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表紙の説明

表紙の写真は

私のクリニックの職員のお孫さんの写真です。

７月５曰に１歳になったばかりの女の子です。
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戸田巾石毛小児科石毛久司

塁里慮鼻鐵⑨幾塁里圏
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平成２４年度特別講演

「臨床医家が知っておくべき小児気道病変の診断と治療」

東京女]二医科大学束医療センター新生児科長谷川久弥 ４１

｢埼玉県の小児気管支喘息コントロールテスト実態調査について」
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｢食物アレルギー～食事の進め方と曰常の注意～」

さいたま市民医療センター小児科科長西本創 ５１

第１４９回曰本小児科学会埼玉地方会

「牛乳アレルギーに対する急速特異的経□耐性誘導療法」

さいたま市民医旅センター小児科科長西本創 5５

第１４９回曰本小児科学会埼玉地方会
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蓮田一心会病院小ﾘd科上野lＷｉ 6０

病院紹介「草加市立病院」

詩「泰三詩苑」

編集後記

小児科部長長谷川毅 ６５

埼玉ﾘ｢L小ﾘ凸科医会lIil川（''二'村医院）１１１村泰三 6８

会報編集委員小林治 ７０
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(1)(iiil'い＝
埼玉県小児科医会ＪＩＭ事（春日部市医師会）

神川誠

この度、平成24年秋の受章に際し、藍綬褒

章の栄誉に浴しましたところ、多くのご祝意を

頂戴いたし誠に有難く厚く御礼申し上げます。

この栄誉は私一人のものではありません。多

くの皆様方の、長年にわたるご指導ご鞭燵の

おかげであり、皆様方のlIiillみになればとの思

いでの受賞です。お蔭をもちまして、去る11

月１３曰、厚生労働省にて章記・褒章の伝達を

受け、引き続き坂下門より皇居へ参内し、豊

明殿において天皇陛下に拝謁の栄を賜りまし

た。思えば卒業後の研修から始まり、子育て、

地域医療・医師会活動とあっという間の出来

事でした。私は、小児科医です。子どもは国

の宝と思いＹ市民の健康のために働く医ｌｌＩ１ｌｉ会

をモットーに、仲良く、楽しく、元気よくやっ

てきたつもりです。そのＩＨＩ、嬉しいときに酒

を飲み、怒りたいときに酒を飲み、哀しいと

きに酒を飲み、楽しいときにはもっと飲みま

した。しかし、手も震えず、嗅覚も大丈夫で

すのでまだ一丁上がりではなさそうです。無

論、生涯現役・常在戦場ではなく、どう生き

るべきかでもなく、如何に死ぬべきかを考え

る今日この頃ですが、まだ為すべきことが残っ

ておりますので微力ながらもう少し医i1lIiとし

ての職分に尽力いたしたいと考えております。

変わらぬご厚誼.ご厚|吉のほどお願い申し上

げます。

さて、「小児保健法」です。昭和57年に老人

保健法が制定された頃から、少子向齢化に対

応するために「小児保健法」を制定すべしと

の声が出ており、超党派の議員立法により成

立両前までいった法案です。

北欧の同様な法律をベースにしており、す

べての予防接種の無料化、子どもの貧困率の

改善、子どもの虐待防止、家庭内f7i児支援な

ど、子どもたちが健康で幸せな生活が送れる

ための保健・医療・福祉を包括した法律です。

子育てが次世代育成のための社会全体の問題

であるとの認識です。是非、皆様方の協力を

賜り成立させたいものです。

また、国際医療福祉大学の高橋先生の「医

療と福祉の現状と１選望」によると、このまま

で行くと埼玉県東部地区は2035年には大都市

化しており、総人｢1は１４％減となり７５歳以上

の高齢者は４１％増となっております。今後爆

発的に高齢者が贈え、医師増が鍼も必要な地

域とされており、その巾でも私の所属する春

口部巾がｕ本一になるとの予測です。喜んで

－１－



良いのか悪いのかわかりませんが、いずれ現

実問題となるのは必至です。

このような将来像をイメージすると、どう

しても車の両輪として「小児保健法」の制定

が必要ではないかと考えます。

いずれにせよ、平成とは「白国が最盛期だっ

た時代を忘れられず、その時代の構造からの

変化、機能不全に目をつぶった時代だ」とい

われないようにしなければいけません。

最後に、今年は巳年。昨年ノーベル医学生

理学賞を受賞した山中教授のiPS細胞が再生医

学、しいては「科学立国口本」の再生に長く

寄与することを祈念して巻頭の言と致します。

銀（しろかね）も金（〈がね）

まされる宝子にしかめやも

も玉も何せわに

一山上憶良
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''1K琴＆ ｢成育基本法（小児保健法）とは－抜粋一」

埼玉県小児科医会長（はとり小児科医院）

羽鳥雅之

伸ばすことができました。羽生田先生は、永年

にわたり曰医のロビー活動をされ国会議員との

広い人脈をもった先生であり、医師会の利益の

ために議員になったのではありません。これか

らも国民のよき医療制度を守るための活動を行

い、国民の理解を得られるご活躍をご期待致し

ます。

医師会の政治力：われわれの利益ではなく、

国民社会の財産として国民皆保険制度を存続さ

せるには、医師会員がもっと政治に'1M心を持っ

て国の福祉政策を監視し、発言し、医師会の政

治力を強め政策を具体化することが必要である。

昨年１２月の衆議院選挙の際には、われわれが目

指している「小児保健法｣、今曰では名称変更し

て「成育基本法」の制定化のためにU｢L内|ヨ民党

新人立候補者2名、前衆議院議員2名の立候補者

の4氏に、曰本小児科医連盟からの推薦状をそれ

ぞれの事務所で本人や事務所責任者にお渡しし

ました。お陰様で4氏ともに当選致しました。さ

らに本年７月に参議院選挙があり、自民党で当県

のわれわれの同志である古川俊治先牛が百万票

の大票で当選されました。これは、圧倒的な信

望の表れであります。われわれが心１１１ｍしていた

曰本医師会副会長の羽生田俊先生の知名度は

会員にも低いことから、先生は曰医で比例代表

として立候補を決定してからは、ほとんどあり

とあらゆる会合や集会に出席し、全lIil津々浦々

この７ヵ月会員の生の声を聞き、国政に取り入れ

るべく活動を展開してまいりました。お陰様で

249,818票を獲得し6位に入りましたが、Ａ会員

数8万台で1人4票を入れてくれれば32万票まで

小児保健法は平成20年１月、日本医師会小児保

健法検討委員会の師（もろ）研也委員長(前小児

医会長．宮城県医｢}I1i会会長）が蒋申害を曰本医Bllj

会の唐沢祥人会長に提出致しました。その後の民

主党政権時代の厚生労働省大臣小宮山氏は、制度

化に向けて関心をもっていました。しかし、この制

定化は時の流れで口をみることはありませんでした。

基本法制定化は歴代会長に課せられたテーマで

あり、それぞれの会長内藤壽七郎先生(初代)、

天野曄先生、師研也先生、保科清先生、

松平降光先生(現会長）に引き継がれて、今曰も

精力的に活動されています６

成育基本法は子どもの権利を基本としたもので

あります６先生方はすでにご承知ですので簡単に

－３－



現在の6才までの手帳を支援事業まで改定

⑤保育園・幼稚園の嘱託医・園長による健康

袴lJl1

校医による健康監理と教育の実施の計ｌ１ｌ１ｉの

立案

⑥小児健康相談に関する事項

子どもの心の問題、特別支援学級などへの

就学||Ⅱ題、慢性疾患児の長期管理など

⑦小児健康診査に関する事項

新生児期から乳児期においても成長発育状

態、発達段階を見極め、早期に介入するた

めには現在の検診では不十分であり、ｌカ

ノ]、３．４カ月、６．７カ月、９．１０カ月、1

歳、１歳６カ月、２歳、３歳、５歳児に診査

⑧周産期医療体制の整備に関する事項

新生児のマススクリーニングの維持と精度

管理

⑨その他

触れてみます６

現在、小児の保健・医療分野・乳幼児助成制度・

定期および任意予防接種・乳幼児の健康診査等に

おいて地域格差の是正など、親子にとって安定し

た生活を保障するために必要な様々な経済的、身

体的、精神的な支援が必須であり、そのためには、

保健・医療・福祉を包含した子どものための総合

的ﾈ'二会的支援制度の制定が必要でありますｂ上記

の事態を踏まえ、子どもの健やかな発育を目指し

た諸事業の一層の推進を図るための小児保健法が

提言されました。

成育基本法とは（抜粋）

１．わが国の次世代を担う小児を心身ともに健

やかに育成していくための、保護者・国．

地方公共団体など医療ＩＭＩ係が責務を明らか

にし、小児の健康保持推進するため施策を

行うことを目的とする。

２．成育基本法に包含すべき内容

基本ｆｌｕ念として新生児から思春期まで一貫

して扱える小児を中心とした保健・医療．

福祉の法律とする。後に上記の文言に胎児

期から新生児期、乳幼児期、学童期、思春

期を経て次世代を育成する成人期にわけ

る。さまざまな健康'１１題を包括的に捉え

て、それらに適切に対応するために必要な

法律と位置づけられたことから、小児保健

法の名称を「成育基本法」に改められまし

た。

①小児医療費助成制度に|'しＩする事項と地域助

成制度の格差の解消

②予防接種に関する事項

予防接種の国際的な立ち遅れの解消とワク

チンの品質確保

③周産期小児保健指導に関する撫項

育児不安解消するために保健指導の計iIlli

④小児保健手帳に関する事項

以上の如く、成育基本法を簡単にまとめてみま

した。

子どもは国の宝である!！

成育基本法には将来に向かって

輝きがある!！

｢少子化社会を考える」

少子化と高齢化の対策は、それぞれの意味は全

く反対ではないでしょうか。少子化対策は、生産

的なものであり、高齢化対策は、消費的なもので

はないかと思います６

少子化対策を行った結果、高齢化対策にも良い

影響が与えられるということなのだと思います６

－天野曄先生ＪＭＳＡｕｇ２０１３

1999年９．１０月号ＪＭＳ巻頭特集の歩み
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平成２４年度

