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弓屋

日本小児科医会および曰本小児科学会は昨年の

６月から「地域小児科総合医検討委員会」を開催

し「地域小児科総合医」について検討している。

厚労省が「専門医の在り方に関する検討会」で議

論している「総合診療医」とは全く別である。プ

ライマリー・ケア旧３学会は、平成１９年に「病院

総合医」認定養成プログラム作成のためのＷＧを

発足させた。総合的な診断能力を持つ「病院総合

医」は、生涯教育推進委員会に曰本プライマ

リー・ケア学会、日本総合診療医学会、曰本家庭

医療学会の３学会のメンバーが加わり検討を開始

したものである。現在は統合されて、日本プライ

マリー・ケア連合学会と称している。「病院総合

医」の養成・認定は研修医グループと経験豊富な

医師向けの２系統に分かれ、当初は６歳以上を対

象とする案であった。

最近の厚労省の「専門医の在り方に関する検討

会」の中間とりまとめで「総合診療医」が１９番目

の基本領域専門医として明記された。

総合医検討委員会の議論では、「総合診療医」

は医療的機能のみを評価し、内科・小児科・眼科

等と同一レベルの基本領域専門医に認定する。一

方「総合医」は医療的機能以外に社会的機能を有

するいわゆる「かかりつけ医」として位置付けて

いる。委員の意見として、まず「総合医」を受診

し、二次レベルとして小児科専門医を受診する案

が出ている。又、今年４月の超党派「社会保障制

度改革国民会議」の中間報告でも「総合医」は具

合が悪くなった人が最初に訪れる医療の窓口とざ

れている。ともにアクセス制限を伴うものであ

る。曰本医師会はアクセス制限および「総合医」

という名称を医療制度上に位置付けることには強

く反対している。厚労省の「総合医」研修プログ

ラムでは、総合医は小児科を３カ月研修後、地域

の小児医療・乳児健診・校医等を担うとしてい

る。「総合医」が現実味をおびてくれば「総合

医」の中に小児一次医療が取り込まれてしまうこ

とになる。しかし本来こどもは急変しやすく「総

合医」が数カ月程度の研修で小児を診るという案

には反対せざるを得ない。又、乳児健診や学校健

診等の見落としを避けるためにも経験豊富な小児

科医が担当すべきである。小児一次医療の主体は

「地域小児科総合医」であると位置付ける必要が

ある。地域小児医療を守るためには連携を強化

し、学会が提唱する「地域振興小児科」を中心に

対応すべきである。

「地域小児科総合医」は疾病管理だけでなく、

園医・学校医として小児の健康支援、予防医学、

育児支援、こどもの心の問題等に取り組み、総合

的に地域医療に貢献できる小児科医の育成を目指

している。小児科医がめざす「地域小児科総合

医」の役割は、まさに地域医療のプライマリーケ

アの部分である。

将来、厚労省はアクセス制限はしないが、診療

点数で外来一次医療を「総合医」へ誘導する方向

に向かう可能性がある。今後曰医と共同歩調をと

り反対していくべきであり、これが現時点での最

重要課題と考える。
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[１］会長挨拶奥村秀定会長

東日本大震災から２年の歳月が経ちました。医

療再生基金で、復興に向けて医療機関に約２，０００万

円の補助が出るということで利用されている先生

もおりますが、これは建物だけで、設備に関しま

しては全然手当てがないというのが現状です。こ

れからまだまだ大変な状況は続くかと思います。

また、我々が昨年から取り組んできたロタワク

チン事業ですが、昨年の２月から今年の３月まで

１０００人以上の子どもたちにロタワクチンを接種

し、非常に感謝されています。この事業は曰本小

児科医会の支援を受けて実施したものです。ま

た、子どもの心のケアについても臨床心理士を被

災地に派遣するという事業を曰本小児科医会と共

同で行っていますが、こういう事業が順調に運営

されています。ロタに関しては宮城県小児科医会

で復興支援基金としてまだストックしているのが

ありますので、これから先生方に被災地の状況を

お聞きして、余った分を先生方に配分していける

かどうか検討していきたいと考えております。

最近予防接種も４月から３ワクチンが定期接種

化されました。残りの水痘・おたふくなど４ワク

チンについては今年度中に結論を出すということ

で、定期接種化に向けて動いています。ただしそ

の財源をどうするかということに関しては、来年

４月の消費税が８％に上がった時にその財源を使

うということになっています。政権は変わりまし

たが、予防接種に関しても少しずつわれわれ小児

科の意向が通るようになってきている状況です。

今日はこの後小児保健法のシンポジウムがあり

ますので、あいさつはこのくらいにしたいと思い

ます。これを機会に小児保健法についての理解を

深めていただきまして、制定に向けてご協力いた

だければと切に願っています。

黙祷関井干弘先生、松本雅夫先生、

皆川明文先生、千田信和先生

のご冥福をお祈り申し上げます。

[Ｚ]議事

議長加納_毅先生

定足数確認平成25年３月３１曰現在

会員数２０１名

会則第９条第１項により定足数１０１名

現在出席数４１名（最終５０名）

委任状９３名

計134名（最終143名）で成立

１平成24年度事業報告

く総務部＞

ｌ）会員の動向

期首会員数202名期首顧問数１５名

物故会員数1名退会会員数３名

新入会員数３名期末会員２０１名

期末顧問数１５名

顧問：師研也先生多田啓也先生

今野多助先生成沢邦明先生

飯沼一宇先生土屋滋先生

松原洋一先生梅林宏正先生

森川利夫先生横山義正先生

丹野兼夫先生八木秀次先生

永井幸夫先生呉繁夫先生

中川洋先生

４
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２）新入会員

大沼良一先生仙台医療センター

熊谷直憲先生東北大学病院小児科

西尾利之先生仙台市立病院小児科

３）会員および顧問の移動

５）日本小児科医会における活動（平成24,25年度）

顧問師研也先生

東北北海道ブロック選出常任理事

奥村秀定先生

代議員永井幸夫先生

川村和久先生

予備代議員

目時規公也先生井上重夫先生

ホームページ委員会委員

川村和久先生

子どもの心研修委員会委員

今公弥先生

社会保険委員会委員師保之先生

６）理事会（議事内容については宮城県小児

科医会会報参照）

平成24年５月２６日、７月２１日、

１０月６曰、１２月１５日

平成25年３月９曰、４月１３日

合計６回

７）予防接種委員会

平成24年８月１日、１１月８日

８）乳児健診委員会

平成24年９月２５曰

９）虐待対策委員会

平成24年１１月６曰

１０）夜間安心コールが365曰体制で継続

（１）安心コール検討小委員会事例報告書

のチェックなど

医会担当堺武男先生

萱場潤先生

関信夫先生

師保之先生

板野正敬先生

こども病院担当虻川大樹先生

宮城県医師会担当奥村秀定先生

（２）運営委員会委員

堺武男先生、大竹正俊先生、

田澤雄作先生、虻川大樹先生

関井干弘先生退会ご逝去

松本雅夫先生

平成24年３月に退会、その後ご逝去

田野みよ先生退会ご希望

渋谷秀則先生退会ご希望

三浦雄一郎先生退会ご希望

松原洋一先生

東北大学遺伝病学分野教授ご退職→

国立成育医療研究センター研究所長

大竹正俊先生仙台市立病院ご退職

田澤雄作先生

仙台医療センターご退職

桑島一男先生桑島医院ご閉院

福地成先生

せんだんホスピタル→

みやぎ心のケアセンター

箕浦貴則先生

仙台医療センター→岩切病院

田中総一郎先生

宮城県拓桃医療療育センター→

東北大学小児科

久間木｣悟先生

手稲渓仁会病院→

仙台医療センター(４月から）

４）表彰

村田祐二先生

宮城県警本部生活安全部長表彰

永野千代子先生

仙台市永年勤続委員表彰

西井亜紀先生

仙台市永年勤続委員表彰

佐々木文秀先生

平成24年度社会貢献者表彰

５
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11）宮城県立こども病院関連

（１）宮城県立こども病院地域連携推進

委員会委員堺武男先生(留任）

（２）平成24年度宮城県立こども病院

地域医療連携推進委員会

平成24年11月２８曰

12）第19回こども健康週間ｉｎみやぎ

曰時：平成24年１０月２１曰（日）

午後２時から３時30分

会場：宮城県立子ども病院愛子ホール

テーマ：予防接種なう

～どれを受けたらいいの？～

講師：堺武男先生

１３）医会・大学・こども病院意見交換会

平成24年１０月２０曰

１４）平成24年子どもの心相談医登録者数

３１名

15）さい帯血バンクサポート宮城

団体正会員継続年会費５万円、

寄付１０万円

チャリティーコンサート名義後援

16）第５回虐待防止県北シンポジウム共催

２０万円

１７）第３回日本小児救急医学会

教育研修セミナー協賛１０万円

１８）東北大学小児科研修協議会助成３０万円

１９）第32回東北・北海道小児科医会連合会

総会（青森県にて）

１０月27日（士）、２８曰（日）

テーマ：予防接種

現状とこれからの課題

当会シンポジスト嘉山益子先生

演題：安心できる予防接種体制を

めざして

20）第23回日本小児科医会総会フォーラム

（札幌市にて）

６月９日師保之先生

ポスターセッションにて発表

「東曰本大震災による宮城県小児科

診療所の医業経営実態調査」

21）各種名義後援

・第９回医療的ケア研修セミナー

・医療関係者のための小児アレルギー

懇話会

.ＮＰ○ミューズの夢

１０周年記念コンサート

・第３回宮城県食物アレルギーフォーラム

・第１０回さい帯血バンク支援

親と子のふれあいコンサート

・東北メディカル・メガバンク事業に

関する公開シンポジウム

22）感染症調査定点医療機関（変更分）

大泉内科こども医院→

大はしこどもクリニック

佐藤小児科医院→

泉中央こどもクリニック

あいかわ小児クリニック→

ものうファミリークリニック

沼崎小児科眼科クリニック→

いたのこどもクリニック

＜大震災関連報告＞

ｌ）義援金（平成24年４月以降分）

横浜小児科医会より３３万円

２）復興支援事業（主にこども復興支援）報告

（１）こどもの心のケア支援事業

曰本小児科医会、曰本臨床心理士などの

援助と各地区の先生方のご協力のもと、

名取市、多賀城市、石巻市雄勝地区およ

び登米市で実施

（２）石巻市支援

雄勝地区の健診医応援計６回

石巻市急患センター応援計１８回

（３）ロタウイルスワクチン支援事業

被災地の子ども達をロタウイルスから守

るプロジェクト

６
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日本小児科医会の追加援助により実施地

域を拡大し平成24年１２月まで実施。約

１０００人の子ども達にロタウイルスワク

チンを無料接種。

および「次回診療報酬改定での小児医療に関

する要望事項」に関すアンケート調査の実施：

回答率479％、

時間外対応加算届出診療所6.6％

診療報酬要望事項：

１．初・再診料28％、

２．小児医療の専門性の導入16％

その他

１０月：「予防接種協力金あるいは手数料」に

関してのアンケート調査の実施宮城県内3/１７

医師会で１００円／１件の事務手数料を徴収。

曰本小児科医会社会保険委員会関連

ｌ、平成24年６月１０曰

第１回曰本小児科医会社会保険委員会

（札幌）

２、平成24年９月３０曰

第２回曰本小児科医会社会保険委員会

（東京）

３、平成24年１２月２日

日本小児科医会社会保険小委員会（東京）

４，平成25年２月２４日

日本小児科医会社会保険全国委員会（東京）

特別講演

く厚生部＞

ｌ）弔辞

平成24年７月

皆川明文先生（元会員）ご逝去

平成24年７月

関井千弘先生ご逝去

平成24年１２月

松本雅夫先生（元会員）ご逝去

平成24年４月

佐々木文秀先生ご尊父ご逝去

平成24年５月

伊藤健先生ご尊父ご逝去

平成25年２月

関信夫先生ご尊父ご逝去

平成25年２月

森川利夫先生奥様ご逝去

２）行事

①平成24年４月２２曰旧）

第35回宮城県小児科医会ゴルフ大会

於東蔵王ゴルフ倶楽部

優勝宮林重明先生

②平成24年11月１１日旧）

東北大学小児科同窓会親睦ゴルフ大会

（飯沼杯）

於レインポーヒルズゴルフクラブ

優勝宮林重明先生

Ⅲ

Ⅳ

講師：大阪小児科医会在宅小児医療

実践小委員会田中祥介先生

演題：「在宅小児医療の実態と在宅診

療報酬について」

報告・協議事項：

主に平成26年度診療報酬に向け

ての要望書の検討

【最重点要望事項】

①入院小児医療

（１）小児入院医療管理料４，５加算の

新設

（２）小児の深鎮静の新設

②外来小児医療

（１）小児外来診療科の年齢拡大・増点、

除外特例項目の見直し、休曰．時

＜医療保険部＞ 師(保)理事

’６月：第23回日本小児科医会総会フォーラム、

ポスターセッションにて「東曰本大震災によ

る宮城県小児科診療所の医業経営実態調査」

を発表。

Ⅱ７月：「時間外対応加算の届け出状況と評価」

７
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間外加算算定における減点特例の

見直し、算定基準の見直し。

（２）乳幼児育児栄養指導料の年齢拡大

・増点。

（３）小児アレルギー疾患療養指導

管理料の新設。

（４）診療,肩報提供料（１）の照会先の

対象拡大。

③在宅医療

（１）退院時共同指導Ｉ加算の新設

（２）地域連携診療計画退院時指導料の新設

（３）地域連携診療計画退院後指導料の新設

（４）在宅時医学総合管理料算定要件の見直し

「小児・思春期の頭痛

―どう診断し、どう治療するか－」

筑波学園病院小児科／

東京クリニック小児・思春期頭痛外来

藤田光江先生

３．平成24年９月２１日（木）

江陽グランドホテル３階「孔雀の間」

ｌ）臨床講演

「小児腎炎の背景にある

歯性病巣感染の現状」

仙台赤十字病院小児科

大久田隆先生

２）特別講演

「□から学ぶ子どもの発達」

特定非営利活動法人口腔健康推進協会

サークルｉ副理事長

げんかい歯科医院院長

元開富士雄先生

４．平成24年１０月１８曰（木）

江陽グランドホテル４階「真珠の間」

ｌ）臨床講演

「経口免疫療法を実施した症例の

臨床経過について」

岩切病院小児科箕浦貴則先生

２）特別講演「食物アレルギーと免疫療法」

神奈川県立こども医療センター

アレルギー科栗原和幸先生

５．平成25年３月７日（木）

勝山館４階「彩雲の間」

ｌ）臨床講演

「当院におけるアナフィラキシ－

入院例の検討」

宮城県立こども病院総合診療科

林千代先生

２）特別講演

「小児重症感染症の見方・考え方」

長野県立こども病院総合小児科

医監笠井正志先生

＜学術部＞

日本小児科学会専門医研修単位の見直しが

なされ、これまでの５単位から３単位に減ら

され、講演演者２名が必要になった。以下の

５回の講演会を行った。

Ｌ平成24年５月２４日（金）

江陽グランドホテル３階「孔雀の間」

ｌ）臨床講演

「インフルエンザＢ型による

重症肺炎のｌ例」

宮城県立こども病院小児科

渡邊庸平先生

２）特別講演

「小児期に接種するワクチン

ー最近の事’清一」

札幌市立大学看護学部特任教授

富樫武弘先生

２．平成24年７月１９日（木）

江陽グランドホテル３階「孔雀の間」

ｌ）臨床講演

「二次性（症候性）頭痛の３例」

仙台医療センター小児科

桑名翔太先生

２）特別講演

８
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＜広報部＞石井理事

ｌ）宮城県小児科医会報は第247号と248号

の計２回発行。

２）会報の内容は理事会報告、県内の地方

小児科医会の報告、行事、学術講演会、

仙台カンファランス、随想、ゴルフ大会、

等。

３）今年度は特別号および別冊の発行はな

かった。

４）宮城県小児科医会ホームページの更新

は順次改訂中。

５）会報の紙媒体だけでなく、電子化の方

向性も検討していく。

６）宮城県小児科医会メーリングリストの

活用、参加者の拡大も引き続き行って

いく。

６）平成25年度は名簿作成予定

く厚生部＞

ｌ）慶弔業務ならびに懇親会などの司会を担

当する

２）年２回の親睦ゴルフコンペを開催する

＜医療保険部＞

ｌ）７月：平成25年度診療所小児科の医業

実態アンケート調査の実施

２）曰本小児科医会社会保険委員会への出席

３）小児保健法推進委員会への出席

４）保険査定上の問題点を検討する。

＜学術部＞

平成25年度は年６回

（５月、７月、９月、１０月、２月、３月）に

同様な形式での講演会を予定しています。

平成24年度決算報告資料１嘉山理事

同監査報告大沼(晃)監事

決算書類および帳簿等関係書類は正確に記

載されており、その運用は適正であると認

めます。異議なく承認

２

＜広報部＞

1宮城県小児科医会報を２回、９月に第249

号、３月に第250号を発行する。

２内容は従来の内容に加えて、新しい企画

も入れていきたい。

３必要なら特別号や別冊も考慮する。

４宮城県小児科医会ホームページの更新は

順次改訂していく。

５会報の紙媒体だけでなく、電子化の方向

性も検討していく。

６宮城県小児科医会メーリングリストの活

用、参加者の拡大も引き続き行っていく。

３新入会員承認の件（ご略歴省略）

大沼良一先生熊谷直憲先生

西尾利之先生

全員異議なく承認

４平成２５年度事業計画

く総務部＞

ｌ）会長、副会長を補佐し様々な案件に対し

速やかに対処する。

必要時に委員会を設定する。

２）当会および日本小児科医会への未入会の

先生方への入会案内

３）日本小児科医会各委員会の先生方への支援

４）定例理事会、定時総会の準備

５）平成26年６月の宮城県小児科医会創立４０

周年に向けて、実行委員会を立ち上げる。

５平成25年度事業予算案

資料２嘉山理事異議なく承認

６その他 特になし

９
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[３]閉会の辞大浦敏博副会長

本日はお'忙しいところ総会にお集まりいた

だきまして大変ありがとうございます。おか

げさまをもちまして無事総会を終了すること

ができました。

今日はこの後シンポジウムが控えておりま

す。皆様方ご存知と思いますが、曰本は先進

国の中で最もこどもに対する予算が少ないと

いうことで有名です。私の専門としている先

天性代謝異常にしても、治療に不可欠な特殊

ミルク、これは国庫予算で動いていますが、

これがなんと一般財源化されて予算を減らさ

れようとしています。特殊ミルクはたかが３

億円ほどしか動いていないにもかかわらずで

す。今の小児に対する予算は小さなパイを取

り合っている状況で、どこかが取ればどこか

が下がる。そのようにしか思えません。です

からぜひ小児に対するパイを増やそうという

ことで、今回のシンポジウムは重要だと思い

ます。医会の先生方もぜひ問題意識を持って

いただいて、今曰のシンポジウムに全員が参

加していただくようお願いいたしまして、私

の閉会のあいさつとさせていただきます。今

曰はありがとうございました。

1０
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平成24年度決算報告薑 【資料１－１】

…
経理担当嘉山益子西井亜紀

[収入の部］

２３年度決算額 ２４年度予算額 ２４年度決算額

１６８００００ １５１５０００１５５９０００

３５０２５６０ ３３０００００ ３６４３４００

会誌発行賛助金 ３０００００ ２４００００ ３０００００

３７４ ５００ ７１６

寄付・義援金 ５００００‐

財政調整金 ２００００００ ２００００００ ２００００００

１１７０８９２２０５７０５９ １１７０８９２

８３９１３９２ ８６３０００８９４６８９９３

＊宮城県子ども安心コール事業

[支出の部］

２３年度決算額２４年度予算額２４年度決算額

１８７７９１７ ２００００００ ２２３９３７１

１５６７１７０ １２０００００ ９９３０７５

３８１９５２ ６０００００ １９９７４３

１５００００医療保険部 ３６７４０ ８３７００

２３１７５３ ４０００００ １８３８２０

１１５００１９ １４０００００ １２６１６１４

１０４１３９２９４２６７４ ７０３０００

ｌＯＯＯＯＯＯ財政調整金 ２００００００ ｌＯＯＯＯＯＯ

事業基金積立､「 ６０００００ ８０００００

１１０８９２ １１６５６８５

９４６８９９３８３９１３９２ ８６３０００８

垂
前年度繰越金

事業基金積立金

雑収入

東日本大震災支援基金へ

ロタ基金へ

8,844,381円

８００，０００円

７９８円

１，０００，０００円

２，１００，０００円

基金積立金 6,545,179円

1１

科目 23年度決算額 24年度予算額 24年度決算額 摘要

年度会費 1，５５９，０００ 1，６８０，０００ 1，５１５，０００ A会員×90,Ｂ会員×96、ｃ会員×１

事業収入 3，５０２，５６０ ３，３００，０００ 3，６４３，４００ 感染症/疑似症定点届出事業収入＊

会誌発行賛助金 3００，０００ 2４０，０００ 3００，０００ 広告３０，０００円×１０社

雑収入 3７４ 5００ ７１６ 利子

寄付・義援金 5０，０００－

財政調整金 2，０００，０００ 2，０００，０００ 2，０００，０００ 平成24年度運営弓|当金

繰越金 2，０５７，０５９ 1，１７０，８９２ 1，１７０，８９２

計 9，４６８，９９３ ８，３９１，３９２ 8，６３０，００８

科目 23年度決算額 24年度予算額 24年度決算額 摘要

事業實

総務部 1，８７７，９１７ 2，０００，０００ 2，２３９，３７１ 会議費、出張費等

広報部 1，５６７，１７０ 1，２００，０００ 9９３，０７５ 会報×２（247.248号）、ＨＰ管理費

学術部 3８１，９５２ 6００，０００ 1９９，７４３ 案内印刷費、講師謝礼費、ＥＣ謝礼費他

医療保険部 3６，７４０ 1５０，０００ 8３，７００ 出張費、会議費等

厚生部 2３１，７５３ 4００，０００ 1８３，８２０ 慶弔費、ＢＰ・ＧＣ協賛金

事務贄 1，１５０，０１９ 1，４００，０００ 1，２６１，６１４ 秘書給与、事務室賃貸料、振込料他

予備實 9４２，６７４ 1，０４１，３９２ 7０３，０００ 子どもの健康週間・寄付金、他

財政調整金 2，０００，０００ 1，０００，０００ 1，０００，０００ 平成25年度運営引当金

事業基金積立金 ０ 6００，０００ 8００，０００

繰越金 1，１７０，８９２ ０ 1，１６５，６８５

計 9，４６８，９９３ 8，３９１，３９２ 8，６３０，００８
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【資料１－２】平成24年度東曰本震災支援基金決算報告

経理担当嘉山益子西井亜紀

[収入の部］

[支出の部］

事業基金より

前年度繰越金

300,000円

1,812,090円

計 ２，１１２，０９０円

＜参考＞

被災地ロタワクチンプロジェクト

曰本小児科医会より

本基金より

仙台泉ロータリークラブより

13,650,000円

３，０００，０００円

５００，０００円

計１７，１５０，０００円

（平成23年度・２４年度の累計）

1２

科目 内訳 摘要

事業基金より 1，０００，０００

義損金 3３０，０００ 横浜小児科医会より

謝金 1，４４０，０００ 曰本小児科医会より心理士派遣事業へ（Ｈ２3分含む）

繰越金 2４１，８２５

計 3，０１１，８２５

科目 支出額 摘要

事業費

心のケア 1，０８０，０００ 名取市心理士派遣

事務費 1１９，７３５ 郵送料等

繰越金 1，８１２，０９０

計 3，０１１，８２５

平成25年度東Ｂ本大震災支援基金
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平成２５年度予算案 【資料Ｚ】

