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アドヴォカシー(Advocacy)とは、「曰分で権利を主

張できない弱者に成り代わって発言(提言)し､その実

現の為に行動すること｣と解釈している｡弱者にも色々

あろうが､我々小児科医にとって重点を置くべき弱者は、

言うまでもなく｢子どもたち｣である。

国の行政や立法の機関に対して､地域或いはもっと

広い社会に対して､また､場合によっては子どもを養育

中の保護者に対して､子どもたちの利益や権利擁護の

ために発言し行動するのが小児科医の行うアドヴォカ

シーである。

現在までに小児科医が実践してきたアドヴオカシー

としては､タバコ問題についての啓発、「子どもとメディ

ア｣の問題への注意喚起､早寝･早起き朝ごはんの呼

びかけ､児童虐待防止への取り組みなどがあるが､もう

一つ､VPDから子どもたちを守ろうという連動がある｡今

（平成25年１月)現在､全国的に展開している｢7ワクチ

ン定期接穂化への予防接種法改正｣に向けての署名

運動への積極的関与も小児科医一人一人にとって実

行可能なアドヴォカシーの一つであろう。

これらの活動は､子どもの病気を｢小児科医のメシの

タネ｣とのみ考えるような発想からは決して出てこない。

我々の行うアドヴオカシーは､小児医療の専門職として

のＦ１負と学識と使命感に由来し､小児科医としてのアイ

デンティティーの証明とも言える､心の底からの､己むに

己まれぬ行為であり､社会運動なのである。

我々は何のために小児科医になったのだろう｡そして、

何のために今も小児科医を続けているのだろう：

私事であるが､かつて松山市医師会の役員として、

勤務医の先生方からの開業相談に応じる仕事に関

わっていた時､提出書類の中の開業希望理由の欄に

「生計を立てるため｣と書かれた先生があった(幸いに

して小児科医ではなかったが)。こういった書類の場合、

「地域医療に貢献するため｣と書かれる方が大部分で

あるので､その時は、「正直な人もいるものだね｣と笑っ

て済ませたものであった。

しかし､この話には単なる笑い話では済まない部分

がある｡勤務医にしる開業医にしろ､生計を立てること

は重要であるが､それが全てではない筈である。

我々が医師になった理由の一つには、旧分の職業

を通じて人の役に立ちたい､社会に貢献したい｣という

志があるに違いない｡特に､我々小児科医は､単に｢子

どもの病気を診て食っていこう｣といった気持ちではな

く、「未来の社会を担う子どもたちの健全育成のため

に尽力したい､その為に医師としての専門知識や技能

を生かしたい｣といった考えを当然持っている｡また､多

くの小児科医は､子どもたちの病気に関する診断学･治

療学のみならず〈育児学や小児保健学､成育小児科学

への高い関心と知識を持っている。

こういった我々小児科医が意識するとしないとに関

わらず日頃から実践しているのが、「アドヴォカシー｣で

ある。

－１－
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●成長障害の診断･治療の,'11発点は､受診時11両|の身

長､体重測定値よりも成長曲線の作成。

●｢生まれが小さいから低い｣、「親が低いから子どもも

低い｣、「いずれ伸びるだろう｣の大部分は正しいで

す6しかし､それで安心していると病気による成長障

害の発見が遅れることもある。

●外来を受診する低身長の多くは病的原因のない特

発性低身長が厄倒的に多い。

●低身長＝成長ホルモン欠損》症、低身長＝成長ホ

ルモン治療可能と誤解しないようにする。

う｣、ＳＧＡ性低身長症､子宮内発育不全性低身長｢生

まれが小さいから低い｣、原発性低身長が多いですも

低身長や身長の伸びが次第に悪くなる場合には病的

な原因も考える｡病的原因としては､成長ホルモン分泌

不全性低身長症､甲状腺機能低下症､ターナー症候群

（女児のみ)、'慢性疾患(慢性腎不全､クローン病､潰

瘍性大腸炎など)、骨の病気(軟骨無形成症)やステロ

イド剤の長期使用などがある』

急激に身長が伸びる場合も要注意。思春期早発症

（性早熟)や思春期早発傾lfII(わせ)がある。思春期

が早く発来するので骨(骨年齢)も早く発達し､早く成

人身長に達するので､結局は思ったよりも身長は高く

ない｡身長が低いのに思春期が早く発来すると､成人

身長は思ったよりも低くなる。この中には脳腫瘍や副

腎､睾丸､卵巣の病気によるものがある。

1.成長曲線の作成(図)が､診断･治療の出発点。

受診時１回の身長､体重測定値よりも出生時から現

在までの身長､体重から成長'１１１線作成が診断･治療の

出発点｡そのためにも病院へは母子手帳､園･学校で

の身長､体重のデータを持っての受診をすすめる。成

長曲線から詳しい検沓すべきか外来での経過観察の

みでよいのか見当をつける。

母子手帳には6歳までの成長曲線があるのでそれを

利用する｡園･学校でも成長'111線を作成しておけば､病

気の早期発見･早期治療に有111である。

両親､同胞､親族の身長､体重､二次性徴発来時期、

成長障害の有無が、家族性低身長､体質性思春期

遅発(おくて)、思春期lTL発傾１，](わせ)などを知るの

に重要である。

３検査

身長が伸びることは骨が発育することなので､骨の

発育状態を見るのに左の手のレントゲン写真を撮って

骨年齢をみる｡骨年齢が暦年齢相当か､あるいは遅れ

ているのか進んでいるのかどうかをみる｡骨の病気を

疑えば全身の骨のレントゲン検査をする。まれに脳腫

瘍などの頭の病気による成長障害もあるので頭のＭＲＩ

やＣＴ検査を撮る場合もある。さらに内分泌検査(成長

ホルモン､甲状腺ホルモン､性ホルモンなど)をする場

合もある｡詳しい検査するには入院してから検査するこ

とが多い。

いずれにしても成長障害は､小児内分泌専門医に

相談するのが良い。

２低身長の原因

圧倒的に病的原因でない家族性低身長｢親が低い

から子どもも低い｣、体質性思春期遅発(おくて）「親

も後で大きくなったから子どももいずれ大きくなるだろ

－２－
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管形成において､発生初期に両性の器官が形成され、

その後､遺伝的性に一致する性管のみが発達するこ

と､(3)生殖細胞という次世代に引き継がれる唯一の細

胞が発生すること､により特徴づけられる。さらに､個

人の性的表現型は思春期に進行し､二次性徴出現や

配偶子形成が認められるようになる。

性分化疾患はＹ上記の過程のどこかに異常が存在

するときに生じる。本稿では､ヒト性分化に関与する遺

伝子および遺伝的機序について概説する。さらに､最

近の臨床的側面からの進展について言及する。

性腺形成障害

はじめに

性分化は,個人の性的表現型の分化･発達を規定

する遺伝的プログラムの時間的､空間的､階層的な支

配の下に進行し､これにより、胎児期に性腺形成およ

び性管･外性器分化が終了し､脳の性分化も概ね終了

する(図l)(AchermannandHughes2008)｡すなわち，

遺伝的性は,受精時の染色体構成により､男性では

46,ＸＹ､女性では46,ＸＸと決定される.性腺は､男女共

通の未分化性腺が形成された後､Ｙ染色体(SRY)が

存在するとき胎児精巣に､存在しないとき胎児卵巣に

分化する｡性線位置､性管(ミュラー管とウォルフ管)、

外性器､脳は､胎児精巣｢'三|来ホルモンの有無に依存し

て分化する｡精巣は､ライディッヒ細胞から分泌されるテ

ストステロン(Ｔ)による頭IHll懸垂靭帯の退縮とInsulin-

like3による精巣導帯の発達により陰嚢|P1Ilに下降し、

卵巣は､これらのホルモンを欠くため腹腔内に留まる。

ミュラー管は､セルトリ細胞から分泌される抗ミュラー

管ホルモンが存在するとき退縮し､存在しないとき子

宮･卵管･膣上部に分化する｡ウォルフ管は､ライディッ

ヒ細胞から分泌されるＴが存在するとき精巣上体･輸

精管･精襄に分化し､存在しないとき退縮する｡外性器

は､Ｔから局所の５α還元酵素により変換されたジヒド

ロテストステロン(ＤＨＴ)が存在するとき陰茎･陰嚢に分

化し､存在しないとき陰核･陰唇となる。脳は､おそらく

T/ＤＨＴが存在するとき男性型に､存在しないとき女性

型に分化する。したがって､この胎児期における性分化

の過程は､(1)性腺形成と外性器分化において､発生初

期に両性に共通する原基が形成され､その後､遺伝的

性に従って異なる性腺や外性器に分化すること､(2)性

未分化性腺形成過程の障害

未分化性腺は、未分化体細胞成分（前駆支持細

胞､前駆ステロイド産生細胞､結合組織細胞など）と

原始生liili細胞から成る。未分化体細胞成分はホルモ

ン産生細胞の分化や性腺の形態保持に必須であり、

この成分の形成障害は､完全な場合には性腺無形性

を生じ､不完全な場合にはその後の体細胞分化を障

害して様々な程度の性腺形成障害を招く。この過程

が男女共通であることに一致して､性腺無形成はＸＸ

とＸＹの|可胞発症が報告されている(MendonCaetaL

l994)｡一方､原始生殖細胞成分は配偶子形成能の獲

得に必須であり、この成分の欠落は､体細胞成分のみ

から成る未分化性腺形成を招き､その結果､雄では体

細胞成分の分化を経て生殖細胞を欠く胎児精巣が形

成され、雌では卵母細胞への分化およびその後の体

細胞成分形成が起こらないため完全性腺異形成とな

る(McCoshenl982)。

この過程では、ヒト体細胞成分発生に関与する道

－４－
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frone(-）

ミュラー管発達(ウォルフ管退縮）

子宮,卵管,膣上部

外陰部

陰核，陰唇

脳

女性型

Ｔ
▼5a-reductase

DHT-←ＡＲ

ｌＮＳＬ３
▼

lNSL3-R

Ｔ
▼
叩

ウォルフ管発達

精巣上体

精襄,精管

精巣下降 外陰部

陰茎,陰嚢

脳

男性型

(ミュラー管退縮）

男性化(誘導型） 女性化(原型）

図１．胎児期正常性分化を示す模式図

伝子が複数知られている｡例えば､HOXDclusterの

ヘテロの欠失が性腺無形成を含む広汎な発生障害

を招くこと(DelCampoetaLl999)、ＷＴｌの半量不

全やdominantnegativeeffectがDenys-Drasb症候群

やFrasier症候群を含む様々な程度の性腺形成障害

を生じること(PelletieretaLl991；BarbauxetaL

1997)、SF-1のヘテロの異常あるいはホモ異常が副腎

と性腺両者の性腺形成障害のみならず副腎のみあ

るいは性腺のみの形成障害を生じうること(ＬｉｎｅｔａＬ

２００７)､９p末端に想定される性決定遺伝子のヘテロ

の欠失が種々の性腺形成障害を招くこと(Muroyaet

aL2000)が知られている。なお､ＷＴｌについては､エク

ソン9終末の2つのalternativesplicedonorsiteに起

因する3個のアミノ酸(Iysine-threonine-serine)の付

加あるいは喪失を伴う(+ＫＴＳおよび-ＫＴＳと呼ばれ

る)isoformが存在し､-ＫＴＳｉｓｏｆｏｒｍは古典的な転写

因子で､＋ＫＴＳｉｓｏｆｏｒｍはＲＮＡプロセッシングに関与

するとされている｡そして､最近のisoform特異的ノック

アウトマウス実験は､‐ＫＴＳｉｓｏｆｏｒｍが雌雄両性の未

分化性腺形成に必要であり､+ＫＴＳｉｓｏｆｏｒｍが雄性性

分化に選択的に作用することを示している｡すなわち、

+ＫＴＳｉｓｏｆｏｒｍ特異的ノックアウトマウスは､重度腎障

害と精巣形成不今を生じるが､卵巣形成不全を示さな

い。このマウスの表現型はFrasier症候群のそれに類

似し､これに一致して､Frasier症候群患者では､＋KTS

isoform産生を障害するイントロン9の変異が証明され

ている。SF-lについては､半量不全あるいはdominant

negativeeffectを招く遺伝子変異が優性効果を有し、

残存活性を有する遺伝子変異が劣性効果をきたすこ

とが報告されているが､副腎および`性腺障害の多様性

の原因は明確ではない｡また､ＤＭＲＴ１が9pこの性決

定遺伝子の候補とされている(ＲａｙｍｏｎｄｅｔａＬｌ９９８；

1999；CalvarietaL2000)。なお､マウスにおいてこ

の過程で作用することが知られている遺伝子の中で、

EMX-2のヘテロ変異は､裂脳症を生じるものの性腺異

常を生じることはなく(ＭｉｙａｍｏｔｏｅｔａＬｌ９９７;Brunelli

etaL1998)､ＬＸＨｌやＬＸＨ９の変異は認められていな

い(ShawlotandBehringerl995；ＢｉｒｋｅｔａＬ２０００；

OttolenghietaL2001)｡また､原始生殖細胞形成に関

与する遺伝子は､マウスあるいはショウジョウバエでは複

数知られているがヒトでは|司定されていない。

－５－
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性特異的分化選択過程の障害 20％の大多数はＳＲＹ遺伝子変異により発症する)。

