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科医会会員にそれぞれの地域で広域化契約に基づい

て行われている接種状況を調査した。調査は４月～

６月(3か月間)､全体で33046接種中2710接種(8.2％）

が広域化による地元以外の人への接種であった。ま

た秋田市北部や能代市などで特にその比率が多いこ

とも分かった（それぞれ２７％、２３％が広域化によ

る接種)。

その後、県医師会は理事会での協議や秋田県担当

部署との協議を経て、すべての定期接種ワクチンを

対象に、県内25市町村すべてが参加し平成25年４月

に完全実施が実現した。小児科医会は提案や実態調

査をしただけであるが、実施に向けて大変な努力を

してくれた秋田県医師会会長小山田雍先生、常任理

事小泉ひろみ先生には改めて感謝する次第である。

現在、予診票は居住地使用の物を持参、接種料金

は市町村毎に異なる、請求先も各市町村となってい

る。接種料金の統一化や請求先の一本化は今後も難

しいとのことであるが、予診票が統一され保護者が

事前に準備する必要がなくなれば利便性は格段に向

上する。ともあれ県内どこでも予防接種が受けられ

る体制が確立したことにより、さらなる接種率の向

上が期待される。子どもたちを病気から守るため予

防接種の重要性は今さら言うまでもない。予防接種

に限らず子どもたちのために出来ること、必要なこ

とについて秋田県小児科医会は今後も行動していき

たいと考えている。

今年（平成25年）４月、我々の長年の悲願だった

予防接種全県広域化が実現した。秋田県小児科医会

では、平成23年から理事会でその実現に向けて議

論を重ねてきた。日本小児科医会公衆衛生部・予防

接種委員会で毎年行っている「県内自治体広域化調

査」によれば、平成23年３月時点で県内広域化はす

でに30県で行われていると報告され、また東北・

北海道小児科医会連合会（北海道､東北6県､新潟県）

に各県に状況を問い合わせたところ、北海道と秋田

県以外の６県で全県広域化がすでに行われているこ

とが判明した。６県のシステムは各県ごとに異なる

が、平成６年から全国に先駆けて広域化を行ってい

る新潟県方式を最終目標とした。内容は、対象ワク

チンはすべての定期接種とする、予診票や接種料金

を統一する、請求先を一本化する、などである。秋

田県でも以前から各地域で周辺市町村間での広域化

が行われてはいるが、市町村間で個別に委託契約を

結ぶ必要がある、予診票は居住地使用の物を持参し

なければならない、接種委託料はそれぞれの市町村

へ請求しなければならないなど、接種者、医療機関

ともに不便な点も多かった。県内どこの医療機関で

も煩雑な手続きなしに予防接種が受けられるのが理

想であることはいうまでもない。

平成24年４月、秋田県小児科医会総会で、広域化

について協議し同意が得られたため、新潟県方式を

理想とする提案書を秋田県医師会に対して送った。

また秋田県内の実態を知る必要があると考え、小児

－２－



､′２５１２月１５巳 ;“田LTﾐﾊﾉﾓ矢一寵 Ｎｏｎ

1．「小児喘息の話題」杏林製薬(株)学術部ｐｍ４:40

2．開会ｐｍ５:００

３．会長挨拶

4．議事

（１）会務報告

（２）平成24年度決算

（３）平成25年度事業計画

（４）平成25年度予算

（５）会則の改正

（６）その他

①秋田県小児科医会総会の小児科専門医の研

修単位について

②その他

５．講演

秋田県の水痘・おたふくワクチンの接種率

湊小児科医院湊元志

６．記念講演ｐｍ６:３０

「小児の食物アレルギーについて」

宮城県立こども病院

総合診療科部長三浦克志先生

７．閉会

秋田県小児科医会役員担当

（改定；平成24年６月１６日）

庶務小野崎通彦

会計湊元志

外交・渉外澤、博根本大輔小泉ひろみ

小野lll奇通彦

会報後藤敦子高橋郁夫小泉ひろみ

保険診療小松和男高橋義博

学術渡辺新新井浩和

親睦根本大輔野口博生渡辺新

地域医療保険（病診連携、医療経営etc,含む）

＊三浦靖徳湊元志梅内孝倫渡辺新

伊藤忠彦岡田信親三谷克己

学校保健（心の問題、性教育、アレルギーetc､含む）

＊根本大輔小泉ひろみ高橋義博渡辺新

高橋郁夫原田健二伊藤晴通三谷克己

乳幼児保健（乳幼児死亡、病児保育etc含む）

＊小松和男小泉ひろみ梅内孝倫野口博生

石川孝成原田健二後藤敦子新井浩和

酒見喜久雄《役員名簿》

秋田県小児科医会役員

（第33回秋田県小児科医会総会改選；

平成24年４月１４日）

予防接種（公費助成、広域化の働きかけetc含む）

＊湊元志高橋義博梅内孝倫野口博生

小泉ひろみ酒見喜久雄岡田信親

大野忠小山田雍

澤口博

根本大輔小泉ひろみ

梅内孝倫（大館）高橋義博

石川孝成（能代）野口博生

後藤敦子（秋田）渡辺新

湊元志（秋田）原田健二

小野崎通彦（秋田）酒見喜久雄

新井浩和（大学）伊藤晴通

伊藤忠彦（横手）三谷克己

三浦靖徳岡田信親

高橋郁夫

小松和男

問
長
長
事

へ
云

顧
会
副
理

小児救急（小児電話救急相談＃８０００etc含む）

＊小泉ひろみ高橋郁夫石川孝成湊元志

酒見喜久雄伊藤晴通伊藤忠彦(大館）

(北秋田）

(秋田）

(秋川）

(由利本荘）

(大仙）

(湯沢）

健康週間事業

＊高橋義博伊藤忠彦小泉ひろみ野口博生

酒見喜久雄伊藤晴通三谷克己

《会務報告》

１．会員数（平成25年４月６日現在）９６名

入会成田鮎子（山本組合病院）

平井大士（明和会中通病院）

退会松本歩（市立角館総合病院）

監事

議長

副議長
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湯沢・雄勝（３）池田盛治石岡好憲

三谷克巳

（１）岩尾昌子

（７）梅内孝倫

佐々木静一郎

丹代論

藤原高司

（７）石川孝成

大塚美穂子

根本大輔

安岡誠一

（３）大畠智明

松野健一

（４）新井浩和

土田聡子

(51）赤羽仁三

石田明

池田和子

岩渕和子

大野忠

小野崎通彦

木村滋

後藤敦子

小松和男

小松偉子

沢石由記夫

荘司靖子

島田堅一

須藤恒久

高橋郁夫

高橋康

田近武彦

士田蓉子

苗村双葉

橋本禎嗣

畑澤千秋

平井大士

湊元志

安岡健二

渡辺新

綿貫桃代

（７）神坂陽

酒見喜久雄

鈴木隆

三浦忍

（５）五十嵐希世志

小山田雍

吉村総一

（８）石橋貢

岡田信親

小松明

千葉二美夫

鹿角

大館・北秋

藤
橋
口

工
一
局
野

生
博
生

眞
義
博

2．第33回秋田県小児科医会総会

平成24年４月１４曰(秋田キヤツスルホテル）

出席者４５名

「日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール

ー日本の予防接種制度の現状と課題」

新潟大学大学院医歯学総合研究科

小児科学分野教授齋藤昭彦先生

直哉

鮎子

正宏

能代・山本 上村

成田

藤原

田村広美男鹿・南秋

3．理事会

第1回平成24年６月１６曰(秋田ビユーホテル）

①会則改定

②役員担当

③第３２回東北北海道小児科医会連合会総会（青森）

④第34回度秋田県小児科医会総会

⑤「すこやかあきた2012」への医師派遣依頼

第2回平成24年１０月６曰(秋田ビユーホテル）

①予防接種広域化

②第３２回東北北海道小児科医会連合会総会（青森）

③第34回秋田県小児科医医会総会

④日本小児科学会研修単位

⑤「予防接種協力金あるいは手数料」に関する調査

⑥次回診療報酬|改定要望について

第3回平成25年１月１９日（秋田キヤツスルホテル）

①第34回秋田県小児科医会総会