亟
経理担当嘉山益子西井亜紀

[収入の部］

２５年:ニー非

●８０００

３４００ ０００００

誌発ｲ丁一:’
■

00000 ００００

７１６

００００００ １０

ｌｌｏ８

８．０００８ ３９８５

[支出の部］

２３０００００

１０

０００００

００００

０００００１８８２０

１２６１６１４ １４０００００

００００００００００００

８００００００

１１６．８

８．０００８

匡電罰’
前年度繰越金

東曰本大震災支援基金へ

6,545,179円

300,000円

基金積立金 ６，２４１，５７９円

1３

科目 24年度予算額 25年度予算額 摘要

年度会費 １，５１５，０００ 1，６９８，０００ Ａ会員×92、Ｂ会員×98、Ｃ会員×２

事業収入 ３，６４３，４００ 3，２００，０００ 感染症/疑似症定点届出事業収入

会誌発行賛助金 3００，０００ 2４０，０００ 広告３０，０００円×8社

雑収入 ７１６ 3００ 利息等

財政調整金 ２，０００，０００ 1，０００，０００ 平成25年度運営引当金として

繰越金 1，１７０，８９２ 1１６５，６８５

計 8，６３０，００８ 7，３０３，９８５

科目 24年度決算額 25年度予算額 摘要

事業實

総務部 2，２３９，３７１ 2，３００，０００ 会議費、出張費等

広報部 9９３，０７５ 1，０００，０００ 会報×２，ＨＰ関連費用

学術部 1９９，７４３ 5００，０００ 認定シール印刷費、講師謝礼、旅費他

医療保険部 8３，７００ 1５０，０００ 会議費、出張費等

厚生部 1８３，８２０ 4００，０００ 慶弔費、ビールパーティ、ＧＣ協賛金

事務實 1，２６１，６１４ 1，４００，０００ 秘書給与、事務室賃貸料、送料、事務用品他

予備實 7０３，０００ 5５３，９８５ 寄付金、協賛金他

財政調整金 2，０００，０００ 1，０００，０００ 平成24年度運営引当金

事業基金積立金 8００，００００ ０

繰越金 1，１６５，６８５ ０

計 ８，６３０，００８ 7，３０３，９８５
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表彰

村田祐二先生

宮城県警本部生活安全部長表彰（虐待対応）

厚生部報告尾形

伊藤健先生のご尊父

ご逝去（平成24年５月１２曰）

関信夫先生のご尊父

ご逝去（平成25年２月４曰）

森Ⅱ｜利夫先生の奥様

ご逝去（平成25年２月１２曰）

曰本小児科医会全国社会保険委員会報告

平成25年２月２４曰東京師

曰本医師会社会保険診療報酬検討委員会に

おける次期診療報酬改定に対する要望事項師

予防接種協力金・手数料全国調査報告師

宮城県内で高額な手数料を取っている自治

体はなかった。

予防接種関連事項総務

ｌ）予防接種法施行令の一部を改正する政

令の施行等について

①長期にわたる疾患等のために定期接種

を受けられなかった場合の対応について

（平成25年１月30曰から施行）

接種不適当要因解消時点から２年まで

可となった。

②結核、日本脳炎についての改正

（平成25年４月ｌ曰から施行）

ＢＣＧは生後１歳までに拡大

曰本脳炎は平成７年４月２日～５月３１

日までの間に生まれたものを追加

２）平成25年度政府予算案における子宮頸

がん等ワクチンの接種および妊婦健康

診査について

３）７ワクチンの定期接種化を実現するた

めの署名活動の実施

４）曰本小児科医会予防接種事故対応調査

に関するアンケート

ワクチン接種後の死亡事故対策について、

２

＝圷伊11弾。‘戸Ｉ
３

平成25年３月９曰（土）午後６時

江陽グランドホテル

【出席者】

奥村中)|｜堺大浦Ⅱ|村虻lll阿部

有馬石井伊藤井上大沼(健）尾形

木村河野高橋田山千葉長谷Ⅱ｜

速水松浦宮林山口山本師(保）

板野

４

５

６

【会長挨拶】

東曰本大震災から約２年経過した。地震発生直

後から医療関係者が一丸となって復興に取り組ん

できた。昨年２月から実施した被災地の「ロタワ

クチンの無料接種」は１０００人以上の子どもたちに

接種し大きな成果を上げたが、今年３月に終了す

る。被災地の臨床心理士派遣については継続実施

する予定である。

平成25年４月より年少扶養控除廃止に伴う財源

を活用し、３ワクチンの定期接種化が実現するこ

とになった。署名に協力頂き感謝している。

４月１３日の総会後、「小児保健法制定目指して」

東北北海道小児科医会連合会シンポジウムが開催さ

れる。昨年８月に子ども子育て支援法が成立し、約

7000億円が主に待機児童解消のためや子育て支援

に使われる。平成27年４月施行予定であり一歩前進

と言える。ぜひ出席し盛り上げて頂きたい。

７

【報告事項】

１会報ご恵贈

福島、千葉、東京、長野、大阪、奈良、

広島、愛媛、徳島、鹿児島
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【協議事項】

ｌ名義後援依頼ＭＬで承認済み

ｌ）第１０回さい帯血バンク支援

親と子のふれあいコンサート

平成25年６月２２曰（士）

仙台市太白区文化センター

２）東北メディカル・メガバンク事業に関する

公開シンポジウム

平成25年２月１４曰（木）

岩沼市竹駒神社参集殿

２曰本小児科医会名誉会員の推薦について

東北ブロックの小児科医会で検討

３予防接種後健康状況調査事業実施機関の

選定について

４種混合ワクチン→石井アケミ先生

不活化ポリオワクチン→高田修先生

４感染症発生動向調査に関わる定点医療機関

の選定について

泉：佐藤小児科医院→

泉中央こどもクリニック

塩釜：沼崎小児科眼科クリニック→

いたのこどもクリニック

石巻：あいかわ小児クリニック→

ものうファミリークリニック

５第24回曰本小児科医会総会フォーラムの

ポスター演題について

平成25年６月８～９曰大阪

宮城県ロタプロジェクトの報告

（井上先生）アンケートの実施

６総会の件

４月１３曰（土）江陽グランドホテル

１５時～１５時30分理事会

１５時30分～１６時30分総会

７東北・北海道小児科医会連合会シンポジウムの件

総会の後、１７時よりシンポジウム「曰本の

社会保障制度と小児保健法を考える」

８その他

有馬理事：エピペンの学校での使用について

小児科医会で対策を検討する必要があ

る。

５）子ども予防接種週間の実施とそれに伴

う小児救急医療体制の確保について

８仙台市における水痘・おたふくワクチン

公費助成に関して川村

平成25年７月よりｌ～３歳を対象に、5,230円

が助成される。水痘4,000円、おたふく2,500円

の個人負担で接種できるようになる。

９丸森町予防接種被害調査委員会の委員推薦の件

田澤雄作先生継続

１０宮城県子ども虐待対策連絡協議会

平成25年２月７日宮城県自治会館会長

11曰本小児科学会専門医の資格更新について

曰本小児科学会では一旦免除制度を制定し

たが、厚労省より専門医である以上、更新

は必要であるとの見解が出たため、２０１２年

２月に更新免除制度廃止、２０１２年３月に対

象者に郵送にて連絡し、2014年３月３１曰ま

でに基本単位20単位を含む40単位にて更新

申請をすることとなった。

１２先天性風しん症候群の発生予防を含む風疹

対策の一層の徹底について総務

l３ＳＦＴＳ（重症熱性血小板減少症候群）の

国内発生について総務

１４広報部報告石井

予定通り会報248を３月１０曰発行予定。

会報への意見、要望等お願いします。

１５第２回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会

平成25年２月１０曰東京

１６平成24年度母子保健講習会

平成25年２月１７曰東京総務

１７その他

・柴田町乳幼児健康診査への医師派遣に

ついて（御礼）

・ウイルスプロテクター使用中止について

（消費者庁）

・石巻の休曰当番支援を継続する

・医業実態アンケート調査について

平成25年７月に実施予定
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ると明記されたことも朗報である。

本曰は総会終了後「小児保健法制定推進」に向

けたシンポジウムを開催する。

本日は総会終了後「小児保健法制定推進」に向け

たシンポジウムを開催する。日本のこども・家族向

けの社会保障給付費は対ＧＤＰのわずか１％程度

で、欧州の３～４％に比してかなり見劣りする。こ

の機会に会員への周知をはかるとともに、懸案であ

るこどもへの予算の増額を求めていきたい。

詮24年度第m
h■■Ⅱ鯵

雲j鰯iiiiiiillil,Iiiiiiilliii露1ii1調lliliiii;iiliiiiliiiiliiili;；

平成25年４月１３日（±）午後３時

江陽グランドホテル

[出席者】

奥村、横山、永井、森川（利）、丹野、中I||、

大浦、虻川、五＋嵐、石井、井上、大竹、

大沼（健）、嘉山、木村、工藤、今、三条、

高橋（美）、千葉、西井、長谷川、松浦、

山口、山本、師、板野

【報告事項】

１大阪小児科医会会長交代

小川實先生→武知哲久先生

２予防接種健康被害調査委員会委員の推薦

（石巻市、蔵王町）

角田行先生に継続依頼

３福島ロタプロジェクト実施機関延長について

平成25年４月ｌ曰～６月３０曰

４予防接種後の事故対策へのアンケート

（回答集計）

５予防接種地方自治体負担分に関するアンケート

６その他

ｌ）こども夜間安心コール研修会

平成25年３月２６日

２）会員異動

久間木,悟先生

手稲渓仁会病院→仙台医療センター

【会長挨拶】

皆さん、今日は大変お'忙しい中ご出席頂きまし

てありがとうございます。役員・会員の皆様方の

ご協力により、平成24年度の会務が順調に運営さ

れましたことに感謝申し上げます。

東曰本大震災から２年経過いたしました。医療

再生基金を通じて被災医療機関への補助金も

2,000万円まで増額されたが二重ローンを抱えて

いる医療機関も多く、充分とは言えない。宮城県

小児科医会としては、曰本小児科医会の協力のも

と被災地のロタワクチン無料接種を昨年２月から

実施し３月で終了した。この間１，０００人以上の子

どもたちに接種し大きな成果をあげた。また、健

診医や急患センターへの応援医師を派遣してい

る。

「こどものこころの支援事業」については本年

度も実施する。震災によるこどもの心の傷は生涯

消えるものではない。児相の本間先生によれば、

最近目立つようになったという指摘もある。今後

少なくとも５年間は継続支援していきたい。

４月からヒブ、肺炎球菌、ＨＰＶワクチンの定

期接種化が決まった。我が国はワクチン後進国と

言われ続けてきたが、やっと先進国並みになっ

た。付帯条項としてＢ型肝炎、水痘、おたふくワ

クチンについても条件が整い次第、定期接種化す

【協議事項】

１平成24年度会計報告承認

２平成25年度予算案承認

３東北大学小児科研修協議会への助成について

→例年通り３０万円の助成をする

４予防接種後健康状況調査実施機関選定

（推薦）について

ヒブ→いたのこどもクリニック

（板野正敬先生）

小児用肺炎球菌→

おおいま小児科（大沼健兒先生）

５その他特になし
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【報告事項】

１会報ご恵贈

三重、沖縄、神奈川、岩手、山形、新潟、

東京、静岡、岐阜、大阪、兵庫、山口、

愛媛、佐賀、大分

２．表彰角田行先生

第32回安西・野家記念公衆衛生功労賞

３会長交代香川県小児科医会会長

神内仁先生→藤澤卓爾先生

４．日本小児科医会理事会報告

４月２８曰旧）東京奥村

・平成24年度事業報告・決算報告

会員数5936名Ａ会員3693名

Ｂ会員2243名

・子どもをたばこの害から守る委員会：

タバコから大量のPＭ2.5が排出されている。

禁煙を一層推進していく。

・地域小児科総合医検討委員会：

厚労省が進めている「総合医」は総合医

を受診してから小児科専門医を受診する

アクセス制限を伴う可能性がある。小児

科１次医療が総合医に取り込まれないた

めに、小児は小児科医が診る小児科独自

の地域小児科総合医を検討している。

５．宮城県小児科医会定時総会および東北・

北海道小児科医会連合会シンポジウム報告

４月１３曰（士）江陽グランドホテルで開催

された。総会出席者５０名、シンポジウム

には104名（県内68名、県外36名）の参加

があり盛会に終わりました。先生方のご協

力ありがとうございました。

６．感染症対策委員会報告

５月１５曰（水）田山

・新型インフルエンザ等対策措置法施行、

内容について、施行後の各病院の対応状

況について、医療センター、市立病院、

労災病院の先生の話をうかがった。

・2009年新型インフルエンザ発生時の市.

ﾜ||IEP事会報告呂城以畏ﾉ｣ＶＪ

平成25年６月１日（士）午後６時

仙台市医師会館

【出席者】

奥村横山中)|｜堺大浦川村虻)|｜

有馬五十嵐尾形萱場嘉山貴田岡

木村三条高橋（美）田山西井速水

松浦目時山口板野師

【会長挨拶】

１．先曰の４月１３日の「成育基本法」フォーラ

ム参加者も多く盛会でした。ご協力に感謝

致します。日本小児科医会が１５年前から成

立を目指してきました。この度、胎児期～

新生児、学童期、思春期、成人に至るまで

のライフサイクルを包括的に支え、対応す

るために名称を変更致しました。

２．仙台市で風疹予防接種の無料化が平成25年

４月に遡り実施が決まりました。気仙沼市、

登米市等でも実施しています。日本小児科

医会・学会・外来小児科学会等では厚労省

に費用助成の要望書を５月２３曰提出してい

ます。ＣＲＳを防ぐためにも全国的に拡大

できればと思います。

３．参議院議員選挙が近づいております。曰本

小児科医連盟では「成育基本法」制定に向

けて理解のある候補者を推薦しています。

特に全国区の羽生田たかし先生は中心にな

って活動して頂くことになっています。宜

しくお願い申し上げます。
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黒羽根郁夫先生

登米市民病院小児科→公立加美病院小児科

１８．第24回曰本小児科医会総会フォーラム

平成25年６月８日・９曰大阪市

井上重夫先生

「被災地の子どもたちを

ロタウイルスから守るプロジェクト」

今公弥先生

「東日本大震災から二年がたって

～幼児健診における心のケアの取り組み」

がポスターセッションで発表予定。

１９．第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

平成25年１０月５曰・６曰札幌市

シンポジウムテーマ

「小児救急医療体制

～医会・学会・行政の連携」

シンポジストとして中川洋先生が

「宮城県の小児救急医療体制の現状」

を発表予定

県小児科医会の対応について

・今後新型インフルエンザ発生時の対応について

７．平成25年度インフルエンザワクチン製造株

の決定

Ａ型株Ａ/カルフオルニア/7/2009（ＨｌＮｌ）

Ａ/テキサス/50/2012(Ｈ３Ｎ２）

Ｂ型株Ｂ/マサチュセツ/2/2０１２

８．鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）を指定感染症

として定める等の政令の施行について

平成25年５月６曰から施行された。

９．鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）ウイルス感染

事例に対する臨床症状のまとめの送付

（国立感染症研究所感染疫学センターより）

１０.平成25年度宮城県社会保険医療担当者指導

要綱の打ち合わせ４月２４曰師

ｌＬ風疹にかかる臨時の予防接種の実施に関す

る要望書

日本外来小児科学会が厚労省に要望書を提

出した

（)Ⅱ村）仙台市で成人の風疹予防接種費用の

全額助成が始まります。

（山口）名取市では16歳以上全員に全額助成

となります。

１２．宮城県小児医療将来検討ワーキンググルー

プ報告中川

小児科学会地方会会長の諮問で行われてい

るワーキンググループ。県内で専門医育成

を目的に活動している。

１３．東北メディカルメガバンク機構地域こども

長期健康調査事業について

2013年６月７日に「県南部の小中学校で子ど

もの健康に関するアンケート」を配布します。

14．「子どもの健康と環境に関する全国調査

（エコチル調査）における疾患情報登録調査

についての協力依頼

１５．第７回女性医師支援セミナーの開催について

平成25年６月１５日（土）江陽グランドホテル

１６．予防接種健康被害調査委員会委員の推薦

（登米市、大衡村、女川町）

角田行先生に継続依頼

１７．会員異動

【協議事項】

１．乳児一般健康診査実施担当医療機関の指定

申請について

公立加美病院黒羽根郁夫先生承認

２．宮城県小児科医会創立40周年

（平成26年６月）に向けての実行委員会立ち

上げについて

３．曰本小児科医連盟加入のお願い

４．その他

（田山）宮城県小児科医会のホームページの

更新について

（萱場）順次、更新していきます。

★曰本小児科医連盟報告および協議事項★

１．第２３回参議院比例全国区候補者の件奥村

曰本小児科医連盟執行委員会では参議院選

挙で日本医師会副会長の羽生田たかし先生

を全面的に支援します。

２．第23回参議院宮城選挙区候補者推薦の件奥村

各選挙区からｌ～2名推薦していただく。成育

基本法の制定に賛同し超党派議員連盟に入っ

ていただくことを条件に候補者を推薦する。

1８



平成25年9月 宮城県小児科医会報 第２４９号

曰

製■》】一Ｊ鉦Ｌ１Ｉいい□。 ７ＷＦ１両ニニイニ

タミ．＝、

東北・北海道小児科医会連合会シンポジウム～

日本の社会保障制度と小児保健法を考える～が平

成25年４月１３日（士）、仙台市の江陽グランドホ

テルに於いて東北北海道小児科医会連合会・宮城

県小児科医会主催、日本小児科医会・日本小児科

医連盟共催で開催された。東北北海道から104名が

参加し盛会であった。冒頭、日本小児科医会富樫

武弘副会長は「本シンポジウムを通じて小児保健

法制定に向けての理解を深めたい」と挨拶した。

基調講演は「日本の医療制度と社会保障」と題

し、東京医科歯科大学大学院教授の川渕孝一先生

からご講演頂いた。医療経済学の立場から日本の

医療費改定、将来の医療費推計、こども向け社会

保障の財源として20歳～３９歳を対象に介護保険料

に相当する額を保険料として徴収し約１兆円の財

源を確保し、児童手当等に充てる案を示された。

又、北欧をモデルにした年金・医療・介護を一体

化した「カフェテリアプラン」を紹介した。引き

続き行われたシンポジウムでは、３人のシンポジ

ストが講演した。

講演ｌ、日本小児科医会松平隆光会長は「小児保

健法」の制定に向けて、日本小児科医会の取り組み

および経過を説明し、特に家族関係支出が欧州に比

してかなり見劣りする現状を指摘し、教育・医療の

無料化、児童手当の増額を訴えた。講演２、日本医

師会今村定臣常任理事が「日本医師会の取り組み」

として小児保健法を核として「成育基本法」への名

称変更を検討していることを明らかにし、胎児から

新生児、小児、思春期までを－つのサイクルとして

捉え、地域格差の是正、子どものための予算確保へ

働きかけると述べた。講演３、桜井充参議院議員が

「将来の社会保障制度」と題し、総医療費の対

ＧＤＰが8.5％（2009年）、国民負担率が39.9％と

医療にお金をかけていない現状を指摘し、増額すべ

きであるとした。今後、介護・福祉部門は雇用を誘

発し、経済波及効果も大であり、成長分野であると

強調した。又、個人金融資産の活用、老後の病気・

介護への不安を払拭する政策の必要性を述べた。

その後総合討論に入り、質疑応答では会場から

障害者医療、在宅、ペリネイタルビジット、乳児

虐待、医療費助成制度などについて多くの意見・

要望が出され、活発な討論が時間を延長し続けら

れた。

シンポジウムの最後にコーディネーターの日本

小児科医会富樫武弘副会長より「小児保健法制定

に向けて、会員が一致団結し取り組んで行こう」

との決意表明があった。閉会の言葉を日本小児科

医会師研也元会長が述べられてシンポジウムを終

了した。

藍匿
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る。今後さらに超少子化が進むため、ますます経験

のない小児科医は責任をもって経験できないという

問題がある。今後の小児科医育成には、今までと違

った工夫が求められる。

本邦小児救急感染症診療の現状

こども（特に乳児早期）は免疫システムが脆弱

で、重症細菌感染症のリスクが高いので、早期発見

が重要である。本邦は医療システムが発達している

ので、「いつでも」、「お安<」医療を受けること

ができる。しかしあまりに早期過ぎる受診は、訴え

は不明確で、診察は難しく、フォーカスサインがは

っきりしない段階での受診が多くなり、診療を困難

にする。しかし、社会的には「間違いのない医療」

を求められるため、現場は大変困惑している。経験

ある小児科医であれば、難なく診療できても、経験

の少ない若手小児科医にとっては、重圧となってい

クライテリア・マニュアル診療でいいのか？

小児時間外診療は、曰本では小児科医が対応す

るが、米国では救急医や総合診療医が担当してい

るため、マニュアル・クライテリア依存になりが

ちである。米国発熱診療に関するクライテリアを

添付した（表l）。

Ｂ･象0.,ＲｏＣｈｅｊｂＥｒＰｈｉＩ●dEIphi●

≦６０
－

≧38.℃

２８．８０
￣

≧38.℃憲一十簔詮
･４８時川以内の予防按阻．

杭色呆役与2Aし．

･脱｣に脈勉い

゜■岳ですぐに宗届ら、

アヮセスが可加

･出生辺敗が３７辺以上

･同座期の杭色采役写欺し

･匝因不明の丙ピリルビン血征

･巳近の入円邑皿鞍し

･３６礎疾■蚊し

･生後母子共に退屑息

痢匠 〔言及していない）

足掌所見 .Ⅵ'己Ⅱ￣犀－，必

･耳・皮白･nR仰俎億・日に
岳裟症の所見2Aし

･ＷＥｌＩ￣産－，■

･耳・皮頂･旦叉仰俎、．■に
岳染狂の所見肛し

△

･Ｗｅｌｌ－－－ｎｚ

･ＷＢＣ＜２０．０００/JIL

･尿中Ｗ巴。＜１０′ＨＰＦ

･個眼細胞破く１０回Ｌ

･〔伐仰X斌上Ⅲ岡偲舷し）

･ＷＢＣ５．０００－１ｓ､０００′JjL

･碍状依球≦１.SooノコＬ

･尿中Ｗ日。≦１０/ＨＰＦ

･〔便中ＷａＣ≦Ｓ′ＨＰＦ）

.ＷＢＣ＜１５．０００/AJL

･碍状4只球ﾉ分氏枝厭く０．２

･尿中ＷＢＣ＜１０/ＨＰＦ

･原グラム笠色:NBI生

･IHRR細胞磯く８′似Ｌ

･、奴グラム生色:Ｎ■I生

．〔ぬ仰X敏上混和■2虹し）

．〔便:血戚､■ｆＬＷＢＣがほとんど

砲月忍で芒蚊い、）

伯査所見

八房§

杭色気での初期治侮田山８

入院

杭■泉での初期治侮凹蛤

入屑§

杭■藁での初期治O巴凹姶

Ｈｉ小、＊

と同定

、暁.昼うでローアップ

杭色果役与勉し

何屑:､昼つむローアップ

糧1F戊的杭色采疫与
旬院.昼フマローアップ
杭色気役与、し

Ｌｏｗ、卦〔

と同定

表１
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急性疾患観察尺度(AcutelIlr鱈ssobsewatbnSca随:AIOS）

il1臺讓樋三謡重庁感染症の可能性は2.7％

有している
McCarthVPLPedim姑1982

表２

一般市中病院ではRochesterが使いやすく、見

逃しが許されない高次医療機関ではPhiladelphiaを

適応するとよいと思われる。これらはＨｉｂ、肺炎

球菌ワクチン導入前に作られているものである

が、このまま曰本に導入すると過剰な検査・抗菌

薬投与になりがちである。まずは「ぱっと見」と

「直感」が意外に重要で、さらにバイタルサイン

を意味づけする。

重症感染症は、初期察知と初期対応がその予後

を決める。重症例をさらに重症化させないことを

常に意識する。見た目の異常を察知するには、

ＭｃＣａｒｔｈｙＰＬ（Pediatricsl982）らによる急性

疾患観察尺度(AcutelllnessObsewationScales：ＡＩ○s）

が使いやすい（表２）。２歳未満を対象にし、啼

泣、親への反応、状態の変化、皮膚色、水分補

給、周囲への応答などの項目をスコア化（１点、

３点、５点）し、１０点未満だと、重症感染症の可

能性は２．７％、１６点以上だと、９２．３％で重症感染

症を有しているとされる。プライマリケアセッ

ティングでは、－つでも５点があったら、点数化す

るだけではなく、最悪の項目がどうかという視点

によって見逃しを防ぐことができる。

臨床医が感じるも「直感」も重要である。「内

蔵やはらわたが感じるような感覚、直感」を「Gut

feeling」というが、その「Gutfeeling」を用いた

こどもの重症感染症を判断することを臨床研究が

あり注目されている。Primarycaresettingで、

Seriousinfection（ＳＬ）の定義を24時間以上病

院で入院管理した感染症症例（肺炎；レントゲン上

陰影、Sepsis；血液培養で菌証明、髄膜炎；ウイル

スｏｒ細菌、腎孟腎炎；尿中細菌が105/ｍＬ以上、

尿中白血球（＋）、ＣＲＰ上昇、蜂窩織炎、骨髄

炎、細菌性腸炎）とし、Ｓ､1.の有病率０．５％、

年齢中央値5.05歳（０．０２－１６．９３）の臨床研究で

ある。結果、Gutfeelin8の感度/特異度はそれぞれ、

61.9％/972％で、Positivepredictivevalue／Negative

predictivevalueはそれぞれ108％/99.8％であった。

陽性尤度比22.4と、重症感染症を可能性が高まる

ので、検査などより一層入念な診察、二次病院、

親に「重症かも」としっかり説明する、「safety

２１

■宗項目正常(１）中句５反■杏(⑩五反鷺杏(③

啼泣のﾛＩ釜〈､戸HHさ正常すすり泣く：ａＬ甲盃孔１

親への反応すぐIご立言やtｊ 泣いたり泣力Vhkjいった 泣き鯛ﾌﾞる、

Ｕするほとんど反1画ザなしＩ

状態の変化党、または房■ＬているがすぐIこ党８，ﾉはL）
pmRですぐに党■

すると起きる

BENし色ﾋﾟﾝｸ色手足がﾖﾋﾞ白若白､大理石紋梯

水分補is皮Nb､眼､ロはロが若干U巨像目とpbKOE像、

溌闘ツルゴール低下

■園への応答英胤日を見せるわずjmに笑目ﾛを実§ﾛを見せ机ｋ無表相
見せる
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net」として使うことができる。しかし、感度は

