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平成25年度山形県小児科医会総会

日時：平成25年５月11日（士)、午後３時45分から

会場：111形市、ホテルメトロポリタン山形

〒990-0039山形市香澄町ｌ－ｌ－ｌ

ＴＥＬＯ２３－６２８－ｌｌｌｌＦＡＸＯ２３－６２８－１１６６

受付：午後３時から

総会：午後３時45分から６時

会長挨拶：齋藤慶一先生

議事：午後３時45分から４時30分

’第32回東北・北海道小児科医会連合会総会の報告（齋藤）

担当：青森県小児科医会、会場：青森国際ホテル、青森市

日時：平成24年１０月27日（士)、２８日（日）

シンポジウム：「予防接種一現状とこれからの課題」

山形県のシンポジスト秋場伴晴先生

「山形県の生後１カ月健診における予防接種に関する情報提供の実態調査」

２．第33回東北・北海道小児科医会連合会総会の予告（齋藤）

担当：北海道小児科医会、会場：ニューオータニイン札幌

日時：平成25年10月５Ｈ（土)、６日（日）

シンポジウム：「小児救急医療体制一医会、学会、行政の連携」

山形県のシンポジスト中里満先生

「山形県の休日夜間小児一次救急医療体制の現状」

３．平成25年度山形県小児科医会調査研究課題（中里）

「山形県の休日夜間小児一次救急医療体制の現状」

４日本小児科学会専門医資格更新のための研修集会としての認可について（秋場）

５平成24年度決算報告（勝浦)、監査報告（佐藤）

６平成25年度予算案（勝浦）

７．山形県小児科医会会報発行状況（本間）

８．その他

一般演題：午後４時30分から４時40分

「山形県の生後１カ月健診における予防接種に関する情報提供の実態調査」秋場'「山形県の生後１カ月健診における予防接種に関する情報提供の実態調査」秋場伴晴先生

共催会社話題提供：午後４時40分から5時大塚製薬株式会社

特別講演：午後５時から座長｜j｣形県小児科医会会長齋藤慶一先生

『山形大学小児科学教室における医療と|臨床研究」

山形大学医学部小児科学講座教授早坂清先生

懇親会：午後６時から
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会則があること、小児科医が出席者の過半数であ

ること、演題が２つ以上であること、過去に３回

以上開催されていることが認可の必要条件で、本

会は昨年の９月に申請し今年承認されたが、今ま

で８単位であった認定単位数が３単位に減じたこ

とが報告された。

平成24年度会計結果と25年度予算案に関して

は、勝浦先生から報告があった。いずれも承認さ

れたが、Ｈ本小１，lJ科医会で開催される会合の数が

増えたこととllI張の日当を支払うことにしたた

め、ｌｌＩｌ脹費が贈りⅡしていることが今後の検討すべ

き課題となった。

会報発行状況に関しては、本間先生から、６１号

は多くの先生からご投稿をいただいて盛りだくさ

んの内容になったことなど報告があった。

その他の議事として１ヵ月健診が齋藤会長から

取り上げられた。２月lOIlに東京で１ヵ月健診の

ミニセミナー（講習会）に出席された際、山[1UfL

や大分UlLなど公費で1カ月健診やperinatalvisit

を受けられる、治体も出始めているという報告が

あったということだった。本県も今後の課題とす

べきだという意見があった。

特別講演は、山形大学小児科学講座教授、早坂

清先生から「山形大学小児科学教室における医療

と臨床研究」と題して、約20年間にわたって先生

が主導されてきた多方面に及ぶそれも世界レベル

の臨床研究を'''心に、貴重なご講演をいただい

た。

懇親会には早坂教授もご臨席いただき、横山前

会長の乾杯で始まり、機会のうちに終わった。

（文責芳川）

総会は定刻通り午後３時45分から始まった。司

会は秋場副会長。まず齋藤会長から|Ｍ会のあいさ

つがあり、日本小児科医会に未加入の会員に対し

て加入のお願いをされ、後Ｈに今年の４月に発行

された日本小児科医会会報とともに入会の案内を

送る旨を述べられた。続いて、議長が石原先生、

副議長が芳賀先生で議事に入った。石原議長か

ら、会員83名中、出席22名、委任状30名で合わせ

ると過半数であり、本会が成立することが告げら

れた。

まず齋藤会長から、昨ｲ1：の１０月に青森市で開催

された第３２回東北・北海道小児科医会連合会総会

の報告があり、札幌医大の堤教授から特別講演を

頂いたことなど詳細は本会会報61号を参照してほ

しいとのことであった。さらに、今年予定の第３３

回連合会総会は、１０月５，６日に札幌市で開催予

定であり、シンポジウムのテーマは「小児救急医

療体制－医会、学会、行政の連携」で、本県から

は長井市の中里先生が、「Ⅱ｣形l｣,Lの体Ｈ夜|則小児

一次救急医療体制の現状」という演題で参加する

ことが述べられた。

平成25年度調査研究課題は、前述の札幌で予定

の連合会総会の中里先生の演題とすることにな

り、中里先生から調査研究の途Ll1経過が報告され

た。酒田地区、鶴岡地区、最上地区、村山地区、

米沢地区、南陽・置賜地１Kの状況の概略を述べら

れた。その後フロアーから、各地|Ｘでの小児の人

|]、小児科医の数なども提示したほうが他UTLの先

生方にわかりやすいのではないかという意見が

あった。

日本小児科学会専門医資格更新における本会の

認可に関しては、秋場副会長から説明があった。
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特別講演抄録

｢山形大学小児科学教室における医療と臨床研究」

山形大学医学部小児科学教授早坂情

す。現在は、限られた医療資源で効果的に対応

していくより他はないと考えております。

ｂ）臨床研究

研究に関しては、臨床第一と考え、余裕があ

れば研究をしようと考えておりました｡しかし、

教室の運営費は年々削減され、公的研究費を確

保しなければ運営が困難になってきました。文

科省の方針も、競争資金を確保して教室を運営

するようにとのことであります。スタッフの少

ない中の研究であり、研究は、臨床に基づいた

内容で比較的容易な手法を用いたものを行うこ

とにしました。以下の①から⑦の研究について

は､私が中心となって展開してきました。他に、

加藤光広講師が脳の形成異常、てんかん、精神

遅滞について、他の研究機関と連携して研究を

展開しております。また、三井哲夫講師は白血

球減少症の病態について基礎的研究を、また血

液・悪性腫瘍疾患の治療に関しては、国内の大

きな診療グループの一員として臨床研究を展開

しております。私が中心となっている研究に関

して、簡単にご紹介します。

①Charcot-Marie-Tooth病の病態に関しまし

ては、1993年に病因遺伝子のひとつを明らかに

したこともあり、国内の神経内科、小児神経科

より依頼された多くの症例について解析し、日

本人におけるCharcot-Marie-Tooth病の特徴に

ついて明らかにしてきました。現在、進行中の

研究としては、山形大学のＣＯＥの研究者ととも

に、新しい病lXl遺伝T2を見Ⅱ)しております。研

究は、まとめの段階に入っており山形から世界

に向けて情報を発信したいと考えていますが、

１１t界の他のグループとの厳しい競争となります。

はじめに

山形大学医学部小児科学教室に着任し、約20年

経ち、来年の春に定年を迎えます。小児科医会の

皆様には、長い間、ご支援頂き心より感謝申し上

げます。講演では、主に私が目指した大学病院に

おける医療と臨床研究のご紹介、臨床の場で気に

なる栄養・食事、そして、最近、私がシトリン欠

損症の小児例の治療からヒントを得て試みている

成人例の治療などについて、解説しました。

1．山形大学小児科学教室が目指した医療と臨床

研究

ａ）医療

山形県には、小児病院が存在せず、他大学の

附属病院もありません。大学附属病院は県内に

おいて、小児の高度医療を提供することが義務

づけられていると考えます。私が山形に参りま

した時には、血液・悪性腫瘍疾患、循環器疾患

および未熟児・新生児疾患の３つの診療グルー

プが存在しておりましたので、神経・筋疾患、

腎臓疾患、内分泌・代謝疾患に対するサブスペ

シャリストを養成してきました。神経・筋疾患

の専門から児童精神疾患へと専門を広げてこら

れた伊東愛子先生もおられますが、まだ、アレ

ルギー疾患､消化器疾患など不足しております。

これらの疾患に関しては、外部の先生方と連携

して対応は可能かと考えております。更に、必

要とされる分野もありますが、人員不足で、十

分に対応出来ません。小児科医に拘わらず、地

方の医師不足が問題になっておりますが、地方

経済の低迷に起因する所が大きく、私達の努力

では如何ともし難い状況であると考えていま
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②新生児黄疸の研究は、回診中に白血病の患

者さんが時折、黄疸を呈することに気付き、ビ

リルビングルクロン酸抱合酵素のＧ７１Ｒ変異に

よるものである事が分かり、着手しました。日

本人の約20％がこの変異を持っていること、韓

国人や中国人も同様に高頻度であることを明ら

かにし、最終的には、この変異が新生児黄疸と

大きく関わっていることを明らかにしました。

日本人を含めたこれらの民族では、新生児黄疸

の発症頻度が高く、重篤であることが知られて

おります。従来、日本人新生児黄疸の病態とし

て、神戸大学の中村肇先生よりビリルビンの産

生が冗進しているためと報告されておりました

が、ビリルビンのグルクロン酸抱合能が低下し

ていることを明らかにしたわけです。近年、

G71R変異と母乳性黄疸との関わりが報告され

てきましたが、最近、私達は母乳不足があり、

初めてG71R変異が黄疸の危険因子として作用

することを明らかにしました。即ち、栄養を充

分に与えれば、治療を要する新生児黄疸は減少

することが予測されます。

③先天性中枢性低換気症候群については、

ＰＨＯＸ２Ｂ遺伝子の変異が病因です。教室の

佐々木綾子講師が千葉の松戸市立病院での新生

児研修から戻り、呼吸機能を解析し、２症例を

診断しました。高度な医療技術に基づいて診断

し、私は、初めてこの疾患の存在を知りました。

巨大結腸症との合併が多いことをヒントに

ＰＨＯＸ２Ｂ遺伝子を含めて幾つかの遺伝子を病

因候補遺伝子として、検索しました。しかし、

研究の担当者が不運なことに検出した異常を

artifactと誤解してしまい、１年後にフランスの

グループに報告されてしまいました。非常に残

念な結果に終わりましたが、以後はサービスと

して国内の殆どの症例の遺伝子診断を行ってお

ります。紹介されてくる症例の中には、新生児

期には何も症状がなくとも、幼児期や、時には

成人期に、肺炎などを契機に睡眠時無呼|吸を発

症する症例も存在し、症状の多様性に驚いてお

ります。保健室で眠っていた小児が無呼吸に気

付かれ診断された症例もあり、肥満児に多くみ

られる閉塞性睡眠時無'１平吸に加えて、是非、こ

の珍しい疾患も念頭において下さい。なお、従

来、「オンデェーヌの呪い」と呼ばれてきまし

たが、この病名は患者さんを苦しめており、今

後は先天性中枢性低換気症候群（CCHS）と表

現するようにお願い致します。

④乳幼児突然死症候群（SIDS）については、

うつぶせ寝との関連が知られています。うつぶ

せ寝の作用仮説として、呼吸・循環器反応の抑

制説、高体温説、再呼吸説などがあります。再

呼吸説では、炭酸ガス濃度の高い呼気が寝具の

凹みに貯まり、児がこの空気を再び吸い、炭酸

ガスに対する呼吸中枢の反応が先天的に低下し

ている児では死に至るというものです。この病

態は、先天性中枢性低換気症候群と同じであ

り、この症候群の一部はSIDSとなるのではな

いかと考え、先天性中枢性低換気症候群の病因

解析を進めてきました。しかし、SIDSの症例で

はＰＨＯＸ２Ｂに異常を認めませんでした。即ち、

ＰＨＯＸ２Ｂ変異はSIDSの原因ではありませんで

した。突然死の原因には、呼吸とともに、循環

器の異常、特に致死性不整脈なかでもＱＴ延長

症候群の関与も考えられます。私達の研究で

は、約10％に病因遺伝子の変異を検出し、

SIDSの犠牲者の１０％は致死性不整脈によるも

のと考えました。しかし、この研究も残念なが

ら、欧州の連合グループに敗北してしまいまし

たが、同様に約１０％はＱＴ延長症候群によるも

のと報告されています。

⑤シトリン欠損症の病態と治療法の研究は、

後で解説致します。

⑥リポ蛋白糸球体症は、山形県の患者さんで

初めて確認された疾患です。腎生検では、特徴

的な所見を呈し、蛋白尿で始まり、放置すれば

腎不全に至ります。病因はＡＰＯE遺伝子変異

で、山形市で検出された変異はAPOE-Sendai

と呼ばれています。「１本で一番多く検出される

変異で、この変異を有する患者さんは東日本に

分布しています。当科でも２症例検出され、昨
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今、フィブラート系薬剤による治療を早期に開

始すれば腎機能も改善することが明らかにさ

れ、早期発見、早期治療が求められています。

日本に多い変異の生成機構を解明するために、

ハプロタイプ解析を行い創始者変異であること

を明らかにしました。即ち、山形の一人の患者

さんに生じた突然変異が東日本に広まっていっ

たと考えます。蛋白尿で始まり腎不全に至る、

このような疾患が山形県（村山地区）には存在

することを頭の片隅に置いて下さい。

⑦肝内胆管減少症についても病因解析を行っ

ております。２人の従兄弟例を私が診ておりま

したら、東京にいる遠縁のｌ例も同じ疾患で治

療を受けていることに気付き、次１１t代シークエ

ンサーを使って遺伝子解析を行いました。人は

誰でも二桁の遺伝子変異を持っていて、これら

の患者さんには15個の共通する遺伝子変異が検

出されました。それらの遺伝子の機能や組織分

布および変異による影響を調べ、絞り込んで行

きました。幸い、身近に遺伝専'''1の研究者がお

られ、解析を手伝って下さい絞り込みが出来

ました。米国の研究者がこの遺伝子を壊したネ

ズミ（ノックアウトマウス）を作成していて、

症状を尋ねると掻痒の伴う皮膚病を呈するとい

うことでした。獣医としての私の診断では、胆

汁うっ滞による掻痒であり、人との病態は同じ

であると考え、現在、確認中です。私達が経験

した症例は、軽症で生後半年以降には口然治癒

するものでした。しかし、重症型では肝移植の

必要性があるものも存在すると考えています。

病態を明らかにし、山形から発信したいと考え

ております。

山形大学医学部小児科学教室の問題として

は、山形に定着する医師不足が大きな問題で

す。高度医療および先進的研究もスタッフがい

なくては推進できません。しかし、地方の医師

不足は、地域経済の低迷によることが大きく、

われわれ医療人の努力では如何ともし難い状況

と考えております。昨今、臨床・研究が高度化

し、医師の臨床研究に対するmotivationの低下

も問題になっています。しかし、教室の研究室

が稼働していれば、多くの疾患の診断が容易と

なり、また、ちょっとした臨床的アイデアが証

明できることもあり、研究の継続は、臨床の向

上に不可欠であると考えています。

2．診療で気になる栄養・食事について

ａ）小児期の栄養障害は中枢神経系の障害を起

こすことはご存知のことと思います。私達は、

母乳不足により低血糖を呈した新生児につい

て、日本小児科学会雑誌に発表しました。患者

さんは、てんかんと精神運動発達遅滞を遺しま

した。この論文に対し、完全母乳栄養を推進す

る方々から抗議を受け､誌上論争となりました。

母乳不足による高ナトリウム血症も良く知ら

れ、小児科専門医の試験のためのケースレポー

トにも例年ｌ～２例母乳不足による低血糖の報

告がありました。決して稀な障害ではないので

すが、母乳栄養推進者とのトラブルが面倒で公

表しないようです。新生児期の栄養法の選択は

医療行為にも等しく、母乳栄養法の利点に加え

て危険性についても説明し、書面による承諾を

得る必要があると考えています。低血糖による

脳の障害では、特徴的な画像を成長後も遣すた

め、将来、訴訟が増加する可能性もあります。

患者さん側からのチェック機構が働き、良い意

味での緊張関係が産まれ、母乳栄養が慎重に推

進されることを願っています。

また、ある先夫異常を疑われ、受診した乳児

がおりました。理学的に異常を認めず、半年後

の再診としましたが、１歳時の受診時には体重

増加を全く認めず、頭囲の成長も停止しており

ました。消化不良があり或る病院を受診した際

に、イオン飲料を勧められ、児も好んで飲む事

からミルク替わりに与えていたとのことでし

た。人為的に不可逆的な障害が起こされ、驚き

と失望でいっぱいでした。身長や体重はcatch

upしましたが、２歳時ＩＱ６５で、言語発達遅延

を呈しておりました｡今年の第１１６回日本小児科

学会学術集会では、イオン飲料などの投与によ
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児が珍しくありません。内科医が驚き紹介して

きたこともあります。家族性高コレステロール

血症という病気ですが、優性遺伝でヘテロ接合

体は500人に一人と高頻度です。肥満とは関係

なく、黄色肱でも無い限り診察では分からず、

気袴支炎などで採血する際に、－度はチェック

して欲しいと考えます｡総コレステロールが240

mg/dlを越える時には、LDL-Cholを測定し、１４０

mg/d1以上であれば、家族性高コレステロール

ｍ症と診断されます。その際には、容易にスタ

チン製剤を投与せず、肉の脂身を避け、火を通

した野菜を多く摂るように勧めて下さい。

ファーストフッドの摂取など食餌の変化により

コレステロール値が高l1ILlとなっており、食事指

導で多くの場合、低下してきます。米国小児科

学会の提言では、“LDL-Cl90mg/dL以上”また

は“LDL-Cl601ng/dL以上で早発性粥状動脈硬

化性疾患の家族歴か黄色腫など２つ以上の危険

因子を有する”場合には、小児であっても脂質

低下治療を開始すべきであるとあります。

る育児過誤で、低ナトリウム血症（水中毒）の

報告が２報（４症例）ありました。決して珍し

い事ではなく、日常診療では注意を要すること

だと実感しました。

ｂ）小児期の栄養失調は成長障害を起こすこと

もご存知だと思います。１歳半の幼児が過食と

歩行開始遅延ということで紹介されてきまし

た。基幹病院からの紹介で、全ての検査が施行

してあり、異常は認めていませんでした。多量

の食餌を摂取するということで、疑心暗鬼で診

察に臨みました。診察しても特に異常な身体所

見は認めず食物はと内容を尋ねると、食餌の写

真を持参しておりした。拝見すると線維の多い

成人の健康食品で、これが過食と成長発達遅延

の理由でした。子どもは、栄養価の薄い食物か

ら必死で栄養をとろうと必死で食べていたわけ

であります。消化吸収に障害のある小児が沢山

食べることは、よく知られており、この症例で

は食物に問題があり過食していたものと考えま

す。濃厚な小児用の食餌に変えたら、次[[Ｉの診

察時には歩き始めておりました。

６歳の女児が著明なカロチン症を呈してお

り、黄色野菜の過量摂取を親に尋ねると肯定し

ました。今、思えば少し様子が変でしたが、カ

ロチン症は特に障害がないと考え、気にもとめ

ませんでした。しかし、その後、低身長という

ことで内分泌外来を受診し、担当医がマクロビ

オテックという特殊な食生活を聞き川しまし

た。了どものおやつは聯食ですが、成人と同様

に果物やお菓子で十分と考える親は時々存在す

るものの、最近では特殊な食生活をしている事

があるので注意を要すると考えます。

ｃ）食生活の変化による生活習U慣病について。

山形県では小児肥満が多い。伊藤末志先生、沼

倉周彦先生による山形県小児保健会からの委託

研究からも明らかにされており、現在、医師会

を通して治療紹介システムを立ち上げている所

です。小児科医会のメンバー侍様にもご協力を

お願いします。

最近、コレステロールが300mg/dlを越える小

３．シトリン欠損症の病態と治療

最近、シトリン欠損症の成人の患者さんの治

療に興味を持っております。この病気は、生

来、豆などの蛋白質が好きで、成人後に高アン

モニア血症による神経症状を呈する高シトルリ

ンｍ症２Hilとして知られてきました。鹿児島大

学医学部生化学教室の佐伯武頼先生らにより病

因が究明された疾患であり、肝臓の解糖系で生

成された細胞質のＮＡＤＨをミトコンドリア内

へ、そしてミトコンドリア内からＮＡＤを細胞

質へ'|堕送し細胞質のＮＡＤＨ/ＮＡＤ比を保つ役割

を担うシトリンの欠損が病因です。結果とし

て、ブドウ純の代謝が障害されます。

成人の疾患として知られて来ましたが、その

後、乳児IU1には「シトリン欠損による新生児111云

内IlLl汁うっ淵（NICＣＤ)」という新生児肝炎類

似の炳気を起こすことが明らかにされました。

たまたま、３兄弟を含む４症例を治療する機会

がありました。胆汁うっ滞が認められるため
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に、習慣的に中鎖脂肪酸（ＭＣＴ）を含むミルク