ここで､|｢il-発症Hj(|klであるにも拘らず〈ＳＲＹ（-）ＸＹ

ｆｅｍａｌｅ(46,ＸＹ完全剛性線異形成)がＳＲＹ（+）ＸＸ

ｍａｌｅ(46,ＸＸ精巣性''１１分化疾患)の約１００分の１しか仔

在しないことは､ＳＲＹ(‐)XYfemale(46,ＸＹ完全型性

線異形成)が､ターナー症候群の軟部糸'１織と|村蔵奇)|ジ

の了責任遺伝子であるリンパ管形成遺伝子をSRYと同時

に欠失するため､極めて流産しやすいことで説明され

る｡第３は､体細胞変異による真性半陰陽である(Braun

eta1.1993)｡これは､l正常のSRYを行する精巣成分と

変異SRYを有する卵巣成分(これはその後の対合不全

により異形成成分となる)が混在するためである｡第４

は､家族性変異である(ＶｉｌａｉｎｅｔａＬｌ９９２)｡これは､'１１

－のＳＲＹ変異が､l1il-家系内の妊械｣|化を有するlli常

男件と46,ＸＹ完全型性線異形成思台に共有される状

未分化性腺の性特異的分化は､Ⅱ｢１１乳顛ではSRYの

有無に依存する(SinclairetaLl990)｡SRYの有無(す

なわち遺伝的性)により決定される細胞はセルトリ細

胞のみで､他の細胞分化は､男’'''三ではセルトリ細胞の

誘導作'三Hによりもたらされ、女lvII1ではセルトリボ'１１１１回不

在下のdefaultpathwayとして生じる(BurgoyneetaL

l988;AIbrechtandEicberE2001)｡この過程の障害

は､46,ＸＹ性腺異形成を招く。妓近､ＳＲＹがＳＦ１と共

に、ＳＯＸ９の性腺特異的エンハンサーに結合し､幅写

活性化作用を有することが明らかとなった(Sekidoand

Lovell-Badge2008)。

この過程におけるＳＲＹの決定的な役割は､完全型

ＸＹ性腺異形成忠荷においてＳＲＹ遺伝子内変異が多

数川定されていることから明瞭である。さらにＳＲＹで

は､遺伝子内変異による完全型ＸＹ性腺異形成以外

にも下記のことが注目される｡第１は､ＳＲＹ(+)ＸＸｍａｌｅ

（46､ＸＸ精巣'''１５性分化疾患､46,XXtesticularDSD；

DSndisordersofsexdevelopment)である(lxl2）

(ＰａｌｍｅｒｅｔａＬｌ９８９;Ferguson-SmithetaLl990)。

SＲＹ（+）ＸＸｍａｌｅは､男』性減数分裂時のabnormal

Xp;Ypinterchange時にＸ染色体に乗り移ったＳＲＹを

含むY成分が数百kb以上のlargeYpタイプと50kb程

度のsmallYpタイプに分類される。LargeYpタイプは

80-90％を占め、Ｘ染色体不活化がSRYに波及しない

ため､不妊ではあるが完全に胎川〈iii巣へと分化した性

腺と正常型男性型外性器を生じる(例外は不均衡転

座がＸ染色体短腕｢'１部とＹ染色体短腕木端で生じた

症例で､この場合は選択的Ｘ染色体不活化のために真

性半陰|場となる)。SmallYPタイプは10-20％を｢ｌｉめ､Ｘ

染色体不活化がSRYに波及するため､原則的に真性

半陰陽あるいは外性器異常を呈する｡第２は､ＳＲＹ(+）

ＸＸｍａｌｅ(46,ＸＸ精巣性性分化疾患と鏡像の関係に

あるSRY(-)ＸＹｆｅｍａｌｅ(46､ＸＹ完全型性線異形成）

である(図2)(OgataetaLl993)｡これは､SRYを含む

Ypの一部が欠失することに起|犬|し､XYfemale(4ＯＸＹ

完全型`性線異形成)の極めて少数を占めるに過ぎない

（ＸＹｆｅｍａｌｅ(4ＯＸＹ完全型性線異形成)の80-90％

はＳＲＹ以外の性腺形成遺伝了変異により、残る10-

。
■
■
■
、
、
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
〃

ＳＲＹ▽、▲

￣

ＡｂｎｏｒｍａｌＸｐ;Yp
interchange

ｆ
SRY(-)Ychromosome

ｆ
ＳＲＹ(+)Xchromosome

図２．異常Ｘｐ;Ｙｐ染色体交換によるＳＲＹ(+)ＸＸｍａｌｅ（46,ＸＸ

精巣性性分化疾患）と鏡像の関係にあるＳＲＹ(-)ＸＹｆｅｍａｌｅ

(46,ＸＹ完全型性線異形成）産生を示す模式図。黒塗りの部分

はＸ染色体短腕擬常染色体領域を、白抜きの部分はＹ染色体短

腕擬常染色体領域を、濃い斑点の部分は長腕擬常染色体領域を、

薄い斜線の部分はＸ分化領域を、薄い斑点の部分はＹ分化領域

を、濃い斜線の部分は動原体あるいはＹへテロクロマチン領域

を示す。正常では擬常染色体領域で生じる組み換えが、Ｘｐ２２３

遠位部のＸ染色体分化領域とＹｐｌｌのＹ染色体分化領域に存在

する相同領域間で生じることがある。この相同領域間の異常組

み換えにより、組み換わらなかったＸ染色体とＹ染色体のほか

に、ＳＲＹを含むＹ分化領域の－部が乗り移ったＸ染色体、お

よび、ＳＲＹを含むＹ分化領域の一部を失ったＹ染色体（同時

にＸ分化領域の－部を有する）が形成される。ＳＲＹを含むＸ染

色体はＳＲＹ(+)ＸＸｍａｌｅ（46,ＸＸ精巣性性分化疾患）を、また、

SRYを失ったＹ染色体はＳＲＹ(-)ＸＹｆｅｍａｌｅを招く。
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経障害とＸＹ性腺異形成を生じる。第３はＡＲＸである

(KitamuraetaL2002)｡ＡＲＸの高度機能喪失変異は

Ｘ染色体連鎖滑脳症と精巣形成障害を生じ､軽度機

能低下変異はWest症候群やＸ連鎖知能障害を招く。

さらに、最近､われわれは､ＭＡＭＬＤｌ（CXorf6)の変

異が、胎児精巣の性分化臨界期において一過性にＴ

産生を減弱し、尿道下裂を生じることを見いだしてい

る(ＦｕｋａｍｉｅｔａＬ２００６；2008)。なお､マウスにおいて

この過程で作用することが知られている遺伝子として

Fgf9(ＣｏｌｖｉｎｅｔａＬ２００１)やFgfr2(Bagheri-FametaL

2008)等が含まれるが､ヒトにおける変異は知られてい

ない。

態である。このSRY変異は､極めて軽微の機能低下を

有し､各個体のわずかな遺伝および環境の差異により

allornoneconceptとして正常男性か完全型性腺異形

成のいずれかを招くと考えられている。

Xp213上のＤＳＳも、この過程に存在すると考えられ

る(OgataetaLl992)｡ＤＳＳは､Ｘ染色体短11宛の活性

型部分重複を有する遺伝的男性の遺伝子型一表現型

解析からＸ短腕中部に想定された遺伝子で､クラインフ

ェルター患者が胎児精巣を持つことから、通常Ｘの不

活化を受け､これが2コピーの活性型として存在すると

き、ＳＲＹの存在下でＸＹ性腺異形成を生じると考えら

れる｡現在､Ｘ連鎖性副iiif低形成の貢任遺伝子である

DAX-lがDSSである証拠が蓄積されている(Swainet

aLl998)｡また､ＤＡＸｌが糒巣形成に関与することも示

唆されている(MeeksetaL2003)。

胎児卵巣分化過程の障害

胎児卵巣は､体細胞成分の分化を欠くためホルモン

産生能は持たないが､減数分裂進行を反映する卵母細

胞(および原始卵胞)を有する性腺である｡この卵母細

胞は､ﾄ'1ｍ染色体の対合により特徴づけられ､思春期

における卵胞発育およびそれに伴う卵巣体細胞分化に

必須である。この過程の障害は46,ＸＸ性腺異形成を枡

く゜そして､この過程が女性特異的であることに一致し

て､46,ＸＸ性腺異形成の同胞発症は46．ＸＹ患者のみに

限定される(SimpsonetaLl971)。

この過程では､減数分裂開始が必須である。ここで

は、Ｘ染色体の1F'}活性化や相辰|染色体の密接な対合

が必須で､相同染色体対合不全はターナー症候群の

性腺異形成を引き起こす(表ｌ）(OgataandMatsuo

l995)｡ここで重要な点は､性腺機能障害の程度が､Ｘ

染色体上の遺伝子量とは無関係で､対合不全領域の長

さに比例することである。

さらに､体細胞成分で発現する遺伝子も､体細胞と

卵母細胞の協調作用を介して卵巣形成に関与する。

第１はＲＳＰＯｌである。ＲＳＰＯｌ変異は皮膚病変を伴う

ＸＸｍａｌｅ(46､ＸＸ精巣性性分化疾患)を生じ(Parma

etaL2006)、Rspolがβカテニンシグナルを経由して

減数分裂の開始に関与することから(ChassotetaL

2008)､ＲＳＰＯｌ変異は卵母細胞性分化を阻害し､その

結果ＭＨ粒膜細胞からセルトリ細胞への脱文化および

その結果としての男性ホルモン産生を招くと考えられ

胎児精巣分化過程の障害

胎児精巣は､精子形成能を欠くがホルモン産生能を

持つセルトリ細胞やライディッヒ細胞を有し､外性器とウ

ォルフ管の男性化およびミュラー管の退縮をリ|き起こ

す6したがって､社会的性(外性器)の見地では､性の決

定は､卵巣の有無が性管･外性器の分化に関与しない

ことから、胎児精巣の有無に集約される。この過程の

障害は46,ＸＹ性腺異形成を招く｡そして､この過程が男

性特異的であることに一致して､４６ＸＹ性腺異形成の

同胞発症は46,ＸＹ患者のみに限定される(Simpsonet

all971)。

この過程に存在する遺伝子には､下記のものが

含まれる。第１はＳＯＸ９である(FosteretaLl993x

SOX9のヘテロの変異は､ヒトにおいて浸透率100％で

campomelicdysplasiaを､浸透率約75％でＸＹ性腺異

形成を生じる｡その後､ＳＯＸ９のタンデム重複がＸＸ真

性半陰陽(46.ＸＸ卵精巣'1ft性分化疾患)の患者にお

いて証明された(ＨｕａｎｇｅｔａＬｌ９９９)。さらに､Sox9導

入XXmouseが胎児精巣を有することから、SRYの性

決定機能のほとんど全ては､直接的あるいはＩＨＩ接的に

SOX9の機能に集約される可能性がある(VidaletaL

2001)｡第２はＤＨＨ(desertbedgehog)である(Emehara

etaL2000)｡ＤＨＨのヘテロの変異は､ヒトにおいて神
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Table・Asscssmentofpairingfailurc,gcnedosageef化ct,andgonadl(b/Siimc(i〔mil1scxchlomos(]meabcrrations

Karyotype Sizeof

unpaimedregion

Genedosagc＊ ＰＡｏｒ ＳＡｏｒ Ｐａｔｉｅｍ

ＧｅｎｅｓｏｎＸｐＯｃｌｌｅｓｏｎＸｑｓｔ応akgolladabn(rmalmellscsnumber

45X

46Xj(Ｘｑ）

46,Xjdic(Ｘｑ）

46Xjdic(Ｘｐ）

46XJdel(XXp223）

46XJdel(Ｘ)(p222-21）

46XJdelⅨ)(pll）

46,Ｘｄｅｌ(Ｘ)(ql3-2l）

46Ｘｄｅ１ⅨXq22-25）

46XJdelⅨ)(q26-28）

46XJdIslⅨpXilrerstitial）

46XJdelⅨqXilrerstitial）

46Ｘ,t(Ｘ;autosmle）

46,Xjnv(Ｘ）

46Ｘ,Yp-

46XY(SRYmutation）

47ＸＸＸ

ＷｈｏｌｅＸ

～WholeＸ

～WholeＸ

～WholeX

Distalto(Xp223）

Distalto(Xp222ZI）

Distalto(Ｘｐｌｌ）

Distalto(Xql3-21）

Distalto(Xq22-25）

Dislalto(Xq26-28）

ValhMe

Valkb上

ＶａＭ〕le

VaIi曲上
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表１

遺伝的男性における男性ホルモン効果障害る(McLarenl992)｡第２はＦＯＸＬ２である｡ＦＯＸＬ２の

ヘテロの変異は､浸透率１００％で||艮裂狭小を､また浸

透率は不明であるが変異遺伝子の機能低下が強いと

きに卵巣機能不全を併発する(Crisponi2001)｡第３は

WNT-4である｡ＷＮＴ-4変異患者は､子宮無形成を伴

う男性化を生じ(Biason-LauberetaL2004)､Wnt-4

ノックアウトマウスは､精巣形成は全く正常であるが、

Dll巣形成が障害され､卵巣内での異常な男性ホルモン

産4t､および､卵母細胞の喪失とMII粒膜細胞のセルト

リ細胞へと再分化を伴う｡そして､ＷＮＴ-4を含む第１染

色体短腕の部分重複がXYfemaleを生じることが報告

されており(ElejaldeetaLl984)､これは､ＷＮＴ-4過

剰が強制的に卵巣への分化を促した結果と推測され

る。さらに､早発件卵巣機能不全において､ＢＭＰ１５(Di

PasqualeEetaL2004)､ＮＯＢＯＸ(ＱｉｎｅｔａＬ２００７)，

ＦＭＲ1遺伝子のトリプレットリピートのpremutation

(WittenbergerMDetaL2007)，ＦＳＨおよびＦＳＨ受

容体の変異が同定されているほかに､ＬＨＸ８やＧＤＦ９

などの候補遺伝子も見出されている（SuzumorietaL

2007)。

精巣形成は正常であるが､男性ホルモン効果の障

害により完全型から不完全型までの''1m広い男性化|潭

害が生じる病態で､従来､男性仮'性半陰陽と呼ばれて

いた病態である。ある程度のオーバーラップは存在する

が、雄本的に性分化臨界期を含む精巣ホルモン効果

障害は完全女性型外性器ないし様々な梶度の外陰部

異常を生じ､その後の妊娠後期における精巣ホルモン

効果|環害はミクロペニスや停留精巣などの【経度男`性化

障害を拙く･その成因は､精巣ホルモン塵化障害と外

陰部反応性異常に大別される｡なお､ミュラー管遣残症

を生じる抗ミュラー管ホルモンおよびその受容体遺伝

子異常も､広義の男性仮性半陰陽に含まれる。

男'性ホルモン産生障害

Ｔ産と'二|潭害では、多数の遺伝子異常が知られてい

る。代表的なものとして､ライディッヒ細胞低形成を招

くｈＣＧ/ＬＨ受容体遺伝子異常、ステロイドホルモン

基質としてのコレステロール低下を伴うSmith-Lemli-

Opitz症候群の責任遺伝子ＤＨＣＲ７（steroldelta-7-

－８－
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異(MortlocketaL1997)が報告されている。さらに､停

留精巣の原因として､INSL-3とその受容体GREAT変

異､ＨＯＸＡ１０変異､Ｙ染色体長腕欠失が見いだされて

いることを付記する｡

reductase)変異(WassifetaLl998)､Ｔ合成酵素障害

を生じるStARP450scc、３β‐ＨＳＤ､P45017a（l7a

-hydroxylase/17,201yase)､１７β-ＨＳＤの遺伝子変異

が知られている(AchermannandHughes2008)｡また、

通常､軽度男性化障害を生じるゴナドトロピン分泌障

害の原因として､多数の遺伝子が同定されているが本

稿では省略する。

遺伝的女性における男,性ホルモン過剰

卵巣形成は正常であるが､男性ホルモン効果の過剰

により様々の程度の外陰部男性化を呈する状態で､従

来､女性仮性半陰陽と呼ばれていた病態ある｡妊娠中

のホルモン製剤服用による医原性の仮性半陰陽も生じ

うる。なお､外陰部は正常であるが､ミュラー管発生障

害を伴うRokitansky症候群も広義の女性仮性半陰陽

に含まれ､実験動物においては原因遺伝子が判明しつ

つあるが､ヒトにおける変異の報告はない

外陰部男性ホルモン反応性低下

男性ホルモン効果障害と外陰部原器形成障害に大

別される｡前者では､Ｔをより強力な作用を有するＤＨＴ

に変換する5a-reductase遺伝子と男性ホルモンが結

合するアンドロゲン受容体遺伝子の変異が関与する

(AcbermannandHughes2008)｡後者では、hand-

foot-genitalsyndromeを生じるHOXAl3のヘテロの変

i3oIcom…『ono
AldoJierono

－．－－………－.…－－……－－－－－－－．－－…）

Fcね/adlre伽'’
－．.…_....._－－－－－－』

し５◇-pregnane---
３･’17.-diol-20-one

ＣＹＰ１７Ａ１

図３．コレステロール産生およびステロイド産生を示す模式図。

ＰＯＲはミクロゾームに局在するＳＱＬＥ(squaleneepoxidase)、ＣＹＰ５１Ａ１（lanosteroll4q-demethylase)、CYP17A1(１７Q-hydroxylase

andl7,201yase)、ＣＹＰ２１Ａ２(21-hydroxylase)、ＣＹＰ１９Ａ１（aromatase)の電子伝達に必須である。胎児期には胎児副腎依存性の

backdoorpathwayが作動している。

－９－
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副腎由来男性ホルモン過剰 活性低下に起因するＴおよびエストラジオール産生障