②第50回秋田県小児科医会セミナー

③予防接種後の不慮の事故について

④次期代議員及び予備代議員選出

⑤第33回東北北海道小児科医会連合会総会(札幌）

第４回平成25年３月３０日(秋田ビユーホテル）

①第34回秋田県小児科医会総会

②第35回秋田県小児科医会総会

③第33回東北北海道小児科医会連合会総会(札幌）

④予防接種後の有害事象

⑤予防接種地方自治体負担分に関するアンケー

ト調査

高橋勉

矢野道広

赤羽道子

石田和子

稲葉八雲

榎正行

大野忠行

金子ミサヲ

小泉ひろみ

後藤良治

小松真紀

佐々木剛一

澤口博

荘司裕

鈴木雪子

砂押浩

高橋まや

武田修

田村真通

長沼雄峰

西宮藤彦

畑澤孝子

原田健二

三浦靖徳

村山徳治

米山法子

渡部泰弘

大
秋

学

田

由利本荘・

に力)ほ

金由美子

白崎和也

松田武文

４．会議出席

＊東北地区資格認定委員会

仙台市平成24年４月２８日

出席；五十嵐希世志

＊第23回曰本小児科医会総会フォーラム

札幌市平成24年６月９曰～１０曰

出席；澤口博、根本大輔、小泉ひろみ、

小松和男、酒見喜久雄、高橋義博、

苗村双葉

総会平成24年６月９曰

出席；澤口博

大仙・仙北 伊藤晴通

武藤恵子

横手 伊藤

河村

塩田

無江

彦
成
和
子

忠
正
輝
昭
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＊乳幼児学校保健委員会

札幌市平成24年６月１０曰

出席；小松和男

＊地域小児救急協議会

札幌市平成24年６月１０曰

出席；澤口博

＊教育委員会

札幌市平成24年６月１０曰

出席；高橋義博

＊乳幼児学校保健委員会

東京平成24年９月９曰

出席；小松和男

＊東北地区資格認定委員会

仙台市平成24年１０月２７日

出席；五十嵐希世志

＊第32回東北・北海道地区小児科医会連合会総会

青森市平成24年10月２７曰～２８日

シンポジウム「予防接種」

秋田県シンポジスト；湊元志

出席者；澤口博、根本大輔、小泉ひろみ、

三浦靖徳、高橋義博、湊元志、

梅内孝倫、畑澤孝子、小野崎通彦

＊乳幼児学校保健委員会

東京平成25年２月１０日

出席；小松和男

ｌａｔｉｏｎｉｎＮｉｅｍａｎｎ－ＰｉｃｋＤｉｓｅａｓｅＴｙｐｅＣｌ

Ｃｅｌｌｓ(NovaScotiaForm)Throughthelnduc-

tionofAcidSphingoMyelinase

秋田大学小児科小山千嘉子先生

演題Ⅱ小児心肺蘇生ＡＨＡガイドライン2010と

小児救急の今後の課題

秋田大学小児科岡崎三枝子先生

7．会報・通信

＊秋田県小児科医会会報No.4６（平成24年12月１５日）

＊不活化ポリオワクチンの安定供給について

（平成24年９月５曰）

＊福島県からの津波被災者生後20週未満児へのロ

タウイルスワクチン無料化について

（平成24年11月１４日）

８．レクリエーション

１）第74回菊池杯ゴルフ

平成24年６月３曰秋田カントリークラブ

優勝工藤眞生準優勝大野忠

２）第１８回七夕杯ゴルフ

平成24年７月８曰椿台カントリークラブ

優勝稲葉八雲準優勝村山徳治

３）第75回菊池杯ゴルフ

平成24年９月９日北空港カントリークラブ

優勝工藤眞生準優勝榎正行

４）第40回菊池杯麻雀大会

平成25年１月１２曰クラブ蘇州

優勝小松真紀準優勝鈴木隆

5．事業

こどもの健康週間（日本小児科学会秋田地方会、秋

田県小児科医会、秋田県小児保健会）

（１）2012年こどもの健康を考える集い・秋田

（こどもの健康フォーラム）

日時平成24年１０月２０日

場所明徳館ビル

第一部特別講演

演題「クラウン流コミュニケーションと笑い

の伝播」

講師日本ホスピタル・クラウン協会

理事長大棟耕介先生

第二部地域小児保健の課題と対策一それぞれの

立場からの提案

(2)秋田さきがけ新聞への意見広告

（平成24年10月６曰）

健康週間実行委員：小松和男、高橋義博、

伊藤晴通、酒見喜久雄、

三谷克巳、野口博生、

伊藤忠彦

平成25年度事業計画

ｌ）秋田県小児科医会総会の開催

２）小児医療、乳幼児・学校保健の向上と推進

日本小児科医会への協力

小児科専門医制の推進

第33回東北・北海道小児科医会連合会総会へ

の協力

秋田県小児保健会への協力

感染症サーベイランス事業への協力

秋田ひまわり健康教室への協力

小児ｌ型糖尿病キャンプ、親子のつどいへの協力

３）秋田県小児科医会セミナー開催

４）こどもの健康週間事業の開催

５）社会保険、社会保険診療に関する調査研究

６）医療経営の改善、医療経営に関する調査研究

７）広報、会報発行

８）医師会活動への協力

９），情報各種'情報の提供（ミニ通信、速報など）

１０）親睦ゴルフ・麻雀大会の開催

１１）その他

6．第50回秋田県小児科医会セミナー

平成25年２月２曰（イヤタカ）出席者２８名

演題IButyrateReducesFreeCholesterolAccumu-

－５－
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平成24年度秋田県小児科医会決算
1．収入の部

２．支出の部

決算

１８００００

０１７

２９１１１７

差引残高 1，２９２，５５２

平成25年度秋田県小児科医会予算
１．収入の部

２．支出の部

1５０００

０００

０

９６６０００９

９４０１８４７５６５５２

３０４１１８４３００７５５

－６－

予算 決算 備考

年会費 ６９６，０００ ６７２，０００ ８，０００×８４

前年度未収 ４０，０００ 2４，０００ ８，０００×３

健康週間 ９６６，０００ ９６６，０００

雑収入 5，０００ 9，６６５ 総会残金等

繰越金 1，３３４，１８４ 1，３３４，１８４

合計 3，０４１，１８４ 3，００５，８４９

予算 決算 備考

総会費 1８０，０００ 1００，０００ 講師謝礼

会報費 2００，０００ 1７６，４００

理事会費 3５０，０００ ２９１．１１７ 4回開催小委員会2回

セミナ ￣－

5０，０００ ０

調査研究費 5０，０００ ０

事務費 1５０，０００ 1５４，３４４

慶弔費 5，０００ ０

協賛金 1００，０００ 2０，０００ l型糖尿病キャンプ

出張費 5０，０００ 1７４，９００ 連合会・委員会出席等

健康週間 9６６，０００ 7４８，５３６

予備費 9４０，１８４ ４８，０００ 麻雀大会補助

合計 3，０４１，１８４ 1，７１３，２９７

前年度予算 予算 備考

年会費 6９６，０００ 6９６，０００ ８，０００×８７

前年度未収 ４０，０００ 4８，０００

健康週間 9６６，０００ ９６６，０００

雑収入 5，０００ 5，０００

繰越金 1，３３４，１８４ 1，２９２，５５２ 平成24年度より

合計 3，０４１，１８４ 3，００７，５５２

前年度予算 予算 備考

総会費 1８０，０００ 1８０，０００ 講師謝礼等

会報贄 ２００，０００ ２００，０００

理事会費 ３５０，０００ ３５０，０００ ４回開催

セミナ ￣ 5０，０００ 5０，０００

調査研究費 ５０，０００ ５０，０００

事務費 1５０，０００ １５０，０００

慶弔費 5，０００ 5，０００

協賛金 1００，０００ 1００，０００

出張實 ５０，０００ ２００，０００

健康週間 9６６，０００ ９６６，０００

予備贄 9４０，１８４ 7５６，５５２

合計 ３，０４１，１８４ ３，００７，５５２
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第33回東北・北海道小児科医会連合会総会は、