が投与されて来ましたが、観察していると

ＭＣＴが劇的な効果を示すことに気付きまし

た。効果について考察すると、シトリン欠損症

における基本的な病態を改善することに気付き

ました。基本的病態を改善するなら、当然成人

にも有効ではないかと考え、成人の治療を試み

たいと思いました。東日本中の患者さんを求め

て連絡し、漸く群馬県の患者さん（50代の男

性）に効果を試してみたいと言われ、往診に行

き治療について説得しました。主治医は代謝異

常の専門家ではなく疾患を理解しておらず、こ

の患者さんは、ほぼ毎日同じ食餌を摂取し、自

分でアンモニアをコントロールし、当然、医師

への信頼感は醸成されませんでした。ＭＣＴ療

法を開始すると、予想通り効果を示し、アンモ

ニアは低下し、肝機能も改善し、焼き肉でも何

でも食べられるようになりました。効果が確認

されましたので、更に多くの患者を求めており

ましたら、山形大学の２内、３内で各一例を見

つけてくれました。面白いように効果が確認さ

れ、高アンモニア血症による羽ばたき振戦、意

識障害や俳個などが消失し、全身状態の著明な

改善が認められました。そのように山形大学の

患者さんでＭＣＴの著明な効果が確認されて来

た時に、群馬県の患者さんでは、ChEやFischer

比が再び悪化してきたのです。長!U|的には、効

果がないのだろうかと非常に悩みましたが、Ⅱ｜

形大学で治療している患者さんが着実に改善し

ていることや理論的な推論から、頭の片隅に群

馬の患者さんがＭＣＴをきちんと服用していな

いのではないかという考えが浮びました。果た

して、尋ねてみると当初は否定しておりました

が、更に厳しく問い詰めると、元気になったの

で適当に服用していたことを認めました。医師

よりも自分のことは自分が一番知っているとい

う自信から、私が気付かないだろうと考えたの

でしょう。現在、６人の成人のシトリン欠損症

を治療していますが、早期から治療したものは

予後が良く、遅く治療した症例では、高アンモ

ニアlm症による症状は消失し元気に回復はする

が、軽度の、漿シトルリンの高値や食後の高ア

ンモニア血症は持続するようです。毎年､約150

人のシトリン欠損症が産まれています。小児期

に見出し、ＭＣＴの補充による発症予防が重要と

考えています。ＭＣＴは健康食品ですので副作

用などの問題はありません。シトリン欠損症で

は、豆、豆腐、チーズ、牛乳、肉が大好きで、

甘い物やご飯が嫌いという偏食が特徴であり、

小児では低血糀発作を反復することもありま

す。約6,()00人に－人と多い疾患であり、この

ように食餌が大きく偏る疾患を是非、念頭にお

いて下さい。

おわりに

定年を前にして、あらためて臨床そして臨床研

究の面白さを実感しております。小児科医会の皆

様には、今後も'11形大学医学部小児科学教室のご

支援をよろしくお願い11Ｌ上げます。
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山形県小児科医会役員（平成25年６月）

会長齋藤慶一

副会長秋場伴晴、小関

理事横山新吉、岡山

本間彰、高橋

三條加奈子、江口

小野俊孝、勝島

監事土田秀二、佐藤

議長石原融

副議長芳賀惠一

顧問早坂清、林

近岡秀郎、勝島

日本小児科医会役員

代議員

予備代議員

社保委員

小児救急担当委員

圭子、大滝

昌彦、芳川

良和、佐藤

儀太、奥山

史夫、今野

陽子

晋介

正流、鈴木

哲、三須

芳夫、東谷

昭宏

浩、

久子、

暁子、
水
里
垣

清
中
板

行敏、勝浦

満、伊藤

勉、仁藤

理彦、橋本

末志、須藤

敏昭、中井

也
亮
一

基
俊
伸

正、日下部功夫、今立元、古川和秀、杉山｜|頂一、家坂升

矩子、鶴宮康、森谷直樹、鈴木準、鬼海靖彦

秋場

大滝

小関

清水

伴晴

晋介

圭子

行敏、中里満

山形県小児科医会理事業務分担

奥山芳夫

芳川正流、土田秀二、佐藤陽子、奥山芳夫、秋場伴晴、勝浦理彦

入間田潔、石原融、橋本基也

高橋良和

会計部勝浦

会報部本間

齋藤

社保委員小関

彦
彰
一
子

理
慶
圭

山形県小児科医会連絡網

医師会 連絡員 医師会 連絡員

山形市 本間彰 酒田地区 鬼海靖彦

天童市・東村ｕ｣郡 束谷暁子 鶴ｌＷ１Ｉ地区 石原融

寒河江市・西村山郡 仁藤敏昭 南陽市・東置賜郡 三須久子

上山市
,(.｛ｊ橋良和
(統括責任者） 長井市・西置賜郡 中里満

北村山地区 三浦香 米沢市 入間田潔

新庄市・最上郡 三條加奈子



第62号 山形県小児科医会会報 平成25年９月30日（lＤ

一般社団法人日本小児科医会総会報告

一般社団法人日本小児科医会平成25年度定時総会の報告

日本小児科医会代議員秋場伴晴

一般社団法人日本小児科医会平成25年度定時総会が、平成25年６月８日（士）に大阪市中央公会堂で

開催されたので報告する。今回は松平隆光会長の挨拶が文書で配布されたので、審議事項の前にそれも

掲載する。

1．会長挨拶

ｌ）日本小児科医会が20数年に亘って議論をしてまいりました「小児保健法」制定に関しましては、

皆様のご支援により具体的な展開をみることができました。既に３地区におきまして｢小児保健法」

制定推進集会が開催され、会員の間にも法整備への関心が高まっております。４月24日に開催され

ました日本医師会周産期・乳幼児保健検討委員会では、正式に「小児保健法」を「成育基本法」に

名称を変更することが了承されました。我々には多少寂しい感じもありますが、「成育基本法」と

は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まで至る「人の

ライフサイクル」の過程で生じるさまざまな健康問題を包括的に捉え、それに適切に対応するため

に必要な法律と位置づけられます。「成育基本法」の概念は「小児保健法」の検討内容を広げたも

ので、要望内容の後退ではないことをご理解いただきたいと思います。日本医師会周産期・乳幼児

保健検討委員会では、次回開催の委員会（７月３ＦI開催予定）で「成育基本法」の基本理念と具体

的な内容について最終取りまとめをして日本医師会理事会に諮ることになっております。

２）次に日本小児科医会が早急に議論していかねばならない課題は、地域小児科総合医の問題であり

ます。この件に関しては本日、地域小児科総合医検討委員会よりご報告がありますが、日本専門医

制評価・認定機構が基本領域専門医として小児科や内科とともに総合診療科を認めたことに危機感

を持っております。

わが国に総合診療科が認められますと、世界の先例をみても分かる通り、わが国の医療体制や医

療制度が大きく変化することに間違いありません。具体的にはフリーアクセスの制限、保険診療で

の保障内容の縮小、民間保険の導入、自由開業制の崩壊、診療報llMlの包括払い・人頭制の導入など

医療費抑制のための多くの変革がおこってきます。

国による統制から逃れるためにも、日本小児科医会による「地域小児科総合医」認定制度の確立

が必要と考えております。

３）予防接種に関しましては、平成25年４月1日より新たに３ワクチンが定期接種として認可され、

世界標準に近づいた感じがあります。しかし、未だに定期接種として認められていないワクチンも

あり、関係団体と連携して全てのワクチンの定期接種に向けて運動する必要があると思います。社

会保険部で医師会委託のワクチン事業に対する地区医師会への手数料の問題を検討していただきま

した。一部に地区医師会ではありましたが、想像以上の負担金が課せられている現状もあり、地区

医師会の事業遂行に不安を感じております。今後は、現物給付を検討するとか、会員の予防接種に

対する'情熱が失われないようにするための対策が必要と思います。
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４月24日に新聞報道されました「予防接種料金」のカルテルの問題があります。確かに「独占禁

止法」違反ではありますが、医師の技術料を正当に反映しない低価格にも問題があり、医療機関の

不当な利益追求のみを問題視したマスコミ報道には異論を唱える必要があると思います。

2．審議事項

第１号議案：平成24年度事業報告の承認を求める件

総務部・庶務部、経理部、広報部、公衆衛生部、社会保険部、学術部、「こどもの心」対策部、

国際部、小児救急部、健やか親子21推進協議会の担当理事から報告があった。

フロアから、代議員および予備代議員の選出方法に関して、何か一定の基準が必要なのではない

かとの意見が出された。これに関して執行部から、各都道府県の小児科医会は日本小児科医会の正

式な支部ではないために、選出方法を一律に定めることはできず、各都道府県の小児科医会の会長

に一任しているのが実|冑であるとの回答があった。

第２号議案：平成24年度収支決算書の承認を求める件

第３号議案：当該事業年度の公益目的支出計画の実施報告及び公益目的支出計画の完了

予定事業年度の変更の承認を求める件

第４号議案：平成25年度事業計画案の承認を求める件

第５号議案：平成24年度収支予算案の承認を求める件

第６号議案：名誉会員の承認を求める件

新潟県の廣川宏先生が名誉会員に推薦された。

すべての議案が、挙手多数で承認された。
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第24回一般社団法人小児科医会総会フォーラム(大阪)に参加して
：成育基本法よりも大切なものがある。

酒田市齋藤慶

「子どもから学ぶ／聴く／そして育む｣と題

して開催された大阪でのフォーラムは、重要文化

財でもある中之島の中央公会堂に会場が設定され

た。外郭はそのままに内装を大幅に改築してある

建築物で、山形の文翔館に近いものがある。開会

式の前に行われていたサテライトミーティング

「小児救急：診療所から二次救急さらに三次へと

いのちをつなぐ」から参加したが、大阪地区の市

中病院、大学病院も含めての難儀した症例の検討

で、討論は白熱したもので、他地区からの参加者

にも得るところが多かった。

ポスターセッションでは中里先生、三條先生と

共に「小児救急」部門を視聴、熱気のせいかエア

コンの効きが弱かった様に感じた。

開会式後の「在阪五大学教授小ﾘﾑ科の未来を

語る」では腎、代謝、発達生理などの専門分野に

丘る各教授の盛りだくさんの集中講義を受けた。

さすがてんこ盛り大阪の面目躍如といったとこ

ろ。

フォーラム最大の目玉でもあった「iPS細胞研

究の進展」では山中伸弥教授のビデオ映像による

説明と陳謝の後、初期からの弟子である高橋和利

先生により今後の展望が語られた。現在取り組ん

でいるのがＨＬＡのＡ、ＢＤＲのホモ接合体ドナー

からiPS細胞を作成する事で、ｉPS細胞バンクのよ

うなストックを集積し、およそ140種類でＨ本人

のすべてに適合できるという。その11が待ち遠し

くなるワクワクする講演だった。

リーガロイヤルホテル大阪での懇親会では、手

の込んだ前菜もさることながら、大阪府医r1lii会交

響楽付1による金管、ハープも含むフルオーケスト

ラのバックグランドミュージック付きというもて

なしには感動した。シャンパン、ワインにウィン

ナワルツの相乗効果で､場内を回ってきたiPS研究

所への寄付金箱に思わず5,000円入れてしまった。

横山先生、小関先生、三條先生はその後ミナミ方

面に本場のたこ焼きを求めて出向いた。別腹とは

いえ強靭な'｢?袋には敬lllilする。

２１１目はシンポジウム「子どもたちの未来のた

めに：小児科医からの提言」の中で大阪の藤岡雅

司先生は風疹の大流行に対応するには、風疹ワク

チンの臨時接種を政府が責任を持って奨めるべき

だと提言した。臨時接種は国が全部の費用を負担

する義務を持つ。現状では地方自治体任せで５割

負担で進行している。WIi田市、周辺自治体でも７

月ｌＨから同様の内容で交付、公表される。とこ

ろが、これから妊娠を予定している女性と配偶者

に加えて、’'1届の鯛族、家族まで年齢指定なしで

広報に載ってしまった。しかも小児科医会に相談

無く決められた。窓口の混乱が予想されるため、

私は40歳以下しか接種対象としない事を地区小児

科医会に提案した。現場はどうなるやら、責任は

自治体側にあることは間違いない。

その後は小児救急医療委員会に中里先生と共に

出席した。結局は大部TlT、地方、僻地では全く違

う対応を取るしかない事、＃8000を上手に活用す

るしか改善の道は見えない。全国レベルで＃8000

をセンター運用する計lllliはほとんど進んでいな

い。自治体が小児救急24時間対応を目指して新た

に救急センターを新設する中で、隣県の先生から

体力的にも精神的にも容易でないという本音が聞

けたのは収穫か。小児科医が次第に高齢化する中

で、今後は新たな人材補給が望めない状況で、救

急問題は随時検討探題である。

最後に小ﾘLl科医会と|-|本小ｿj科医連盟で成育紫

本法成立促進（小ﾘld保健法）の集いが持たれた。

松平会長、ｌｌ医から参院選に立候補の羽生田副会

長、自民党、Ｈ本維新の会、みんなの党、公明党、
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い。政権与党へすり寄ることが日医、小児科医会

の生き残る方策でしかないならば、これまでの主

張は何だったのか。たかが成育基本法実現のため

に、憲法改悪をもくろむ政権と手を組むのか？

次の世代への負債を残さない事より目先の金銭が

大事なのか？日本人の品格はどこにいってし

まったのか？自然との調和を重んじた日本の伝

統と文化はなし崩しにされようとしている。ＴＰ

Ｐはグローバル化へ進む後戻りの出来ない道のり

でしかないし、日医も当初はＴＰＰに反対してい

たはずだ。原中前会長は米国に取材してＴＰＰ反

対の確信を深めている。今私は本気で、残り少な

い人生を、このような世相に抗う道を歩む決意を

している。

民主党の国会議員も壇上に登場した。私は飛行機

の時間もあったので中座したが、大阪府医師会長

（小児科医）も嘆いていた様に参加者は激減して

いた。その前が市民公開講座シンポジウムでアス

ペルガー症候群の20代の患者さんと主治医の公開

座談会などでほぼ満席だったのが（これは両期的

な試みだった)、潮が引くようにがら空きの客席

になってしまった。小児科學医の政治関心はこんな

ものなのだろうか？地元の小児科医の先生方は

もう少し残ってくれるのかなと思っていたのだ

が､昨年の札幌と同様の光景を目にしてしまった。

この原稿が出版される頃には参院選も終わって

いるはずだが、震災、原発事故を遠い過去の如く

扱う自民党と安倍政権、景気回復が最重要課題と

信じ込んでいる国民の多数には失望せざるを得な
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一般社団法人曰本小児科医会委員会報告

平成24年度一般社団法人曰本小児科医会
社会保険全国委員会

日本小児科医会社保委員小関圭子

日時：平成25年２月24日（日）

場所：東京ステーションコンファレンス

ｌ挨拶

一般社団法人日本小児科医会会長松平隆光

２特別講演

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」

座長：一般社団法人日本小児科医会副会長富樫武弘

2006年、奈良県のＮＩＣＵが満床のため入院できずに亡くなった児がいたのは、ＮＩＣＵに長期入院の児

がいるためと考え、小児の在宅医療が始まったとのこと。

大阪小児科医会では、２３年度実人数で577人（延べ人数で1,153人）在宅高度医療児あり。

自己腹膜還流・中心静脈栄養・鼻腔栄養・胃瘻・自己導尿・在宅ストマ・在宅酸素療法・

在宅人工呼吸療法・気管切開・吸引など

在宅医療の実態および手引きに続き、在宅診療報酬について説明があった。

３報告・協議事項（Ⅱ|同不同）

①平成26年度診療報酬改定に向けての「社会保険診療報酬における小児医療に関する要望書」の報

告および検討

②各地区報告

③日本小児科医会社会保険委員会報告

・時間外対応加算：小児科開業医の約８割が算定していない

・予防接種協力金：全国で62％の県で医師会に支払っている（50～500円／１件）

・診療所小児科の医業経営実態調査を25年７月にする予定

④日本小児科学会報告

社会保険診療報酬における小児医療に関する要望書

・入院医療：小規模の地方病院を考えて要望

・外来医療：ワクチン接種計両・指導料の新設を要望

ワクチン現物給付について意見

ワクチン接穂を診療報酬に入れてはどうかという意見も

・在宅医療：在宅時医学総合管理料算定要件の見直し

小児ケアマネージャーの必要`性

⑤内科系学会保険連合（内保連）報告

⑥日本医師会社会保険診療報酬検討委員会報告

⑦平成25年度診療所小児科の医業実態アンケート調査について

⑧次回社会保険委員会の予定について

⑨その他
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平成25年度第１回一般社団法人日本小児科医会社会保険委員会

|F1本小ﾘﾑ科医会社保委員小関圭子

日時：平成25年６月９１－１（日）１２：３０～１４：３０

場所：ＡＰ大阪（第24回日本小児科医会総会フォーラム）

１平成26年度診療報酬改定における小児医療に関する要望書等の提出および平成26年度医療技術評

価・再評価提案書の提Ⅱ｝

・小児科外来診療料の見面し

・小児アレルギー疾患療養折導袴理料

・乳幼児育児栄養指導料の兄匝し

２平成25年度診療所小児科の医業経営実態調査について

予防接種ワクチンの現物給付についての質問を入れてもよかった

３予防接種料金算定基準（案）について

.,厚労省推薦の計算方式あり

・予防接種特定管理料を設定してはという意見あり

４大阪の市川委員から提案

在宅小児医療に関する診療報luilllの要望
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平成25年度一般社団法人日本小児科医会小児救急医療委員会および
第３回地域小児救急全国協議会に出席して

日本小児科医会救急担当委員中里満

平成25年６月８日から２日間にわたって、第２４

回一般社団法人日本小児科医会総会フォーラムが

大阪で開催されました。私は９日に行われた一般

社団法人日本小児科医会小児救急医療委員会およ

び地域小児救急全国協議会に参加してきました。

今年度は､｢家庭看護力の向上のために小児科医は

何ができるか一日本小児科医会の役割」をテーマ

に２時間30分にわたって協議が行われました。私

は小児救急医療委員会の委員として議事録の作成

に携わるよう指示を受けていたので、ＩＣレコー

ダーを持ち込んで協議内容を録音しながら参加し

ました。

報告事項は次の通りです。

○こどもの救急モバイルサイトについて

救急外来を受診した理由を調査すると、①急

病の不安と早く治療を受けたい。②小児科医に

診てもらいたい。③仕事で時間内に受診できな

い。これらの理由は１０年来変わっていない小児

救急受診行動の三要因である。小児科学会ホー

ムページのこどもの救急がスマートフォンやタ

ブレット端末で利用できるようになった。そし

てこれらのサイトと＃8000を周知し有機的に利

用していただくため、名刺サイズのカードを作

成した。

○小児救急医療情報のプラットホームについて

こどもの急病で困った時、キーワードで検索

することで、こどもの救急サイト＃8000、こ

どもの救急ガイドブック、救急医療情報などが

有機的にリンクして、最も適切な方法で情報が

得られるようにしたい。また各都道府県でホー

ムページに出している救急医療情報もまちまち

で、なかなか見つけられない場合もある。共通

フォームにして、検索しやすいようにしたい。

○＃8000小児救急電話相談事業について

保護者の不安軽減､家庭内療養のアドバイス、

育児支援、また受診の適正化、受診判断の援助

などを目的とした小児救急電話相談は、現在全

都道府県で実施されるようになったが、以下の

ような問題点がある。①回線が少なく電話がつ

ながらないことも多い。②深夜帯は実施してい

ないところが多い。③相談員が的確に医療情報

を提供できていないこともある。

社会情勢として24時間診療体制を整えること

が求められている一方で医療の地域格差が広

がってきている。そうした中で、全国どこでも

良質な小児医療を提供するためにも、深夜帯に

も電話相談を広げていきたい。県単位では難し

いところもあるので、ブロック単位で対応した

り、同時に深夜帯に救急患者を受け入れる小児

救急医療体制の整備や救急医療機関の情報提供

を行う全国情報支援センターの設置なども必要

になってくる。

○家庭看護力向上に関するアンケート調査結果に

ついて

家庭看護力とは、了どもの急病や事故におけ

る療育者の対応能力と考えている。家庭看護力

向上に関する都道府県小児科医会の取り組み状

況をアンケート調査した。こども救急ガイド

ブックを作成し家庭看護の指導に関する啓発活

動を実施している地域が20部府県、パンフレッ

トを作成し啓発活動を実施している地域が23道

府県、講演会開催が19都道府県、ホームページ

を作っている地域が13県あった。また、小児一

次救急診療施設におけるトリアージシステムの
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導入と普及に関して、２７都道府県が推進すべき

