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【巻頭言】

開業小児科医のアイデンティティー

田山正伸

(徳島県小児科医会会長）

私たち開業医は、地域の診療所でｌ１々患者

さんとその家族に接しています。少し前まで

一般的な感染症がそのほとんどを占めていた

診療内容が、徐々に変貌して来ています。季

節によりほぼ流行が決まっていた伝染性疾患

が季節外れに流行して戸惑うことがありま

す。アレルギー疾患が増加するに伴い抗アレ

ルギー薬の使用量が増え、さらに適正使用に

より抗生物質の使用量が減っています。小児

科外来の診療スタイルも、各種迅速検査や微

量血液検査の進歩と普及により、臨床診断の

精度が上昇してきました。専門分野を活かし

てフットワークを軽くして、特殊性をH｣して

いる診療所もあります。

また、これまで外来小児科診療のほとんど

を占めていた、所謂診療報酬部分の割合が減

り、自由診療部分が増えてきています。自由

診療部分は言うまでもなく予防接種と健診で

あります。

予防接種後進国の汚名を返_卜する力､の勢い

で、厚労省はワクチンの認ijIが以前に比べて

迅速となり、定期接種化も早くなってきまし

た。子どもたちにとっては喜ばしい流れで

す。さらに接種スケジュールの点で所謂「ワ

クチンデビューは２カ月」というキャッチフ

レーズが浸透し、小児科薑外来へのデビューも

早くなってきました。以前であれば''三後３～

４カ月頃の小児科デビューが多かったのです

が、新しいワクチンの導入によって変化して

きました。最近では、１カノ]健診も小児科医

が行なった方が良いのでは、という機運が全

国的にも広がってきています。

開業小児科医は、自身の診療所での診療以

外にも、地域の初期救急、例えば徳島市休日

夜間急病診療所へ出務して、地域の小児救急

医療に貢献しています。また学校医、幼稚園

園医、保育所嘱託医として、学校保健活動を

行っています。医師会活動においては、県な

らびに市医師会の役員や各委員会委員とな

り、行政との協働により地域医療に寄与して

います。さらに徳島大学病院の医学生や研修

医を、地域医療研修の場所として受け入れて

教育指導を行っています。その他、子育て支

援活動として、病児保育、子育て支援イベン

トの開催、子どもの医療に関する講演など、

その業務は多岐にわたっています。

開業小児科医が多くの仕事に従事している

こうした現状は、実際には周囲に理解しても

らえていないことが多いようです。一般市民

の方は仕方がないと思いますが、他科の医師

でも、我々の小児科医としての活動を充分に

知らない場合があります。私たち小児科医の

アイデンティティーは何かと考える時、私た

ち開業小児科医こそが、身近な通常の子ども

の病気を診療して、子どもを守るために必要

な予防接種や健診を行ない、高度な医療が必

要となれば大学病|院や基幹病院と連携し、地

域の小児医療を担っているのだと思います。

しかし、こうした'汁|業小児科医が現在行って

いる小児医療を、特い世代の小児科医が今後
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受け継いでくれるのか、不安に思います。