平成２５年６月１６日（士）午後６時より埼玉県医師会館にて、平成２４年度埼玉県小児科医会定

例総会が開催され、下記の次第のとおり第１号議案の会則及び施行細則の一部改正についてから第６

号議案の平成２５年度収支予算（案）までが、満場一致で承認・議決された。詳細は掲載資料を参照

されたい。

定例総会終了後、座長を埼玉県小児科医会副会長の安田正先生にお願いし、東京女子医科大学東医

療センター新生児科部長・臨床教授の長谷)Ⅱ久弥先生から「臨床医家が知っておくべき小児気道病変

の診断と治療」と題し、講演があり好評であった。

平成25年度埼玉県小児科医会定例総会次第

開会の辞

会長挨拶埼玉県小児科医会会長羽鳥雅之

、物故会員への黙祷

議事

①会則及び施行細則一部改正について

②役員人事について

③平成２４年度事業報告に関し承認を求める件

④平成２４年度収支決算に関し議決を求める件

⑤平成２５年度事業計画に関し議決を求める件

⑥平成２５年度収支予算に関し議決を求める件

閉会の辞

－５－



平成Ｚ４年度埼玉県小児科医会入退会・物故者一覧

【入会７５名】
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郡市医師名 氏名 医療機関名

｜
〒

住所 電話番号 入会年月曰

朝霞地区
ヒロセヒサ”ダ

広瀬久忠 ひろせこどもクリニック 351-0021 朝霞市西弁財2-6-34-1FＡ 048-460-2900 Ｈ２４４．１

深谷市･大里iI（
ワタナベマサコ.キ

渡邉正之 いちごこどもクリニック 366-0042 深谷市東方町1-10-3 048-551-1515 Ｈ２４．４．１１

大宮
ゴトウハルミ

後藤ｌＩｉ１ｉ美
さいたま市総合療育センター

ひまわり学園
331-0052 さいたま市西区三橋6-1587 048-622-1734 Ｈ２４．４２７

深谷市･大里郡
フジノトモヤ

藤野智弥 藤野クリニック 369-1203 大里郡寄居町大字寄居1153-1 048-581-1035 Ｈ２４．５．１

北葛北部
イノウェ

井上
アキラ
ーー

昂 井上小児科皮フ科 345-0045 北葛飾郡杉戸町高野台西2-6-3 0480-33-8690 Ｈ２４．５．２２

浦和
スズキ二｣ウ

鈴木功
イチ

ー 青空ひだまり内科クリニック 336-0962 さいたま市緑区下野田658 048-812-0220 Ｈ２４．５．２３

浦和
シゲタ

重田
ユウコ

祐子 たんぽぽ子どもクリニック 336-0017 さいたま１１うi南区南浦和1-33-152Ｆ 048-762-8066 Ｈ２４．６．１

所沢市
コバヤシオサム

小林１ム
１１ 新所沢キッズクリニック 359-0045 所沢市美原町2-2931-6 04-2990-3100 Ｈ２４６１６

)||越市
オゼキテツヤ

尾関哲也 おぜきこどもクリニック 350-1137 )||越巾砂新田2-19-8-1Ｆ 049-242-8888 Ｈ２４７．１０

春日部市
オカダクニざlキ

岡田邦と おかだこどもの森クリニック 344-0011 存||部巾藤塚1225 048-745-7722 Ｈ２４．８．１６

朝霞地区
スギタ

杉田
マサオキ

正興 すぎたこどもクリニック 351-0006
朝i9iil7I''１町1-2-32

あさかクリニックモール3Ｆ
048-458-6600 Ｈ２４８．３１

春日部市
イシカワトオル

石lll微 中村医院 3４４－０１１２ 春[|部市西金野丼280-4 048-746-0200 Ｈ２４．９．１４

春日部｢fｉ
サブノマキキミニ］

坂巻規益子 豊春内科小児科クリニック 344-0046 春Ｈ部市上蛭田681 O48-760-2300 Ｈ２４．９．１４

南埼玉郡市
チニ}ウギチニLン

胄基作 しょうぶ眼科・内科 346-0195
入１，V111/，iilli町菖蒲6005-1

モラージュノ’1蒲3Ｆ
0480-48-5765 Ｈ２４．９．１８

本庄市児玉郡
､ソチオヤスヒ【】

士尾泰ﾘム -1二尾内科クリニック 369-0301 児玉郡上里町金久保3８ 0495-71-4800 Ｈ２４．９．２４

蕨戸Ｈ１市
オカダ

岡田
ヤクヤ

HiL あおぞらｸﾘﾆｯｸ北戸田小児科 335-0021
｢iⅡ1,|T新幹芦原2002-12

iliケ谷ビル2Ｆ
048-447-7762 Ｈ２４９．２６

大宮
アカシケンイチ

赤司賢一 新都心こどもクリニック 330-0843
さいたま巾大宮区吉敷町4-262-10

松)|:ビル4階
048-648-0260 Ｈ２４．１０１

大宮
ナブノザトユノKブノ

中里 Illl
-ItmL ｢'''11小児科 337-0051 さいたま市見沼区東大宮6-22-6 048-683-8488 Ｈ２４１０．１

大宮
ナカムラアキオ

中村lUl夫 社会保険大宮総合病院 331-0805 さいたま市北区盆栽町453 048-663-1671 Ｈ２４．１０１

大宮
ヤマモトアヅコ

山本ｉ佃子 花の丘キッズクリニック 331-0045 さいたま市西区内野本郷578-4 048-780-2075 Ｈ２４．１０．２

大宮
ナカムラ

中村
ゲン

ノじ 小児科中村医院 330-0802 さいたま市大宮区宮町3-135 048-780-2771 Ｈ２４．１０．３

岩槻
ワカスギナオトン

若杉｜''〔俊 |判平野クリニック 339-0051 さいたま市岩槻区南平野3-32-5 048-756-7281 Ｈ２４１０．３

朝霞地区
マツウラマリご１

松浦真[Ⅱ了 ファミリータイズクリニック 351-0011 朝霞市本町2-4-25T-BLD朝霞5Ｆ 048-458-5522 Ｈ２４１０１０

春日部｢ｈ
ナゴヤ

名越
上１丁ノミ

jiIjf山 名越内科医院 344-0023 春日:肺大枝89武里団地l-l5-lOl 048-735-6627 Ｈ２４．１０．１０

大宮
ハトリ秘プノユキ

羽鳥誉之 はとり小児科医院 337-0015 さいたま市見沼区蓮沼1145-7 048-686-1660 Ｈ２４．１０．１１

春日部巾
イワモトノリ：Ｉ

岩本典ｆ 岩本小児科医院 344-0065 春｢1部市谷原3-12-1 048-795-8796 Ｈ２４．１０２９

春日部市
シミズサナノェ

清水栄 清水クリニック 344-0031 春日部市一ﾉ割1726 O48-733-2900 Ｈ２４１０．２９

北葛北部
ヤマネブJヅミ

山根克己 山根医院 345-0046 北葛飾郡杉戸町高野台南2-312 0480-33-3314 Ｈ２４．１１．１０

坂戸鶴ヶ島
オガワ］『,ノ

小)|｜緋
イチ

ー おがわこどもクリニック 350-0214 坂)~7｢'７千代田1-5-7 049-282-3153 Ｈ２４．１１．１１

大宮
ワタナベノプフ，キ

渡邉修IﾘＩ 渡辺医院 331-0804 さいたま市｣上区士呂町2-2314 048-653-8612 Ｈ２４１Ｌ１２



郡市医師名 電話番号 入会年月日

Ｈ２１１２

蕨戸冊 一冊爾十彦 48-434000 Ｈ２４１１１２

jjp玉郡lＩｊ Ｈ２４１１．１２

「

ハー汗-－ ０：０ ８００ Ｈ２４２．１２

埼玉医科大学
ヒァ

１人秀雄 Ｈ２４．１１１２

０８：0９５１ Ｈ２４．１１１３

入'１１１メ
卜

坂本ｌL△ Ｈ２４１１１３

束人間 ｡■に和俊 Ｈ２４１１１３

Ｈ２４１１１３
キ

荒ﾉｋ二

森］浩一 Ｈ２４１１．１３埼Ｋ医科大学

Ｈ２４１．１４

Ｈ２４．１１１４同~谷｢】
夕

長又Ⅱ||之

０８００： ］１２４１］１４

Ｈ２４１１１５
カズ

数NHI‐

Ｈ２４１１１５字医科大学
〃

田村’Ｍ１］

Ｈ２４１１１６00 00
】二

謁見ITl安,、

48-480 Ｈ２４１１．１６

Ｈ２４１ｌｌ６鈴木・・

Ｈ２４１１１６

Ｈ２４１］１９
ロＩ

']､林遇，，

０，，：０，００ Ｈ２４１１．１９

Ｈ２４」１２０
トリ

佐藤＝

Ｈ２４１１２

Ｈ２４１１．２０1期露地|メ

Ｏ：０４」００ Ｈ２４１１２１

Ｈ２４１１２１

０：OB ０： Ｈ２４ＩＩ２

Ｈ２４１１．２７人間地Ⅸ
ノン

藤{ＩＩＰ（達三

－７－

郡市医師名 氏名 医療機関名

｜
〒

住所 電話番号 入会年月曰

行田市
ミナミカワイツオ

南)|｜逸雄 南)||げんぎクリニック 361-0007 |市小見1400-1 048-554-8835 Ｈ２４．１１．１２

蕨戸田市
イワタフジヒコ

岩田富士彦 わかくさこどもクリニック 335-0023
戸田｢|j本町5-12-36

エトワール戸、公'4111Ｆ
048-434-0026 Ｈ２４．１１．１２

さいたま市与野
コマハシノノニノリ

駒橋邦睦 駒橋内科医院 338-0011 さいたま市1二'1央区新中肌5-2-5 048-834-5151 Ｈ２４．１１．１２

南埼玉郡市
ミナトマサヤ

湊昌也 みなと内科医院 349-0135 蓮田ｉｔ｢丼沼986-3 048-766-3710 Ｈ２４．１１．１２

越谷市
コジマ

小島
ヨウイチ

洋一 小`1,7医院 343-0023 越谷巾東越谷2-6-1 048-962-8400 Ｈ２４．１２．１２

埼玉医科大学
ヤマノウチヒデオ

山内秀雄 埼玉医科大学病院 350-0495 入'''1郡毛呂山町毛呂本郷3８ 049-276-1218 Ｈ２４１１．１２

浦和
ハヤカワヒロシ

早)|’浩 早)||医院 336-0018 さいたま市南区南本町1-Ⅱ５ 048-864-3951 Ｈ２４．１１．１３

入間地区
サカモトカズユキ

坂本和之 坂本クリニック 358-0045 入''''１市大字寺竹770-4 04-2936-2055 Ｈ２４．１１．１３

東入間
ナカノカズトシ

中野和俊 なかの小児科クリニック 356-0004
ふじみ野市上福1t'il6-4-5

メディカルセンター上福岡1階Ａ
049-267-8881 Ｈ２４．１１．１３

比企
アラキチアキ

荒木千晶 たぱた小児科 355-0153 比企郡吉見町大字久米田616-8 0493-54-8822 Ｈ２４.ｌＬｌ３

埼玉医科大学
モリワキコウイチ

森脇浩 埼玉医科大学総合医療センター 350-8550 )||越市鴨田1９８１ 049-228-3617 Ｈ２４．１１．１３

大宮
マッザキゴウ

松崎剛 松llIiiiクリニック 330-0835 さいたま市大宮[X北袋町2-400-2 048-649-1188 Ｈ２４．１１．１４

熊谷市
ナガマタノリユキ

長又則之 長又医院 360-0815 熊谷市本石2-240 048-521-4565 Ｈ２４．１１１４

三郷市
カザマトシヒデ

風間敏英 三郷皮膚科医院 341-0018 三郷117早稲'114-7-5 048-950-1138 Ｈ２４．１１．１４

浦和
カズマノリオ

数間紀夫 西部総合病院 338-0824 さいたま市桜区上大久保884 048-854-1111 Ｈ２４．１１．１５

草加八潮
カガワヒロアキ

何)|｜宇啓 何111医院 340-0043 草｜Ⅱl1h草力Ⅱ3-8-21 048-942-6062 Ｈ２４．１１．１５

埼玉医科大学
タムラ

田村
マサノリ

正徳 埼玉医科大学総合医療センター 350-8550 Ⅱ|越市鴨田1９８１ 049-228-3714 Ｈ２４．１１．１５

)||越市
モロミザトヤスノリ

諸見里安紀 もる小児科医院 350-0838 )||越市宮元''１]７６－３１ 049-226-4010 Ｈ２４．１Ｌｌ６

朝霞地区
サトウ

佐藤
ヨシユキ

良行 ざとうこどもクリニック 352-0004 新熈市大和l}15-15-2 048-480-5255 Ｈ２４．１１．１６

さいたま市与野
スズキヒトシ

鈴木仁史 こういまクリニック 338-0007 さいたま市中央区円阿弥1-3-15 048-854-6666 Ｈ２４．１１１６

岩槻
タケダシュウゴ

竹田周吾 小児科竹[{|クリニック 339-0067 さいたま市渭槻区西町4-1-6 O48-749-7007 Ｈ２４１Ｌｌ６

Ill越市
コバヤシノリアキ

小林憲昭 こばやしこどもクリニック 3５０－１１２３ 111越市脇田本町20-5 049-249-7633 Ｈ２４．１１．１９

比企
フクシマタカオ

福島孝男 WTi島内科 350-0314 比企郡鳩山町楓ケ丘4-17-8 049-298-0600 Ｈ２４．１１．１９

浦和
サトウ

佐藤
セイジ

清二 さいたま市立病院 336-8522 さいたま市緑区大字三室2460 048-873-4111 Ｈ２４．１１．２０

朝霞地区
ヒルマフジアキ

比留llI]藤昭 ひるま小児科クリニック 351-0005 朝霞市根岸台7-4-10 048-466-0320 Ｈ２４１１．２０

朝霞地区
ウシジマヒロシ

牛島廣治 堀ノ内病院 352-0023 新l5IE市堀ノ内2-9-31 048-481-5168 Ｈ２４．１１２０

大宮

オ
男
》
悦

ダ
而
皿

麺
氷

永田医院 331-0062 さいたま市ljILi区士屋５ 048-624-4026 Ｈ２４．１１．２１

所沢市

西
郎

》ソ一一
哲
誠

朴
角

こぶしクリニック 359-0033 所沢市こぶし町1-17-101 04-2993-5866 Ｈ２４．１１．２１

大宮
ミノダススム

箕田進 箕ｌＵ医院 331-0805 さいたま市｣上区盆栽町290 048-663-1208 Ｈ２４．１１２２

入間地区
フジモリケン

藤盛健
ジ
ー

人間台クリニック 358-0031 入|Ｈ１市新久８１６ 04-2936-5055 Ｈ２４．１１２７



電話番号 入会年月日郡市医師名

１１２７

Ｈ２４１１２８

０：：９９４９ Ｈ２４１１．２８

］{２４］２

ﾉkｌｌ Ｈ２４１２９

０：OｏｏＯ Ｈ２４１２．１７

1判。玉lHjllj ０８０000 Ｈ２４１２．１７

Ｈ２４１２２０

JriLl|】 Ｈ２４１２．

北足Ⅲ郡llj
、’ウユ

坂東lll紀 ０：１２１２ Ｈ２５．１．４

オオイ

大fｉⅢ Ｏ：１８１１ Ｈ２５１１２

Ｈ２５１３１

北足ＩＬ部｢fｉ 048-593-176 Ｈ２５．２．２

スｌ

杉illilL(盆 卜1２５２．８

ク

棚)|ニリi)(男 Ｈ２５２１５

【退会６名】

郡市医師名 電話番号 退会年月曰

０８８５１６８ Ｈ２４５２５

Ｈ２４８３１

Ｉ

松本（l昌治 ０：０■００ Ｈ２４９７

ｆウ

本城美】`し、 Ｈ２４１１１２

Ｍロ玉郡1Ｊ Ｈ２４１２．２１

２５３１

【物故者２名】

郡市医師名 電話番号 死亡年月日

048-85000 Ｈ２４７．４

本庄，'【lＭｌ Ｈ２４７．１５

－８－

郡市医師名 氏名 医療機関名

｜
〒 住所 電話番号 入会年月曰

坂戸鶴ヶ島
ヨシカワ力､ソヤ

吉111克也 吉)||クリニック 350-0229 坂戸市薬lI1lIilllJ1 049-282-5002 Ｈ２４．１１２７

朝霞地区
ニシヤマ

西山
ケイジ

敬二 新座西Ⅱl内科眼科クリニック 352-0011 新座市野火止5-1-38 048-202-1112 Ｈ２４．１１２８

さいたま市与野
サカマコト

阪眞 |仮医院 338-0003 さいたま市中央区本町東4-27-8 048-852-9949 Ｈ２４．１１．２８

深谷市･大LMIll
ヌマジリ

沼尻
ヨシプノヅ

良兒 )||本メディカルクリニック 369-1111 深谷市武川128 048-583-7777 Ｈ２４１２．６

坂戸鶴ヶ島
ミナクチ

水口
ジュンイチ

淳一 みなくち小児科 350-2204 鶴ヶ島ilj鰯ケ丘110-1 049-287-5755 Ｈ２４．１２．９

北足立郡市
シミズヒロシ

清水浩 清水こども医院 365-0044 鴻巣市滝馬室943-2 048-540-6360 Ｈ２４１２．１７

南埼玉郡市
二Ｉガワカズヒロ

子川和宏 士屋小児病院 346-0003 久喜市久喜中央3-1-10 0480-21-0766 Ｈ２４．１２１７

朝霞地区
ヒラヤマハルミ

平山春美 和光小児科クリニック 351-0115 和光市新倉3-8-7 048-467-1108 Ｈ２４１２２０

越谷市
エンドウプノズオ

遠藤和雄 遠藤クリニック 343-0042 越谷巾千|＃ｌ台東1-9-1 048-978-1781 Ｈ２４．１２２０

北足立郡市
バンドウユキ

坂東由紀 北里大学メディカルセンター 364-8501 北本市荒井6-100 048-593-1212 Ｈ２５.Ｌ４

岩槻
オオイシツトム

大石勉 埼玉県立小児医療センター 339-8551 さいたま市岩槻区馬込2100 048-758-1811 Ｈ25.1.12

)||口
サトウケイコ

佐藤敬子 佐藤産鮒人科小児科 332-0034 )||口市lMq-lO-18 048-251-6618 Ｈ２５１．３１

北足立郡市
アマチヒロ

天地宏
ノリ

曲
〆、
天地クリニック 364-0014 北本市ニツ家4-47-4 048-593-1762 Ｈ２５．２．２

三郷市
スギウラマサトシ

杉浦正俊 杉浦小ﾘil科 341-0032
三郷市谷Ll1268

エムズタウン三郷中央2Ｆ 048-952-2124 Ｈ２５２．８

埼玉医科大学
サクライトシオ

櫻井淑男 埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ 350-8550 )||越市鴨田1981 049-228-3400 Ｈ２５．２．１５

郡市医師名 氏名 医療機関名

｜
〒

住所 電話番号 退会年月曰

朝霞地区
クロベシンイチ

黒部信 堀ノ内病院 352-0023 新座ｒｈＩ１１ｌノ内2-9-31 048-481-5168 Ｈ２４．５．２５

上尾市
アイザワテルオ

相澤照夫 上尾第一診療所 362-0064
上尾市小敬谷845-1

西上尾第一|判地2-38-102 048-726-2765 Ｈ２４．８．３１

深谷市･大里iｌ
マツモトヨシハル

松本佳治 松本小児科医院 366-0051 深谷市上柴町東6-7-20 048-5750666 Ｈ２４９７

三郷市
ホンジョウミチエ

本城美智恵 みさと健和クリニック 341-0035 三郷市鷹野4-510-1 048-9558551 Ｈ２４．１１．１２

南埼玉郡市
ハヤシイクオ

林郁雄 340-0023
草加市谷塚町264-7

サーパス谷塚３０２
048-927-4193 Ｈ２４．１２．２１

比企
ナブノガワ‐､'サ7'キ

中)|｜正|ﾘ］ 中)||医院 355-0034 東松|｣|市柏|崎703-4 0493-23-1004 Ｈ25.3」1

郡市医師名 氏曰名 医療機関名

一
〒

住所 電話番号 死亡年月曰

さいたま市与野
サカノブ

阪信 阪医院 338-0003 さいたま市中央区本町東4-278 048-852-9949 Ｈ２４．７．４

本庄市児玉郡
フクシマシゲオ

福島茂夫 本庄福`島病院 367-0054 本庄市千代[111-1-18 0495-22-5211 Ｈ２４７．１５



埼玉県小児科医会会則

第１条本会は、埼玉県小児科医会と称し、一

般社団法人埼玉県医師会に所属する。

第２条本会の事務所は、一般社団法人埼玉県

医師会内に置く。

第３条本会は、埼玉県医師会の会員にして小

児医療、小児保健に従事する者及び本会

が特に入会を認めたものをもって構成す

る。

第４条本会は、日本小児科医会及び円本小児

科学会の目的に沿い、会員相互の親睦、

連繋及び小児医療、小児保健の向上を図

るものとする。

第５条本会の事業は、次のとおりとする。

（１）小児科に関する学術の研究

（２）小児科診療医業の研究及び普及啓蒙

（３）小児医療、小児保健の推進

（４）会員相互の親睦、連絡及び扶助

（５）その他目的達成に必要な事項

第６条本会に入会を希望する者は、原則とし

て、入会申込害（様式１）を各郡市医師

会を経由して、会長に提出し、承認を得

るものとする。

２本会を退会する者は、退会届(様式２）を

各郡市医師会を経由して会長に提lLHし、

承認を得るものとする。

第７条本会に次の役員を置く。

会長１人

副会長３人以内

理事若干名

監事２人

第８条会長は、理事の中より互選する。

２副会長は、理事の巾より会長が指名する。

第９条会長は､会務を総理し､本会を代表する。

２副会長は、会長を補佐し、会務を分担統

括し、会長に事故ある時はその職務を代

行する。

３理事は、会務を分担掌瑚し、各地区との

連繋を保つ。

４監事は、会務を監査する。

第１０条役員の任期は２年とし、再任を妨げ

ない。ただし、補欠で就任した役員の任

期は前任者の残存期'111とする。

第11条本会に顧問を置くことができる。

２顧問は、総会の議決を得て会長が委嘱す

る。

３顧問の任期は、会長の任期とする。

第１２条本会に名誉会員を置くことができる。

その推薦は、会長がこれを行ない、理事

会の承認を得て総会に報告する。その称

号は終身称号とする。

第１３条定例総会は、毎年１回会長が招集す

る。臨時総会は、必要のある場合、理事

会の議決を得て会長が招集する。

２次の事項は、総会の議決を得なければな

らない。

（１）収支決算に関する事項

（２）事業計画及び収支予算に関する事項

（３）会則の変更に関する事項

（４）会費賦課及び分担金に関する事項

（５）その他理事会で必要と認めた事項

３事業報告は、総会の承認を得なければな

らない。

４総会の議長および副議長は、会員の中か

ら各１人を選川し、その任期は役員の任

期とする。

第１４条総会の議決は、すべて出席者の過半

数をもって決し、可否同数の場合は議長

が決するところによる。

第１５条理事会は、会長が招集する。監事は、

理乙事会に川席する事ができる。

－９－



次の事項は、理事会の議決を得なければ

ならない。

（１）総会に提出すべき事項

（２）会務執行に関する事項

（３）会長が必要と認める事項

第１６条会長は、必要に応じ理事会に顧問の

出席を求め､意見を徴することができる。

第１７条本会の円滑な運営に資するため委員

会を設けることができる。委員会の委員

長は、会長が指名する。

第１８条本会の緤費は、会費、寄付金、その

他の収入をもってこれにあてる。

第１９条本会の会費は､毎年４月に納入する。

理由なく２か年以上会費を納入しない場

合は''1然退会とみなすことができる。ただ

し､特別の理由があるときは､理事会の議

を得て会費を免除することができる。

名誉会員からは会費を徴収しない。

第20条本会の会計年度は、毎年４月１１１に

始まり翌年３月３１日に終る。

第２１条本会の名誉を傷つけ或いは本会会員

としての義務を著しく怠った者は、剛事

会の識を得て除名することができる。

第22条総会及び理事会において議決した事

項は、一般社団法人埼玉県医師会長に報

告するものとする。

埼玉県小児科医会施行細則

Ｉ会員規程

会員を分けて、次の通りとする。

(1)正会員…埼玉県医師会員として小児の医療、

保健に従事する者

(2)準会員…埼玉県医師会員以外の者で本会が

特に認めた者

Ⅱ会費徴収区分

(1)開業医・病院院長（埼玉県医師会Ａ会員）

及び準会員（埼丑県医師会員以外の者で本

会が特に認めた者）で開業医とする。

(2)病医院の勤務医（埼玉県医師会Ｂ・Ｂ特会

員（大学医師会員））及び準会員（埼玉県

医師会員以外の者で本会が特に認めた者）

で勤務医とする。

上記会費については、別表のとおりとなる。

Ⅲ役員選出規定

1．役員の選出は、総会において前任役員の

任期終了前に完了するものとする。ただ

し、ネlli欠役員の選出は適時に行うものと

する。

２．瑚事は、県内各郡市医師会より１人推薦

を受けた者がこれにあたる。

３．会長が必要と認める時は、上記理事のほ

か理事若干名を総会の承認を得て指名す

ることが出来る。

４．監事は、総会において会員中より選出す

る。

附

１．

則

この会則は、平成元年４月１日より施行

する。

平成６年５月７曰－部改正

平成１４年５月１８曰－部改正

平成25年６月１６日一部改正

●
●
●

（
ノ
／
］
（
一
二
、
）
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、
ユ
ユ

Ⅳ埼玉県小児科医会名誉会員選考基準

１．日本小児科学会の名誉会員又は功労会員

である者

－１０－



２．曰本小児保健協会の名誉会員又は功労会

員である者

３．本会の発展に特に功労のあった者

附則

１．この細則は、平成元年４月ｌ曰より施行

する。

２．平成６年５月７曰－部改正

３．平成15年５月１０曰－部改正

４．平成22年６月１９曰－部改正

５．平成25年６月１５曰－部改正

【別表】

埼玉県小児科医会会費徴収一覧

－１１－

区分 会費 対象者

(1) １０，０００円
開業医．病院院長（埼三li県医iIlIi会Ａ会ii）及び準会員（埼玉県医師会員

以外の者で本会が特に認めた者）で開業医とする

(２） ５，０００円
病医院の勤務医（埼玉県医師会Ｂ・Ｂ特会員（大学医師会員）及び準会

員（埼二E県医lL1iIi会員以外の者で本会が特に認めた者）で勤務医とする



埼玉県小児科医会役員名簿

平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日
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1２

役職名 役員名 病医院名

ｌ
Ｔ 住所 電話 FＡＸ

会長 羽鳥雅之 はとり小児科医院 337-0015 さいたま市見沼区蓮沼1145-7 048-686-1660 O48-685-5868

副会長 安}}ＩＩＥ 大宮医師会メディカルセンター 331-8689 さいたまIIT北区東大成町２－１０７ O48-665-6539 048-651-6306

〃 齋藤洪太 さいとう小児科医院 360-0846 熊谷市拾六間788-34 048-532-6891 O48-532-6892

〃 森泰二郎 森こどもクリニック 338-0012 さいたまｉｉｊ中央区大戸2-1-2 048-835-7688 048-832-2410

理事 権１１１隆明 権田医院 330-0074 さいたま11i浦和区北浦和2-11-23 O48-831-5427 048-832-0711

ﾉノ 森裕之 |｣|森小児科 332-0016 1111ｺ市幸'１１]I-7-lllll]パークタワー2Ｆ 048-254-3332 Ｏ48-240-3510

ﾉノ 関孝 せきクリニック 330-0852 さいたま市大宮区大成町3-260 048-667-7300 O48-665-6554

〃 尾ＩＩＬ｜哲藝也 おぜきこどもクリニック 350-1137 111越市砂新田2-19-8-1Ｆ 049-242-8888 049-242-8889

〃 小林敏宏 こばやし小児科 360-0204 熊谷市菱沼中央１５－１ 048-589-0011 O48-589-l333

〃 小林弘 こばやし小児科・内科 3６１－００４１ 行田市棚田町1-51-1 048-554-9011 O48-554-9022

ﾉノ 小林治 新所沢キッズクリニック 359-0045 所沢市美ljFi畑Ｊ2-2931-6 04-2990-3100 04-2990-3101

〃 島崎信次郎 ワラビーこどもクリニック 335-0004 蕨市中央1-17-35クリエイトビル3Ｆ 048-431-1800 O４８－４３１－２１５５

ﾉノ 烏|｣｜義仁 烏lllこどもクリニック 362-0803 ｣上足立郡伊奈町大針字Ｉｈ]原957-4 048-723-5557 048-723-5557

〃 111上哲夫 かわかみこどもクリニック 362-0061 ｋ尾市藤波3-188 ０４８－７８９－３１１０ O４８－７８９－３１１３

〃 広瀬久忠 ひろせこどもクリニック 3５１－００２１ '|ﾘ]霞市|)Li弁財2-6-34-1FＡ 048-460-2900 O48-460-2910

〃 浅古和弘 あさこ小児科内科医院 340-0015 草加市高砂2-2-31 048-922-2517 048-925-9860

ﾉノ 鈴木敏雄 鈴木こどもクリニック 338-0013 さいたまilj中央区鈴谷5-14-20 048-840-0088 048-840-0087

〃 尾上昌弘 おのうえキッズクリニック 358-0002 入間市東町1-13-9 O4-2962-2068 O4-2962-3459

ﾉノ |峰''１喬H１ 飯能巾央病院 357-0037 飯能市稲荷町１２－７ 0４２－９７２－６１６１ O42-972-3323

〃 日比生秀一 日比生クリニック 354-0024 富士見市鶴Wi東2-17-29マイフイールド1０１ 049-255-5515 O49-255-6086

〃 高潔佳江 高沢医院 350-2211 鶴ヶ島市川折町6-18-7 049-286-0358 049-286-0917

〃 島崎至弘 狭山厚生病院 350-1308 狭山市１１１央1-24-10 O４－２９５７－９１１１ O4-2959-9976

〃 田端裕之 たばた小児科 355-0153 比企郡吉見町大字久米田616-8 O493-54-8822 O493-54-8429

ﾉノ 新)|：勝 あらいクリニック 368-0044 秩父市本ｌ１１Ｊｌ－ｌ８ 0494-25-2711 0494-25-2712

〃 富沢峰雄 富沢医院 367-0053 本庄市111央1-1-3 O495-22-2270 O495-24-7951

〃 渡邊正之 いちごこどもクリニック 366-0042 深谷市東方町1-10-3 O４８－５５１－ｌ５１５ 0４８－５５１－１５２５

〃 h'１藤誠 加藤こどもクリニック 347-0068 b|]須市大門町６－３４ O480-61-0304 0480-62-0266

ﾉノ 高木学 扶顛堂たかぎクリニック 346-0033 久喜市下清久270-1 O480-23-6211 O480-21-9745

ﾉノ 大村純一郎 しらこばと子供クリニック 3４３－００４１ 越谷市千間台西1-9-17 O48-976-6787 O４８－９７７－３１５６

ﾉノ ﾈIl1lll誠 神田院院 344-0046 春日部巾上蛭田127-1 O48-754-0854 O48-754-O870

〃 丼_上夷 井上小児科皮フ科 345-0045 北葛飾郡杉戸町高野台西2-6-3 0480-33-8690 O480-33-8691

ﾉノ 秋本憲一 秋本小ﾘd科アレルギー科医院 342-0041 llr1ll市保1-3-7青111医療ビル５階 O48-983-l515 048-983-1528

〃 杉浦正俊 杉浦小児科 3４１－００３２ 三郷市谷中268エムズタウン三郷中央2Ｆ O４８－９５２－２１２４ 048-952-2134

ﾉノ |:'１戸（Ill 埼玉医科大学病院 350-0495 人間郡毛円山町毛l['}本郷３８ O４９－２７６－ｌ８４８ O４９－２７６－ｌ８４８

〃 野々山恵章 防衛医科大学校病院 359-8513 所沢市並木３－２ O4-2995-l621 04-2995-0633

〃 石毛久司 石毛小児科 335-0021 戸田市新曽７５９ 048-443-0663 O48-433-O463

〃 杉本日出雄 杉本こどもクリニック 334-0013 )||口市南鳩ケ谷4-26-1 048-288-7339 O48-288-7340

監事 'III部恒保 あく小ﾘi1科医院 336-0931 さいたま市緑区原''11-32-8 048-882-5356 O48-88l-O820

〃 金子家和 小児科金子医院 330-0855 さいたま｢|i大宮|Ｘ上小町３３８ O48-642-6820 O４８－６４４－ｌ６１０

議長 若林’恒郎 若林小児科内科医院 333-0866 111口市芝７０１６ O48-267-2800 048-269-2841

副議長 瀬端忠之 セバタクリニック 330-0054 さいたま市浦和区東岸町3-11 048-882-5021 O48-883-6827

顧問 中村泰三 中村医院 335-0004 蕨市中央4-4-12 048-445-5450 O48-431-3738



平成２４年度埼玉県小児科医会事業報告

年月日 事業内容

ｗｌ木|鬘騨撫燃ﾁｺﾄ ３１名出席

一般演題２０演題

座長さいたま市立病院小児外科中野美fl1子

ｌ「虫垂炎様症状を呈し、診断に苦慮した腸管重複症のｌ例」

済生会111口総合病院小児科l)、｜可初期臨床研修医2）

○藤森誠')、岡Ｈ１大吾l）２)、梅村隆輔I)2)、江原

仲川真llll)、五'一嵐麻依子|)、閑野知佳|)、斎藤

内藤朋巳')、及川奈央')、中島康子')、関

大'１１昇一'）

２「虫垂切除後にクローン病と診断したｌ例」

越谷市立病院小児科

佳奈'）

'楊知'）

博之')、

－１３－



○新妻隆広、丙野幸恵、中澤ゆかり、中村明日香、李翼

木下恵司

座長埼玉県立小児医療センター総合診探科萩原真一郎

３．「腹部膨満、体重増加不良を認め、pseudo-Hirschsprung病が疑われたｌ例」

防衛医科大学校病院小児科')、同小児外科2）

○楠松賢司')、座波清誉')、岸本健寛')、大澤麻登里'）

本田涼')、吉田裕輔')、浅野貴子')、松本浩'）

若松太')、槍顕成2)、佐竹亮介2)、谷水長丸2）

野々111恵章'）

４「欝名な黄疸と肝臓大を来した急性１１１菖炎の２例」

済生会Ⅱ|口総合病院小児科')、’１１初期研修医2）

○lliill}｜大吾l）２)、梅村隆輔I）２)、江原佳奈い、仲)|｜真由l）

五十嵐麻依子')、斎藤暢知'〕、内藤朋巳')、中島泰子!）

藤森誠')、閲博之')、大山昇－１１

座長防衛医科大学校小児科浅野貰子

５．Ｆ小児ＬｇＡ腎症に対するステロイドパルス＋扁桃摘出術（扁摘パルス）の

有用性について」

埼玉県立小児医療センター腎臓科

○渡邊常樹、仲川真由、伊藤亮、藤永周一郎

６「初診時尿蛋白陰性で診断に時間を要した特発性ネフローゼ症候群のｌ例」

越谷市立病院小児科

○ＩＩＪ澤ゆかり、西野幸恵、中村明１１香、李翼、新妻降広

木下恵可

座長lllll市立医療センター新生児集ＬＩｌ治療科箕面崎至宏

７Ｊ母体フェンタニル投与による新坐りd薬物離脱症候群のｌ例」

さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科

○宮路尚子、阿部美子、濱畑裕子、置塩英美、高村恭子

倉辻言、市111知則、大森さゆ

８「１１１生直後に高KIUl症をきたしたlatepreterminfantの２例」

埼三E医科大学病院新生児・未熟児科

○筧紘子、本多正和、皆川孝子、宮路太

座長棚協医科大学越谷病院小児科坂爪悟

９「モザイク型８トリソミーのｌ例」

埼玉医科大学総合医療センター新生児科

○齊藤綾、｜｣｣名啓司、111'崎秀徳、｜戎|方徹也、加藤稲子

側島久典、田村正徳

１０．「新生児期における染色体検査についての検討」

）''１｣市立医療センター新生児集中治療科'）

束京医科歯科大学初期研修医2）

○成健史')、森丘千夏子')、箕[面崎至宏')、辻敦美')、鈴木智典'）

秋林雅也')、佐藤千穂')、石黒利佳')、奥起久子')、早田茉莉2）

廃長鈴木こどもクリニック鈴木敏雄

ｕ「リンパ節生検にて診断した猫ひっかき病のｌ例」
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埼玉県立小児医療センター血液腫瘍科')、同感染免疫科2）