害により説明される｡なお､backdoorpathwayは正常男

女の性分化に関連し､ＣＹＰ２１Ａ２欠損症女児における

女児の外陰部男性化に関与している。

３β-HSDP450c21（21-hydroxylase)､Ｐ45011β

(1M-hydroxylase)の遺伝子変異が知られている｡特

に、21-hydroxylaseの頻度が高い(Achermannand

Hughes2008)。

アロマターゼ欠損症 内分泌撹乱化学物質感受Ｉ性

Ｔ(アンドロゲン)をエストラジオール(エストロゲン)に

変換する酵素の異常症である(ConteetaLl994)｡この

ためTの蓄積による男性化徴候とエストラジオールの欠

失による成長および骨成熟異常が生じる。また､胎盤

由来男性ホルモン過剰のために妊娠中の母体男性化

が生じる。

上記は､主に１個の遺伝子変異が強い浸透率を伴

い､質的あるいは量的形質異常を生じる単一遺伝子疾

患についてのべた､一方､多因子疾思と'1平ばれる、疾

患感受性多型と環境|犬|子の総和により､量的(稀に質

的)形質異常を招く遺伝的機序が存在する｡疾患感受

性多型とは､それのみでは疾患発症の必要条件でも十

分条件でもないが､ある程度の機能変動を伴うために

疾患発症を促進するものである。

われわれは､近年多くの国で増加している男児外陰

男女共通性分化疾患

この病態は2つの疾患で発症する。第１は、Ｍ

－ＨＳＤ遺伝子異常である。この場合､男児ではＴ産生

|潭害により､女児では弱男性ホルモンであるＤＨＥＡ過

剰により､男女に共有される外陰部異常症を生じる。

第２は､ＰＯＲ（P450oxidoreductase)遺伝子異常であ

る(ＦＩｕｃｋｅｔａＬ２００４)｡この疾患では、ミクロゾームに

存在するＰＯＲ依存性SQLE､ＣＹＰ５１Ａ１､ＣＹＰｌ７ＡＬ

ＣＹＰ２１Ａ２､ＣＹＰｌ９Ａｌの機能低下が生じ、Antley-

Bixler症候群様骨症状､副腎ステロイド欠乏､性腺ス

テロイド欠乏､胎盤由来男性ホルモン過剰が生じると

同'１寺に､胎児Fill腎依存性のbackdoorpathwayと'1平ば

れる17-0ＨプロゲステロンからＴを介さずに直接ＤＨＴ

を産生する経路の賦活化が生じる(図3)(Fukamiet

a1.200;ＨｏｍｍａｅｔａＬ２００６)｡したがって､POR遺伝

子異常を有する遺伝的男性における生下時男性性分

化疾患は､ＣＹＰ１７Ａｌ(特に17/２１１yase)の活性低下

によるＴ産生障害、backdoorpatbwayを介して産生

されるＤＨＴ､ＣＹＰｌ９Ａｌ活性低下による胎盤Ｔ蓄積の

総和により、また､hLj春期の性発達障害はＣＹＰｌ７Ａ１

（特に１７/２１１yase)の活性低下によるＴ産生障害に

より説明される｡遺伝子的女性における生下時男性化

は､ＣＹＰ１９Ａｌ活性低下による胎螺Ｔ蓄積とbackdoor

pathwayを介して産生されるＤＨＴにより、また､男性化

を伴わない思春期発達障害はCYP17AlとＣＹＰｌ９Ａｌ

ＳＮＰ1０
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AGATAハプロタイプホモ接合性

停留精巣:オッズ比７５５(P=０．００４０）
尿道下裂:オッズ比13.75(P=000057）

図４．ＥＳＲ１遺伝子の構造とハプロタイプ解析結果。本研究で

解析した１５個のＳＮＰを示す。ＥＳＲ１遺伝子は全長＞300kｂで

８個のエクソンを有し、黒で示すエクソンは翻訳領域、白で示

すエクソンは５，および３，の非翻訳領域である。ＥＳＲ１ｃＤＮＡ

は6455ｂｐで、５９５個のアミノ酸に翻訳され、６個（ＡからＦ）

のドメインから構成されている。連鎖不平衡マップ。連鎖不平

衡領域は、患者と対照ともに、ＳＮＰ１０－１４を包含する領域で同

定された。そして、ブロック内の特定ハプロタイプのホモ接合

性は、顕著な停留精巣と尿道下裂発症の感受性を有する。
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部異常症の原因が､大多数の内分泌撹乱化学物質が

有するエストロゲン様効果に関連し､感受性が高いＩＭｌ

体が外陰部異常を発症しやすいという作業仮説のもと

で､内分泌撹乱化学物質のエストロゲン様効果を介在

するエストロゲン受容体α遺伝子(ＥＳＲl)のハプロタイ

プ解析を行った｡その結果､ＥＳＲ１の３，側に約40kb領

域のハプロタイプブロックが存在し､AGATA特定ハプ

ロタイプのホモ接合性が､停留精巣(Ｐ＝0.0040､オッ

ズ比7.6)および尿道下裂(P=0.000057,オッズ比13.6）

の感受性因子となることを示した(IX14)(YOshidaetaL

2005;WatanabeetaL2007)｡これは､内分泌撹乱物

質にたいするIlEl体感受性の存在を示唆するはじめての

データである。

臨床的進展

statementonmanagementofintersexdisorders｣とし

て発表され､本邦では､その和訳が｢性分化異常症の

管理に関する合意見解｣として小児科学会雑誌に掲載

されている(緒方ら2008)。その詳細は､紙面の都合に

より紹介できないが、命名法の改定と統一(Disorders

ofSexDevelopment)、集学的医療の重要性(日本に

おける試案)、遺伝子診断の可能性､性腺腫瘍のリス

ク､性同一性障害の頻度､診断フローチャート(図5)な

ど､臨床的に極めて重要な項目が網羅されている。是

非､一読されたい｡

おわりに

以上､性分化疾患ついて述べた｡マウスなどの実験

動物では､本稿で取り上げた以外にも多数の性分化関

連遺伝子が同定されているが､ヒトにおいては少数のみ

が見いだされているに過ぎない｡今後､性分化疾患の責

任遺伝子がさらに同定され､疾患成立機序が明確にな

ると期待される。

最近､性分化疾患の臨床的側面において､いくつ

かの顕著な進展が見られる。これらは､性分化疾患の

国際会議においてまとめられたもので、「Consensus

歴再
病歴，理学的所見、染色体検査内分》逃検査

~可

異常核型

(ＴＥＺＬＬＨ､FSH↑）

正常核型

４６，ＸＸ ４６，ＸＹ

(Ｔ↑） '性染色体異常 常染色体異常

妊娠歴

(母体男性化）
Ｔ↓Ｔ～

豆ii圭已訂
アロマターゼ欠損症

ＰＯＲ異常症

ＬＨＦＳＨ↑

Hf+1Ｊ睾塞iLL'三二＝腹腔鏡、生検

匠
ステロイドホルモン

代謝異常

3βＨＳＤ欠損症

P45Oc21欠損症

P45Ocll欠損症

ＰＯＲ異常症
ステロイドホルモン

代謝異常

ＳｔＡＲ欠損症

腹腔鏡．生検

性Ｉ)k異形成（不完全型）

奇形~ＳＰＩ異常症ＩＷＴｌ異常症

真性半陰陽

精巣退縮

ライディッヒ紬胞低形成

3βＨＳＤ欠損症

P45Ocl7欠損症

１７βＨＳＤ欠損症

ＰＯＲ異常症

Ｃしｌｍｐｏｍ(」i〔ｄｙｓｐｌ(ｌＨｉｔｌ

Ｓ,,lilll-Lul1lli-Opi⑰症候群

POR異常症（AntlW-Bixle｢症候群）

図５．性分化疾患の診断フローチャート。
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体､および､ＳＲＹを含むY分化領域の一部を失ったＹ染

色体(|可時にＸ分化領域の一部を有する)が形成され

る｡ＳＲＹを含むＸ染色体はSRY(+)ＸＸｍａｌｅ(46,ＸＸ

精巣性性分化疾患)を､また､SRYを失ったＹ染色体は

SRY(-)XYfemaleを招く。
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21-hydroxylase欠損症のみならず〈正常胎児において

も生理作用を有すると考えられる。

キーワード

DSD､SRY､性腺､内性器､外性器

内分泌撹乱化学物質：

過去数十年間に、ｎ本を含む複数の国々において､停

留精巣､尿道下裂､精子形成障害､精巣腫瘍の増加が

報告されている。これに基づいて､Skakkebaekらは､停

留精巣､尿道「裂､精ｆ形成障害､精巣腫瘍が共通の

原因に起因する症候群､すなわちtesticulardysgenesis

syndrome（ＴＤＳ)の症候の一つである、という仮説を

提Ⅱ日した。これら広範な雄性性機能障害【増加を招く

環境囚子として､内分泌撹乱化学物質の関与が推測さ

れる｡内分泌撹乱化学物質の作用はエストロゲン様効

果､アンドロゲン様効果､抗エストロゲン様効果､抗アン

ドロゲン様効果など多岐にわたり、ダイオキシン類も毒

性作用のみならボエストロゲン様効果や抗エストロゲ

ン様効果を発揮することが知られている｡その中でも、

大部分の内分泌撹乱化学物質が有するエストロゲン様

作用は､エストロゲン様部物質に暴露された実験動物

における外陰部異常や精子形成障害およびヒトにおけ

る今成エストロゲン製剤diethylstilbestrol(ＤＥＳ)の胎

内暴露により生じた男性性機能|造のデータから、雄性

性機能障害における主因と考えられている。

用語解説

DSD(DisordersofSexDevelopment)：

性分化疾患の分子遺伝学的原囚の同定が進歩すると

共に､倫理的問題や患者擁護への懸念に対する認識

が高まり､命名法の再検討が必要になっている。インタ

ーセックス､仮性半陰陽､半陰陽､性転換などの１１１語は

特に論議を呼んでいる。これらの用語は､患者にとって

は蔑視的な意味が潜むものと感じられ､専門家や親に

とっては紛らわしいものである。ＤＳＤは､これらの問題

点を整理し､新しく用いられるようになった用語であり、

染色体､性腺､または解剖学的性が非定型である先天

的状態と定義されたものとして提案されている。

Backdoorpathway

胎児期から乳児期早期のtammerwallabyや未熟マ

ウス精巣で見いだされたもので､l7-OHprogesterone

からテストステロンを経由しないで直接ＤＨＴを産生す

る経路である。われわれは､androsteroneが従来の

frontdoorpathwayとbackdoorpathwayの共通成分

であることから、ＰＯＲ異常症患者の尿ステロイドプ

ロフィールを解析し、(1)frontdoorpathwayにおける

CYP17AlとＣＹＰ２１Ａ２の活性低「、(2)frontdoor

pathwayのみから由来するＤＨＥＡとandrostenedione

代謝産物の低下傾向、(3)乳児期早期のみに認めら

れるandrosteroneの相対的高価を世界で初めて兇い

だした。これは､人においても胎児期から乳児期ＩＦ期

においてbackdoorpathwayが作動していることを示唆

する。このBackdoorpathwayは､永久副腎由来のl7-

OHprogesteroneが胎児副腎のＣＹＰｌ７Ａｌ(およびそ

の他の酵素)でＤＨＴに変換されると推測される｡すな

わち、胎児副腎と永久副腎由来の相互作用が軍要で

あり、胎児副腎の消退と共に､backdoorpathwayの

影響が消失すると考えられるしたがって、この経路

は､l7-OHprogesteroneが増tlllするＰＯＲ異常庁や
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フ）７K℃