60％と不良であり、「Gutfeeling」なくても、否

定しきるのは危険で、とてもスクリーニングツー

ルとしては使えない。

パイタルサインも重症感染症の初期察知のツール

として使うことができる。「セプシス（sepsis）」

感染症に伴う全身性炎症反応症候群（systemic

inflammatoryresponsesyndrome；ＳIRS）と定

義される。病原体名、感染症名は一切問わず、体

温、心拍数、呼吸数、白血球数の4項目から構成さ

れる（表3）（表4）。

まとめ

小児診療は「不確実」だからこそ、病歴と身体

所見を含めた総合的な評価が大事である。この小

児科の醍醐味を「黙ってついて来い」、「背中を

見せる」、「本を読む」だけではなく、教育に熱

い想いをもった医師が経験や背景を問わず集ま

り、経験の共有（ＳＨＡＲＥ）とシミュレーション

（R○LEPLAY）し、切瑳琢磨する場作りが必要で

ある（図ｌ）。そこでは、診療技法だけではな

く、医師としての基本姿勢、態度まで含めた小児

科診療の魅力を伝えることが可能である。みらい

のこども達のために、次世代の小児科医を育てる

ことが、今後１０年の課題であると考える。
小児セプシス

臨床所見から感染が疑われる､かつぐバイタルサインで\１脚
①または④は醐頁｡2項目満たせばslRsと診断

①中心体温〉385°Ｃまたはく36°Ｃ
②脈拍数の異常:＞年齢の正常域の2s、
③呼吸数:＞年齢の正常域のzSDor急速に人工呼吸が必要
④白血球数:正常域より上昇or低下ｏｒ>1096未！灘子中球

■恩田冊關闘■回HmHm用■

以下のうちいずれか1項目心血管系機能障害を伴う

①心血管系iH1能I宣害Sepsls/SeveにsspsIs
②急性呼吸窮迫症候群の代ｲﾘ『性ショック
③2つ以上の臓器障害②低血圧性ショック

ｍｍＯＱｕＢＴＧ山2ＰＣ囮凹ｍＯ５ＵＵＬ６２６０ユ』

表３

小児SIRS/SepsIs年齢別の基準

'1週～1ヶ月

'1ヶ月～lH1R

篭

>4０＞19500ｏｒ＜5000

>3４＞17500ｏｒ＜5000

＞2２＞15500ｏｒ＜6000

>1８＞13500ｏｒ＜４５００

＞1４＞11000ｏｒ＜4500
---－－．－－-｣

、…Oudm凶1PCpK2005wu,６町.１

即
印
加
釦
、

１
１
１
１
１

ン
シ
シ
ア
ン

迦
釦
Ｍ
Ｍ
Ｍ

表４

セプシスとは、「なんだかよく分からないけ

ど、全身状態が悪い感染」を数値化し、医療者同

士の「共通言語」となりえるものである。迅速キ

ットや培養結果、レントゲンなど結果出るまで時

間がかかる検査結果を待たずに、すぐに対応する

ことができる。
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進化医学とは？

進化医学とは生命進化の観点からヒトの病気の

原因や機序、症状、そして予防や治療のあり方を

研究しようという医学であり、１９９１年に医師のラ

ンドルフ・ネーシーと進化生物学者のジョージ・

ウイルアムズによって提唱された')。

このような立場から現在の小児医療やケアのあ

り方をみてみると、常識とされている治療やケア

の方法も必ずしも適切でない、あるいは見直す必

要があると思われるものが少なくない。ここでは

①発熱患者の水分摂取、②子どものスキンケアの

二点について進化医学に基づいて見直し、適切な

治療、ケアのあり方を提案したい。

Ｎａ;l30mEq/L、血清浸透圧;260ｍ○Ｓｍ/Lと著明

な血液の希釈状態が認められた。

症状、所見、および検査結果から菌血症疑いと

診断、血液培養施行後、ロセフイン０．５９を点滴静

注した。同曰夜には解熱し元気になったが、右眼

瞼の発赤・腫脹が発現した。翌日２回目の受診で

ＷＢＣ;15,500/ﾉLuと半減し、血清Ｎａはl39mEq/Ｌ

と正常にもどっていた。２回目のロセフィン点滴

静注、その後３日目からはクラバモックス2.028／

曰、３日間内服して経過良好であり治療終了とし

た。後日、血液培養は陰性と判明した。血液培養

は陰性であったが、菌血症と眼窩蜂窩織炎と診断

した。

常識の－、「発熱している児は脱水症になり易い

ため水分を多めに与える必要がある」

これは、医療者にも一般の人にももっとも広く

知られている常識の一つである。不感蒸泄という

現象があり、その量は１日約１２～ｌ５ｍｌ/kｇにな

り、体温が1℃上がるごとに１０～１５％増えるとさ

れているz)。この場合、当然体液は濃縮ざれ高張性

脱水症となると予想される。しかし筆者は度々、

高熱でありながら血清Ｎａ値はむしろ低下している

小児を数多く経験してきた。その例を呈示する。

発熱患者の血清Ｎａ値に関する調査と研究その１

上記のような患者を少なからず経験してきたた

め、後方視的に発熱と血清Ｎａの関係について調査

することにした。

目的：発熱と血清Ｎａの間にどのような相関があ

るかを検討する。

対象：２０１０年に当院で血清電解質を検査した３

ケ月以上、１５歳以下の小児をＡ群；37.5℃以上の

発熱を伴い、３回以上の嘔吐、下痢のないもの、Ｂ

群；発熱なく嘔吐、下痢もないもの、Ｃ群；発熱

の有無にかかわらず３回以上の嘔吐、あるいは下

痢を伴うものの３群に分類し、血清Ｎａの平均値を

求め、重回帰分析を行った。

結果：Ａ群は50例、Ｂ群は20例、Ｃ群は１５例で

あった。各群の血清Ｎａの平均値：Ａ群は

136.2mEq/L、Ｂ群は139.3、Ｃ群は137.9であり

（図ｌ）、Ｂ群に比べＡ群は有意に低かった。性別

高熱と低Ｎａ血症を来した眼窩蜂窩織炎の１例

２歳９ヶ月男児、前曰夜に39.2℃の発熱と頭痛

があり、当曰39.8℃となり、足の痛みと嘔吐１回

を訴え来院した。診察では軽度の意識障害以外、

特別な所見は認められなかった。検査でＷＢＣ；

３４．９×１０３／ノリｌ、ＣＲＰ;８．５ｍｇ/ｄｌであり、血清
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や年齢、最高体温、嘔吐下痢の有無などを説明変

数として重回帰分析を行ったところ、最高体温だ

けが有意な負の有意の相関を示し、体温が高くな

ればなるほど血清Ｎａが低くなるという結果であっ

た（表ｌ）。

明変数として重回帰分析を行った。

結果と考察：血清Ｎａの平均値は137.1±2.65で

あり、l35mEq/L以下の低Ｎａ血症は20％に認めら

れた。重回帰分析では当曰体温が上がると血清Ｎａ

は低下することが認められた（図２）。その他の

因子は血清Ｎａと関連しなかった。

ｍＥＶＬ Ｎ■
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随
図２．呼吸器感染症患者の当曰体温の血清Ｎａの相関図

図１．発熱者(A群)、非発熱者(B群)、下痢嘔吐患者

（C群)の血清Ｎａ値（）の数字は患者数
発熱と血清Ｎａに関する他の研究者らの報告

筆者の３年間にわたる調査では、発熱患者につ

いては脱水症になるというよりむしろ低Ｎａ血症、

すなわち体液が希釈されるという、従来の常識と

は真逆の結果が得られた。そこで他の研究者の報

告を検討した。

Kivirantaらは発熱と無熱の患者についてけいれ

んの有無で血清、および脳脊髄液のＮａ濃度と浸透

圧を比較検討した。発熱は血清Ｎａを低くする重要

な要因であり、体温が高くなればなるほど脳脊髄

液の浸透圧は低くなると報告した3)。

Ｈａｓｅｇａｗａらは入院患者５千人の分析で

ｌ３５ｍＥｑ/Ｌ以下の低Ｎａ血症患者は発熱児では

25.8％、無熱患者では2.2％であり、有意に発熱者

に多く、このような患者の73人に高ＡＤＨが認めら

れ、発熱と非浸透圧刺激が高ＡＤＨと低Ｎａ血症を

起こしていると報告した4)。本調査で認められた発

熱にともなう低Ｎａ血症も同じ機序によると思われ

る。

次数変数名βＳＥ(β）stdβｔ値ｄｆＰ

0 188951

0.03292

0.33596

-13525

－０７５６５

－０５２３１

15.8901

0.09511

0.66270

0.40321

138468

1.91523

年齢

男

殿禽繍

嘔吐あり

下痢あり

0.0324

-0.0037

-0.3917

00252

-0.1238

0.34606

0.50695

3.35434

0.54637

0.27314

６
６
６
６
６

４
４
４
４
４

073087

0.61461

;i昴蛎F…齋輔

０１卜100160

0.58745

0.78597

２
３
４
５

表１．年齢、性別、最高体温、嘔吐下痢の有無を要因

とした重回帰分析

発熱患者の血清Ｎａ値に関する調査と研究その２

２０１１～12年に呼吸器感染症の患者における発熱

と血清Ｎａについて、疾患の重症度に関する指標も

含めてより精細に調査した。

対象と方法：２０１１から12年の２年間に当院を受

診し、血液検査を施行した呼吸器感染症患者１７５

例について検討を行った。血清Ｎａを目的変数と

し、年齢、性別、受診までの最高体温、発熱日

数、当曰体温、白血球数、好中球数、ＣＲＰ値を説
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オオカミ仮説とは？

高熱になればなるほど血清Ｎａは低下するとい

う、一見常識にも反し、生体に不利になるような

現象はなぜ起きるのであろうか。この謎を解く鍵

はシンデイ・エンジェル箸「動物達の健康法」に

記載されている5)。その序文の冒頭に「発熱してい

る犬は静かな隅っこで休む・・・・病気の動物は

奥まった場所に引っ込んで、回復するまで断食す

る。」とある。そうであれば犬の野生型であるオ

オカミは巣穴でじっと病気が回復するまで待つこ

とになる。その間は断食断水を強いられる。その

ために水分の喪失を最小限にし、栄養を外部依存

から内部依存、すなわち異化作用で確保すること

が必須となる。このような体を支える仕組みがあ

るからこそ、野生のオオカミは生きていけるので

あり、ヒトも含めて陸上で生活するすべての脊椎

動物にそのような仕組みが備わっていると考えら

れる。筆者はこれを「オオカミ仮説」と提唱する

ことにした。

知られているが、髄膜炎などの治療中にしばしば

浸透圧が低いにもかかわらずＡＤＨの分泌が続き、

抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（ＳＩＡＤＨ）と称

される状態になる。この名称には生体が何か調子

の狂った異常な反応をしているとのニュアンスが

感じられる。果たしてそうであろうか。危機に際

し調子の狂った反応をするようではそのシステム

は長期間存続することは不可能である。生命は３８

億年という長い年月にわたって地球上に存続して

きたのであり、そこに何らかの合理的な理由があ

ると考えられる。

ＡＤＨの作用は「浸透圧の調節」が主であり、付

随的に「危機に際し水分の喪失を制限」とされて

いるが、むしろ後者を主な作用と考えるのであ

る。重症感染症や大手術は生体にとっては危機的

な状態であり、当然ながら自力では水分は摂れな

い。ＡＤＨを分泌し続けて水分の喪失を最小限にす

るのは必然の反応といえる。不適当なのはこのよ

うな生命の仕組みを理解せずに漫然と水分を輪液

する医療者の行為にあるといってよい。

陸上動物達を危機から救う仕組み「急性相反応」

とは？

このような仕組みは実際にヒトにおいて確認さ

れている。生体に細菌性髄膜炎などの侵襲が加え

られると、その原因にかかわらず共通する一連の

神経内分泌反応、急性相反応が起こる6)。生体に侵

襲が加わると脳下垂体が刺激され、ＡＤＨとＡＣＴＨ

が分泌される。ＡＣＴＨは副腎皮質からのコルチゾ

ールの分泌を促進し、脂肪や蛋白質の異化が起こ

りエネルギー源となる。ＡＤＨは腎臓の尿細管に作

用し水分の再吸収を高め、水分の喪失を最小限に

する。このような仕組みがあるからこそ、生体は

危機的状態を乗り越えられる。

常識の見直し

その１「発熱児への水分投与はむしろ慎重に」

既述したように高熱であればある程、脱水症ど

ころかＡＤＨの分泌によって低Ｎａ血症、そして水

過剰になっている可能性が高い。医療者は「高熱

→不感蒸泄増加による脱水症」という認識から

「高熱→ＡＤＨ分泌増加による水過剰」というパラ

ダイムシフトを行う必要がある。高熱が続くとい

う理由で低張性の電解質液を輪液することは危険

である。細菌性髄膜炎などの重症感染症を治療す

るにあたっても、輸液治療を行うときはこの点を

充分考慮し慎重におこなうことが必要である。

抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(ＳｌＡＤＨ)は何が

不適合なのか？

ＡＤＨは血液の浸透圧を調節するホルモンとして

常識の二、「子どものスキンケアは清潔が大事、

そのため石けんで体をよく洗うことが必要」

本邦においては一般的に「子どものスキンケア
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は清潔が基本、そのため石けんで体をよく洗いな

さい。」と指導される。実際にネットで公開され

ている小児のスキンケアの動画でもそのことが強

調されている7)。表皮細胞は約３０曰かかって成熟

し角質層を形成、垢となって剥離する｡皮膚の表

面は常に新しい細胞に置き換わっているのであ

り、汚れが定着、蓄積するということはない｡石

けんで洗う必要はないと思われる。

4.石けんなどでどの程度体を洗っていますか

石けんで洗うのを止めてい

たが､また再■した

1ヶ月に2～3回以下､ある

いはほとんど洗っていなし

■に1～２日だけ洗ってい

る

週に3～４日は洗っている

47人３８％

■人数

毎日洗っている 別人４４％

Ｏ１０２０３０４０５０６０

「石けん洗浄を止めるように」の指導の効果

筆者は５年ほど前から子どもを石けんで洗うこ

とは必要ない、むしろ危険と考え、入浴時には使

用しないように指導してきた。それがどの程度受

け入れられているかを知るため、昨年２月当院を

受診した患者の保護者にアンケート調査を行っ

た。

対象：2012年２月に軽症の上気道炎や喘息の定

期診察で受診した５歳以下の患者の保護者。初

診、再診、当院受診歴では区別しなかった。

方法：アンケートの内容は、子どもの湿疹をど

の程度気にしているか、スキンケアをしている

か、石けん洗浄をどの程度しているか、それを減

らしたり止めたりした場合、子どもの皮膚の状態

はどうなったか、石けん洗浄を止めて困ったこと

はあったかなどである。

結果：１２３人の母親から回答が得られた（図

３）。石けん洗浄は毎曰が44％、週にｌ～２回が

8％、月に２～３回以下、あるいは全く洗っていな

いが38％であった。週にｌ～２回以下に減らし、あ

るいは止めた母親57人に、その後の皮膚の変化を

聞いたところ、乾燥の程度が軽くなったなど肯定

的な評価をしたのは89％、洗浄を止めて困ったこ

とはという問いには９５％が特にないと回答した

（図４）。

図３．石けんで洗う頻度と人数分布

5の③石けんを止めてから皮膚の状態は？
（複数回答可）

その他

汗疹やおむつかぶれが
減った

保湿クリームの生ろ回数

が湿った

皮膚炎や浪疹が故谷した

かゆがらなくなった

凧の乾燥の程度が軽く
なった

苗人数

74％

Ｏ１ＯＺＯ３０４０５０

図４．石けん洗浄を止めた後の皮膚の変化

石けん洗浄の影響、その１．湿疹，アトピー'性皮

膚炎を誘発・増悪する

上記の調査結果は、乳幼児において石けん洗浄

は必要ないことを強く示唆する。皮膚バリア機能

は様々な仕組みや因子で多重に防御、維持されて

いる。石けん洗浄は皮膚常在菌や皮脂膜、細胞間

脂質（セラミド）、抗菌ペプチドなどを洗い落と

し、角層のターンオーバーを早めるなど、バリア

機能を低下させるように作用する（表２）。

この表には１３の因子を挙げたが、それらの８因

子が石けん洗浄によってマイナスの影響を受け

る。そのためバリア機能は低下し、湿疹やアト

ピー性皮膚炎は増悪する。実際に多くの研究者か

ら石けん洗浄そのものが8)、あるいはポデイソープ

などに含まれる界面活性剤が9)、皮膚バリア機能を
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表２．多重に維持・防御されている皮膚バリア機能と石けん洗浄の影響

障害すると報告されている。バリア機能の脆弱な

乳幼児は石けん洗浄を行うべきでないと思われ

る。

を取得しに行く。それらの'情報を獲得免疫系

（Ｔ、Ｂリンパ球）に伝達し、本来人体に無害なも

のでもＬＣに異物として認識された物質は鼻粘膜や

気管支、消化管に入ってきた場合、異物として排

除されるようになる。すなわち喘息やアレルギー

性鼻炎、食物アレルギーなどの各種アレルギー疾

患が惹起されることになる。石けん洗浄は確実に

角層を損傷するため、このような危険性を増加す

る。

石けん洗浄の影響、その２．各種アレルギー疾患

を誘発・増悪する

イギリスのLackGらは精細な疫学的研究から、

食物アレルギーは皮膚における食品成分の感作で

起こると報告した'０)。慶応大学の久保らはその発

症の機序を明らかにした'1)。皮膚は角層と穎粒細

胞の第二層にあるタイトジャンクション（ＴＪ）で

強力なバリア機能を維持しており、食品成分が付

着したとしてもその下にあるランゲルハンス細胞

（ＬＣ）を刺激することはない。しかし角層が破壊

されると直下の穎粒細胞からILlやＴＮＦαなどの

炎症性サイトカインが分泌され、ＬＣを活性化す

る。活性化されたＬＣはＴＩを超えて突起を延ばし、

破壊された角層から侵入してきた食品成分や、細

菌、ウイルス、花粉などの様々な物質の抗原｣肩報

石けん洗浄の影響、その３．化学物質過敏症を招く。

先頃、「茶のしずく石けん事件」が報道され

た。これはこの石けん中に含まれていた小麦加水

分解産物が、皮膚から感作され小麦アレルギーを

起こすようになったというものである。石けんや

ポデイソープ、シャンプーなどは色、匂いを良く

する、洗浄力を強化する、あるいは防腐のため

様々な化学物質が添加されている。当然このよう

な物質で過敏症が起こると予想されるが、小麦と
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違って原因物質を推定、あるいは特定することは

困難である。

その希有な例が先般明らかにされた。厚生労働

省は平成23年シーズンのインフルエンザ予防接種

の副反応を公開したが'2)、５１例のアナフィラキシ

ーショックが報告され、そのうちの43例は「化血

研」製品であった。同社は本年度、防腐剤をチメ

ロサールからフェノキシエタノール（PE）に変更

していた。患者の血液でPE入りワクチンの好塩基

球活性化試験を行ったところ、明らかな陽性反応

が確認された。同社は防腐剤を再びチメロサール

に変更した。

ＰＥは緑茶などにも含まれている天然に存在して

いるが物質だが、防腐効果があり、シャンプーや

ボデイソープ、液体状の化粧品、ワクチンの防腐

剤として広く用いられている。それだけではなく

低揮発性、高沸点などの特性があり有機物の溶媒

としてインキ、農薬、染料などの分野でも広く使

用されている。人の身の回りにふんだんにある物

質だが、それで過敏症が起きてもそれと気づくこ

とはない。原因不明の皮膚炎、アレルギー性鼻

炎、喘息として認識されていると思われる。

4．ＨａｓｅｇａｗａＨｅｔａｌ；PediatrNephro1.2009

；２４:Ｓ０７－ｌＬＰＭＩＤ：19048300

5．シンデイ・エンジェル；紀伊国屋書店、2003，

東京

6．江上寛；メジカルセンス．l999pp42-45

7・九州大学医学部皮膚科学教室；アトピー性

皮膚炎の標準治療「入浴と保湿のスキンケア」

http://www､kyudai-dermorg/atopy-care／

improvementOLhtml

8・DavidVoegeli；ＪＷｏｕｎｄ○stomy

ContinenceNurs2008;3５（１）：84-90.

9．ＨａｎｓＴ６ｒｍａｅｔａｌ；Journaloflnvestiga

tiveDermatology（2008）128,1212-1219

10．Lack,Getal;JAllergyClinlmmunol，

２００８;１２１:’３３１－１３３６．

１１．久保亮治、天谷雅行：

アレルギーと免疫２０１２Vol・'９，p32-38

12．厚生労働省；平成23年シーズンの

インフルエンザ予防接種報告のまとめ

http://www・infopmda・goJp/iyaku-anzen／

anzen2012html

常識の見直しその２

「入浴時の石けん洗浄は控えるべきである」

以上述べたように、石けん洗浄はバリア機能の

未熟な乳幼児には行うべきではない。

文献

ＬランドルフＭ・ネシー／ジョージＣ・ウイリア

ムズ；病気はなぜ、あるのか進化医学によ

る新しい理解．新曜社、２００１,東京

2．小椋雅夫他；小児科学レクチャー

２０１１;ｌ:20-24

3．KivirantaTetal;EurJPediatr」996

Feb;１５５（２）：l20-5PMID:8775227
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尿路感染症は小児の細菌性感染症において気道

感染に次いで多く、特に３ヶ月未満の乳児では最多

の細菌感染症である。罹患率は男児のｌ～２％、女

児の２～８％で、１歳未満では男児が多い。乳児の

発熱疾患の5％が尿路感染症といわれている。さら

に３ヶ月未満の尿路感染症の１０％に菌血症を合併

し、抗生剤登場以前では致死率20％に上った。小

児では尿路感染症に腎泌尿器系の奇形（ＶＵＲ；

VesicoureteralReflux等）が存在することが多く、

この発見・治療も重要である。主要な起炎菌が腸

内細菌であるためワクチンの開発は望めない。治

療目標は、早期発見・早期治療によりurosepsisに

至らせない、早期に強力な治療および再発防止に

より腎の癖痕化を生じさせないことである。腎尿

路奇形、腎癩痕化がある場合、長期的に高血圧、

腎機能低下、腎の発育低下を観察し防がなければ

ならない。

2007年に英国よりＮＩＣＥ（Nationallnstitutefor

HealthandClinicalExcellence）の小児尿路感染症

ガイドライン')、2011年に米国よりＡＡＰ（American

AcademyofPediatrics）のガイドラインz)が作成

されたが、曰本での従来方式と乖離が見られる部

分もある。

診断は尿培養で中間尿においてｌＯ５ＣＦＵｓ／ｍ1以

上の単一菌、カテーテル尿でlO3CFUs／ｍ1以上の

単一菌検出の証明、検鏡、膿尿、亜硝酸塩（腸球

菌等では陽性にならない）を参考にする。尿パッ

クでの尿培養は80～90％の偽陽性を生じるため不

適当である。注意が必要なのは尿路感染で約１０％

は膿尿を示さないことである。上部尿路感染症

（腎孟腎炎）では血液データで炎症反応が上昇す

る。起炎菌と使用抗生剤は、Ecoli（大腸菌）が

７０～８０％を占め、ＣＴＸ、ＣＴＲＸ、ＣＣＬＳＴ合剤

で加療する。ペニシリン系への耐性化が進行して

おり、さらにESBLs（extended-spectrumβ-lactamases）

産生菌も見られる。Enterococcus（腸球菌）では

ＡＢＰＯＡＭＰＣを選択し、セフェム系は耐性菌が

多い。KlebsiellaはＮＡ（ウイントマイシン③）、

ＣＴＸ、ＣＣＬ、ＳＴで加療、ＰｒｏｔｅｕｓはＣＴＸ、

ＣＴＲＸ、ＣＣＬ、ＳＴで加療、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓは

ＧＭ、ＭＣ（ミノマイシン②）が有効である。発熱

７２時間以内に治療を開始すると腎癖痕化が少な

い。投与後48時間で効果判定をし、通常の上部尿

路感染症（＝腎孟腎炎）では２週間、ＡＦＢＮ

（AcuteFocalBacterialNephritis）では3週間

投与が望まれる。当院では全例に入院時腎エコー

を施行し、退院後VCUG（Voidin8Cystourethro8ram；

逆行性排尿時膀胱尿道造影）を施行し、腎尿路系

異常を検索している。

症例を提示する。１ヶ月の男児で、主訴；発熱、

出生歴；在胎40週、出生時体重25529、胎児エコ

ーで異常所見なし。家族歴；腎尿路奇形なし、現

病歴；入院当日の朝から眠りがち、２１時、発熱あ

り当院救急外来受診し、発熱精査加療のため入

院。体温38.9度、脈拍150/分、心・肺に異常所見

なく、腎エコーで右腎腫大が軽度認められたが、

腎孟拡張は見られなかった。検査データでは尿潜

血（l＋）、白血球反応（3＋）、亜硝酸塩（-）、

沈潰；ＲＢＣｌ－４/HPEWBC50-99/HPF，尿中

β２ＭＧ/尿中Ｃｒ＝6680/１４．８と著増、血液データ

でＷＢＣ6600/ﾉｕｌ、ＨｂｌＯ９ｇ/dl、Plt42､1万/ノリ

l、ＢＵＮｌ３ｍ８/dl、ｃｒ０．３ｍｇ/ｄＬＮａｌ３８ｍＥｑ/l、

K45mEq/l、CIlO3mEq/l、尿培養；Ｅ・coli＞ｌＯ５

ＣＦＵ/ｍｌ、血液培養；陰性、腹部造影ＣＴで右腎に

2９
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腫瘤状の血流低下域があり（図l）、ＡＦＢＮ（Acute

