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■はじめに■

体罰と愛のむち

浩前橋市みやけ小児科三宅

昨年12月下旬、大阪市立桜宮高校２年の男子生徒が自宅で自殺するという痛ましい事

件がありました。生徒は男子バスケットボール部の主将で、遺書とともに同部顧問の男

性教諭に宛てた手紙がみつかり、そこには｢厳しい練習であることは分かっていたが、

なぜ自分にだけ厳しくするのか｡｣｢他の生徒がやっても怒られないことでも、僕だけが

怒られる｡｣｢それは主将だからなのか。そもそも自分は主将に適任なのか｡」と、教諭か

らの厳しい指導と体罰に苦しんでいたことや主将としての責任に苦しんでいたことが書

かれていました。亡くなる前日も、練習試合中にミスを繰り返した生徒の頬を、教諭が

数発平手打ちしたということでした。この生徒以外にも多くの生徒が体罰を受けている

こと、亡くなる前日の体罰を副顧問が止めることもなく、校長に報告もしていなかった

ことからも、体罰が日常的であった考えられます。

体罰を行った教諭は、懲戒免職処分となり、障害・暴行の罪で起訴されました。しか

し、教諭を擁護するＯＢや現役部員からの､｢体罰の裏側には愛情があった。先生が暴力

教師のように報道されていることに納得がいかない｡｣｢先生にたたかれたときは、練習

に身が入っていないなど自分自身に問題があった。先生からはフォローもあり、うまく

いったときには『おめでとう』『ようやった｣と声をかけてくれた｡｣｢先生はバスケの指導

がズバ抜けていたが、高校生としてどうあるべきかを教えてくれた。それは人としての

気遣い。道を聞かれたら教えるだけじゃなく、一緒についていってあげるとかを教えて

くれるような人だった｡」という声も報道されています。

「体罰は、絶対許されないもの｣といった意見がある一方､｢時に体罰は許される、すべ

てが否定されるものではない｣という意見があります。では、どんな時に認められるの

でしょうか。

みなさんは、自分が体罰をうけた生徒であると仮定した場合、以下のどれなら指導者

を許せますか。①頭を手のひらで軽くたたいた、②頭を手のひらで強くたたいた、③頭

を拳で一回たたいた、④頬を手のひらで一回たたいた。⑤頬を手のひらで繰り返したた

いた、⑥臂部を手のひらでたたいた、⑦臂部を棒でたたいた、⑧殴った、⑨蹴った。
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この問題の答えは、①どのような悪いことをしたのか、②指導者がどういった人物であ

るか、③指導者と生徒の関係、によって変わってくると思います。

体罰は、暴力なのかそれとも指導なのか。この論議の中心に｢愛のむち｣という言葉が

あると思います。①本気で本人のためを考えて行った体罰は許される。②信頼関係があ

れば体罰といえない。③感情的でなく、理念のある上での体罰は許される。このような

条件のもとであれば体罰は暴力ではなく愛のむちであるという人がいます。

しかし、愛のむちであるかどうかは、指導者の立場ではなく生徒の立場で考えること

であると思います。罰を受け入れられるのは、それを受けるものが､「自分は間違ったこ

とをしたのだから、このような罰をうけるのはしょうがない｡｣｢この罰は、本当に自分

のためを思っての行為である｡」と考えられるかどうかであると思います。指導者の立場

から、いくら相手のため思ってやったといっても、虐待をした親がしつけのつもりだっ

たと話すように、生徒に対する思いは独りよがりである可能性があります。

また、信頼関係があれば体罰とは言えないという意見も、信頼関係が有ると判断する

のは誰なのでしょうか。体罰をする方だけが信頼関係が築けていると考えているのかも

しれません。また、圧倒的に力関係に差があるため、虐待を受けた子どもと同じよう

に、自分が悪いのだから体罰を受けるのはしょうがないと考えて、体罰をする指導者が

間違っているとは考えられないかもしれません。体罰が常習化していれば、さらに批判

的に考えられないでしょう。感情的でなければ良いという意見も、冷静であれば体罰に

よる痛みや恐怖以外の方法で指導すぺきでしょう。

叱る、指導するという行為は、痛みや恐怖によりなされるものではなく、また、相手

を否定する、相手の自己肯定感を下げるものであってはなりません。そのために、自分

の経験によらず自己満足に陥ることなく、より良き指導を目指して常に自己研錯すべき

であると思います。
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論 壇＞く

予防接種から学んだこと

高崎市松島小児科松島宏

「失われた20年｣､「ワクチンギャップ｣、

｢ワクチン後進国｣と椰楡されてきた我が

国の予防接種制度であるが、2008年のヒ

ブワクチン以降、毎年、新たなワクチン

の導入が続いている。各メーカーによる

ワクチン関連講演会も次々に開催され、

共催セミナーは、いつも立ち見がでるほ

どの盛況で、一転して"ワクチンバブル，,

と呼ばれる状況になっている。残るは、

水痘、ムンプス、Ｂ型肝炎ワクチンの"積

み残し三兄弟，,の定期接種化と、ＭＭＲワ

クチンの再登場を期待するばかりであ

る。(過去のトラウマから、ＭＭＲワクチ

ンの再登板は、かなりハードルが高い

か？）。季節労働者と呼ばれる開業小児

科医も、年間を通して診療時間のかなり

の部分を予防接種に費やすようになっ

た。ただ、夏はともかく、インフルエン

ザワクチン接種が始まる１０月以降は、カ

ゼなどの一般診療に支障をきたす状況に

陥ることもある。健診と予防接種は小児

科クリニック経営上も、極めて重要な位

置を占めるものであるが、今後、予防接

種外来と一般外来をいかに両立させてい

くかといった悩みは、うれしい悲鳴であ

ろう。同時接種についても、最初は医師

も保護者もやや"おっかなびっくり”なと

ころがあったが、最近では、ほとんどの

保護者が抵抗なく同時接種を受け入れ、

当院でも、むしろ単独接種を希望する保

護者が珍しくなった。

その中にあって最近のエピソードをひ

とつ。４か月健診で初めて赤ちゃんを連

れて来られたご夫婦のこと。型どおりの

健診が終わり、さて予防接種と思って母

子手帳を見ると、予防接種欄は未だ空

白。しかし、私の手元に四種混合ワクチ

ンの予診票１枚しか見当たらない。職員

に｢予診票が１枚しかないが？」と尋ねる

と、保護者が単独接種を希望とのこと。

目の前に座る母親にそれとなく「同時接

種は不安ですか？」と尋ねたところ､「え

え、ちょっと…｣との返事。こういった

場合(初診で、医師と保護者、お互いの

信頼関係が築かれていない状況で)、私

自身は同時接種を無理強いしないことに

しているのだが、このケースはすでに生

後４ケ月で、これからワクチンデビュ

ー。そこで、同時接種の必要性・重要性

を話し始めたところ、１分ほど経ったと

ころであろうか、健診の間、ずっと黙っ

て母親の後ろに座っていた父親が突然一

言､｢先生、それって医者の論理ですよ

ね｡｣ちょっと「カチン！」とくると同時に
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唖然として、返す言葉が思い浮かばず、

苦笑いでその場をごまかしながら、そし

て赤ちゃんには｢単独接種で申しわけな

い｣と思いつつ四種混合ワクチンのみの

接種を行い、次回のワクチンスケジュー

ル(再び単独接種)を伝え終了となった。

保護者が帰ってから思い浮かんだの

が、いつものあの本､｢医師アタマー医

師と患者はなぜすれ違うのか－」(編

著；尾藤誠司.医学書院.2007年)である。

少々古い本だが、心に残る（？）患者さん

(保護者)に出会うたびに思い出しては読

み返す本であるｃ尾藤氏によると"医師

アタマ，,とは､｢世界は正しいことと間違

ったことから成り立っている｣。そして

｢正しいことは、全ての人にとって正し

いものであり、間違っているものは、全

ての人にとって間違っている」という自

然科学として医学が持つ業のような思考

とそのプロセスと定義される。本文中の

言葉を借りて説明すれば、次のようにな

ろう。

私たち医師は、お金を稼ぐためという

よりは、むしろ自分が関わる`患者の健康

状態を最良にすべ〈仕事に打ち込むべし

と教えられてきた。また、患者の健康を

第一に考え患者を指導すれば、必ず患者

は自分たちに感謝してくれるであろうと

教えられ､.`医師アタマ，'のもつ論理(医師

のエゴ)を一方的に患者に提供してきた。

医師が神のように尊敬されていた時代に

は、こういった患者-医師関係であって

も`患者と医師の間に愛情のすれ違いはな

かった。しかし、時は流れ、人々が忙し

い人生を送る必要'性に迫られる現代にあ

っては、患者は明確に自分の事情を主張

するようになり、"医師アタマ，,と対岸の

患者の論理とのすれ違いが起こるように

なった。医師は｢指示した通りにしない」

｢自分勝手な`患者｣と感ずる。一方、‘患者

は｢医者が自分のことをわかってくれな

い｣｢もっと患者の立場に立った医療を」

と感ずるようになり、患者と医師の問に

流れる河は、ますます大きく深くなっ

て、お互いに不信感とストレスを生む。

では｢これを解決する手段は？」。著者

は､｢患者と医師のそれぞれが刻んできた

物語(事実)は、変えられない。そこで、

論理を変える」ことを提案している。医

師がある患者を｢おかしなことをいう`患

者｣と感じる時、もしくは｢何でこの人は

こんなことをいうのだろう」と不思議に

思う時､｢`患者がいうことを聞かない」と

いらだつ時、その原因の多くは医師自身

の中にある"医師アタマ"に由来するのだ

そうだ。‘患者にはいろいろな人がある

が、そのいろいろ加減は、人にいろいろ

な人がいるのと同様である。医師が常に

持つべきは自分の世界に対する謙虚さ、

『俺たちのルールではこうだけど、でも

人生いろいろだよね｣という謙虚さを持

って患者と歩くことを提唱している。

同時接種を嫌う保護者には、その保護

者の物語があり、医師の論理だけを押し

つけても、よけいにすれ違いが起こる。

その他にも、インフルエンザ`罹患後の出

席停止期間。新しく決まった医師のルー

ルで、それは科学的には正しい(かもし
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れない？）。しかし、子どもの熱が下が

