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巻頭言；iii:1鱸;鱗蕊： ます゜

ざらに今年度は母親むけの啓蒙冊子「チェック

リストによる子どもの急病ガイドブック」の改訂

を行っています。第１版第６刷は千葉県健康福祉部

が印刷し、無料で県内の関係行政機関に配布され

たように利用価値の高い小冊子です。

今回の改訂は、救急蘇生法の差替え（2010年改

訂版)、「いじめ相談」の時間帯の訂正、曰本小児

科学会の「こどもの救急」サイトの大幅改訂に伴

う書き換え等､＃8000の混雑緩和・コンビニ受診

の減少を考え、これらの箇所を書き換え第２版と

して出版しています。

さらなる発展には、地区幹事・病院幹事の先生

方のお力添えも必要です。髄膜炎関連ワクチンの

国の公費助成制度が始まる前に、千葉県小児科医

会では、当時西牟田会長が直々に四街道市長への

公費助成請願を行いましたが、これを皮切りに各

自治体首長へ請願活動を展開しました。勝浦夷隅

地区の黒木春朗幹事のご努力でいすみ市ではいち

早く公費助成制度ができ、この事例があったから

こそ他市町村の追随があったものと思います。ま

た、Ａ(ＨｌＮｌ)2009pdmの際の`患者受け入れシス

テムの構築は病院幹事の先生方のご協力の賜物で

あり、現在の新型インフルエンザ対策のモデルに

もなっています。

これらはすべて小児科医会があっての活動で

す。このように、現場に即した活動こそが小児科

医会活動の根幹であると考えています。

猪股会長を中心として理事会で図られた平成２５

年度千葉県小児科医会活動目標は、これまでのも

のに加え次のとおりです。

､予防接種関係（誤接種の実態と対策）

【目標は、誤接種予防対策に役立たせる。疾病対

策謀と協力して、まず県が把握している県内から

の報告内容を検討する。追加調査が必要か？会員

へのヒヤリハット調査が必要か？検討して誤接種

実情と予防対策マニュアルを作成する】

(全国内広域化の前段階調査）

【船橋市で行っている「市民が他県で受けた定期

接種の費用を償還払いする」システムが県内でど

の程度実施きれているのかを疾病対策謀と協力し

て調査する】

小児科学会活動は勿論のこと、

小児科医会活動にも参加しよう

千葉県小児科医会副会長黒崎知道

小児科学会活動と小児科医会活動、どう異なる

のか？

この違いがよくわからないので医会入会者が少

ないのではないかと考えることがある。もちろん、

オーバーラップしている部分があり共同で活動す

る部分も多々あるでしょう。しかし、診療に関す

る諸問題に関しては、小児科医会が中心になって

活動していると思います。西牟田敏之前会長の千

葉県小児科医会誌No.39,2008の巻頭言「地域にお

ける小児医療・保健の充実と地域格差の是正」に

記載されていますが、小児救急に端を発した小児

医療の危機から、県小児科医会は、小児救急医療

マップをいち早く作成し、医療圏によっては初期

救急、２．３次救急システムが構築きれ、昨今で

は医療側のオーバーワークの軽減が図られる傾向

もみられるようになってきていると述べられてい

る。ざらに小児救急電話相談事業も05次救急と

しての役目を十分にはたしている（平成24年千葉

県小児救急電話相談事業報告千葉県小児科医会

誌No.43,62,2012）が、小児救急電話相談当番医

の努力の賜物でもある。

今年、この小児救急電話相談事業で“激震”が

走りました｡丼8000相談後の死亡例2例が相次ぎ、

いずれも､救急搬送され病院で亡くなられました。

事案についてまとめたもの及び、記録用紙、相談

対応の音声を、電話相談協議会委員に県医師会か

ら送られた（児医会は、猪股・佐藤・黒崎)。提

供された資料全て目を通した結果、電話相談時点

での対応（その時の指導、今後の対応）に問題は

なく、死亡を予期出来ない事例であると判断しま

したが、電話相談員の動揺は計り知れませんでし

た。その後、事例検討会（県医師会主催)、千葉

県小児救急電話相談員研修会を開催し、解決を図

りました。このように千葉県の事業もよりスムー

ズにいくように千葉県小児科医会が関与しており
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･地区の子育て支援活動への補助（千葉市・船橋

市・松戸市）

･保育関係（子ども・子育て支援法の施行に向け

て）

･障害児支援（小児科の在宅支援問題、など）

･発達障害児、子どものこころ対策（医療側の体

制作り、研修会開催）

･生涯教育（生涯教育講座・総会・７月例会地

方会・医会合同例会、小児初期救急講習会）

･広報活動の充実(会誌･会報の充実、ホームペー

ジの充実）

･乳児健診（７ヵ月健診の公費無料化への行動）

･社会保険関係（平成26年度診療報酬改定動向・

社保/国保合同審査委員会）

と活動は多岐にわたります。進んでいるもの、暗

礁に乗り上げつつあるものがありますが、理事の

先生方が精一杯努力していらっしゃいます。理事

会は隔月に開催きれていますが、はたして、会長

をはじめとする理事会と、地区幹事、病院幹事の

先生方の距離は離れていないのか？気になりま

す。

手始めに、その内容（議事録：ホームページの

会員専用ページには載せてはいますが）をメール

で送り、先生方の意見を伺う努力も必要なのでは

学校保健（実態調査と問題点）

千葉県における食物アレルギー児対策の強化

ないかと考えるこの頃です。

２



総会講演会（平成25年４月６曰） 函子宮頚がん死亡数(1975年～２，０８年〉

｛2職蟻繍死し:;較ｚ737”
羽
“
”

３
２
Ｚ

子宮頸がん征圧の取り組み
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検診実繊や治療法の進歩Ｉこもかかわらず子宮頚癌死亡が増ｶﾛしている。

人口鋤麟麟齢漣｡kるがん蕊亡データ<19?鷺年～z“1年》

1．子宮頸がんは女性特有のがんとして、乳がん

に次いで,罹患率が高く、とくに20-30歳代のがん

では第１位です。日本の最新データでは依然増加

傾向にあり、20,000人の女性が（上皮内がんを含

む）子宮頸がんに罹り、約3,500人が亡くなって

います（参考図1-5)。
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検診実施や治療法の進歩にもかかわらず子宮頚癌死亡が増加している。
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上皮肉癌および浸潤がんともに増加している。
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２子宮頸がんの多くはヒトパピローマウイルス

(ＨＰＶ）が原因で､ＨＰＶｌ６型および18型が約

70％の原因になっています。とくに、日本では２０

歳代および30歳代の子宮頸がん患者の約90％およ

び約80％がＨＰＶ１６型または18型が原因です。曰

本の健常な20-25歳女性の約１０％が､ＨＰＶｌ６型

または18型に感染しています。（参考図6-8）
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４世界保健機関（ＷＨＯ)、米国疾病対策予防セ

ンター（ＣＤＣ)、カナダ保健省、欧州薬品庁（Ｅ

ＭＥＡ)、オーストラリア保健省薬品・医薬品行

政局（ＴＧＡ）といった世界の主要な国際機関・

政府機関が、子宮頸がん予防ワクチンの有効↓性や

安全性情報を検証したうえで、検診の実施ととも

に、引き続きワクチン接種を推奨しています。

5．子宮頸がん予防ワクチンは、海外では2007年

に公費助成プログラムが始まり、オーストラリア

やイギリスでは接種率が80-90％程度になってい

ます。公費接種は主な先進国のほか、アジアのマ

レーシア、ブータンなど約40か国にのぼっていま

す。また、発展途上国でも海外からの支援事業に

よる接種が進められています。
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６この４月の予防接種法の改正で定期接種化され

たことにより、子宮頸がん予防ワクチンおよびヒ

ブ、小児用肺炎球菌ワクチンが、国民が公平に接

種できる環境が整いました。副反応調査を今後も

しっかりと行い、万一、発生する健康被害救済制

度も手厚く行われるべきです。

や/ＩＹＶ籔騨Ｖ，`ＤＡｊﾆﾉ叩
若年時のみでなく､旗人後もHPVに新たに感梁する。

Ａｇｇ(year⑭）
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7．予防接種に関する正確な情報を積極的に提供

し、広く理解、判断できる環境を目指しています

(参考図１０)。－次予防であるワクチンと二次予防

である検診の両方を、上手に組み合わせて曰本の

女性ならびに家族の健康と将来を守りましょう。

3．子宮頸がんは検診とワクチン接種で予防がで

きます。検診受診率の高い国では、子宮頸がんの

発生・死亡は減少しています。また、子宮頸がん

予防ワクチンを導入した先進国では､ＨＰＶ関連

疾患や前がん病変、上皮内がんの低下が認められ

ています（参考図9)。
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児、在胎34週から36週をLatepreterm児と呼ぶ。

低出生体重児は出生体重が25009未満の児であ

り、15009未満を極低出生体重児、１０００９未満を

超低出生体重児としている。在胎週数に比して身

長体重が小きい児はSmallforGestationalAge

(SGA）児とし、在胎週数相当の身長体重の児

AppropriatefOrGastationalAge（ＡＧＡ）児と区

別する。

早産児、低出生体重児の発達・発育は正期産児

とは異なる経過をとるといわれている。早産児に

おける乳幼児期の発達評価は、実際の生年月日か

ら数えた暦年齢ではなく出産予定日を生年月日と

仮定した修正月年齢で行い、超低出生体重児にお

いては小学3年生(暦年齢9歳)までのフォローアッ

プが推奨されている。

低出生体重児の身体発育は、出生体重が小さい

ほどその後の発育も遅いことが知られている。

ＡＧＡ児では生後２～３歳にかけて急速に体重が増

加し5歳ごろまでに一般児平均値に収束するが、

SGA児は身長、体重ともにＡＧＡ児より小さく、

早産SGA児のうち超低出生体重児の身長の

キャッチアップ率は３～５歳で約70％、それ以上

の出生体重のSGA児では約８０～９０％、正期産

SGA児で約90％とぎれる。ＳＧＡ児の身長が暦年

齢2歳までに－２ＳＤ以上にキャッチアップしない

場合にSGA性低身長と診断し、一定の条件を満

たした症例についてはGH療法の適応となる。

早産児、低出生体重児の神経学的異常として代

表的なものは、脳室周囲白質軟化症､脳室内出血、

低酸素』性虚血性脳症といった中枢神経合併症に伴

う脳性まひ、嚥下協調障害、てんかん、精神発達

遅滞､学習障害､発達障害などである｡運動発達は、

在胎週数および生後週数、出生体重、保育器内で

の肢位などに影響され、明らかな神経学的合併症

のない児であっても、粗大運動の獲得月齢は出生

体重が小さいほど遅くなる｡精神発達においては、

超低出生体重児は正期産児と比較しボーダーライ

ンの知的障害例が多いとぎれ、学習障害や注意欠

陥多動性障害も高率に見られる。ざらにＮＩＣＵ長

期入院例では環境要因でのことばの遅れがみられ

ることもあり、個々の発達は合併症やさまざまな

要因に影響される可能性を考える必､要がある。感

７月例会講演（平成25年７月27曰）

ハイリスク新生児とフォローアップ

千葉大学大学院医学研究院小児病態学

遠藤真美子

Ｉはじめに

新生児医療の代表的な教科書である「新生児学

入門」には、新生児の重要な医学的特徴として①

新生児は小さく脆弱､②未熟性に起因する医学的

問題が起こる時期､③胎内環境から胎外環境への

適応の時期､④出生前環境の影響が色濃く残って

いる時期､⑤急速に発育・発達する時期､⑥母子関

係確立に最も重要な時期、の６点があげられてい

る。これらの項目に何らかの問題が生じた児がす

べてハイリスク新生児であり、特徴を踏まえた

フォローアップが必要とされる。

厚生労働省の人口動態統計をみると、全国的に

総出生数は減少傾向だが低出生体重児や早産児は

年々増加している。当院でも合併症妊娠や高齢妊

娠が増加し、現在は総分娩数の約9割がハイリス

ク妊娠である。また2010年にＮＩＣＵ・GCU病棟が

開設してからは、年間170～200例のハイリスク

新生児が入院している。ＮＩＣＵ退院後に在宅医療

管理が必要となる重症児も増加しており、ハイリ

スク新生児に対する支援の重要性が増している。

Ⅱハイリスク新生児とは

ハイリスク新生児とは、発育・発達過程におい

て何らかの問題が生じる可能性がある児、発育支

援が必要な児と定義きれる。それらは医学的ハイ

リスクと社会的ハイリスクの二つに分類できる。

医学的ハイリスクとしては、新生児疾患、母体合

併疾患、妊娠分娩経過の異常、終末期医療があり、

社会的ハイリスクとしては、経済性、家族構成、

家族の育児不安、育児困難、母の精神疾患、ＤＶ

歴など母体や家族の社会背景の問題がある。

（１）早産児、低出生体重児

早産児、低出生体重児は医学的ハイリスク児の

代表的疾患である。早産児とは在胎37週未満で出

生した児であり、なかでも在胎28週未満を超早産

６



覚器障害としては､未熟児網膜症による屈折異常、

斜視、網膜剥離による視力障害が生じることがあ

る。また、薬剤性あるいは先天感染による難聴が

遅発性に生じるリスクがあるが、自動聴性脳幹反

応による聴覚スクリーニングを退院前に行う施設

が増えており、難聴の早期介入の一助となってい

る。

早産児、低出生体重児の臓器合併症として重要

なものの一つに慢,性肺疾患がある。早産による呼

吸窮迫症候群、子宮内感染、人工呼吸管理などの

ため肺が損傷し、呼吸機能障害が長期的に残存す

る疾患である。気管支喘息と同様の呼吸機能障害

を呈し、重症児では肺高血圧症を合併する。治療

は在宅酸素療法、去たん剤、少量マクロライド剤

投与､ステロイド吸入療法などがおこなわれるが、

気道感染時に容易に呼吸状態が悪化しやすく、感

染防御や受動喫煙の予防が重要となる。

全国の新生児医療施設を対象に日本小児科学会

新生児委員会によって5年ごとに調査が行われ、

極低出生体重児の死亡率および長期予後について

の年次推移が報告されている。低出生体重児の死

亡率は減少している一方で、脳性まひは増加、発

達評価が境界域､異常とされる例も増加している。

視覚障害、聴力障害は変化がないが、在宅酸素療

法を要する児は増加しており、より未熟で体重の

小さい児の生存が増加していることを示唆してい

る。また、知的障害や境界知能と診断される症例

は3歳より６歳時に増加しており、長期フオロー

アップの必要性が唱えられている。

また、正期産児に近いLatepreterm児（在胎３４

～３６週の早産児）もハイリスク児である。全出

生の44％、早産出生の78％を占めるが、新生児

期に重篤な合併症を生じることが少ないため、正

期産児と同様の対応となることが多い。しかし、

正期産児と比較して脳性まひ、発達遅滞、知的障

害のリスクが高く、特別教育を必要とする児が多

いことが報告されている。生活習慣病のリスクが

高いことも指摘きれており、今後の長期フオロー

アップとデータの集積が求められている。

（２）正期産のハイリスク新生児

正期産児の医学的ハイリスク児には、新生児仮

死、分娩麻庫などの分娩時の異常、新生児遷延性

肺高血圧症（PPHN)、新生児一過性多呼吸症

(ＴＴＮ)、新生児黄疸、低血糖、初期嘔吐などの

適応障害、また先天性疾`患を持って産まれた児な

どが含まれる。

新生児仮死症例において、中等症から重症の低

酸素性虚血性脳症（HIE）に対する低体温療法が

死亡や神経学的後遺症のリスクを減少させること

が報告され、2010年の新生児蘇生ガイドラインか

ら標準的治療として記載された。本邦からも低体

温療法の有効性が報告されており、今後は低体温

療法が標準的に行われ新生児仮死症例の神経学的

予後改善が期待されている。

一方で、神経学的後遺症をもった重症HIE児や、

重篤な先天性疾患の児など、在宅医療管理を必要

としながら退院する新生児も増えている。気管切

開、在宅酸素療法、在宅人工呼吸器などの呼吸管

理、経管栄養や胄瘻造設での栄養管理、人工肛門

や自己導尿といった排泄管理など、多くの医療ケ

アを必要とする児が在宅管理できるようになって

きた。このような重症児をかかえた家族を、医療

機関、訪問診療、福祉・行政など様々な方面から

サポートする体制が必要であり、社会資源の充実

と関連施設の更なる連携が望まれる。

（３）母体ハイリスク、社会的ハイリスク

母体のハイリスク要因は、母体の基礎疾患（糖

尿病、高血圧、自己免疫疾患、腎疾患、心疾`患、

甲状腺機能冗進症など)､妊娠合併症(妊娠高血圧、

妊娠糖尿病、母体感染症など)、母体に対する薬

物投与、社会的ハイリスクに大別される。社会的

ハイリスクとは、社会的な状況のため妊娠・出産・

育児が安全に問題なく過ごせる見通しがない場合

の妊婦、新生児のことを指す。

社会的ハイリスク母体としては､妊婦精神疾`患、

若年妊婦、未受診妊婦、上の子の虐待歴、ＤＶ、

犯罪関連、外国人不法滞在などが含まれる。それ

らのケースのほとんどに複数の背景となるリスク

要因が存在しており、さらにその遠因として妊婦

自身の養育歴や親子関係にすでに社会的ハイリス

ク要因が存在していると報告されている。そのよ

うな家庭において、適切な養育環境を整備し新生

児に適切な育児が提供されるようサポートする体

制が必､要である。
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ｍ１か月健診の意義

ハイリスク児にとってはもちろんだが、すべて

の新生児とその母や家族にとってlか月健診の果

たす役割は大きい。

新生児にとって、ｌか月健診は生後1か月間の適

応による変化を確認する場である。哺乳の確立に

よる体重増加の確認、遷延性黄疸や新たな疾患出

現の有無を診察し､発達評価として筋緊張や視覚・

聴覚の反応を確認する。聴覚スクリーニングや代

謝異常症スクリーニングの結果を確認する機会と

もなる。

母や家族にとっては、児との初めてのlか月間

を確認する場である。これ以降の乳児検診と異な

り、母子関係の確立や育児支援の重要性が大きい

ことが特徴であろう。母子関係は新生児期の相互

作用により確立するとされる。また、退院後から

lか月健診までの育児不安が最も強いといわれて

おり、母や保護者の不安や疑問を解消すること、

母が育児に自信をもち前向きになれるようサポー

トすることがlか月健診の役割の一つである。育

児困難の強い母や社会的ハイリスク要因をもつ母

児に対しては、支援の必要性を評価しその後の

フオローアツプを計画することも必要である。ま

た、母子関係確立のための適切な母乳育児指導が

行えることが期待される。

予防接種について保護者に知らせる機会として

も重要である。ワクチンスケジュールは近年大き

く変動しており、１歳までに接種すべき多くのワ

クチンをできるだけ早期に接種できるよう指導す

る必要がある。生後2か月からのワクチン接種を

すすめるため、具体的なスケジュールについて情

報提供する良い機会となる。

Ⅳ．まとめ

ハイリスク児は近年増加傾向にあり、その特徴

を踏まえたフォローアップが必､要である。ｌか月

健診はハイリスク児のみならず全ての新生児とそ

の家族に対して重要であり、新生児診察とともに

母児関係やその育児環境を確認しハイリスク児を

早期発見する役割がある｡ハイリスク児の発達を、

地域全体で見守り支援する体制が望まれる。

８



７月例会講演（平成25年７月27日） 13例、全体の007％。この13例の妊婦から出生

した新生児で、１ヶ月健診時にＨＣＶＲＮＡ陽

性はl例。新生児の垂直感染は、00005％で極

めて稀であると推測きれた。（図１）

2）Ｔ型細胞白血病（ATL）

18076例のＡＴＬ１次スクリーニングでＡＴＬ陽

性は､24例013％cWB法での確認検査で陽性は、

１８例0.1％。これら18例に対しては､①人工栄養

（ATL感染頻度約３％)②短期母乳栄養

（ATL感染頻度７％）③母乳の加熱あるいは

凍結処理④母乳哺育（ATL感染率18％）を

提示し、栄養方法を選択させている。（図２）

産科診療における

ウイルス感染症と予防接種

成和会山口病院

山口暁、花岡正智、都甲明子、

栗栖美穂、竹内久美、江本龍生、

横田明重、山口稔

【はじめに】

周産期における感染症スクリーニングの意義と

して

①妊娠中のリスク回避（周産期管理では、経過

に大きな影響を及ぼす可能性のあるウイルスが

ある｡）②産後のワクチン接種必要者の抽出

③育児中の感染予防や次回妊娠時の感染予防の

面で重要④母子感染の予防（母子感染防止、

児へのワクチン接種、情報の提供）などがあげ

られる。また､⑤成人の抗体保有率などのデー

タは実は少なく、成人の抗体保有率を確認する

手段としても有効である。

今回われわれは2004年から2013年６月までの期

間で、一般産科診療施設である当院で出産した約

20000例でのウイルス性疾患のスクリーニング

データを中心に、産科領域でのスクリーニングの

現状と問題を中心に報告する。

ATLスクリーニング(PA法）18706例

－－－－lWJIrル■￣￣………
図２１
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3）Ｂ型肝炎（ＨＢＶ）