開院としました。クリニック名は茄字をつける案もあり

ましたが､できるだけ覚えてもらえるようにあえて変更

しました。「のびのび｣はそのまま子ども達にはのびの

び育ってもらいたいというのと、身長がＩ１Ｉｌび伸びとい

うのもかけてみました。他にもう一つ意味を持たせて

いますが､今回は割愛します6クリニックのロゴは､昔

から自分のイメージキャラは羊と思っていましたので

羊の親子でデザインしていただきました。

稲々の産みの苦しみを超えて無事開院しまして､今

放映中の仮面ライダー張りに「さあショータイムだ｣と

の意気込みで始めましたが､１０月は予想通り肩透かし

状態でした。それから３ヵ１１経過し、少しずつ認知度

も'二がってきたようで何とかやっていけるF|途が立っ

たかなと思える今[にの頃です6勤務医時代と違い、

すべて向ら何でもしなければならず戸惑いも多いの

ですが、逆に自分で自由にできるということもあり楽

しんでやっているlHiもあります６

クリニックのコンセプト（?）として､いわゆる「病

院｣のイメージを払拭し､子ども達がまた行きたいと思

えるようなクリニックにしたいと思っております6自分

''1身がまだ子どもっぽい感覚を持っているのと、家内

が子ども目線の趣向を凝らすのが好きなもので､院内

にいろいろな子ども向けの工夫をしてきました。おか

げさまで子ども達の｢また行きたい｣という声も聞かれ

るようになってきました。''１分としてはまた行きたいと

jiMわれるだけでなく、行ってよかったと恩われるよう

な､よりよい医療を提供したいと１１１Aっておりますので、

まだまだしっかり勉強して常に知識のアップデートを

していきたいと思います6小児科医会の先生方､こん

な私ですがよろしくお願いいたします６

卜Ｗ|鍵|夢
P－－－~－－－－－一－－－.~－－－－－－，~ｺﾞｬ

ﾕlz成24年１０月１日パルテイフジ衣山内にクリニック

を開院しました○私は元々八|幡浜ｌＬｌｌ身で、平成5年広

島大学卒業後、そのまま広』;&大学小児科学教室に入

局､大学で1年研修の後は大学に戻ることなく、広島

県内の臨床病院を転々と勤務しておりました。家庭の

事情で平成21年に愛媛に戻ることになりましたが、年

齢のこともあり開業を見据えて新たに愛媛大学に入

局はせボ愛媛生協病院小児科にお価話になること

になりました○数年勤務した後、このまま勤務医を続

けるかそれとも開業かを考えましたが、現状を踏まえ

て将来を考えるとやはりｌｌＩｌ業との選択をしました。開

業地は実家の八幡浜でということも考えましたが、数

年前に小児科開業された先化がいるのと過疎化が進

み子どもの少ない地域での小児科開業のリスクを考

え、松山市内で開業することにしました。できるだけ

近隣に小児科がなく、駐lli場の心配がなく、初期費用

が抑えられる等の理'１１で今のクリニックの形態での

－１６－



霜M完,, 灘

霧蕊

天.山.病.院■
、～i…筆:荒(j蕊騨韓11葛とり暫一塩、炉釧溌~ｊｊｊ

小野山啓子
iiiii瀞魏録,…

,繋弦患.ﾆﾋﾟ｣.,.ｉ,.・--.,

蝋鐘!illlliiiiiiik
1.-..1;幹|if￣．‐！

…'懲蕊§:蕊|蕊蕊鐵ii灘A；

自主事業の病児一時見守りは､－時見守り登録用

紙に記載し、医師の面談をうけて利用可能となりま

すb予約なくいつでも利用できます6園や学校で急に

発症しご家族がお迎えに行けない時は、お迎えタク

シーにスタッフが1人乗ってお迎えに行き、ご家族がお

迎えにこられるまでお預かりしています6年齢は誕生

から高校生まで｡昼食(うどん)、夕軽食(おにぎり)、

おやつ、飲み物、おむつなど利用された場合､実費を

いただいていま式他院にかかられてる場合も利用可

能で､お薬も持参のものを内服していただいていま

す．

開設当初見守りは3部屋でしたが､多様な疾患に対

応できるよう現在大小8部屋を用意できました。開設

以来毎日利用者があり12月は１日１１名の曰もありまし

た。スタッフは医師１名､看護師６名､事務３名ですｂ

働くお父さん、お母さんが安心し､子育ての応援が

できる外来となるよう、スタッフー同､病児一時見守り

を中心に力を注いでいこうとはりきっていま式

よろしくお願いいたします．

開設３２年目となる天山病院に、昨年７月に開設さ

れました□

少子高齢化社会のサポートを理念に掲げるアトム

グループにとって､子育て世代が安心でき、地域の皆

様に開かれた小児医療のサービスを提供すること

は、長年のおもいでした｡今回やっと開設され、私も

昨年４月より天山病院勤務となり開設にたずさわるこ

とができました。

愛称は｢チューリップ｣としました□子供たち一人一

人がチューリッズ子供たちを苦しめるばい菌をやっ

つけ､どの花もきれいに咲いてほしいとの思いをこめ

ています｡私はさしずめアンパンマンというところで

しょうか？

牌録、Ｉに:＃hliliil1蘭鐡i露騨:Ⅱ灘Ｈ－ ㎡～雑ｉｈド

待合室

チューリップでは、「一般小児科診療｣、「週２回皮

膚科外来」、「子育てサロン」として｢ベビーマッサー

ジ｣、言語聴覚士･歯科衛生士(天山病院勤務)による

「ことばの相談と訓練･歯磨き指導｣、また自主事業

としてはじめた「病児一時見守り」をおこなっていま

す｡子育てサロンは､マッサージをとうして子育ての

様々な相談が気軽にできる場になればと思っていま

す． 用窃董哩
スタッフー同
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ヒントとチャンス

或る曰の乳児健診でのことである｡視覚検査のため

にいつものように手掌を顔に近付けると､驚いたことに

その子は3回瞬いたのである｡その時、「これは何かのス

クリーニングに使えまいか｣と私は考えた。

ヒントは1963年(昭和38年)に遡る｡当時私はジョン

ズ･ホプキンス大学公衆衛生学部の修薑士課程の学他で

あった｡講義には､隣の大学病院から色々な教授たち

が応援にやってくる｡その中に小児科のJanetHardy

教授がいた。当時､全米１６の有名病院で脳神経障害

児発生の原因を探る大規模プロジェクトが行われてい

たが､彼女がそれのホプキンス･チームの主任であっ

た｡翌年私はその研究班に参加することになるが､それ

は後の話｡彼女はその調査で行っている乳児の聴力ス

クリーニング･テストについて話した｡その手技は､乳児

の前でぬいぐるみなどの玩具で注意を向けさせ､もう一

人が乳児の後ろから玩具のオルゴールなどで音を立て

て振り向くかどうかで聴力障害をスクリーニングするの

である(写真l)。これの詳細は帰国後に紹介したこと

があるが(小児科診療1965年12月)、私はこの時この

方法に大きな感銘を受けた。正確な聴力検査には聴

性脳幹反応などがあるが､このように子どもの神経学的

診察に玩具を使う事をアメリカで見たことは､私のその

後の小児科臨床に大きな影響を与えたのである。

－歳半健診

1981年(昭和56年)、我が国で全国一斉に一歳半健

診が始まった｡松山｢Ｉｉでは色々な理山で私がそれに関

わったが､先ず保健|i111i健診で発達に問題のある子を十

年間保健師がフォローし､２歳時になお問題ありと認め

られた子どもを私と愛媛大学教育学部のスタッフとで

健診するというスクリーニング方式を取った｡そこで診

たのは|ﾘlらかな異常がある子どもではなく、どこか発達

に問題があるという子どもが多かった。これが当時あま

り知られていなかった広汎'性発達障害であった｡その

中には､現在自閉症スペクトラムAutismSpectrum

Disorder(ＡＳＤ)とⅡ平ばれる子ども達も多くいたのであ

る｡やがて､見つけるだけでは困るという声が上がった

ので､松山福祉園園長だった故芳野金松氏の尽力でこ

の子どもたちの療育のために松山市身体障害者福祉

センターが設立され､そこで私がこれらの子どもの診断

を担当することになった｡そうして､その時にこのテスト

を使ってみたのである。

目の前に手をいきなり近付けると子どもが驚くだろう

から､写真2のように玩具の吹き戻し(巻鳥ともいう)を

使うことを思いついた。あらかじめ「面白いことをする

よ｣と言って､一度他方向に吹きだして見せてから子ども

の眉間に向かって吹き戻しを吹くと､殆どの子どもはtＩ

をつむる｡鳩が豆鉄砲を食らったような顔になるので、

私はこれを"ぱちくりテスト"と名づけた｡そして多くの子

どもたちにこのテストを行った結果､面向いことに気が

ついた。まばたきのliEil数に0,1,2,3回と違いがあった

のである｡そうして､発達に問題を持った子どもには31,1

つむりが多かった。

写真１
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みた｡そして言葉が遅い､多動などの発達障害､強迫症

状などの神経症､頻尿､吃音､チックなどの心身症､また

不登校などの行動問題の有無と瞬目の回数との関係を

示したのが図2である｡その結果は､瞬曰の回数が多い

ほどこれらの問題を持つ割合が多く見られた｡そして

“3回つむげ，にいたっては､これらの問題の保有率が

とても高かったのである。これは言いかえれば､子ども

の神経の過敏さには持って生まれた性質があり、過度

の刺激が加わると色々な問題を引き起こす可能性を示

唆しているのではなかろうか。

1１１

写真２

11回肝７
l蝿鍋

疫学的調査

さらに興味を持った私は幼稚園､保育園､小学校に

在籍するl～8歳の男129名､女111名の菩通児について

もこのテストを実施してみた｡すると3～5歳児ではほぼ

10％が3回つむりで､同じく0回も約１０％あるという結果

を得た(図l)。６歳ともなると殆どの子どもは１Ｍとなる

（女子は早い傾向がある)が､興味深いことにFl閉症

の場合は中学生でも3回つむることがあるのである。

●
－
１

$Ｐ

ｉｌｌ lJl霞'１|鷺’
0回１回２回３回0回｜回２回３回

回回廊■冊■囚＝
■ｍｍｍ■、■ｍ■

一一回
四

回
囲
回
國

團
図

図２
ＬＩＵ
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Ｌ

徴lililIiiiilllliilli
プルキンエ細胞

自閉症の脳病理については色々なことが言われてい

る｡大脳が大きく小脳が小さいという説､極端にシステ

ム化が得意で､共感することが苦手な極端男`性脳であ

るという説､海馬と扁桃核の小型化が見られるという

説などであるが､私が注目したのはプルキンエ細胞(図

3)である｡発見者のPurkinjeはチェコの解剖学者であ

る｡ヒトの脳の中ではBetz細胞(錐体細胞)に次いで大

きい神経細胞である。小脳小葉の穎粒層と分子層の

間に存在し､運動協調性について小脳皮質から唯一つ

の出力で深部小脳核に対して抑制的に働いている｡つ

まり､過剰なIill激を抑える役目をしているのである｡であ

るから、これが少ないと過剰に冗奮してしまう。この細

胞が自閉症では数が少ないか､あっても萎縮しているの

である(Neurobiology22:171-175,2002)。

であるから、ＡＳＤは神経過敏であると言えよう。

ＡＳＤは五感が敏感であるし､対人関係も敏感である。

瞬目3回のメカニズムについて､私は図4のような仮説を

ｺｰﾛ値

i２ｉ

句澱i鱗譲潅蝉

Ｏロ

回以下Ｂ名 可～５３名 。～BBO名

図１

ＡＳＤの子どもは神経過敏なために31口|つむりが多い

と考えると､普通児の中でも約1割が３１izilつむるというこ

とをどう考えるか｡スペクトラムという考え方は一般児に

ついてもいえるのではなかろうか｡つまり､普迎児にも

ASDに近い子どもがおり、またその逆の子もいるのでは

なかろうかと考えたのである。

そこでそれを確かめるために､私の診療所を訪れた

195人(男111人､女84人)の子どもにこのテストを行って
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幹網様体の発達を反映しているのではないかと大田原

氏らは推測している｡それ故､６歳ともなれば殆どの子

どもが１回つむりになるのは､もしかすると脳幹網様体

の成熟に伴って大人の瞬目反射に近づくためかもしれ

ない｡恐らく3～4歳時の近くでは反射抑制力の個人差

が認められるであろうから､そのために生来の神経過

敏度の判定には2～5歳の間(望むらくは3歳児健診

時)が適当な時期と思われるのである｡それに､この時

期の子どもはこのような玩具によるテストに興味をもっ

て協力してくれる。

Ar－魚ワ

図３

立てた。というのは通常過度の反射はプルキンエ細胞

の働きで抑制されているが､自閉症のようにプルキンエ

細胞の数が少なく､抑制力が弱いと31面|つむるのではな

いかと考えた。また後述のように､脳幹網様体の成熟

遅延が刺激に対する反応の閾値を下げる可能性も考え

られよう｡私の経験では､発達に問題が無くて“ぱちく

り3回､，の子どもについても同じような神経過敏の傾向

が認められ､私はこのあたりにＡＳＤを理解するヒントが

あるかもしれないと考えている。
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ぱちくり回
子育てとぱちくりテスト

飛躍して考えると､ぱちくり3回の子どもは五感､更に

は対人関係が過敏で心身症を来たしやすく、また0回

の子どもは逆に情緒的に安定している一方で自我が強

く、悪くいえば強情な面があるのではなかろうか｡私は

このテストを多くの小児に実施した結果､その感を深め

ている。

子育てに親の態度の影響が大きいことは周知のこと

である｡古来｢子は親の背中を見て育つ｣と言われる

が､生まれつき神経の強い子も居れば弱い子もいる｡や

はり子どもを育てるには知能､性格と､それに加えて神

経の敏感度を知ることができればより良い育児が出来

ＴＮｎＩＴ下？

図４

2～5歳の間がテストに最適

このテストは2～5歳の間に行うことが最も効果的で

ある口その理由は､岡山大学大田原俊輔教授門下の論

文の小児の瞬目の潜時(Iatency)の研究による(脳波と

筋電図1987,15,36-41)。眼瞼に微細電極を付け､光刺

激を加えて微細眼瞼振動(microvibration，ＭＶ)の潜

時を図ると､その時間は年齢とともに急速に短縮する

が､それが大人の潜時に近づく分岐点(criticalpoint）

が3～4歳にあることが分る(Figl)。そうして､これは脳
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るのではなかろうか｡例えば、「神経の敏感な子と強情

な子は叱ってはいけない｣と書いてある育児書がある。

神経の過敏な子は叱ると萎縮してしまうし､強情な子

は反抗する。しからば､それをどういうふうにして見つけ

るかというと記載が無い｡私はそれを見分けるのにこの

テストが有効であると思うのである｡であるから､３歳児

健診時に小児科医がこの"ぱちくりテスト"を行い､その

結果を参考に親に対して子どもの性質に合った子育て

についてのアドバイスをすることを推奨したい。

（本文の要旨は2008年11月,吉田和弘先生と連名で、

日本小児科学会愛媛地方会にて発表した）
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つい先日、９９％以上の確率でヒッグス粒子の確認

ができそうだと報道された。

マスコミはこぞって｢神の粒子｣発見と放送し、なんと

も大仰で欧米人らしいネーミングだと感じた人も多い

だろう。その存在は50年前､イギリス人のヒッグスに

よって予言されたものらしい。皮肉なことに彼は無神

論者で、「神の粒子｣という通り名は彼がつけたもの

ではなく、一般向け量子力学解説書の題名としての

煽り文句なのだそうだ｡その著者はアメリカ人のノーベ

ル物理学賞受賞者なのだが､政府の予算削減に対抗

するために宣伝的な意味合いが強いこの著書を出版

したのだという。

彼の理論の内容は、「本来なら質量を持たないは

ずのある種の素粒子が、実際には質量を有するに

至った根拠」を説明するためにこの粒子の存在(ふる

まい)が必要。という漠然としたものらしい〕なんで

も、この粒子､最も安定したエネルギー状態がゼロで

はなくある特定の値をとっているという。そのため、本

来ならほかの粒子から影響を受けない安定した真空

状態であっても、常に何らかの影響を与えてしてしま

う，その影響によって､質量の無い粒子に質量を与え

てしまうのだそうだ。

より散文的な表現をすると、「人が存在を確信して

いる物質は全て､本質的には存在し得ないものであ

る。しかし、本来存在が許されない場所にもモノが存

在する可能性があるため､私たちの枇界も存在するこ

とを許されているのだ｡」となる。

まあなんともイギリス人らしい人を小馬鹿にした屍

蝿屈のこれ方だなぁといたく感心するのだが､今後

の実験でその理論が証明されるのだろう。

大体において､最先端の科学は凡人の理解の枠を

超えており、それが故､宗教と科学とは見分けが甚だ

つき難い。「神の粒子｣というネーミングは、内容より

も視聴率が重要視されるセンセーショナリズムに毒さ

れた報道機関に於いて､人間の直感的な部分を刺激

し思考停Iさせることができる､すこぶる有用なフレー

ズなのだろう。

先年､祖母の37回忌など諸々の法事が続き､寺に

参詣することが多かった。生まれてこの方､我が家は

曹洞宗の信徒だと思っていたのだが､寺の門を見て実

は臨済宗だということに気づいた。まぁたいして変わ

りはないのだが､様々な読経に触れるに従い､般若心

経程度は読んでおいたほうが良いか・・・と思うよう

になったのも何かの縁であろう。

語り手は観自在菩薩である。彼はバラモンの子とし

て生まれポータラカという浄土に住んでいる｡チベット

のポタラ宮はこれに因んでおり､その主ダライ・ラマは

観音菩薩の化身であると信じられている。

聞き手は舎利子｡釈迦の弟子の一人で､彼もまたバ

ラモンの生まれである。謎の修験者の代名詞である

「提婆達多｣が釈迦の下を離れるときに説得したのも

彼である。原理主義的色彩が強かった提婆達多は軟

弱な彼の説得に応じず大悪人(というか異端者)に身

を落とすのだが、後口、めでたく解脱し仏となってい

る。彼の努力が実を結んだことで悪人成仏が証明さ

れたわけだから､子供番組,LH演者としての資格は十分

だろう。

さて､観自在菩薩が修行中に悟ったことを舎利子

に語るという、よくみる解説番組的なスタイルで般若

心経は進んでいく」

菩薩は解脱直前の状態であるため､彼の持つ智慧

は人知の及ぶところではない｡その仏に最も近い人物

が､仏の教えである五穂･’一八界．＋二囚縁・凹諦を、

空なるが故に無だと切り捨てるのである。Ⅱ青示的な

－２２－
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反語や否定がちりばめられており、いかに｢空｣という