FocalBacterialNephritis；腎孟腎炎と腎膿瘍の中

間に重症度が位置する上部尿路感染症）と診断し、

ＣＴＸｌＯＯｍｇｋｇ/dayで開始､３曰曰で解熱せず、

CEZlOmg/kg/dayに変更し速やかに解熱しＣＣＬ

３０ｍｇ/kg/day内服で退院した(抗生剤治療量トー

タル２１日間)(図2)｡その後ＣＣＬ５ｍｇ/kg/day予防

投与継続していた。

6か月後の遠隔期ＤＭＳＡ（Dimercaptosuccinic

acid）シンチで取り込み率が右３０．２％とやや冗

進、左17.9％と低下していた（図4）。

遠隔期ＤＭＳＡ(Dimercaptosuccinicacid）
シンチ;取り込み率右：３０．２％左：１７９％

右腎全体、特に上極の取り込み低下（矢印）

図４

ＣＣＬの予防投与を継続していたが、６か月半後に

BreakThrough（再発）を生じ抗生剤投与で加療し

た。起炎菌がEnterococcusfaecalisに菌交代してお

り、以後予防投与をＡＭＰＣｌＯｍｇ/k8/dayで、逆流防

止術も考慮に入れて経過観察中である（図5）。

DTPワクチン接種入院尿培養で腸球菌（Ente｢ococcu5faecali5）判明退院

℃１１ １図１腹部造影ＣＴ：右腎に造影不領域あり（矢印）
３９

借３８
１ｍ

３７

病曰

入院 退院
℃

３９

偽3８
３７

病曰

２３４５６７８

CCLpoE千F９
ＡＢＰＣ￣

ＡＭＰＣｐｄ－
10400

０４１

６７５９

(AＢＣ１６０００

ＣＲＰ９．７６

尿中β］ＶＩＣ／
尿中Ｃ「

７１００

4.55

89/７．０

４５６フ８病曰１２３

ＣＴＸ□－－－

ＣＥＺ

ＷＢＣ６６００６０００

ＣＲＰ３．６１６３１

尿中βZVIG6680/1４．８507/５
尿中Ｃｒ

「て~て~て~て~て~て~て~て~て~て~て~て~て~て１

ＣＣＬｐｏ.￣
５７００

０．７２

８０/８７
図５再発後入院経過（Breakth｢ough）

小児の有熱性疾患の鑑別は容易ではなく、有熱性尿

路感染症（上部尿路感染症）の炎症反応でTsalkidoU

EAらはCRP、WBC、ＬＢＰ（lipopolVsaccharide-binding

PrOtein）が有効であると示したが（表ｌ）３)、近年
PＣＴ（プロカルシトニン）も発症早期に上昇し有

効との報告もある。尿中のＬＤＨの上昇（特に分画

Ⅳ、Ｖの上昇）が上部尿路感染症の診断に有効と

いわれている。当院では尿中β２ミクログロブリン

値の高値で上部尿路感染症（＝腎孟腎炎）と下部

尿路感染症（＝膀胱炎）の鑑別に使用している

が、感度は高いが特異度が低い。また室温に長時

間放置すると分解ざれ低値となる。いずれにせよ

５０７/５．１

図２初回入院経過

後日ＶCUG施行し､右ＶＵＲⅢ。～Ⅳ･であった(図３)。

鱸

図３ＶCＵＧ（VoidingCystourethrogram）；
ＶＵＲ（Vesicouretera[Reflux）右Ⅳ。～Ｖ゜
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有熱性疾患から上部尿路感染症を明確に鑑別でき

る炎症反応マーカー等は残念ながら今のところ存

在しない。

乳幼児の発熱疾患では尿路感染症を疑い採尿

（渭拭後尿パック）を施行し、まず膿尿の有無で

鑑別が必要と考える。特に容易に菌血症に陥る３ヶ

月未満ではカテーテルで尿培養を採取するのが望

ましい。また上部尿路感染を生じる児は腎泌尿器

系奇形を有することが多い。腎泌尿器奇形を放置

すると将来的に腎不全に陥ることがあるため見逃

さないことが重要である。

表1.有熱性尿路感染症と炎症反応

患者(､＝77）健常…-幟(n＝２１）発熱…-”(n＝58）Ｐvalue

0．４７（０３２－０．８２）＜０．００１

０４８（031-088）０．００６

２２（1フー２７）0.035

7.245（5890-9202）＜０．００１

３９２７（33.53-44.54）＜0.001

19.45（675-2フ.１０）＜０００１

0.50(0.25-085）

０３０(0.20-085）

1906-24）

7.600(6725-10,225）

３８１０(3727-4038）

１４．７４(8.20-6130）

ＣＲＰ(ｍg/ｄＵ

ＰＣＴ(､g/ｍＯ
ＥＳＲ(ｍｍ/h）

ＷＢＣ／Ul

LBP(ｍg/O

1L6(pg/ｍＯ

4００（1.60-1021）

０８０(0.40-2.20）

3３（12-47）

14.490（100050-18,725）

７４．７３（71.12-77.59）

95.55(36.75-241.25）

Ｏ昨oⅡSensitMty(％）Spedhcity(％）

９５(76-100）

52.4（30-74）

１００(84-100）

8１（58-94.6）

１００(84-100）

７８．６(49-95）

80.5(70-89）

79.6(66-90）

53.3(42-90）

７１．４(60-81）

96.1（89-99）

７２９(61-83）

ＣＲＰ

ＰＣＴ

ＥＳＲ

ＷＢＣ

ＬＢＰ

ｌＬ６

＞１２０ｍｇ/ｄｌ

＞０３０，９/ｍｌ
＞３１ｍｍ/ｈ

＞100450／ⅡＩ

＞43.23ｍｇ八

＞３９３１ｐｇ/ｍｌ

朧鯛;１１|認鯏jFLiH9瀞IiIMb6躍糊鰯錦iB1:W鼎?僻(e｢,eukin6）
（TBaIkidouEAetal;Pediat｢NephroLZO13」ul;２８(7):1091.7.よりZn変）

表１
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（各発表１５分、討論１０分、計25分間）

会場：艮陵会館２Ｆ大会議室

曰時：２０１３年４月９曰（火）１９：００～

当番世話人：東北大学病院

院後１０時間で死亡。病理検査にてびまん性肺胞障

害と肝を中心とした脂肪滴沈着を認めた。

３）新生児マススクリーニングにてガラクトース

高値を契機に静脈管開存症と診断し、静脈管に

対してコイル塞栓術が奏功した女児例

東北大学病院小児科

○佐藤信一、川野研'居、木村正人、柿崎周平、

坂本修、呉繁夫

1）小腸内視鏡により病変を特定できた難治'性蛋

白漏出性胃腸症の１例

宮城県立こども病院総合診療科')、同臨床病理科2）

○角田文彦')、虻Ⅱ|大樹')、林千代⑩、

山岡明子')、渡邊庸平')、梅林宏明')、

稲垣徹史')、三浦克志')、武山淳二z）

新生児マススクリーニング検査にてガラクトー

スの上昇を認め、生後6か月時に胸腹部ＣＴを施行

し、静脈管の開存を認めた。その後自然閉鎖なら

ず、1歳3か月で施行した頭部MRIにて基底核にマ

ンガンの沈着を認めた。３歳時に静脈管開存に対し

てコイル塞栓術を施行した。術後門脈圧冗進症状

は認められず、胆汁酸の低値を確認し退院とし

た。ガラクトースの高値の際は腹部画像評価を必

要とし、また静脈管の長期開存は、肝性脳症、肝

肺症候群、神経症状などが出現する為、早期の閉

鎖を必要とする。

ダウン症の9歳男児。５歳時に貧血、低蛋白血症

を指摘され、蛋白漏出'性胃腸症と診断されたが、６

歳時の内視鏡検査では異常なかった。その後も改

善なく、９歳時のカプセル小腸内視鏡検査で空腸ヒ

ダの浮腫、肥厚と絨毛萎縮、波状変形（scallopin8）

を多数認めた。経口的ダブルバルーン小腸内視鏡

検査による粘膜生検では絨毛構造の消失と著明な

好酸球浸潤を認め、好酸球性胃腸炎と診断され

た。ステロイド投与によりデータは著明に改善し

た。

２）ライ様症候群？～急激な経過で死亡した3歳女

児例

仙台市立病院小児科

○北村太郎、内田崇

３歳女児。喘息の既往有。発熱にて近医受診、溶

連菌感染を疑われＡＭＰＣ、去疾薬等処方を受け

た。２病日に痙撃、意識障害を認め当科搬送。ＰＢ

静注などで痙撃は頓挫、髄液細胞数増多や頭部ＣＴ

異常はなし。喘ぎ様呼吸と低血糖を認めＩＣＵにて

治療開始するも代謝性アシドーシス、ＤＩＣ、多臓

器不全が急激に進行、肺出血、心停止を来たし入

3２
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－曲■1口１Ⅲ凸一色」Ⅲ

（各発表１５分、討論１０分、計25分間）

会場：艮陵会館２Ｆ大会議室

曰時：２０１３年７月９曰（火）１９：００～

当番枇話人：東北労災病院

ルス療法の併用は、難治な症例に対する選択肢の

一つと考えられた。。

３）初発けいれん重積で診断されたもやもや病の

幼児例

仙台市立病院小児科

○中村洋心、鈴木力生、高柳勝、

佐々木和人、内田崇、高橋俊成、

佐藤大記、竹澤祐介、楠本耕平、北村太郎、

西尾利之、村田祐二、大浦敏博

仙台市立病院脳神経外科

○林俊哲

1）夜尿症の精査で見つかった中枢性部分尿崩症

の男児

東北大学病院小児科

○梅木郁美、菅野潤子、藤原幾磨、呉繁夫

症例は１１歳男児。９ヶ月前頃より飲水量と夜尿

の頻度が増加したため、１ヶ月前に前医を受診し

た。早朝尿の比重、浸透圧の低下を認めた。尿崩

症または心因性多飲が疑われ、当科紹介となっ

た。頭部MRI検査で下垂体後葉のＴｌ高信号の消失

と、前葉の造影不領域を認めた。水制限試験、

AVP負荷試験を行い、中枢性部分尿崩症と確定診

断した。夜尿症の原因として部分尿崩症があり、

治療開始前の精査が重要であると考えられた。

３歳女児。初発の無熱性片側性けいれんで紹介。

右方偏視、左半身まひあり。頭部ＣＴにて右前頭葉

に淡い低吸収域あり。頭部ＭＲＡにて両側にもやも

や血管を同定。抗痙撃薬投与で経過観察。意識は

徐々に回復し、麻痒症状も改善。脳波上異常な

く、ダイアモックス負荷SPECTで右前頭葉の血流

低下域あり。当院脳外科で血行再建術施行。年少

児のもやもや病の神経学的予後は不良といわれて

いるが、今回迅速な対応により良好な予後が望ま

れる。

2）ステロイドパルス療法を併用したGuilIain-Ba｢｢ｅ

症候群の1例

宮城県立こども病院神経科

○渡邊周永、鈴木智、富樫紀子

仙台市立病院小児科

○鈴木力生、高柳勝

１２歳男児。発熱後に臂部、大腿後部の痛みを訴

えていたが、次第に座位および経口摂取不能とな

ったため近医を受診して入院した。Guillain-

Barre症候群の診断でガンマグロブリン療法を施行

行されたが改善は認めなかった。院後に血漿交換

およびガンマグロブリン療法を施行したが症状の

改善を認めず、ステロイドパルス療法後に症状の

軽'快を認めた。ガンマグロブリンとステロイドパ
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中枢性尿崩症とは

夜尿症を主訴に受診した

中枢性部分尿崩症の男児
゛アルギニン・バソプレシン(AVP)の分泌不全

により多尿をきたす疾患

･原因は特発性約40％、続発性約60％

･尿症とは予後が異なる東北大学病院小児科

梅木郁美、菅野潤子、藤原幾磨、呉繁夫

現病歴
症例

当科受診９ヶ月前頃より多飲を認め、夜尿

頻度も増加した。当科受診５ヶ月前に近医を

受診し、随時血糖１３４ｍｇ/dし尿糖陰'性で

あり、糖尿病は否定された。その４ヶ月後も

症状続くため、同医を再診した。早朝尿比

重1.003,尿浸透圧166，○s、と低下して

おり、精査目的に当科紹介となった。

【症例】１１歳男児

【主訴】夜尿、多飲

【既往歴】６歳～てんかん

(パルプ□酸、カルバマゼピン内服）

【家族歴】特記事項なし

当科初診時血液検査所見当科初診時現症
ＷＢＣ

ＲＢＣ

Ｈｂ

ＰＩｔ

ＢＵＮ

Ｃｒｅ

Ｎａ

Ｋ

Ｃ［

Ｃａ

Ｐ

８１００／川

459万／似Ｉ

１３．３９/d1

26.4万／似Ｉ

９ｍｇ/d１

０．４５ｍｇ/ｄｌ

ｌ４１ｍＥｑ八

５．０mEq/ｌ

ｌＯ４ｍＥｑ/Ｉ

８．９ｍｇ/dｌ

４１ｍｇ/dｌ

ＡＣＴＨ

コルチゾール

TSH

fT3

fT4

ソマトメジンＣ

ＬＨ

ＦＳＨ

テストステロン

１０．５

フ６

１．６６０

３．７３

１．４４

６１

１．５６

２．３６

１３

pg/ｍｌ

似ｇ/ｍｌ

ｐｇ/ｍｌ

似ｇ/ｍｌ

ｎｇ/ｍｌ

ｎｇ/ｍ［

ｍｌＵ/ｍｌ

ｍｌＵ/ｍｌ

ｎｇ/dｌ

(4.40‐４８．００）

(５７－１５０）

(０．５０－５００）

(２３０‐４００）

(０９０‐1.70）

(１１３‐449）

(０８．１）

(０．８‐１３．２）

(０４１３）

身長：１５ｓ７cｍ（＋1.0ＢＳＤ）

体重：ヨフ６kｇ（－０２ＢＳＤ）
BMl：１ｓ､９肥満度：－１６６％

意識清明

胸部聴診にて異常なし

皮膚乾燥なし、浮腫なし

精巣容積８ｍし陰毛Tanner第１度
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夜尿症を主訴に受診した中枢性部分尿崩症の男児

水制限試験(１２時間絶飲食）尿検査所見
尿浸透圧

(ｍＯＳｍ）

'０００

尿■

(ｍＵｈｒ）尿検査(随時尿）

尿比重

ｐＨ
蛋白

糖

潜血

血漿浸房Ｆ

２８５ｍｏｓｍ
1５０

１．０１１

６０

(－）

(－）

(－）

7５０

１００

尿浸透圧

225，○s、
5００

|Ⅱ
5０

｜Ⅱ
2５０

尿量1900ｍ[/曰(＝1500ｍ[/、2/曰）
０ ０

０ ２３４５６７

（時間）
※多尿≧3000ｍＶｍ２/曰

バソプレシン負荷試験
尿渇誘ＦＦ

(ｍＯｓｍ）

１０００１
h｢）

5０

750

0０

5００

０

２５０

０

０ ２３４５６７

頭部ＭＲＩ画像(Ｔ１造影あり） 診断後経過

･デスモプレシン2.5/ug/曰点舅開始後か
ら夜尿なし

･今後､腫瘍･襄胞が明確となる可能'性も

あり、フォローが必要

・ソマトメジンＣ低値､身長増加不良があ

り､成長ホルモン分泌不全合併の有無を

検索予定
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夜尿症を主訴に受診した中枢性部分尿崩症の男児

中枢性尿崩症の診断星準(成人）夜尿症

鱗:澗予粟§i露iiiWi亟悪
②尿浸透圧３００ｍ○Ｓｍ以下

③バソプレシン分泌：血漿浸透圧(または血清ナトリウム濃度）

に比較して相対的に低下

④バソプレシン負荷試験にて尿量は減少し､尿浸透圧は３００

ｍ○Ｓｍ以上に増加する

⑤水制限試験においても尿浸透圧は３００ｍ○Ｓｍを超えない

中枢性尿崩症：少なくともＩ、Ⅱの①～④を満たすもの

Ｂ本内分泌学会：バゾプレシン分泌低下症（中枢性尿崩症）の診断と治療の手引き

・就学年齢以上で､夜間就寝中に無意識の

排尿を繰り返す

・早朝尿比重と夜間尿臺､最大膀胱尿臺で

多尿型､膀胱型､混合型に分類される

・糖尿病､尿崩症､'慢性腎機能障害などの

初発症状が夜間尿失禁のこともある

小児では3000ｍ[/ｍ２/曰以上

を多尿と判断することが多い

横谷進：夜尿症、専門医による新小児内分泌疾患の治療(診断と治療社）

AVP分泌不全といえるか？
ＡＶＰ分泌舅の推定

推定AVP（pg/、[）

＝１７×尿浸透圧/血漿浸透圧

水制限試験時

尿浸透圧５ｓﾌmOsm

血漿浸透圧SOOmosm→a1Spg/m［

ｉ
ｉ
ｉ

２
０
８
６
４
２
０

１
１（
一
Ｅ
菌
二
瓦
八
．
爪
ら
、

函■
ＶＯ４Ｘｍ－Ｉ４ＩＤ

Ｘｌｈ－Ｉｊ

、
－１妬

4」；

ｌ２５１３０１３５１４０１４５１５０Ｉ５５Ｉ６０ＩＯ５１７０

血消Na(mEq/L）

パゾプレシン分泌低下症(中枢性尿崩症)の診断と治療の手引き
（平成２２年度改訂）

血清Ｎａ152.9mEq/[-.9.4‐20.28pg/ｍ[なら正常
ＡＶＰ分泌不全

水制限試験

バソプレシン負荷試験
持続的な低張尿が認られる(尿崩症）

＋

ＡＶＰ投与で尿浸透圧が上昇する(中枢|生）

→中枢性尿崩症と診断

(必ずしも多尿の定義を満たさなくてよい）
伊藤純子：中枢'性尿崩症．小児内分泌学(診断と治療社）

(ｍＯｓｍ）

８００

600

400

低張尿(比重く1.005または浸透圧く300，○s、）

→尿崩症かの検討が必要

200

０
(時間）
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夜尿症を主訴に受診した中枢性部分尿崩症の男児

①中枢性尿崩症の原因なぜ、夜尿症と中枢性尿崩症の

鑑別が必要なのか？

①中枢性夜尿症では器質的疾患
が多い

②夜尿症とはデスモプレシン
投与舅が異なる

③夜尿症とは予後が異なる

･遺伝性約1％、特発'性約40％、

続発性約６０％

･特発'性→数ヶ月～数年後腫瘍、襄胞が
明らかとなったという報告あり

GaiIERichards,ＭＤｅｔａＬ:Natu｢a［HistoryofldiopathicDiabeteslnsipidus．

（The」ournalofPediatricsvoL159iSSue4P566-57O）

定期的な画鮭ｫ□_必要

②デスモプレシン投与三

－－l--oD錠点鼻薬

'１曰１回就寝前に

12qug内服

霧盃iji鱗'‘

１曰１回就寝前に

型１０ﾛ９点舅
症Ⅱ効果不十分なときは

Ｚ０ｌｕｇに増量可

多尿

夜尿

|中枢

|尿崩藍'１昌閉｡川点罰
曰１－３回

回60-240似ｇ内服

五
□

｜｜｜｜口

結

③予後

･夜尿を主訴に受診した中枢性
部分尿崩症を経験した

．夜尿症で著しい低張尿を認めた

場合には尿崩症も鑑別に入れて

検査することが必要である

･夜尿症：治癒することが多い

．中枢性尿崩症：ほとんど治癒しない

３７
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、MＩＩ靱椴１ｍ

ｽﾃﾛｲﾄﾞjIﾊﾟﾙｽ療法を併用したGu1LL公１１W台■蝿
田

頭

蟷騨ス第１う回

症例

主訴

既往歴

家族歴

現病歴

１１歳男児

座位不能､経□摂取不能

発達障害(支援級)､肝損傷(転落)､気管支喘息

特記事項なし

ZOXX年９月１５日頃から発熱を認めていた｡９月２５曰頃から

胃部､大腿部の痛みを訴えた｡２６日には座位および経ロ摂取不能

となったため前医を受診した｡肝逸脱酵素の上昇を鹿め、股関節

炎、肝機能障害を疑われ入院した。２７曰曰には下肢腱反射消失

し、脳脊髄液検査、神経伝導検査よりGUlLLAlN-BARRE症候群

(GBS）と診断された｡２８曰からｌＶｌＧ(1Ｇ/ＫＧ/DAY)を２日間

施行されたが、２９日には上肢の腱反射減弱、発鰭困離になった。

3ＯＢには排疲困難が出現し、１０月１曰に努力呼吸を認め当院

へ転院した｡入院時現症意識清明で意思疎通は可能だが，努力呼

吸著明で発語は困難だった。

￣▼△ＣＩＣ用01000■も■●００ｍ▲L

■■西域鰍立ニピセ缶日『

ステロイドパルス療法を併用した
GuILLAlN-BARRE症候群の一例

宮城県立こども病院神経科渡沮周永鈴木皆富樫紀子

仙台市立病院小児科鈴木力生高柳勝

皿Tb●ＯＣｗ虹●ロ、■泪阿●pのＯＴａ８

ｗ宮頂臥立ニピセ■８F仙台小児科カンフアランス2013,7,9

血液検査所見

ＷＢＣ１５２００

ＲＢＣ546ｘ１０４

Ｈｂｌ５ｊｇ/dＬ

Ｈｔ45.40％

Ｐｌｔ26.5xｌＯ４

ＡＳＴ２７９１Ｕ/Ｌ

ＡＬＴ２０９１Ｕ/Ｌ

ＡLＰ１２０１１Ｕ/Ｌ

ＬＤＨ４７５１Ｕ/Ｌ

７ＧＴＰ１２６１ＵＡ

Ｔ－ＢｉｌＯ４ｍｇ/dＬ

ＧＭ２１９Ｍ＋

OthefWTT中tＯｍ３

・IadalnGn姫paISy

・bUlba｢PaISY

・mchycar〔Ⅱａ
・hypenen510n

Ｐ
ｂ
川
幅
Ａ
ａ

Ｔ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
ｑ
ａ
Ｐ
印

８．４９/ｄＬ

３Ｂｇ/ｄＬ

１８ｍｇ/ｄＬ

Ｏ５１ｍｇ/dＬ

１０．５ｍｇ/ｄＬ

１３９ｍＥｑ/L

47mEq/Ｌ

９９ｍＥｑ/Ｌ

9.2ｍｇ/dＬ

4.7ｍｇ/ｄＬ

＜201Ｕ几

ＣＲＰ

ＰＴ

ＡＰＴＴ

Ｆｉｂ

Ｄ－ｄｉｍｍｅｒ

ＣＭＶｌｇＭ

ＣＭVlgG

EBVCAlgM

EBNAlgG

HBs-Ag

ＨＣＶ

0.7

13.フｓｅｃ

４１､５ｓｅｃ

246ｍｇ/ｄＬ

１２４ｕｇ/ｍ1

6.57

16.6

1.8

3.7

hUiUIlVlG1g'kg八|[〕2130J…

ＩⅡ小E１ＯＪ４ｍP5[pu塵10J8.2(）

Imerance leaung

paIn

lsmr1ngIh…a1Mng

Ａｌ■verup

1０１ 1Ｚ１１１．１ １１

『…iai:F9￣－－
BIPＡＰ１０１７．１１．６

⑤０７■ＯＥｗ几●●６脚で円○ＤＤＯＴＢＡ

鱒宮餌魚立ニピセ病ﾛｾﾞ
■山▼□●OEPOOOD●Ｑ面ＴＮｃＯＰ０Ｔ■Ｌ

ｉＤｌｉ官凶臥立ごピセRDF
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ステロイドパルス療法を併用したGUlLLAlN-BARRE症候群の一例

