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低下させる」との文言は添付文書に載っていたと思

う。脳内移行が少ない第２世代の抗ヒスタミン薬が

発売されたことと、感冒時の鼻症状に対して抗ヒス

タミン剤が効くとのエビデンスがないということか

ら、抗ヒスタミン剤の使い方がここ数年クローズアッ

プされてきた。

解熱斉llはスルピリンを投与することが多かった。

当時は１日３回の内服薬に解熱剤も混ぜて処方する

ケースが多く、スルピリンは水にも溶けやすいため

シロップ斉||と一緒に好んで混ぜられていた。メチロ

ン坐薬もよく使われていたが、アセトアミノフェン

製剤のアンヒバ坐薬lOOmgが発売されたのは1980年

である。1982年には小児用にポルタレン坐剤12.5ｍｇ

が発売され、高熱時にはこれがむしろ好まれていた。

だが、2000年にインフルエンザ脳症との関連が指摘

されてからは、感染症の発熱に対してポルタレンを

小児科医が処方することはまずなくなった。また、

経口薬の解熱斉'1としてはポンタールシロップが発売

され－時重宝されたが、やはりインフルエンザ脳症

との関連を危｣倶して、解熱剤としては最近はあまり

使われていない。今では解熱剤そのものの使用につ

いても考え方が大きく変わりつつある。

嘔吐に対してはプリンペランがよく使用されてい

た。ナウゼリンは1982年に経口薬と坐斉|]が発売され

たが、急｣性胃腸炎の嘔吐を抑止するとのエビデンス

は得られていないという。一方、嘔吐・下痢症状の

児に対する点滴の施行もずいぶんと減った。医師の

説明に納得し、「吐いたからすぐ点滴を」というお

母さんはほとんどいなくなった。

抗生剤については、この30数年間にセフェム系を

中心に数多くのものが世に出、われわれもすぐに新

しいものに飛びつく傾向にあった。その後、耐’性菌

の出現が問題となり多くの小児科医は抗生剤の使い

方を変化させている。

ここで迅速診断キットの果たす役割は大きい。イ

ンフルエンザやアデノウイルスが陽性の場合は高熱

が続いていても抗生剤を投与しないのが普通となっ

た。さらに、ベッドサイドでできる血球計数器と

CRP測定装置の普及の効果も大である。以前は発

熱があれば、あるいは咳があれば「抗生剤も下さい」

という親が多かったが、最近ではそのようなことを

言う人はめっきり減った。ベッドサイドの検査結果

から抗菌薬の投与に関して医師自身も納得でき、ま

た患者さんへも根拠を示すことができるようになっ

たことは大きい。

以上、駆け足で約35年の小児科外来診療を振り返っ

てみた。とくに薬の使い方についての考え方が大き

巻頭
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医師免許を取得してから35年が経った。その頃か

ら現在までの小児科一般外来における診療の変化を

振り返ってみる。

Commondiseaseを中心とした小児科外来、実

際には多くはカゼ症状であるが、その治療法、とく

に薬の使い方が大きく変化した。ＥＢＭの考え方が

導入され、さらに、ベッドサイドでできる各種の迅

速診断キットの開発も外来診療の姿を変えるのに大

きな影響を与えている。必然的に付き添ってくる家

族の態度も変わってきた。

さて、自身の経験では、1979年前後は、急性気道

感染症で定番であった処方は、アスベリン、ペリア

クチン、ビソルボンといった薬で、これにβ刺激剤

としてイノリンが必要に応じて加わった。抗生斉||も

発熱している惠児にはほとんど投与されていた。

喘息発作時にはイノリンの吸入とネオフィリンの

投与が行なわれ、ネオフィリンは点滴静注のみでな

くワンショット静注も結構行われていた。

ネオフィリン製剤の経口薬は味が悪いので乳幼児

に飲ませるのには苦労した。テオドール頬粒の発売

は1987年であるがこれも味は悪かったようだ。テオ

ドールドライシロップの発売は1995年で、味が良く

なって乳幼児が良<のむようになった。けいれんと

の関連に注意が喚起されたのはその後だと記憶して

いる。

小児気管支喘息ガイドラインができてからはネオ

フィリン製剤の使用は激減したが、外来を見ている

限り喘息児の症状自体が極めて軽くなっているのを

実感する。ロイコトリエン受容体拮抗薬と吸入ステ

ロイド薬等の新しい薬の効果だけとは思えない。患

者への指導とステロイド薬の使い方など発作時の治

療のあり方の変化が大きいのだろう。環境の整備が

進み、時間外診療の体制の充実も関係していると思

われる。

抗ヒスタミン剤とけいれんとの関連は昔から指摘

されていたことで、「痙掌」あるいは「痙箪閾値を

－２－
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く変わり、医師の意識の変化が多少のタイムラグは

あるが患者さんの家族にも確実に伝わってきている。

薬で親に安心感を与えるのではなく、適切な指導、

それこそがこどもの健康を守り、親を安心させる妙

薬とならなくてはならない。

今後も、科学の進歩に沿って小児科外来の風景は

変わり続けると思う。注意を払って見守っていきた

い。

－３－
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細胞の一つである脊髄視床路細胞によって脳内に伝

達されることが知られている。視床には多くの核が

存在するが、痛みの伝達系においては、外側脊髄視

床路（＝新脊髄視床路）が終末している腹側基底核

群と前脊髄視床路（旧脊髄視床路）が終末している

髄板内核群が重要な役割を果たしていることが知ら

れている。前者は大脳皮質に主に投射する中継点で

あり、皮盧、内臓、筋、関節からの（識別腓の）感

覚に関与している。一方、後者は大脳辺縁系に投射

し、痛みに関与する情動等に関与するとされている。

これらの脳部位はペインマトリックスと呼ばれてい

るが、ここでも感覚としての痛みとしての役割を果

たす部分と情動としての痛みに関与する脳部位は異

なることが知られている（図１）。
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歴史

古くヒポクラテスは病気による痛みや苦痛を取り

除き、病気の勢いを鎮め、病気に負けた人を救うこ

とを医術としており、これに対時することが医師の

重要な務めとしている。この痛みについて、アリス

脊髄などにおける神経感作

１．痛覚過敏

強い痛みが持続して入力すると、痛覚過敏と呼

ばれる状態が生じる。これは、痛覚に対する反応

性が高まった状態で、痛覚に特異的な性質である。

トテレスは痛みを感覚とせず、堆理的な反応

によってひきおこされる不快や苦しみである

情動としてとらえていた。

一方、現在医学においては、痛みはどこが

どのように痛いと感じる“感覚”と痛いから

辛い苦しいと思う‘`』清動，，が同時に引き起こ

されるものであり、痛みは“感覚Ｉ清動体験”

であると考えられている。実際、痛みはしば

しば我々の置かれた状況・環境とも深く関連

しており、その時の周囲との関係性（親、教

師、友人など）などによって大きく修飾を受

け、時としてそれがより辛く苦しいものとな

る。国際痙痛学会は痛みを川組織の実質的あ

るいは潜在的な傷害に結びつくか、このよう

な傷害を表す言葉を使って述べられる不快な

感覚､情動体験川と定義している。感覚として

の痛みと、同時に引き起こされる情動がその

発症や維持に大きな役割を果たしていること

や痛みの神経生理メカニズムを理解すること

は複合'除局所痙痛症候群（ＣＲＰＳ：Complex

RegionalPainSyndrome）を理解する際

にも非常に重要となる。

大脳辺緑系

iiililillilm:二，JQliiiliillIiiiiiiiili ま
鞍

]ぺ段

同牛

Ｊ１高ililiililllllilllLH惠會舵.軒

神経生理学的な面から見た痛み

神経解吝ll学では、末梢に与えられた侵害刺

激は主にＡβ線椎およびＣ線維の２種類の一

次求心↓性線維の活動を引き起こし、脊髄後角

／

自由神経終末

図１
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一般に繰り返し刺激が加わると||頂応が生じるが、

痛みの場合は逆に刺激に対する閾値が低下する。

痛覚過敏には、末梢性感作と中枢I性感作がある。

末梢性感作は、組織に損傷や炎症が起きると、

プロスクグランジン、ブラジキニン、炎症サイト

カインなどの痛み関連物質が放出され、侵害受容

器の反応を増強させる。これにより、痛覚閾値が

低下し、通常では反応しない程度の機械的刺激、

熱刺激にも反応し、痛み刺激として伝えられるよ

うになる。

中枢性感作は、反応性が高くなった侵害受容器.

－次求心性繊維からの持続的な入力により、脊髄

ニューロンの反応''１tが次第に増大する現象

(ｗｉｎｄｕｐ）が生じ、｜璋害部位以外の部分でも痛

`党過敏が見られるようになる（図２）')。

脊髄での痛覚過敏のメカニズム（図Ｓ）

痛み入力による興奮が起こると、脊髄後角にお

いて－次求心性線維の終末からグルタミン酸およ

びサブスタンスＰが遊離される。通常ではＡＭＰ

Ａ型（非ＮＭＤＡ型）レセプターチャネルがグル

タミン酸により開口し痛み'情報を伝達する（図３

圧刺激時安静時放電 触東リ激時カ
プ
ザ
イ
シ
ン
注
射
前

4０
１４０

１４０１ＡＢＣＤＥ

希
へ
の
凶
王
Ｑ
の
）
四
Ｆ
く
区

００ ０

ＡＦＴＥＲＣＡＰＳＡに川一一一一一二中Ｃ■⑪■一一一一一一一一一一一一■’’一一一一斗・一弓一一一

仁・壽’一一一一一一一一一一一一一一一一一一学一一一一一一□｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜’

4０

'4.’
１

1４０

命
へ
の
山
］
王
こ
の
）
山
ト
く
区

注
射
後

、、
０￣００

図２

(B）(A）
、Ｉ

夕

麺｡｡~ｊｃ１二急Ｈﾄﾗ丁字

四一

図３
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いる。（図４）Ａ)。ところが、痛み刺激が持続的に入力される

と、ＡＭＰＡ型レセプターからの入力による細胞

の脱分極とサブスタンスＰのＮＫ１受容体への結

合によるプロテインキナーゼＣの活性化により、

ＮＭＤＡ型レセプターのチャネルを塞いで働きを

阻止しているMg2+がとれる。それにより、細胞

内にＣａ2+が流入し、プロスタグランジン(ＰＧ)、

－酸化窒素（ＮＯ）といった痛覚促通物質が生成

され、細胞外にまで拡散することで近傍の細胞ま

で興奮させる（図３Ｂ)。また、脊髄後角で痛み

の伝達に関与するＷＤＲニューロンの割合が増加

するという報告もある９１。さらに離れた細胞への

興奮の伝達にはグリア細胞の関与が考えられてい

る。

ＣＲＰＳ（タイプｌ：旧来のReflexSympathetic

Dystrophy及びタイプ11：旧来のカウザルギー）を

考える

歴史的側面

ＣＲＰＳタイプⅡについては、南北戦争

(1861～1865）の北軍の軍医であったSilasWeir

Mitchell（米国の内科医）は1864年に著書「gunsh-

otwoundsandotherinjurieｓｏｆｎｅｒｖｅｓ」の中

で、末梢神経を損傷した11人の傷病兵が耐えがたい

痛みに苦しんでいるのを見て、カウザルギー

(kausos（熱）とalgos（痛み）から由来）と名付

けた。更に、切断肢の部分に生ずる痛みについて

1871年に「phantomlimb（幻肢病)」という用語

を作った。その後ReneLeriche（フランスの外科

医）は1915年に、カウザルギーの治療にsympa-

thectomyを推奨し、第１次世界大戦において神経

損傷を受傷した兵士の痙痛に対して、その原因は交

感神経の過剰活動によるものと考え、動脈周囲の末

梢交感神経遮断periarterialsympathectomyを行っ

た。

一方タイプＩについては、PaulHermann

MartinSudek（1866～1945、ハンブルグの外科学

教授）が1900年に、関節、特に手関節や足関節の捻

挫、またはその他の軽度な外傷の後で現れる骨の斑

２軸索発芽Sprouting

触れただけでも痛みを訴えるような状態で、本

来、痛みを起こすことの無い触角などの非侵害受

容器を介して痛みが起こることをアロディニアと

呼んでいる。このような状態を引き起こすメカニ

ズムとして、触覚を伝えるＡβ線維の脊髄後角の

痛覚伝導路への発芽が考えられている。通常では

Ａβ線維は主に後角の深層であるⅢ、Ⅳ層に終止

しているが、ラットの坐骨神経切断後に後角の表

層にある痛覚に関与する膠様質細胞に発芽するこ

とがみられている2)。つまり、Ａβからの非侵害

刺激が、痛みとして伝達される可能性を示唆して

(B）(A）
後根神経節後根神経節

ＡＡ

ＬＪＩｉ〉

図４
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点状骨塩脱落と軟組織の痛みを伴う萎縮を報告した。

この病態はSudeck骨萎縮または外傷後骨粗髭症

(post-traumaticosteoporosis）と呼ばれ、大きな

末梢神経の損傷がないのに起こるカウザルギー様疾

患と考えられてきた（図Ｓ)。

ＪａｍｅｓＡＥｖａｎｓ（ボストンの内科医）は1946年

に、Sudeck萎縮および類似の病態について発赤・

腫脹・発汗異常・萎縮等の交感神経の関与が大きい

と考え反射性交感神経性ジストロフィー（reflex

sympatheticdystrophy：ＲＳＤ）と名づけた。

WilliamKLivingston（米国の外科医）は第二次

世界大戦で、持続する末梢神経障害と慢性痛に苦し

む兵士の治療に当たりＲＳＤがカウザルギーの軽症

例であり、カウザルギーと同様の病態生理異常を有

すると考えた。1943年に著した著書：「Pain

Mechanisms」の中で、「痛みの悪循環説」を提唱

した。その後、1980年代中頃までは、ＲＳＤは交感

神経の過興奮によって生じる症候群と理解されてい

たが、この仮説はＲＳＤの発現メカニズムを説明す

る汎用的理論にはならなかった。WilliamJ

Roberts（1986）はＲＳＤに対して自律神経系の薬や

ブロックが奏効するものとそうであるものがあるこ

とを報告した。痒痛が改善するものをsympatheti-

caUymaintainedpain：ＳＭＰ交感神経依存'性痙痛

とし、効果がないか、症状が増強するものをsym-

patheticallyindependentpain：ＳＩＰ交感神経非依

存性痛とした。1994年のＩＡＳＰは慢性痙痛の分類で、

名称に「sympathetic」という用語を含まないＣＲＰ

Ｓという新しい名称を作って、ＲＳＤとカウザルギー

がＣＲＰＳにまとめた。ＲＳＤをＣＲＰＳｔｙｐｅｌ、カウ

ザルギーをＣＲＰＳｔｙｐｅｌＩとした。しかし、ＣＲＰＳ

として症状をまとめることもできないので、いまな

お、「ＲＳＤ」や「カウザルギー」という用語も使わ

れている。

痛みのために荷重をかけずに過度の安静を行っ

た結果、関節の拘縮、皮盧のアロデニア、
Sudek骨萎縮がみられる。

図５

る5-7)。また、健常者が“意図的な，，Immobiliza-

tion（30分間）を行うだけでも皮盧温差（患側く健

側)、色調変化が出現すること8)、が報告されてい

る。更に、脳内の一次体性感覚野では健常者に４週

間Immobilizationを行うと体部位再現地図が縮小

することも報告されている。

GalerらはNeglectlikesyndromeによる患肢の

廃用がＣＲＰＳの発症に関与しているのではないかと

説明している9)が、痛いところを使わないことによっ

て起こる脳を含めた神経系の機能変化が末梢に影響

を及ぼしていることがCRPSの病態の一部を形成し

ていることが考えられる。

一方近年のｆＭＲＩ研究では、アロデニア患者の痒

痛部位に機械的な痛み刺激を加えた際に引き起こさ

れる脳活動が必ずしも痛覚伝導路である脊髄視床路

を介していないことが明らかにされてきた他、アロ

デニア,患者に痛いところを触れられるビデオを視認

させる“仮想痛み刺激”でも患者の不快感と苦痛が

再現され、痙痛関連脳活動が検出されることも判っ

てきている（図ｅ)。

また、臨床的にはアロデニアを有するＣＲＰS患者

が他部位に怪我をした際に、元来痛かった部分の痛

みが大幅に軽減することも知られているところであ

る。このほか、ＣＲＰＳの発症や維持には家族環境

発症メカニズムについての医学的研究

Allenらはこれまでの研究で、ＣＲＰS患者の47％

が平均３週間（1-24週間）のImmobilizationを治

療として受けていたことを報告している３１。また、

この中には患者による意図的なImmobilizationは

含まれていないが、ImmobilizationがＣＲＰＳの発

症に関与していることが考えられている。これに関

連して､健常者の前腕をギプスによって４週間im-

mobilizationすることで、皮盧温の左右差（患側＞

健側）のほかアロデニアが出現すること、患肢の運

動・感覚機能が低下することが報告されており)、

動物実験においても同様の結果が示されてきてい

(特に子供においては両親や同胞との葛藤）や学校

との関係など社会的な要因と関連した疾病利得がし

ばしば存在する。言い換えると、心理社会的な問題

が身体化した状態がＣＲＰＳの１つの面で有ることに

－７－



愛知県小児科医会会報Ｎｏ９８Ｎｏｖ２０１３

図６痛いところを触られるビデオを視認すると、強い不快感と脳活動が生じる]o)。

の研究班によって創られるに至っている、。ついて留意していく必要がある。

わが国におけるＣＲＰＳの判定基準と課題

医学的に病態の説明が困難な一方で、社会的に問

題になることも多い為、我が国では2008年厚生労働

省研究班による複合性局所痙痛症候群の判定指標

(表１）が提唱されているが、作成時に対象となっ

た患者群は、四肢↓罹患患者に限られている。（した

がって、判定指標の信頼度は顔面および体幹に関し

ては不明であり、ＣＲＰＳに含めないのが妥当であ

ろう。）

外傷や事故の後に痛みが遷延する場合にＣＲＰＳ

であるかどうかが問題となることがあり、労働災害

後遺症認定基準、交通事故自賠責損害賠償額算定基

準においても、ＣＲＰＳ（ＲＳＤ）の後遺症認定の基準

がある。これらは補償の観点から慢`性期に用いられ

ることを前提としており①関節拘縮、②骨の萎縮、

③皮盧の変化（皮盧温の変化、皮盧の萎縮）という

慢性期の主要な三つのいずれの症状も健側と比較し

て明らかに認められることを必要とする。

一方、治療の面ではＣＲＰＳであるかどうかはあ

まり問題とはならない。ＣＲＰＳの発症と慢性化に

は受傷様式、創傷の状態、遺伝的素因、ギプスなど

の固定の程度と期間、心理的状態、治療意欲、理解

度、疾病利得など複数の因子が関与し、それぞれの

因子を適切に評価し、それぞれの因子に対して症例

ごとに治療目標を立てることが重要であるからであ

る。

これまでの研究成果を総合して考えると、末梢の

機能不全などに伴う神経生理学的問題と心理社会1ｈｉ

まで関与した記憶と情動による痛みの苦痛がＣＲＰＳ

患者の痛みの病態発生と維持に大きく影響している

ことを示すものとも考えられる。

現在の疾患概念

複合性局所痒痛症候群（complexregionalpain

syndrome：ＣＲＰS）という病名は外傷後に通常の

治癒経過と異なる種々の症状が続く場合に用いられ

ている。特徴的な症状には感覚異常（自発痛、アロ

ディニア、痛覚過敏などの痛み)、自律神経系と関

連していると考えられる症状（浮腫や発汗異常、皮

盧温や皮盧の色の異常など)、運動系の異常（関節

可動域制限、筋力低下、振戦、ジストニアなど）に

加えて皮盧、発毛、爪などの萎縮性の変化などがあ

る。しかし、微細な外傷後ないしは受傷機転から判

断してきわめて不釣り合いな機能障害を残し、症状

が他の四肢に拡がったり進行する例は、医学的に病

態の説明が困難である。心理的ないしは環境的な要

因で不動化が進むことによってみられている症状な

のか、原因不明の病態であるのかについてもわから

ない部分が多い。また、脊髄損傷後、脳卒中後に痛

みやしびれに加えて皮盧温や発汗の異常、浮腫など

が見られる場合にＣＲＰＳに分類するかどうかにつ

いては専門家の中でも見解が異なる。そのため本邦

では如何に述べられるような判定基準が厚生労働省

－８－
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表１２００８年厚生労働省研究班による複合'性局所痙痛症候群のための判定指標

CRPＳ判定指標（臨床用）

病気のいずれかの時期に、以下の自覚症状のうち２項目以上該当すること。

ただし、それぞれの項目内のいずれかの症状を満たせばよい。

１．皮盧・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化

２．関節可動域制限

３．持続性ないしは不釣合いな痛み、しびれたような針で刺すような痛み（患者が自発的に述べる)、
知覚過敏

４．発汗の六j進ないしは低下

５．浮腫

診察時において、以下の他覚所見の項目を２項目以上該当すること。

１．皮盧・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化

２．関節可動域制限

３．アロディニア（触刺激ないしは熱刺激による）ないしは痛覚過敏（ピンプリック）

４．発汗の穴j進ないしは低下

５．浮腫

CRPＳ判定指標（研究用）

病気のいずれかの時期に、以下の自覚症状のうち３項目以上該当すること。

ただし、それぞれの項目内のいずれかの症状を満たせばよい。

１．皮盧・爪・毛のうちいずれかに萎縮I性変化

２．関節可動域制限

３．持続性ないしは不釣合いな痛み、しびれたような針で刺すような痛み（患者が自発的に述べる)、
知覚過敏

４．発汗の冗進ないしは低下

５．浮腫

診察時において、以下の他覚所見の項目を３項目以上該当すること。
１．皮盧・爪・毛のうちいずれかに萎縮性変化

２．関節可動域制限

３．アロディニア（触刺激ないしは熱刺激による）ないしは痛覚過敏（ピンプリック）
４．発汗の六J進ないしは低下

５．浮腫

評価と治療

ＣＲＰＳの治療は適切な診断・評価

にもとづいて1.リハビリテーション、

2.痙痛治療、３.精神心理的な治療の

三本柱で考え行って行くことが必要

である12）（図７)。

適切な診断とは現在の痙痛部位

(局所或いは創傷部）の状態が運動

器として動かせることが出来るかど

うかの判断、心理社会的な背景がど

のように関与しているカユの分析を行

うものである。

痙痛部位の評価としては、慢性期

に至った時点で、骨折であれば骨癒

合が得られているか、神経麻痒の有

無、神経麻痒などがあれば神経の圧

迫が残っているのか、筋の組織が萎

縮があるのか或いは虚Ⅲ状態にある

のか等を判断し、ＣＲＰＳ症状はあっ

治療の

難治性癖癌受容と甘やかしは異なる

ひ
●一般的な薬物療法

●窪病についての精査

習翫?1 糎匹正司P自孟Ｌ》

識
二，

>:蕊
●薬物療法

●神経ブロック

●神経刺激療法

など

●抑叢･不安障害．、

統合失調症･人格障害

等の評価

●痛みの受容を教育

●麗知行動療法

ｐ

◆ ４
Ｌ－ｂ－－－－－畳…に－゜し分｡－２－－－－－－｣..``－－－匹二・－－－--ざ－－z-j

図７治療の考え方（東京大学住谷先堆提供）
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抗うつ薬を種類や量を慎重に選択しながら併用

する。第一選択は三環系抗うつ薬であるが、高

齢者や副作用の著しい症例では極少量より開始

するか、ＳＮＲＩなどの投与を考慮する。

③ノイロトロピン：副作用が少ない薬剤であり、

著効例の報告がある。

④抗けいれん薬：末梢神経損傷に伴う持続性のし

びれるような痙痛に対して用いる。

薬剤としてはプレガバリンを用いる。

⑤麻薬性鎮痛薬：リン酸コデイン、塩酸モルヒネ、

フェンタニル貼付薬、トラムセットなどが使用

可能である。患者背景、性格も考慮に入れ、依

存、不正使用に十分な注意を払う。痛みの訴え

が続くという理由だけで漫然と継続処方しては

ならない。投薬の増減、中止継続の判断は厳格

に行うことを初回投与の際に十分説明し、理解

できたかどうか確認することが必要である。特

に心理因子の強い症例には有効性が乏しいため、

いたずらに増量しないことが重要である。

てもその要因が高い確率で外科的に矯正可能な場合

には、他の要因を考慮したうえで手術を検討する必

要がある。関節を動かせない場合、器質的病態のた

め関節拘縮（固縮）に陥っているのか？或いは痛み

による恐'怖や不安で動かせない状態なのかを場合に

よっては麻酔・ブロックを行って確認する必要が有

る場合もある。心理社会面の分析については、

ＣＲＰＳの多くは外傷後に起こる為、多くの心理社

会要因が関与していることを念頭に状態の把握を行

う必要がある。不安、抑うつ、不満、怒りなどの感

情が、痛み、痛みの表出、治療意欲に影響する。す

なわち、神経損傷、不動化、関節拘縮といった身体

的側面だけではなく、痛みや不動化によって二次的

に起こると考えられるネグレクト様症状などの脳機

能障害や、抑うつや不安、不満や怒りなどの精神心

理的側面、職場や家族などの環境要因、補償や訴訟

などの問題にも注意を払い、医療者間の連携を保ち、

患者に病態を理解ざせ治療に前向きに取り組めるよ

う努める。

神経ブロック法

様々なブロックがあるが、病態に合わて選択して

いく。

理学療法

患部への温熱刺激、温冷交代浴、低出力レーザー

照射などを運動療法の前に実施し、患部に刺激を与

え、痙痛の緩和や筋肉の弛緩をはかる。

リハビリテーション（運動療法）

運動療法

運動療法には自動運動と他動運動があり、関節を

動かすことによって可動域を増大・維持させること

を目的に行う訓練である。患肢のアロディニアや痛

覚過敏が強い症例では、患部より離れた場所に限ら

れたり、痛みのために自動運動だけしかできない場

合もあるが、徐々に自動運動を中心に動かせる範囲

を広げていくことが機能回復に繋がる。筋力強化訓

練は、筋力の維持・増大および筋持久力を改善させ

るために行う。筋力強化を行う場所や時期を考慮し

て、痛みを誘発する危険性の少ない方法で行う。

ＣＲＰＳにおいては協調運動障害など中枢神経系の

機能異常も指摘されており、筋力そのものの強化よ

りは、むしろ運動の再獲得を目標としたリハビリ計

画が重要である。

何れの治療についても、「正常に戻して治す」こ

とを目標にするのではなく「より良い状態になる」

ことを医療者と患者の共通の月的とし、１つずつ実

践していくことが重要である。従って、運動療法を

中核として必要に応じて補助的に薬物治療などを併

用し、医療に依存させないことも必要である。その

意味で、精神心理的な分析の裏付けを持って、自立

させていく為の指導を実践することが大切である。
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半年の待機がでた時点で受入を休止せざるをえない

という現状には変化がみられませんでした。このた

め、愛知県のセンター病院としての役割を明確にし

たいと考え、本年７月より新たな体制に変更しまし

たので、今回はその概要を説明するとともに、本年

５月に発表されたDSM-5の概要についても発達障害

を中心に説明します。
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【あいち小児保健医療総合センター心療科概要】

あいち小児保健医療総合センター（以下当センター）

心療科は、当センターが－部開院した2001年11月よ

り診療を開始し、2003年５月のフルオープンより心

療科専門病床を有します。児童精神科及び小児心療

科を専門とする医師により構成され、これまでレジ

デントとして研修した医師は、小児科の経験を有す

る者が７名、精神科の経験を有する者が６名、小児

科と精神科の両方の経験を有する者が２名と科の垣

根をこえて研修を受け入れてきました。

外来の初診は、発達障害、心身症、不登校、育児

支援の４つから構成され、初診時の主訴と年齢によ

り、医療連携室により振り分けています。初診は１５

歳未満の年齢制限を設けています。2011年度の初診

患者数は584名で、自閉症スペクトラムが275名（自

閉症79名、アスペルガー症候群42名、ＰＤＤＮＯＳ１５４

名)、注意欠如多動性障害53名と、この二つで56％

を占めています（表１）。また、小児の虐待の影響

によると考えられる精神疾患に対応することも多く、

院内の保健部門と連携し、地域の児童相談所や市町

はじめに

曰本小児科学会をはじめ、分科会、地方会等でも

教育講演などで取り上げられたことも有り、発達障

害の概念も十分に浸透し、乳幼児検診や一般小児科

医療で、「育てにくい子どもたち」の相談を受ける

機会も増えています。当センター心療科では、２００６

年より「あいちこころの診療医研究会」を立ち上げ、

子どもの心の診療における－次医療を担える医師を

対象とした実践的講座を行ってきました。当初は、

講演と臨床陪席をセットにすることで、臨床医にとっ

て実践的になるような内容として、愛知県内の子ど

もの心の診療を行っていただける小児科の先生の一

助となるように心がけてきました。しかし、当セン

ターの発達障害枠の初診待機人数は相変わらず多く、

表１心療科を初診した新患の統計（平成23年度） Ｎ＝５８４

人数 病 名 人数病 名

選択Ｉ性絨黙

ＰＴＳＤ

パニック障害

不登校

摂食障害

転換性障害

適応障害

吃音

抜毛癖・脱毛症

心身症

遣糞症

心因反応

睡眠|潭害

行為障害・非行

正常範囲内

精神遅滞

自閉症

アスペルガー症候群

ＰＤＤＮＯＳ

ＡＤＨＤ

ＬＤ

その他の発達障害

統合失調症

鍵病・気分障害

強迫'性障害

解離性障害

愛着障害

分離不安障害

チック

身体表現性障害

部
門
岨
Ｍ
昭
４
別
６
５
，
７
旧
７
別
Ⅳ

４
旧
１
別
２
５
Ｍ
３
１
旧
１
９
４
１
２
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村の子育て支援課などの行政機関、所属する幼稚園、

保育園、小中学校と協働する体制を取っています。

平成23年度は、学校のみが参加するカンファレンス

を45回、児童相談所や地域の市町村も参加したカン

ファレンスが34回行い、惠児を中心に家族を支える

ネットワークを構築してきました。また、昨年度か

ら保健部門と連携して、児童養護施設職員、児童相

談所職員及び市町村職員等被虐待児の対応に関わる

もの、被虐待児のケアに関心をもつ看護師・心理士

等を対象とした「虐待を受けた子どもたちへの理解

を深めるための研修会」を、院内の多職種を講師と

して行っています。

の先生方に請け負っていただき、二次医療から三次

医療を当センター心療科で請け負うという、役割を

明確にしていきたいと考えていたからです。しかし、

その試みはうまくいかず、結局、待機期間が半年を

超えると新規受入を休止せざるをえなくなり、その

ような状況を繰り返すのみでした。

このため、本年４月に「あいちこころの診療医研

究会」に参加し、名簿に残っていた医師に対してＦ

ＡＸで当センターの役割を明確にするための体制変

更を事前に説明し、新たに「あいち小児センター心

療科協力医師」として登録可能かどうかのアンケー

トを行いました。説明内容の概要は以下のようです。

「あいち小児センター心療科協力医療機関（以下協

力医療機関)」：

①あいち小児センター心療科発達外来の初診は、

原則「協力医療機関」からの予約のみ

②「協力医療機関」以外から予約が入った場合、

患者さんの居住地近くの「協力医療機関」をご

紹介させていただく

③初診で紹介いただいた患者さんが、ある程度落

ち着いた段階で、逆紹介させていただく

④「協力医療機関」としてあいち小児センターの

ホームページに掲載させていただく。

これらを了解していただき再度登録を希望された

医療機関は、全部で110医療機関（名古屋市を除く

愛知県75施設、名古屋市26施設、岐阜県7施設、三

重県２施設）でした。

また、このような体制を強化するために、「あい

ちこころの診療医研究会」のテーマも、昨年度から、

すでに発達障害の医療を行っている医師（小児科・

精神科）を対象として、より実践的な内容とするこ

とにしました。昨年度は「未就学児の発達障害医療」

をメインテーマに、通常の講演だけでなく、外来で

相談を受けやすい内容を掲示して、参加した先生に

も意見をいただけるような内容とした。本年度は、

｢学童前半の発達障害医療」をテーマに12月１曰に

行う予定です。

【あいち小児保健医療総合センター心療科

発達障害枠の新体制】

あいち小児保健医療総合センターには、３５床の心

療科専門病棟があり、これは小学生年代が入院治療

を行える愛知県内唯一の専門医療機関であり、入院

患者の適応年齢は小中学校年代としています。入院

患者の多くは、二次障害をきたした知的障害を伴わ

ない発達障害児で、また、家族から不適切養育をう

けた後遺症と考えられる子どもたちも多くを占めま

す。身体的な治療とは違い、子どもたちにも「入院

してどうなりたいか、何を目標にして治療を行って

いくか」を明確にするように心がけています。これ

により、強制的に入院させられたと感じさせず、病

棟を安全基地として子どもたち自身が大人の協力を

得て症状の改善を目指しています。また、地域との

連携（学校や児童相談所を含めた）を行いながら、

地域でどのような形で生活していけるのかを模索し

ています。また、｣性的問題行動や情緒安定のため、

性的安全教育、動物介在療法の導入など新たな試み

にも取り組んできました。

このような病棟を持つ当センターの医療の役割は、

入院が必要か否かを判断することも踏まえると子ど

もの心の診療の二次および三次医療であると考えま

した。

当センター心療科の初診枠には、いわゆる自閉症

スペクトラムや注意欠如・多動」性障害などを対象と

した「発達障害枠」があります。この「発達障害枠」

は過去に数年という長い期間の待機を作った経験が

ありました。この状況を解決するために様々な試み

をしてきました。たとえば、「発達障害枠」へ紹介

できる医師は「あいちこころの診療医研究会」に参

加した医師限定としたり、一般小児科医療機関では

施行が難しい心理検査を行う枠を設けたりしてきま

した。これらは、どれも発達障害の一次医療を地域

【DSM-5の改訂の要約】

DiagnosticandStatisticalManualofMental

Disorder（ＤＳＭ精神疾患の分類と診断の手引き）

は、アメリカ精神医学会が定めた精神科医が精神医

学的問題を診断する際の指針（ガイドライン）で、

世界保健機関（ＷＨＯ）による疾病及び関連保健問

題の国際統計分類（InternationalStatistical

ClassificationofDiseaseandRelatedHealth
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ケーション能力が全般的な能力から期待される水