れば、他人のことなど関係なく自分の子

どもを登園・登校させたがる親も結構多

い。喘息発作の子どもを連れて来院した

親がタバコの臭いをさせていたり、喘息

の長期管理の必要`性をいくら説いても、

継続治療が長続きしない親もいる。`患者

(保護者)に腹を立てるより、－歩下がっ

て少し謙虚に､「どんな親にもその人の論

理がある」・『人生いろいろ」と考えると

納得がいくし、診療にあたる自分自身に

とってもストレスにならない。医者とし

て医学的な知識をアドバイスしたり、健

康面で患者をリードをすることは大切で

あろうが、その際に医師のルールを振り

回すのではなく、お互いの物語を想像

し、患者の生活を支える。それが『病院

の医療』ではなく『生活の中での医療』を

提供する開業医の仕事であろう。開業１０

年目の今頃になって、この論理(ストレ

ス解消法とも言えるが)に辿り着いた自

分は、ようやく開業医の仲間入りができ

たところであろうか。

最後に、診療に(そして男女関係・夫

婦関係に)ストレスを感じた時、ちょっ

と思い出してはいかがでしょうか。島倉

千代子｢人生いろいろ｣の歌詞を｡｢人生い

ろいろ、男もいろいろ、女だっていろい

ろ－｣｡（ＹｏｕＴｕｂｅ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ，

ｙｏｕｔｕｂｅｃｏｍ／ｗａｔｃｈ？ｖ＝ｍｑ３７ａ－

ｗＨＲＶＹ)。

あとがき：

１．「医師アタマ｣の続編として｢｢医師

アタマ」との付き合い方』(尾藤誠司．中

央公論新社．2010年)があります。前者

は、自分の"医師アタマ，，に気付かない医

療者向けに、後者は医療を利用する側

が､"医師アタマ，'と、どのように付き合

えば良いかを書いた｢医師アタマの取り

扱い説明書｣。

２．その後、続編を読み返して得た教

訓：文中の`患者さんのエピソードは、同

時接種についての、インフオームドコン

セントの手続きに対する父親の反応であ

った。インフォームドコンセントは日本

語では｢説明と同意｣であり、｢定期接種実

施要領』において例示されている予診票

でも、その最後の欄は､『医師の診察・説

明を受け、予防接種の効果や目的一（途

中省略）－理解した上で接種することに

(同意します．同意しません)｡｣となって

いる(下線は、私が追記)。

私は、これに従って、おそらく“同意，，

を求めるような説明をしたのであろう。

"同意，'は、医師からの一方通行の情報を

｢受け入れるか否か、さあ、どうする｣、

｢どちらか選べ｣と言っているようなもの

で、父親も思わず｢医者の論理｣と口走っ

たのかもしれない。本来は、医師("医師

アタマ,，)が万人にとって正しいことと信

じて疑わない医学的正解と、‘患者のもつ

事情・要求・価値観に折り合いをつけ

た､"合意,，を目指すような姿勢が必要で

あったのだろう(つまり「説明と同意｣で

はなく、｢説明と合意｣)。自分の"医師ア

タマ，，を反省！
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平成２５年度

春季総 会
平成25年４月１３曰(±）於・マーキュリーホテル

会次第

第一部総会

Ｉ）開会挨拶

Ⅱ）報告事項

（１）会務報告及び委員会報告

（２）県医師会報告

（３）会員異動

（４）事務及び会計業務の一部業者委託について

（５）その他

Ⅲ）協議事項

（１）第１号議案

（２）第２号議案

平成24年度会計収支決算報告の件

次期役員選出の件

第二部第57回学術講演会

「発達障がいって何？

小児科医療の現場で今、何が問題になっているのか」

岡田恭典先生

（群馬大学医学系研究科小児科分野）

｢新生児・乳児消化管アレルギーの最近の知見」

八木久子先生

（群馬大学医学系研究科小児科分野）

｢クリニックにおける慢性咳嗽診療のポイント」

重田誠先生

（重田こども・アレルギークリニック）

｢ヒトメタニューモウイルス発見から

１２年経過してわかったこと」

菊田英明先生

（東栄病院副院長）

第三部意見交換会
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会議事録総

群馬県小児科医会会則第１０条により、平成25年度春季総会開催が宣言され、

田口副会長の司会で総会次第にそって総会は進められた。

Ｉ）会長挨拶(飯山会長）

本日は診療でお疲れのところまたお`忙

しいところ、多くの先生方に御出席いた

だきまして大変ありがとうございます。

本日の総会には81名の先生方より御出席

の御返事をいただいております。意見交

換会の御出席は48名の先生方より御返事

をいただきました。

平成25年度春季総会及び学術講演会は

例年より１時間早く開催となりました。

これは日本小児科学会専門医研修会取得

単位を８単位に戻すためには、３時間以

上、４演題以上の条件を満たす必要があ

るためによるものです。また式次第を御

覧いただくとわかりますが、総会は約３０

分間と短くなっています。各委員会報告

はほとんどをメールにてお伝えし、詳細

は医会便りを参考にしていただきたいと

思います。各委員会報告が少し遅くなり

ますが医会便りに従来通り記載させてい

ただきます。あいさつの時間は３分間位

でやらなければなりませんので簡単に報

告させていただきあいさつとさせていた

だきます。

日本小児科医会より予防接種法改正に

おける、ワクチンの定期接種化署名活動

への御礼がありました。結果としてヒ

ブ、肺炎球菌、子宮頚癌の３ワクチンが

定期接種となりました。また予防接種後

の死亡事故対策を作成することとなりま

した。２月23ｐ関東ブロック小児科医会

が開催きれました。後ほど田口副会長よ

り報告されます。

日本小児科医連盟より選挙に対する御

礼があり、医連盟入会の勧誘があり、同

時に日本小児科医会への入会勧誘のお願

いがありました。ぜひ新入会員の御紹介

よろしくお願いいたします。

群馬県小児救急医療対策協議会、周産

期医療協議会等がありましたが、前年と

ほぼ同様の報告でした。新たな事業とし

て｢子どもの死因登録、検証制度｣の導

;!＜二

一｣

』』一》
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入、高崎総合医療センターの地域周産期

母子センターの認定、周産期医療におけ

る北関東３県連携についての協力実施の

依頼がありました。

日本小児科学会専門医試験に関する試

験委員に友政先生を、医科指導医療官に

ついては釜萢先生を推薦しました。また

助産師会への予防接種講演会講師につい

て乾先生にお願いしました。３名の先生

には,快くお引き受けいただきました。よ

ろしくお願い致します。

今後の大きな課題として３つあります。

①秋季総会では群馬県小児科医会創立３０

周年記念講演・祝賀会開催を予定して

おります。

②関東ブロック小児科医会を平成26年に

群馬県担当で開催予定です。

③東日本小児科学会は平成26年群大小児

科荒川教授が会頭にて開催予定であり

ます。医会として協力していきたいと

思います。以上よろしくお願いいたし

ます。

本日は学術講演会も４題あり、長時間

になりますが有意義な時間を過ごしてい

ただけることと思っております。最後に

なりますが御報告と御協力をお願いしあ

いきつときせていただきます。

戸田先生が議長に選出され、田口副会

長より報告事項からの進行が依頼され

た。

戸田議長

ご指名ですのでしばらくの間、議長を

務めさせていただきます。宜しくお願い

いたします。

Ⅱ)報告事項

(1)会務報告及び委員会報告

Ａ会務報告(田□副会長）

医会関係行事に関しましては医会便り

(NO58）４０ページをご覧〈だ言い。平成

24年８月から、１２月までの行事が記載さ

れています。その後、平成25年１月23曰

群馬感染症研究会、１月24日群馬の子ど

もの健康支援連絡協議会、２月12日群馬

県小児救急医療対策協議会、２月23日第

55回関東ブロック小児科医会、３月４日

群馬県小児科医会小児救急医療対策委員

会、３月14日群馬県周産期医療対策協議

会、３月27日群馬県小児科医会理事会が

開催されました。そして本日の群馬県小

児科医会春季総会並びに学術講演会でご
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ａ、記念誌の発刊

ｂ・祝賀会

ざいます。

引き続き、第55回関東ブロック小児科

医会連絡協議会の報告を致します。平成

25年２月23日、東京で開催され、飯山会

長と長嶋副会長と田口で出席してまいり

ました。群馬県の報告は以下の通りで

す。

２．講演会

①2012年１０月20日

「これだけは知っておきたい

遺伝医学の基礎知識」

鮫島希代子先生

（群馬県立小児医療センター遺伝科）

「群馬県小児医療の実`情と将来」

荒川浩一先生

（群馬大学医学部生体防御機構学講座

小児科学教授）

②2013年１月23日

「マイコプラズマ感染症

一診断・耐菌・発症機構に関する

最近の話題一」

成田光生先生

（札幌徳州会病院小児科医長）

「百日咳とＤＰＴワクチンを考える」

岡田賢司先生

（独立行政法人国立病院機構福岡病院

統括診療部長）

１．平成24年度群馬県小児科医会秋季総会

2012年１０月20日(士）

①総会改革案

ａ・群馬県小児科医会講演会は、日本小

児科医会専門医研修８単位取得のた

め「開催時間は３時間以上、演題は

４題」とする。

ｈ総会の開催時間は午後３時からと

し、総会時間を短縮して十分な講演

時間を確保する。

ｃ、会員175名の名簿を作成しメーリン

グリストを導入する。

②小児医療センター移転問題

大澤知事は県の方針として、県立小児

医療センターは今の場所で引き続きその

役割を果たすとして、移転の考えはない

ことを表明した。

③群馬県小児科医会創立30周年記念事業

３．発達障害の取り組み

①｢５歳児就学前診断の全県実施に向け

－－…一一⑫～

、
伝'「 ；￣

Ｑへ函巫必巫》マロロ密密画

１
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て｣の発刊

群馬県では平成19年から平成21年の３

年間、発達障害児早期発達支援モデル事

業(いわゆる５歳児健診モデル事業)を藤

岡市と嬬恋村で実施した。しかし、市町

村の実情に応じた実施体制の確保や専門

家(発達障害に精通した心理職や言語聴

覚士など)の養成については課題が大き

く、５歳児健診を一律に全市町村で取り

組むことは困難である。

今回、５歳児健診マニュアル検討会議

は、モデル事業で実施された健診方式を

参考にしつつ、より効果的に実施できる

ように､「５歳児就学前健診の全県実施に

向けて｣を取りまとめた。この健診を全

県一律に実施することは難しいため、保

健センター方式(保健センターで行う）、

巡回方式(保育所・幼稚園を健診スタッ

フが巡回して行う)、園医方式(園医が保

育所・幼稚園と連携協力して行う）の３

つの方式を提示した。

地域において、保育所・幼稚園、保健

行政、教育機関などと連携して発達障害

児の早期発見と早期支援の体制を築き、

気になる児を抱える保護者の不安をでき

る限り解消していく取り組みは非常に重

要である。

②６回シリーズのミニレクチャー

第１回発達障がいって何？小児医療

の現場で今、何が問題になって

いるのか

第２回わたしたち小児科医が日常診療

で、できること

第３回乳幼児健診発達障がいの早期

発見早期支援に向けて

第４回他職種連携のあり方県内の他

職種の人とどのように連携した

らいいか(県内専門機関の紹介

も含めて）

第５回総説発達障がい者の支援につ

いて～地域で豊かに暮らすため

に～

佐賀大学大学院教育学部服巻智子

第６回総説心のバリアフリー

NPO法人SUN代表藤村出

群馬県予防接種の公費負担状況４

’
○全額公費△

’

LＩＩＬ

庫
－部助成×助成なし（平成25年２月現在）

一
類

ヒ
ブ

小
児
用
肺
炎
球
菌

子
宮
頸
が
ん

水
痘

お
た
ふ
く

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ロ
々
／

Ｂ
型
肝
炎

前橋市 ○ ○ ○ ○ △ △ × × ×

)|｜市 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

榛東村 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

吉岡町 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

伊勢崎市 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

玉村町 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

高崎市 ○ ○ ○ ○ × △ × × ×

安中市 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

藤岡市 ○ △ △ △ × × × × ×

上野村 ○ ○ ○ ○ × × △ × ×

神流町 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

富岡市 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

下仁田町 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

南牧村 ○ ○ ○ ○ × × △ × ×

甘楽町 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

中之条町 ○ ○ ○ ○ × × △ × ×

長野原町 ○ ○ ○ ○ × × △ × ×

嬬恋村 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

草津町 ○ ○ ○ ○ × × △ × ×

高山村 ○ ○ ○ ○ × × △ × ×

東吾妻町 ○ ○ ○ ○ × × △ × ×

沼田市 ○ ○ ○ ○ × × Ｘ × ×

片１W，村 ○ ○ ○ ○ × × × × ×

)|｜場村 ○ ○ ○ ○ × × Ｘ × ×

昭和村 ○ ○ ○ ○ × × Ｘ × ×

みなかみ町 ○ ○ ○ ○ × × △ × ×

太田市 ○ ○ ○ ○ × × △ × ×

桐生市 ○ ○ ○ ○ × × Ｘ × ×

みど|）市 ○ ○ ○ ○ × × Ｘ × ×

館林市 ○ ○ ○ ○ × × Ｘ × ×

板倉町 ○ ○ ○ ○ × × Ｘ × ×

明和町 ○ ○ ○ ○ × × △ × ×

千代田町 ○ ○ ○ ○ × × Ｘ × ×

大泉町 ○ ○ ○ ○ × × Ｘ × ×

邑楽町 ○ ○ ○ ○ × × Ｘ × ×
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から、現在学術委員による投票により決

定しつつあるところ。

ミニレクチャーは予定どおり岡田恭典

先生にテーマ、講師をお考えいただく。

小児科学会群馬地方会からの興味ある

演題についても、ｌ題以上を予定。

３．広報活動として

上毛新聞の連載(イクメンお助け帳)の

原稿を引き受けている。１年間の連載が

終ったが継続となった。字数が増え、筆

者の顔写真が大きくなった。学術・広報

委員およびゲストの先生にて連載してい

きたいので、これからもご協力いただき

たい。

病気の話や、流行性疾`患の`情報におり

まぜ、小児科医会から発信したいテーマ

があれば、適宜もりこみたい。例えば、

前年は救急のかかりかたをテーマとして

とりあげた回がある。皆様からご提案い

ただきたい。

Ｂ委員会報告

１）編集委員会(北條理事）

「群馬県小児科医会便り」の58号が、皆

さまのご協力で発行できまして、ありが

とうございました。来春の60号は、３０周

年記念特集を予定しております。

ご希望、ご意見などありましたら編集

委員までお申し出くださるようよろしく

お願い致します。

２)学術広報委員会(友政理事）

１．今秋の総会時の講演について。

昨年、学術委員内の投票により、順天

堂大学小児外科教授山高篤行先生に

｢小児科医が知っておくべき小児外科疾

患｣についてご講演いただくことになっ

ている。

それに加えて、１３価の肺炎球菌ワクチ

ンについてどなたかにご講演いただくこ

とになった｡(共催：ファイザー製薬の予

定）

さらに、医会30周年記念事業として、

日本小児科医会会長松平隆光先生にご講

演をお願いすることになった。

以上、３題の教育講演が予定されてい

る。今回は記念の会なので、ミニレクチ

ャー：シリーズ発達障害はお休みとす

る。

２．来春総会時の講演について

講演数は未定(３or４)。小児科学会専

門医制度のなりゆきにより近々決定の予

定。

教育講演については、いくつかの候補

Ｓ)小児救急医療対策委員会(大山理事）

平成25年３月４日、前橋マーキュリー

ホテルで委員会が開かれ、各議題につい

て下記のような活発な意見が出されまし

た。

ｌ夜間や休日の小児の一次救急施設を

利用する保護者への対応について

・普段、解熱剤の適切な使用法を説明

し、常備してもらう。

・発熱について、保護者は重い感染症

を心配するので、ヒブワクチンや肺

炎球菌ワクチンなどがしてあれば、
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重症感染症は減っていることを普段

説明しておく。

・発熱などについて、個々の保護者に

普段から教育しておく必要がある。

・インフルエンザの診断を希望して、

発熱後すぐに一次救急を受診するこ

とがないように、普段教育しておく

必要がある。

・健診の際、小冊子『子どもの救急っ

てどんなとき－上手なお医者さんの

かかり方』を保護者が積極的に活用

するように、所持を確認し、精読を

勧める。

小冊子の配布は、無償でなく有償

（20円)の方がよい。

．＃8000番の利用の仕方が地域によっ

てばらつきがある。

健診の際、＃8000の名刺大カードと

上記小冊子をペアで所持・活用を確

認する。

．いろいろ言っても、『小児救急は保護

者が救急と感じたら全て救急であ

る』は一定のセーフテイーネットと

してやむを得ない。小児の救急を理

解し、実践できない保護者がいるの

はやむを得ない。

2．『夜間や休日の受診には、自己負担

があってもいいのではないか｣との意

見ついて

・自己負担を導入すると、受診が必要

な`患者を抑制するのではないか。

・現物給付ではなく、還付給付にした

らどうか。

・自己負担を導入する場合には、広域

で一斉にすべきだ。

3．＃8000事業について

・利用状況が地域によって異り、適切

な利用を促す必要がある。

．「電話がつながらない｣との苦`情があ

った。

・昨年４月請負業者が変わったが､『近

くの病院に行ってくだきい｣が増え

たような印象がある。業者の相談対

応マニュアルが変わったのか、県全

体でチェックしていく必要があるの

ではないか。

４．病院における時間外診療費特別料金

について

・高崎総合医療センターでは昨年の４

月から入院した患者や紹介患者以外

は3,990円徴収しているが、受診者

数は成人ではｌ／３に減り、小児で

は変わらなかった。

・桐生厚生総合病院では、平成23年２

月より、3,360円の徴収を始め、小

児時間外`患者数は約50％減少した。

４)小児保健対策委員会(松島理事）

１．小児保健対策委員会

前回の総会以降、委員会の開催なし。

２．「日本小児科医会乳幼児

学校保健研修会」報告

「１か月健診｣をテーマとした第２回講

習会が２月に東京で開催。

山口県でのｌか月健診事業の報告あり。

山口県では、平成22年度から全県下
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<になりましたが、高崎医療センター

では大きな変動はありませんでした。

日本の他の地域では徴収開始後に受

診者数が３～６割程度になっている例

が多いように思われます。

４「地域小児科センター病院｣構想につ

いて

日本小児科学会では理事も新しくな

り、従来から懸案であった､｢地域小児

科センター病院｣構想が趣旨をやや変

更して改めて再開しました。2013年１

月に群馬地方会から群馬県内の１２の病

院が承認申請を提出しました。今後ど

のようになっていくかはまだ未知数な

点が多々ある状況です。

で、全額公費負担(１件あたり5,600円）

による小児科医によるlか月健診(自身の

診療所での)がスタート。

各市町村相互乗り入れで、県外での里

帰り出産に対しても償還払いあり。

今年からは、新ガイドラインに基づき

生後３か月までのビタミンＫ２投与も県

下一斉に開始。

このようなｌか月健診は、おそらく全

国で山口県だけとのこと。

Ｓ)勤務医病院部会(竹内理事）

’３月４日に小児救急対策委員会(大

山委員長)に病院部会から、桐生厚生

竹内と高崎医療センター五十嵐部長が

出席し、地域の小児救急をどのように

協力して実施していくかについて多岐

にわたり話し合いました。詳細は大山

先生の報告をご覧ください。

２．＃8000の利用状況について

従来桐生と沼田地域で利用件数が少

なかったのですが、ここ１年で利用件

数が増加してきました。特に桐生地域

では以前の４～６倍に増加し、それに

伴って桐生厚生病院での休日・夜間救

急受診者数は明らかに減少してきてい

ます。

３．時間外診察費特別料金の徴収について

群馬大学病院、前橋日赤病院に続い

て、桐生厚生病院がH23年から開始し、

高崎医療センターと太田記念病院が

Ｈ２4年から徴収を始めました。桐生厚

生では夜間救急小児受診者数は半分近

(2)県医師会報告(今泉理事）

１．アレルギー疾患用学校生活管理指導

表が改訂された。様式５－２の｢食物

アレルギーおよびアナフイラキシ_発

症時の対応｣を新たに作成した。

２．「学校における食物アレルギー対応

マニュアル｣を夏までに作成する。今

後､｢保育園におけるアレルギー対応」

を検討したい。

３．第１回小児保健に関する講演会

５月23日(木)午後７時～

マーキュリーホテル

演題：食物アレルギー児への適切な対

応に向けて

講師：荒川浩一教授

４．児童生徒心臓検診の対象者が、平成

２５年度から県内の公立小学校、公立特



(１６）No592013」０ 群馬県小児科医会便り

別支援学校においては、第４年生も実

施できるものとすると要綱が改訂され

た。現在は６市町村(桐生市、渋川市、

吉岡町、東吾妻町、中之条市、高山

村)で実施されている。平成25年から

前橋市と公立特別支援学校で実施され

る。高校１年生では心筋症の発見率を

高めるため12誘導心電図を要望(現在

は４誘導)している。

5．児童生徒腎臓検診についは、不適切

な診断や対応が少なくないためマニュ

アルを作成する。

6．行政措置予防接種が４月から群馬県

内相互乗り入れになる。実施報告書を

必要とする市町村(安中市、伊勢崎市、

太田市、高崎市、嬬恋村、前橋市)が

あるので注意していただきたい。

7．学校医Ｑ＆Ａ－健康診断と保健活

動のポイント集一が発刊。配布は４

月末。２９の質問に積極的に活動してい

る学校医や専門医が答える形になって

いる。

８．５歳児就学前健診

前橋市で平成25年度よりモデル事業

として９カ所の幼稚園や保育園(215

人)で実施される。この健診の目的は、

各地域で発達障害児への支援体制を構

築することである。

坂元純先生

(大学橋ファミリークリニック）

（平成25年２月１３日入会）

中嶋直樹先生(中嶋小児科医院）

（平成25年２月14日入会）

退会

山田烏先生(山田小児科・内科）

（ご逝去のため：

平成24年１１月25日退会）

平成25年４月１３日現在175名

(4)事務及び会計業務の－部業者委託に

ついて(長嶋副会長）

講演会の運営につきましては、昨年よ

りテーマの決定を優先して、それに協賛

してくれるメーカーがあればお願いして

いましたが、昨年秋の講演会のようにテ

ーマによっては、メーカーの協賛が得ら

れないものもあります。その際は、準備

運営等にかなりの困難さが生じますの

で、この部分を外部の業者に委託するこ

とを検討いたしまして、株式会社クラー

ルに委託することにいたしました。この

業者は、小児科学会の群馬地方会および

群馬大学の小児科が主催する学会運営等

を担当している会社です。また、これま

で歴代の会計担当の先生がかなりご苦労

をしてくださいました会費の請求、納入

確認、不払い者への督促業務もしてくれ

るとのことにて、名簿管理もふくめてこ

(Ｓ)会員異動(松島理事）

入会

新木美晴先生(高橋医院）

（平成25年２月12日入会）
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ちらも委託することで、先の理事会の承

認をいただきました。今年度の会費請求

より委託することになりますので、よろ

しくお願いいたします。尚、経費として

は年間１０万くらいを想定しております。

北條みどり

柳川洋子

江原弘佳

重田誠

小野真康

友政剛

佐藤喜和

角田守

田代雅彦

五十嵐恒雄

前田昇三

深澤信博

監事栗林俊夫

三宅浩

今井純子

大山碩也

松島宏

金子浩章

羽鳥則夫

竹内香代子

小柳富彦

松井敦

竹内東光

丸山健一

岡田恭典

富沢滋

Ⅲ)協議事項

議事

(1)第１号議案

平成24年度会計報告収支決算報告の件

角田理事により平成24年度会計収支決

算が説明きれた｡(決算害参照)つづいて

栗林監事より平成25年４月３日に監査が

行われ、その収支は正確妥当と認められ

たと報告された。その後質疑もなく採決

に移り挙手多数により原案通り承認議決

された。

会員に対して質疑を求めたが特にな

く、次期役員は執行部の提案通り承認議

決された。引き続き戸田議長より飯山会

長に挨拶が求められた。

(2)第２号議案次期役員選出の件

戸田議長より第２号議案、次期役員改

選の件について執行部案の提案が求めら

れ、田口副会長が説明した。

就任あいさつ

平成23年４月より小児科医会会長とし

て２年間つとめさせていただきました。

田口、長嶋両副会長ならびに理事の先生

方には会の運営にご協力、ご指導助言を

いただき大変ありがとうございました。

３月27日理事会の承認もあり、本総会

に選出承認を受け、もう一期会長をつと

めさせていただくこととなりました。理

事の先生方のほとんどの先生方に賛成し

ていただき、大変心強く思っておりま

す。理事の先生方と一致協力し、会員の

先生方のために誠心誠意努力する所存で

あります。会員の先生方のさらなるご支

平成25,26年度群馬県小児科医会役員(案）

上記案について配布資料中の執行部案

が上呈され、戸田議長により平成25年、

26年度群馬県小児科医会役員案が読み上

げられた。

会長飯山三男

副会長田口勉長鴫完二

理事(28名）

今泉友一篠原真

霜田雅史須田浩充
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援、ご協力をお願いいたします。

日本小児科医会松平会長は｢小児保健

法の制定｣に向け努力されております。

また予防接種、乳幼児健診(５歳児健診

を含めて)、小児救急医療体制、要保護

児童対策、小児の在宅医療、園医・学校

保健医の充実、いじめ、心の問題等問題

は山積しております。小児の健康と小児

医療の向上を目指し、理事会各委員会が

協議し、的確な判断運営を実施していき

たいと思っております。

日本小児科医会、群馬県医師会と連携

しながら時々の状況に応じた運営をやっ

ていきたいと思いますので、今後ともよ

ろしくご意見、ご協力をお願いし就任の

あいさつとさせていただきます。

最後になりましたが、長年役員をざれ

今回退任されました、富所先生、乾先

生、本間先生、大川先生、中嶋先生には

大変長い間ありがとうございました。心

より御礼申し上げます。

｢窓辺の訪問者」 撮影：角田守
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平成24年度群馬県小児科医会収支決算害