で改善しない，あるいは｜ＶｌＧに対して過敏性がある場合は

抗ガングリオシド抗体と病型 GBSの治療方針

軽症例は治療不要

急性期に歩行困難例に対しｌＶｌＧ大■療法0.49/kg/day5曰間（急速

進行例１９/kg/day2曰間

ｌＶｌＧで改善しない，あるいはｌＶｌＧに対して過敏性がある場合は

抗体［ｇclass先行感染 病型

毎ｍ型

毎動廻

運動軸索型

毎ｍ型

脱髄型，感覚障害

外眼筋麻痩

咽頭一頭部一．ﾄ腕廻

脱髄麺

脳神経障害，感覚障害

ＧＭ１

ＧＭ１ｂ

ＧＤ１ａ

ＧａｌＮＡｃＧＤ１ａ

ＧＤ１ｂ

ＧＱ１ｂ

ＧＴ１ａ

ＬＭ１

ＧＭ２

配
熊
顔
飯
熊
甑
配
熊
Ｍ

ｌ
ｌ
ｌ
－
ｌ
ｌ
－
ｌ
ｇ
ｌ

Cjejuni

Cjejuni
Cjejuni

Cjejuni
呼吸器感染

呼吸器感染

呼吸器感染

ＣＭＶ

PE40mUkg2～7回/月

ステロイド単独療法は無効 ::::９篭葱神醐翻り,ppIWctIona,…
Grade2鋼ﾃ器や杖などの支持なしで

れない

Ｇ｢ade3歩行器や杖‘支えられれば５５ｍ以上歩行可能だが定
Grade4ベッド上あるいは車いすに限定される

Grade5換気補助を要するｍ歩行可能である
Grade6死亡

■0▼△●ＯＥｗＨＤ●8■で■０８町？▲Ａ

涌宮ﾛ帆立こてＱ■nF
四▼▲●Ｏ［閃●し●“■で閃●0“Ｖ▲Ｌ

函古田、血ニピセ■ﾛ！

まとめ
治療のＥＶｌＤＥＮＣＥＧＢＳに'ＤＰ治威ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝより

難治なGBSの治療に際し，ｌＶｌＧと、PSLを

併用した、PSL投与終了後間もなく発語が

みられ，緩徐に症状が改善したＩＶｌＧと

、PSL併用療法は，GBSの治療の選択肢の

一つと考えられる

GBSに対しランダム化比較試験で有効性が確立されている治療法は

PEおよびｌＶｌＧである

ステロイドの単独療法は内服，静注とも有効性が否定されている

|ＶｌＧと、PSLとの併用療法について，改善度，歩行可能までの期間

においてｌＶｌＧ単独よりも効果的である

■O▽▲●０《0000●ＤＯＮ宅閃●ＯＤＷ▲ﾍ

ﾘ#Ｉ古煩い立ﾆﾋﾟｾＲＲＳ
，■0▼■０［坊08●QO■ＢＤＯｏＢＤ０Ｕ▲O

I1I1さ域瓜立ニビセ■暦

3９



宮城県小児科医会報平成25年9月 第２４９号

蝋興ス第１う回 初発け

主訴けいれん３歳ﾌｶ１月女児

現病歴:５/２８１５:１５突然の啼泣の後に左手のふる

え出現｡その後､左顔面のびくつきから左半身全体

のけいれんが出現した｡約１時間後近医でジアゼパ

ム６ｍｇ挿肛されて頓挫｡その後も右偏視､左片麻痩
は残存。

近医で頭部ＣＴ撮影｡右大脳半球の浮腫性変化を認

めたため､当院紹介受診。

既往歴：特記すべきものなし。

アレルギー歴：特記すべきものなし。

内服歴：なし。

家族歴：けいれんの家族歴なし。

頭部CT検査
･来院時現症：１５ｋｇＪＣＳ２桁ＧＣＳ
（E3V2M5）

･不穏状態､右方偏視あり、右半身の自発運動

あり、左半身の麻痘あり、左上肢痛み刺激に

反応せず、左下肢はわずかに自発運動あり、

痛み刺激には右手でのみ拒否反応あり、左

アームド□ツプサイン(+）

ユ
頭蓋内病変を疑い頭部CTへ。 頭部CT上右前頭葉に脳溝不明瞭な所見あり。

拡散強調像 ＡＤＣｍａｐ
Ｔ２ フレア

右前頭葉の中～下前頭回､中心前回の皮質主体に

高信号と軽度のＡＤＣ低下あり。

虚血'性の変化の可能'性あり。
同様に右前頭葉に軽度の高信号あり。

４０
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初発けいれん重積で診断されたもやもや病の幼児例

ＭＲＡ

両側頚動脈が眼動脈分岐後の視床上部にかけて閉塞。
後大脳動脈の迂回槽走行部に挟小化あり。
脳底部に多数のもやもや血管の増生あり。

もやもや病Ⅱ！

けいれん予防にフェノバルピタール250ｍｇ投与。

脳梗塞に対しエダラポン6ｍｇ/day開始。

･脳外科コンサルト

Ｌ
･手術の緊急性を知るために脳血流SPECTが必

要とのこと。

通常のSPECT＋アセタゾラミド負荷SPECTを。

９

経過観察中に左手の動きが回復。

翌曰には意識レベルも改善し、左半身の麻痘症
状も軽度に。

oPE適応と判断。

H2印ら/24バイパス術施行。

術後の経過は良好。

４１
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初発けいれん重積で診断されたもやもや病の幼児例

脳波

ごくわすかは睡眠紡錘波：

鰐鱒壗…ｉｉ

ｉ愛１１１

田中ビネー知能検査Ｖ：精神年齢(ＭＡ)3歳７か月

知能指数(|Ｑ)1０２

発達の異常なし

'oqwl
lSe仁

診断後経過
5/2８２９３０６/１５６７１１2０２４

薬
剤 エダラポン

ＳＰＥＣＴ脳波検ＣＴ負荷
資ＭＲｌ ＳＰＥＣＴ

､理検査

麻
痘
所
見
改
善

診
断
確
定

出
来
申

右
前
頭
の
血
流
匠
下
あ
り

退
院

エ
ダ
ラ
ポ
ン
終
了

血
流
低
下
あ
り
。
手
術
決
定

軽
度
左
右
差
あ
り

心
理
検
査
で
発
達
異
常
な
し

手
術
目
的
入
院

血
行
再
建
術
施
行

もやもや病とは。 ･診断基準：

以前は脳血管造影は必須だったが、現在はMRl、

ＭＲＡで診断も可能。

.①ＭＲＡで頭蓋内内頚動脈終末部，前および中大脳

動脈近

位部に狭窄または閉塞がみられる。

．②MRAで大脳基底核部に異常血管網がみられる。

注：ＭＲＩ上、大脳基底核部に少なくとも－側で2つ

以上の明らかなⅡowvoidを認める場合、異常血管

網と判定してよい。

.③①と②の所見が両側性にある。

病態：両側内頚動脈終末部に狭窄を生じ、側副路

として脳底部に異常血管網が出現する病態。

本邦およびアジアでの報告が多い。

有病率：3.2～10.5人/100000人

原因：不明

しかし、１０～１５％に家族歴あり。

原因と考えられる遺伝子の同定(KamadaKu｢e)ら

はされてきている。

男女比：１:1.8～2.2程度で女性に多い。
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初発けいれん重積で診断されたもやもや病の幼児例

発症年齢：５歳程度を中心とする高い山と30歳程度を

中心とする低い山の2相性を呈する。
発症のしかた：小児の発症では典型的には

脳虚血発作。週換気を契機に意識消失、失

語、片麻痩などの症状。その他頭痛や不随

意運動、けいれんなど。成人では脳出血で

発症する例が半数近く。

５
０
５
０
５
０
５
０
５
０

４
４
３
３
２
２
１
１

エエｉ鯏鯏１$：蝿！＆
圏■■女

Fig.１発磯年齢Ⅲ)．

３)大木宏一､他；２００６[F脛モヤモヤ病(ウィリス助lW1(姥閉宙症）

調漬研汽班データベース築計｡原生労働省ウイリスhllIlTm閉

塞症HMI蜜研究剛(班侵楓本信夫)､平nＭ１８年度報寓

pl-)１９－２品

吟今回は強い啼泣後の発作であり､典型的か。

(人）

250

200

150

100

５０

･予後：年齢が低いほど、脳梗塞の発生が多

く機能予後に大きく関与。発症から5年以上

でｌＱの低下があると言われている。特に発症

年齢が低いと、突然の脳梗塞で発症すること

が多く、短期間での再発例も多い。

ロ亡■轍

■IRI血但

０

ｗ､ぐ゛$/Ｍ１`Ｍ,ｙｍＭＩｍ
ＦＩｇ３駐日u蝋およびlli血Ｉ！!`〕発臓雛齢(n章11”)．

RGcommenda上IonsfortheManagementolMoyamoYaDi日ｅａＳｅ

Ａ５ｔａにmentlTomReseaにｈＣｏｍｍｌｔｔｅｅｏｎ５ｐｍ②neou3

０にdu510noIlhe亡jrdeofWiUiz(Moyamoy己､|亜a5e）
ReseaJ仁honln【raにtab陀dlseasesoI(にMhnI武FYoIHealth.

今回は初回けいれんで診断に至ったため、

発達の異常は最小限にできた。

結語
･治療：脳血行再建術。現時点ではRCT

はないが、手術施行例では脳梗

塞やＴｌＡの再発リスクは下がっ

ている。内科的治療（抗血小板

薬内服等）の有用性に対しては

科学的根拠はない。

･頭部CTではごくわずかな所見のみ

だったが、ＭＲＩによりもやもや病

を診断することができた。

けいれんの鑑別に－つにはもやもや

病も入れておく必要がある。

4３
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各地方からの報告
大崎よりの暑中見舞い
宮城県県北の小児医療の現状と今後の課題

大崎市民病院小児科工藤充哉

研修プログラムの一環として参加してくれ、当科

の大きな戦力になっています。

自分自身も当科にきて２３年目に入り、新生児、

小児救急に興味があったため、入院診療を中心に

して、開業しての地域への貢献もせず、だらだら

ここまできてしまった感はあります。平成26年度

７月には当院も新病院となり、やっと、小児科の

独立した病棟と、周産期センターができ、外来も

拡張して、基幹病院小児科本来の姿になれそうで

すが、看護師の確保などまだまだ問題は残ってい

ます。今後当地域の小児医療をどうしていったら

よいのか？２０年ほどいてわかったことは、－人の

力では結局どうしようもないということです。複

数の医師が関わり、だれが代わってもそれなりの

診療体制がとれる形が必要であり、当科は今のと

ころその中心として存在しなければならず、各地

域のプライマリーケアーを担っている先生方の負

担をできるだけ減らせるようにお手伝いできる小

児科にしていきたいと思います。

このような当地の状況なので、会員の先生方に

は当地域での小児医療に関して気づいたこと、不

都合なことがありましたら、ご指導、ご鞭燵のほ

どよろしくお願い申し上げます。最近、初期研修

医として沼崎先生や井上先生など会員のご子息が

研修にみえられ、たくましく成長されていく姿や、

自治医大関係で他病院内科の仕事をしながら週ｌ

研修曰に当科へこられ外来、病棟診療を行ってい

る加納先生のご子息などみると時代の流れを感ぜ

ずにはいられません。少しずつですが、未来はあ

り、動いていくようにも思えます。次世代の邪魔

をしないように、今後も応援していきたいと思っ

ています。

大崎市民病院小児科工藤です。県小児科医

会の会員の先生方にはいつも、お世話になってお

ります。今回石井編集長より県北の小児医療は今

どうなっているのか？と問い合わせがあり、借越

ではありますが、報告します。

宮城県県北では、ここ２０年くらい小児科専門医

の新規の開業はありません。それどころか登米市

民病院では数年前から小児科の入院診療ができな

くなっており、栗原中央病院でも継続的なスタッ

フの増加が困難で、一人医長の状態が続いていま

す。登米市は予防接種事業では県内でも先進的な

取り組みを続けていますが、沼倉先生が数年前現

役を離れ、今は八木先生が孤軍奮闘し、登米市民

病院の新しい菅原医長とともに、佐沼の小児医療

を支えています。栗原地区も長く、栗原中央病院

齋藤先生と、細谷先生各おひとりの状態が続いて

います。

当大崎市でも松浦、有馬両先生あとは新規の開

業はなく、加美町の有馬先生や、大崎市内外の内

科小児科の先生方のお力を借り、何とか現状維持

しているところです。こどもの数が徐々に減って

きており人口全体も減少傾向にあるため、目立

ちませんが大震災を経ても状況は変わっていませ

ん。そのなかで、当大崎市民病院は、しばらく

は、二人ないし、一人医長の状態が、同様に続い

ていましたが、新臨床研修制度が発足した頃よ

り、徐々に、病院に初期研修医が集まり始め、最

近は毎年十数人の参加があり、小児科も必修科目

としてほとんどの方がlか月ほどですが研修してい

ます。そのため、３年目後期研修医として病院に

残ってくれる先生が１年毎にあらわれ、診療に加

わってくれています。また、３年前より卒後５，６

年目の先生が研修終了の科長研修として、大学の
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議瀧〃..

■■

白井雪填､霧轤ｉｌｉｉ;i霧１霧iiiiilllllillｌｉＩ

６月１８曰火曜日「多津昧」にて２０１１年６月７曰以

来の塩釜小児科医会が開催されました。震災以来２

年ぶりの開催となり、おいしい御馳走を頂きなが

ら今後の塩釜地域の小児科医療を担う為の有意義

な会となりました。

前もって参加者に自己紹介用紙に近況報告と共

に記入いただき、４月から塩釜市立病院に赴任いた

だいた大島郁子先生にも分かりやすいよう、時間

切れで伝わらないことが無いように準備いたしま

した。

塩釜医師会会長でもある横山義正先生御持参の

「四季の松島」で乾杯と御挨拶に始まり、この中

で沼崎典明先生が５月で小児科を閉じるとの届けが

出されたことをお聞きしました。

貴重な小児科医をこの地域から－人失ったこと

は誠に残念でなりません。大島先生の塩釜市立病

院でのお仕事の報告、小片邦穂先生の近況報告、

石井からブックスタートの２０１４．２０１５の絵本選

考委員になったことからブックスタートの概要説

明、高田修先生へ塩釜医師会理事、宮城県医師会

理事でのお仕事への横山先生からの励ましもあり

ました。高橋美奈子先生から仙台市「はなクリニ

ック」と多賀城市の「おおば医院」との二重の仕

事状況などのお話に引き続き、坂病院からは渡邊

瑞香子先生から坂病院の状況、境志穂先生から心

臓健診のお仕事、最後に豊田将夫先生から内分泌

の仕事の説明等がありました。

あいにく当日出席できなかった角田和彦先生を

除いて９人の参加となり、

兼ねてまた同じ「多津昧」

ことで散会となりました。

次回は今年中に勉強会を

で開催しましょうとの
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先輩の先生から

廿猫との遭遇苫
元加齢医学研究所小児科教授今野多助

去る２月某曰、一匹の猫が舞い降りるように突

然我が家に出現して、家族の一員としてその存在

を主張している。それまで猫に親しみをもつこと

はなく、時々庭に侵入してくる猫（野良猫ｏｒ家

猫？）があれば追い返していた。しかし、今回の

事件はこれまでの思わくとは違う顛末となった。

その日は、家内が大学病院に入院治療のあと、

４週間振りに帰宅した曰だった。閉じられている

はずの母屋に隣接するアトリエの窓辺に猫がいる

ことを発見しびっくり仰天。猫の出入を許すよう

な穴や隙間は無いはずで、家内の入院前に侵入

し、４週間余りの期間、バケツの防火用水で命をつ

ないでいたにちがいない。ドアを開けると背体部

が灰色、胸部が白の成熟した猫が、やせ衰えた姿

で現れ、か弱い泣き声をあげながら私共の足元に

すりよってくる。邪険に追い出すこともできず、

まず牛乳を与えてみたが、あまり飲まない。長期

間の絶食状態を考えると瀕死にも近かったのかも

しれない。’怯えながら、私共の足元にまとわりつ

いて離れない。その弱弱しい状態で救いを求める

姿にほだされて、徐々に情が移ってしまい、結果

的に飼い入れる決意をすることになった。

近所の人々に迷い猫などの'情報をたずねたが、

わからない。むしろ猫好きの人たちが、固形飼料

や缶詰、さらにはトイレ用の砂などをもって来て

くれた。人々の好意に感謝しつつも、いよいよ逃

げられないことをさとった。

こんな経緯でチャビと名付けた猫が同居するこ

とになったが､日々その行動や習性を観察している

うちに、これまでの偏見や先入観の間違いが明らか

になってきた｡独善､気まぐれ､孤高などの表現がふ

さわしい性向が猫のイメージだったので､馴れ馴れ

しい行動はないだろうと思っていたが､その期待は

みごとに裏切られた。また、さびしがり屋であるこ

とも知っておどろいた｡外出のそぶりをみせると、

そわそわしたり、まつわりついたりする｡帰宅時､チ

ャイムがなると玄関近くに座って待つ｡書斎に長く

いると足元にやって来てまとわりつく。早朝､起床

の気配を察してうろうろして待ち､居間･台所へ先

導する。

困っている行動は書斎の椅子の占拠である。知

らぬ間に入りこんで、動じることがない。他の椅

子を側においてもそこは見向きもしない。追い出

されると、しばらくして足元に来てか弱い鳴き声

をあげてそろそろ俺の番だというように主張す

る。拒絶されると、仕方なく窓辺の棚や本棚に上

がって寝そべる。

ディヴィット・ドーサ箸「オスカー：天国への

旅立ちせる猫」（栗木さつき訳）の物語は面白

い。著者は認知症患者施設に働く医師で、とくに

オスカーと名付けられた猫が、終末期の患者があ

れば、必ずそのベッドに現れ、側に座って、寄り

添って見送りするのだという。どんな風に死の床

にある患者を探し当てるのかわからないが、「ひ

との終の香り」のようなものに気付いてくれたの

なら面白い。我がチャビにオスカーの役割を期待

するのは過大なことだろうか。
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昭和49年（1975年）宮城県小児科医会が設立さ

れ、発起人として県北から地域代表の－人として

私が参加しました。理事会や各種委員会が開かれ

ましたが、それを県北の小児科の先生方に連絡提

供すべ<、翌昭和50年第1回目の会合を古川市で

開きました。その後県北小児科医会として毎年ｌ

～２回、場所は主として大崎市で、地区として仙

台市以北（沿岸部を除く）の勤務医開業小児科医

で構成され、１５人位集まっています。

会の始めに勉強会を開いています。昨年は呉繁

夫教授にお願いしましたが、土屋滋教授、飯沼一

宇教授にもご講演をお願いしました。県の小児科

医会からも師研也先生始め諸先生にご講話をいた

だきました。勉強会終了、自己紹介、各地域の報

告をしながら懇親にうつるのが慣例になっていま

す。

大学医局の現況、県医師会・県小児科医会の現

況、隣接市町村の実情特に行政や医師会でも把握

していない活動、来年度の保健計画等を知ること

ができ、なお更に活発な質疑応答があり、地域の

小児医療小児保健の実施担当者として本当に有意

義な会合であると思っています

発表されていますが、宮城県も同様です。医師数

・専門医の不在は小児科以外の科でも同様で大学

その他から応援をいただいています。また現に県

北でも市立病院勤務医、開業医でも仙台から通勤

している医師は少なくないようです。当医院では

大学小児科、小児科医会の先生方にお願いして診

療を続けていますが、今後も続けてお願いしたい

と思っています。

○急速な人□減少と出生数減少

人口統計をみますと県北地域の人口減小と出生

数の減少が急速に進んでいるのがよく解ります。

出生数よりみます。登米市は50年前の出生数の３

分の１，年間500人台に減少しました。市全体と

してｌ曰に1.5人しか出生しない地域では、産婦人

科は勿論小児科も経営的にも成り立ちません。

（仙台圏平成２４年の年間出生数は１３，０００人台）。

○人□の減少と出生数の減少は県北の各市でも深

刻に考えています。予防接種体制は県内でもトッ

プクラスでしょう。

“高度小児医療・小児救急・教育は広域で小児母

子保健・福祉は地元の自治体で“

われわれ小児科医も人口減少、少子高齢化の阻止

にできるだけ協力し、少しでも県北地域の医療福祉

のレベルアップに役立てたいと考えています。

○小児医療

県北には大崎市民病院のほか小児の病床がなか

ったので、これまで第二次の小児医療小児救急を

お願いしていました。しかし最近三陸高速道路の

開通、医療圏の変更により石巻赤十字病院に依頼

することが多くなってきました。佐沼から石巻病

院まで３５～４０分、大崎市民病院まで４０～４５分、

大学病院まで６５～７０分の距離にあります。全国的

に小児科医は県庁所在地に集まり偏在していると
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何とも悲しい歌ではあった。明治43年１月、神奈

川県逗子開成中学校の生徒たちが、学校のポートで

厳寒の中を三浦半島の田越から出発して江ノ島を目

ざしたのだ。七里ヶ浜の沖合でポートは転覆、１２

名の少年全員が溺死した｡若い人たちにとっては桑

田佳祐の｢稲村ジェーン｣でお馴染みの美しい海での

惨事だった。アメリカのトーマス.Ｗ・ガードン

作曲の讃美歌で，教科書｢明治唱歌｣に｢夢の外｣とい

う題で載っていたものに、鎌倉女学校音楽教師三角

錫子が詞をつけた替え歌である。人々の涙腺を刺激

して当時大ヒットとなり、歌い継がれたが、私にと

って初めて覚えた歌で、母の歌です。

小学校時代は戦争中で、小学校の唱歌よりも軍歌

ばかり歌っていました。「ここは、お国を何百里、

離れて遠き満州の赤い夕日に照らされて」「エンジ

ンの音轟々と隼は征く雲の果て」「勝ってくるぞと

勇ましく、誓って國を出たからにゃ、手柄たてずに

死なれよか、進軍ラッパ聞くたびに、瞼にうかぶ母

の顔」「明日は死ぬぞと決めた夜は」等々、今思

うと勇ましさの中に、マイナーな寂しい言葉やメロ

ディーの歌が多かった。そして極めつけは、「出て

こいニミッツ、マッカーサー出てくりや地獄に逆落

とし｣こんな歌を子供の私が大声で歌っていたので

す。この歌は1944年３月に読売新聞社が､軍部の命

令で作った｢比島決戦の歌｣で作詞西城八＋、作曲古

関裕而のものでした。新田次郎の映画｢日輪の遺産」

では、この歌がテーマ曲でした。曰本軍がフィリ

ッピンで奪ったマッカーサーの財宝を三人の兵と

11人の女子中学生が山中に隠した。それを、アメ

リカ兵が取り戻しにきたとき、１１の女子中学生の

うち、１０人が青酸カリで倒れた。－人生き残った

子が、アメリカ兵の前に手を広げ、「出てこいニミ

私は今年で80歳になった。振り返ってみると私

の人生には何時も歌が寄り添っていた。本当に数

え切れない多くの歌を聞いたり、歌ったりした。

子供の頃初めて歌を覚えたのは、亡くなった母が

炊事をしながら、お風呂に入りながら歌っていた

｢真白き富士の嶺｣でした。

斑|必
真白き富士の嶺緑の江ノ島

捧げまつらん胸と心

詞もメロディーも美しく、今でも時々口ずさんで

母の想い出にふけることもあります。でもこの歌

は、美しい歌ではありますが後半は、

ポートは沈みぬ千尋の海原

仰ぎみるのも今は涙
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ツツ、マッカーサー｣と歌ったときは自分のことを

思い出して､胸が詰まる感じでした。

戦争が終わって中学へすすんでからは､病気で3年

を5年かかかって卒業しました。中学時代は私にと

って暗黒時代で、歌を忘れたカナリヤでした。でも

東北学院高校に一人編入させてもらい､校長先生の

すすめで五橋教会に通い、聖歌隊にはいりました。

当然讃美歌を毎週歌いました。讃美歌は世界の有名

な作曲家の歌が多く、混声四部合唱の楽しみを知り

、それが80歳の今までつづいていることは私にと

って幸運でした。声は､小学校の時は､ポーイソプラ

ノでしたが、５年間のうちに、すっかり低音のバス

になっていました。聖歌隊は楽しかったです｡時々

は､敬虐な信者の前でソロをさせてもらいました。

牧師さんが冗談で､柿崎さんが歌う時は、献金が多

いよと､笑っていました。一番の想い出の歌は､暗譜

するほど歌った讃美歌ではなくて、「白薔薇の匂う

夕べは｣と言う曲です。この歌はベートーベンの頃

のハンス・ゲオルゲ・ネーゲリーの作曲高橋伸

夫訳詞で

小学校の時は軍歌だけと書きましたが､－曲と言

うか、－人のミュージッシャンを知り、その人の

歌を今も歌いつづけています。それは、ピング・

クロスビーのホワイトクリスマスです。

露鰭
戦争中何故か家に｢広沢虎造｣の､森の石松の浪花節

のレコードなどと一緒に、ビング・クロスビーのレ

コードがあったのです。手廻しで、竹の針の蓄音器

で、クロスビーのハワイアンソングを聞いた｡ハワ

イアンパラダイスや○nALittleBambooBridgeな

ど、軟かい暖かみのある声はクルーナー唱法と呼ば

れたが、今でもサーッサーッという雑音と一緒に

彼の声が耳に残っています。戦時中に敵性音楽に感

激していてはいけなかったのだろうが、私は一応海

軍兵学校志望ではあった。何はともあれ日本が戦争

色一色の昭和１７年にクロスビーはフレッド・アス

テアと共演の「スイングホテル」でアービング・

バリーの名曲｢ホワイトクリスマス｣を歌いアカデ

ミー賞を受賞している。昭和22年、日本に公開さ

れたときは知らなかったが、７年後の昭和29年に曲

名をそのままタイトルにした｢ホワイトクリスマス」

が日本で上映ざれ大ヒットした。劇中アーヴィン

グ・バーリンの名曲が何曲も流れ共演のダニー・ケ

イやローズマリー・クルーニーの顔や、窓の外に雪

が降りだしI，mdreamingoftheWhiteChristmas

と歌うシーンは今でも'懐かしく想い出される。その

後、ポップ・ホープとの珍道中シリーズや、グレー

ス・ケリーとの｢喝采｣、「上流社会｣など数多くの映

画で私たちを楽しませてくれたが、昭和５２年スペ

インでゴルフのプレイ中に倒れて亡くなった。歌と

映画で半世紀にわたって活躍したピング・クロスビ

～白薔薇の匂う夕べは月も夢を見る頃

分かれた友の手一人想う～

と言う歌でした。学校でも、父兄会でシューベル

トの菩提樹をうろ覚えのドイツ語で歌ったりし

た。（そのときピアノ伴奏をしていただいた斉藤

先生のお嬢さんは、大人になって曰本のジャズ歌

手では有名な中本マリざんで、後年白石の私の家

でコンサートをしていただいた。）ともかく東北

学院や教会のおかげで私は合唱を知り、心も体も

健康になりました。
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たのか、打ち上げのとき段上で又歌わされた。そ