18706例のスクリーニングで、HBsAg陽1性は、

132例､071％。このうち､HBeAg陽性は､26例、

０１４％。HBeAb陽性が、lO6例057％・現

行の厚労省が推奨するＨＢ肝炎母子感染予防対

策を実施した結果、対象新生児132例中、116例

に抗体獲得が確認された。垂直感染例は認めな

かったが、帰国、転居などで16例が予防対策ス

ケジュールから脱落していた。２例では、予防

【結果】

ＤＣ型肝炎（ＨＣＶ）

18706例の妊婦スクリーニングで、ＨＣＶ陽`性

は､44例(024％)で､このうち､ＨＣＶＲＮＡ陽性は、

図３…
図１ 、

妊娠初期スクリーニング

18706例母体HCVスクリーニング2004.4-2013.5,18706例。》出》｜一瞬一一㈹ｒ←》掛孵’

二丁=､丁Ｐ解.､ルー:」
；鵬帯血HCNRNAj1l1定ｉ

－－－－ｆ－－－－－‘

□刊lz1H1k-JJ￣-陰wJJ
i茎iiZfll可lﾆﾆﾘｴﾆ1－

-K便Ａｌｌ

迅

９



図５

Ｂ型肝炎母子感染防止対策プロトコーノレ
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４）風疹

風疹は先天感染より、白内障、先天性心疾患、

難聴などを来すことが知られ、従来より予防対

策の徹底が必要と指摘されてきた。古くは、米

軍占領下の沖縄で大流行がみられたが、2004年

にも流行が見られ、,厚労省より予防対策の緊急

提言が行われていた。（図６）

しかしこの提言にもかかわらず今年、風疹

の大流行が見られたことは､周知の事実であり、

今後先天性風疹症候群に罹患した児の出生が増

加することが予想される。厚生労働省（2004）

風疹緊急提言では、Ｈ１法16倍以下にワクチン

接種が推奨されているが、当院での3382例の

データでは、Ｈ１法16倍以下の対象者は161％で、

Ｈ18倍未満の抗体を保有していない妊婦も3.6％

対策が誤って実施されていたが､幸いなことに、

新生児に感染は認めなかった。（図３）

妊婦の出生年別のキャリアー数とキャリアー

率を検討すると（図４)、我が国でＢ型肝炎母

子感染予防対策が開始きれた1985年以降に出生

した妊婦からも8例、0.8％のキャリアーを認め

ており、この8例はすべて外国人妊婦であった。

以上の結果から、Ｂ型肝炎の母子感染予防対

策自体は､順調に推進され､Ｂ型肝炎キャリアー

は減少傾向をしめしている。しかし､①母子感

染予防対策からの誤り、脱落②国外からの新

たな感染者の流入などの問題があり、ワクチン

スケジュールの簡素化や早期開始などの対策が

必､要であり、またユニバーサルワクチネーショ

ンの導入が不可欠と考えらる。（図５）

図６ 妊担女性への射応触伍NBBf

凪⑰瓜、にとも毬う句兎■ぬの予防対曲楓簸'二餌寸凸砠戊皿
２ⅨｘｍＢｎ■■

岱疽対応の伍略フロー■

1０

」
ｌ
■
印
画
字

ｒ

■

－吋

Ｂ型肝炎母子感染
予防対策開始

鴎年以降に出生したH１



に認められた。風疹の抗体保有率は、国のワク

チン政策によって大きく左右されている。生ま

れ年で抗体保有率を検討すると図７に示すよう

に、ワクチン政策の移行期にあたる年代で、移

行が十分になされていない。従って、197942

～1987101生まれ未接種男女すなわち現在、２０

～40代のまさに妊婦となる可能性が高い年齢層

で抗体獲得率が低いことが明らかである。

現在経過観察中である。

初産妊婦を比較すると抗体保有率は年齢によ

る増加傾向を認めなかったが、分娩回数が増加

すると、抗体保有率が増加した。複数回の妊娠

をフォローできた妊婦329例の検討では、前回

妊娠時にＣＭＶ陰性であった117例の妊婦のうち

６例、５１％が次回妊娠時までに、ＣＭＶ抗体を

獲得しており、育児が、ＣＭＶ感染のリスクと

なる可能性を示唆していると考えられる。

6）乳児のワクチンデビューについて

船橋地区では、小児科医会、産婦人科医会で

協力し、パンフレット作成などを行い、乳児の

３ヶ月でのワクチンデビューを推奨している。

当院での検討でも、ほぼ１００％の乳児が３ヶ月

でワクチン接種を開始していた。また、６ケ月

健診時のワクチン接種状況をアンケート調査し

たところ、任意接種である、ロタワクチンの接

種が50％以上、Ｂ型肝炎ワクチンも25％前後で

接種が行われており、保護者の関心の高さが推

察された。
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5）サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）

先天|i生ＣＭＶ感染症は、全出生の０２～２２％に

生じているが，初発または再発性母体感染の経

胎盤的感染によりもたらされうる。新生児の症

候性疾患は，母体の初感染（特に妊娠の前半に

おける）後に非常に生じやすい。ＣＭＶ抗体の

保有率は、衛生状況の改善に伴い、低下傾向を

続けており、結果として若年女性がＣＭＶに対

する抗体をもたず，初感染を生じやすくなって

いる。図８に示すように1244例の新生児初回尿

でのＣＭＶスクリーニングで新生児の4例、

032％でＣＭＶが検出ざれ先天感染が疑われ、

【まとめ】

産科領域におけるウイルス感染症のスクリーニ

ングの現状と対策について報告した。

Ｂ型肝炎、風疹、ＨＰＶなどワクチン接種で制御

可能と考えられる疾患も、不十分な対策、スケ

ジュールのため、まだその恩恵が十分に広がらな

い現状がある。

ワクチンの安全性を高めることはもちろん必要

だが、その副反応の存在を認めたうえでの、ワク

チン接種の推進対策を考慮する必要がある。

このためにも、産科、小児科の連携を深め、妊娠

中からのシームレスなワクチン接種スケジュール

の構築が不可欠と考えられた。

(発表では、妊娠中のＨＰＶ感染についても触れた

が、HPV予防ワクチンについては現在今後の方

向性が検討されている状況のため割愛した｡）
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1）「小児中核施設におけるＮＩＣＵ・ＰＩＣＵ・

小児病棟の連携」

東京女子医科大学八千代医療センター小児科

本田隆文先生

日本小児科学会千葉地方会

千葉県小児科医会合同シンポジウム

（平成25年９月１５曰）

合同学術集会報告
2）「ポストNICU児の在宅医療」

赤ちゃん成育ネットワーク事務局長

江原伯陽先生

障害児支援担当理事

山本重則

3）「被災地における小児在宅医療」

気仙沼市立本吉病院副院長

齊藤稔哲先生

平成25年９月15日、千葉市文化センターにて第

196回千葉地方会・千葉小児科医会合同学術集会

が開催されました。今年のシンポジウムは「小児

在宅医療を皆で推し進めるために」をテーマに企

画されました。座長は、東京女子医大八千代医療

センター病院長寺井勝先生と私が担当しました。

以下の各先生方にシンポジストをお願いしました

が、千葉県で小児在宅医療を皆で推し進めていく

ためにはどうしていけばよいかについて、熱心な

討議がおこなわれました。各先生方に深謝いたし

４）「クリニックで実施している

重症心身障害在宅支援」

医療法人「拓」理事長

小林拓也先生

5）「小児科学会社会保険委員会が考える

在宅医療支援モデル」

済生会川口総合病院小児科ます゜

大山昇一先生
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日本小児科学会千葉地方会

千葉県小児科医会合同シンポジウム

（平成25年９月15日）

エポプロステノール持続点滴を導入して、当院転

院から８カ月後に在宅移行を達成できた。その後

は成長とともにＣＬＤや肺高血圧の軽快がみられ、

3歳時に人工呼吸器の離脱、エポプロステノール

持続点滴の離脱が可能となった。６歳をこえた時

点で気管切開離脱も視野に入れながら外来管理を

継続中である。この例のように、当院では、重篤

な疾,患でもご家族の意思があれば、さまざまな医

療ケアを導入しての在宅移行を積極的に取り組ん

でいる。

小児中核施設における

NICU・ＰＩＣＵ・小児病棟の連携

東京女子医科大学八千代医療センター

小児集中治療科

本田隆文

【はじめに】

小児医療、新生児医療の著しい進歩により、従

来は生存が不可能であったハイリスク新生児が多

く救命されるようになり、在胎24週未満の児でも

存命が可能となってきている。極低出生体重児や

超低出生体重児の出生数は増加しているが、その

死亡率は減少し、曰本の周産期死亡率の低さは世

界でも有数である。その一方で、慢性肺疾患

(CLD）や肺高血圧、気管軟化症などのため長期

間呼吸管理を離脱できず、ＮＩＣＵや小児病棟に長

期入院を余儀なくされる児がおり、急性期医療を

必要とする新生児や小児の受け入れに影響が及ぶ

ことも懸念される。当院は総合周産期母子医療セ

ンター指定を受けた急性期地域中核病院で、

NICU長期入院を必要とする超重症児を在宅に移

行できるかは大きな課題である。在宅管理を達成

できるための医療ケアは近年発展しており、当院

での長期呼吸管理を要する児の在宅移行の取り組

みをＮＩＣＵ、ＰＩＣＵ、小児病棟の連携にも焦点をあ

てて報告する。

【当院の概略】

八千代市は、千葉県で小児人口が最も密集した

東葛南部医療圏に位置している。当院はその八千

代市に2006年12月に開院し、現在は31診療科、

357床の規模である。母子医療関係では、小児病

棟41床（うちPICU4床)、新生児病棟40床（うち

NICU15床)、産科病棟41床（うちMFICU6床）を

有し、母子医療にかかわる病床数は全病床数の約

3分の1を占めている。総合周産期母子医療セン

ターに指定きれ、年間150～200例と千葉県最大

の救急母体搬送を受け入れており、異常分娩も多

い。開院以降2012年12月までの6年間でＮＩＣＵ管

理を必要とした児は1803人であった。その中で、

在宅でさまざまな医療ケアを必要とする可能性が

高いと思われるハイリスク群は、超早産児118人

(7％）、染色体異常や奇形症候群86人（5％)、外

科疾患を有する者57人（3％)、重症新生児仮死４２

人（2％）と全体の入院のおよそ17％にのぼる。

小児科の救急医療に関してはER方式を導入して

おり、年間16000人ほどの新規受診があり、この

中にPICU入室を必要とするような重症,患者も混

在している。

【症例呈示】

在胎27週5日、6709で出生。出生後他院NICU

で管理をおこない、５ケ月間以上の人工呼吸管理

ののちに抜管。ＣＬＤに対して在宅酸素を導入、

退院調整のために当院小児科に転院となった。退

院調整中に肺高血圧クライシスをおこし、集中治

療で一命を取りとめた。ＣＬＤのほかに気管軟化

症があることも判明し、人工呼吸管理離脱も困難

であった。ご両親の在宅移行への意思が非常に強

く、状態安定化ののちに、気管切開下高呼気終末

圧人工呼吸管理、酸素併用、肺高血圧薬としての

【当院での在宅医療の現状】

開院から2012年12月までの6年で、気管切開以

上の医療ケアを用いて当院小児科で外来管理を継

続している患者は、気管切開13人、気管切開下人

工呼吸管理（ＴPPV）１７人、非侵襲的人工呼吸管

理（ＮPPV）９人であり、その数は年々増加、累

積してきている。計画的にこれらの医療ケアを導

入するケースは非常に少なく、特に気管切開や気

1３



ケースでも、最終的に在宅での管理を継続できな

い事態に陥ることもある。

管切開下人工呼吸管理は、そのほとんど全ての

ケースがNICUやPICU長期入院を必要とする児の

在宅移行を目的に導入きれている。その中でも

NICU長期入院児（NICU、小児科で入院診療継

続が必要な児を含む）は全体の半数以上を占めて

おり、児の退院にむけてＮＩＣＵとＰＩＣＵ、小児科の

蜜な診療連携は必須である。

【当院におけるＮＩＣＵ長期入院児の在宅療養支援】

在宅での医療ケアが必要な児について、当院で

外来管理を継続することが予想される児は、新生

児科から小児科に診療引継ぎをしており、退院調

整は小児科が主導で行っている。在宅での医療ケ

ア継続が必要と判断きれた段階で、従来は新生児

科、小児科のカンファレンスののちに小児科に転

科、ＰＩＣＵで状態の安定化と在宅でのデバイスを

導入したのちに小児病棟に転棟、小児病棟に転棟

したあとに家族への指導､社会資源や制度の導入、

地域との連携を含めた在宅療養支援体制の確立、

外泊を重ねたのちに退院を達成していた（図l)。

この方式では慢性疾`患に対する評価と治療方針が

【在宅移行の困難さ】

ハイリスク児の増加にともない、在宅で気管切

開以上の医療ケアが必要な児の割合は年々増加し

ている。例えば気管軟化症が成長したときに強い

呼吸努力でかえって状態が悪化することがあるよ

うに、成長とともに児の状態が変わるような疾患

を医療スタッフや家族が十分に認識すること、慢

性疾患の病態、見通しや予後、治療方針を家族に

十分に受け入れてもらうことは非常に大切であ

る。在宅移行を決定したあとは、医療機器の準備、

社会資源や制度の導入､家族への医療ケアの指導、

地域との連携として訪問看護、訪問診療、訪問リ

ハ、ショートステイ施設などの選定と退院前関係

者会議、などがスムーズにできることが必要であ

るが、これらのどこが滞っても、`惠児の在宅移行

は非常に困難となり、入院が長期化する要因にな

る。地域との連携が不十分であると、ご家族の肉

体的心理的負担は増強し、一旦在宅にでられた

ＮｌＣＵ長期入院児の在宅療養支援
これまでの流れ密｜唖願

家族への指導

在宅療養支援体制の確立 ●
小児病棟で（外泊をはさみながら）

退院前カンファレンス

医師訪問看護
看護師保健師

ＰＴ/SＴ

ＭＳＷほか

図１

退院目標ｌＣシート

＞ ＞ ＞

ソーシャルワーカーと

訪問看護ステーション、へルパー、

保健師と退院後の支援体制の

最終チェック種行います

退院後に利用する予定のデイサービス、

ショートステイがあれば施設の見学に

行きます

利用できる制度の情報提供と

申舗を行います
＞ ＞ 炉

主治医、看護師と

顯辱>局請高声
理学療法士、医療機器専門スタッフ、業者と

屏屏>…二…二Ｊ

院内外泊種

行います

外泊練習:を

行います
おうちの

環境を整

えるため

医療スタ

ッフが家

庭訪問を

行います

＞

新たに必要な物品、改良の必要

な物品、ケアの方法や頻度の調

整を行います

＞

図２
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転科後にかわるケースがある、ご家族とコミュニ

ケーションが十分にとれるようになるのに時間を

要することがある、在宅移行への調整それぞれに

時間がかかり入院が長期化することが避けられな

い、などの問題があった。新生児科と小児科でこ

の問題を協議し、院内に小児在宅医療研究会をた

ちあげた。

①患児がNICUにいる問に新生児科と小児科で協

議し、共通の管理目標の設定をする

②患児がNICUにいる間から、新生児科と小児科

が同席して家族説明をする

③共通の退院支援ワークシート(チェックリスト）

と退院目標ICシート（図2）を導入し、ＮＩＣＵに

いる間から患者指導をできるだけ共通化する

④在宅用のデバイス（医療機器）を可能なら

NICUにいるうちから導入する

などの変更点を盛り込んだ支援体制を確立し、問

題点の解決、よりスムーズな在宅への移行を目指

している（図3)。

[まとめと課題】

医療の進歩とともに、非常に重症な児が救命さ

れ、物理的には高度な医療ケアをもって在宅移行

も可能となってきている。ＮＩＣＵ長期入院を必要

とする児の在宅移行への取り組みとして、新生児

科小児科での共通の管理目標を早期に設定する、

両科同席の家族説明を早期に設定する、共通の退

院支援ワークシートや退院目標ＩＣシートを導入

する、などでより円滑な在宅への移行を目指して

いる。

在宅移行後の地域との連携の観点では、ショー

トステイを受け入れ可能な医療機関がまだ少な

い、小児の在宅呼吸管理に慣れた訪問支援体制も

少ない場合がある、住居地近隣の医療機関との診

療連携が困難な場合がある、児の年齢が大きく

なってきたときの療育機関、児が成人に達した後

の医療管理先、などまだ様々な問題があり、地域

全体で在宅児を支援できる体制の一層の整備が望

まれる。

ＮＩＣＵ長期入院児の在宅療養支援
診療弓|継・支援体制の改善

鰯壼露翰戸==}蕊1蕊１１;忘孟退鐸一懲冠

小児病棟で（外泊をはさみながら）

合同ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ｜

藷雲壽１
図３
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やむなくこれら長期入院児を在宅医療に移行する

ことが必要になってきた｡その傾向を示すように、

大阪府保健所における在宅高度医療児への援助数

も毎年増加し続け、ここ5年の間に実数が約2倍、

人工換気を必要とする児は約4倍に増加している。

そのため、大阪府としては長期入院児退院促進支

援事業として、単に病院側に退院コーディネー

ターを配置するだけでなく、地域における関係機

関相互のネットワークを強化するとともに、在宅

高度医療児対応事業者の育成を行うことにより、

退院後の高度医療機関と連携した地域医療や支援

体制の整備を計ろうとしている。

実際家族にとって、児がNICU入院中は「生き

るための戦い」だったが、一旦退院すると「生活

するための戦い」へと変貌する。そのため、行政

からベルパーの派遣は不可欠であるが、その行政

が予算削減のために、ヘルパーの削減をしようと

する姿勢に対し、母親はその陳情書に「不審な点

があったらいつでも家に見に来てください。削れ

るとことがあるのなら、本当に教えてくだきい。

私はへルパーさんが来られる時間も含めて24時間

フルで働いています。子どもが生まれて3年にな

りますが、もう30年ほど生きている気がします｡」

と書いているケースもある。また、かかりつけの

小児科医まで行くために、途中何回も道ばたに車

を止めて、気管カニユーレの喀疾吸引をせざるを

得ない事情も散見する。AmbulatoryPediatrics

の著者として有名なRobertJHaggertyは1970年

代にすでに、ハーバード大学の医学生教育の中で

患者の家を訪問させ､｢病気の発生､その治癒過程、

健康の維持などの問題は、いずれも家族生活のあ

り方と密着な関係がある。特に子どもの病気やけ

がについては、家族抜きには考えられない」とL

Family-CenteredHealthCareProgramを当時か

ら展開していた。

一方、在宅医療を必要とする児も自宅に戻って

２－３年もすると、地元の通園施設に通うようにな

る。そのため、親の送迎なしに自宅と行き来する

通園バスには、その児の座位保持をする特別な

シートやサポート装置が必要とする場合が多い。

しかし、すべての自治体に肢体不自由児を受け入

れる医療型の発達支援通所施設がある訳ではな

曰本小児科学会千葉地方会

千葉県小児科医会合同シンポジウム

（平成25年９月15日）

ポストNICU児の在宅医療

エバラこどもクリニック（兵庫県）

江原伯陽

私が所属している赤ちゃん成育ネットワーク

(http://www､baby-netjp／）は、昔NICUで働い

て現在開業している小児科医の全国ネットワーク

であり、現在、私はその事務局を担当している。

ご承知のように、過去40年の間に日本の新生児

死亡率は一貫して下がり続け、現在では世界最低

の死亡率を誇っている。さらに超未熟児の死亡率

を出生体重100グラムごとに分けてみると、過去

15年の間、やはりどの体重群においても死亡率低

下していることが分かる。ちなみに、出生体重

15009以下で出生した児の3歳時の神経学的予後

を週数別に見ると、２８週以下児において発達の遅

れがあるのは約20％にしか過ぎない。さらに、２７

－２８週をｌとした場合、それ以下の週数児の脳性

麻痒の発生頻度においては有意差がなく、

ＤＱ<70の頻度のみ、週数が小さいほど多いこと

が分かってきた。また、出生体重6009以下の児

に対し、インドメタシンを使用することでＰＤＡ

が閉鎖し、有意にIVH3-4度の発生率が減少する

ことも明らかになった。

このようなポストＮＩＣＵ児の発達予後に関わる

新生児側の努力及びその成果について、在宅医療

を行っていくでは、新生児科医だけでなく、小児

神経科医及び開業小児科医の連携がどうしても必

要であるため、お互い共通の認識としてデータを

共有することが重要である。

きて、厚労省の班研究によれば全国ＮＩＣＵにお

ける長期入院児の数は毎年平均約220名おり、そ

れは全NICU＋ＧＣＵベッド数の約8％占めており、

また小児病棟にも大勢の（入退院を繰り返す）隠

れ長期入院児がいる現状の中で、これらの児は重

心施設がほとんど満床のため入所することもでき

ず､それゆえにＮＩＣＵやPICUに入院すべき重症(新

生)児を受け入れることができない事態が起こり、
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〈、場合によっては知的障害児通園施設が肢体不