概念が重要であるかということがﾉj説される。

そして空を悟ることで様々な問題が解決されると詰

られた後､クライマックスを迎える。

「空｣とは何か?そして､それに至るには？という核心

的な部分である。しかし、「悟りに至る智慧」とは､空

を悟る事でのみ実現できる説明され､具体的な方法は

「般若波羅多｣の真言として提示される。

「神の粒子」は、自分にとって今回の報道で初めて

知った事柄であった。しかし、現代科学に帰依してい

る我々は、新しい発見の概念が理解できない(二もかか

わらず〈無条件に受け入れてしまう。いや､そもそも素

粒子論など[1分の理解の範艤を超えているから､その

まま呑み込むしかないのだろう。それでもなお、n分は

この発見を信じていると思う。

省みるに、はたして現在の[1分にとって仏教とは信

じるに足る事物の範Ｈ１壽に入っているのだろうか？科

学を信じる前から、折に触れI1illlれ親しんでおり、日本

文化の裏打ちとして１１常的に関わりを持っていたもの

だ。しかし、先端科学と|副じように､その教えは理解し

難い榊造で､まことに観念的な内容である．

理解も共感も出来ない状況なら、いっそのこと、儀

式化された諸々の行事そのまま宗教としてまる呑みす

掲諦掲諦波羅掲諦波羅僧掲諦菩提薩婆詞

この真言のみを残し､般若心経は明確な｢空｣の説

明をせぬまま終わってしまう。結局､般若心経とは､最

後の真言を強調するためのコマーシャルだったのだろ

うか?真言だけ岨えていた某元院長を思い出すが、あ

れこそが正しい解釈なのかもしれない。 べきなのだろうか？

呑むべきか呑まざるべきかそれが問題だ人は信じたいものを信じ､観たい物を観る。

そして､常に自分の立場に依存した言葉で考え､物事

を語る。

－２３－
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l韓国光州市訪問、日韓交流シンポジウム(二参ｶ口して

iい‘
，1坪！Ｉ 松山巾なかむらこどもクリニツル蓬〕i中村泰子

熱

名が入所していました｡到着後シスターに韓国のお茶菓

子と梅茶でおもてなしいただきました,その後施設内を

見学しましたが､カラオケ室やリハビリ室､屋外プールも

設世されていました｡ちょうど昼時でしたので､食堂で

は入所者が昼食｢１１でした｡中にはダウン症の方が何人

もいらっしゃって､l｣本であれば自宅で生活できる方が

入所を余儀なくされている社会的なlI1ij題があると感じ

られました。（写真2）

2012年１１月211から4日まで韓|]F1光ﾘﾄ|巾を訪問しまし

た｡2007年に愛媛県小児科医会報にひまわりこどもク

リニックの吉Ⅲ1〈||弘先生が寄稿された韓国光州｢'7訪

問記の第２弾です6今回の訪問メンバーは久寿''１人松

山小児科会会長､古田和弘先生､愛媛大学の長尼秀

夫教授､愛媛UiL立子ども療育センターの森本武彦セン

ター長､そして私中村泰子と私の姉の計6名です6アシ

アナ航空で松111空港をllH21117時40分に出発し19

11寺20分に仁)||空港に到着しました｡その夜は金i｢|i空港

前のロッテシテイホテルで1泊し､翌朝9時30分発のア

シアナ航空で光ﾘﾄ|にlfilかい､１０時20分に到着しまし

た｡空港ロビーでは､西南大学教授朴天學先Ⅱ三､令南

大学教授禺泳院先生､劉溶桐先生が｢歓迎'1本松'１１

｢'7小児科醤師念貝｣という横断幕を持っておlLll,迎えい

ただいており､光州空港ロビーで記念撮影を行いまし

た。（写真l）

総J1いん１Ｊ鐘 騨鶴

（写真２）

昼食は｢ホンアレ｣という韓国料fWのお店で光州蕊

督病院の金容旭先雌､アイバスト児童病院の朴鐘先

生、木来児竜病院の金先生の3名の先生方と合流し

「いしもち料理]をいただきました｡いしもちは高級魚で、

甘辛い味付けの－－夜下しのような焼き魚でした。ほか

にアワビのお刺身や生牡蛎などがあり唐辛ｒ味噌でい

ただきました｡冷たいお茶漬けやマッコリの清酒もいた

だきました。（写真3）

午後からはアイバスト児童病院を訪問しました。８階

建てのビル１棟全部が小児科の病院で小児科医は9名

所lIiしており､うち6名の共Ｉ向|経営で3名は雁用されてい

ます6超音波検査室や脳波検査室もあり専|Ⅱ]外来も行

われています6入院施設もあり主に１１平llM【器感染症の忠

■！

篝帥曹戻

(写真１）

光州空港を3台の卓に分乗して妓初の訪問地である

｢1善バオロを|｜指しました｡朴先ﾉ1iが1嘱託医をされてい

る知的障害児施設で､知的障審児､肢体不自１１１児､被

虐待児､経済的HW由で親元で生活できない児など3０

－２４－
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聯噸

（写真３）

者が入院治療を受けています6外来はHIl星から金曜は

朝8時から夜8時まで､土曜日は朝8時から夕方6時まで

開いています｡土曜日の勤務は交代制で夜ｌｌＩｌはオン

コール体制で運営されています｡（写真4）

(写真５）

■⑪

／夢
'

.'企が二

／ '

／／

蕊hlilll1IiiiiIiij
￣

|髪
ｌ－

ｊＵｌ３大｝

－－￣￣■圏■戸吉■唾－－－で－

言手･召君士君叫巴牛召卦＆襲日學璽文
凹 山田

藍轤i繍蝋学

''１(写真４）

その後未来児童病院を見学しました。Ｍ様の小児》Ｉｊｉ

院が3病院あり合計で26名の小児科医と3名の内科医

が勤務しています6人院病棟の受付の壁に掛けられた

ボードに入院患者の名前と病名が苔かれており､個人

情報保護については日本との差がかなりあると感じら

れました。ここも入院患者は１１平lUM【器感染症が主でし

た｡(写真５）

アイパスト児竜病院と未来児帝ｿ両院は大きなＩｌＩｌｊｌ人１両

|淀で､数人の小児科医で共|両l経↑)↑し、人院施i没を持っ

ており、日本の開業医と二次病院の両者の機能を持っ

ているようでした。

その後慌ただしく宿舎兼シンポジウム会場のプラドホ

テルに到着し､歪１１着30分後の１７時１０分からシンポジウ

■、、
(写真６）

ムが'１卜'１崖されました｡(写兵６)光州ThMI外からloo名以

上の小児科の先生が集合されており、日本小児科学会

愛媛地方会に匹敵する規模の学会でした｡ホテルの会

場前には薬,'i,h会社のブースが多数並んでおり､ウエット

ティッシュや歯磨きセット､傘などいろいろなものを配っ

ていました｡昔は'１本でも傘やシューズ､吃燥機などをい

ただいた記憶があり､`懐かしさを感じました。

シンポジウムの|＃|始のljiに､この会のji'|設にご尽ﾉﾉさ

れた飯尾寛治先f'三が表彰され、全容皿会長から,｣｢|}｜

先1Ｗ二記念品と感謝状が贈られました。（写真7)記念

－２５－



特lillih:柵

Ｉ

（写真７）

,1,,1,には｢感謝牌日本国愛媛県松山Th飯尾小児科医

学博士飯尾寛治殿貴殿は光りⅡ小児科医師会と松山

ilT小児科医師会llLilの学術交流並びに友好親善におい

て多大な貢献をなさいました｡よってその功績を讃え､こ

こにこの牌を贈り､感謝の意を表します62012年１１月３

１１｣と記されていました。(写真8）

(写真９）

…夢|曇 (写真１０）

偽’
(写真８）

四三臣その後､金会長の開会のご挨拶がありシンポジウム

が始まりました，

セッション①では座長を朴天學先生と吉田ﾈⅡ弘先生

が務められ(写真9)､叫甘ﾌ|先生がIntrauterinegrowth

restriction:impactonlong-termneurodevelopmentの

題||で講演を行い、長尾秀夫先化がＬｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ

ｓｕｐｐｏｒｔｏｆｖｅｒｙ－Ｉｏｗ－ｂｉｒｔｈ－ｗｅｉｇｈｔｉｎｆａｎｔｓｂｙ

ｍｕｌｔｉｄｉｓｃiplinaryteamの講演を行いました。（写真

１０）

セッション②では座長を箪泰周先化と久寿jlZ人先生

が格められ(写真１１)､王三脚先生がSyncopeの講演を

ｌ－ＫＦｐｌ｡､Ｉ
１ｆ

(写真１１）

行い、森本武彦先生がSupporttopatientswith

Prader-WillisyndromeinEhimeprefectureの講演

を行いました｡また､ロ|廿升先生がBrainNeuroRehabi

litationforPediatricPatientsについて講演されまし

た。(7)乙真12)質疑応蒋は英語で行われ､松山Tl｢から

の演題に対しての意見交換が行われました。

－２６－



特別寄稿

８時20分に金浦空港に到着し､ソウルで数時間の観

光時間が取れたため､景福宮と徳寿宮を兇学しました。

どちらの宮でも衛兵の交代が見学できました。最後に

ロッテホテルで韓|玉|海苔とカタツムリのハンドクリームを

おｔ産に買い１５１１寺１０分発の仁111→松山便で帰国しま

した。

２年後に今度は光ﾘﾄ|から松ｌｈに先生方をお迎えして

日韓交流の会を開催する予定になっています6光州の

先生方に松山での滞在を楽しんでいただけるようにお

もてなしをしたいと考えています6次回は多数の先生に

ご参ＤＩＩいただければ楽しい会になると思いますので、

是非ご参加いただきたいと思います６

滞りなく研修会は終了し､その後会場ホテル内のＵ

本料理店に場所を移して懇親会を開催していただきま

した。刺身やおでんなどの日本科.理が並んでいました

が､調味料には唐辛子の入った味噌が添えられており、

刺身醤油ではなく唐辛子味でいただきました。

翌朝は7時30分発の早朝便で光りⅡ空港を出発しまし

た｡早朝にも関わらずホテルまで朴先生､禺先生､金先

生に来ていただき、空港まで送っていただきました。

コーヒーカップの焼き物やお茶セット、タオルなどのお｣二

崖もそれぞれの先生からいただきました｡韓川の客をも

てなすという文化はすばらしいものでした｡本当に気持

ちよく過ごさせていただき感謝しています(写真１３入

ロ

写真１２） (写真１３）

2７
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第７回愛媛こどもの食物アレルギーシンポジウム■几
｝

静

甥舞！

1111M
蕊｛蝋

林孟俊市立宇和島病院小児科
弾fih蕊Ⅱ

1-.郷ｆ鋲･;鞠1＞､

．￥ﾊﾟ齢ＭｊＢ、１１笂
』挫一 、｡

の参りⅡ者が聞き入り、涙する参１１１１音の姿も見られ

た。

７名の方の講減の後､福岡小児科(松'１１市)の福liYil

圭介先生の司会で総合討論を行ったが、活発な意見

交換がなされ、あっという間の２時|H1半であった。

食物アレルギーが広く認知されてきたことを実感す

るシンポジウムであったが､その対応に関しては更に

周知する必要性も確認できた｡来年度もこの会を通し

て保育･教育､家庭及び医療機関が手をつないで､食

物アレルギーを持つ子どもたち及びその家族の力に

なっていきたいものである。

２０１２年８月５日市立宇和島病院北棟講堂で､第

711｣愛媛こどもの食物アレルギーシンポジウムを開催

した。これは愛媛県医帥会､字ｲⅡ局医師会､八1幡浜

区｢Illi会寸西予市医師会､南宇ｲlMIIl医Hili会が主催し、

愛媛県小児科医会が共催してＩＨＩ催されたもので､７年

連続の開催により食物アレルギーという疾患に対す

る知識や受け入れが愛媛県下に浸透してきた感があ

る。昨年の東予での開催に引き続き､今回は南予宇和

島に場所を移して開催することとなった｡今回も１２７

名の参加者があり､有意義なシンポジウムとなった。

愛媛県医師会長久野梧郎先生の開会挨拶に始

まり、愛媛県小児科医会会長’１１眞一先生の閉会挨

拶まで２時間半の間に、７名の講演があった。まず県

立今治病院の村上至孝先生の｢食物アレルギーの基

礎知識」の講演､市立宇和島病院の西村幸士先生の

「宇和島市内の幼稚園、保育|刺の除去食対応の現

状」報告があった｡それを受けて､宇和島市役所福祉

課の山本博子さんが行政の立場から「宇和島市での

食物アレルギーの取り組み｣を､Tlj立下ｲ||島病院食養

科の大杉弘子さんが｢食物アレルギーに対する管理

栄養士の取り組み｣を報告された。更に、県立新居浜

ｿ両院の楠曰和代先生が｢食物負荷試験の重要性とア

ナフィラキシ一への対応(エピペン使川法)を講演され

た。

今回のシンポジウムでの特徴は、３．１１の東日本大震

災の経験を踏まえて､将来こういった桝態が起こった

場合の対応をテーマに、たかおか小児科(松山市)の

高Iitl知彦先生の｢大規模災害にIWiえて」と題する講

演があったこと、更に、「食物アレルギーの患児の保

繼背からの経験談と今後の提言｣と題する保護者の

かからのビデオメッセージを新しい試みとして取り入

れたことである。ビデオで流れる保識者の語りに全て

ごｍｐ－

￣■￣
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ンを接種すればするほど､払う消費税も増bllし､|｢１１を