平成25年１０月５日、６日の両曰、札幌市のニユーオー

タニイン札幌で開催されました。秋田県小児科医会

からは、澤口会長、根本副会長、三浦前副会長と私

の4人が参加してまいりました。曰中は温かい感じ

でしたが､夜はさすがに札幌市という涼しさでした。

今回は、「小児救急医療体制一医会・学会・行政

の連携一」というテーマでした。少子高齢化、小児

科医の不足と偏在、小児科医の高齢化といった共通

の問題点があるものの、小児科医がそれでもまだ充

足している地域と、まったく不足していて他科医師

の力を借りなければならない地域とで、考えも対策

も異なっていることがわかりました。場合によって

は「理想はそうだが、今できることで対応するしか

ない」という感想を持ちました。

秋田県からは、昨年秋田市で小児初期救急医療体

制が変更になったこととその影響と今後の方向性に

ついて、発表してまいりました.秋田県で、すでに

数病院でおこなわれている「診療参加型病診連携シ

ステム」になったわけで、これに関しては行政や小

児科学会も小児科医の不足している地方では有用な

手段と位置づけていますが、発表に対して、座長や

他県の先生から良い評価をいただきました。今後、

この体制を維持していきたいと感じました。

【第２日目】

シンポジウム「小児救急医療体制－医会・学会・

行政の連携一」

1．「青森県津軽地域小児救急医療体制発足から8年

間を振り返って」

青森県河内小児科・内科クリニック

河内暁－

２．「山形県の休曰夜間小児一一次救急医療体制の

現状一」

山形県なかさとこどもクリニック

中里満

３「福島県小児救急医療の現状と課題」

福島県いとうこどもクリニック

伊藤俊晴

4．「新型インフルエンザパンデミック/東日本大震

災の緊急時に医会・学会・行政の連携はどう機

能したか」

宮城県仙台市救急医療センター理事長・

前仙台市救急医療事業団理事長

中川洋

５「新潟県における小児救急医療の変遷と現状~特

に新潟市を中心に－」

新潟県佐藤小児科医院佐藤雅久

6．「岩手県一関地域（両磐医療圏）の小児救急医療

の１０年間の変遷」

岩手県誠信堂医院小児科本多聡

７．「秋田市における診療参加型病診連携と小児救急

医療体制について」

秋田県市立秋田総合病院小児科

小泉ひろみ

8．「行政・医師会・小児科医会の強固な連携体制を

目指して－８年間にわたる北海道小児救急医療地

域研修会の具体的事業を通して協力関係を考え

る－」

北海道豊平おおたこどもクリニック

太田八千雄

メインテーマ「小児救急医療体制一医会・学会・

行政の連携一」

平成25年１０月５日(土)・６日（日）ニユーオータニイン札幌

【第１曰目】

特別講演Ｉ

「食べること生きること」

（株）オーロラキッチン代表西村淳

特別講演Ⅱ

「これからの小児救急医療のあり方と方向性」

北九州市立八幡病院救命救急センター・小児救急センター

市川光太郎

－７－
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秋田市における診療■参加型■病診連携と
小児科救急医療体制について