準を下回ることが求められています。

この変更の中で、注目すべき点は「感覚の過敏

性や鈍麻」が診断基準として取り入れられたこと

です。カナーの３主徴といわれる、社会性、コミュ

ニケーション、想像力の障害は有名ですが、感覚

の過敏性の問題はAutismSpectrumDisorder

児にとって、わかりにくいですがパニックを起こ

すきっかけになったり、偏食などの成長に影響し

たりと、見落としてはいけない問題と考えられて

いましたが、診断基準に明確に掲げられたことで、

より臨床に即した内容となっていると感じさせま

す。

②Attention-Deficit／HyperactivityDisorder（注

Problem：ＩＣＤ）とともに、世界各国で用いられて

います。1952年に初版が出版されて以降、随時改訂

され、2013年５月に最新のDSM-5が発表されまし

た。

今回の改訂で、AutismSpectrumDisorder

（自閉症スペクトラム）とAttention-Deficit／

HyperactivityDisorder（注意欠如多動'性障害）

がどのように変更されたかについて概要を説明しま

す。なお、英語版が発表されたばかりで、日本語訳

は、現在曰本精神神経学会を中心に作成されている

途上です。このため、資料として、自閉症スペクト

ラム及び注意欠如多動』性障害の診断基準の原文を参

照願います（表２，３)。

小児期の患者に関するDSM-IV-TRからの大きな

変更点は、「通常、幼児期、小児期または青年期に

はじめて診断される障害」という章立てが解体され、

｢NeurodevelopmentalDisorders（神経発達障害)」

という概念が導入されました。DSM-5では、自閉

症スペクトラム、注意欠如多動性障害ともに、「Ne

urodevelopmentalDisorders（神経発達障害)」に

入り、発達早期に顕在化し、対人・社会・学業・職

業機能に影響を与える発達上の障害があるものと考

えられており、DSM-IV-TRと比べ新しい考えが導

入されています。ちなみに、このカテゴリーには、

この二つ以外に、IntellectualDisabilities、

CommunicationDisorders、SpecificLearning、

MotorDisorders、TicDisorders、OtherNeuro-

developmentalDisordersが含まれています。

意欠如・多動,性障害）（表３)2）

Attention-Deficit／HyperactivityDisorder

は、DSM-IV-TRでは、反抗挑戦'性障害や行為障

害とともに、破壊的行動障害の中に入っていまし

たが、ＤＳＭ－５では、Attention-Deficit／

HyperactivityDisorderのみがNeurodevelop-

mentalDisordersというカテゴリーに入り、反

抗挑戦性障害や行為障害は、「Disruptive，

Impulse-Control，andConductDisorders」と

いうカテゴリーとなりました。

もう一つの大きな変更点として、DSM-IV-TR

では認められていなかったAutismSpectrum

Disorderとの併存が認められ、それまでの臨床

における印象により近いものになったと感じます。

それ以外の主な変更点は、発症年齢が７歳以前か

ら12歳以前に引き上げられたこと、混合型、不注

意優性型などのサブタイプが廃止され、代わりに

過去６ヶ月の症状の現れ方として、Combined

presentation（混合病像)、Predominantlyin-

attentivepresentation（不注意優性病像）、

Predominantlyhyperactivity-impulsivitypre-

sentation（多動性/衝動性優性病像）として特定

するようになりました。これは、サブクイプとい

う一定したものではなく、年齢や発達に応じて症

状が変化していくとのとらえ方を強く打ち出して

います。また、Inpartialremissionの状態をも

うけたことで、成長とともに診断項日数は減少し

ても、堆活上の障害がみられ、支援が必要である

というケースが認められました。

また、Inattentionの項目も、Hyperactivity

andimpulsivityの項目も、１７歳未満と17歳以上

で必要とされる項目数が違い、どちらも17歳未満

は６項目以上、17歳以上は５項目以上となってい

①AutismSpectrumDisorder（自閉症スペクト

ラム）（表２）Ｄ

ＤＳＭ－ＩＶ－ＴＲでは、広汎性発達|潭害という名称

でしたが、DSM-5ではAutismSpectrumDisor

derと変更されました。また、アスペルガー障害、

自閉性障害などの下位分類が廃止されました。

DSM-IV-TRの対人的相互性反応に関連する項目

とコミュニケーションに関連する項目が統合され、

あわせてＡ項目（３項目）となりました。さらに、

限定された反復的な行動に加えて、感覚の過敏性

や鈍麻、感覚刺激への強い関心などがＢ項目（４

項目中２項目以上）に盛り込まれました。Ｄ項目

で、これらの症状により、臨床的に社会などで機

能的な障害があることが求められている点が

DSM-IV-TRからの変更点です。Ｅ項目では、知

的障害や全般的な発達の遅れとAutism

SpectrumDisorderとの関係が明確化され、知

的障害との併存診断をする場合、社会的コミュニ

－１４－
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ます゜どちらの項目とも内容に変更はありません

が、青年期以降の具体的な症状が追加されていま

す。

このように青年期以降の診断について明記され

たことが大きな変更点です。日本では、ＡＤＨＤ

治療薬である、アトモキセチンが2012年８月に成

人での適応が通り、徐放性メチルフェニデートも

成人への適応を申請中という状況です。ＤＳＭ－５

で成人への診断が拡大されたことにより成人領域

への進展が進むものと思われます。

さいごに

DSM-5の改訂のポイントを、発達障害を中心に

最新の動向について解説しました。愛知県内の発達

障害医療を行える施設は増えている印象を受けます

が、あいち小児保健医療総合センター心療科の役割

について、これまでの経緯を説明し今後の取り細み

を説明させていただきました。県立のセンター病院

として、今後も発達障害をはじめとした児童精神科

医療に取り組んでいきたいと思っておりますので、

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

表２DSM-5のAutismSpectrumDisorder（自閉症スペクトラム）の診断基準

Ａ・Persistentdeficitsinsocialcommunicationandsocialinteractionacrossmultiplecontexts，asmanifestedbythefol-

lowing，currentlyorbyhistory（examplesareillustrative，notexhaustive)：

lDeficitsinsocial-emotionalreciprocity，ｒａｎｇｉｎｇ，ｆｏｒexample，fromabnormalsocialapproachandfailureofnor-

malback-and-forthconversation；toreducedsharingofinterests，emotions，oraffect；ｔｏｆａｉｌｕｒｅｔｏｉｎｉｔｉａｔｅｏｒｒｅ‐

spondtosocialinteractions，

２．Deficitsinnonverbalcommunicativebehaviorsusedforsocialinteraction，ｒａｎｇｉｎｇ，ｆｏｒexample，frompoorlyin-

tegratedverbalandnonverbalcommunication；ｔｏａｂｎｏｒｍａｌｉｔｉｅｓｉｎｅｙｅｃｏｎｔａｃｔａｎｄbodylanguageordeficitsin

understandinganduseofgestures；toatotallackoffacialexpressionsandnonverbalcommunicatioｎ．

３、Deficitsindeveloping，maintaining，andunderstandingrelationships，ｒａｎｇｉｎｇｆｏｒｅｘａｍｐｌｅ，ｆｒｏｍdifficultiesad-

justingbehaviortosuitvarioussocialcontexts；todifficultiesinsharingimaginativeplayorinmakingfriends；

toabsenceofinterestinpeers・

Specifycurrentseverity：

Seveｒｉｔｙｉｓｂａｓｅｄｏｎｓｏｃｉａｌｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉonimpairmentsandrestricted，repetitivepatternsofbehavior・

BRestricted，repetitivepatternsofbehavior，interests，oractivities，ａｓｍａｎｉｆｅｓｔｅｄｂｙａｔｌｅａｓｔｔｗｏｏｆｔｈｅｆollowing，cur-

rentlyorbyhistory（examplesareillustrative，notexhaustive)：

１．Stereotypedorrepetitivemotormovements，useofobjects，ｏｒspeech（e９．，simplemotorstereotypies，liningup

toysorflippingobjects，echolalia，idiosyncraticphrases)．

２．Insistenceonsameness，inflexibleadherencetoroutines，orritualizedpatternsofverbalornonverbalbehavior

（e,９．，extremedistressatsmallchanges，difficultieswithtransitions，rigidthinkingpatterns，greetingrituals，

ｎｅｅｄｔｏｔａｋｅｓａｍｅｒｏｕｔｅｏｒｅａｔｓａｍｅｆｏodeveryday)．

３．Highlyrestricted，fixatedintereststhatareabnormalinintensityorfocus（e,９，strongattachmenttoorpreoc-

cupationwithunusualobjects，expressivelycircumscribedorperseverativeintersts)．

４．Hyper-orhyporeactivitytosensoryinputorunusualinterestinsensoryaspectsoftheenvironment（e９．，ap-

parentindifferencetopain／temperature，adverseresponsetospecificsoundsortextures，excessivesmellingor

touchingofobjects，visualfascinationwithlightsormovement）

Specifycurrentseverity：

Ｓｅｖｅｒｉｔｙｉｓｂａｓｅｄｏｎｓｏｃｉａｌｃｏｍｍｕｎｉcationimpairmentsandrestricted，repetitivepatternsofbehavior．

Ｃ・Ｓｙｍｐｔｏｍｓｍｕｓｔｂｅｐｒｅｓｅｎｔｉｎｔｈｅｅａｒｌydevelopmentperiod（butmaynotbecamefullymanifestuntilsocialdemands

exceedlimitedcapacities，ormaybemaskedbylearnedstrategiesinlaterlife）

D､Symptomscauseclinicallysignificantimpairmentinsocial,occupationaLorotherimportantareasofcurrentfunc-

tioning，

EThesedisturbancearenotbetterexplainedbyintellectualdisability（intellectualdevelopmentaldisorder）orglobalde-

velopmentdelaylntellectualdisabilityandautismspectrumdisorderfrequentlyco-occur；tomakecomorbiddiagno‐

sesofautismspectrumdisorderandintellectualdisability，ｓｏｃｉａｌｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｈｏｕｌｄｂｅｂｅｌowthatexpectedfor

generaldevelopmentleveL

Note：

Individualswithawell-establishedDSM-IVdiagnosisofautisticdisorder，Asperger'sdisorder，orpervasivedevelop-

mentaldisordernototherwisespecifiedshouldbegiventhediagnosisofautismspectrumdisorderlndividualswho

havemarkeddeficitsinsocialcommunication，ｂｕｔｗｈｏｓｅｓｙｍｐｔｏｍｓｄｏｎｏｔｏｔｈｅｒｗｉｓｅmeetcriteriaforautismspectrum

disorder，shouldbeevaluatedforsocial（pragmatic）communicationdisorder、

Specifyif：

Ｗｉｔｈｏｒｗｉｔｈｏｕｔａｃｃｏｍｐａｎｙｉｎｇｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ

Ｗｉｔｈｏｒｗｉｔｈｏｕｔａｃｃｏｍｐａｎｙｉｎｇｌａｎｇｕａｇｅｉｍｐａｉｒｍｅｎｔ

Associatedwithaknownmedicalorgeneticconditionorenvironmentalfactor

Associatedwithanotherneurodevelopmental,mentaLorbehavioraldisorder､

Withcatatonia．
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表ＳＤＳＭ－５のAttention-Deficit／HyperactivityDisorder（注意欠如・多動'性障害）の診断基準

Ａ・persistentpatternofinattentionand/orhyperactivity-impulsivitythatinterfereswithfunctioningordevelopment,as

characterizedby（１）and/oｒ(2)：

LInattention：Ｓｉｘ（ｏｒmore）ofthefollowingsymptomshavepersistedforatleast6monthstoadegreethatis

inconsistentwithdevelopmentallevelandthatnegativelyimpactsdirectlyonsocialandacademic/occupational

activities：

Note：Ｔｈｅｓｙｍｐｔｏｍｓａｒｅｎｏｔｓｏｌｅｌｙａｍａｎｉｆｅstationofoppositionalbehavior，dofiance，hostility，ｏｒｆａｉｌｕｒｅｔｏｕｎ－

ｄｅｒｓｔａｎｄｔａｓｋｓｏrinstructions，Forolderadolescentsandadults（agel7andolderハａｔｌｅａｓｔｆｉｖｅｓｙｍｐｔｏｍｓａｒｅ

ｒｅｑｕｉｒｅｄ

ａ・Oftenfailstogivecloseattentiontodetailsormakescarelessmistakesinschoolwork，ａｔｗｏｒｋ，orduring

otheractivities（e９．，overlooksormissesdetails，workisinaccurate)．

ｂ、Oftenhasdifficultysustainingattentionintasksorplayactivities（e,ｇ､，hasdifficultyremainingfocused

duringlectures，conversations，orlengthyreading)．

ｃ・Ｏｆｔｅｎｄｏｅｓｎｏｔｓｅｅｍｔｏｌｉｓｔｅｎｗｈｅｎｓｐokentodirectly（ｅｇ，mindseemselsewhere，ｅｖｅｎｉｎｔｈｅａｂｓｅｎｃｅｏｆ

ａｎｙｏｂｖｉｏｕｓｄｉstraction)．

ｄ・ＯｆｔｅｎｄｏｅｓｎｏｔｆｏＵｏｗｔｈｒｏｕｇｈｏｎｉｎｓｔructionsandfailstofinishschoolｗｏｒｋ，chores，ｏｒｄｕｔｉｅｓｉｎｔｈｅｗｏｒｋ－

ｐｌａｃｅ（e９．，startstasksbutquicklylosesfocusandiseasilysidetracked)．

ｅ・Oftenhasdifficultyorganizingtasksandactivities（ｅｇ.，difficultymanagingsequentialtasks；difficulty

keepingmaterialsandbｅｌｏｎｇｉｎｇｓｉｎｏｒｄｅｒ；messy，disorganizedwork；haspoortimemanagement；failsto

meetdeadlinesl

fOftenavoids，dislikes，ｏｒｉｓｒｅｌｕｃｔａｎｔｔｏｅｎｇａｇｅｉｎｔａｓｋｓｔｈatrequiresustainedmentaleffort（e､９．，school‐

ｗｏｒｋｏｒｈｏｍｅｗｏｒｋ；forolderadolescentsandadults，preparingreports，completingforms，reviewinglengthy

papers)．

ｇ・Oftenlosesthingsnecessaryfortasksoractivities（e９．，schoolmaterials，pencils，books，tools，wallets，keys，

paperwork，eyeglasses，mobiletelephones)．

ｈ、Isofteneasilydistractedbyextraneousstimuli（forolderadolescentsandadults，mayincludeunrelated

thoughtsj

i・Isoftenforgetfulindailyactivities（ｅｇ.，doingchores，runningerrands；forolderadolescentsandadults，

retuningcalls，payingbills，keepingappointments)．

２．Hyperactivityandimpulsivity：Ｓｉｘ（ｏｒmore）ofthefollowingsymptomshavepersｉｓｔｅｄｆｏｒａｔｌｅａｓｔ６ｍｏｎｔｈｓｔｏ

ａｄｅｇｒｅethatisinconsistentwithdevelopｍｅｎｔallevelandthatnegativelyimpactsdirectlyonsocialandaca-

demic/occupationalactivities：

Note：Ｔｈｅｓｙｍｐｔｏｍｓａｒｅｎｏｔｓｏｌｅｌｙａｍａｎｉｆｅstationofoppositionalbehavior，defiance，hostility，ｏｒｆａｉｌｕｒｅｔｏｕｎ‐

derstandtasksorinstructions・Forolderadolescentsandadults（agel7andolder)，atleastfivesymptomsare

required．

ａ・Ｏｆｔｅｎｆｉｄｇｅｔｓｗｉｔｈｏｒｔａｐｓｈａｎｄｓｏｒｆｅｅｔｏｒｓｑｕｉｒｍｓｉｎｓｅａｔ．

ｂ・Oftenleavesseatinsituationswhenremainingseatedisexpected（e９．，leaveｓｈｉｓｏｒｈｅｒｐｌａｃｅｉｎｔｈｅｃｌａｓｓ－

ｒｏｏｍ，intheofficeorotherworkplace，orinothersituationsthatrequireremaininginplace)．

ｃ・Oftenrunsaboutorclimbsinsituationswhereitisinappropriate．（Note：Inadolescentsoradults，maybe

limitedtofeelingrestless)．

ｄＯｆｔｅｎｕｎａｂｌｅｔｏｐｌａｙｏｒｅｎｇａｇｅｉｎｌｅisureactivitiesquietly．

ｅ・Ｉｓｏｆｔｅｎ⑪ｏｎｔｈｅｇｏ('，ａｃｔｉｎｇａｓｉｆ''drivenbyamotor”（e９．，isunabletobeoruncomfortablebeingstillfor

extendedtime，asinrestaurants，meetings；ｍａｙｂｅｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｄｂｙｏｔｈｅｒｓａｓｂｅｉｎｇｒｅｓｔｌｅｓｓｏｒｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏ

ｋｅｅｐｕｐwith)．

fOftentalksexcessively．

ｇ・Ｏｆｔｅｎｂｌｕｒｔｓｏｕｔａｎａｎｓｗｅｒｂｅｆｏｒｅａｑuestionhasbeencompleted（e､９，completespeople'ssentences；cannot

waitforturninconversatio､)．

hOftenhasdifficultywaitinghisoｒｈｅｒｔｕｒｎ（e､ｇ､，whilewaitinginline)．

ｉ・Ofteninterruptsorintrudesonothers（e９．，buttsintoconversations，games，oractivities；maystartusing

otherpeopleisthinｇｓｗｉｔｈｏｕｔａｓｋｉｎｇｏｒｒｅｃｅｉｖｉｎｇｐｅｒｍission；foradolescentsandadults，ｍａｙｉｎｔｒｕｄｅｉｎｔｏ

ｏｒｔａｓｋｏｖｅｒｗｈａｔｏｔhersaredoing)．

BSeveralinattentiveorhyperactive-impulsivesymptomswerepresenｔｐｒｉｏｒｔｏａｇｅｌ２ｙｅａｒｓ．

Ｃ、Severalinattentiveorhyperactive-impulsivesymptomswerepresenｔｉｎｔｗｏｏｒｍｏｒｅｓｅｔｔｉｎｇｓ（e､９．，ａｔｈｏｍｅ，schooL

orwork；withfriendsorrelatives；inotheractivities)．

D､Thereisclearevidencethatthesymptomsinterferewith,orreducethequalityofsocial,academic,oroccupational

functioning

EThesymptomsdonotoccurexclusivelyduringthecourseofschizophreniaoranotherpsychoticdisorderandarenot

betterexplainedbyanothermentaldisorder（e９．，mooddisorder，anxietydisorder，dissociativedisorder，personality

disorder，substanceintoxicationorwithdrawal)．

Specifywhether：

314.01Combinedpresentation:IfbothCriterionAl(inattention)andCriterionA2(hyperactivity-impulsivity)aremetforthe

past6months、

３１４００Predominantlyinattentivepresentation：IfCriterionAl（inattention）ｉｓｍｅｔｂｕｔＣｒｉｔｅｒｉｏｎＡ２（hyperactivity-

impulsivity)ｉｓｎｏｔｍｅｔｆｏｒｔｈｅｐａｓｔ６ｍｏｎｔｈｓ，

３１４０１Predominantlyhyperactivity-impulsivitypresentation：IfCriterionA2（hyperactivity-impulsivity）ｉｓｍｅｔｂｕｔ

ＣｒｉｔｅｒｉｏｎＡｌ（inattention)ｉｓｎｏｔｍｅｔｆｏｒｔｈｅｐａｓｔ６ｍｏｎｔｈｓ・

Specifyif：

Inpartialremission:Whenfullcriteriawerepreviouslymet,fewerthanthefullcriteriahavebeｅｎｍｅｔｆｏｒｔｈｅｐａｓｔ６ｍｏｎｔｈｓ，

－１６－
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ａｎｄｔｈｅｓｙｍｐｔｏｍｓｓｔｉｌｌｒｅｓｕｌｔｉｎｉｍｐairmentinsocial，academic，oroccupationalfunctioning・
Specifycurrentseverity：

MildFew,ｉｆａｎｙ,ｓｙｍｐｔｏｍｓｉｎｅｘｃｅｓｓｏｆｔｈｏｓｅｒｅｑｕｉｒｅdtomakethediagnosisarepresent,ａｎｄｓｙｍｐｔｏｍｓｒｅｓｕｌｔｉｎｎｏｍｏｒｅ
ｔｈａｎｍinorimpairmentsinsocialoroccupationalfunctioning

Moderate:Symptomsorfunctionalimpairmentbetween!'mildⅢａｎｄⅢseverearepresent．
↑O

Severe:Manysymptomsinexcessofthoserequiredtolnakethediagnosis,orseveralsylnptomsthatareparticularlysevere，
arepresent,ｏｒｔｈｅｓｙｍｐｔｏｍｓｒｅｓｕｌｔｓｉｎｍａｒｋｅｄｉｍpairmentinsocialoroccupationaｌｆｕｎｃＣｉｏｎｉｎｇ,ａｎｄｔｈｅｓｙｍｐｔｏｍｓｓｔｉｌｌｒｅｓｕｌｔ
ｉｎｉｍｐairmentinsocial，academic,oroccupationalfunctioning．

参考文献

１）AmericanPsychiatricAssociation・Diagnostic

andstatisticalmanualofmentaldisorders，

fifthedition（ＤＳＭ-5)．AmericanPsychiatric

Publishing，Ｐ50-59,2013

２）AmericanPsychiatricAssociation、DiagnosticssociationDiagnostic

ofmentaldisorders，

AmericanPsychiatric

andstatisticalmanual

fiftheditioｎ（ＤＳＭ-5）

Publishing，Ｐ59-66,2013
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らの紹介４．ネットでなどで、数は週２～３人

です。標楴が内科・消化器科・小児科なので受診し

やすいと思われます。こちらもまた「精神科ではな

いので、薬も少ないし、治る保障もありませんが、

私でよければ解決方法を一緒に探しましょう」とい

う姿勢を初めから打ち出します。

クリニックは予約制ではなく、原則成人は内科、

中学生までは小児科で受付けますが、受診科を決め

るのは患者ですので、小児科でも親子二、三代の診

察もあります。

一般患者の中に「心の問題」の患者が入るとたい

てい話が長びきます。カルテが少ない時はゆっくり

と話を聞き、途中でカルテが増えてきたら、頃合を

見て「待っている方を先に診察させて下さいません

か。あとでもう一度ゆっくりお話を伺いますので」

と一旦診察を中断します。成人の場合は、少し話を

聞いた後「今の心の状態がある程度分かる検査をし

ていいですか」と言って、ＳＤＳ（欝の尺度)、ＳＴＡＩ

(不安の尺度)、エゴグラムをセットで記入していた

だいて看護師が評価点を計算します。その間に一般

患者を診察し、結果が出たら改めてゆっくりと面接

し、無投薬か、その後のことは心理士によるカウン

セリングを奨めるか、または抗欝剤、抗不安薬、睡

眠剤等を最小用量かその半量を投薬することもあり

ます。次回の予約はしないので、継続して受診する

かどうかは患者が決めます。

小児も基本的に同じですが、話が長びいて子ども

が飽きてくると、ナースが子どもの相手をして、保

護者は子どもを気にせずにゆっくり話せるようにし

ています（忙しい時には、スタッフの焦り感が伝わっ

てきます)。

発達障害を主訴として受診した場合、誰と受診し

たか．受診の経緯と目的・生育歴・家族歴・生活の

状況・現在困っていることなどについて問診し、同

時に子どもの発達と行動、保護者と本人や兄弟問と

の関わり方などを観察します。あまりに一方的・指

示的・叱責・命令しＩ調などが強い場合や絶えず親の

顔色を伺う子などは親子関係の見直しをする要素と

なります。

知能検査等が実施されていなければ検査を奨め、

その結果とそこから考えられる支援方法が検査者

(心理士）より提示されます。結果を保護者が納得

し、学校や園にも伝えて、子どもへの関わり方と支

援がより適切になれば、子どもも変わる可能性があ

るので、しばらく様子を見たいという場合と、療育

を希望する場合とがあります。

発達障害とわかると多くの保護者は予想していて
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はじめに

「発達障害の診断と療育：開業医の立場から」と

いうテーマをいただきました。家庭医・プライマリー

ケア医としての「発達障害に限らず、心の問題を抱

える本人と家族」に対する非専門医の診療の一端を

ありのままに報告したいと思います。

表山クリニックは平成元年の開業当初から医師が

二人体制だったので、２４時間の電話対応を心がけて

きました。院長は九州大学心療内科で研修し、自律

訓練法を習得していたので心療内科も標傍しました。

その結果、小児科医の私も自然に成人の診療や「心

の問題」にも関わることになりました。平成15年に

始めて窓口業務とカウンセリングなどを仕事内容と

して心理士を採用したところ、発達杣談、言語訓練、

療育などのニーズが増加し、心理士も三人になり、

診療報酬内での対応が難しくなったので、療育部分

はＮＰＯに移行することにし、－年間の準備期間を

経て平成18年９月29円に特定非営利活動法人発達心

理相談センター「ゆうこうの家」（以下ＮＰＯ）とし

て認証されました。ＮＰＯの活動内容については同

スタッフより報告します。

クリニックの診療の実際

開業以来「心の問題」も扱っていますが、心理｣三

と一緒のこの10年間の覚書ノートによると私自身が

扱った「心の問題」は成人も含めて約800例です。

初診'1寺の印象診断は小児の場合はPＤＤ（ほぼ６割)、

不登校、ＡＤＨＤ、ＡＳＰ、ＭＲ、自閉ITF、ＬＤなど、

青年期から成人に共通しては不安障害、ＰＴＳＤ、食

欲不振（摂食障害含む)、過敏｣性腸症候群、過呼吸

症候群、欝、睡眠障害、双極性障害（Ⅱ型)、パニッ

ク障害、ＤＶ、行為障害、幼児期から診ていてどう

しても精神科を拒舌;する統合失調症などです。

「心の問題」で受診する理由は、１．受診中の患者

の中から２．親の会などの口コミ３．他施設か
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も強いショックを受けます。保護者の落ち込みは養

育を一層困難にするので、それを避ける為に「子ど

もの自己肯定感がしっかりあれば、決して悲観的な

未来だけではないですよ。一点集中が発達障害の特

性の一つでもあるので、周りに煩わされず、大きい

仕事が出来る場合があります。それを見つけて伸ば

せるといいですよね」などと言うことにしています。

保護者は診察中に子どもの後ろからよく「先能の

顔を見て」と言いますが、その時には「子どもには

顔を見ることの意味が分からないかも知れないし、

強い口調だけに反応したり、見る事にだけに集中し

て聴くのが疎かになることもあるので、きちんと向

き合って話しかけましょう」と言って、例えば「石

川亮君、こんにちは。先生の顔見て。眼鏡かけてる

ね。お母さんと同じ色だね。じゃ一寸お話しようか。

アーンが出来たらこのおもちゃで遊ぼうね。ちゃん

と出来るね。さすがお兄ちゃん｡」などと子どもに

話しかけます。診察の場では①子どもの注意をしっ

かりこちらに向けてから、伝えたいことを静かな声

ではっきり・ゆっくり②新規場面に弱いので、予

定や見通しをしっかり伝え③出来ないことは責め

ず、出来たことを褒め（２分間じっとできない子は

２分出来たら褒める＝スモール・ステップ）④不

適切な行動は無視し（パニックは収まるまで無視)、

その行動をしていない時に関わり⑤行動のレパー

トリーが少なく、だめと言われると混乱してパニッ

クになったりするので、こうしようねと具体的に教

え⑥ルールは理屈抜きで守らせる⑦やってくれ

たらママは嬉しいなとこちらの気持ちを伝えるな

どが保護者に伝わるように心がけています。保護者

が例えば「今曰子どもが“起きなさいと言われると

いらいらするから、７時だよと言って欲しい，，とパ

ニックにならずに言えたので嬉しかった」「褒めら

れたことがないから照れてます」「頑張って褒めて

いたら言うことを聞けるようになった」などと言う

のを聞くとこちらも嬉しくなり、つい「いい親して

ますね」と言ったりします。

症例を数例（改変有り）簡単に提示します。

１．２０代男高機能自閉症。初診は幼児期。現在

大学院生。高校時代は不登校ぎみでＮＰＯでカウ

ンセリングした。現在金属疲労などの研究中。母

親と午後10時から１時間電話で話すことが習`慣化

し、母親は困りぎみ。診断及び聴覚過敏について

は診断書を提出し、大学は理解し個別の研究l場所

を与えている。指導したり、されたりという上下

関係は何とか築けるが、同年代との関係は築けな

い。彼の言葉「歓送迎会なんて金を出して辛い恩

いをするのは割に合わない｣。父はアスペルガー

と思われ、母は感情の共感を得られない夫との関

係から抑うつ的でクリニックで投薬を、ＮＰＯで

カウンセリングを受けているが、保護者交流会で

は経験を後輩に伝える役割を担っている。

２．中学生男。広汎性発達障害。受身的なタイプ。

不登校。ネットで探してクリニックへ。

WISC-ⅢでＦＩＱ80台。下位検査に大きいばらつ

きがあり、診断と結果を告げられた父親が「かわ

いそうなことをしたな」と今までの対応を反省し

ている。

３．４歳男。発達障害。言葉が遅い。両親とも外

国人で、遅れを受け入れないが、ＫＩＤＳをチェッ

クして納得。現在言語訓練中。診断を受容しつつ

ある。

４．２０代男アスペルガー疑い。四大卒中学生頃、

過敏性腸症状有り、トイレが気になり授業に集中

できないが登校することには拘わった。カウンセ

リングや、ＮＰＯのボランティア活動などで、社

会適応の幅が広がり、アルバイトしながら、現在

就職活動中。高校生の頃の彼の言葉「なんでおか

しくも無いのにレジでは笑顔を作らなければいけ

ないんですか」

発達障害児のクリニックでの主訴または気づかれ

る症状は、オムツが外せない（拘りも含めて）・多

動・ことばの遅れ・呼名に無反応・目線があわない．

パニック・年齢に不相応な診察や処置、注射に対す

る拒否・心身症ぎみ・登校の渋りなどです。こちら

が気づけば、少しずつ保護者の気付きを促すように

します。

NPOのシステムおよびクリニックとの関係

ＮＰＯスタッフは現在７名でクリニックの職員を

兼務しており、クリニックの検査や、カウンセリン

グも担当します。ＮＰＯの利用者は利用会員として、

クリニックとは独自の料金体制をとっていますが、

当面の大きな課題は利用料を抑えて経営を安定させ

ることと、青年期になった当事者たちの就労（支援）

です。

ＮＰＯは議決権を有する理事と正会員による年一

回の総会において、年間の活動及び予算・決算を承

認し、法務局に報告することが義務付けられていま

す。正及び賛助会員が増えると共に、さまざまな形

での支援が得られることを願っています。

クリニックは診断および公的支援のための診断書

作成や投薬など、ＮＰＯは療育、相談、カウンセリ

ングなどのいわば当事者及び保護者の居場所作りの
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担当というところです。保護者の心と体の不調にも