○関正史'し康勝好')､秋'1'康介')､森麻希子')､安井直子')

高橋寛吉1)、加藤元博l)、｜]]中理砂2)、大石勉2)、花田良二1）

１２「胸腰椎多発圧迫骨折にて発見された急性リンパ性白血病(ALL)のｌ例」

埼玉医科大学病院小児科')、同国際医療センター小児l1i['１瘍科2）

○武者育麻')、山崎太郎')、赤塚淳弥')、阿部裕一')、山内秀雄'）

徳山研一')、大竹明')、，:１ﾐi宮伸')、渡辺温子2)、田中竜平2）

座長中里小児科中里豊

１３「感染性心内膜炎の１例」

川ｕ市立医療センター小児科

○西岡正人、里見瑠璃、片山干佳、竹田清香、野村莉紗

向井純平、福屋吉山、渡邉友博、三村尚、横|I｜達也

平柳直人、下平雅之

１４「無菌性膿尿の症例」

はらこどもクリニック

○原朋邦、簗明子

１５.「蕨市･戸'１１市における2010-2011シーズンインフルエンザ調査:蕨戸出市医師会」

蕨戸田市医師会l)、八木医院2)、東北大学大学院医学系研究科分子疫学分野3）

金子医院4)、福田循環器内科5)、ワラビーこどもクリニック6)、中村医院7）

○八木直人I）２)、小原拓3)、令子健二|）イ)、福田純|）５）

島崎信次郎|）６)、中村泰之1）７）

座長埼玉県立小児医療センター代謝内分泌科会津克哉

１６．「頭部MRIで虚血性病変を認めた新生児高インスリン血症に伴う低血糖のｌ例」

自治医科大学附属さいたま医療センター小児科

○利根澤慧、牧田英士、菅原大輔、丸山麻美、佐藤有子

市橋光

１７．「思春期後のPrader-Willi症候群男性へのテストステロン補充は有用である」

濁協医科大学越谷病院小児科

○城戸康宏、坂爪悟、大戸佑二、白石昌久、土屋貴義

村上信行、永井敏郎

１８「低リン、性くる病のｌ例」

独立行政法人国立病院機構埼玉病院

○近江健太郎、吉田奈緒、遠山章子、河野美緒、高里良宏

富川瑞枝、真路展彰、上牧舅

座長さいたま赤十字病院小児科羽鳥誉之

１９Ｊラモトリギン内服後にＤＩＣを伴うstevens-Johnson症候群を生じた１例」

防衛医科大学校小児科

○岸本健寛、座波清誉、本}Ⅱ涼、吉田裕輔、松本浩

浅野貴子、呰松太、野々|｣｣恵章

２０「バルプロ酸ナトリウム内服によりFanconi症候群、カルニチン欠乏を呈した

重症心身障害児のｌ例」

さいたま市立病|院小児科

○濱畑裕子、荒111Ⅲ]里、古市宗弘、下山田素子、lllll］恵
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明石真幸、工藤京子、佐藤清二

特別講演

座長日本小児科学会埼玉地方会会長雨宮伸

演題「発達障害は増えたのか？：偏りのある子どもの脳メカニズムと

小児科医としての対応」

講師燭協医科大学越谷病院

子どものこころ診療センター教授作田亮一先生

日本小児科学会埼玉地方会学術委員会

会場埼玉県医師会５階第１委員会室

第１回IUl事会

会場埼玉県医師会５階大会議室

水５月３０日

士６月１６日

２３名出席

議題

【協議事項】

1．平成２４年度定例総会に提案する議題について

(1)役員の選出について

(2)平成２３年度事業報告に関し承認を求める件

(3)平成２３年度収支決算に関し議決を求める件

(4)平成２４年度事業計画（案）に関し議決を求める件

(5)平成２４年度収支予算（案）に関し議決を求める件

(6)その他

【報杵事項】

１．「子どもの健康週間」開催地について

予定：浦和医師会（平成２４年度）

日時平成２４年９月２９日（士）午後３時００分～

場所埼玉会館

２．小児喘息コントロールテスト（Ｃ－ＡＣＴ）のアンケート調査について

３．Ｈ本小児科医会予備代議員について

４．埼玉県医師会学校医会理事の推薦について

５．ワークショップ開催のご案内

日時平成２４年７月２９日（日）午前１０時００分～午後３時００分

場所埼玉県県民健康センター1階大会議室Ｃ

６．関東ブロック医師会における小児科医会の入会率について

７．埼玉ｌＭ､児科医会及びＨ本小児科学会埼玉地方会開催予定について

(1)第１２２回埼玉県小児科医会・第１４９回日本小児科学会埼玉地方会

日時平成２４年９月８日（士）午後１時００分～

場所埼玉県医師会５１偕大会議室

(2)第１２３回埼玉県小児科医会・第１５０回日本小児科学会埼玉地方会

日時平成２４年１２月９１」（日）午前１０時００分～

場所埼玉県医師会５階大会議室

(3)第１２４１回l埼玉UiL小児科医会・第１５１回日本小児科学会埼玉地方会

日時平成２５年２月１６日（士）午後１時００分～

場所埼玉県医師会５階大会議室
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８第５４回関東ブロック小児科医会連絡協議会の開催について

９第５５回ＩｊＭ東ブロック小児科医会連絡協議会の|＃1催について

１０.その他

定例総会

会場埼玉県医ＩＬ１１１ｊ会５１１１４１大会議室

士６月１６日

４４名参加

議題

１．総会議事

(1)役員の選出について

(2)平成２３ｲ12度事業報告に関し承認を求める件

(3)平成２３年度収支決算に関し議決を求める件

(4)平成２４年度事業計画（案）に関し議決を求める件

(5)平成２４年度収支予算（案）に関し議決を求める件

(6)その他

学術講演会

会場埼玉県医師会５階大会議室

士６月１６日

４４名参加

基調講演

座長医療法人自然堂峯小児科院長峯真人先生

演題「乳児期のロタウイルス感染症～ワクチンへの期待～」

講師医療法人嗣業の会外房こどもクリニック院長黒木春郎先生

第２１Ｍ小児臨床アレルギー懇談会

会場ラフレさいたま５階桃の間５０名参川１

士６月３０口

＜テーマ：アレルギー発症の予知・予防がどこまで可能か＞

開会のご挨拶徳山研一先生

Overview

座長さいたま赤十字病院安田正先生

演題「懇談会の発足itびに発展の歩みについて』

講師国立病院機構下志津病院名誉院長西牟１１１敏之先生

特別講演Ｉ

座長神奈lllU1L立こども医療センターアレルギー科部隆栗原和幸先上'三

演題「乳幼児アトピー性皮膚炎の発症予知と予防」

講師千葉大学人学院医学研究院小児病態学准教授下条直樹先生

特別講演Ⅱ

座長埼玉医科大学小児科教授徳lll研一先生

演題「アレルギー疾患発症予防の展開」

講師社会福祉法人希望の家附属北関東アレルギー研究所

所長森川昭廣先生

閉会のご挨拶栗原和幸先生

第９０回埼玉県小児[､液|｢1好会

会場パレスホテル大宮３階チェリールーム３９名参)]Ⅱ

木７月５Ｒ
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第９０m例会幹事

大山昇一、川口裕之、子l'｜和宏、杉田憲一、鈴木敏雄、野々山恵章

水口淳一、森脇浩一、渋谷温

症例検討・一般演題

座長埼玉県済生会川Ⅱ総合病院大l｣」昇一先生

ｌ「腫瘍崩壊症候群様の経過をたどり死亡した慢性活動性ＥＢウイルス感染症」

埼玉県立小児医療センター血液・腫瘍科')、同感染・免疫科2）

○安井直子')、加藤元博')、磯部清孝')、森麻希子')、秋山康介'）

荒)Ⅱゆうぎ')、林真由美')、関正史')、高橋寛吉')、高野忠将2）

田中剛砂2)、康勝好I)、大石勉2)、花田良二'）

座長防衛医科大学校Ⅱ|口裕之先生

２「播種性ＨＳＶ感染症を合併したEB-VAHSの１例」

埼玉医科大学総合医療センター小児科]）

現埼玉県立小児医療センター血液・腫瘍科2）

○板倉隆太I)、荒１１１歩1)、荒)||ゆうぎ2)、｜lllTl聖月')、谷川祥陽!）

漆原康子I)、浅野祥孝l)、水田桂子')、高田栄子')、荒川浩'）

森脇浩一')、田村正徳!）

座長士屋小児病院子111和宏先生

３「造血幹細胞移植後再発したＡＭＬに対するgemtuzumabozogamicinの投与経験」

防衛医科大学校小児科

○川口裕之、大澤麻登里、座波清誉、常盤彩、野々山恵章

特別講演

座長埼玉医科大学総合医療センター森脇浩一先生

演題『埼玉で学んだOncologicEmergencyへの対応」

講師帝京大学医学部小児科学講座主任教授菊地陽先生

第１３Ｍ埼玉小児喘息研究会

会場パレスホテル大宮４階ローズルーム４３名参加

水７月２５日

開会の辞埼玉小児喘息研究会代表世話人安田正先生

一般講演

座長さいたま赤十字病院小児科安田正先生

講演Ｉ

演題「当センターにおける喘息児に対する生活指導の実態」

講師に|治医科大学附属さいたま医療センター小児科杉山洋平先生

講演Ⅱ

演題「ブデソニド吸入の早期使用が乳幼児喘息の成長に股ぼす影響」

講師西部総合病院小児科部長数間紀夫先生

特別講演

座長自治医科大学附属さいたま医療センター小児科教授「h橋光先生

演題『小児気管支喘息に合併する病態」

講師国立病院機構相模原病院臨床研究センター

アレルギー性疾患研究部長海老澤元宏先生

日医生涯教育協力講座セミナー「てんかんの診断から最新の治療まで」［９月１口
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会場埼玉県県民健康センター２階人ホール ８７名参加

＜テーマ：一緒に考えようｌてんかんの話「発作症状」から何を考え、どう対応するか＞

開会挨拶埼玉ITL医師会会長金井忠男先生

第１部てんかんを考える

司会毛呂病院『i'1院長岡島宏明先生

講演Ｉ

座長埼玉医科大学病院神経精神科・心療内科准教授金澤治先生

演題『乳児から思春期のてんかん発作とその治療」

講師埼玉県立小児医療センター神経科部長浜野晋一郎先生

講演Ⅱ

座長埼玉県立精神医療センター病院長杉山一先生

演題「高齢者のてんかんとその治療」

講師防衛医科大学校精神科学准教授吉野相英先生

講演Ⅲ

座長東京女子医科大学脳神経外科非常勤講師

おちあい脳クリニック院長落合卓先生

演題「てんかん発作の外科治療」

講師朝霞台''１央総合病院脳神経外科部長久保田有一先生

総合討論

第２部パネルディスカッション「発作」を考える

「発作と鑑別すべき、てんかん以外の発作について」

司会埼玉医科大学病院神経内科教授荒木信夫先生

１．それぞれの立場から

(1)埼玉医科入学病院内分泌内科・糖尿病内科満｢|'lｉ栗原進先生

(2)埼玉医科大学国際医療センター心臓内科准教授加藤律史先生

(3)埼玉医科大学国際医療センター脳卒中内科准教授林健先生

２．総合討論

第１回正副会長等打ち合わせ会

会場埼玉県医師会５階第１委員会室５名出席

士９Ｈ１日

議題

【協議事項】

ｌ日本小児科医会総会フォーラム及び市民公開講座について

２．第５０回埼玉県医学会総会記念式典における被表彰候補者の推薦について

３．東京新聞「ショッパー」原稿依頼について

４．会報について

５．入会促進について

６．会員証について

７．埼玉県医nlIi会母J二保健に関する研究・調査事業について

８．関東ブロックl知Ili会における小児科医会の入会率に関する調査結果について

９．第２回丑艸会開IlMについて

（案）日時平成２４年１０月２７ロ（ｔ）午後２時３０分～
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場所埼玉県医師会５階大会議室

１０．その他

会誌第１８号発刊会員等へ発送した。

埼玉小児ロイコトリエン研究会２０１２

会場パレスホテル大宮４階ローズルーム

士
》
木

９月１日
■■●P■P●■■●、●■■●●●●●

９月６日

４０名参加

開会の辞日本小児科学会埼玉地方会前会長安田正先生

臨床報告

座長土屋小児病院院長土屋喬義先生

演題「埼玉県における小児気管支喘息とアレルギー性鼻炎合併例の０｡Ｌ調査」

講師ＪＡ埼玉県厚生連熊谷総合病院小児科盛田英司先生

特別講演

座長埼玉医科大学医学部

教授（大学病院小児科／アレルギーセンター）徳山研一先生

演題「ガイドラインを基にした長期管理～JPCL2012の改訂の要点と課題～」

譜Ｉ１１Ｉｉ千葉大学大学院医学研究院小児病態学教授河野陽一先生

閉会の辞埼玉県小児科医会会長羽鳥雅之先生

第１２２１回|埼玉県小児科医会･第１４９回日本小児科学会埼玉地方会学術集会

会場埼玉県医師会５階大会議室１６，名参加

上９月８日

一般演題２３演題

座長埼玉医科大学総合医療センター新生児科石黒秋生

Ｌ「超低出生体重児を念頭においた観血的血圧測定の精度に関する検討」

111口市立医療センター新生児集中治療科

○早出茉莉、秋林雅也、箕面崎至宏、里見瑠璃、成健史

鈴木智典、佐藤千穂、石黒利佳

２．「exfOliativetoxinA（ETA)による重篤なブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群を

呈した新生児例」

越谷市立病院小児科

○山ｌｌｌｉｉｉ晋、原太一、池田奈'lll、中澤ゆかり、李翼

新妻隆広、木下恵司

座長埼玉県立小児医療センター循環器科菱谷隆

３Ｊ呼吸苦を主訴に受診した拡張型心筋症のｌ例」

済生会川口総合病院小児科

○江原佳奈、斎藤暢知、内藤朋巳、及川奈央、中島泰子

藤森誠、大'１１昇一

４「Ｄｏｗｎ症候群に発症した川崎病のｌ例」

草加市立病院小児科

○前澤身汀子、木|］智之、足洗美穂、酢谷｜ﾘ1人、松山希

榎並彩子、長谷川毅、土屋史郎

５．「虐待による頭部外傷を契機としneurogenicstunnedmyocardium様の
心筋肥厚を呈した１例」

埼玉医科大学総合医療センター小児科')、同小児循環器科2）

－２０－



○板倉隆太')､石戸博隆2（谷)||祥陽')､荒川歩')､漆原康子')