秋田県小児科医会

市立秋田総合病院小児科小泉ひろみ

小児救急は、秋田県の医療整備計画の中でも課題

の１つとして取り上げられている。また、曰本小児

科学会や曰本小児科医会でも、小児救急医療体制は

検討されてきている。

秋田県は縦にやや長く広い面積を持ち、全体の人

口も減少しているが特に子どもの人口減少が急激で

ある。秋田大学の小児三次医療につなぐべく、県北、

県央、県南での小児科一次、二次救急医療体制の整

備が進められてきている。

平成24年９月、秋田県の県央に位置する秋田市立

夜間休曰応急診療所の機能を改善するために、これ

まで独立して秋田市医師会により運営されてきた同

診療所を廃止し、市立秋田総合病院においていわゆ

る診療参加型病診連携の小児救急医療体制に変更し

たので、これについて報告する。

救急外来よりの入院数、小児科医の呼び出し

回数

３）秋田大学小児科の時間外受診数、救急外来よ

りの入院数

４）受診患者の居住地区

５）受診患者に受診後アンケートをおこなう。

６）出動している医師にアンケートをおこなう。

結果）

これまでの応急診療所の運用時間：

毎曰：１９時半～２２時半

曰曜日祝曰：上記に加え9時半～１５時半

変更後の小児科救急外来

平曰：２４時間体制

土日、祝日：９時半～２２時半

1．小児科救急外来受診数について

祭二霊
調査の目的）秋田市立夜間休曰応急診療所の機能を

変更させたことが、受けⅢとなった市立秋田総合

病院および秋田市内の他の３総合病院に与えた影

響について調査する。また受診患者の動向や意識

について調査し、今後の地域小児科初期救急医療

体制の方向付けについて検討する。

調査期間）平成25年４月～６月（比較として平成２４

年４月～６月を検討）

調査内容）

ｌ）市立秋田総合病院小児科救急外来の受診患者

数、小児科救急外来よりの入院数、その中で

翌日以降他病院へ希望による転院数、同病院

の小児科医呼び出し回数

２）他の３病院の時間外受診小児科救急患者数、

25年度の（）内は、前年度と同じ時間帯部分だけ

を示したものである。患者数増加は、主に時間帯の

延長によるものが大きかった。

2．小児科救急外来よりの入院患者について

－８－

4月 5月 6月

Ｈ24応急診療所 ４６４ ４８３ 3００

Ｈ､24市立病院 2５０ 2８７ 2２４

合計 7１４ 7７０ 5２４

H25現小児科救急 925(392） 1,225(６１２） 832(309）

平曰

17時～１９時半

19時半～２２時半

22時半～翌朝

１３人

１５人

26人

土曜日

9時半～１９時半

19時半～２２時半

22時半～翌朝

１４人

5人

0人
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たこと、診療時間帯が長くなったこと、処方する薬

の種類が増えたことのlllEi番であったが、受診する側

にとって、待ち時間が長くなったことを懸念してい

た｡働く側にとって良いことは､入院させやすくなっ

たこと、検査がしやすくなったことのⅡ|頁であった。

一方、働く側にとって悪くなったことは、研修医の

指導や病院のオーダリングシステムであった。「診

療参加型病診連携」システムについては、回答した

医師の６７％が維持すべきと回答した（変更すべき

は、８％)。

開設当初からの申し合わせで、この中の6人が希望

にて翌朝他院へ転院となった。

３．市内の他の３総合病院における小児科救急外来

患者数、救急外来よりの入院患者数、小児科医の呼

び出し回数について。

３つの総合病院において、受診者数、入院数、呼

び出し回数が前年同期に比べて減少している病院が

２つ、いずれの項目も増加している病院が１つで

あった。大学病院では、平成24年度が受診数148人、

入院数13人であり、平成25年度では受診数139人、

入院数15人であり、今回の初期医療体制の変更で

の影響はなかった。絶対数は多くないが、一次救急

医療患者受診も多く、大学病院の機能を考えるとよ

り減少することが望まれる。

まとめ）

昨年行われた秋田市の小児初期救急医療体制の変

更について、検討した。トリアージの導入やオーダ

リングによる薬剤管理などをおこない、患者にとっ

てメリットがあったと思われる一方、医師にとって

負担があることもわかった。当外来からの入院患者

は、深夜帯の受診者に多く、市内の他病院小児科医

の負担が軽減している可能性はあるが、今回の調査

では判断できなかった。また今回は報告しないが、

当外来を普通に受付して受診する重症児も少なくな

く、トリアージの重要性があらためて認識させられ

ており、この少数の重症児のために当救急外来は維

持すべきであり、そのために診療参加型病診連携は

堅持していきたいと考えられた。

４．受診者の居住地区では、秋田市が全体の８６％

を占めていた。県内では、秋田市外24市町村中１７

市町村から271人の受診があった。県外からの受診

者は76人であった。

５.受診後のアンケートは､６月３曰（月）～３０日（日）

の4週間おこない、279人（37.2％）から回答をい

ただいた.当外来を受診した理由では、７７％が「小

児科医がいるから」と回答していた。秋田市以外か

ら受診した場合も、その79％が同じ理由であった。

以前の応急診療所と比較して良くなったと回答した

のが98％で、９７％が次回も受診したいと回答して

いた。

６.診察をおこなっている医師へのアンケートでは、

受診する側にとって良くなったと医師が思えること

では、検査や入院が同じ病院内でできるようになっ

－９－

日曜日・祝日

9時半～１７時

17時～２２時半

22時半～翌朝

１５人

１１人

1人
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こどもの健康週間

2013年こどもの健康を考える集い゛秋田（こどもの健康フォーラム）

｢軍丁蔀可
曰時

場所

P言亘蔀可
曰時平成25年１０月１９曰(土）

場所秋田市にぎわい交流館ＡＵ

（エリアなかいち）

演題「東曰本大震災で被災した

福島県の子どもたちの保健と医療」

講師福島県立医科大学医学部小児科学講座教授

細谷光亮先生

第１部 第２部

平成25年10月１９日(士）

秋田市にぎわい交流館ＡＵ

(エリアなかいち）

｢性同一性障害の子どもに対する課題」

NPO法人SEAＮ理事

佐倉智美先生

演題

講師

⑭層こどちの健康週間扣月旧曰⑧２０日⑥
z団T皀画7日uＺ

■、

應珂:、１３:45～15:１５ Ｅ羽羽１５:30～17:００

｢性同一性障害の「東日本大震災で被災した

子どもに対する課題」福島県の子どもたちの保健と医療」

NPO法人SEAN牢佐宙留美先生福■県立医科大学医学部小児科学■座敷授
細矢光亮先生

【主脳】秋田県小児原■会､秋田泉

【お問い合わせ先】秋田県小児尿■会垣混■(秋田大学医学部小児科内）TELO18-884-6159

蟄里'11111繍驍鰯(11鵬⑮
特別風浪会は一般公開ですので､どなたでも無料でご●加いただけますと

●加申し込みは不良です｡多敏の●加をお待ちしていますｂ

Ｂ時平成25年１０月１９日(±)13:45~17:００
会阻秋田市にぎわい交流ＨｇＡＵ研修室１．２

（エリアなかいち秋田市中通1-4-1）

ロ-， 秋田社会保険病院
ｖｌ１ｒ蹄大塀美穏子疏!'“:Ｊｄ

山本組合ﾎﾟｶﾞﾀ合病院
V1iP6成田帖子佐fiA鰄丁1雍甥内

■河印、
石田小児科医院
石田明1国トムいが'１

大野小児ﾈﾐｨ医院
大野忠・大野忠イテルAIH,Ｍ１“瀝斗`，

えのきこどもクリニック
梱正行ｉ【r:wqEHP:;?＝｢'１いＺ

おのさき小ﾘ弓科医院
小野ｈＱ通麗ト,,}14,)蛾》''ｗ－１１ｌｌＪｉ）

おの|鯛僑01児科クリニック
高梱康ｉ}g'す’’;(ｗｗｗ，

力Ｕ賀も}こども医院
小牡和男・小牝但子I･田1,ＵＦｗｌｍｍｈへぱ

金子医院
金子ミサヲＩｗｊｗ''１';』几''１ｉｆ

こどものクリニック
佐々木剛-6.種‘.…６．いい'池

さくらＵｌリ弓科医院
荘司裕・荘司崎子１，，『化一丁愚'１１

たむら船越クリニック
田村広具’円職鰊姶､ＢＴ，'‘ノル

いばａＸｌ１児科ﾌｧﾐﾘｰクリニック
稲見百大雌呼'1ｍ…小船

秋田組書『総合病院
“'川j、Ｎｉ真紀ｌｗ,叩噸：’

秋田赤十字病院
３．１；木村滋，,徴↑ぃm“了団ｉｔＪｆｗ１

秋田大学医学部附旧;病院
,'Ｍ，円高梱勉輸【i]ＭｍＪＩ'’’

市立秋田総合病院
…小泉ひろみ掴'，.U…:…幻

中通総合病院
ｗｗｗ＃ＭＨ辺斬牡';'1,Wl“そ輌艸】

会村6己念クリニック
．‐”後屈敬子，鳫沖…二塾…

外旭川サテライトクリニック
…苗村双麓，j[ｗ'･卜，小･罰heO6

藤原記急病院
川･''㈹大畠智明卜１，Ｊ６１７１い４７

男鹿みなと市民病院
少尉牡野健一…ｑ磯』Q野§,…

湖Ｂ鳫総合病院
岬,晃平山康酒９１，'ｸ州FHlHTHi弊鰄}ノ

ほ■■泊
石岡胃腸科クリニック
…`'１石岡好恵』'ﾘﾏ磯輌r[Ｊ１〔(jル

モヨ橋Ｕｌ児科医院
石ＭｂＨｉ畑I,?｣則'’Ｔｌ”；

岡田小児ギ鄭医院
岡田伯親JEI似に輯侭`-抑:､･ｉ

Ｕｌ山田医院
小山田衆MLP,大鰯q輌一丁潤ﾊﾉ】

神坂医院
神坂隅ぃ２，LbrBTFi直幽Jふ

さlﾌﾞみり)児科クリニック
酒見寓久麹！;'ＬＭｗ１ｉ懸乃

しお/上こどもクリニック
塩田暉和■１，“…,"学,｢心’

生和２堂医院
伊藤購通，ルＩｗｉ"醇rA光院箔'Ｌ

醍醐クリニック
魚江昭子佃ＵＬ平醒“γ鋺儂ハ’

千葉Ｕｌ児科医院
千葉二美夫’２１，，Ａ写Ｊ'４

まったあかちやんこどもｸﾘﾆｯｸ
材田武文１'''1？{】,'郷tjw蝿’

澤ロ医院
刀ｐｎｌ,い■三ｍ”し

すすきクリニック
鈴木■子牧田'9鱒.に｢t':「Ⅱ

囲田クリニック
■田堅一Ｉ』田ﾘﾙ麺』>釘い

たかlよしこどもクリニック
高櫓部夫’,い;･”■へ舟《・

土田Ｕｌ見料医院
土田蓉子仙田1LlFi4fLT【ＩｌｆｉⅡ

Iこしのみやこど1う医院
西宮展彦……沼か－－

機本愛隣医院
噛本禎Ｈｍｗ卜J､批字hifiIi煩）iAq’

はらたＵｌ児科医院
原田健二’`田叱j…三軒’

三浦Ｕ)児科内fsI医院
三浦期徳１，岬+ｉｆ心＝い

湊０１児科医院
浪元志ト,'',’峠:－１ｗＩｌｒＩ４

やすおか小ﾘ§科医院
安岡健二ｗ```P毎６，函甸１斗『

わたぬきＵｌ児科医院
編頁桃代’`ＩＤＩⅢ`!',秤'織iii…

みたに小児科医院
三谷克己ｈ6尺,鍔…ｗ

吉村クリニック
吉村Ｏａｉ－’tAJ:沖角汁I，亨２A’

伊藤小児科・内*３１医院
伊薦忠彦’ﾕﾄﾞﾊ…１，，HiiI-1ハ；

金病院
…今金由美子トハ:１＄、い…↓’

佐藤病院
率佐藤楽和醐ｌｊ卒i:〃,すいA1:〃醗

由ﾎﾞﾘｨ且合総合病院
…毎三浦忍ｍｊ９:ijL，‘趣

Ｉｍｊｂ組合総合病院
”柊五十嵐希世志ＡＬｉＬ，幻日!:'１１Ⅲ

市立角館総合病院
匁佛西野克文廻り',,ＩＰ`『Ｕ６ＪＦＩ菖

市立横手病院
…二代’１牡明』?’１Ⅱ''6Ｊ；’

Ｗｚ鹿総合病院
い』ＩＩＲ小山田迎出’１『巴ｉｎ「

雄勝ｑコ央病院
心･'・菊地済エー’「『・

（順不同）

石川こどもクリニック
石」Ⅱ牢成卵1,1,着竃'２１

梅内Ul児科クリニック
梅内孝。ｂ均2ｍ､観醗

くどうＵｌ児科医院
工藤洩生､鮪.：…天乃ｉ

１Ｅ々木Ｕｌ児科医院
佐々木静一郎’1,冊１１端花

ねもとクリニック
根本大輔珪に，花=■ﾜｭﾌ与

福永医院
岩尾昌子■角岼靴鴎!■内７１N『畔mM

I95原医院
藤原高ロlCot田&趣盲…

藤原こども医院
藤原正宏啄'１唾ﾖﾌﾛ!’