れがご縁になったのか、東北放送合唱団に入団を

勧誘された。この合唱団は私が高校のころは、

ＮＨＫのプロの合唱団だったが、私が入団したとき

はアマチュアになっていた。何回かテレビにも出

ました。又この合唱団は、仙台○pera協会の合唱

も担当していたので、私もそれから１０数年○pera

に出ることになってしまいました。沢山の○pera

に出演しましたが初めての公演だったカルメンが

一番好きです。この曲は、合唱の出番も多く、メ

ロディーも日本人向きだし、兎に角気に入りまし

た。

そのときは二期会の伊原直子のカルメンが魅力

的で、圧倒的な声量の栗林義信のエスカミーリヨ

とおなじ舞台での公演はとても楽しいものでした

。闘牛士の歌や密輸の男たちの歌などを合唱し、

兵士や市民に早変わりしながら○peraの忠臣蔵と

言われるほど曰本人に親しまれているカルメンを

充分堪能した。

一こそアメリカが生んだ２０世紀最大のエンターテ

イナーと思う｡当時の大統領ジミー・カーターは｢彼

は常に紳士だった。そして最も家庭的なアメリカ市

民であった｣と哀悼の言葉を述べた｡アメリカの放送

局が、クロスピーの死を悲しみ、ホワイトクリス

マスを繰り返し、繰り返し流したそうです｡クリス

マスの季節がくると、世界中の至る所で、懐かしい

暖かい家庭の平和を歌うようなホワイトクリスマ

スが流れる。初めてクロスビーの歌を聴いてから

70年、夢のように時は過ぎていくが,この歌はいつ

も新鮮で私の最高の愛唱歌なのです。

医師を志した医学部や東北大小児科時代は又音

楽のない時期でした。代わりに油絵に熱中しまし

た。医局を卒業し、妻と結婚し1年半ぐらい、青森

の野辺地病院にいき、又音楽を始めました｡町の人

たちと混声合唱団を作り病院内では他の科の先生

とハワイアンバンドを作り、私はウクレレでクロ

スビーのまねをして、ハワイアンを歌っていまし

た。

妻の故郷白石に帰って開業してから夜間風邪の

お子さんを連れてきた千田先生（白女の先生）と

知り合い、混声合唱団コール・リンデを作り、二

代目の指揮者の大崎先生の時を含めて、合唱コン

クール宮城県代表として東北大会に６回出場しまし

た。でも全国大会への壁は厚く限界を感じていま

した。そこで仙台に出て行って歌ってみようと思

い挑戦しました｡仙台でグリーンウッドハーモニー

と仙台放送合唱団の合同のコンサートの練習に思

い切って参加した。髭の山本直純の作曲指揮で寺

山修司の｢田園わが愛｣という、故郷をテーマにし

た組曲だった。曲中低いりで（故郷まとめて花い

ちもんめ）と歌うところで、指揮者が合唱団員の

二列めで心細く歌っていた私に突然、「君歌って

みてくれ」と指さされた。おそるおそる歌うと、

よし、君に決めた。それで結局県民会館のホール

で短いソロではあったが歌った。ところが、私の

低音が、みんなに好評というか物珍しいと思われ

淵

結局私はカルメンの舞台を３回踏みましたが、３回

目はサンフランシスコOperaセンターを仙台に迎え

ての公演で、加えて盛岡公演にも応援参加した。サ

ンフランシスコのメンバーは全米8都市で行われた

オーディションの狭き門をくぐり抜けた若手歌手

でキラキラ輝いていた。又前回は曰本語訳だった

が、そのときはフランス語だったので悪戦苦闘し

たが、全曲暗譜し無事公演を終えた。カルメンに

参加して気づいたのだが、日本のテレビのＣＭソ
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ングにハバネラや闘牛士の歌が次から次へと登場

する。やはり人気ナンバーｌの○peraである。カ

ルメンの他にも、今年明治学院大学とのコンサー

トで、しばらくぶりでカヴァレリアルシティカ

ーナの間奏曲を聴いたが本当に綺麗な曲だなと思

いました。

○pera以外で心に残っているのは戦後覚えたフ

ォスターの曲です。StephenCollinsFoste｢(１８２６～1864）

で、まず思い出すのは｢オースザンナ｣です。軽快

なバンジョのリズムにのって「わたしやアラバマ

からバンジョ持って」と、ゴールドラッシュ時代

を歌っています。彼の２０歳のときの歌だそうで

す。映画キングコングのテーマ曲にもなった｢夢路

より」も好きな歌です。「ビューティフルドゥリー

マー」とヒロインのヴァージニアメイヨーが歌う

と、キングコングが温和しくなる曲です。１７５曲

を越えるフォスターの歌曲の中でも最も美しい曲

です。「Ｍｙ○ldKentuckyHome」は、あまりに

も有名ですが、今日では避けなければならない人

種差別語が－部に使われています。「不況のために

黒人が物乞いに玄関をたたく」の下りでは、私たち

はｄａｒｋｉｅｓ（黒人）、と習ったところを今は

childrenと直しています。一般的にこのところア

メリカでは、最近はこの曲の演奏を避ける傾向に

あるそうです。お馴染みの｢オールドブラックジ

ョー｣はフォスター最後の曲で、８０歳になる私に

は心に沁みる優しい歌です。

仙台では去年まで30年間、毎年１２月にへンデル

の｢メサイア｣を歌いました。「メサイア｣の中の曲

の「ハレルヤコーラス」は日本人にとって、クリ

スマスには、「聖しこの夜」と同じくらい、親し

みのある宗教曲です。「メサイア」は、１９の合唱

曲を含んだ５３曲からなる壮大なオラトリオです。

救世主キリストの降誕から、十字架での死、そし

て復活を歌います。この曲の初演の時イギリス国

王ジョージ2世がハレルヤコーラスが始まると感

動した聴衆と一緒に起立し合唱の終わりまで立ち

尽くした、と言う神話が残っています。
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毎年１１月に公募して、その年参加した約１００人の

ひとたちで歌う形をとっています。私とほかの二

人だけ30年間続けましたが、合唱団を長く続ける

ことは種々問題が起き大変でした。はじめは宮城

県合唱連盟が主催していましたが、途中赤字で中

止になりそうになりました。それで連盟から離れ

て１０人ぐらいの仲間と協力して広告をとり協賛金

を集め、団員を増やす努力をし、私も途中から団

長になり合唱団を継続するため力を入れ30年を迎

えました。なにせ「メサイア」はドラマチックで

色々な曲想の歌で構成されていて、毎年歌ってい

ても飽きません。特に最後のアーメンコーラスは

大好きで自分としては、これは俺の歌だなと思い

ながら歌っていました。ただ80歳になり、３０年歌

ったし、どこかで区切りをつけようと思った。ず

っと仲間だった人たちには本当に申し訳がないと

思いながら、顔を合わせると心が折れてしまうと

思い、突然文書だけで会長を辞職し会から引退を

した。不義理をする事も、長く生きていくときに

は必要だと自分に言い聞かせました。

最近、テレビでスマップの木村拓哉がダニーポ

ーイを軽'決に歌っていますが、この歌は私のきっ

と最後の愛唱歌だろうと自分では想っています。

DannyBoyは、アイルランドの民謡で｢ロンドン

デリーの歌｣として知られる旋律に歌詞をつけたも

のです。いろいろの歌詞がつけられていますが私

の歌っているのは、イングランドの弁護士フレド

５１
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リックウエーザーの作です。女性の立場で男性

に別れを告げる歌として解釈できる内容だが、こ

の歌は男性歌手にも多く歌われている。又、両親

や祖父母が戦地に赴く息子や孫を送り出すという

設定で解釈されることも多い。曰本語訳では、な

かにし礼のものが著名です。

ボーカルアンサンブルと、１０人位のアンサンブル

を数年経験した。２０年前から、オペレッタコーラ

スウィーンの散歩道の団長をしながら、ココアポ

コというグループで発声のトレーニングとソロの

特訓を受け、－年に一度、東京のホールで発表会

に出ている。白石にキューブというホールがで

き、ここ１０数年合唱をしているが来年２月明治学

院バッハアカデミーと２度目の共演のため、現在

フオーレのレクイエムを練習しています。振り返

ってみると、小児科診療をしながら、ずっと音楽

なかにし礼訳詞

おおダニーポーイ愛しき我が子よ

いずこに今日は眠る

戦に疲れた体を休めるすべはあるか

お前に心を痛めて眠れぬ夜を過ごす

この母の胸に

おおダニーポーイおおダニーポーイリ弓れ

ウエーザー歌詞

をしていたなと、沁みじみ思います。

○ｈＤａｎｎｙｂｏｙｔｈｅｐｉｐｅｓｔｈｅｐｉｐｅｓａｒｅｃａｌｌｉｎｇ

Ｆｒｏｍｇｌｅｎｔｏｇｌｅｎａｎｄｄｏｗｎｔｈｅｍｏｕｎｔａｉｎｓｉｄｅ

Ｔｈｅｓｕｍｍｅｒｇｏｎｅａｎｄａｌｌtherosesfalling

Tisyou，‘ｔｉｓｙｏｕｍｕｓｔｇｏａｎｄｌｍｕｓｔｂｉｄｅ

Ｂｕｔｃｏｍｅｙｅｂａｃｋｗｈｅｎｓｕｍｍｅｒｓｉｎｔｈｅ

ｍｅａｄｏｗ

○rwhenthevalley,ｓｈｕｓｈｅｄａｎｄｗｈｉｔｅｗｉｔｈ

ｓｎｏｗ

‘ＴｉｓＩ，llbehereinsunshineorinshadow

○ｈＤａｎｎｙｂoｙｏｈＤａｎｎｙｂｏｙｌｌｏｖｅｙｏｕｓｏ

教会の聖歌隊で合唱を覚え、高校の仲間と黒人

霊歌をハモリ、大学の教養部の校内合唱祭で優勝

した。青森の野辺地では野辺地混声合唱団を作

り、ハワイアンバンドを楽しんだ。数年後白石に

開業して混声合唱団コール・リンデと白石少年少

女合唱団を結成した。その頃大河原の細淵先生と

出会い、仙南の合唱団に呼びかけ仙南合唱祭を結

成、今も続いている。その後仙台放送合唱団に入

り、○peraを楽しみ又「メサイア」を30年つづけ

た。その間仙台で音楽の先生たちのグループ仙台
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子どもに寄り添い歩む人々ヘ
ー現代の子どもの養育環境を知るそして助言する～

仙台医療センター田巧雄作

件の源となっています。

小児科医は、子どもと直接的な利害関係にない

大人であり、校医や園医として、あるいは日々外

来を訪れる子どもに有用な助言ができる立場にい

ます。そのパワーは、いかなる悲惨な'盾況にいる

子どもにも「人間の子どもとして生きる」、そし

て「人間の大人になる」ための回復力を与えるこ

とのできる力をもつ存在です。この小論では、子

どもに寄り添い歩むすべての大人に知って欲しい

こと、活動して欲しいことを改めて述べていきた

いと思います。

はじめに

子どもの養育環境がより劣悪化し、多くの子ど

もたちが「辛い、悲しい、寂しい」毎日を送り、

自分に自信がもてないままに時間が過ぎていると

いう現状があります。現代日本の少年が世界一寂

しく、世界一自尊心が損なわれている悲惨な'情況

を知っている小児科医は少数です。

子どもは、自然という自由な遊び場を車社会の

中で失い、家の中に囲い込まれました。そして、

行き過ぎた競争教育社会の中で商業的な教育産業

の旗に煽られています。スポーツ活動でさえ、少

なからず「子どもを知らない」勝利至上主義の大

人の手に委ねられ、子どもの健やかな成長が損な

われる危険な時代を迎えています。この劣悪な養

育環境は、最終的に、子どもの心身の疲労を回復

させる睡眠時間や人間として成長に不可欠な現実

体験（社会体験）の時間を削り、脳にころ）の

疲労「慢性疲労」を抱え、年齢相応の社会力が発

達していない（社会力に乏しい）子どもを大量に

生み出しています。

その背景には、次々に登場してくる新メディア

があります。確かに便利な（気分転換に使える）

道具ですが、長時間の接触は「人間の子どもが人

間の大人になる」ために必要な現実体験（社会体

験）のための時間を削り、慢性疲労そして後天性

の発達障害を作り出しています。多様なメディア

は、自尊心が傷つけられた｣、寂しい子どもの「逃

げ場」となりますが、人間らしく考え想像するこ

ともないままに時間だけが流れ、メディア依存

（中毒）状態を作り出します。結果的に、’慢性疲

労や後天性の発達障害を増強させる悪循環を形成

し、子どもの多様な社会的現象そして反社会的事

１.笑顔のない少年の登場

メディアとの過剰な接触は、視力障害や聴力障

害をつくるだけではありません。様々な身体やこ

ころの病気をつくりだします。大人は「登校して

いるから問題ない」と思っている子どもの多く

が、実はたくさんの症状を抱えている事実があり

ます。ある小学校の（登校している）子どもが実

際に抱えている心身の徴候を示します（表ｌ）。

表1．小学生のかかえている心身の問題

眼の疲れ

手の疲れ

首の疲れ

肩の疲れ

視力の低下

眼の充血

いらいらする

頭痛

ぼっとする

そのほか

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

２
６
６
２
７
７
５
４
３
８

７
５
５
３
２
２
２
１
１
２

木村玲子(2009）

表１

「眼の疲れから眼の充血（赤目）」までは、夜

更かしやテレビやゲームなどの映像メディアの影
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響と考えられますが、「イライラする、頭痛、ぽ

っとする」はどうでしょうか。２５年前までは、疲

労（5％）肩こり（0％）頭痛（2％）を訴える子ど

もは少なかったのですが、それでも大きな問題と

して取り上げられていました。現代の頻度は、疲

労（50％）肩こり（25％）頭痛（１２％）まで急増

しました。疲労は脳にころ）の疲労と考えら

れ、「イライラする、ぼっとする」という脳に

ころ）の症状として現れています。

現代の子どもの最大の特徴は「笑顔」が乏しい

ことです（図ｌ）。新メディア（電子玩具）に囲

まれて「幸せ」と思いたいのですが、どう見ても

「幸せ」ではありません。疲れています。笑顔は

人間が獲得した特性であり、人間らしい脳の活動

があることを意味します。認知障害（痴呆、ぼ

け）の高齢者は、表情が乏しく笑顔が希薄です。

この症状は、人間として大切な脳（前頭葉）の神

経細胞が壊れ、機能が失われていることを意味し

ます。高齢者の認知障害の回復は望めませんが、

子どもの笑顔は生活習慣（夜更かしや過剰なメ

ディア漬け）の是正で見事に回復します.子ども

の場合は、前頭葉の神経細胞の「機能低下」であ

り、可塑性があるからです。

約50年前、子どもの養育環境の中にテレビが入

り込み、子どもの様子が変化して問題となりまし

たが、その元凶は「夜更かしによる睡眠不足」と

考えられていました。当時、大勢の子どもたちが

頭痛、腹痛、吐き気、めまい等の病因不明の症状

（不定愁訴）を訴えて小児科にきましたが、その

お顔は表'盾に乏しく、笑顔や目の輝きが消え、目

のアレルギー（アレルギー性結膜炎）がないの

に、目の下に隈をつくっているのが特徴的でし

た。それでも当時は、現代のような「いじめ」や

「不登校」の問題は稀な、まだまだ平和な時代で

した。多様な不定愁訴を訴えていた少年は、１週

間ほどのノー・メディア「テレビを消して静かに

眠る」助言に応え、心身の症状は消え、笑顔と元

気を回復し、不登校の問題もあっさり解決してい

ました。

その後、ビデオやゲームが登場し、無制限に繰

り返し見て遊ぶことが可能となり、過剰なメディ

アへ接触が始まり、メディア依存（中毒）が登場

し、睡眠や身体運動の時間、そして現実体験のた

めの時間が削られ、子どもの症状は多彩となり、

複雑化し重症化しました。さらに、ケイタイ、

ネット、パソコン、スマホがなだれ込み、問題は

さらに劣悪化しています。

２.脳の疲労を示唆する「身体のサイン」

２０年前頃から、目の隈などのお顔のサインのほ

かに、肩こり、丸い背中（写真ｌ）、身体のねじ

れ、斜頚などの姿勢の崩れがあることに気付き、

ある小学校で通常の健診に加えて、曰の隈、肩こ

り（僧帽筋の腫脹）、肩甲骨の異常（偏位：写真

２）をチェックしました。その結果、目の隈や肩

こりはテレビ（ＴＶ）視聴時間と相関はありません

が、テレビゲーム（ＴＶＧ）遊戯時間と相関を示

し、さらに睡眠時間とより高度な相関があること

が分かりました（表２）。つまり、ＴＶＧで遊び、

夜更かしが主因であることを示唆しました。

イラスト／木俣■夫

図1．ＮＰＯ法子どもとメディア･ミニリーフ

「子どもが危ない!～メディア漬け子どもを蝕む｣より
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肩甲骨の偏位は睡眠時間と相関関係を示し、ＴＶ

やＴＶＧ以外の日常生活（クラブ活動、習い事等）

に問題があることが示唆されました。肩甲骨周囲

の筋肉は手の動きと関係があり、手の過活動が原

因と推定されました。この異常所見はテレビ時代

以前には存在せず、新たに登場した「現代病」の

出現を示唆しました。ＴＶＯ遊戯時間と上記の３つ

のサインとの関係では、ＴＶＧをしない人にもサイ

ンがあり、ＴＶＧ以外の原因があることを示唆しま

したが、ＴＶＯで遊ぶ時間が増加するほど目の隈や

肩こりの頻度が増加する（表３）ことから、原因

の一つが過剰なＴＶＧ遊びであることを傍証しまし

た。

表2.身体のサインとテレビ視聴､テレビゲーム遊戯､睡眠時間

テレビ視聴時間テレピゲーム遊戯時間睡眠時間

目の隈

肩こり

肩甲骨の偏位

０．０１４３＊

0.0048＊

０．４７９８

０．００７８＊

＜０．０００１＊

０．０２９０＊

０．２５２３

０．２８３３

０．０８１７

●Ｐ値＜０．０５ TazawaYetaLPediatrlntemationａ［２００１

表２

表3.テレビゲーム遊戯時間と身体のサイン

テレピゲーム遊戯時間目の隈肩こり肩甲骨の偏位

分
粉
粉

０
３
６

１３％

１０％

１８％＊

１４％

１４％

２５％＊

％
％
％

７
４
６

●Ｐ値く0.05ＴａｚａｗａＹｅｔａＬＰｅｄｉａｔ「|nternationa[２００１

表３

3.テレピゲームの影響を考える

ある小学校のゲームに関連した調査結果を見る

と、ゲームをして気持ちがすっきりした（29％）、

少しすっきりした（３８％）、あまりしない

（21％）、すっきりしない（12％）という答えでし

た。さらに、「ゲームをして身体の調子は？」とい

う質問にたいして、調子が悪くならない（25％）、

調子が悪くなる（76％）と答えています（図2）。

これらの結果は、ＴＶＯで遊ぶことが気分転換になる

場合とそうではないことを意味し、短時間では気分

転換になるが、長時間では心身の症状が出現する可

能性があることを示唆しています。ＴＶＧは,使い方

次第で「危ない」遊び道具になることを意味してい

ます。

写真1.姿勢の崩れ(丸い背中):両手で上体を支えている

図２．

写真2.左側の肩こり＊と同側の肩甲骨の偏位＊*＊
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4.笑顔を奪う～脳の機能低下のサイン

前述のように、テレビやゲームをしていると、

視力障害や聴力障害や病因不明の頭痛や腹痛など

の身体症状（不定愁訴）だけでなく、いらいらす

る、ぼっとするなどの脳にころ）の問題が出て

きます。そして、このような心身の異常は、稀で

はないことも理解していただけたと思います。さ

らに、お顔の表'盾が乏しく、眼の輝きが減少し、

「曰の隈」があることをお話しました｡笑顔や自

力は「脳の力」の希薄化や減弱、すなわち「脳の

機能低下」を示唆するサインです。特に、笑顔は

前頭葉の機能として重要な意味があり、その希薄

化は脳にころ）の疲労、すなわち「慢性疲労」

を示唆します。疲労を訴える子どもは、この25年

間で5％から50％へ急増しましたが、この疲労は単

なる身体的な疲労ではなく、現代病、脳（ここ

ろ）の疲労「慢性疲労」と考えられます。また

「目の隈」は、アレルギー素因に関連するものを

除外すると、テレビやゲームの長時間視聴や遊戯

で目を長時間動かさないために、目の下に血液が

貯留するためにできると考えられています。

す。抑制力の低下では、生理的な思春期特有の言

動レベルを越えて、家庭や学校での「むかつく、

きれる、あばれる」問題行動が生まれると考えら

れています。また「メタ認知力」は、自分をモー

ターする（見つめる）、コントロールする（抑制

する）力ですので、この脳の力が減弱すると、自

分勝手な他者の気持ちを無視した行動に結びつき

ます。このメタ認知力の形成と成熟が損なわれる

時、「いじめ」や「反社会的事件」が生まれるの

ではないでしょうか。

以上を要約すれば、現代の子どもたちは人間と

して大切な前頭葉の機能が低下しますので、学力

の低下、スポーツカの低下、コミュニケーション

力の低下がおこり、勉強しても、練習しても、頑

張っても結果が出ず、自分への自信を失い（自尊

心が傷つけられ）、寂しい世界の中で悩み続けま

す。曰本の子どもの自尊心は年齢と共に低下し、

１５歳の少年は世界一寂しく（29％）、世界一自尊

心が低い(57％)事実があります。そして、自尊心

が大きく傷つけられた少年は、その責任は自分に

あると考える時に「自死」を選択し、その責任は

他者にあると考える時に「復讐」を選択するので

はないでしょうか。5.脳にころ）の疲労「'壜'性疲労」

,慢性疲労は、笑顔を失うだけでなく言葉や感情

の問題をひきおこします。その理由は、人間で大

きく発達した（額の後にある脳）前頭葉の機能障

害と考えられています。前頭葉のない蛇や蛙は笑

いませんが、前頭葉が少し発達したチンパンジー

は笑うかもしれないといわれています。人間は前

頭葉を大きく進化させ、笑顔そして感性や言葉を

獲得し、言葉を道具にして、集中力、判断力、記

’億力、抑制力、気力そして重要なメタ認知力や自

尊心を獲得してきました。その前頭葉の機能低

下、例えば気力が低下すると、（遊びや買いも

の、部活など）好きなことはできますが、嫌いな

勉強、あるいは嫌な友だちや先生に立ち向かう力

が萎えて、不登校の問題に直面することになりま

6.新たな道具は脳の神経回路を変える

テレビを見ているときも同様ですが、テレビ

ゲームを始めると、人間に大切な前頭葉の活動が

低下し、前頭葉のない蛇や蛙と同じような脳の状

態のままに時間が過ぎていきます（図3）。
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図３．脳の活動:脳の活動を真上から見ています(前

にお舅があり､左右に耳がある)｡実際はカラー

で活動が観察されますが､ここでは黒の濃淡で

活動の有無を表わしています｡左がテレビを見

ていないゲームをしていない時の脳です｡前頭

葉でいろいろなこと(勉強しようかなとか)を

考えている様子がみえます。右はゲームをし

ているときの脳です｡見ることに関連する後頭

葉は活動していますが､考える､想像する､集中

する脳(前頭葉)の活動はありません。

言えば、ゲームで長時間遊ぶために、ゲームや視

覚に関連した後頭葉周辺の神経回路は強化されま

すが、「人間らしさ」を司る前頭葉の神経回路は

使用されず（無視されて）錆び付き、その結果、

むかついて切れて暴れる、笑顔のないパーソナリ

ティ障害が表面化することを示唆しています。携

帯依存（中毒）者は、多様な神経症状やパニック

障害、あるいはいじめの加害者や被害者になりや

すい性格が形成されます。ネット依存（中毒）者

は、一言で言えば「自己中心主義」の性格が形成

されます。

映像メディアだけでなく、新たな道具は人間の

脳に影響を与え、脳の神経回路を変化させていき

ます。例えば、自転車に乗り始めの時には大変苦

労しますが、これは自転車には乗るための「脳神

経回路」を再編成しているからです。この新しい

神経回路が完成すれば（,潰れてしまえば）、半自

動的に自転車に乗ることが出来るようになる理由

です。この新たな道具、ゲーム、ケイタイ、ネッ

トなどへの長時間の接触が続くと、その影響が中

学生時代に表面化することが知られています。メ

ディア．ヘビーユーザー（１日４時間以上の接触

者：現実体験がl/4減少することと等価）は、中

学生になるとその25％で多様な後天性の発達．コ

ミュニケーション．パーソナリティ障害が表面化

してきます。人と会っても視線を合わせられず

（頭を上げない）、笑顔がない（泣かない）、会

話ができない、年齢相応の心の発達がない（幼い

心の）少年の登場です（写真3）。例えば、ゲーム

に依存（中毒）状態になると、長時間ゲームを続

けるために、ゲームに特化した脳の神経回路は強

化されます。しかし、人間の脳の容量には限界が

あり、新しい神経回路をつくるためには既存の神

経回路を捨てることが起こります。つまり、ゲー

ムのために「人間として生きるための神経回路」

が削除され、発達・コミュニケーション・パーソ

ナリティ障害が生まれると考えられます。簡単に

写真3.小児科の外来を訪れた少年:笑顔はなく､言

葉の遅れがあり､お顔を上げて視線をかわす

ことができません。

7.テレピゲームの脳にころ）への影響

少年Ａ：小学５年生の男子です。彼の訴えは

「体重減少」でした。一見元気そうに見えました

が、自然な笑顔はなく、異常な興奮と過覚醒状態

と診断しました。少年は、ゲームが大好きでｌ曰

６時間、登校前にも遊んでいました。ゲームの遊

び過ぎは、‘慢性疲労を増悪させ、食欲を奪い、体

重減少や「やせ」の問題につながることが分かっ

ていましたので、「ゲームから離れる」ことを助

言しました。最初は、助言を拒絶し外来診察室で
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むかついて切れて暴れましたが、最後は、涙目に