こうした現状を踏まえて、日本小児科医会

では「地域総合小児医療」認定医制度を２年

先に施行すべく、準備を進めています。これ

は厚労省が進めている「総合医・総合診療科

構想｣、いわゆる「総合医」と対時するもの

です。

「地域総合小児医療」の概念は平成２２年

に日本小児科学会により提唱されました。す

なわち小児医療・保健・福祉には、子どもが

罹患する疾患への対応と、子どもの健全な発

育への総合的支援が包括され、両者のバラン

スを保ち、より地域に密着して実践していく

ことが「地域総合小児医療」だとされていま

す。これは実際に「子どもを守るために」開

業小児科医の皆さんがおこなっている医療行

為そのものであります。この医療を守ること

が、私たち開業小児科医を守ることにもなり

ます。「地域総合小児医療」認定医制度の背

景には、この人口減少社会において、遠くな

い将来に開業小児科医が消えてしまうのでは

ないかとの懸念があります。そうした危機感

を皆さんも持っていただきますようお願いい

たします。

(平成２５年１０月）

－２－
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【特集】専門医から知見を学ぶ

循環器専門医から開業医へのメッセージ

森一博

(徳島県立中央病院小児科）

「心雑音」はとても判断に迷う所見です。こ

こでは、臨床の先生方がよく遭遇する心雑音

(および雑音のない心臓病）に関して、その

考え方を述べてみたいと思います。

を受診し、蘇生を行いました。診断は大動脈

弓離断十動脈管ショックでした。

「急変」を凹避するには、①何か変だな

あ（notdoingwell）と感じた症例は、はや

めに御紹介いただくこと、②可能であれば

下肢の酸素飽和度が９５％以上あるかどうか

をチェックしていただくことだと思います

(次項参照)。たとえば本年、１カ月検診を

受診していたにも関わらず、心臓に関して異

常を指摘されずに突然死した生後３８日目の

乳児（大動脈弁狭窄）に関して、訴訟判決が

ありました。裁判所の結論は「大動脈弁狭窄

では心雑音が必須で、診断は可能なはず」で

したが、医事新報Ｎｏ４６５１（２０１３年６月

１５日）ｐｌ６およびNo.４６５６（２０１３年７月

２０日）ｐｌ６に「必ずしも診断は容易でない

のではないか？」との意見が寄せられていま

す。是非ご一読ください。

1．新生児重症心疾患と心雑音

まず「新生児の重症心疾患では心雑音を認

めないことが多い」ことを強調したいと思い

ます。

新生児は、胎児循環の影響を受けて肺高血

圧が残存しているため、各部位に圧較差を生

じにくく、重症例でも心雑吾を聴取しないこ

とが多いのです。すなわち、雑音がないから

と言って心疾患は否定できません。小さい心

室中隔欠損で、生直後には雑音がなく、数曰

後に心雑音が明瞭になる例はしばしば経験し

ますが、これは肺血管抵抗が下がってから、

左右短絡量が増加するためです。

一方、出生直後の新生児で「少し顔色が悪

い」という理由で、心雑吝がないため心臓を

精査することなく、漫然と酸素投与を指示す

る研修医がいます。先天性心疾患の中には、

酸素投与により動脈管が閉鎖したり、肺、流

量が増大して状態が急速に悪化する症例があ

り、注意が必要です。

最近も、ほとんど心雑音はなく、ちょっと

ミルクの飲みが悪いという症状のみで自宅で

過ごしていた新生児が、生後２５日目に動脈

管が閉鎖してショック状態となり、救急外来

２．チアノーゼ

人間の目ではチアノーゼは見逃しやすいも

のです。一般に、医者が見て判るチアノーゼ

はパルスオキシメータによる酸素飽和度く

９０％の時です。一方、ご両親が子供を見て

判るチアノーゼは、酸素飽和度く８０％の場

合です。そのため、医者の目からみるとチア

ノーゼがあっても、両親は子供のチアノーゼ

に気付いていない例はよく経験します。

新生児の重症先天性心疾患の診断のために

－３－



「下肢」の酸素飽和度を測定することが世界

的に提唱されています。「パルスオキシメー

タによる下肢の酸素飽和度く９４％では、

2/３の例が重症先天性心疾患である」との報

告があります。この方法は、県内の出産数が

多い開業産婦人科の先生方にお薦めしている

「重症心臓病スクリーニング法」です。

３．乳児期以降の弱い雑音と心疾患

「乳児期の弱い心雑音なら心エコーは不要

か？」と言うと、そうでもありません。

最近紹介された生後５カ月の左冠動脈肺

動脈起始症は、とても元気で、心雑音は１/６

程度でしたが、受診時すでに極度の心機能低

下があり、緊急手術となりました。

心筋炎も診断が難しく、けいれん、顔色不

良、喘鳴など「心臓とは無関係に見える症

状」で発見されます。心雑音は僧帽弁閉鎖不

全による場合がありますが、頻脈とギャロッ

プ（ギャロップは心雑音ではなく過剰心音で

す）のみのことが多いです。あまりの頻脈の

ため、上室性頻拍と誤認されて紹介された例

もありました。肝腫大は、聴診壜上のギャロッ

プと共に、心不全を示す極めて大事なサイン

です（図)。

また、乳児期の大きなＶＳＤでは、Ⅱ音の

冗進と弱い収縮期雑音のみのことが稀ではあ

りません。

これらの疾患は、いずれも心電図やレント

ゲン異常を伴っており、何か気になれば検査

を進めるのが最善の解決策です。表には「雑

音が聞こえない小児の重要心臓病」を挙げて

みました。表中の★は当院で２０１３年に経験

した症例です。

一方、心電図でわずかな変化しかなく、「超

音波検査をやってみないとなかなか診断しに

くい」症例も、稀ならずあります。６歳の左

図喘鳴で紹介された心筋炎

１歳児。喘鳴を主訴に紹介されました。四肢末梢は

冷たく、頻脈でギャロップでしたが、心雑音はあり

ませんでした。肝臓が６ｃｍと巨大であり、心不全が

疑われました（肝臓の触診はとても大E|手！）。この症

例では、ギャロップと肝臓大から直ちに心エコーを

行い、心筋炎と診断されました。喘鳴は肺うっ[([lに

よる心臓喘息でした。

房粘液腫は元気なサッカー少年で、聴診では

ごく軽度の心尖部拡張期ランブルのみ、心電