自由児を受け入れることも多々あるのが実情であ

る。また、たとえ医療型ショートステイであって

も、成人との混合病棟のところもあり、ナースな

どの医療スタッフが不足しているために、ケアの

質が必ずしも担保されないため、，患者家族から敬

遠されることもある。

これら在宅医療を必要とする児においても、小

学校入学する年齢になると、地元の特別支援学級

や学校に入学することになるが、入学前にその児

を受け入れるために、保健師が調整役となって、

ご家族、今まで通っていた通園施設の職員、学校

職員、教育委員会の担当者、訪問看護ステーショ

ンの看護師や訪問診療する小児科医及び学校医が

参加するケア会議が開催される。入学後、学校医

は指導医として学校に勤務する看護師や教員に指

導し、主治医は学校看護師に医療的ケアの実施指

示書を渡すことになる。また、学校看護師は、研

修を受け主治医の承認を受けた特定の教員に対

し、痕の吸引等について連携や協働を求め、これ

ら医療的ケアがスムーズに行われるよう実施体制

を構築していく。実際、現在の特別支援学校にお

ける生徒数と看護師数は約7:1であり、病院用語

で言えば昼間のみの7:l看護体制ということにな

る。

また、これら重症心身障害児は単に通園や通学

だけでなく、健常児でいうところの児童クラブに

相当する日中活動の場、すなわち放課後等児童デ

イサービスを受けることも多いが、実際、宿泊型

のショートステイも含めて、これら施設ではナー

スが勤務していないことが多いため、医療的ケア

を必要とする児が利用できないことが多い。重症

心身障害児が地域で生きていくためには、医療と

福祉と教育の三本柱が不可欠であるが、教育と福

祉の現場において、医療が保証されていないため

に、その生活が十分に保障されないことが大きな

課題となっている。そのため、家族はたとえ遠く

ても、質の良いレスパイトが受けられるなら、た

とえ片道一時間ほどの高速道路が必要な遠距離で

も、利用するために児を連れて宿泊きせることが

ある。

障害のある子どもが地域で育つためには、地域

の関係機関によるネットワークの構築が不可欠で

あるが、その中心となるのが地域自立支援協議会

である。しかし、自治体によっては、成人の就労

や老人の生活に重きを置き、子ども部会を組織し

ていない所があり、そのため、障害児の地域生活

支援や居場所づくりが行き届いていないことが多

い。平成24年度からは地域自立支援協議会で討議

された内容を具体化するための機関として、基幹

相談支援センター（障害児相談支援事業所）が整

備されることになり、介護保険のようなケアマ

ネージャーが存在しない制度のもとで、障害児が

地域で豊かな生活を過ごせるためには、このセン

ターに勤務するソーシャルワーカー、相談支援専

門員の資質向上が欠かせない。また同時に、そこ

に勤務する地域体制整備コーディネーターは、病

院に対して地域移行に向けた、地域の社会資源の

普及啓発することを職務内容として理解する必要

がある。

カリフォルニア州では､ＰＴ､ＯＴ､ＳＴやソーシャ

ルワーカーが常勤として配置されたRegional

Center（日本の医療圏に相当）において、発達

の遅れに対する早期療育プログラムであるEarly

StartProgramが展開されており、どの医療機関

からでも、対象となる子どもを診た場合は、電話

一本で必要な支援機関につながるようになってい

る。また、イリノイ州では、医療的ケアが必要な

MedicallyFragile,TechnologyDependent児にお

いては、家族から州の担当機関に支援を依頼すれ

ば、担当者が児と家庭を評価した上で、Shift

NurseAgency（大規模な訪問看護ステーション）

に要請して、シフトごと（8ないし12時間ごと）

に訪問看護師を派遣してくれる。一方、曰本では

在宅療養児に関わる関係機関が情報を共有し、連

携を図りながら、児と家族に対して効果的な支援

を行う連携手帳･ノートを京都の保健所が開発し、

現在全国に広がりつつある。また、地域では医療

的ケアの必要な子ども達の療育や生活を支援する

多職種連携ネットワークがボランティア的に発生

しつつあり、当院でも月に１回、夜間に待合室を

利用して会合（PocoAPoco）を開いている。

一方､これら障害児を支援する医療者の育成は、

これまでの臓器医療を中心とした医学教育におい
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て、患者への治療（Cure）が優先きれ、患者の

退院後の生活の質まで包含したCareの医療が無

視されてきた背景が存在する。その根底には、障

害児の医療と福祉、教育に対する理解と行動が欠

如していると言わざるを得ない。しかし、少しず

つではあるが、現在約1/3の医学部では、その早

期教育において障害児に対する理解や体験実習が

展開されつつある。また、在宅医療に移行する小

児の増加により、受けｍとなるべき医療機関や訪

問看護ステーションの数が不十分であることか

ら、筆者が事務局を勤める赤ちゃん成育ネット

ワークが、各NICUの主な幹部の組織団体である

新生児医療連絡会及び日本小児在宅医療支援研究

会の3団体間でスクラムを組んで、平成24年より

小児在宅実技講習会を約半年に一回のペースで全

国展開している。毎回約60名の受講者が参加し、

胄瘻、気管カニユーレの交換、さらに在宅酸素装

置､人工呼吸器や診療報酬について学習している。

研修を受けた医師の所属は、約2/3が勤務医（主

に中核病院が多い）であり、退院させる病院側の

小児科医師でもこの分野に対する知識や技術の習

得が不十分であることが明確になってきた。（図

１）

図２

さらに、退院させる病院側と在宅側の間に、地

域生活に11項応きせていくための中間施設の必要性

について検討していくべきであろう。米国では、

人口200万人あたりに－カ所、このような

Sub-AcuteHospital(ないしWard)を設置してお

り、手厚い看護体制（5:1)、及び多くの医療ソー

シャルワーカーが在宅移行に向けた活動をしてい

る。日本においても、これら中核病院の長期入院

児を移行きせることができ、かつ人工呼吸器管理

が可能な24時間対応の病棟をもち、しかもレスパ

イト入院も可能な療養環境を有する地域小児科セ

ンターを整備することが今後不可欠である｡一方、

開業医においては、２４時間看取りまで寄り添うこ

とのできるのは一人開業の診療形態（Solo

Practice）ではほとんど不可能であり、できれば

昼休みや時間外に訪問診療が可能な在宅時医学総

合管理料を取得（厚生局に申請すれば簡単に許可

きれる）し、少数の在宅医療必要児を管理してい

くことが今後裾野を広げていく上で現実的であろ

う。そのためには、訪問診療が可能である旨を登

録する制度を行政として整備していくことが肝要

である。

'1嶋蒋零寅鑛混驚議馨純ｑＩｊｋ事繊醗鰹蕊･薄蕊：§筌
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ミのOEL：:名

1回目

〈大穂
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埼玉

3面目

：福磯；

図１

一方、講習会で使用されたマニュアルやパワーポ

イントはすべて公開されており、学習した医師が

さらに地元において伝達講習会を開催できるよう

に工夫している。今後､実技講習会を逐次仙台(平

成26年２月)、埼玉（同３月)、名古屋（同８月）に

おいて開催していく予定である。（図２）
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曰本小児科学会千葉地方会

千葉県小児科医会合同シンポジウム

（平成25年９月15曰）

被災地における小児在宅医療

平成23年１０月に新しい常勤医師が着任し、地域

の需要に応えるために、外科、精神科、小児科を

含めた総合的な医療と在宅医療の提供を始めた。

その後、１階部分の改修、医療機器の整備を行い、

奇しくも震災2年後の同日である本年３月11日に入

院機能の再開が出来た（表l)。

震災後2年半を経過しても、仮設に居住する住

民が多く、産業もがれき処理、土木関係が主体で

あり、漁業を中心とする従来の地域に根ざした産

業は復旧が遅れており、被災やその後の生活環境

の変化によって心身の変調を訴える住民が多い現

状では、まだ復興は進んでいないと言わざるを得

ない。医療に目を向けると圧倒的な医療・保健・

福祉のスタッフ不足にもかかわらず、専門分化し

たままの医療体制であるため、住民が遠方の医療

機関を複数受診しなければいけない非効率的側面

が多く残っており、精神的な問題を抱える住民の

増加や生活環境の変化に伴う疾病の変化への対応

が十分出来ていない。

このような被災地に今求められる医療とは､①

一つの医療機関で多くの疾患に対応できること。

②生活環境に即した、慢性期疾患の適切な管理が

出来ること｡③精神的ストレスと身体疾患を同時

にみることが出来ること｡④スタッフ不足を地域

の多職種連携で補うこと｡⑤震災前から崩壊しか

かっていた地域医療を、今後長期にわたり継続し

ていける形態に立て直すこと。であると考える。

気仙沼市立本吉病院

齊藤稔哲

平成21年度気仙沼市と合併をした１日本吉町は気

仙沼市の南に位置する。人口は約11,000人、町内

の医療機関は震災前から常勤医2名を有する当病

院のみで、国内の人口あたり医師数を大幅に下回

る医療過疎地域であり、かつ、当時は消化器内科

中心の内科単科病院であったため、他の診療科に

ついて住民は遠方の医療機関への受診をせざるを

得ない状況にあった。

大震災の津波は海岸から4kｍ内陸に位置する当

院にも押し寄せ、病院施設の１階部分が水没し、

ほとんどの医療機器と診療材料を失った。さらに

震災後早期に2名の常勤医の退職もあり、一時医

療の空白が生じる危機に直面したが、全国各地か

らの支援を受けてかろうじて医療を継続すること

ができた。

施設・人材の両面で機能低下をきたした当院で

あったが､鉄道をはじめとする交通網が寸断され、

他の医療機関が診療不能な状況に陥ったため、震

災による精神的な問題を含め地域で発生する多様

な疾患に対応する必要が生じた。また、当院の入

院機能が消失したことと、医療支援チームにより

訪問診療・看護が当地域にもたらされたことで在

宅医療の需要が急速に高まった。

上記の課題に対応するため、本吉病院では地域

医療再生に取り組んだ。

１．地域で起こる全ての医療問題の窓ロになる

地域に唯一の医療機関であることから、震災後

は地域で起こる問題は取捨選択せずに対応するこ

とと決め、地域が求める医療を提供するように努

めた。

２．病院単独の活動から地域の総合力を活かす活

動へ

重症患者対応や、急性期を過ぎた,患者の在宅復

帰をすすめるため、中核医療機関である気仙沼市

立病院との連携を強化した。また、幅広い地域の

需要に対応するために、老人福祉施設、訪問看護

師、ケアマネージャー、ヘルパー、行政等との協

震災後の経過

津波により病院1階部分が全損

震災時の入院患者は全員内陸の病院に転院

被災直後から２階病棟を救護所として活用

震災後2名の常勤医師の退職｡一時病院の
存続危機

平成Z3年10月新院長就任に伴い保険診療
の再開と在宅診療開始

平成24年８月１階の改修完了

平成25年３月医療機器の再整備の完了

平成２５年３月11日入院再開

●
Ｃ
●
●

●

●
●
●

表１
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働を推進する目的で、地域での情報交換の場とし

て週１回の勉強会を開催したり、携帯端末を用い

た患者情報共有システムを導入した。

３．入院医療から在宅医療へ

住み慣れた自宅での生活を望んでいるものの、

様々な理由から病院での生活している患者に対し

て、前述の地域ネットワークを活かして、‘患者・

家族を支援し在宅医療を推進した。震災前にはほ

ぼゼロであった訪問診療も現在約130名にまで増

えてきている。

４．医療の選択を医療者から住民へ

健康問題に関しては医療機関にお任せの風土が

ある地域で、生活の根幹である、自分たちの生き

方・死に方について住民自ら考えてもらうよう、

診療、住民との懇話会、研修会のなかで積極的に

話題にあげている。この結果、生活習慣病に対す

る患者の取り組みに変化がでてきており、在宅着

取りも大幅に増加した。

５．地域で医療者を育成する

医学生・研修医には被災地の医療を共に再構築

する経験を通して、地域医療への興味と理解を深

めてもらっている。今年度は全国から17名の初期

臨床研修医が当院に訪れてくれた。また、他の被

災地医療機関・東北大学の協力のもと、本年６月か

ら家庭医療後期研修医を1名迎えることができ、地

域の医師を地域で育ていくことに－歩踏み出せた。

ていたことから、当院では総合医による小児医療

も始めた。開設後半年の平成24年度当初には受診

者が増加し外来』患者の約1割が小児患者となっ

た。同時期より、特別支援学校への医療的ケア巡

回指導、本吉地区の乳幼児健診など、地域の子ど

もたちに関わる仕事も増えてきた（表2)。

特別支援学校との連携の中で、呼吸器を使用し

ながら在宅で生活をしている子どもたちが気仙沼

地域にいることを知り、子どもたちとその家族が

生活を維持していくことに様々な困難があること

もわかった。当院では既に成人の訪問診療が安定

してきた時期でもあったため、小児分野にも取り

組むこととした。

以下に現在定期的に診療をしている3名の小児

の概要を記載する。

ケース１：ｅ才男児

･傷病名:Leigh脳症､痙性四肢麻庫､慢性呼吸不全、

症候性てんかん、

･現症：呼吸不全のため人工呼吸器装着、経鼻

胄管栄養、喀疲の持続吸引筋力低下のため

四肢自動困難

･医療体制：大学小児科に定期受診、感染等体調

不良時は市立病院対応

･当院の対応：定期訪問診療、体調変化時の相談・

高次医療機関への紹介、訪問リハビリ、レス

パイトの準備

当地区には小児科標楴の医療機関がなく、最寄

りの小児科クリニックへの受診も車で片道30分以

上要すること、市街地の小児科も中核病院を含め

て3施設しかなく需要への対応が困難になってき

ケース２：２１歳男性

･傷病名：痙性四肢麻瘤、精神運動発達遅滞、て

んかん

･現症：痙性強〈坐位不可、上下肢の関節拘縮

重度、胃瘻栄養

･医療体制：県立療育医療センター、仙台の3次

医療機関に定期受診

･当院の対応：定期訪問診療、訪問リハビリ、ロ

腔ケア（歯科医師と連携）

本吉病院の小児関連業務

1.Ｈ２４４月～

・小児患者増加(外来患者の約1割）

・気仙沼･迫特別支援学校医療的ケア巡回指導

（月１回）

・本吉地区乳児･1歳半・3歳児健診

2.Ｈ２５２月～

・小児在宅診療開始(現在3件）
3Ｈ２５４月～

・本吉地区内全幼稚園･小学校･中学校の校医

（11施設）

４．Ｈ２５．７月～

・知的障害が軽度である発達障害診療開始

ケース３：１４歳女児

･傷病名：Miller-Dieker症候群、てんかん、痙性

四肢麻痒、精神運動発達遅滞

･現症：冑瘻栄養、逆流性食道炎予防のため食表２
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道絞拒、持続吸引実施、平均１曰１回全身性

間代性けいれん発作、四肢自動あるも筋力低

下著し<寝たきり状態

･医療体制：市立病院へ定期受診

･当院の対応：定期訪問診療、レスパイトの準備

訪問してみると、在宅で生活する子どもたちとそ

の家族は、専門医療に加えて、医療的には大きな

課題とはならないような曰常の些細な問題への支

援も求めており、訪問診療によってきめ細やかな

対応をすることで、在宅生活がさらに安心して送

れることを感じた。

今後の課題としては、訪問当初から要望のあっ

た本人と家族の体調管理目的の短期入院開始であ

る。当院では震災前まで小児の入院の実績がな

かったために、気管支炎や急性冑腸炎などの急`性

期で比較的軽症の小児,患者の入院治療や、慢性呼

吸不全の成人の短期入院などに取り組み、スタッ

いずれのケースも主治医が別にいる状況での関わ

りである。主治医の所属する医療機関が遠方にあ

り、日常生活上の困りごと・心配事を逐一相談す

ることが困難な状況や、生活の質を保つためのリ

ハビリが通所困難との理由で実施できていない現

状がみられたため、主治医からの指示の下、当院

で可能な範囲の訪問サービスを実践した。実際に フのスキルアップと施設の整備に努めている。
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されることがあるが、それは重症児ことに医療ケ

アレベルの高いケースに対応しうるベッドが少な

いため、在宅支援施策を推進せざるを得ないとい

うのが実態である。また、短期入所ベッドが少な

いこと、重症児者の主治医病院が特定の病院（小

児年齢ではl小児病院、成人年齢では1重心施設）

に集中していること、地域拠点病院が重症児の医

療に携わる機会が少ないことなどの問題点を抱え

ている。

日本小児科学会千葉地方会

千葉県小児科医会合同シンポジウム

（平成25年９月15日）

クリニックで実施している

重症心身障害在宅支援

能見台こどもクリニック

小林拓也

（１）横浜市における重症心身障害児者の現状

横浜市には重症心身障害児者（以下、重症児）

が1068名おり、そのうち854名が在宅で生活して

いる（平成24年４月現在､児童相談所調べ）（図ｌ）。

（２）メディカルショートステイシステム

先に述べた短期入所ベッドは、在宅支援のなか

でも最も重要な支援の一つとされるが、横浜市内

3重心施設合計で１５床前後しかなく、これ以外に

医療ケアに充分対応できる施設はないため、その

対策は喫緊の課題である。横浜市では、平成24年

度よりメデイカルショートステイシステム２）と

いう地域拠点病院小児科病棟の空床を利用し、病

院でのショートステイのシステムをスタートし

た。－病院単独でのショートステイは各地で行わ

れているが、このシステムは市内の7拠点病院の

連携と行政によるコーディネートという特徴を有

するシステムである（図２）。また、予め医療・

生活情報をコーディネーターが一括管理すること

により、緊急時の対応が可能であることも特徴で

ある。空床が常に確保できるとは限らないこと、

成人年齢の重症者への対応、病院でのケアに対す

る保護者の不安等まだまだ問題点は多いが、シス

テムへの登録者数､利用者数共に伸びてきており、

今後の発展が期待される。

医療ケア

459人（

今重症，

1067人 在宅866人（81％）

図１横浜市の重症心身障害児・者

（文献２より引用）

長期入所と在宅／医療ケアの有無

市内に長期入所ベッドが約150床しかないため、

在宅率は80％と全国平均70％'）より高い。横浜

市は在宅支援施策が進んでいる自治体であると評

①登録

鳫熱亙鏑歴診療生活情報の甑依頼ＦＤ診療情報提供

②利用 一

馬菖匝｡匝菫鶚|愛
図２メディカルショートステイシステム（文献２より弓|用）
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（３）クリニック併設の重症児曰中一時預かり