平成25年３月31日現在

収入今回６１６２０６５

又肘合2431987

収入合6162065

支出合2431987

差」合3730078

上記の通りに決算いたしました。

平成25年４月１日

群馬県小児科医会会長飯山三男

群馬県小児科医会会計角田守

本決算について`慎重に監査しましたところ、その収支は正確妥当であると認めます。

平成25年４月４日

群馬県小児科医会監事栗林俊夫

収入の部（単位円）

款 項

繰越金

年会費

総会参加費

雑収入

利息

4,203,984

1,277,500

435,000

245,000

581

１０，０００×１１０名

平成23年度繰越金

5,000×３５名2,500×１名

春季総会3,000円×78名

秋季総会3,000円×67名

広告代医会便り５７号

銀行利息

医会便り５８号

4,203,984

1,100,000

177,500

234,000

201,000

135,000

110,000

581

収入合計 6,162,065 6,162,065

支出の部（単位円）

款 項

事務費

出張会議費

会議費

医会便り印刷代

諸会費

慶弔費

秋季総会費

137,663

461,180

487,919

679,455

20,000

17,125

628,645

事務通信費、事務用品費

日本小児科医会

関プロ小児科医会等

理事会費

各種委員会費

56号印刷代

57号印刷代

関プロ小児科医会連絡協議会平成24年度会費

供花、香典

会場費、懇親会費、謝礼等

137,663

262,530

198,650

214,515

273,404

329,070

350,385

20,000

17,125

628,645

支出合計 2,431,987 2,431,987

収入合計 6,162,065

支出合計 2,431,987

差引合計 3,730,078 平成25年度へ繰り越し
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26年度群馬県小児科医会役員(平成25年４月
飯山三男(飯山医院みどり市）

田口勉(田口小児科医玉村町）

長嶋完二(ながしま小児科安中市）

今泉友一(いまいずみ小児科前橋市）

篠原真(しのはら小児科前橋市）

霜田雅史(小児科しもだクリニック前橋市）

須田浩充(須田こどもクリニック前橋市）

北條みどり（みどり小児科前橋市）

三宅浩(みやけ小児科前橋市）

柳川洋子(柳川小児科医院前橋市）

今井純子(今井内科小児科高崎市）

江原弘佳(寺尾こどもクリニック高崎市）

大山碩也(大山小児科医院高崎市）

重田誠(重田こども・アレルギークリニック高崎市）

松島宏(松島小児科高崎市）

小野真康(おのこどもクリニック桐生市）

金子浩章(みらいこどもクリニックみどり市）

友政剛(パルこどもクリニック伊勢崎市）

羽鳥則夫(羽鳥こども医院伊勢崎市）

佐藤喜和(飯塚医院太田市）

竹内香代子(竹内小児科吉岡町）

角田守(つのだ小児科クリニック沼田市）

小柳冨彦仁やなぎ小児科館林市）

田代雅彦(群馬中央総合病院）

松井敦(前橋赤十字病院）

五十嵐恒雄(高''１奇総合医療センター）

竹内東光(桐生厚生総合病院）

前田昇三(伊勢崎市民病院）

丸山健一(小児医療センター）

深澤信博(藤岡総合病院）

岡田恭典(群馬大学）

栗林俊夫(栗林小児科前橋市）

冨沢滋(浜尻クリニック高崎市）

～27年３月）平成25.26年度

長
長〈
戸

会
副

理事

監事

(敬称略・順不同）
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Ａ・群馬県小児科医会関連役員
Ｌ日本小児科医会(平成25年４月～）

代議員：飯山三男田口勉

予備代議員：長嶋完二松島宏

群馬県支部長：飯山三男

２．日本小児科学会(平成25年４月～）

代議員(開業医）：竹内香代子、小野田喜美代、佐藤喜和

資格審査認定委員(開業医）：新井英夫

３．日本小児科学会群馬地方会(平成25年４月～）

理事(開業医）前橋：須田浩充、吉田昭子

桐生：飯山三男、金子浩章

高崎：江原弘佳、松島宏、新井英夫

伊勢崎・佐波：田口勉

４．群馬県小児保健会

常任理事：飯山三男

理事：田口勉

５．群馬県小児救急対策協議会(平成25年４月～）

飯山三男、田口勉、大山碩也

６．群馬県予防接種検討会議

委員：飯山三男

７．群馬県周産期医療対策協議会

理事：飯山三男

８．インフルエンザ対策会議

飯山三男

９．群馬県こども虐待防止ネットワーク

丸山健一

１０．学校・地域保健連携推進事業連絡会議

飯山三男

１１．ぐんまの子どもの健康支援連絡協議会

飯山三男
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Ｂ・群馬県小児科医会役員

Ｌ会務担当理事（正）

総務長鴫完二

庶務長嶋完二

(副）

田口

松島

重田

勉、松島宏

宏

誠(メーリングリスト担当）

会計

総会

会員異動

委員会

学術広報

今井純子

田口勉

松島宏

(委員長）

友政剛

長嶋完二

(副）

松島宏

(委員）（順不同）

田代雅彦江原弘佳岡田恭典

重田誠篠原真前田昇三

田村一志

新井英夫大山碩也関裕介

長島知久柳川洋子柏木好

霜田雅史

田代雅彦(一口メモ担当）

今井純子

２．

編集北條みどり 三宅浩

社会保険今泉友一 須田浩充

感染症・予防接種

須田浩充 金子浩章佐藤喜和

角田守藤巻康喜

竹内香代子

今泉友一

羽鳥則夫

小柳冨彦

江原弘佳

小児救急医療対策

大山碩也 今泉友一

須田浩充

竹内東光

岡田恭典

鈴木基司

角田守

金子浩章小柳富彦

角田守佐藤喜和

五十嵐'恒雄

小林利章篠原真

小野真康新井英夫

羽鳥則夫霜田雅史

重田誠

竹内香代子小児保健対策松島宏

勤務医・病院部会

竹内東光 岡田恭典田代雅彦前田昇三

松井敦丸山健一深澤信博

小須田貴史

五十嵐,恒雄

県医師会今泉友一
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Ｃ・地区情報連絡係(平成25年４月24日現在）
①会員の慶弔について、速やかに飯山三男会長に伝える

②会員異動(新規開業や閉院等の情報)を松島宏先生に伝える

*担当地区は所属医師会単位とする

鑿任期は２年間(平成27年３月末まで)とする

担当者一覧

前橋医師会

高崎医師会

桐生医師会

伊勢崎佐波医師会

太田医師会

群馬郡医師会

渋川医師会

藤岡多野医師会

富岡甘楽郡医師会

須田浩充

松島宏

飯山三男

田口勉

佐藤喜和

今井純子

竹内香代子

小林利章

菊池修 (順不同、敬称略）

〃

｢ビクトリア州議事堂のRotunda」撮影：角田守
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講演を聴いて

前田昇三

演題

講師

ヒトメタニューモウイルス発見から

１２年経過してわかつたこと

特定医療法人とこはる東栄病院小児科

菊田英明先生
菊田英明先生

群馬県小児科医会春季総会で、とこは

る東栄病院小児科の菊田先生をお招きし

て、ヒトメタニューモウイルス(以下

hMPV)についてのご講演をいただきま

した。ここに、その内容を要約し、ご紹

介いたします。

菊田先生は、北海道大学に在職中より

ウイルス学についての造詣が深く、ＥＢ

ウイルスをはじめ様々なウイルスの研究

をされてきました。ご講演では、ｈＭＰＶ

の特'性、臨床症状、検査法などについて

お話しをされました。

【hMPVの特性】

ｈＭＰＶは、2001年にオランダの研究グ

ループにより発見された、まだ発見から

12年しかたっていないウイルスです。し

かし、1958年に収集した血清を用いて抗

体を測定したところ、全例が陽`性となっ

たということで、少なくとも50年以上流

行しているウイルスと考えられています。

また、ウイルス'性呼吸器感染症の中で、

小児では約10％、成人では２～４％が、

hＭＰＶが原因と推測きれていて、最近で

(よｈＭＰＶによる感染症の重要`性が認識さ

れるようになりました。

ｈＭＰＶは、パラミクソウイルス科メタ

ニューモウイルス属に分類される一本鎖

のＲＮＡウイルスで、遺伝子構造はＲＳウ

イルス(以下RSV)に最も近い構造です。

ウイルス表面にＦ蛋白、Ｇ蛋白、ＳＨ蛋白

があり、４種類のサブタイプに分けられ

ます。共通の抗原`性を有するものはＦ蛋

白と考えられています。

伝播様式は、飛沫感染、手指を介した

接触感染で、主に飛沫により鼻粘膜への

感染が成立すると考えられています。

感染細胞は、鼻咽頭スワブからの上皮

細胞にhMPV抗原が検出されることから、

上気道、下気道の上皮細胞と推測されて

います。また、肺炎を起こした患者のⅡ

型肺胞細胞にｈＭＰＶが感染していること

も報告されています。

【臨床所見】

抗体保有率に関しては、生後６カ月未

満は移行抗体が存在するため抗体保有率

は高く、その後６ヶ月～１歳までが
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16.7％と最低となり、徐々に増加し'０歳

以上では１００％となります(図ｌ）。すな

わち、大多数が乳幼児期に初感染をうけ、

その後何度も再感染を繰り返しながら、

抗体ができ、１０歳までには全員が感染し

ていることになります。

ｈＭＰＶ感染症の重症例は乳幼児や高齢

者に見られますが、全ての年齢層に上気

道炎から喘鳴をきたす下気道炎、肺炎ま

でを引き起こします。院内感染、高齢者

施設での集団感染には注意が必要です。

臨床症状は、発熱、咳嗽、鼻汁がいず

れも90％以上の`患者さんにみられ、その

他、呼吸困難、嘔吐、下痢、頭痛がみら

れます(図２)。大多数は１週間程度で改

善しますが、乳幼児期においても再感染

を頻繁に起こしていると推測されます。

理学所見は、ラ音聴取、喘鳴、咽頭発

赤、陥没呼吸、チアノーゼで、主に細気

管支炎の所見です。

血液検査では、大きな異常はみられず、

一般的なウイルス感染症と同様です。胸

部Ｘ線単純写真では、気管支周囲または

肺胞に浸潤陰影、肺気腫、無気肺を認め

る例があります。ＲＳＶではあまり左右差

はありませんが、ｈＭＰＶでは左右差が大

きいのが特徴です。

合併症としては急性中耳炎が多く、細

菌の２次感染と考えられます。また、熱

が続きやすく、高熱のため熱`性痙撃を起

こす危険性が指摘されています。高齢者

では死亡例もあり、小児ではｈＭＰＶによ

る脳炎脳症も報告されています。

ｈＭＰＶの特徴をＲＳＶと比較すると、表

lのように、ｈＭＰＶは流行が３－６月で、

罹患年齢は、６ヶ月未満は少なく、１－

２歳に多く、成人でも多い傾向にありま

す。生後６ケ月未満の児は、ＲＳＶに比べ

軽症で、全体的に入院の必要`性は少ない

のですが、発熱期間は５－７日と長いと

いわれています。合併症である中耳炎は

RSVより少なく、また喘息への関与も

１０－１５％と少ないといわれていますが、

まだはっきりしません。

ところで、‘患者さんの咽頭ぬぐい液で

一度に多種類のウイルス検索を実施する

と、３０％ぐらいに重感染が認められます。

hＭＰＶとＲＳＶが重感染を起こすと重症化

するとの報告が多いのですが、ＲＳＶ感染

症の重症化にｈＭＰＶの重感染は影響を及

ぼさないという報告もあり、今後の検討

が必要です。

【診断法】

臨床的には、乳幼児が春に喘鳴、発熱

を伴う気道感染症で受診し、ＲＳＶの迅速

検査で陰性の場合、ｈＭＰＶを疑います。

最も感度が高いウイルスの証明は、遺伝

子増幅によるウイルスＲＮＡの検出です

が、最近、鼻咽頭スワブの細胞を使用す

るイムノクロマト法による抗原迅速検出

キットが実用化されました。臨床の場で

使用されることを期待しています。

【hＭＰＶの治療】

ｈＭＰＶの治療には、β２刺激薬などの

気管支拡張剤、ロイコトリエン受容体拮

抗薬、ステロイド剤の全身投与などが使
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用されています。また、ステロイドの吸入

剤であるブデソニドも使用されています

抗ウイルス剤であるリバビリンは試験

管内、動物実験でウイルス増殖抑制作用

があり、臨床的に有効であったという報

告もあります。ＲＳＶ感染症では、発症後

に免疫グロブリンを投与しても無効です

が、ｈＭＰＶ感染症に関しては、中和抗体

が含まれるので、ｈＭＰＶ感染症の重症例

には免疫グロブリンを試しても良いと思

われます。

【その他】

最後に、中国で流行している鳥インフ

ルエンザＡ型(H7N9)について触れられ、

抗インフルエンザ薬が有効なこと、小児

では感染者が少ないことなど、最近のト

ピックスをお話しされました。

ところで、昨年、ＲＳＶが８月から流行

して９月１０月はＲＳＶによる細気管支炎

で病棟が満床になる事態がおきました。

例年に比べ２カ月早い流行でした。さら

に、色々なウイルスについても流行の季

節'性が変化している印象があります。診

断法が確立されることで様々なウイルス

の特性が解明されてきていますが、まだ

まだ分からないことが多いのが現状です。

今後の研究のますますの発展を期待して

います。

最後に、お`忙しい中ご講演いただきま

した菊田先生に、この紙面を借りて深謝

いたします。

表ｌｈＭＰＶとＲＳＶの比較

菊田先生のご講演を拝聴して、ｈＭＰＶ

ついて、呼吸器感染症の中での重要性、

臨床所見、検査法、ＲＳＶとの重感染の存

在など多くのことを解説していただき、

とても参考になりました。また、今まで

漠然としていたｈＭＰＶとＲＳＶの臨床像の

違いが分かり、大分整理ができた気がし

ました。

現在、保険適応はありませんが、迅速

診断キットが使用可能となり、ｈＭＰＶの

診断ができる時代がきました。今後、さ

らにｈＭＰＶの詳細な特'性が解明され、細

気管支炎でゼイゼイしている子供たちの

治療法が、またワクチンによる予防法が

確立されることを期待したいと思います。
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講演抄録

演題

講師

新生児・乳児消化管アレルギーの

最近の知見

群馬大学医学部附属病院小児科

八木久子先生
八木久子先生

球刺激試験や腸粘膜組織生検などの特殊

検査を積極的に行い､本疾患に対する補

助的検査としての意義について検討を行

なってきました｡今回は､本疾患の最近の

知見を紹介するとともに､補助検査法の

検討結果についてお話させて頂きました。

Ｉはじめに

以前から食物が原因で新生児や乳児に

嘔吐や血便、下痢などの消化器症状が出

現することは知られており、アレルギー

の関与が疑われていましたが、診断や検

査の困難さから病因や病態についての研

究は進展していませんでした。欧米では

この新生児期、乳児期の消化器症状に対

していくつかの疾患概念が提唱ざれ分類

が試みられていますが、その概念に厳密

には当てはまらない患者が存在します。

そのため本邦では新生児期・乳児期に食

物抗原が原因で消化器症状を認める疾患

すべてを総称して､｢新生児・乳児消化管

アレルギー｣と呼んでいます。

多様な臨床症状を呈することや､発症

時に特異的IgE抗体が検出されないこと

が多いなどから､本疾患の診断は必ずし

も容易ではありません｡確定診断には食

物負荷試験が必要ですが､重症例では施

行するのは難しく、また時間を要します。

当院では末梢血好酸球数や特異的IgE抗

体などの一般的な検査に加えて、リンパ

Ⅱ最近の知見

1)概念(表ｌ）

食物アレルギー診療ガイドライン2012

(以下、ガイドライン)から抜粋しました

概念についてご紹介させて頂きました。

2)発症時期

本疾,患は発症時期が非常に早いことが

特徴です。以前はアレルギー疾`患の中で

はアトピー性皮膚炎が最も早いとされて

おりましたが、本疾患の発症はそれより

も早く、生まれて初めて罹患するアレル

ギー疾,患と考えられます｡｢新生児・乳児

アレルギー疾`患研究会(以下、本疾患研

究会)」による日本における症例集積結果

では、約７割が新生児期に発症するとさ

れており、全,患者の発症時期の平均は
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22.8日で、新生児に限れば平均7.1日とな