荒)|’浩|)、斎木宏文2)、塩谷聡2)、先崎秀明2)、田村正徳|）

羽生総合病院小児科関島俊雄

｢MRI拡散強調像にてbrighttreeappearanceを認めた溺水､低酸素性脳症のｌ例」

川口市立医療センター小児科

○小宮枝里子、宮川雄一、竹田清香、辻敦美、向井純平

高橋暁子、三村尚、鹿島出彩子、西岡’'三人、横山達也

平柳直人、下平雅之

｢ぎんなん中毒症の１例」

士屋小児病院])、北海道医療大学衛生薬学講座2）

○子川和宏')、鈴木秀樹!)、柿元紀子')、平久保由香')、小沼俊一'）

菅谷直美')、｜河部利夫')、｜｣｣田裕美')、士屋與之')、土屋喬義'）

唾長

６．

７．

菅谷直美')、｜河部利夫Ｕ、｜｣｣田裕美Ｕ、土屋與之'」、土屋秀

小林大祐2)、吉村昭毅2)、和田啓爾2）

座長埼玉県立小児医療センター遺伝科清水健司

８「乳児性皮質骨増殖症（Caffeydisease）のｌ例」

深谷赤十字病院小児科

○大崎雅則、イ(呵施至堂、）||島淳、櫻井伸晴、平澤邦夫

９Ｊ繰り返す発熱を契機に発見された無汗症の１例」

自治医科大学附属さいたま医療センター小児科

○磯貝美穂子、丸'１１麻美、佐藤有子、市橋光

座長埼玉県立小児医療センター総合診療科窪田満

１０「フルクトースー1,6-ビスフオースフアターゼ（FBPase）欠損症のｌ例」

戸田中央総合病院小児科

○吾妻大輔、川島春佳、富沢尚子、富井祐治、元亜紀

岩崎幸代、村井直子、松永保

１Ｌ「腹痛・嘔吐を主訴に来院した膵胆管合流異常症の１例」

埼玉医科大学病院小児科

○岡野翼、赤塚淳弥、阿部裕一、大竹明、雨宮伸

l2Jkabukimake-up症候群に高インスリン血性低血糖症を合併した１例」

防衛医科大学校小児科

○磯部清孝、若松太、吉井公浩、佐藤－寿、吉田裕輔

常盤彩、関中悠仁、小倉友美、川口裕之、野々'11恵章

座長さいたま市立病院小児科工藤京子

１３．「器械体操の強化選手となり過度な運動を行い、成長障害を認めたｌ例」

国立病院機構埼玉病院小児科

○遠'|｜章子、吉田奈緒、近江健太郎、富田瑞枝、内田登

真路展彰、中澤麻紀、」二牧舅

１４「重症貧血を契機に診断に至った多襄胞性卵巣症候群の１例」

濁協医科大学越谷病院小児科

○阿部美子、大戸佑二、土屋貴義、村上信行、永井敏郎

座長桃木診療所桃木俊郎

１５Ｊ神経細胞移動異常症の同胞例」

埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科

－２１



○芥川香奈、柳将人、保科宙生、山下信一郎、海老原'慎介

林至恩、閑野将行、川畑他、宮林寛、菅野雅美

イヤ野啓一、清水正樹

１６「軸索型ギランバレー症候群のｌ例」

埼玉医科大学総合医療センター小児科

○谷Ⅱ｜祥陽、荒川歩、漆原康子、奈倉逆明、荒)|’浩

森脇浩一、ｌＨ村正徳

座長士屋小児病院子Ⅱ｜和宏

１７．「血球貧食症候群とＡＤＥＭを合併した１例」

埼三Ｋ県立小児医療センター総合診療科

○樋渡えりか、窪田満、田辺雄次郎、辻脇篤志、萩原真一郎

鍵本聖－

１８「慢性ITPにおけるエルトロンボバクの使用経験」

埼玉県立小児医療センター血液腫瘍科

○森麻希子、加藤元博、康勝好、荒)||ゆうぎ、林真由美

磯部清孝、秋山康介、安井直子、花田良二

座長立麻医院立麻典子

１９「アセトアミノフェンが原因と考えられた薬剤性間質性腎炎の１例」

越芥ｉＩＴ立病院小児科

○原太一、山崎昔、池田菜帆、中澤ゆかり、李翼

新妻隆広、木下恵司

２０「Yersiniapseudotuberculosis感染が原因と考えられた急性尿細符間質性腎炎のｌ例」

埼玉医科大学病院小児科')、同初期研修医2）

同国際医療センター小児救命救急科3）

○戸'１１紘一')、古賀健史')、飛田和えりか'）２)、植田穣'）

山崎太郎')、森野正明3)、山内秀雄')、 徳山研一'）

人竹川')、雨宮伸'）

座長埼玉医科大学病院小児科徳山研一

２１．「成長障害が診断の契機になったＡＮＣＡＩＨＩ連血管炎のｌ例」

さいたま市立病院小児科

○古市宗弘、荒川｜ﾘ]里、濱畑裕子、薄井摩ｊＩｉ(t子、下山田素子

’1111」忠、｜ﾘ]石真幸、工藤京子、佐藤ｉ/,'i二

２２「当科で経験した腺外型シェーグレン症候群（SS）の５例」

埼玉県立小児医療センター感染免疫科

○－'二`島洋二、１１１中ｆ１ｌ１砂、佐伯敏亮、高野忠将、赤峰敬治

人石勉

２３「牛乳アレルギーに対する急速特異的経|］耐'性誘導療法」

さいたま市民医療センター

○i几i本創、吉田賢仏、武藤浩司、石丸貞衣、細井洋平

佐山麗実、越野巾紀、野田あんず、高見津勝

水 [１本小児科学会埼玉地方会学術委員会

会場埼玉県医il1Ii会５１$'１第１委員会室

｢小児喘息コントロールテスト(C-ACT)」アンケート調査実施（対象全会員）

９月１２１１

９月１９～

－２２－



１０月１９日
巳■■B●Ｂ■■■■巳巴＆●■●■巳巴●●｡■巴

９月３０日 第１回彩の国予防接種推進協議会学術講演会

会場埼}i県県民健康センター１階大会議室Ａ・Ｂ

曰

６０名参川１

開会挨拶彩のllKI予防接種推進協議会副会長原朋邦先生

講演

座長彩の国予防接種推進協議会会長峯真人先生

演題「|it界初のセービン株不活化ポリオワクチンとＤＰＴワクチンを混合した

４種混合ワクチン」

講師一般財|Ｊ１法人阪大微生物病研究会常務理リド

大阪大学名誉教授上田重晴先生

閉会挨拶埼玉県小児科医会会長羽鳥雅之先生

第１５回埼玉小児アレルギー研究会

会場パレスホテル大宮３階チェリー４７名参加

木１０月４日

一般演題

座長西巣鴨こどもクリニック院長大久保隆志先生

１．「心因性喘息と診断されたｌ例」

演者士屋小児病院小児科阿部利夫先生

２．「当院における小児アレルギー疾患患者のスギ花粉感作状ﾙilについて」

演者さいたま市立病院小児科医長明石真幸先生

特別識演

座長曰本小児科学会埼玉地方会前会長安'Ⅱ正先生

演題「JPGL2012を踏まえた小児気管支喘息の長期管理」

講師住友病院内科系診療hi長兼小児科診療主任部長沖'２壽茂先生

第１０回埼玉小児科耳鼻咽喉科懇話会

会場ラフレさいたま４階樺の間７５名参加

木１０月１１日

講演Ｉ

司会茎小児科医院院長

演題「小児感染免疫：最近の話題」

識ｉ１１ｌｉ防衛医科大学校病院小児科教授

講演Ⅱ

司会目白大学保健医療学部教授

演題「小児難治性中耳炎に対する診断と治療」

講師燭協医科大学越谷病院耳鼻咽喉科教授

ディスカッション

峯小児科医院院長

目'41大学保健医療学部教授

防衛医科大学校病院小児科教授

濁協医科大学越谷病院耳鼻咽喉科教授

第２回I''1事会

会場埼玉県医師会５１借第１委員会室

峯真人先生

Ilf々'１１恵章先生

坂|Ｈ英明先生

111中康広先生

峯真人

坂|}」英|ﾘ］

野々山恵章

|Ⅱ中康広

生
生
生
生

先
先
先
先

士１０月２７日

１８名出席

－２３－



議題

【協議事項】

１．会員証（案）について

２．会費について

３．第５６１'１|関東ブロック小児科医会連絡協議会について

４．その他

[報肯事項】

１．「子どもの健康週間」の結果について

担当医師会浦和医師会

日時平成２４年９月２９日（士）午後３時００分～

場所埼玉会館

２．Ｒ本小児科医連WM執行委員会の結果について

日時平成２４年９月８日（士）午後６時００分～

場所八重洲富士屋ホテル

３．第５４１口]関東ブロック小児科医会連絡協議会の結果について

日時平成２４年１０月１３日（士）午後４時００分～

場所京葉銀行文化プラザ

４．「予防接種協力金あるいは手数料」に関する調査結果について

５．第５０回埼玉県医学会総会における小児科部門発表演題について

６．埼玉県小児科医会及び日本小児科学会埼玉地方会開催予定について

(1)第１２３回埼玉県小児科医会・第１５０回日本小児科学会埼玉地方会

日時平成２４rｒ１２Ｈ９Ｈ（Ⅲ）午前１０時００分～

場所埼玉県医師会５階大会議室

日本小児科学会埼玉地方会理事会

日時平成２４年１２月９日（日）午後１２時００分～午後１時００分

場所埼玉県県民健康センター１階大会議室Ｃ

(2)第１２４回埼玉県小児科医会・第１５１回日本小児科学会埼玉地方会

日時平成２５年２月１６日（士）午後1時００分～

場所埼玉県医師会５階大会議室

(3)第１２５回埼玉県小児科医会・第１５２回Ｈ本小児科医会埼玉地方会

日時平成２５年５月２６日（日）午前１０時００分～

場所埼玉県医師会５階大会議室

日本小児科学会埼玉地方会理事会

日時平成２５年５月２６日（[|）午後１２時００分～午後１時００分

場所埼玉県県民健康センター1階大会議室Ｃ

７．第５５１１１|関東ブロック小児科医会の開催について

当番県東京都

日程平成２５年２月２３口（士）

場所未定

８．その他

i911Lll埼玉県小児血液'百1好会～２０１２年度特別集談会～木 第９l1Lll埼玉県小児血液'百1好会～２０１２年

パレスホテル大宮３階チェリールーム

１２月６１１

２５名参加

－２４－



第９１Ｍ世話人

石井佐織、設楽利二、花田良二、道廣成実、桃木俊郎、森脇浩一

安田正

症例検討

座長埼玉医科大学総合医療センター森脇ｉＩＩｌｉ－

演題Ｌ「再発ＮＫ細胞性白血病の維持療法終了時に葉酸欠乏を伴う骨髄異形成を

認めた１例」

埼玉県立小児医療センター血液|煙瘍科

○荒川ゆうぎ、康勝好、磯部清孝、森麻希子、秋||｜康介

安井直子、林具lEI1美、加藤元博、花田良二

演題２「ＭＹＨ９異常症の自然経過について」

防衛医科大学校小児科学講座'）

独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター高度診断研究部2）

東邦大学医療センター大橋病院小児科3）

○)||「|裕之')、國島（'１１治2)、関根孝行１３）

座長埼玉県立小児医療センター花田良二

演題３「学校検診を契機に発見されたl1ll液疾患のｌ例」

埼玉医科大学総合医療センター小児科')、渋谷こどもクリニック2）

○森脇浩一')、澁谷温2）

演題４．「共焦点顕微鏡による遺伝性球状赤血球症の赤血球膜内外の観察」

渋谷こどもクリニック')、東京電機大学フロンティア共同研究センター2）

澁谷温'入２）

特別講演

座長東京電機大学フロンティア共同研究センター

渋谷こどもクリニック澁谷Ｍｄ

演題「免疫グロブリン(抗体)を用いての診断と治療～３０年間にかかわったこと～」

講１１ili濁協|歪科大学病院小ﾘd科教授杉１１」憲一先生

埼玉インフルエンザ講演会

会場ラフレさいたま３階櫻ホール ９０名参加

木１２月６日

一般演題

座堕自治|矢科大学附属さいたま医療センター呼吸器科教授小山信一郎先生

演題「学校保健安全法におけるインフルエンザへの対応」

識Ｈｌ１ｉ峯小児科院長峯真人先生

特別講演

演題「インフルエンザ対策のこれからを考える』

識lLlli慶応義塾大学lkf学部感染制御センター救授オI１１Ｈ敏先化

第１２３Ｍ埼玉県小児科医会･第１５０回日本小児科学会埼玉地方会学術集会

会場埼玉県医l111i会5111$１１大会議室１８４名参加

１２月９日 曰

一般演題２２演題

座長埼玉ﾘTL立小児医療センター未熟児新生ﾘL科菅野啓一

ｌ「NICUにおけるポータブル生化学解析装樋の検討」

－２５－



さいたま市立病院新生児内科

○宮路尚子、市川知則、置塩英美、高村恭子、倉辻言

大森さゆ

２「出生時の箸l1IIな1,小板減少を認めた２例」

川L1市立医療センター新生児集中治療科

○里見瑠璃、石黒利佳、箕面崎至宏、早田栄莉、松'１１希

黒神経彦、秋林雅也、佐藤千穂

３「当科で経験した１３トリソミー症例の在宅療育への取り組み」

埼玉医科大学病院新生児・未熟児科')、同小ﾘtl科2）

○筧紘子')、戸田紘一')、森山佳代')、本多正和')、皆川孝子'）

國方徹一山')、大竹明2)、宮路太'）

座長埼玉医科大学|玉|際医療センター小児腫瘍科［u｢１１竜平

４．「突然の背部痛で発症した脊髄硬膜外血腫のｌ例」

埼玉ﾘTL済生会Ⅱ|「1総合病院小児科、同初期臨床研修医*）

○竹内祥子、辻未来*)、松山友紀*)、入江亮*)、加藤久美子

閑野知佳、齋藤’暢知、内藤朋巳、及川奈央、福嶋恵

藤森誠、大山｝il-

５「下肢MRI画像の骨髄信号異常で診断された進行神経芽腫２例」

埼玉県立小児医療センター血液・腫瘍科

○林真由美、安井直子、康勝好、磯部清孝、森麻希子

秋山康介、荒川ゆうぎ、力Ⅱ藤元博、花田良二

６「心タンポナーデを来した心膜嚢胞の１例」

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科')、同小児心臓外科2）

同小児腫瘍科3）

○櫻井隼人')、小島拓朗')、白石凸久')、葭葉茂樹')、田中竜平3）

鈴木孝明2)、小林俊樹|)、加藤木利行2）

１１１`長おかだこどもの森クリニック岡'１１邦之

７Ｊ閉塞性無呼吸／低換気を繰り返し喉頭ファイバーで下咽頭軟化症と診断した１例」

濁協医科大学越芥病院小児科

○田中慎一朗、井上建、阿部美子、大戸佑二、永沼卓

士屋貴義、富田祐造、永井敏郎

８．「クループ症状を繰り返した声帯下異物の１例」

さいたま市立病院小児科!)、東京都立小児総合医療センター呼吸器科2）

○荒)|｜明L111)、古市宗弘')、濱畑裕子')、薄井摩稚子')、下山田素子'）

明石真幸!)、工藤京子1)、佐藤清二I)、石立誠人2)、宮川知士2）

座長若葉こどもクリニック山崎勉

９「テング熱１乳児例」

川口市立医療センター小児科

○三村尚、小宮枝Li1子、宮川雄一、竹田清香、辻敦美

鈴木智典、高橋暁子、腔島'１１彩子、西岡，[人、横山達.山

平柳直人、下平雅之

１０「ミシシッピアカミミガメからの感染と考えられるSalmonellaPoona

家族内感染と新生児菌血症例」
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越谷市立病院小児科

○新妻降広、原太一、山崎晋、池田奈帆、李翼

木下恵司

座長峯小児科峯真人

１Ｌ「規定|['1数の７Il11i肺炎球菌結合型ワクチン接種後にもかかわらず発症した

肺炎球菌感染症の２例」

防衛医科大学校小児科同初期研修医*）

○濱本学、川村陽一、座波清誉、本田涼、大澤麻登里

野口崇宏*)、吉田裕輔、常轤彩、浅野貴子、松本浩

ⅡⅡ｜裕之、野々山恵章

１２「Kingellakingaeによる肺炎の１例」

草加市立病院小児科、｜則初期研修医*）

○佐藤健*)、水口智之、足洗美穂、酢谷｝川人、前澤身江子

成健史、榎並彩子、長谷川毅、土屋史郎

座長さいたま市立病院小児科工藤京子

１３「意識障害で発症したケトン体代謝異常症の女性例」

埼玉県立小児医療センター総合診療科

○樋渡えりか、窪田満、板橋寿和、坂口慶太、萩原真一郎

鍵本聖－

１４「無月経から診断に至ったプロラクチノーマの１３歳女児例」

埼玉県立小児医療センター代謝内分泌科

○小澤綾子、河野智敬、会津克哉、望月仏

座長埼玉医科大学総合医療センター小児科奈良道明

１５．「頭部MRI検査が診断に有用であったshakenbabysyndromeのｌ例」

埼玉医科大学病院小児科

○高柳純、｜河部裕一、櫻井隼人、岡野翼、板野篤志

赤塚淳弥、柿田懐、徳Ⅱ｜研一、ｌｌｌ内秀雄、雨宮仲

１６「免疫グロブリン療法で長期寛解を得た全身型の重症筋無力症のｌ例」

埼玉県立小児医療センター神経科Ｄ、東京慈恵会医科大学小児科学講座2）

埼玉県立小児医療センター保健発達部3）

○松浦隆樹'）２)、浜野晋一郎')、大場温子')、菊池健二郎'）２）

田中学')、南谷幹之3）

ｌ７Ｔ行動異常、痙墜で発症し、髄液中の抗ＧｌｕＲ抗体が陽,性となった

急'Ｈ２辺緑系脳炎のｌ例」

さいたま市立病院小児科')、同初期研修医'＊）

国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター2）

○三谷麻里絵'＊)、荒111「lkl里')、古市宗弘')、濱畑裕ｆ')、薄井摩稚ｆ'）

山田恵')、下山lH素子')、明石真幸')、工藤京子')、佐藤清二'）

高橘幸利2）

座長埼玉県rz小児医療センター、液腫瘍科林真由美

１８「Coombs陰性｢1己免疫性溶血性貧血が疑われたｌ例」

防衛医科大学校小児科')、同初期研修医'＊）

自治医科大学地域医療センター2）

－２７－



○野口崇宏'＊)、川ｕ裕之')、本田涼')、吉田裕輔')、浅野貴子'）

松本浩')、若松太')、亀崎豊実2)、野々山恵章'）

１９「免疫性好中球減少症のｌ例」

上尾中央総合病院小児科、同初期研修医*）

○藤井優尚*)、小林史子、三村成巨、神岡折治、中島千賀子

道津裕季、黒沢祥浩

座長士屋小児病院子)|｜和宏

２０「プレガバリン投与を行った小児線維筋ｿiii症のｌ例」

さいたま市民医療センター小児科

○越野由紀、石丸真衣、吉田賢弘、武藤沿司、細井洋平

佐山麗美、野田あんず、西本創、高見澤勝

２Ｌ「重度の消化符病変及び腎炎を合併した、難治性アレルギー性紫斑病のｌ例」

越谷市立病院小児科

○池川奈帆、原太一、山崎吾、李翼、新妻隆広

木下恵可

２２「吸入麻酔薬（セボフルラン）が著効した気管支喘息重積発作の２例」

埼玉医科大学総合医療センター小児科・

○岡俊太郎、浅野祥孝、水田桂子、櫻井淑男、高田栄子

’１１村正徳

特別講演

座長曰本小児科学会埼玉地方会会長雨宮伸

演題『小ﾘil気管支喘息治療・管､１１ガイドライン２０１２の弩え方」

講師埼玉医科大学病院小児科教授徳山研一先化

日本小児科学会埼玉地方会学術委員会

会場埼玉県医師会５階大会議室

第２回彩の国予防接種推進協議会学術講演会

会場ブリランテ武蔵野２階エメラルド１２４名参加

水１２月１２日

平成２５年

１月２７口

日

＜テーマ：思春期からの女性と胎児・新生児を守るワクチン＞

会長挨拶・趣旨説明彩の国予防接種推進協議会会長

開会挨拶埼玉県産婦人科医会会長

講演Ｉ

座長彩の国予防接種推進協議会会長

演題「麻疹・風疹・水痘」

講師国立感染症研究所感染症情報センター室長

ランチョンセミナー「子宮頸がん」

座長藤IHI病院産婦人科

講師自治医科大学付属さいたま医療センター

産婦人科教授

講演Ⅱ

応長彩の国予防接穂推進協議会副会長

演題「Ｂ型肝炎」

講師済生会横浜市東部病院こどもセンター

峯真人先生

柏崎研先生

峯真人先生

多屋馨子先生

清水謙先生

今野良先生

原朋邦先生

藤澤知雄先生

－２８－



閉会挨拶埼玉UlL小児科医会会長

埼玉ファブリー病セミナー

会場パレスホテル大宮３階チェリールーム

11烏雅之先生

１月２８Ｒ 月

６３名参力１１

開会の挨拶埼玉医科大学国際医療センター心臓内科教授西村重敬先生

特別講演Ｉ

座長埼玉県立小児医療センター総合診療科副部長窪田満先生

演題「ファブリー病の診断と治療～小児の立場から～』

講師埼玉医科大学小児科教授大竹明先生

特別講演Ⅱ

座長濁協医科大学越谷病院腎臓内科教授竹田徹朗先生

演題「ファブリー病の病態と治療～成人の立場から～」

講師埼玉医科大学総合診療内科教授中元秀友先牛

閉会の挨拶’１１治医科大学'１１１属さいたま医療センター

小児科教授市橋光先牛

第８回埼玉小児呼吸器疾患研究会

会場パレスホテル大宮３階チェリールーム８８名参加

水１月３０日

開会の辞日本小児科学会埼玉地方会顧問安田正先生

一般演題

座長清水小児科アレルギークリニック院長清水俊男先生

演題「小児1く気道疾jL1に対する陽陰圧式人工呼吸器（RTX）の便１１１経験」

講師自治医科大学附属さいたま医療センター小児科杉ｌｌｌ洋平先生

演題「当院における頑症心身障害患者の呼吸器感染症実態調査」

講師さいたま市立病院小児科下山田素子先生

特別講演

座長埼玉医科大学教授（小児科／アレルギーセンター）徳山研一先生

演題「小児の遷延性咳漱とマイコプラズマ感染症～最近の話題～」

講師111崎医科大学小児科主任教授尾内－信先生

閉会の辞はとり小児科院長羽鳥雅之先生

第３同理事会

会場埼玉県医''111i会５１ﾙｹﾞ大会議室１５名出席

士２月９口

議題

【協議事項】

１．小児看護実習モデル（小児医療的ケアモデル）“まぁちゃん”について

２．平成２５年度王}Ｍ１$会・定例総会の、程（案）及び講師・演題等について

３．日本小児科医会次期代議員及び予備代議員の選出について

４．第５５１'｣|関東ブロック小児科医会の参加者及び提案資料について

日時平成２５年２月２３曰（士）午後４時００分～

場所八重洲富士屋ホテル（東京）

５．第２３回｢1本小児リウマチ学会総会・学術集会への寄付について

日程平成２５年１０)１１１日（金）～１３１二1（Ｈ）
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場所ラフレさいたま

６．第５６回関東ブロック小児科医会連絡協議会について

口時平成２５年１０月１２口（士）午後４時００分予定

場所パレスホテル大宮４Ｆローズルーム（東）

懇親会パレスホテル大宮３Ｆチェリールーム（南）

７．子どもの健康週間について

８．第１１回日本小児科医会生涯研修セミナーについて

（案）日程平成２７年１０月１２曰（月）

場所大宮ソニックシテイ２階小ホール・４階国際会議室

９．各都道府県小児科医会主催、共催、後援等のアンケートについて

１０．その他

【報告事項】

１．小児喘息コントロールテスト（ＣACT）アンケート調査について

２．小児保健法制定促進の集い～福岡大会～

’１時平成２５年１月１９日（士）午後５時３０分～

場所福岡県医師会館

３．第４２回埼玉小児発育障害研究会の開催について

日時平成２５年２月２３日（士）午後３時００分～

場所ラフレさいたま５階桃1

４．第５０回埼玉UFL医学会総会における小児科部門の発表演題について

ｎ時平成２５年２１１２４日（口）午前９時００分～

場所埼玉県県民健康センター1階大会議室Ｃ

５．第２回埼玉県小児在宅医療実技講習会の開催について

Ｈ時平成２５年３月２０曰（水）午前１０時３０分～

場所大宮ソニツクシテイビル６階会議室６０１～６０４号室

６．ワクチンフォーラムｉｎさいたまの開催について

日時平成２５年４月４日（木）午後７時３０分～

場所浦和ロイヤルパインズホテル

７．Ｈ本小児科医会総会フォーラムｉｎ大阪の開催について

会期平成２５年６月８日（士）～９Ｒ（日）

会場大阪市中央公会堂

８．埼玉県小児科医会及びＨ本小児科学会埼玉地方会開催予定について

(1)第１２４回埼玉県小児科医会・第１５１回ｎ本小児科学会埼玉地方会

｜｣時平成２５年２)］１６日（士）午後111寺００分～

場所埼玉県医師会５階大会議室

(2)第１２５回埼玉県小児科医会・第１５２回日本小児科医会埼玉地方会

ｎ時平成２５年５月２６日（日）午前ｌｏ時ＣＯ分～

場所埼玉県医師会５階大会議室

日本小児科学会埼玉地方会理事会

日時平成２５年５月２６日（日）午後１２時００分～午後１時０（日時平成２５年５月２６日（日）午後１２時００分～午後１時００分

場所埼玉県県民健康センター１階大会議室Ｃ

(3)第１２６回埼玉県小児科医会・第１５３回日本小児科学会埼玉地方会

日時平成２５年９月１４日（士）午後1時００分～
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場所埼玉医大川越クリニック

９．その他

【配布資料】

１．子どもの予防接種週間の実施について

２．子どもの予防接種週間の実施についての厚生労働省通知について

３．子どもの予防接種週間における接種人数の調査について（依頼）

４．ムンプスウイルスおよび水痘・帯状庖疹ウイルス感染による重症化症例と

重篤な合併症を呈した症例についての調査

５．その他

第１２４回埼玉県小児科医会・第１５１厄|日本小児科学会埼玉地方会学術集会

会場埼玉県医師会５階大会議室１７５名参加

士２月１６日

一般演題２６演題

座長埼玉医科大学総合医療センター

総合周産期母子医療センター新生児部門金井雅代

ｌ「子宮内圧迫が原因と考えられる新生児前頭骨骨折のｌ例」

埼玉医科大学病院新生児科

○小川俊一、森田佳代、筧紘子、本田正和、國方徹也

宮路太

２「異なる経過で診断された胎児母体間輸血症候群（FetomaternalTransfusion

：ＦＭT）の２例」

防衛医科大学校病院小児科l)、｜『１初期研修医2)、、衛隊111央病院小児科3）

○本田護2)、川村陽一I）３)、滝沢真理3)、草野智佳子I)、若松太'）

川口裕之'）

３Ｊ新生児驚|豐病のｌ例」

深谷赤十字病院小児科

○)||島淳、大IllHi雅則、櫻井伸晴、布施至堂、平澤邦夫

座長めざわこどもクリニック曰澤憲一

４「2011-12シーズンインフルエンザ蕨戸田市医師会調査」

蕨戸田市医師会')、東北大学大学院医学系研究科分子疫学分野2）

○八木直人')、小原拓2)、金子健二')、島崎信次郎'）

中村泰之')、福田純')、石毛久司'）

５「当科でマイコプラズマ肺炎と診断された入院患者の後方視的検討」

埼玉UTL済生会川口総合病院小児科

○五十嵐麻依子、竹内祥子、加藤久美子、閑野知佳、齋藤暢知

内藤朋巳、稲毛英介、及川奈央、福嶋恵、人'１１昇一

座長自治医科大学附属さいたま医療センター小児科羽鳥誉之

６．「PasteurellaMultocidaが原因となった細菌`性髄膜炎のｌ例」

埼玉医科大学病院小児科

○戸Ｈ１紘一、板野篤志、山崎太郎、阿部裕一、山内秀雄

徳山研一、大竹明、雨宮伸

７．「中枢神経型ＨＳＶ２感染症のｌ例」

さいたま市民医療センター小児科

－３１



○石丸真衣、寺田有美子、中野克俊、吉田賢弘、野田あんず

越野由紀、ＴＩ｢谷憲孝、丙本創、高見澤勝

座長埼玉医科大学病院小児科阿部裕一

８「ムンプスワクチン接種後の可逆性脳梁膨大部病変を有する脳炎／脳症（ＭERS）

を発症したｌ例」

草加市立病院小児科

○木口智之、足洗美穂、成健史、前澤身江子、酢谷明人

榎並彩子、長谷川毅、土屋史郎

９「当科で経験した全前脳胞症の４例」

Ⅱ|「1市立医療センター新生児科

○松田希、早田茉莉、里見瑠璃、黒神経彦、本田涼

秋林雅一也、佐藤千穂、石黒利佳、箕面崎至宏

１０「放射線治療後の脳幹部腫瘍再進行時における経口化学療法の役割について」

埼玉医科大学国際医療センター脳脊髄腫瘍科小児脳脊髄腫瘍部門

○福岡講平、柳澤降昭

座長樹協医科大学越谷病院小児科坂爪悟

１１．「ＣＪＡ１遺伝子に新規変異を同定した眼歯指症候群のｌ例」

独立行政法人l工|立病院機構埼玉病院小児科

○近江健太郎、内|Ⅱ登、吉'１１奈緒、遠'１１章子、河野美緒

富田瑞枝、真路展彰、仲澤麻紀、上牧函

１２「僧ll11EI弁狭窄を合併したgeleophysicdysplaia(幸福敵貌様骨異形成)の１例」

埼玉県立小児医療センター循環器科')、同遺伝子科2）

○柳将人')、小川潔')、藤本義隆')、齋藤千徳')、菅本健司'）

菱谷｜窪')、星野健司')、清水健司2)、人橋博文2）

lEiZ長埼玉県立小児医療センター循環器科．星野健司

１３「先天性喘鳴から診断に至った重複大動脈弓の１Ｆ'１」

国立病院機構丙埼玉中央病院小児科')、防衛医科大学校病院小児科2）

所沢市市民医療センター小児科3)、武蔵野赤十字病院新生児科4）

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科5）

○野村智章'）２)、吉岡寿朗]）３)、瀧沢裕司')、茂木陽'）

小林啓二')、［１１村喜久子')、’１１村利彦'）４)、葭葉茂樹5）

１４「カテコールアミン誘発性心室頻拍の１例」

済生会川口総合病院初期研修医')、同小児科2）

○齋藤暢知')、米lll俊之')、萩原俊昭')、青木隼人')、竹内祥子2）

加藤久美子2)、閖野知佳2)、内藤llHU2)、及111奈央2)、福|鴫恵2）

稲毛英介2)、人山昇－２）

１５「新生児ベラパミル感受性心室頻拍の１例」

埼玉医科大学国際医療センター小児心臓科

○jim佐かおり、小島拓朗、白石邑久、葭葉茂樹、小林俊樹

座長自治医科大学附属さいたま医療センター小児科市橋光

１６「超汽波検査によるＩｌＵ厚腸管壁の壁構造変化のパターンについての検討」

越谷市立病院小児科

○木下恵司、板倉友諒、烏羽山寿子、池田菜帆、原太一
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山崎晋、李翼、新妻降広