私たちは、重症児、特に医療ケアレベルの高い

ケースの在宅支援を行うべく、平成１１年よりクリ

ニック併設の重症児日中一時預かり施設“ケアハ

ウス輝きの杜”を運営している。

ケアハウス輝きの杜は平成11年開設で、現在、

定員は20名で運営している。重症児認定を受けて

いれば、重症度・利用要件に関わらず誰でも利用

出来る。週5日（月・火・水・金・土曜日)、午前

8時から午後6時までの利用が可能である。現在全

登録者45名であり（図３)、年齢分布は学齢期が

26名と約6割を占める。利用形態として､①予め曜

日を決め、年間を通して定期的に利用する定期利

用､②前月に利用を申し込む不定期の予約利用､③

定員に空きがあれば当日の申し込みでも利用可能

な臨時利用の3種類を設定している。

この中で定期利用が当施設の特徴であり、特に

医療ケアレベルの高いケースでは定期利用を前提

としている。現在29名が登録をしている（図４)。

希望者全てに応ずることはできないが、17名は自

宅と施設間、地域の特別支援学校と施設間の送迎

も併せ行っている。定期利用者の中には、保護者

の就労のため、週5日利用しているケースもある。

他の利用目的としては、健康管理、定期的レスパ

イト、兄弟児に使える時間の確保等が多い。

臨時利用の中には、点滴や長時間のケアによる

急性疾患治療を目的とした利用、いわば預かり治

療も含まれ、これが当施設の第二の特徴となって

いる。連日の預かり治療により、肺炎等の急性疾

患,罹,患時にも、入院しなくて済むようになった

ケースも少なくない。

クリニック併設の日中一時預かりであるため、

そのニーズは医療ケアレベルの高いケースであ

り、全登録者45名中38名（84％）が医療ケアを有

するケースである（表ｌ）。更に人工呼吸器5名、

酸素投与7名など、単純な医療ケア（経管栄養、

通常の吸引のみ）以外の高度な医療ケアを有する

ケースが29名（64％）と多数を占めている。

|矢ケアあり 3８８４０

図３契約者中の定期利用の有無
１６０陸~=ケアなし

表１医療ケアの状況

平成11年の開設当初は、重症児を預かるという

制度が存在しなかったため、医療保険の再診料の

みでの預かりであった。支援費制度、障害者自立

支援法と制度が整備されるのに伴い、それぞれ、

宿泊を伴わない短期入所、日中一時支援と制度利

用が可能となった。制度が整備されるにつれ利用

者数は増加し、平成24年度には年間利用者数3560

人を数えている。特に、学校の長期休暇である夏

休み・春休みは定員一杯の利用が続いている。

予約

３８

図４利用種別ごとの年間利用のべ回数

2３

￣

登録者数４５名

注入、通常の吸引のみ９名（20％）

複雑な医療ケア ２９名（64％）

在宅人工Ⅱ乎吸器５名

在宅酸素７名

気管切開７名

吸引（要経鼻気管内吸引）１８名

胄瘻･腸瘻１９名

導尿３名



リニックの人員不足を補っていただいている。重

症児の在宅支援では、このケースワーキングが非

常に大きな比重を占め、特に高度な医療ケアレベ

ルのケースでは医療職の参加が必要不可欠であ

る。行政窓口のケースワーカーの協力を得ても、

時間的・労力的な負荷は非常に大きい。第４に行

政との連携が挙げられる。障害者自立支援法・総

合支援法と次第に障害児者の在宅支援制度は形作

られてきたが、重症児の在宅支援に関しては、未

だ、充実とは程遠い状態であるのが現状である。

従って、行政が一緒になって地域の問題点の解決

方法を模索してくれなければ、地域のニーズを満

たすことは不可能である。

これらの連携により、何とかクリニックでの在

宅支援を行ってはいるが、この連携は、未だ個人

的な繋がりに過ぎず、この連携をシステム化して

いくことがクリニックでの在宅支援を広げていく

には重要なことと考えている。

しかし、重症児のケアが可能な職員配置を行う

と採算は全く取れず、診療所の収入で施設の赤字

を補填するという状態が長く続いた。ようやく、

平成24年５月より、障害者自立支援法改正に伴い、

医療型特定短期入所制度という無床診療所での日

中一時預かりを正式に認知した制度が成立し、預

かりの趣旨が公認されるとともに、採算的にも安

定した経営が可能となった。

（４）クリニックで実施している重症児在宅支援

重症児、特に医療ケアの高度なケースの在宅支

援では、利用可能な社会資源が非常に少なく、支

援をしようにも、虫食い状の支援しかできない場

合が多い。当クリニックでは、重症児の日中一時

預かりを中核として重症児の在宅支援を行ってい

るが、この虫食い部分を全て日中一時預かりで埋

めているというのが現状である。従って、本来の

日中一時預かり以外の役割が非常に大きく、むし

ろ、日中一時預かりを在宅支援のメインの手段と

して使っていると換言した方が実態に即している

と言えよう。

クリニックで行う在宅支援は、最も地域生活に

密着した方法論であると思われるが、様々な連携

体制が必要不可欠である。このなかで、主治医と

の連携がまず第一に挙げられる。当院では、神経

系の薬剤の調整を含め在宅管理のほぼすべてを

行っているケースでも、紹介元の病院に主治医の

役割を継続してもらっている。これにより時間外

の緊急対応、入院対応を可能としている。第二に

地域の特別支援学校、福祉施設との連携が挙げら

れる。特に、特別支援学校とは、教員の研修も含

め医療ケアの指導、医療的情報の共有等、強く連

携している。第三に児童相談所・区役所など行政

窓口との連携があげられる。制度利用のための支

給決定のみならず、ケースワーキングの面でもク

（５）終わりに

まだまだ問題点は多く、誰にでもお勧めできる

状態ではないが､クリニックにおける在宅支援は、

重症児の在宅支援の一つの方法論として重要なも

のと考え､皆様にご参考いただけるべく報告した。

最後に、このような報告の機会を与えていただ

いた日本小児科学会千葉地方会、千葉県小児科医

会の諸兄に深謝いたします。

【参考文献】

ｌ）椎原弘章:重症心身障害児(者)の概念と実態．

小児内科４０：’564-1568.2008

２）小林拓也：在宅医療を支える地域ネットワー

クシステムー横浜市の場合一．小児内科４５：

’321-1324,2013
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曰本小児科学会千葉地方会

千葉県小児科医会合同シンポジウム

（平成25年９月15日）

日本小児科学会社会保険委員会が考える
在宅医療支援モデル

ムーズに移行できるような切れ目のない制度設計

である必要がある。最後に、小児においては介護

保険が使えないため、障害者総合支援法を活用す

ることである。

３）医療資源としての小児医療提供体制

日本小児科学会が提唱してきた小児医療提供体

制のモデル案に沿い、過去数回の診療報酬改定に

よって、全国に中核病院、地域小児科センター、

一般小児科､地域振興小児科が整備きれつつある。

しかし、これらの病院群は基本的に小児の救急医

療に特化した診療報酬|体系で整備されてきてい

る。翻って、地域に存在する小児を診療する医療

資源を傭撤すると、これらの病院群しかないとい

う状況になりつつあることも事実である。小児の

在宅医療を考える場合、地域に残るこれらの病院

群の強力が得られなければ到底成り立たない議論

であることをご理解いただきたい。

日本小児科学会社会保険委員会委員長

済生会川口総合病院小児科

大山昇一

１）はじめに

日本小児科学会社会保険委員会では、平成２６

年診療報酬改定に向けて小児の在宅医療をどのよ

うに構築すればよいか、委員会内にて検討し厚労

省に提案した。この提案は厚労省、ひいては中医

協での検討を経なければ診療報酬に反映されない

ものであり、現時点での日本小児科学会社会保険

委員会の意見であることにご留意いただきたい。

今回はその概要について報告する。

4）小児在宅医療の現状

２）提案の対象となる小児在宅医療とそれを設計

する上での留意事項

小児の在宅医療には、大まかに以下の３種類の

区分がある。すなわち、（１）慢性疾患の在宅で

の自己治療（糖尿病、血友病、内分泌疾患など)、

（２）難治性疾患の在宅療養(悪性腫瘍､人工透析、

進行性疾患など)、（３）回復不能な病態の在宅療

養（蘇生後脳症など）である。社保委員会では議

論を単純化するため、（３）の回復不能な病態の

在宅療養だけを対象として検討し、なかでも小児

の在宅人工呼吸療法をスムーズに開始・継続する

ための方策を検討した。

小児在宅医療を設計する上でいくつかの留意事

項がある。一つは、現在ある医療資源を有効に活

用することである。２つ目に、小児の特殊性を考

慮したシステム設計である。小児の在宅医療の特

徴として、医学的管理を必要とする複数の病態を

持つ子どもの比率が成人のそれに比べて多いこ

と、地域で学び・育っていくための支援が必要で

あること、同胞や家族の生活の質を確保するため

の社会資源が乏しいことが指摘されている。３つ

目に、小児の在宅医療から成人の在宅医療にス

１小児在宅医療の現状
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鯵波臓麟上､不繊寡０

在宅衣、の亘立一

寓次打U険から一気に

在宅逼俶に移行．

ここで小児在宅医療の現状について検討した

い。図ｌのごとく、現在の小児在宅医療は左上に

ある中核病院から種々の準備を整えて、一気に自

宅での在宅医療に移行するというのが基本的な運

用である。在宅に移行した患者ざんの自宅の周囲

には地域小児科センターや開業医、訪問看護ス

テーションや訪問介護事業所などの様々な医療・

福祉資源、行政といった社会資源が存在するもの

の、これらの社会資源は有効に利用されていると

は言えない状況である。また、これらの社会資源
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は病院）の管理の中に移行して行ければ、小児年

齢を過ぎても安定した療養環境が確保できる事に

なる。

の施設側からみると、突然降って湧いたような在

宅医療を行う小児を受け入れるということは、き

わめて抵抗の大きな業務ととらえられてしまう。

患者さんの側からみても、それまで中核病院での

医療に絶大な信頼をおいて治療してきた経緯か

ら、突然ほとんど初めて出会うような地域の社会

資源と折り合いをつけろと言われても無理な話と

感じられるのは当たり前である。さらに、在宅医

療においては種々の管理料等が診療報酬上設定き

れているが、在宅の主体となる中核病院がそのほ

とんどを算定することになるため、地域の医療施

設は経済的にも小児在宅医療を受け入れようとい

う行動には結びつかない。,患者ざん側も、月一度

の管理料の算定の必要から中核病院に通院すると

いう労力が発生している。

このように、現状での中核病院から始まる小児

在宅医療には多くの問題点が包含きれており、そ

のために在宅に移行した患者ざんが地域の中で孤

立してしまい、ひいては小児の在宅医療がなかな

か前に進まないという事態を招いている。

６）小児在宅医療の入り□としての地域小児科セ

ンターと強化型在宅支援診療所（および病院）

図２には、在宅医療を始めるにあたり中核病院

から地域の小児科センターに転院し、そこでの調

整のあと自宅での在宅医療に移行する案を示し

た。原則は往診で対応することを念頭においてい

る。図３には、中核病院から一気に強化型在宅支

援診療所（および病院）を受けⅢとする自宅での

在宅医療に移行する案を示した。

まず、図２に示す小児科センターに転院後に自

宅での在宅医療に移行する案を説明する。小児の

在宅医療において成人と根本的に異なる点とし

て、感染症などへの罹患による病状悪化や成長に

伴う医療機器や医療器具の調整がしばしば必要と

なり、それに伴う入院医療が多い事が挙げられる。

地域小児科センターはそれらの要望に耐えうる能

力を備えた施設と考えられる。図ｌで説明したよ

うな中核病院の抱える欠点を十分に補強できると

思われる。

５）社会保険委員会が提案する小児在宅医療の構

築

小児の在宅医療の流れを傭撤した場合、いくつ

かのポイントが存在することがわかる。一つは在

宅医療を抵抗なく開始できるような工夫、もう一

つは在宅に移行した直後の抵抗を少なくするよう

な工夫、そして最後に安定的な在宅医療が確立し

たあとで成人の介護保険の枠組みに抵抗なく入っ

ていけるような工夫である

以上のような施策を考えると、まずはじめに在

宅医療の管理の主体を中核病院から患者ざんの居

住する地域に移すことが必要である。その上で、

在宅医療を様々な方法で援助するための受けⅢを

用意することが、在宅医療への移行直後の患者さ

んとその家族の不安解消に繋がると思われる。地

域には潜在的に多くの社会資源が存在しており、

それを有機的に活用することは地域の事情に精通

した地域の施設にしかできないことであると考え

られる。さらに在宅医療の安定期に入ったあとは、

すでに成人領域で運用されている在宅支援診療所

(あるいは病院)、強化型在宅支援診療所（あるい

図２小児在宅医療の受け皿(案1）
：愚11葛‘｜率軸立父,Ｈｕ
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次に、図３に示す強化型在宅支援診療所（お

よび病院）を受けⅢとする自宅での在宅医療に移

行する案を説明する。全国にはすでに１万数千に

およぶ強化型の在宅支援の枠組みが存在してお

り、前節で説明したような小児に特徴的な細かい

ケアへの援助さえあれば、すぐにでも小児の在宅

人工呼吸療法の子どもたちを受け入れる素地はあ
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ると言われている。その際には地域小児科セン

ターなどの入院施設の協力はきわめて重要であ

り、強化型の診療報酬'上の枠組みの変更が望まれ

るところである。しかし、これに関しては２００

床以上の病院が強化型に入る事に対して、これま

での在宅医療制度の構築に反するという強い抵抗

があり何らかの別の方策を考える必要がある。ま

た、成人後の在宅医療への円滑な移行という意味

では強化型在宅支援診療所（および病院）を受け

Ⅲとするのが無理のない案である。

になるかもしれない中核病院や地域小児科セン

ターなどの病院には、障害者総合支援法を熟知し

提供されるサービスを理解する人材が少ないとい

う問題点がある。図ｌで示したような地域の資源

を有効に活用するためには、在宅医療を提供する

主体である病院に相談支援専門員に相当する職員

の配置が必､要である。これにより、図２および３

の右上に丸く囲ったように地域の資源を有機的に

結びつけ、小児在宅医療を支援する受けⅢが形成

されると思われる。

８）おわりに

日本小児科学会社会保険委員会では、小児の在

宅人工呼吸療法をモデルとして以上述べてきたよ

うな提案を厚労省に対して行った。厚労省の担当

官にはその理念については十分に理解して頂いた

と考えている。具体的方策が何らかの形で示され

るのか否かは未知数であるが、今後も日本小児科

学会社会保険委員会として様々なアイデアを出し

ながら形あるものにしていきたいと考えている。

図３小児在宅医療の受け皿(案2）
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９）補足

小児の在宅医療を考えるときには医療・福祉・

教育などの複合的な視点が必要であるが、家族へ

の支援を論じるときにレスパイトという用語が使

われている。診療報酬制度は医療のための制度で

あり、福祉的なイメージの強いレスパイトという

用語はできるだけ用いない事をお願いしたい。福

祉的な意味でショートステイ、レスパイトに代わ

る言葉としてメディカルショートステイという用

語はいかがであろうか。

いずれの案にも一長一短があり、どちらかに限

定すると決めつけるべきではないと考えられる。

地域の事情、患者さんの状態などに応じて柔軟に

それぞれの方策を使い分けることができるような

制度設計が望まれる。また、複数の施設や機関が

互いに連携しなければならず、在宅医療移行支援

パスのような工夫も必要になると思われる。

７）在宅医療を支援するためのコーディネーター

制度

途中でも述べたが、成人の介護保険制度にはケ

アマネージャーが存在する。それに代わるものと

して障害者自立支援法が制定されており、平成２

５年４月には障害者総合支援法としてその内容が

強化きれた。ケアマネージャーに相当するものと

して相談支援専門員という仕組みが作られている

が、その絶対的な数は少なく一部の施設や行政に

しか配置されていない。また、医療についての知

識や経験に乏しく小児の在宅医療の支援には不I慣

れである。一方、小児の在宅医療を提供すること

【参考文献】

1）前田浩利編：地域で考えるみんなで支える

実践１１小児在宅ナビ.第１版,南山堂,２０１３

２）第３回日本小児在宅医療支援研究会抄録集．

2013年９月７日,大宮
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血、それ以外のものを水と名付けている｡気血水

理論のなかで各々の異常として､気逆､気麓､気虚、

血虚、漉血、水滞または水毒があり、実際の症状

にこれらを当てはめ診断の一助とすることを説明

した。また実際の診察法として脈診、舌診、腹診

をお話しした。

次に具体的な運用法として気道感染症に使う処

方について､生薬ベースで使うことを提案した(図

l)。具体的には、発汗の有無、悪寒の有無、咳疾

の有無を組み合わせ、より情熱させる（解熱とほ

ぼ同意）なら麻黄と石膏、情熱と利水なら麻黄と

桂枝、情熱のみなら麻黄と苛薬、鎮咳去疾を主

にするなら麻黄と杏仁の組合わせを頭に置き（図

2)、麻杏甘石湯、麻黄湯、小青龍湯、桂枝湯な

どの処方について（図3)、ざらに解熱後の去疾作

用の強い麦門冬場や咽頭痛に用いる桔梗湯（図

4,5）を加えた。

これ以外に眩量､下痢にも使用できる五苓散(図

67)、夜泣きイライラに母子同服もできる抑肝散

や甘麦大棗湯（図8,9,10)、夜尿症や便秘にも使え

平成24年度第２回生涯教育講座

（平成25年２月16曰）

小児診療に役立つ漢方医学

千葉大学医学部付属病院和漢診療科

奥見裕邦

小児科学の領域では､身体症状が多岐に渡るが、

市中病院においては圧倒的に急性期症状を扱うこ

とが多い。臨床現場では通常鎮咳薬、抗生物質、

あるいは解熱薬を処方されることが多いが、より

効果的な治療を目指すうえで漢方方剤の可能性は

大きい。

一口に漢方治療というと実際は湯液（漢方薬）

を中心とした鍼灸、按摩、気功、薬膳など幅広い

分野を指す。最も一般的なのは湯液（いわゆる漢

方薬）である。

日本における東洋医学の原点は、984年丹波康

頼による『医心方」の編纂とぎれ、その後幾多の

変遷を経て、江戸時代後期にはいくつかの流派に

分かれ、伝統的な臨床医学として市中に広がって

いたｃ

しかし'883（明治16）年内務省令によって、教

育機関にて西洋医学を修了した者のみ医師として

従事可とされ、これ以降正規の医育機関から東洋

医学が追放きれ、現代の臨床的漢方が顔を出すの

は、１９６７（昭和42）年の漢方エキス製剤の保険適

用以降である。（ちなみに中国や韓国では、医療

教育機関が東洋医学（中医学、韓医学）と西洋医

学は全く別系統であり、各々の医師は西洋医学及

び東洋医学の治療診断に特化されている｡）

更に1984（昭和59）年に富山医科薬科大学を皮

切りに、文部科学省指定のコアカリキュラムの一

つとして、授業に漢方講座を取り入れている医科

大学が多くみられるようになった。

日本漢方における概念と診察法（和漢診療学的

診察法)について､その主なものとして陰陽(病期、

状態における新陳代謝の盛衰)、虚実（病邪の盛

衰及び身体の抵抗力の強さ）を挙げた。また漢方

では、体の恒常性を保つ上で熱を運んだり、食物

を巡らしたりするエネルギーのようなものを気と

いい、これによって巡る液成分のうち赤いものを

：玉宰ヨピ

発汗＝一旦“、上「る

,自熱＝解熱

手11フー分泌，､去

：蒜鵬餌ﾉ且

図１
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る小建中湯（図11）などが汎用できる。

今回は割愛するが、内服のさせ方についてもい

くつかの工夫があり、きちんと内服できれば、‘惠

児から進んで内服することもあり得る。本邦は西

洋医学の系統のみが医師として認められているた

め、世界で唯一例外的に東洋医学に従事できる西

洋医が存在する国である。曰本の医師として漢方

治療を利用しないということは、みすみす恵まれ

た機会を逸していると言っても過言ではない。今

後も小児科領域において漢方処方が汎用されるこ

とを願ってやまない。
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平成24年度第２回生涯教育講座

（平成25年２月１６曰）

小児の形成外科

最近2年間の手術実績を表２に示します。一般病

院では、皮膚腫瘍や外傷が上位に来ますが、小児

専門病院では、体表先天異常の治療が中心です。

千葉県こども病院は、大学病院と同じ「DPC」

による保険請求制度を開始しました。厚労省が開

示しているDPC対象病院の診療統計データは、

インターネットの検索サイトで容易に閲覧できま

す。2012年４月～2013年３月退院`患者の統計で、形

成外科で診療する口唇口蓋裂手術数は､県内一位、

全国三位の実績でした。

口唇裂口蓋裂の診療では、手術を形成外科で担

当します。そして歯科や耳鼻科、小児科各科、言

語聴覚士etcも関わり、チーム医療を提供してい

ます。

･手術治療・・・形成外科

・産出性中耳炎・・耳鼻咽喉科

・全身・合併症・小児科の各専門医師

､言語訓練・・・言語聴覚士

･術前顎矯正・・歯科（こども病院）

・矯正治療．．、外部の矯正歯科（東京歯科大等）

千葉県こども病院

鈴木啓之

千葉県こども病院では病院開設と同時に形成外

科も診療を開始しました。当時から現在まで、千葉

県内で小児の形成外科疾患を扱う中核施設です。

千葉県の形成外科専門医認定施設・教育関連施設

は2012年で22病院であり、東京都や神奈川県と比

ぺて圧倒的に少ない状況です。

本稿では、こども病院形成外科で診療している

主な小児の形成外科疾患について解説します。

形成外科の診療対象は、身体の部位として頭部

から足先までに及ぶ広い範囲です。また、皮膚・

皮下組織のような表層からⅥ顔面骨、頭蓋骨、手

指骨・足趾骨などの骨･硬組織も対象となります。

以下に診療している主な疾患を示します。

診療 している主な疾患

ｉ
靴

口唇ロ蓋裂治療の治療スケジュール

筆者が赴任した2000年から、歯科との連携で術

前顎矯正を開始しました。当初は伝統的な口蓋床

(ホッツ型）を実施して、甲原歯科部長の独自の

工夫もあり、よい結果を得ることが出来ました。

そこで、ニューヨーク大学で開発されたＮＡＭ装

置という、変形外鼻の矯正効果があるタイプも導

入しました。

口唇口蓋裂の術前矯正治療の目的は、

１開大した顎裂を狭小化する

２．左右の顎のアライメントを整える

３哺乳を助ける

という３つになります。

最近では口蓋裂手術が増加したので、哺乳のう

まい赤ちゃんでは、簡便な顎矯正方法として口唇

を伸縮テープで引き寄せる手技も行っています。

手術実績 囮■■Ⅱ■■■■■■。
。■■■■■■■回

手足の先天異常

手足の先天異常も患者数の多い疾患です。

口唇裂は誰が見ても､一目で存在が判るのですが、

軽度の合指症などは出産時には気づかないことも

3１

部位 主な疾`患

顔面 口唇裂口蓋裂、顔面神経麻痒

頭蓋 頭蓋骨早期癒合症、先天頭皮欠損

耳介 小耳症、各種耳介変形、副耳

手足 多指症、合指症、多合趾症、裂手裂足

体幹 漏斗胸Ｉ齊突出症褥瘡

皮膚 皮膚良性腫瘍、血管踵、リンパ管腫

手術内容区分 ２０１１ ２０１２

熱傷 ０ １

顔面骨骨折・顔面損傷 １ ２

唇裂、口蓋裂 118 １０８

手、足の先天異常 5６ 5７

その他の先天異常 8５ 8４

母斑、血管腫、良性腫瘍 5４ 7４

悪性腫瘍・再建 ０ １

癩痕、腰痕拘縮、ケロイド 1２ 1８

褥倉Ⅲ、難治性潰瘍 ０ １

美容外科 ０ ０

その他 ２ ２

合計 328 348



図１：母指多指症のWassel分類
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あります。手の指では母指多指症が多く、足では