図は軽度の左房負荷だけでした。私自身聴診

に絶対的な自信はなかったので、超音波検査

を施行したところ、径３ｃｍの腫瘍が僧帽弁

口部を出入りしており、緊急手術になりまし

た。

４．無害性雑音について

小児では２０％の例には心雑宵が聴取され

ます。そのほとんどが無害性心雑音ですが、

聴診だけでは判断が難しいことが多いのは事

実です。「聴診だけで判りにくい時には超音

波検査を」というスタンスでよいと思いま

す。ただ、以下の２つの心雑音は、聴診だけ

でも「ほぼ無害性」と断定できます。

－４－



２０１３年１２月

必ず御両親にお話するようにしています。私

自身、新生児期に圧較差１５ｍｍＨｇ程度の大

動脈井上狭窄の合併を看過し、生後６カ月に

強大な雑音となり、圧較差＝60ｍｍＨｇで直

ちに大動脈パッチ拡大術となった苦い経験が

あります

雑音を認めないことが多い心疾患

(★は２０１３年に当院で経験した症例）

チアノーゼ性疾患

完全大血管転換

（肺動脈狭窄を伴わない場合）

総肺静脈還流異常

左心低形成症候群

総動脈幹

Ebstein奇形

5．当院循環器外来について

徳島県立中央病院は、２４時間小児救急を

開始したこともあり、循環器疾患の患者さん

は増加しています。また新生児に関しても、

心雑音などの相談が増えております。現在は

月曜午前・午後、水曜午前、金曜午後の３日

間を循環器外来曰としていますが、重症と思

われる患者さんに関しては、いつでもご相談

いただける体制にしています。

心エコー件数は、数年前までは年間２５０

件程度でしたが、現在は年間１３００件程度で

す。２名の小児循環器専門医だけでは対応し

きれず、技師さんにも区分診断法を習得して

もらい、検査のスピード化を図っています。

私達の役割は重症例を早期に発見して更に

高度な病院（大学）にお願いすることにあり

ます。「ちょっと気になる」程度でも結構で

すので、お気軽に御紹介のほど、宜しくお願

いいたします。

非チアノーゼ性疾患

大動脈縮窄

★大動脈弓離断症

★冠動脈疾患

（左冠動脈肺動脈起始など）

心収縮力低下を伴う大動脈弁狭窄

三心房心

★高度肺高血圧を伴うVSD、ASD、ＰＤＡ

★心筋炎

★心筋症

表雑音が聞こえない小児の重要心臓病

心尖部一胸骨左縁下部で聴取される

収縮期雑音で楽音様のものは「Still

murmur」と呼ばれます。心尖部で低音

の「ブーン」という特長的な雑音で、低

学年に多いです。

生後数週間の新生児で、肺野（特に背部

へ放散）に雑音を聴取する柔らかで長い

持続の収縮期雑音の例では、圧倒的に末

梢肺動脈性収縮期雑音（肺動脈分'肢部狭

窄）が多いです。正常新生児の２０％に

聴取され、生後６カ月で消失します。

1．

(平成25年１０月）２

ただ、この雑音にマスクされて他の疾患を

見逃すことが稀にあり、「１歳まで雑音が残

れば、もう一度だけ調べておきましょう」と

－５－



【特集】専門医から知見を学ぶ

腎臓専門医から開業医へのメッセージ

近藤秀治

(徳島大学大学院へルスバイオサイエンス研究部小児医学分野）

が加えられています。特に小児ＣＫＤのガイ

ドラインは、開業医の諸先生方が患者様を専

門医へ紹介する適切なタイミングについても

言及しており、是非日々の診療に役立ててい

ただきたいと思います。また、このガイドラ

インには、現在の小児ＣＫＤの疾患構成、小

児ＣＫＤステージ分類、小児のクレアチニン

の正常値、推算糸球体濾過率（eGFR）の計算

式等が含まれていますが、詳細は本ガイドラ

インをご参照いただければと思います。

２つ口は、日本小児腎臓病学会が作成した

ネフローゼ症候群のガイドラインです。この

「小児特発'性ネフローゼ症候群ガイドライン

2013」（診断と治療社）も、クリニカルクエ

スチョンに基づき作成されていますが、ネフ

ローゼ症候群の主たる治療薬である「ステロ

イド･免疫抑制剤｣の具体的な使用方法まで、

ネフローゼ症候群の治療指針となるよう、か

なり詳細に記載されています。ネフローゼ症

候群の患者様の合併症管理、生活・運動など

にまで言及することで、幅広く使用しやすい

内容となっています。さらに本ガイドライン

では、最近成人期へのネフローゼ症候群の移

行症例が多くなっていることにも言及してい

ます。小児ネフローゼ症候群では、長期間

のステロイド・免疫抑制剤による治療、合併

症管理、移行医療が必要となってくるため、

発症当初から、投薬治療だけでなく、心身の

健全な発育を促すような長期診療ビジョンを

持った専門診療が必要であることをご理解い

徳島県小児科医会の諸先生方におかれまし

ては、平素から多数の小児腎臓病患者様を徳

島大学病院小児科に御紹介いただき、心より

感謝申し上げます。今回は「腎臓専門医から

開業医へのメッセージ」として、腎臓病診療

の紹介の機会をいただき、ありがとうござい

ます。最近の小児腎|臓病の進歩の一部を紹介

し、下記のメッセージを曰々の診療にお役立

ていただければと思います。

1．小児腎臓病の診療ガイドライン

最近は、多くの学会が診療ガイドラインを

作成（改訂）しています。腎臓関連において

も多くのガイドラインが作成されています

が、その中から、私どもが深く関わっている

代表的な２つのガイドラインを御紹介したい

と思います。

１つ目は、曰本腎臓学会編集の「エビデン

スに基づくＣＫＤ診療ガイドライン２０１３｣(東

京医学社）です。このガイドラインは、全年

齢層の慢性腎臓病（ＣＫＤ）を扱っており、小

児ＣＫＤに関しても、診断と治療に分けて詳

しく記載されています。最近のガイドライン

作成の手法に基づき、①クリニカルクエス

チョン（ＣＱ）といわれる臨床に直結した疑問

を作成し、②文献検索と選択、文献（臨床研

究）の批判的吟味を行うことでエビデンスレ

ベルを決定し、③ガイドラインのステート

メントに推奨レベルを付け、それに対し解説
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ただけたらと思います。 避や、心身の健全な発育につなげたいと思っ