１７Ｊ腹部エコーでtargetsignを認めた若年性ポリープのｌ例」

戸田中央総合病院小児科

○富井祐治、吾妻大輔、若林聖子、星加将吾、伊藤幸栄

元亜紀、岩崎幸代、村井直子、松永保

１８「ヘノッホ･シェーンライン紫斑病において先行する腹部症状の検討」

埼玉u,↓立小児医療センター総合診療科

○板橋寿和、樋渡えりか、足洗美穂、坂口慶太、萩原真一郎

窪田満、鍵本聖一

座長防衛医科大学校病院小児科川村陽一

１９「当院で経験した川崎病脳症の４Ｗ'１」

111ｕ市立医療センター小児科

○与U」緑、小宮枝里子、宮)|｜雄一、竹田清香、辻敦美

鈴木智典、高橋暁子、三村尚、鹿島田彩子、西岡正人

横ｌｌｌ達也、平柳直人、下平雅之、山南貞夫

２０「川崎病におけるvonwillebrandFactorの臨床的意義についての検討」

越谷巾立病院小児科

○横倉友諒、原太一、山崎晋、池田奈帆、鳥羽山寿子

季翼、新妻降広、木下恵司

廃長国立病院機構埼玉病院小児科一上牧舅

２１「紫斑病性腎炎の再燃例について」

埼玉！TL立小児医療センター腎臓科

○漆原康子、仲川真由、伊藤亮、藤永周一郎

２２．「軽症胃腸炎関連けいれんに対応するカルバマゼピン投与が原悶と考えた

急』除尿閉のｌ幼児例」

埼玉協同病院小児科

○平澤薫、細谷通端、藤田泰幸、和泉柿子

座長埼玉県立小児医療センター総合診療科鍵本聖一

２３．「薬剤シート誤飲のｌ幼ﾘJ例」

自治医科大学附属さいたま医療センター

○磯貝美穂子、大沼奈央、黒ＩＨ早恵、佐藤有子、市橋光

２４「コイン型リチウム電池誤飲により食道潰瘍を米したｌ例」

埼玉医科大学総合医療センター小児科

○板倉降太、浅野祥孝、水|Ⅱ桂子、高田栄子、森脇浩一

田村正徳

応長埼玉県立小児医療センター代謝内分泌科望月弘

２５．「東１１本大災害に影響を受けた生活環境で発症したビタミンＤ欠乏性

くる病の１例」

さいたま市立病院小児科

○濱畑裕子、荒川川里、古市宗弘、薄井摩稚子、下'１１円素子

山田患、明石真幸、工藤京子、佐藤清二

２６「高ＮＨ３血症を契機に診断したリジン尿性蛋白不iliiil症（LPI）のｌ例」

独立行政法人国立病院機構埼玉病院小児科
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○吉;山奈緒、内田登、近江健太郎、遠山章子、河野美緒

富川瑞枝、真路展彰、仲澤麻紀、上牧舅

小児看護実習モデル（小児医療的ケア）まあちゃんＢ型貸与

埼玉医科大学総合医療センター小児科に貸与した。

第４２１１】|埼玉小児発育障害研究会

会場ラフレ埼玉５階桃１

木２月２１口

士２月２３日

２３名参加

開会の辞自治医科大学附属さいたま医療センター市橋光

一般演題

座長済生会川口総合病院大|」昇一

１－筋ジストロフィ_を伴う先天性リポジストロフィータイプ４の１例

臨床経過と筋病理所見について」

濁協医科大学越谷病院小児科

○村ｔ信行、井上建、大戸佑二、板橋尚、永沼卓

作田亮一、永井敏郎

２．「セレスタミン長期投与の影響で低身長を呈した９才男児例」

埼玉医科大学総合･医療センター小児科

○谷)|｜祥陽、荒川浩、田村正徳

庫長埼玉医科大学総合医療センター荒川浩

３ＪＳＣＡ性低身長に対する成長ホルモン治療：自験例での臨床的検討」

さいたま市立病院小児科．

○佐藤清二、荒)|｜ｌｌ１里、古市宗弘、濱畑裕子、薄井摩稚子

下山田素子、山田恵、明石真幸、工藤京子

４「成長速度低下で気付かれた甲状腺機能低下症の学荒３例」

さいたま市立病院小児科

○工藤京子、荒川明里、古市宗弘、濱畑裕子、薄井摩稚子

下|｣|川素子、｜｣|田患、明石真幸、佐藤７Ｔｌに

特別講演

応長’二|治医科大学附属さいたま医療センター『h｢橋光

演題『'性分化疾患の対応」

講師独立行政法人国立成育医療研究センター

内分泌・代謝科医長堀川玲子先生

第５０回埼玉県医学会総会

会場埼玉県県民健康センター

本医会から、一般演題１０演題の発表をした。

彩の国予防接種推進協議会第３回学術講演会（浦和会場）

会場浦和コミュニティーセンター多'三|的ホール

２月２４日 日

水３月２０口

３４名参加

＜テーマ：新たなワクチンの定期化をむかえて「曰治体・医療職の怡報共有」

～安全で・安心な予防接種体制の確立をめざして～＞

内容「国の政策方針」・「疾患別基礎知識＆手技」・「今後の具体策への提言」

演者彩の国予防接種推進協議会会長峯小児科院長峯真人先生

彩の国予防接種推進協議会役員自治医科大学附属

－３４－



良先生

豊先生

１２０名参加

＜テーマ：新たなワクチンの定期化をむかえて「自治体・医療職の情報共有」

～安全で・安心な予防接穂体制の確立をめざして～＞

内容「国の政策方針」・「疾患別基礎知識＆手技」・「今後の呉休策への提言」

演者彩の国予防接種推進協議会副会長

はらこどもクリニック院長原朋邦

彩のＩＥＩ予防接種推進協議会役員くさかり小ﾘ[l科|院長草ﾒlｌ章

先生

先生

口画
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平成Ｚ４年度埼玉県小児科医会収支決算薑

(単位：円）【収入の部】

３７１００ ３１２００

２６１３６６０

１５００００１５００００

９５５１３８７９５５１３８７

］３３３４０１１２８２００１５８９

(単位：|｣]）【支出の部】

．ロニー ６１４１３０００００１００３８６

３８７４７０００００

９０２０ １３０００

樵？{, （）４００００００００００

１６４０４ ００００００

ヘリフロイ'}||へＯ￣

ＩｉｉＩ－ｒ■■■■453600700000２４４
１杼／■■■■620010000083800
■■■■６８００
■■■■６
■■■■

６８４７６７１１２８２４０００５９７６３

０ロロロ ●●●●

収入額13,413,340円、支出額6,847,671円、差引残高6,565,669円平成２５年度へ繰越

【特別会計】

■■■
･＝

1００３５

上記決算につぎ、監査をしたところ適正妥当なるものと認めました。

平成２５年５月２７日

酷事阿部恒保

監事余子家ネⅡ

⑩
⑩

－３６－

科 月 決算額 予算額 増減額 摘要

会費 ３，７１０，０００ 3，１２０，０００ 5９０，０００ ２４年度１０，０００円×３７１名

雑収入 1，９５３ 2，６１３ △６６０ 預金利息

助成金 1５０，０００ 1５０，０００ ０ 埼玉県医師会より

前期繰越金 9，５５１，３８７ 9，５５１，３８７ ０ 前年度決算剰余金

合計 1３，４１３，３４０ 1２，８２４，０００ 5８９，３４０

科目

款 項
決算額 予算額 増減額 摘要

会議費 2９６，１４０ 1，３００，０００ △1,003,860 HjH事会・学術委員会経費、他

甫業黄

学術研究費

地域医療費

ⅡＩ張費

広報費

3，２４３，８７０

9０２，０００

０

7０１，３８０

1，６４０，４９０

4，７００，０００

1，３００，０００

4００，０００

1，０００，０００

2，０００，０００

△１，４５６，１３０

△３９８，０００

△４００，０００

△２９８，６２０

△３５９，５１０

助成金、母子保健研究調布

謝礼、地方会経費

日本小児科医会総会フォー

ラム、関東ブロック小児科

医会出張旅費、他

会報・会員証印lMll代、ホーム

ページ管理・更新費、他

負扣金 関プロ負担金 2０，０００ 2０，０００ ０ ２４年度負担金

通信費 4５３，６００ 7００，０００ △２４６，４００ 通知発送代

事務萱 1６，２００ 1００，０００ △８３，８００ 埼玉りそな銀行振込手数料

iill耗，1,,1ｉ費 1９３，２００ 2００，０００ △６，８００ 封筒代・名刺印liIIll代

慶弔費 2４６，６６１ 2００，０００ ４６，６６１ 香典・生花代、他

積立金 2，０００，０００ 2，０００，０００ ０ 特別会計へ

予備實 3７８，０００ 3，６０４，０００ △３，２２６，０００ 小児看護実習モデル人形代

合計 6，８４７，６７１ 1２，８２４，０００ △5,976,329

次！U１繰越金 6，５６５，６６９ ０ 6，５６５，６６９

穂別 金額 摘要

関プロ小児科医会皮び日本小児科医会セミナー準I)Iii金 １０，０３５，５７５ 埼玉りそな銀行定期預金



平成２５年度埼玉県小児科医会事業計画

総会、理事会の開催

学術集会の開催

会報及び医会ニュースの発行

ホームページの運営

小児診療関係の資料配付

｢子どもの健康週間」行事の開催

７.一般社団法人口本小児科医会との連携協力

８．小児医療保健関係団体への協力

９．ワクチン接種率の促進

（すべてのワクチンの定期接種化の要望、

彩の国予防接種推進協議会との協働）
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平成Ｚ５年度埼玉県小児科医会収支予算書

【収入の部】 (単位：円）

２３３１▲８

１５００００００

●□●● ９５５１３８７２９８５７１８

１０１８３０００８０００４１０

【支lLHの部】 (単位：円）

黄１３Ⅱ０００１３０００００

Ｏ

３ＰＵ－０

域lＸ祢寶０４００００００

■ ＯＯｌＯＯＯＯＯ

２００００００００００

全Ｈ１プロfllLl今

前（－／〔 ７０００００

｝伊童 １０００００１０００００

<|］｜［，,,，ヅエ ２５(〕００(）２０００００

丘’ｆ／【 ０

２０００〔〕００２００００００

７（1111凸８１３０００３６０４０００２７９１０００

０１８３０００２８２０００４１０

【特別会計】

加

１２０３８０８４

－３７－

科 目 今年度予算額 iTii年度予算額 増減額 摘要

会費 3，４６５，０００ 3，１２０，０００ 3４５，０００
２５年度１０，０００円×３１２名

２５年度５，０００円×６９名

雑収入 2，３３１ 2，６１３ △２８２ 預金利息、他

助成金 1５０，０００ 1５０，０００ ０ 母了保健研究調査費

前期繰越金 6，５６５，６６９ 9，５５１，３８７ △２，９８５，７１８ 前年度決算剰余金

合計 1０，１８３，０００ 1２，８２４，０００ △2,641,000

科目

款 項
今年度予算額 前年度予算額 増減額 摘要

会議責 1，３００，０００ 1，３００，０００ ０ 理事会･総会･各種委員会経費､他

事業責

学術研究費

地域医療費

出張費

広報黄

4，７００，０００

1，３００，０００

4００，０００

1，０００，０００

2，０００，０００

4，７００，０００

1，３００，０００

4００，０００

1，０００，０００

2，０００，０００

０

０

０

０

０

特H'|講演会講師謝礼、助成金、他

出張旅費、他

会報印刷代、ホームページ

経費、他

負担金 関プロ負担金 2０，０００ 2０，０００ ０

通信費 700000 7００，０００ ０ -切手・葉書代、他

事務責 １００，０００ 1００，０００ ０ 埼玉りそな銀行振込手数料、他

消耗品費 2５０，０００ 2００，０００ 5０，０００ 封筒・'－１１紙代、他

慶弔費 3００，０００ 2００，０００ 1００，０００ 香典・生花代、他

積立金 2，０００，０００ 2，０００，０００ ０ 特別会計へ

予備責 ８１３，０００ ３，６０４，０００ △２，７９１，０００

合計 1０，１８３，０００ 1２，８２４，０００ △２，６４１，０００

種別 金額 摘要

関プロ小児科医会及び曰木小児科医会セミナー準備金 1２，０３８，０８４ 埼玉fりそな銀行定期預金



「穰弐~、

会 申込書入

年度会費１００００円を添えて埼玉県小児科医会に平成

申し込みいたします。

平成年 月 曰

住 所

氏 名 印

雷 話

埼玉県小児科医会

会長羽」烏雅 之 殿

－３８－



､票弐~正司

会 申込害入

年度会費5,000円を添えて埼玉県小児科医会に平成

申し込みいたします。

平成年 月 曰

住 所

印名氏

話雷

埼玉県小児科医会

会長羽鳥雅 之 殿

－３９－



F1霊三百回可

会退 届

埼玉県小児科譽医会を退会いたしたくお届けいたします。

平成年 月 曰

住所

氏 名 印

埼玉県小児科藝医会

会長羽，烏雅 之 殿

－４０－



□平成２４年度特別講演
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●B●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