安岡Ｕ）児＊３１医院
安岡鍼－，椰謝…’

大館市立総合病院
（LQi-月丹代鎗…&円訂ｉ’

｡上秋田市民病院
B救働野ｐＩｎ生’bUA1HJか＃:71ｈｍ亀ｗ,より
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含量の測定，４）NpC1NwasL｡ti副培養皮層線維芽細胞の

フィリピン染色を行い，酪酸負荷による細胞内遊離コ

レステロ￣ル蓄積への効果について検討した｡最後に

NpClN(was仁｡tin細胞で観察された酪酸による細胞内遊離

コレステロ￣ルの減少がＡＳＭ活性の誘導と関係して

いるかどうかを調べるため，５）先天的にＡＳＭ活性

が欠損したＮＰＤB患者の皮膚線維芽細胞を用いて，酪

酸負荷後フィリピン染色を行い，細胞内遊離コレステ

ロール蓄積への影響についてNpClMwasC｡tia細胞と比較

検討した。

結果）ｌ）２４時間10,Ｍ酪酸負荷後，正常および

NPClN`wasc｡(､培養リンパ芽球のＡＳＭ活性は，負荷前

と比較しそれぞれ3.3倍および4.6倍と有意に増加し

た（ｐ〈０．０１)。NpClN…scntm培養リンパ芽球における

ＡＳＭ活性の二次的欠損は，２４時間ｌＯｍＭ酪酸負荷後，

正常レベルまで回復した。２）ＡＳＭｍＲＮＡ発現レベ

ルは，２４時間ｌＯｍＭ酪酸負荷後，著明に増加した（ｐ

〈００１)。３）NpC1N[wnsmtia培養リンパ芽球における，

酪酸負荷前およびｌＯｍＭ酪酸負荷後の細胞内遊離コレ

ステロ￣ル量は0.026士０．００６および0.019±Ｏ０Ｏ２Ｕｇ／

Ugproteinであり，酪酸負荷により有意に低下した（ｐ

〈0.05)。また，４）NpC1Nuv…｡t､皮層線維芽細胞に

おけるフィリピン染色では,２４時間ｌＯｍＭ酪酸負荷後，

細胞内遊離コレステロール蓄積の劇的な減少が観察さ

れた。NpClNovascotk1細胞への酪酸負荷による細胞内遊

離コレステロールの減少がＡＳＭ活性の誘導と関係し

ているかどうか調べるため，５）２種類のＮｐＤＢ皮膚

線維芽細胞に酪酸負荷後フィリピン染色を行ったが，

細胞内遊離コレステロールの蓄積に変化を認めなかっ

た。

結論）酪酸は，正常ヒトリンパ芽球だけでなく，

ＡＳＭ活｣性が二次的に欠損しているNpClNovascntiaリンパ

芽球においても，ＡＳＭｍＲＮＡ発現レベルを増加させ

ＡＳＭ活性を誘導する。酪酸負荷によるNpClNuvascoti紐細

胞内遊離コレステロール蓄積の減少は，酪酸により誘

導されたＡＳＭ活性の回復と関係していることが示さ

れた。酪酸により誘導されたＡＳＭはNpClN[w;'scUIm細胞

における細胞内コレステロール輸送や代謝に関係して

いることが示唆される｡酪酸のようにＡＳＭ活性を誘

導するような薬剤がNPC1Niw:[scotkl細胞内の遊離コレス

テロールの蓄積を減少させる可能性が示唆された。

ButyrateReducesFreeCholesterol

ＡｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎｉｎＮｉｅｍａｎｎ－Ｐｉｃｋ

ＤｉｓｅaｓｅＴｙｐｅＣ１Ｃｅｌｌｓ（NovaScotia

Form）Ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅｌｎｄｕｃｔｉｏｎｏｆ

ＡｃｉｄＳｐｈｉｎgomyelinase

(酪酸は酸性スフインゴミエリナーゼの誘導を介し，

ニーマンピック病Ｃｌ型の一種NovaScotia型細胞に蓄

積した遊離コレステロールを減少させる）

秋田大学大学院医学系研究科機能展開医学系小児科学

小山千嘉子，平山雅士，野口篤子，

新井浩和，高橋勉

目的）ニーマンピック病Ｃ型（NPC）は，主に後期

エンドソーム・ライソゾーム膜に存在するＮＰＣl蛋白

の欠損により細胞内コレステロール輸送障害が生じ，

ライソゾーム・後期エンドゾームに遊離コレステロー

ルやスフィンゴミエリンをはじめとする脂質が蓄積

する遺伝性疾患である。一方，ニーマンピック病Ａ・

B型（ＮPDA/ＮＰＤB）はライソゾーム酵素である酸性

スフィンゴミエリナーゼ（ＡＳＭ）の先天的欠損が原

因で起こる別疾患であるが，ライソゾームにスフイン

ゴミエリンや遊離コレステロール等の脂質蓄積が生じ

NPCと類似している。NPC細胞では，その機序は不

明であるが，ＡＳＭ遺伝子が正常にも関わらずＡＳＭ活

性の二次的欠損を認め，NPC細胞へのリコンビナン

トＡＳＭの添加やＡＳＭ遺伝子トランスフェクションに

よるＡＳＭ活性の回復が細胞内遊離コレステロールの

蓄積を減少させることが報告されている。

短鎖脂肪酸の一種，酪酸は大腸・肝ガン細胞でＡＳＭ

を誘導することが報告されている。本研究では，

NPC1遺伝子変異をもつNovaScotia型（NPClNovヨ

scotin）培養細胞を用いて，酪酸によるＡＳＭ活性誘導効

果と細胞内遊離コレステロール蓄積への効果について

検討し，脂質輸送障害に関してその分子学的機序を明

らかとすることを目的とした。

方法）酪酸のＡＳＭ誘導効果について，健常者および

NpClNw刑s(“tii1患者の培養リンパ芽球を用い，酪酸負荷

によるｌ）ＡＳＭ活性の変化，２）ＡＳＭｍＲＮＡ発現レ

ベル（real-timeRT-PCR法）について測定した｡次に，

３）NpC1Nov副scotia培養リンパ芽球内のコレステロール
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ブイ・カプノメトリモニタリングを挿管チューブの気