ています。

従いまして、３歳児検診で先天性腎尿路奇

形（CAKUT）等の小児ＣＫＤを発見（問題を

指摘された子どもへの超音波検査の実施）す

ることの意義は大きいと思われます。また、

日常診療で簡便に小児ＣＫＤを指摘できる尿

中バイオマーカーの開発も期待されていま

す。

２．非典型ＨＵＳ（atypicaIHUS）

溶血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）の中に、下痢

を伴うことが一般的に少ない難治性の非典型

HUS（atypicalHUS）があります。これは遺

伝子異常などによる補体経路の活性化の問題

に起因しています。

atypicalHUSの診断ガイドラインは、当科

の香美祥二教授を委員長として平成２４年度

に作成されました。一般のatypicalHUSの

診断には、ＨＵＳとADAMTSl3活性著減によ

る血栓性血小板減少性紫斑病の除外診断が、

診療上非常に重要です。

atypicalHUSは、これまで死に至ること

の多い病気でしたが、現在は抗Ｃ５（補体の

第５成分）抗体を投与することで救命が可能

となってきています。従いまして、atypical

HUSを早期発見するためには、早い段階で

便培養や毒素検出を行い、鑑別を要する腸管

出血性大腸菌感染症を除外診断することが重

要となっております。消化器症状を呈する患

者様においては、便培養等の検査を改めてご

留意いただけたらと思います。

４．大学病院腎臓専門外来の案内

現在、徳島大学病院の腎臓グループのス

タッフは、香美祥二教授、近藤秀治講師、漆

原真樹講師、永井隆医員（大学院生）で構成

されています。

小児ＣＫＤは長期経過を要するため、疾患

特異的な治療だけでなく、心身の健全な発育

のために発症当初から専門的な診療を行うべ

きであると考えています。ただ、学校検尿で

尿異常を指摘される子どもは多数おり、徳島

県小児科医会の先生方におかれましては、

曰々の診療で小児ＣＫＤの早期発見に多大な

ご協力いただいていることと存じます。開業

医・病院勤務医全体で診療協力を継続し、徳

島県の小児ＣＫＤの診療成績の向上に努めて

行きたいと考えております。

私どもは、ご紹介いただいた患者様の診療

を第一に、そして、患者様の診療を通じて臨

床・基礎研究を行うことで、長期的には小

児ＣＫＤ患者様に研究成果を還元できるよう

に尽力したいと思っております。引き続き徳

島県小児科医会の諸先生のご支援.ご協力の

程、よろしくお願い申し上げます。

3．小児ＣＫＤの今後の課題

学校検尿による小児ＣＫＤの早期発見や治

療の進歩を通じて、腎不全へ進行する小児

CKDの疾患構成は、従来約半数を占めてい

た糸球体疾患の割合が激減し、先天性腎尿路

奇形（CAKUT)、遺伝性腎疾患、襄胞性腎疾

患が大部分を占めるようになってきていま

す。これらの難治性腎臓病においても治療手

段の進歩がみられており、早期発見により腎

不全・透析への進行を遅らせることで、低身

長、骨合併症などの腎不全合併症の抑制・回

(平成２５年１０月）
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【特集】専門医から知見を学ぶ

小児血液がん専門医から開業医へのメッセージ

渡辺浩良

(徳島大学大学院へルスバイオサイエンス研究部小児医学分野）

私たちが診ているのは、血液疾患と腫瘍性

疾患です。

血液疾患には、急性白血病や悪性リンパ腫

などの造血器腫瘍と言われる疾患に加えて、

各種貧血（鉄欠乏性貧血、遺伝性球状赤血球

症など)、血小板減少性紫斑病、好中球減少

症､血友病､再生不良性貧血などがあります。

腫瘍｜性疾患は悪性腫瘍が多く、脳腫瘍や肝

芽腫、ウイルムス腫瘍、神経芽細胞腫、横紋

筋肉腫、骨肉腫、ユーイング肉腫、網膜芽腫

などがあります。腫瘍の原発部位は頭のてつ

ぺんから足の先にまで皮びますので、色々な

診療科の協力が必要になります。脳腫瘍は脳

神経外科、肝芽腫やウイルムス腫瘍、神経芽

細胞腫は小児外科、骨肉腫やユーイング肉腫

は整形外科、網膜芽腫は眼科、といった具合

です、放射線治療が必要となれば、放射線科

の協力が必要になりますが、幸いどの診療科

の先生方も非常に協力的で、恵まれた環境だ

と感じています。

また脳腫瘍や骨肉腫は、年長児～若年層に

多いのですが、積極的な治療が必要な患者さ

んは、成人であってもご紹介いただくことが

多く、小児科で診ています。強力な化学療法

は経験や'慣れが必要であり、私たちの得意と

するところであります。

悪性腫瘍の患者さんは長期入院を余儀なく

されるため、学童期以降の患者さんには、病

院内特別支援学級（加茂名中学校からの先生

の派遣）を利用してもらっています。また、

平素は多くの患者さんをご紹介頂き有り難

うございます。今回は、小児血液腫瘍分野に

関するあれこれを紹介させて頂きたいと思い

ます。

1．小児血液がん専門医制度

関連学会である曰本小児血液学会と日本小

児がん学会は、平成２４年１月１日に合併し

て、日本小児血液・がん学会となりました。

また、この学会の発足に際して、曰本小児血

液・がん学会専門医制度が開始されました。

２０１４年春に小児血液・がん専門医の第１回

認定試験が行われる予定です。原稿のタイト

ルは「小児、液がん専門医」ですが、本当は

「小児血液がん専門医取得予定」です。

専門医認定申請の条件として「専門医研修

施設で研修カリキュラムを修了しているこ

と」などがあり､専門医研修施設認定には「小

児血液・がん暫定指導医が勤務しているこ

と」などがあり、小児血液・がん暫定指導医

の認定には種々の要件が必要であって…と、

なかなか複雑です。私も何とか小児血液・が

ん暫定指導医として認められましたので、学

会専門医を取得し、研修施設要件を維持し、

後進の教育や指導のための基盤を整備してゆ

きたいと思っています。

２．徳島大学病院での診療について
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特別支援学校の訪問学級を利用される患者さ