と考えているが、１０府県は地域や医療機関の判

断に任せるべきとしている。

いてこないし、講演を聴きに来ることもないとい

うことだ。子育てを下から支え、親の不安に答え

るようにしないといけないということだ。

協議内容について

家庭看護力の向上により救急外来の超軽症受診

や反復受診の低減が期待できる。家庭看護力を向

上させる－つの方法として、家庭内トリアージの

導入がある。その狙いは、家族自身に子どもを見

る目を養い、子どもにどのような手当をすべき

か、あるいは受診する必要があるのかないのか、

人任せではなく、家族自身で一度判断し行動する

力を培うことである。大阪小児科医会では、家庭

で子どもを見守るための指導、講演会を行ってい

る。①家庭で様子を見ていてよい状態か、②翌日

受診すればよい状態か、③今すぐに受診しなけれ

ばいけない状態かに分け、子どもを見守るための

ポイントを指導している。健康な子どもの状態を

日頃からよく把握し理解することで、子どもが病

気になった時に素早く気付き、緊急性があるのか

どうかを判断することができる。家族の指導で大

事な点は、上から目線の話し方や指導では親はっ

まとめ

＃8000やこども救急モバイルサイト、子ども救

急ガイドラインなど、様々なツールを活用し家庭

看護力向上に関する取り組みを推進することが、

今後の日本小児科医会小児救急医療委員会の活動

の大きな柱である。

簡単にまとめると、こどもの急病ですぐ病院に

駆け込むのではなく、ある程度親が自分で判断で

きる環境を整えていきましょうということかと思

います。

総会の会場となった大阪市中央公会堂は、大正

７年に完成し、当時ロシア歌劇団によるアイーダ

やイタリア歌劇団による椿姫が公演されました。

平成14年に永久保存のための修復工事が終わりま

した。山形の文翔館のような大正ロマンを感じさ

せる建物で、周辺は川辺の公園が整備され、周囲

はオフィスビルが整然と立ち並び、都会の中に

あってもとても静かでくつろげる所でした。



山形県小児科医会会報第62号 平成25年９月30日（１）

匠 ｢感染性胃腸炎」

消えていった疫痢

天童温泉篠田病院林 正

1953年、小児科医になりたての頃、戦後の食料

不足や劣悪な衛生環境も大分改善されてきたが、

栄養失調症やくる病（ビタミンＤ欠乏症)、麻疹、

百日咳、結核、ポリオなどの感染症の他、急性消

化不良症（乳児下痢症）や赤痢などの下痢症も頻

発していた。サルファ剤、ペニシリン、ストレプ

トマイシン、エリスロマイシン、テトラサイクリ

ン、クロラムフェニコールが次々と出現し、細菌

感染症への医療は容易になってきた頃である。

1960年の死因統計では、０歳およびｌ～４歳児

では肺炎、気管支炎に次いで胃炎および腸炎によ

る死亡は第３位を占め、５～９歳児では赤痢単独

となっている。小児の胃腸炎による死亡は多かっ

た。

時代の推移とともに死亡原因疾患は変わり、消

えていく疾患があり、新しい疾患が出現する。「小

児科学会の百年」日本小児科学会編、1997に「消

えた感染症」（奥田六郎)、「所謂脳膜炎人乳中毒

症について」（鴨下重彦)、「消え行く伊東祐彦先

生命名の病名」（山下文男）と題して重症の消化

器疾患であった疫痢、消化不良性中毒症、さらに

ロタウイルス下痢症その他についての歴史的変遷

が述べられている。

戦前（太平洋戦争の終戦は1945年８月１５日）か

ら日本には疫痢（Ekiri）と称して２～５歳の子が

発熱、けいれん、ショック症状を伴い、ｌ～２日

で急速に死亡する疾患があり、恐れられていた。

下痢症状は遅れて出現し赤痢菌がしばしば証明さ

れたので、劇症の赤痢として扱われ、法定伝染病

に指定されて隔離治療されていた。終戦後''１]もな

く（1947年)、米国の疫痢調査団がやってきて調

査の結果、「疫痢は血清カルシュウムの低下によ

もの」と発表した。食料事情の悪かった頃のこと

であるが、日本の研究者は信用しなかった。

戦争中はもちろん戦後しばらく、外国の文献も

教科書も手に入らなかった頃、昭和279発行の

詫摩武人箸「主な小児疾患とその臨床」に疫痢、

赤痢についての研究成果が詳しく記載されてお

り、評判の著書として読んだ。その中に1948年、

諏訪紀夫教授は剖検による病理所見から脳浮腫と

肝の脂肪変性が特徴的であり、単なる急性感染症

とは考えられないとしている。この所見は今日で

いうＲeye症候群に酷似するものである。1982年、

船津維一郎教授は「疫痢とReye症候群」を著述さ

れている。疫痢研究の経緯は日本小児科学会編：

「小児科学会の百年」1997年に山下文男教授、奥

田六郎教授たちが詳しく述べられていて当時を'懐

かしく思いださせるものである。理由は不明であ

るが、恐怖の疾患疫痢は1955年頃から次第に消え

ていくのである。また患者から検出される赤痢菌

の菌型は劇症型のSdysenteriaeは少なく、S

Hexneriから症状の軽いSsonneiへと移行してい

く。疫痢の消失と赤痢菌型の変化との関わりも憶

測されるが証明されていない。

疫痢について記載されている書は殆どみられな

い昨今ではあるが、NelsonTextbookofPediatrics、

19版．2011にはなお記載されている。それには赤

痢の稀な症候群（Ekirisyndromeor“lethaltoxic

encephalopathy"）は重い中毒症状、けいれん、高

熱、頭痛、脳浮肺を伴い、敗血症や有意の脱水症

は無いが急速に死の転帰をとる疾患であるがよく

理解されないと述べている。

関連が疑われるReye症候群も最近減少してい

るという。また、最近はReye症状群はsecondary

mitochondrialhepatopathyに分類されている。ミ

トコンドリアの一次的機能異常を示す代謝異常症
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の他に、二次的の代謝異常症、中枢神経系の感染

や中毒性脳症などによってReye症候群に類似し

た臨床症状および病理所見を呈すると記載されて

いる。消えてしまった疫痢を近代的手法で研究

することはできないが、疫痢に類似した新たな病

態が数多く存在することを知ることができた。

疫痢についての経験をというご指示ではある

が、５０年余の昔の著書を探して懐旧の思いに浸り

ながら、最新の教科書を読む機会を与えられたこ

とに感謝する。

50年前の輸液にまつわる思い出

天童市家坂升

この度、編集委員会から特集の原稿の依頼があ

りました。感染性胃腸炎のうち勤務医時代のほぼ

１０年間の「輸液」を中心に書いてみたいと思いま

す。

私が弘前大学小児科教室に入局したのは1960年

（昭和35年）でした。このときは荒川教授が東北

大学へ転任されてしまった後で、まだ後任が決

まっておらず（泉教授は６月に着任)、医局は４

年先輩の２人の助手と我々４人の新入医局員で、

約２か月間はこの態勢で大学病院の診療を行いま

した。

その頃は、細菌性赤痢患者の集団発生があった

り、現在のロタウイルス感染症の病因について論

争が交されたり、また病原大腸菌０１５７やキヤンピ

ロバクターも見付かっていない、そんな時代でし

た。

私が初めて患者さんに静注したのは、開業医の

先生へ手伝いに行ったインターンの時でした。注

射筒の持ち方もままならず、先生に教えていただ

きながら何とか無事終わりました。

１年間のインターン生活を終えて４月初めに医

局へ出勤しました。先輩にひと通り病棟を案内さ

れ、早速学童部屋の数名（殆んどが初感染結核）

の受持ちが決まり、回診が済んだと思ったら担当

の看護師から「主治医からこの注射の指示がでて

います｡」と20％ブドウ糖液にビタミン剤の入っ

た注射筒を手渡されました。成人の血管に比べて

なんと細いことかと…、それでも無我夢中でやり

ましたが、１回でうまくいったかどうかは記憶が

定かではありません。そのあとｌか月も経ったか

経たないうちに今度は乳幼児の静注も頼まれ、付

添いから離されて処置室に連れてこられた赤ちゃ

んにやりました。もともと不器用でしたので、何

度も刺すうちに針が詰まったり、やる場所がなく

なったりして遂には外頚静脈を使ったりして最初

のうちは本当にみじめな思いをしました。部屋に

残された付添いの方は子どもの帰りをどんなにか

心待ちにしていたことでしょう。

当時、入院患児には胃腸炎に限らず上記の混合

液を静注することが多かったと思います。私も余

り疑問を持たず先輩に倣ってやっておりました。

軽度の脱水の時は大量皮下注射、高度の場合は外

科繪医に静脈切開をお願いして点滴を行いました。

そのうち教室の研究テーマの１つが「心臓」に

なって心カテーテルをやるようになってからは、

全部自前で行いました。

大量皮下注射は、少畏の時は50Ｍの注射筒でｌ

～２本、大腿伸側中央部に手でプッシュして注入

しました。大量の場合は高く吊るしたイリゲータ

に液を入れ、途中で=又に分かれたチューブの先

端に専用の太い長い針を付けて点滴方式で注射し

ました。液は等量の５％ブドウ糖液と生理食塩水

（あるいはリンゲル液）の混合液にヒアルロニ

ダーゼ（吸収を促進するため）を加えたもので、

１回200～300Ｍ、注射部位を蒸しタオルで操みな

がらやりました。３０分から１時間もかかったで

しょうか、患児は終始泣き通しで、今から考える

と何んと残酷なことをした事かと思います。
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大量皮下注射については非常に苦い思い出があ

ります。某病院に勤務していた時に、急性消化不

良症で入院した５か月の男児が注射を終えたその

日のうちに喘鳴、呼吸困難、チアノーゼの症状を

呈して亡くなってしまったのです。それまでは大

量皮下注射で死亡は勿論のこと、病状が悪化した

事もなかったし、在局中に話題になった事もな

かったので、原病が悪化したためとばかり解釈し

ておりました。しかし、文献を漁っているうちに

東大の大部先生が1961（昭和36）年に既にその危

険性を指摘していた事を知り、驚きました。注入

する液の量や性状によっては体内の水・電解質の

アンバランスがさらに崩れ、症状が一層悪化する

可能性がある事がその理由でした。幸い、その後

翼状針が出|コリ、大量皮下注射はやらないで済む

ようになりました。

因みに、当時の私的な入退院簿によると約１０年

間の全入院患児数は、赤痢（246名）を除いて1986

名で、急性消化不良症は、腸管外感染性を含めて

211名（１０６％）でした。また、このうち死亡者

は４名（０２％）でした。

文献

大部芳朗：乳児下痢症と脱水症の大量皮下注射

について．小児科診療２４：578,1961

高津忠夫（監修）：東大小児科治療指針

Ｋ､Ｋ､診断と治療社：

Ｐ３７６，１９６１

ロタウイルス胃腸炎は減少しているか

山形市秋場伴晴

ウイルス性胃腸炎は小児科領域ではありふれた

疾患であり、その原因ウイルスの代表的なものと

してロタウイルスが挙げられる。2012年７月のIll

形地方小児科集談会でⅡI形市立病院済生館小児科

の清水行敏先生に「腸重積症・ロタウイルス感染

症について」という題目で講演していただいた

が、2008年から2012年までの山形Th立病院済生館

小児科におけるロタウイルス胃腸炎の入院患者数

の動向をみると、毎年４月か５月にそのピークが

みられ、それらの月には30～60名が入院治療を受

けていた。今年のその時期は過ぎたが、あかねケ

丘あきば小児科医院を受診したロタウイルス胃腸

炎の患児は、例年に比べて少ないような'二|]象を受

けた。また、全般的に症状は軽く、脱水がひどく

て病院に入院をお願いした患児はほとんどいな

かったと記憶しているが、これはロタウイルスワ

クチンを接種した子どもたちが増えてきているこ

とと関係しているのであろうか。

ロタウイルスワクチンの接種は2011年秋から可

能になった。しかし、このワクチンは任意接種で

あり、接種料金も比較的高いことから、当初はこ

ちらから積極的に情報提供を行うことはしなかっ

た。ところがある保護者から、教えてもらえれば

接種していたのに、という意見を聞き、生後２カ

月前にヒブや小児用肺炎球菌のワクチンの予約を

受ける際には、必ずロタウイルスワクチンの話も

するようにしている。そこで今回、当院における

ロタウイルスワクチンの接種率を調べてみた。検

索しやすいように、当院でＢＣＧ接種を実施した

乳児を柚ｌｌＬ、調査の対象とした。このような乳

児はほぼ全てが当院で他の予防接種も行っている

と考えられるからである。その結果、2012年から

６カ月ごとのロタウイルスワクチンの接種率は、

2012年前半は４６６％、後半は57.4％、2013年前半

は７１７％であった。このように接種率は徐々に上

昇していたが、この背景を考えてみると、一つに

は、ワクチンに閏する知識が広まってきたことが

挙げられると思う。また、情報提供する際に「他

の方はどうされていますか」という質問を受ける

ことがあるが、それに対して最近は「約７割以上
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の方が接種しています」と答えている。その数字

を聞いて、自分の子どもにも接種してあげなくて

はという心理が働くのかも知れない。ただし、そ

の必要性は十分に分かっていても、若い夫婦に

とっては料金がネックになることも否定できな

い。そんな雰囲気を感じた時には「おじいちゃん

やおばあちゃんにお願いしてみたら」と言ってみ

ることにしている。可愛い孫のために払ってくれ

ることが大いに期待できるからである。

このように、ロタウイルスワクチンは任意接種

であるにもかかわらず、当院での接種率は最近で

は比較的高い水準にあるが、その効果はどうであ

ろうか。当院だけではその判断はできないので、

山形県感染症動向調査での一定点当たりの感染性

胃腸炎の患者数をみてみると、今年は過去５年間

の平均値と比べて変化はなく、減少しているとい

う状況にはない。ただし、この調査における感染

性胃腸炎はロタウイルス胃腸炎だけではないた

め、このデータからロタウイルス胃腸炎の動向を

類推するには無理があるかも知れない。一方、ロ

タウイルスワクチンは主に重症化を防いで入院す

る患者を減らすのが目的であり、だとすれば、入

院患者が減少しているということは期待できる。

そこで先日、山形市立病院済生館小児科の清水行

敏先生に伺ったところ、今年の４，５月のロタウ

イルス胃腸炎の入院患者の減少傾向は認められな

かったとのことであった。つまり､現在のところ、

ロタウイルスワクチンは導入されたものの、集団

での効果はみられないと言えるであろう。これを

実現するためにはワクチンの接種率を向上させな

ければならない。来年度からロタウイルスワクチ

ンは定期接種になるとの噂もある。それが実現す

れば接種率が上がることは間違いのないことであ

り、それを切に望みたい。
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肺炎マイコプラズマの病原体迅速診断法をうまく使用するために

山辺町板垣勉

で結果を知ることができず一般外来での使用は限

定的になっている。またＬＡＭＰ法で陰性であるが

培養法で陽性となる頻度も５％前後存在し、罹患

後２か月経過したウイルス性気管支炎で咳がひど

い時にMpnが分離されることもある（恐らく

ＬＡＭＰ法では陽性となる可能性は否定できない)。

病原体迅速診断キットを使用する時には適正な

時期に適正な検体採取が求められる。１０２名の惠

児と保護者から許可を得て肺炎マイコプラズマの

培養とＲｂＭＰによる診断を行ったが培養では34名

が分離され、リアルタイムPCR法では32名から検

出された。このうちリアルタイムPCR法陽性の児

における発熱日と検査日、咳出現日と検査日、年

齢､ＰＡ抗体価と病原体数を比較した。図ｌ～４に

示したように発熱後３日以降なら106コピーの病

原体がコンスタントに採取可能であることから発

肺炎マイコプラズマ（Mpn）のイムノクロマト

法を利用した病原体迅速診断キットが６月27日か

らアルフレッサから発売された。当院では使用経

験がないが、ＴＢＦから発売予定であるリボテスト

マイコプラズマ⑰（RbMP）を開発する時の発熱

時からの検査日による肺炎マイコプラズマ病原体

数を調査した結果をもとに適正な検体採取時期と

採取方法について簡単ではあるが記載しておく。

Mpnの発症の特徴は年齢が高い層、鼻汁を伴わ

ない発熱先行型の咳嗽の強い呼吸器感染症であ

る。従って初診時に夏風邪と診断されたりするこ

ともよく経験する｡現在までＰＡ法による単回抗体

測定（×320）で診断していたが、以前罹患した

抗体を測定している可能性も強く、最近ではほと

んど用いられていない。昨年度から遺伝子学的検

索法としてＬＡＭＰ法が保険収載されたが翌日ま
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熱して少なくとも３日目以

降に採取することが望まし

い。咳基準では咳が出て間

もなくの病原体数の幅が広

い為咳が出てから３日以降

が望ましい｡ＰＡ抗体価とは

全く関連性はなく×80以下

でも十分な病原体数を有し

ている。年齢的には12歳以

上では病原体数が少なくな

る傾向がある。これは検体

採取時に採取から逃れよう

として頭を後方にそらすた

めで頭部固定を十分行う必

要性がある。

その他唾液による希釈化

が考えられ薄くしかライン

が見えないことも考えられ

るため15分で判定せずに時

間を延長して20分後に判定

するほうがよい場合もあ

る。咽頭ぬぐい液よりも咳

を繰り返し行わせ嬢が採取

できればそれを検体として

用いる方が確実である。

肺炎マイコプラズマの診

断はＲｂＭＰばかりでなく他

の病原体迅速診断キットで

も臨床症状をきちんと把握

するために、待って検査を

行う方法が一番診断率を上

げる方法であることを最後

に述べておく。
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開業医における小児腸重積症
一臨床的特徴と腹部超音波検査の有用性一

寒河江市仁藤敏昭

よりほぼ腸重積と診断された典型例は５例のみ

で、１３例は初診時に見逃されているか、診察で

腸重積と確定できず腹部超音波検査で診断され

た非典型例であった。１８例全例の臨床症状で

は、初診||寺に腹痛が94％、l11Hi吐が50％、血便が

28％、腹部腫瘤が55％に認められた。間欠性腹

痛・不機嫌は72％で確認された。

はじめに

平成23年のロタワクチンの発売後、ワクチンに

関連する有害事象として小児腸重積症（以下腸重

積）が心配され早期診断と治療に関心が高まって

いる。腸重積については、病院小児科に勤務して

いる時の腸重積と比較して開業医として診断した

腸重積は症状が非典型的で診断が困難な場合が多

いと感じていた。今回、開業後に当院で経験した

腸重積の臨床的特徴と診断に用いた腹部超音波検

査の有用性について検討したので報告する。腸重

積の診断は、病院に紹介し行われた注腸造影所見

と整復されたという報告により確定診断とした。

l）典型例と非典型例の臨床的特徴（表１，２，

３）

典型例の５例は、男児が３例、女児が２例

で、年齢は５カ月～２歳２カ月で平均11カ月

であった。臨床症状では腹痛・嘔吐、腹部腫

瘤が全例で認められ、血便も40％で認められ

た。１３例の非典型例は男児が８例、女児が５

例で、年齢は６カ月～３歳11カ月で、平均年

齢は１歳９ヵ月と典型例より年長であった。

非典型例の臨床症状は、腹痛92％、嘔吐

３０％Ⅵ血便23％、腹部腫瘤38％と腹痛以外の

結果

1．腸重積症例の臨床的特徴（表ｌ）

平成８年５月の開業後から平成25年５月まで

１８例の腸重積を経験した。男児が11例で女児が

７例で、年齢は５ヵ月から３歳１１ヵ月で平均１

歳７ヵ月であった。１８例のうち、問診と診察に

初診時の臨床的特徴表１

【
全症例

腸重積典型例

問診と診察により

診断された症例

腸重積非典型例

主に腹部超音波検査で

診断された症例

症例数 １８例 5例 １３例

男児 １１例 3例 8例

女児 7例 2例 5例

年齢 ５カ月～３歳１１カ月 ５カ月～２歳２カ月 ６カ月～３歳11カ月

平均年齢 1歳７ヵ月 １１ヵ月 １歳９ヵ月

発症後時間 約１３時間 約１１時間 約１４時間

腹痛･不機嫌 １７／１８（９４％） 5／５（１００％） １２／１３（９２％）

間欠'性腹痛 １３／１８（７２％） ３／５（６０％） １（)／１３（７７％）

嘔吐 9／１８（５０％） 5／５（１（)０％） ４／１３（３０％）

血便 5／１８（２８％） ２／５（４０％） 3／１３（２３％）

腹部腫瘤 １０／１８（５５％） 5／５（１００％） 5／１３（３８％）
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表２典型例一覧（臨床症状により腸重積と診断された症例） ’
’
二
一
一
一

’発症後時間

’９－１０時間’

榎痛’嘔吐｜腹部腫瘤｜血便

Ⅳ】ﾛ2ＪＩ①

表３腸重積非典型例一覧（主に腹部エコーにより診断された症例）

なし

症状の出現率が低かった。受診までの時間は

典型例11時間と非典型例14時間と典型例の方

が短かった。表２に典型例の５例を示す。

７ヵ月未満の乳児が多く、症例12は発症後３

～４時間で診断されたが観血的整復が行われ

た。表３に非典型例の13例を示す。４例が初

診時に診断されず、再受診後に診断された。

症例７と11は当院再受診後に、症例15と16は

他医院受診後当院を受診し診断された。症例

17はロタワクチン内服後に発症した症例で観

血的整復が行われた。１回目の内服は生後９

週で行われ３回目の内服後38Ｈ目に発症し、

ロタワクチンとの関連は不明であった。症例

18は再発例であった。症例９と症例14で便ア

デノ迅速検査が陽性であった。

り腸重積が疑われたが、非常に元気で全く

重症感が感じられなかったため、すぐ病院

紹介するのがためらわれ、紹介状を渡し嘔

吐等があれば病院受診するように説明し帰

宅した。同日午後になり、嘔吐が始まり

ぐったりしたため病院を受診し、洗腸で血

便も確認されI易重積と診断され整復され

た。

症例３の腹部エコー所見

2）非典型的腸重積症例

（１）症例３：２歳６カ月男児（非典型的腸

重積としてはじめて経験した症例）

【臨床症状】早朝からの間欠性腹痛のため約

３時間後に外来を受診した。嘔吐や血便は

なく、右季肋部に腫瘤を触知したため、腹

部エコーを行った．典型的targetsignがあ

(2)症例７：３歳１１カ月男児（当院再受診例）

【臨床症状】診察前日の午後７時頃から腹痛

が出現。翌日の午前中に受診した。嘔吐は

なく腹満を認めたが腫瘤は触知しなかっ

た。腹部エコーは行わず胃腸炎疑いとして

帰宅した。同日午後に間欠性腹痛が続き昼

症例 性別

３ 男児

４ 男 尼

年齢

２歳６ヵ月

6ヵ月

あり

あり

咽吐

なし

あり

腹部腫瘤

あり

なし

血便 発症後時間

なし ４時間

あり １２時間

５ 男 月 １０ヵ月 不明 あり なし あり ２０時間位

７ 男 尼 3歳１１ヵ月 あり 無＝有 無一有 なし １４時間位 当院再受診後に診断

８ 女 月 2歳１ヵ月 あり なし あり？ なし 3時間

９１女 月 2歳５カ月 あり なし なし？ なし １７時間 便アデノ陽性

１１ 女 尼 １１ヵ月 あり 無＝有 無一有 なし ６－８時間当院再受診後に診断

1３ 男 尾 1歳1ｏ力月 あり なし あり？ なし 4時間’
1４ 女 尼 1歳1ｏ力月 あり なし なし なし ７時間 便アデノ陽性

1５

1６

1７

男 児

女 月

男児

２歳５カ月

１歳８ヵ月

６ヵ月

あり

あり

あり

あり

なし

あり

あり

なし？

あり

なし

なし

なし

１５日

1フ時間

１７時間位

他院受診後に診断

他院受診後に診断

ﾛﾀﾜｸﾁﾝ後､観血的整復

1８ 男児 2歳７カ月 あり なし なし あり ２１時間
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食後嘔吐も１回あり再受診した。腹部エ