やっているのか､わからない状況になりそうですが､こ

れからの口医の舵取りに注Ｆ１したいところです６

本日は､いろいろ議題がありま式ご審議宜しくお願

いいたします６

報告･承認事項

○会長報告

Ｌ日本小児科学会中央資格認定委員会からの依頼

各都道府県での学術集会等の日本小児科学会専

門医単位数は減少していく方向である｡愛媛県小児科

医会学術集会の正式発表はまだであるが､８単位から

4単位になるようである．

２市民向け「f官頸がんワクチン､ポリオ不活化ワクチ

ン他｣の講演

ロ時:平成24年81126日(口)１０:00～12:００

場所:愛媛県医師会

講演:l)子宮頸がんワクチン

奥島病院副院長口浦昌道先Lｔ

２)小児の新しい予防接種｢不活化ポリオワクチ

ンとロタウイルスワクチンを中心に」

松山赤十字病院Fill院長小谷信行先生

３.愛媛県よりの｢愛媛県保健医療対策協議会小児

医療部会委員｣の推薦について

愛媛県保健医療対策協議会小児医療部会は医療

計画に関する事項を検討する会で､当初は産科･小児

科の集約化が言われていた当時に､県で集約化につい

ての見解をまとめるために設置された今年は第６次愛

媛県保健医療計画の策定年にあたり、医療計画記載

事項である5疾病5事業に含まれる小児医療について

検討される予定"事務局は愛媛県保健福祉部医療対

策課である｡予定されているメンバーは以下の通り。

県立今治病院松田修先化(藤澤先生と交代）

第４３回理事会
日時･場所:平成24年６月21日19時､愛媛県医師会航

４階第２会議室

出席者：０１頂不同･敬称略）

中眞－､児玉義史､亀井勲(濡事)、Ⅱ|上郁夫､堀田康

夫､高橋貢､古田和弘､松浦俊人､松田修､松本修平、

井上哲志､伊藤車夫､上田晴雄､岡本真卵子､久寿正

人､重見律子､高岡知彦､中野省三､平井伸幸､松l1Mi秀

二､豊、茂樹､L|｣下刀浩､中野威史､後藤悟志､青井努

（以上25名）

中会長挨拶

本曰は､足元の悪い中､お集まりいただきましてあり

がとうございます。

さて､政府与党民主党は､消費税増税案を含めた社

会保障一体型の法案を閣議決定するべく、１ｺ由民主

党､公明党と協議して､この法案が成立する可能性が

高くなってきております。

ｎ本小児科医会が､平成23年度に調査した小児科

診療所の収入は、保険収入部分より､健診予防接種な

どの自山診療部分が増加傾向にあり､特に平成23年

度はＨＰＶ､ヒズプレベナーの予防接種が追加になっ

たことにより､ほとんどの小児科医療機関で白山診療

部分が､一千万円を超え､より顕著であったようです６

現在保険診療部分は､無課税ですが､医療機関が購

入する医薬品や材料費は消費税がかかっており､消費

税が8％､10％と増加すれば私たちの収入を圧迫するこ

とは明らかで-ｉｎＵ本医師会は､診療報Ililllも原則課税

するが､消費税を患者さんには転嫁しないいわゆる消

費税のゼロ税率を推し進め､日本小児科医会もそれに

迫|通していくようです6最近のワクチン納入lliは､かな

り高額で医療機関では税金の２重払いが生じ､ワクチ

－２９－



理事会報告

市立宇和島病院中野威史先生

住友別子病院矢野喜昭先生

県立中央病院空席

愛媛大学小児科石井榮一先生

日本小児科学会愛媛地方会小谷信行先生

愛媛県小児科医会児飛義史

愛媛県医師会理事中眞－

４大分小児科医会との交流会

今年度は両会長の日程の都合がつかないため中止

○日本小児科医会総会報告(６月9日札幌)(児玉理事）

平成23年度事業報告･収支決算書､平成24年度事

業計両案･収支予算案が承認された。松平隆光新会

長､中常任卵事(続投)を含め､新しい役員の選出が

承認された。

○日本小児科医会全国教育委員会報告(６月１０日札

幌）（中野省理事）

平成24年lOlE18曰(lEl･祝日)に岡山コンベンションセ

ンターで第８同日本小児科医会生涯研修セミナーが中

国四国ブロック担当で開催されるので､是非参加して

いただきたい｡

○総務部

1.会員異動(上田理事）

入会:なし

異動:渡部雅愛(Ｈ24.4.21)武田医院(勤務)→武田医

院(開業）

中山寛(H24.4.1)しののめｸﾘﾆｯｸ(開業）

→しののめクリニック(勤務）

小野l11啓子(Ｈ24.4.1)老人保健施設長安(勤

務)→天山病院(勤務）

藤澤由樹(H24.4.1)愛媛県立今治病院(勤務）

→いとう小児科(勤務）

梶原眞人(Ｈ24.4.1)愛媛県立中央病院(勤務）

→補角病院(勤務）

林正俊(Ｈ24.4.1)愛媛県立中央病院(勤務）

→市立宇和島病院(勤務）

山本英一(Ｈ24.41)愛媛大学医学部附属病院

（勤務)→愛媛県立中央病院(勤務）

退会:なし

現在会員数126名(うち会費免除4名）

２１平成24年度歯の衛生週間」（６月4日～10日)後援

について(児玉理事）

３.第８回中国四国思春期学会学術集会後援について

（児玉理事）

口時:平成24年６月30日～７月１日

場所:松山赤十字病院教育講堂

参加費:有料(aOoO円）

○１情報部･会報編集委員会

1.2012年春号進捗状況(伊藤理事）

現時点で､原稿の未着が2つあるため発行は少し遅れ

そうであるが､７月中に発行できるよう努力をしている。

○会員福祉部

1.9月２日の総会･教育集会後の懇親会について(高

岡理事）

日時:平成24年９月2日(日)17時～

場所:四川飯店(高島屋8階）

会費:5,000円

○第２保健部

Ｌ日本小児科医会小児救急医療委員会からの｢小児

救急についてのアンケート調査｣への回答について(岡

本理事）

1）＃8000について実施主体は?→民間電話相談業

者に依頼している，

2)小児救急講習会(他科医師に小児救急に協力して

もらうための講習会)について

開催したことがあるか?→今までに開催したことがな

い。

２．６月１０日に札幌で開催された第２同地域小児救急

全国協議会の報告

（久寿理事）

詳細は､平成24年１０月発行予定の日本小児科医会会

報第42号に掲載予定である。

協議会で配布された、Ｉ小児救急研修会の配布資料

（8種類)、Ⅱ小児救急電話相談(＃8000)の配布資料

（2種類)、Ⅲその他(１種類)について､第58回愛媛県

小児科医会教育集会(９月２日)の休憩時間に供覧予

定である｡次回からは岡本理事が担当。

○未成年喫煙防止対策委員会(豊田理事）

１．５F120日｢2012世界禁煙デーinえひめ｣報告

－３０－



ｆＭｌｉ会報{'↑

Ｌ学校生活管理指導表の変更について(上Ⅱ|即事）

ｌ）今年度から学校生活管理指導表が変更された｡新

しい管理指導表は下記の学校保健会ホームページに

アップされている。

http:〃www・hokenkaLor・jp/kanri/kanrikanri・hｔｍｌ

２)指導管理表が変わることに伴い､学校保健会が出

版している｢学校検尿のすべて｣という冊子もlii'|新され

たこの冊子には検尿に関する最新の知見も記戟され

ている。下記のサイトにアクセスして巾し込むと入手で

きる。

http://www・hokenkaLor・jp/toshocart/shopping、

php?＆cate='＆no=8＆p=０

→愛媛県小児科医会のホームページ(カレンダー５月31

11をクリック)参照。

○子どもの健康週間事業実行委員会(平井理事）

予定通り､９月3011(日)午後､エミフルＭＡＳＡＫＩに

て､小児科健康相談を実施する｡現在､エミフルのイベ

ント担当者と準備打ち合わせ中である。

○小児アレルギー対策委員会(久寿理事）

１.第７回愛媛こどもの食物アレルギーシンポジウム開

催について

日時:平成24年８月5日('１)１３:00開場１３:30シンポ開

始～16:00終了

会場:市立宇和島病院講堂(収容人数約200名）

主催:愛媛県医師会､宇和島医師会､南宇和郡医Rl1i会

共催:愛媛県小児科医会

シンポジウム内容

１)食物アレルギーの基礎知識

２)宇和島市内のこどもの食物アレルギーの現状と

除去食連絡票の活用法

３)園･学校での給食対応状況と工夫

４)患者または保護者からの経験談と今後への提言

５)食物負荷試験の重要性とアナフィラキシ一への

対応(エピペン使用法）

６)大flRl模災害に備えて

７)質疑応答､総合討論

２.第１７回愛媛小児アレルギー懇話会のご案内

｜｣時:平成24年lOlFll311(ｔ)19:00～20:45(予定）

会場:ホテルサンルート松山

招待講演:「気道感染と喘息､乳幼児Ｉｌｉｉ息の椅理

（仮題)」

千葉入学准教授下条直樹先生

一般演題を2～3題募集します6応募のほど宜しくお

願いいたします６

３.平成23年に行った食物経口負荷試験に関するアン

ケート結果の報告

６月３日Ｈ本小児科学会愛媛地方会および､６ＨｌＯ

Ｉ１日本小児科医会総会のフォーラムポスターセッショ

ンにてアンケート結果を含む報告をした｡愛媛県小児

科医会会報秋号等に原稲を掲載する予定である

○その他

協議事項

１.第58回総会･教育集会のプログラムについて

ｌ)教育集会について(問橋fLlj事）

－テーマ:子どもの成長･発育と成長障害一

特別講演(1)応長戒能幸一

「日常診療で注意したい成長障害-低身長を含む‐

広島赤|一宇病院小児科西美ﾈⅡ先生

特別講演(2)廃長Lll眞一

「性分化疾患(仮題)」

浜松医科大学教授緒方勤先生

２)プログラム案の検討(高hMl事）

２.育児支援委員会より保護者向けの予防接種などの

Ｑ＆Ａ(4つ)について（吉川即事）

４つのうち2つを愛媛県小児科医会のホームページに

近々栂戦する予定となった｡残り2つは内容､文言など

の訂[[を行ったのちにホームページに掲載の予定であ

る

３.行政へのHibワクチンの3回目あるいは4回｢1の接種

間隔短縮願いについて（中会長）

添付文書の改正がないと行政は対応が難しい､１２か

月からの追力１１接種の有益性についての小児科学会の

根拠が把握できていない現状で行政への働きかけは

早計ではないかなどの意見があり､今'111意見寿の提,Ｌｌｌｉ

は見合わせることになった。Ｆ１治体によってばある程度

融通が利くようである，

４８｢１４日ロタウイルスワクチン講演会の後援について

－３１－



1111事会報iIi

（スポンサーMSD）（中会長）

平成24年８月4口(上)１８:００～ＪＡＬホテルで開催予定

であるが､同ロ県医師会館で他の識演会があるため後

援は兇送られた。

５.平成24年２月１日から５月3111までのウイルス性胃腸

炎のUIL内医院への調査依頼の'''二(''１会長）

近い将来(できれば25年度から)ロタウイルスワクチ

ンの助成を得たいと考えている｡今年はロタウイルス胃

腸炎の発生が多かったため､’二記101'１Mのロタウイルス胃

|腸炎発症者の年齢､性別､応状､点滴処置､人院の有

無などについてアンケート調杏をして､行政を説得する

ための資料として利用したいと)１Ｍい提案した。

今期は症例を集めるのは難しいとの意見が多く、来

191にlfT1けてアンケート内容を少し変更して911の理事会

に''１提出することとした。

６.会員名簿へのメールアドレス掲栽について(児玉理

ﾂﾞｷﾞ）

勧誘メールなど迷惑メールが送られてくるTII能性があ

るなどの理'二'１から会員メールアドレスの名簿への掲戦は

見送られた。

7.第591口|教育集会(平成25年311)のテーマ､講師に

ついて(児玉理1千）

「こどもとメディア｣についての片岡直樹先牛(111崎

医大名誉教授)の特別講演と夜尿症についての特別

講演(講師未定)の2題という案で進めていくことに

なった。

中会長挨拶

残鍔厳しい中､お集まりいただきありがとうございま

す６

９１１１１１から､ポリオ不活化ワクチンの接種が始まりま

したが､接種医療機関には必要数のワクチンが供給さ

れましたでしょうか｡サノフィパスツール社が,![}荷予定を

公表しないため､卸､医療機関も情報不足で対処に苫

慮していると思います６８月31曰の厚生行の報告によれ

ば､81131日までに約70万本出荷､９１１''二１句に約30万本

迫UⅡ､911未までにはトータル148万ﾉＭ１荷､その後月約

507J本,'11,荷し､平成25年３月までに約477万本、また

DPT-IPVはllRlllから平成25年311までに約147万本

供給予定ですので､在庫をあまり抱えボゆっくり接種

していただければ供給量は十分あると11Mいます6また松

''１小児科会ではロタウイルスワクチンの助成要望鍔を８

月初めに松山市に提出しました｡助成が可能になるか

は難しいところですが､他の郡市医ｉ１ｌｌｉ会も提出してい

ただきたいと思っております．

今'1は平成23年度会計決算書の承認等の議題があ

ります6ご討議よろしくお願いたしますと

報告･承認事項

○総務部

１.会↓j異動(上田理事）

入会:積ｌＵ淳平(Ｈ24.9.2)愛媛大学医学部小児科

（勤務）

＝異動:なし

退会:なし

現在会員数:127名(うち会費免除4名）

２.良い子を産み育てる妊婦の日後援･シンポジウム講

師推薦について（児玉理事）

UTL産婦人科医会からの後援依頼を了承した｡９月3日

の打ち合わせ会には中会長と児玉力W1Mii予定｡当口の

シンポジウム講師については､中会長がfllliWi予定であ

る。

○会員福祉部(高岡理事）

1.911211の総会後の懇親会(四111飯店）

識iIlliの先生方を含め１８名の出席｡なごやかな雰|燕|気

で活発な意見交換もでき､有意義な懇親会が開催され

た。(ご参加の先生方､ありがとうございました。来年も

第44回理事会
ｌｌ時･場所:平成24年９月21111時､愛媛県医師会館

４階第２会議室

川席者：（||頂不同･敬称略）

'１１眞一､児玉義史､亀井勲(驍事)、小谷信行､栗田郁

雄(慌事)、上田晴雄､lll上郁夫､ＭＩＩ康夫､松浦俊

人､松111修､松本修平､井上哲志､llYMK兵瑚子､久寿兀

人､誼兇律子､高岡知彦､中野冑三､平川申幸､松浦秀

二､豊田茂樹､111下万浩､中野威史､後藤悟志､青井努

