）

学会名：第94回東京小児科医会学術講演会

会期：１０月２０１１

会場：東京医科大学講堂

主催：東京小児科医会 学会名：第58回日本未熟児新生児学会

会期：mj301｣～12月２n

会場：石川県立青楽堂、

ＡＮＡクラウンプラザホテル、

ホテル金沢

会長：久保実(石川県立中央病院・

いしかわ総合母子医療センター）

学会名：第45回日本小児感染症学会

会期：１０月26日～１０月27日

会場：札幌コンベンションセンター

会長：堤裕幸(札|幌医科大学）
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第93回東京小児科医会学術講演会

時：平成25年６月１６日（日）午後１時～５時

所：東京医科大学病院本館６階臨床講堂

東京都新宿区西新宿６－７－１

日
場

＊プ□グラム

ｌ：００ビデオ(MSD提供）

『多汗症の治療」

東京医科歯科大学皮膚科横関博雄

ｌ：１５教育講演(45分十質疑５分)＝50分

座長東京小児科医会鈴木育夫

『食物アレルギー児と園・学校への対応～調布・狛江における取り組み」

東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科勝沼俊雄

２：３０トピックス(35分十質疑５分)＝40分

座長東京小児科医会池谷紀代子

「遺伝の基礎知識」

東京女子医科大学小児科齋藤加代子

３：１０トピックス(35分十質疑５分)＝40分

座長東京小児科医会沼口俊介

「後期早産児ならびに早期正期産児の子育て支援』

昭和大学医学部小児科水野克己

４：１０教育講演(45分十質疑５分)＝50分

座長東京小児科医会澤田雅子

「風疹流行の現況と考察」

国立感染症研究所感染症疫学センター砂川富正
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編廩 援顧

本号の編集が終わろうとした際に、天野曄先生

がご逝去されたという計報が飛び込んできました。

自分は小児外科医のため面識はありませんでした

が、お寄せいただいた追悼文を拝見すると、小児

科の世界に多大な貢献をされ、また素晴らしいお

人柄であったことが偲ばれます。謹んでご冥福を

お祈りいたします。

毎日、猛暑が続いており、７月ｌHから１４日ま

でに、関東地方だけで熱中症とみられる症状で

5,352人が救急搬送されたそうです。昨年まで節

電目標を掲げられ、Yahooのトップページなどで

見られたリアルタイムの電力消費量が消えました。

熱中症対策で冷房を適切に使用するように奨励さ

れ、２年前の夏とは全く様相が変わっています。

そのうち電力が不足し、原発を再稼働させる布石

ではないかと心配になります。疑心暗鬼で済めば

よいのですが。

さて、熱中症以外にも様々なことで小児科医は

初期対応を求められます。今回の特集は「診療所

で必要な救急処置」と題して組まれました。第一

線でご活躍される先生から最新の知見をお寄せい

ただきました。あまり遭遇したくはない状況です

が、いつでもありうることと認識して、いざとい

う時に困らないように普段から研鍵しておきたい

と思います。特集以外にも力のこもった原稿が満

載ですので、ぜひじっくりとお楽しみ下きい。

ご多忙の中、原稿をお寄せいただいた先生方に、

この場をお借りして厚く御礼lEWし上げます。

（大谷俊樹）
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状況変更届

年Ｈ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、□にゾ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

（槻日本小児医事出版社内

ＴＥＬ：03-5388-5220ＦＡＸ：03-5388-5193

氏名

(生年月日）
(明・大・昭・平年月日生）

□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

、

ご記入ください｡）

文書郵送先 □自宅□勤務先

小児科専門医資格 あり なし

会員名などの

ＨｏｍｅＰａｇｅ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（いずれも図表を含む）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（替作権法第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|Ｈ１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匿名とご記入下さい。

東京小児科医会広報部TELO3-5388-5220FAXO3-5388-5193