コーではtargetsignが認められたが、院腸

で血便は認めなかった。エコー後の診察で

は腫瘤が触知され、腸重積と診'新し病院へ

紹介した。注腸造影で診断が確定し整復さ

れた。

症例11のエコー所見（;完腸前）

症例７のエコー所見（横断像）

症例11のエコー所見（淀腸後）

症例７のエコー所見（縦断像）

２腹部腸音波検査所見

腹部腸音波検査は18例全例でtargetsignなど

の腸重積に特徴的な所見が認められ、腸重積

の診断に腹部超音波検査は非常に有効であった

（感度１００％)。しかし、横断像でtargetsignと

類似する所見が見られたが腸重積ではなく胃腸

炎や便秘と診断された症例も数例認められた。

ｌ例ではエコー所見では腸重積との区別が困難

であった（特異度94％)。

腹部腸音波検査によりtargetsignなどの腸重

積に特徴的な所見と類似する所見が認められた

が胃腸炎と診断された症例では、淀腸後に行わ

れた腹部エコー検査で所見は消失し症状も軽快

した。

(3)症例１１：11ヵ月の女児（当院再受診例）

【臨床症状】平成19年４月６日から発熱があ

り９日に解熱し発疹が出現した。嘔気と下

痢があり食欲がないため１０日午前外来を受

診した。腹部所見では特に異常を認めず突

発性発疹症による症状として帰宅した。そ

の後ずっとぐったりし元気がなく嘔吐も出

現したため同日午後に再受診した。ルーチ

ン検査として腹部エコーを行いtargetsign

が認められ、腸重積を疑い淀腸を行った。

血便は認められなかったが腹部エコーの再

検査でも腸重積所見が認められ、腹部の触

診で腫瘤を触知し病院に紹介した。注腸造

影で腸重積と診断され整復された。

1）腹部エコーで腸重積と類似する所見を示し

た症例

【症例Ａ】４歳３カ月男児

【臨床症状】早朝から腹痛があり、外来を受

診した。下痢が１回あり、血便、嘔吐はな

かった。腹部所見でも腫瘤は認めなかった

が、腹部エコーでtargetsignと類似する所

見が認められた。淀腸を施行し（下痢便を

排泄)、その後腹部エコー検査を行い、
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targetsignの消失を認め、腸重積を否定し

た。腹痛も軽快した。

考察

日本小児救急学会は、一般臨床医が本疾患を早

期に診断し適切に対応できる事を目的として腸重

積の診断及び治療に関するガイドラインを2012年

に発表している。診断基準の試案として表４が提

唱されている。Ａ項目とＢ項目の所見の組み合わ

せから腸重積疑診とし、Ｃ項目を確認することに

より腸重積の診断を行う。ただし、間欠性の腹痛

ないし不機嫌がある場合はそれだけで疑診とする

としている。’）

表４小児腸重積症の診断基準（試案）

症例Ａの腹部エコー所見

2）腹部エコーで腸重積と酷似する所見を示し

た症例

【症例Ｂ】１歳８ヵ月女児

【臨床症状】咳、鼻水があり、午前７時半か

ら５分～20分に１回の間隔で腹痛が出現し

たと訴え外来を受診した。嘔吐はなく、触

診で腹部に腫瘤ははっきりしなかった。腹

部エコーでtargetsignを認めたため、淀腸

を施行したが普通便で血便はなかった。涜

腸後のエコーではtargetsignは消失し、腸

重積と考えにくかった。腸重積の症状につ

いて説明し、嘔|比・腹痛が出現したら病院

を受診するように紹介状を渡し帰宅した。

その後腹痛はなく、症状の経過から腸重積

ではなく胃腸炎と診断された。

揚管ガス分布の異惇

gのl由iｲ驫権否で轄徴ＲｎＰｈ辱

,

参考文献ｌ）より引用

腸重積の３主徴と言われる腹痛、Ⅱ匠吐、血便に

ついては、光藤らの2,535例の検討では、出現頻

度として腹痛が75％、嘔吐71％Ｌ血便が30％（涜

腸後76％）と報告されている。'）当院での臨床症

状は、腹痛は94％であったが、嘔吐50％、血便

28％（洗腸後も含める）と出現頻度が低く、これ

は病院での報告と比較して開業医を受診する腸重

積の小児は発症後早期に受診する場合が多いため

と思われる。非典型例の13例を見ると､嘔吐30％、

腹部腫瘤38％といずれも低い出現頻度であり、特

に腸重積を疑う根拠となる血便の頻度が23％と低

いことは注意が必要である。全身状態について

も、開業医として経験した腸重積は比較的元気で

全身状態もあまり悪くなく胃腸炎との区別が困難

な場合が多い印象があった。

臨床症状からの診断では、診断基準にあるよう

に間欠性腹痛・不機嫌の有無を確認することが診

断に重要である。今回の症例でも間欠性腹痛は

72％で確認されているが、問診の段階で15～20分

毎の腹痛または断続的腹痛と訴えがあったのは－

部のみで、多くは腹部エコー後の聞き取りにより

判明した。開業医での腸重積の診断については、

症例Ｂの腹部エコー所見
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発症時間がはっきりし昼夜を問わず間欠的または

断続的に続いているという腸重積の腹痛の特徴を

確認することが早期診断につながると思われる。

腸重積の診断に関して､腹部超音波検査は感度、

特異度ともほぼ100％に近いと報告されており非

常に有用な検査手段とされている。山腹部超音波

検査での腸重磧に特徴的な所見は、図のように

targetsign、crescent-in-donutsign、pseudokidney

signなどが特徴的所見として認められる。’１今回

の18症例では、全例で典型的なtargetsignが認め

られた。しかし、超音波検査でtargetsignが確認

されたが淀腸後に所見が消失しその後の経過から

冑腸炎や便秘と診断された症例が数例認めらｵ］

た。文献的にも大腸炎でも腸管の肥厚が強いとき

腸管の横断像が--見腸重積のような像を呈するこ

とがあるといわれている。」そのため腹部エコー

で腸重積を疑う所見が認められた場合、縦断像で

pseudokidneysignを確認することか重要で腸重

積以外ではpseudokidneysignは兄られないとさ

れている。」）今回の症例では洗腸を施行し血便の

確認とその後の腹部エコー検査で腸重積様所見の

変化を見ることが鑑別のために有用であった。非

典fMl'１りな腸重横では、縦断像での腸重積所見の確

認と洗腸後に腹部エコー検査の再検を行うことが

より'1Ｉ確な診断につながると思われる。

今lL1lの腸重積の非典型例13例では、初診時に腹

部エコー検査が行われなかった４例は初診時には

診断されず再受診後に診断された。小児腸重積症

は、｜＃|業医を受診する症例では診断が困難な症例

があることを考慮する必要があり、腹痛や嘔吐を

訴える症例では腹痛についての詳しい問診を行い

できｵlば腹部エコースクリーニングを行うことが

望ましいと考えられる。

まとめ

平成８年から平成25年の間に小児腸重積症18例

を経験した。１８例のうち問診と診察により診断さ

れたり|L型例は５例のみで、１３例は臨床症状のみで

は診断できず主に腹部超音波検査により診断され

たjliUlUli1例であった。

腹部超音波検査では全例で腸重債に特異的な所

見が認められ非常に有用であったが、稀に胃腸炎

図腸重積の腹部超音波所見

繊:…
腸唄積では、９０％以上は回腸結腸型であるた

め、右側腹部から右｣二腹部にかけて重複した腸管

を認める。

重複腸管の短軸像では高エコーが同心円状に見

られるので、①targetsignあるいは②crescent

indonutsignと'1Vばｵlる所見が見られる。

長靴では③pseudokidneysignと呼ばれる所見

が認められる。

摩In-doughnutslgl1

膜

JpseudokidneYsIgn

腸重積症の解剖と腹部超音波所見

①targetsign ②crescentincbnutsign ③pseucbkicmeysign（→）

|xlは参考文献ｌ）より引用
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等でも腸重積様所見が認められることがあった。

エコー所見で腸重積が疑われた時、臨床症状がそ

ろわない場合は淀腸施行後にエコー所見を再確認

する事が望まれる。胃腸炎等では浅腸により腸重

積様所見は消失した。

開業医での腸重積は、血便や腹部腫瘤が確認さ

れない非典型例が多く診断が困難な場合があり注

意が必要である。問診で間欠性腹痛・不機嫌を確

認し、疑わしい症例では腹部エコースクリーニン

グを行うことが望ましいと考えられる。

診療ガイドライン、ヘルス出版、東京、２０１２

年

2）余田篤、山崎剛：小児消化管超音波診断

アトラス、pll8、診断と治療社、東京、２００５

年
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l）日本小児救急医学会ガイドライン作成委員会

編集：エビデンスに基づいた小児腸重積症の
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当院における小児救急患者の動向
一鶴岡市平曰夜間診療の開始と時間外診療加算料徴収の影響一

鶴岡市立荘内病院小児科吉田宏

１．はじめに

救急診療の場における軽症患者のいわゆる「コ

ンビニ受診」は、重症患者の治療に支障を来すだ

けでなく、医師不足に悩まされている地域医療の

疲弊を招く恐れがあり、いかにしてこの軽症患者

の受診を抑制するかが課題になっている。当地区

では、平成22年１０月より鶴岡市休日夜間診療所に

おいて平日夜間診療を開始し、平成24年４月より

当院で時間外診療加算料（選定療養費）を導入し

た。今回、この二つの制度の開始・導入が、当院

における小児救急患者の動向にどのような影響を

与えたかを調査したので報告する。

さらに平成22年４月より、当院で新生児集中治

療管理料２を算定してＮＩＣＵ当直を開始した。

NICU当直開始後も小児救急は上記の体制を維持

していて、月１回の義務当直は廃止された。

３．当院における救急患者数の推移

平成元年に年間1万人であった救急患者数はそ

の後年々増加し、平成15年７月の新病院移転後も

右肩上がりに上昇して、平成18年には年間26,000

人を突破した。それ以降徐々に減少したが、平成

21年の新型インフルエンザ流行年には再び増加に

転じた（図ｌ）。

２．当院および鶴岡市の従来の小児救急体制

当院の小児救急体制は平成16年から変更され、

17時から21時までに受診した小児救急患者は毎日

小児科医がfirsttouchで診療し、２１時以降は当頂

医が診察した上で、必要ならsecondcallで小児科

医が診療することにした。小児科医firsttouchの

診療を新設したのは、統計上17時から21時までの

４時間に１日のl/3強の患者が集中していること

が分かったからである。この時間帯に子どもだけ

を診る小児科医と子どもは診なくて良い当直医の

両者にとって、この体制は実に好評だった｡そし

て小児科医は、毎日１７時から21時まで診療する代

わりに、基本的に全館当直を免除された（実際に

は小児科として、ｌか月に１日だけ全館当直を義

務づけられた)。

また鶴岡市の休日夜間診療所では、平成16年１０

月より開業小児科医が持ち回りで、休日と正月３

が日午前の小児救急診療を開始した。平成19年４

月より祝日の午前にも枠を拡大、すなわちすべて

の休祝日の午前帯に小児救急診療が実施されるよ

うになった。

3００００

２５０００

２００００

１５０００

１００００

５０００

０

Ｈ１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１

図１当院における救急患者の推移(1)

４．鶴岡市平日夜間診療の開始と時間外診療加算

料徴収の導入

当院の救急業務負担を軽減するために、平成２２

年１０月より鶴岡市休Ｈ夜間診療所における平日夜

間診療が開始された。診療時間は19時から２１時３０

分で、主に鶴岡地区医師会の内科開業医が主体と

なって、内科と小児科の一次診療を担当してい

る。広報やホームページを通して市民に受診する

よう勧奨している。

また平成24年４月より当院で、時間外診療加算

料（選定療養費）を導入した。ここで言う時間外

診療加算料とは、緊急でない時間外受診におい

WWWWlNllﾘニ
－－－■

＿＿．■ロ
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がいて、その約４割を小ﾘjが占めていた。休日診

療（日中十夜間）も年々受診者が増加傾向にあ

り、平成24年には6,000人を越え､やはりその約４

割を小児が占めていた（図２）。

当院の救急患者数は平成21年をピークに徐々に

減少し、平成24年はピーク値のほぼ3/4になった

（図３)。主要診療科の救急患者数の推移では、

内科と小児科が確実に減少して、小児はピーク値

のほぼ半分に減少していた（図４)。平日夜間診

療の開始と時間外診療加算の徴収が相乗効果を呼

び、当院の救急患者が予想以上に減少したものと

思われる。

次に小児入院患者数の推移を見ると、平成24年

で年間1,185人とむしろ嫡加していた（図５）。ま

た救急センターからの小児の入院数も漸増傾向に

ある。さらに救急センターからの小児の入院率

は、平成21年の９３％（614/6610）に比し平成24年

は23.5％（775/3291）と、約２５倍に増加していた

（図６）。これは軽症小児患者の受診は抑制された

ものの、入院を必要とする２次救急患者の減少は

なく、時間外診療加算による重症患者の受診抑制

はほとんどないものと判断された。

て、保険診療による自己負担とは別に、保険外負

担で加算料を徴収する（3,150円の負担）ことを

指す。加算料を取らない基準としては、①入院が

必要な場合、②紹介状に緊急受診が必要と明記さ

れている場合､③緊急の処置や検査が必要な場合、

④当院の医師の指示で受診した場合、⑤不幸にも

救急センターで亡くなられた場合、⑥休日夜間診

療所を受診あるいは電話して断られた場合とし

た。

５．小児救急患者の動向

鶴岡市平日夜間診療所の稼働状況は、平成22年

の平Ｈ夜間診療開始から毎年約3,000人の受診者

IlzU夜間診療仇'１（｢|巾、夜|M1)診療
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０
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■小児科□その他

図２鶴岡市休日夜間診療所稼働状況
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図５小児科入院患者数の推移図３当院における救急患者数の推移(2)
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はむしろ増加しているので、軽症患者の受診

は抑制されたものの、重症患者の受診抑制は

ないと考える。

3）今後も市民への広報・啓蒙を通して、救急

業務の役割分担を進めて行きたい。

6．結語

ｌ）平日夜間診療の開始と時間外加算料の徴収

により、当院の救急患者はほぼ3/4に減少し、

小児救急患者は半減した。

２）小児入院患者や救急センターからの入院率
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山形県における2005年から2011年までの川崎病の実態調査結果
一Part2：不全型症例に対する検討一

山形大学医学部小児科学講座

高橋辰 徳、鈴木

誠、早坂

浩、小田切徹州

情佐藤

はじめに

山形県では、1977年から県内発症の川崎病症例

に対する実態調査を行っているが、2004年までは

川崎病の診断を満たす確実例のみを対象としてい

た。近年、川崎病の主要症状が４つ以下の広義の

不全型症例の方がむしろ冠動脈後遺症を高率に起

こすとの報告'）があり注目されている。そこで、

2005年以降われわれは不全型川崎病も含めて県内

発症の川崎病症例を集計している。今回、2005年

から2011年までの川崎病実態調査Part2とし

て、不全型川崎病に焦点を絞って調査結果を報告

する。

きの基準は満たさないが、他の疾患が否定されＩ１１

崎病と考えられるもの」とされている。すなわ

ち､「主要症状４つ以下でかつ冠動脈瘤を認めない

もの」と「冠動脈瘤の有無にかかわらず主要症状

３つ以下のもの」が不全型とされているが、それ

とは別に「冠動脈瘤の有無にかかわらず主要症状

４つ以下のもの」は、広く「広義の不全型」と称

されている（図ｌ）３)。

対象および方法

対象は2005年から2011年までの７年間に山形県

内で発症した111111奇病症例で、６つの主要症状のう

ち４つ以下のみを満たすものをまとめて「広義の

不全型」として集計した。

調査方法は、山形県内の小児科の入院設備を有

する病院に調査票を郵送あるいは手渡しし、生年

月日、年齢、性、再発・同胞例の有無、市町村、

初診年月日、初診時病日、診断の確実度（確実／

不全型)、ガンマグロブリン（IVIG）使用状況、

追加治療の使用状況、心障害についての記載を依

頼した。

川崎病の分類について

日本川崎病学会用語委員会草案による)||崎病の

用語に関する規定によれば、「１６つの主要症状

のうち５つ以上の症状を伴うものを本症とする、

２６主要症状のうち、４つの症状しか認められな

くても、経過中に冠動脈瘤（いわゆる拡大を含

む）が確認され、他の疾患が除外されれば本症と

する｡」と規定されている。一方、川崎病不全型

（incompleteKawasakiDisease）は「診断の手引

結果

７年間で804例の川崎病患者の発生が報告され

た。詳細な患者背景については実態調査のPartl

に記載した’'１。不全型川崎病は176例で、全体の

21.9％に相当した（図２）。図３は不全型川崎病

の年次推移を示したものであるが、その割合はお

おむね15～25％の間であり年による大きなばらつ

きは認められなかった。一方、施設間の格差は大

きく、９７％から３８４％に及んだが、地方ごとの

特徴は明らかではなかった（図４）。

6つの主要症状z）

1.5日以上続く発熱(ただし,治療により5日未満で解熱した場合も含む）
2.両側眼球結膜の充血，

3．□唇,口腔所見:口唇の紅潮,いちご舌，口腔咽頭粘膜のびまん性発赤
4.不定形発疹

5.四肢末端の変化：

（急性期)手足の硬性浮腫掌蹄ないしは指趾末端の紅斑

（回復期)指先からの膜様落屑

6.急性期における非化MH性頚部リンパ節腫脹

狭義の不全型川崎病広義の不全型川崎病

図１川崎病の分類

｢i調iiii雨5丁
有無

主要症状の数

１～３ ４ ５～６

冠動脈瘤の
有無

あり

なし

織溌

鍵灘

主要症状の数

１～３ ４ ５～６

あり

なし

鍵鰯：
{蟻鰯Ｉ燐
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患者背景について表ｌにまとめた。初診病日は

確実例・不全型ともにほぼ４日目であり、大きな

差はみられなかった。発症時月齢の中央値は確実

例の２歳Ｏか月に対し不全型は０歳９か月であ

り、不全型は若年例が多い傾向にあった。特に乳

児期前半では不全型川崎病の割合が高かった（図

５）。

ＩＶＩＧを投与されたのは確実例の９４３％に対し

不全型では619％であった。追加投与を受けた症

例はそれぞれ１８３％と3.8％であった（図６）。

IVIG初回投与は、確実例では第５病日をピーク

に投与されその分布はｌ峰性であったのに対し、

不全型では第５病日と第８病日に２つのピークが

あり、かつ第10病日を超えてIVIG初回投与が行わ

れた症例も散見された。投与病日の平均値は、確

実例で5.02日、不全型で581日であり、やはり不

全型でIVIG投与が遅れる傾向にあった（図７)。

IVIG初回投与が遅れた症例の割合を図８に示

す。IVIG初回投与が第７病日以降であった症例

は、確実例で102％であったのに対し、不全型で

は202％を占めていた。更に第１O病日を超えて

IVIG初回投与が行われた症例は確実例の1.0％に

対し不全型では5.5％であり、不全型ではIVIG初

回投与が遅れる傾向にあった。

表１患者背景

□確実例

■不全型

確実例不全型全体

男児(％） ５８ 5３ 5７

再発例(％） 4.2 ５.ユ 4.0

発症時月齢

(中央値）

０歳lか月

-14歳Oか月

(２歳oか月）

０歳lか月

－８歳6か月

(0歳ｇか月）

０歳lか月

-14歳Oか月

(1歳１０か月）

初診病日(平均値）1-25(398）１－Z7(4.04）1-27(3.99）

図２不全型川崎病の害l]合
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ＩＶＩＧ以外の治療薬は、総じて確実例で多く使用