第５趾の多合趾が多いという特徴があります。手

足の先天異常全体でもっとも頻度が高いのは母指

多指症です。多指症は、形態的にはレントゲンか

らみたWassel分類が用いられ7型に分類されます。

治療は、余剰指を（趾）を単純に切除する場合、

そして、外転筋の移行、関節包の形成などを行い

ます。また、典型例から離れた亜型もあって、複

雑な手術を要する場合もあります。

われわれは、軟骨を切除する従来法を改良した術

式も、NUSS法も両方施行しています。

なお、ネットの情報には「10％程度の患者さんが

バーの位置のずれなどによって再手術が必要にな

ります。また術後3-4年の間激しい運動はできま

せん｡」といった記載があります。この文章の作

者はNUSS法の経験が無いようで、誤解した情報

を発信していると思われます。

患者さんの紹介時期について

こどもに多い良性腫瘍でも、石灰化上皮腫など

は、意外に早く増大することがあります。毛根の

細胞から生じて、皮膚直下にあります。数ヶ月で

皮膚が破れ、腫瘍が露出して感染する場合もあり

ます。早めにご紹介下さい。

先天異常の疾患では,患者家族が、専門医の説明

を早く聞きたい、という希望を持つ場合もありま

す。手術をする時期は、もっと先なのかもしれま

せんが、家族にお話しすることで安心すると考え

ますので、どうぞ、新生児期でも体調が落ち着い

ていれば受診して頂いて構いません。

漏斗胸

漏斗胸は一般的に肋軟骨の過長が原因とされて

いて、伝統的な手術では胸部を山形に大きく切る

か、正中切開を行って肋軟骨を短縮し、必要なら

陥凹する胸骨も骨切りして挙上しました。十分に

挙上が出来ない、陥凹の再発、胸骨の前面はケロ

イドの好発部位であること、などの問題点が指摘

されていました。米国のNussは、ペクタスバー

手術という、内視鏡を使って側胸部の３ｃｍほど

の小切開から金属バーを漏斗胸陥凹部に留置する

手術を考案し、傷が目立たない低侵襲の手技とい

うことで普及しています。こども病院でもペクタ

スバー手術も行っています。金属バーは2年半ほ

ど留置します。ペクタスバー挿入手術後、数日し

て痛みが軽減すれば退院します｡登校も可能です。

金属バーは術後一月間程で、固い線維性被膜に包

まれますと、位置は安定します。その間は、激し

い運動は控えて貰います。その時期が過ぎれば学

校の体育も可能としています。ただし、空手、柔

道等の武道、激しいスポーツは控えます。

疾患別およその手術時期

こどもさんの手術ですので、簡単な手術でも、

基本的に入院して全身麻酔が必要です。

手足の先天異常

手術時期は１－２歳ですが、発育がよければ、

１歳になる前に手術しています。

3２



耳の先天異常

折れ耳や埋没耳は、保存治療で改善するので、

乳児早期にから始めます。早めにご紹介下さい。

副耳の切除手術は、少なくも生後半年以降。

小耳症手術は１０歳以降です。ただし、耳鼻科での

難聴検査も必要です。

します。形成外科初診で悪性腫瘍を疑い、血液腫

瘍科に紹介して、やはりそうだったこともありま

す。

単純`性血管踵はレザー治療の適応ですが、こども

病院には、レザー装置がありません。治療不可能

です｡装置を持っている施設へ再紹介しています。

漏斗胸

ナス法は9～11歳以降での手術が多いですが、

早期から診察しています。また肋軟骨切除術では

それより早い時期にも行います。

皮膚科・形成外科どつちに紹介したらいい

当院では開院時から「皮膚科」を標傍していま

したが診療する医師がいない状態でした。現在は

干葉大の皮膚科医師による週一回の外来診療が

あります。手術が必要な疾患ですと、皮膚科から

形成外科に再紹介されています。皮膚科専門医の

診察が必要な症例は､皮膚科あてに紹介して頂き、

母斑や皮膚腫瘍の手術治療は、直接形成外科あて

膳ヘルニアや出べそ

ヘルニアが出なくなって、出べその美容的治療

が多いです｡３歳以降で手術することが多いです。

に紹介してもらうと、よいかと思います。

皮膚腫瘍、血管踵など

ごく稀に悪性疾患の初期症状ということも経験

3３
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の絞込み、中枢神経白血病に対する対策により晩

期合併症も大きく変わってきている。また分子標

的薬などの新薬の開発がここ10年で大幅に進み今

後治療方法が大きく変わっていく可能性がある。

平成25年度第１回生涯教育講座

（平成25年11月３曰）

小児がんについての最近の話題

千葉大学大学院医学研究院

小児病態学

落合秀匡

現在は小児血液腫瘍、神経芽腫、横紋筋肉腫、

肝芽腫、腎腫瘍、脳腫瘍は全国統一臨床試験が行

われており、施設の集約化が進んでいる。千葉大

学小児科は小児血液・がん専門医研修施設に認定

きれており、小児血液疾患だけでなく小児固形腫

瘍の診療を精力的に行っている。

小児がんとは生まれたときから15歳まで（一般

的に小児期）に見られる悪,性腫瘍の総称希少疾`患

である。発生率は成人に比し低く、我が国での年

間発生数は2000人程度である。

、小児がん■
生まれたときから15歳まで（～般的に小児期）に見られる
悪性腫瘍の総称を、小児がんと呼んでいる。

小児がんの疫学は成,人のがんとは大きく異なっており、

上皮性の悪性腫瘍は稀。 liiiiiil liiiiiiliilliiiiii
ＢＯＯ

G00

ii4oo
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大阪qWI5魚未漢かん■卸

から金田発生故をH1計
小児病棟のクリーンルームは現在１６厳あり､－年に１０～２０例の小児がん入院を

受け入れている｡造血幹細胞移樋は年間１０例穆度施行している

小児科･小児外科からなる小児腫瘍チームにより治療が行われている。
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千葉大小児科血液・腫瘍グループ

成人の癌に比し、抗がん剤・放射線療法がよく

効き治療成績が良いと言われている。

以前は大量の抗がん剤投与、造血幹細胞移植や放

射線照射による治療が多く、成長期の小児に使用

することもあり様々な晩期合併症が問題になって

いた。しかし小児がん治療はここ１０年で大きく変

化し、抗がん剤の減量や造血幹細胞移植対象症例

いままでは小児白血病･悪性リンパ臆を主に診てきたが…

小児科での小児がん新患数の推移

２０｛

白血病

悪性リンパ種

神経芽腫

脳ｉＨｎｌ

その他腫釘Ｂ
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平成25年度第１回生涯教育講座

（平成25年11月３曰）

怠け者と呼ばないで！

現代の子どもを襲う起立`性調節障害

ＯＤの厄介な点は、単なる身体疾患ではなく、

約8割が心理社会的ストレスを持ち、約5割が不登

校を合併しているので、心身症としての視点でサ

ポートする必要があるということです。一方で不

登校の3-4割に○Ｄを伴っています。不登校も単な

る学校嫌いとして対応するだけでは不充分で、医

療的視点が必要です。

近年、ＯＤが急増して問題になりました。図2は、

日本学校保健会による子どものＯＤ陽性率を棒グ

ラフで示しています。

大阪医科大学小児科

田中英高

【はじめに】

本日は、「現代の子どもを襲う起立性調節障害」

についてお話します。起立性調節障害（ＯＤ）は

思春期に起りやすい自律神経機能不全ですが、さ

まざまな心理社会的ストレスが関与して発症/増

悪するため、心身症として対応する疾患です。学

校現場でも、頭痛、腹痛、倦怠感を訴えて保健室

に度々くる子どもや、朝起きられずに遅刻や欠席

をくり返す子どもの約7割が、実はＯＤに罹患して

います。ＯＤの疾患特'性として午後から夜にかけ

て症状が軽減し夜には元気になり、しかし朝は起

きることができないため、周囲は「怠け」や「根

性なし」と見てしまう傾向があり、これが二次性

障害を引き起こします。

ｊ佛
如
盃
釦
焔
旧
５
０

-611塁i塁十
！
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小学生に較べて中学生高校生の陽性率が高く、

また男子より女子の方が約15倍高くなっていま

す。また、女子の陽性率を平成6年と12年と比較

すると、平成12年で15倍に増加しました。この

理由はよく分かりませんが、ケータイやインター

ネットのやり過ぎによる生活リズムの乱れが関係

する可能性があります。この増加傾向は、今では

横ばいになりました。

起立性調節障害(OrthostaticDysregulation）

･思春期の5～１０％

中学生に多い

:二塁
ＤＰ

゛鬮擁神経系による趨立
時の繊鰻制御Mn衝が破綻

●全身臓翻、脳への血澱
が低下

鎖■

,IiIw灘…ＩＨ
､約8割に心理社会的スト
レス

o約5劃に不登校を合併

･不登校の3-4別が本症?…-99､轍……￣＿ニーーーニー二二
【起立性調節障害の病態生理】

図3はＯＤの病態生理を示しています。
図１

起立性調節障害の病態生理ＯＤの症状について説明します。図lに示したよ

うに、朝起き不良、寝つきが悪い、食欲不振、立

ちくらみ、頭痛、腹痛、起立による失神などがあ

ります。その他、いらいらや無気力も起こります。

思春期に好発し、軽症を含めると５～10％の発症

率であり、中学生に多くみられます。自律神経系

による起立時の循環制御機構が破綻して全身臓

器、脳への血流が低下するために、さまざまな症

状が起こります。

健常 ＯＤへ胴〉一■、町

へ
介
皇

当116篇iii２■

1１竈 ､nNiiihiIiii抄
父H且潤巌869甘学嫉麟鯵Nb

図３
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と心拍変化を示しています。身体をベッドから起

こして起立すると（赤矢印)、血圧は一時的に下

がりますが、直ちに回復します。健常児では、起

立後、平均17秒で回復します。

２段目に示した「起立直後性低血圧」はサブタ

イプで最も頻度の高いタイプですが、起立直後に

大きな血圧低下があり、なかなか元に回復しませ

ん。このケースでは血圧回復に約2分間かかり、

起立直後に立ちくらみと倦怠感を訴えました｡｢起

立直後性低血圧」には図に示したように軽症型と

重症型あり、重症型では起立中に15％以上の血圧

低下が持続します（判定基準は図内に示す)。

ついで頻度の多いタイプは、体位性頻脈症候群

です。これは起立中の血圧低下はありませんが、

著しい心拍増加を生じます。起立中の心拍数が

115以上、または起立による心拍増加が35以上で

す。起立中に動悸や頭痛を訴えることが多いよう

です。

神経調節性失神は、起立中に突然の血圧低下を

きたして失神発作を起こします。このケースでは

起立6分後に突然に血圧低下が起こりました。脳

貧血による転倒もこのタイプですが、稀に心停止

を起こすこともあり注意が必要です。過去に死亡

例が報告されています。

最下段は遷延性起立性低血圧です。起立後数分

してから徐々に血圧低下をおこし、気分不良や顔

面蒼白を起こします。

人は起立すると下半身に血液が約500-700ｍｌ

も移動し静脈還流量が低下し、血圧低下を乗じま

す。健常者ではこれに対して自律神経系を中心に

代償機構が作動し、低圧系と高圧系の圧受容体反

射により動静脈収縮と心拍増加により血圧を一定

に保ちます。しかし、ＯＤでは自律神経中枢の機

能不全が存在しこの代償機構が破綻しており、起

立時の血圧低下、心拍の過剰反応、脳血流低下な

どを生じて様々な症状が現れます。自律神経機能

不全には、遺伝的体質傾向（たとえばG蛋白β、

αサブユニットの遺伝子多型が報告きれている)、

生活習慣などの身体的側面と、心理社会的ストレ

スなどの心の側面の両者が強く影響を与えていま

す。

【起立性調節障害のサブタイプ】

このようにＯＤでは起立時の血液の循環が障害

されるのですが、それには個人差があり、現在の

ところ、４つの異なるサブタイプが知られていま

す（図4)。111頁に説明します。

起立性調節障警のサプタイプ

:蝋霊鰯I霊''二i臺二６６
１段で宙定Ｖろ｡一

匹立白UD99L低血圧Ｌ１１ＰＭ－'～－－…～一唇八八一

『~血１，０Ｍい鎚区Fおよび皀圃団,ｊ，典…:'…

Ⅱ囮'………．。“'Ⅸ戸仇的■ｍｎ
ｉｌｌ搬翻鰍小:｡僻寧州一〕史…

､鱗二垂::悪圏J-I=古~＝
臥位鱒の15K以上を偽hQする。文駈鞠辨金Ｔｕ錘9,■……

【症例提示】

ここでケースを提示します。たろう君（仮名)、

１４歳、中学２年生、立ちくらみ、朝が起きられ

ない、だるい、不登校という訴えで来院しました。

中学１年の春から、朝にだるくて、起きられない、

ふらふら、頭痛、食欲低下があり、毎日遅刻、た

まに欠席しました。午後からは元気になり、夜は

ハイテンションで眠れません。近医に受診したと

ころ、検査で異常がない、気の持ちようではない

か、といわれたようで、たろう君は『ムカツク、

もう医者にはかからない』と思いました。中学１

年の冬には軽快しましたが、２年1学期の春になっ

て症状が再発しました。集中力も低下し、最近は

成績も低下しました。遅刻が１ヶ月続き、たまり

「、－．噸￣…….~－－…￣……－－－…….￣….？…￣､…－－劃

体位性ﾘﾛ脈症候群I

IJ繍灘

劉
一

|露辮1豐口ぞ～｜

|繍議罵陸雍口
図４

最上段の図は、健常児が起立したときの血圧
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かねた親が無理矢理、当院を受診させました。

詳しく話を聞いたところ、昨年の○Ｄ発症時に

クラスでいじめにあい、未解決のままだというこ

とでした。また家族歴では母親は以前に低血圧を

指摘されたことがあるということです。

保護者にも詳しく話をきいたところ､たろうは、

毎日学校に行く、と言いますが、９時になっても、

気分が悪い、と言って全く起きません。夜は寝つ

けないからと言って、毎日、遅〈までゲームをし

て遊んでいます！あまりにも腹が立ったので、怠

け者！と叱りつけたら、逆ギレして家で暴れまし

た。小さい頃から聞き分けがよく、人に気を使う

性格だったのに、－体どうなってしまったので

しょうか？夫はもともと、家庭には無関心です、

何も言わないので腹が立ちますＩ学校の先生は

｢怠けているのだから、少しでも登校させて下さ

い､親の責任です」と言うのです｡先生､いったい、

どうすれば登校できますか？いじめも関係してい

るのでしょうか、と涙を流しました。

【曰本小児心身医学会ガイドライン集】

このような背景から、日本小児心身医学会は、

小児起立性調節障害診断･治療ガイドラインを

2006年に作成しました。現在は、不登校、神経性

無食欲症、くり返す子どもの痛み（頭痛･腹痛）

のガイドラインと合わせて、ガイドライン集に納

められています（図6)。ＯＤガイドラインに触れ

ながら、ＯＤの診断と対応について簡単に述べた

いと思います。

B本ｲl｣i蕊１１票諄会編■小児心躯学会；
診療ガイドライン■ガイ綜ライン集！
（2009年）｛蝋!鰯騒1M鎧露1翻懸ｉ

逸拳ﾖﾘｮ肢憩轍■顧鮖、泰湧隷雨…ごり

余熱1聯00低率鰯…ｼ嘩缶q99劇■鯵癖…:'

【掲載疾患】jliIiii;!:iNliNl:i1::ＩｌｉＲ:iiIi:鯛…ｉ
酪立性調節鱒WS………瞬屡漢’

不登校診療刀口

神経性無食欲煙／ｉ

くり返す子どもの痛み■ﾍ.lllllI’1■レノ■Ｕ
（頭痛･腹痛）～……，，

旦藤鯛際齢＊拳鞍我簾＊ 嚢瓢窟＃

図６

【ガイドライン診断アルゴリズム】

図7はＯＤ診断のアルゴリズム、すなわち手順を

示しています。

【起立性調節障害を心身症として診療する】

ＯＤを正しく理解するには、身体の機能と、心

の問題の両面から考える必要があります。すなわ

ち、図5に示したように、ＯＤには、「身体疾患と

してのＯＤ｣、「心理的関与の大きいＯＤ｣、両方の

関与がある「心身症としての○Ｄ」があります。

医療機関を受診するＯＤの約8割は心理的ストレス

が関与しています｡たろう君のケースでも学校(い

じめ問題）や家庭環境にも何か問題がありそうで

す。したがってＯＤの子どもをサポートする場合

には川とからだの両面から行う必要があります。
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図７
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起立性調節障害の大症状（立ちくらみ、起立時

の失神､気分不良､動悸､朝起き不良)と小症状(顔

色不良、食欲不振、腹痛、倦怠、頭痛、乗物酔い）

のすべての症状のうち3つ以上あれば、ＯＤを疑い

ます。

最初に基礎疾患がないか､除外診断を行います。

検尿、便潜血、血算、血液像、電解質、腎機能、

肝機能、甲状腺機能､心電図、胸部レントゲン（心

身体繊鰭繊冨

,6鐘靱憧鶴＊ボバ食襲鰹合

図５
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への問診し、医師が判断します。臓エコー）を実施し、異常がなければ矢印の下に