ある程度対応でき、また民間施設なので、時間で区

切られる公的機関では対応出来ないことにも、利用

者の都合に合わせて対応できる良さがあります。

保護者の主訴には、言葉を出したい、もっと会話

のキャッチボールがしたい、他の子と関われるよう

になってほしい、学校での勉強についていけるよう

にしたいなどがあり、様々な思いを抱えている保護

者と綿密に話し合いながら、療育での、標を決めて

いきます。

支援していく内容も、例えば、発声のない子ども

には、絵カードによるコミュニケーションの方法を、

会話のキャッチボールのために、文字によるスクリ

プト方略を、人との関わりを教えるために、ＳＳＴ

(ソーシャルスキルトレーニング）を、学習面に困

難を示す子どもには、課題分析を用いて学業面（読

み、書き、計算、作文、読書感想文など）への指導

を、悩みが多くネガティブな面ばかりに考えが向い

てしまう子どもには、認知行動療法的な介入などを

行うこともあります。その他にも、子どもへの対応

の仕方や発達相談、進路相談など保護者の方の相談

にも対応しています。

余暇支援教室；

小学生空手スポーツ教室では、毎週（年間45回程

度)、８名程度の小学熊が参加しています。ここで

は、空手の型を教えつつ身体の動かし方や指示に従っ

て集団で行動することを習得します。ここ数年は、

主に道具を使ったスポーツ（ドッジボール、サッカー、

風船バレー、長縄とび、卓球ラケットでの野球など）

を中心に、およそ２ヶ月毎に競技を変えながら、色々

な競技に取り組んでいきます。

中学生グループ活動教室では、毎週（年間45回程

度)、６名程度の中学牛が参加しています。ここで

は、前半に卓球の練習に取り組み、後半では、自由

時間の巾でカードゲームやそれぞれで話をしながら

のんびりとした時間を過ごしています。

高校生グループ活動教室では、毎週（年間45回程

度)、６名程度の高校生が参加しています。ここで

も主に卓球を中心に取り組み、後半の時間では、Ｗ｜

談したいことがあれば、個別に相談する||寺間を設け

たり、また大学受験に向けた面接の練習なども任意

に行っています。

年に２回程度、中学生と高校生での交流戦を行い、

卓球大会を行った後に保護者やきょうだいも交えて

夕食をとる機会も設けています。

就労実習；

主に特別支援学級、特別支援学校に在籍している

知的障害のある小学生以上の子どもを対象に実施し

ています。集団場miにおいて、３時間作業（部品の

仕分け、組み立て、分解、飾り作り、調翻など）に

取り組み続けるという、個別療育の中ではできなかつ

ＮＰＯの活動内容

ＮＰＯは発達障害を始め「心の問題」をもつ人々

に対し、療育やカウンセリングを中心とした支援活

動を行い、より健やかで豊かな成長と、社会への適

応を支援することを目的としています。

現在、名古屋市内を中心に稲沢市、一宮市、豊橋

市や岐阜県、三重県などから通う利用会員が150名

程度登録されており、年齢も２歳から高校３年雄ま

で幅広く、診断名は広汎』性発達障害（自閉症、アス

ペルガー障害、特定不能の広汎性発達障害）が最多

で、ＡＤＨＤ、ＬＤ、ダウン症、知的障害や未診断

の方も利用しています。在籍場所も母子通園施設か

ら通常学級、特別支援学級、特別支援学校、私立高

校、定時制高校、専修学校など多岐にわたります。

スタッフは、臨床心理士を中心に、特別支援教育

士や行動療法士など発達障害児への療育に関連する

学会に所属して、学会固有の資格を有している者も

います。またＮＰＯとクリニック以外にも、大半が

スクールカウンセラーや不登校児童・生徒が通う適

応指導教室などにも並行して勤務しています。

利用者の中には診察に強い抵抗を示す子どももお

り、医師と療育担当者とが連携して対応することに

より、スムーズに受診できるようになっています。

その他にも、知能検査はＷＩＳＣ－Ⅲ、Ｋ－ＡＢＣ

を中心に、年齢に応じてＷＡＩＳ－ＨＩのアセスメン

トなど、保険診療内で年間４～50件程度実施してい

ます（所見は後述)。

個々の支援活動内容を以下に示します。

個別療育；

１回のセッションは50分間で、多い方で週１回、

少ないと月１回の頻度で実施しています。年齢制限

はありませんが、主に小学生までを中心に、子ども

の能力や状態に応じて、個別にプログラムを作成し、

適応的な活動を増やしていく支援を行っています。

平成24年度の１年間の(同別療育の実施回数は、

2,839回と年々、増加傾向にあります。主にＡＢＡ

(応用行動分析）の技法を用いて、適切な行動を強

化していく方法で支援を行っています。また、

TEACCHの構造化の視点も併せて、分かりやすく

提示することで適切な行動が生起しやすい環境を蕊

えながら、できたら褒めることを繰り返していきま

す。
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たこと、また学校場面でも中々実施できないことに

取り組むため、新たな課題が見えるとともに、どの

ように支援すると作業に取り組むことができるのか、

今後、どのようなツールを使いこなせるようになる

と現実場面にも応用することができるかなど、実習

を通して有効な支援や資源を探ることも中心的なテー

マになっています。

保護者交流会；

年２回実施しており、毎回50名近くの保護者が参

加して、横の繋がり、縦の繋がり、地域の繋がりが

できる会になってきています。特に、先輩の保護者

も参加して低年齢の子の保護者に学校適応や進路な

どのアドバイスをしていただいています。

お泊まり会・キャンプ行事；

３年ほど前より、７月に主に通常学級に在籍して

いる小学生を対象に、お泊り会を実施しています。

初めて家族、親戚以外の場所に宿泊させることに不

安を抱いている保護者もいますが、ＮＰＯ施設内で

の宿泊ということもあり、１度体験すると次の年も

子どもが希望して申し込みをすることが多々ありま

す。内容は、ＳＳＴゲーム、工作活動、調理実験など

を中心に行い、花火やスイカ割り、地下鉄に乗って

屋外プールに出かけて泳いだりもします。名占屋市

内では、小学５年生の学校行事で中津川での宿泊活

動があることも関連して、その前に学校よりも少人

数でより細かな配慮をすることができる宿泊行事が

良い練習の機会となるため、年々希望者が増加して

います。

また、主に通常学級に在籍している小学５年４t以

上を対象に、宿泊活動を行っています。ここ２年間

は、観光バスを借りて福井県の青少年自然の家まで

出かけています。海での活動を中心に、水泳、カッ

ター活動（30名乗りの手漕ぎポート）、野外炊飯な

どの活動を行います。意外にも、自由時間のカード

ゲームを楽しみにしている子どもが大勢います。

女子会（企画中）；

今年度は更に女子会として、主に通常学級在籍の

小学能以上の女子に限定し、身だしなみ・マナー教

室、手芸、お菓子作り、茶話会などを企画していま

す。

教育講演会・豆知識講座；

主に外部の先生や顧問の先生などを講師に招き、

発達障害に関連した教育講演会をこれまでに３回、

豆知識講座を２回開催しており、年に１度ずつ定期

的に開催することができるようになってきました。

ケース会議；

ほぼ週一回のペースでスタッフの担当しているケー

スを検討し合います。顧問の先生や、医師も時に参

加します。

まとめ

適応障害や、欝、人格障害、依存症、双極,性障害

などのかなりの部分が発達障害を基礎にしているこ

とが精神科領域でも注目されているようです。私が

関わっている数人の「心の問題」をもつ成人も例外

ではありません。子どもの頃充分な理解と適切な関

わり（支援）があれば、本人の自己理解と自己肯定

感がより高くなり、もう少し生きやすいだろうIこと

思うこともしばしばです。

Ⅱ乍今発達障害は注目されすぎて、却って専門でな

いからと関わりが敬遠されがちです。ＮＰＯなどで

支援者を支援するのも非専門家の関わり方の－方法

かと思います。人は誰でも褒められれば幸せになり、

自己評価も作業効率も上がります。発達障害を特別

祝せず、育児支援の一環として教育や福祉関係者，

自院スタッフ共々Ｕ々の診療活動の中で「困ってい

る本人」や「戸惑っている家族」を受け｣lこめ、サポー

トしていくことが大事だと思います。

検査所見例～療育スタッフの検査記録より～

氏名：Ａくん（男児）

検査曰：平成○年○Ｈ○曰

堆年月曰：平成○年○月○日

埖活年齢：１２歳０ヶ月７曰

検査名：曰木版ＷＩＳＣ－Ⅲ

検査者：Ｂ（臨床心理士）

主治医：Ｃ（小児科医）

検査時の様子

初めての検査場所、初対面の検杳者のため、やや

緊張した様子で来室しました。母子別室に関しては、

特に抵抗を示すことはありませんでしたが、最初に

トイレに行くよう勧めると、トイレから出てくるま

でに時間がかかりました。

すべての下位検査について、一度の教示で回答方

法を理解することができ、応答がスムーズでした。

分からない言語｣性検査では、少し考えてから、手

を広げて頭をかしげて分からないポーズをとったり、

｢分かりません」と答えていました。また、「知識」

と「算数」の問題で、検査者への聞き返しが１度ず

つありました。

分からない動作性検杳でも、少し老-えてから、分
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からないポーズをとったり、「分かりません」と答

えていました。「積木模様」など見本を見比べなが

ら行う検査においては、制限時間を越えても粘り強

く取り組む様子が見られました。「記号さがし」で

は、問題を一つずつ指で押さえたり、「迷路」でも、

少し先の見通しを持ってから取り組むＩ慎重な様子が

見られました。一方で、「符号」「迷路」において、

鉛筆の操作に不器用さが顕著に見られ、鉛筆の操作

ミスにより得点が減点された問題が１問ずつありま

した。

検査の所要時間は、およそ１時間１５分間でした。

回答する際に検査者の顔を見ることもありましたが、

おおよそ、やや下を向いていることが多く見られま

した。終始、検査者の指示に従い、協力的かつ穏や

かで物静かな様子で検査に取り組んでいたように思

います。

全体から

全検査ＩＱが74であったことから、知的水準は

｢境界線」の範囲に位置します。言語性ＩＱと動作'性

ＩＱとの間に有意な差が見られなかったものの、各

下位検査間でのバラツキが見られることから、知的

発達、認知特性にややアンバランスさが認められま

す。そのため、全検査ＩＱの数値が、そのまま知的

水準の高さを反映していない可能性も考えられます。

これらの点を考慮して、以下に所見を記述します。

「言語理解」

この群指数は、言語的な情報や自分自身がもつ言

語的な知識を状況に合わせて応用していくような言

語能力を測定しています。本児の中では、抽象的な

言葉などを理解することは得意なようです。一方で、

社会的なルールに関する知識や一般的な物事の因果

関係についての知識はやや不足しているようです。

また、説明の仕方がやや独特で他者に伝わりにくい

面もあるように思います。

「知覚統合」

この群指数は、視覚的な情報を取り込み、それら

を相互に関連づけ全体として意味のあるものにまと

め上げていく能力を測定しています。本児の中では、

ポイントを的確に捉えたり、状況を読み取ることは

得意なようです。また、衝動的に行動するのではな

く、先のことを予測してから行動するような』慎重な

面があるように思います。一方で、空間の位置取り

を正確に把握したり、言葉に置き換えることが難し

いような課題に取り組むことには!慣れるまでに時間

がかかり苦手なように思います。

「注意記憶」

この群指数は、注意を集中させて聴覚的な情報を

正確に取り込む能力を測定しています。注意を集中

して短期間、聴覚的な'盾報を記憶しておくことは苦

手なようです。とりわけ、聴覚的な』情報を一旦、保

持したまま別の作業を行うような場面（＝作動記憶

いわゆるワーキングメモリーを用いるような場面）

では、困難さが顕著に見られるように思います。

「処理速度」

この群指数は、視覚的な情報を素早くIE確に処理

していく事務的な能力を測定しています。また、視

覚的短期記憶の指標でもあり、手先の不器用さも結

果に反映されることがあります。鉛筆の操作などを

見ると、手先の不器用さは顕著に見られました。ま

た、言葉に置き換えることができない刺激を短期間

記憶することも苦手なように思います。これらのこ

とから、視覚的な情報を素早く正確に処理していく

ことは非常に苦手なようです。

検査結果

言語性：７７動作性：７６全検査：７４

言語理解：８２知覚統合：８２注意記憶：６８

処理速度：６８

※この数値はその年齢での平均を１００とした時、

どのくらいの位置にいるかを表します）

○言語性：知識：７類似：８算数：４

単語：７理解：６数唱：５

○動作性：完成：８符号：４配列：７

積木：５組合：９記号：４

迷路：１２

ｎ
ｖ
Ｃ
Ｄ
Ｆ
』
４
や
ｎ
と
ｎ
Ｕ
Ｃ
Ｄ
Ｒ
ｕ
０
屯
ｏ
と
ｎ
Ｕ

ｍ
凸
■
上
勺
＆
勺
且
■
且
Ｑ
Ｌ

知識類似算数単DB理解数唱完成符号配列板木組合記号迷路

－２２－
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今後に向けて 生活や今後の就労にも役立ち、現実的には良いよう

に思います。

今後は、上述したように、まずは先の見通しを持っ

て安心して取り組めるような配慮を優先することが

大切なように思います。それから、本人の気持ちも

受けとめつつ、社会的に常識とされる知識や暗黙の

ルール、社会的スキルなどについて、少しずつスモー

ルステップで積み重ねていけると良いように思いま

す。また、並行して、パソコンや電卓など、生活や

今後の就労に向けて必要なスキルを学んでいけると

良いように思います。先の見通しを立てて、目標に

向けて少しずつ成功体験を積み重ねていくことで、

今後のさらなる意欲や自信に繋がっていくように恩

新しい場所や人などの新奇場面において、緊張が

高まる傾向があるように思います。また、先のこと

を気にして行動する傾向が強いため、先の見通しが

持てない状況では、上手く能力を発揮することがで

きないように思います。そのため、事前にスケジュー

ルや終わりの時間などを確認しておくと、落ち着い

て取り組むことができるように思います。新しく始

めることや普段とは異なることに取り組む際には、

色んな選択肢について事前に話し合い、それらを体

験的に練習（ロールプレイ）しておくと、実際の場

面でも、比較的、落ち着いて取り組むことができる

ように思います。

生活面においては、聴覚記’億・作動記憶の困難さ

から、聞き漏らし、聞き間違い、忘れ物、途'１Jで指

示を忘れてしまうなど、いわゆる”うっかりミス川が

多く見られるかもしれません。そのため、指示は短

く端的に説明し、また、忘れても確認できるように、

視覚的に残しておくような配慮も必要になると思い

ます。忘れ物への対策も同様に、チェックリストを

作成し、一つずつ確認できるよう指導していけると

良いように思います。

聴覚記'億・作動記憶に関連して、学習面でも、新

しく習う用語やそれ自体に意味のないような情報を

覚えるのに時間がかかるように思います。そのよう

な場合には、語呂合わせで覚えるなど、意味のない

情報に意味づけして覚えるような配慮をすると、覚

えやすくなり良いように思います。

また、「処理速度」の低さから、黒板を板書する

場面で困難を示す可能性が考えられます。板書の工

夫として、一文字ずつ見て書くのではなく、単語や

文節をまとめて言葉にして書き写すことを教えてあ

げると書く速度が上がるように思います。可能であ

れば、手元に写すプリントを用意するなどの配慮を

してもらえると、より書き写しやすくなるように思

います。また、事前に漢字の予習など予備知識を入

れておくことも効果的なように思います。関連して、

音楽（リコーダーなど)、体育（球技など)、家庭科

(裁縫など）など、道具を使用するような教科で困

難を示す可能性が考えられます。それらの際には、

道具の使い方について言葉で詳しく教えてあげたり

(動作や空間的な位置取りなど非言語的なものを言

語に置き換えてあげる)、使いやすい道具を揃えた

り、作業の時間を多めにとるなどの配慮も効果的な

ように思います。しかし、年齢的な面を考えると、

今後は、パソコン、電卓、携帯電話などの機器の使

用方法を習得して苦手な面を補っていくことの万が

います。

－２３－
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(Ver6）の審査では共に高い評価をいただき一発合

格することが出来た。

保健部門は愛知県の小児保健の中核施設として、

相談、教育・研修、調査・研究、｣情報サービス、医

療と他施設の連携などの業務を行っている。「もし

もしキャッチ」の時間外電話相談や、こどもの虐待

防止活動として「虐待ネットワーク」を構築し、地

域の行政・保健、児童相談所・学校および医療施設

と連携しながらその機能を強化している。その他、

病気の予防やこどもの健康を目指して活発に活動し、

さまざまな多職種ネットワークを組みながら子供の

健やかな成長に役立っている。
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２曰本の小児救急の現状

わが国はこれまでにない少子高齢化が進み、小児

の救急医療及び周産期医療の早急な医療体制の整備

が求められている。先進14カ国の年齢別死亡率をそ

の平均値100として各年代の指数で示したWorld

healthreport2005によると（表１）、わが国の０

歳台の死亡率は第一位の低さを示し、５歳以上から

成人老年代もその中で最も低いレベルであった。し

かし、１－４歳の死亡率指数は119と最も悪いレベ

ルになっていたことは衝撃的な実態であった。この

年代別死因（表２）においては１－４歳、５－９歳、

10-15歳では病気や先天異常ではなく「不慮の事故」

になっており、これに対するわが国の救急体制の不

備が大きな主因と考えられる。また、厚労省科学研

究において、この１～４歳児の死亡について検討さ

れたことによると、２年間の病院内死亡が５人以下

の中小病院において数多く死亡したことがわかり、

１．あいち小児保健医療総合センターの歴史と概要

あいち小児保健医療総合センター（以下「小児セ

ンター｣）は、国立療養所中部病院（国立長寿医療

研究センターの前身）の小児病床を引き継いで、病

床数42床の医療部門と病院に併設した保健部門を併

せ持った総合保健医療施設として平成13年11月に－

部オープンした。小児慢性疾患を中心に腎臓科、ア

レルギー科、循環器科、心療科藝及び愛知県総合保健

センターから移転した耳鼻咽喉科、眼科などの診療

科で構成されていた。平成15年には内科系の感染科、

予防診療科（免疫科)、神経科、外科系の小児外科、

心臓外科、整形外科、形成外科、泌尿器科、歯科ｕ

腔外科、麻酔科が加わり、診療科目22科目、３病棟

＋ICUの病床数113床で、小児専門総合病院として

全面オープンした。更に平成16年には５病棟＋ICU

６床の病床数200床（稼働病床189）と拡大し、平成

18年にはICUを８床に増床し、平成22年には脳外科

(愛知県コロニーより移転)、放射線科が新たに加わ

り、現在では27科目を標傍している。

小児センターでは、質の高い医療を提供すると共

に、診療を受ける子供と家族の療養環境を考え、開

設当初から様々な取り組みをしていた。来院した子

ども達からも「あれ？何だか、ここ、病院じゃない

みたいだね」「もう一度入院したい」とよく言われ

るような環境をハード・ソフト共に実現して全国の

子ども病院から高い評価を受けている。このような

環境作りの成果が評価され、平成15年11月に「癒し

と安らぎの環境賞病院部門優秀賞」を頂くことが

出来た。

医療部門は愛知県唯一の小児専門総合病院として、

各科とも先進的な小児医療を行い、それぞれ全国的

な知名度を誇れるようになった。病院機能評価では

平成19年２月の（Ver5）及び平成２４年１月の

表１わが国の全死因の年齢別死亡率と先進14か国

の平均値との比較

先進14か国とは、オーストラリア、オーストリア､ベルギー、カナダ、

デンマーク、イギリス、フランス、ドイツ､ギリシャ、イタリア､ニュー

ジーランド、スウェーデン、スイス、アメリカ、先進14か国の平均

を100とする。

－２４－

０歳 64.6

１ ～ ４歳 119.9

５ '～ １４歳 78.7

1５ 戸～ ２４歳 6４３

2５ ヘン ３４歳 65.0

3５ ～ ４４歳 ７４．８

4５ 〆～ ５４歳 80.8

5５ ～ソ ６４歳 77.1

6５ 戸～ ７４歳 ７１３

７５歳以上７６．６
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表２わが国の年齢別死因Ⅱ偵位

わが国の救急体制の早急な整備と集約化または連携

の必要性が浮き彫りにされた。（これらの資料は５

年前に小児救急体制の整備の必要性とＰＩＣＵの重要

性を整理するために作成した時期の資料で少し以前

のものであるが、現在と大差はないと思われるので

使用した｡）

小児集中治療室（以下、ＰＩＣＵ）の全国調査（Ｒ

本小児科学会雑誌１０９：10-15,2005）によると

｢看護単位が独立したＰＩＣＵ」は全国に16施設しか

なく、その総病床数は97床であった。アメリカとヨー

ロッパ先進国の小児人口当たりのＰＩＣＵ病床数は、

それぞれ１床／２万人と１床／４万人であり、Ｕ本

は1床／20万人ということであった。現在曰本では

小児三次救急医療の80％を、一般小児病棟または成

人のICUで管理していると推定される。欧米では、

1970年代初頭から小児の重症患者は「ＰＩＣＵで

PICU専門医により診療されること」により有意に

死亡率が減少することが明らかにされ、以後急速に

普及した。また埼玉医科大学総合医療センター小

児科の桜井淑男先生の調査では、１４歳以下の不慮の

事故による死亡率については、独立したPICUの存

在する13の都道府県では5.5人／こども人口10万人

であるのに対し、独立したＰＩＣＵのない都道府県で

は8.0人／こども人口10万人であった（表３)。

の愛知小児救急体制を考える会の報告（2003年の調

査；柳瀬陽一郎先生による）では、愛知県で1年間

のＰＩＣＵ管理が必要な患者数は698例である。また

2006年の日本小児科学会雑誌（110：656-662,2006）

の報告では愛知県に必要なＰＩＣＵは28床とされてい

る。愛知県でのＰＩＣＵは第二曰赤に２床あり、名古

屋市立大学に４床の予定があるが、成人のICU内に

あり小児専門の救急医は非常に少ない状態である。

愛知県の小児三次救急医療において、十分な数の独

立したＰＩＣＵを設立し、小児専門救急医及び集中治

療医を配置することは、愛知県ひいては日本の小児

医療に大きく寄与すると考えられる。

小児専門病院に三次救急の拠点を置く利点は、①

各診療科の医療レベルが時代によって大きく変化す

ることなく保たれる可能性が高い、②さまざまな大

学医学部の専門領域における高い医療レベルを持ち

こんで診療することが可能である、③各専門診療科

がチームとして診療に当たることができ多臓器に及

ぶ異常を持った小児に対する質の高い医療提供が可

能である、④症例を集約化することでその疾患の治

療成績があがる、などである。また大学においては

研究も含めて比較的狭い領域を深い知識と技術を持っ

て診療にあたることができるので、４大学とあいち

小児センターは協力して愛知県のこども達が適切な

医療を受けることができる体制と環境作りに努力す

る必要がある。表３成人と独立したＰＩＣＵの有無による死亡率の

比較（都道府県別、１４歳以下の不慮の事故に

限定して） ４．愛知県の新生児救急の現状

愛知県の新生児救急を担う主な病院は、４つの大

学病院と３つの総合周産期母子医療センター（第一

日赤、第二曰赤、安城更生）がある。それぞれの施

設には優れた新生児科医がいて高度な新Ll三児未熟児

医療を主体に行っているが、さまざまな臓器の異常

を持った新生児には、それぞれの臓器の小児専門医

がいることで更に質の商い医療を提供することが望

まれる。例えば心臓の重大な奇形を持っている児の

場合、小児循環器科医や小児心臓外科医のいる施設

での管理が必要になる。更に、その上消化管閉鎖な

どの疾患を合併しているような場合には、小児外科

医の存在が必須であり、腎不全を合併していれば腎

このことからわかるように小児医療及び救急医療

の改善には独立型PICUは必須であり、愛知県に是

非作るべきだと考える。

３．愛知県の小児救急の現状

2004年の小児科学会東海地方会のシンポジウムで

－２５－

１位 ２位 ３位 ４位 5位

１ 戸～ 4歳 不慮の事故 先天異常 悪'性新生物 心疾患 I市炎

５ 戸～ 9歳 不慮の事故 悪'性新生物 先天異常 心疾患 他殺

10～14歳 不慮の事故 悪」性新唯物 心疾患 自殺 先天異常

こども人、１０万人あたりの

不慮の事故による死亡率

独立したPICUのある

13の都道府県
5.5人

独立したＰＩＣＵのない

他の都道府県
８０人
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思われるので、母体の大きな異常は基本的に小児セ

ンターでの分娩は避けるべきである。母体異常と胎

児異常が併存する場合には基本的には総合周産期母

子センターでの分娩管理後に時期を選んで新生児搬

送を行う体制が望ましい。

臓小児科医の存在が重要である。現在愛知県にはこ

のような小児の複数領域の専門医がいて、新生児医

療を担える施設はない。新生児他科疾患の多くを占

める、小児外科疾患、小児循環器疾患、小児脳外科

疾患は合併する場合も多く、これらを診療できる専

門科を小児センターはすべて有しているため、新生

児医療環境を整えることが望まれる。

新生児他科疾患（早産低出生体重児および内科的

疾患以外の疾患）について楠田聡、和田和子の「新

生児他科疾患に関する研究一（平成１９年度厚労科研一

子ども家庭総合一周産期ネット藤村班)」によると、

この研究で実態調査が行われＮＩＣＵの出生曰入院の

約10％が他科疾患であり、入院疾患の内訳は以下の

通り（表４）であり、これらの患者のＮＩＣＵ入院日

数は以下の通り（表５）であった。

６平成23年度の地域医療再生計画

平成23年度の地域医療再生計画とは、それぞれの

県単位で地域医療再生に係わる事業計画を国に提出

し、全国の中から25年度中に着工の厳選された事業

に対して、国がその事業の２分の１の補助金を提供

するというものであった。愛知県の方針は小児医療

をこの地域医療再生計画にあわせて、小児センター

に急I性期部門を整備し、小児センターの心療科を愛

知県コロニー中央病院に移転して、発達障害を中心

とした慢性期部門として再整備するであった。この

計画の具体的な内容は以下の通りで、コロニーにつ

いては「こばと学園」と「中央病院」が総病床数を

減らして合体し、老朽化した病院の建て替えを行う。

小児センターは小児救急拠点のために救急棟を増設

し本館既設改修して周産期医療を行う。この２つの

計画は、多少の減額はあったものの概ね予算として

認められた。これに伴って小児センターは27年度後

半に新棟を建設し、２８年初めに救急業務を開始し、

その後本館改修を行って28年度後半に周産期医療を

開始する予定である。

表ら表４

小児外科疾患：35.2％

循環器疾患：34.5％

脳外科疾患：11.6％

その他：18.8％

以上から考えると、ＮＩＣＵ病床の10％は他科疾患

用であり、愛知県の必要ＮＩＣＵ病床は200床と考え

られるので（藤村正哲、楠田聡の「ＮＩＣＵの必要病

床数の算定に関する研究一（平成19年度厚労科研一

子ども家庭総合一周産期ネット藤村班)｣)、他科疾

患用には20床が必要であると推測される。

７．小児センターにおける三次救急の整備

①小児集中治療室（PICU）の新設

前述したように、2006年の日本小児科学会雑誌

（110：656-662,2006）の報告では愛知県に必要

なＰＩＣＵはおよそ28床とされる。愛知県地域医療

保健医療計画（平成23年度）の記載では、重症小

児患者数2141名/年のうち成人ICUへの入室18％、

小児一般病床76％、その他６％であり、かなりの

症例は本来PICUに入室すべきであったと思われ

る。一般的に、非術後PICU入室患者は人口1000

人当たり1.0人程度と言われており、愛知県の小

児人口108万人から考えると少なくとも1080人程

度が１年lIHにＰＩＣＵに入室できれば治療成績が改

善すると思われる。この1080人がそれぞれ５－１０

曰間、ＰＩＣＵに入室していると考えると15-30床

必要になり、その半数が小児センターに搬送され

るとして非術後例で８－１５床必要になり（※これ

は前述の28床とかなり近いデータである）、術後

例（６－８床）を合わせると16床が必要数となる。

５．産科の必要性

母体搬送の意義は、出生前から胎児および母体に

ついて十分な評価と管理を行い、適切な分娩時期の

決定と分娩に備えた準備を行うことによって、母体

はもちろん、新生児の集中治療へのスムースな移行

を図ることにある。母体搬送システムの先進地の一

つであるカナダオンタリオ州でのガイドラインに記

された母体搬送の適応疾患の中に「出生前に診断さ

れた胎児奇形」があり、特に出生直後の対応が要求

される疾患（横隔膜ヘルニア、チアノーゼを伴う先

天性心疾患など）では出生後の新生児がいち早く治

療開始出来る体制が求められる。また直後に早急な

対応が必要でない場合でも、後で新生児搬送とそれ

ぞれの専門医による診療が必要になるので、母体搬

送での分娩がよりよい体制となる。

ただ、小児専門病院での産科体制は、成人の総合

病院の産科に比べて、母体の異常に対しては弱いと

－２６－
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②新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）の新設

愛知県に必要なＮＩＣＵ病床数は約200床程度と

され、前述したように、ＮＩＣＵ病床の約10％は他

科疾患対応を考えるべきであるので、他科疾患用

には20床が必要である。そのうち1/2-2/3は単

独の他科疾患を扱える周産期センターでも対応可

能と思われるので複数の他科疾患にも対応できる

小児センターでの病床は６床以上が必要と思われ

る。知多半島医療圏の人口は愛知県全体の約７～

８％であるが、この地域にある公立の半田市民病

院にはＮＩＣＵ病床は３床しか有していない。この

地域に必要な一般ＮＩＣＵ病床の約半分を担えば良

いと考えて６床を想定し、他科疾患用と併せて小

児センター全体でのＮＩＣＵ病床数を12床（必要数）

とした。

ＮＩＣＵ病床で集中治療を受け、全身状態が安定

してきた児を引き続き観察する病床としてＧＣＵ

の存在がある。一般的にはＮＩＣＵ病床の１５～２

倍程度にて算定されるが、小児センターＮＩＣＵの

入室患者の中心が低出生体重児群よりも、手術後

比較的速やかに一般病棟に転出できる他科疾患患

者が中心である事を考慮すると、ＮＩＣＵ後方病床

として一般病床に６－１２床準備することが妥当と

考えられる。

術の拡大はおろか、救急手術対応や周産期手術対

応が出来ないことになるので、手術室の拡大整備

が必要である。救急棟整備後の救急例もあわせた

年間手術件数は3500件と推定されるため、今計画

では６－７室を整備しなければならないと考えて

いる。

８．新棟建設と本館改修

小児センターに小児三次救急医療体制を構築する

ため、救急部門、手術部門、ＰＩＣＵ部門、中央材料

及び物品管理センター等の機能を集約して本館との

連携に配慮しながら、床面積約6800㎡を想定して救

急棟を増築する（図１）。新棟は災害時にも十分な

病院機能を維持できるように免震構造とし、広域搬

送にも対応できるように屋上にはヘリポートを設置

する。既設の現ICUをＮＩＣＵに、手術室・中材部門

を産科部門への改修、及び現病棟の一部改修を行い

救急病床及びPICUやＮＩＣＵの後方病床として整備

する。

新棟は地下から３階のすべての階で本館と連結し、

最上階のヘリポートおよび各階とは患者搬送エレベー

ターで、中材と手術室は専用（上下）エレベーター

で連結し、他に業務用エレベーターで各階をつなぐ

形をとる。

①救急外来部門（新棟１階）

救急外来はトリアージ室を通して通常診察室３

室（平ＦＩは総合診診察宰）及び感染者用診察室２－

３室（別入口も有する）などを有し、初療室２室

（１宝は緊急手術対応)、処置室、観察室、Ｘ線室

（一般撮影、ＣＴ、透視室などをⅡ|頁次整備）など

を整備する。常時小児救急医が勤務してウォーク

インを始め、一次医療施設・救急車からの連絡を

受けて救急患者の初療を行う。重症例はＰＩＣＵ医

と共同で、中軽症例に対しては総合診療医と連携

し、夜間休曰は内科当直医・外科当直医と連携し

て救急患者の診療を行う。救急医診療エリアのほ

かに一般用のレストランを配置し、その横に災害

対策本部となりうる多目的室を設置する。

②手術部門（新棟２階）

各診療科に特徴的な体外循環手術、顕微鏡手術、

透視下手術、内視鏡手術、多目的手術、緊急手術

等（将来血管造影室に転用できるｌ室）の特徴を

もった手術室７室を外周供給廊下・中央ホール型

の手術室構造とした。これは麻酔医・外科医及び

手術室スタッフが中央ホールで患者の入退室の安

全I性と効率性を優先した配置で、地下の中材とは

専用エレベーターで連結し物流及びスタッフ動線

③産科病棟・外来の整備・新設

循環器疾患症例については、心奇形は出生100

例に１例あるといわれており、愛知県の出能数が

年間７万人あることを考えるとおそらく年間700

人の心奇形児が出生している。胎児診断率は2003

年の時点では10％程度といわれていたが、超音波

機器の進歩や技術の進歩で75％以上に上げること

ができるとも言われている。仮に20％の胎児診断

率として少なく見積もっても、年間に140人程度

の心奇形が胎児診断されると思われる。小児外科

症例ついては平成12年度年間228例あり、出生前

診断を受けたものは71例であった。将来もっと胎

児診断率が上がることによって、小児センターで

は年間150-200以上の分娩が予想される。

④手術室拡大の必要性

小児センターにおける手術件数は２期目がオー

プンした2004年に約1400件あったものが2012年に

は2100件を超えるまでになった。現行の手術室４

部屋はフル稼働状態で、実施可能件数は概ね年間

2200件が限界である。更に手術待機が各科平均３－

４か月となっており、現状のままでは予定待機手

－２７－
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する。胎児異常分娩からの入室、あるいは総

合周産期施設から搬送される新生児他科疾患

（心臓疾患、小児外科疾患、脳神経疾患等）

が半数以上を占めると思われ、一般的な未熟

児は比較的少ないことが予想される。それぞ

れの疾患によってＮＩＣＵ管理後は手術・ＰＩＣ

Ｕ入室になる場合が多く、一般的なＧＣＵを

利用する惠児はＮＩＣＵ内で管理してその後隣

接する21病棟や31病棟のＮＩＣＵ後方病床に移

動する。２８年後半の開設になるが、当初は９

床からの開始となる。

⑥その他病棟の改修

２１病棟にＰＩＣＵの後方病床（ＨＣＵ）として4床、

NICU後方病床として６床を有した循環器疾患混

合病棟として整備する。３１病棟には神経系のＮＩＣ

Ｕ後方病床数床を有した内科混合病棟として整備。

２２．２３病棟は外科混合病棟としてそのまま継続。

32病棟は現在心療科病棟となっているが、３０年春

にコロニーヘの移転の予定となっているので、移

転後に閉鎖病床を感染症病床にし、解放病床を救

急及び混合病床にする予定である。

を考慮した安全性と効率性を有した手術室となっ

ている。緊急にも対応して年間3500件の手術件数

を施行できる手術室を目指しているが、小児麻酔

専門医確保及び育成が今後の大きな課題である。

③小児集中治療室［PlCU］（新棟３階）

必要病床数は16床で、術後オープンエリアの８

床と個室化できる救急・感染・その他のエリア８

床に大きく分けられる。基本２：１看護体制で、

PICU専門医およびレジデント医師２人以上が常

時交代で勤務する体制をとる。ＰＩＣＵ医は小児科・

医、麻酔科医等の出身で、海外、東京都立小児医

療、成育医療センター等でトレーニングを受けた

人材を予定し、救急科、麻酔科、内科系各科、外

科系各科などと連携し、重症管理体制を構築する。

愛知県内の二次・三次医療施設、救命救急センター、

集中治療室などとの連携を整備して、スムーズな

患者搬送が出来る体制にして小児専門病院PICU

としての機能が発揮できるようにする。開設当初

は10-12床でスタートし、次第に14-16床と増

床していく予定である。

④中材・物品管理・臨床工学各センターおよび職

員厚生部門（地下１階）

地下には手術室と直接エレベーター連結した中

央材料室、その他物品管理センター、医療機器

(ＭＥ）センター、電気室、サーバー室及び職員

更衣室・仮眠室等を配置して職員厚堆部門を蕊備

する。

⑤周産期部門図１新棟完

１．産科病棟及び外来 図正

本館２階の手術室と物品同大

9．おわりに

愛知県の小児医療で「足りない部分を補填してい

こう｣、「小児センターで出来るところから始めよう」

としていたところに、平成23年の地域医療再生計画

新棟完成予想図

図正面がヘリポート（上）と救急車入ロ（左）を備えた新棟

図右奥が車寄せと玄関が見える既設本館正面

管理センターを改修して、

ＬＤＲ室と手術が可能な第

二分娩室（現手術室）を備

え10床の個室を有する産科

病棟と、隣接した産科外来

を整備する。産科病棟の西

には新棟２階の手術室と隣

接し、ＬＤＲと分娩室の東

にＮＩＣＵが隣接しているの

で、母体及び胎児・新ﾉｷﾐ児

にとっても良好な位置とな

る。

２．新生児集中治療室

（ＮＩＣＵ）

現８床のICUを利用する

ことと手術室の一部を改修

して、１２床のＮＩＣＵを整備

一■■■Ｓ８

匹≦ミョ厚､夷:.、
－■■Z名
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が浮上して、あいち小児保健医療総合センターに小