管内留置の確認・心停止症例に対する胸骨圧迫の効果

判定や自己心拍再開の指標として推奨した。先天性」Ｌ

疾患の乳児および小児の蘇生に対する新たな項目の設

置や、蘇生後の高酸素血症回避の必要性について明証

された。また心臓突然死傷病者の評価として、原因不

明の突然死の場合､条件を定めない完全な剖検を行い、

遺伝的分析のための組織保存・チャネル病の有無を診

断することを推奨し、生存する親族にとっての予防に

役立てることが示された。最後に新に加わった項目と

して「教育・実施・チーム」があり、２年ごとのBLS，

ACLS/PALSの更新期間の間にスキルと知識の定期評

価が必要とされ、シミュレーター教育、デブリーフイ

ングによる教育効果の上昇をめざすことが推奨され

た。ＡＨＡインストラクターは最新ガイドラインに基

づき、コースでの指導方法について知識のブラッシュ

アップ、指導方法の確認と実践など常に改変を続けて

いる。

さて､院外心停止に対しては､ガイドラインの作成・

改訂・コースの普及などで整備が進んできたが、一方

で院内心停止に対してはどうか。近年整備が進みつつ

ある急変対応システムについて以下に紹介したい。

統計的に、二次病院の成人入院症例１０００に対し7の

予期せぬ院内心停止が発生していると報告されてい

る。秋田大学医学部附属病院小児科病棟内では、実際

に年に数件の急変事例が発生しており、その度に医療

従事者の振り返りで｢この時点で様子がおかしかった」

｢もっと早く気付いていれば」との反省点が上がる。

それをもとに救急物品・体制の改変やスタッフ指導を

繰り返し行っているが、実際に事態の発生を予防でき

ていない｡当院では院内急変対応として「ＣＡＣコール」

がある。これはいわゆる「Codeblue」で、急変事便

が発生した際、全館放送により手の空いた医療従事者

を招集して対応をするシステムである。ところがこれ

は、要請方法が簡便であり招集スタッフ数が多い利点

があるものの、重大事案発生後に起動され、且つ招集

される医療スタッフの診療能力の保証がないという欠

点がある。

院内心停止小児の予後については、1997年以降こ

れまで多くの報告があり、全院内心停止症例に対する

蘇生後自己心拍再開率は56-82％と比較的高いものの、

生存退院率１３－４０％、神経学的予後良好率１２－４６％、

－年生存率は14-34％である。自己心拍再開するも

のの、その後の予後は厳しい現実がある。重大事案発

生後の蘇生には予後改善に限界がある。

急変前徴候について、RolandＭＨ(Chestl990）

FranklinＣ(CritCareMedl994)は心停止に陥る患者

の約66-84％が急変6-8時間前に何らかの症状悪化を

認めたと報告した。この急変前徴候に気づき、その時

｢小児心肺蘇生ＡＨＡガイドライン

２０１０と小児救急の今後の展望」

秋田大学大学院医学系研究科

機能展開医学系小児科学

岡崎三枝子

心肺蘇生の歴史は長く、世界初の蘇生の記録は紀元

前9世紀にさかのぼる。以降、逆さづり法・馬の速歩

法・ふいご法・温熱法など様々な方法が試みられた

が、近代医学の発展と共に闇に葬られた。

2010年にＡＨＡより心肺蘇生（CPR）のガイドライ

ンが改訂されたが、2010年はEvidenceに基づく蘇生

法の誕生50周年である。1960年にKouwenhovenらが

心停止後の胸骨圧迫心マッサージにより蘇生した１４

症例を報告、また同年MarylandMedicalSocietyが胸

骨圧迫心マッサージと人工呼吸を組み合わせた蘇生法

を紹介した。さらに'966年に、はじめてＡＨＡにより

CPRのガイドラインが発表され、1974年、ＡＨＡは膨

大なデータと実践に伴う蘇生のスタンダードをＪＡＭＡ

に発表し世界にインパクトを与えた。以後蘇生法ガイ

ドラインを出版物として改定し、それぞれの時代に

マッチした最新の蘇生法を紹介、現在ＡＨＡのガイド

ラインは世界中の蘇生ガイドラインに引用されてい

る。

ＡＨＡガイドライン2010における一次救命処置

(BLS)，小児二次救命処置（PALS）に関する変更点は

以下の通りである。

まずガイドライン2005以降に残された問題点は、

①胸骨圧迫の質の向上が引き続き必要(実はドクター

の胸骨圧迫の質はあまり良くない)、②院外心停止例

からの生存率には救急医療サービスシステム間で大き

な差がある、③院外心停止症例の大半が市民救助者に

よるＣＰＲを一切受けていない、などである。これに対

しガイドライン2010における推奨点は以下のとおり

である。上記①に対し、胸骨圧迫は１００回/分→100回

以上/分、圧迫の深さを小児の胸部前後径1/3以上とし、

よりＰｕｓｈhard,ｐｕｓｈfastが強調された。また③に対

して「ABC」の手111頁が市民救助者によるCPR起動の

障害となるとされ、呼吸の確認「見て、聞いて、感じ

て」が削除され「CAB」と手順を変更した。また同

時に訓練を受けていない市民救助者には、胸骨圧迫の

みの心肺蘇生である「Hands-OnlyCPR」を推奨した。

さらに除細動については1歳未満の乳児にも適応が拡

大された。また、自己心拍再開後の生存率向上のた

め「心停止後ケア」が新しいセクションとして追加さ

れ、救命連鎖の輪が－つ加わった。ＰＡＬＳに関する変

更点/追加点は以下の通りである。まず、カプノグラ
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より得られる基準となる。また、主観的基準も合わせ

て設け「医師/看護師による強い懸念」といった項目

もコール基準の一つとなる。また経時的変化を客観

的にとらえるためにルーチンでバイタルチェック・

観察項目を設定し、その結果をもとにスコアリング

化を行い、－時点での点数値のみならず、点数変化

値をRRSコール基準とする方式も採用されており、￣

般にEarlyWarningScoringSystem（EWSS)、さら

に小児のバイタルに合わせて改変されPediatricEarly

WarningScoringSystem(PEWSS）などと呼ばれてい

る。それぞれのスコアリングシステムでは「総点○点

以上または単項目○点以上でRRS起動｣、または「変

化○点でRRS起動」などと基準値が設定される。実際

に当科での入院中の急変例、予期せぬ合併症による悪

化症例のバイタルサイン・観察項目についてPEWSS

を用いてスコアリングを行うと、急変・悪化1-2日前

より、RRSコール基準を満たすスコアの悪化が認めら

れ、急変後の振り返りによる反省点がスコア化により

明らかとなった。

このように急変前の変化をとらえ、心肺停l上に陥る

前に対応するRRSのシステムは今後、全国の病院への

導入が進むと考えられるが、問題点も指摘される。ま

ず始めに、全ての急変をRRSで事前に察知することは

出来ない。不整脈・外傷・事故がこれに該当する。次

に、小児に導入するには年齢によるバイタルサインが

変化するためコール基準が複雑化し、看護業務を圧迫

する可能性がある。ただしこれは電子カルテシステム

により、解決できる問題である。また実際に導入した

小児病院看護師の多くが、RRS導入により急変に対す

る精神的負担が改善されたとの報告がある。さらに、

RRSを稼働するにはＭＥＴに関わる小児集中治療医が

必要だが、小児科医の不足、小児集中治療医の不足な

ど現在の小児科医療を取り巻く問題も挙げられる。最

後に患児をとりまく医療従事者が「おかしい」ことに

気付くnon-technicalskillや、急変前徴候を示す小児

の評価を身につけるための訓練、シミュレーターを用

いたスタッフ教育、フィードバック機構やシステムの

維持管理など全病院的取り組みが必要となる。

これらの問題点を考慮すると医師不足の地方病院で

の導入は困難に感じられる。しかし、すでに東北地方

でも200床台の中規模地方病院で導入され効果を得て

いる実績があり、各病院の状況にあわせて導入できる

可能性がある。

RRS導入にはかなり多くのハードルがある。だが、

このシステムにより予防できる急変症例があるとした

ら、医師不足の本県で小児科医の負担を減らすこと

も出来るのではないだろうか。急変後対応としての

PALS、急変前対応としてのRSSの両翼が重症小児の

予後を改善していくことに期待したい。

点で対応出来れば急変事例を防止でき、院内心停止を

減少させることが出来る。

この急変前徴候に基づき起動するシステムとして院

内救急対応システムRapidResponseSystem(RRS)が

ある。このシステムは院内心停止を防ぎ、患者の予後

を改善させ、より良い医療安全を実現するという点

で、「医療安全」の観点で語られる事が多い。RRSは

1989年ピッツバーグ大学病院にてSimmons医師個人

の経験から生まれた(乳癌で一般病棟入院中の夫人が、

胸水貯留のため呼吸不全が増悪し、心肺停止に陥る前

に集中治療科チームが来棟しICU収容、急変前に治療

を開始、その後3年の余命を全うした)。彼の指導の

下、ＤｒＤｅＶｉｔａ（ピッツバーグ大学)、DrBellomo(メ

ルボルン大学)が発展させ、主にアメリカ、オース

トラリアで発展し、小児病院で世界で最も早くＲＲＳ

が導入されたのはメルボルンのRoyalChildren，s

Hospitalである。2005-2006年(ＵＳＡ)、100,000Lives

Campaign,2006-2008年(ＵＳＡ)、５millioncampaign

で全米でRRS導入がすすみ、日本では2008年、医療

安全全国共同行動「いのちをまもるパートナーズ」の

行動目標の一つとしてRRSが推奨された。

RRSは下図に示す4つの要素により構成され、急

変対応チームとして看護師や呼吸療法士が主導する

RapidResponseTeam（RRT）や医師（特に集中治

療医）が主導するMedicalEmergencyTeam(ＭＥＴ)が

ある。

RapidResponseSystem(RRS）
院内救急対応システム

ＲＲＳの仕組み

RRS起動基準は病院独自に設定されるが、スタッフの

臨床経験に大きく左右されることがない客観的判断基

準で統一することが必要で、簡単なモニターと観察に

－１３－
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②「感染症,情報収集システム（学校欠席者情報収集