される傾向にあった（図９）。

冠動脈後遺症は､確実例で２１％であったのに対

し不全型では11％であり､不全型で後遺症が少な

い傾向にあった。特にIVIG初|且|投与病日が７日以

下と適切な時期に行われた症例では、不全型では

冠動脈後遺症は認められなかった。一方、ＩＶＩＧ初

回投与が第８病日を超えて行われた場合、不全型

では111％と高い割合で冠動脈後遺症を残した

（表２)。

不全型で冠動脈後遺症を残した症例は２症例

あった（表３)。症例ｌは、第８病日に２９／kgの

IVIG投与が行われた症例であった。症例２は、当

初扁桃炎として抗生剤の治療を受け、感染症に対

する治療目的でIVIGを少量投与された症例であ

り、冠動脈後遺症を残している。

を元に診断が付けられてきた疾患である。当然の

ことながら同一の疾患であってもそのバリエー

ションは広く、主要症状がほとんど出そろわない

タイプの症例も一定の割合で認められ、不全型川

崎病として扱われている。

不全型)||lll奇病の割合は一般に川崎病全体の15～

20％を占めておりい、例えば2009年から2010年の

２年間に行われた日本の全国調査では、不全型は

川崎病全体の１８６％を占めていた5)。今回の結果

は概ね従来の報告に合致した割合であり（図２)、

その割合の経年的な変化はあまり認められなかっ

た（図３）。一方、施設間の格差は非常に大きかっ

た（図４)。山形大学医学部附属病院以外はいわ

ゆる一般の急性期病院であり、その地域における

役割・患者層に大きな違いはなく、また不全型の

割合に地域差も認められなかったため「どれだけ

川崎病を疑って診療しているか」が現れた結果で

あると考えられる。考察

川崎病は、原因不明の全身性血管炎であり診断

を確定する特定のマーカーも発見されていないた

め、疾患概念が確立した時から６種類の臨床症状

６
５
４
３
２
１
０

１％Ｉ

-|トーこ－-－－

-'’
11

~1１

(日)1９１

１７

鵠’
１１

３｜

訂
（％)4０

steroid ＣｙＡＵＴｌ

□確実■不全型

ｌＦＸ

注釈

CVA:シクロスポリンA
UTl:ウリナスタチン

lFX:インフリキシマブ
３０２０1００１０２０

に,確実幌｜■不全型

図９１VlG以外の治療状況

表２冠動脈病変

確実例不全型全体

平均病日５．０２５．８１５．１５

図７１V|G初回投与病日
確実例不全型全体

急性期冠動脈病変(％）７．５６．８７３

冠動脈後遺症(％）

lVlG初回投与≦7病日

ｌＶｌＧ初回投与＞7病曰

１．１

０

１１．１

２．１

２１

４．８

８
８
７

●
●
●

１
１
７

(％)６

５－

４

(％)Ｚ５

ＺＯ

１５

１０

５

０

５．５％

２０２％

３

表３不全型で冠動脈後遺症を残した２例二皿工
Ｚ
１
０

ｌ年齢性
艤'1,11贄HＴiillliliiL1iij；

lVlG投与丑

２９/k９

初診時

診断

|不明

冠動脈後遺

症

巨大瘤

2年後に消失

確実例不全型

a｣ⅥG初回投与が第７病曰以降

確実例不全型

blVlG初回投与が第10病日以降

症例Ｚ 冠動脈瘤０１３９/kg/日

を5日間
図８１VlG初回投与が遅れた症例
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不全型川崎病の患者背景は、全国調査と比較し

ても大きな違いは認められなかった（表ｌ）５)。

調査を依頼した病院を受診した病日は、不全型川

崎病でほぼ同様の結果であった。図７，８に示し

たとおり不全型川崎病ではIVIG投与が遅れる傾

向にあるが、その原因は病院への受診が遅れたた

めではなく、医療者が川崎病と診断しIVIG投与を

決断する時間がかかっていることを示唆している

と考えられる｡年齢分布も従来の報告'１５)とほぼ同

様で乳児期（特に乳児期前半）に多く認められた

（図５)。なお、今回の症例の不全型川|||荷病の最

小年齢は０歳ｌか月だが、新生児期発症の川崎病

も報告されており６１、小児期の全年齢で川崎病は

発症しうることが明らかになっている。

IVIG投与を受けた症例の割合は不全型で少な

かった（図６)。おそらく、「軽症例」としてアス

ピリン内服のみしていた症例が多く含まれている

ためと考えられる。

図７，８では、不全型川崎病ではIVIG初回投与

が遅れる症例が多いことを示している。これも従

来の報告と一致する結果であり、不全型川崎病で

は発熱以外の症状に乏しいため、診断が難しいこ

とが原因として考えられる7181．一方、ＩＶＩＧ以外

の治療薬は不全型ではあまり使用されていない実

態も明らかになった。そもそもIVIGが不要な症例

や、ＩＶＩＧのみで解熱している症例が多いことが想

定される。

これまでの報告では、不全J111llllIlIi病では確実例

に比べて冠動脈後遺症発生率が高いと言われてき

た。その原因として、冠動脈後遺症を残さない川

崎病にはそもそも発見されていない旋例が多数あ

り選択バイアスがかかっているからではないかと

いう意見や、診断が遅れIVIG投与が遅れることが

原因ではないかという意見')がある。しかし、今

回の調査では不全型川崎病のほうが冠動脈後遺症

発症率が低いという､通説とは逆の結果となった。

その内訳をIVIG初回投与のタイミングで分類し

検討すると、冠動脈後遺症はＩＶＩＧ初|回1投与が７病

日以内の場合は確実例多く、８病11以降になると

不全型で多いという結果であった（表２）。実際

には、不全型で冠動脈後遺症を残したのは２症例

でいずれも第８病日にＩＶＩＧを投与されている（表

３)。不全型1'|'''奇病でも、きちんと早期診断・早

期治療がなされれば後遺症を残さずに済むと考え

られる。

川崎病の診療で最も重要なことは言うまでもな

く冠動脈後遺症を残さないことであり、そのため

には川崎病を早い段階で診断し、適切な治療を速

やかに行うことが重要である。一方、不全型川崎

病を早期に診断することは難しい。早期診断のた

めには、川lll奇病の参考条項に挙げられている

「BCG接種部位の発赤」を見逃さないこと9)、血

液検査においてCRP、白血球、赤血球、血小板、

アルブミンなどのデータは確実例とほぼ同様の推

移を示す一方、ＡＬＴの上昇は確実例ほど顕著では

ないという不全型の特徴を熟知しておくこと'０１、

そして何より乳児期の原因不明の発熱では特に川

崎病を積極的に疑い、冠動脈エコーをこまめに行

うことが鍵を握っていると考えられる。

結語

今回の調査では、従来の報告とは異なり不全型

川崎病における冠動脈後遺症発生率は確実例と比

較して低かった。しかし、ＩＶＩＧ投与が遅れる症例

が多く、更にIVIG投与が遅れた症例では不全型川

崎病でも高率に冠動脈後遺症を来している。特に

乳児を中心として、原因不明の発熱に遭遇した際

には不全型川崎病を念頭において診療に当たるこ

とが重要である。
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特別寄稿

医療を守ることは地域を守ること
一適正受診による医師の負担軽減と定着へその草の根運動一

私たちとお医者さんを守る最上の会会長阿部彰

最上地域は、仕事と子育てを両立できる環境が

整っていないために、少子化と若い世代の流出が

続いている。原因の一つに医療問題がある。最上

地域は、安心して子どもを産み育てられる環境が

良いとは決して言えない。

この地域の医師数は、全国平均の60％にも満た

ない。特に、地域の２次医療を担う県立新庄病院

の医師不足も深刻だ。しかも、開業医も年々減少

しているので、新庄病院の負担はますます大きく

なる。

そのうえ住民のコンビニ受診がその問題を深刻

にしている。夜間救急患者の80％が入院の必要が

ない軽症患者なのだ。それが医師の過重負担を招

き、定着化を阻んでいる。この現実を知る住民は

あまりにも少ない。

外来についても、当地域ならではの傾向が伺え

る。風邪を引いただけで新庄病院を受診してしま

うのだ。かかりつけ医は誰かと聞くと「新庄病院

です｡」と答える親があまりにも多い。先日、保

育園と幼稚園で行ったアンケートでは、実に半数

以上の親がそう答えた。それは、大人も同様かも

しれない。

このように、新庄病院での受診適正化を進めな

ければ、医師が疲弊してこの地を去って行く。新

しい人材確保は簡単ではない。このままでは、い

ずれ地域医療が崩壊する。そうなれば、とりわけ

子育て世代は安心して暮らせない｡そう考えると、

お医者さんを守ることは､私たち自身を守ること。

医療を守ることは地域を守ることなのだ。

そういう現状の中、私たちは平成23年２月、お

医者さんを守る草の根運動を始めた。活動方針

は、１医師と住民との相互理解。２．地域への

啓発活動。３．予防・健康づくりの３つ。

最初に、医師と住民との懇談会を設定し、お互

いの本音を聞いてみた。私たちからすると、医師

は遠い存在で、会うのは大体具合の悪い時ばか

り。そういう状況では、自分のことだけで精いっ

ぱいで、医師の気持ちを推し量る余裕もない。し

かし、本音で語るうちに、患者からのクレームが

あれば落ち込み、逆に「ありがとうございます」

の一言でモチベーションも上がると聞いた。これ

は、率直に言って意外だった。

一方若い母親は、我が子の具合が悪くなれば心

配で、悪いことばかり考えてしまうそうだ。核家

族で、身近にアドバイスをしてくれる人がいなけ

ればそれも分かるが、最近では３世代同居の祖父

母からも、早く子どもを病院に連れて行くように

言われるらしい。祖父母も心配なのだ。「おばあ

ちゃんの知恵袋」は、もう過去のものになりそう

だ。それに、働く母親も多いため、おのずと仕事

が終わった後に夜間救急に行ってしまう。そし

て、医師から「大丈夫ですよ」の一言をかけても

らって、初めて親はほっとするのだと言う。

そんなことをお互いに話し合っていたら、医師

から適性受診は大事だが、心配なら先ず病院へ来

てくださいと言ってもらった。今まで遠い存在だ

と思っていた医師が身近な存在に思えてきた。そ

うすると、若い親たちからは、子どもの病気や健

康についてもっと勉強しますという言葉が出た。

相互理解は､お互いを思いやる気持ちから始まる。

そんなやり取りを経て、啓発活動が始まった。

県立新庄病院の協力を得て、小児科医による急病

時の対応や救急外来で受診すべき症状などについ

て学習会を開いた。啓発活動をするためには、正
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確な知識が欠かせないからだ。

その後の保育園や子育て支援センターでの啓発

活動では、かかりつけ医の紹介を初め、小児救急

電話相談や夜間休日診療所の利用などを呼びかけ

たｑ県の小児救急講座でも時間を取ってもらい同

様の啓発活動を続けた。マスコミへの露出やイン

ターネットを利用し理解者も少しずつ増やした。

効果は出た。それらの活動を積み重ねた結果、平

成23年度の救急患者数が前年比20％も減ったの

だ。子どもの病気に対しての理解が進んだことは

間違いない。

そして、今後は３つめの方針である健康な体作

りに取り組まなければならない。何より大事なこ

とは、病気にならない健康な体だ。そうなれば受

診は減り、医師の負担は少なくなる。そのために

は生活スタイルの見直しが必要だ。健康を維持す

るためには、食や運動は大事だ。安全でおいしい

地元の食材をたっぷり使い、栄養バランスの取れ

た食事を取り、適度な運動ができる環境づくりも

必要になる。つまり、自立的に健康を守れる生活

環境を整えていくのだ。

そう考えると、この問題は私たちだけでは解決

できないことが分かって来る。なぜならこの活動

は、心を豊かにして安全で安心して暮らせる地域

づくりの活動だからだ。それには、この活動をさ

らに地域の人達に理解してもらい、共に活動する

仲間が必要だ。少しずつサポートメンバーも増え

てはいるが、その輪をもっと大きく広げなければ

ならない。私たちには、この地域を守り、次の１１ｔ

代の子ども達に引き継いでいく責任がある。そう

いう意味でも、草の根的に始まったこの活動、私

たちの医療を守り地域を守るために、着実に根気

よくこの先も活動を続けて行かなければならない

と思っている。
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第12回東北外来小児科学研究会

山形市芳賀惠

このたびは、第12回東北外来小児科学研究会に

参加していただきました先生方に深く感謝申し上

げます。この研究会は2005年以来の山形開催でし

たので、多くの方々にとっては、突然で、久しぶ

りのご案内になったのではないかと思います。そ

れにもかかわらず、多数の先生方、職員の方々に

参加していただき、未熟な運営で行き届かないこ

ともあったと思いますが、多大なご協力のもと、

滞りなく、盛会のうちに終了できました。ありが

とうございました。

ご案内に記しましたが、本研究会は、日本外来

小児科学会（1991年研究会として設立し1999年に

学会に移行）の地方会であり、2001年に誕生しま

した。2002年に、第13回Ｈ本外来小児科学会年次

集会が仙台市で開催されて以来、毎年研究会を重

ねてきました。日本小児科学会とその地方会、日

本小児科医会､その他多数の研究会もあるなかで、

日本外来小児科学会の設立Ｈ的である「小児の総

合医療と外来診療に関する研究と教育を促し、

もって小児医療の向上をはかること」に鑑み、そ

れらの学会や研究会とは趣の異なる形がとられ、

小児科医とその職員である看護師、事務職員はじ

め、共に小児医療に携わる方々に参加していただ

いて、診療上の疑問や工夫、調査や研究にとどま

らず、小児科外来における看護や接遇、園医校医

活動、地域の医療保健活動、小児保健など多岐に

わたる問題を討論してきました。昨年12月、この

たびの研究会を担当することに決まりました後、

１ヵ月ほど過去11回のプログラムや抄録を読み直

したり、会の様子などを思い返しながら界面作用

というテーマに思いが至り、２月より準備に入り

ました。最終的に、プログラムは川崎病、腸重積

の腹部エコー、スキンケア、漢方療法、採血時の

プレパレーション、院外処方、服薬指導、患者と

して考える受診行動、精神科を受診する子どもと

いうことになりました。世話人としての思いはと

もかく、いただいた演題には、期せずして呼び覚

まされたことが多々ありましたので、外来小児科

学会の歩みのなかでの関連する事柄を挟みなが

ら、以下に各演題内容の一端をご紹介いたしま

す。

佐久間秀人さん（福島県二本松市）は、「年長

児での発熱、多房`性リンパ節腫大を呈した場合、

川崎病を念頭に置いた対応が肝要であり、急激な

心機能低下、心嚢液貯留を呈した経験により、本

症を疑った時点から、頻回な心機能のチェックが

必要」との結論を得ています。いずれも、外来で

のエコー検査によってのみ為しえることです。黎

明期にあった心エコーで冠動脈瘤を診断してから

長い時'１１１が経ちましたが、未だ原因のわからない

まま、今なお診察する機会のある川崎病初期診断

のむずかしさを、一層銘記しておかなければなら

ないとあらためて感じました。

仁藤敏昭さん（山形県寒河江市）は「18例のう

ち問診と診察により診断された典型例は５例のみ

で13例は腹部超音波検査により診断され、腹部超

音波検査は腸重積の診断に非常に有用であった」

と述べています。1980年代は腸重積は決して少な

くない病気でした。診断にはバリウムかガストロ

グラフィンか、いや空気整復が優れているといっ

ていた時代でした。過剰診断も過少診断もありま

した。’１本外来小児科学会では、ワークショップ

はじめ、ｿiii例報告などで腹部超音波検査、頸部リ

ンパ腺超卉波検査、上顎洞超音波検査、耳下腺超

音波検査などが画像とともに報告されてきまし

た。しかし、知る限りでは、まだそれ程小児科外
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来で広まってはいるとはいえない検査を、長年

しっかり実施され、成果を上げておられることに

敬服しました。

草刈章さん（埼玉県所沢市）は、「ヒトの皮膚

の機能と構造の進化過程」から説き始め、「入浴

によるバリア機能低下の湯温による違いから、入

浴前オリーブオイル（日本薬局方オリブ油）塗布

の湿疹に対する有効性を検討し、２週間後の評価

で有効例58％で、保護者の多くがそれほどの抵抗

なく受け入れたが、皮膚が赤くなる、痒くなった

などの有害作用も認められた」と報告しました。

2010年、雑誌「外来小児科」でもスキンケアの特

集を組んでいますが、その内容とはまた違った新

しい方法です。入浴前にオイルを塗るという常識

を覆す先端を行く話は、それだけに理解を深める

には時間が必要という印象をうけました。皮膚に

はまだまだたくさんの謎があると理解しました。

石井アケミさん（宮城県多賀城市）は、「小児

科外来の主として急性疾患の重症化遷延化に真武

湯を０歳から使用し、有効率86％で副作用無く安

全に使用できた」と治療経験を発表しました。

2012年に雑誌「外来小児科」で70頁に及ぶ漢方特

集を組んでおり、会員の関心の高まりを示してい

ます。漢方療法に対しては理屈が無いという'１１１１球

論がありますが、自身の手探りで始めた様々な投

与経験と実際の服用経験、そして、最近の乳幼児

鼻閉や嘔気嘔吐に対する処方の広まり、さらに

は、五苓散はじめ様々な漢方薬の薬理学的研究成

果も散見されるようになり、柔球をもって論ずる

ことはできるという感触を得ており、一層治療の

幅が広がったように思います。

佐藤志保さん（山形大学医学部看護学科）は、

「プレパレーションとは、子どもや親の対処能力

を高める環境および機会を与える援助」であり、

「検査や処置、入院、手術を控えた子どもに本や

人形、実際の医療器具などを使用して理解力に合

わせた説明を行うこと」という定義を示し、「子

どもに正しい知識を提供すること｣、「子どもに情

緒表現の機会を与えること｣、「医療者との信頼関

係を築くこと」が目的であるとしたうえで、採血

が子どもに及ぼす影響として「不安や恐怖の増

大」と「採、への抵抗や拒否、痛みの増強」が考

えられることから、「子どもが採血で感じた痛み

と、痛みに対する行動をもとに、プレパレーショ

ンの有効性を検証した結果、痛みの主観的評価に

有意差があった。初めて採血を受ける子どもだけ

ではなく、年齢が低い子ども、採血前に保護者が

うまく対処行動をとれないと予測する子ども、処

置室へ入室する前から協力的でなく落ち着かない

行動を表出している子どもの特性を把握すること

で、より効果的なプレパレーションにつながると

考える」と報告しました。2007年に、第６回の本

研究会で診療所でのアンケート調査結果を報告し

ましたが、圧倒的に検査や処置時に保護者の付き

添いを望んでおり、付き添いのもとでの実施に支

障になることは殆ど無いことから、以来、検査処

置時に保護者に付き添ってもらうようにしていま

すが、2006年にあった外来小児科学会年次集会の

MeetTheExpertでの話や雑誌「チャイルドヘル

ス」のＭｙオピニオン（この号は日本外来小児科

学会会員の企''１１iでした）におおいに触発されたか

らでした。

佐藤一子さん（山形市あらた調剤薬局）は、薬

剤師相互協力の会（山形FＬＡＴ会）会員と一緒に

門前外薬局の現状を分析し、疑義照会の具体的な

内容や小児科医に伝えたいことを纏めて講演さ

れ、「よりよい小ﾘJ医療のために、医院薬局間相

互情報ツールの活用を始めるのは今」であること

を強調されました。保険薬局から処方医に対しよ

く行う疑義照会その’：代替え調剤依頼は、「一

般名記載、後発医薬品から先発医薬品、先発医薬

品から先発医薬,lib（併売品)、同一製品斉11形変更、

同種同効薬への変更の場合」をあげています。疑

義照会その２：処方内容記載不備は、「１日では

なく１回服用量記救、１日投与回数未記載、頓服

の回数未記載、頓服服用すべき症状の未記載、外

用薬の処方量（例えば５ｍl）でなく本数（例えば

１本）の記載、外用薬濃度（例えば０５％あるい

はＬ５％）未記載、外用薬１日投与回数未記載、

外用薬使用部位の未記載、複数用量規格（例えば
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小児科学会で「服薬指導への取り組みワーク

ショップ」を続けている小児科医ですが、「ワー

クショップの内容紹介と小児薬物療法の問題点」

を取り上げ講演されました。服薬に関する母親ア

ンケートでは「子どもの薬について知りたいこと

は、多いlllEiに薬の効能効果、副作用、他の薬と併

用可否、薬の名前、薬の保存の仕方、薬の飲ませ

方」であること、「母親から医師に対する要望は、

水薬か粉薬か選べるようにしてほしい、なるべく

少量で、何種類も出されると飲ませるのが大変、

院内処方では薬の説明が不十分、同じ症状なのに

違う薬が出たり症状が違うのに薬が同じで不安、

病院にかかるたびに抗生剤を処方されるが本当に

必要なのか疑問」というものでした。薬を飲めな

い子どもを持つ母親アンケートでは「子どもが薬

を飲まない理由は、薬の味（苦み）を嫌がる、薬

のザラザラ感を嫌がる、本人が全く飲もうとしな

い、薬の量が多い、薬の臭いを嫌がる」でした.