児救急医療及び周産期医療をほぼ同時期に整備する

という大きな計画を立てることになった。まだまだ

計画段階ではあるが、これから医師、看護師を始め

数多くの人材を確保し、育成しなければならない。

財政、地域連携、病病連携、病院内外の協力体制な

ど様々な課題を解決していかなくてはならないが、

皆さんの協力のもと、愛知県ないし全国の子供たち

の健康と幸せのために、大きな計画を遂行してより

良い医療提供が展開出来るようにしていきたいと願っ

ている。

－２９－
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の女性がＨＰＶに感染し、約８割は生涯に一度は感

染すると言われています。このように感染はありふ

れたものですが、若い女性の感染病変はＨＰＶに対

する免疫応答により自然に消失することも明らかに

なっています（図３)。

第2Ｇｓ回例会講演
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Ｚ◆： ◆

Ｌ;１．ＨＰＶが原因の病気：
：◆？ ◆

～予防から治療の。￣◆

◆ ◆

Ｕｐｔｏｄａｔｅ～ｊ
：◆＿

し◆か

｛トが◆Ｊ

◆＿ ◆

金沢医科大学産科婦人科学：
◆＿

◆‐

准教授笹１１１寿之、
◆＿

し◆‘ ‘◆

（平成25年３月31口）？■◆￣

し◆： ◆
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【ＨＰＶが原因の病気】

ＨＰＶが原因の病気として代表的なも

のが子宮頸癌です。子宮頸癌は子宮の入

り口（頚部）にできる癌で（図１）、最

近、若年女｣性で増加しています（図２)。

治療法の進歩によって、たとえ命が救

われたとしても、若年発症による治療の

不利益として、不妊や妊娠時の問題があ

ります。また、どの世代にも共通して、
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図２

術後や放射線治療後の後遺症としての排尿困難や

下腿浮腫はＱＯＬを著しく損ないます。

世界では年間約50万人が発症し、約27万人が死

亡しています。本邦でも毎年1.5万人が前がん病

変（CIN3）を含め子宮頸がんと診断され、３５００

人以上が死亡しています。

多くの先進国では子宮頸癌が減少しつつある中

で、本邦での子宮頸癌の発症は30歳代後半にピー

クがあり（図２)、２５～54歳の死亡率増加という

状況にあります。したがって、早急な対策が求め

られています。

ＨＰＶは性交渉により子宮頚部やI室の粘膜上皮

に感染します。性交を経験して５年以内に約半数 図３

－３０－

HPV感染から発癌までの自然史
｣
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しかし、感染者の約１割は感染が持続化しそ

の一部は１０年以上かけて、癌に発展すると考え

られています（図３，図４)。ＨＰＶは本来、宿

主免疫を回避する能力を有しており、また、一

部の女I性では免疫機構が機能しないため、持続

感染化が成立すると考えられています。

子宮頸部の扁平・円柱上皮境界部の細胞に感

染したＨＰＶは、数か月の持続感染後に子宮上

皮腫瘍gradel（CIM）を形成し、さらに数年

かかってＣＩＮ３に進行します。そこから癌にな

るまで10年近くかかるとされています。したがっ

て、ＨＰＶ感染から癌化まで最低10数年はかか

るとされています（図４)。

ＨＰＶは180以上の遺伝子型が報告されていま

す（図５)。一般に子宮頸癌を誘導するのは１３

タイプが高リスク型とされ、曰本ではＨＰＶ16.

18型は子宮頸癌の原因ウイルスとして約6割を

占め、さらにＨＰＶ３１．３３．４５．５２．５８型を合

わせると約９割になります。

また、尖圭コンジローマの原因とされるＨＰ

Ｖ６．１１型は低リスク型として分類されます。

そして、ＨＰＶは子宮頸がんのみでなく、男

女に共通する多くの疾患の原因であることも明

らかになっています（図６)。

女性の場合は、子宮頸癌以外にはI室癌・外陰

癌・尖圭コンジローマ（図了）があります。男

｜性の場合には、陰茎癌、直腸癌がありますが、

男女ともに、一部の咽喉頭癌や膀胱がんの原因

とされています。

稀ではありますがＨＰＶの母子感染も知られ

ています。これは若年’性再発,性呼吸器乳頭I重症

(ＪＯＲＲＰ）で、５０～60％の母親に尖圭コンジ

ローマの既往が認められています。

また、妊娠時に尖圭コンジローマを合併して

いる場合、ＪＯＲＲＰのリスクは230倍上昇する

とされています。小児の咽頭・喉頭良』性腫瘍の

原因の第一位と言われ、再発性・多発,性の為、

非常に難治性で、繰り返し手術をしなければな

らず、患者にとっても負担の大きい疾患です。

図４

図５

図６

尖圭コンジローマ(condylomaacuminata）
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【子宮頚部上皮内腫瘍と浸潤癌】

図４で示したＨＰＶ感染病変と子宮頸癌の実

際の写真をスライドで示します（図Ｓ・９．

１０)。

大阪府と石川県で調査した、子宮頸部の正常

者と異常者におけるＨＰＶ感染の実態を図１１に

示します。必ずしも１種類のＨＰＶの感染だけ

でなく、複数のＨＰＶによる多壺:感染が意外に

多いこともわかってきました。

【子宮頸癌の予防一検診とワクチン】

前項でＨＰＶか原因の病気と子宮頚部の癌化

を紹介しましたが、ここではその予防方法を紹

介させていただきます。予防は一次予防として

のワクチン接穂、二次予防としての子宮頸癌検

診があります。ワクチンはＨＰＶのＬ１蛋白がカ

プソメアーを橘成し、それが集合してでいたウ

イルス様粒子（ＶLP）を用いています。これ

は最先端の遺伝子工学の技術で作られています

(図12)。図１２は、私がケンブリッジ大学に認学

していたときに作ったHPVl6型と６型のＶＬＰ

です。これはウイルス遺伝子を含まない空粒子

であるため感染性はありません。また、ＶＬＰ

上の立体構造の違いによってＨＰＶ型特異'性が

強いです。基本的にHPV16型ＶＬＰはHPVl6型

の感染しか防止できません。自然感染では、ウ

イルスが免疫を回避して潜伏することから、ｍ

中に抗体ができなかったり、抗体価が上昇しに

くいことが知られています。一方、ワクチン接

種では、高いill中の抗体価が得られることが確

認されています。

下記にワクチン接種・非接種による死亡率の

予想図を示します。（１２歳女子）（図13)。１２歳

女子へのワクチン接種によって、将来は、年齢

に関係なく子宮頸がんが減少すると予想されて

います。

本邦では、２種類のＨＰＶワクチンが使用可

能です（図14)。今講演では４価ＨＰＶワクチン

を中心に紹介をさせていただきます。以下にそ

れぞれのワクチンの違いを示します。

接種スケジュールと、含有されるワクチン型

の違いにより適応が異なっています。

病変予防効果にワクチン間の差はないと言わ

れています。また、両剤ともに新しいワクチン

であり、子宮頸癌発症を予防する最低予防抗体

価は、おたふくかぜ・ロクウイルスワクチンと

同様に|川確になっておりません。シュミレーショ

図Ｓ

図９

子宮頸部前癌病変(前がん)と子宮頸癌（カバ）

ＣＩＮＢ 顧團癌(扁平上EZj宝）
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ンにより両剤ともに20年以上の長期予防が可能と予

測されています。現在４価ワクチンでは第Ⅲ相試験

の登録者を対象に８年間の予防効果が報告されてい

ます（図15)。

オーストラリアにおいては、国家予防接種ﾌﾟログ

ラム（学校での集団接種）により若い世代の接種が

進み、女性の尖圭コンジローマの新規患者数の減少

のみならず、接種をしていない同年代の男性にも集

団予防効果として減少が確認されています（図16)。

接種率の高い18歳未満の女性においては、高度子宮

頚部病変（CIN2＋、AIS）の減少傾向も確認され

ております（図17)。この先長期の調査により、さ

らにワクチンの効果が明らかになると期待されます。

子宮頸癌の二次予防として子宮頸癌検診がありま

す。子宮頸癌検診の意義は前がん病変での発見であ

ることから、英国では、検診受診率の増1111に反比例

して、子宮頸癌発生が減少してきました（図18)。

このように、高い検診受診率によって子宮頸癌予

防に大きな成果をもたらすことはわかっているにも

かかわらず、本邦での検診受診率はＯＥＣＤ加盟国の

中でも最低の状況にあります。厚生労働省は検診受

診率50％を|]標に、２０歳から５歳刻みで検診無料クー

ポンを個別に送付しておりますが、充分な成果が得

られていなるとはいえません。したがって、ｕ本に

おける若い女性で増加している子宮頸癌の

発生を防止するためには、ワクチンと検診

の２段構えが必要なのです（図19)。

図1２

図1３

－３３－

１２歳女子へのＨＰＶワクチン接種↑麦の
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女性に対するガーダPシル接種プログラムによる
新規尖圭コンジローマの患者数の推移〔男巨女＞
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図1８

図1９

－３６－
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図2０

【ＣｌＮおよび子宮頸癌の標準治療】

子宮頸癌の前がん病変および子宮頸癌

は下記の表に示すように管理されていま

す（図20)。早期発見・早期治療が生存

率に大きく影響することは明らかです。

前がん状態であるＣＩＮ３までに発見して

管理することによって子宮頸癌を減らす

ことがITI能であり、また、子宮温存手術

が可能となります。

コルポ診（拡大鏡）とはスライドに示

す機械を用いて子宮頸部を拡大して観察

する検査です。怪しい病変があると狙い

組織を採取して病理診断します。またＣ

ＩＮ３に実施される子宮頚部｢'１錐切除術

は、図21右に示すループ状の電気メスで

切除します。これをLEEP式円錐状切除

術といい、現在のところ最も標準的な治

療です。

金沢医科大学における子宮頸部前がん病

変（CIN）および癌の治療の新しい試み

として

１，ＣＩＮに対するフェノール療法

（三次予防）

２，子宮頸癌に対するＢＣＧ－ＣＷＳ癌

免疫療法

を研究的に行っています。ＨＰＶは、抗

原を隠して潜伏感染するため、ＨＰＶに

対する免疫をi誘導するためには、抗原を

図2１

子宮頚部病変の免疫学的》台療の原理

図2２

－３７－

頸癌精密検査（コルポ診)とＬＥＥＰ円錐切『余術
_。

Ｆ￣

コルポスコープ

－－コ

キー､-

－－－べ

----J■

円錐状切除用プローブ

聾
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暴露させることと感染組織を破壊すること

が必要です。その目的で考案したのがフェ

ノールという劇薬で焼灼する治療法：フェ

ノール療法です（図23)。

図23右は実際の症例でフェノール処理し

たところです。図24ではＣＩＮ３が治ってゆ

く過程を示しています。図25は実際の治療

効果を示したグラフです。左が無治療、真

ん中が円錐状切除術、冷凍療法、右側がフェ

ノール療法の寛解率を示しています。フェ

ノール療法によってＣＩＮ１ではほぼ全例が

治癒しております。ＣＩＮ２以上の症例の中

の１例は癌で、手術が必要でしたが、それ

以外はすべて治癒しました。ＣＩＮ３では数

例に簡単な外来手術を追加しましたが、ほ

かはフェノール治療だけで治癒しています。

がん免疫治療の必要条件は、がん抗原の

暴露、抗原提示細胞（APC）によるがん

抗原の認識、局所の炎症誘導、キラーＴ

リンパ球（CTL）の活性化です（図22)。

まだ証明はしておりませんが、冷凍療法や

フェノール療法などの組織破壊療法は、Ｈ

ＰＶ感染から誘発されたＣＩＮ組織を破壊す

るのみならず、組織内に発現するＨＰＶ抗

原の暴露や局所の炎症を誘導する役割も果

たしていると考えています。抗原が暴露さ

ＣＩＮに対する薬物療法液状フェノール法

２５歳細胞診:３ｂ組織診断:ＣＩＮ３
ＨＰＶタイプ:ＨＰＶ－１６

フェノーノし処理ｲ麦

図2３

治療によるＣＩＭ病変の変化

'台療開始１２カ月１６回目,台療ｲ変
(１３カ月２０回》台療ｲ菱に完,台）

,台療開始9カ月
１１回目,台療ｲ麦

図2４

図2５
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図2６

子宮雪裏癌撲滅のための道筋
１ｏ歳代女子

●

１）欠予防：ＨＰＶワクチン接種

２０歳代女子／’性交経験3年以上

サ

量次予防：細胞検診(１－２年毎）・ＨＰＶ検診（５年毎）

HE五三三］ 巨正．
一一一（=ji7英二i夘);｢す

＆次予防：｜円錐1大切除術(LEEＰ），追跡中の自然>台癒

フェノール療>去 や
￣

進行癌

図2７

です（図26)。我々は、まだ始めたばかりですが、

実際に浸潤がん患者での有効性を観察しています。

BCGによって成熟化したＤＣはＴリンパ球を活｣性化

し、同時に活｣性化した組織球や近傍のＤＣは、イン

ターフェロンガンマー（IFNγ）やIL-12などのty

pe-helperTlymphocyte（ThD誘導サイトカイ

ンを分泌し、細胞性免疫を活性化するというシナリ

オです。最終的に、活」性化し武装化したキラーＴリ

ンパ球（CTL）は、がん特異抗原を提示したがん

細胞を殺すことができます（図26)。このように、

抗がん斉Ｉｌとは異なり、がん免疫治療はがん細胞のみ

攻撃するというメリットがあります。今後の成果が

期待されます。

れるとＡＰＣはそれを負食し、細胞内で分解してペ

プチドに変え、それを細胞表面のＨＬＡ-2拘束'性に

提示します。リンパ節へ移動したＡＰＣ（その代表

は樹状細胞（ＤＣ)）は抗原`情報をヘルパーＴリンパ

球やキラーＴリンパ球に伝えます。これが適応免疫

誘導の始まりです。抗原を認識したＤＣは、このと

き成熟する必要があります。それを成熟させるのは、

局所に分泌された炎症性サイトカインです。これが

ないと正しい免疫応答は誘導されません。したがっ

て、免疫誘導には局所の炎症誘導も重要なのです。

ワクチンにおいてアジュパントが必要な理由は炎症

の誘導なのです。昔からがん免疫療法に用いられて

いたものにＢＣＧがあります。現在は膀胱がんの治

療にも使われています。このＢＣＧは接種された部

位に強力な炎症を誘導しＤＣを成熟化させると考え

られています。それを応用したのがBCG-CWS療法

－３９－

ＢＣＧ－ＣＷＳによるがん免疫療>去の作用仮説
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【まとめ】

ＨＰＶが原因の病気を紹介し、その予防法、

そして治療法を概説させていただきました。私

たちはワクチンという新しい強力な武器を手に

入れました。今後は図27に示すような子宮頸癌

撲滅のための道筋が出来上がりました（図27)。

子宮頸癌のみならず、多くのがんに対して

｢まさか自分は…」と考える方が多いかもしれ

ません。まして若い女性が癌になるなどとは予

想さえしていません。予想していない事故（癌）

は大惨事になりかねません。ＨＰＶワクチンは

事故を未然に防ぐ手段として大切だということ

を、学んでもらいたいと考えています（図２８．

２９．３０)。

最後に、本邦から子宮頸癌が撲滅されるため

には、小児科の先生方との協力が重要と考えて

います。１０歳代でＨＰＶワクチン接種すること。

そして、接種者であっても20歳を過ぎれば子宮

頸癌検診を必ず受けるようにご指導ください。

図2８

ご清聴ありがとうございました。

図2９

UＬ

｣毒iii雷電iｉｉｈmII:■鰯

図3０

－４０－
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ない｡頭蓋内病変があっても、骨折のない症例もあ

り、頭部レントゲン検査のみで帰宅することを推奨

するデータは乏しい。頭部ＣＴの基準については、

海外からいくつかの報告があるが、ＮＩＣＥガイドラ

インの基準が有用な基準の一つと考えられる。この

基準の各項曰は、問診･身体所見の項目である。た

だし、ＣＴ検査については、近年、小児期の放射線

被曝の危険性も指摘されており1)、より適切な基準

が求められる。

ＮＩＣＥガイドラインにおけるＣＴ検査の基準の概要

は以下のとおりである（表１）（表２）2)。

ただし、患者の病状は個々で異なり、小児内科的

疾'患との鑑別を要する症例も少なくない。他のガイ

ドラインの臨床症例への適用と同様、実地臨床では、

個別の症例ごとに適応を決めることが望ましい。内

科的疾患の鑑別を含め、必要な症例にはＣＴ検査を

行う。

帰宅前に行う家族への注意事項の説明の１例とし

第2Ｇｓ回例会講演
◆・◆〆◆-＄◆～◆－◆=‐◆~‐◆‐◆一二◆-->◆＞◆◆～◆工◆---◆－－◆．◆◆～◆－－◆－－◆・◆◆＝◆◆～◆七◆ハ◆

◆ ◆

:２．小児の外因'性救急疾患：
◆‘ ‘◆

－－頭部外傷・溺水・熱傷．。◆

◆ ◆

熱中症を中心として－－；◆

◆，

◆ ◆

◆◆

兵庫県立こども病院救急集中7台療科：
◆

◆

部長福原信一？◆

◆ ◆

（平成25年３月３１曰）？◆

◆ ◆

◆◆>◆＋●◆雪◆●◆妄◆丁◆=◆◆÷◆工◆工◆◆●十●丁●◆一・・・・・

二一一｝密画、『型が円、川叫；

一一一

表１

速やかに頭部ＣＴを必要とする症例

・５分以上の意識消失

・５分以上の健忘(|||頁行性あるいは逆行性）

・傾眠

・３回以上の嘔吐（Threeormorediscrete

episodesofvomiting）

・てんかんの既往がない症１列の外傷後けいれん

・Non-accidentalinjuryが疑われる症例

・診察時ＧＣＳ＜1４（乳児はＧＣＳ＜15）

・頭蓋開放または陥没骨折が疑われる、または大

泉門の膨隆を認めるとき

・頭蓋底骨折の徴候がある（眼窩周囲の皮下出血

／鼻孔・耳孔からの出血や脳青髄漏/鼓室内出

血/耳介・乳突蜂巣後方の皮下出血）

・神経巣症状がある

・乳児で頭部に５cm以上の打撲痕や腫脹・裂傷が

あるとき

・危険なメカニズムによる外傷（徒歩・自転車・

自動車で速いスピードでの衝突、３ｍ以上の高

さからの転落、早いスピードの投射物による受

傷など）

籍h■磯”

はじめに

小児科診療の中心は内科的疾患であるが、日常臨

床においては、しばしば外因性疾患への対応を求め

られる。外因性疾患は、主要|因である外的因子その

ものの強度が様々であり、それを受け止める個体の

反応も一様ではない。それらを含めた多様`性の故、

エビデンスの乏しい領域である。診療に関わる頻度

が比較的高いと考えられる頭部外傷・溺水・熱傷・

熱中症について、近年の知見も加えた上で、その概

要をお伝えしたい。

頭部外傷

小児における外傷の中で、頭部外傷は重要な位置

を占める。そして小児科医にとって、頭部外傷の診

療は避けて通れない。

頭部外傷分類として日本外傷学会が作成した分類

が簡便である。これは、救急医が頭部外傷の専門家

である脳神経外科医と共同で治療することを目的と

して作成された分類である。

曰常臨床では、診察のみで帰宅可能で、自宅で縄

過観察をすればよいのか、画像検索をすべきなのか

が問題となる。感度・特異度100％の基準は存在し

表２

外来にて頭部ＣＴを必要とする症(列

.受傷後2時間時、GCS15未満

・外傷後けいれん

・基礎疾患や抗凝固薬内服による凝固能障害症例

で、意識障害や健忘があった場合

．受傷以前30分以上の間の出来事についての健忘

・危険なメカニズムによる外傷（歩行者と車両と

の衝突、１ｍ以上の高さからの転落や階段5段

以上の転落など）

－４１－

、
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て以下を上げる。多くの施設では、受傷から2411寺間

から48時間後までは、下記の症状出現に注意を促し

ている（表３)。

治療としては、小児科外来での多くの症例は、緊

急の対応を要しない。しかし、頭部だけに固執する

ことなく、緊急度に応じて加療を行う。頭部につい

ては、ＧＣＳ８点以下または、急激にGCSが２点以

上低下する場合は、気管挿管の適応とされる。低酸

素血症・高二酸化炭素血症・低血圧を予防する。痙

寧発症時の鎮痙のための薬斉|｣は、他の原iRlの場合と

同様である。

あり得る。発汗、全身倦怠感、嘔気・嘔吐、頭痛、

めまい、意識障害などの症状出現時刻を聴取する。

成人同様、心疾患などの基礎疾患や、発汗減少を来

たす抗てんかん薬などの服用は危険因子である。

身体所見としては、深部体温を含むバイタルサイ

ン、意識レベル、中枢神経症状の程度、脱水の程度、

発汗の有無を確認する。

鑑別診断については、感染症との鑑別が重要であ

る。過換気症候群の症状で病院を受診する熱中症の

症例もあり、注意が必要である。

重症度分類では、入院し集中治療を要する熱中症

Ⅱ度とⅢ度の鑑別は重要である（表４）3)。熱中症

Ⅲ度は全臓器の障害を来たし得るため、疑い例につ

いては、ＣＢＣ、凝固、肝腎機能・電解質・ＣＰＫを

含む生化学検査、血液ガス、血糖を調べる。意識障

害合併症例では頭部CT等を考慮する。

治療（１度．Ⅱ度）としては、高温・多湿環境か

らの避難が原則である。脱水・循環不全に対しては、

補液を行う。筋肉の痙箪を主徴とする熱けいれんは、

主因が塩分喪失であるため、軽症例では経口での塩

分を含む水分摂取、中等症以上は20ｍl/kgの晶質液

投与を行う。

Ⅱ度は冷却による体温低下が重要である。方法は、

衣類の除去、箪縮予防のため、体表には、氷ではな

く、ぬるま湯をスポンジなどを用いて浸し、扇風機

などで直接風を当てる。アルコールは用いないＩ)。

熱中症

曰本神経救急医学会では熱中症を重症度別に軽症

からⅡ頂にＩ～Ⅲ度に分類している。Ｉ度は、深部体

温38度までで、筋痙箪・立ちくらみの臨床症状を呈

し、この中に従来の熱失ﾈ''１，熱けいれんが含まれる。

Ⅱ度は体温38～40度で、Ⅲ度は40度以上である。た

だし、体iHlについては、病院受診時までに、家族・

学校関係者・救急隊などによる冷却などの対処や時

間経過等により、低下している可能性を十分に考慮

する。また、感冒など感染症による体温上昇を合併

する症例や、熱中症疑いで受診しても感染症である

症例もあり、体温だけでなく、問診・身体所見を中

心に、必要に応じた血液検査を含む各種検査ととも

に判断することとなる。

深部体温は病院受診時に低下している可能性があ

るため、問診は重要である。気侃・湿度などの環境、

暴露された期間、運動量、水分補給の程度を確認す

る。放置された乳幼児では、問診で虚偽の可能性が

熱傷

幼児では、高所にある熱湯の入った容器をひっく

り返して受傷することがしばしばであり、顔面・胸

部などから、下方に液体が垂れたことを疑わせる受

傷様式が－典型例である。

深度による分類は、１度は表皮層（発赤・紅斑)、

２度浅達は真皮浅層（水疽形成・浸潤・発赤)、２

度深達は真皮深層（水庖形成・浸潤・白色)、３度

は真皮全層以上（蒼白・乾燥）である。熱傷面積の

表３

.呼びかけても目を覚まさない。－度起きてもすぐ

に眠り込んでしまう。

･見当違いのことをしゃべったり、異常に暴れたり

する。

･ボーつとしていて、呼んでも反応に乏しい。

･痙曇を起こす。異常な動きをする。突然全身の力

が抜けたり、意識がなくなる。

･手足を動かしにくい。しびれたようで力が入らな

い。歩行時にバランスがとれない

･物が二重に見える、見え方が違う。耳が聞こえな

い。

･話が通じない。しゃべりにくい。

．歩けないくらいひどい頭痛。

．繰り返し嘔吐がある。ぐったりして元気がない。

食欲が全くない。

･首を動かした時に、手足に痛みが走ったり、首が

とても痛い。

表４

Ⅱ度

脱水は軽度から中等度・深部体温は38-40度・

多量の発汗・ロ局・嘔気・嘔吐・混乱・頭痛・ふ

らつき.虚脱

Ⅲ度

脱水は高度・深部体温は40度以上・紅潮し高温

で乾いた皮膚・めまい・失神・混乱・せん妄・意

識消失・ショック

－４２－
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評価では、２点注意が必要である。１つは、１度は

熱傷面積から除外すること、２つ目は経過により悪

化または改善することがあること、である。熱傷面

積の計算法の中で、手掌法は患児の手指を含めた手

掌の面積を１％とする。他の計算法には、Blocker

｢５の法則」などがある（図)5)。

問診では、受傷時刻・発生場所（屋内・屋外・密

閉空間）・原因物質（火災・高温液体・電気・化学

物質・放射線・蒸気）・既往歴・火事現場など一酸

化炭素中毒を疑わせる受傷状況の有無を聴取する。

虐待（受傷時の養育者の状況・｣情報の矛盾・受診ま

での時間の遅れ・過去の外傷歴）の可能性も考慮す

る。

身体所見では、バイタルサイン・ＳｐＯ２・意識レ

ベル等の神経学的所見・呼吸数．呼吸音等の呼吸に

関係する身体所見・外傷の有無・気道熱傷を疑わせ

る鼻腔や口腔や咽頭内のスス付着・嗅声の有無を確

認する。熱傷部位・面積・深度を評価する。

血液検査では、末梢血液分画・電解質を含む生化

学検査、ｍ液ガス、、糖を測定する。受傷状況に応

じてＣＯ－Ｈｂを測定する。外傷症例では、必要に応

じて画像検査を追加する。

局所の外用療法等については、熱傷ガイドライ

ン6)等が参考となる。熱傷面積が10％以上あれば輸

液を要する。１曰の計算輪液量はParkland法でリ

ンゲル液４Ｍ/kg×熱傷面積（％）とし、尿量を－

つの指標として調節する。気道熱傷があれば、予防

的に気管挿管してよい。'慎重なモニタリングの上で、

気道閉塞が出現してからでも構わないが、挿管の難

易度は上昇する。顔面浮腫が進行してくれば、肥厚

した浮腫の厚みだけ気管チューブが浅くなるため、

気管チューブの固定位置を深くする。

入院適応は、３度２％以上は全例。１０歳以上２度

10-15％以上、１０歳未満２度５－１０％以上。気道熱

傷、減張切開を要する可能性のある全周性熱傷、骨

折、化学熱傷、電撃傷。手指・外陰部・顔1ｍや耳介

の受傷。基礎疾患として免疫不全・糖尿病・心不全。

多発外傷の合併。虐待の可能性がある症例である。

図熱傷面積らの法則(ブロッカー）

能性に留意する。

病態の重症度と溺水の危険因子の把握が□的とな

る。しかし他の外因性疾患と同様、重症度の推定は

問診と身体所見のみでは困難なことがあり、血液検

査や画像検査を加えて総合的に判断する。発見時の

意識・呼吸・皮盧色などの身体所見、発見者、発見

場所、時刻、推定浸水時間、水温、水の汚濁に加え、

ダイビングなど頸椎損傷の可能性のある受傷機転や

薬物の使用の有無、痙撃・失神の既往なども問診し

ておく。虐待を疑わせる状況の有無についても確認

する。

身体所見としては、バイタルサイン、ＳｐＯｌ、意

識レベル等の神経学的所見、呼吸数.呼吸音等の呼

吸に関係する身体所見、外傷の有無等をチェックす

る。不整脈検111のため、心電図をモニタリングす

る７)。

、液検査では末梢血液分画・電解質を含む生化学

検査、血液ガス、血糖を検査する。

画像検査では、胸部レントゲンは必須となる。意

識障害など神経学的異常が疑われる場合は頭部ＣＴ、

外傷症例では、必要に応じて画像検査を考慮する。

誤嚥物質を確認、または可能性を推察する。誤嚥物

質として汚染された液体・冑内容・異物・中毒性物

質等が上げられる。

治療としては、救助者の安全確保の元に、速やか

な救出を行う。換気は溺水患者で最も重要な初期治

療である。心肺停｣'二が疑われる場合は直ちに質の高

い心肺蘇生を実施し、継続する。頸椎損傷が疑われ

る場合は、頸椎保護を継続する。Ⅲ圧低下・末梢循

環不全など循環不全の所見があれば、速やかに点滴

を確保し、心機能低下例では、強心剤を使用する。

喘息様の症状があれば、β２刺激剤の吸入を行う。

多くは効果的で、効｡果がなければ''１１水腫・気道異物

などを考慮する。汚染された水の誤嚥が疑われれば、

抗生剤投与は使用すべきである。高血糖・低ｍ糖と

溺水

気道に液体が入ることや、喉頭痙璽による換気障

害から低酸素血症を来たす。呼吸|璋害と低峻素脳症

が重要な問題となる。下気道に液体が入ることによ

り、肺水腫などの呼吸障害を徐々に、または、緩徐

に来たす可能性がある。従来は、海水か淡水で区分

されていたが、臨床上その差異は問題にならない。

循環器合併症としては、不整脈・心停止を来たす可

－４３－
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も中枢神経障害を増悪させる。体温が低下している

全症例で、受動的復温（毛布・室温調整）や濡れた

衣類の除去・体表水分の除去を行う。

神経所見・呼吸所見、胸部レントゲン・血液検査

所見に異常を認めなくとも８時間は経過を観察し、

異常がなければ外来フォロー可能である。それ以外

は入院適応となる。
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IiIIlllI1iI1IilIiii1i111iIiiiliiii鑿iii鑿iｊ第５５回総 会