（以上２４名）
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ｆ１Ｍ会搬(!『

２.協議事項

①平成24年度診療服|Hill改訂の評価

②平成24年度診療報|Hill改訂の問題点

③平成26年度診療服l1llIll改訂に向けての要LY〕１１ＩＦ項

④小児科における現在の診療報''１１１体系の|Ⅱ]題点

（小児科外米診療料は新しい検査が保健適応になっ

てきた現在それに応じた加算があってしかるべきでは

ないか､まるめでの同１１再診を認めてほしいなど）

⑤今後の社会保険委員会の活動について(来年311

に全｢K1小児科|矢会ﾈ'２会保険委員会が小児科学会と合

同であり､次ｌ１１ｌの改定に要望を{|｝す予定）

⑥jiIi費税について(0税率を目指す:}|本|矢i111i会

ニュースNo.1224(2012.9.5)に詳しく苫いてある）

⑦'予防接IWiについて(予防接種の11ｲ源が｢liI1J村が

行うことで､地域差が起こっているなど）

⑧その他

○子どもの健康週間事業実行委員会(平井理事）

1.今年度事業準備状乃'1

今年度の事業名は｢小児科1曰なんでも相談室｣。△{z成

24年9113011('1)、午前１０時から午後4時まで､エミフル

ＭＡＳＡＫＩで対面で小ﾘﾑ科に関連する相談に秤える。

小児歯科医も待機｡新しい乳幼児パンフレット6祁類と

思春期パンフレット（タバコ)を配布予定。

○健診パンフレット作成委員会(青井理事）

「受けよう1予防接楠｣に折り込みとして入れている川

本小児科学会作成のｆ防接IWiスケジュール衣を肢新版

（8115日）に虹新する｡現在の在庫が終了次第差し祥

える予定。

○会長報告

１一般社ＩＪＩ法人'１ﾉＭ､児科医会会員用ＨＰ｢お知ら

せ｣に平成24年ムンプス感染及び水痘･帯状ｿ苞疹感染

後壺症症|ｸﾞ'１，Ｗ丁篤な合併庁ｿii＝例の調杏報告Ｔｌｆを褐紋

してある｡参考にされたい。

２.第81口|口本小児科|矢会fulに教育セミナーが､平成２４

年１０１１８日にliYillllコンベンションセンターにて｢ﾙ1催され

る。8113011,,1代愛媛UTLからの事前登録者は8人であ

る。ノルマが28人なので多数の参加よろしく。尚､申し

込み締め切りは911811で当'1受付もあり。

協議事項

多数のご参加をお待ちしております6）

○情報部･会報編集委員会(伊藤理事）

１.会報(秋浮)編集進捗状況

会報の今春器は特別講演lの原稲ともう１つ予定して

いる原稲が未着のため､発行できない状況が続いてい

る。９月に人っても原稿が来ない場合は､今までに1,1|い

ている原稿のみで､発行する予定である｡今秋号は､春

号の発行が遅れた関係から発行が来年の１１１に遅れる

予定である。

○食物アレルギー対策委員会(久寿理事）

１.第７１１１|愛媛こどもの食物アレルギーシンポジウム報告

８月511('１)午後､ill｢立宇和島病院満堂において１%|催

され､参力'1台は127名だった。

１)食物アレルギーの基礎知識､２)字ｆ||島llj内のこど

もの食物アレルギーの現状と除去食連絡票の活111法、

３)園･学校での給食対応状況と工夫､４)ｊ,L<者または

保護者からの経験談と今後への提言､５）食物負荷試

験の重要性とアナフィラキシ一への対応､６)大規臓災

害に備えて､の発表後活発な質疑応答が行われた｡今

'''１のシンポジウムで使用した資料集と2012年度版のア

レルギー除去食連絡票は、愛媛U1し小児科医会公式

ホームページに掲紋予定であり活用されたい。

２.第l711l1愛媛小児アレルギー懇話会のご案内

Ⅱ時:平成24年１０月１３日(上)１９:00～20:45(予定）

会場:ホテルサンルート松山

招待講演:千葉大学准教授下条面樹先''２

「気道感染と喘息､乳幼児喘息の管理(仮題)」

一般iiji題をl～2題募集しているので､応捺を有しく

お願いしたい。

○社会保険部(後藤理事）

中lJq国社会保険委員会(８月１９口､岡111市)報告(診療

報酬改定のあった年の夏に開催）

１.報告事項

①平成24年度第１山口本小児科･医会社会保険委Lj会

（６月lOl-1）報告

②１１洲|外対応l川算に関するアンケート調行(烏取り,(で

の調査で|jⅡ算lの1両出が23.5％、加算2が20.6％、l川筧

3が0％）

③その他

－３３－



flll事会報f1i

さて､今年６月9日土曜日に札幌で一般社団法人日本

小児科医会総会が開催されました。当県では､小谷代

議員と児玉予備代議員が出席されました｡皆様ご存じ

のように一般社団法人日本小児科医会会長が保科先

生から松平先生に交代になり､それに伴って､副会長、

理事の一部改選が行われました｡詳しい組織図は､日

本小児科医会一般用ホームページの左上タグ日本小児

科医会の紹介､組織をご覧ください｡一般社団法人で

は常任理事という役職が無くなり､それぞれの委員会

の責任者という表現になっております6私は､引き続き

ＨＰ担当責任者になっております６

新会長の方針として１番にあげられたのは､保科前会

長が推し進めてきた小児保健法の議員立法による設

立をｕ指すことです6小児保健法は､子どもたちが健や

かに生育するため､すべての子どもによりよい社会生活

環境を提供するためのものであり､予防接種､乳幼児

保健､健康教育､虐待や障がい者対策､医療助成費の

年齢制限や所得制限の撤廃､救急を含む小児医療の

確立等を含み検討される必要があります６

また､東日本大震災で被災した子どもたちへの支援

も大切な事業になっています｡平成23年度は約2000万

円を､被災地へ小児科医を派遣するための資金援助、

被災地の子どもの心の支援事業への資金協力､ＰＴＳＤ

パンフレットの無料配布､被災地の子どもにロタウイル

スワクチンの無料提供等に使用させていただきました。

残り約4700万円を|順次被災した子どもたちの支援に

使っていく予定で式

新生児の虐待が増加していることや生後6週から接

種できるロタワクチン､２カ月から接種できるヒズプレベ

ナーワクチンなど乳児早期から接種するワクチンが増加

し､産婦人科医会との定期的な交流が必要になってき

ています6口本小児科医会では月に１回程度産婦人科

医会と交流の場を設けていますが､県小児科医会でも

年にl～２回の交流会を予定しています６

今年の１０月８日祝口に岡山コンベンションセンターに

て第８回日本小児科医会生涯教育セミナーが開催され

ます６「子どもの成長｡発育と生育環境｣をテーマに子ど

もとメディス子どもの慢性の咳嗽､小児循環器領域に

おける最近のカテーテル治療､今後の不活化ワクチンの

１.平成23年度県小児科医会一般会計決算(案）（平

井理事）

収入の部:広告費収入は年々減少傾向にある｡支出

の部:会議費､出張費ともに予算より少し少なめ｡'1'四

国ブロック協議会費は今年度請求なし｡当期収入合計

256万791円､当期支出合計227万130円で29万661円

の黒字｡次期繰越金412万1849円･平成23年度県小児

科医会特別積立金会計決算書(案)は利息の増加の

みで､積立金195万702円｡以上のとおり承認された。

２.第59回愛媛県小児科医会(平成25年３月10口)につ

いて(準備進捗状況等報告）（児玉理事）

１)特別講演ｌ夜尿症の治療に関する講演

順天堂大学医学部附属練馬病院

小児科先任准教授大友義之先生

２)特別講演２言葉の遅れとメディアに関する講演

lll崎医科大学名誉教授片岡直樹先生

３.良い子を産み育てる妊婦の口､乳幼児相談担当医

について(児玉理事）

１１月3日１５時から１６時の間､乳幼児相談を担当する

医師を募っている｡児玉ともう１名出務する方向で検討

している。

４.子育てＱ＆Ａについて(松本理事）

前回(６月)の理事会で了承された2つのＱ＆Ａに加

え、新たに2つのＱ＆Ａを愛媛県小児科医会のホーム

ページに掲載したい｡理事会で指摘された項目等につ

いて変更訂正を行い､epa上で了承頂ければホームペー

ジに掲載の予定である。

５．「第3回えひめ禁煙推進フォーラム｣への後援願い

（未成年喫煙防止委員会）（豊田理事）

後援については全会一致で承認された｡今回は愛媛

県医師会館ホールで開催するので､大勢の会員の方に

ご参加いただきたい。

第５S回愛媛県小児科医会
日時･場所:平成24年９月２日13時､愛媛県医師会館

４階第１会議室

開会挨拶（中会長）

まだ暑い曰が続いていますがご出席賜りありがとうご

ざいます〔，
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理事会報告

動向､学校検尿･専門医や内科医との連携等のプログ

ラムが組まれております｡愛媛県からの事前,出席数は８

月30ｐ現在8名です６９月８ｐが締め切りですので是非

出席していただきたいと思います。

それでは､これから報告事項に続いて､平成23年度

会計決算書の承認を求める件の議題がありまホ)ご討

議よろしくお願いいたします６

がんワクチン､ポリオ不活化ワクチン他」の講演があっ

た。

１.子宮頸がんワクチンの講演は､奥島病院産婦人科の

口浦昌道副院長担当で､今年度の接種率は日本平均に

比べ､愛媛県は低いこと､失神を防ぐにはベッドに寝か

せて接種すると防げること､２０歳を過ぎたら検診を受

けること等の講演内容であった。

２.ポリオ不活化ワクチン､肺炎球菌ワクチン､ロタウイル

スワクチンについて松山ﾛ赤病院小児科の小谷信行副

院長から講演があり､ポリオ不活化ワクチンは集中して

接種をしなければワクチン本数が不足しないこと､肺炎

球菌ワクチンを子どもに接種すれば､救急を受診する

患者数が減り､お年寄りの肺炎球菌感染者も減少する

ことまた､ロタウイルス胃腸炎は乳幼児で特に重症化

しやすく冬の小児科外来を忙しくしている､ロタウイル

スワクチンを接種することで小児救急患者を減少させ、

また親の負担も軽減できること等の内容であった。出

[1]第５Ｓ回総会
報告

l)会員異動並びに現状(上田理事）

理事会報告を参照

2)第59Ｍ教育集会･総会日程について(児玉理事）

理事会報告を参照

議事

l)平成23年度会計決算案の承認を求むる件(平井理事）

→承認(理事会報告を参照､本会報に掲載）

席者は44名。

４)保険情報について(小谷副会長）に]第５S回教育集会
(本会報に掲載）

閉会挨拶(小谷副会長）

[S)情報･意見交換(座長:小谷副会長）
1)愛媛こどもの食物アレルギーシンポジウム開催報告

（久寿理事）

理事会報告を参照

２）日本小児科医会小児救急医療委員会報告(久寿

琿事）

６月に札I幌で開催された第231回|日本小児科医会総会

フォーラムでは､地域小児救急体制に関するシンポジウ

ムの後､上記の協議会が開催された。詳細について

は､次回の日本小児科医会会報を参考にされたい｡協

議会では､各地の小児科医会作成の小児救急研修会

（他科の医師や保護者を対象とする)や小児救急談話

相談の資料が配布され､愛媛県小児科医会で保管し

ている｡実地に役立つ有用な内容なので､興味のある

先生方は活用されたい。

3)市民向け｢子宮頸がんワクチン､ポリオ不活化ワクチ

ン他｣の講演報告（中会長）

８月26日（日）愛媛県医師会館で､市民向け｢子宮頸
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演者：県立新居浜病院小児科加賀Ⅱｌ敬郎

諦題提供:｢百|]咳の診断と現行ワクチン制度の問題

点」

演者:高橋こどもクリニック高橋貢

〔四国中央地区小児科医会定例会報告〕

第３６回定例会

平成２４年６月２１日（木）宇摩医師会館１階会議室

第５２７凶夏季懇親会

平成２４年７月１１日（水）

場所１１|わき

演題：「GCHl遺伝子異常を認めた瀬Ⅱ|病のｌ例」
演者：三豊総合病院小児科杉野政城

演題：「先天性胆道拡張》盃の１１列」

演者：四国中央病院小児科岸夏子 第５２８１１１１

平成２４年９月１５口(土）リーガロイヤルホテル新居浜

特別講演:｢小児感染症の新たな予防･治療戦略～ワ
クチンの重要性とその限界、そして耐性菌の現状を考

慮した抗菌薬の選択~」

演者:久留米大学医学部小児科学講庵講師

津村直幹

特別講演会

平成２４年８月２３１１（木）ホテルグランフオーレ２階

演題：｢学校検尿と子どもの'f刊蔵病」

演者：徳島大学大学院へルスバイオサイエンス研究部
発生発達医学講庫小児医学分野講師

近藤秀治

加藤文徳こにしクリニック小児科

四国中央市鈴木医院鈴木俊二

〔新居浜地区小児科医会例会報告〕 〔西条地区小児科医会定例会報告〕

第５２４回

平成２４年４月１１１１（水）新居浜市医師会館

症例呈示:｢ＥＢウイルス感染を契機に高度蛋白尿を認
めた－女児例」

演者：県立新居浜病院小ﾘiL科手塚優子

話題提供:｢ワクチンの|可時接種について」

演者：しおだこどもクリニック塩、康夫

第２７１ril

ll時:平成２４年５月１７日（木）西条市医師会館

議題ｌ「ウイルス感染に続発したマイコプラズマ感染

症」

演者：村上記念病院小児科松ilIii聡

議題２「子供のスポーツ障害」

演者：星川ファミリークリニック篠原聖子

議題３急患センター

議題４１歳半検診や３歳検診で見つかった軽度発達
障害児の経過観察体制について

第５２５回

平成２４年5Ｈ９Ｒ（水）新居浜市医師会館

症Iﾀﾞ||呈示:｢共に幼児期に苑》iﾐした1型糖尿病の姉妹例」
演者：住友別子病院小ﾘﾑ科竹本幸司

話題提供：「小児脳性麻癖に対するにl己I齊帯I､幹細

胞輸血による治療について」

演者：111上こどもクリニック111上郁夫

第28111

11時:瓦Ｉｚ成２４年71119Ｈ（木）かん竹

納涼ビール会

貢高橋高橋こどもクリニック

第５２６回

平成２４年６月１３日（水）新居浜巾医師会館

症例呈示:｢ＤＩＣを(半った急性巣状細菌性腎炎の１１列」
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小児科医会定例会報告