んもいます。こちらは学年や教科毎に先生が

替わるので、しっかり勉強したいと考える小

学校高学年や中学生の患者さんや、そのご家

族に希望される方が多いです。

また悪性腫瘍の患者さんは、原疾患や治療

の合併症や晩期障害にも悩まされ、色々な支

援を必要としています。低身長や甲状腺機能

低下症などの内分泌障害は内分泌外来で、薬

剤性心機能障害は循環器外来で、発達障害

などは神経外来や粘神科（小児専|Ⅱ1心理士）

で、薬剤性腎障害や高血圧は腎臓外来で、そ

れぞれフォローをお願いしています。また難

聴は小児難聴外来（耳鼻科)、月経不順は婦

人科、口腔内の問題は小児歯科、心の問題は

心身症外来など、他の診療科の支援も得やす

いので心強いです。

入院患者さんの診療体制ですが、基本的に

は、新しく入局した卒後３年目の小児科医

か、初期研修で小児科を選択した初期研修医

が主治医になります。その主治医を、血液グ

ループのスタッフ（私を含む２～３人）がサ

ポートします。曰々ディスカッションをしな

がら診療にあたっていますが、毎週金曜曰に

血液カンファレンスを開き、診療方針などに

ついて確認するようにしています。

診療病棟は、患者さんの病状や治療の内容

に応じて、西病棟１０１階の$１１１胞治療センター

と、西病棟３階の小児医療センターを使い分

けています。細胞治療センターはフロア全体

が無菌で全室個室です。小児医療センターに

は簡易無菌の総室（４人部屋）を設けていま

す。最近は個室を希望される方が多いです

が、遊び相手や話し相手のいる総室を好まれ

る方もおられます。

血液外来は、木曜曰と金峰Ｈの週２日で

す。急性リンパ性に１m病や悪性リンパ臆の維

持療法、治療終了後のフォローアップを１１１J、

に診療しています。血液疾患や腫瘍性疾患だ

けでなく、［､管腫、リンパ節腫脹や不明熱の

精査など、幅広く診療しておりますので、何

なりとご紹介下さい。急ぎでない場合は木曜

日か金曜曰に、お急ぎの場合は－診にご紹介

下さい。土日祝日は先ず当直医が対応いたし

ます。

3．開業小児科医との連携について

一般小児科で最も良く遭遇する血液疾患は

貧血です。その貧illのなかで最も頻度の高い

疾患は鉄欠乏性貧lillではないかと思います。

小球性低色素性貧血、血清鉄低下、血清フェ

リチン低下､ＴIBC上昇で診断は容易ですが、

小児の鉄欠乏性貧血の原因は、年齢によって

多彩です。

未熟児貧血は、母体からの鉄の移行が少な

い低出生休電児や早産児に多くみられます。

乳児期の貧血の原因には、母乳栄養（母乳に

は鉄含有量が少ない)、急激な成長、離乳食

開始の遅れなどがあります。乳幼児期の原因

には、牛乳の多飲（牛乳貧血）があります。

牛乳貧血の発症機序は不明ですが、鉄吸収の

低下や消化管出血が原因ではないかと考えら

れています。乳幼児期の貧血を診たら、必ず

牛乳のことは訊いてみて下さい。

思春期の貧血も原因は多彩で、急激な成

長、ダイエット、偏食、激しい運動・スポー

ツ（スポーツ貧血)、生理などがあります。

スポーツ貧血の発症機序も不明ですが、足底

での溶血､大量の発汗（汗に鉄が含まれる)、

筋肉量の増大などが原因ではないかと考えら

れています。思春期の貧血に対しては、食事

内容や運動について、詳細な問診が必要だと

思います。

治療としては、まずは原因の除去（牛乳制

限など）が第一ですが、鉄剤を要することが
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多いと思います。鉄剤内服で問題となるのは

コンプライアンス、無効、服薬困難です。十

分な量や期間の服薬を行うことが重要です

が、自覚症状に乏しいため、ノンコンプラ

イアンスになりがちです。しっかりと説明し

て、十分な量と期間の投薬をお願いします。

時に無効例がありますが、基礎疾患の検索を

考えつつ、経口鉄剤の変更を試みていただけ

れば、有効な場合があります。嘔気などで服

薬困難な場合は、静注薬を投与しています。

また家族歴から遺伝性球状赤'11球症（ＨＳ）

が疑われる症例では、貧血がない場合でも、

溶血所見（間接ビリルビン上昇、血清ハプト

グロビンの低下、ＧＯＴの上昇）がない力､の確

認は必要かと思います。溶、所見があれば、

貧血がなくてもＨＳの可能性があります。ＨＳ

の可能性があれば、その合併症である溶血発

作（感染が契機で貧血が進行)、無形成発作

(パルポウイルスＢ１９の初感染で重症貧血)、

胆石などがおこる可能性があることを前もっ

て説明出来ます。無形成発作は、心不全や死

亡例の報告がありますので要注意です。

白血球数や血小板数は、異常高値や低値の

場合は、即刻紹介になると思いますが、白血

球の場合は、数が正常でも、目視分類をしな

いと疾患を見逃してしまう可能性があります

のでご注意下さい。感染をくり返す場合の好

中球減少症や、貧血と血小板減少のない急性

白血病などが、それに該当します。

２t』結構です。

私たちは、常に患者さんやそのご家族の目

線に立った医療を心掛けています。希望があ

れば、治療や診断に関するセカンドオピニオ

ンも積極的に行っています。今後もご期待に

沿えるよう努力したいと思いますので、徳島

県小児科医会の先生方には、ご指導ご鞭燵の

ほど、よろしくお願い申し上げます。

(平成２５年１０月）

４．おわりに

大学の敷居は高く、大学へ紹介して良いの

か迷うことがあるのではないかとお察しいた

しますが、何時でもご相談頂けたらと思いま

す。また以立中央病院とは、総合メディカル

ゾーンとして、ハード面およびソフト面で連

携しておりますので、そちらへご紹介頂いて
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【特集】専門医から知見を学ぶ