◆へ◆み◆鶏◆～◆、◆:璋冒◆芝-J◆…◆~壗:◆J倒二◆｡.:◆二◆_"◆工◆ご藍:◆〆◆凡◆■◆;ぽ◆〕丸◆～◆‐:◆ご-：◆昔＜◆に◆」◆Ｌ◆ﾆｰｼﾞ◆：

◆ ◆

◆

総会報告１．■《◆‘

◆‘ 了◆‐

◆ ：◆：

曰時；平成25年５月26曰◆
◆

◆ ，､◆

場所；愛知県医師会館９階大講堂Ａｌｌ◆。

◆」 辛◆

◆‐◆ｗｒ◆~--◆-:◆＜◆工◆:-:◆‐◆Ｌ◆ニゴ◆｡－２◆＝◆‐◆＞◆*（◆〆◆-〆◆-パ◆マパ◆と這了◆Ｔ◆へ:◆＞ご◆工◆，◆“◆Ｔ◆－－◆＿

iiliiliiliiiIII1IW
第55回愛知県小児科医会総会は平成25年５月26曰

(曰）午後１時30分より愛知県医師会館９階大講堂

で開催された。

総会次第は、１）開会の辞、２）会長挨拶、３）

会務報告、４）議事、５）５０年表彰、６）閉会の辞

であった。

3）会務報告

ｉ）会員動向の報告。平成25年３月31口時点で、

総会員数405名、（Ａ会員278名、Ｂ会員127名)。

入会者は11名（Ａ会員６名、Ｂ会員５名）で、

退会者は６名（Ａ会員６名、Ｂ会員０名）だっ

た。

ｉｉ）物故者は、一宮市竹内ひで子先生で、北條

会長の発声で黙祷が行われた。

iii）各委員会報告：４副会長から各委員会の－年

間の活動報告が行われた。

４）議事

北條会長の議長の元、下記議題について審議が行

われ、すべて賛成多数で承認された。

ｉ）平成24年度決算報告資料あり

、）平成25年度事業計画案及び予算案資料あり

５）５０年表彰

被表彰者：名東区野村’恒先生

岡崎市鈴木浩一先生

岡崎市矢澤武先喉

野村恒先生が出席され、被表彰者を代表して挨拶

された（写真)。

（牧紀衛記）

－４５－
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総会議事資料

１．平成２４年度会計報告

Ilz成２４年度愛知県′|､児科医会歳入蔵'二|L}決算書

平成24年４月１日～平成25年３月311ヨ

(歳入の部）

]脾

］ｕ〒

(歳出の部）

収入合計

支出合計

差引残高

８，４１９，０１４１｣Ｉ

４，３９５，５１１円

４，０２３，５０３１リ

<別途積立金〉

前年度より繰り越し

預金利息

１，０１８，５８１１１］

１６５円

残高１，０１８，７４６１'］

上記決算に関して慎屯に監査を行ったところ、適正なものと認めます。

平成２５年４月２６日

監事

監事

監事

(総会にて承認された｡）

毅
夫
彦

印

印

印

山
官
深

川
田
田

隆
昭

－４６－

科目

款 項

予算額

(｢']）

収入済

(lI1）

比較贈減

△減（円）
摘要

]会謎

1本年度会費

2入会金

3過年度会費

4.395.000

4.250.000

45.000

１００．０００

4.640.000

４，４１７ 000

33.000

190.000

245.000

167.000

△１２，０００

90.000

１．Ａ会員２３ＭＩ Ｂ会員１０４名

ワ 11名

３．Ａ会員２３年度１３名、２２年度２名、２１年度１名

Ｂ会員２３年度５名

2補助金

１健康教育県医師会委託金

2救急医療助成金

３その他の補助金

272.900

126.900

86.000

60.000

272.900

126.900

86.000

60.000

0

０

０

０

１．愛知県医師会より

２．愛知県医師会より

３．名古屋市医師会より40,000円

愛知県医師会より20,000円

３寄附金

1寄|肘金

920.000

920.000

１．００Ｌ５６５

ＬＯＯＬ５６５

８１．５６５

８Ｌ５６５ 1．会報第95,96号･広需掲載料、その他

４雑人

l雑入

60.000

60.000

165.282

165.282

105.282

105.282 1．預金利息、例会参加費、その他

５繰入金

1繰入金

０

０

492.898

492.898

492.898

492.898 1．名簿発行積立金より繰り入れ

６操j越金

1前年度繰越金

Ｌ846.369

Ｌ８４６．３６９

Ｌ８４６．３６９

Ｌ８４６．３６９

０

０

計へ
口 7．４９４．２６９ 8.419.0ル１ ９２４．７'１５

科目

款

項

予算額

当初予算額 濁目i'75用予価費充当

計

支出済額 予算残額

△不足額
摘要

]管理

1人件費

2事務所使用料

3通信印刷費

４需要費

2.580.000

2.030.000

150.000

250.000

150.000

2０．０００

-20.000

2.580.000

2.050.000

1５０．０００

250.000

１３０．０００

2．５０３．５４１

2.0'1９．６００

1３３．０００

2'12.008

78.933

7６．４５９

4００

1７．０００

7．９９２

５１．０６７

１．事務員給与分担金

２．事務所使用料及び光熱費分担金

３．第95,96号会報送料85,995円、切手、印刷代金等

４．振替手数料、事務）|]品等

2会議費

1総会費

2理事会費

480.000

3０．０００

450.000

480.000

30.000

450.000

385.971

526

3６１．４４５

9４．０２９

5.'１７４

8８．５５５

１．総会１回

２．理事会６回

3二'１:業撒

1例会・臨床懇談会興

2健康教育費

3救急医療対策費

４会報発行費

5助成費

6地域関連事業費

7社保委員会費

8勤務医対策費

9情報システム饗

2.550.000

800.000

200.000

150.000

Ｌ1００．０００

100.000

5０．０００

3０．０００

20.000

100.000

2.550.000

800.000

200.000

150.000

100.000

100.000

50.000

30.000

20.000

100.000

Ｌ462.439

４１３．９１０

133.280

９３．６７５

7２７．７００

３０．０００

０

０

０

63.874

Ｌ087.561

386.090

6６．７２０

5６．３２５

3７２．３００

7０．０００

5０．０００

30.000

2０．０００

3６．１２６

1．例会４回、臨床懇談会２回

２．第48回子どもの健康を守る会等

３．研修会１回、委員会1回

４．会報第95,96号

５．こどもの健康週'三１１１助成金

９．インターネット経幾

４雑111’

１雑費

２渉外費

３旅費交通費

280.000

1００．０００

1００．０００

8０．０００

280.000

100.000

1００．０００

8０．０００

'１３．５６０

０

000

23.560

2３６．４４０

100.000

80.000

56.410

２．ＣＡＰＮＡ団体賛助会費

３．役員出張旅費

５予備費

1予備費

Ｌ604.269

Ｌ604.269

604.269

604.269

０

０

Ｌ604.269

1.604.269

計,△、
1二Ｉ 7.494.269 7.494.269 (１．３９５．５１１ 3.098.758
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2．平成２５年度歳入歳出予算

平成２５年度愛知県小児科医会歳入歳出予算

平成2'1年４月ｌ「|～平成25年３月３１日

(歳入の部）

(歳出の部）

３００．５(］

(総会にて承認された｡）

－４７－

科目

款 ｴ百̄
、

予算額

(円）

前年度予算額

(円）

比較贈減

△減（円）
摘要

l会饗

1本年度会費

2入会金

3過年度会費

4．４２５．０００

4.250.000

4５．０００

1３０．０００

4.395.000

4．２５０．０００

4５．０００

1００．０００

3０．０００

０

０

3０．０００

１．Ａ会員１５

Ｂ会員８

000円×230名

000円×１００名

２．３，０００｢[]×15名

2補助金

1健康教育県医師会委託金

２救急医療助成金

３その他の補助金

2５２．０００

1１４．０００

7８．０００

60.000

２７２．９００

1２６．９００

8６．０００

6０．０００

△２０，９００

△１２､９００

△８．０００

０

１ 愛知県医師会より

２．愛知県医師会より

３．名古屋市医師会より40,000円

愛知県医師会より20,000円

3寄附金

１寄附金

1．０００．０００

ＬＯＯＯ､０００

920.000

920.000

8０．０００

8０．０００ 1．会報広告掲載料、例会協賛金その他

４雑入

l雑入

1００．０００

1００．０００

60.000

6０．０００

4０．０００

4０．０００ １ 預金利息、、 その他

5繰越金

1前年度繰越金

4．０２３．５０３

4．０２３．５０３

Ｌ８４６．３６９

1，８４６，３６９

2．１７７．１３４

2．１７７．１３４

合計 9.800.503 7.494.269 2.306.234

科目

款 項

予算額 前年度予算額

(円）（円）

比較増減

△減（円）
摘要

1管理費

1人件費

2事務所使用料

3通信印lWll費

4需要費

2．７００．０００ 2.580.000

2．１００．０００ 2.030.000

１５０．０００ １５０．０００

300.000 ２５０．０００

150.000 1５０．０００

1２０．０００

7０．０００

０

50.000

０

１ 事務員給与分担金

３．会報等送料、切手、ＦＡＸ使用料、

印刷代金等

４．振替手数料、事務用品等

2会議費

1総会費

２理事会費

480.000

30.000

450.000

480.000

3０．０００

4５０．０００

０

０

0

Ｌ総会11回|、５０年表彰記念品等

２．理事会６回、その他

３事業費

1例会・臨床懇談会費

2健康教育費

３救急医療対策費

4会報発行費

5助成費

６地域関連事業費

7社保委員会費

８勤務医対策費

9情報システム費

2.350.000

7００．０００

200.000

150.000

Ｌ０００．０００

1００．０００

50.000

3０．０００

2０．０００

1００．０００

2，５５０，０００

８００．０００

200.000

1５０．０００

1．１００．０００

100.000

5０．０００

3０．０００

2０．０００

1００．０００

△200.000

△１００．０００

０

０

△１００．０００

０

０

０

０

０

Ｌ例会５回、｜臨床懇談会２回

２．子どもの健康を守る会

３．研修会１回

４．会報第97,98号発行

５．こどもの健康週間助成金等

９．インターネット経f-1f、備品代金等

4雑賛

1雑賛

２渉外費

３旅費交通費

４中部ブロック連絡協議会費

３１０．０００

1００．０００

1００．０００

8０．０００

3０．０００

2８０．０００

1００．０００

1００．０００

８０．０００

０

3０．０００

０

０

０

3０．０００

１ 慶弔費用

２．ＣＡＰＮＡ団体賛助会費他

3．役員出張旅費

４．中部ブロック連絡協議会負担金

5予備費

1予備費

３．９６０．５０３

3.960.503

Ｌ６０４．２６９

Ｌ６０４．２６９

2．３５６．２３４

2．３５６．２３４

,△～
’二Ｉ ９．８００．５０３ 7．４９４．２６９ 2．３０６．２３４
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喀疲培養データ、すなわち下気道の原因微生物デー

タに基づいた世界初の呼吸器感染症診療ガイドライ

ンである。出版される背景には、1980年代から耐性

菌が年々増加し、さらに新たな抗菌薬の開発が期待

できない背景を考慮し、今までに増して抗菌薬の適

正使用が求められる状況にあった。また耐性菌の増

加に伴い、耐性菌感染に対して有効かつ適切な抗菌

薬療法の推奨が必要とされた。欧米の小児肺炎のガ

イドラインや治療指針は、喀疾培養を使用せず、主

に血液培養のデータに基づいている。そのため欧米

のガイドラインや治療指針は明らかに不十分であっ

た。GL2004出版後に2007年に第２版（GL2007)、

2011年の第３版（GL2011）改定（図２）では肺炎

球菌に加えインフルエンザ菌、マイコプラズマなど

耐性化した微生物による感染症の治療方法を明示す

ることが改訂の柱の１つとされた。

また2000年に南米で行われた研究報告にて、抗菌

薬の高用量・短期治療と通常用量の比較が実施され

た（図Ｓ)。結果、高用量・短期治療は、①治療効

果は同等、②コンブライアンスが良い、③耐性菌誘

導が少ない、などのメリットを持っているため、今

後臨床の場ではさらに普及すると考えられる。

第５５回総会講演

七◆ニパ◆一Ｆ◆油.◆ｐ－な◆冠◆＞:◆､,◆〕ぜ◆:,,◆イ◆千◆とぐ◆かこ◆裾◆"｢◆＜◆遙一き◆--◆-‐◆､．:◆>､◆r穴◆Ｔ◆・◆す◆ア◆ィ◆「◆

＿◆二 ◆

ILllI「小児感染症治療UPDATE、
◆

◆

－最近の問題と適切な対応一」；△◆

だ◆か ◆

Wif．。
！◆， ’◆

111Ⅲ奇医科大学小児科学講座◆◆

教授尾内~信●
だ◆

ず:◆F ◆

（平成25年５月26口）+｢:◆：

◆‘ ◆

Ｌ◆．.◆丸◆孔◆…_◆～◆へ◆へ◆～↓◆_氏◆・◆べ◆行◆:--◆〆◆◆、_◆f丸◆、◆‐◆:…:◆:-ｺﾞ◆＆◆◆が◆丁◆、◆◆◆

dIiiiiI.．
「小児感染治療ＵＰＤＡＴＥ－最近の問題と適切な

対応一」というテーマで、小児感染症について述べ

たい。

小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成の背景と

して、近年院内感染症の病原微生物の耐性化だけで

なく、市中感染症の病原微生物の耐性化が問題となっ

ている（図１）。欧米に比べて呼吸器感染症の原因

菌の薬剤耐性化が著しい日本では、欧米よりも厳し

いガイドラインが必要である。

2004年に発刊された「小児呼吸器感染症診療ガイ

ドライン」（GL2004）は小児肺炎に関しては、洗浄

図２

小児呼吸器感染症診療ガイドライン

Ｎｅｗ！

■■
小児呼吸器愚iQ症

瞼療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2004

頂華■

ＺＯＯ４

￣

２０１１ＺＯＯ７

図１ 図Ｓ

小児ﾛ乎吸器感染症治療におけるAＭＰＣ

高容量短期治療と通常の治療の比較
最近問題となっている病原微生物の耐性化

市中院内
ＰＮＳＰ＝ＰＩＳＰ＋ＰＲＳＰ
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小児感染症領域では、抗菌薬の選択肢は

βラクタム系抗菌薬やマクロライド系抗

菌薬などに限られていたため、原因微生物

が耐性化しやすいという問題があった。そ

こで、関連学会から経口カルバペネム系抗

菌薬のテビペネム・ピボキシルの開発、ニュー

キノロン系抗菌薬トスフロキサシンの小児

適応の追加が要望された。

肺炎治療のポイントについて、５歳以下

の肺炎に対する原因不明時の初期抗菌薬治

療については、外来治療可能な軽症例を

｢通常の感染」と「耐性菌感染が疑われる

場合」に分けた。耐性菌が疑われる場合は

①２歳以下、②抗菌薬の前投薬、③中耳炎

の合併、④肺炎・中耳炎反復の既往歴、の

４項目のいずれかを満たす場合とした。耐

性菌感染が疑われる所見として、保育園通

園歴がよく報告されているが、保育園通園

歴はこれら４項目と関連しており、単独の

ファクターではなかった。高用量の抗菌薬

療法を過去にうけているにもかかわらず発

症・再発・再燃したなど、他の経口抗菌薬

による治療効果が期待できない症例には、

新規経口抗菌薬テビペネム・ピボキシル、

トスフロキサシンの使用が推奨されている。

Ａ群連鎖球菌咽頭・扁桃炎ではメタアナ

リシスのデータに基づきセフェム系抗菌薬

５曰間投与も推奨しているが、ペニシリン

系抗菌薬が第一選択薬である立場を変えて

いない（図４)。

中耳炎の治療は抗菌薬の組織移行が低い

ため、高用量が基本となります（図５)。

成人呼吸器感染症に比べ抗菌薬の選択肢

が限られていた小児科領域において、新た

な作用機序を持つ、ミキシングが出来る抗

菌薬が加わったことによる耐性菌出現抑制

への期待も大きい。従来は入院治療が必要

とされた症例でも、外来治療が有用である

可能性についても注目される（図６)。

小児呼吸器感染症診療ガイドラインに従

い治療すると治療不成功が少ない。そのた

めガイドライン作成委員会が考えるガイド

図４

Ａ群溶血性レンサ球菌による咽頭,扁桃炎
初発例への抗菌薬療法

バイシリンＧ５万単位/kg／日、分３～４１０日間

ＡＭＰＣ３０～５０ｍｇ/kg／曰分２～３，１０日間

CFPN-PI（フロモツクスⅢ）９ｍｇ/kg／日、分３，５日間

CDTR-Pl（〆イアクト）９ｍｇ/kg／日分３，５日間

CFTM-Pl（トミロン！）ｇ～１８ｍo/kg／日分３５日間

CFDN（セフゾン'）ｇ～１８ｍｇ/k９／日、分２～３５日間

推奨抗■藩

ペニシリン

アレルギー

小児呼吸感染症診療ガイドライン２０１１

の図５

急性中耳炎の治療は高用量が基本です

□小児急性中耳炎の治療（米国小児科学会GL20o4を基準として）

川崎医科大学小児科

図６

の位置付け(イメージ

－－《ＧＬ２０１１》《ＧＬ２００７９□

￣

入院

注射剤による治療ｊ=勾司ＪＷＵＯ－一つ５回頑［ 入腸：

注射】別による

治療

....……………………………………....／￣！...…………………………….….…………．
耐性菌リスク１）２旗以下２)抗画粟の前投与３）中耳炎の合併４)肺炎･中耳炎反復の既応歴

ラインの主な対象者は、感染症専門家よりも、感染

症が専門でない先生方に日常診療で使って頂きたい。

「小児呼吸器感染症診療ガイドライン」や各種ガ

イドラインを曰常診療の一助として活用して頂き、

抗菌薬の適正使用をお願いしたい。

－４９－

1-2EiI-l窒蝋』
し １

■症度 初期治療 初期治療無効時 ２次治療無効時

非重症

[軽い耳痛かつ24時間

以内の発熱がく39℃］

ＡＭＰＣ

８０～９０ｍｇ/kg／日

ＡＭＰＣ/ＣＶＡ１４:１

90ｍｇ/kg／曰
ＣＤＴＲ－ＰＩ

１８ｍｇ／ｋg／日

ＴＦＬＸ

１２ｍｇ/kg／日
ＴＢＰＭ－ＰＩ

８ｍｇ/kg／曰

立症

[中等度～五度の耳痛

あるいは≧39℃の発熱］

ＡＭＰＣ/ＣＶＡ１４:１

90ｍｇ/kg／曰
ＣＤＴＲ－ＰＩ

１８ｍｇ／ｋg／日

ＴＦＬＸ

１２ｍｇ/kg／日

ＴＢＰＭ－ＰＩ

Ｂ～１２ｍｇ/kg／日

ＣＴＲＸ

50ｍｇ/kg/日、

3日間

ＡＭＰＣｐｏ

oｒＳＢＴＰＣｐｏ

o「広域セフェムｐｏ
常用丘

･肺炎

ＡＭＰＣｐｏ

0「ＣＶＡ／ＡＭＰＣｐｏ

ｏｒ広域セフェムｐｏ

商用丘

･中耳炎

(経坦坦察を含む）

ＡＭＰＣｐｏ

ｏ「ＳＢＴＰＣｐｏ

0「広域セフェムｐＯ
常用丑

･肺炎

(耐性■リスクなし）

ＡＭＰＣｐｏ

ｏｒＣＶＡ/ＡＭＰＣｐｏ

o「広域セフェムｐｏ

高用丘

･肺炎

(耐性■リスクあり）

･中耳炎

(経過観察を含む）

or

ＯＰＡＴ
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平面が402台、立体駐車場は806台で計1208台、駐輪

場は264台が収容できます。

診療棟の１階には、救急センター、放射線画像セ

ンター、医師当直室が配置されました。救急センター

は、新たに救急科を立ち上げ救急車のお断りゼロを

目標に、数年後の救急救命センターの認可を目指し

ています。放射線画像センターでは、ＣＴが２台か

ら３台に増設され、また３テスラＭＲＩが導入され

ました。

２階は外来フロアーで、各科診察室、中央採血室、

生理検査室、内視鏡センター、化学療法センター、

血液浄化センター、リハビリセンターなどが配置さ

れました。

３階には手術室８室と新たにＩＣＵ、ＨＣＵ、救

急病床ができました。その他医局、研修センター、

中央検査室、事務局、院内保育所があります。

４階～９階が病棟（東と西病棟があります｡）と

なります。６階が小児と周産期の病棟となり、東６

階に小児病棟（新生児治療室含む)、西６階に産科

病棟が配置されました。

施設だより
い●いい、入◆や●ｧい゛い◆こ÷)、己、＋◆〕墾浄◆工いい◆1ヶ●かf；や、●●
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豊川市は、愛知県の東部に位置し、人口約18万人

の都市です。東三河南部医療圏に属しています。

豊111市民病院は、昭和21年の開設以来、施設整備

の拡充と医療体制の充実を計画的に行い、地域中核

病院として機能を果たしてきました。

2013年５月１曰施設の老朽化に伴い、豊川市内に

新築移転をいたしました。これに伴い一般病床が

101増床され、一般病床440、精神病床106、結核病

床８の554床の病院となりました。また医療機器は

最新のものに入れ替えが行われ、紙カルテから電子

カルテへ全面的に移行されました。 【小児医療の現状】

当院小児科は、藤田保健衛生大学の関連病院で現

在５名の常勤医師と２名の非常勤医師で診療を行っ

ています。日本小児科学会専門医４名、日本感染症

学会指導医、曰本アレルギー学会指導医・専門医、

小児腎臓病専門医が常勤しています。循環器疾患に

ついては、非常勤医師にて対応させていただいてい

【新市民病院の紹介】

新市民病院は、名鉄豊川線八幡駅（名鉄本線国府

駅（特急も止まります｡）から１駅）に隣接し、病

院の西側には国道1号線が走り交通至便な立地にあ

ります。建物は免震構造の９階建てです。駐車場は

:iii蕊1鐘霧議1鰯：

【病院の外観】
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患者さんを中心に小児科医師が診療を行っています。ます゜

常勤医師５名のうち３名がＰＡＬＳプロバイダー

で、４名がＮＣＰＲ専門（Ａ）コース受講済みです。

施設としては曰本小児科学会専門医教育認定施設、

日本アレルギー学会教育認定施設を取得しています。

【入院診療】

現在、豊川市及び東三河北部医療圏においては救

急車の受け入れと同様に、小児が入院できる病床を

有するのは当院のみの状況になっています。

入院治療が必要である可能性のある患者さんにつ

いて、開業の先生方から積極的にご紹介をいただて

います。開業医の先生方のご協力もあり、外来で診

療できる患者さんは開業の先生で診療、入院治療が

必要である可能性がある患者さんは市民病院で受け

入れるという病診連携が非常にうまくいっている地

域と考えています。

旧病院では小児科は成人患者さんとの混合病棟で

定床2８（新生児６含む）でしたが、2013年５月の新

築移転を契機に、入院できるのは原則中学生以下の

お子さんのみである小児病棟が新設されました。

新小児病棟は東６階で、定床3９（小児科27、小児

外科系５，新生児７）に増床されました。

病室は、個室（トイレ付）（12床)、４人部屋５

(20床)、新生児治療室（７床）があります。

またプレールーム、院内学級の勉強室（対象患者

さんがいる時使用）があります。

入院患者さんは、主に急Ｉ性感染症のお子さんです。

その他川崎病、ネフローゼ症候群、腎炎、アレルギー

性紫斑病、若年性特発性関節炎などの慢性疾患のお

子さんや検査入院で腎生検、成長ホルモン分泌負荷

試験、食物アレルギー負荷試験の患者さんが入院し

ています。また外科系の患者さんとして小児外科、

整形外科、耳鼻科、口腔外科、形成外科などで手術

されるお子さんが入院されています。

長期入院が必要な小学雄以上の患者さんは、大府

養護学校にお願いして週３回授業を行っていただい

ています。（院内学級の勉強室を使用｡）

【外来診療】

診察室は５つあります。午前中は一般外来とし

て３診で診療を行い、午後は特殊外来（小児循環器

外来、小児腎臓外来、アレルギー外来、その他慢性

疾患外来など)、予防接種（週１回)、乳児健診（週

１回）を行っています。

その他小児外科として藤田保健衛生大学から週１

回（毎週金曜曰)、小児整形外科として名古屋市京

大学から月に２回（第２，４金曜曰午後）各専門医

が診療を行っています。

【小児救急医療について】

当院では、豊川市全域（約18万人）と豊川市に隣

接する東三河北部医療圏（約６万人）全域を対象に

救急医療を提供しています。

小児科においても365日24時間、小児科医による

専門的な医療を提供できるように、士、曰、祝曰の

日直と時間外のオンコール医師をきめて診療にあたっ

ています。

豊川市において小児例の救急車を受け入れること

のできる病院は当院のみです。小児例の救急車の受

け入れ要請があった場合、三次救急の患者さんも含

め可能な限り全面的に受け入れをしています。東三

河北部医療圏も同様の状況のためこちらの地域から

も多数救急車の受け入れを行っています。

休曰、夜間については受診できる医療機関が限ら

れるため非常に多数の患者さんが受診されます。御

紹介いただいた患者さん、入院が必要と考えられる

IillllllllIlIlI1
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【新生児治療室】【２階外来フロアー】
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民病院、蒲郡市民病院の小児科の先生方にはとても

感謝しています｡）

今後は旧病院の時以上に地域中核病院として機能

を果たしていきたいと考えていますのでどうぞよる

重症患者さんの管理としては、心拍呼吸モニター、

SpO2モニターが８台同時にナースステーションで２

４時間監視することが可能です。呼吸状態が悪い患

者さん、熱｣性けいれん重積などのお子さんや全身麻

酔での手術後の患者さんに使用しています。またエ

コーが病棟に設置され、心臓、腹部、頭部（新生児）

の超音波検査を病棟でいつでも行うことができます。

人工呼吸器が必要な症例についても、小児病棟で

受け入れを行っています。今後は新病院で新設され

たＩＣＵ・ＨＣＵ病棟（現在は成人患者さんのみ利

用可能）にて、小児の重症例の管理をしていきたい

と考えています。（現在調整中です｡）

悪性腫瘍、心疾患、その他高度または特殊医療が

必要と考えられる症例は、適切なタイミングで豊橋

市民病院又は藤田保健衛生大病院、あいち小児セン

ターなどの三次医療機関にご紹介させていただいて

います。

し〈お願いします。

【新生児医療】

新築移転に伴い新生児治療室の定床は６床から

７床に増床されました。クベース５床、コット２床

収容可能です。新生児治療室には常時看護師１名が

治療・看護にあたっています。クベースは５台同時

に心拍呼吸モニター、ＳｐＯ２モニターでの監視、酸

素の投与、点滴、光線療法などを行うことが可能で

す。

現在当院では新生児専門の常勤医師が不在のため、

34週以降、15009以上の病的新生児を受け入れてい

ます。３４週未満の患者さんは母体搬送をお願いして

います。

入院の主な疾患は、新生児一過性多呼吸、低出生

体重児、新生児仮死、胎便吸引症候群、初期嘔吐、

高ビリルビン血症などです。

人工呼吸器の必要な症例やその他重症の新生児は、

豊橋市民病院新生児医療センターに転院していただ

いています。

また正常新生児は、産科病棟で管理されています。

【最後に】

新築移転前後の一定期間について救急医療、外来

及び入院診療制限（４月29曰１７：００～５月１曰午前

９：００までは休診）がおこなわれ、近隣の医療機関

の先生方には大変ご迷惑をおかけしました。近隣の

先生方のご協力もあり、無事に新築移転することが

できました。（特に同期間、豊川市内で発生する救

急患者さん、入院の必要な患者さん、救急車で搬送

される患者さんを多数引き受けていただいた豊橋市
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和病院において年３回の定期的な開催となった。

2000年４月には、それまで不備であった「尾北小児

科医会」の定款が作成され、会長に私が、そして副

会長に岩倉市で開業の永吉昭一先生が就任した。

｢尾北小児科医会臨床懇話会」は日本小児科学会専

門医更新のための単位該当集会であることが承認さ

れ、３単位が認められた（単位数は2013年の見直し

で２単位に変更されている)。会は各病院から持ち

寄った症例検討を中心におこなわれているが、２００１

年からは、その中の１回（９月）に特別講演を加え

て名鉄犬山ホテルでの開催とし、毎年、各専門領域

でご活躍の先生方に演者になっていただいている。

2008年５月１日、昭和病院は愛北病院と統合して江

南厚生病院（総病床数678床→現在684床、こども医

療センター63床→現在69床）となった。定期開催会

場は江南厚生病院の会議室に移動し、2008年６月に

江南厚生病院での第１回となる第85回尾北小児科医

会臨床懇話会が開催され、2013年９月には第98回が

名鉄犬山ホテルで開催されて今曰に至っている。

続いて、2006年の８月頃から尾北小児科医会の開

業医の先生方と共に準備し、2008年５月の江南厚生

病院開院と同時に稼働できた小児救急医療システム

｢病院内で行う病診連携小児休曰診療」について、

これまでの経過・経緯と現状を述べる。今後の各地

区の小児救急の在り方を考える上で、一つの参考事

例となれば幸いである。

ｎ本小児科学会は2004年３月、疲弊する病院小児

科勤務医を救うべく「入院・救急小児医療提供の集

約化」という大方針を打ち立て、さらに、「小児時

間外診療は、２４時間、365日をすべての地域小児科

医で担当」をスローガンに掲げた。小児科学会によ

る集約化計画とは関係なく、集約化は前倒し的に進

行し、地域のセンター的病院は十分な小児科医数の

ないまま－次、二次小児救急は当然のこと、三次救

急医療までも、患者の受け入れ先が見つかるまでの

期間、昼夜の別なく診療せざるを得なくなった。当

然、－地方病院である当院小児科も例外ではなかっ

た。しかし、その過酷な勤務環境を改善するための

十分な小児科勤務医確保の目処は立たず、このまま

では当地域の小児医療が立ち行かなくなると思われ、

尾北小児科医会の開業医の先生方に救いを求めた。

スローガンとして「病院小児科勤務医を休口・時間

外の一次小児救急医療から解放する」を掲げた。た

だし、二次小児救急は、小児科勤務医が当直体制で

24時間・365日カバーすることとした。尾北小児科

医会の開業の先生方に、休日・曰勤帯の一次小児救

急を江南厚生病院内でやっていただくことをお願い

小児科学会専門医

愛知県認定研修会
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尾北小児科医会の歴史は古く、昭和50年頃にまで

さかのぼる。当時、犬山市で開業の武内修先生、

各務原市で開業の高橋勤先生、愛知県厚生連昭和

病院副院長の故・河野透先生、同.医員の吉田政

已先生の4人で年に数回、症例検討会を行ったのが

始まりと聞いている。その後、河野先生の開業、吉

田先生の大学帰局が重なって症例検討会は一時中断

となったが、私が昭和55年に昭和病院に赴任したこ

とと、続いて吉田先生が江南市にあった愛知県厚生

連愛北病院に赴任されたことを契機に、症例検討会

を復活しようという話が持ち上がった。組織の呼称

は自然発生的に「尾北小児科医会」となり、昭和５５

年度末から昭和病院と愛北病院の小児科勤務医と近

隣で開業されている小児科医により症例検討会「尾

北小児科医会臨床懇話会」を、年に3回ほど、不定

期に行なった。

当初は組織の定款がなく、両病院が名古屋大学小

児科の関連病院であったことから、名古屋大学小児

科の同門会０１頂清会）のメンバーを募って開催した。

適当な時期に集まって和気あいあいと症例検討会を

行い、終わってからは開業の先生方にスポンサーに

なっていただいて食事会を催すことも多かった。当

番病院は、昭和病院と愛北病院の交互を原則とし、

両病院の会議室または講義室を利用して行った。愛

北病院の世話人は平松宏之先生、吉田政已先生、水

谷直樹先生と３代にわたったが、昭和病院は当初よ

り私が続けた。

当然のように会員資格は出身医局とは無関係にな

り、会を重ねるごとに会員数は増加していった。病

院勤務医も犬山中央病院、さくら病院だけでなく、

岐阜県にある東海中央病院、社会保険岐阜病院、美

濃市民病院からも参加があり、最盛期には30名を超

える小児科医が集った。不定期であった開催は、昭
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し、さらに、病院が休診となる土曜日の曰勤帯は大

学から代務医の派遣を依頼した。夜間の小児一次救

急は、365曰、江南厚生病院の救急担当医（複数の

研修医と複数の内科医）で担うこととした。

当近隣地域（犬山市、大口町、扶桑１１１J、江南市、

岩倉市）には８名の当医会会員の開業医が居り、全

員から本提案に協力する旨の意志表明があった（現

在は９名となっている)。その業務内容の骨子は①

江南厚生病院内の「こども救急診察室」において、

休曰（曰曜・祭日）の日勤帯（９：００～１７：００）の

小児一次救急医療を行う。②２ヵ月に１日担当し、

補えない休日は江南厚生病院こども医療センターの

小児科医が行う。③こども医療センターは365日小

児科常勤医の当直体制をとり、こども医療センター

の小児科医が当直責任医師となる。業務中疑義が生

じた場合は当直責任医師と協議し、二次救急医療は

全て当直責任医師が行うこととした。

本システムの作業部会が組織され、稼働前に計９

回開催された。稼働に当たって生ずる課題について、

以下の様な解決策で対応した。①電子カルテへの対

応は、－年次研修医と共に診療することで解決を図っ

た。②オーダー上の小児救急用検査セットおよび処

方セットを整備した。③医師への手当等の諸経費と

して、３市（犬山、江南、岩倉）２町（扶桑、大口）

から小児救急医療対策補助金が支給された（その後

も毎年支給されている)。④開業医には、身分とし

て江南厚生病院の非常勤医師になっていただいた。

医師賠償保険は、江南厚生病院の方で常勤医師と同

条件の限度額１億円の契約を行い、それを超える分

については各個人で契約をお願いした。⑤掛かり付

け医へのフィードバックとして、問診票、検査内容・

結果、処方内容を、その都度、患者家族へ渡し、そ

れを患者家族から掛かり付け医へ提出していただく

こととした。⑥各地域医師会による休曰診療システ

ムは従来のまま稼働してもらったが、小児科医がそ

れに参加できないため他科の先生方の負担日数が増

えることになった。この点については、尾北および

岩倉市医師会に本救急医療システムの意味を説明し、

理解と協力を得た。

本システム稼働により、江南厚生病院小児科勤務

医の休曰・時間外の一次小児救急医療から解放され、

負担は確実に軽減された。受診患者数（表）は新型

インフルエンザ流行時を除き大体30～40名／曰と当

初懸念したほどは多くはなく、参加された開業医の

先生方に過大な負担とはなっていないようである。

小児科専門の医師が曰勤帯に毎曰診療しているとい

う周知が、地域住民の安心につながり、むやみな受

診が抑えられた結果ではないかと考えている。その

後も定期的に作業部会と忘年会（写真）を開催し、

問題点や課題の解決に努めている。本システムの稼

表「病院内で行う病診連携小児休曰診療」歴月別・受診患者数（2008.5～2013.3）（計19,087人）

(受け者数）（受け－日あたり）

900 9０．０

800 80.0

700 7０．０

600 6０．０

500 500

400 4０．０

300 3０．０

200 2０．０

100 1０．０

0 0.0
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働で新たに得られたことがある。研修医と開業医が