ります。出生当日に発症する症例もあり、

これらは胎内感作の可能`性が示唆されま

す。

3)クラスター分類

本疾患研究会から提唱されている本疾

患の分類です。①出生体重、②発症年齢、

③嘔吐の有無、④血便の有無、⑤特異的

IgE抗体の５つの変数をもとにクラスタ

ー分析したところ、嘔吐と血便の有無に

よって４つのサブグループに分けられま

した。クラスタ－１は嘔吐・血便あり、

２は嘔吐あり.血便なし３はともにな

し、４は嘔吐なし・血便ありとなります。

それぞれのクラスターにおける病変部位

は、１：全消化管、２：上部消化管、

３：小腸、４：大腸と推察されています。

4)治療乳

治療乳選択の目安についてご紹介させ

て頂きました。詳細は本疾患研究会の治

療指針を参照して頂ければ幸いです。

(https://wwwfpiesjp/pdf/uploads／

guidelinepdf）

5)ビオチン欠乏

牛乳アレルギー児で治療乳を使用した

場合はビオチン欠乏に注意する必要があ

ります。ビオチン欠乏は臨床的に特徴的

な皮膚症状や脱毛を認め、ビオチン投与

により速やかに改善します。ガイドライ

ンや本疾患研究会の治療指針では、アミ

ノ酸乳のみで哺乳を行う場合、ビオチン

欠乏に注意が必要であるとされておりま

すが、加水分解乳のみの哺乳でも乳児期

早期は明らかにビオチン必要量を満たさ

ないため、当院では予防的にビオチンを

投与しております。現在のところ、厚生

労働省は調製粉乳へのビオチン添加を許

可しておりません。早期に調整粉乳への

ビオチン添加が許可されることが望まれ

ます。

6)予後

予後は良好であり耐性獲得率は生後６

ケ月で約30％、１歳では約70％、２歳で

は約90％と報告されています。離乳食開

始後に大豆や米、鶏卵アレルギーがそれ

ぞれ約１割の患者に合併または続発しま

す。また、約半数の,患者にアトピー性皮

膚炎や気管支喘息など消化管アレルギー

以外のアレルギー疾患が続発します。

Ⅲ症例提示

症例を１つご紹介させて頂きました。

症例は生後３ケ月の男児。在胎37週５

日、体重25389で出生。栄養は生後１ケ

月まで母乳と人工乳の混合で、以降母乳

栄養でした。家族歴に特記すべきことは

ありません。現病歴ですが、出生時より

軟便気味で時々線状に血液の付着がみら

れ、生後３ヶ月より下痢や血便を認め当

科紹介となりました。受診時、体重

65959と体重増加は良好で、身体所見は

異常ありませんでした。血液検査は、白

血球数8900/uｌ（好酸球5.7％→発症１ケ

月後12.4％)、CRP0.01ｍｇ/dl、総IgE254

1U/ｍｌで、牛乳・カゼイン．βラクトグ

ロブリン特異的IgE抗体はすべて陰`性で
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stimulationindex（SI)として示します。

放射性同位元素を使用せず、安全に施行

できるのが特長です。

3)結果

１８症例の発症時の臨床像を表２に示し

ます。男児８例、女児１０例。１７例が満期

産、ｌ例が早産児でした。発症年齢は日

齢０から生後８ヶ月。栄養は母乳５例、

人工乳４例、母乳と人工乳の混合は９例

でした。臨床症状は血便のみを認めた症

例、嘔吐、下痢、体重増加不良、ショッ

クなどを呈した症例もありました。嘔吐

が５例、血便が１３例に認められ、前述の

クラスタ－分類では、クラスタ－１が２

例、２が３例、４が１３例となりました。

クラスタ－２の症例は血便を認めず、他

にも新生児や乳児では比較的非特異的な

症状なため、診断に時間を要しました。

表３に検査所見のまとめをお示ししま

す。ＡLSTは18例に施行し17例で陽`性、

CSは８例に施行し７例で腸粘膜に多数

の好酸球浸潤を認めました。他の検査で

は一定の傾向がみられませんでした。ま

たＡＬＳＴが陰`性であったｌ例はＣＳで所

見を認め、ＣＳで所見を認めなかったｌ

例はＡＬＳＴ陽`性でした。

図２に施行した検査の中での陽性率を

お示しします。プリックテストや便中好

酸球、末梢血好酸球数、抗原特異的IgE

抗体の検査では、単独での診断的有用性

は低い結果でした。ＣＳとＡＬＳＴは単独で

も陽`性率は低くなく、組み合わせると更

に陽性率があがりました。

した。便培養では有意菌の検出は認めま

せんでした。ミルクに対するリンパ球刺

激試験(ＡLST)は、Ｓ・LlO2と陽性でした。

図１に下部消化管内視鏡(ＣＳ)所見をお

示しします。治療は、母の乳製品除去を

選択し、症状の改善を認めました。

Ⅳ当院における補助的検査の検討

1)目的

2009年７月～2012年１０月に当院で臨床

経過から新生児・乳児消化管アレルギー

と診断した１８症例を対象に補助的検査に

ついて後方視的に検討しました。

2)方法

プリックテストや便中好酸球、末梢Ⅲ

好酸球数、抗原特異的IgE抗体、抗原特

異的リンパ球刺激試験(ＡLST)、下部消

化管内視鏡検査(ＣＳ)について検討いた

しました。

補助的検査法の一つのＣＳによる腸粘

膜組織検査ですが、当院では小児消化器

専門の医師が経鼻内視鏡を用いてS状結

腸まで挿入し、観察、生検を行っており

ます。検査時間は約５分で終わります。

もう一つの補助的検査法のALSＴ検査

ですが、末梢血単核球に各種牛乳由来蛋

白質抗原(αカゼイン、パカゼイン、α

ラクトアルブミン、βラクトグロブリ

ン)、人工乳/牛乳、母乳、加水分解乳な

どを添加、刺激して、培養します。５日

後に、増殖細胞をＢｒｄＵにて標識し

ELISA法で測定します。結果は抗原を

加えていない細胞に対する比をとり、
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4)考察

ＣＳの長所は①直接、組織内好酸球浸

潤を証明できて、②結果が迅速に出るこ

とです。短所としては、①施行時期や施

設が限定されること、②病変部位を生検

しないと陰性になること、③抗原が検索

できないことが挙げられます。一方、

ALSTの長所としては、①症状消失後も

有用であること、②抗原の検索が可能で

あること、③血液検査なので検体採取が

容易なことが考えられます。短所は、①

抗原の種類が限定され、②手技が煩雑で

あることや結果が出るまで約１週間を要

するなどと思われます。

5)結論

新生児・乳児消化管アレルギーの的確

な診断のためには１種類の検査法では限

界があるため、ＣＳとＡＬＳＴを組み合わせ

ることで更に有力な補助的診断になり得

ると考えられました。

腸粘膜の炎症が直接評価できるＣＳと、

原因抗原の検索が可能なＡＬＳＴの組み合

わせは、本疾患の更なる病態解明に寄与

する可能性が示唆されます。

Ⅳおわりに

本研究に関しましては、患者様をご紹

介頂きました先生方、アレルギー班の先

生(佐藤幸一郎先生、西田豊先生、小山

晴美先生、滝沢琢己先生)、消化器班の

先生(石毛崇先生、龍城真衣子先生、羽

鳥麗子先生)、ご指導.ご鞭燵を頂きま

した荒川浩一先生、研究室の技官さんに

ご協力を頂いており、感謝申し上げます。

またこの度はこのような発表の場を与え

て頂き、ありがとうございました。最後

に乳児で血便、嘔吐などがあり本疾患が

疑わしければご紹介いただければ幸いで

す。

表１新生児・乳児消化管アレルギーの概念

～食物アレルギー診療ガイドライン2012～

発症時期 ● 主に新生児～乳児期

症状 ● 主症状は消化器症状(嘔吐、血便、下痢、腹部膨満）

原因食物 ・ミルク：牛乳、大豆・固形食品：米、大豆、野菜、果物、魚など

免疫学的機序 ･非IgE依存性(細胞依存性アレルギー）

診断要件

ｌ原因食物摂取後に発症
2．原因食物除去で症状消失(除去試験陽'性）
3．食物負荷試験陽`性

診断：ｌ～３をみたし除外診断に該当しないもの
(除外診断：感染症、外科的疾,患、血液疾患、炎症性腸疾患、NEC、
肥厚`性幽門狭窄、代謝疾患など）

予後 ● 1歳で約７割、２歳で約９割が耐`性獲得
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表２発症時の臨床像

症例年齢/性別栄養 症状 クラスタ一分類

l 8day/男
２ ０day/女

３２day/女
４ ２ｍ/女

５ １ｍ/男

６ ３ｍ/男

７ １ｍ/女

８１８day/女
９ １ｍ/男

ｌＯｌｍ/女

1１４ｍ/女

1２ １ｍ/男

1３１０day/男
１４1.5ｍ/女

1５２７day/女
1６ ８ｍ/女

1７１ｍ/男

1８２ｍ/男

混合

混合

人工乳

嘔吐、血便、下痢、体重増加不良

嘔吐、血便、下痢、肝機能障害、アシドーシス

嘔吐、下痢、発熱、体重増加不良、肝機能障害

嘔吐、下痢

嘔吐、吐血

血便、下痢

血便、下痢、体重増加不良、hypovolemicshock
血便、下痢、体重増加不良

血便、下痢、体重増加不良

血便、下痢

血便、下痢

血便

血便、下痢

血便

血便

血便、下痢、湿疹

血便

血便、下痢

１
１
２
２
２
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４

Ｌ
Ｌ

Ｌ

船
珊
珊
瑚
船
齢
畑
田
船
齢
珊
船
旧
船
珊

表３発症時の臨床像

症例乳二Ｗ便中末梢血好酸球好酸球（最高値）％
牛乳

特異的IgE抗体
乳蛋白に対する

ＡＬＳＴ
内視鏡

鮒
鮒
鮒
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
離
船
鮒
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
鮒
鮒
鮒
Ⅲ
Ⅲ
鮒

陽性(2)

陽`性(2)

陰`性

陽`性

陰`性

陰性

陰性(カゼインｌ）

陰`性

陰`性

陰`性

陰｣性

陰`性

陰'性

陰'性

陰`性

陰`性

陰`性

陰性

性
性
性
性
性
性
性
性
性
性
性
性
性
性
性
性
性
性

陽
陽
陽
陽
陽
陽
陽
陽
陽
陽
陽
陽
陽
陰
陽
陽
陽
陽

3.6％(60）

4.9％(17.8）

0.5％(5.0）

69％(10.1）

4.8％

5.7％(12.4）

3.0％(6.7）

16.0％(17.8）

2.2％(4.5）

5.9％

2.0％

10.8％(26.4）

9.7％

21.0％(21.0）

1.0％(15.0）

22.0％(22.0）

2.0％(33.0）

１５％(15.0）

Ｎ・Ｄ

Ｎ.Ｄ

所見なし

Ｎ・Ｄ

Ｎ.Ｄ

所見あり

所見あり

所見あり

所見あり

Ｎ・Ｄ

Ｎ.，

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
ｎ
Ｂ
ｕ
咀
咀
Ⅳ
肥

川
船
鮒
鮒
Ⅲ
川
船
鮒
鮒
鮒
鮒
Ⅲ
雛
Ⅲ
鮒
鮒
Ⅲ
鮒

Ｎ､Ｄ

所見あり

所見あり

Ｎ・Ｄ

Ｎ､Ｄ

Ｎ.Ｄ

所見あり
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■
ｌ
ｒ
１
０
Ｉ
ｌ
ｌ
。

図lCSの肉眼所見(左）：Ｓ状結腸に多数リンパ濾胞と粘膜表面に発赤を認めた。

組織像(HE染色)(右）：腸粘膜にリンパ球や好酸球などの炎症性細胞浸潤を認め、ｌ視野で好
酸球数30個以上を認めた｡(400倍）

100％

80％

60％

40％

20％

0％

プリックテスト便好酸球

試行数１２例１０例

図２検査の中での陽'性率

末梢血好酸球特異的IgE抗体

１８例１８例

内視鏡

８例

内視鏡十ＡLST

８例

ＡＬＳＴ

１８ＦＵ

■
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講演抄録

演題

講師

クリニックにおける`慢`性咳嗽診療の

ポイント

重田こども・アレルギークリニック

重田誠先生
重田誠先生

反復する咳嗽や長引く咳嗽は、小児科

の日常診療において頻繁に遭遇する症状

であり、また小児の呼吸器症状の中で保

護者が最も気にする症状である。小児の

長引く咳嗽の原因は多岐にわたっている

が、多くは集団保育児に見られるような

反復`性気道感染症であり、自然治癒する

軽症疾患である。しかし稀には結核や気

道異物などの重篤な疾患も含まれており、

また長引く咳は、保護者や,恵児の生活の

QOLを低下させることも多く、適切な

診断と治療が必要である。

多くの小児科開業医ではできる検査も

限られているが、』慢性咳嗽診断に関して

は詳細な臨床経過の聴取と問診、最低限

の検査で大半の疾患の鑑別は可能であり、

重篤な疾患を除外することもできる。現

在本邦では小児の咳嗽ガイドラインはな

く、日本呼吸器学会の｢咳嗽に関するガイ

ドライン｣の中で小児の項目があるのと、

ニューロペプタイド研究会の｢こどもの咳

嗽診療ガイドブック｣が小児の体系的な咳

嗽診断には有用な,情報である')2)。これら

を踏まえることは重要であるが、忙しい

開業医の日常診療のなかで診断を行うた

めには、すこし工夫が必要である。

(1)小児の遷延』性・慢性咳嗽の定義と原因

小児の咳|嗽の定義としては、日本呼吸

器学会の｢咳嗽に関するガイドライン｣で

は、発症３週間以内の咳を｢急`性咳嗽｣、

３週間を越えるものを｢遷延性咳嗽｣、８

週間以上持続する咳を｢慢性咳嗽｣として

いる(図1)。またACCP(AmericanCollege

ofChestPhysicians)では小児の場合、

４週間以上持続する咳を｢慢性咳嗽｣と定

義している3)。実際の臨床の場では、咳

が２～３週間以上持続する場合には親の

心配も強くなり、原因診断を希望するこ

とが多く、開業小児科の現場での適切な

対応が望まれる。

小児の`慢`性咳嗽の原因は非常に多く、

マイコプラズマや百曰咳などの気道感染

症、後鼻漏症候群や副鼻腔炎、アレルギ

ー性鼻炎などの鼻関連疾患、気道感染後

の気道過敏`性冗進による咳嗽、気管支喘
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り、このフローチャートを開業医向けに

解釈、運用する必要がある。その要点を

表２に示す。

１：病歴聴取

最も重要なのは詳細な問診であり、咳

の持続期間、‘性状、時間帯、家族を含め

た周囲の気道感染症の有無と随伴症状を

把握する必要がある。`忙しい外来診療の

なかで、詳細な問診をとることは困難で

あり、慢性咳嗽用の問診表を用意して、

効率よく聞き落としを防ぐことが重要で

ある。その際に看護師に記入の補助と確

認をしてもらうなどの工夫も必要である。

また問診票には常に記入者のバイアスが

入ることを考慮して評価する必要がある。

２：身体所見診察

上記の問診を踏まえて身体所見の診察

を行う。この場合のポイントは胸部理学

所見の他に、口腔、鼻腔の状態、後鼻漏

の有無、診察中の咳嗽や児や母親の状態

の観察も行うことが重要であり、咳払い

や心因`性咳嗽に見られる奇異な咳嗽など

を把握する。しかし心因`性咳嗽は除外診

断であり、最初から先入観を持たないこ

とも重要である。

３：一般検査、胸部Ｘ線検査

問診および身体所見の診察で、ある程

度疾患を推定してから検査を行うことが

必須である。臨床経過の時間軸を考慮し

て、無駄な検査は行わないことが重要で

ある。全身状態が良好で、緊急'性がない

児の場合は、この時点で検査を行わず、

次のステップの後に検査を行うことも考

息(以下喘息)や咳喘息、胃食道逆流症や

心因』性咳嗽、習慣性咳嗽などがある。ま

た小児の場合には、咳嗽の原因疾患は年

齢的にも異なり、頻度は低いが気管支異

物や気管支系、血管系の構造的な異常や

結核などが慢'性咳嗽の原因になることも

あり、重篤疾患の見落としを防ぐ必要が

ある。

（２）クリニックにおける小児の遷延性・

‘慢`性咳嗽の診断法

小児の』慢'性咳嗽の診断には、咳嗽の経

過やその`性状、他の随伴症状などの臨床

症状の詳細な問診や検査を、児の年齢も

考慮して行うことが重要である(表ｌ）。

乳幼児は多くの呼吸器感染症に罹`患し、

また成人に比して気道感染後の咳嗽も長

びく傾向にある。軽症の呼吸器感染症を

連鎖的に反復している場合で、咳の程度

が軽く`惠児や親のＱＯＬに問題のない場

合は、親への説明を良く行い無用な検査

をせずに経過観察を行うのが最良の方法

である。しかし対症療法のみで時間を費

やして、必要な診断を行わないことは重

要な疾患を見落とす可能性もあり、咳嗽

だけでなく他の症状や`恵児のＱＯＬを総

合的に判断して診断や治療を行う必要が

ある。

‘慢性咳嗽の代表的な疾患と鑑別のフロ

ーチャートを図２に示す。開業医で可能

な検査は、胸部Ｘ線、マイコプラズマや

百日咳などの血清学的検査、アレルギー

学的検査、肺機能検査などに限られてお
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慮する。胸部Ｘ線に関しては、この段階