ジェネリック医薬,W,に関する母親アンケートでは

「子どもに飲ませる薬はどういうものがよいかと

いう問いに、医師や薬剤師の勧めるものであれば

どちらでも良いと、同じものなら安いものでもよ

いが圧倒的に多く、高くても先発品はごく少数」

でした。小児薬物療法の問題点として、適応外使

用があること、小児薬物療法検討会議では、アセ

トアミノフェン「小児科領域の解熱」に関する検

討（日本外来小児科学会）も採り上げられ、２００７

年１０月に小1,[しlに対して全剤形が使用可能になり、

小児に対する効能又は効果は「小児科領域におけ

る解熱・鎮痛」となり、小児への用量はいずれ

も１回１０～15mg/kgを４～６時間の間隔で投与可

能で１日総量として60mg／kgを限度とし、成人の

用量（最大1,500mg）を超えないことに決まったこ

とを話され、抗ヒスタミン薬とけいれんでは「抗

ヒスタミン薬はけいれんを引き起こすわけではな

く、けいれん素因のある患児の発症リスクを高め

ます。救急外来では、熱性けいれんと非熱性けい

れんで搬送された患児に抗ヒスタミン薬の服用が

多いこと（それぞれ45％、２２％)、けいれん性素

因を発作の起こる前に把握することは困難なの

５９とｌｏｇ）同一薬の用量未記載、外用薬剤型（軟

膏とクリーム）未記載」であり、それぞれについ

て解説しました。疑義照会その他：「用法用量の

疑義（体重、年齢に対して適宜増減の範囲を超え

る)｣、「併用薬､副作用歴より有害事象の可能性｣、

「服薬状況や生活スタイルによる剤形変更」をあ

げ、「薬剤師は、法令111頁守」の姿勢を印象づけま

した。さらに、時に見られる疑問や問題として、

「薬局に在庫がない場合の同種同効薬への代替え

依頼もあり、患者の来店時間が遅いと処方元へ連

絡がつかず、連絡がつくまで患者を待たせること

になる」状況を説明し、「薬局は24時間患者対応

することを求められています、処方医といつでも

連絡が取れると患者、薬局は助かります」との希

望を述べました。また､「五苓散の坐剤処方があっ

ても調製法が不明で提供が難しく院内製剤として

提供すべきでは？」と疑問を投げかけました。最

後に、小児科医に伝えたいこととして、「通常と

異なる指導が必要な場合は処方せんの用法へコメ

ント、又は備考欄にコメントの記載」が望まし

く、「治療経過のツールを薬局薬剤師にも見せても

らいたい｣、「薬局からの情報提供としてファック

スなどで情報フィードバックしたい」と述べ、「処

方せん以外の情報共有媒体が必要で、お薬手帳等

の活用」が考えられると結んでいます。2009年の

外来小児科学会年次集会のMeetTheExpert「処

方からみえる医師の考え見えない考え」のなか

に、「調剤薬局では、病名、検査結果、診断内容

を知ることができないので、処方妻の内容から病

態症状を推測し、今までの薬歴や母親からの聞き

取りで薬の監査や服薬指導をおこなうが、気にな

ることが母親との会話から医師の処方意図に気が

つくこともある」とありました。現在はいざ知ら

ず、ある年齢以上の医師にとっては処方妻の書き

方は見よう見まねの領域でありましたので、－々

がごもつともですが、調剤する側が処方菱内容を

見ながら、患者の状態をいろいろ推理する姿を思

い浮かべたとき、処方雲以外の情報共有媒体とい

う考え方に興味が引かれました。

高橋肇さん（岩手県花巻市）は、１０年以上外来
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で、必要な場合には乳幼児には脳内移行`性の低い

抗ヒスタミン薬を選択すべき」と注意を喚起しま

した。最後に、患児（親）に選ばれるのは「分り

やすく親切な説明をする、子どもとも話（説得）

をする、待ち時間の短縮のための工夫をする、服

薬困難児での薬の飲ませ方は病状や薬に合わせて

一つずつ方法を紹介する、感染する病気に対し配

慮する」薬剤師さんであることを紹介しました。

服薬指導の大切さを学んだのは、1990年代の外来

小児科学会年次集会のワークショップへの参加で

した。患者側の薬に対する認識や実際の服薬状

況、当時製薬企業による日本ＲＡＤＡＲ協議会作

成のしおり、米国の服薬指導、ドイツの現状、そ

して全国各地の診療所が作成したたくさんのパン

フレットと、見るもの間くもの目新しいことだら

け、大いに感化された様は駄文となって、当時の

この会報に載せていただきました（29号Ｈ９)。

阿部彰さん（山形県新庄市）は、保育園の園長

先生です。2011年に「私たちとお医者さんを守る

最上の会」を結成、県内最上地域を活動場所とし

ておられます。先ず「県立新庄病院の救急外来患

者数と軽症者が８割を占める実態、その治療にあ

たる同病院医師の32時間以上に及ぶ勤務状況、そ

して地域住民のコンビニ受診意識｣を調べました。

そこで「ただでさえお医者さんが少ないのに、こ

のままでは、お医者さんがいなくなる／、安心し

て暮らせなくなり、街から人がいなくなる、特に

若い子育て世代が」ということに気がつき活動が

始まりました。その方針は、「医師と患者住民と

の相互理解、地域への啓蒙活動、予防健康づくり

の推進」でした。「保育園での小児救急講演会、

新聞への掲載、雑誌への執筆やテレビ出演、新庄

病院小児科医師による啓発ＤＶＤ作成と活用によ

り、新庄病院の小児救急患者は減少」しました。

最後に「この活動は、安心して暮らせる地域づく

り運動です。私たちには、この地域を守り、次の

世代に引き継いでいく責任があります。そのため

に、根気よく謙虚にこの活動を続けていきます」

と語りました。患者の立場から受診行動を考える

という活動のⅡ嵩矢は、知る限りでは2007年に結成

された兵庫県立柏原（かいばら）病院の小児科を

守る会ではないかと思います。外来小児科学会で

は、2009年春期カンファレンスのパネルディス

カッション「子どもの医療について－利用者の立

場から」を開催し、「知ろう／小児医療守ろう／

子ども達の会の取り組み｣、「市民の医療一ネット

ワークさいたまの活動｣、「保育現場から小児科医

に望むこと」の三題の発表がありました。小児科

医には、もっと患者や家族の気持ちに配慮しても

らいたい、医師患者間の相互理解が必要であると

いう声があり、医師の説明を患者や家族が理解で

きていないということを医師が理解していない実

情が報告されました。このような活動は、結局は

小児科医の数と場所設備だけを考えても解決しな

いであろうと予想される時間外診療の問題を考え

る上で､大変重要な視点での行動であると思われ、

先ず、県内で活動されている方々の話に耳を傾け

ることが、小児医療に携わる者に求められる第一

歩ではないかと考えていました。

石井玲子さん（山形県二本松会上山病院）は、

精神病院に通う子どもたちの様子について、症例

をフィクションの形で交えながらお話されまし

た。主訴は、学校に行けない、職場（作業所な

ど）に適応できない、問題行動（暴れる、引きこ

もる、排ilm、抜毛ほか）とそこから派生する問題

（授業についてゆけない､集中しない)､鍼黙､チッ

ク、排桐、睡眠の問題、食欲の問題、腹痛、頭痛、

奇妙な言動、独り言、突然に泣いたり笑ったりす

るというようなものです。知的障害、自閉症、

ＡＤＨＤ、心因反応、うつ状態、神経症、統合失調

症などの診断名がついています。本人、家族、時

に学校の情報を集め、知能検査などを組み、本人

の特性をいくつかの方法で評価して、必ず生活の

基本の見直しをして、検査を組み入れながら面

接、時には遊戯療法や箱庭療法などもしますが、

原因探しはあまりしない、問題となる状態（本

人・問題行動）そのものに働きかけるよりも、周

囲（生活リズム、得意なことをのばす、家族）に

働きかけた方が良い事がある、薬物療法は必要時

行うが多くの子どもは薬で治すことはできず、診
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断や薬物療法は治療の始まりや補助でしかない、

このようなことを教えていただきました。診察し

ながら、子どもたちは、親兄弟のことをあまり知

らず、大人の話を聞く経験が少なく、言葉が稚拙

で知識は豊富だが生きた知恵、生きた言葉となっ

ておらず、人間関係が薄く、かつ群れ、孤独と孤

立を勘違いし自分をとらえる力が弱く夢がないこ

とに、一方で、親や大人は、先を急ぎ、先回り

し、見本になることができず、言葉を押し付けて

いることに気がつかれたということです。子ども

の精神疾患については、日本小児科学会誌で何度

かとり上げられているものの、まだそれほど話題

となることの多くない領域で、当然ながら数の多

い発達障害への注目度がより高い状況です。雑誌

「外来小児科」でも2008年に発達支援のための５

歳児健診の特集を組んだり、2012年にはプライマ

リケアに活かす専門診療という特集の中に外来小

児科における発達障害へのアプローチがありま

す。しかし、多動など行動異常や発達障害にも日

を向け始め､次第にその手の読み物を手に取ると、

その併存症として精神科専門医を必要とする子ど

もがいることを、常に意識しておく必要があるこ

とを学びます。そうしたときに、小児科診療も経

験した精神科医が身近にいることを大変心強く感

じます。そんな身近な方の話をぜひ拝聴したいと

願っておりましたが、このたび思いがようやく叶

いました。

さて、旨頭にのべた界面作用というテーマです

が、ここでは、異なるフェーズ（局面）が出会う

界面でタイミングよく相互作用が働けばすばらし

いことが起こる、と解釈しています。これは、分

子生物学者であるＦ氏による著書のタイトルでも

あり、その序文の標題に、エッジエフェクト－新

しい生命は界面に立ち上がる、とあり上述の解釈

へと導いてくれる文章が続いています。我々小児

科医をはじめ、様々な役割を持った人々が、より

健やかで豊かな子どもの成長を願い、一つ所に

揃ってお互いの話に聴き入るとき、そこに何かし

ら沸き立つものが現れる、７月７日はそんな意味

を持ったｌＨであってほしいと考えたのです。あ

らためて、ありがとうございました。

第12回東北外来小児科学研究会プログラム

2013年７月７日（日）

代表世話人山形巾芳賀小児クリニック芳賀惠一開会の挨拶

演題座長（|||台市萱場潤

１．「頚部リンパ節腫大が診断の一助となった川崎病の一例」

縞島県二本松巾佐久間内科小ﾘ凸科|彊院（医）佐久間秀人

総合南東北病院小ﾘj科（医）工藤恵道、中澤誠

２．「開業医における小児腸重積症臨床的特徴と腹部超音波検査の有用性」

山形県寒河江市にとう小児科医院（医）仁藤敏昭

３．「進化医学から見直す逆転のスキンケアー入浴前保湿の有効性を探る」

埼玉県所沢市くさかり小児科（医）草刈章

４「小児科外来での漢方真武湯の魅力」 宮城県多賀城市石井小児科（医）石井アケミ

座長’'11台ｌＩｊ藤木榮

５「看護の立場から考える採'''1のプレパレーション」

山形大学医学部看護学科臨床行護学講座（看）佐藤志保

6．「小児科の門前外薬局における処方せん調剤」

山形市あらた調剤薬局山形鴫店（薬）佐藤一子
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特別講演

「小児服薬指導の問題点と対応の工夫」

座長酒田市齋藤慶一

岩手県花巻市はじめこどもクリニック（医）高橋肇

特別講演

「医療を守ることは地域を守ること－適正受診による医師の負担軽減へ－その草の根運動」

新庄市私たちとお医者さんを守る最上の会会長

パリス保育園園長阿部彰

特別講演

「精神病院に通う子ども達」

上|｣｣市上山病院精神科（医）石井玲子
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山形大学医学部小児科医局便り

医局長佐々木綾子

今年も小児科医会会報に医局便りを載せていた

だく季節になりました。今回も佐々木が担当させ

ていただきます。

先生方にはいつも大変お世話になり、ありがと

うございます。今後とも御指導のほど、よろしく

お願い致します。

それでは、昨年夏から現在までの人事について

報告させて頂きます。まず、昨年１０月に高橋辰徳

が済生病院から大学へ異動となりましが、今年２

月に置賜総合病院へ異動となりました。また、佐

藤誠が４月から榊原記念病院へ国内留学にでまし

た。須藤陽介は国内留学中です。４月に国内留学

を終えた、中村和幸、安孫子雅之が大学へ戻って

きました。病院間としては、昨年１０１]に笹真一が

大学から米沢市立病院へ異動となり、安孫子優が

日本海総合病院から済生病院へ異動しました。４

月には篠崎敏行が済生病院から新庄病院へ異動と

なりました。川崎基が置賜総合病院から日本海総

合病院へ、川崎直未が大学から日本海総合病院

へ、菊池が大学から済生病院へ、阿部暁子が篠田

総合病院から済生館へ、古山が済生館から置賜総

合病院へ異動しました。各病院から大学へは、４

月から青木倉揚が日本海総合病院から大学勤務に

なりました。大学院を卒業した林は篠田総合病院

へ勤務しております。研修医は、現在２年目研修

医の杉山恵一郎、現在１年目の石垣隆介、小貫孝

則が小児科入局予定です。

現在の大学での診療体制は以下の通りです。

代謝・内分泌：早坂教授、沼倉

循環器：鈴木准教授、小田切、安孫子

神経・筋：加藤、中村、高橋（信)、

[ill液・腫瘍：三井、簡野、小野'一Ⅱ、高橘（憲)、

目黒、佐藤（裕）

腎臓：荻野、橋本

新生児：若林、青木、佐々木

実験室では、遺伝`性ニューロパチー、先天`性中

枢性低換気症候群、脳形成障害、先天性内分泌・

代謝異常、リポ蛋白尿症などの疾患につき、早坂

清教授指導のもと、豊田健太郎をはじめとして研

究に励んでおります。

また、今年の||本小児神経学会で中村先生が最

優秀演題賞を受賞されました。医局としてもとて

も誇らしいことでした。

恒例の小児科野球部の成績ですが、北日本小児

科学会では第３位でした。そして、今年も秋田大

小児科との定期戦は勝利をおさめ、現在９連勝中

です。講座?対抗野球大会では１回戦で惜しくもや

ぶれました。来年はがんばります。

臨床研究棟の改装工事が始まっており、小児科

は今年の秋に工事が始まる予定です。しかし、隣

の皮膚科との間の壁の工事が先に行われるので、

医局の一部と第２研究室が一時引っ越しをしまし

た。これまで使用していた医局は私が入局当初、

我々の学年の新入医局員が多く（７人入局しまし

た)、研究室を－部屋造設していただいた際に引っ

越したところで、約20年間お世話になった場所でし

た｡ちょっと、寂しい感じです｡仮住まいの医局は少

し狭いのですが、涼しいのがいいかなと思っていま

す。他の研究室は、工事の騒音に悩まされてお

り、日中は呰病棟に避難しているような状態です。

11月には全体が引っ越しで、春には新しい医局に

入れる予定です。病院の中も外来棟が工事中のた

め、通路が狭いうえに迷路のようになっているた

め、患者さんには大変ご迷惑をおかけしています。

相変わらず、感染症患者様の受け入れが困難な

状況でございますので、御迷惑をおかけ致します

が、ＩＩＪとぞよろしくお願い|Ehし上げます。

医局員一同、これからも団結してがんばってい

きますので、今後とも御指導、御鞭燵のほどよろ

しくお願い申し上げます。
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平成24年度山形県感染症発生動向調査企画委員会報告書

山形県感染症』情報センター

開催日：平成25年３月l4H（木）

出席者：熱海裕之委員（国立病院機構山形病院長）

横山新吉委員（横山小児科医院院長）

清水行敏委員（山形市立病院済生館小児科長）

藤井俊司委員（山形県立中央病院第一診療部長）

井上聡子委員（さとこ女性クリニック院長）

森兼啓太委員（山形大学医学部付属病院検査部長）

大谷勝実委員（山形大学大学院医学系研究科公衆衛生学講座准教授）

｜呵彦忠之委員（県衛生研究所長）

事務局：県保健薬務課、県衛生研究所

平成25年３月l4Hに平成24年度11-|形県感染症発生動向調査企両委員会を開催し、平成24年（2012年）

１月～12月に山形県内で発生した主な感染症について解析評価を行ったので、その内容を報告する。

1．全数把握感染症の発生動向

全数把握感染症77疾病のうち、表ｌに示した14疾病の感染者が報告された。

表12012年に山形県で報告された全数把握感染症の報告数

二
」

=#１ 7
、性大腸菌属

４類

(1)結核：192人

患者116人、無症状病原体保有者76人が報告された。患者数は過去５年間で最も少なく、無症状病原

体保有者は前年の約半数に減少した。地区別では、患者は村山地区、無症状病原体保有者は庄内地区で

多い。年齢別にみると、患者は70歳以上の高齢者が約７割を占め、無症状病原体保有者は看護師や介護

職員が多いことから、２０～50歳代の女性が約半数を占めた。

患者数 人無症状病原体保有者数人０
０
０
０
０

０
５
０
５

２
１
１

０
０
０
０
０

０
５
０
５

２
１
１

２００８２００９２０１０２０１１２０１２年20082009201020112012年

図１年間患者数の推移 図２年間無症状病原体保有者数の推移図３地区別・病型別報告数

類型 疾病名 報告数

2類 結核 1９２

3類
腸管出血性大腸菌感染症

細菌性赤痢

5０

２

4類

つつが虫病

レジオネラ症

ライム病

レプトスピラ症

1８

1６

１

１

類型 疾病名 報告数

5類

急性脳炎

風しん

アメーバ赤痢

後天性免疫不全症候群

梅毒

破傷風

クロイツフエルト･ヤコブ病

５

５

２

２

２

２

１

■■ -Wﾌｼﾞ卜
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％年齢別･性別（患者）

％
０
０
０
０

３
２
１

年齢別･性別（無症状病原体保有者）□男■女ロ男■女０
０
０
０

３
２
１

O-910-1920-2930-3940-4950-596ひ6970-7980-899ひ歳 び９１び1920-2930-3940-4950-5960-6970-７９８０－８９９Ｇ歳

図４年齢別・性別報告数（患者） 図５年齢別・性別報告数（無症状病原体保有者）

(2)腸管出血性大腸菌感染症：５０人、２９事例

患者30人、無症状病原体保有者20人が報告され、例年並みの報告数であった。地区別では、村山が２１

人（９事例)、置賜が15人（１０事例)、庄内が８人（６事例)、齢上地区が６人（４事例）であった。県

内における集団感染発生は１件のみで、焼肉屋による食中毒事件で６人が感染した。また、北海道で発

生した浅漬けを原因としたO-157集団食中毒に関連して庄内地区から２人報告された。Ｏ血清型別は、O-

157が27人、0-26が１１人、その他５種の型が検出された。

人 年間報告数 ％ 年齢別･性別 □男■女ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
０

４
３
２
１

０
５
０
５
０

２
１
１
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(3)細菌性赤痢：２人

村山地区の20歳代男性と50歳代男性の親子が報告された。初発は息子で疫学調査を行ったところ、発症

する２週間前に父親がフィリピンから帰国していたことが判明した。父親は無症状であったが、検便の結果、

赤痢菌が分離された（型別はソンネ)。

(4)つつが虫病：１８人

患者報告数は18人で、過去１０年lIUでは2011年の24人に次いで多かった。発生時期は、５月・６月に集

中していた。地区別では、置賜８人、村山６人、最上２人、庄内２人で、推定感染地は白鷹町・南陽

市・山形市などが多かった。例年に比べ女性の割合が高く、患者18人中14人が女性で、６０歳以上の割合

が多かった。
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(5)レジオネラ症：１６人

患者報告数は１６人で、感染症法が施行された1999年以降、最も多かった。地区別では、村山１０人、置

賜３人、庄内３人であった。集団感染事例が置賜地区の入浴施設で１件発生し、３人の患者が確認され

た。患者16人中13人が男性で、６０歳以上の割合が多かった。

年間報告数

人
８
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４
２
０

人 年齢別･性別ロ男■女

０
５
０
５
０

２
１
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2003２００６２００９２０１２年 40-4950-5960-6970-7980-歳

図２年齢別・性別報告数図１年間報告数の推移

(6)ライム病：１人

４類感染症に指定された1999年４月以降、県内で２人目の感染者である。患者は庄内地区の70歳代男

性で、北海道でマダニに刺され感染したと推定された。

(7)レプトスピラ症：１人

４類感染症に指定された2003年11月以降、県内で初めての感染者である。患者は置賜地区の80歳代女

性で、ネズミに指を咬まれ感染したと推定された。

(8)急性脳炎：５人

村山地区から４人、置賜地区から１人報告された。原因病原体が判明しているのは４例で、単純へル

ペスウイルス２人、インフルエンザウイルスＡ型１人、帯状庖疹ウイルス１人であった。

(9)風しん：５人

村山地区から３人、庄内地区から２人報告された。同一保育所内で２人が感染し、その他３人のうち

２人は東京都からの帰省者であった。ワクチン接種歴は、接種なしが３人、不明２人。

表１風しん患者情報

ﾜｸﾁﾝ歴｜断方法備考
なし遺伝子検査

なし゛伝子検査

不月ＩｇＭ抗体価上昇

なしＩｇＭ抗ｲ本価上昇東早都から帰占

不月ＩｇＭ抗体価上昇東京都からﾘ吊占

＜コメント＞

・同一保育所内で２人が感染した事例について

発疹の子供を診察する際は、風しんも念頭におかないと見逃す可能性がある。今回の事例は、保育所
０

内で発疹症が流行していたため検査を実施した。検査の結果、流行の原因はコクサッキーウイルスＡ９

型だと思われたが、そのうち２人から風しんウイルスが検出された。

Ｆアコ

■■■Ｉ■■■ 鰯
￣ ■ 篝

勘 ■

患者NＣ 地区 年齢 性月１１ 臨床症状 ワクチン歴 診断方法 (蒲考

１

２

村山

村山

1歳1ケ月

0歳6ケ月

男

女

発疹･発熱

発疹

なし

なし

遺伝子検査

遺伝子検査
同一保育所'二通所

３ 村山 20歳 男 発疹･発熱 不明 IgM抗体価上昇

４ 庄内 20歳 女 発疹･発熱･リンパ節腫脹･関節病･関節炎 なし IgM抗体価上昇 東京都から帰省

５ 庄内 32歳 男 発疹･発熱･リンパ節腫脹･関節病･関節炎 不明 IgM抗体価上昇 東京都から帰省
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・先天性風しん症候群の予防について