共同して－次小児救急医療に携わることが、開業医

にとっては、研修医を指導するという新鮮な緊張感

と、高機能の医療施設を使用する機会を得られたこ

と、研修医にとっては、経験豊富な開業医が一次救

急診療にあたる現場を目の当たりにするという得難

い初期研修の場になっていることである。

今後も尾北小児科医会の活動を通して会員間の信

頼関係をより強固なものにし、開業医と勤務医が一

致協力して、より良い小児医療の提供に邇進してい

きたい。

解

写真「病院内で行う病診連携小児休曰診療」忘年会（平成24年12月１５曰：扶桑町・のぼり寿司）

－５５－
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小児に対する薬の適応症について

Ｑ：成人には適応が認められているにも係わらず、

小児には認められない薬剤や年齢制限のある薬剤

の適応外使用は認められないのでしょうか？

Ａ：薬剤の適正使用に関する審査が年々厳しくなっ

ています。従って適応症以外への処方は原則認め

られません。改めてご注意ください。

最近、特に指導や査定はオゼックス細粒やオラ

ペネム細粒などの適応症とキプレスやシングレア

などの細粒やチュアブル錠の剤形での適応年齢で

多く見受けられます。

－５６－
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先生の手招きで足側に回り、出生後は小児科医とし

て処置をしたためあまり我が子の誕生の感｣慨に浸る

暇はありませんでした。その間も波のように押し寄

せる腹痛に耐えられなくなり、我が子のためにも生

きなければという思いから内科受診の予約を入れま

した。その予約口の１週間前、我が子が明曰退院し

てくる前の晩に38°Ｃ台の発熱があったため市大病院

の救急外来を受診しました。とりあえず小児科当直

の後輩の先生に採血をしてもらい結果を侍っている

間に腹部X-pを撮りに行ったのですが、そこでとう

とう立てなくなりＣＲＰも高かったため内科当直の

先牛も呼ばれることになりました。触診上右下腹部

浦が強かったため外科の先生も呼ばれ、私も含めて

小児科医が３人・内科医が２人・外科医が２人の合

計７人で「う～ん」と悩んだあげ〈とりあえず虫垂

取つと<かという結論に達しました。夜中の３時頃

から腰麻でのOpeが始まりました。「なんでこんな

に腹水が多いんだ？」「この腫瘤なんだ？」という

およそただの虫垂炎のＯｐｅでは聞かれないような

言葉が出始めた頃から私の記'億はぶつつりと途切れ

ています。きっと麻酔科の先生が気を利かせて何か

を静注してくれたのではないかと思いますが、真偽

の程はわかりません。ＣＲＰの下がりが悪く１０曰ほ

どでやっと退院しましたが、当然治ったわけでは無

いので数日後より発熱・ＣＲＰの上昇があり再入院

となりました。１ヶ月ほどの入院となりました。そ

の問絶食にすると良くなって食べると悪化するとい

うことから再度内科へコンサルトとなりクローン病

との診断に至りました。この１ヶ月はいろいろな経

験をしました。６人部屋だったため周りの方とお話

をしたり、上司の先生や同僚に見舞いに来ていただ

いたり（白衣で来ていただくので同室の方には医者

だとばれてしまいました)、後輩の先生がこっそり

患者さんのカルテを持ってきてどうしたら良いか相

談に来たり、地獄の検査シリーズ（冑内視鏡・大腸

内視鏡・小腸造影・大腸造影）を経験したり等々…。

診断確定後はしばらく自宅療養となりました。し

かし、腹痛・ＣＲＰの上昇を繰り返したため２週間

ほどで再入院、この入院は約３ヶ月の長丁場になり

ました。６０ｋｇあった体重は４３ｋｇまで減少し結構フ

ラフラでした。当時は生物学的製剤が無かったため

エレンタールとステロイドの治療でしたが、完壁で

は無いまでもステロイドは効いてくれたらしく退院

することができました。

診断が付く前は医局長に「みんなが嫌がるような

!忙しい病院に飛ばして欲しい」と頼んでいたのです

が、退院後は大学に籍を置かせていただきながら外
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リレー随筆（第31回）

もし小児科医がク□－ン病になったら

ひいらぎこどもクリニック植田昭仁

半田市で「ひいらぎこどもクリニック」を開院し

て６年になります。現在42歳です。

私は開業前の名古屋市立大学病院勤務時代にクロー

ン病を発症しました。病歴は11年になります。

名古屋市立大学を卒業後そのまま名古屋市立大学

病院小児科に入局し大学病院で１年ほど研修をした

後、静岡済生会総合病院小児科に２年勤務しました。

大学院生として名古屋に戻ってきて、研究を行いつ

つ産婦人科病院の小児科外来でアルバイトをする生

活でした。当時の私は猛烈社員ならぬ猛烈小児科医

で１年目は365曰のうち363曰は病院に出るという生

活をしていました。当然食生活はひどい物で週４～

５回は夕食がハンバーガーなどでした。そんな私も

29歳で結婚をして食生活などは比較的きっちりして

きたのですが、昼間はバイトで夜中に実験というス

タイルはなかなか変わりませんでした。ようやく学

位が取れ、またほぼ同時期に、妻の妊娠がわかった

という頃に、よくわからない腹痛にたびたび襲われ

るようになりました。３０歳の春のことでした。その

後妻は切迫早産で２ヶ月ほど入院することになるの

ですが、私は腹痛で夜中に10回ほど痛みで目が覚め

て収まるまでうずくまっている状態でした。半年で

６kgほど痩せ、体温も若干高めだったので素人なが

らもスキルスか何かと考えるようになっていました

が、余りにも忙しくてなかなか内科の先隼を受診す

ることをしませんでした。また、今思い直しても下

痢は時々あるのみで肉眼的血便も無くせいぜい教科

書程度の知識しか無い「クローン病」には考えも及

びませんでした。

そしていよいよ人生初の入院の曰が迫ってくるの

でした。２６週でこの世に出たがっていたせっかちな

我が子も何とか産婦人科の先生のご尽力で35週まで

持ち、無事出生しました。ただ少しチビだったため

に保育器内で酸素を使い、その後飲めなかったため

我が子の細腕に点滴を入れました。立ち会い分娩だっ

たのですが、はじめ妻の頭側にいた私は産婦人科の

－５７－
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来のバイトで生活をすることになりました。当時は

自分の思い描いていた道と大きく異なることに戸惑

いはあったのですが、開業した今となってはその頃

に外来をやらせていただいたのは非常に良かったと

思っています。

妻は出産したばかりの身体で乳飲み子を抱えこれ

からどうなるのだろうと不安だったと思います。今

では食事療法については私よりも詳しいのではない

かと思います。おチビだった我が子も小学生になり

私の病気についてもだいぶわかっているようです。

決してステーキを食べに行きたいとは言いません。

父は私が臨床医として続けていくのが体力的に無理

かもしれないと思った時に臨床が好きなら続けるよ

うに助言をくれました。母は医学的には素人なので

結構心配したようですが、子供のことなどで手助け

をしてくれました。

当時名古屋市立大学小児科教授で現学長の戸苅先

生を始め、医局の先生方には私の体調に気を使いつ

つ楽しく仕事をさせて下さいました。

夜中に手術をして下さった外科の先生、診断を付

けて下さった内科の先生、現主治医の先生などいろ

いろな先生のご尽力で今は元気に仕事をしています。

いくつかのクローン病関係の患者会では講演もさせ

ていただきました。

皆様に感謝をしつつ、患者の気持ちのわかる小児

科医として今後も地域の医療に尽くしていきたいと

思います。

に大きく関わっているのはＤＮＡの末端にある「テ

ロメア」です。テロメアによって左右される細胞分

裂の限界は50回程度とされ、年齢に換算すると120

～130歳までが限界だそうです。しかしテロメアの

長さを伸ばすことのできるテロメラーゼを作り出す

遺伝子が発見されたそうで、話題のiPS細胞もそう

ですが、自然の摂理は人間によってどんどんと崩さ

れていくように見えます。ここでは年寄りを気取っ

て、われわれ小児腎臓グループ・の若い先帷たちに私

が伝えたいと考えているキーワードについてお話し

したいと思います。

一つ目のキーワード…自然の摂理

私は、医療（医学）が自然の摂理を壊しているの

だということを常に忘れないことを強く意識して、

これまで小児医療に携わってきました。小児の腎不

全医療が自分のライフワークであったと思っていま

す。末期腎不全医療は目覚ましく進歩し、半世紀前

までは命を落としていた慢性腎不全は生き残ること

のできる疾患となりました。透析（小児のほとんど

は腹膜透析ですが･･･）医療や腎移植医療の貢献です。

しかし、腹腔内に管を入れて腹膜を使って透析をし

たり、ご両親の片側の腎臓をいただいて骨盤腔内に

移植腎を入れたりすることは、数世紀前なら想像を

絶する不自然な医療です。異なった視点から見ると、

このような子どもたちがsurviveし結婚し子供をも

うけることは傷ついた遺伝子を後世に残すことにも

なります。このような自然の摂理に反する医療が何

故許されるかは、医療の本質つまり患者や家族の幸

せにあります。患者や家族の幸せは彼らの主観で、

決して他人が決めるべきものではありません。医師

が恥ずべきはpaternalismにあると思います。

ご家族にじっくりと考えてもらって腎代替療法

(透析や移植のことを言います）を選択せず、亡く

なられた患者を何人か経験しました。積極的治療を

選択しないという決断は親御さんにとっては非常に

辛いことですので、医療者側はそれを率直に表現で

きるような環境を提供してあげなくてはなりません。

そのような患者さんの一人Ｋ君のお父さんから頂い

た手紙の一部を示しますが、これは亡くなられた翌

曰に頂いたものです。「あの曰以来、８ヶ月という

長い間、大変にお世話になりました。私たちが先生

からお話いただいた内容の多くは、親としてシヨッ

クなことでした。しかし、先生から発せられる言葉

には、不思議といつもホッとさせられました。正確

にリードしていただいているという安心感を得られ

ていたのだと思います。今後も、子どもたちと家族

『－還暦を迎えて』

あいち小児保健医療総合センター

腎臓科上村治

今年の３月に満60歳となり、後輩たちが名古屋駅

のマリオットアソシアホテルで祝賀会をやってくれ

ました。これまでお世話になった人たち約90人が集っ

てくれて、時間とお金を浪費させてしまいましたが、

歳を重ねるばかりで何も自慢できるような業績もな

くこの歳までやってきた僕だからこそ、この会は人

生の宝物になりました。自分より年上は２人だけで、

あとは皆年下…20代から50代まで、今一緒に働いて

いる仲間も、昔一緒に働いていたなつかしい仲間も…

嬉しい限りです。ちなみに、“－還暦，，と書いたの

は、二還暦を目指そうというわけですが、男性の平

均寿命は79歳ってことは、私の期待ＩＩ１〔はあと20年程

度ですね。人の寿命は現在の段階では120～130歳

(二還暦）が限界と考えられています。動物の寿命
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の安心のよりどころであり続けてください。さて、

Ｋ君はついに明日午後、天国へ旅立つことになりま

した。苦しいことばかりで何もしてあげられなかっ

たことがとても悔やまれる別れとなりました。しか

し、先生をはじめ皆様にかわいがって頂いたことが

Ｋ君の宝物になっているに違いありません。本当に

ありがとうございました｡」

ません。「有意義で幸せな人生を生きるために病気

を治療するのです｡」

ムンテラ

山１１１小児科医院山川穀

小生、大学を卒業後、大学、地方都市の病院、大

学病院と勤務医生活約20年の後の開業小児科医生活

がいつの間にか26年を経過してしまいました。

開業した時は、研究、医療や教育に亘る多くの仕

事と責任から解放され－国一城の主（殿様）になっ

た気分で、開業医の先輩先雄方を見習い地域医療に

貢献するぞとの気概をもって診療にあたっておりま

した。

ただ自分の医学知識がいつのまにか「独りよがり」

で「時代おくれ」となってしまう事を恐れ、Ｒ本小

児科学会、同東海地方会、ｎ本小児科医会セミナー

などに極力参加するように努めておりました。

更に愛知県小児科医会の理事に推薦いただいたの

を契機に愛知県小児科医会理事、曰本小児科医会広

報委員会委員長、名古屋市小児科医会理事などに就

任し多くの先生から有詰な刺激、お教えを受けなが

ら今曰に至っております。

開業当初、たまに出会った白血病、ネフローゼ症

候群や小児急性腹症など入院施設にお願いすべき諸

種の疾患に出会う頻度が年々減少し、昨今の診療対

象の大半は感染症、アレルギー性疾患と予防接種と

なってしまいました。

感染症の多くはウイルス性疾患でありアレルギー

性疾患と同様に治療は患者の自己治癒力を如何に引

き出すかがポイントとなり予防接種と併せ開業医外

来で最も精力を注ぐ必要があるのは予防医学となっ

てきていると考えております。

予防医学で最も心がけなければいけない事は患者

さん及びその家族に対し良質な医学１情報「ムンテラ」

を提供することと思われます。「ムンテラ」は最近

は医学授業のなかで取り上げられている大学もある

ようですが、かっては各自の直接の上司（ライター）

から受けつがれてきました。その結果か、開業医で

おこなわれるムンテラの内容はてんでばらばらで反

対のことを言っているのではないかとさえ思われる

場合もあります。

幼稚園や保育園に通う子どもたちが伝染性疾患に

なったときにどのように対処すべきかの「ムンテラ」

が各幼稚園や保育園で園医の意見も異なり混乱をき

たす事があります。この点を問題視し名古屋市小児

二つ目のキーワード…動的平衡

動的平衡は医学用語でいうホメオスタシスにあた

るものに近い概念で、同化と異化の関係で良く述べ

られます。どれだけ賢い医者よりも、人間の体のほ

うがずっとずっとずっと賢いなんてことは皆さんが

いつも感じてきたことだと思います。例えば医師が

何らかの介入をします…内科医の投薬でも良いし外

科医の手術でも良いし…薬剤は解毒され排泄され、

傷は創傷治癒が起こります。医師は介入によって患

者を治療し、しかし体は動的平衡により元の状態に

戻すことができるから介入は成功するわけです。し

かし、医師が思慮なくあるいは不要な介入を行うと、

時に動的平衡が崩されます。何らかの疾患で治療中

に予期せぬことが起こる場合は、「あなたが行った

治療の影響である可能性が高いので、その治療内容

と開始した時期と事象との関係をじっくり観察し考

察してみて下さい｡」

三つ目のキーワード…人を診る

これは動的平衡にも絡むことですし、古くから言

われている「病気を診ずして病人を診よ（高木兼寛)」

ということなのですが、精神心理的なケアももちろ

んですが、一つの臓器がダメージを受けると他の臓

器にも影響があります。慢性腎不全は腎臓が働かな

くなる病態ですが、そのために腎臓以外のすべての

臓器障害が起こります。他の臓器の疾患も同様だと

思います。また薬を使っても標的臓器だけに影響す

るわけではなくすべての臓器に影響します。もしも

小児腎臓を専門としたいと考える若い医師がいたら、

｢generalistとして一人前の小児科医となってから

小児腎臓の門をたたいて来てください｡」

「すべてのものに栄枯盛衰がある」ということも

また自然の摂理です。どれだけ繁栄を極めている会

社であろうが、日本という国であろうが、地球であ

ろうが、宇宙であろうが…。栄枯盛衰があるからこ

そ人生は楽しいわけですから、生きることを楽しま

なくてはいけません。慢性疾患を持った人たちも同

様です。病気を治すために人生があるわけではあり
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｢頭がおかしくなる」ことは環境を整えればまずは

おこりません。

科医会（学校医・園医委員会；佐々木委員長）では

統一的見解をまとめ平成20年３月に「保育園や幼稚

園に通う子どもたちの健康のために－登園基準・予

防接種」のタイトルの小冊子を作成し名古屋市内の

幼稚園・保育園と名古屋巾小児科医会の会員や各地

の小児科医会に送付しました。小冊子に対する反響

は大変大きくその後第２版、第３版と増補版が発行

されました。

この小冊子を完成する過程ではまず項目ごとに原

案執筆者があり、提出された原案に対し、繰り返す

メールや委員会で徹底的に検討が加えられ13名の委

員の経験と文献的考察を充分に取り入れ完成されま

した。１３名の委員の総意として完成されたものであ

るので各章の原案者の氏名が記載されておりません。

この活動は小児科医会で最も理想的な活動方法と思

い、これに関与できたことを誇りに思っています。

最近、外来診療を行っている時、他科医院の医師

ばかりでなく小児科医の「ムンテラ」でさえ小堆の

｢ムンテラ」と矛盾していると感じられるケースに

しばしば遭遇するようになりました。患者さんとそ

の保護者に混乱を与えるのは得策ではありません。

愛知県小児科医会の電話相談事業で寄せられる相

談内容（平成23年４月～平成24年３月）の集計によ

ると最も多いのが発熱で全体の三分の－強、続いて

嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状が５分の一弱と

なっております。今回は「発熱にたいする対応につ

いて」と「嘔吐下痢症|こって」の当院で掲示、IliB布

しているリーフレットを下記に示します。長年の

｢殿様」生活のせいで「独りよがり｣、「時代おくれ」

になっている部分があるかもしれません。愛知県小

児科医会会員の皆さんから多数の意見をいただけれ

ば幸甚です。

○解熱剤の使用について

解熱剤の使用は、熱による不快な症状を一時的に

軽くする意味はありますが、病気を治すことにはな

りません。代表的ウイルス性疾患の突発↓性発疹の典

型例では高熱が３１１問続き解熱とともに発疹が出現

し治癒します。解熱剤の汎用により発熱期間が４～

５日と長引く事があります。インフルエンザの場合

でも同様です。出来るだけ解熱剤の使用を避けての

治療法を考えるべきと思われます。

○発熱により子どもにおこる不利な事態

高熱である程、体内から水分が放出ざれ体内での

代謝、調節が狂う事が考えられます。高熱時には、

異常行動、うわごとや時には熱』性痙撃をおこすこと

もありますが、一過性のものであれば殆どが後遺症

を残すことはありません。

○子どもが高熱を呈した時に病気が悪くならないよ

うにする方法

脱水をおさえ、熱が体内にこもらないようにする

事とできるだけ栄養ある食物を摂取させる事です。

○脱水を起こさせない方法

汗をかかせて熱をさげようとする治療法はかえっ

て病気の子どもの体力を奪い、病気を悪化させる危

険Ｉ性が高い方法です。体温が高いほど、不感蒸泄

(汗をかかない状態で水分が排泄される）により大

量の水分が失われます。高熱時には熱をさげるため

でなく、環境を涼しくし、湿度を落とすことにより

｢汗をかかせないようにする」ためにクーラーを利

用することは、最も簡単で理にかなった対策です。

この対策で熱が体内にこもることはありません。汗

をかかせない状態が確保できたら水分の補給は特に

は必要ありません。発熱、特に高熱時には子どもの

食欲は低下します。発熱時に涼しい環境下におくと

食欲の減退をある程度抑えることが出来ます。子ど

もが普段好きなもの、口あたりの良いもの、少し消

化の良いものを食べさせることが出来れば体力の低

下を防ぎ、病気からの早期回復を促すことが出来ま

す。どんなにしても食事がとれない時は、牛乳やヨー

グルト、アイスクリーム、ゼリーやプリンを試み、

これもだめな場合にはじめて水（アルカリ飲料水）

の投与を考慮します。

発熱にたいする対応について

○子どもがかかる病気

子どもがかかる病気の多くは、抗生物質が無効な

ウイルスによって発症します。

発熱を伴う事が多く、発熱はウイルス性疾患では

高熱になり易く、ウイルスを追い出すために朱体が

防御反応を行っていると考えられます。

○高熱であると「頭がおかしくなる」？「肺炎にな

る」？

疾患を引き起こすウイルスの種類、侵入したウイ

ルス量により発熱の高さは異なります。頭（脳）の

疾患であれば38℃くらいでも「頭がおかしくなる」

事がありますが、そうでなければ40°Ｃ位の高熱でも
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○抗生物質の使用

明らかな細菌による疾患が疑われる場合に使用さ

れます。明らかに発熱がウイルス疾患によると思わ

れる場合でも、あまりに病気が長期化し、発熱以外

の色々な症状の増悪が見られた場合には抗生物質の

使用が考慮されます。

が認められることが多く、外来での迅速検査での確

定診断が可能です。乳幼児で重症化することがある

ので特に注目されています。重症化しやすいタイプ

のロタウイルスに有効な予防接種が行われています。

ウイルスによる冑腸炎はノロウイルスやその他の

ウイルス｣性胃腸炎でも時に重症化が認められます。

原因ウイルスが異なってもウイルス冑腸炎に対する

治療法には差はなく、どのウイルスによるものか同

定することに臨床上それほどの意義はありません。

胃腸炎がウイルス感染によって起こっているので

あれば、抗生物質は無効です。感染経路はほとんど

が経口感染であり手洗い、うがいなどの一般的感染

予防は、ほぼ同じであり対応の仕方に差異はないと

考えられます。

家庭での看護は主症状の嘔吐や下痢にたいして適

切な対応をして、体力の減退を最小限にとどめるこ

とを目標にするとよいと思われます。

感染性冑腸炎について

○感染性冑腸炎とは

子供の病気として年中、ある程度の流行が常に認

められる疾患です。

暑い時期にはカンピロバクター、サルモネラ、病

原性大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌感染による

ものが食中毒の形で発症します。

寒い時期には吐き気、嘔吐、下痢、発熱や食欲不

振などを症状とするいわゆる嘔吐下痢症の形で発症、

流行します。ほとんどがウイルス感染による冑腸炎

です。

年間を通じて、冑腸炎の大半はノロウイルス、ロ

タウイルスやアデノウイルスなどのウイルス感染に

よるものです。

嘔吐、下痢にたいする対応について

○１１１き気、嘔吐にたいする対応について

嘔叶や下痢は胄腸カゼの主症状であり、冑や腸に

貯留した不要なものを体内から追い出そうとする生

体防御反応と考えられます。

吐き気は食欲不振や嘔吐を伴うことが多いのです

が嘔吐後それらの症状がケロッとよくなることがあ

ります。しかし嘔吐が続くと電解質異常、脱水、全

身状態の悪化が起こりやすいので、まず吐き気と嘔

吐をできるだけ早く収めることが大切です。

吐き気、嘔吐は環境温が高いと起り易いので環境

温を涼しいくらいにするとよいと思います。ただし

腹部はあまり冷えないようにします。

嘔吐後も胄内に残存した不要物は生理的には３～

４時間もすれば冑から小腸内へ移行し嘔叶はおこら

なくなるので、嘔吐がはじまったら空腹を訴えても

３～4時間は絶食（水分の補給も極力控える）にす

ると嘔吐が早期におさまります。嘔吐が頻回に起こ

ると血液の電解質異常が起こるので最後の嘔吐後３

～４１１寺間後に飲めそうであれば、それらの改善のた

めにアルカリ飲料水（胃液の成分を含む）を少量投

与し１～２時間の間経過を観察、嘔吐がなくさらに

空腹を訴えたら前回の倍量を投与、その後２～３時

間後嘔吐がなく食欲がでてきたら消化のよいお粥、

うどん、パンなどを少量から与えることが勧められ

ます。この間ほしがってもお茶や水を与えないこと

が良い結果をもたらします。

嘔吐が頻回にあった場合や吐き気が強く顔色不良

の場合には吐き気止めの坐剤投与と高調ぶどう糖液

○症状について

吐き気、嘔吐、下痢、発熱や食欲不振などの症状

が単発ででたり重なり合い出現したりし重症度は千

差万別です。軽症に見えても繰り返す嘔吐やひどい

下痢があると体力が消耗し、急に元気がなくなり食

欲不振、強い脱水などをおこし入院治療が必要にな

ることがあります。適切な家庭での看護により入院

に至ることが避けられます。

○嘔吐と下痢をおこす子どもの病気

頻度は少ないのですが強い頭痛、嘔叶や咳を伴う

場合には頭の疾患や重篤な肺疾患などによる例もあ

るので注意すべきですが、嘔吐（吐き気）や下痢の

原因となる子どもの病気の大半はウイルス感染によ

る感染性冑腸炎で「胃腸カゼ」とも言われます。

○胄腸カゼについて

ノロウイルスによるものは11～２月に流行し年齢

に関係なく感染、発症します。

ロタウイルスによる冑腸炎は１～２月に流行し５

歳までにほぼ100％感染し免疫ができると言われて

おります。最も多く感染、発症するのは生後６ヵ月

～２歳の乳幼児で、この年齢の子供は重症化しやす

く全国で毎年数名の死亡例が報告されています。

ロタウイルスによる冑腸炎では白色水溶性下痢便
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いては、ヘスやエッピンガー、または我が国の瀧野

増市先生の学説を引用するまでもなく、β刺激薬や

ステロイド剤が対症療法薬として用いられていると

いう事実がその関わりを如実に示しています。

元羽曳野病院アレルギー小児科部長の豊島協一郎

先生によれば、わが国で初めて小児喘皀の心理的治

療に取り組んだのは名古屋大学小児科に在籍してい

た頃の筆者の父（久徳重盛）だったようですが（愛

知県小児科医会会報：第53号、Ｐ27,1991)、心理

的要因にまで配慮した「名大方式の総合治療」で、

かなり良好な治療成績を挙げていたようです。

当時の父の文献（｢気管支喘息・主として心理面

についての考察」小児の精神と神経：第５巻第４号

1965）には以下のような興味深い記述がなされてい

ます。

「外来通院中の忠児で、発作が連続または重積状

態、ステロイドも含めた対症療法薬が無効、親子関

係が良好でない、発作の誘引に心因が多い、という

特徴を持った重症難治症例37名（全患者数の18％）

に対して、入院させて両親から切り離し、心理身体

両面での環境調整を行い、惠児にとっての正常生活

を励行させる『両親離断入院療法」を実施した｣。

その結果は「入院時から定期服薬を中lこしても、

入院当曰に56.9％、入院後１週間で843％までの忠

児は発作が消失した。しかし自宅に帰すと40％まで

は元の状態に戻る」という内容でした。

この結果から父は、「小児喘息では適切に計画さ

れた心理療法はステロイド斉Ｉよりも治療効果が高く、

心因はステロイドホルモンの効果を失わせることも

ありうる」という結論に達しました。そして筆者ら

の調査では、心理的要因は小児喘皀の40～80％まで

に関わっていました。

このような理１１１で、現在でも筆者らは気管支喘息

の心身症的側面に配慮した診療を行っています。現

在一般化しているガイドラインとはかなり異なる治

療スタイルではありますが、心因にも配慮した効果

か、小児喘`息では吸入ステロイドの使用率は６％前

後で良好にコントロールできています。

それはさておき、今春手元に届いた「小児気管支

喘息治療・管理ガイドライン2012」の心因について

の記載（208頁）を曰にして筆者は驚きました。

そこには、「ぜんそくを心身症とする概念は（中

略）やや過去の遺物になりつつある」とし（おいお

い本気なの？ですね)、「一部の心身医学者が劇的な

治療効果を上げた医療技術が実際に存在するのも事

実である。彼らが名医であったことは確かであるが…」

といいながらも、「本ガイドラインでは、Evidence-

の静注が吐き気止め、栄養補給に有効に作用します。

このような対応の仕方で80～90％の嘔吐はおさま

ります。

○下痢にたいする対応について

下痢に対しては、吐き気がなく食欲があれば食べ

やすく消化しやすい、栄養ある食べ物を食べさせて

胄中の異常物を冑、腸内から体外へ追いやることが

原則的な治療法です。

離乳初期に与えられるお粥、うどん、パンなどや

ヨーグルト、プリンやゼリー、多量でなければアイ

スクリーム等の消化されやすく栄養価も高い食べ物

を与えることが勧められます。

消化されにくい油ものや繊維質の多い、人参、ご

ぼう、ほうれん草、のり、みかんやスイカのような

野菜や果物は、食べさせても下痢のある間はそのま

ま便中に排出されて栄養にならないばかりか下痢の

原因にもなっていると考え、少なくとも下痢のある

間は一時的に与えることを控えるとよいと思われま

す。

最近、一流のシェフ、料理研究家ばかりか料理が

得意な家庭の主婦のレシピが色々なメディアを通じ

紹介されています。美味しくて健康に役立つレシピ

です。

小児科医の「ムンテラ」は子どもの健康のための

「レシピ」です。情報の交換、意見交換は子どもと

その保護者ばかりでなく小児科医のためにも有用と

思います。食事療法、養育、院内感染、家庭内感染、

予防接種等の「ムンテラ」について小児科医会会員

の皆様からの情報公開が得られればと期待し、その

たたき台として拙文を書かせていただきました。

平成25年９月記

喘息のガイドラインは

グローバルビジネス？

久徳クリニック久徳重和

気管支喘息が「心理的・生理的・免疫学的（アレ

ルギー）要因」が複雑に関わる多因子』性の疾患であ

ることは言を待ちません。

バラの花が喘息の原因と思い込んだご婦人が造花

のバラを見て発作を起こしたという、マッケンジー

の「バラ喘息」とか、トルソーが報告している「怒

りによるアレルギー性の発作の増強」などは、喘息

の心因を語る時の「定番」のエピソードです。

自律神経と内分泌などの生ＩＩｌ１的因子の関わりにつ
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based-Medicineと共存できるScientificな心理学や

心理療法を喘`自治瘡に応用する」と結んでいました。

「劇的な治療効果を上げた医療技術」の存在を認め

ながらも、それを踏襲もせず再現もせず、「自分た

ちが理解できる範囲内の心理療法しか行わない」の

であれば、「患者さんに最善の結果をもたらすため

の努力をいとわない」という医学者としての真蟄な

志を失っているといわざるを得ません。

吸入ステロイドの普及によって喘息死が激減して

いるのは事実ですが、小児喘息では吸入ステロイド

でコントロールしても中止すれば悪化することもい

くつかの報告によって明らかにされています。ケー

スによっては心理療法がステロイドよりも奏功する

という特'性を持つ小児喘息の治療において、「劇的

な治療効果も上がりうる」心理療法を過去の遺物扱

いにして、吸入ステロイドを推奨するガイドライン

の姿勢が筆者には理解できません。

ここから先は軽く逆上した心療内科医の妄想的発

言としてお読みください。

筆者はガイドラインは、吸入ステロイドの販売促

進のための企業側のマーケッティング戦略も担って

いるのでは？と考えています。マーケッティングの

常道は「商品のメリットを売り込みデメリットは表

に出さない」ことですが、心理療法の劇的な治療効

果を否定して吸入ステロイドの（死亡者減少などの）

効果を強調するのはまさにこの常道に冊っているか

らです。

新型抗うつ薬と呼ばれるＳSRIのマーケッティン

グでもこの「常道」が駆使された経緯を、英田の精

神薬理学者のデーヴィッド・ヒーリー教授は「科学

の外観をまとったグローバルビジネス」と称して批

判しています（講演録がインターネット上で閲覧で

きます)。

さらにガイドラインでは利溢相反についてもの歯

切れの悪い説明しかされていませんが、平成20年３

月30曰付の読売新聞では「全国の国公立大学医学部

の情報公開によれば、平成14年からの５年間で製薬

会社などから大学側に支払われた寄付金は約262億

円。がん、高血圧、糖尿病、喘息など、主要な病気

40種類の指針作成に携わった医師延べ276人のうち2

40人に寄付金が支払われていた」との趣旨が報道さ

れています。

そしてガイドラインの出版元は、医学系出版社で

はなく、医療系「広告代理店」です。ここまでくる

とブラックジョークのような気すらしてきます。

二人の死を偲ぶ

兵藤こどもクリニック兵藤潤三

2012年９月９Ｈ(日)、一宮r市医師会主催の救急蘇

生（ICLS）講習会が終曰あり私も参加した。朝７

時50分集合、夕方５時まで、ＢＬＳに始まりICLS終

了まで人形モデル相手に手掌の皮が剥けてしまう程

に胸骨圧迫をひたすら続行した。少なくとも－人の

男性の死を山い浮かべながら、この貴重な一日を過

ごした。

2003年２月22曰(士)、名古屋で小児科医の集まる

小さな会に出席するため、小雪舞い散るＪＲ一宮駅

を16時22分発の｣快速に乗車した。まもなく「お医者

様がご乗車であれば、先頭の－両目まで来てくださ

い｡」と車内アナウンスがあり、迷わず私は混んで

いる車内をかぎ分け進み－両目に着いた。そこでは

－人の大柄な男性が床に横たわり、二人の若い男性

が－人は胸骨圧迫を、もう一人はfaceshieldを使

用し、ｍｏｕｔｈｔｏｍｏｕｔｈを実行していた。心肺停

止だ。救急車の手配、最寄の駅への臨時停車の要請

をしてもらい胸骨圧迫を続けながら救急隊の待つプ

ラットホームへ降り立った。雪の降る中除細動をか

ける前の心電図波形は心室細動だった。一瞬「助か

るかも」と願いを馳せるも除細動には反応せず、近

くの第一日赤病院にも早く連れて行かればという思

いもあり、除細動を繰り返すという選択肢もあった

が病院へと急いだ。救急車内でも隊員と一緒に胸骨

圧迫および酸素ｂａｇ継続するも心電図波形はar-

restの状態であった。４０分以上経過してしまい病院

到着、その後の懸命な救命処置も功なく、夫人とご

子息の立会いの下死亡確認となった。

６１歳の隣県の大学教授で、学会の打ち上げで他の

関係者と一緒に名古屋へ繰り出す途中の出来事で何

の前兆もなくスーと倒れたそうだ。心筋梗塞の可能

性が高いと思われたが、翌曰の朝刊には死因は何故

か「mIm」と書かれていた。

2002年にした私の救急蘇生は正しくできたのか、

もっと頑張れば救命できたのか自問自答してきた。

2004年より一般市民による除細動が可能になり

ｂｙｓｔａｎｄｅｒＢＬＳによる救命率がかなり上昇してい

る。より身近なところに除細動器が設置ざれ除細動

までの時間がかなり短縮された。現在では、列車内

ではほとんど除細動器が設置されている。今回の

ICLS講習会に参加し、胸骨圧迫の重要性、除細動

を２次救急ができるまで続けること、最後まで諦め
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ないことを学び、今後院外で心肺停止の患者に遭遇