システム）の全県運用に向けて-秋田県立本荘高等学

校村上まゆみ」

③「秋田県医学生麻しんワクチン高校プロジェクト

の効果について-秋田県医師会常任理事小泉ひろみ」

④秋田県における中学校および高等学校の性感染症

への取り組みと秋田県医師会の行う性教育講座への要

望-秋田赤十字病院平野秀人」

午前の分科会、午後のシンポジウムともに、活発な

討論がありとても勉強になりました。

最後に、県医師会会長小山田雍先生座長のもと、特

別講演

｢資源の獲得競争に負けない日本を-秋田から資源学の

発信を‐秋田大学大学長吉村昇」

がありました。新しい学部-国際資源学部-から羽ば

たく若者たちが、将来必ず日本の資源を救うという、

期待に満ちた講演でした。

ホテルへの移動中、県立美術館前で竿燈の妙技披露

があり、懇親会では美味しい料理・地酒とともになま

はげ太鼓に西馬音盆踊りのアトラクションがありまし

たが、小山田雍会長バンドの演奏は圧巻。小山田先生

のトロンボーンの腕前には驚かされました。

これほどの「おもてなし」の心に満ちた大会の準備、

さぞかし大変だったと思います。小山田会長、小泉ひ

ろみ先生、ほんとうにお疲れさまでした！

日本医師会主催の第44回全国学校保健・学校医大

会は、秋田県医師会が担当し、平成25年11月９日、秋

田キャッスルホテルで開催されました。

午前中の分科会では、秋田県から以下の４題の発表

がありました。

｢秋田市小中学校肥満調査を20年継続してわかってき

たこと-後藤敦子」

｢学校健診で発見された聴覚障害-中澤操」

｢肢体不自由児特別支援学級における耳鼻咽喉科学校

健診での摂食嚥下問診票の活用について-中澤操」

｢眼科学校健診で眼底検査をすべきか？アンケート

調査報告-高木武司」

県小児科医会からは、第１分科会にころ・予防接

種・食物アレルギー」の座長を小松真紀先生、第３分

科会「検診・運動器検診」の座長を原田健二先生が勤

められました。

秋田の食材を揃えたお弁当を頂いた後、青空の中を

県民会館へ移動し、澤口博秋田県小児科医会会長座長

のもと、「学校における感染対応」をテーマにシンポ

ジウムが開かれました。

基調講演「インフルエンザ対策における学校の役割

-東北大学押谷仁」

シンポジウム

①「秋田県大館市の麻しん地域流行・新型インフル

エンザを振り返って-大館市立総合病院高橋義博」

秋田市小中学校肥満調査を加年継続してわかってきたこと

秋田市医師会／秋田市小児科医会／今村記念クリニック後藤敦子

秋田市医師会／秋田市小児科医会／市立秋田総合病院小泉ひろみ

秋田市医師会／秋田市小児科医会／加賀谷こども医院小松和男

秋田市医師会／秋田市小児科医会／たかはしこどもクリニック高橋郁夫

秋田市医師会／秋田市小児科医会／にしのみやこども医院西宮藤彦

はらだ小児科医院／三浦小児科内科医院原田健二／三浦靖徳

秋田市内の全小中学校（小学校45校・中学校25校）

が調査対象となっている。２０年以上にわたる継続調

査の結果､地域差・肥満の背景など､これまでにわかっ

てきたことについて報告する。

秋田市小児科医会では、秋田市医師会・教育委員会

の協力のもと、1990年から秋田市内小学校の肥満調

査を毎年継続して行っている。1994年からは中学校、

2012年からは秋田大学附属小中学校を加え、現在は

－１４－
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図２秋田市小中学校肥満児比率の推移１．秋田市肥満調査の流れ（図1）

年度初めにメンバーで調査方針を決め、秋田市医師

会経由で学校と学校医のいる医療機関へ調査依頼状を

送付する（医療機関へは｢肥満調査の手引き」も送付)。

春の内科健診で肥満と診断された児童・生徒には、学

校から個別健診を勧めてもらい、児は調査用紙を持参

し医療機関を受診する。

前夜より空腹の状態で､身長・体重・腹囲・血圧(肥

満度・体脂肪率）を測定し、血液検査（血糖・ＴＧ・

ＴＣ・HDL-C・ＡＳＴ・ＡＬＴ・尿酸.（インスリン））

を行う。再受診時に、検査結果と食事内容・睡眠・運

動等のアンケート内容を参考にしながら、成長曲線等

も用いて食事・生活指導を行う。

結果が記載された調査用紙を医療機関から送付して

もらうとともに、各小中学校の養護教諭より学年毎

の男女別在籍者数.肥満児数（肥満度２０％台３０％台

30％台50％以上の各人数）を記載した調査票（意見

欄あり）を送付してもらい集計する。
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西掴F年

３．小児メタボリツクシンドロームの害Ｉ合（図3）

2006年に厚労省研究班で作成された小児メタボ

リックシンドロームの診断基準（表1）に合致するも

のの割合を、学年毎に図に示した。あとわずかで診断

基準に合致する例も多く、メタボリックシンドローム

予備群が多いと推定された。

図１秋田市肥満児調査の流れ

５月初旬に市医師会から学校･医療機関へ依頼書

籍
小中学校春の健診:身長･体重計測

表１小児期メタボリックシンドロームの診断基準６

～１５歳（2006年）
／／ 、｡

養護教諭より、学年別

肥満度別児童数報告
肥満度20％以上の児童に対して
医療機関での精密検査を勧める

､r:Ｍ１圏80ｃｍ以上(腹囲/身長が、5以上、

または小学生では腹囲75cm以上､で(1)に麟当するとする）

迄)血泪脂質中性脂肪１２０mg/d1以上
かつまたはＨＤＬ－Ｃ４０ｍｇ/d1未満

(3)血圧収縮期血圧１２５ｍｍＨｇ以上

かつまたは拡張期血圧７０ｍｍＨｇ以上

(､)空腹時血糖１００ｍｇ/d１以上
（T)があり.(量～蓬)のうち2項圏を有する191台に
メタポリッケシンドロームと鯵断する

↓

…<曇
医療機関受診し､検査

および指導を受ける

肥満胴査票

｢-JE許了羅F雨司

２．肥満判定基準と肥満児比率の推移（図2）

標準体重の+20％以上を肥満としているが、調査開

始当初は当時一般的だった村田らの標準体重を利用し

た。1993年～2002年の１０年間は､本調査開始時のリー

ダーであった大野忠医師が作成した標準体重（平成１

～３年の文部省学校保健統計の性別年齢別身長別平均

体重値からスプライン平均化した標準体重)、2003年

～2006年は平成１１～１３年の文科省データをもとに

して大野忠医師が作成した標準体重を利用し、２００７

年からは各学校に配布された「文科省の身長別標準体

重ソフト」で算出される平成12年全国統計を基準と
する標準体重を利用している。

標準体重が変化しているため正確には比較できない

が、1990年からの肥満児比率の推移を図2に示した。

肥満指導にも拘わらず2000年頃までは毎年肥満頻度

が増加していたが、現在は小中学校ともに７～１０％

程度で推移している。

図32012年秋田市児童生徒のメタボリツクシンド

ローム

111｢］

困巴

言６２８語印
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４．検査値の解析

2012年度は682名の血液検査値を含むデータを集計

した。肥満度は腹囲との間に正の相関があった（図

4)。小児メタボリックシンドロームの基準となるデー

タを重回帰分析すると、血圧は肥満度より腹囲の寄

与が大きかった（収縮期血圧：肥満度p=0.6870、腹

囲ｐ＜0.0001拡張期血圧：肥満度p=0.0339、腹囲

p=0.0130)。

空腹時血糖については重回帰分析で肥満度も腹

囲も寄与していなかったが、空腹時血糖に寄与してい

たインスリン値（p=0.0037）は、肥満度より腹囲と

の相関係数が高く、腹囲は小児メタボリックシンド

ロームの重要な指標と考えられた（図5)。図4に示す

ように腹囲が基準値を超えている児童生徒は多く、メ

タボリックシンドローム予備群が相当数いると推測さ

れた｡また腹囲は血清尿酸値とも相関していた（図6)。

図６腹囲と尿酸値〔小中学校全体〕

】［ 3０９０１００

■Hf

５．地域差（図７）

2005年の市町村合併で川辺町・雄和町が秋田市に

合併された。調査当初から秋田市周辺部の学校で肥満

頻度が高い傾向は見られていたが、合併後の2005年

～2012年の小学校平均肥満頻度を学区別に色分けす

ると、周辺部で肥満頻度が高い傾向があきらかであっ

た。

図４肥満度と腹囲
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図７秋田市学区別肥満児比率（2005～2012）
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インスリン