進み、症状として失神があれば、神経疾患や心臓

疾患を診断するために脳波、ホルダー心電図等を

おこないます。さらに血管迷走神経性失神の診断

のために､ヘッドアップテイルト試験を行います。

ざらに新起立試験を行い、ＯＤのサブタイプを判

定します。

サブタイプ判定は、起立直後性低血圧→体位性

頻脈症候群→遷延'性起立性低血圧→神経調節'性失

神の111頁に診断します。検査結果を図8に照らし合

わせて、重症度の判定も行ってください。
図９

重症度と心理社会的関与の有無を決定すれば、

治療ガイドラインに進んでくだきい゜

【治療ガイドライン】

治療ガイドラインでは、身体的重症度と心理社

会的関与の有無を判定結果から、図１０の「治療的

対応の組み合わせ」にしたがって治療方針を決定

します。ＯＤは心身症ですが、まず身体疾患とし

ての治療を優先します。
図８

身体的重症度には軽症、中等症、重症の3段階

があります。これは新起立試験の「サブタイプの

検査結果」と、「症状や日常生活状況」の両方か

ら3段階のいずれに相当するか、おおよそを判定

してください。もし、検査結果が軽症～中等症に

該当し、「症状や日常生活状況」が重症であれば、

一応、重症と判定します。

もし、新起立試験に異常が無い場合でも、日を

変えて実施すると異常が出る場合がありますの

で、図7の注3にあるように症状が強い場合には再

検します。それでも異常がなければ、不登校の可

能性が高いため、日本小児心身医学会編、不登校

診療ガイドラインを参考にして診療を行います。

重症度が判定できたら、その次に心理社会的関

与の有無について「心身症としてのＯＤチェック

リスト」を実施します。このチェックリストは６

項目だけで心理社会的関与の有無を判定できます

(図9)。所用時間は２分程度です。６項目中、４項

目において時々（週1～２回）以上みられる場合、

心理社会的関与ありと判定します。本人や保護者

図１０

治療的対応には6項目あります。

①説明・説得療法

②非薬物療法

③学校への指導や連携

④薬物療法

⑤環境調整（友達・家族）

⑥心理療法

ちなみに、たろう君の重症度は中等症で、心理

社会的関与あり、であったことから､①から⑤ま

でのすべてを行います。
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①説明・説得療法

まず、子どもや保護者はＯＤ症状をどう捉えて

いるのでしょうか、それを知っておくことが大切

です。子ども自身は自分の体調不良の原因がわか

らずに、たいへん不安に感じています。たろう君

の場合も、なぜ自分の体調が悪いのか、わからず

に不安を持っていました。理解の乏しい医療機関

で、『気の持ちようだ』と言われて、大変に不愉

快な思いをしました。

一方、保護者の多くは、子どもの体調不良は怠

け癖、仮病ではないか、と疑っています。親子で

反目していては、治る病気も治りません。そこで、

最初に子どもと保護者に対して「ＯＤは、起立時

の血液循環の悪くなるからだの病気であり、その

ために様々な症状がでる」と丁寧に説明してくだ

さい。さらに、朝に体調が悪くて、夜に元気にな

るという体調の日内変動はＯＤの特徴であること、

気の持ちようや生活習,慣の是正だけで治るもので

はない、ことも説明します。

子どもへの説明では、「少しぐらい辛くても根

性で頑張れ」とか「朝は誰でもしんどいけど、み

んなちゃんと学校に行くよ」などのﾛﾋﾛ宅激励は禁

物です。自分の辛さを分かってもらえない、と感

じて、心を閉ざすようになります。むしろ、きみ

の身体の辛言を一緒に治そう、というメッセージ

を伝える事が大切です。

朝lOOOの起立試験では、収縮期血圧が起立時

に８６→58へと28ｍｍＨｇ低下し、脈拍は60も増加

しました。ひどい低血圧と頻脈がありました。し

かし、その日の夜7:00にもう一度、起立試験を実

施したところ、収縮期血圧は起立時に９６→88と

8ｍｍＨｇだけ低下し、脈拍は20しか増加していま

せん。同じ日でありながら、夜にはこれだけ回復

するのです。夜に元気になるのは、起立時の血圧

･脈拍反応が改善するからです。このようなＯＤの

特性を、子どもや保護者だけでなく、学校の教員

にも理解してもらってくだきい゜「怠け」という

誤解を解き、子どもの不安解消と保護者の正しい

対応に非常に役立ちます。

【なぜ嫌なことがあると体調不良になるのか】

ときどき保護者から次のような質問を受けるこ

とがあります。『学校のある朝にはなかなか起き

られないが、遊びに行くときにはさっと起きるこ

とができる。やはり、怠けているのではないか」

という類です。確かにこれは学校嫌いの子どもで

よくみられる症状ですが、ＯＤの子どもでもよく

似た症状がみられます。これは、ＯＤの子どもで

は心理的ストレスによってＯＤが悪くなる、とい

う条件反射が生じているからです。具体的にケー

スを示します。

Ｍ子さんは小学校6年生、中学受験を控えてい

ました。しかし受験直前になってＯＤ症状が出現

しました。『このままでは合格できない、ＯＤを1台

したい」と希望したので入院治療を行いました。

入院後、頭痛や倦怠感などの体調不良は1週間

で軽快しました。そこで、外泊することになりま

したが、外泊の時には朝から体調が悪くなりまし

た。帰院時には体調不良が強く、回復するのに１

週間かかりました。おなじ事態が何度かくり返し

ました。実は外泊時にはＭ子さんは進学塾に通わ

されていました。入院中、起立試験を3回実施し

たのですが、１回目は外泊前の体調の良いとき、２

回目は外泊当日、３回目は外泊４日後の体調の良い

ときです。

図12は新起立試験の結果を示します。グラフ

の縦軸は心拍数を表しています。Ｍ子さんは体位

`性頻脈症候群の疑いでした。すなわち、起立時に

【なぜODは夜に元気でも午前中には体調不良なのか】

○Ｄの子どもは、朝に起きられない一方で、夜

には元気なります。このために、ＯＤは怠けだ、

と考えられがちです。そこで次のように保護者に

説明しましょう。図11はたろう君の起立試験です。
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温調節異常が起こりやすい体質なのです。このよ

うな体質の子どもに心理的ストレスが加わると、

思考を司る領域の大脳皮質からその奥にある大脳

辺縁系に命令が伝えられます。大脳辺縁系に過剰

な命令がくると、精神不安定、無気力という精神

症状が現れます。そして命令がざらに奥の視床下

部に伝えられ、視床下部の働きをより一層強く乱

すことになります。それがＯＤの子どもに起こっ

ている現象です。単なる根性なしや怠けではあり

ません。

以上のように説明・説得療法では、保護者や学

校関係者にＯＤの疾患特性を十分に理解してもら

うことが必要です。

心畷的ストレスが鎚立試験に尋える影響Ｍ子さん；
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図１２

心拍数が35以上増加するサブタイプです。第1回

目のストレス前の検査では、臥位の心拍数は70、

起立後は１００，と30拍しか増加していません。こ

の時には体位性頻脈症候群ではありませんでし

た。

しかし、２回目の検査（外泊して進学塾に行く

当日）では、臥位の心拍数は同じく70ですが、起

立後に120まで上昇、なんと50拍も増加し、重症

の体位性頻脈症候群と診断されました。

３回目のストレス後の検査では、第1回目とほ

ぼ同じ正常結果であり、体位性頻脈症候群は改善

していました。

すなわち、Ｍ子ざんは、進学塾という心理的ス

トレスとＯＤの悪化が結びついて、パブロフのい

う条件反射を起こしていたのです。したがって

ＯＤの子どもが登校する前に体調不良を起こす理

由として、このような条件反射が生じている可能

性があります。レモンを見て唾液が出るのも自律

神経を介した条件反射です。条件反射を治すのは

至難の業である、と保護者に理解してもらうこと

が大切です。

②非薬物療法について

まず、曰常生活での注意点では、起立時はゆっ

くり起立きせます。とくに入浴時には励行させま

す。歩き始める時には頭位を前屈させる、起立中

には、足踏み、両足をクロスさせます。これらは

起立時の脳血流の低下を防ぐために役立ちます。

ＯＤの子どもでは交感神経の働きが悪くなって

います。これ以上、悪くしないように、しんど〈

ても日中は身体を横にしないようにします。

さて、早寝早起きはとても重要な習慣です。軽

症例では、保護者が声掛けするだけで起床できる

ので、実行しましょう。しかし、中等症以上では

かなり実行困難です。保護者が必死で起こそうと

躍起になれば、親子関係までが悪くなってしまい

ます。この場合には、せいぜい、「朝７時だよ」

という声かけ程度にしておきます。この他にも、

気温の高い場所を避けるように指導して下きい。

体育の授業は涼しい室内で座って待機させてくだ

さい。

次に、運動や食事療法について話します。運動

療法は、あまり過激なものではなく、散歩など軽

いものを毎曰、１５～30分程度行います。重力のか

からないスイミングは、子どもが気に入れば勧め

てください。

食事では、塩分を１日10～129/日を目安に、

少し多めに取るようにして下きい。

水分は最低1.5リットル必要です。循環血漿量

が増えて血流が増え、症状を軽減します。弾性ス

【ＯＤを脳科学の視点からストレスとの関連を理解

してもらう】

ＯＤという疾患は脳科学的視点からみる必要が

あります。前述したようにＯＤの病巣は脳の視床

下部という自律神経のセンターにあると考えられ

ています。ＯＤが起こりやすい遺伝的体質があり

ＯＤに関連する遺伝子多型の存在も報告されてい

ます。すなわち、図13に示したように遺伝的に、

起立性低血圧、睡眠リズム障害、頭痛.腹痛、体
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トッキングなども効果があります。

立ちくらみを防ぐため起立時には、図13のよう

に頭を下げながら起立することが必要です。急に

立ち上がると脳血流が下がり気分不良、頭痛を起

こします。一度、気分不良を起こすとなかなか症

状が改善しないので、このような予防方法を習得

することが大切です。

かかわろうとするのですが、逆に子どもが心を閉

ざしてしまいます。そこでＯＤについて正しい知

識を持って頂くことが大切です。そのために教

育一医療機関との連携を密接にしてください。医

師から担任教員、養護教諭、校長にＯＤについて

十分に説明して下さい。さらに子ども本人と保護

者の了解が得られれば、クラスメートにも説明し

て理解してもらいましょう。

学校への提出する診断書の内容を以下に記載し

ますので、参考にして〈だ言い。

・静止状態での起立を３～４分以上続けない

.暑気を避ける。中等症以上では夏の体育は涼し

い室内で待機させる。

･体育での注意点：重症度が軽症では、運動制限

の必要はない。重症度が中等症以上では、競争

を要する運動は避ける。起立失調症状などの体

調不良が出現したら、すみやかに臥位にして脳

血流を回復させるようにする。
図１３

起立中に血圧低下を予防できる生活上の動作も

あります。図１４に示した姿勢の左から111頁に、頭を

下げる、片足をイスの上に載せる、両足を強くク

ロスする、しゃがむ、などがあります。これらの

動作時に血圧が増加する様子が各姿勢の下に示さ

れています｡いずれ血圧低下予防効果があります。

④薬物療法

’①説明・説得療法､②非薬物療法､③学校への指

導や連携、加えて、薬物療法を行います。薬物療

法だけを先行させると効果は不十分です。薬物療

法に当たっては、子どもと保護者に薬物の効果と

副作用を充分に説明した上で、とくに子どもには

｢効果が自分で感じるのに1-2週間かかるので、

効かないと思ってすぐにやめないように」という

注意を与えます。中学生以上では、可能であれば

自分で薬を管理し服薬する習'慣をつけることが望

まれます。服薬の自己管理によって、保護者の過

干渉を防ぎ自主性が促される効果が期待できるか

らです｡薬物効果を自己判定できる能力がつくと、

体調に合わせた用量調整が可能になります。

○Ｄに対する薬物効果の研究はいままでに数多

くみられます。これらをまとめて現時点で薬価収

載されている薬物の用法用量を図15に掲載しまし

た。

しかし小児におけるサブタイプ別の薬物効果に

関して二重盲検による充分なエピデンスは得られ

ていません。そこで本ガイドラインでは担当医の

便宜を考えて「推奨できる処方例」を掲載しまし

た（図１６)。あくまで処方例ですが、海外の成人

hＪｈｖｓＩｃａＩｍａｎｏＥ

図１４

③学校への指導や連携

○Ｄの子どもを初めて受け持った教員はＯＤの

基礎知識がないために、どのような対応をすれば

よいのか、大変苦労します。ＯＤの疾患特性を知

らないと、子どもが怠けているのではないか、気

持ちの持ちようではないか、と考えて、叱責した

り励ましたりするものです。一生懸命に子どもに
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になります。その結果、精神不安定、家族関係の

悪化、社会からの孤立、ひいては長期のひきこも

りに至ることがあります（二次障害)。この二次

障害によってＯＤがさらに悪化するという悪循環

が生じます。

この悪循環を断ち切ることが｢環境調整」です。

環境調整といっても、特殊な方法は必要ありませ

ん。両親あるいは家族に病院に来ていただき、

ＯＤの発症機序を十分に理解させます。この時、

患者自身の血圧記録を示して説明すると説得力が

あります。さらに治療には長期間（２～３年）を

要するケースもあるが、必ず回復するので決して

焦らず『子どもを信じて見守る」ことの重要性を

説明します。

学校との連携を強化して、担任、養護教諭、校

長にもＯＤの病態を説明し、理解を求めルコとも

重要です。学年が変わる４月には、新しい担任に

も説明をして〈だ言い。

『………………….….…………－－－……雫一一一~－－

●薬物涼；間【
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図１５

での報告を含め、現時点でエビデンスが明確な薬

剤から111頁に列記しています。

体位性頻脈症候群（POTS）は起立直後性低血

圧（INOH）と同じくｑ受容体刺激剤が奏効しま

す。またβブロッカーの使用は小児科医にはな

じみが少ないですが、心機能が正常で喘息の既往

がない小児では使用できます。

神経調節性失神（NMS）の治療は、ＩNOHや

POTSに伴うものであればその治療に準ずるが、

ＯＤ症状を伴わず失神発作だけを繰り返す症例に

対しては、現時点では服薬を支持するエビデンス

が得られていません。最近の小児を対象とした海

外の研究では、服薬による発作の軽減効果が認め

られませんでした。しかし、成人ＮＭＳ例ではミ

ドドリンの効果が認められているので、本人や保

護者の希望があれば使用してもよいと思われま

す。一方､βブロッカーの効果は否定的です。

⑥心理療法

一般外来診療では心理療法は困難であり、あま

り推奨きれません。臨床心理士がいる医療機関で

実施することが望まれます。詳しくはガイドライ

ンを参照してください。

【最後に】

ＯＤの子どもや保護者への禁句を示します。

『どこも悪いところはありません｡」

｢この症状は心の問題だ。気の持ちようだ｡』

『学校で嫌なことでもあったの？（といきなり切

り出して話す)」

iこれくらい、がんばりなさい｡」

｢親の育て方が悪かったからこうなった｡」

『お母さんが変わらないと、治りません｡』

『ここでは治らないからよそに行ってくれ｡」

このような言葉で子どもや保護者は傷ついたと

言います。ＯＤの治療には時間がかかりますが、

温かい目で、気長に、ご診療をお願いします。

⑤環境調整（友達・家族）

中等症以上のＯＤでは、ほとんどの症例で二次

障害を起こしています。ＯＤ児は自分の身体症状

に対して強い不安を感じています。立ちくらみ、

強い倦怠感や持続する不眠への不安、学業の遅れ

に対する焦りがみられます（－次障害)。

ところが、保護者や家族、あるいは学校に理解

が乏しいと､午後には外見上は元気な子どもを｢怠

け者」「仮病」などと拒否的な見方をします。さ

らに、子ども自身に親に対する依存欲求不満がも

ともと潜在する、あるいは友人とのトラブル、学

校側とのトラブルという心理社会的背景がある

と、子ども自身が周囲に対して不信感を持つよう
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０８万A）

垣酸ミドドリン（メトリジン、メトリジン0錠など）

１回１錠（2ｍｇ〉１園２鰯（鰹藤崎、夕食後）

午後からも症状が続く襲含Ｈ１圏１錠＆１８２回（起床時、
昼食後）

早朝の症状が錐い嘱含：１回１錠、１日２回（起床時、医
繭）（但し、不餓を起こせば中止）

(jU1万A）起立直後性低血圧と岡じ

塩酸ミドドリン（メトリジン、メトゾシン9錠など〉

1翻１錠（2ｍｇ）１Ｂ２圏（Xi:簾臓、夕食後）

午後からも症状が磯〈鳩念：１圏１錠、１ｓ２回（通
床鋳、昼食８t）

卑朝の症状が強い喝合：１園１錠、１日２掴（起床時、
渥翻）

伯&方B）処方Ａ（２週間）で起立試験に改讐が得られない患
合は増三。

塩酸ミドドリン〈メトリジン、〆トリジン0錠など〉

起床時２便（4ｍｇ》 ｂ 夕食後１錠2ｍｇ）

午後からも症状が緩く竃舎：起鎌傭２錠、昼食１lb１錠

早朝の症状が繕いME合矧選嫌時２錠、鵬前１錠

(処方8）処方Ａ（２週間）で起立試験に改善が得られ
ない四台は、βプロッカーを併用する．

プロプラノロール（インデラル）超凍祷１画１錠
(10,18）

注）嚇恩には紫忌。塩酸ミ1Kドリンと併鰯も琢腫であ

るが．血管収側．血圧上昇をきたすことがあり、併用
に注患すること。

伯０万C）処方8で起立試験に改善ない咽合IⅨ以下のいずれか
を1N蝿する。

メチル碗酸アメジニウム（リズミック〉１錠（10,12）

１回1/2渡、また'ユ１錠（起床時）

メシルGBジヒドロエルゴタミン（ジヒデルゴッド）

１回１錠（1,8》ＯＢ２国（起床時、昼食後）

推奨できる処7う例



分泌疾患は、開業された渡辺先生と、前部長の眞

山先生が定年後も顧問として低身長､甲状腺疾患、

糖尿病、肥満症等の診療をして〈だきっており、

先天性甲状腺機能低下症・先天性副腎皮質過形成

症の精検指定病院を継続しています。循環器専門

医の池田副部長が２年前より活躍しており、東京

女子医大八千代医療センターの本田先生の御支援

もあり、先天性心疾患の診断能力や、川崎病の治

療が以前より格段に改善しました。ざらに、千葉

大の杉田教授の神経外来では、研修医の教育を含

め神経疾患の診断治療に多大なご尽力をいただい

ています。本年より小児科病棟内にＨＣＵ４床を

設置いたしました。病棟のどこにいても、無線

ＬＡＮを用川Padで監視できるモニターシステム

を導入し、在宅呼吸器の患者ざんのレスパイトに

も安全に対応可能になりました。また、プロの絵

本作家に動物の絵を書いてもらい、病棟の療養環

境は大幅に改善しました。一般的な小児科疾患も

数多く、病床利用は年々窮屈になってきています。

慢性疾患等による長期入院学童に対して、小、中

学校の院内学級があり、ベッドサイド教育を積極

的に行っています｡心理療法士によるカウンセリ

ングも同時に行っています。

感染症科は野口博史部長が輸入感染症（新型イ

ンフルエンザ、デング熱、コレラなど）や院内感

染対策で曰々活躍されています。近年は発展途上

国の院内感染の指導などに協力要請が多く寄せら

れています。

新生児科は戸石部長以下３名と後期研修医１名

続・小児科医が活躍している病院

成田赤十字病院の紹介

成田赤十字病院副院長

角南勝介

成田赤十字病院は救命救急センター、集中治療

室（ICU)、新生児センター(NICU)、人工透析セ

ンター、リハビリテーションセンター、無菌治療

室、感染症治療室（特定・一種・二種)、緩和ケ

ア病床などを持つ北総地域の基幹病院です。病床

数は７１９床で関東地方では最大級の赤十字病院

です。救急患者数は20000人を超え、集中治療部

が活躍する急性期病院でもあります。いわゆる小

児科医数は小児科、新生児科、感染症科合わせて

常勤１７名で６０床の病床を持っています。

小児科は４２床でそのうち１７床を造血器腫

瘍、再生不良性貧血などの血液疾,患の専用病床と

し、ラミナフローの空調で独立した構造になり、

看護チームも別に編成されて治療にあたっていま

す。日本膳帯血バンク、骨髄バンクの移植認定施

設であり日本小児白血病・悪性リンパ1重研究グ

ループ（JPLSG)、東京小児癌白血病研究グルー

プ（TCCSG）認定施設でもあります。血液疾患

の症例数は例年全国１０位程度で、都内近県から

も多くご紹介いただいております。担当医師は９

名で白血病、リンパ腫、造血障害などそれぞれの

専門分野を生かし診療にあたっています。また内 》

千葉大臨床教授黒木先生による感染症講演病院全景
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床に増床して、産科と協力しながら地域の中核病

院としての機能をますます充実させていきたいと

考えています。

で運営しています｡新生児センターは18床で印旛、

香取地域の地域周産期センターとしてフル稼働し

ています。また、近い将来には新病棟に移転し3０

灘ｔ７麺Ｈ

朝のカンファレンス終了後クリーン病棟内
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専門医、日本腎臓学会腎臓専門医・指導医

＊安齋未知子、平成11年卒、平成15年より千葉東

病院勤務、医員、日本小児科学会専門医、日本

腎臓学会腎臓専門医。

＊飯田由紀子､平成21年卒､平成25年４月より勤務、

医員。

＊小林雅代、平成20年卒､平成25年１０月より勤務、

レジデント。

＊倉山英昭、昭和46年卒、前副院長、非常勤（毎

週１回外来)、日本小児科学会専門医、日本腎臓

学会腎臓専門医・指導医。

続・小児科医が活躍している病院

国立病院機構千葉東病院の紹介

国立病院機構千葉東病院診療部長

（療育センター長）

松村千恵子

はじめに

このたびは、投稿の機会をいただき、ありがと

うございます。当科の概要につき、ご紹介させて

いただきます。

３.小児腎疾患医療

現在、小児慢性腎疾患入院患者は、内科との混

合病棟において､定床18名､実際には､15～25名(夏

期には30名近く）の患者が入院しています。２歳

以上の`患者を受け入れており、幼児は原則付き添

いを要しますが、専任の病棟保育士も日勤時間帯

にはほぼ常駐しています。千葉県内各方面より多

数の腎疾患患者のご紹介をいただき、腎生検は年

間70-80例施行されています。腎病理専門医がお

り、迅速かつ適確な腎病理診断がおこなわれ、毎

週１回、他病院腎専門医も参加し､腎病理カンファ

レンスが施行されています。2012年は追跡腎生検

を含め84例施行され、新規診断のIgA腎症が19例

(幼児5例)、膜性増殖性腎炎4例、膜性腎症l例、

紫斑病'性腎炎4例、アルポート症候群l例が認めら

れました。また、初発のネフローゼ症候群が4例

ありました。慢性糸球体腎炎の早期発見・早期治

療に努め、腎生検組織診断・臨床所見により、ス

テロイド剤に適宜免疫抑制剤を加えた多剤併用療

法・ステロイドパルス療法等を施行しています。

また、頻回再発型・ステロイド抵抗性ネフローゼ

症候群に対して、適宜腎生検を施行し、症例に応

じた各種免疫抑制剤治療を行っています。腎不全

医療として小児科では腹膜透析をおこなっていま

す。平成16年３月に血液浄化センターが開設され、

血液透析、血漿交換がいつでも可能となり、除水

不良等により続行不能となった腹膜透析症例の血

液透析への移行もスムースに行われています。移

植外科チームによる腎移植（体重20kg以上の児）

も献腎・生体腎ともに多数例行なわれています。

１.当院・当科の歴史

当院の前身は国立療養所千葉東病院です。前副

院長である倉山英昭先生が、昭和47年に小児科医

師として赴任されました。同年から昭和53年にか

けて重症心身障害児病棟3病棟（120床）を開棟し

ました｡入所予定者の自宅を遠くは神奈川県まで、

1軒1軒訪問して､入所者を決めたとのことでした。

また、当時、長期入院加療を要する小児慢性腎疾

患患児の増加とともに、その長期学校欠席が問題

となっており、治療と教育が可能な病棟として、

昭和49年から数年かけて小児慢性腎疾患病棟3病

棟（120床）を開棟しました。以来、当院小児科

は重症心身障害児医療と小児慢性腎疾患医療に力

を注いできました。特に、小児腎疾`患においては、

昭和50年、千葉市学校検尿がスタートし、その４

次精密検診病院として、必要な症例には腎生検を

施行し、腎疾患の早期発見・早期治療にとりくん

で参りました。平成16年３月国立佐倉病院と合併

し、４月より、独立行政法人国立病院機構千葉東

病院となりました。臨床研究センターを備え、腎

移植をはじめとする腎疾患に関する高度で先駆的

な医療を行なっています。

２.小児科スタッフ紹介

＊松村千恵子、昭和56年卒、昭和62年より千葉東

病院勤務、診療部長、日本小児科学会専門医、

日本腎臓学会腎臓専門医・指導医、ＩＣＤ。

＊金本勝義、平成6年卒、平成19年より千葉東病

院勤務、医長・地域連携室長、日本小児科学会
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腎内科・膠原病内科があり、成人期へ移行した症