小児神経専門医から開業医へのメッセージ

東田好広

(徳島大学大学院へルスバイオサイエンス研究部小児医学分野）

小児の神経疾患といっても、かなり広い範

囲を含んでいますので、今回は当院神経外来

に御紹介いただくことの多い小児のてんか

ん、および紛らわしい症状に絞ってお話した

いと思います。

小児では中枢神経の発達が未熟で、けいれ

んを起こしやすい状態にあり、また先天的な

素因が関与する特発性てんかんの発症が小児

期に集中していることなどから、小児科医が

けいれん性疾患やてんかん発作を目にする機

会は多いと考えられます。てんかんに限って

述べると、全年齢を通しての有病率はおよそ

０５～１％で、全国に１００万人近い患者さん

がおられるということになります。そもそも

患者数の多い疾患でありますが、その８０％

は１８歳以前に発病するということ、なかで

も３歳以下の発病が最も多いという特徴があ

ります。

ジアゼパム坐薬の予防投与を行います。一

方、神経学的異常や発達遅滞のある場合、左

右差や複雑な経過を認める場合、けいれんの

持続が１５分以上、または２４時間以内に繰

り返して発作を繰り返す場合は、何らかの器

質的疾患を伴う可能性が高くなるため、専門

医に紹介するべきと考えられます。

また、発達遅滞などの既往がない患児で

も、入浴や軽度の発熱に伴って長時間のけい

れんが頻回に誘発される場合は、Dravet症

候群（乳児重症ミオクロニーてんかん）が疑

われます。原因は神経細胞の電位依存性Ｎａ

チャンネルの遺伝子異常であり、徐々に知的

発達の遅れが目立ってきます。難治'性のてん

かんですが、最近スティリペントール（ディ

アコミット②）という抗てんかん薬が使える

ようになり、効果に期待しています。

発熱を伴わない場合でのけいれんでは、冬

季のウイルス性胃腸炎（特にロタウイルス）

に罹患した際に、胃腸症状は強くないものの

数分以内の全身けいれんが１日２～１０回以

上群発することがあります。予後は良好で、

１～２曰で自然軽快することが多いのです

が、けいれん発作の頻度が多かったり、家族

の不安が強い場合は、カルバマゼピンの５

ｍｇ/kｇ単回投与が効果的です。カルバマゼ

ピンの内服が困難な場合は、リドカインの点

滴静注が有効です。こちらも何らかの遺伝的

素因が疑われており、研究がすすめられてい

ます。

1．乳児期

症候性てんかん（脳に何らかの器質的障害

が認められる）が多い時期で、出生時の状況

や発達などに問題がないか注意を払います。

この時期のけいれんで発熱を伴う場合、最

も多いのは熱性けいれんであり、明らかな神

経学的異常がなく、けいれんに左右差や非典

型的な症状を伴わず、おおむね数分で自然に

停止した場合は、単純型熱性けいれんと考え

てよく、経過を観察します。繰り返す場合は
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West症候群は、生後３カ月～１歳前後の

乳児に認められる難治てんかんとして有名

です。典型的なシリーズを形成する点頭発

作（頷くような動作を何度も繰り返す）は、

臥位ではわかりにくいことが多いですが、覚

醒直後にしばしば四肢のピクツキを数秒ご

とに繰り返す動作が認められます。発作中は

不機嫌で泣いたり、どこか様子がおかしいと

家族が証言することもあります。またシリー

ズを形成する発作の出現に先立って、部分発

作やけいれんが認められることもあります。

West症候群は、治療が遅れると不可逆な発

達の遅滞を来すため、疑わしい動作を認めた

場合は、出来るだけ早期に専門医に御相談い

ただければと思います。

憤怒けいれんは、激しい啼泣後に呼気位で

呼吸停止し、チアノーゼ、意識低下、全身け

いれんに至るもので、一般的には自然軽快す

るとされていますが、貧血が認められる児が

あることや、まれに真のてんかん発作であっ

たり、脳の器質的疾患が疑われる場合もあり

ます。症状が強い場合は、専門医に御紹介く

ださい。

い特発性てんかんで、突然数秒間動作が停止

する発作を１曰数回～１０数回認めますが、

その後は何事もなかったかのように続きの動

作を行います。通常は転倒したりすることは

ありません。過呼吸賦活を行うことによって

発作が容易に誘発されます。けいれん発作と

違い、ボーっとして話を聞いていない、集中

できていないなど、精神的な問題と間違われ

ることがあり、診断までに数カ月から２年も

かかった例もあります。知的予後は良好で、

内服薬で容易に発作が抑制されます。

チック障害は、幼児期から学童期にかけて

好発し、突発的に常動的な運動や発声を繰り

返しますが、瞬目などの単純運動チックで

は、部分発作や眼瞼ミオクローヌスを伴う欠

神発作などと紛らわしいこともあります。た

だ、比較的頻繁に認められる割には重症感に

欠けており、本人の訴えも乏しい事、数カ

月から１年程度で自然に軽快することが多い

こと、一時的に自分の意志で抑制できること

等、てんかん発作とは明らかに異なる点があ

ります。また、経過中に症状が変化していく

ことも多く、これもてんかん発作では考えに

くいところです。心理的・身体的ストレスが

発症のきっかけとして強調されることがあり

ますが、発達|璋害の合併が多いことから素因

が関係していると考えられること、溶連菌感

染後に生じるものが有ることなどから、必ず

しもそうだとはいえないようです。なお、そ

れでも紛らわしい場合には脳波検査で異常を

伴わないことを確認します。

２．幼児期

幼児期以降は、素因による特発性てんかん

の割合が増加します。Panayiotopoulos症候

群は、特発性局在関連性てんかんで、かつて

は後頭葉てんかんの早期発症型とされていま

した。症状としては、主に夜間睡眠中が多い

のですが、嘔吐、眼球偏移、意識低下が認め

られ、しばしば遷延するけいれん発作が認め

られます。予後は良好で、発作の頻度は多く

はありませんが、主たる症状が嘔吐である場

合は、てんかんと診断されにくいことがある

と思います。

小児欠神てんかんは、就学前後の女児に多

３．学童期

中心・側頭部に焦点を持つ良性小児てんか

んは、特発性局在関連性てんかんで、比較的

頻度の高いてんかん症候群です。典型的に

は、夜間入眠後や早朝に、口角や顔面の部分
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２０１３年１２月