｢臨床医家が知っておくべき

小児気道病変の診断と治療」
／＝

マニー

ィlJZ少 東京好医科大学束酬センター新生児科長谷)|｜久弥

部単純Ｘ線検査では、特に側面撮影を行うことに

より、上気道病変の診断の大きな助けとなる。

ガイドラインでは乳児喘息の項[Iを設け、表

１，２のような診I斫のための参考項'１を挙げてい

る。これらにより的確に診断し、治療を開始す

ることが望まれる。

(2)フアイバースコピーI）－３）

雌も直接的に気道病変の診断が行える検査で

ある。小児領域で気道病変の検索に用いるもの

は軟性のファイバースコープである。ファイバー

スコープは観察1Ｈとしては外径14ｍｍ～２４ｍｍ

の処置チャンネルの無いタイプのものを使用し、

処'１'(用としては外径２３ｍｍ～３０ｍｍの処置チャ

ンネルの付いたタイプのものを使用する（図l)。

はじめに

小児科領域における気道病変は先天性、二次

性、医原性のものなど、様々な原因で起こり、そ

の病態も多岐に及ぶ。小児気道病変の診断は、

その大きさの制約などから以前は十分な検討が困

難であったが、新生児でも使用叩能な細径気管支

ファイバースコープの開発や3DCTをはじめとする

画像検査の進歩により、現在では新生児、乳児

においても十分な検索が行えるようになった。治

療面においても、細径気禰支ファイバースコープと

レーザーを組み合わせて行う気管・気管支肉芽に

対する肉芽焼灼術や喉頭軟化症に対する喉頭形

成術、気管・気管支軟化症に対する人工血筏を用

いた外ステント術など、従来では管JII1、治療が困

難であった症例に対して、有効率の高い新しい治

療法が行われるようになってきている。この稿で

は、小児気道病変の診断と管ＩｌＩ１について述べる。

図１：新生児・小児用気管支ファイバースコープ

１．診断・彌理をｲ了うための検育

(1)iii純Ｘ線検査

胸部単純Ｘ線検査は手経に多くの情報が得られ

る検査である。気道そのものの異常をみられるだ

けでなく、肺の左右差や脊椎、胸郭の異常などが

ある場合には気道病変を疑うきっかけとなる。頸

処孔一

ｍｍ

m1IuL｡ｚ」

－４１

|||llll



炎症性変化などに(|(う２次性のものとがある。

原発性の気骨狭窄では、膜性部が無く、気袴軟

骨が全周に渡って存在する軟骨輪という状態が

観察される。狭窄部位は加圧によって内径の変

化はみられない。

(3)ＣＴ

ＣＴは気道病変の原因、治療方針を決疋する

上で重要な検査である。通常の胸部ＣＴでもあ

る程度のIiiIi報は得られるが、造影ＣＴを行う

ことで血楠との位|i'fllU係などより多くのｌｉ１ｉ報が

得られる。また、ＣＴを３Ｄ構築することで、

全体像はよりとらえやすくなり、llu管との立体

的な位置関係もはっきりしてくる。気管狭窄で

は、狭窄の程度、長さなどを判定する上で不可

欠の検査である。

〈気禰・気ｆ『戈I欧化ｿ,r〉

気管・気管支軟化)ii；は通常１：４５程度である

膜性部／軟骨部の比率が拡大し、気道の保持力

が低下することによって起こる疾患である6)。

呼吸運動に伴い呼女(時における気管・気管支の

著しい扁平化および閉塞の所見を呈する（図

４）。気管・気管支軟化症のlIiliiii床症状としてよ

く見られるものとしては、啼泣時のチアノー

ゼ、持続する喘鳴、犬吠様咳|嗽、繰り返す呼

吸器感染などが主なもので、重症例ではdying

spellと呼ばれる回復困難な無呼吸、チアノー

ゼ発作がみられる。気管挿管をしている児で

は、人工呼'股の圧に対する気道の変化を観察す

ることも、診断、管I''1の上でi電要である。気道

内圧断面積試験は気道の脆弱'ｌｔを定量的に評ⅡⅡ

する検査で、’欧化症の程度、治療効果の判定な

どが可能である7)８)。気管．気袴支軟化症の原

因が異常血宵などによる外部からの圧迫の場合

には、これらの原因を取り除く外科的手術が第

一選択となる。しかし、これらの治療を施し、

外部からの気道圧迫の原因を取り除いても、す

でに気道そのものの変形を来しているような場

合、もしくは外部からの圧迫ではなく、気道そ

のものが病変を持っている場合には気道そのも

のに対する治療が必要となる。気管・気管支軟

化症の治療としては、highPEEP療法などの呼吸

管Hl11による保存療法、および、大動脈前方固定

術、外ステント術、内ステント術などが行われ

ている。現在のところ、重症気管・気管支軟化

症に対しては外ステント術が鼓も有効率の高い

治療法になっている。気管切開も長期人工換気

のために施行する場合と内ステント効果を期待

◆代表的な異常

〈l喉頭軟化ｿir〉

喉頭軟化症は乳児期の吸気'性喘１M$の原因として

賎も多い疾患であり、Olney分類4)では３つのタイ

プに分類される（図２)。吸気時に|喉頭の閉蝦、狭

窄をきたし、吸気性喘鳴、閉塞性無呼吸などをお

こす６重症例では、喉頭レーザー形成術などの積

極的治療が必要となる場合もある（図3Ｗ。

図Ｚ：喉頭軟化症の分類（OlneyDR,etal.）

蕊 【合已
Ｔｙｐｅｌ

披裂部型

Ｔｙｐｅ２

喉頭蓋披裂ひだ短縮型

Ｔｙｐｅ３

喉頭蓑型

図３：喉頭軟化症に対する喉頭レーザー形成術（Olneyll型）

術前 術直後 術後5日

〈気管狭窄＞

気管狭窄は気管の膜性部が無いためにおこる

原発'性のものと、外部からの圧迫、肉芽形成、

－４２－



して行う場合とがあり、新しいタイプの気管切

開チューブも開発され、症例によっては有効な

治療法となり得る。

おわりに

気道病変は疑わないと診断に至ることが困難

な疾憩である。気道病変が疑われた場合には積

極的に検索をすすめる必要がある。気管・気管

支ファイバースコピーは極めて有用な検査であ

るが、観察できる範囲は限られているため、他

の検査と併せて総合的に判断することも重要で

ある。解剖学的特徴や病態に合わせた評価法を

行うことで、より適切な診断、管理が可能となる。

図４：気管軟化症（膜'性部／軟骨部の比率が拡大し、呼気

時に気道閉塞をきたす）

diiIiﾐ■Ｊ１窪
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呼気吸気

〈気道異物＞

軟性気管支鏡を用いた気管支ファイバースコ

ピーは気道異物の診断、治療にも威力を発揮す

る。硬性気管支鏡を用いる場合には、手術室で

の全身麻酔を必要とするため、確実に気道異物

がある状況でないと行いにくい。軟性気管支鏡

は気道異物がはっきりしない場合のスクリーニ

ングを含め、より少ない負担で対応が可能であ

る。鉗子類も細径のものが開発され、細径気管

支鏡でも用いることが可能となっている（図５)。

図５：処置用鉗子類（町田製作所）

バスケット（左)、Ｚ本爪鉗子（中)、３本爪鉗子（右）

蕊iiiliiiiiiiliiiiililIi
－４３－



｢埼玉県の小児気管支喘息コントロールテスト

実態調査について」

乢遥
埼玉県小児科医会関孝、安田正

査M川Ⅲ|中に受診した小児気符支喘息について以

下の項目を調査した。

①患者背景（年齢、性別、治療薬）

②調査曰の天候

③小児気袴支喘息のコントロールテスト

（C-ACT）点数

またC-ACTについて主治医に実施後、以卜の

アンケート調査を実施した。

①C-ACTは診療のお役にたちましたか。

②先生の印象と点数の差がありましたでしょ

うか？

③C-ACTを使うことによって薬剤などの治療

の変更をお考えになりましたか？

④今後ＣACTをお使いになりたいでしょうか？

今回、第24回||本小児科医会総会（平成１３年

６月８日）にて一般演題（ポスター）で、発表し

た埼玉UILの小児気管支喘息コントロールテスト

実態調査について、報告させていただきます。

はじめに

小児気管支喘息においては、保護者や患児の

喘息に対する認識不足や症状の過小評価が存在

する。また、「学校の欠席」や「EIA」など、患

児のＱＯＬという面においては十分とは言えない

現状が極々の調査で明らかとなっている。

一方で、喘息外来に通院する慰者層と一般小

児科診療所に通院する患者層が異なる呵能性も

ある。

今回小児気管支喘息患児のコントロール状態

の把握をし、将来|Ｗに治療の適切なステップダ

ウン・アップによる喘息憩児のQOL向上に繋げ

ることを'１標とした。埼１K県内の多く（84施設）

に通院する889症例についてアンケート調査を

行なった。

Ⅱ結果

１．調査症例背景（図2）

症例は889例であり、平均年齢6.64歳であり、

男性555例、女性324例（性別未記載10例)。

治療薬として、ロイコトリエン拮抗薬７１１例。

抗アレルギー薬154例。吸入ステロイド406例

(アドエア含む)。

調査曰の天候は、晴れ518例、曇り214例、雨

57例であった。

Ｌ対象と方法

２０１２年９月１９１１～１０月１９曰に、調査実施協

力が得られた、埼玉県内の小児科において、調

－４４－



図１：調査概要 図３：C-ACT点数評価（全体）

調査症例全体の80％は20点以上（コントロール良好）
と判定された

日１９点以下

■20点以上

､＝889

MimIl屋１１■■1蝋i＄;iiiil蕊iMMl1lI ｊｐｒｗ．】J1pm-p

r--Y騨一輯くく
り\「ﾙｰﾛｰ:〈

３．ＣＡＣT点数ワj女))||の評｛llli（図4）

男児82％女児76％が、C-ACT20点以上のコン

トロール良好|作に属し、性差は認めなかった。

図４：C-ACT点数男女別

男子 女子

１９点以下

ﾛ20点以上

､＝3２４

４．C-ACT点数分布（１lx１５）

C-ACT総合点数分布では、総合点数が高い症

例ほど多い傾IiLi1にあり、多くのりｉｆ例で、保護者、

患児の評価は、コントロールできていると推察

された。

さらに質問l～４までの患児本人に対する質問

の|'il符と、質問5～７までの保護者に対する質ＩｌＵＩ

の|〔'１答を分析した。保護者の評価は満点の１５点

を評{Illiした行が非常に多かった｡それに対し、

患1,lil本人の評価は良好な点数が多いが、比較的

点数のバラツキが総められた。

図Ｚ：調査症例背景

己 ５．訓杳曰の天候とC-ACT点数分布（図6）

｜晴れまたは曇りの[|が多く、天候とC-ACT点

数の関係は認められなかった。２．C-ACT点数評価（全体）（図3）

調査症例全体の80％が、C-ACT20点以'二（コ

ントロール良好群）と評I11iされた。 ６．抗ロイコトリエン拮抗薬（LTRA）治旅と

－４５－

調査症例数 889

年齢 平均（Min-Max）
6.64歳

(7歳-11歳）鵜１

性別 男/女 555/324砦２

治療薬

ロイコトリエン拮抗薬

抗アレルギー薬

吸入ステロイド

気管支拡張薬

テオフィリン

７１１

1５４

406美３

234

3８

調査曰の天候

雨

晴

晴・雨
￣

雲

曇・雨

曇・晴

記載なし

5７

518

1４

２１４

2８
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OACT点数の関係（図7）

症例の80％にLTRAが使用されている。ＬＴＲＡ

使用群の80％が、C-ACT20点以上のコントロー

ル良好群とされた。ＬＴＲＡ未使１１１群の78％が

C-ACT20点以上のコントロール良好群であった。

LTRA使用、未使用ではC-ACTの点数の差を認め

なかった。

用群、未使Ⅲ群では、C-ACTの評価では、差を

認めなかった。

図７：LTRA治療あり／なし

LTRA治療あり LTRA治療なし

１９点以下

■２０点以上

１９点以下

■２０点以上

図５：C-ACT点数分布

､＝７１１ ､＝１７８

':’--...,.Ⅲ,1１ 図８：lCS治療あり／なし

ＩＣＳ治療あり ICS治療なし

iil--,胆,ｌＩＩｊＩｌ－Ｊ
１９点以下

■Ｚ０点以上

１９点以下

■２０点以上

n＝406 n＝483

８．i1lil査協ﾉ｣施設医l1lljへの実施後アンケート紡果

（'又'9）

１９施設より凹答があった。

（ア）C-ACTは診療の役に立った医師が６８％

であった。

（イ）医師の印象とC-ACT点数に解離がないと

回湾した医師が、７２％であった。

（ウ）C-ACTを使用することで治療を変更した

と|''|答した医師が、５８％であった。

（エ)今後もC-ACTを使用していきたいと回

答した医師が、７４％でありました。

図６：調査曰の天候と点数分布
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Ⅲ警察

小児気智支喘息は、発作`性に喘鳴を伴う呼

吸困難を繰り返す』慢性の気道炎症を特徴とする

疾患である。治療については、喘息コントロー

ル状態を派確に把握することが不可欠である。

C-ACTやJPACなどの喘息患児のコントロールの

客観的評価をすることにより、治療のステップ

７．吸入ステロイド（ICS）治療とC-ACT点数

（図8）

ICS使用群は、406例であり、４６％がICSを使

川していた。ICS使用群では、C-ACT点数20点

以上の症例が83％であった。ICS未使用群では、

C-ACT20点以上の症例が78％であった。ICS使

－４６－



図９：調査協力施設医師への実施後アンケート結果

I31C-ACTを使うことによって薬剤など治療の変

更をお考えになりましたか？４今後C-ACTをお使いになりたいでしょうか？IC-ACTは診療のお役に立ちましたでしょうか？勘先生のご印象と点数の差はありましたでしょうか？

･変更した

｡症例によっては

変更した

変更していない

■使いたい

■症例によっては

使いたい

使いたくない

■役に立った

■どちらとも甘えない

無くてもよい

B思ったより商かつた

□思った通り

思ったより低かった

`鴎

n＝1９

ダウン・アップの指標になることが、示唆され

ている])。また医師と惠児とのコミュニケーショ

ンツールとして多くの報告がある2)3)4）Ｏ

′]､児気管支喘息では、最近ウイルス感染によ

り発症する気管支喘息が注Ｉ１され5)、特に一般診

療所へ通院する小児気管支喘息患児はこの割合

が高いのではと推察される。埼玉県内の多くの

小児気管支喘息のコントロール状態はどのよう

な状況か調査するために、C-ACTを用いアンケー

ト調査を２０１２年に実施した。

C-ACTの評価点数は20点以'二が、８０％と非常

にコントロール良好な症伊||多いことが示唆され

た。ＬＴＲＡが使用されている症例が多く、外来に

おいて効果、服薬コンブライアンスの良さなど

の利点があると思われる。ICS使用の症例が全体

の46％であり、ICS治療も多くの症例で使lllさ

れていることが分かった。天候と気管支喘息の

コントロールの関連を調査したが、差異は認め

なかった。ＬＴＲＡ未使用群でコントロール不良群

は、たまたま調査時期に症状が恕化したものな

のか、治療効果がないため未使用であったため

か調査が必要であり、ICSについても未使用群で

は、調査時期にたまたま症状が悪化したのかど

うかなど今後調査が必要と思われた｡天候の影

響についても調査期間を長くしてみることも検

討する必要がある。

C-ACTの点数分布では、保護者のほとんどが

満点の15点を付けたのに対し、患児本人の評価

では、12点の満点が多いものの保護者の評(llliと

少し解離が見られた。保護者から見ればコント

ロール良好にみえても、C-ACTにより治療を再

考する必要なケースもある可能性がある。

今ll1lの調査では、多くの症例コントロール良

好と思われたが、ＥＩＡも予防できているかなど、

ざらなら埼玉県内の小気管支喘息患児のコント

ロールを評価していかなければならないと思わ

れた。

おわりに

埼張県内の小児喘息患者889症例についての

C-ACTおよび背景を収集した症例全体を評価し

た。アンケートにご協ﾉﾉ賜り誠にありがとうご

ざいました。

小児気管支喘息のコントロールは比較的良好

とみられますが、さらなる検討も必要と思われ

た。

今''１|の調査にあたり協力していただいたグラ

クソスミスクライン株式会社に深謝いたします。

文献

ｌ）ｌ１ｚＭ､児アレルギー学会.濱崎雄平、河野

陽一、海老澤元宏、近藤直実監修.小児気管

支喘息治療・管lJl1ガイドライン２０１２.来京：

協和企1IＩ１ｉ

２）阿牟川俊之、渡邊博子、佐藤一樹、根津櫻

子、松浦朋子、鈴木修一．ＪＡＰＡＮＥＳＥ

ＰＥＤＩＡＴＲＩＣＳＡＳＴＨＭＡＣＯＮＴＲＯＬＰＲＯＣＲＡＭ

（JPAC）の有用性に関する検討．口本小児ア

レルギー学会誌2008;２２：135-45.

－４７－



西牟田俊之、渡邊博子、青柳正彦、佐藤一

樹、根津櫻子.小児喘息コントロールテス

トの評価尺度としての特性の検討Ｐｈａｒｍａ

Ｍｅｄｉｃａ２００７;２５：１３１－７

板澤寿子、足立陽子、伊藤靖典、岡部美

穂、樋口収、足立雄一、他．気管支喘息

‐長期管理小児喘息コントロールテスト

(ChildhoodAsthmaControlTest：C-ACT）

の有用性の検討.アレルギー２００７；５６：

１０５５．

BacharierLB,BonerACarlsenKH,etal

Diagnosisandtreatmentofasthmain

childhood:aPRACTALLconsensusreport．

3）

4）

5）

Ａｌｌｅｒｇｙ２００８６３:５－３４

－４８－



□平成２４年度こどもの健康週間記念行事開催報告
Ｃ●●●、□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●ＤＣ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ｑ●●●●●●●●●

I露iiIIiiiiiiA
｢第四回こどもの健康週間

（市民公開講座）の報告」

埼玉県小児科医会理事(i1lj和医H,li会）権田隆明

日本小児科学会では毎年１０月の1週間を「こど

もの健康週間」と定め、広くこどもの健康につい

て関心を高めるためにキャンペーン活動を展開し

ています６また、「こどもの健康週間」に合わせて、

全国各地でこどもの健康相談などの行事が開催さ

れてきました。埼玉県小児科医会でも、平成3年

度から県内郡市医師会が「こどもの健康週間」に

おける行事を回り持ちで担当してきました。平成

24年度は7年ぶりに浦和医師会が担当し、市民公

開講座を埼玉県小児科医会と浦和医師会の共催

で、下記の次第で開催いたしました。

今回、会場の都合で定員140名といたしました

が、「食物アレルギー～食事の進め方とＲ常の

注意～」という関心の高いテーマであったこと埼

玉県小児科医会・さいたま市教育委員会・さいた

ま市こども未来局・さいたま市私立幼稚園協会．

さいたま市各区の保健センター・さいたま市内基

幹病院．小児科以外の浦和医師会会員のご協力

で、多数の施設でチラシの配布、ポスターの貼り

だしをしていただいたことにより、参加募集開始

,ｏ曰間ほどで定員一杯となり、キャンセル待ちの

状態になりました。もう少し、大きい会場を用意

すればよかったと反省している次第です〕

当日参加された市民の内訳は食物アレルギーの

こどもを持つ保護者、養護教諭、学校・保育園・

ミルクメーカーに所属する栄養士、幼稚園・保育

園関係者でした。また、さいたま市内基幹病院の

小児科スタッフ、小児科医会会員のクリニックのス

タッフ等いろいろな立場の方が参加されました。

埼玉県小児科医会からはご挨拶していただいた羽

鳥雅之会長をはじめ６名の会員が参加しました。

講演は西本創先生が市民向けに食物アレルギー

についてわかりやすくお話され、質疑応答を含め1

時間40分に及びました。西本先生のご講演はユー

モアたっぷりで、私も時間を忘れ聞き入ってしまい

ました。なお、講演終了後も引き続き参加者が質

問のため列をなしていましたが、征i本先牛は一人

ひとり丁寧にお答えになっていました。

今回のご講演の要旨を西本先生から本会報へ

ご寄稿いただきましたので、会員の先生方におか

れましては、是非、ご一読いただければ幸甚です６

以上、第231回|こどもの健康週間（市民公UlI講応）

の報告とさせていただきます６最後になりますが、

ご多忙の中、公開講座の演者を快くお引き受けい

ただきましたⅡi本創先生、ご指導いただきました

羽鳥雅之先生はじめ埼玉県小児科医会の会員の

先生方、埼玉D｢し小児科医会事務局に厚く御礼申し

上げます６
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記

第23回こどもの健康週間市民公開講座次第

開催曰平成24年９月２９１１（士）

１５：００～１６：４５

場所埼玉会館2階ラウンジひまわり

主催浦和医師会、埼玉県小児科医会

畷ｌ１ＭＩ
Ｉ本嗜～

lliliMil,M,|：

》一
1．開会挨拶

権}川逢|ﾘ]埼玉ﾘ,L小児科医会理１１：

２．主催舌挨拶

羽鳥雅之埼玉1M:小児科医会会長

■
～食事の進め方と３．講演「食物アレルギー～食事の進め

日常の注意～」

《座長》

岩間義彦浦禾Ⅱ医師会小児科医会会長

《演者》

さいたま市民医療センター小児科科長

西本創先生

JliWwTl鱗

illHi1l11LL1Iil
4．閉会挨拶

松本辰美浦和医師会小児科医会幹事長

鰹1弱一■毎

￣
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□市民公開講座要旨
□Ｓｃ●●□●Ｃ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

｢食物アレルギー

～食事の進め方と曰常の注意～」
－－－－

罪11;i:Ｉ／

／

Ｖｉｌ

、
捗
鈩

｜』学識轡》
△》【砂■’

西本創さいたま市民医療センター小児科科長
jら

１．食物アレルギーの現状

わが国の食物アレルギー有病率はlⅡ生コホー

ト調査で乳児期は5から１０％とされており、対

象となる患者数が非常に多い。もちろんロ然寛

解することが多く、学童期には２％前後に減少す

るが、教育委員会の調査でもさいたま市内のす

べての小中学校に食物アレルギーの児童・生徒

が在籍しており、社会の関心は商い。食事ＩＩｉ'|限

が必要な場合にはそれに伴う栄養障害が問題と

なり、時にはくる病を発症することもある。ま

た、患者だけでなく患者家族も含めて、社会生

活の制限が必要となり、不利猯は多い。さらに

はアナフィラキシーショックによる生命の危機

という恐怖におののきながらでは食『|#を、由に

楽しむことができない。その''1で2002年には食

品衛生法により、特定原材料7Ｍ,曰（卵、乳、小

麦、えび、かに、落花生、ソバ）の表示が義務

付けられ、患者の安全・安心に大きく貢献して

いる。また2008年には「学校のアレルギー疾患

に対する取り組みガイドライン」も発刊され、

社会の理解・対応もずいぶん変わってきたと思

われる。

２．食物アレルギーの機序

即時型アレルギー反応の症状を引き起こす中

心的な細llhlはマスト細胞である。細胞内にヒス

タミンをはじめとした化学伝達物質を多く含む

噸粒をｲjするためＩＭｉ細胞とも呼ばれる。表面

にFｃｅＲＩ（IgE受容体）を表出し、血中の各種

IgEが結合している。ここへ抗原が結合すると受

容体が架橋され、細胞が活性化される。これに

よりヒスタミン、各種サイトカインが放出され

じんましん、呼|股困難といった症状を引き起こ

す。古くから冑魚アレルギーというものが言わ

れているが、これは魚肉に含まれるヒスチジン

がモルガン菌により分解されれて産生されたヒ

スタミンを摂取したことによるものであり、免

疫学的機序を介していない。こういった食品を

仮性アレルゲンと呼び、他にほうれん草やトマ

トでも|Ⅱ様の症状がみられるため、診断に際し

注意が必要である。

３．診断のための検ｆｆ

抗原に対するIgEが血液中に存在するかどうか

を調べる。卵、、牛乳といったそれぞれの抗原

に対し特異的IgEが測定可能である。この価の高

－５１－



低から食物負荷試験の結果を予測するプロバビ

リティーカーブが報告されており、有用である。

しかしこの検査はあくまで特異的IgEの存在のみ

を示しており、高値であっても摂取可能な例を

多く経験する。

わが国の厚生労働省人口動態統計によると、

1995年から2008年における食物が原因のアナ

フイラキシ_による死亡者は年間Oから5人と決

して多くはない。しかし、特異的IgE抗体の測定

が一般的となり、検査が陽性というだけで、卵

や牛乳を除去するよう指導されることもあり、

適切ではない食事制限を行っている症例も散見

される。

必要最小限の食IIill限を指導するためには、原

因抗原を正確に特定する必要があり、実際に摂

取した場合にみられる症状から判断することが

ゴールデンスタンダードとされている。2006年

に食物負荷試験が保険適応となり、当初は入院

症例だけだったものが外来にも拡大され、次第

に実施施設が増加している。

前からアレルギー性鼻炎に対し、皮下免疫療

法（subcutaneousimmunotherapy:SCIT）を行

い良好な成果をみていた。2002年ごろから欧

州（米国ではなく）を中心に食物アレルギーに

対する免疫療法の報告がみられるようになり、

それまでの経験から2007年に最初の急速特異的

経口耐性誘導療法（rushspecificoraltolerance

induction：rushSOTDを施行した。その劇的な

効果から他の施設からも同様の報告が相次ぐよ

うになり、今'１ではＮＨＫスペシャルのようなテ

レビ番組でも特集が組まれるほど認知されるよ

うになった。

Ｒ本アレルギー学会から発行された「食物ア

レルギー経口負荷試験ガイドライン2009」では

食物負荷試験陽性の場合は除去の継続を指示す

ることが原則で、反応閾値量と誘発症状の重症

度に応じて、十分に安全域を見込んだ量の摂取

を指導する場合もある、としている。これは例

えばゆで卵を半分食べると口の周りが赤くなる

程度の「弱陽性」であれば部分的な解除をして

もよいが、１９で全身に膨疹がみられるような「陽

性」患者では除去の継続となるであろう。また

｢ちょっと食べさせてみるのは負荷試験といわな

い」としておりず食べられるか食べられないの

か2択で選択するような印象を受ける。

しかし、経口免疫療法により得られた知見を

もとに、自然寛解には抗原を摂取することが必

要化もしれないという考え方からからか「食物

アレルギー診療ガイドライン２０１２では「摂取可

能量決定のための負荷試験」という項目ができ

ており、少し食べられるという新たな判定結果

が生まれた。当院で行っている緩徐法は「摂取

可能量決定のための食物負荷試験」外来で繰り

返しながら、自宅で摂取できた量を継続摂取し

て増量していくことを基本としている。

このように少しずつガイドラインを代表とし

たコンセンサスも変わりつつあるが、現時点で

は「経ｕ免疫療法は、現時点では専門医により

４．対応と治療

前述のように安易な食事制限は栄養障害、そ

れに伴う休電増１１１１不良につながり、また患者の

社会生活を大きく制限するため、十分な問診、

食物負荷試験を行うことにより、最小限の除去

を指導する必要がある。

また、誤食による症状発現時の対応を十分

指導することも大切である。アナフィラキシー

ショックを伴う重症例に対してはエピネフリン

ｒＩｄ注射キットを処方し、便H1方法を指導する。

平成23年に保険適応となった。

多くの症例ではＦ１然寛解するため、それまで

の代替食の指導、事故の予防を行い、経過観察

をすることになる。

5．新たな治療法の可能性

神奈川こども医療センターの栗原らは、以

－５２－



研究的に行われている段階であり、一般診療の

場において行うことは推奨しない」としており、

注意が必要である。

毎日摂取して、以後それを繰り返す。症状がみ

られた場合には、元に戻して次回再度負荷する

と、摂取できるようになっていることが多い。

増量後、数曰間はｕ周囲紅斑などごく軽度の症

状が一時的に見られることがあるが、次第に消

失することが多い。

これを繰り返すことにより、おおむね半年か

ら1年後には目標畠（加熱鶏卵1個、うどんｌ食、

牛乳200ｍl）まで増量することができる。

６．実際にｊ１院で行っている治療

前述のように安易な食事制限は栄養障害、そ

れに伴う体重増加不良につながり、また患者の

社会生活を大きく制限するため、十分な問診、

食物負荷試験を行うことにより、最小限の除去

を指導する必要がある。

また、誤食による症状発現時の対応を十分

指導することも大切である。アナフィラキシー

ショックを伴う重症例に対してはエピネフリン

自己注射キットを処方し、使用方法を指導する。

平成23年に保険適応となった。

多くの症例では自然寛解するため、それまで

の代替食の指導、事故の予防を行い、経過観察

をすることになる。

図１：一般的な増量の経過

《対象》

これまでに当院で施行した食物負荷試験では

６割は陰性、もしくは弱|場性であり、その後の

食事制限を解除できた。しかし、４割ではアナ

フィラキシ－を含めた即時型のアレルギー反応

がみられ、通常除去を継続指導されると思われ

た患者を対象に緩徐経口特異的耐'性誘導療法

(slowSOTI）を導入した。

《安全対策》

これまでのところ、外来増量時に２７％、自宅

での維持時に１５４％の症例において、経過中な

んらかの即時型アレルギー反応を認めている。

外来増量時は病院内であるため、速やかに対処

が可能であるが、自宅での不意の症状発現に対

して表ｌのような、十分な安全対策が必要であ

る。特に牛乳においては突然症状がみられるこ

とが多く、注意が必要である｡

幸い当院は地域に密着した小児救急病院であ

るため、症状発現時にはすぐに受診するよう指

導している。また、維持時の症状発現は感染に

伴う発熱や下痢がみられているときのような体

調不良時に多いため、一時的な減量を検討する

必要がある。現時点では摂取できている量の4分

の１を摂取するよう指導しているが、それで寛

解が維持できるのか、逆に症状誘発の可｢能性が

《方法》

食物負荷試験にて確認された症状発現閾値の

４分の1を院内にて翌日単回負荷し、安全に摂

取できることを確認する（図１）。負荷食品は卵

焼き、うどん、牛乳、豆腐を用いている。以降、

自宅にて毎日同じ量を負荷する。４週毎に負荷

食品を持参して外来を受診し、経過を確認した

後に、増量する割合を決定し負荷する。概ね１２

から２倍量となることが多い。

症状なく摂取できた場合にはその量を同様に

－５３－



当院ではⅡ|野小児医学奨学財団の助成により、

一人でも多くのこどもたちがアナフィラキシ－

の不安なく、なんでも食べられるようになるよ

う、活動を続けている。

ないかは今後の検討が必要である。また、体調

が良くなった場合に、どの時点でどのように再

増量するかも今後の検討課題である。

｝
安全対策

参砦文献

栗原和幸.食べて消す食物アレルギー、特異的

経口耐性誘導（SOTD・診断と治療社;２０１０．

栗原和幸.食物アレルギーの急速経、免疫療法

アレルギー5９（１２），ｐ1610-1618,2010

食物アレルギー診療ガイドライン２０１２協和

企|可

７．検沓結果の推移

治療開始前後で特異的IgE抗体価を比較する

と、多くの症例で低下傾向にあるが、なかには

上昇している場合もある。寛解の機序はまだ不

l1klであるが、少なくとも食べられることに特異

的IgE抗体の低下が必要条件ではないことがわか

る｡

８．おわりに

「アナフィラキシーショックにより生命の危

険がある」という説明を受けた患者および、そ

の家族の恐怖心は計り知れないものがあり、単

に少しずつ食べなさいという指導は無責任であ

る。まず、摂取できる量を明確にし、それを保

護者と医療者が共有し、きめ細かい指示を行う

ことにより、安全に着実に増量できるものと思

われる。これまで抗原を回避するという消極的

な治療しかできなかった食物アレルギーに対し、

根治的ともいえる積極的な治療手段が現れたこ

とは福卉である。しかし、まだまだ未解明なこ

とも多く、安全性に留意して慎重に進めるべき

である。

－５４－

１ 24時間365日の小児科専門医による救急医療体制

Ｚ 開始前の十分な説明と同意

３ 負荷後の観察を指示する

４ 体調不良時の対策

５ 患者情報カードの発行

６ 抗ヒスタミン剤や抗ロイコトリエン斉'｣の予防内服

７ エピネフリン自己注射キットの所持
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｢牛乳アレルギーに対する