例についても安心な体制です。

昭和50年よりスタートした千葉市学校検尿に４

次精密検診病院として関わり、平成23年までの３７

年間で､表1のような疾,患が発見されました。また、

千葉市3歳児・幼児検尿にも指定医療機関の１つと

して関わり､慢性糸球体腎炎の疑われる症例には、

全身麻酔下経皮的腎生検を積極的に施行し、ＩｇＡ

腎症・膜`性腎症などを診断しています。千葉市３

歳児検尿２次腎エコー検診を当科の医師が担当し、

異常所見の発見された症例は当科で画像検査を施

行し、表2のような先天性腎尿路異常を発見して

います。国内他施設との小児腎疾患に関する臨床

共同研究にも多数参加しています。

設、イレウス・悪性腫瘍に対する対応も、消化器

外科医の協力により迅速におこなわれています。

療育指導室が、バスハイクや専門の花火師を呼ん

だ花火大会などの行事を企画し、楽しい療養生活

が送れるように支援しています。

千葉県立仁戸名特別支援学校（小学部から高等

部）が隣接し、腎疾患入院患者・重症心身障害児

者の学齢児に対して、行き届いた学校教育が可能

であることも、大きな利点です。

５.おわりに

当科は小児科一般診療・救急医療はおこなって

いませんが、千葉市夜間応急診療所（夜急診）で

の診療に参加しています。

小児腎外来は、月・木午前、午後（午後は予

約のみ）であり、医療連携室を通じて、月・木の

新患外来の予約を行っています。外来日以外でも

医療機関からの依頼は電話により随時受け付けて

いますので、多くの患者様のご紹介をお待ちして

います。重症心身障害児者短期入所に関するお問

い合わせは療育指導室の方で承っています。当科

はその特殊性を生かして、小児医療に貢献してい

けるように今後も精進していきたいと考えており

ます｡今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

４.重症心身障害児者医療

重症心身障害児者病棟は、平成24年６月に病棟

が新築きれ、６０床ずつの上下2病棟となっていま

す。120人中82人を小児科が担当し、在宅支援の

短期入所事業にも力を入れています。専門の歯科

医が中心となり、病棟一丸となって、摂食機能向

上訓練に取り組んでいます。重症心身障害児者の

看護に熟知した看護師がきめ細かいケアにあたっ

ています。平成16年の統合以後、各診療科の充実

により、合併症にも十分対応可能となり、胄瘻造

表２干葉市3歳児腎エコーで発見された先天性寶尿路異常
（､='13461991-2011年度）

表１干葉市学校検尿で発見された主な疾患

（新規第３次精検陽性者9544名1975-2011年度〉

膀胱尿管逆流

重複腎孟尿管

腎孟尿管移行部狭窄

一側腎低形成

一個'１腎無形成

馬蹄腎

腎嚢胞

両側腎低形成

尿管瘤

多嚢性異型性腎

多発性嚢胞腎

神経節芽細胞腫

中部尿管狭窄

巨大尿管症

24(14)*****．●△
ｏｏＯｏｏ

２５＊***＊

14(1)

１３ｏＯｏｏｏ

ｌｌ・・△◇

７

６△

２△

２△、

１

１(1)

１(1)

IgA腎症

non-IgA慢性腎炎

膜性増殖性腎炎

膜性腎症

ネフローゼ症候群

巣状糸球体硬化症

ループス腎炎

シェグレン症候群

腎低形成

膀胱尿管逆流

若年性ネフロン霧

後部尿道弁

多発性嚢胞腎

尿路結石

腫鰯(膵副腎）

204(10）

５４(5)

２２

１５

７

４

３

１

９(5)

８(2)

１(1)

２

２ ９２[0.81％](１７〉Total

（此末期警不全例
（）:手術例．＊。△｡△･；重複例
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新入会員挨拶 ｌｌ１ｉＯ．‘1m;§！＆ｉＵＦｉｉ’:i，ＩｉＧｑ‘Ｎｉ曰Ｃｆ〕蕊ＵＰＨ９ＯＯｉｌ;ｉｆ

はより丁寧な診療が行えるよう、スタッフととも

に努力して参りたいと思います。

プライベートでは､旅行を楽しみにしています。

今年は､ベトナムとカンボジアに行ってきました。

アンコール･ワットは想像を超える壮大ざであり、

周辺の遺跡群も美しく感動的でした。絹や香辛料

などの特産物を目当てにマーケットで買い物をし

たのも楽しい思い出です。また、ベトナム人ガイ

ドに対アジアの外交問題を熱く語られたことなど

も良い刺激になりました。

小児科医会の先生方には、今後ともどうぞご指

導下きいますようよろしくお願い申し上げます。

わらがいこどもクリニック
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はじめまして。平成24年１１月に千葉市美浜区に

"わらがいこどもクリニック”を開院いたしまし

た。クリニックの場所は、県立幕張海浜公園の近

くです。夫婦ともに小児科医であり、二人で毎日

診療しております。

少しでも、地域の皆様のお役に立てるように、

努力して参ります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

サンライズこどもクリニック

佐藤浩一

この度、千葉県小児科医会へ入会させていただ

きました。

私は昭和56年群馬大学医学部を卒業後千葉大学

小児科学教室へ入局し、当時の中島博徳教授のも

と主に小児内分泌学について研究させていただき

ました。その後、船橋中央病院小児科、千葉県こ

ども病院内分泌科勤務を経て平成14年から埼玉医

科大学小児科で前佐々木望教授のもと講師として

小児内分泌の臨床研究、一般臨床、学生指導など

を行っておりましたが、平成16年より小児科専門

医3人で船橋市にサンライズこどもクリニックを

共同で開業し現在に至っております。

開業してからも埼玉医大非常勤講師として大学

時代から携わっていた小児甲状腺、特にバセドウ

病の治療に関する仕事を継続させていただいてお

ります。曰本小児内分泌学会薬事委員会報告とし

て「小児期発症バセドウ病薬物治療のガイドライ

ン2008」を執筆した関係上、現在は帝京大学ちば

総合医療センター小児科准教授南谷幹史先生とと

もにガイドラインの改定に向けた仕事を行ってお

ります。

今後は、地域のこども達の健やかな成長に少し

トレポンテこどもクリニック

村社歩美

船橋市立医療センター近くにありますトレポン

テこどもクリニックの村社歩美(むらこそあゆみ）

と申します。当クリニックは、平成１９年、働く

母親の支援を目的とした幼稚園の設立と同時に、

病児保育施設を備えた小児科医院が必要であると

の意向により建てられました。開院後、新型イン

フルエンザの流行や東日本大震災など予想もつか

なかった出来事が相次ぎました。予防接種を取り

巻く様々な変化も訪れ、対応に追われる日々でし

たが、ようやく最近、一般小児科医院および病児

保育施設として形が整ってきた気がします。今後
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でも貢献できるよう一般診療にさらに力を入れて

取り組みたいと思っております。今後ともよろし

くお願い申し上げます。

させていただき、その後、臨床・研究班では循環

器グループに所属し、帝京大学医学部付属市原病

院（現帝京大学ちば総合医療センター)、君津中

央病院（新生児科)、松戸市立病院、千葉県こど

も病院、鶴舞病院（現千葉県循環器病センター）

にて研修きせていただきました。当院に2002年４

月から赴任させていただき、2011年７月より現在

の統括部長職を拝命いたしました。千葉市の小児

二次救急を担う基幹病院として千葉市内外の医療

機関の先生方のご指導.ご協力をお願いしたく、

私の自己紹介の挨拶に代えぎせていただきます。

、

いなだクリニック

稲田誠

千葉県の端っこの市川の地に開業して13年に

なります。市川は学生時代に学んだ地でもあり、

そのころ感じたどことなくのんびりした雰囲気が

まだ残っているようで、住めば都の思いを強くし

ております。本来もっと早く千葉県小児科医会に

入会すぺきだったのですが、今年度から市川市

小児科医会の会長を務めることになり、貴会に加

入させて頂きました。住まいも江戸川区という地

理的な関係もあり、これまで千葉市で開催される

会に出席することはあまり多くはありませんでし

た。しかし、最近何回か千葉県小児科医会の会に

出席させて頂き、小児科医会の先生方が千葉県の

小児医療の発展や医師の生涯教育のために本当に

熱心に活動されている姿を目の当たりにして多い

に刺激を受けました。市川市小児科医会は会員の

高齢化や新規加入者の減少もあり、必ずしも活動

が活発だとは言えないと思いますが、千葉県小児

科医会の先生方の熱意を見習って、今後活動を盛

り上げていきたいと思っております。今後共ご指

導の程宜しく御願いします。

千葉大学医学部小児病態学

高橋幸子

千葉県小児科医会のみなさま。

千葉大学医学部小児病態学の高橋幸子と申しま

す。よろしくお願い致します。

千葉大学医学部を卒業後、出身地である神奈川

県にあります横浜市立市民病院で2年間初期臨床

研修医として働きました。あらゆる年齢や疾患の

患者さんに携わるなかで、こどもたちが日々成長

し、発達していく姿が非常に印象的で、医療者や

家族が一丸となって全力でこどもたちを治療・サ

ポートしていくことにやりがいを感じました。ま

た、こどもたちが本来持っている可能性を少しで

も伸ばしてあげるお手伝いをしたいという気持ち

で、小児科医になりました。

医師3年目の４月に千葉大学医学部小児病態学に

入局させて頂き､帝京大学ちば総合医療センター、

国立病院機構千葉東病院での勤務を経て、現在は

大学院生として千葉大学医学部小児病態学の研究

棟で毎日を過ごしております。

臨床医としての経験が足りず、力不足のことも

多いかと存じますが、わからないことはその都度

勉強し、力をつけていきたいと思っております。

ご迷惑をおかけすることと存じますが、何かの折

千葉市立海浜病院小児科

地引利昭

この度入会きせていただきました千葉市立海浜

病院小児科の地引と申します。出身は富津市。

1990年３月新潟大学（学生時代は油彩や山登りな

どしておりました）卒業後千葉大学小児科に入局
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にお目にかかることが出来ました際は、ぜひご指

導、ご鞭捷頂けますと幸いです。

今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

た。

趣味は海外旅行。学生時代はゴルフ部（今は

100も切れない．.）と軽音楽部（ボーカル担当）

に所属。得意なことは患者さんとの雑談。日課は

朝晩の犬の散歩（シェットランド・シープドッグ

３歳３Ｄです。

県小児科医会の先生方、よろしくご指導．ご鞭小林こどもクリニック

小林一彦 燵のほどお願い申し上げます。

この度、千葉県小児科医会に入会しました小林

一彦です。

平成4年に山形大学を卒業し、千葉大学小児科

学教室に入局しました。千葉市花見川区にありま

すJR総武線新検見川駅から徒歩5分ほどの場所

に平成17年春に小林こどもクリニックを開業しま

した。千葉県小児科医会の活動を通じまして学ん

でいきたいと思っております。宜しくお願いいた

します。

Ｐ

船橋市小児科医会

吉田小児科医院院長

吉田順子

＄

先代の跡を継ぎ、院長となりました吉田順子で

す。

私は平成５年日本医科大学を卒業し、同大小児

科学教室にて小児腎臓病学の権威であられる村上

睦美名誉教授のもと臨床経験をつみ、平成１４年

に博士号を取得、平成１６年に医局を退局し吉田

小児科医院を任されるようになりました。

父から外来を受け継いで間もない頃、診察室で

わんわん泣く子にお母様が「ほら○○ちゃん、お

ねえさん先生（←もう言われない・・笑）の手を

みてごらん、院長先生とそっくりｌだから安心で

しよ？」患者さんに手あてをするとはまさにそう

いうことで、患者さんが求めているのは、父が与

えてくれた安心感なのだなあと学んだ瞬間でし
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予防接種情報 千葉県における予防接種間違い状

況と防止策について
予防接種担当中山義雄

小児用沈降肺炎球菌結合型ワクチンの

う価から１ｓ価への変更について

石和田稔彦、黒崎知道、

中山義雄（予防接種担当理事）

猪股弘明（会長）

日本では2010年２月に沈降7価肺炎球菌結合型ワ

クチンが発売になり、それに含まれる血清型の髄

膜炎をはじめとする侵襲性肺炎球菌感染症は減少

したが、１９Ａ等の７価ワクチンに含まれない血清

型による侵襲性感染症が増加した。それに対応し

て平成25年11月より一斉に７価から13価沈降肺炎

球菌結合型ワクチンに変更になった。

最近、ワクチンの接種状況は大きく変わってき

ており､接種するワクチンの増加､接種スケジュー

ルの過密化から、接種間違いの増加が懸念きれま

す。

公表されている平成22年～２４年の千葉県内予

防接種事故内容（表l）をみると、２２年106件、２３

年117件、２４年87件となっており、増加傾向は認

められていません。事故内容では、接種間隔間違

いが最も多くなっています。しかし、これは定期

接種ワクチンに限ったことであり､25年度からは、

Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、ＨＰＶワ

クチンも定期接種に加わったことから、報告数が

増加することが予想されます。また、任意接種の

ワクチンを同時接種することも多いので、実際の

数字上上がっていなくても現場では接種間違いが

増加していることが予想されます。

変更点は次の３点

･添付文書上の接種対象は７価ワクチンが2か月

齢から１０歳に至るまでに対して、１３価は2か月

齢から6歳に至るまでとなる。

定期接種としてのスケジュールは7価の場合と

同様で2か月齢から5歳に至るまで、定期接種未

完了者はスケジュール途中より13価での接種と

なる。

追加接種の接種間隔は7価が、「初回接種終了後

60日以上の間隔をおいて１回」であったものが、

13価では「生後12か月以降に初回接種終了後6０ 表１干葉県予防接種事故状況

日以上の間隔をおいて1回｡」に。

生後7か月から12か月に至る日までに初回接種

を開始した場合の終了月が変更されて、「初回

接種を生後12月に至るまでにおこなう。」が｢初

回接種を生後'３月に至るまでにおこなう。」に。

また、定期接種完了者に対して、新たに加わった

6つの血清型の抗体を上げる為にsupplemental

dose（補助的追加接種）が推奨きれるが、その場

合は最後の7価ワクチン接種から8週間以上経過し

た後に行う。米国のACIPは2か月から59か月の乳

幼児に13価の接種を勧めているが、６歳に至るま

での接種は可能である。しかし定期接種ではない

為、原則自己負担となり、副反応が生じた時は医

薬品医療機器総合機構法での救済となる。

単位：件数（）内は、人数

そこで、特に各ワクチンにおいて特に留意すべ

き点に関して、以下に記載します。接種間隔につ

いては、最も間違いが多いので別に記載します。

5１

平成22年度 平成23年度 平成24年度

接種間隔 5３ 6６ 5４

有効期限 1４ ５ ８

ワクチン誤接種 １３ 1８ ９

過重接種 1１ 1０ ５

使用針再使用 ２ ０ ０

量の誤り ４ ８ ３

その他 ９ １０ ８

合計 1０６（105） 117（１１７） 8７（87）



7．Ｂ型肝炎

ｌ）年齢によって接種量が異なります。10歳未

満025ｍl/回、１０歳以上0.5ｍl/回

各ワクチンにおける留意点

Ｌ四種混合ワクチン（DPT-IPV）

ｌ）接種開始時期は生後3か月からです。他のワ

クチンで2か月から接種開始のものがあり、

同時接種の際に間違うリスクがあります。

また、２か月時、Ｈｉｂ・小児用肺炎球菌を接

種した4週間後は必ずしもまだ3か月になって

おらず、４種混合との同時接種ができない場

合があります。

８ロタウイルス

ｌ）ｌ価ワクチンと5価ワクチンの2種類があり

ます。接種量と接種回数が異なります。

同じワクチンでの接種を行ってください。

各ワクチンの接種間隔

不活化ワクチン接種後6日以上、生ワクチン接

種後27日以上あけなくてはならないのは、日本の

ローカルルールであり、世界的には注射用の生ワ

クチンの接種間隔は27日以上あける以外は、自由

に接種がなきれています。日本小児科学会予防接

種・感染症委員会では厚生労働省に対して、平成

24年９月に予防接種間隔の緩和を求める要望書を

提出していますが、未だ受け入れられてはいませ

ん。今後も継続して要望を行う予定です。

なお、生ワクチンと不活化ワクチン接種後の接

種間隔が守られていても、複数回接種が必要な

個々のワクチンの接種間隔に関して間違って接種

が行われるケースがあります。同じワクチンを複

数回接種する場合、接種間隔が短いと十分な免疫

が得られない可能性がありますので、この点に関

しては特に注意が必要です。

以下に問題となることの多いワクチンの接種間

隔を示します。（表2）

ポリオ単価ワクチン（IPV）もあるので、2）

どちらを接種するか確認すること。

＊｢三種混合ワクチン（DPT)＋IPV接種」を、

｢DPT-IPV＋IPV｣で実施する間違いが起こっ

ています。（ポリオワクチンの過剰接種にな

ります）

2．二種混合ワクチン（ＤＴ）

１）接種量はＯ１ｍｌです。

3．日本脳炎

１）３歳未満（025ｍl）と3歳以上（O5ml）で接

種量が異なります。

4．小児用肺炎球菌

ｌ）１１月から13価肺炎球菌ワクチンになります。

接種対象年齢が生後2か月～６歳未満になり

ます。（7価肺炎球菌ワクチンは、生後2か月

～１０歳未満でした｡）

定期接種対象者の年齢は、生後2か月～５歳

未満で変更ありません。

2）追加免疫まで7価肺炎球菌ワクチンで済んで

いる6歳未満の小児に対して、１３価ワクチン

の接種（補助的追加接種）は可能ですが、任

意接種扱いとなります。

具体的な間違い防止策

接種間隔間違い防止

､直前の予防接種実施日からの間隔および種類を

確認する。

・不活化ワクチン後は1週間空けることを知っ

ていても、同じワクチンで1週間後に申込む

保護者がいるので注意が必要です。

・Hibワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンは同

時接種で行われることが多いのですが、Ｈｉｂ

ワクチンは20日以上あければ接種可能です

が、小児用肺炎球菌ワクチンは27日以上あけ

る必要があります。同時接種の際には注意が

必要です。

5．ＨＰＶワクチン

１）２価ワクチンと4価ワクチンの2種類がありま

す。同じワクチンで接種を行ってください。

6．インフルエンザワクチン

１）年齢によって接種量が異なります。３歳未満

O25ml/回、３歳以上0.5ｍl/回。
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表２ワクチン接種間隔の比較（間違いの多いポイント）