した場合、ポケットマスクを持参していれば30回の

胸骨圧迫十２回のポケットマスクによる人工呼吸に

続き除細動を施行、救急車が到着するまでこのサイ

クルを繰り返す。現在、私のクリニックのスタッフ

全員にポケットマスクを携帯させている。

もう一人の忘れられぬ悲しい死は、救急医療の先

端で活躍していた大学時代からの友人のＨ君だ。自

殺だった。2005年４月に起きたＪＲ宝塚線の脱線事

故で、現場で救助活動に携わったバリバリの救命救

急センターの医師だった。大学卒業後彼は地元の大

学の外科学教室に入局した。彼には教授になるとい

う大きな目標があった。大学時代から初心者で硬式

テニスを始め、６年生でインカレの本戦に出場する

まで上達した。彼の努力は入局後も続き、救急部の

准教授(当時は助教授)にまでなったことは知らされ

ていた。「さすがだな」と思った。ところが2005年

２月同県の基幹病院の救命救急センターに着任した

という。当時51歳の彼に何が起こったか知る由もな

かったが、着任まもなく同年４月、ＪＲ宝塚線の脱

線事故発生、彼は現場責任者として救護活動にあたっ

た。以下の文章は当時の新聞記事からの抜粋です。－

事故後、彼に取材や講演の依頼が殺到し、病院側は

積極的に応じるよう指示したため、通常業務に加え

て１か月の３分の１以上は救急医療や災害医療など

の研修や講演に奔走した。病院にいることが少なく

なったため、他の医師らから公然と中傷、罵倒され

るなどし、「うつ状態」に陥り、2006年５月に自殺

した。－

彼の父親(当時85歳)は、「病院側の講演強要」と

提訴したが、父親もその後亡くなり提訴は取り下げ

られた。

心肺停止で救急蘇生を行うも亡くなられた方、そ

して救急医療の先頭を走ってきた彼の自殺、どちら

も「救命の連鎖」がうまくゆけばかけがえのない命

を取り留めることができたのではないか。二人のご

冥福をいつまでもお祈り申し上げます。９月９日は

｢救急の曰」と同時に「国際自殺予防デー」でもあ

る。二人の死を心に刻み、明曰からの医療に少しで

も寄与できたらと思う。

今までに自分の背中を押してくれたり、進む方向を

示してくださった方たちの言葉を思いおこしてみま

した。

祖母

４ヶ月になった第１子を連れて祖母に会いに行っ

た時に、「上手に育てたね、もう安心だ。この子は

将来ちゃんとした人に育つよ、もう大丈夫。」と言

いました。まだたった４ヶ月の赤ちゃんを数十分見

ただけで、将来ちゃんとした人に育つと解るのか？

と聞くと、「おばあちゃんは明治に生まれて、戦争

も乗り越えてきたんだよ。自分の子や孫、沢山の人

たちを見てきたから、解る。大丈夫、この子はちゃ

んとした人間に育つ。安心した｡」と断言したので

した。今思えば、祖母は私の子供を見ていたのでは

なく、私を見たのだと思います。私の不安や、自信

の無い様子を感じ取り発した言葉だったのではない

かと思います。当時の私もさすがに頭からこの言葉

を信じきることは無かったのですが、それでもとて

も温かな気持ちになりました。この言葉のおかげで、

根拠はないのに、自分は子どもをちゃんと育ててい

るのだ、という自信を持って子育てを行うことが出

来たように思います。

ｌ先生

春に国家試験に合格し、大学病院の研修医として

働きだしたばかりの夏のことでした。小児科外来の

処置係の時に採血がうまく出来ず、時間もかかり何

度も刺した子がいました。その子の父親がものすご

い剣幕で私に苦情を言ってきました。その時オーベ

ンで一緒に処置係をしていたＩ先生が割って入って

きて、「この先生はＮＩＣＵで毎日採血していて、と

ても採血が上手です。この先生が採血できないなら

誰が採血してもできないのです。そのところはご理

解ください｡」とお父さんに負けない剣幕で言って

譲りませんでした。現実には、私の手技はまだまだ

とても未熟であった事は明らかでした。苦』盾を受け

て当然でした。私はお父さんの顔もまともに見れま

せんでしたが、Ｉ先生のお顔もまともに見ることが

出来ませんでした。普段穏やかなＩ先生の剣幕と言

葉は、どんな叱責を聞くよりも辛かったです。早く

一人前の医師として仕事を出来るようになりたいと

強く思いました。そして、Ｉ先生のようなオーベン

になりたいと思いました。

Ｓ先生

結婚したばかり、子どもも生まれたばかりでかな

りきつい曰々を過ごしていたある曰のことです。上

司のＳ先生から調子はどう？と聞かれました。仕事

が終わって保育園に子どもを迎えに行って、食事を

力を与えてくれた言葉

前原外科・整形外科小児科杉山由賀里

いつの間にか医者になってから20年と少し超えま

した。更にこの世に生を受けて20年以上経ちました。
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作り、食べさせ、片付け、掃除洗濯をして、子ども

を寝かしつけ、それから勉強や調べ物をしていると、

寝る時間が無くなるのです、とても大変です、と答

えました。これを言うとまず全員から、大変だね、

よくがんばっているね、といたわりや励ましの言葉

を返して貰っていました。しかしＳ先生の返事は違

いました。「当たり前でしよ。家事や育児を奥さん

に任せている僕達だって寝る時間を削って勉強して

いるのだよ。子育ても家事もしているなら寝る時間

は無いのは当然｡」さらに、「患者さんに、私は子育

てで忙しいので、勉強不足ですが許してください、

と言って許してもらえると思うの？僕はそんな医者

に子どもを任せたくないな｡」とはっきり言われまし

た。「がんばっている」そのことに満足していない

か？本来の目的はどこにあるのか？と質されたので

した。お忙しかったＳ先生と話す機会は滅多になかっ

たのですが、この会話を交わすことが出来たことは

本当にラッキーでした。この言葉はこれからも私に

とって必要な言葉なのだと思っています。

イル・ソーレ

八事日赤の近くにあるイタリアンレストランです。

先日利用した際、気づくと夜10時半をまわり、店内

に残っていたのは私たちだけでした。閉店時刻を尋

ねると、オーダーストップはあるが閉店１１寺間は無い

との返事でした。しかも年中無休１いつも応対に出

るソムリエのバッチをつけたオーナー（と思います）

曰く、好きなことを仕事にすることができていてこ

んなに幸せなことはない、年中無休も苦になりませ

ん。

少し忙しいと休みが欲しい、とすぐ思ってしまう

自分とは雲泥の差です。

オーナーの言葉には続きがありました。好きな事

を仕事にしても若い子はすぐに辞めてしまいます。

ゆとり教育で褒められて育ってきたから、出来なく

てもプライドは高い。だからちょっと叱ると高いプ

ライドが簡単に折れてしまって、辞めてしまうので

す、と。

私は若くないしゆとり世代でもありませんが、プ

ライドもあるし、打たれ弱いです。そんな私を励ま

してくれたのは、叱責の言葉ではありませんでした。

ほめ（褒め殺し？）言葉でした。ごまかしの無い言

葉でした。これらの言葉がなかったら、今よりもずっ

といびつな自分になっていたと思います。ですから

今度は自分が言葉をかける側になり、受診する子ど

もやその家族、職場の人たち、家族の背中を押すこ

とができるようになりたいと思っています。

子育てと開業医

余語こどもクリニック齋藤紀子

2011年３月に名古屋市昭和区に小児科クリニック

を開業いたしました齋藤紀子と申します。1998年１

月、祖父から父に引き継がれた産婦人科病院で土曜

曰半曰のみの小児科外来と新生児診療を始め、そこ

から徐々に枠を広げ、父が引退したのを機に独立し、

小児科クリニックを立ち上げました。

私は今、４０代半ばで、小学5年生の娘と年長の双

子の娘、息子の３人の子どもがいます。まだまだ手

がかかり、曰々、子育てに追われております。しか

し、クリニック運営という責任ある立場もあり、朝、

昼、夜とモードを切り替える努力をしながら過ごし

ています。

父の下で勤務していた時は、とにかく診療をこな

すのみでしたが、今は、診療以外に経営、スタッフ

のことなども一手に行わなければならず、当然のこ

とではありますが、開院当初は経験したことがない

ほどの忙しさでありました。目の前の事をどんどん

処理していくのが精いっぱいで、書斎には書類や本

が積み重なり、一時は足の踏み場もなくなりました。

丸２年たって、やっと整理し始めることができたの

には、我ながら驚きでした。

この度、「会員の広場」に投稿のお話をいただき、

何を書くべきか、大変とまどいました。しかし、ちょ

うど開業２年たち、－時の忙しさより落ち着いてき

たところで、－度この２年を振り返ってみようと思

いました。

＜開業準備＞

開院１年前から計画、準備が始まり、先輩から紹

介していただいた開業支援の方の助言のもと設計・

建築関係から手を付け始めました。週１回程度の話

合いで、建築に関する決定事項が次々ありました。

自分の｣性格が、割と直感で決めてしまうタイプなの

で、これについては、あまり苦労はありませんでし

た。クリニックのロゴや内装などは名古屋市立大学

芸術工学部鈴木賢一研究室にお願いし、ロゴのコン

ペがあったり、内装デザインの学生さんからのいろ

いろな提案あったりで、なかなか楽しかったです。

子どもさんだけでなく、付き添うご家族も心が温か

くなるような雰囲気にしていただくよう要望をだし

ました。完成品は当院のホームページに少し写真が

のっておりますので、よろしければご覧ください。
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開業３か月くらい前から、急に忙しくなり、通信関

係、経理関係、スタッフ関係、印刷物、広告などど

んどん決めていかねばならず、私の場合、それが１２

月だったので、診療の忙しさと子どもの行事なども

重なり、目まぐるしい曰々を送りました。この時期、

下の双子たちは３歳でしたが、生後９か月からの保

育園通園のおかげか、大変体も強くなっており、ほ

ぼ皆勤で登園してくれていたため大変助かりました。

化です。子育ての両立と言えば、小児科開業医です

と、もうひとつよいことがあります。我が子が体調

悪〈ても、自分で診られるということです。クリニッ

クには働いている母親が時間に追われながら我が子

を受診させることは、よくあります。診察予約をと

り、保育園から我が子をひきとり、診察時間すれす

れにとびこみ診察を受け、そのあと薬局で薬を受け

取るという行為は大変な労力です。また、今は、な

かなか遠方の学会、研究会に行って勉強することが

難しいですが、これまた文明の利器で、インターネッ

トという手段があり、ほしい本を入手することやメー

ルで情報を得たりすることも時間問わずできます。

周囲の多くの方々の助けと文明の利器に支えられ、

今、｝Ｉ々が成り立っているのを実感します。今後と

も、ご指導ご鞭燵の程、よろしくお願い申し上げま

す。

＜開業後＞

年を越して、いよいよ３月に開院。以前のクリニッ

クから、道を隔てて向かいに移動し、診療は４曰の

み準備期間のため休診しました。冒頭で述べました

ように、診療以外にもびっくりするほど多くの業務

がのしかかりました。診療については見通しつきま

すが、その他のことは暗闇の中をさまよいながらこ

なしているような状態でした。開業支援の担当や会

計事務所の担当の方が、とてもよく助けてください

ました。その後１年経過すると、年間の流れがつか

め気持ちも落ち着いてきました。１か月の過ごし方

もペースができてきます。月初めはレセプトチェッ

ク、そのあと会計士さんに提出する１か月分の入出

金明細の整理、中旬は少し空き、そのあと給料計算。

そして給料などの振込。これらの業務は、主に夜に

おこないます。

開業４年目、所感。

みずたにこどもクリニック水谷圭吾

いろいろな方にご指導、ご支援いただき、開業し

て３年半がたちました。初めてのことが多く、目の

前のことをⅡ頂番に処理しているうちにあっという間

に時間がたったという感じです。ここに来て、いわ

ば永遠の課題のように、ほとんど常に「未処理事項」

リストに挙がりっぱなしなのが看護師確保の問題で

す。

別に、子どもの採血のできる看護師さんがいいと

か、点滴もして欲しいとか、そんな贄沢なことを考

えているわけではありません。採血や点滴は私がや

らせていただきますので、ご心配はいりません。予

防接種の薬を注射器に詰めてくれて、診察の時に子

どもの頭を押さえて下されば大変ありがたいのです

が。と、そう思って募集しているのですが。そもそ

もが、チラシを印刷してまで行った開院時の募集か

らして、応募が…ない…。ないと思って焦りはじめ

たころに、ぽつりぽつりと応募があったものの、今

度は選択の余地が、ない。そして採用したものの、

案の定、長続きしない。ないないづくしで不毛に近

いがやめるわけにもいかず、そしてまた募集。応募

は少なく、やはり選択の余地はない。運良くいい人

材がいても、看護師の求人においては空前の売り手

市場につき、良い勤務条件を求めて簡単に辞めてい

く。この３年半、看護師の募集を出してない時期は

ほとんどありませんでした。これが噂に聞く看護師

不足なのだと学習できました。

く子育てと仕事の共存＞

クリニックの仕事の他に、母親業もあります。朝、

朝食後、長女は分団登校です。いつも笑顔で玄関ま

でいって「いってらっしやい！」と送り出せればよ

いのですが、現実はなかなかそうはいかず、下の子

の支度や洗濯干しなどで手一杯です。自分の要領の

悪さに辞易します。保育園へ送っていったあとは、

仕事に入ります。夜はクリニック戸締りしたあと、

保育園のお迎えに走り、帰宅後夕食作りです。子ど

もたちの入浴は、早くから子どもだけでできるよう

になりました。眠い顔しながら夕食をとる子どもた

ちの顔をみながら、もうひとがんばりするぞ！と、

自分に言い聞かせますが、睡魔に勝てず、子どもた

ちと寝てしまうこともあります。休llは朝から子ど

もたちは目を輝かせて、今曰はどこかへ連れて行っ

てもらえるかも！というモードですので、その期待

に応えようと、ついつい外出してしまいます。

昔と比べたら、家事が格段に楽になっているのは

ありがたいことだと思います。洗濯乾燥機、お掃除

ロボット、食器洗い機、電子レンジなど、いまさら

ですが、私の幼少時の時のことを思えば、大変な進

－６６－
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最近、状況はさらに悪化しているようで、高い紹

介料の取られる紹介業者に依頼しても反応なし。求

人誌を眺めていると、看護師さんの給与相場もどん

どん上がってきているようです。うちのように開業

したてで経営基盤の弱い零細な開業医としては大変

つらいところです。断続的に募集を続けながら、い

つの曰か、当クリニックと相性の合う看護師さんが

残っていく形でだんだんと落ち着いていって欲しい

と願うのみです。

しかしまあ、どうしてこんなことになってしまっ

たのか。やはり看護師と言えば女性が多いので、結

婚して子どもができてという人生の流れの中で、一

旦はフルタイムで働いていた看護師さんが離職せざ

るをえず、その後の職場復帰がなかなか難しいとい

うことなのでしょうか。

一方で、共働きの夫婦は増えてきていると思うの

ですが。例えば、小児科医として働いていて感じる

ところとしても、二十年前は共働きの家庭はまだ決

して大多数ではなく、子どもが入院することになっ

ても子どもに付き添う保護者の確保に困ることは少

なく、外来で子どもの様子を聞いてもたいていは母

親か同居の祖父母からお話を聞くことができました。

最近は入院させようとしても、夫婦とも仕事があっ

て付き添えないので入院できないと言って困るケー

スも増えましたし、外来で子どもの様子を聞いても、

朝から両親は仕事で子どもは保育園。夕方になって

病院に連れて行ってと頼まれた別居の祖父母が保育

園から子どもを連れて来ても、いつからどのように

調子が悪いのか分からないとか、祖父母も近くにい

ないので両親の仕事が終わってから時間外受診。ご

両親に子どもの様子を尋ねても全く分からないとい

うことも珍しくなくなりました。

あと、最近は平日でも普通にお父さんだけで子ど

もを連れて受診することも格段に増えました。

また、以前は古い感覚のお姑さんだと、うちの嫁

は働きに出ていて、息子の稼ぎが悪いみたいで外聞

が悪いと愚痴を言う人もいたと聞きますが、最近の

お姑さんは、逆に息子の嫁が共働きしてくれなくて

息子がかわいそうだと愚痴を言うパターンも増えて

きたと聞きます。

社会的には、職場復帰しやすい雰囲気は出てきて

いると思うのですが…。う－ん、実はそうでもない

のかなあ。本当に困ってしまいます。

テーマが自由との原稿でしたので、思うことをっ

らつらと書き並べてしまいました。中身の無い乱文

で申し訳ありません。数年後に読み返したとき、全

くの笑い話となるほどに状況が改善していくことを

祈ります。

－６７－
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３月３１曰と曰付を入れて貰った方がいいでしょう、

との意見があった。

平成24年度愛知県小児科医会歳入歳出決算書お

よび平成25年度愛知県小児科医会歳入歳出予算案

承認された。

2）社保・国保診療報ＷＩｌＩ審査委員会委員の推薦依頼

について （｣上條会長）

今まで暖昧だったが、今回、愛知県医師会への

推薦依頼となった。豊橋市宮澤先生が年齢による

退官となったので、岡崎市の糸洲朝久先生（とも

キッズクリニック院長）を推薦。承認された。

3）曰本小児科医会中部ブロック連絡協議会につい

て （｣上(|条会長）

平成25年８月24日、中部ブロック協議会を三重

県が担当で、ホテルグリーンパーク津で開催予定。

議題候補として、

・新生児マススクリーニングタンデムマス

導入の各県の状況

・学校における食物アレルギー（学校におけ

る管理）

・ワクチン接種広域化の問題何が障害か

・ＡＥＤの普及と効果

・小児保健法（成育基本法）制定への取り組

み

4）第40回東海地区小児糖尿病サマーキャンプ寄附

の依頼について （北條会長）

第40回のサマーキャンプの運'営委員長の大同病

院水野美穂子理事より、趣意説明があった。

前回の理事会でお願いしてありますが、今年度

は40回の記念大会。７月16曰から５日間。

四，1丁少年自然の家にて開催。併せて40周年記

念大会記念講演会を四日市文化会館にて行う。

参加者は、昨年ですと46名、スタッフ200名、

４泊５曰で準備している。愛知県小児科医会とし

ての寄付をお願いしたい。あわせて個人寄付も受

け付けているのでお願いしたい。承認された。

5）障害児（者）の医療的ケアを考えるシンポジウ

ムへの後援の依頼について （北條会長）

平成25年７月28曰、名古屋大学付属病院にて開

催される。愛知県コロニーからの依頼。承認され

た。

６）第２回あいち小児在宅医療研究会への後援の依

頼について （北條会長）

昨年の第１回は400名を超す参加者で盛会でし

た。平成25年11月24日の第２回研究会の後援依頼

があった。開催チラシを会報送付の際に同封した

いが、それも含めて承認いただきたい。承認され
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第１回愛知県小児科医会定例理事会議事録

曰時：平成25年５月26日（Ｒ)午前11時30分より

場所：愛知県医師会館６階研修室

伊藤（道)、岩間、大谷、大西、

小川（昭)、加藤、金森、木戸、

後藤（垣)、後藤（泰)、杉浦（潤)、

(孝)、鈴木（敏)、鈴木（信)、高橋、

津村、富田、長江、中島、長嶋、

花田、林（芳)、林（義)、阪、平谷、

深田、北條、牧、松井、水野（愛)、

(美)、宮口、宮田、山川、山口、

渡辺（勇）

出席者：浅野、

岡田、

久野、

鈴木

都築、

野村、

廣田、

水野

吉田、

(協議事項）

1）平成24年度決算および平成25年度予算案につい

て （松井理事、鈴木理事）

平成24年度決算について、歳入では、会費

4,640,000円、補助金272,900円、寄付金1,001,565

円、雑入162,282円、名簿発行積立金より繰り入

れたため、繰入金が492,898円となった。

繰越金1,846,369円、合計8,419,014円となった。

歳出では、管理費2,503,541円、会議費385,971円、

事業費1,462,439円、雑費43,560円、予備費0円で、

合計4,395,511円であった。差引残高4,023,503円。

別途積立金は前年度繰り越しに利息を加え

1,018,746円であった。

平成25年度予算案について、歳入では、会費

4,425,000円、補助金252,000円、寄付金1,000,000

円、雑入100,000円、繰越金4,023,503円、合計

9,800,503円となる。歳出では、管理費2,700,000

円、会議費480,000円、事業費2,350,000円、雑費

310,000円（これには中部ブロック連絡協議会負

担金を定期的に負担することになり雑費に入れた)。

予備費3,960,503円、合計9,800,503円となる。

会計監査報告適正なものと認めます。

監事宮田隆夫、山川毅承認された。

津村副会長より、平成24年４月１曰－平成25年

－６８－
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定。

（水野理事）まずは最初は開業の先生方でという

のであれば、それでいいが、最終的に、愛知

県の小児の在宅医療をどうしてゆくかという

ことになると、絶対病院の小児科とタイアッ

プしないとできないと思うので、どの地域の

どの病院がやろうとしているかわかっている

ほうがいいのかなと思う。まず第一段階とし

ては会員のなかでと言うのであれば問題ない。

（大谷理事）最初の所は、会員の中でどの程度の

ことができるかということで、全く資料がな

いので、声を集めるのを第一段と考えた。次

のステップでは、病院との連携は必須である。

（津村副会長）委員会のメンバー名を入れたらど

うか。

（会長）メンバー名を入れて、今回の案で会員に

送ると言うことでよいか。承認された。

9）その他

（大西副会長）風疹の予防接種について、愛知県

でも、風疹ワクチンを補助しようとする方向

だが、愛知県から豊川市にきた話では、補助

する人は、結婚していて妊娠を希望する女'性、

およびその配偶者とあるが、結婚していなく

ても妊娠を希望する女」性はいるし、結婚して

いない男性でも、職場に妊娠希望の女性がい

るということもありうるので、もう少し広げ

たらと思う。意見を求められた時に向け、愛

知県小児科医会としてどういう方針でいくか

きめておいたらどうか。

（会長）どのようにやるかは各市町村が決めるこ

とだと思うので、その交渉は地区医師会が行

うのでないかと思う。

た。

7）子育て応援団チュウキョ～〈んのすこやかフェ

スタヘの医師派遣について （北條会長）

愛知県医師会が受けた事業で、医療相談コーナー

への各科からの医師派遣要請です。土曜日、Ｈ曜

日の午前10時からで、特に土曜日の午前は開業医

には難しい。１０月19曰（士）渡辺勇先生、１０月２０

日（日）都築一夫先生にお願いしたい。承認され

た。

8）会員に対する小児在宅医療のアンケート文案に

ついて （大西副会長）

前回の理事会でアンケートを出す事を承認いた

だいた。アンケート文案が継続審議となっていた

ので提出させていただいた。アンケートは関心の

ある先生を把握したいというのが第一と考え、ま

ずは関心があるかどうかを聞くアンケート文案と

した。在宅医療を実際に今関わっているかいない

かに関わらず、関心があるかどうかを登録してい

ただいて、そのあと実際に何をされているか、興

味があるが今はされていない先生方にはどういう

ことがあればやっていただけるかというアンケー

トに進んでいきたいと考えている。次回の会報送

付時に同封したい。

(会長）９月の例会案内状を出す時に、同封でき

ます。在宅医療には小児科医師として関心を

持っていただきたい。応援団くらいしか出来

ないかもしれないが、小児科医療としても重

要な位置づけの１つとして大事かと思う。ど

のくらいできるかにもよるが、発熱の対応や

ワクチンだけでもやれるのも協力と考えてい

いか。

(大西副会長）興味がある、分からないけれどど

んなものか知りたいと言うことだけでもいい

ので登録していただきたいと思っている。大

まかな人数の把握をしたい。

(水野美穂子理事）先曰の東海地方会の最後のセッ

ションが在宅医療であったが、大いに盛り上

がった。病院として取り組んでいるのは、愛

知県内では大同病院と陶生病院くらいだと思

う。他の病院でも関心のある先生がいると思

うので、愛知県小児科医会の会員でなくても、

愛知県下の病院の部長先生方にもアンケート

を出して、病院として在宅医療に関心がある

かを含めて出したらと思うがいかがか。

(大西副会長）病院へ出すとすると、別の文面に

なると思う。今回は、個人的な関心を聞くも

ので有り、愛知県小児科医会会員宛に出す子

(報告事項）

1）会務報告（北條会長）

会務報告参照。

2）予防接種広域化について （北條会長）

前回の理事会で、愛知県医師会環境衛生委員会

のプロジェクトチームへ愛知県小児科医会理事か

ら誰か委員に入って、意見が言えるようなことが

必要じゃないかと提案があった。愛知県医師会の

担当理事の纐纈先生に連絡をとり、他の委員の先

生方と検討いただいたのですが、結論から言うと、

すでにプロジェクトチームは１年の検討期間をへ

てかなり進んで、大枠は、決まってきている。委

員を増やすと言うことは理事会の承認も必要で、

この時期に入るのは無理がある。今後、運営協議
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会を作って行く予定なので、運営協議会の場で意

見をいただくような機会を作ってゆくという形で

行きたいということです。

４月18曰の県下会長等会議で、愛知県下広域化

の話が出たが、いろいろな案があり、地域差を重

視する意見もあるとのこと。

小児科医会として発言してきたことは：１．被

接種者の利便性を最大限考慮して欲しい。２．行

政の地域差はあるが、医療に関して地域差、地域

格差はなじまないのではないか。

明日（５月27曰）県下医師会予防接種事業担当

理事連絡協議会が開催される。７名の先生出席を

お願いします。

（鈴木副会長）医師会が手数料を取ってというの

はなくなったが、彼接種者の依頼書は撤廃し

て欲しい。大分県は全国に先駆けて県下広域

化を、依頼書なしで１０年やっている。

3）臨床懇談会について （花田理事）

第274回臨床懇談会７月28曰名古屋大学が担

当。

演題小児の急性脳症：ＡＢＣ分類、

司会小児科准教授夏目淳先生、

症例提示小児科山本啓之先生。

第275回は、来年１月藤田保健衛生大学が担

当。

4）９月の例会ついて

（長江理事）尾張旭小児科医会が担当で、９月２９

曰に、スカイワードあさひで開催される。

演題１小児上気道炎～見直しませんか、いわゆ

る“かぜ薬，，？

吉田均先生よしだ小児科クリニック

院長、

演題２予定していた横浜市立大学医学部小児科

教授横田俊平先生は都合悪くなり、

あいち小児保健医療総合センター岩田直

美先生に変更になった。

（会長）９月の地区小児科医会活動報告をしてい

るのですが、５月会報の報告と重なることもあり、

地区で抱えている問題を出し合ったらどうかでい

うことで去年から変更になった。感染症Ｉ情報交換

会という方向にするのも1つかと思うが、７月の

理事会の協議事項にしたい。７月の理事会の前に

各地区会長にメールして協議したい。

５）曰本小児科医会理事会（４月28曰）報告

（岡田理事）

主なテーマは、年度初めなので、本年度事業計

画が中心だった。

１．小児保健法推進：新たに名称も成育基本法と

変更して、より広汎に、胎児期から子育てを

する親の世代の支援まで含めたものとした。

次世代の子どもをどうやって育てるかは国の

責務であると明確にうちだした基本理念法と

していきたいという運動に進めていきたい。

２．専門医制度：総合診療科が認められた。以前

から小児科医会でやっている地域小児総合医

の位置付けもどうして行くか難しくなってき

ている。

３．予防接種：曰本は遅れているが、ようやく３

つのワクチンが定期となった。もっと進めた

い。

の３点です。

曰本小児科医会総会フォーラムの全プログラム

が終わったところで、成育基本法制定促進の集い

を行うので、できるだけ多くの方に参加していた

だきたい。

１０月14日、金沢で小児科医会セミナーが行われ

る。小児科医会セミナーが、□本小児科学会専門

医制度の基本単位８単位として認められることに

なった。

皆様からいただいた東曰本震災寄付は、ロタウ

イルスワクチン補助に加え、子どもの心の対策支

援に使用された。

6）曰本小児科学会専門医制度について（都築理事）

専門医資格更新に関わる変更点

研修記録簿ならびに研修参加証の原本提出

（2014年３月から)、必要基本単位が30単位から

５０単位への増加（2015年３月から)、研修集会に

おける研修単位の変更（2012年10月より）

新たな専門医制度で、厚労省の諮問機関が２年

ほど前から検討してきたもの。2017年から実施さ

れる。この４月に、専門医の在り方に関する検討

会報告書が出された。ホームページにも掲載され

ていて、１０数頁ある。概要は：専門医の育成が中

心になるが、資格の更新については、今までは、

学会への参加とか発表とか論文とかだけで認定し

ていたが、更新の際にも、各領域の経験症例数等

の活動実績を要件とするとなっているが、今のと

ころ何も具体的には決まっていない。認定は第三

者機関が行うことになる。専門領域毎に専門医を

作るとあるが、学会単位に近いものになるだろう。

総合臨床専門医は、基本領域の専門医として認定

されていてすでに18あり、小児科もそれに入って

いるが、それに加え19番目として、総合診療専門

医が加わる。従来基本領域に関しては１つしか資
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格がとれなかったが、重複しても良いとなりそう

だが、実際重複してとるのは難しいと思われる。

後期研修医は専攻医と名称が変わりそうである。

それぞれの研修施設がプログラムを決めて、第三

者機関が認定をしてやらなければならなくなる。

基幹病院と関連病院と連携して全体を統合した研

修が求められることになる。病院は、2016年には

準備してもらわないと、2017年からの専攻医募集

ができなくなる。まだ、細かいところはわからな

い。今後の流れに注意を払っていただきたい。

（大西副会長）地域小児科総合医の委員をしてい

る。

総合診療医について：小児科医会は反対、小児

科学会はノーコメント。総合診療医はプライ

マリ・ケア連合学会が中心に検討しており、

内科学会とも別である。小児科医会としては、

このままでは受け入れられないが、このまま

にしていると小児科医会が除外されてしまう

ので、参加して意見を言わないといけないと

思っている。

7）その他

（阪名誉会長）曰本小児科医会の２代目会長天野

先生が亡くなられた。弔電を入れた。

（大西副会長）東三河小児医療の問題点を冊子に

まとめたので、各理事に配布した。

（伊藤道男記）

に後援の依頼があった。受諾してよいか。承認さ

れた。

2）第13回愛知県小児気管支喘息ＱＯＬ研究会の共

催について （北條会長）

平成25年６月29曰（士）に開催されたが、事前

に口頭で会長が共催依頼を受けた。事後承認をお

願いしたい。承認された。

3）先天性代謝異常等検査精度管理委員会委員の推

薦について （北條会長）

愛知県から上記委員会（|日・先天性代謝異常等

検査検討委員会）へ委員推薦の依頼があった。精

度管理が目的である。これまで岡田純一理事に依

頼していた。引き続きお願いしたい。承認された。

4）愛知県母子保健運営協議会委員推薦について

（北條会長）

通例として愛知県小児科医会会長が務めている。

承認を頂きたい。承認された。

5）平成25年度愛知県ＨＴＬＶ１母子感染対策協議

会委員推薦について （北條会長）

水野美穂子理事が推薦された。承認された。

6）環境衛生委員会予防接種広域化に関するプロジェ

クト委員の委託について （北條会長）

愛知県医師会環境衛生委員会の分科会の一つで

予防接種広域化を推進するプロジェクト委員会で

ある。当理事会で報告した通り、この委員会に愛

知県小児科医会が参画できないかと県医師会と折

衝した経緯がある。その後、県医師会、県市町行

政の協議がかなり具体的な段階に入ったため、上

記委員会から県小児科医会会長の参画依頼があっ

た。委託を受けてよいか。承認された。

7）９月理事会地区小児科医会報告について

（北條会長）

９月愛知県小児科医会理事会で地区小児科医会

報告がある。地区小児科医会にテーマを決めて協

議するため意見を聞いた。大きく分けて４つのテー

マ（｢学校健診のあり方について」「昨年の議題と

同じ」「ＢＣＧの個別接種化について」「予防接種

の過誤防止について｣）が寄せられたがこのテー

マを中心に報告して頂く予定であるがよいか。承

認された。

長嶋正實理事から、曰本医師会学校保健委員会

委員をしている、学校保健のあり方について文科

省が力を入れ検討を始めている。学校健診につい

ては全国レベルのアンケート調査が始まる予定で

ある。

8）第２１回日本小児科医会中部ブロック連絡協議会

について （北條会長）

第２回愛知県小児科医会定例理事会議事録

曰時：平成25年７月28曰（日）午後０時より

場所：愛知県医師会館６階研修室

出席者：浅野、

岡田、

小山、

鈴木

富田、

花田、

北條、

山川

伊藤（道)、上村、大谷、大西、

加藤、金森、川瀬、木戸、久野、

後藤（'E)、鈴木（孝)、鈴木（敏)、

(信)、高橋、辻、津田、都築、津村、

永井、長江、長嶋、永吉、野村、

林（芳)、林（義)、阪、平谷、廣田、

牧、水野（愛)、水野（周)、宮口、

(協議事項）

1）曰本医師会子育て支援フォーラムの後援依頼に

ついて （北條会長）

平成25年９月７日に曰本医師会、SBI子ども希

望財団、愛知県医師会主催で開催されるが、当会
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協議の参考資料にするため県小児科医会会長宛