急速特異的経ロ耐j性誘導療法」

西本倉Ｉノ
ー
、
‐

一群 さいたま市以医療センター小児科科長

ﾜﾉ L:wii謬
吉田賢弘、武藤浩司、石丸真衣、細井洋平

佐山麗実、越野由紀、野田あんず、高見澤勝
d陸

Ｌ食物アレルギーの現状

わが国の食物アレルギー有病率は出生コホー

ト調査で乳児期は5から１０％とされており、患

者数が非常に多い。もちろん自然寛解すること

が多く、学童期には２％前後に減少するが、教育

委員会の調査でもさいたま市内のすべての小中

学校に食物アレルギーの児童・生徒が在熱して

おり、社会の関心は高い。食事制限が必要な場

合にはそれに伴う栄養障害が問題となり、時に

はくる病を発症することもある。また、患者だ

けでなく患者家族も含めて、社会生活の制限が

必要となり、不利益は多い。さらにはアナフィ

ラキシーショックによる生命の危機という恐'怖

におののきながらでは食事を自由に楽しむこと

ができない。

その中で2002年には食砧衛生法により、特定

原材料7品口（卵、乳、小麦、えび、かに、落花

とt、ソバ）の表示が義務付けられ、患者の安全・

安心に大きく貢献している。また2008年には「学

校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラ

イン」も発刊され、社会の理解・対応もずいぶ

ん変わってきたと思われる。しかし昨年、調布

市の小学校において、学校給食でチーズ入りの

チヂミを誤食し、５年生の女児が死亡するとい

う痛ましい事件があったため、教育現場は大変

混乱しているのが実情である。

わが国の厚生労働省人口動態統計によると、

1995年から2008年における食物が原因のアナ

フイラキシ－による死亡者は年間Oから5人と決

して多くはない。しかし、特異的IgE抗体の111'|定

が一般的となり、検査が陽性というだけで、卵

や牛乳を除去するよう指導されることもあり、

適切ではない食事制限を行っている症例も散見

される。必要最小限の食制限を指導するために

は、原因抗原を正確に特定する必要があり、実

際に摂取した場合にみられる症状から判断する

ことがゴールデンスタンダード'）とされている。

2006年に食物負荷試験が保険適応となり、当初

は入院症例だけだったものが外来にも拡大され、

次第に実施施設が増加している。当院では以前

から積極的に食物負荷試験を施行し、正確な診

断を心がけてきたが、それでも陽性であった食

物については、自然寛解を待つしかなかった。

ところが近年、積極的に原lkl抗原を負荷するこ

とにより、摂取できるようになるという報告23）

が相次ぎ、良好な成績を収めている。
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４．、Li院における絲１１免疫療法

アナフィラキシーショックを含む即時型のアレ

ルギー反応の既往があるか、予測されるために、

食事制限を指導されていた患者に対し、入院に

て食物負荷試験を行った。少量から開始し、継

続が困難と思われる症状がでたものを陽性と判定

し、保護者とその後の治療方法を相談した。自然

寛解することもあることから、除去継続と緩徐経

口特異的|耐性誘導療法を提示し選択した。

治療を希望した場合は、負荷試験症状発症閾

値の4分の1を翌日に負荷し、安全に摂取できる

ことを確認した上で、自宅で毎日摂取するように

指導した。摂取後の運動負荷、入浴、体調不良

により、病院で摂取可能であった量でも発症する

ことがあるため、｝分な観察を指示した。体重が

15kg以上の症例ではエピネフリン｢|己注射キッ

トの所持を行った。４週に一度、当院外来を受診

し、自宅での経過を確認し、症状なく摂取ができ

ている場合には、２倍に増量し、外来にて負荷試

験を行った。問題なければ|iﾆﾘ様に目標量に到達

するまで反復した。鶏，Uは加熱鶏卵1個、牛乳は

200ｍl、小麦はうどんl食を目標量と設定した。

到達後は１ケ月|司量を連||摂取継続し、その後、

自由摂取とした。その後3ヶ月問題なく摂取でき

た場合には給食など集団生活での制限も解除した。

多くの症例ではオロパタジンなどの第二世代

抗ヒスタミン薬の予防内服を行った。呼吸器症

状を伴う患者や、気管支喘息の既往がある場合

には、モンテルカストのような抗ロイコトリエ

ンパ'|、またはI吸入ステロイド剤の投与を併用し

た。開始前に十分なステロイド軟膏塗布方法の

実演指導を行い、皮膚を良い状態に保つよう指

導した。

１年経過しても十分な寛解が得られない患者に

対しては急速法4)を併用した。入|院して閾値の

10分の１から開始し、３０分ごとに20％増量し

た。症状がみられた場合には治療を行い、消失

した時点で同量もしくは減量して負荷すること

２．抗llj(除去から食べて治すⅡ#代へ

神奈川こども医療センターの栗原らは、以

前からアレルギー性鼻炎に対し、皮下免疫療

法（subcutaneousimmunotherapy:SCIT）を行

い良好な成果をみていた。2002年ごろから欧

)､|､’（米|丘|ではなく）を'''心に食物アレルギーに

対する免疫療法の報告がみられるようになり、

それまでの経験から2007年に鼓初の急速特異的

経口iljl性誘導療法（rushspecihcoraltolerance

induction:rushSOTDを施行した。その劇的な

効果から他の施設からも同様の報告が相次ぐよ

うになり、今日ではＮＨＫスペシャルのようなテ

レビ番組でも特集が組まれるほど認知されるよ

うになった。現時点では「経、免疫療法は、現

時点では専|Ⅱ]医により研究的に行われている段

階であり、一般診療の場において行うことは推

奨しない」としており注意が必要であるが、根

治療法とも言える新たな治療法の可能llLt4)が見

えてきたのである。

３．当院での食物アレルギー診療

当院はさいたま市の小児二次救急を担う中核

病院であり、多くのアナフィラキシーショック

を含む即時型アレルギー反応による救急患者が

来院される。また、地域の医療機関からも重症

の食物アレルギーに悩むこども達が集まってい

る。以前から食物負荷試験を積極的に行うこと

により、必要最小限の除去を指導するように心

がけてきた。さらに近年では負荷試験陽性で除

去継続が必要と判断された患者に対して、ただ

待つだけでなく、緩徐経口特異的耐性誘導療法

として、計１１１１i的に１１１１因抗原の摂取、増量を指導

し、ほぼ全例で安全に食事制lliklを解除できるよ

うになった5)。

しかし、牛乳においては緩徐法で１年間経過

しても目標量に到達しない症例があり、急速法

に切り替え増量に成功したので報告する。
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を継続した。目標量に達したら自宅にて連日摂

取を継続するよう指導した。

治療前後で特異的IgE、特異的IgC4、ヒスタ

ミン遊離試験、好塩基球のCD203c表出、リン

パ球刺激試験を行い、推移を調べた。

症状はグレード分類で無症状96回（578％)、

１３８１'１’（２２９％)、Ⅱ１７[､１（１０２％)、Ⅲ１０１且’

(６０%)、ⅣOｌＩＩ（００％）であった。（表２，図l）

抑制作用があると考えられるカゼイン特異的

IgC4はslowSOTIで問題なく増量できた他の２

症例ではそれぞれ333から１５．９ｍｇ/1,246から

5.23ｍｇ/lへ速やかに上昇しており、ｓｌｏｗＳＯＴＩ

による耐性誘導の機序であるi三il能性が示唆され

た。一方、今|ロ|の症例では急速法開始前後で変

化しておらず、急速法の耐性誘導にはIgG4はあ

まりijU与していないと推測された。（図2）

好塩基球刺激試験によるCD203cの変化は

rushSOTI開始前363％であった陽性細胞が、５

日後には１１２％まで低下しており（図3)、何ら

かの好塩基球活性化抑制がみられたものとAAAわ

れた。しかし、その１４日後には296％に速やか

に上昇しており、牛乳200ｍl摂取後にしばしば

症状がみられるようになった。

表Ｚ：

４．結果

卵と小麦については全例で1年後には目標量

が摂取可能となり●食事制限が不要となった。

牛乳負荷試験陽性14例（2歳2ケ月～6歳9ケ月、

平均3歳7ケ月）に対し、保護者と本人へ除去継

続で自然寛解を待つか、緩徐経Ｌ１特異的耐性誘

導療法を施行するか提示したところ、全員が後

者を希望した。負荷試験の発症閾値はＯ１ｍｌ～

64ｍlで平均l23mlであった。緩徐法により１４

例中１２例（85.7％）において90～３１１日（平均

189.5日）後に牛乳200ｍlが摂取可能となり、

有効性が確認された。（表ｌ）

表１：牛乳負荷試験陽性14例の経過

症例 ＨＭＴ１Ｔ２年齢閾値(ｍｌ）緩徐特異的経lllW桃腕導療法によ垂OOml迩成まで(ﾉ)Ⅱ数
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しかし、４歳と6歳の2例（143%）では増量が

困難であり、遠方のため通院困難だった別の6歳

(閾値1ｍＤと併せて3例に対し、急速法を導入

した。そのうちl症例では一旦200ｍlに到達した

後の維持期に再び症状が見られるようになり再

度施行したため、のべ4回となる。

開始量（0.1～43ｍＤから200ｍlまで4～１７曰

問で到達しており、緩徐法で増畠が困難であっ

た症例であっても急速法では短期間で耐性誘導

が可能であった。計166回の負荷に対し、誘発

図１：牛乳急速特異的経ロ耐性誘導療法
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一方、急速法においては、今回検討したよう

に前後でIgGの上昇がみられず、また特異的IgE

の低下もみられなかった。rushSOTIの機序解ｌｌＨ

にはこれまでの液性免疫を中心とした解析だけ

ではなく、細胞性免疫を解析していく必要があ

ると思われる。その中で、好塩基球刺激試験は

治療後、一過性に低下しており、大量の乳蛋白

抗原負荷により、一次的に好塩基球、おそらく

はマスト細胞も抑Iill状態にあったことが示唆さ

れ、臨床像とよく一致した。この現象がどのよ

うな経路により誘導されているか解明できれば

よりよいプロトコール作成に貢献できると思わ

れる。

図Ｚ：特異的IgE/lgG4の変化
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図３：好塩基球刺激試験にDZO3c）

６．段後に

当院の検討でも食物負荷試験を施行するだけ

でも、他院で除去を指導されていた患者のうち

半数は陰性でその後の食事制限が不要となる5）

ことがわかり、まずは継続して多くの症例に対

して負荷試験を行うことがQOLの|(1)上に貢献で

きると)A1われた。

また、陽性であって通常ならば除去を継続し

なくてはならない症例でも、緩徐経口特異的耐

性誘導療法を施行することにより、概ね半年か

ら1年後には摂取可能となっており、特に鶏卵や

小麦に関しては全症例で口標量に到達している。

これまで－人だけ教室で弁当を食べていた患者

がうれしそうに給食の話をしてくれたのが何よ

りだった。詳細な病歴聴取や、十分な安全対策

が必要であるため、簡単には行うことができな

いが、より多くの患者に施行できるよう、引き

続き努力していきたい。

牛乳に対するアレルギーは難治となる症例7）

もあったが、それでも急速法の併)'1により、解

除することができた。しかし、急速法は患者の

負担が大きく、また目標量到達後に、再度症状

がみられることもあったため、これからも当院

では緩徐法を基本とするつもりである。（表4）

５．考察

神奈Ⅱ|県立こども医療センターの染宮らは緩

徐特異的経|｜特異的耐性誘導療法（slowSOTI）

にて増量が困難だった症例に対し、急速法（rush

SOTDに変更したところ、口標量に増量できた

と報告6)している。当|院でも同様に増域でき、

緩徐法と急速法では耐性誘導の機序が異なるこ

とが予想される。

緩徐法の機序はこれまでの報告でも抗原特異

的IgGの上;,'がみられており、中和作Ｈ１や活性

化抑制作用があるとされるIgGの関与が疑われ

る。また、特異的IgEも低下する症例が多く、こ

れらの要素が複合して寛解がえられるものと思

われる。こういった検査結果はこれまで抗原摂

取が呵能かどうかを判断する指標として用いら

れており、「|然寛解と似た機序によると推測さ

れる。抗原刺激による好塩基球CD203c発現抑

制もこれによるものであろう。
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Pagel449（２０１１１０）

７）当院で経験した牛乳に対する経［|特異的

耐性誘導療法の難治例西本創、アレル

ギー（0021-4884）６０巻９－１０Pagel449

（２０１１１０）

８〕食べて治す食物アレルギー、特異的経Ｕ

耐性誘導（SOTD・栗原和幸．診断と治療

社;2０１０

表３：急速法と緩徐法の比較
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当院では111野小児医学奨学財団の助成により、

一人でも多くのこどもたちがアナフィラキシ－

の不安なく、なんでも食べられるようになるよ

う、活動を続けている。

緩徐法が困難でも急速法で増量可能であるこ

とは、それぞれの耐性誘導機序が異なる可能性

が示唆される。発症閾値、治療期間、誘発症状

の頻度、社会的条件、年齢、耐性誘導完了後の

安定』性といった要素を総合的に判断し、それぞ

れの症例に対し最適な治療法8)を選択すること

が重要である。
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和企画
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原和幸、日本小児科学会雑誌（OOO1-6543）
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□第１４９回曰本小児科学会埼玉地方会
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｢Z011年及びＺＯ１Ｚ年に小児鼻咽頭腔より

分離された肺炎球菌の疫学的研究」鉦いご剣畷：：

」iii，｡濁露鐵銭■

〆〆鍛－１〉 趣|Ⅱ一心会病院小児科上野正浩

材料と方法

《対象》

2011年１１１より2012年12月の2年間に、当院で

鼻I1lM頭腔より検体を採取した小児を対象とした。

《↓ｉＡ１Ｉｉｎｉ１門錘》

鼻l1lkl頭の琳養は、滅菌スワブを用いて鼻l1lK1頭に

挿入して行った。検休採取後、血液寒天培地に塗

布し、３５°Ｃ、CO2環境下で培養した。α溶血を認

め、オプトヒンで発育が阻止されるコロニーを形

成する菌をlllj炎球菌と同定した。オプトヒンの発

育IIH止では判別困難のコロニーに関しては、［ｌｆＩ立

感染症研究所細菌第一部によりlytA遺伝子によっ

て同定した。

《ｍＩ１ｉ）柵lllriI定》

肺炎球菌血清型別同定は、国立感染症研究所

細菌第一部で芙膜膨張法にて同定した。

《感受性検ilf》

感受'性検査は、栄研化学社製のイノキュレータ－

Zl92及びDPSMICl92を使用して行った。感受

性の最小発育濃度ブレイクポイントは、以下のと

おりとした。すなわち、感性(SusceptibleS)、中

間(Intermediate：、、耐』性(Resistance:R）はそれ

ぞれ、ペニシリン(PCC）で≦００６/19/mU、O12-1

Ug/mO、≧２１ug/Ｍ、アモキシシリン(AMPC）で≦

はじめに

肺炎球菌は、小児では鼻咽頭に定着してお

り常在菌の一部とみなされることもあるが、侵

襲性肺炎球菌感染症（invasivepneumococcal

disease:IPD）の原因菌としても躯要な菌種の

－つである。本邦でも漸く２０１０イドに導入され

た小児用7価肺炎球菌結合型ワクチン（7-valent

pneumococcalcorliugatedvaccinePCV7）に

は、ＩＰＤや局所感染症（中耳炎、Fill鼻腔炎など）

を減らす直接効果と、PCV7接種を受けていない

人の肺炎球菌感染症を減らす、いわゆる集団免

疫効果（Herdlmmunity）と呼ばれる間接効果

がある。PCV7の普及により小児鼻咽頭に定着す

る肺炎球菌の動liLIは今大きく変わろうとしてい

る。一方、市中の肺炎球菌血清型の報告は限ら

れているのが現状である。この(ﾘﾄ究のＬｌ的は、

PCV7導入後間もない２０１１年及び２０１２年の2年

ＩｌｌＩに、当院で小児鼻咽頭腔より分離された肺炎

球菌血清型の調査を年別で行い、PCV7のインパ

クトを評価すること、さらには地域での肺炎球

菌血清型の動向を把握すること、抗菌薬感受性

の推移を評価すること、とした。
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2｣ug／mU、４ｕｇ/､!、≧8ｕｇ／Ｍ、アモキシシリン・

クラブラン腰ナトリウム(CVA/AMPC）で≦2/'’９

/ml、４/2Ug/mU、≧8/4jug/mU、セフェピム(CFPM）

で≦llug/mU、２ug/Ｍ、≧4ｕｇ／mO、セフトリアキソ

ン(ＣＴＲＸ）で≦皿g/m０，２〃g/mU、≧４ｕｇ/mU、

セフォタキシム(CTX）で≦l似g/ml、aug/mU、≧

4/１９/mO、セフアクロル(CCL）で≦l似g/mO、２Ｕｇ

/mO、≧4Ug/mO、セフジニル(CFDN）で≦Ｏ５Ｕｇ

/mU、lUg/mO、≧2Ug/mU、セフポドキシム(CPDX）

で≦O5Ug/､O、lUg/mU、≧2jug/mO、セフロキシ

ム(CXM）で≦皿g/m０，２Ug/､０，≧４Ⅸg/ml、メ

ロペネム(ＭEPM）で≦0.25/１９/mU、O5Ug/mU、

≧lUg/mU、イミペネム(IMP）で≦012αg/mU、

O25-O5ug/Ｍ、≧lUg/mU、エリスロマイシン(ＥＭ）

で≦O25Ug/Ｍ、0.5＃ｇ/ｍＬ、≧lUg／mU、アジス

ロマイシン(AZM）で≦０５’9/mU、lUg/mO、≧

2αg/Ｍ、クラリスロマイシン(CAM）で≦０25ｕｇ

/､!、O5Ug/､U、≧1’9/ml、テトラサイクリン(TC）

で≦2"g/m０，４"g/mU、≧8/１９／mU、レポフロキサ

シン(ⅣFX）で≦２１mg/m０，４jug/mU、≧8ノリg/mU、

モキシフロキサシン(MFLX）で≦1｣ug/m０，２略

/Ｍ、≧4jug/mU、オフロキサシン(OFLX）で≦2ｕｇ

/m０，４αg／mO、≧8αg/mU、とした。スルフアメトキ

サゾールートリメトプリム(ST）で≦０５/９５Ug/m０，

１/19-2/38ｕｇ/Ｍ、≧4/76jug/mU、クリンダマイシン

(CLDM）で≦o25lug/mU、O5jug/mU、≧l/１９/､!、

キヌプリスチン/ダルホプリスチン(QPR/､PR）で≦

lug／m０，２ｕｇ/､!、≧4ｕｇ／mU、とした。クロラムフェ

ニコール(cP）の感性、耐性はそれぞれ≦4ノリg/Ｍ、

≧8lug/mO、バンコマイシン(VCM）の感性は≦bug

/Ｍ、リネゾリド(LZD）の感性は≦2"g/mU、とした。

結果

対象となった患ﾘ〔lの年齢は、生後ｌか月から9歳

までであった。年別の肺炎球菌の検出状況を表に

示す６PCV7含有血清型(vaccine-type：ＶＴ）は

2011年では65検体、2012年では50検体を検出

した。PCV7非含有、清型(nonvaccine-type：

NVT）は2011年では125検体、2012年では147検

体を検出した。ＶＴとＮＶＴの|可時検出検体が2012

年にl検休あり、ＶＴ及びNVTの検出率の解析につ

いてのみ除外した。また、肺炎球菌を検出したに

もかかわらず〈菌株の死滅等で血清型の同定まで

至らなかった検休が2011年に32件、2012年に3件

あった。これらはその後の解析から除外した。

2011年及び2012年でのＶＴ及びＮＶＴの検出

率の変化を図lに示すbVTの検出率は2011年

(11.5%）から2012年(７０%）にかけて統計的な

有意差を持って減少した（Ｐ〈ＯＯＤｏＮＶＴの検出

率については有意差を認めなかった。

各m浩型IillIの検Ｈ１率を、２０１１年での194株（亜

複検出4株含む)、２０１２年での200株（重複検出

2株含む）について検討した（図2)。両年ともに

最も検H｣率が高かったのは6Ｂであった。特にＶＴ

については、１４，１９F、２３Fが減少傾向であっ

た。１８Ｃを２０１２年に新たに検出した。ＮＶＴにつ

いては、６Ｃを２０１１年および２０１２年のいずれも

高率に検出した。２０１１年に検出した6A、１８Ｂが

２０１２年には消失した。また、19Ａと３５Ｂは減少

傾向であった。一方、ｌＯＡｌ５Ｂ、１５C、２３A、

ＵＴが哨加(頃|句であった。また7F、２０を2012年

に新たに検出した。

PCV7のカバー率については、３４０％（２０１１

年）から２５５％（２０１２年）に減少した。ＰＣＶ１３

のカバー率については、４５４％（２０１１年）から

300％（２０１２年）に減少した（図2)。

各抗菌薬に対する感受Jiltの年別の推移を図３

に示す，ＰＣＯに対する非感受性菌(I+R）の割合

は428-497％、経Ｕセフェム薬に対する非感受

|生菌の割合は27.4-440％、マクロライド系及びテ

《解析》

解析対象数により、カイ２乗検定もしくはFisher

の直接確率検定を使用した。両側Ｐ〈００５を統計

的な有意差あり、とした。解析には、STATAverl2

(STATACorporation,CollegeStation,ＴＸ）を使用

した。
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考察

2011年と2012年の肺炎球菌の検出率の比較で、

特にＶＴについて統計的に有意な低卜を認めた。

PCV7接種の杵及による影響が、地域でのＶＴ検

出率の減少に寄与している可能性があると考えら

れた。また、NVTの検出率は2011年と2012年で

ほぼ変化なく、統計的な有意差を認めなかった。

PCV7の影響によりＮＶＴがＶＴに代わり優勢にな

る、いわゆるSerotypereplacementは、当地域

ではまだ生じていないと考えられた。

肺炎球菌の各血清型別の動向については、ＶＴ

では14,19F、２３Fは検出率が低下傾向であった。

PCV7の影響によると思われ、これが今回のＶＴの

全体的な低下に貢献していた。一方、６Ｂは2011

年及び2012年で検出率に変化がなかった。６Ｂは、

特に乳児では一旦定着するとPCV7接種後の血中

のＶＴ特異的IgGの上昇が非定着児に比して有意

に低くなる')といわれている。実際、一部の児では

PCV7接種にかかわらず定着後、６Ｂが継続的に検

出されることがある（未発表データ)。また血清型

別の保菌率と芙膜構造には関連がある23)といわれ

ており、６Ｂは比較的英膜サイズが大きいため好中

球からの貧食から逃れている可能性がある2〕ｌｏ

ＮＶＴのうち血清型別では、２０１１年から２０１２年

にかけて消失した6A、l8Bは、ＰＣＶ７に含まれる血

清型(4,6B､９V､１４，１８C、19F､２３F)のうち6B、

18Cとそれぞれ交差免疫があるといわれている45)。

すなわちPCV7接種の普及による影響が関与してい

ると考えられた。一方１０A、１５B、１５C、２３A､ＵＴに

ついてそれぞれ増力Ⅱ傾向を認めた。本邦での最近

の報告として､成相は2011年の乳幼児下気道感染

症例での肺炎球菌検'１}例について､ＶＴ検出率の減

少と、ＮＶＴでは11Ａ/Eの新出及び6C、１５A、１５C、

35Ｂ､ＵＴの増加を報告している6)。肺炎球菌の血

清型の分布は地域で特徴があるといわれている

が､本邦における市''１の肺炎球菌血清型の報告は

限られている。今後も疫学調査によりＮＶＴによる

Serotypereplacementについて注視していく必要

トラサイクリン系薬に対する非感受性菌の割合は

851-93.4％であった。特に経口セフェム薬では、

2011年に比して2012年で非感受性菌の割合の低

下を認めた。第三-世代注射セフェム薬及びニュー

キノロン系薬については、非感受性菌の割合は

非常に低率であった。尚ＡＭＰＣ、CVA/AMPC、

CFPM、ＶＣＭ、ＬＺＤの各抗菌薬については全て感

性であった。

表：2011年及び2012年の肺炎球菌の検出状況

2０１１ 2０１２年

実人数 334 417

i･….…………..…･……………………….…………………………...…….………….8

1H市炎球菌検出率(％）３７２８１

陽性２２２２０１

検ＶＴ６５５０

体ＮＶＴ１２５１４７

数ＶＴ+NＶＴＯ１
不明３２３

陰性３７８５１５

合計６００７１６

ＶＴ：vaCcine-tVpeNVT:nonvaccine･type

図１：年別のＶＴ・NVT検出率の変化（ZO11v5ZO1Z）

(％）

25-,－－
ＮＳ．

Ｐ＜0．０１ローーーー「‐‐←‐‐－‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐←‐－１１‐‐‐‐‐‐」ＩＩＩＩ－ｌ１ｌ‐－‐－－‐