なりながらも「しおしお」と助言を受け入れまし

た。１ヶ月後には体重は回復しました。しかし、

そこに現れたのは、笑顔のない疲労困億の表'肩で

した。‘慢性疲労が進行した状態でもゲームをする

と、自分の脳から自動的にアドレナリンとドーパ

ミンというホルモンが分泌されますので、少年の

ように一見元気に高揚状態で登校できる「からく

り」が見えてきました。この少年から学んだこと

は、長時間ゲームで遊んでいるけど、学校には行

く、スポーツも勉強も習い事もしっかりしている

から「大丈夫」ではないということです。」慢性疲

労は進行すると「不登校」の問題にぶつかりま

す。この少年は「不登校」の問題とは無関係です

が、このままでは,慢性疲労が進行し、不登校から

ひきこもり、あるいは学校や家庭での暴力的事件

の問題に直面する可能性がありました。過剰なメ

ディア漬けのままでは、表面的に問題のないよう

な時間が過ぎて行きますが、結局は社会力が育た

ず、社会に出ない「ニート」、社会に出てもすぐ

ひきこもる大人の「現代型うつ病」の予備軍とな

る危険を抱えています。現代型うつ病は、精神科

の先生が大人の「新型うつ病」として提唱されて

いるものです。その特徴は、他罰的、自己中心的

性格者と要約できますが、この姿は過剰なメディ

ア接触者の後天性発達・コミュニケーション・パ

ーソナリティ障害者と一致します。

ご飯を食べない」などの軽い症状から進行し、心

身の症状を訴え、医療機関での診察や検査を受け

るようになります。しかし、病因不明と言われ、

治療の効果も少<、時間だけが過ぎていく危険が

あります。当初は登校が可能ですが、やがて保健

室で休むようになり（保健室症候群）、さらに重

症化すると断続的に登校できない曰々が始まりま

す。最初は休曰や長期休暇明けですが、やがて本

格的な「不登校」に進行します。休曰や長期休暇

中には、心身の症状が若干改善し、一時的に安堵

しますが、生活習慣の是正がない場合は、休暇明

けに症状はさらに重症化し、完全な不登校から引

きこもりへ進行していきます。

9.問題行動の原因は？

家庭や学校でおこる「むかつく、キレル、暴れ

る」問題行動の原因の一つは「テレビゲーム」で

す。そのからくりは、第一に自分をコントロール

する脳の力（抑制力）の成熟が遅れていること、

第二に慢性疲労が進行し、さらにその抑制力が減

弱することに起因しています。前者は、長期間に

及ぶ過剰なメディアへの接触による現実体験の減

少からくる「年齢相応の抑制力の形成不全」（後

天性発達障害）、後者は、過剰なメディア漬けと

睡眠障害により、』慢性疲労が増悪するために生じ

る「抑制力の減弱」からきます。さらに、問題行

動はその本人の自尊心を傷つけ、寂しい心をつく

りだします。しかし、人間には修復力があり、テ

レビゲームから離れることで回復できる、可塑性

があることも事実です。実際の事例を見ていただ

きます。

少年B：小学４年生の男子は、学校での問題行動

（先生を殴る、ガラスを割る、女の子を突き飛ば

す）を訴えて、私のところにやってきました。少

年には笑顔はなく疲労のサインが満載で、興奮し

た状態でした。彼は勉強もスポーツもしっかりし

ていましたが、仕上げに「暴力的なゲーム」を２

8.心身への影響

過剰なメディア漬けは、視力や聴力障害だけで

なく、あらゆる病因不明の身体症状や心の症状を

引き起こします。テレビやゲームは、睡眠時間を

削り、脳の疲労の回復を阻害し、’慢性疲労を進行

させる悪循環を形成し、心身の疲労だけでなく、

笑顔を奪い、多様な心身の症状（睡眠障害、認知

障害、自律神経・神経内分泌・免疫の異常など）

を表出させます。慢性疲労は、「朝起きない、朝
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時間していることが分かりましたので、「ゲーム

を止めてごらん。」と助言しました。少年は、学

校での問題行動のために「つらい、悲しい、寂し

い」体験をし、その原因が不明で苦しんでいまし

たので、さっそくゲームから離れ、早起き早寝を

する静かな生活を選択しました。その結果、２週

間後には自然な表Ｉ肩が回復し、穏やかな少年に戻

り、学校での問題行動は消えました。

少年Ｃ同じく小学４年生の男子です。学校での

問題行動（刃物を持って暴れる、糞尿失禁）が訴

えでしたが、興奮し過覚醒の状態でした。彼は大

のゲーム好きで、帰宅後はゲーム三昧で就寝する

生活でした。しかし、学校での問題行動のために

「つらい」体験を繰り返し、しかも原因不明のた

め苦しんでいましたので、「ゲームが原因だよ。

だまされたと思って、ゲームを止めてごらん。」

という助言を受け入れました。その結果、２週間

後には自然なお顔の表`肩に戻り、学校での問題行

動は消えました。

前述のごとく、ゲームをすると気持ちがすっき

りしない（33％）、体調が悪くなる（76％）と答

える子どもがたくさんいます。そのからくりをも

う－歩踏み込んでみます。ゲームをすると、自分

の脳から「アドレナリンとドーパミン」というホ

ルモンが自動販売機のように分泌され、ゲーマー

は「興奮と晄惚感」を体験します。ゲームの魔力

のからくりです。しかし、麻薬中毒者が麻薬の効

果（興奮と晄,惚感）が消えると「いらいら」し、

麻薬注射を次々と欲しくなるように、ゲーム依

存・中毒者も同様で、ゲームを止めると「いらい

ら」し体調不良になります。しかし、ゲームを再

開すると前述のホルモンのシャワーを浴び、一次

的に気分が高揚します。そして、次第に止めるこ

とができなくなる「怖い罠」に絡めとられること

になります。短時間なら「気分転換」になります

が、長時間では'慢性疲労を増悪させ、体調不良を

繰り返し、やめられない依存・中毒状態が形成ざ

れます。

この二人の少年は、学校での問題行動の原因が

分からないまま、辛い体験をしていましたので、

「原因はゲームだよ。」という助言を受け入れ、

自らゲームから離れて問題は解決されました。

ゲームをすると「キレル、暴れる」原因にはもう

一つの「からくり」があります。人間は「まねる

力」が圧倒的に強い生物だからです。人間は「見

たものや聞いたことをまねる（模倣する）」生物

です。チンパンジーは２歳児相当の知能があると

言われ、認知能力や空間記憶は２歳児と同等です

が、人間の子どもは圧倒的に模倣する力が強いこ

とが科学的に証明されています。従って、疲れた

脳にころ）を抱えた状態、つまり判断力が低下

し暗示にかかりやすい状態でゲーム（仮想世界）

の暴力的な映像を見て興薑し、現実世界で模倣し

実行すると考えられます。

おわりに

メディアから離れる.身体を動かす.早起き早寝

をする

現代の子どもの約半数は、すでに心身の不調を

抱えています。しかし、症状が軽い間は「耐えに

耐えて」曰常生活を送っている（登校している）

現状があることは、先に記載した小学生の調査か

ら理解できます。,慢性疲労やその他の問題（いじ

め、きれる、あばれる）発生を予防する、問題解

決を図るためには、「メディアから離れる、身体

を動かす、早起き早寝をする」ことが鍵となりま

す。身体の運動は、前頭葉の活動を増進し、,慢性

疲労の回復に効果があります。

２１世紀の問診票

学校や外来では､子ども個々の心身の状態を把握

するが役立ちます。これには、曰本小児科学会学校

保健･心の問題委員会の提言｢２１世紀の問診票｣が

有用です｡もし､病因不明の心身の徴候(不定愁訴）
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があれば､生活習慣をチェックし､問題があればそ

の是正を助言することがポイントです｡その結果、

脳にころ)の疲労｢慢性疲労｣の進行が阻止され､脳

にころ)の力の回復が得られ､｢頭や身体の病気で

はないか？」､｢精神的な病気ではないか？」という

潜在的な不安を解消し､さらに学力､スポーツカ､コ

ミュニケーション力が回復し､自分本来の力への自

信(自尊心)が回復し､明るく元気に毎日を過ごし、

｢大人の人間になる｣道を歩み直します｡何故か？前

頭葉は､抑制力だけでなく、判断力､集中力､記憶力、

気力､そして笑顔･言葉･感性を担う人間にとって重

要な脳だからです。

l／１６にまで減少しますので､大きな影響は避けら

れるのではないでしょうか｡テレビゲームの前頭葉

への影響は､５分なら直ちに回復しますが､１５分で

は回復不能であることも分かっています｡テレビは

一日1時間(4週間で28時間)、ゲームは､依存や中

毒の問題を回避するために毎曰しない､－曰１５分

程度(あるいは土曰で1時間程度､４週間で4時間)が

安全のための目安です｡これ以上では､多様な心身

の症状が表出し､その先に､不登校､問題行動､いじ

め､そして引きこもりやニート(現実体験が乏しく、

社会力が不足している青年)､そして反社会的事件

の問題があることを直言してください。

保健室症候群

先に「保健室症候群」という言葉を記載しまし

た。予防や助言が効果的でない場合、症状は進行

し、（不登校の前状態として）保健室を訪れるよ

うになります。その際には、静かな休息の空間と

時間を提供するだけでなく、生活習慣を再度

チェックすることを助言してください。「脱メ

ディア、運動、早寝」を推奨することがポイント

です。休日明け（月曜曰とか夏休み直後）には心

身の不調が出やすいので、事前に注意してあげる

ことが大切です。これらの対策は、子どもの多様

な問題、慢性疲労や不登校の問題、そしてむかつ

く、キレル、暴れるなどの問題行動、さらに「い

じめ」の問題の予防や早期解決に有効です。家庭

や学校での「キレル、暴れる」などの問題行動が

ある場合は、ゲームを含めた過剰なメディアとの

接触がないかチェックすることが重要です。

現代の曰本の少年たちは世界一寂しく・世界一自

尊心が低い

私たち大人は、現代の日本の少年たちは「世界

一寂しく、世界一自尊心が低い」ことを自覚する

ことが重要です。その原因は、幼い時からのメ

ディア漬けと競争教育社会の中で、行き過ぎたス

ポーツやその他の活動を含め、睡眠時間を削りと

る毎日のプレッシャーが子どもの「頑張る限界」

を超えたからです（図4）。

菫i1iiiiiil蕊i：
泣かない

行き過ぎた競争教育社会、
親子のコミュニケーションの欠落
赤ちゃんからの映像メディア漬け

人間の子どもが大人の人間になる

現実体験が｢人間の子どもが大人の人間になる」

ために不可欠と仮定すれば､ｌ曰４時間のメディア

接触は､現実体験のl/４を減少させます｡従って２０

歳でも１５歳､１２歳でも９歳ほどの社会力に乏しい青

年や子ども生み出す危険が出てきます。１時間なら

図4.環境因子が小児の発達に及ぼす影響とその機序

最初に、子どもの病気への不安を和らげ、回復

を保証してください。そして次に、「過剰なメ

ディアとの接触を止める、運動する、早寝する」

生活習'眉の是正に挑戦することが、‘慢性疲労を解
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消し、脳の力（学力、スポーツカ、コミュニケー

ション力、気力）を回復し、自尊心を取り戻し、

笑顔一杯の、明るく楽しい世界への帰還を可能に

することを伝えてください。みなさんが、「人間

の子どもが人間の大人になる」、人間がもつ「回

復力」を子どもに与える、大切な重要な役割を果

たす大人です。

＊この小論の一部は「小学保健ニュース」２０１３

（少年写真新聞社)に掲載されている
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何回かホームコンサートを開いたりしております。

月一度料理教室に通ったり、ヨガ教室に通った

り、着付け教室の帰りには友人と「お茶」したり、

と今まで仕事をしているときには経験できなかっ

た、平曰曰中の「普通の主婦の生活」ができるこ

とに新鮮な喜びを感じています。とは言え、職業

欄に長年「医師」と記してきた身としては、「専

業主婦」とはなりきれず、今は週に半曰ずつ２曰仕

事を始めてしまいました。

子育てしつつ忙しく働いていた３０代の頃、新聞

の随筆欄に60歳の大学の教授が「今はゆっくり起

きてシャワーを浴びトーストとコーヒーの朝食を

摂り、１０時頃仕事に出かけます。１日３時間くら

い仕事をしています。」と書かれていたのを読み、

その年齢になったら同じような生活ができるのだ、

そうしたいものだと思っておりました。少し遅れ

はしましたが、私は今そんな生活をしております。

γ報斧
￣■

■■

昨年３月で「木町小児科医院」を新井宣博先生に

お引き受け頂き、全くのフリーになって東京で暮

らすようになり1年と３ヶ月が過ぎました。大学ま

でを中野の自宅で過ごしていたこともあり、今は

勝どきでマンション暮らしという違った環境にな

りましたが、古巣に戻った感で、旧友たちとの親

交を温めつつ、楽しい生活を送っております。

海外へは仕事をしながらも時々出かけておりま

したが、昨年６月には妹と一緒に南フランスに１０

曰間、暮れから正月にかけて家族でオーストラリ

アのハミルトン島に別荘を借りて2週間、（帰りに

寄ったエアーズロックで熱中症になり意識不明に

なったりしましたが）と、時間をかけて楽しむこ

とができるようになりました。この６月末には息子

の案内で2週間の日程でスペインへ母子旅行をして

きました。以前であれば、成田から仙台に帰り、

翌曰から時差ぼけの頭で診療をしなければなりま

せんでしたが、今回は好きなように寝起きしゆっ

くりと曰常に戻ることができました。

中央区医師会は場所柄、会員に粋な計らいをし

てくれます。国技館での大相撲観覧、劇団四季の

公演、スカイツリー見学や丸の内ステーションホ

テルでの懇親などいろいろな催しがあります。新

しい歌舞伎座の柿落としの公演も早々と観劇する

ことができました。昨年秋から友人に誘われ通い

始めた着物の着付け教室、折角の機会に早速着物

姿で出かけました。

夫と老後の楽しみのためにピアノの稽古を始め

ました。ｌ～２ヶ月に一度来て下さる若い可愛い

先生は堤剛さんのチェロ演奏の伴奏などもなさっ

ている方で、先日我が家のピアノで演奏会を催し

ました。他にも２０人から３０人の友人知人を招いて
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昔も御法度でしょう。堤防の上からは北上川越し

に北上山系の美しい山並みが望めた。忙しい田植

えが済むとたんぼの脇の水路でドジョウ釣りが始

まる。子供でも跨げる幅で、網で掬えばいいのに

と思うがそこは子供のお決まりがあった。面白い

ように釣れた。神社は子供たちの絶好の遊び場

所。夏に祭りがありその時は大変な賑わいであ

る。舞台があり皆ゴザで場所取りをして夜に始ま

るお芝居を楽しんだ。秋は空一面にトンボが舞っ

た。そんな長閑な田園地帯である。

両親は年子で生まれた私の世話を百合ちゃんに

お願いしていたようだ。父は趣味で写真を撮って

いた。お正月は毎年床の間で記念写真。私が赤ん

坊の時は百合ちゃんに抱かれて写っているのがあ

るが、赤ん坊の時の写真はこれだけである。兄も

妹も赤ん坊の時の写真があるのに、父に聞いたこ

とがあるがうやむやにされた記憶がある。その後

も両親にも百合ちゃんにも聞けないでしまった。

物心がつくころは、百合ちゃんは時々家に泊まり

に来た。楽しみにしていたのは、百合ちゃん家の

隣が雑貨屋さんで、駄菓子はないが玩具も扱って

おりいつもおみやげに買ってきてくれたからだ。

母と夜遅くまで話し込み、寝ている私の蒲団に

入って泊まっていく、これがお決まりでした。小

学校入学式は、母に変わり百合ちゃんでした。百

合ちゃん家に行った記憶では隣に精米の工場が

あったが湊が被り動いていなかった。４人姉妹の

次女、士間には寝たきりのお母さんがいて百合

ちゃんがいろいろ世話をしていたのが大変印象的

だった。土間の北側から柵越しに牛が顔を出して

いた、北側に隣接して牛小屋があった。

私が住んでいた近所で１軒、１度しか訪問した

ことがないお屋敷があった。北上川の支流に面し

たこの界隈では一番奥に位置し周りはうっそうと

木が茂っていた。後に郷士史で、藩政時代に北上

111舟運（しゅううん）をつかさどり、大肝入りと

して代官からの命令を郡内に伝え、また群民の願

いを代官に申請することを勤めとした旧家と知っ

１ｌｂ話／ ｢｡､〃【」

１ ちぱ小児科医院

一関のお寺に墓参りに行った帰り、その曰は百

合ちゃん家へ寄ることにしていた。－度行ったこ

とがあるがもう３０年以上前である。前沢町（現奥

州市前沢区）赤生津地区で、北上山系の裾野にあ

り、庭から望む北上川や胆沢平野の景色が美しか

った、そんな記憶があった。細い山道を上り間も

無く記憶にある家を見つけ声を掛けたが静まり返

っている。玄関は開けっ放し隣の居間からは家の

中が見通せた。表札がなくこの家なのか分からな

かったが、振り返り庭からの景色は記憶にあるも

のではなかった。「もう少し上か」。車に戻りか

けた時「おっと」一匹の小さなへびがスルスルと

縁の下に入っていった。へびが苦手で足が疎んで

しまう私だが、この時は不思議と昼時の長閑さも

合間って心が和んでしまった。やはりしばらく上

った所に同じような家があり、庭からの景色は記

憶にあり間違いない。ただ前の家と同じで開けっ

放しの上、人気がない。近くに出かけているのだ

ろうと庭からの景色を堪能していた。「あら淳ち

ゃん」と長女の○○子ちゃんがお孫さんを抱いて

車から下りてきた。長女のご主人と息子夫婦もい

っしょで、今、墓参りに行ってきた所だったとの

こと、挨拶を交わし家の奥に通された。そして百

合ちゃんの遺影とご位牌の祀ってある祭壇の前に

座った。享年83歳。

百合ちゃんの生家は前沢町白山地区。私の両親

がこの地に来たのは私が生まれる何年か前で、中

学1年の春まで過ごした。北上川の西岸に位置し

北上川にそそぐ支流との合流地で、堤防が築かれ

北上川の氾濫から守られていた。その支流はほと

んど流れがなく、絶好の釣り場である。係留して

ある川舟で遊んだり冬は氷が張り渡ったり、今も
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た。屋敷はその当時地元では「大室屋敷」と呼ば

れ宅地分が１２００坪、周辺の雑種地を含めると

2400坪だという。111に面して石段の上に立つ門は

薬医門といい安永九年（1785年）建造、その門の

前を釣りやカブトムシ、クワガタ取りによく通っ

たものでした。百合ちゃんが着物姿で我家に寄っ

た。母と話しをした後そのお屋敷に私も行くこと

になり、風呂敷包みを小脇に抱えた百合ちゃんの

後をとことこ付いていった。威容をほこる家と、

広い庭に圧倒され、とても恐れ多い所と子ども心

にも思い、ただその場に立ち尽くしていた。何の

用事か分からなかったが庭先で済んだ。長閑なこ

の地区にあって他とは違った存在と心に強く残っ

た。

その後百合ちゃんは結婚した。当時長女の○○

子ちゃんは高校生、中学生と小学生の妹の３人姉

妹の居る赤生津へと嫁いだ。中学１年の春、突然

私たちは隣町に引っ越すことになったが、百合ち

ゃんは長女の運転で時々家に来てくれた。その長

女も結婚し、男の子３人のお孫さんに恵まれその

世話もありほとんど来ることはなくなった。お孫

さんも独り立ちした頃、「認知症ぎみで・・・」

と長女が話していたのを思い出す。

祭壇に手を合わせ、百合ちゃんに出会えたこと

お世話頂いたことに感謝し、皆さんにお世話した

ことにお疲れ様を申し上げ、育ててくれた世代が

いなくなった寂しさと、これからは自分達が引き

継ぐ、そんな責任を感じた。

かなる

lｉ めときこどもクリニック
Ｕ■ロ■

■■ｑ■

真青な空に響き渡るケーナの澄んだ音色、緑輝くア

ンデスの大草原、いにしえの栄華を偲ばせるインカ

帝国の遺跡群、神秘の空中都市マチュピチュ、謎に

包まれたナスカの地上絵、遥か遠くの国、南米ペ

ルー。日本から空路２２時間、主な観光地が標高

3000～4000ｍの高地という厳しい旅－－－．それ

が更に過酷になるとは。

2009年３月、私達を乗せたデルタ056便は成田

空港を順調に離陸－－－せずに搭乗後も機内点検に

時間がかかり４時間遅れで出発。海外旅行ではよく

あることと平静を装うが、一抹の不安がよぎる。

ようやく着いたアトランタ空港はテロ防止に厳戒

態勢で、ただのトランジットなのに靴も上着も脱

がされ、更に指紋や顔写真の撮影に時間がかか

る。次第にあせりが生じるも、そこは大人の私

達、笑顔で応対する。結局、予定された乗り換え

便に間に合わず、空港近くで一泊することにな

る。デルタ航空からお詫びということで宅配ピザ

のサービス。ところがさすがアメリカその量の多

いこと、頑張っても４分の１も食べられない。翌朝

私たちの願いも空しくペルーへの直行便が取れ

ず、想定外のメキシコシティを経由することにな

る。おいしいサボテンを食べながらマヤ文明の栄

えたメキシコを市内観光できたのは不幸中のわず

かな幸いか。ペルーの首都リマに到着するのが丸１

日遅れとなったため、ナスカの地上絵観光がつぶ

れた。（涙）

リマからインカ帝国の古都クスコへ飛ぶ。眼下

には氷河を戴いたアンデス山脈の険しい峰々が聟

える。ピューマを型どったと言われるクスコの街

は標高3400ｍの盆地にある。高山病予防に、早歩

き、大声、大笑いも禁止。クスコ近郊のケンコー

6４



宮城県小児科医会報 第２４９号平成25年9月

遺跡、スペインとの戦の最後の砦サクサイワマン

遺跡を見学。アンデスの澄み切った青空に草原の

緑がとてもまばゆい。鉄も文字も車輪も持たな

かったと言われるインカ文明の剃刀の刃一枚も通

さないと言われる精巧で巨大な石組みに驚かされ

る。同行の男性が高山病にかかり、顔色不良、ふ

らふらしながらようやくついてくる。かつては黄

金で飾られていたと言う破壊された太陽の神殿の

上にスペイン風の教会が建つのが残念で悲しい。

高山病が怖いので好きなビールも我慢し、インカ

コーラを飲む。ペルーではコーラといえばインカ

コーラ、お茶と言えばコカ茶である。コカ茶はコ

カインの原料となるコカの葉から抽出、高山病の

予防にもなるので、毎曰お世話になった。もちろ

ん、麻薬の作用はなく、依存性もない。ペルー料

理ではセビッチェ（白身魚、イカ、タコなどの魚

介と紫タマネギをレモン汁と香辛料で和えたも

の）がおいしい。

バスで「聖なる谷」ウルバンバの渓谷を下り、

オリャンタイタンポヘ。展望列車ビスタドームに

乗り換え、万年雪を頂いたベロニカ山の雄姿を眺

めながら、マチュピチュの麓の町アグアスカリエ

ンテスヘと下る。バスで標高差400ｍのジクザク

の山道を登ると今回の旅のハイライト空中都市マ

チュピチュが突如その全貌を現した。切り立った

崖の山の鞍部に造られた、石垣と石の家、緑の庭

や段々畑に囲まれた町が雲の上に浮かぶ様はまさ

に天空の城ラピュタそのもの。雨季には珍しい`快

晴の中、その美しさには声もでないほど。しばし

うっとりと見とれ、集合時間に遅れそうになる。

激しい運動が禁止であることも忘れインカ道を太

陽の門まで全速力で走る。マチュピチュからクス

コへと戻る途中、街全体が榿色の灯りで輝くクス

コの夜景にみとれる。夜はフォルクローレを聴き

ながらの夕食。アルパカのステーキとクイ（食用

モルモット）のフライは遠慮した。

標高3000～4000ｍのアンデスの高原をバスで

ひた走る。広々とした緑の牧草地にはアルパカや

リャマがのどかに草を食んでいるのがみえる。菜

の花畑の黄色やジャガイモの紫の花が草原を鮮や

かに彩る。川ではのんびりと洗濯や食事をしてい

る人達がいる。商業の街フリアカを抜けると標高

3800ｍのチチカカ湖へ到着。高山病で酸素吸入を

受ける人も。８０歳で標高8848ｍのエベレストへ登

頂した三浦雄一郎さんの偉大さがよくわかる。葦

船でウロス島へ向かう。ウロス島はイチュという

葦で作られた４Oあまりの人工浮島で、イチュで造

られた家に住み、昔ながらの素朴な生活をしてい

る。ところでペルーでは、鉄骨が屋根から出たま

まになっている家が多い。ガイドさんに聞くと、

お金のある分だけ建ててお金が貯まると増築する

予定なのだが、お祭りの準備にお金を使ってしま

い、なかなか進まないとのこと。建築途中の家に

住み、のんびりと家を建て増していくのは、日本

では考えられない。貧しいがゆったりした生活が

ちょっとうらやましい。

話しは皆が一旦諦めたナスカの地上絵へと戻

る。「もう二度と来るチャンスがないからどうし

ても行きたい。行くのは今でしよ。」と私の家内

が添乗員さんに強く要望。こういう時の女性は強

い。－曰ツアーのナスカ地上絵観光を最後の半日

で強行する案を出す。飛行機に乗り遅れてもいい

からと悲壮な覚悟でナスカ行きを決断したのは私

達家族4名と新婚の２人の6名。安全なリマ市内の

半曰観光を賢く選択したのが7名と２班に分かれる

ことになる。チチカカ湖からリマ空港へ戻るやす

ぐに私達6人を乗せた大型バスが出発。腕利きのド

ライバーが海岸砂漠地帯を貫くハイウェイをノン

ストップで突っ走る。クラクションを鳴らし邪魔

な車を蹴散らし、渋滞があれば、右側の舗装され

ていない路肩を走る。途中一か所ドライブインで

休憩なしのトイレだけ、予め用意してもらってい

た弁当を受け取りバスの中でかきこむ。夕闇せま

るイカ空港についたのが午後4時、最終フライトの

小型セスナ機が待機しておりすぐに飛び乗る。砂

漠を飛ぶことｌ時間、ついに眼下に地上絵がその巨
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大な姿を現した。「ハチドリ、クモ、宇宙人」と