妊娠１ヵ月だと予定月経の時期で、まだ妊娠していることに気づいていない。風しんの予防接種はお

腹が大きくなってからでは遅い。結婚してすぐや、不妊治療の初診時に予防接種を勧めている。２０～４０

代女性では92～93％の方が抗体を保有しており、すでに２回接種し抗体価が上がらない人にもう一度接

種を行っても、抗体価はなかなか上がらないだろう。２０～40代男性の抗体価が低いので、男性にも地道

に予防接種を勧めていくことが必要だ。東京都では、風しん予防接種の一部費用を補助するとのニュー

スも出ている。

００アメーバ赤痢：２人

村山地区の40歳男性と50歳代男性で、いずれも病型は腸管型であった。

(11）後天性免疫不全症候群：２人

村山地区の20歳代男性（無症候性キャリア）と庄内地区の70歳代男性（AIDS）が報告された。感染経

路は、いずれも性的接触が推定された（異性間1人、異性および同性間１人)。

02）梅毒：２人

村山地区の30歳代男性と40歳代男性が報告された。感染経路は、いずれも異性間の性的接触が推定さ

れたが、うち1名は刺青をしており、針等による感染の疑いもあった。

⑧破傷風：２人

庄内地区の60歳代男性と村山地区の80歳代女性が報告された。うち１名は頭部に木の枝が刺さり感染

したと推定された。

M）クロイツフェルト・ヤコブ病：１人

村山地区の70歳代女性１人が報告され、病型は古典型であった。

⑱麻しん：０人

報告数は０人で、２年連続で麻しん排除の指標（人口１００万人あたり１人未満）を下回った。

＜コメント＞

・日本では麻しんがほぼ排除されており、土着株（Ｄ５）の発症はなく、輸入例のみである。現在、海

外で麻しんの流行が起こっており、東ヨーロッパや中国などで流行している。
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２．定点把握感染症の発生動向

【インフルエンザ定点】

(1)インフルエンザ：20,076人

過去10年間では新型インフルエンザが発生した2009年に次いで２番目に多い報告数であった。県平均

の定点当たり報告数は、Ａ香港型の流行により１月中旬（第３週）に急激に増加し、２月上旬（第５週）

にピークになった。その後、全国平均の定点当たり

報告数は減少したが、山形UILでは村山地区を中心に

Ｂ型インフルエンザが流行したため、３月上旬（第

９週）以降再び増lⅡ|した。Ｕ,↓平均の定点当たり報告

数は、警報レベルの基準（開始30人、終息１０人）を

約３カ月間継続して上|且１つた゜

人年間報告数
40000
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【小児科定点】

(1)感染性冑腸炎：14,409人

過去１０年間では2010年に次いで２番目に多い報告数であった。例年､冬季に流行する感染症であるが、

2012年は春から初夏にかけて報告数が増力Ⅱし、県平

均の定点あたり報告数は、４月中旬（第16週）に警

報レベルの20人を上回った。冬季以外に警報レベル

を上回ったのは、現行の調査を開始した1999年以降

で初めてである。また、１１１１（第46週）以降に報告

数が増加し、１２月上旬（第49週）に再び警報レベル

を上回った。
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＜コメント＞

・家族が感染性冑腸炎と診断された場合の就業制限について

３類感染症の腸管出血性大腸菌感染症などでは、家族に感染者がいる場合、１週間～10日間程度、直

接食品を扱う業務から外れてもらうようお願いすることがある。ノロウイルスは不顕性感染が多いの

で、家族に感染者がいても業務停止にならない。判断に迷う場合は、保健所に問い合わせていただきたい。

(2)手足ロ病：2,108人

全国的には報告数が非常に少ない年であったが、

山形県では例年より多く報告された。山形県の定点

当たり報告数は全国平均を大きく超えて推移し、警

報レベルの基準（開始５人、終息２人）を約３カ月

間継続して上回った。例年夏季に流行する感染症で

あるが、2012年は流行の時期が遅く、流行のピーク

は９月下旬（第39週）であった。
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(3)ＲＳウイルス感染症：1,105人

迅速診断キットの保険適用が2011年10月から外来

の1歳未満児も対象となったこともあり、過去10年

間で最も多い報告数であった。県平均の定点当たり

報告数は、村山地区と置賜地区の報告数が増加した

９月下旬～11月下旬（第39～48週）にかけて、全国

平均を上回って推移した。年齢別に見ると、０歳児

が全体の約４割を占めているが、１歳・２歳児の報

告数も昨年より増加している。
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【基幹・眼科・STD定点】

（１）マイコプラズマ肺炎：370人

全国の年間報告数は､2011年から急激に増加した｡山形県では2011年は例年より少なめの報告数であっ

たが、2012年は2011年の約２倍に増加した。最上地区の定点当たり報告数が多い。年齢別では、小児と

20～40歳代の女性の割合が多かった。
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図５年齢別・性別報告数

＜コメント＞

・Mycoplasmapneumoniaeの薬斉||耐性について

県衛生研究所で、Mycoplasmapneumoniaeの薬剤耐性遺伝子と薬剤感受性試験（MIC）を調査してお

り、テトラサイクリン系、ニューキノロン系は効果があるが、マクロライド系は遺伝子の変異に伴い耐

性があることがわかった。2009年以降、、1ft菌の割合が特に多くなっており、マクロライド耐性が３害|｜

位ある。耐性菌の割合は、地域によるバラツキが大きい。

臨床の現場では、以前はクラリスロマイシンが効いていたのだが、ここｌ～２年は本当に効かない。

耐性菌の情報をもっと臨床の方にフィードバックしてほしい。

(2)細菌性髄膜炎：１３人

過去１０年間で最も多く報告された。庄内地区から10人、村山地１入から２人、置賜地区から１人報告さ

れ､患者の年齢に偏りはない。原因病原体が判明しているのは３例で､Hinnuenzael例､Sepidermidis

l例、Sagalactiael例であった。

9６ □男■女人 年間報告数 ０
５
０
５
０

２
１
１

５
０
５
０

１
１

2003２００６２００９２０１２年 O-910-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990-歳

図２年齢別・性別報告数図１年間報告数の推移
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(3)流行性角結膜炎：５８人

過去１０年間で最も少ない報告数であった。第40週以降、報告数が増加したものの、年間を通じて全国

平均を下回って推移した。年齢別では、３０歳代を中心に20～50歳代が多い。

(4)性器クラミジア感染症：男42人、女141人

2003年と比べると、報告数が約半数に減少している。2011年（男73人、女149人）に比べ、男性の報

告数が減少した。地区別では、村山・置賜地区の定点当たり報告数が多い。年齢別では、２０歳代女性が

全体の約半数を占めている。

(5)性器へルペスウイルス感染症：男６人、女59人

2011年（男７人、女55人）とほぼ同数の報告数であった。地区別では、置賜地区の定点当たり報告数

が多い。年齢別では、２０～40歳代女性が多い。

(6)淋菌感染症：男33人、女27人

2011年（男42人、女22人）とほぼ同数で、2003年をピークに減少傾向となっている。地区別では、庄

内・村山地区で定点当たり報告数が多い。年齢別では、女性では20歳代、男性では30歳代が多い。
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理事会メモ

平成25年第２回山形県小児科医会理事会

日時：平成25年４月27日（士)、午後６時30分

場所：ホテルキャッスル、山形市

出席者：齋藤慶一、秋場伴晴、石原融、

佐藤陽子、三條加奈子、清水行敏、

中里満、芳賀恵一、橋本基也、

勝浦理彦、小関圭子、

土田秀二、中井伸一、

芳川正流

（敬称略、会長以下五十音||頂）

ただいて、再考していただくことになった。

3．平成24年度山形県小児科医会調査研究課題

「山形県の休日夜間小児１次救急医療体制の

現状」

中里満先生

連合会総会の演題は再考することとして、

調査研究はこの内容で行うこととした。

４．平成24年度山形l｣r↓小児科医会決算報告

（勝浦先生）

５平成25年度山形県小児科医会予算案

（勝浦先生）

O山形県小児科医会会報発行状況

（秋場先生）

７．生後１カ月健診について

病院の大多数は小児科医が行っていると思

われるので、個人開業されている産院が対象

になると思われる。まずは、産婦人科の医会

となんらかの接点を作る必要がある｡さらに、

自費か公費かという問題もある。公費で始め

た自治体（山口、大分）も出てきたようであ

るが、これは行政との問題である。いずれに

しても今後の課題である。

８１１本小児科医会の入会について

本会会員（83人）で日本小児科医会に入会

している会員は50数名と思われる。詳しい名

簿を日本小児科医会に問い合わせ、入会され

ていない会員には入会の案内を送る。

９予防接種の早期開始を啓発するポスタ－

１０その他

議事

初めに齋藤会長から、４月１３日（土）に''１１台で

開催された、東北・北海道小児科医会連合会のシ

ンポジウム「日本の社会制度と小児保健法を考え

る」について報告があった。

１平成25年度山形県小児科医会総会

日時：平成25年５月11日（士）

会場：ホテルメトロポリタン山形('１１形市）

特別講演：「山形大学小児科学教室における

医療と臨床研究」

山形大学医学部小児科学講座教授

早坂清先生

２．第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

日時：平成25年10月５日（士)、６日（Ｈ）

会場：ニューオータニイン札幌

札幌市

シンポジウム：「小児救急医療体制一医会､学

会、行政の連携」

山形県のシンポジスト：中里満先生

「山形県の休日夜間小児1次救急医療体制

の現状」

先日、開催担当の北海道小児科医会から演

題の募集の連絡があったが、シンポジウムの

趣意は、２次、３次、さらに日本小児科医会

や行政も含めた広汎な内容を討論したいこと

のようであった。このまま、１次救急の内容

でいいのではないかという意見もあったが、

中里先生にはご足労をおかけするが、大学小

児科、以前に小児科学会でこの問題に携わっ

た米沢市立病院の岡川先生と連絡を取ってい
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告学 会 子

◇第50回日本小児アレルギー学会

日時：平成25年10月19日（士)、２０日（日）

場所：パシフィコ横浜会議センター(横浜市）

テーマ：「Forthenextgeneration」

◇第65回北日本小児科学会

日時：平成25年９月22日（日）

場所：江陽グランドホテル（仙台市）

特別講演：「小児難治性ネフローゼ症候群のリ

ツキシマブ開発研究」

神戸大学小児科学分野

教授飯島一誠

◇第45回日本小児感染症学会

日時：平成25年10月26日（士)、２７日（日）

場所：札幌コンベンションセンター(札幌市）

テーマ：「宿主と病原体、その関わりを様々な

レベルで理解する」

◇第60回日本小児保健協会学術集会

日時：平成25年９月26日（木）・２７日（金）．

２８日（土）

場所：国立オリンピック記念青少年総合セン

ター（東京都）

主題：「明るく・やさしく・たくましく

－夢に向かって進もう－」

◇第23回日本外来小児科学会年次集会・オー

タムカンファレンス

日時：平成25年１０月27日（日）

場所：九州大学医学部百年講堂

◇第25回山形県小児保健会

日時：平成25年11月２日（土）

場所：山形市保健センター

講演：「未定（学校におけるアレルギーへの

対応について)」

東海大学医学部専門診療学系小児科学

主任教授望月博之

◇第18回山形小児神経研究会

日時：平成25年９月27日（金）

場所：パレスグランデール（山形市）

特別講演：「次世代シーケンスで解析で分かっ

てきたこと」

横浜市立大学大学院医学研究科遺伝学

教授松本直通

◇第95回日本小児科学会山形地方会

日時：平成25年12月８日（日）

場所：山形市保健センター

◇第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

日時：平成25年10月５日（土)、６日（日）

場所：ホテル・ニューオオタニ・イン（札幌

市）

シンポジウム：「小児救急医療体制一医会、学

会、行政の連携一」

◇第25回日本小児科医会総会フオーラム

日時：平成26年６月１４日（士）～１５日（日）

場所：盛岡市民文化ホール、マリオス

テーマ：復興を担う子供たちのために

～小児医療の温故知新（仮）～

◇第９回日本小児科医会生涯研修セミナー

日時：平成25年１０月14日（月：祝日）

場所：ホテル日航金沢（金沢市）

特集：日常診療で陥りやすいピットフオール
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受 章

岡本治通先生瑞宝双光章受章さる

岡本治通先生（酒田市）は、平成25年春の叙勲で学校保健への功労

が認められ、瑞宝双光章を受章されました。

誠におめでとうございます。



山形県小児科医会会報 第62号(６０平成25年９月30日

会 員名薄（平成25年９月現在）

山形県小児科医会

事務局〒990-2447山形市元木２－６－１３

（芳川小児科医院内）

ＴＥＬＯ２３－６２５－７７００

ＦＡＸＯ２３－６２５－７７１０

名前 住所（勤務先） 勤務先
ＴＥＬ

ＦＡＸ

あいぱさとる

饗場智
山形県立中央病院小児科

〒990-2292山形市青柳1800

ＴＥＬＯ２３－６８５－２６２６

ＦＡＸＯ２３－６８５－２６０８

あきばかお[」

秋葉香
山形『Ｉｊ立病院済生館小児科

〒990-8533山形市七日町１－３－２６

ＴＥＬＯ２３－６２５－５５５５

ＦＡＸＯ２３－６４２－５０８０

あきぱとＦｊはる

秋場伴晴
あかねヶ丘あきば小児科医院

〒990-2481山形市あかねケ丘２－１０－５４

TELO23-647-4011

FAXO23-647-4012

あさＵ）ぜん，すIナ

浅野善助
〒990-003l山形市十日町３－４－２０

あらいたかひこ

芒害
ﾉ'し 丼 崇 彦

荒井小児科医院

〒990-2482山形市久保田１－４－２７

ＴＥＬＯ２３－６７４－８３５７

ＦＡＸＯ２３－６７４－８３６６

１.】えさかみのる

家坂升
家坂小児科医院

〒994-0026天童市東本町１－６－２２

ＴＥＬＯ２３－６５４－３５３５

ＦＡＸＯ２３－６５４－３５３５

いIナだひろゆき

池田博行
池田小児科クリニック

〒990-2313Ｌ|｣形市松原311-1

ＴＥＬＯ２３－６６６－８２２０

ＦＡＸＯ２３－６６６－８２２２

いしいオlいこ

石井玲子
二本松会上山病院

〒999-3103上山市金谷字下河原１３７０

ＴＥＬＯ２３－６７２－２５５１

ＦＡＸＯ２３－６７３－２１５６

'h】しかｵ）みつる

石）|’充
鶴岡協立病院小児科

〒997-0816鶴岡市文園町９－３４

ＴＥＬＯ２３５－２３－６０６０

ＦＡＸＯ２３５－２３－６１１４

いしは'２１とおる

石原
Ｌ~］

円１
石原小児科医院

〒997-0032鶴岡市上畑町３－２３

ＴＥＬＯ２３５－２４－８２１３

ＦＡＸＯ２３５－２５－６０８３

いた

板
がき

fi三｢
つとむ

勉
山辺こどもクリニック

〒990-030l山辺町山辺2908-14

ＴＥＬＯ２３－６６４－８４８８

ＦＡＸＯ２３－６６４－８４８４

いとうあい二

伊東愛子
山形L11L立総合療育訓練センター小児科

〒999-3145上山市河崎３－７－１

ＴＥＬＯ２３－６７３－３３６６

ＦＡＸＯ２３－６７３－３７５７

すえいとうし

伊藤末志
鶴岡市立荘内病院小児科

〒997-8515鶴岡市泉町４－２(）

ＴＥＬＯ２３５－２６－５１１１

ＦＡＸＯ２３５－２６－５１１０

(）まだちあきひろ

今立明宏
今立小児科医院

〒997-0023鶴岡市鳥居町２－３０

ＴＥＬＯ２３５－２４－３３７７

ＦＡＸＯ２３５－２４－３３７７
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名前 住所（勤務先） 勤務先
ＴＥＬ

ＦＡＸ

いまたち

今立 7℃
今立小児科医院

〒997-0023鶴岡市鳥居町２－３０

ＴＥＬＯ２３５－２４－３３７７

ＦＡＸＯ２３５－２４－３３７７

いI）まだきよし

入間田潔
小児科入間Ill医院

〒992-0045米沢市中央６－１－２５

ＴＥＬＯ２３８－２３－ｌ６２９

ＦＡＸＯ２３８－２４－７８００

え

江
ぐちよした

口儀太
江口こども医院

〒999-3711束根市中央２－１８－１

ＴＥＬＯ２３７－４３－８１１８

ＦＡＸＯ２３７－４３－８００８

おおたきしんでけ

大滝晋介
おおたきこどもクリニック

〒998-0013酒田市東泉町５－８－２

ＴＥＬＯ２３４－２３－３２１２

ＦＡＸＯ５０－３６１７-4270

おかだまち己,に

岡田昌彦
米沢市立病院小児科

〒992-85()２米沢市相生町６－３６

ＴＥＬＯ２３８－２２－２４５０

ＦＡＸＯ２３８－２２－２８７６

おかもとはるＪｚ`ち

岡本治通
岡本医院

〒999-8164酒[{|市漆曽根腰廻166

ＴＥＬＯ２３４－２５－２２０３

ＦＡＸＯ２３４－３５－８４６５

おくやまよしお

奥山芳夫
奥山こども医院

〒994-0011天童市北久野本１－１２－２７

ＴＥＬＯ２３－６５３－ｌ７１７

ＦＡＸＯ２３－６５３－ｌ３３０

おのとし之か

小野俊孝
おのこども診療所

〒997-0861鶴岡市桜新町１２－１

ＴＥＬＯ２３５－２８－３００１

ＦＡＸＯ２３５－２８－３０２２

かごしまとしお

鹿子島俊夫
北村山公立病院小児科

〒999-3792束根ＴＩj温泉町２－１５－１

ＴＥＬＯ２３７－４２－２１１１

ＦＡＸＯ２３７－４３－６１６９

かつうらみちひこ

勝浦理彦
かつうら小ﾘj科

〒990-0024山形市あさひ町１５－１５

ＴＥＬＯ２３－６４２－７２２２

ＦＡＸＯ２３－６４２－７２２６

かつしまのI〕こ

勝島矩子
勝島小児科医院

〒990-2461山形市南館４－４－１２

ＴＥＬＯ２３－６４３－０１２３

ＦＡＸＯ２３－６４３－０１２０

かつしまふみィ）

勝島史夫
勝島小児科医院

〒990-2461山形市南館４－４－１２

ＴＥＬＯ２３－６４３－０１２３

ＦＡＸＯ２３－６４３－０１２０

かつしまゆＩ）二

勝島由利子
勝島小児科医院

〒990-2461山形市南館４－４－１２

ＴＥＬＯ２３－６４３－Ｏｌ２３

ＦＡＸＯ２３－６４３－Ｏｌ２０

きか↓Ｉやすひこ

鬼海靖彦
鬼海小児科医院

〒998-0859酒田TIT大町1０－６２

ＴＥＬＯ２３４－２４－５０１８

ＦＡＸＯ２３４－２４－５２６６

きじまかず乳

木島 己
きじまキッズクリニック

〒999-012l東置賜郡川西町大字上小松9１５－５

ＴＥＬＯ２３８－５４－０１３５

ＦＡＸＯ２３８－４６－３３６０

』！むらとしゆき￣

木村敏之
Ｈ本海総合病院小児科

〒998-850ｌ酒田市あきほ町3０

ＴＥＬＯ２３４－２６－２００１

ＦＡＸＯ２３４－２６－５１１４

くさかぺいさｵｶ

日下部功夫
至誠堂総合ｿiii院内科・小児科

〒990-0()４５山形市桜町７－４４

ＴＥＬＯ２３－６２２－７１８１

ＦＡＸＯ２３－６４２－８１０１

こせき’十いこ

小関圭子
こせき小ﾘLl科

〒992-0031米沢巾大町４－４－１４

ＴＥＬＯ２３８－２１－８７８７

ＦＡＸＯ２３８－２２－３７７３



㈹平成25年９月30日 山形県小児科医会会報 第62号

名前 住所（勤務先） 勤務先
ＴＥＬ

ＦＡＸ

二ばやしおさむ

小林修
小林医院

〒999-3512画村山郡河北町谷地中央３－９－９

ＴＥＬＯ２３７－７１－１３２３

ＦＡＸＯ２３７－７１－ｌ３２３

こんのあきひろ

今野昭宏
こんの小児科クリニック

〒990-00511」形市銅ｌｌｌＴ２－６－６

ＴＥＬＯ２３－６８７－０３８０

ＦＡＸＯ２３－６８７－０３８１

さし｝とうけい（』ち

齋藤慶
こども医院さいとう

〒998-084l酒田市松原南1１－２１

TELO234-26-7878

FAXO234-26-7878

ささざあやこ

佐々木綾子
山形大学医学部小児科学講座
〒990-9585山形市飯Ｈ１西２－２－２

ＴＥＬＯ２３－６２８－５３２９

ＦＡＸＯ２３－６２８－５３３２

さとうさとし

佐藤哲
あかゆ小児クリニック

〒999-2221南陽市椚塚１６８６－１

ＴＥＬＯ２３８－４３－８２２０

ＦＡＸＯ２３８－４３－８２２１

さとうしんたろう

佐藤慎太郎
医療法人社団希樹会さとう小児科医院
〒993-0051長丼市幸町17-27

TELO238-88-2662

FAXO238-88-2700

さとうひろあき

佐藤寛明
さとう小児科医院

〒998-0041酒円市新井田町１－３

ＴＥＬＯ２３４－２６－７７２２

ＦＡＸＯ２３４－２６－７７２５

さ

佐
とう
－Ｈ－

滕

ようこ

陽子
佐藤小児科医院

〒990-0021山形市小白川町３－９－１５

ＴＥＬＯ２３－６２５－ｌ５２０

ＦＡＸＯ２３－６２５－ｌ５２８

さんじようかなこ

三條加奈子
医療法人三條医院小児科

〒996-0084新庄市大手lllT5-ll

ＴＥＬＯ２３３－２２－４０５３

ＦＡＸＯ２３３－２２－４０１１

しまぬきけいこ

島貫恵子
島貫小児科医院

〒998-0828酒田市あきほ町658-4

ＴＥＬＯ２３４－２１－６２２０

ＦＡＸＯ２３４－２１－６２２４

しみずゆきとし

清水行敏
山形市立病院済生館小児科

〒990-8533山形市七日町1－３－２６

ＴＥＬＯ２３－６２５－５５５５

ＦＡＸＯ２３－６４２－５０８０

すぎやまじゅんいち

杉山｜||目
杉山小児科

〒998-0043酒田市本町３－１１－３９

ＴＥＬＯ２３４－２４－７３６６

ＦＡＸＯ２３４－２４－７３６０

すずきあきこ

鈴木晶子
こどもクリニックすずき

〒997-0022鶴岡市切添町16-15

ＴＥＬＯ２３５－２３－３２２８

ＦＡＸＯ２３５－２３－３２７１

すずきじIIJ,ん

鈴木準
こどもクリニックすずき

〒997-0022鶴岡市切添町１６－１５

TELO235-23-3228

FAXO235-23-3271

すずきひろし

鈴木浩
山形大学医学部小児科学講座

〒990-9585山形市飯田西２－２－２

ＴＥＬＯ２３－６２８－５３２９

ＦＡＸＯ２３－６２８－５３３２

すどうとしあき

須藤俊亮
須藤医院

〒996-0023新庄市沖の町1０－２２

ＴＥＬＯ２３３－２２－２０５９

ＦＡＸＯ２３３－２２－２９６５

せんどうだい

仙道大
公立置賜総合病院小児科．

〒992-060l東置賜郡)||西町大字西大塚2000

ＴＥＬＯ２３８－４６－５０００

ＦＡＸＯ２３８－４６－５７１２

たか

高
はしよしかず

橋良和
上１１|小児クリニック

〒999-3145上山市河'１１奇1－２－３９

ＴＥＬＯ２３－６７３－ｌ６８０

ＦＡＸＯ２３－６７３－ｌ６８３
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名前 住所（勤務先） 勤務先
ＴＥＬ