発作（意識が保たれる）で気付かれますが、

時に全般化して全身けいれんを来します。典

型的な症状と脳波所見が揃えば診断は容易で

す。思春期までに自然軽快するために、発作

頻度が多くない場合は、投薬治療は必ずしも

必要ではありません。

内側側頭葉てんかんは、熱性けいれんを繰

り返したり、長時間の発作の既往がある方

で、多くは１０歳以降に発症します。複雑部

分発作といって、急に落ち着かなくなって口

をモグモグさせたり、手をもんだり、布団を

弄ってみたりといった行動を取るものの、呼

びかけに応じないことが数分続くといった症

状が認められます。発作後は最中のことを覚

えていません。脳波検査で異常を検出しにく

いことがあり、精神科的な疾患と間違われる

ことがありますが、頭部MRI検査で側頭葉

内側の海馬と呼ばれる部分が硬く小さくなっ

ていることより診断できます。同部位を切除

すると発作が抑制されるため、外科手術の良

い適応になります。当院脳神経外科でも手術

は施行可能です。

たかもけいれんを起こしているようであった

り、意識が無いように見えますが、症状に一

貫性がなく、長時間続いている割には終了後

は普段と変わらず元気であったり、開眼させ

ようとすると眼瞼を固く閉じて開けようとし

ない、などの不自然さを認めることがありま

す。発作時を脳波で捉えることができれば、

脳波異常を伴わないので鑑別できます。

５．最後に

曰頃の診療で目にするてんかん症候群およ

び紛らわしい症状について、思いつく範囲で

それぞれの特徴を述べてみました。

てんかんを診断する上で、発作症状をいか

に正確に記述するかということがまず重要で

あり、診断の確定には脳波検査が最も有用で

す。最近はデジタル脳波計の普及が進み、判

断の難しい波形であっても、リモンタージュ

などの技術により精度の高い評価が可能に

なってきているほか、従来困難であった長時

間や発作時の脳波記録も比較的容易に行える

ようになってきました。当院でも必要に応じ

て長時間脳波や頭部MRI、脳血流シンチな

どを行い、正確な診断ができるよう努力して

おります。

また、この１０年間に新しい抗てんかん薬

が相次いで発売され、治療の選択肢が広がり

ました。トピラマート（トピナ②)、ラモト

リギン（ラミクタール②)、レベチラセタム

(イーケプラ⑰)、さらにオーファンドラッ

グ（稀少疾病用医薬品）として、Dravet症

候群に対するスティリペントール（ディアコ

ミット②)、Lennox-Gastaut症候群にルフイ

ナミド（イノベロン③）が発売されました。

てんかん外科の適応範囲も広がっており、今

後ますますてんかん診療の可能性が広がって

ゆくものと思われます。

４．思春期以降

若年I性ミオクロニーてんかんは、特発性全

般てんかんであり、上肢優位のミオクローヌ

ス（非常に短いピクつき）が特徴です。この

ためにコップや鉛筆などを飛ばしてしまいま

す。下肢に起こる場合は転倒することもあり

ます。覚醒後や睡眠不足でも誘発されます。

ほかの発作型を合併せず、症状が軽微な場合

は、医療機関を受診していないこともありま

すが、経過中に全身けいれんを認めることも

多いため注意が必要です。

解離性障害（心因性）に伴う症状は、極

めててんかん発作と紛らわしく（偽発作)、

診断に苦労することがあります。発作時はあ
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２０１３年現在、徳島大学病院の神経外来は