パイロットが説明しながら機体を右に左に傾け旋

回する。私たち家族は興奮と感激の歓声をあげな

がら見入る。－番地上絵を見たがっていた新婚の

男性が飛行機に酔ってかわいそうに見学どころで

はなく嘔吐している。南十字星のもと漆黒の闇夜

の砂漠を疾走、リマ空港に着いたのが飛行機離陸

50分前。思わず皆でドライバーに感謝の拍手。青

ざめて待っていた哀れな添乗員さんと空港の係員

に誘導ざれ間一髪で搭乗、無事飛行機が離陸、帰

路へ着くことになった。

スリル満点のアンデスツアーはこうして幕を閉

じた。

－－－－人で頑張って添乗員に

交渉してくれた家内に感謝。
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y」畠

２０１２年３月に約１０年間勤めたみやぎ県南中核病

院を退職し、同年９月に「おおいま小児科」を開業

いたしました。実は東北大学小児科同窓会誌でも

開業報告を書いてしまっております。同窓会誌を

読まれた先生方には一部重複する内容が含まれて

いますが、どうかご容赦ください。

年間勤務医を続けて本当に良かったと思っていま

す。この紙面をお借りして厚く御礼申し上げま

す。本当にありがとうございました。

開業場所はかつて父が開業していた場所です。

父は私の医師3年目に５９歳で亡くなりました。継

承する選択肢もありましたが、医師3年目では心許

なく（優秀な先生であれば開業できると思います

が）廃院となり、建物だけがずっと残っていまし

た。開業するにあたり、簗30年以上の旧医院は雨

漏りなど傷みが激しかったので取り壊し、新たに

建て直しました。

開業すると決めてしまえば後は－気呵成に事が

進んでいきました。コンサルタントを決め、建築

会社・設計士を決め、コンサルタントに言われる

ままに事を進め、いつのまにかクリニックが出来

上がっていました。何かコンサルタントにそその

かされたような言い方になってしまいましたが、

決してそうではなく、しっかり自分のやりたい事

を伝えて、思い通りのクリニックになりました。

先輩開業医の先生方にも沢山アドバイスをいただ

きました。本当にありがとうございます。

【開業まで】

父、英太郎がずっと柴田町槻木で小児科を開業

していました。祖父、英三も内科で開業医をして

おり、私で三代目ということになります。私は同

じ町にある小学校・中学校に通い、周囲には病院

の跡を継ぐのが当然みたいな雰囲気がありまし

た。両親は一言も医者になれとは言いませんでし

たが、両親以外の周囲から小児科開業医になるこ

とを刷り込まれたような気がします。その後、

1986年に宮城県白石高等学校を卒業、1992年に

父の母校でもある日本大学医学部を卒業いたしま

した。

１９９２年６月より国立仙台病院（現仙台医療セン

ター）で小児科研修医として2年間働かせていただ

き東北大学小児科に入局いたしました。その後当

時の教授でいらっしゃった飯沼一宇先生のご高配

により、仙台市立病院、岩手県立中央病院、曰立

製作所日立総合病院、みやぎ県南中核病院を歴任

させていただきました。東北大学小児科では計2年

間働かせていただきました。上記の病院において

は素晴らしい上司や同僚に恵まれ、多くの貴重な

症例の経験を積むことができました。こんな私の

ような者に優しく、時には厳しくご指導くださっ

た上司の先生方、仕事を助けてくれた同僚や研修

医の先生方には感謝しても感謝しきれません。２０

【開業後】

開業までは慣れないことばかりで（事業計画の

立案、銀行と融資の交渉、設計士や建築会社との

打ち合わせ、従業員の募集と面接、電子カルテ・

医療機器・薬剤の選定などなど）、本当に疲れま

した。しかしながら開業してしまえば本業といい

ますか診療が主な業務となりますので、ホッとし

たのを覚えています。開業１ヶ月程は１日１０～30人

程度の患者で推移していましたが、１０ヶ月程たっ

た現在は平均でｌ曰５０～６０人程度の患者が来てく
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加えて薬を作らなければならないとは大変過ぎて

想像が付きません。使う薬も自分で購入しなけれ

ばならず在庫管理が大変だったそうです。レセプ

ト業務も、今のようにレセコンなんかはありませ

んから、全て手書き！これも時期になると従業員

総出で残業していたようです。話を聞くにつけ、

昔は大変だったんだなあと感心してしまいます。

開院してしばらくたつと、昔父にこどもを診て

もらったと、おじいちゃん・おばあちゃんがお孫

さんを連れて来られるようになりました。最近も

孫娘をつれたおじいちゃんが「昔は先生のお父さ

ん（父英太郎）に娘をよく診てもらったんだ」と

当院を受診してくださいました。自己紹介の時に

も書かせていただきましたが、父はみやぎ県南中

核病院の前身である町立大河原病院を退職して開

業しています。同じ道を辿って父の仕事を感じる

ことができ、感｣慨深く思っています。

開業医としてはまだまだ新米で、分からないこ

とだらけです。諸先生方には様々な場面でご迷惑

をおかけすることもあるかもしれません。今後と

もご指導ご鞭健賜りますよう宜しくお願い申し上

げます。

れるようになりました。みやぎ県南中核病院時代

に診ていた患者さんも何人か来てくれましたが、

ちょっと苦手にしていた患者さん（お母さん）も

こちらに来るようになってしまい少し困りまし

た。しかしながら勤務医時代とは違って患者数と

収入が相関しますので、前向きに捉えることがで

きるようになったのには我ながら驚いています。

ただ患者数は順調ですが、ご多分に漏れず労務

関係の問題が勃発しています。主には職員間の不

和と看護師不足です。募集をかけてもなかなか集

まりません。先輩開業医の先生方からはうかがっ

ていたので、ある程度は覚'悟していたのですが、

聞くのと経験するのとは大違いで、経営者とは大

変だなあと痛感している今曰この頃です。

父は亡くなっていますので、母から父が開業し

ていた頃の話をよく聞かされます。現在の医療シ

ステムと比較すると、昔は全ての面において手作

業が多く、隔世の感があります。前医院では院内

処方でしたので、事務員や看護師が薬を作ってい

ました。混んでくると何と母も（１）手伝って薬を

作っていたそうです。現在当院は院外処方です

が、それでも混むと大変だと感じるので、それに

７
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■■

残春の候、皆様におかれましてはますます御健

勝のこととお慶び申し上げます。

このたび2012年３月ｌ曰より故柿澤秀行先生がお

られましたコミュニティクリニック上桜木に、小

児科担当医として勤務させていただくこととなり

ました鎌田文顕と申します。東北大学病院在職中

は公私にわたり格別の御厚,肩を賜り厚く御礼申し

上げます。

当クリニックでは、麻酔科・内科、整形外科、

皮膚科をそれぞれ担当されておられる先生方がい

らっしゃいます。当クリニックは泉区に近接した

富谷町上桜木に位置しており、東北自動車道や仙

台バイパス（国道4号線）が近くを走っているため

交通の便も良く、遠方から来られる患者様もおら

れます。クリニックの近辺には大規模商業施設や

住宅が立ち並んでおりますが、森林も多いためと

ても緑豊かな地域です。

クリニック内の小児科診療スペースである「こ

どもの杜」には故柿澤先生が考案・創設された非

常にメルヘンチックな空間が広がっており、広々

とした待合室や、図書コーナー、プレールームな

どが完備されており、待合時間にお子様が退屈さ

れないよう配慮しております。また、診察室も隔

離室や点滴室、処置室が揃っているため、充実し

た診療が可能となっております。他科の先生方や

スタッフの方々は優しい方ばかりであり、毎日和

やかな雰囲気で診療致しております。外来には実

にさまざまな病気のお子さんが来院されており、

日々勉強させていただいております。宮城県立こ

ども病院や仙台市立病院、東北大学病院、仙台医

療センター、仙台社会保険病院、東北労災病院、

松田病院などといった近隣の病院の先生方には患

者様を御紹介させていただいており、この場をお

借りして厚く御礼申し上げます。

富谷町では、冬場は雪がたくさん降り積もり、

夏場はとても暑くなります。厳しい自然環境にさ

らされている地域ですが、来院される患者様や御

家族の方々は皆温厚で温かい方ばかりであり、よ

り一層尽力していきたいといつも強く思っており

ます。お子様に良質かつ適切な医療を提供し、お

子様に寄り添っておられる御家族に医学的な知識

と経験をお伝えして、安心して子育てができる環

境を提供させていただけるよう、精一杯頑張って

いきたいと考えております。今後は勉学に邇進し

続けて微力ながら地域医療に貢献すべく精進致す

所存でございます。今後ともより一層の御指導御

鞭健を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上

げます。

末筆ながら、皆様の御健康と御多幸を心よりお

祈り申し上げます。
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新入会員挨拶中邨
Ｌ－ あいさつ
仙台市立病院小児科西尾利之

本年より宮城県小児科医会に入会させて頂きま

した。現在、仙台市立病院で小児腎臓、小児救急

を中心に診療に携わり、曰々皆様のお世話になっ

ております。出身は西日本ですが転勤の多い中で

仙台が最も長く暮らしている都市です。今回はこ

れまでに関わった町について書きたいと思いま

す。

大学で初めて仙台の地を踏み少なからずカルチャ

ーショックを受けました。そして標準語を身に着

けました。仙台市立病院での初期研修を終了時、

阪神・淡路大震災で実家の神戸が被災しました。

援助物資を携えて行くと見えないはずの瀬戸内海

が見え｣樗然としました。両親は無事でしたが今で

も当時の映像は正視し難いです。渡米し古都ボス

トンのHarvardMedicalSchooLBrigham＆

Women,sHospital腎臓内科で研究中に、豪雨の

ため何十年かぶりに地下鉄（Ｔ）が水没しまし

た。数カ月間やや危険な徒歩通勤となり緩徐な復

旧に驚きました。Ｔの車両には近畿車輌と漢字で

書いてあり何となく勇気付けられていました。ボ

スの昇進によりカントリーミュージックのナッシ

ュビル、VanderbiltUniversity、MedicalCenter

に異動しました。竜巻の多い南部ですが史上初め

て中心部が直撃されました。枝が折れ木の葉は水

平に吹き飛ぶ光景を曰の当たりにし、人為を越え

たものを感じました。また’３年蝉の年に当たり、

樹木が黒くなり道路に死骸が散らばる数週間、摩

訶不思議な光景でした。帰国後石巻市立病院で激

務の中、４階のレストランから太平洋の波を曰々眺

めていました。昭和モダンの薫りのする!惜しい街

でした。その後大学を経て東京都立清瀬小児病院

（現東京都立総合小児医療センター）腎臓内科に

行きました。元が小児結核病院、近くにＢＣＧ研

究所や国立ハンセン病療養所があり、トトロの世

界に繋がる多摩丘陵の一角で森の町でした。その

後短期間の大崎市立病院では大平野で医療圏のあ

まりの広大さに驚'iiiしました。再度東京の公立福

生病院では米軍基地の隣接地のためＢｌａｃｋ、

White、様々なアジア人と接し、病気への民族性

を垣間見、世界の広さを改めて知りました。この

間都立八王子小児病院、立川共済組合病院で小児

腎臓外来を担当しました。両者とも巨大都市です

が不思議と町の色を感じられませんでした。そし

て仙台市立病院へ戻り、「東日本大震災」、Ｍ9.0

地震、巨大津波、メルトダウン、人類史上の「奇

禍」。自身の無力さを感じるのみで心の整理は未

だ付かず。未だ泣けていない方も多くいると思い

ます。災害が人を強くするのか、無感覚にするの

か、分かりません。ただ前へ進むことが少しずつ

心を楽にするのではと思います。

仙台市立病院は来年新築移転します。患者さん

や小児科、他科の先生方から信頼される病院を目

指して、小児救急、小児腎臓病分野でさらに努力

を積み重ねてゆきたいと思います。
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この曰の付き添いは、豪放嘉落な祖母。「猫は

飼っていないが犬を飼っている」、と笑いながら

教えてくれた。一方、恵児は、「犬や猫に引っか

かれたことはない」、と首振り応答で間に合わせ

た。それでも、接触歴が無い例の報告もあること

からＣＳＤに拘った。入院５曰目、下熱しても倦怠

感が軽減せず不安は残った。遠慮深い父に病状を

説明した。（１）原因不明だが改善しつつある

（２）何かの感染症＋防衛軍の反乱（３）ＭＩＮＯ

はマイコプラズマやＣＳＤに有効な薬（４）あと４

～５日はかかりそう。入院６曰自、やっと元気が出

てきた様子で一安心。付き添いは、明朗快活な

母。歯切れの悪い説明を終えて退室しようとした

時、診断に直結する質問が背中から飛んできた。

「虫刺されは関係ないですか？」聞けば、熱を

出す１週間前に河川敷で野球の試合があり、負け

た悔しさから草むらを駈け回っていて刺されたら

しい。抗生剤をもらったので安心して黙っていた

という。ＤＩＣから命に関わることもあるとされ、

empirictherapyがrescuetherapyになった。心

残りは、トリアス（発熱・発疹・刺し口）の一つ

である発疹（バラ疹）を漠然と評価したこと。

『絶対見落としてはいけない発疹性疾患』に、

Stevens-Johnsonsyndrome・薬剤性過敏症症候

群(ＤIHS）.Ⅱ|崎病・“猩紅熱，，と一緒に挙げられる

疾患である（日本医事新報Ｈ25.4月特集号「診断

推論」；ｌｌ４－ｌｌ８）。たとえ刺し口が見当たらな

くても疑う必要があった。更に【ＭＩＮ○著効】と

判断した時点では、「引っかかれなかった？」で

はなく、「刺されなかった？」と問いたかった。

母に促されて渋々左腕を万歳すると、最後のト

リアスが姿を現した。すでに痂皮は剥がれ落ちた

のか、外径１０ｍｍほどの刻印されたように鮮明な

二重九（◎）だった。やっと日の目をみた古墳の

壁画を鑑賞する思いで、ツツガムシが好むという

腋窩に見入っていた。

￣｡●●●■ｃ・･･･￣

面白い．変わった症例

◎｡
公立刈田綜合病院鈴木喜久男

￣●C■■●●●●●●_￣

empirictherapy（経験的治療）は、臨躰では欠

かせない。“empiric"にはヤブ医者という意味もあ

るので油断ならないが、語呂が醸し出す躍動感は

捨て難い。

梅雨が始まりそうな６月中旬の出来事である。寡

黙な9歳少年が【６日目の発熱と軽度の頭痛】で紹

介受診した。ＣＤＴＲ－ＰＩからＡＺＭに変更しても効

果が無かったという。強めの倦怠感があり入院と

なる。他に理学的異常所見を認めない。ＲＢＣ４６９

万、ＷＢＣ8,200、ＰＬＴ12.2万、ＡＳＴ４５１Ｕ/L、ＬＤＨ

３８６１Ｕ/L、ＣＲＰ2.5ｍｇ/dl、FER3946ng/ｍｌｏＦＥＲ

が高めだがJIAを疑うレベルではない。入院当夜か

ら咳払いのような咳嗽が出始め、顔面と胸腹部に

径5ｍｍほどの赤い丘疹が疎らに出現した。【遷延

性発熱・FER上昇十咳嗽・発疹】からマイコプラ

ズマ肺炎が急浮上した。

入院２日目、肺炎が否定され、主治医の意見が分

かれた。一方は積極策（セフェムとマクロライド

の次はＭＩＮ○によるempirictherapy）、他方は

エンテロウイルス感染を疑診しての待機策。結

局、ＭＩＮ○内服で２日間反応をみることになっ

た。しかるに、投与翌日に下熱したのである。待

機策派の小生は手放しでは喜べなかった。不｜慣れ

な``後方視的診断，，が残された。“ＭＩＮｏが効いた

とすれば、その疾患は何？，，FER上昇を加味して思

い浮かんだのは、猫ひっかき病（ＣＳＤ）と菊池病

だった。しかし、両疾患の主徴であるリンパ節腫

脹を欠き、ＭＩＮ○の効果についても一般的には疑

問視されている。白血球減少も無いことから菊池

病は外し、“リンパ節腫脹無きＣＳＤ"を念頭に情報

収集に出かけた。
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筐３５回’､県ハ児、陸コルフ大Ａｉ告
ＩＩＷＩ鰯Ｆ平成25年5曰１２円(Ｆ gIilmilMImlMMMl

ﾄﾞﾆﾆＧｓｓｄＩ－ 私は田山先生､井上先生とご一緒させて頂きました｡田山

先生の力強いteeshotと少し曲がっても確実なrecovery

shot､井上先生の堅実なapproachに感心しながら､と

てもリラックスしてl8Hプレーすることができました。

お陰で､私にしては珍しく前半4つのパーがとれ､幸運

にもこの全てがハンディホールから外れて優勝すること

ができました｡有難うございました。

優勝者より

ものうファミリークリニック河野秀信

－－ ￣～

春の小児科医会ゴルフコンペは５月１２日(曰)利府ゴ

ルフ倶楽部で行われました。

当曰の天候は少し曇り空でしたが,心地よい涼風､最高気

温17度位と､絶好のゴルフ日和でした。

フェアウエイやグリーンも丁寧に整備してあり､新緑の素

晴らしい景色のスタートホールを横山先生はじめ､ご参

加の先生方が気持ちよくＴｅｅｏｆｆして行かれました。

さて来年は５月１１曰(日)泉国際ゴルフ倶楽部で開催

される予定です。

私は東北大の医局出身ではありませんが､この和気あい

あいとしたゴルフ大会を通じて医会の先生方とお話する

機会を得ました｡毎年ゴルフのご案内をいただき感謝し

ております。

i豆Iiiiil雲蟇Iiiiiii;11鑿;霞三二｜
平成25年５月１２曰(曰）

会場利府ゴルフ倶楽部

表彰式後､最近は若い先生の参加がないのが寂しい

というお話がありました｡次回は特に若手の先生方も是

非ご参加ください｡きっと楽しく有意義なl曰になると思い

ます。

＝ 競技者名○uｔｎｅ

m1liiLhl1illi 側

★ベスグロ

★大波賞

小波賞

有馬和夫

木村康一

松浦良樹

★ニアピン丹野兼夫(2個）

田山利幸宮林重明

★ドラコン木村康一(2個）
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|||頁位 競技者名 ○uｔ |、 GROSS HDCＰ net

優勝

準優勝

3位
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会員の:皆様へ

総務からのお願い

会員各位に職場の異動、住所の変更等がございましたら、速やかに総務へ御連絡お願い致します。

連絡先

いたのこどもクリニック板野正敬

メールアドレスm-itano＠honey・ocnnejp

住所989-2423岩沼市押分字奥山l５－ｌ

ＴＥＬＯ２２３－２９－４１５８ＦＡＸＯ２２３－２９－４１５９

会報249号の原稿募集（平成２Ｇ年Ｓ月発行予定）

募集要項

◆内容

Ｌ学会、講演会の要旨：小児科関連で診療に

役立つもの（ご自身が発表したもの）

２．雑誌掲載論文：診療に役立つもの（専門的

なものや症例報告は除く）

（ご自身が発表したもので、転載の許可を

得たもの）

３．学会、セミナー等の参加報告

４．新規入会会員の挨拶、自己紹介、新規開業

の会員の感想（写真もお願いします）

５．会員の声：随筆（内容は何でも可）

６．診療上の工夫、経験した面白い症例、会員

に知らせたいことなど

（診療報酬に対する疑問、意見でも可）

◆表紙：絵画、写真、グラフィックなど

（患者さんの描いた絵でも可｡）

◆字数は１ページ見出し付き1,200字、見出しなし

1,600字、見開き２ページ見出し付き３，０００字を

目安にして下さい。できるだけこの範囲の字数

でお願いします。尚、学会、講演会の要旨、論

文に関してはこの限りではありません。写真、

絵、表、図譜も可です。

◆原稿は原則としてテキストをメール（添付）で

お願いします。不可能な場合のみ郵送、ＦＡＸで

お送りください。

◆表紙も可能な限りメールへ添付してお送りくだ

さい。不可能な場合は郵送でも結構です。

◆原稿締め切り平成26年１月２０日

◆原稿送付先

石井小児科石井アケミ

メールアドレスishiiy-a＠r2.dionnejp

住所985-0862宮城県多賀城市高崎3-27-27

ＴＥＬＯ２２－３６８－８０８１ＦＡＸＯ２２－３６８－８２７１

－会報に関する連絡先一一

会報に関するご意見ご要望は上記宛にお願い致し

ます。
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ました。感謝申し上げます。

田澤雄作先生から大作が寄せられました。どう

ぞじっくりお読み下さい。

随想には前編集長の目時先生からアンデスのiii〈

のお話、現編集委員の千葉淳先生から心温まるお

話、先輩の田野先生からはおいしいお話が寄せら

れました。ありがとうございました。

「。」という？？のタイトル。これがタイトル

だと読み終わってから分かります。是非皆さんお

読みください。鈴木喜久男先生からホントにいつ

も面白くてためになるお話です。

その他原稿をお寄せいただいた先生方大変あり

がとうございました。次回は２５０号となります。

宮城県小児科医会40周年を来年に控え、なお一層

皆さまの原稿をお待ち申し上げます。

（平成25年７月２６日石井アケミ）

lZll1l:H鵬鯉弓:期
会報の締め切り日の翌曰、７月２１日に参議院選

挙があり大方の予想通り、自民党の圧勝と民主党

の大敗となり、安倍政権は一層自信を深めた感が

あります。日本医師会、曰本小児科医会が推薦し

ていた羽生田俊氏も比例区の自民党6位で当選し

「成育基本法」の成立や予防接種法の改正へ向け

て弾みが罹ることを期待したいと思います。

それにしても投票率の低さ５２．６％には、この国

の在り様を考えさせられます。其々の国民が自由

に意見を言えて、権利を主張するのは良いことだ

ろうけれども、責任と義務を忘れていることの反

映がここにも表れているような気がします。医療

費を踏み倒す患者、給食費を払わない親などもこ

れと同根のように思います。「お互いさま」「お

かげさまで」などの曰本的品格は年々低下してい

ると感じるのは、歳のせいかもしれません。

東北・北海道小児科医会連合会シンポジウムが

今回の総会に引き続いて開催されました。その報

告が今号に掲載されておりますが、日本の社会保

障制度と「成育基本法」成立の為の議論に大きな

機運になったと思われます。

宮城県小児科医会学術講演会は毎回講師の先生

にご講演後、そのご講演の要旨の原稿を頂いてお

りますが、今回笠井正志先生は何とその２日後の朝

には原稿を頂き、これまでの最速でした。講師の

先生にはいつも恐縮しつつお願いしております

が、講演と原稿と大変なご負担をおかけしている

にも拘らず、御協力を頂いた各先生方に深く感謝

申し上げます。

「先輩の先生から」には今野多助先生の暖かい

お話、八木秀次先生から仙北小児医療の情熱を伝

えていただきました。八木先生には体調を顧みず

御無理を申しあげたかもしれません。柿崎六郎先

生から美しい写真付きの1肩熱あふれる原稿を頂き

編集委員（◎編集長、○副編集長）

◎石井アケミ、○千葉淳、森川みき、

関信夫、高橋美奈子

宮城県小児科医会報第246号

発行所 宮城県小児科医会

〒９８１－８００７

仙台市泉虹の丘l-ll-l6

虹の丘小児科クリニック

ＴＥＬＯ２２－３７３－９０８８

奥村秀定

平成25年９月１０曰

本田印刷株式会社

〒９８４－００１ｌ

仙台市若林区六丁の目西町3-5

ＴＥＬＯ２２－２８８－５２３１
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