か次のステップで必ず－度は行い、器質

`性疾患を除外する必要がある。また小児

では、百日咳や肺炎クラミジアの診断に

は注意が必要である。百日咳では診断基

準2011などを参考に診断を行い、肺炎ク

ラミジアでは小児は成人に比してIgG、

IgA抗体が上昇しないことに注意して、

岸本らの血清診断基準を参考に診断を行

う必要がある4)。

４：咳の経過観察

咳嗽の状態を咳の記録表などで１週間

程度記録することは診断の補助として非

常に有用である。専用の咳記録表がない

場合は、喘息日誌などを流用しても良い。

日誌の記録法をよく説明して、咳の時間

帯、鼻症状の有無、喘鳴の有無、嘔吐や

増悪のきっかけ、睡眠中の咳嗽の有無な

どを記載してもらう。また咳記録は、治

療薬を開始した場合も継続的に記載して

もらい、薬物療法の効果判定に使用する。

この場合に記録者のバイアスには注意す

る。

５：鼻症状の判定、検査について

後鼻漏および鼻腔の状態、副鼻腔炎の

有無に関しての評価も非常に重要である。

副鼻腔炎の診断には、必ずしも副鼻腔Ｘ

線撮影は必須ではなく、症例を選択して

行う必要がある。また自院で鼻疾患の判

定が困難な場合は、耳鼻科と連携して検

査や診断を行うことも必要である。ただ

鼻疾`患のみにとらわれることなく、慢性

咳嗽診断全体のなかでの位置づけを常に

考える必要がある。

６：治療的診断

β刺激薬や抗喘息薬に対する治療反応

性も治療的診断に有効であるが、効果が

限定的である場合は、判定に注意が必要

である。これらの薬剤がやや効果的であ

ると、喘息と診断して治療を継続してい

る例も多い。しかし、これらの薬剤は喘

息でなくても一定の効果をもち、特にロ

イコトリエン拮抗薬はアレルギー性鼻炎

や後鼻漏症候群などにも効果があるため、

｢ロイコトリエン拮抗薬の効果がある」＝

｢喘息｣と考えない方が良い｡｢咳喘息｣に

関しても、安易な診断は行わずに、診断

基準を正確に適応し、薬剤効果の判定も

厳密に行う必要がある。また小児では頻

度は少ないが、胃食道逆流症(GERD)に

よる咳嗽の可能性も考えておく必要もあ

る。臨床的なＧＥＲＤ判断基準を参考に、

H2阻害薬やプロトンポンプ阻害薬によ

る治療的診断も考慮する。

治療的診断においては、必ず咳の記録

表を記載してもらい、薬物療法の効果を

正確に評価することが必要である。また

薬物療法による反応`性が悪い場合は、徒

に治療を続けずに、鑑別に立ち返ること

が重要である。

７：重篤な疾患が否定できない場合

頻度は低いが、気管支異物や気管支系、

血管系の構造的な異常や結核などが慢性

咳嗽の原因になることを念頭においてお

く必要がある。問診や胸部Ｘ線検査など

で、これらの疾患の可能性が否定できな
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２０１１

い時は、祷謄せずに中核病院や大学など

の高次医療機関への紹介を行うことが重

要である。

８：心因的要素をもつ症例

多くの症例は、鑑別診断とその後の治

療で改善するが、基礎に喘息などの疾`患

があり、そこに心因的要因が加わってい

る症例の場合は治療に難渋することがあ

る。`慢'性咳嗽＋運動誘発`性喘息として紹

介されたが、実際は運動部活動が嫌なの

が原因で、クラブをやめて咳嗽が無くな

った症例。重症型の喘息十｣慢』性咳嗽とし

て受診したが、原因は心因性喉頭喘鳴で

あり、心療内科での治療で改善した症例

などもある。こういった要素を含んだ症

例には、小児精神科の専門家や心療内科

との連携が重要である。

９：家族への説明の重要`性

医師が考えている以上に、家族は咳嗽

の持続を心配していることが多い。初診

時に、診断のための方針や治療法などを

十分に説明し、不安感を払拭して治療中

のドロップアウトを防ぐことが重要であ

る。特に習'慣性咳嗽などで、薬物療法を

必要としない場合には、家族に重篤な疾

`患でないことを説明し、診断の根拠を示

して納得してもらうことが必須である。

図表の引用

表ｌ日本呼吸器学会咳嗽に関するガ

イドライン第２版より引用

図１，２日本呼吸器学会咳嗽に関す

るガイドライン第２版より引用
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表ｌ小児慢性咳嗽の代表的な原因疾患

Ｈ本呼吸器学会咳嗽に関するガイドライン第２版より引用

クリニックにおける慢性咳嗽診断の要点

ｌ）詳細な問診

問診には専川の問診票を作って、効果的に問診をとる

２）診察

診察室内の診察のみではなく、待合にいる児の状態、咳嗽の状態などを看護師が

観察しておく

３）児の年齢、咳嗽の持続期間、咳嗽の性状などを問診表と問診から把握し、

診察所見と総合して疾患の絞り込みを行い、１次の簡易診断を決定する

４）咳嗽記録表を用いて咳嗽の状態を１週間程度記録する

その際に看護師に記入の方法を指導させて、精度の良い記録を行う

５）一次診断で診断確率がある程度高く、疾患を絞り込むことが可能な場合は、

経過観察中の１週ＩＨＩの|Ⅲ|に治療を併用する

６）咳嗽の記録表、薬物療法の反応性などを診て、二次検査を行う。

必要な場合は、耳鼻科などとの連携を行う

７）二次検査により診断を絞り込み、さらに薬物療法などを行う。

効果判定には咳嗽の記録表を用いて、正確な判定を行う

８）慢性咳嗽の場合、llllらかな反復性気道感染などの場合を除き、必ず胸部Ｘ線撮影を

１度は行い、器質性疾患の鑑別をしておく

９）自院の診断、検査に限界を感じる場合は、檮曙せずに高次医療機関への紹介を行う

１０）二次診断にて治療を行っても効果の乏しい場合は、徒に治療を続行せずに、

診断の再考を行う

幅広い年齢層 後鼻漏症候群

気管支喘息

アレルギー性鼻炎

受動喫煙

結核

乳児期 誤嚥(胃食道逆流症､咽喉頭逆流症など）

先天異常(咽頭･気管軟化症､気管狭窄､血管輪など）

幼児期 遷延性細菌性気管支炎

気道異物

胃食道逆流症

学童期以降 心因性咳嗽

咳喘息

気管支拡張症
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学会を開催して

第８回日本小児耳鼻咽喉科学会学術講演会を振り返って
第Ｓ回日本小児耳鼻咽喉科学会学術大会会長

群馬大学大学院医学系研究科小児科学教授荒川浩一

テーマを｢協働：子どものすこやかな発

育のために」としました。本学会は、耳

鼻咽喉科と小児科が同じテーマで学び合

えるのが特徴です。その点を生かして、

双方の科の医師に座長になってもらい、

異なる視点から講演を盛り上げていただ

きたいという主旨でプログラムを企画い

たしました。

さて、特別プログラムですが、特別講

演ｌは、ペック研究所を主宰されている

児童精神科医師の吉田友子先生が｢耳鼻

咽喉科臨床と自閉症スペクトラム障害」

と題して、講演をなされました。自閉症

スペクトラム児の短所および長所を把握

し、それを活用した工夫(玩具などを用

いて)をすることで、診療が円滑に行え

る可能』性を述べられました。また、本児

が｢言葉の遅れ｣を主訴に耳鼻咽喉科を受

診することが稀ではないことなど、臨床

でご経験されたことを交えながら、非常

に具体的な話題をお聞きできました。小

児科医でも、ときに診療に苦労すること

が多い自閉症スペクトラム児について、

総論を含めてお話を伺うことが出来き

て、耳鼻咽喉科の先生方にも本児の特』性

などにご理解や興味を示されたのではな

いかと確信しております。

平成25年６月20日と21日、前橋テルサ

において第８回日本小児耳鼻咽喉科学会

学術講演会を、耳鼻咽喉科・頭頚部外科

学教授の近松~朗先生および鶴谷病院耳

鼻咽喉科の安岡義人先生のご協力を得て

開催いたしました。会期中の２日間に約

580名の参加者を得、盛況の内に終了す

ることができました。

本学会は、昭和54年に｢曰本小児耳鼻

咽喉科学研究会｣を前身として設立され

た30年以上の歴史のある学術団体で、平

成18年に研究会より学会組織に改組さ

れ、第１回から第７回まで耳鼻咽喉科の

諸先生が会長をなされました。この度、

小児科から初めて会長を務めさせていた

だき、不慣れな点が多々あり、ご満足い

ただけたかは多少不安を感じておりま

す。

耳鼻咽喉科疾患に罹患した小児のトー

タルケアを実現するためには、専門性の

高い耳鼻咽喉科学だけでなく、包括した

医療分野を担う小児科やコメデイアカル

などの複数の視点で捉える必要がありま

す。その理念を益々発展させ、学会のみ

ならず日常診療でも耳鼻咽喉科と小児科

が協力して、子どものための医療を進め

て行こうという思いを込めて、本学会の
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特別講演２は、子どもの発達支援を考

えるＳＴの会の理事長である中川信子先

生に｢子どものこころとことばの育ち－

親子を共に支援するために－」と題して

講演を拝聴しました。ことばの発達は、

からだや心の発達を含めた全体発達の中

で捉える必要があること、予想以上に多

い｢いわゆるおくてタイプ｣の子には、複

数のヒトが－つのコトやモノに注意を向

ける｢共同注意｣が言語発達において重要

なポイントであることをお示しになりま

した｡｢子どもをみる」ということは｢子ど

もが何を見ているのか、子どもの視線の

先までみる」と言うことで、そこまで意

識していなかったことに気づかされまし

た。

シンポジウムでは､「プライマリー医が

悩む小児気道症状｣として、‘慢性咳嗽、

鼻閉、小児睡眠時無呼吸、乳児の呼気性

喘鳴についての鑑別ならびに治療法など

明日からの臨床にすぐに役立つ話を聞く

ことができました。その他､｢難治小児疾

患へのチャレンジairwayproblemと嚥

下障害｣､｢中耳炎に対する保存療法、手

術療法の選択｣､｢予防接種のインパクト」

というテーマでのシンポジウムが開かれ

ました。それぞれ、耳鼻科および小児科

から見た現状と問題点、対応について討

論されました。ミートザエキスパートで

は、氷見理事長から｢扁桃・アデノイド

はなぜあるのか？鼻はなにをしているの

か？」という、非常なプリミティブな疑

問について、最近の教室からの研究成果

より得られた知見をもとに、言及いただ

きました。上出先生からの－｢診撮｣正常

鼓膜と病的鼓膜の所見を読む－の内容に

ついては、共催したMeijiSeikaファル

マ株式会社のホームページｗｗｗｍｅｉｊｉ‐

seika-pharma・cojp/medical/expert／

shinsatsu/からご覧にいただけます。ラ

ンチョンセミナーでは､｢小児難聴、人工

内耳｣というテーマで、滋賀医科大学の

竹澤先生より幼少時の体験と人工内耳と

いう演題で、ご自身の両側高度感音難聴

と人工内耳埋め込み術の体験から、人工

内耳の機種の進歩により、－歩ずつ社会

あるいは世界が広がり、音の世界とその

楽しみに近づけたことを講演され、非常

に感銘を受けつつ拝聴いたしました。医

学部を卒業するまで、健常者ではわから

ない多くのご苦労があったことを改めて

知らされました。

一般演題には117演題応募がありまし

た。学術集会の原点である一般演題とデ

ィスカッションを重視し、演者と参加者

が徹底的に議論できるように、特別プロ

グラムとは時間的に重ならないような構

成にいたしました。この試みが功を奏し

たかどうかわかりませんが、企業展示や

ドリンクコーナーが閑散として、展示説

明のために手ぐすね引いて待たれていた

企業の方には、やや落胆されたことだと

思いました。

学会の締めくくりとして、市民公開講

座では重田誠先生、鎌田英男先生に司会

を、前田昇三先生、竹越哲男先生に演者
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をお願いして､｢子どもの鼻炎と中耳炎」

について、市民向けにわかりやすく講演

をしていただきました。

最後になりますが、本学会の開催に当

たり、ご参集いただきました群馬県小児

科医会の先生方および｢群馬県小児科医

会便り」に拙筆を掲載させていただける

こと、厚く御礼申し上げます。

｢ファンタジア」高 撮影：大島幸雄
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学会に参加して

第24回小児科医会総会フオーラム
ー子どもから学ぶ！聴く！そして育む－

玉村町田ロ小児科医院田ロ勉

日本小児科医会総会フォーラムは６月

８日(士）９日(日)に大阪で開催きれ、飯山

会長と出席してきました。会場となった

大阪市中央公会堂は、1918年に建設ざれ

大阪の歴史を代表する瀧酒な建物です。

その後改修きれ、赤れんがの美しい外観

が復活し2003年に国の重要文化財に指定

きれました。古い構造のため、多少の不

便さはありましたが、ネオルネッサンス

様式のすばらしい学会場でした。

６月８日出は、午前中平成25年度定時

総会に代議員として出席しました。まず

松平会長が挨拶され、小児保健法制定に

ついて経過報告がありました。日本小児

科医会は20数年に亘り、小児保健法制定

に努力してきましたが、ようやく具体的

な展開をみることができるようになりま

した。しかし、ここにきて諸事情により

小児保健法を成育基本法に名称変更する

事態になりました。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に

至る｢人のライフサイクル｣の過程で生じ

る様々な健康問題を包括的にとらえ、そ

れに適切に対応するために必要な法律と

位置付けられます。松平会長は、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、決して要望内容の後退で

ないことを強調されていました。

次に審議事項として、平成24年度事業

報告がありました。日本小児科医会は、

実に多方面に亘り事業展開をしており、

総務部、広報部、公衆衛生部、社会保険

部、学術部、小児救急部などより詳細な

報告がありました。群馬県小児科医会

も、今後の事業計画をたてるにあたり、

この報告を参考にしたいと思います。

午後より､｢在阪五大学教授小児科の

未来を語る｣という教育講演がありました。

１．「ネフローゼ症候群の病因研究の展望」

関西医科大学小児科学教授

金子一成

２．｢Risk-Benefitbalanceを考えた

小児腎疾患治療の未来」

近畿大学医学部小児科学教授

竹村司

３．「先天代謝異常の未来」

大阪市立大学大学院医学研究科

発達小児医学教授新宅治夫

４「実践的発達障害診療の展望」

大阪医科大学小児科学教授

玉井浩
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5．「成長障害診療の現在と未来」

大阪大学大学院医学系研究科

小児科学教授大薗恵一

しておられました。さらに若い３名の研

究者のスライドを出し、彼らの協力なく

してはこの受賞はなかったと述べられ、

山中先生の大変謙虚なお人柄が感じられ

ました。

この後、愛弟子である高橋和利先生

(京都大学iPS細胞研究所・初期化機構研

究部門講師)のご講演がありました。高

橋先生は、ご夫人同伴で出席され､｢妻に

も解るように」とできるだけ専門用語を

用いず、ｉPS細胞について分かりやすく

お話いただきました。ｉPS細胞の発見は

医学にとって画期的な事ではあるが、ま

だ誰の役にもたっていない。近い将来可

能となるであろう創薬のスクリーニン

グ、病態解明、再生医療への実現に向け

て、山中先生はじめスタッフ全員で日々

努力しているという頼もしいお話でし

た。

６月９日(日)は第３回地域小児救急全国

協議会に出席しました。各県よりｌ～２

名の委員が参加し、小児救急の課題につ

いて検討する会議です。今回は、緊急性

の高い傷病者に優先して医療資源を投入

するために４つの緊急度判定プロトコ

ル、すなわち①家庭自己判断プロトコ

ル、②電話相談プロトコル、③119番プ

ロトコル、④現場搬送プロトコルについ

て検討しました。この会議に厚労省の中

林洋介先生(厚生労働省医政局指導課救

急・周産期対策室)が出席していました。

中林先生は平成１５年群馬大学医学部を卒

業し、前橋赤十字病院小児科などに勤務

講演内容は省略しますが、これは大変

面白い企画でした。５名の教授は日頃よ

く顔を合わせているものの、このように

一堂に会して講演をするのは初めてとの

ことです。各教授とも、他大学を意識し

てか、大変力のこもった講演でした。特

に金子教授と竹村教授は腎疾`患という同

じテーマでしたので、ライバル心をむき

出しにした場面もありました。３番目に

講演された新宅教授は、私の話は腎臓病

でなくてよかったと、思わず本音をもら

したほどでした。このように、身近な大

学がお互いに切瑳琢暦することも医学の

進歩に必要なことではないでしょうか。

夕方より、特別講演｢iPS細胞研究の進

展｣が開催されました。昨年春、関西ゆ

かりの山中伸弥先生に特別講演を依頼し

たところ、ご快諾をいただきましたが、

昨年10月にノーベル生理学・医学賞を受

賞されて状況が一変しました。研究所の

方針で１年間は登壇しないこととなり、

今回の特別講演はビデオ出演となりまし

た。その中で山中先生は、一緒にノーベ

ル賞を受賞されたJohnGurden博士が発

見された｢一度分化した体細胞の核にも

完全な設計図が存在することを、核移植

によるクローン作製により証明された」

ことが画期的なことであり、ご自身の

iPs細胞による受賞は便乗であると謙遜
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以上、このフォーラムに参加した要旨

を簡単に報告いたしました。来年の日本

小児科医会総会フォーラムは、６月14日

(士)１５日(日)に岩手県で開催されます。お

もしろい学会になるかと思いますので皆

した経験があり、群馬県の小児救急医療

についても大変関心をお持ちでした。今

後、小児科医会と厚労省とのパイプ役と

してご活躍を期待したいと思います。

ざん参加されてみてはいかがですか。

、￣．〃
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参

"