ＦＡＸ

たなべ

田邉さおり
日本海総合病院小児科

〒998-8501酒田市あきほ町3０

ＴＥＬＯ２３４－２６－２００１

ＦＡＸＯ２３４－２６－５１１４

ちかおかひでお

近岡秀郎
近岡小児科医院

〒990-0813山形市桧町３－７－２５

ＴＥＬＯ２３－６８４－ｌ３００

ＦＡＸＯ２３－６８４－ｌ４０８

つちだし,ｐう

土田秀
じ 土田小児科医院

〒990-0811山形市長町２－３－６

TELO23-684-8077

FAXO23-666-8664

つるみやこう

鶴宮康
鶴宮小児科医院

〒990-0034山形市東原町３－１０－７

ＴＥＬＯ２３－６３２－６６７７

ＦＡＸＯ２３－６３２－３４００

なかいしん（）ち

中井伸
中井こども医院

〒990-0()６７山形市花楯１－１６－１１

ＴＥＬＯ２３－６２５－７１７１

ＦＡＸＯ２３－６２５－７１７５

なかどとみつる

中里満
なかさとこどもクリニック

〒993-0014長丼市小出3930-3

ＴＥＬＯ２３８－８４－８７７８

ＦＡＸＯ２３８－８４－８７８０

ノー

７－

仁
とう
－トー

膝

としあき

敏昭
にとう小児科医院

〒991-0053寒河江市元町３－８－９

ＴＥＬＯ２３７－８４－５３１１

ＦＡＸＯ２３７－８４－５７１０

へいじし上,んじ

瓶 享二

はがＩナ'9１いち

芳賀惠
芳賀小児クリニック

〒990-0832山形市城西町２－３－１５

ＴＥＬＯ２３－６４５－６６６０

ＦＡＸＯ２３－６４５－７７１１

はしもともとや

橋本基也
橋本こどもクリニック

〒990-()881山形市瀬波１－１－３６

ＴＥＬＯ２３－６８１－４８００

ＦＡＸＯ２３－６８１－４８０２

はねださとし

羽根田敏
羽根田医院

〒995-0112村山市場野沢１９２１

ＴＥＬＯ２３７－５４－３８８８

ＦＡＸＯ２３７－５４－３８８１

はやかわひろし

早川洋
早)||小児科医院

〒992-0057米沢市成島町１－５－１６

ＴＥＬＯ２３８－２２－２１０７

ＦＡＸＯ２３８－２２－２１０８

はや壱かきよし

早坂情
山形大学医学部小児科学講座

〒990-95851」形市飯田西２－２－２

ＴＥＬＯ２３－６２８－５３２９

ＦＡＸＯ２３－６２８－５３３２

はやしただし

林正
天童温泉篠田病院小児科

〒994-0024天童市鎌田１－７－１

ＴＥＬＯ２３－６５３－５７１１

ＦＡＸＯ２３－６５３－ｌ３２７

はん‘だかずひろ

半田和弘
はんだクリニック

〒995-0033村山市楯岡新町２－７－１７

ＴＥＬＯ２３７－５５－３５１１

ＦＡＸＯ２３７－５５－０９３０

ひかしたにあき二

東谷暁子
ひがしたに小児科

〒994-0042天童市南町３－１－２４

ＴＥＬＯ２３－６５１－ｌ５５５

ＦＡＸＯ２３－６５１－０２３４

ふるかわかすひで

古川和秀
古川|壬院

〒992-0012米沢市金池２－６－３５

ＴＥＬＯ２３８－２１－ｌＯ６０

ＦＡＸＯ２３８－２４－２２６２

『1/し ま

本間
あきら
五匹’

早’
ぼんまこどもクリニック

〒990-2453山形市若宮１－１１－３３

ＴＥＬＯ２３－６４６－５５３３

ＦＡＸＯ２３－６４６－２２２３
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＊ご自分の情報に間違いがありましたら会報編集部事務局（ぼんまこどもクリニック内：

TELO23-646-5533、FAXO23-646-2223、Mailahonma＠mac・com）に御一報下さい。

名前 住所（勤務先） 勤務先
ＴＥＬ

ＦＡＸ

まえ
△エー

Ｈ１Ｉ

だしよう三

田勝子
山形市立病院済生館小児科

〒990-8533山形市七日町１－３－２６

ＴＥＬＯ２３－６２５－５５５５

ＦＡＸＯ２３－６４２－５０８０

ましまやす

真島靖子
真島医院

〒９９７－００２８鶴岡市山王町３－２９

TELO235-25-6666

FAXO235-25-3909

まつ

松
たが

永
あさら

明
まつながキッズクリニック

〒990-0831山形Th西田２－２－１０

TELO23-687-0225

FAXO23-687-0226

み
￣

￣

￣

うら

浦
あきら
ニピz二

旱．
山形県立河北病院小児科

〒999-3511西村山郡河北町谷地字月山堂１１１

TELO237-73-3131

FAXO237-73-4506

みうらかおl」

三浦香
たておか小児クリニック

〒995-0015村山市楯岡二日町７－７

TELO237-55-2960

FAXO237-55-2968

みすひさ

三須久子
三須小児科内科医院

〒992-0472南陽市宮内2621

ＴＥＬＯ２３８－４７－２０７１

ＦＡＸＯ２３８－４７－５４５４

もりやなお

森谷直
き

樹
天童市民病院小児科

〒994-0047天童市駅西５－２－１

ＴＥＬＯ２３－６５４－２５１１

ＦＡＸＯ２３－６５４－２５１０

よこやましんさら

横山新吉
横山小リヨ科医院

〒990-2432山形市荒楯町２－２０－２１

ＴＥＬＯ２３－６２２－８８２２

ＦＡＸＯ２３－６３３－８５３８

よしかわきょう二

吉川恭子
吉川記念医院

〒993-0075長丼市成田1888-1

ＴＥＬＯ２３８－８７－８０００

ＦＡＸＯ２３８－８３－１２１２

よしかわまさる

芳）|｜正流
芳111小児科医院

〒990-2447山形市元木２－６－１３

ＴＥＬＯ２３－６２５－７７００

ＦＡＸＯ２３－６２５－７７１０

よしだひろし

吉田 宏
鶴岡市立荘内病院小児科

〒997-8515鶴岡市泉町４－２０

ＴＥＬＯ２３５－２６－５１１１

ＦＡＸＯ２３５－２６－５１１０

よしむらよ弓，ぞう

吉村洋三
公立学校共済組合東北中央病院健康管理科

〒990-85１０山形市和合町３－２－５

ＴＥＬＯ２３－６２３－５１１１

ＦＡＸＯ２３－６２２－ｌ４９４

わたなべ

渡辺
まさ

亘̄
､

し

史
山形県立中央病院小児科

〒990-2292山形市青柳1800

ＴＥＬＯ２３－６８５－２６２６

ＦＡＸＯ２３－６８５－２６０８
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山形県小児科医会会則

第一章総則

本会は山形県小児科医会といい、事務局を山形市元木２－６－１３、芳川小児科医院内におく

条
条
条

１
２
３

第
第
第 本会は会員相互の親睦と小児医療の充実及び地域医療の向上を図ることを目的とする。

本会は前条の目的を達成するため次のことを協議運営する。

ｌ）会員相互の親睦をはかること

２）卒後教育に関すること

３）小児医療保険制度に関すること

４）保険診療と審査に関すること

５）山形県医師会及び各地域医師会と密接に連携を持つこと

６）地域社会の医療活動特に乳幼児健診、予防接種、学校保健に関すること

７）小児医療に関して地方自治体との協議を行なうこと

８）その他の必要事項

第二章会員及び役員

第４条ｌ）本会の会員は、山形UTLに在住して、本会の趣旨に賛成するものとする。

２）本会に入会しようとする時は、理事会の承認を得なければならない。

３）退会しようとする時は、その旨を事務所に届け出なければならない。

第５条本会に次の役員をおく。

会長１名、副会長３名、理事若干名、監事２名。

理事及び監事は相互に兼ねることが出来ない。

第６条会長は本会を代表し、会務を総括する。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

理事は理事会の協議決定事項に基づき、会務を処理する。

監事は会務を監査する。

第７条役員は総会において選出する。

役員の任期は２年とする。但し再任を妨げない。

第８条本会に顧問をおくことが出来る。

顧問は総会の同意を得て、会長が推薦する。

第三章会議と運営

会議は総会及び理事会とする。

ｌ）総会は年１回の定時総会及び臨時総会とする。

総会は会長が招集し､会員の過半数を以て成立する。

第９条

総会は会長か招集し､会員の過半数を以て成立する。その成立については委任状を認める。

議決は出席者の多数決による。

総会には議長、副議長各１名をおく。任期は役員に準ずる。

2）理事会は会長が招集する。

複数の理事の要求があれば、会長は招集しなければならない。

議決は多数決による。
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第四章会計

第10条本会の会計は会費その他の収入をもってあて、会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１

日をもって終了する。

第五章会則の変更

第11条会則の変更は、総会の議を経て変更することが出来る。

附則

l）本会の会則は昭和54年６月24日から施行する。

2）会員は毎年、会費として開業医は15,000円，勤務医は10,000円を納入する（平成11年度から)。

会費の額の変更は、総会の議を経るものとする。

3）会費を３年以上滞納の場合は退会とする。

4）８０歳以上の会員は名誉会員とする。会費は免除する（昭和60年度から)。
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嫁

一般財団法人

製造販売化学及血清療>去lill究ＦＩＴ
股料請求先]営業管理部/熊本市北区大窪一丁目6番1号

販売アステラス製薬株式会社
東京都板橋区蓮根3-17-1

［資料請求先]本社/東京都中央区日本橋本町2-5-1

2013/05作成.B5.Ａ０１
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鹸露簿

鱒

'薬価墓準未収載’ウイルスワクチン類

壬ijm訶乘鍋圃詞 処方せん医薬品(注意-医師等の処方せんにより使用すること）

ロロＵツワス両用液
Rota｢秋｡経口擴生ﾋﾄﾛﾀｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ

●｢効能･効果｣､｢効能･効果に関連する接種上の注意｣､｢用法･用量｣､｢用法･用量に関連する接種上

の注意｣、｢接種不適当者を含む接種上の注意｣等につきましては､製品添付文書をご参照ください。

製造販｢｢1,元(輸入）

⑳C,axoSmithKlino
グラクソ･スミスクライン株国C会社
東京都渋谷区干駄ケ谷４－５１５

販売ﾃT，販売提撹(實糾謂求先）

。第一三共株式会社
D･Dchl5m9・東京都ＩＩＪ央区日本橋本町3-5-1

ジャパンワクチン株式会社
東京都千代田区四番HIS

【襲品に魂するお問い合わせ･資料、t先】ジャパンワクチン株式会社お客撮相麟室
TBI0120.289.373(平日ｇＯＯ－１７３０土日､視察､当社休日除く

ｊＩ
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＠（)/o伽
ロイコトリエン受容体拮抗剤
気管支喘息･アレルギー性鼻炎治療剤…

≠ﾌﾚｰ【錠Ｓｒｎｇ
≠ﾌﾚｰ【錠bｍｇ

蝿
一般名:モンテルカストナトリウム〔JAN〕

気管支喘息治療剤
ロイコトリエン受容体拮抗剤

一

≠フレー【・細粒４ｍｇ
≠ブルー〔､チュアブル錠Ｓｍｇ

”

、

蕊二…
い、皿

趣、

一般名:モンテルカストナトリウム〔JAN〕

●効能･効果､用>宏･用量､用法･用■に関連する使用上の注意､禁忌を

含む使用上の注意等につきましては添付文書をご参照下さい。

杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
く資料請求先：〈すり情報センター〉

処方せん医薬帛！

経□用ペネム系抗生物質製剤

|;■iiiiilliiiLHiijiiiiiiMi:!
小児用、％

(略号：ＦＲＰＭ）

●効能・効果、用法･用量､禁忌･原則禁忌を含む使用上の注意については添付文書をご参照ください。

薬価基準収載

(20119作成）

製造販売 :iｕｍｍｈｏ
〔資料請求先〕

マルホ株式会社
(ホームページアドレス）

大阪市北区中津1-5-22〒531-0071http:〃wwwmaruhocolp／
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・果､用ｊ・用量、．’

【注文流通1-関するお問い合わせ窓ロITELO4B-622-2516FAXO4B-623-3065eIgyou＠takata-sBIyakucDjp

【くすＩ関するご相脳･お問い合わせ窓ロITELO4B-622-2617FAXO48-623-3D65gakuluOsu②takata-seIakuco 、Zn工ｉ
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明日をもっとすこやかに

山
■

■

経口用カルバペネム系抗生物質製剤画璽画
処方せん医薬品好’
テピベネムピボキシル細粒

オラペネムi小児用細粒で0％
ＯＲＡＰＥＮＥＭＦｌＮＥＧＲＡＮＵＬＥＳ１０％ＦＯＲＰＥＤＩＡＴＲｌＣ

注)注意一医師等の処方せんにより使用すること略号TBPM-P1

※｢効能･効果｣､｢用法･用量｣､｢効能･効果に関連する使用上の

注意｣､｢用法･用量に関連する使用上の注意｣､｢禁忌･原則

禁忌を含む使用上の注意｣等､詳細は製品添付文書をご参照

ください。

jR1gFh』｜蕊iiiil1ii録

へ鉾◆.;鑑
1,,も盆-,

79渦β１
`･式ｒＬｄ

埋議避趨

製造販売元

MeijiSeikaﾌｧﾙﾏ株式会社
東京都中央区京橋２－４‐１６

http:"ｗｗｗ・meiji-seika-pharmaco・jp／

<資料請求先＞

MeiIiSeikaファルマ株式会社<すり相談室

電話(０１２０)093-396､(０３)3273-3539

作成:2012.8

弓イZk杼 ￣屋

刀凹プⅡ％
ランルカストフ ドライシロッ ＯＮＯＮｄｒｒｕ９

塾1.11塗ⅡＹＨ

吏片１日目３ｍ

IHIは｡,､、回》iniご鴎

蝋

、

-気管支喘息･アレルギー性鼻炎治療剤

イ ヅ 己109
■■－ｍｍ悶研

功果、用法・用量、

薬価墓準１

禁忌を書む使用上の注罵

圏品添付文宙をご参照ください。

■

■一二A

ニン

｣1

Ｊ戸

～垈勤

勾一，－－
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Ｉ
■

長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤

イ
処方せん医薬

’

。
Ｉ

讃

と識
」｡〃 蕊騨11Dq1U1lI11;：辮箒１

鱗ボ鶴

'ﾋﾞ〃吸入粉末剤20ｍｇⅡ
品：注京一医師等の処方せんにより使用すること

ｎａＶＵｒ一般名ﾉﾗﾆﾅﾐﾋﾟﾙオクタン酸ｴｽﾃﾙ水和w、
鷲

養
争

１t,

jjI

>』Ｍ1.
0;+:P

錘-.
-=りく

’

鱗
i'Mハ

必

イ
養

ＩＦ

灘

。｢効能･効果｣､｢用法･用団､購告｣《｢禁忌｣を含む使用上の注意､､効能･効果に関連する使用上

鯵1

...$鍔:癖

轍

懸鈩

蕊

璽函、

徳W：
の注意｣､｢用法･用量に関連する使用上の注蔦u等の詳細については製品添付文】■をご参照ください。 識－－－－’

●●●
イナピル吸入方法の解説動画およびインフルエンザに関するI屑報は、製造販売元(資料請求先）

インフルエンザ情報webサイト｢インフル･＝ユース｣をご覧ください。

http:〃ｗｗｗ,ｉｎｆＩｕ－ｎｅｗｓ,iｎｆｏ 囹画（

●●●

DmkIu-sud9U

第一三共株式会社
東京都中央区日本橋本町3-5-1

2012年２月作成
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＊窓

煮

☆ !｛鱗一経皮吸収型･気管支拡張剤［魎醜

…`ホヮナリゴラワ.r篭
〈ツロブテロール貼付剤〉 注)注意一医師等の処方せんにより使用すること

●効能･効果,用法用量`禁忌を含む使用上の注意等は製品添付文書をご参照ください．

￥ （針

済汁

曰Abb･仇

アポットジャパン株式会社
製造版亮元〒1086303束京都港区三田3-5-27

資料1W求先：アポットジャパン株式会社<すり相麟室フリーダイヤルＯ120-964930

曰 Abbott
APromisefo｢Ｌｉｆｅ

2010年２月作成

マクロライド系抗生物質製剤〔薬価基準収蔵〕
処方せん医薬品麺

クラリスロマイシン製剤

日本薬局方クラリスロマイシン錠

勿うこⅡ二Ｋ鐘200
日本薬局方クラリスロマイシン錠

勿ラｕＺ漣SCHI鵬ｎW

２万ラ
刀⑧ドライ塾口凹

Ｈ０％a細目因ﾛ

注)注五一医厨等の処方せんにより使用すること

※｢効能･効果｣､｢用法･用量｣、「用法･用量に開運す

る使用上の注意｣､｢禁忌を含む使用上の注意｣は
添付文蚕をご参照ください。

幽簔薦11i鬘iiiiii鰄
⑭駕籍露iiIii鶏L蕊

ＣＬＢ５２２００ｇ７

鷲 ＄灘;jｉｌｉ

樺
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愚

腱

蟻劉iii,
鐵騨

11くこﾆｰ箕

懇
.b･勺

白



(７０平成25年９月30日 山形県小児科医会会報 第62号

あとがき

異常気象が続いています。梅雨明けが８月にずれ込み、その後は全国的な猛署となり、各地で又ゲリ

ラ雷雨が大暴れしました。雷の他は自然災害の少ない山形県でも、今年は豪雨による土砂災害や、－週

間余に亘る断水などがありました。

ブランド米つや姫や秋の味覚ぶどう、梨、りんご、ラフランス、柿など豊作であることを希っていま

す。

今号も、たくさんご寄稿いただきましたので読み応えのある会報をお届け出来ました。

早坂教授には、総会でのご講演をまとめていただき誠に有難うございました。

特集には林先生、家坂先生に昔のご苦労を披瀝していただきました。点滴や経口補液、漢方薬五苓散

そして迅速診断キットを駆使して診療出来る今は、子どもたちも我々小児科医も何と幸せなことかと改

めて思いました。更にロタウイルスワクチンの普及が､今後感染性胃腸炎の様相を変えていくでしょう。

芳賀先生には、お－人で企両主催された東北外来小児科研究会の全容を余すところなくわかりやすく

ご報告頂きました。仁藤先生の腸重積症のエコー診断、阿部氏の草の根運動の特別寄稿と併せて熟読玩

味して下さい。この会は来年は川村先生により(lIl台で開催されます。

取り上げて欲しい特集のテーマを編集部にご一報下さい．又、子どもをテーマにした表紙の写真も募

集しています。会員皆で作り上げる私たちの会報を編集部一同楽しくお手伝いさせていただきます。

（士[Ⅱ記）
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〒９９０－２４４７山形市元木２－６－１３

芳川小児科医院内

山形県小児科医会事務局

ＴｅｌＯ２３－６２５－７７００

ＦａｘＯ２３－６２５－７７１０

EUliill所山形福祉工場（コロニー印刷）

〒９９０－２３２２山形市桜田南１番１９号

ＴｅｌＯ２３－６４１－ｌｌ３６

ＦａｘＯ２３－６４１－ｌ３３４

編集委員秋場、石原、入間田、奥山、勝浦、齋藤（慶）

佐藤（|場）、土田、橋本、本間、芳川