[IlU/、1１ r＝０．４１

p＝0.000

△甲

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１

１

□～１０％

竃～１２％

■～１４％

■１４％～

蝋

4０５０６０７０８０９０１００１１０１２０

腹囲[c打'］

地域差の原因のひとつに「学校が遠いので車通学

が多い」ことがあるのではないかと予想し、2003年、

小学校校長会に自動車利用率の調査をお願いした.具

体的には、クラス毎に「登下校（片道のみ，スポ少等

も含む）に自動車を利用することが平均すると週に’

－１６－
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６．調査でわかってきたことと、今後の課題

■わかってきたこと

①肥満と診断されない児童・生徒にも、メタボリッ

クシンドローム予備群がいると予想される

②腹囲は肥満-メタボリックシンドロームの重要な

指標である

③周辺部の地域ほど肥満児が多い

④小中学校の統廃合が進むと通学距離が長くなり運

動量が減って、肥満児が増える可能性がある

■今後の課題

①用紙を減らすなどの工夫を

②肥満と診断されないメタボリックシンドローム予

備群にも適切な指導を

③子どもの運動量を増やす工夫を

④学校統廃合によるスクールバス移動や運動量の減

少が、ほんとうに肥満頻度に影響するかをさらに

調査してゆく

回以上あるかどうか（校地の近くでの乗降も含めて)」

を児童の挙手で答えてもらい集計した。その結果、学

校別肥満頻度と自動車利用率に相関を認めた（図8)。

少子化による学校統廃合がすすみ、その後さらに学

校までの距離が遠くなる傾向が出てきている。秋田県

医師会でも同様の調査を県域で行い現在集計中である

が、2003年同様、秋田市の学校別肥満頻度と自動車

利用率に正の相関があるという結果が得られている。

図８自動車利用率と肥満児比率の関連

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

●
●
●
■
●
■
、
●
Ｐ
●

８
６
４
２
０
８
６
４
２
０

１
１
１
１
１

肥
満
児
比
率
％

◆

◆ ◆
◆

p＝０．０００６

◆

通学に自動車を利用すること

の多い学区ほど肥満児が多い！
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自動車利用ﾖﾋﾞ髄

こんにちは、稲見育大と申します。この会報には

始めて文章を書かせて頂きます。昔から作文はとて

も苦手ですが「これもひとつの勉強」と考え書かせ

て頂くことにしました。どうぞよろしくおねがい

いたします。

最近「FCバルセロナの人材育成術」という本を

読みました。ご存知の方もいらっしゃるかと思い

ますがＦＣバルセロナはメッシ、シャビ、イニエス

タ、プジョルなどサッカーが好きな人なら名前を聞

いただけでもワクワクする様な選手が多数在籍する

スペインの名門チームです。そしてここに名前を挙

げた選手を含む多くの主力選手は、子どもの頃にこ

のチームの下部組織に入団し、そこで育ち超一流の

選手になっているのです。この「驚異的な」育成シ

ステムがどのようにして成り立っているのかについ

て、指導者や選手へのインタビューというかたちで

まとめている本です。全ての親にとって最大の課題

ともいえる「我が子をどのように育てるべきか！」

という問題を日々考えている私にとってはとても勉

強になる本でした。この本で私が「なるほど！」と

感じた点をいくつかご紹介します。

○常に競争する事が大切

最近運動会でも||頂番をつけない、その理由は負けた

人が傷つくから、というような記事を読んだことを

思い出しました。もちろんどちらかが正しいという

ことではないですし、プロスポーツと小学校という

大きな違いがありますから同一に考えることはでき

ません。しかしこの本には、「競う事によって自分

の位置が明確になりさらに一段上をめざせるのだ」
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と書かれていました。その通りですよね。どんな方

でも負けて悔しい思いをし、それがその後の成長の

力になっているのではないでしょうか？

をしたかった｡」というようなことを多くの選手力

言っていました。成功した選手は「成功のためなＥ

そんな犠牲はたいした事はない」と考えているの力

と思っていたので意外でした。超一流選手も我々と

同様の誘惑にかられ、しかしそれに負けずにセルフ

コントロールできた選手だけが大きな成功を治め'ら

れるのでしょう。

○敬意が大切。謙虚な気持が大切。

そして、競争相手に対する敬意が大切ということも

繰り返し書かれていました。「勝負に勝った時も相

手に手を差し伸ばして「今日は自分の運が良かった

だけだよ」と相手をたたえろ」とありました。こん

なこと言えたらかっこいいですよね！謙虚さをもっ

て自分を制することは自分の成長につながり、そし

て人に良い影響を与えるのでしょう。

我が子をプロサッカー選手にしようなどとはもちそ

ん思っていませんが、子どもがつまづいた時に1コ

｢FCバルセロナの選手はね｡｡｡」と話してあげたい

と思っています。また子育てについて学びたくて読

んだ本でしたが、今の自分にも突き刺さる内容でし

た。今後も繰り返し読むべき本と感じながら本棚に

しまいました。

○自信は大切。

これはスポーツで成功した人たちからよく聞く言葉

ですね。「自分は出来ると信じる事が大切。信じる

力は情熱で大きくなる。情熱は繰り返しやってくる

壁を乗り越えその成功体験から生まれる。そしてそ

の情熱でさらに高い壁も乗り越えて行く。情熱があ

るから自信が大きく出来る。自信がないと大きな壁

は乗り越えられない。情熱と自信は絡み合って成功

へ導く。情熱を燃やせ、自信を持て！」という感じ

ですかね。

それから私にとって最近の出来事は何と言っても

開業です。今年の1o月から保戸野で開業させて雁

くこととなりました。「開業に向けて希望に満ちを

ふれ｡｡｡」と書きたい所ですが、不安で押しつぶさ

れそうというのが現在の正直な気持です。しかし、

ここまできたらやるしかありません！皆様と共に利

田の子ども達を支えていきたいと思っていますＣＤ

で、引き続きご指導ご鞭燵よろしくお願いいたしま

す。（稲見育大先生は、平成25年６月、本会に入会していた

だきました｡）

○「青春を犠牲にした｡」

｢仲間と酒を飲み、女の子をおっかけるような生活

亀蔦 表紙写真『蘆風』

池田和子先生

鳥海山麓には四季を通じて出掛ける。

写真の鳥海山は風薫るさわやかな季節、由利本荘市の南
由利原大谷地池から撮影したもので私の好きなスポット

です。

慰翻
ｗＮＡＪ

漣壷
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病院に移行して

りました。スム

ようか。小泉○

1年が経ちましだ。 当初はオーダリングジステム

Ｕましだ。スムーズに入院させられることが、医師'ことっても患

ようか。小泉ひろみ先生の発表資料に詳細がありますので、ぜひ

、秋田県の予防接種全県広域化が実現しました。秋田市と潟上市

一番恩恵を受けていると思われ、澤□会長はじめ皆様のご尽力に

請求先の一本化については難しいようですが、実現を祈っており
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