画：深澤尚伊
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学会に参加して

第116回日本小児科学会学術集会に参加して

前橋市たむらこどもクリニック田村 志

平成25年の日本小児科学会学術集会は

４/１９(金)から４/21(日)の３日間、広島の平

和記念公園に隣接する広島国際会議場、

広島市文化交流会館、アステールプラザ

にて行われました。群馬からは、かなり

時間がかかるところではありますが、旅

のお供にちょうど刊行されたばかりの

｢色彩を持たない…｣があり、往復の時間

をもて余すことなく過ごせました。金曜

日、午前の診療を終えてから群馬を出発

したため、夜に広島着となりました。残

念ながら学会場へは行けず、町で大学の

先輩後輩と合流し近況報告会をするのに

とどまりました。

学会には土曜日から参加しました。今

回の抄録では、特に教育講演のラインナ

ップが魅力的でした。日々の診療をして

いくなかで､｢気にはなっている、しか

し、なかなか自分から調べたり、取り組

むことができないこと｣や､｢困ったり迷

ったりしているけれどもあいまいなま

ま、日々過ごしてしまっている｣分野に

ついての講演がならんでおりました。し

っかり聴けばさぞ勉強になるであろう、

というのはいつも思うことですが、自分

の集中力との兼ね合いでかなり絞り込ん

で聞くことにしました。その中から二つ

ほどご紹介します。

「小児科医が知っておくべき小児外科

疾患｣では、小児外科の立場から、鬮径

ヘルニアや肛門周囲膿瘍、乳児痔瘻、包

茎、‘慢`性の便秘といった日常診療でしば

しば出会う疾`患と、急性虫垂炎、絞掘`性

イレウスという緊急`性のある疾患につい

ての講演でした。明日からの診療に直結

する内容であり、また、なかなか小児科

医だけでは学ぶことができない内容でも

あることからか、会場は非常に込み合

い、多くの方がしっかりとメモをとって

いるのがみられました。

「食物アレルギーへの対応ｕｐｔｏｄａｔｅ」

は、社会的にも最近のトピックでもある

ためか、前日までの雨天から晴天の日曜

日と絶好の観光日和にもかかわらず、か

なりにぎわっており空席は見当たらない

状況でした。学校医やかかりつけ医とし

て、食物アレルギー児と日々関わってい

く必要がある中で、今回の講演での疫学

データやアレルゲンコンポーネントの話

題はとても参考になりました。

広島の観光についてですが、曇天、干

潮時の宮島を訪れ、タイミングがすべて

であることを学習しました。そこから原

爆ドームまで直行の船がでており、それ
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メンタリティーを、グローバル化に向け

て見習わなければならないのかと思う

と、とても気が重くなりますし、自分に

とってはＴＰＰよりもはるかに高いハー

ドルです。

このほか今回の学会では、個人的にサ

プライズがありました。大学時代に共同

研究をさせていただいた東京の先生とた

またまお店で同席となったり、帰りの新

幹線ではここ数年会えていなかった高校

時代の親友と出会ったりと、勉強だけに

とどまらずとても実りのある学会となり

ました。

に乗り学会場へ戻りました。海上交通は

海なし県民には興味深いものがあり楽し

めました。その後は学会場に隣接する平

和記念資料館へ足を運びました。ここは

自分の子供たちにもしっかりと見せる必

要があると思います。

宿泊先のホテルのエレベーターではや

たらと外国人に話しかけられ、広島は国

際都市であることを痛感しました。挨拶

とちょっとした会話程度なので聞き取る

ことはできるのですが、気の利いたこと

が言えず、ただ薄笑いをしている`情けな

い状態でした。見知らぬ国で見知らぬ人

に自分の言語でガンガン話しかけてくる

｢看板」 撮影：角田守
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7鬮鬮厨 その3１

｢社会保険群馬中央総合病院」

社会保険群馬中央総合病院小児科水野隆久

当院は群馬県庁から歩いて５分ほどの

前橋市の中心地に所在し、総病床数333

床、そのうち小児科が所属する５階病棟

は44床、新生児室16床の計60床となって

います。入院は気管支炎や肺炎、胃腸炎

などの市中感染症を中心とし、川崎病、

喘息などの入院が多数を占めます。院内

には養護学校が併設されており、ネフロ

ーゼ症候群や腎炎、摂食障害など、長期

入院となる児は学校に通いながら治療を

受けることができます。また、近年は食

物アレルギー児における経口負荷試験も

積極的に行っており、年間約１００名の児

が検査入院しています。

新生児入院は在胎28週程度から受け入

れており、RDSなどの例では人工呼吸管

理を行うことも可能です。

外来は午前の一般外来に加え、予約制

で循環器、神経、腎臓、アレルギーの専

門外来を行っています。さらに、乳児健

診や予防接種外来も行っております。

初期研修医は現在１年目が１名、２年

目が４名在籍しており、希望者は小児科

研修を行います。当院で小児科研修を行

った医師の小児科入会がつづいており、

今後益々小児科医確保に貢献できるよう

努める次第です。

小児科の時間外患者は、前橋赤十字病

院、前橋済生会病院、前橋協立病院と協

力し、４病院が輪番制で対応を行ってい

ます。医師会の先生方のご協力で、２０時

から24時までは夜間急病診療所で一時診

療を行っていただいておりますが、その

他の時間帯の診療、および救急車対応な

どを行っております。

本年１１月７日、８日に前橋市ベイシア

文化ホールなどで第５１回日本社会保険医

学会総会が行われる予定であり、当院院

長の田代雅彦先生が会長をつとめられま

す。来年度より独立行政法人地域医療機

能推進機構群馬中央病院に名称をかえ、

新たなスタートをきる予定です。今後と

も各病院、医師会の先生方のご協力、ご

指導の程、よろしくお願い致します。

-－
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(写真は本年６月19日に行われた、須永康夫先生還暦祝
いでのひとコマ。前列左より富田桂子先生、田代雅彦先
生、須永康夫先生、高木陽子先生。後列左より鈴木江里
子先生、筆者、新井修平先生、山田諭先生｡）
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診療報酬一口メモ

今回から、今泉先生から私へ担当が代

わりました。よろしくお願いいたします。

前回の診療報酬一口メモではＱ＆Ａ方

式でかなり詳しい`情報提供があったの

で、今回は突合検査と縦覧検査のその後

を書きたいと思います。以前にも今泉先

生から、これらの検査について紹介があ

りました。導入後少し混乱していた時期

もありますが、今は定着してきていると

思います。それでもやはり気になるとこ

ろはまだ残っていると思います。

突合検査では、病名が問題になりま

す。特に院外処方では、投薬内容が見え

づらいせいでしょうか、診療に対して適

切な病名になっていないことが多いよう

に思います。かなり大きな金額の薬剤に

対しての病名落ちもあります。もちろん

大部分は、返戻になりますが、注意して

いただければと思っています。

縦覧検査は、１次審査にだけに利用さ

れるわけではありません。保険者から一

度不適正と指摘された時、それが妥当だ

った場合には、同じ`患者の過去のレセプ

トが保険者に見られ同じ指摘が過去にさ

かのぼることがあります。なんとなくす

っきりしませんが、仕方がないことと思

えます。やはり早期に適切な請求に変え

ることが必要と思います。

審査はレセプトから何を読み取るかが

大切になります。わかりやすい病名、詳

記などがあるとより適切な請求になると

思います。

最近の感想になってしまいました。今

後はより役に立つ`情報を心がけたいと思

います。よろしくお願いいたします。

(文責田代雅彦）
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二塁尋小児科医のノートから

｢学校や園における食物アレルギー対策」

高崎市重田こども・アレルギークリニック重田誠

近年、食物アレルギーは増加傾向にあ

り、また社会的な関心の高まりなどによ

り開業小児科医の診療の中でも大きな課

題の一つになってきています。特に昨年

の東京での給食時の誤食によって児童の

生命が失われた事故は、学校や保育園の

担当者や保護者に非常に強いインパクト

を与え、学校や園での過敏ともいえる対

応をもたらしています。これを機に全国

で食物アレルギー、アナフイラキシ_対

策の講習会などが次々に開催され、教育

現場や一般社会における食物アレルギー

の認知度は高まって来ています。しかし

学校での食物アレルギー対策は多くの問

題点があり、開業医として、また学校医

としてその適切な対応や助言が必要とな

ってきています。

ここでは紙面の関係もあり、｢学校や園

における食物アレルギー対策｣について

その概要を述べます。また最後に母親や

教職員の指導用にダウンロードできる資

料の`情報も記載してありますので、必要

に応じてご利用下さい。また現在、群馬

大学の荒川教授と県医師会の今泉先生を

中心に群馬県版の｢学校における食物ア

レルギー対応マニュアル｣を作成中です。

今年度の８月中を目処に作成予定ですの

で、小児科医会便りができる頃には群馬

県のホームページからダウンロード可能

となると思いますので、そちらもご参照

下さい。

１．食物アレルギーの基礎知識

日本における食物アレルギーの概要や

基礎知識については、参考用資料１をご

参照いただければ良いと思います。ここ

では、解釈上の注意点のみ述べておきま

す。現在、食物アレルギーは経口摂取で

なくても｢食物によって抗原特異的な免

疫学的機序を介しておこる生体にとって

不利な反応｣と定義されています。非免

疫的反応としては、乳糖不耐症などの食

物不耐症や仮`性アレルゲンによる反応な

どがあります。トマトなどに含まれるア

セチルコリンやサバなどに含まれるヒス

タミンによる奪麻疹や紅斑は食物アレル

ギーではありません。食物アレルギーの

診断には、仮性アレルゲンや非特異的反

応を除外することも重要です。図ｌに食

物アレルギーの分類を示します。ここで

重要なのは、‘恵児のアレルギーのタイプ

と抗原摂取によってどの程度の反応が起

こるのかを把握しておくことです。一般
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に食物アレルギーが関与するアトピー性

皮膚炎児で、アナフイラキシ_の既往の

ない児は、よほど大量の抗原を摂取しな

い限りは、アナフィラキシ_反応を起こ

すことはありません。学校や園で問題に

なるのは、主に即時型症状のタイプであ

り、小学校の高学年や中学生の場合、食

物依存性運動誘発アナフイラキシーが問

題になる場合があります。また症状は比

較的軽いものが多いですが、近年小児で

も口腔アレルギー症候群が増加の傾向で

あり、注意が必要です。

２学校、園におけるアレルギー対策

予防編

学校医、園医の食物アレルギー児に対

する役割としては、食物除去療法や日常

生活管理などの予防的な問題と誤食を起

こした場合の緊急時対応の問題に対して

の助言や指導があります。

予防的な問題としては、園、学校での

食物除去療法の確実な実施への助言、食

物を扱うイベントの管理、学校や園での

生活指導があります。

l)食物除去療法について

園、学校における食物除去を指導する

場合、給食でのアレルギー対応の流れを

理解しておく必要があります。ガイドラ

インでは次の様な対応が推奨されていま

す。

（１）園、学校は、事前の調査で食物ア

レルギーの児を把握し、特別な配慮を希

望する児に対して生活管理指導表を配布

します。

（２）保護者からの依頼を受けて主治医

は指導表を記載しますが、指導表は診断

根拠と大まかな対応のみ記載してあるた

め、園、学校は保護者からより詳細な情

報を収集する必要があります。

（３）集められた情報をもとに園、学校

が保護者と個別面接を行い、実際の給食

対応が協議、決定されます。

（４）アレルギー対応給食の種類として

は、①詳細な献立表で対応、②一部弁当

で対応、③除去食対応、④代替食対応が

あります。本来は、すべての抗原につい

て代替食対応が行われるのが理想です

が、現実的には児の状況、給食の体制な

どを考慮して、対応可能な方法で給食が

提供されています。特に、共同調理場方

式と単独校方式では、除去食の対応に大

きな差があります。

2)学校、園での生活管理について

園児、児童が安全に園、学校で生活が

送れるために、以下の点に注意する必要

があります。

（１）園、学校の職員への啓蒙、食物

アレルギーへの認識と理解を高める

（２）食物アレルギーの児が他の児と

同じように生活できるようにする。

心理的問題へのサポート、他の児童、

生徒へのアレルギーの説明やいじめなど

にも配慮する。

（３）児のアレルギー症状の強さによ

り給食当番などにも注意する。また使用

教材(小麦粘土、牛乳パック)への配慮も

指導する。
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現在、群馬県版のマニュアルでは図３

の様な、緊急時対応を行うことになって

います。この場合の注意点としては

l)誤食があった場合、担任の先生は直ち

に養護教諭を含めた他の先生と連絡をと

り、緊急対応時の処置が行える体制をと

ること。

2)抗ヒスタミン薬やステロイド薬の投与

が必要な場合、なるべく早く行うこと。

3)エピペンの使用法は日頃からトレーニ

ングをしておき、必要な場合、祷踏せず

に使用すること。

4)エピペンを使用する場合は、同時に救

急車を要請し、直ちに医療機関へ搬送す

ること。

5)軽症から中等症の場合でも医療機関を

受診する場合は、かならず学校職員か親

が同伴し、医療機関受診までに症状の悪

化がないように注意すること。

6)緊急搬送先病院は、事前に主治医と相

談し、主治医から緊急搬送先病院にも紹

介をしておき、コンタクトをとっておく

ことが望ましい。

（４）宿泊行事などの場合、誤食に対

する配慮などを十分行い、万一の場合の

対策も考慮しておく体験学習(蕎麦打

ち、農業体験など)にも注意する必要が

ある。

３学校、園におけるアレルギー対策

緊急対応編

学校での食物除去療法が完全に行われ

ていても、誤食の可能性は常にあり、園

や学校現場では、誤食は常に起こるもの

として緊急時対応の体制を作っておく必

要があります。ここで重要なのは、過去

のアナフィラキシ_症状の重症度などを

参考に個人別に対応マニュアルを作成

し、また緊急時のシミュレーションを行

っておくことです。学校の先生にとって

最も難しいのがエピペンを使用するタイ

ミングだと思われます。現在小児アレル

ギー学会で、一般向けのエピペン使用の

適応案を公表しています(参考用資料

ｌ)。群馬県版のアナフィラキシ_対応

表もこれに準じて変更しています。これ

らの症状があれば祷路なく使用すること

が重要です。

アナフィラキシ_の重症度分類を図２

に示しますが、児にどのような症状が生

じた場合は、どのような処置を行うかを

事前に決めておき、それを正しく実施で

きる体制を作っておくことが重要です。

また緊急時の搬送先の確保や緊急時の連

絡先などの点も含めて緊急時対応につい

て保護者とよく話し合っておく必要があ

ります。

以上簡単に、学校での食物アレルギー

の対策について述べました。学校におけ

る問題は山積しており、今後さらに医療

機関と教育現場が連携して、食物アレル

ギーの児がより安全にかつ快適に学校や

園での生活が送れるような体制を構築し

ていく必要があると思われます。
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参考用資料(ホームページから資料をダ

ウンロードできます）

１）日本アレルギー協会

食物アレルギー関係資料

http://www､jaanet・orｇ/medical／

guideline/fOodhtml

２)小児アレルギー学会

食物アレルギーによるアナフイラキシ－

学校対応マニュアル

http://www・ｊｓｐａｃｉｊｐ／ｍｏｄｕｌｅｓ／

gcontents/indexphp?contentid＝３

３)厚生労働省

保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ､ｍｈｌｗ・ｇｏ.』ｐ/ｂｕｎｙａ／

kodomo/pdf/hoikuO3pdf

４)環境再生保全機構

よくわかる食物アレルギーの基礎知識

http://www・erca・gojp/yobou/images／

uploads/kanjazensoku/apO27pdf

５）日本アレルギー協会

食物アレルギーを知っておいしく食べよう

http://www､jaanetorg/pdf/allergy-

fOodOlpdf

特
殊
型

図１食物アレルギーの分類

＊'慢`性の下痢などの消化器症状、低タンパク血症を合併する例もある。

すべての乳児アトピー性皮膚炎に食物が関与しているわけではない。
「食物アレルギーの診療の手引き2011｣より転載

食物アレルギー対応ガイドライン2012より引用

臨床型２ 発症年齢が 頻度の高い食物 耐性の獲得

*

･アナフィラキ
;ｻﾞる
Bノ￣ショック
の可能性
Ｆ

▲｡

食物アレル

ギーの機序

新生児･乳児消化管

アレルギー

新生児期

乳児期
牛乳(育児用粉乳） 多くは寛解 (±）

主に

非IgE依存
性

食物アレルギーの関与する

乳児アトピー性皮膚炎＊
乳児期

鶏卵､牛乳､小麦､大豆

など
多くは寛解 (＋）

主に

IgE依存性

即時型症状

(葬麻疹､アナフィラキシー
など）

乳児期～

成人期

乳児～幼児：

鶏卵､牛乳､小麦､そば
魚類､ピーナッツなど

学童～成人：

甲殻類､魚類､小麦 勺

果物類､そば､ビーナ
ツツなど

、 鶏卵、牛乳､小

麦､大豆など

多くは寛解

その他の多く

は寛解し|こくい

(＋＋） IgE依存性

特
殊
型

食物依存性運動誘発

アナフィラキシー

(FEIAn/ＦＤEIA）

ロ腔アレルギー症候

群(ＯＡＳ）

学童期～

成人期

幼児期～

成人期

小麦､エビ､カニなど

果物･野菜など

寛解しにくい

寛解し'二くい

(＋＋＋）

(士）

IgE依存性

IgE依存性



(53）群馬県小児科医会便りNo.5９２０１３．１０

図２食物によるアナフイラキシ_の臨床的重症度

＊すべての症状が必須ではない。症状のグレードは最もグレードの高い臓器症状に基づいて判定する。
グレードｌはアナフィラキシ_とはしない。SanpsonHAPediatrics2003を改変