てにアンケート調査があった。アンケート項目は、

予防接種と健診の広域化、新生児マススクリーニ

ング、学校における食物アレルギー（学校におけ

る管理)、ＡＥＤの普及と効果、成育基本法の取り

組み、である。各地区の会長に問い合わせ北條会

長がまとめて提出した。承認された。

長嶋正實理事からＡＥＤに関して発言があった。

AEDにより救命される小児例が増えてきた。学

校でＡＥＤをどう使うか、どこに設置すれば効果

的か、等を検討している県もある。愛知県でも調

査検討をしたらどうか。学校医はＡＥＤにもっと

関心を持つべきだと思う。

（よ行政の仕事。③地区医師会で行政と料金設定を

個別に協議していくのは困難である。④具体的に

は同時接種の初診料相当の部分の扱いや時間外料

金の設定の可否に関することが問題となっている。

⑤ヒブ・肺炎球菌ワクチンは国が料金を設定して

おり同時接種になっても変えられないはず。⑥情

報を共有したい。⑦接種医の立場をきちんと行政

に主張する事が大切である。現行料金が必要であ

るならその根拠を示すべきである。⑧料金設定に

ついて複数の発言あった。現行の保険点数積算法、

指導・安全管理料を前面に出す積算方法、スケジュー

ル管理料を要求する等。⑨曰本小児科医会でも検

討してもらう。等多くの発言があった。

会長より、県小児科･医会予防接種委員会で検討

してみる。県単位では決めかねる大きな問題であ

るので曰本小児科医会でも検討をお願いする。

4）愛知県小児救急電話相談事業協議会について

（岩佐理事、北條会長）

実際に電話相談ができた件数が前年より増加し

た。これは受け手の相談の看護師人員を増員した

事によると、説明があった。

5）曰本小児科医会の行事について（北條会長）

第25回総会フォーラム盛岡

平成26年６月15曰～15曰

第26回総会フォーラム大分平成27年

第９回生涯研修セミナー金沢

平成25年10月14曰

第10回生涯研修セミナー奈良

平成26年10月５日

第１１回生涯研修セミナー埼玉

平成27年10月

6）平成25年度第１回曰本小児科医会教育委員会の

報告（大谷理事）

生涯教育セミナーは基本単位８点になった。今

年の生涯セミナーは10月14曰金沢で開催される。

「総合診療専門医」の推移について小児科医は関

心を払うべきだと思う。というのは、開業小児科

医に影響が出てくる可能性があるからだ。

（富田博記）

(報告事項）

1）会務報告（北條会長）

会務報告参照

2）愛知県予防接種広域化調整会議（第２回）につ

いて （｣上條会長）

７月４曰に開催された。予防接種に関わる県内

の市町の行政や愛知県医師会の担当者が参加して

活発な意見交換が行われた。これまで国保連合会

は予防接種に関わらないと言ってきたが、市町行

政側より国保連合会が関わるべきという意見が多

く出された。地区医師会から行政に対し国保連合

会で予防接種を扱うように要望したらどうか。鈴

木敏弘理事から地区医師会の動きについて発言あっ

た。国保連合会が関わる事が得策であるように思

う。この件に関して県医師会も積極的に働きかけ

ている。

3）Ｂ型肝炎ワクチン接種の公費助成に関する要望

害の提出について （北條会長）

名古屋市Ｂ型肝炎ワクチン接種公費助成に関す

る要望害について、事前に小児科医会理事にメー

リングリストで意見を聞き、訂正、加筆後、６月

２１曰名古屋市に提出した。名古屋市で公費助成が

始まれば県内、そして全国に広がることを期待し

て要望書を提出した。

複数の理事から、①公費助成が増えることは喜

ばしいことである。しかし予防接種にかかる市町

村の事業費が増加するので、その結果行政は個々

の予防接種料金を低額に抑えたい意向がでてくる。

その対応のために医療機関が受け取る料金設定の

指針を小児科医会として出してほしい。②普段か

ら行政と信頼関係を結んでおく事。予防接種事業

が煩雑で、管理、指導の労力は並大抵でなく、そ

れを説明することが大切である。予算の割り振り

第Ｓ回愛知県小児科医会定例理事会議事録

曰時：平成25年９月29曰（曰)午後０時より

場所：スカイワードあさひ６階

出席者：浅野、安藤、伊藤（道)、岩間、大谷、

大西、岡田、尾崎、金森、川瀬、木戸、
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志水、後藤（泰)、杉浦（壽)、鈴木（孝)、

鈴木（信)、高橋、辻、津田、津村、永井、

江長、中島、長嶋、永吉、花田、林（芳)、

平谷、北條、牧、水野（愛)、水野（周)、

水野（美)、宮口、山川、山口、声?田

当直業務を行うための休日診療所の設立を目

指している。

現在、各地区の小児科医会ではそれぞれ講

演会が開かれているが、当医会では参加者が

少ないこともある。愛知県小児科医会が各地

区でどんな講演会が開かれるかという情報を

まとめて会員に流していただけないか。会長

から、講演会などの案内は出来れば会員あて

のメーリングリストを利用して各医会から情

報を流したらどうかというコメントがあった。

(4)知多半島小児科医会

会員数も少ないので講演会出席者も15～２０

人程度である。

夜間の救急診療は半田病院で週２回（火金）

行っているが、参加していただける先生の数

も少ないことから月２回くらい担当しなけれ

ばならないこともあり負担に思うこともある。

(5)春日井市小児科医会

来年６月に総合保健センターがオープンし、

そこに医師会の休日夜間診療所も入ることに

なっているが、同センターは春日井市民病院

に隣接した形で１階部分の半分が医師会の休

日夜間診療所となる。今後の運用については

医師会と市民病院で現在協議中である。

出生数の減少に伴い、市の方から健診の回

数を減らすことを提案してきているが、この

ことについては現在市の方と協議中である。

(6)小牧市小児科医会

小児科医会例会を年１回、小牧春日井小児

科懇話会を年２回開催している。

今回市の方から突然予防接種委託料の変更

の申し入れがあり、同時接種をした際の接種

料金の減額案については現在も交渉中である。

休曰診療所の出務についてであるが、５月

の連休と年末年始については、曰常診療で主

に成人を診ている医師と主に小児を診ている

医師の２名が担当することになった。

(7)東名古屋小児科医会

年に２回の例会時に講演会を行っているが

参加者は10数人である。近隣の先生方に案内

を出せば参加者も少し多くなる。

コメディカルや予|坊接種業務に携わる医療

従事者全員の方を対象とした予防接種に関す

る講演会を計画している。

(8)尾北小児科医会

例会を年３回開催し、内容は症例報告や臨

床研究発表が中心であるが、その中の１回は

最初に会長より今回の小児科医会例会を担当して

いただいた瀬戸旭小児科医会への感謝の言葉があっ

た。また、７月の例会で、学会専門医制度申請用参

加証の単位数に誤りがあり、当日参加の先生方へは

９月18曰に単位数を修正した参加証をお送りした旨

の報告とお詫びがあった。

病院勤務の先生方にも愛知県小児科医会へ入会し

ていただき、ご指導、ご協力をお願いしたいので、

病院の先生方に入会を勧めて欲しい。

(協議事項）

1）各地区小児科医会の活動状況

①この一年の、行事・講演会・出来事など目立つ

たことについて

(1)名古屋市小児科医会

連続勉強会を年３～４回開催しており、毎

回愛知県小児科医会の先生方にもメーリング

リストでご案内をしている。

本年４月以降では６月30曰に「乳児の虫歯

について」の講演があり、また10月５日には

「子どもの背骨と股関節の病気について」の

講演を予定している。

また、６月に「子どもたちの健康のために」

第３版を発行し、小児科医会会員、保育園、

幼稚園、医師会、保健所、休曰診療所等へ配

布している。また、この冊子について８月２１

日の中日新聞、９月24日のＮＨＫニュースで

紹介されている。またこの冊子の内容に関連

し、７月14曰に中日パレスで「予防接種い

つ何を何のために」という演題で後藤泰

浩理事に講演していただいた。

(2)一宮市小児科医会

４月以降では、講演会を３回開催している。

会員から夜間救急について、月曜から金曜

の夜間の小児科当番を小児科医だけで担当で

きないかとの意見があったが、小児科医全員

の賛成は得られず、現行のように内科・小児

科の医師で担当することになった。

(3)瀬戸旭小児科医会

現在、曰曜休曰の当直は輪番制で内科、外

科の当直を行っているが、今後は日曜休日の
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○第168回東三河小児科医会学術講演会

曰時：Ｈ25/9/14(士）１８:１０－

会場：アソシア豊橋５Ｆ

チェリールーム（共催：大塚製薬）

特別講演１

「初めてのけいれんさあどうするか』

聖隷浜松病院小児神経科部長

榎曰出夫先生

特別演題２

「タンデムマス法による新しい新生児マ

ススクリーニングについて」

愛知県厚生連豊田厚生病院小児科

部長梶田光春先生

（11）岡崎小児科医会

年８回の岡崎市民病院との合同症例検討会

を開催し、年４回の講演会を開催している。

またこれとは別に発達フォロー協力医検討会

を年３回開催し、最近は小児神経や小児精神

の専門医による小児発達障害に関する講演を

行っている。

「子ども発達センター」は平成28年完成に

向けて具体的な基本計画が進められている。

岡崎小児科医会も来年創立50周年を迎え、

記念式典を来年の９月21日（曰）に開催する

予定である。

（12）刈谷・安城・碧南小児科医会

５月より会長が辻先生に代わった。

年５回の講演会（１回は特別講演）と、病

院との症例検討会を刈谷総合病院で年２回、

安城更生病院で年３回開催している。

最近、麻疹の発生があり、0157の報告も

あった。

（13）豊田加茂小児科医会

定期的な活動としては、症例検討会年２回、

総会講演会１回、小児科医会セミナー（秋）

を行っている。

昨年設立20周年となるのを記念して記念誌

を発行し、本年の５月の総会の時に記念祝賀

会を開催した。

②学校健診のあり方について

（瀬戸旭小児科医会長江先生）

学校健診のあり方について、健診で何を見る

べきかその存在意義を考えていくために、養護

教諭を対鬘象として健診の現状についてアンケー

ト調査を行った。

瀬戸市の小巾学校内科健診で

１）健診日数は１～６曰、

特別講演を加えている。

2008年５月より開始された当医会会員の開

業医９名による小児救急医療システム「病院

内で行う病診連携小児休曰診療」は、支障な

く稼働できている。受診患者数は新型インフ

ルエンザ流行時を除き大体30～40名／Ｒと当

初懸念していたほど多くはなく、参加された

開業医の先生方に過大な負担とはなっていな

いようである。

(9)海部津島小児科医会

手足□病・ヘルパンギーナで学校によって

は治癒証明を要求されることがあり、統一し

た対応をしていただけるよう市の教育委員会

に要望している。また、感染症の治癒証明に

ついてであるが、現在学校には保護者の印鑑

を押して証明書を提出することになっている。

これを医師の印鑑を押した形の治癒証明書

（無料）に変更することも要請している。

(10）東三河小児科医会

年間２～３回の学術講演会と２回程度の症

例検討会を実施している。曰本小児科学会専

門医認定集会から外れてしまったので、講演

会の演題を２題に増やして再申請をし、復帰

を目指している。

平成25年４月以降の開催状況は

○第166回東三河小児科医会症例検討会

曰時：Ｈ25/4/17（水）２０:00～21:３０

場所：豊橋市民病院第二会議室

発表①「豊橋市民病院小児科における在宅

医療適応患者の実態と課題」

豊橋市民病院小児科

田中達之先生

発表②「小児科開業医における在宅医療支

援」

大谷小児科大谷勉先生

○第167回東三河小児科医会

総会・学術講演会

曰時：Ｈ25/6/8(土）１７:20～20:００

会場：アソシア豊橋５Ｆチェリールーム

特別講演①「第一選択とすべき非鎮静性抗

ヒスタミン薬とは」

東北大学医学系研究科機能薬理

学教授谷内一彦先生

特別講演②「医療と福祉の協働で支える小

児在宅医療」

あおぞら診療所

前田浩利先生
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２）児童生徒一人あたりの健診時間は20秒以内

が５校、２１～30秒が７校、３１～40秒が11校、

４０秒以上が５校であった。

３）養護教諭の意見・思う事としては、丁寧．

優しいが２件、看護師さんを同伴してくれる

が２件、聴診のみで胸郭、側轡、皮盧の状態

を診てもらえないが６件、聴診が瞬時に終わ

るが１件、舌圧子を使用しないが２件、咽頭

を診てくれないが２件、心雑音以外の所見は

言わないが１件、健診内容や事後措置が校医

によって違いすぎるなどの意見があった。

健診のやり方が校医によって異なっているこ

とに対し今後対策を考えていきたいが、側轡の

チェックについては中学生女子では脱衣しない

ケースもあり、予め養護教諭がアクリル板の側

轡計などで疑わしいケースをチェックしておい

てもらうことなども検討しているが、他の地域

ではどのようにしているか。

また、機能性心雑音について診察医の中でか

なり個人差があるが、どのようにしていったら

よいか。

(長嶋先生）

このことについては、曰本医師会の学校保健

会でもいつも話題になっているが、現在文部科

学省でも、ある程度の病気のチェックが出来る

ような問診票を使って、健診の効率を上げよう

と検討がなされている。最近は学校健診の目的

が新しく病気を発見するというより、正常に学

校生活を送れるかどうかを判定するような形に

変化してきている。今後は、新しい問診票を使

用してこの目的に合致するより効率的な健診が

出来るような形に変化していくものと思う。機

能性心雑音については、心雑音についての判断

は名古屋市でも各学校でまちまちである。心雑

音で精検となっているケースのほとんどは機能

性心雑音であるが、対策としては各健診医の聴

診能力を上げていくしかないと思う。

(一宮小児科医会浅野先生）

側轡の診断について、現状では女子の場合しっ

かり上半身の衣服を脱いで診察しないため確実

に実施しているか会員の中でも問題となってい

る。全医師会員で校医を担当しており、健診の

質を上げるためには研修や最低限のマニュアル

の確認が必要と思う。

(名古屋市小児科医会北條先生）

名古屋市では、健診の前に母親に肩の高さの

左右差や腰の横が曲がっていないかなどアンケー

卜を書いておいてもらい健診の際にそれを利用

して疑わしいケースについては健康診断マニュ

アルに記載されたような方法でチェックをして

いる。また小学校ではずっと正常とされていた

が中学校で側轡が見つかったケースもあった。

(長嶋先生）

以前、側轡を見逃していた例が裁半'|になった

ケースもあり、健診の際にはマニュアルに記載

された方法できちんとチェックしておかなけれ

ばならないと思う。

(尾北小児科医会尾崎先生）

江南市、犬山市、大口町、扶桑町では現在小

中学校の内科校医に当小児科医会会員が１人も

入っていないのは問題であると思っている。

(岡|崎小児科医会水野先生）

岡崎市では、内科学校医の欠員が出た場合は、

小学校については小児科医会が推薦することに

なっており、現在市内の小学校の67％は小児科

専門医が担当している。また市の学校保健会に

も必ず小児科医が参加して学校保健についての

問題点について協議に加わっている。側雪につ

いては、以前アクリル板の側響計を全学校に配っ

たが、殆ど使用されていないのが現状である。

やはり問診等で疑いのあるケースについてマニュ

アルで記載されているような方法でチェックし

ていくしかないのではないか。

発達障害を持った児童生徒については、学校

側より求められたケースについて健診の際に対

応を助言するようにしている。

(東三河小児科医会大西先生）

豊橋市では市立学校の児童生徒健診の際、可

能な限り校医が雇用している看護師１名を同行

しています。

豊川市では医師のみの出動です。

③ＢＣＧの個別接種化について

（名古屋市小児科医会津村先生）

名古屋市では、ＢＣＧ接種は３～４か月健診

の時に集団接種の形で行っているが、標準的接

種期間が生後５か月からとなったことや他の予

防接種との接種スケジュールの関係もあり、今

後ＢＣＧ接種をどのような形で行うか小児科医

会で検討した。結果、現時点ではすぐに個別接

種化することに対しては混乱も予想され、しば

らくは集団接種の形で行いたいが、接種時期を

今後は生後５か月以降にずらしてもらうことを

行政に要望することになった。ただ今後個別接
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種化を考えていく際に、ＢＣＧ接種は他の予防

接種と異なり時間もかかることから、どのくら

いの先生方が接種に協力していただけるか判ら

ない。現在BCG接種を個別化されている地域

の状況を教えてほしい。

(一宮市小児科医会浅野先生）

一宮市では平成24年からＢＣＧ接種は個別化

したが、接種率は集団接種の時が98％前後であっ

たのが個別化しても96.1％とそれほど接種率の

低下はなかった。個別化する際には、ＢＣＧ接

種協力医を対象として数回研修会を行い接種に

関する説明ビデオも配布した。実際にやってみ

ると接種対象者も１曰に2～3人くらいであるの

で少し時間はかかるが特に混乱はなく、接種方

法が不適当と思われる例は1例のみであった。

(岡崎小児科医会花田先生）

岡崎市も平成20年からＢＣＧ接種は個別化し

ているが、現在協力医の数は37名でほとんどが

小児科医である。協力医になっていただくには、

年１回の研修会の出席義務があり、新しく協力

医になっていただく先生には２回ほど現在ＢＣ

Ｇ接種を行っている協力医療機関での見学をし

ていただいている。また１歳６か月健診の際に

時期を決めて接種跡の針痕数を数え、その結果

を接種医に教えるようにして接種技術の安定化

に役立てている。各医療機関での接種者数も１

回３名前後で特に混乱なく行っている。

(東名古屋小児科医会山口先生）

小さな市町では小児科医の数が少ないことか

ら、ＢＣＧ接種を個別化することは現状では非

常に困難である。地域の状況により個別化に対

する考えも異なると思う。

(東三河小児科医会大西先生）

東三河地区ではＢＣＧを個別接種化している

のは豊橋市だけです。

「豊橋市では平成17年４月集団接種から個別

接種に移行し、平成23年度までの接種率平均

98.8％、１歳６か月健診時の針痕数集団接種

時平均13.8個、平成20年度以降１６個以上と

BCG接種受託医療機関を限定し、技術的に安

定しました。

乳児期早期に接種すべき予防接種が増加、効

率良くスケジュールを組み実施するためにもす

べての予防接種の個別化が望ましいと考えます｡」

との報告を受けています。

(東名古屋小児科医会山口先生）

ＢＣＧ接種時期の変更（生後１歳未満で生後

５～７か月が望ましい）により、生後２か月か

らの同時接種スケジュールを決める時にＢＣＧ

接種時期を考慮する必要がなくなり以前よりス

ケジュールが組みやすくなっている。また

ＢＣＧ集団接種を主に内科医が行っていても特

に接種に関する技術的な問題は多くは出ていな

い。

④予防接種の過誤防止について

（一宮市小児科医会浅野先生）

市の担当者から接種間隔、接種対象者の誤り

がみられるとの指摘があった。また会員の中で

も同様の誤りを経験された先生もいる。現在は

接種年齢が近づくと市から問診票などが送られ

る方式になっているが、この方法は過誤防止の

ほか接種率向上にも役立っている。

（後藤泰浩先生）

今年の11月からは小児用肺炎球菌ワクチンが

７価から13価に変更になる。定期接種としては

１３価だけしか使用できない。また単独の不活化

ポリオワクチン追加接種の対象者も多くなり４

種混合ワクチン接種者の追加接種と混在してく

るので注意が必要である。

ＢＣＧ接種で接種の際にひっぱったりして傷

が大きくなっている例もあるので注意が必要で

ある。

（瀬戸旭小児科医会長江先生）

瀬戸尾張旭両市の予防接種委員会で報告され

た過誤を医師会で予防接種講習会を開くときに

同時に報告しているが、毎回同じような過誤

（間隔間違い、重複）がみられる。母子手帳を

持参していない場合には接種しない事と取り決

めている。母子手帳がない時には市に問い合わ

せるとわかるが、名古屋市などは記録を保存し

ていなくて困ることもある。

（名古屋市小児科医会津村先生）

３年くらいするとデータベースがしっかりす

るので改善すると思う。

（東三河小児科医会大西先生）

基準は各市町村で様々で統一されていません。

豊橋市では予防接種法の定期接種対象年齢外

への接種は添付文書上任意の接種として許容

される場合には事故とせず定期外接種（任意接

種）として取扱うとの事です。

実際の接種については各医療機関の裁量に任

されています。

⑤予防接種委託料について

（北條会長）

－７６－
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地区によっては、同時接種の際の委託料金の

扱いを再診料扱いにするとか減額にするという

ような動きもあるようだが、現在行政の方から

実際に委託料金を大幅に減額するといった理不

尽な要求のある自治体があったら報告してほし

い。

(海部津島小児科医会鈴木先生）

当地区では今まで事務手数料が1400円であっ

たのが、厚生労働省が示した算定基準では事務

手数料が150円なので高すぎるという事から今

年度は700円、来年度は500円に減額された。予

防接種が多くなりその説明や接種スケジュール

を立てるなどの作業はより煩雑になり事務処理

にかかる負担も多くなっているのに150円は安

すぎるのではないか。

(北條会長）

予防接種委託料の算定基準については報告事

項で説明させていただくが、厚生労働省が出し

ている算定基準では証明書料150円となってお

り、これは母子健康手帳等への記載など証明書

に記載することに対する料金と理解している。

予防接種に関する接種スケジュール策定や予防

接種に関する説明などの業務に対する算定では

ないと思う。

(東三河小児科医会大西先堆）

豊橋市は今後定期接種数が増加すると財源の

問題があり、同時接種をした場合に初診料が複

数算定されていることや、四混・ヒブ・小児用

肺炎球菌ワクチンのように複数回接種が必要な

場合の２．３回目の接種料金が初診料ではなく

再診料とできないかなど、初診、再診料の見直

しが議論されています。

豊川市では、ワクチンの現物支給に対して医

師会と市との話し合いが行われましたが、ワク

チンの納入価と手技手数料について合意が得ら

れず実現しませんでした。

の理事会で新理事を決定する。近いうちに地区

選出の３人の副会長の先生方にメールを送るの

で、事務局に返信して頂きたい。

③以前には、１月下旬ころには次期会長候補者を

公募し、３月の新理事臨時理事会で次期役員を

選出することが行われたが、これを参考に今後

決めていく。

④臨時総会を開催するかまたは５月の愛知県小児

科医会総会で正式に新役員を承認するか、これ

も今後決めていきたい。以上の段取りで進めた

い。－承認－

３）愛知県予防接種広域化ワーキング会議への協力

依頼について （北條会長）

予防接種広域化については現在も調整会議があ

るが、この会議では参加自治体の数も多くなかな

か具体化へ向けて調整がつかないので、議事をよ

り円滑に進めていくため委員の人数を少なくした

形の予防接種広域化ワーキング会議を立ち_上げ来

年度からの事業開始に向け具体的な検討を行うこ

とになった。この会議に県の小児科医会代表とし

て北條会長が出席することになったが承認をお願

いしたい。－承認一

(報告事項）

1）会務報告（北條会長）

会務報告参照

2）第２１回日本小児科医会中部地区ブロック連絡協

議会について （北條会長、岡田理事）

曰本小児科医会中部地区ブロック連絡協議会運

営規定を承認、予防接穂と健診の広域化、新生児

マススクリーニング、学校における食物アレルギー、

ＡＥＤの普及と効果、成育基本法の取り組みなど

について協議した。

3）口本小児科医会理事会（９月８口）報告

（北條会長、岡田理事）

予防接種委託料金の算定基準についてであるが、

現行の厚生労働省基準では初診料、６歳未満乳幼

児加算、生物学的製剤使用料、注射料、証明書料

の合計であるが、これに乳幼児育児栄養料（乳幼

児指導加算）を予防接種指導料として加算したも

のになっている。また、曰本小児科医会社会保険

委員会が要望している委託料算定基準案では、初

診料、６歳未満乳幼児加算、生物学的製剤使用料、

注射料、母子健康手帳記載などの証明書料、予防

接種指導管理料を合計した金額となる。愛知県小

児科医会も予防接種委員会で検討中である。

また、予防接種委員会の報告では、「予防接種

2）次期役員選出について （北條会長）

来年度は役員改選の年度である。次期役員選出

は以下の方法で行いたいが如何か。

①次回の理事会で名古屋地区、尾張地区、三河地

区でそれぞれ各２名の選挙管理委員を選出する。

三地区から候補者を推薦して頂きたい。選挙管

理委員には必ず内１名に副会長を入れるという

ことにはこだわらない。

②１月の理事会までに名古屋地区、尾張地区、三

河地区それぞれの会員数に応じて割り当てられ

た人数の理事候補者を推薦して頂き、１月開催

－７７－
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委託料を引き下げようとする自治体の動きがある。

日本小児科医会として考え方を統一する必要があ

る。一般診療と予防接種は別であり、算定の都合

上、保険点数を利用しているのに過ぎない。同時

接種の場合、一方を再診相当に減額されることが

考えられるが、同時接種は単独より高等な技術を

使うので、減額には反対である｡」との文章があ

る。

4）日本小児科医会「子どもの海外渡航」研修会

（12月15曰）について （岡田理事）

第１回日本小児科医師会「子どもの海外渡航」

研修会

’三ｌＩＩ寺：2013年12月15曰（口）1311寺から17時まで

場所：東京医科大学病院6階臨床講堂

テーマ：海外渡航する小児のプライマリ・ケア

内容は、子どもの海外渡航の現状、海外渡航前

後における小児の予防接種、帰国後小児のプライ

マリ・ケアについての講演である。

参加申し込みは曰本小児科医会事務局までファッ

クス用紙で申し込む。

5）第49回子どもの健康を守る会について

（水野（愛）理事）

｜｣||寺：2014年２月15円（士）午後２時30分より

場所：愛知県医師会会館地下講堂

演題：食物アレルギーについて（仮題）

講師：てらだアレルギーこどもクリニック院長

寺田明彦先生

6）小児在宅医療委員会について（大西副会長）

平成25年８月の時点で小児在宅医療に参加して

もよいと表明された会員は21名であった。今後も

小児在宅医療に参加してもよいと考えておられる

先生はお知らせ頂きたい。

なお来年８月３曰には小児在宅医療実施講習会

の開催を計画している。

7）Ｒ本小児科学会中部地区社会保険委員会（８月

２４曰）の報告（浅野理事）

平成26年度診療報酬改定に向けて小児科医会と

しての重点要望事項について説明があった。

8）第275回臨床懇談会について（花田理事）

HI1寺：2014年１月26日（日）

場所：愛知県医師会館９階大講堂

演題：無症候性膿尿から診断に至った膀胱尿管逆

流症の１例

症例提供：藤田保健衛生大学小児科松本祐嗣先

生

第267回例会に引き続き開催する。

9）愛知県先天性代謝異常等検査精度管理委員会

（８月30円）の報告（岡田理事）

本年度よりタンデムマス法による先天代謝異常

スクリーニングが始まったが、そこで異常が見つ

かり緊急を要するような症例についての扱いにつ

いては高度な専門知識が必要となるので、コンサ

ルト医師２名を選任し（名市大の専門医)、コン

サルト医の意見をもとにして緊急を要するケース

に対応することとなった。

10）平成25年度曰本医師会生涯教育講座について

（岡田理事）

曰時：１２月８日（曰）午後２時より

場所：愛知県医師会館９階大講堂

演題］：ワクチンで予防可能な細菌感染症

一肺炎球菌、Hib、百円咳一

講師：江南厚生病院こども医療センター顧問

尾崎隆男先生

演題２：子どもの突然死とＱＴ延長症候群

講師：愛知県済生会リハビリテーション病院院長

長嶋正實先生

11）その他その他

･各地区の小児科医会での講演会など、情報を愛

知県小児科医会のホームページにも掲載するよ

うにしたい。（後藤泰浩理事）

･今後は病院完結型の医療から地域完結型の医療

へ変わっていく流れがある。そのような流れか

ら今後は小児在宅医療も重要になってくると思

われるが、現在問題のある小児在宅医療に関す

る保険点数も成人のような形に近づくように改

善されていくものと思う。（北條会長）

(水野周久記）

－７８－
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会員の栄誉訂正

･愛知県小児科医会理事の大谷勉先生が、平成25年

９月14口にあいち健康の森健康科学総合センター

にて公衆衛堆関係功労者に対する知事表彰を受賞

されました。

愛知県小児科･医会会報第97号（2013年５月発刊)、

第261回例会講演、２．地域で重症心身障害児（者)、

超重症児（者）を支える医療の著者、三浦清邦先牛

から訂正のご連絡がありましたので、お知らせいた

します。

･愛知県小児科医会理事の都築一夫先生が、平成２５

年10月17曰に山形テルサにて母子保健功労者に対

する厚生労働大臣表彰を受賞されました。

27ページ左側

２０行目誤：使いまわせる

↓

正：共有化できる

２８行目誤：６月に１回に限り算定できましう。

↓

正：３ヶ月に１回に限り算定でき、

有効期限は６ヶ月です。

心よりお慶び申し上げます。

会員消息（敬称略）

ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げま

す。 入会

小山慎郎 名古屋市西区野南町４１

かしの木こどもクリニック

曰進市米野木町南山987-31

愛知国際病院

豊川市八幡町野路２３

豊川市民病院

碧南市沢渡町９２

エンゼルこどもクリニック

井手初穂

舎曰の

小児診断指針

Ｅ』亘圖

安藤仁志

山路和孝

退会

馬渕啓子 名古屋市中村区

●Ｂ５頁５ｓ三図１５４写真ｓ

原色図1ｓ１９９，

定価12,8万円(税込）〒Sｏｏ

蕊大竹書店
名者屋市中区千代田五丁目15-18

〒460ＴＥＬ〈052>２６２－３８２８㈹

-0012ＦＡＸ〈052>２５１－２３４ｓ
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編集後記

今年の夏は暑かったですね。予想より２週間も早い梅雨明け後、猛暑は９月まで続きました。竜

巻やゲリラ豪雨、１０月には台風26号による伊豆大島での土石流災害で多くの方が亡くなりました。

猛暑の影響で台風が増え、１０年ぶりに年30個ペースとか。今の子どもたちが成人するころの地球環

境はもっと厳しくなるのでしょうか？中国の大気汚染のひどさを見ると何とかできないかと焦りま

すね。

さて、皆様に98号をお届けいたします。

11月の会報発行に向け、７月に編集会議が開かれました。一番の議題はトピックスの選定です。

県下・地域での保健・医療ニュース、日常臨床のなかでの疑問、講演会などで聴いてきた話題など

10数題の候補があがりました。普段は難航する選定ですが、今回はスムースに決まりました。

トピックス１は複合｜除局所耀痛症候群CRPSについて愛矢||医大学際的痛みセンターの牛|Ⅱ享宏先

生に総説をお書きいただきました。子宮頸がんワクチンは子宮頸がん撲滅の期待を担って本年４月

に定期接種化されましたが、接種後に注射部位に限局しない痛み、しびれ、脱力感などが長期間持

続するケース（CRPS疑い）が問題になり、わずか２か月後に積極的勧奨差し控えとなり今'1に至っ

ています。ＣＲＰＳの症状の発現と継続には神経生理学的変化とともに「心理社会面」が係わるとい

う難しい病態ですが、今後、牛田先生を代表とする厚労省研究班にて、接種後長期に持続する痛み

の頻度、病態、治療効果、予後をご検討いただき、子宮頸がんワクチンとの因果関係を明らかにし

ていただきたいと思います。なお、本号では第263回例会講演「ＨＰＶが原因の病気～予防から治療

のＵｐｔｏｄａｔｅ～」の論文を掲載しております。ワクチンの意義について詳しく述べられています

ので、併せてお読みください。

トピックス２では、発達障害の診療をとりあげました。本年４月、あいち小児保健医療総合セン

ター心療科から、発達外来は協力医療機関からの紹介患者のみとし、－次医療は協力医療機関でし

て欲しい旨ご連絡をいただきました。確かに発達障害児の数からして、一般開業医がかかわるべき

ですが、忙しい日常のなかで取り組むには難しい側面があります。センターの栗山喜久子先生には

病院での診療の実'情を、開業医として先進的な活動をしてみえる魚住君枝子先生には診療と療育の

在り様をご紹介いただきました。社会的弱者のため、療育にまで幅を広げたご活動には敬服するば

かりです。

トピックス３では、あいち小児保健医療総合センターの新しい救急体制構想について院長の前、

正信先生にご紹介いただきました。愛知県の救急医療と新生児医療の現状より、各領域の専門医が

揃ったセンターにＰＩＣＵとＮＩＣＵを新設することの意義を詳しく数字をあげてご説明いただきまし

た。新棟にはヘリポートを備え、本館に産科病棟も新設する大きな構想です。県内の医療連携、人

材育成、財政など、いろいろな課題を克服して、無事平成28年の三次救急と周産期医療の開始を迎

えられますことを期待しています。

今向、会員の広場には６人もの先生方にご投稿いただき、活気ある会報にすることができました。

今後も多くの先生のご参加をお待ちしています。

(水野愛子記）
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