平成２４年７月２１日松山全口空ホテル南館サファイア

ルーム

演題：「昨シーズン導入したネット利用のインフルエ

ンザワクチンの予約」

演者：よしだ小児科吉田泰祥

特別講演：「外来小児科におけるウイルス性感染性胃

腸炎」

講師:佐久間小児科医院院長佐久間孝久

〔今治地区小児科医会例会報告〕

平成２４年５月２３日（水）今治国際ホテル

演題１：外傷性膵損傷の１小児例

講師：県立今治病院小児科三木崇弘

演題か予防接種に関する最近の話題

講師：化学及血清療法研究所元山泰一

平成２４年８１F１２１日小椋

納涼会

平成２４年７月２５日（水）今治国際ホテル

演題１：小児生活習慣病予防検診事業について

講師：あおい小児科青井努

演題２：小児の食物アレルギーについて

講師：けら小児科院長森澤豊

平成２４年91='１８日松山Th医師会1階会議室

演題:｢夜尿症って病気？～泌尿器科の視点から～」

講師：愛媛大学医学部泌尿器科西村謙一

演題：「松山市学校における結核対策委員会報告」

演者：くす小児科久寿正人

今治市松本小児科松本修平

〔松山地区小児科医会例会報告〕

徳丸小児科医院徳丸久
平成２４年４月１７日松山市医師会1階会議室

演題:｢ｶﾓ産婦における薬の使い方

一産婦人科医が思うこと－」

講師：愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科

基礎教育講座教授草薙康城

演題：「平成２３年度乳幼児健診・母子保健協議会」

演者：ひまわりこどもクリニック吉田和弘

〔喜多八幡浜地区小児科医会例会報告〕

第８９回平成２４年51E１１８日（金）

演題：「Tb｢立八幡浜総合病院における発達障害児へ

のアプローチ」

講師：愛媛大学大学院医学系研究科地域救急医療

学講座准教授鈴木山･香

演題：「小児救急とロタウイルスワクチン」

講師：松'1｣赤十字病院Fill院長小谷信行

平成２４年51L'１５日松山市医師会1階会議室

演題：「小児喘息ガイドラインと最新の治療」

講師：東海大学医学部小児科教授望月博之

演題：「子育て支援相談室の活動と連携」

講師：松山市子育て支援相談室 大洲市ごうお小児科医院郷緒良

平成２４年６月１９日松山市医師会1階会議室

演題：「アトピー性皮蘆炎の病態と外用療法の基礎」

講師：愛媛大学大学院医学系研究科感覚皮層医

学教授佐山浩二

演題：「松山市学校心臓病対策事業について」

演者：いとう小児科伊藤卓夫
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リック､リビング､アクリート(平成24年４月から９月まで）

乳房腫大 これらを適切な時期に接種できるように計両を立て

るのは､容易なことではありません｡そこでかかりつけ

の小児科医の出番です６１カ月健診が終わったら、か

かりつけ医にワクチンの接種計画を相談しましょう。ロ

タワクチンは生後6週から接種可能です6また､ワクチ

ンには生ワクチンと不活化ワクチンの２種類があって、

それぞれワクチン接種間隔が違いますし、ＢＣＧのよ

うに、原11'１として生後６カ月までに接種しなければな

らないものなど､接種期限もさまざまです６３０m以上

のワクチンを効率よく受けるには、同時接種も考慮し

ましょう。

生後６カ月を過ぎると､風邪などをひきやすくなり、

スケジュール通りに接種できなくなることもあります６

ワクチンによっては、当初立てた順番を変更した方が

良い場合もあります。

かかりつけ医と机談して､その都度オーダーメードで

計画を立ててもらいましょう,少々の風邪なら接穂で

きることも多いので､自己判断で中止しないで､かかり

つけ医を受診し､相談してください。

（リック平成24年６月28n号）

なかむらこどもクリニック中村泰子
乳房腫大は女児の二次性徴の始まりを示す症状で

あり､７歳半から12歳ごろ（日本人の平均は10歳)に始

まります6乳房の発育は、女性ホルモンのエストロゲ

ンにより起こります6エストロゲンは主に卵巣から分

泌され､視床下部一下垂体一卵巣系により調節され

ています6その活`性化が認められる場合に乳房が発

育し､活性化の程度の差が実際の症状の差になると

考えられています６

一時的なエストロゲンの活性化により、思春期以前

の女児にも乳房腫大が起こることがあります｡その一

つは生後6カ月から3歳ごろの女児に認められる早発

乳房です6症状が乳房腫大のみで､乳輪や乳頭の変

化を伴わなければ､ほとんどは3歳ごろまでに小さく

なっていきます６

２つ目は6歳から7歳ごろの女児に認められる乳房腫

大です｡この時期も他の症状を認めない場合は、経

過を観察するだけで良いことが多いのですが､急に身

長が伸びたり､体毛が濃くなったり、１１夜毛や陰毛が生

えてきたり、乳頭や乳輪の形状や色に変化があった

り、外陰部の成熟(小陰唇の腫大や色素沈着)など

の症状があれば､思春期早発症の可能性があるため

精密検査が必要です６

７歳半以前に乳房腫大を認める場合は､かかりつけ

医で相談してみてください｡診断には身長の伸びが重

要なので､身長を記録した資料(母子手帳や幼稚園

の健診記録など）があれば持参されるといいでしょ

う。

（リック平成24年４月26日号）

不活化ポリオワクチン

いとう小児科伊藤卓夫
９Ｆ１１日から、ポリオワクチンが、生ワクチンから不

活化ワクチンに変わりました。生ポリオワクチンは２１回ｌ

飲むだけで免疫がつく良いワクチンでしたが、ポリオ

のようなまひを１００万回に１回程度の割合で起こすこ

とが問題になっていました。今回使えるようになった

不活化ワクチンは、ポリオ様まひを起こすことがなく、

安全`性に優れたワクチンです６

不活化ポリオワクチンは４１１１１の注射が必要で､３～

８週の間隔をあけて３回接種した後、６カ月以上あけ

て４回I=|の接種を行います6今までに生ポリオワクチン

接種を１回受けている子どもさんは、不活化ポリオワ

クチンの接種が３１iJ1必要で､生ワクチン接種後４週以

上あけて1回目を接種し、３～８週あけて２回目、６カ

月以'二あけて311丁111の接種を行いますb接種対象年齢

は生後３カ月から９０カ月（７歳半）までです。

生ワクチンは春と秋に季節が限定されていました

が､不活化ポリオワクチンは一年中､いつでも受けられ

ます6他のワクチンとの同時接種も可能です6また、県

たくさんのワクチンを効率よく受けるため(こ
にのみや消化器科内科･小児科二宮品

みなさんは､現在日本で何種類のワクチンが接種

可能で､赤ちゃんは何ｕワクチンを接種しなければな

らないか、ご存じですか？

ワクチンの種類を挙げてみましょう。ヒス小児用肺

炎球菌､三種混合､ＢＣＧ、ポリオ､麻疹風疹混合､日

本脳炎､おたふくかぜ､みずぼうそう、ロタウイルス、

Ｂ型肝炎。それぞれ複数Ｍ受けるので､小学校に入

学するまでに､３０回以上接種することになるのです６

－３８－



松山小児科会

回のみ生ポリオワクチンを受けた場合は、あと３回不

活化ポリオワクチンを受ける必要があります６

さらに2012年１１月以降は、「４種混合ワクチン」が

始まります6これは従来の３種混合ワクチン(ジフテリ

ス百日咳､破傷風)に不活化ポリオワクチンが追加さ

れ、４種類の混合ワクチンとなったもので､生後３カ月

から今までの「3種混合ワクチン」と同じスケジュール

で接種するものです6すでに３種混合ワクチンを受け

ている場合は､接種できません。

これまで終わった予防接種やこれからしなければ

ならない予防接種との兼ね合いなど､不明な点も多々

あると思われます6かかりつけの小児科医に相談し、

それぞれの子どもさんに最適となる接種スケジュール

を組んでもらいましょう。

内であれば､住んでいる市町以外の医療機関でも接

種が可能です６

１１月からは4種混合ワクチン(従来のジフテリア､百

Ⅲぜき、破傷風の３種混合ワクチン＋不活化ポリオワ

クチン）接種も始まります6ワクチンの種類が増え、接

種スケジュールが過密になっています6かかりつけの小

児科医に相談ください。

（リック平成24年９月20日号）

不活化ポリオワクチン

山田小児科医院山田至
本年９月から､今まで行われていた｢経口生ポリオワ

クチン｣は禁止され､注射による「不活化ポリオワクチ

ン」に変わります｡テレビなどの報道でご存知のよう

に、経口生ポリオワクチンは､弱毒化した生きたポリオ

ウイルスを直接口から服用し、腸の中で増殖させて免

疫をつけるものです6ところがその過程で､毒性をとり

もどしたポリオウイルスが便中に排泄され、それを接

種した乳幼児や免疫力の低下した大人が、ポリオ様

症状(ポリオワクチン関連麻痒)を来すことが､１０万～

１００万回に1度の割合で起こることが指摘されていまし

た。

これに対して､今年秋より開始される不活化ポリオ

ワクチンは、ウイルス自体を不活化しており、体の中で

増殖することなくポリオウイルスに対する免疫力がつく

ので､ポリオワクチン関連麻痒といった稀ではあるも

のの、これまで起こりえた重篤な副作用はありませ

ん｡

接種回数は４回(初回３回、追加１回）で､初回接

種として20曰以上の間隔をおいて３回と、追加接種と

して初回接種終了後最低６カ月以上の間隔をおいて１

回接種します6標準接種年齢は､初回接種は生後３カ

月から12カ月の間、追加接種は初lDI1接種後１２カ月か

ら18カ月の間ですが､７才半(生後90カ月）までは接種

可能です．

またこれまでは春秋２シーズンに限定して行ってい

ましたが､通年で接種できるようになります6また他の

ワクチンとの|同|時接種も今までより受けやすくなりまし

た。

生ポリオワクチンを２１ｍ受けた子どもさんは、不活

化ポリオワクチンを接種する必要はありませんが、1

(リビングまつやま平成24年８月１１日号）
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平成23年度愛媛県小児科医会一般会計収支決算書

当期収入合計

当期支出合計

収支差額

円
円
円

2,560,791

2,270,130

２９０，６６１

収入の部 単位：円

［ ６３００００

支出 部の
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Ｕ

●
■
■
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●
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０

■
■
□

●
●
■
□

曰
■

●

卜
全国教育委員会､中四国ブロック
協議会等

中四国フロック協議会費

4０

科目 予算額 決算額 差異 説明

１ 会費 1,810,000 1,765,000 45,000

23年度＠20,000×78人＝1,560,000

＠5,000×40人＝200,000

22年度＠5,000×１人＝5,000

２ 県医補助費 7５，０００ 75,000 ０ 県医師会から分科会補助金

３ 広告費 690,000 630,000 60,000 ＠30,000×21社

４ 雑収入 53,000 9０，７９１ △３７，７９１
預金利息、こどもの健康週間
事業助成金等

当期収入合計（Ａ） 2,628,000 2,560,791 67,209

前期繰越収支差額
(繰越金）

3,800,000 3，８３１，１８８ △３１，１８８ 平成22年度繰越金

計（Ｂ） 6,428,000 6,391,979 3６，０２１

科目 予算額 決算額 差異 説明

１ 研修会費 580,000 588,329 △８，３２９
第56回：市，
第57回：川フ

０
１
１
」
丸
『

、 高橋
．、田代

２ 会報発行費 1，１００，０００ 906,666 193,334 会報2回

３ 会議費 280,000 246,160 33,840 理事会（交通費）等

４ 出張費 320,000 287,420 32,580
全国教育委員会､中四国ブロック
協議会等

５ 中四国う゛ロック協議会費 23,000 ０ 23,000

６ 通信費 120,000 １１５，１７９ 4，８２１ 会報及び案内等

７ ホームページ作成費 1０，０００ ０ 1０，０００

８ 各種委員会費 20,000 ０ 2０，０００

９ 事務所費 20,000 20,000 ０ 県医担当職員事務費

1０ 雑費（予備費） 155,000 106,376 48,624 封筒等

当期支出合計（Ｃ） 2,628,000 2,270,130 357,870

収支差額（Ａ） (Ｃ）

次期繰越収支差額

(Ｂ） (Ｃ）

０

3,800,000

2９０，６６１

4，１２１，８４９

△290,661

△321,849

計 6,428,000 6,391,979 3６，０２１



野本先生のクリニックの紹介と、天山病院小児科の

紹介がありました。今回の特別寄稿は３稿あり、飯

尼先生からはパチクリテストの原稿が寄せられまし

た。巻烏という玩具を使って驚かせるという方法は難

しくなさそうですので、今度、３歳児健診で試してみ

今年の９月１曰から経口ポリオ生ワクチンが終了し、

不活化ワクチンに切り替わりました。これでワクチン

によるポリオ様麻痙の発症がなくなるということで、

不活化ワクチンを侍っていた人も多く、接種が始まる

とIil時に、多くの希望者が来院されました新しい

ワクチンはいつも品薄になりぃ十分供給ができないと

いう問題が起きるので、今度はどうかなと心配してい

ましたが、今川もワクチンが＋分供給できない事態が

起きてしまいました。それでも不活化ポリオはしばら

ようと思っていま式’'１村先生からは韓国光州巾で

の'1韓交流シンポジウム参加紀行が寄せられました。

韓同では数人で病院を経営するというスタイルなのが

印象的でした。一人で外来を毎ｌ１こなすより、数人で

分担した方がＱＯＬは高いように感じました。薬師寺

先生の寄稿は仏教に無関心な私には少し難しかった

ようです６

今秋砦は編集作業が遅くなり、発行が遅れてしま

いました。会員の皆様にお詫びいたします６

（伊藤記）

くして入手できるようになりましたが、１１１１から始まつ

た４種混合ワクチンは全く足りず〈各医療機関とも入

手|何難な状態が長く続きました。私の医院では、４

種混合の開始を１１月下旬とし、問屋から配給された

ワクチンをある程度ストックした状態からワクチン接

種を始めることで混乱を避けました。新しいワクチン

を始める際に、行政は必要ギリギリの本数しか用意

しないのですが、これではうまくいかないというのは

今までの新規ワクチン開始で実祉済みです。導入時

にこそ＋分量を市場に供給しておくことが必要だとAｕ

いま市

今回の教育集会のテーマは｢内分泌疾患」でした

小児が成人と最も異なるのは、発育発達するという

点です６発育の評価には、西先生が講演されたよう

に成長曲線がとても重要です６先'１，肥満を主訴に

来院された子の成長曲線を書いてみたら、ここ２年

間身長がほとんど伸びておらず〈検杳の結果、後天

性甲状腺機能低下症でした。成長曲線の重要性を

認識しました。緒方先(上には以前、ＤＳＳ仙域の電

複による性分化異常の症例で大変お世而,'iになりまし

た今I1ll、性分化異常について解りやすく講演いた

だき、１１１解を深めることができました

今回は久しぶりに小児科の新規オープンがあり、
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