食物アレルギー対応ガイドライン2012より引用

巳－２

企■アレルギー・
氏名：

再■頂

甲成年月日生》》》

一》》

【エピペンRの使い方】；:鉈HR:鑑難きidi魁倣………い…し
、舟⑧

露
－６

図３食物によるアナフィラキシー・アナフイラキシ_発症時の対応
2013年春から群馬県版学校生活管理指導表に追加

Ｇｒａｄｅ 皮膚 消化器 呼吸器 循環器 精神神経

１

限局性痩痒感、

発赤、じんましん、

血管性浮腫

ロ腔内癌痒感、

違和感、

軽度口唇腫脹

Ｚ

全身性療痒感、

発赤、じんましん、

血管性浮腫

上記'二加え

悪心、嘔吐

、

鼻閉､くしゃみ 活動性変化

３ 上記症状
上記にｶﾛえ、

繰り返す嘔吐

鼻汁、

明らかな鼻閉、
咽頭喉頭の瘤

痒感／絞拒感

頻脈

(＋１５／分）

上記にｶﾛえ、

不安

４ 上記症状
上記に加え、

下痢

瓊声､犬吠様

咳嗽､嚥下困

難､呼吸困難、

喘鳴、

チアノーゼ

上記に加え不

整脈､軽度血

圧低下

軽度頭痛、

死の恐怖感

５ 薇上記症状.；
上記にｶﾛえ、

i:)腸管機能不全
呼吸停止

重度徐脈、
､血圧低下Ｉ、

心拍停止
◆

i消失
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貝からの投稿
戸口

'''''''''''''''''''''''''1llllllllⅡ'''''''''''''1llllllllllllllllllllllllllI''''''''''''''１１１１Ⅲ,,Ⅱ,,,Ⅱ,ⅡⅡ,,，

私と蚕と絹

北関東アレルギー研究所森川昭廣

る場所に移すこと）しないので、多くの

蚕は紙の箱から脱走し、家の戸、洋服ダ

ンス障子のさんなどに繭をつくり家族

には不評であった。２週間ほどは静かに

していたが、その後、繭を破って外に出

てきて交尾して産卵した。そして、蛾の

ほうは間もなく死んでしまった。初めて

蚕の数週間にわたる一生を見た。４，５

令のころは食べる量が多く、裏山やほか

の家から桑の葉をいただいてきた。こち

らに来て養蚕農家の方がそのころは寝な

いで給餌したという話を聞いてざもあり

なんと思った。

２．群馬での絹の思い出

昭和38年に群馬へ来てみると、下宿の

周りには屑繭を庭先に干す家が多く、独

特の臭気があった。そういえば、下宿は

以前蚕を飼育していたスペースだった

し、学生寮もそうだったと後から聞い

た。また、グンゼや九トの工場が動いて

いたし、大学病院の周辺には沢山の桑畑

があった。ある時期は養蚕農家の方がリ

ヤカーに山のように刈った桑をつんで運

ぶのを何度も見た。私の住んでいる家の

１．私と蚕の最初の出会い

私が中学一年生だから昭和30年頃の話

になる。我が家の隣家の御主人は生糸関

係の仕事を手広くやっておりなかなかの

資産家だった。町の中で初めてテレビが

入った家で、それは金庫の上にうやうや

し<置かれており、面白い番組のある時

は近所の方が見に行っていた。御主人は

しばしば横浜から高崎や前橋に生糸の仕

事で出張していた。ある時、出張の土産

と紙に芥子粒のようなものが沢山張り付

いている紙をもらった。蚕紙といい、芥

子粒のようなものは蚕の卵でありしば

らくして小さな黒い毛虫、蟻蚕というの

だが、が湧き出るごとく生まれた。蟻蚕

を菓子折りの箱に入れ、掃き立てなどと

いうことは知らなかったので、細かく刻

んだ桑の葉を与えた。それからは毎日学

校の帰り道にあった桑の葉を取ってきて

細かく切ってあげていた。蚕はすぐ体が

白くなり食べては動かなくなり脱皮を繰

り返し、三週間もたったころに黒い尿を

してから糸を吐き出した。農家のように

上族にょぞく、蚕を集め繭つくりをす
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'よ明治３年に、前橋藩営の日本初の器械

製糸所ができた。そして同５年に官営富

岡製糸場が建てられた。300釜もの自動

繰糸機が生糸をひき、フランス、イタリ

アへ輸出された巨大な富を生んだ。これ

はまさに日本の産業革命だったのであろ

う。イギリスの産業革命が７年戦争によ

り得られた多くの植民地からの原材料と

ワットの蒸気機関等の動力によるところ

が大きいが、日本のそれは植民地からの

搾取なしに行われた。また、この期間の

英国では蒸気船が運搬の大きな役目を果

たしたが、日本では鉄道で行われた。英

国の産業革命はまさに市民革命と並んで

近代とそれ以前を分かつ分水嶺と言われ

ているが、日本の産業革命は群馬をはじ

めとする、絹産業から発したと言っても

過言ではないだろう。当時の工場の近代

化、技術の革新、そして従業員の待遇の

考え方などまさに日本の産業革命のスタ

ートであった。明治43年には日本の絹織

物生産額の首位を占めた。また、八王子

と桜木町(正確には東神奈川）を結ぶＪＲ

横浜線はまさに生糸を運ぶための国策鉄

道であったし、その出発予定地は大間々

町(現みどり市)であったと聞いたことが

ある。元官営富岡製糸場で行われた講演

会、臨江閣で行われた絹のシンポジウム

さらには先日横浜で行われた群馬と横浜

の間の絹関連展覧会にも出て、ますます

この曰本の産業革命の担い手であった絹

産業の歴史を日本の、そして世界の遺産

として残ってほしいし、新たな県起こし

隣はつい15年前までは桑畑だった。まさ

に群馬県は養蚕県であった。

小児科に入るとまだ絹喘息の患者がお

り、絹繊維の表面のセル（１））シンがアレ

ルゲンとして働くこと、何人もの`患者さ

んの原因アレルゲンが絹であったり、就

寝中に発作の起きる患者さんには布団の

中の真綿を取り除くことは必須だった。

第一内科のこんにゃく、小児科の絹とそ

ば殻は喘息の原因として有名だった。私

の卒後３，４年月頃の喘息患者さんで毎

月一回月夜野町からくる小学生のお子ざ

んがいた。家は典型的な養蚕農家で春蚕

が始まると発作が出始め、晩秋蚕が終わ

ると調子を取り戻していた。家庭が養蚕

で成り立っているのでなかなか環境調整

ともいかず、減感作も効果なくただただ

就寝前にテオナーＰを飲みなきいしか言

えなかった。それがある年から発作が激

減した。養蚕が共同飼育場に移ったの

だ。環境からアレルゲンが少なくなると

こうもよくなるという良い例で、ちょう

ど同じころ水上から通ってきたそば殻喘

息のお子さんが枕を変えた晩から安眠で

きるようになったのと似ていた。絹喘息

はその後は絹製品の減少とともにほぼ姿

を消した。まるでこんにゃく喘息が工場

の整備で激減したように。

３．官営富岡製糸場と世界遺産

最近、富士山が世界遺産に指定され、

官営富岡製糸場が世界遺産の候補にな

り、今その指定に備えて官民挙げてその

用意をしているところである。群`馬県で
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の起爆薬になってほしいと思う。中学時

代に蚕に初めて接し、そして図らずも一

大絹生産地であり、日本の産業革命の出

発点であった群馬県に暮らすようになっ

た者として、あの時代の熱気を再度と恩

わずにはいられない。ぜひ群馬ｃ

みならず、日本の、世界の子供Ｉ

史的事実を継承し、魅力ある県Ｉ

ほしいと思う今日この頃である。

。ぜひ群馬の子供の

世界の子供にこの歴

魅力ある県になって

曇1iiiliIiiiiIiiM鑿
1il1li､霞i1111iiiiﾄﾞ翁公j歴鯨

i11111塵毒iiM豊試二季
｢古刹の秋」111場村吉祥寺撮影：大島幸雄
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小児科医就任後、１年が過ぎて
高崎市善如寺医院アイ眼科善如寺明子

小学・中学・大学生時代とバレーボー

ル部に所属し、大学６年の夏の大会まで

バレーボールというスポーツにすっかり

夢中になり、部活動中心の青春時代を過

ごしました。バレーボールを通じ、監

督・先輩・後輩にも恵まれ、人との繋が

りやチームワークの大切さ、一つの事に

夢中になって取り組むことの素晴らしさ

を学びました。

また、スポーツを通じて身体を動かす

ことの心地よさ、健康であることの素晴

らしさを実感し、スポーツと健康・医学

との重要な関わりを知ることができ、貴

重な学生生活を送ることができました。

大学卒業後、群馬大学第一内科に入局、

その後消化器内科を中心に、埼玉県立が

んセンター・戸田中央総合病院で臨床を

つみました。近年、医学の進歩により、

不治の病と言われていた｢がん｣そのもの

の解明が進み、治る病になっています。

埼玉県立がんセンターでの仕事は私にと

って、がんの早期発見の大切さ、終末医

療のあり方、患者と家族とのかかわり方

等、学ばせてもらった貴重な時間であ

り、経験をさせていただきました。その

後、平成１８年埼玉県川口市に小児科・内

科を標梼し、クリニック院長として就任

いたしました。お年寄りから小児まで幅

広い年齢層の患者さまとの診療を通じ、

地域に密着した医療を体験し、人と人と

6i灘(爾迺霊鴛

の向き合った医療の大切さを学びまし

た。今後将来、自分が目指すべき医療の

方向`性を確認できたように思います。今

までの経験を少しでも活かし、地域に密

着した診療をしたいと決意し、平成24年

７月に善如寺医院に小児科医として就任

いたしました。善如寺医院の歴史につい

て少しお話させていただきます。昭和４０

年に高崎市倉賀野町において胃腸科・外

科を標梼し、善如寺秀理事長が善如寺医

院を設立。西毛地区の高崎市・藤岡市・

上野村・中里村・万場町・鬼石町・吉井

町を中心に、胃カメラ検査やレントゲン

検査の指定精密検査医療機関として、年

間200～300件の精密検査をおこない、冑
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がんの早期発見に努めてまいりました。

その後、平成６年10月に善如寺恵子院長

が内科を併設、平成１２年に医療法人・清

明会善如寺医院を設立しました。上

部・下部内視鏡、経鼻内視鏡を新たに導

入し、内科・消化器科を中心に診療をお

こなってまいりました。そしてこの度、

平成24年７月に眼科医の清水千尋先生、

施設の訪問診療担当として富澤路子先生

も加わり、医師４名の新体制のもと、診

療の充実を目標に新たな医療機器の導入

も行い、幹線道路に面した現在の地にア

イ眼科及び小児科を併設、移転いたしま

した。新たな科も加わり更に連携を密に

し、早期発見、質の高い医療の提供を目

指し、微力ながら地域医療に貢献できれ

ばと思っております。小児科医として就

任し１年が経ちましたが、知識も経験も

まだまだ不足しております。今後とも一

層のご指導.ご鞭捷を頂きますよう、よ

ろしくお願いいたします。

Ii,lIiiilllliIlllllili
撮影：角田守｢HangingBasket」
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ＰＴＡ会長体験談
小児科しもだクリニック霜田雅史

さんは開会を宣言し､『それぞれの役員ご

とに連絡事項を伝達してください。会計

さんのところが一番時間が係ると思いま

す。では｡』といって会議室をパートごと

に仕切って個別の引き継ぎが始まりまし

た。

会長の引き継ぎは､｢役員のお母様方の

言うとおりにやるだけです。決して悪い

ようにはされません。それと前橋市ＰＴ

Ａ連合会の会合が夕方５時ころから市役

所で年に３回か４回あって会長が出席す

るくらいです。都合が合わないときは、

副会長が代理出席します｡』と連絡事項は

これだけでした。これは反って不安度が

上昇します。何を聞いていいかも分から

なくなり雑談も進みません。視界に入る

真剣に引き継ぎしている役員さんたちを

眺めているだけでした。この日も軽い気

持ちで受けてしまった自分を後』海して帰

宅しました。

さて、最初の任務は入学式での挨拶で

す。当然、書店に行き、まず３冊、それ

の指南本をゲットします。挨拶は短いこ

とに越したことはないと思いつつも、『ま

あ、３分でしょう｡」と決め、原稿作りに

着手しました。最初が肝心。卒なく初任

務を遂行したいものです。細心の文句を

調達し、咬むことなく流暢に発表したい

思いで、いろいろと試行錯誤しながら、

時間もあったせいか、完成には２週間を

前橋市

小学校の役員推薦委員会より指名され

てＰＴＡ会長に２年間就任したことがあ

ります。もう６年前のことです。歴任の

副会長のお母さん達からの『入学式、運

動会、卒業式に出席して頂ければそれで

結構です。その他の行事は、私たちがや

ります。この三大行事だけお願いしま

す｡｣という甘い言葉でした。本当にそん

なことでいいわけがありません。他にも

いくつか雑用もあるだろうと思いつつ

も、『こんな機会はめったにないよなあ。

ある意味、名誉職だし。どこから自分の

名前が挙がってきたかわからないけど｡』

と思いながらも、興味だけで了承しまし

た。

初登校？'よ２月に行われる次年度新入

生入学説明会でした。開催者席の１列目

には校長先生、当時現職のＰＴＡ会長さ

ん、教頭先生、学年主任、教職員の順

で、２列目にはＰＴＡ本部役員と各委員

会長の順番で着席しています。出席され

た保護者数は１００人強。私は会場の後ろ

で様子を覗っているだけでしたが、終始

厳粛に進行した会であり、軽い気持ちで

受けてしまった自分を後悔して帰宅しま

した。

時間とは有り難いもので、自分(の思

考)が立ち止まっていても、一定の速度

で流れています。３月中旬に役員の引き

継ぎ会がありました。前任のＰＴＡ会長
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Ａが主催者なのです。保護者代表挨拶で

もないのです。もう一度、挨拶文を検討

する必要がありました。主催者としての

内容であることを確認しながら、学校に

対する期待や要望と自治会や育成会など

の地域団体との連携の架け橋としての自

覚を表現しようと心掛けました。でも、

主役は入学する小学１年生です。聞いて

いるかどうかわかりませんし、わからな

い話をすれば聞いてくれません。飽きて

しまって、式の厳粛を壊す契機にさえな

ってしまいます。

（長編になりますので、今回はここま

でにします｡）

つづく（かもしれません)。

要しました。

自分が保護者で出席した時は何を緊張

する必要もなく列席していただけで、ま

さか壇上で挨拶する曰が来るとは思って

もいませんでしたので、入学式のことは

記憶にインプットされてないため、何か

参考になることを思い出そうと記憶を辿

ろうにも何も思い出せませんでした。

思い出せないものは思い出せないし、

式次第は例年どおり普遍的に進行するで

あろうとの楽観的な`憶測で構えていまし

た。その通りで、数日前に渡された式次

第には、学校長挨拶に次ぐ式辞にＰＴＡ

会長挨拶がありました。そうです、来賓

ではないのです。入学式は学校長とＰＴ

｢尾瀬の秋景」 撮影：富澤滋
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リレーてつなく子と宅診療讓

煩◎

竹1篭I土あの召匿謄

ＩＩＥ

伊勢崎市で開業してこの１１月で25年に

なります。

色々なことがありました。特に印象深

い患者さんは秋から春のノロウイルス、

ロタウイルスの流行とともにやってきま

す。

①`０５．４月よく高熱を出す３歳児

前々日より39～40℃、２回嘔吐したと

受診。ケトン尿(３＋)で点滴。重症感特

別にはなく、土曜日だったので採血し、

医師会病院検査室へ提出。お父さんに

｢午後調子が悪ければ、検査結果は医師

会病院で聞くこともできますよ」と話す。

お父さん｢行って聞いてください｣、と思

ったと後に聞きました。受診したら

WBC24500CRPl27oHib髄膜炎でした。

お父さん行ってくれて良かった。医師会

病院の小児科のご尽力に感謝。後遺症な

く治癒…子供の発熱時の項部硬直は難し

い。これがきっかけで自動血算CRP機器

を買いました。

②`０６２月あのノロウイルス大流行の

年。吐いて熱が出た人ばかりの外来。

「昨夜より１０回吐きました」と小２女

子。待合室でも少し吐いて診察室に呼ん

だところ、顔色不良、手足が蝉れると言

う。強い脱水と思い早速点滴開始。数分

後突然意識レベル低下、血圧低下、徐脈

(40回/分)。伊勢崎市民病医院へ救急搬

送。そのまま県立小児へ転送。心筋炎の

診断でした。ペーシング、ＥＣＭＯ、呼吸

管理を経て無事退院。心電図変化を残す

ものの元気に学生生活を送っています。

…搬送中心停止しないで本当に良かった

(県立到着時心拍25回/分だったそうで

す)。市民病院の先生、県立の循環器の

先生、本当にありがとうございました。

心筋炎はまれな疾患と考えていました

が、その２年後直接は関わらなかった３

歳児。暮れに数日腹痛を訴え当番医に何



(62）No.5９２０１３．１０ 群馬県小児科医会便り

回か受診した後突然の心停止。剖検して

心筋炎だったと母親から聞きました。…

１１Wに落ちない腹痛、嘔吐。時々ＣＰＫ等

チェックしてます。

③`12.10月初診の９才女児。

昨日より発熱。来院時39℃、頭痛あ

り。家で一回吐き、診察時突然多量の嘔

吐。３日前焼肉屋へ行ったと言うので、

一応血液検査。CRP14.5．サルモネラ感

染症疑い、早速市民病院へ紹介。尿培養

でGBSによる尿路感染症と診断されまし

た。ＶＵＲを伴う水腎症とのこと。しかも

片腎欠損。しかし９年間UTIの既往な

し。こんなことってあるかしら。…発熱

と嘔吐で始まる疾患の多様さを再確認し

ました。

嘔吐と腹痛に下痢が加われば、胃腸炎

でしょうと一安心、というわけにもゆか

ない、こんな子も。

④この４月に１年ぶりに来院した４才女児。

ロタウイルスによる嘔吐下痢症と脱水

症。士曜日なので、ここで点滴しよう

か、紹介しようか。一応お腹触っておき

ましょう。うん？この右腹部の柔らかい

腫瘤何？？？肝臓？日赤へお願いしまし

た。その後県立小児外科で、７ｃｍ径の

腸間膜のう胞か大綱のう胞と診断を受け

ました。…腹部症状のある子は触診する

ようにしてきましたが、形式的でなくし

っかり触って診ることは改めて大切だと

感じました。ふうっ｡｡。

⑤Appe.とInvagi・のヒヤヒヤは経験され

ている方も多い（？）と思います。

この３月から６月現在５人の患者さん

が外科入院。こんなに集積しているのは

初めてです。小２から中２までで－人は

保存的治療でした。一人典型的右下腹部

痛となりましたが、この子は虫垂がかな

り腫大して非薄化して（１）いたそうで

す。他の４人は自発痛としては、ずっと

膳の下から恥骨上部でした。…これまで

｢右下腹部が痛くなってきたら必ず受診

してください」と言ってきましたが、こ

れからは｢お腹がずっと痛ければ虫垂炎

かもしれませんから受診してください」

と言います。そして恥をかくのを恐れ

ず、外科に紹介します。

2012年１０月号の小児科学会雑誌1484ペ

ージからの、北九州市立八幡病院小児救

急センター、市川光太郎先生による"小

児救急のピットホール，，によれば、小児

救急医療における重篤小児の発生率は総

受診者の0.09％だそうです。ましてや一

般外来のなかの重篤疾`患はさらに低いと

考えられます。

これから秋の感染性胃腸炎のシーズン

になります。

一つの疾患が大流行し、次の人も又そ

の次の人もまたまた次の人も同じような

症状ばかり。その中にポツンとある重症

の疾患。ついつい流れで診てしまいがち

になります。見逃せば子供の健康や命の

危機です。そしてそれは医院や私の危機

でもあります。

先の小児科学会誌、市川先生曰く「小
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児救急になれてくると、その圧倒的な軽