・日本脳炎1期1回目と生ワクチンの同時接種は

避けるのが望ましい。

生ワクチン後は27日あけなくてはなりません

が、２回目は28日以内に接種しなくてはなら

ないので、２８日目しか接種する日がなくなり

ます。

ワクチンの有効期限切れの間違い防止

･ワクチンを準備する看護師が確認するとともに、

接種時に医師も確認する。

ワクチン接種量間違い防止

・ジフテリア及び破傷風（ＤＴ）の第２期の予防

接種（11歳以上１３歳未満の者）は、Ｏｌｍｌを皮下

に注射するのを、Ｏ５ｍｌと間違えるケースがある。

O5mlやlmlバイアル製品では間違いやすいので、

Olmlバイアル製品を推奨する。

・日本脳炎、インフルエンザ、Ｂ型肝炎も年齢に

より接種量が異なります。

接種対象者の間違い防止

･接種前に、被接種者の名前をフルネームで保護

者に言ってもらう。予診票の名前とワクチンの種

類を医師が保護者に言うことを徹底する。

．とくに、兄弟姉妹が同日に接種に来ている場合

には、間違い接種が起こり易いので注意が必要で

す。

5３

ワクチン名 初回免疫の接種間隔 追加免疫の接種間隔

四種混合ワクチン ２０日～５６日（１期初回） 初回免疫終了後６か月以上

(１期追加）

不活化ポリオワクチン ２０日以上（１期初回） 初回免疫終了後６か月以上

(１期追加）

三種混合ワクチン ２０日～５６日（１期初回） 初回免疫終了後６か月以上

(１期追加）

Ｈｉｂワクチン ２０日～５６日 初回免疫終了後

７)か月～１３か月

小児用肺炎球菌ワクチン ２７日以上 初回免疫終了後６０日以上

(１歳を越えて）

HPVワクチン２価 ２回目：初回から１

３回目：初回から５

－，－

￣昌一

２か月半

１２か月

なし

HPVワクチン４価 ２回目：初回からｌか月以上

３回目：２回目から３か月以上

なし

インフルエンザ ２～４週 なし

Ｂ型肝炎 ４週間隔で２回。さらに１回目

から２０～２４週後に1回

なし

ロタウイルスｌ価 ４週間隔で２回 なし

ロタウイルス５価 ４週間隔で３回 なし



市町村で行っている３歳時健診の際に、利用状

況や意識や要望についてアンケートを県医療整備

課から市町村へ協力依頼を出し、調査期間は平成

２５年１０月～２６年１月までとし、今年度中に

アンケート結果を提示予定。

千葉県小児救急電話相談事業報告

（平成25年１２月）

猪股弘明、佐藤好範、黒崎知道

(1)千葉県小児急病電話相談事業協議会報告
5.次年度事業について

現在は、土曰休日を相談員4名で、平日は3名で

行っているが、繋がらないケースがあるため来年

度平日相談看護師１名増員で予算要望する。

（文責：猪股弘明）

毎年２回行っている運営委員会ですが、今年度

の第１回は平成２５年９月６日に行われました。千

葉県小児科医会からは猪股･佐藤・黒崎が出席し、

千葉県看護協会から松永会長・澤田専務理事・杉

本常任理事、県医療整備課から岩永室長・吉住主

査、県医師会から原副会長・李理事が出席して行

われた。

【議題】

１.相談件数・内容について：別項参照。

(2)平成24年度電話相談結果報告

平成24年度の相談件数は19,569件、１日平均53.6

件でした。これは千葉県小児救急電話相談事業が

平成17年９月に開始きれてから最も多い相談件

数となりました。相談件数が多い月は12月と７月

で、少ない月は８月と９月でした。1件当たりの処

理時間は平均6分26秒となっています。相談内容

は急病に関することが18,652件（95.31％）でした

が、予防接種に関することが158件（081％)、育

児相談に関することが173件（0.88％）含まれて

いました。ほとんどは看護師のみで対応されてい

ますが、医師に相談したもの535件（2.73％)、医

師へ転送したものl3件（007％）ありました。助

言内容では助言のみ3,641件（18.61％)、翌日かか

りつけ医などへの受診を勧めたもの4,966件

(25.38％)、様子を見ていてよいが何かあれば医

療機関へ受診することを勧めたもの8,150件

(4165％）と8564％はすぐの受診は不要という結

果でした。一方、すぐに医療機関受診を勧めたも

の2,730件（1395％)、救急車での搬送を勧めたも

の61件(031％)ありました｡相談員の印象ですが、

19,484件（9957％）は相談者が納得して相談が終

わったようです。

医師へ転送相談された548件のうち相談記録の

回収できたのが499件（91.06％）で、記録が未回

収のものが49件ありました。医師に転送きれた１３

件の相談結果は、助言のみ5件（3846％)、翌日

かかりつけ医などへの受診を勧めたもの2件

2.Ａ市の相談事例について

Ａ市では夜間救急をB病院と契約しているが、

相談者から病院へ電話問わせしても混んでいるか

ら断われたという相談が過去にも２回あり、問題

事例として相談員から報告されていたため、県医

療整備課からＡ市を通じてＢ病院へ改善要求をし

た。今後同様のケースがあれば、Ａ市へ報告する

ことになった。この事業で小児初期救急体制の不

備が発見され、改善策が講じられた意義は大きい

と思う。

3.所轄警察署から電話相談窓口へ照会があった件

について

電話相談した事例が翌日突然死した件で、所轄

警察署からの相談事実確認の照会が小児急病電話

相談の相談窓口に直接された。問題があるので、

原副会長より県警へ＃8000が関係した事例に関

する捜査、問い合わせ等は県医師会ないしは県庁

に先ず連絡するようにお願いした。

なお、この事例に関しては相談記録（用紙およ

び録音）を協議会委員が検討し、指導に全く問題

はなかったことを確認している。

4.小児救急電話相談に関するアンケート調査につ

いて
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(1538％)、様子を見ていてよいが何かあれば医

療機関へ受診することを勧めたものO件とすぐに

医療機関受診を勧めたもの2件（1538％)、救急

車での搬送を勧めたものO件でした。４件は相談結

果が未記入でした。

相談の症状では、発熱が最も多く275％、続い

て咳９０％、嘔吐8.9％、咽頭痛4.6％、下痢43％、

頭部打撲41％､異物(タバコ､薬物など)誤飲30％、

発疹29％､篝麻疹2.3％､腹痛２２％､耳の痛み17％、

打撲・捻挫・脱臼1.7％、けが17％、頭痛1％の111頁

となっており、外因系や耳鼻科的な相談も多く

なっています。相談対象者の年齢も6歳以下が

901％、３歳以下が683％です。医療圏別の相談件

数は、千葉医療圏4,163件、東葛南部5095件、東

葛北部4,030件、印旛2,147件と多く、小児人口

(15歳未満）対件数では夷隅長生3359、千葉

3179、山武2704が多い傾向がありましたが、他

の医療圏からは、’よほぽ22～2３（平均2383）と

平均的に相談が来ていました。

（文責：佐藤好範）

任理事の司会で、１歳9か月児、395℃の発熱・痙

蘂の事例をもとに、相談者の言動、相談員はどう

判断したか、相談員の言動についての流れで、グ

ループに分け、とくに相談員はどう判断したかに

ついて討論された。当然のごとく質問時間には、

臨床的な疑問点について質問が集中し､田邊先生、

小林先生から明快な説明があった。相談員ばかり

ではなく、私にとっても新たな発見のあった事例

検討会であった。

休憩を挟んで小児科医会側から「小児の発熱

とその対応一気道感染症･消化管感染症を中心に」

の講義（担当黒崎）が行われた。今年度上半期

に＃8000相談後の死亡例2例あり、いずれも、救

急搬送ざれ病院で亡くなれた。事案についてまと

めたもの及び、記録用紙、相談対応の音声を、電

話相談協議会委員に県医師会から送られた（医会

は、猪股・佐藤・黒崎)。提供きれた資料全て目

を通した結果、電話相談時点での対応（その時の

指導、今後の対応）に問題はなく、死亡を予期出

来ない事例であると判断したが、今回は、原点に

返る意味もあり、会長、看護協会の発案で上記の

内容になった｡注意が必要な発熱を主に説明した。

今回のことを踏まえ、実際の劇症型肺炎球菌性髄

膜炎、劇症型心筋症の事例を提示し、死亡を予期

出来ない事例が長い間には、中には存在すること

を印象付けていただき、結果として不幸な転機を

とった事例に対して、電話相談時点での対応に問

題はなかったと考えていることも強調した。質問

は主に冑腸炎の際の、経口補水療法について集中

し、猪股会長、田邊先生、小林先生のお知恵をお

借りして悪なく終了した。

最後に、猪股会長の講評で、研修会を終了した。

お|亡しい中、参加してくださいました田邊雄三先

生、小林一彦先生ありがとうございました。

（文責：黒崎知道）

(3)平成２５年度第1回

千葉県小児救急電話相談員研修会報告

９月29日（日）13:00から、平成25年度第１回千

葉県小児救急電話相談員研修会が千葉県看護会館

研修室で開催された。猪股会長、黒崎、電話担当

医師として田邊雄三理事、小林一彦先生の4名と

相談員20名の参加で開催きれた。

まず猪股会長から挨拶があり、電話相談事業・

相談件数の推移が紹介され、県の事業の中でも評

判の良い事業であることが紹介された｡その中で、

平日つながらないケースがあり、来年度平日看護

師1名増員で予算要望する旨のお話があったが、

時間延長に関しては、初期救急診療所の診察時間

が23:00で終了するところが多いことから、受診

案内をする関係上現状の22:00までで、回線の増

加が妥当であるというお立場を説明きれた。

次いで、相談員が受ける相談件数の中で、とく

に多い事例の振り返りから相談者との対応、判断

基準となる根拠等について学ぶことを目的に事例

検討会にはいった。千葉県看護協会・杉本龍子常
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下条直樹理事が千葉大学大学院医学研究院

小児病態学の教授にご就任

千葉大学大学院医学研究院小児病態学の教授に下条直樹先生が就任きれました。下条直樹

先生は、平成19年度から西牟田敏之前会長の時に当医会の理事になられて、私が会長になっ

てからも理事を引き続きしていただきました。千葉大学小児科准教授として、医会と大学関

連や千葉地方会などとのパイプ役、また医会では社会保険担当理事として、小児科学会や曰

本小児科医会の社会保険委員会からの情報を伝えていただいたり、千葉県社保・国保審査合

同審議委員会委員長として医会からの意見も聞いていただき、医会会誌に会員へ保険請求の

際の注意点を掲載していただいていました。千葉大学医学部5年生の小児科診療所実習という

将来の小児科医を増やすためにも有意義な企画を提案され、医会としても協力させていただ

けたことは感謝しております。最近では、食物アレルギー関係のお仕事や小児科学会・アレ

ルギー学会などでも忙しい中を、隔月の理事会に無理を押して出席いただき、仕事が重なっ

ても遅れて来ていただいてくれていました。

長い間、千葉県小児科医会のためにご活躍いただき、有難うございました。小児科教授就

任本当におめでとうございます。今後とも、医会へのご援助、ご協力を宜しくお願い申し上

げます。

（会長：猪股弘明）

千葉小児かん長期ケア地域連携研究会

この会は、千葉県がんセンター病院長中川原章先生が会長となり、小児がん長期ケアの

ネットワークの構築を目指した研究会の開催と、ネットワークシステムの普及を進めている。

＜ネットワーク事業＞

このネットワークシステムは、従来国が主導してモデル事業として始まった。

小児がん専門医療機関がサーバーに診断・治療情報、フォローアップ情報などを入力。デー

タベースを作る。その情報を地域医療機関が共有し、日常診療に役立てる。小児がん`患者が

地域で生活していくための環境づくり、生涯続く小児がんの合併症のフオローアップに役立

てることが目的。

今後は、NPO小児がんまどころ機構が事業継続をひきつぐ。

＜千葉小児がん長期ケア地域連携カンファレンス＞

小児がん長期ケアについての講演会やカンファレンスを継続的に行っていく。

第一回は、平成25年10月29日に行われた。

小児がん長期フォローアップの第一人者である、日本医科大学前田美枝先生より「小

児がんの晩期合併症と長期フォローアップの重要性」のご講演をいただいた。

（文責：原木真名）
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千葉県小児科医会病院幹事・地区幹事会、総会のお知らせ

＊平成２５年度千葉県小児科医会病院・地区幹事会

平成26年３月13曰（木）１８：３０～２１：００

ホテルオークラ千葉

〒260-0024干葉市中央区千葉港l-l3-3

TELO43-248-llll（代表）

時
場

日
会

議事１平成25年度事業報告

２平成26度事業計画

３平成26年度からの理事役員人事について

４日本小児科医会の報告

５各地区幹事報告

６その他

講演未定

＊平成2e年度千葉県小児科医会総会

平成26年４月19日（士）１６：００～（予定）

京成ホテルミラマーレ

〒260-0014干葉市中央区本千葉町l5-1

TELO43-222-2111（代表）

ｌ平成25年度事業報告

2．平成26年度事業計画

３日本小児科医会の報告

４その他

時
場

日
会

議事

講演 未定

(総会・講演会終了後、意見交換会を行いますので多数ご参加ください｡）

※詳細未定。後日ホームベージにてご案内いたします。

http://www､chibasyounLcom/home／
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千葉県小児科医会生涯教育講座（平成２５年度）

今年度の第１回生涯教育講座は、平成25年度千葉県医師会医学会分科会として平成25年11月３曰（日）

に開催し、生涯教育講座講演として講座ｌ「小児がんについての最近の話題」を千葉大学大学院医学研

究院小児病態学の落合秀匡先生に、また、講座２「｢怠けもの」と呼ばないで１現代の子どもを襲う起

立性調節障害」を大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座小児科の田中英高先生にご講演いただき、多

くの方に聴講いただきました。

第２回生涯教育講座は、平成26年２月１日、下記の予定で行います。時間は会員の皆様の意見から、昨

年同様出席しやすい時間帯である土曜日の午後に設定させていただきました。聴講料は１回500円（コ

メディカルの方は無料）です。

１回につき小児科認定医研修3単位、日本医師会生涯教育講座l単位が認められます。

多数の参加をお待ちしております。

千葉県小児科医会会長猪股弘明

学術担当石和田稔彦

（連絡先：千葉大学医学部附属病院感染症管理治療部TELO43-222-7171【代】）

平成２５年度第２回千葉県小児科医会生涯教育講座のご案内

場所：ホテルプラザ菜の花

〒260-0854干葉市中央区長洲l-8-lTELO43-222-0854

日時因平成26年２月１日（土）１６：００～

情報提供「沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチン」 ファイザー株式会社

【講演１】座長千葉県小児科医会学術担当 石和田稔彦

原発性免疫不全症候群の最近の話題

一変わりゆく疾`患概念と治療一

千葉大学大学院医学研究院小児病態学 井上祐三朗先生

【講演２】座長千葉県小児科医会学術担当 黒崎知道

小児急'性中耳炎と急性鼻副鼻腔炎の診療に向けて

－診療ガイドライン改訂で何が変わったか－

千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科工藤典代先生

◆小児科認定医研修３単位認定

◆日本医師会生涯教育講座ｌ単位認定

日本医師会生涯教育カリキュラムコード

３９：鼻漏・鼻閉

７３：慢性疾`患．複合疾患の管理

共催千葉県小児科医会
ファイザー株式会社
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平成２５年度小児初期救急医療研修会のお知らせ
～小児救急医療をより充実させるために～

日時：平成26年２月11日（火）１３：００～１６：００

会場：千葉県医師会大会議室

ｌ）座長：黒崎知道先生

初期救急における、乳児・新生児の診方（仮題）

君津中央病院新生児科大曾根義輝先生

２）座長：佐藤好範先生

初期救急医療における医療安全対策（仮題）

日本小児科医会顧問弁護士桑原博道先生

※詳細未定。後日ホームページにてご案内します。

http://www・chibasyounLcon/home／

第e回千葉県発達障害セミナー

日時：平成26年１月19日（日）１６：００～１７：４５

会場：京成ホテルミラマーレ

座長：重症心身障害児施設千葉市桜木園園長柿沼宏明先生

演題：「発達障害の理解と支援（仮)－自閉症スペクトラム障害

演者：筑波大学大学院人間総合科学研究科教授宮本信也先生

会費（資料代）として100円。（ヤンセンフアーマＫＫ共催）

トラム障害を中心に－」

※開催される講演会は随時ホームページにてご案内いたします。

http://www・chibasyounLcom/home／
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千葉県小児科医会会費納入のお願い

日ごろ皆様には、ご理解．ご協力いただきありがとうございます。

平成25年度会費振込用紙を本年７月送付の会報に同封いたしました。

まだ今年度分を納入されていらっしゃらない先生方には、ご面倒でも近日中に納入を済ませていただ

きますようお願い申し上げます。また、過去3年間納入のない場合、退会の意思のあるものとさせてい

ただき、次年度４月より退会の手続きを取らせていただくことになっております。

会費は1年あたり3,000円です。振込先は下記のとおりです。

ゆうちよ銀行口座：OOllO9-315524

口座名：千葉県小児科医会

千葉県小児科医会に未入会の先生がいらしたら、是非ご入会をお勧めください。

入会のご連絡は、事務局まで

ホームページ新規登録する際に事務局発行のＩＤとパスワードが必要になりました。

新規登録をお考えの会員様は事務局までメールでお問い合わせください。

千葉県小児科医会事務局佐藤亜弓

〒273-0002船橋市東船橋l-38-l-201

いのまたこどもクリニック内

TELO47-460-7160

FAXO47-460-7167

E-mailchibashoni＠krcbiglobenejp

ご連絡はメールまたはＦＡＸでお願いいたします。
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子どもの急病ガイドブック

小児初期救急マニュアルのお知らせ

「チェックリストによる、子どもの急病ガイドブック」（2013年８月23日第２版第１刷。Ａ５：２０ページ)。

病気と病状を理解して、適切な時間外受診をしてもらうためにも、保護者に利用していただきたい冊

子です｡保護者の家庭看護カアップのために､新患の方に差し上げてはいかがでしょうか？１冊40円(税

込み送料別）となります。

「小児初期救急マニュアル・初期救急診療所診療の手引き」（2012年３月１曰第２版。Ａ５：７１ページ)。

小児科医だけでなく、小児科以外の医師にも広く利用していただき、小児初期救急診療の充実を目指

したものです。勿論、日ごろの小児科外来診療にもお役に立ちます。１刷500円（税込み送料別）

ご注文は、ご注文冊数．ご氏名・送り先住所・電話番号・ＦＡＸをお書きいただき、千葉県小児科医

会事務局へＦＡＸかメールでご連絡下さい。なるべく、まとめてご購入をお願いします｡お支払い方法は、

銀行振込用紙を同封してお送りします。振込用紙の控えを領収書とさせていただきます。

ＦＡＸＯ４７－４６０－７１６７

メールchibashoni＠krcbiglobenejp
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入会

異動申込
退会

奎
曰千葉県小児科医会

｢１５~i頭丁。

勤務先の変更・住所の変更がありましたら、事務局までご連絡下さい。

千葉県小児科医会事務局

273-0002船橋市東船橋1-38-1-201

いのまたこどもクリニック

TELO47-460-7160FAXO47-460-7167

e-mail：chibashoni＠krcbiglobenejp
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千葉県小児科医会会長殿

(ふりがな）

氏名

男

女

生年

月日

大正

昭和
年月日

病院名

又は

医院名

科名

病院・医院 科

郵便番号

住所

□□□-□ｎｎｎ

ＴＥＬ

ＦＡＸ

mailadress

自宅

郵便番号

住所

ＴＥＬ

□□□-□ｎｎｎ

曰本小児科医会に入会 しているしていない

千葉地方会に入会 しているしていない



●投稿規程●

①学術記事・随筆・趣味・紀行文・体験談など、随時受け付けています。

会誌発行は、毎年12月です。各年の締切日は11月中旬となります。

②原稿は、Ａ4版で22文字×42行2段（10ポイント）が1頁となります。

事務局までメール添付でお送りください。ＰＣ対応できない場合は、広報担当または事務局へご相談

ください。

③原稿には、題名、所属、氏名を明記してください。

④投稿ならびにお問い合わせは、下記へお願いいたします。

千葉県小児科医会事務局担当佐藤

広報担当理事：山本・原木

〒273-0002干葉県船橋市東船橋1-38-1-201

いのまたこどもクリニック内

ＴＥＬ：047-460-7160

ＦＡＸ：047-460-7167

http://www・chibasyounicom/home／

E-mailchibashoni＠krcbiglobenejp

一来一来一来一来一来一来一来一来一来一米一来一来一来一※一糸－※一糸一来一来一※一糸一※一糸一米

●編集後記●

千葉県小児科医会会誌が出来上がりました。

予防接種、在宅医療、新生児医療、形成外科、起立性調節障害、漢方治療など、大変内容の厚い－

冊となりました。お忙しい中御講演をして下きり、さらに原稿を書く労をお取り下さった先生方に深

く感謝申し上げます。

続・小児科医が活躍している病院では、成田赤十字病院と国立病院機構千葉東病院のご紹介をして

いただきました。

この－冊を是非、皆様の日々の診療に役立てていただきたいと思います。

今年は風疹が大変流行してしまいました。その結果として、今後先天性風疹症候群の赤ちゃんの増

加が危倶されています。充分予想できることだったのに、なぜ防げなかったのか。防げなかった（や

らなかった）責任は、私達小児科医にもその一端があると思います。千葉県小児科医会として、これ

からできることは何か。真剣に考えていかなければと思っています。この他にも、小児科医会として

取り組んで行かなければならない問題は山積しています。一つ一つ取り組んで行きたいと思います。

皆様からも、小児科医会の活動について忌憧ないご意見をお寄せください。お待ちしております。

広報担当理事原木真名
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