『
〃
』
勺
■
凸
。
□
一
一

（
咄
）
｛
『
〕
｜
（
叩
》
Ｆ
『
》
ｎ
町
）

側
週
蝉

■２０１１

□ＺＯ１Ｚ

Ｖ「 ＮＶＴ

ＶＴ：vaccine-type

NVT:nonvaccine-type

図Ｚ:年別の各血清型別の検出率の変化(ZO11v5ZO1Z）

ＺＯ

ユＢ

Ｘ５

１４

エＺ

(発)ｍ

：８
＄ |ⅢM|Ⅲ,,,川,，
－

VTWacCine-type

-
PCV7

NVT8non-vaccine-tVpe

PCV7カバー率834.0%に011）-Z5.5%(ZO1Z）

（＋１，ヨ,5,6A,７F,１９A）
PCVユョカバー率845.4%(２０１１）－ｮ0.0%に０１２）<－＄＞

－６２－

22.0％

■■■■■■
205％

Ⅱi三］％

147

5０



図３：年別・各種抗菌薬別の肺炎球菌非感受性率の変化（Z011vSZO1Z）
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AMPOCVA/AＭＰＣ,ＣＦＰＭ,ＶＣＭ,ＬＺＤの各抗菌薬については全て感性

いが、2011年から2012年にかけて、ＶＴの有意

な検出率の減少を認めた。地域でのPCV7導入

のインパクトは大きいと考えられた。Serotype

replacementについてはＮＶＴの動向を継続的に

把握していく必要があるが、年内に導入予定の

PCV13は交差免疫も含めてより広い血清型をカバー

するため、新川・増加傾向にあるＮＶＴに対しての

効果も今後期待される。

がある。

2012年に新たに検出された7Fは、PCVl3に含

まれている血清型の肺炎球菌である。また2011

年及び2012年いずれもNVTの中で最も検出率が

高かった6Ｃは、近年、海外においてSerotype

replacementによるIPDの起因血清型として注曰さ

れている789％遺伝子型別(mUltilOCUSSeqUenCe

typing:MLST）解析では11種類の遺伝子型が

みられたがそのうち4種類がデータベース(MLST

net）上、今回新たに確認されたものであった（未

発表データ)。PCV13の含有する6Ａ抗原は6Ｃに

対する交差免疫が報告されている'0)ため、ＰＣＶ１３

が導入されれば6Cへの効果も期待される。

抗菌薬に対する感受性の推移については、経口

セフェム薬で感受性率の改善傾向を認めた。これ

には元来多剤耐性傾向にあるＶＴ(特に14,19F、

23F）の減少が貢献していると考えられた。また、

本邦での従来の報告通りu〈マクロライド系の非

感受'性率が高値であった。これはエフラックス機

構による薬剤の排出（ｍｅf遺伝子）あるいはメチ

ル化酵素によるリボゾーム変異（eIm遺伝子）を

獲得している菌が増加していることを示唆している

'２１。今後も、感受性の変化にも注視していくこと

が重要であると思われた。

謝辞

肺炎球菌の検出や感受性検査等に御協力頂いて

いる上尾中央臨床検査研究所微生物検査室の穴

原美子先生、江端晃子先生及び関係諸先生方、

肺炎球菌血清型の|司定等に御協力頂いている国立

感染症研究所細菌第一部の常彬先生、多くの御

助言を頂いている東邦大学医学部社会医学講座衛

生学の西脇祐司教授、同微生物・感染症学講座

の舘田一博教授、同感染制御学講座の石井良和

教授に深謝いたします６

文献

ｌ）DaganRGivon-LaviN,GreenbergDetaL

NasopharyngealCarriagｅｏｆＳｒｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓ

ｐｎｅＬＪｍｏｎjaeShortlybeforeVaccination

wiｔｈａＰｎｅｕｍｏｃｏｃｃａｌＣｏｎｊｕｇａｔｅ

ＶａｃｃｉｎｅＣａｕｓｅｓＳｅｒｏｔｙｐｅ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ

ＨｙｐｏｒeｓｐｏｎｓｉｖｅｎｅｓｓｉｎＥａｒｌｙｌｎｆａｎｃｙＪ

おわりに

２０１０年のPCV7導入から時間的な経過は短

－６３－



vaccine（PCV１３）elicitscross-functional

opsonopｈａｇｏｃｙｔｉｃｋｉｌｌｉｎｇｒｅｓｐｏｎｓｅｓｉｎ

ｈｕｍａｎｓｔｏＳｒｒｅｐｔｏｃｏｃｃｕｓﾉＤｎｅｕｍｏｎ/ae

serotypes6Cand7AVaccine2011；２９

（４１）：7207-1Ｌ

西川宏一,光野典子,藤川康則他.肺炎球菌

とインフルエンザ菌の薬剤耐性における経年

的検討(2005～2010年ｌ医学検査2012；

6１（３）：534-40

舘田一博.上気道感染症起炎菌にみられる耐

性菌の現状と問題点Ⅱ本耳鼻Hlkl喉科学会会

報2012;115（５）：525-9

lnfectDis2010;２０１（10）：1570-9

２）WeinbergerDM,TrzcinskiKLuYJetal、

Ｐｎｅｕｍｏｃｏｃｃａｌｃａｐｓｕｌａｒｐｏｌｙｓａｃｃｈａｒｉｄｅ

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｐｒｅｄｉｃｔｓｓｅｒｏｔｙｐｅｐrevalence

PLoSPathog2009;５（６）：elOOO476

3）HathawayLLBruggerSD,MorandBetal

CapsuletypeofStrelorococcuspneリノ刀ｏｍａｅ

ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｓｇｒｏｗｔｈｐｈｅｎｏｔｙｐｅＰLoS

Pathog2012;８（３）：e1002574.

4）ＨｓｕＨＥＳｈｕｔｔＫＡＭｏｏｒｅＭＲｅｔａｌＥｆｆｅｃｔ

ｏfpneumococcalconjugatevaccineo、

ｐneumococcalmeningitisNEnglJMed

2009;３６０（３）：244-56.

5）KyawMHLynfieldRSchaffnerWetaL

Effectofintroductionofthepneumococcal

conjugatevaccineondrug-resistant

StreptococcuspneumoniaeNEnglJMed

2006;３５４（１４）：1455-63.

6）成合昭吉.卜気道感染症乳幼児の上咽頭から

検出された肺炎球菌とインフルエンザ菌の

疫学.外来小児科２０１２;１５（４）：450-1

7）ＲｏｌｏＤ,FenollAArdanuyCetalTrendsof

invasiveserotype6CpneumococciinSpain

：emergenceofanewlineageJAntimicrob

Chemother2011;６６（８）：1712-8

８）ＧｒｅｅｎＭＣ,ＭａｓｏｎＥＯＫａｐｌａｎＳＬｅｔａＬ

ＩｎｃｒｅａｓｅｉｎＰrevalenceofStreprococcus

p"eumonjaeSerotype6CatEightChildren'ｓ

ＨｏｓｐｉｔａｌｓｉｎｔｈｅＵｎｉｔｅｄＳｔａｔｅｓｆｒｏｍｌ９９３

ｔｏ２００９ＪＣＩｉｎＭｉｃｒｏｂｉｏＬ２０１１；４９

（６）：2097-101.

9）vanderLindenM,WinkelNKUntzelSetal

EpidemiologyofSZTeptococcuspneumonIae

seroｇｒｏｕｐ６ｉｓｏｌａｔｅｓｆｒｏｍｌＰＤｉｎｃｈｉｌｄｒｅｎ

ａｎdadultsinGermany・ＰＬｏＳＯｎｅ２０１３;８

（４）：ｅ60848

10）ＣｏｏｐｅｒＤＹｕＸ，ＳｉｄｈｕＭｅｔａｌＴｈｅ

ｌ３－ｖａｌｅｎｔｐｎｅｕｍｏｃｏccalconjugate

11）

12）

巴
嵜
三
ｓ 'P￣~戸、

三雲=qＥｎｅ

－６４－



□病院紹介
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草加市立病院
灘；

長谷川毅小児科部長
▲蝿

タップへの負担増が原因で全員退職という事態

になってしまったのである。大学も医師不足で

補充を頼めない状況であった。新生児回診、１ケ

月健診がなくなり、新生児を診る機会がめった

になくなった当時、「これからこの病院はどうなっ

てしまうのだろう」と'[直不安であった。しか

しながら、当時新しく赴任された高元病院長、

事務長らの努力によって、間もなく再開の運び

となる。出身大学、元の勤務病院もさまざまな

混成チームであるが、２年余りで以前のレベルま

で回復したのはうれしいと同時に驚きであった。

一度閉鎖した産婦人科を復活させた病院として、

全国的にも知れ渡ることとなった。その後は、

病院として大きなｌｌｌｌ題もなく、小児科も常勤医

数が平成１７年４月より６名、平成２１年４月より７

名、平成23年４月より８名、今年４月より９名と１１旧

調に増員され、現在に至っている。

1．歴史

草加市立病院は、昭和33年５月草加|{1J国民健

康保険直営診療所としてスタートした。その後、

昭和36年２月に草加市民病院開設（病床25床)、

さらに小児科は草加市立病院に名称変更と同時

に昭和42年４月に設置されている。私が医師3年

目として小児科に1年間赴任した昭和62-63年当

時は、小児科は常勤医師3名であった。〕Ⅱ直は週

末のみで東京医科歯科大学からの非常勤医師に

頼っていた。平成16年４月に再び赴任したとき

は、常勤医師5名となり連曰当面態勢が敷かれる

こととなった。当時の構成は部長1名、医長の私

のほかは2年目から4年目の医師3名で、宿直回

数は5-7回／月をこなしていた。若い医l41lliは|,il大

学からの1-2年で交代となるローテーターである。

同年７月に新病院がオープンし、病床も209床か

ら366床に拡大された。小児科は一般病棟30床、

新生児治療室5床であり、規模が拡大された。病

院が新しくなり、規模が大きくなると時間外の

患者数も増え、息つく暇もなく軽症患者の山を

さばいていたように思う。平成１７年４月に産婦

人科の閉鎖という、思わぬ事態をむかえること

になった。５名いた同科のスタッフのうち、１名

が退職、１名が病欠で3名となり、残り３名のス

２．草加八潮|矢[}l1j会ど11科

地域医療は、その地域内の医療機関の間のチー

ムワークが極めて電要である。幸い草加八潮医

師会と当科は以前より良好な関係を保っている。

平成１７年７月より当院にて定期的に草加八潮小

児科勉強会を|)卜l催し、リjlf例検討や外部から講lL}｢lｉ
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零を招いての講演などを行っており、常に医師会

の先生方に川席いただいている。また、毎年１回

例の勉強会の新年会でさらに親睦を図っている了，

おもしろいもので、紹介の電話の向こうの先生

の顔が浮かぶと「ああ、あの先生ね｡」となり、

受ける側も気持ち良く受けることができるから

不思議である。平成２１年４月より、医師会の小

児科の先生方（標傍していなくても小児をよく

見ている先生方）に交代で１ケ11にlllnl程、平

||午後７：３０から１０：３０まで当院救急外来で診

療してもらい、当科のスタッフの負担の軽減に

尽くしていただいた。さらに、Ｊ１広成24年４月か

ら病院敷地内に心臓・脳血袴センターを新たに

建設し、その1階に草加市子ども急病夜間クリニッ

クを開設し、医師会主導で平曰午後７：３０から

１０：３０まで、士曰祝祭日午後６：３０から１０：

30まで－次救急を受けてもらえることとなった。

クリニックの診療医のスタッフは、医師会の先

生および関連大学の勤務医で楴成されているが、

'１１堅以上のベテランが主体でしっかりした診療

をしていただいている。限定された時間帯では

あるが、この間の当科受診者数が大幅に減るこ

とによる精神的負担の軽減は大きく、翌日の疲

れが少ないことを実感している。昨年度１年間

でクリニックの総受診者数約5000名で当科の時

''''１外診療患者数の減少数と一致した。クリニッ

クからの紹介はほぼ全例当科で受け、必要に応

じ入院となり、効率的な流れが出来上がった。

このように医師会と当科の良好な関係は当科の

大きな特長の１つということができる。

頂

聖

土屋史郎

長谷111毅

白)杣Ⅱ奈子

榎並彩子

成健史

奥津美夏

小野真太郎

分島葉子

１２ｔ藤健

Fill院長（昭和52年卒：循環器）

部長（昭和60年卒：神経）

医長（平成１５年卒：循環器）

医師（平成18年卒：アレルギー、漢方）

医師（平成20年卒）

医師（平成22年卒：腎）

医師（平成22年卒）

医師（平成22年卒）

医師（平成23年卒）

その他に、腎外米（毎週)、内分泌外来（21111

／月）に非常勤医師がそれぞれ1名。現在の当

直状況は1人あたり平均月宿直41口|、日直''''１で

ほぼ均等に割り振られている。宿滴明けは原則

dutyfreeである。若い医師には見識を広げるた

めに、赴任中２ヶ月間まで他施設に勉強にいくこ

とを認めている（埼玉県立小児医療センター等)。

中堅クラスの医師には週１日の研究'1を認めてい

る。今まで小児科専門医が3名に満たないことが

多くなかなか申請できなかったが、今年度よう

やく小児科専門医研修施設に認定された。

3．スタッフ

小児科も他科と|可じく、主として東京医科歯

科大学小児科医局に所属する医師により構成さ

れている（出身大学はいろいろ)。現在スタッフ

は9名である（1名は産休｢１１)。今年度、当院独

｢|の研修を終えた医師1名が初めてスタッフに加

わった。

４．今後の腔盟

他の医療機関との連携が機能しており、１次医

療から２次医療へのシフトが進んでいる。また、

予防接種の杵及に伴い、急性感染症の減少も予

想される。従って、今後はそれらに対応した対

策が求められる。例えば、

①各専門分野の充実（専門外来の強化、検査

－６６－



入院のルーティン化）

②完全看護の病床をつくる

③新生児診療の充実（現在、新生児を専門と

する医師がいないため、原則として在胎３４

週以上、出生体重18009以止で重症でない

児のみ扱っている状態）

などである。

幸い、現在の診療内容は質・量とも比較的バ

ランスがとれており、ローテーターの若い医師

にも良い評価を受けている。今後は、このバラ

ンスを大きく崩すことなく、上記の変化にうま

く対応していくことが求められる。

ili11l1'ii'lIiiiiiiililiiiiiiiilliiiil1liiiiiii1li
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□詩
、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

■

泰三詩苑

川
Ｊ
夕

十，〉一》ノー

＃
い
ぐ中村泰埼玉県小児科医会刷問（中村|矢院）

書簡体の詩-311から２度目の春に－ 避難所の大廣間での集団生活

その生活の姿には

かって太平洋戦争敗戦時の居住地

北朝鮮・平壌での同様な集団生活が思い出され

幾たびも涙を流しました

麻疹・発疹チフスなどの感染症や肺炎の多発

栄養不良・薬品不足・シラミの発化

特に幼い子ども達や老人達が

曰を追って他界する数を増やして行った

火葬場には

焼いても焼いても焼き切れない曰本人遺骸が

藁むしろにくるまれて

天井に卜ｉＫまで積み上げられていました

このたびの災害避難生活で

感染症の発上'三流行は何としてでも防いでほしい

その切なる願いは私の祈りでもありましたが

避難所での悲'惨な模様は見られず

そちらでも万全の手配をされたとのこと

□本の素晴らしさは美事なものでした

東北地方への便り

あれから二度目の春が巡って来ました

あなたからの力強いお便りは

ｲ''1より嬉しく戴きました

千年に一度という大災害

関東大震災を超える地震と大津波

テレビで伝えられる災害の光景は

これまでにない大きな衝撃でした

而さ二｜メートル・三十メートルに皮ぶ

黒い大津波

Tl丁街地を呑み込むように押し寄せる破砕木材

電柱・自動車・巨大な漁船．傾いた家屋

それらは粉砕された近代文明

それらは消滅された口常生活

すべては現代人類への警鐘・警告か
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美しい東北地方太平洋側の海岸線

なつかしい砂浜松林緑の小島

お手伝いにも行かれぬ高齢のわが身には

皆様への無事を祈るばかりですが

どうかお身体だけは大切に

御要望などあればまたお便りください。

心へ贈る言葉の花束

一蕨市合唱連盟五十周年を祝う－

いつからはじまったのだろう

人々が声を揃えて

歌うことを覚えたのは

人は人を求めて言葉を交わし

共に喜び慰めいたわり

励まし寄り添い歌をうたう

2013年3月

<解説〉

詩誌「詩と思想」誌が本年３月号に特集を企画

し、東日本大震災から２度目の春を迎えるにあた

り、書簡体による東北地方あての詩を依頼されて

作成した作品です。

震災に遭遇された東北地方の皆様には、心から

御見舞いを申し上げます。私は太平洋戦争敗戦の

昭和２０年８月、北朝鮮平壌に居住していて、住

居を奪われ、日本人集団生活の経験があり、その

生活の中で昭和２０年１１月に実母が発疹チフスに

罹患して、1週間で逝去という体験があるもので

すから、東北地方の集団生活をされている方々の

御様子をテレビで見るたびに、切実なものがあり

ました。

歌声は人間だけに与えられた恵み

歌は心から心へ渡す虹の掛け橋

合唱は美しい言葉の花束

それは時に春のぬくもりに似て

あるいは夏の光のキラメキのように
し､ろど

彩り豊かな秋の曰の想いのよう(こ

また厳しい冬の嵐のように

今曰もここに湧きあがる

あふれるような合唱のメロディ－

なつかしい歌新しい歌

いつまでもリズム豊かに空高く

く解説〉

私の居住地蕨市では、私の居住地蕨市では、毎年秋に市の文化祭が催

され、市内の文化団体による様々な催しが展開致し

ますｂその｢|]の一つとして、市内の合ﾛR団の連合で

ある合唱連盟が、本年創立５０周年を迎え、記念の

発表演奏会を催すにあたり、プログラム誌を飾る詩

作品を依頼ざれ執筆したのがこの作砧です。

歌をうたうという行動は、考えてみれば動物の'１１で

も人間だけにしか見られませんし、私たちの気持を

鼓舞し、勇気を与えたり、慰めたり、喜びを共にする、

人間だけに与えられた恵みであるようで式
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□編集後記
，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●□●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●O●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●

記録的な猛暑が続き、県内の熊谷市が5年前に記録した409度を超え

て、四万十市では４１度の国内最高温度を更新したそうです。最近は夕立

もゲリラ豪雨のように降ることもあり、曰本も亜熱帯になったかのよう

に感じます。

第１９号はこの暑さを超えるhotな内容の才筆ぞろいです。長谷lll久弥

先生は気道狭窄の患者さんを診るため'1本中を飛び回っておられます

が、臨床家が注意すべき疾忠とその検査方法を記載されました。関孝先

零顎iii■

Bi鰯へ鴻剥■■日

生は、小児喘息の評価スコアとしてC-ACTについて、患児自身の評価と保護者のスコアの解離を

指摘されました。手軽に調べることが出来、有用な評価方法と考えます。子どもの健康週間の市

民公開講座をしていただいた西本創先生からは、最近注目されている食物アレルギーとその治療

法としての緩徐経口特異的耐性誘導療法と話題の急速療法について２題投稿頂きました。上野正

浩先生の咽頭腔の肺炎球菌の細菌学的検討は、１２月から始まる１３価ワクチンの導入前に時期を得

た論文です。神田誠先生の「ｆにしかめやも」、小児科|笑らしい文章です。また藍綬褒章おめで

とうございます。羽鳥雅之先生の成育基本法、是非実現したいものです。

残暑が続きます。皆様ご自愛のほどお祈りlⅢし上げます。

会報編集委員（新所沢キッズクリニック）小林
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