症の多さに、つい慢心が生じ、軽症の中

に紛れ込んでいる危急疾,患に対して無防

備な診療を行いかねない危険がある｡」

｢かかりつけの子供達ほど『この子は○

○』という医療側が思い込みをしがちで

ある｡｣この言葉を改めて心に刻みます。

あ～、またあの季節がやってきます。

気を引き締めて仕事しなくては！と思う

この頃です。

iiiiiiiiliii
でジャンプ」 撮影：北條みどり
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診療の思い出

太田市飯塚医院佐藤喜和

病院勤務をやめて15年、院長になって

７年たちました。当院では前院長との約

束で小児科だけでなく内科も診きせても

らっています。１０年以上たちますと、日

常診療の中で様々な場面に出くわしま

す。今回はその中で、家族への介入まで

行った印象深いケースについて述べさせ

てもらいます。

先ずは、１２歳の中学生になってから腹

痛と便秘、下痢を繰り返していたＹ君で

す。腹痛は、塾に行く時、学校行事があ

る時、テストがある時、クラブ活動があ

る時などに起こりました。体は大きいの

ですが、小さい時から無口でおとなしい

,性格でした。心身症と考え、対症療法を

しながら、環境整備や生活習`慣の改善な

どを指示しました。スクールカウンセラ

ーに相談し、学校生活での支援を受けま

した。しばらくは月に１回位の来院を繰

り返していましたが、半年位たって内服

薬で症状の回復が見られてきました。し

かしその後も時に腹痛を訴え続け、有効

だった抗ヒスタミン剤の内服だけを続け

ています。

Ｙ君の家は仲の良い両親、妹、弟の５

人家族で、当院がかかりつけ医でした。

Ｙ君が中学生になった頃、母親は精神的

に不安定になり不眠や動悸が出現、婦人

科を受診しました。そこで更年期障害と

言われ治療を受けています。Ｙ君が中学

２年生になった頃、腹痛症状が増悪し、

一時学校を休むことが多くなりました

が、その頃父親の浮気が発覚していま

す。両親は話し合い、父親が謝罪するこ

とで収まりましたが、母親は次第に鯵的

になり、時に父親に強く当たるようにな

りました。この頃、母親は密かにリスト

カットを繰り返していることを認めてい

ました。当院もできるだけ話を聞く立場

で接していましたが、その年の１１月、母

親が夜に大量の睡眠薬を飲み、服薬自殺

を図りました。朝になっても起きてこな

いのを心配した娘が電話で知らせてきま

した。母親に電話口に出てもらうと､｢先

生これじゃやっぱり死ねないのですね」

と答えました。診療を中断し自宅を訪

問、うとうとしながら正座で待っている

母親を認めました。－番下の子は母親の

そばで遊んでいました。

こうしたことから、母親には精神科の

専門的治療を受ける必要'性を説き、現在

は某心療内科クリニックで治療を続ける
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ようになりました。母親の診断は、双極

`性うつ病、境界性パーソナリティ障害で

した。なおＹ君はその後、某私立高校進

学科に見事合格し、元気に通っていると

のことです。

次は、幼児期から重度の気管支喘息発

作を繰り返したＲ君です。１歳１０か月頃

から喘息発作が重積するようになり、当

院で治療を始めました。服薬がきちんと

できず、来院時はかなり重度な発作状態

でした。後になってダニアレルギー陽`性

の典型的なアトピー型気管支喘息だと判

明しています。

Ｒ君の治療に困難をきたした大きな要

因の一つは家庭環境の厳しさでした。

Ｒ君は年子の５人兄弟の末っ子でし

た。生まれる４か月前、父親に愛人がで

きて両親は別居、兄弟５人は近所に住む

母親の実家の世話になるようになりまし

た。さらに生後８か月の時に母親が突然

失院するという事態に見舞われました。

駆け落ちでした。

母の実家には、８０代の曾祖母、５０代の

祖父母、それと20代の成人した叔父と中

学生の叔母がいました。古い賃貸アパー

トを営んでいましたが、経済的には余裕

がなく、Ｒ君らの面倒を見られるのは祖

母と曾祖母だけでした。実の父親は、た

まに外から子どもたちに会いに来るだけ

の人でした。曽柤父は会社員でしたが病

弱で、孫の世話はしない人でした。祖母

は生活のため昼間仕事をせざるを得ず、

実際にＲ君の世話をしていたのは、心不

全を`患い病弱な80代の曾祖母でした。こ

の頃養育面の指導などに保健師も介入

し、当院ではかかりつけ医として他の家

族も診るようになりました。Ｒ君の治療

には服薬や定期吸入が必要でした。外来

受診には曾祖母が付き添っていました

が、時に危険な発作状態になると、祖母

が代わって来ていました。時に中学生の

叔母が連れてきたこともあり、家族みん

なで助け合って生活していたことが窺え

ました。２歳のＲ君が夜間に発作が起き

｢苦しいから吸入したい！」と曾祖母に訴

えることもあったようです。喘息の管理

は不十分でしたが、発作が起きても、人

に頼れない．甘えられないと考え、吸入

処置前に我』慢強〈待つ気丈なＲ君の顔を

今でも鮮明に覚えています。保健師も

様々な公的支援をしてくれました。その

後ある日突然、彼ら家族は住まいと土地

をすべて売り払い、一緒にどこかへ引っ

越していき、その後の消息はつかめてい

ません。

様々な環境の中で暮らしている子ども

たちに改めてエールを送りたい気持ちに

なり、今後も小児科医として支援を続け

たいと感じます。
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診療室の人気アイテム

高崎市上中居こどもクリニック清水清美

私の診察室に、子ども達に大人気のア

イテムが２つあります。

この２つに出会ってから、診察室で泣

く子がいなくなりました。

診察室のドアを入って、机の上のこれ

を見ると、泣いている赤ちゃんはピタッ

と泣き止みぐずっている幼児はとたんに

機嫌が直り、大きな子ども達は大喜び

で、感想を言う子、質問をする子、説明

をする子、これちょうだいとおねだりす

る子、色々です。会話もとっても弾みま

す。

ｌつめはこれです。

正式な名前はわからないのですが､｢油

玉時計｣「ドロップモーション｣｢ウェーブ

水時計｣｢OilDrop｣などとよばれてるお

もちゃです。

３年前に水族館のおみやげコーナーで

初めて見つけて、診察室の机に飾ったと

ころ、あまりの反響の大きさと子ども達

の夢中になる姿に私もすっかり魅了され

てしまいました｡｢ポツポツ！、ぽにょぽ

にょ！、お団子みたい！、イクラみた

い！、雨みたい！、わ～きれい１わ～気

持ち悪い！

黄色と赤がかさなるとオレンジにな

る！どうしてこうなるの？先生、僕これ

知ってる！これは柚だから水と混ざらな

いんだよ！」

診察室にこれが楽しみで入ってくる

子、とりっこして兄弟喧嘩を始める子、

終わるまで見ていたくて診察が終わった

も帰りたがらない子、思い思いの言葉で

表現する子供達との、診察室での会話を

楽しんでいます。

色々なデザインや色彩、工夫があり新

しい物をみつけてはコレクションを増や

しています。新しいのが入ると子ども達

はすぐに気づき大喜びです｡(小さな子が

2F－組目ﾛ■

,碑鷺
鐸銅

エ牙■

巌

､Ｉ
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机から落とすと壊れてしまうので消耗品

です。以前は水族館のお土産コーナーで

購入していましたが、最近東急ハンズで

売っていることがわかり、東京に行く時

には必ず立ち寄って大人買いをしていま

す｡）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

先日、母校の学長先生とお会いする機

会がありました。私が学生時代は40代の

講師だった、学生に人気の先生でした。

その先生のお話が印象に残っていま

す｡｢医師となり社会人として生きる時、

僕は４つの時代があった。２５～35歳の研

修期、３５～45歳の発展期、４５～55歳の充

実期、５５～65歳そしてそれ以降の円熟

期。大切なことは愛する心を持ち続ける

こと！人を愛し、組織を愛し、社会を愛

すること！Dream,Challenge＆Love!」７０

歳近いのですが、臨床と教育の第一線で

愛を持って頑張っている先生の姿に励ま

されて帰路につきました。

４５歳の私は充実期のスタート、という

ことになります。家では、大学生活をエ

ンジョイしている娘と思春期真っ最中の

息子から話しかけられることはめっきり

少なくなってしまいましたが、診察室で

一生懸命私に話しかけてくれる子ども達

の言葉に耳を傾けて、後半の小児科医生

活を頑張ろうとおもう今日この頃です。

２つ目は動物の聴診器です。

jllII1IIiiW1iilIlli
おもちゃではなく正真正銘の小児用聴

診器で、‘性能もとても良いです。動物は

取り外して交換できるようになっており

週代わりで付け替えたり、泣く子には好

きな動物を選んでもらって診察していま

す。喜んで泣き止む子が多いです。

市の乳児健診も、夜間救急も、このお

もちゃと聴診器を持っていくと泣かずに

笑顔で診察できとても役立っています。
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■■■■■医会関係行事録

平成25年１月23日(水）１月23日（水）群馬感染症研究会群馬ロイヤルホテル

「マイコプラズマ感染症

一診断・耐菌・発症機構に関する最近の話題一」

成田光生先生（札幌徳州会病院小児科医長）

「百日咳とＤＰＴワクチンを考える」

岡田賢司先生

（独立行政法人国立病院機構福岡病院統括診療部長）

１月24日（木）ぐんまの子どもの健康支援連絡協議会県庁

飯山

２月１２日（火）群馬県小児救急医療対策協議会県庁

飯山、田口、長嶋

２月23日(士）第55回関東ブロック小児科医会東京

飯山、田口、長嶋

３月４日（月）群馬県小児科医会小児救急医療対策委員会

マーキュリーホテル

大山、重田、富所、角田、佐藤、金子、

小柳、竹内、五十嵐、田口、長嶋

３月１４日（木）群馬県周産期医療対策協議会県庁

飯山

３月27日（水）群馬県小児科医会理事会マーキュリーホテル

４月13日(士）群馬県小児科医会春季総会マーキュリーホテル

第57回学術講演会

「発達障がいって何？

小児医療の現場で今、何が問題になっているのか」

岡田恭典先生（群馬大学医学系研究科小児科分野）

「新生児・乳児消化管アレルギーの最近の知見」

八木久子先生（群馬大学医学系研究科小児科分野）

「クリニックにおける`漫,性咳嗽診療のポイント」

重田誠先生（重田こども・アレルギークリニック）

「ヒトメタニューモウイルス発見から12年経過してわかったこと」

菊田英明先生（東栄病院副院長）

４月24日（水）群馬県小児科医会理事会マーキュリーホテル

５月１４日（火）群馬県小児科医会運営委員会マーキュリーホテル

飯山、田口、長嶋、松島、重田、今井、

友政、北條、今泉、須田、大山、竹内

６月３日（月）群馬県小児科医会編集委員会マーキュリーホテル

北條、新井、大山、柏木、霜田、関、

長島、三宅、飯山、田口、長嶋

６月８日(士）９日（日）

第24回日本小児科医会総会フォーラム大阪

飯山、田口
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■■■■■会員異動

■入会新木美晴先生(高橋医院)(平成25年２月１２日入会）

〒379-2132前橋市東善町l73-l

TELO27-266-0203

坂元純先生(大学橋ファミリークリニック）(平成25年２月１３日入会）

〒371-0047関根町2-21-9

TELO27-212-6627

中嶋直樹先生(中嶋小児科医院)(平成25年２月14日入会）

〒371-0002江木町l408-l

TELO27-261-9299

■退会山田亮先生(山田小児科内科医院）

（ご逝去のため：平成24年１１月25日退会）

〒376-0031桐生市本町6-383-l

TELO277-45-2618

平成25年４月１３日現在175名
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■あとがき■

気象ニュースで、これまでに経験したことのないという表現がしばしば使われた、サ

ウナ状態の夏が、８月末の今は一息ついています。私が子どもの頃の夏の風景、夕方お

そくまで外あそびをする子供の元気な声、午後の縁側での昼寝、蚊帳、風鈴の音色、夕

立のあとの涼風など、古くからあった夏の風情が近年は失われてきています。気象学者

は猛暑の原因を偏西風の蛇行であるという事実のみ述べますが、その背景にある着実に

進行しているCO2の増加や,地球温暖化には、あまり時間を割いていない様に感じます。

一部で環境危機をあおったとも批判された「不都合な真実」はもう過去のことでしょう

か？本誌が届く１０月には皆様は涼しく、美しく、そして美味しい秋を満喫できているで

しょうか。

きて、今回も多くの先生から玉稿をいたたぎ、大変ありがとうございました。

三宅先生からは教育の場での体罰の是非について、まず生徒の立場で考えるべきだと、

鋭い論説をいただきました。私も時々、保護者から勝利至上主義と思われる様な激しく、

長時間のクラブ活動の指導について聞くと、いったい誰のための部活なの？と感じます。

松島先生からは、診療中での保護者との考えのずれについて「医師アタマ」という本

から、まるで錦の旗をかざして`患者さんと対応する医師のエゴを御指摘いただきました。

明日からもっと謙虚に診療したいと思います。

講演を訊いてでは、前田先生に講師のとこはる東栄病院小児科、菊田英明先生の「ヒ

トメタニューモウイルス発見から１２年経過してわかったこと」から最新の知見を分かり

やすくレポートしていただきました。

講演抄録については、八木先生、重田誠先生ありがとうございました。学会に関連し

た記事についても、荒川先生、田口先生、田村一志先生、大変ありがとうございました。

病院だよりは、群馬中央病院の水野先生からですが、須永先生の翁姿はまだ早いです。

小児科医のノートからは、今話題の学校や園における食物アレルギー対策について重

田先生に解説していただきました。

会員からの投稿からは、森川先生は、蚕との出会い、理系の少年らしく育て繭になる

まで、日々観察した経験と、昭和30年代は喘息の原因で絹やこんにゃくが多かったこと、

また、官営富岡製紙工場が世界遺産候補になったことに関連したお話をいただきました。

(しかし、蚕が部屋中に脱走した話は、ぞっとしました｡）

善如寺先生には自己紹介もかねて、投稿していただきました。これからもよろしくお

願いいたします。霜田先生には、続「PTA会長体験談」をお待ちしています。私は先

生以上に赤面症～檀上恐怖症ですので、先生の体験を読んでいるだけで、ドキドキして

しまいます。

佐藤みさを先生からは、一つの疾`患の大流行中にポツンとある重症疾患を、流れで診

ては大変なことになるという教訓を貴重な症例提示とともにいただきました。

佐藤喜和先生のお話からは、先生の患者さんや家族への優しさ、人間愛と、患者さん

から信頼されている真塾な診療態度が伝わりました。清水先生の診療室ではこどもが、

ニコニコ笑っている様子が伝わります。いろいろアイテムの工夫も言れているのですね。

皆様ご投稿、心から感謝しております。本誌は総会での議事録や学術講演抄録のみな

らず、会員の皆様の交流誌と考えております。これからもよろしくお願い申し上げます。

ＰＳ前橋育英高校野球部、優勝おめでとうございます。夏ばての中で元気をいただき

ました。－群馬県民編集委員関裕介
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会員からの原稿を歓迎致します

募集要項

＊字数：自由(800字～1200字程度）

＊写真：内容に関連したスナップ写真

＊手書きの場合は原稿用紙使用

＊ワープロ、ＰＣの場合はプリントとＦＤ、ＭＯ、ＣＤいずれか１つを添える

＊Ｅメールの場合は、ワード文書を添付、またはそのままメールにして送信

＊原稿送付先：

371-0125前橋市嶺町９０－３みどり小児科北條みどり

Ｅ-メールmidori,88903.ped＠skyplala,orjp
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