東田好広助教（水曜・金曜)、伊藤弘道助教

(火曜・木曜)、森健治教授（徳島大学保健

学科、水曜・金曜午後)、宮崎雅仁非常勤講

師・臨床教授（小児科内科三好医院、第１・

第３・第５水曜）の４人で診療を担当してお

ります。患者さんを御紹介いただく場合、ま

ずは火曜（伊藤）または金曜（東田）の外来

を予約していただければ幸いです。なお緊急

の場合は、直接小児科外来にお電話くださ

い。当日の担当医が対応いたします。

診断・治療に苦慮されている症例がありま

したら、お気軽に御紹介いただければ有難く

存じます。今後ともご指導ご鞭燵のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。

(平成２５年１２月）
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２０１３年1２月

【特集】専門医から知見を学ぶ

アレルギー専門医から開業医へのメッセージ

杉本真弓

(徳島大学大学院へルスバイオサイエンス研究部小児医学分野）

アレルギー疾患は小児科領域における

commondiseaseであり、開業医の皆様にお

かれましても多くのアレルギー患者様の診療

にあたられていることと思います。

私は徳島大学小児科の香美祥二教授のご高

配で、平成２３年９月から平成２５年３月ま

で、国立病院機構三重病院でアレルギー疾患

の診療や臨床研究等、様々なことを学ぶ機会

をいただき、その間に日本アレルギー学会専

門医も取得いたしました。その緤験を徳島へ

持ち帰って活かすべく、ＩＩｚｌ父２５年４月より

徳島大学病院小児科でアレルギー外来を開設

し、診療にあたっております。現在は食物ア

レルギーとアトピー性皮膚炎の患者様が中心

ですが、ラテックスや薬物アレルギーに関す

る相談もいただいております。

とも試みられるなど、今後もより良いコント

ロールを目指して、検査法・治療法ともに進

展していくものと考えられます。

先生方がフォローされておられます患者様

で、治療をステップアップして吸入指導や環

境整備を行ってもコントロール不良である症

例や、喘鳴を反復する乳児で喘息の治療をし

ても改善がみられない症例等ございました

ら、ご相談いただければと思います。

2．食物アレルギー

食物アレルギーに関しましては、安全量を

積極的に摂取することで、より早期に耐性誘

導される可能性が示唆されており、「疑わし

き(よ除去」から､｢必要最低限の除去」へと、

食物除去の考え方も変化しています。

その診断に雄も雨r要である経口負荷試験で

は、誘発症状の有無だけではなく、安全に摂

取可能な量も、重要なエンドポイントとなり

ます。アナフィラキシ－の既往がある症例、

多抗原の感作のある症例は、経口負荷試験で

のハイリスク群であり、定期的な栄養指導も

必要であることから、それらの体制が整った

施設での管理が望ましいので、是非ご紹介い

ただければと思います。

近年の食物アレルギーのトピックスとして

は、耐性獲得困難な食物アレルギー児に対す

る経口免疫療法が挙げられます。治療中は維

持期も含めて誘発痂状のリスクが常にあるこ

1．気管支喘息

気管支喘息におきましては、ガイドライン

の杵及により吸入ステロイドをIlIJDとした長

期管理が実施されるようになり、近年はコン

トロール困難な重症の患者様は少なくなりま

した。平成２５年８月には小児の最重症持続

型喘息に対し、ヒト化IgE抗モノクローナル

抗体（オマリズマブ）が保険適応となり、ま

た小児喘息においても気道炎ｿiその指標とし

ての呼気ＮＯや、気道抵抗を安締呼吸下に測

定叩能なIOS、モストグラフといった検査法

で、客観的にコントロール状態を把握するこ
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と、多くの症例で脱感作状態までは誘導可能

であるが、真の耐性獲得までの期間やその確

認方法が確立していないこと、耐性誘導の免

疫学的メカニズムに未だ不明な点が多いこと

などから、現時点では一般診療としては推奨

しないという位置づけです□より安全で有効

な方法や予後予測因子が模索されている段階

ですので、大学病院でも今後、経口免疫療法

を実施できる体制を整備し、患者様のＱＯＬ

向上や現在の問題点の解決に貢献できるよう

な診療を行いたいと考えています。

一方、重症の食物アレルギー児に対して

は、誘発症状に備えた薬剤の処方、園や学校

への指示、緊急受診体制の確認等、誤食時に

確実に対応できる体制作りをサポートするこ

とも重要な役割であると考えます。園や学校

への除去食依頼表や、学校生活管理指導表を

記載いただく機会もあるかと思いますが、血

液検査での抗原特異的IgE陽性のみで除去食

を継続している場合や、最後の誘発症状から

数年以上経過している場合には、是非経口負

荷試験で評価を行い、不要な除去食物の整理

や重症度の把握をお願いしたいと思います。

近年は経皮感作が食物アレルギー発症の要

因となることが示されており、特に乳児期早

期のアトピー性皮膚炎に対して、適切なスキ

ンケアを早期に開始して食物抗原の経皮感作

を防ぐことで、食物アレルギーの発症が有意

に抑制されたとする報告など、乳児期の湿疹

に対する早期介入の重要性が指摘されていま

す。したがって、離乳食が始まる生後５カ月

頃までには、湿疹原因を特定して皮蘆状態を

良くしておくことが重要と考えられ、適切な

スキンケアを行っても湿疹の改善が得られな

い場合は、食物アレルギーを含めた原因の精

査が必要となりますので、ご相談いただきた

いと思います。

３．最後に

個々のクリニック・病院で対応可能な

症例は様々であると思いますが、common

diseaseであるアレルギー疾患の診療におい

ては、開業医の皆様の役割が非常に重要であ

ると考えます。その中で診断や治療等に関し

てお悩みの症例がございましたら、一緒に考

えさせていただくことで、先生方とのより良

い病診連携体制を構築し、徳島県の小児アレ

ルギー診療のレベルアップの一助となればと

考えております□今後ともご指導のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。

(平成２５年１０月）
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２０１３年ｌ２Ｈ

【特集】専門医から知見を学ぶ

小児心身症専門医から開業医へのメッセージ

中津忠則

(徳島赤十字病院小児科）

1．徳島赤十字病院の心身症外来 です。次に不登校になっていない心身症（身

体表現性障害)、気分障害（不安障害、抑う

つ）や強迫性障害も多くみられます。摂食障

害（神経性食欲不振症、神経性過食症、食物

|面|避性情緒障害、機能的嚥下障害）も多く、

入院治療が必要な場合もあります。

当院ではそれほど多くはありませんが、発

達障害があり不登校になっているケースもみ

られます。当院の一般外来や救急外来から心

身症外来に引き継がれる場合と、他院から御

紹介頂く場合とがあります。紹介者は、開業

小児科などの医療機関からと養護教諭などの

学校関係者からが、ほぼ同じ割合でありま

す。また母親や本人の友人からの口コミも多

いようです。

初診時に器質的疾患が否定できない場合は

諸検査を行います。しかし多くの場合は、問

診と診察だけで心身医学的対応を要する状態

と判断できます。そして子どもが拒否しなけ

れば、担当心理士を決めて紹介します。

次回の受診からは３０分の枠で親子並行面

接を行います。まず主治医が簡単に親子に対

して質問し、診察を行います。その後、子ど

もは臨床心理室でカウンセリング、遊戯療

法、箱庭療法、曰律訓練法などの心理療法を

受けます。主治医は親面接を行い、必要な場

合は薬剤を処方します。

数凹の受診で終結する場合もありますが、

多くは数カ月間の受診が必要です。中には１

年以上フォローしているケースもあります。

私は徳島赤十字病院に昭和６０年から勤務

しています。当時は常勤医が３名であり、

一般小児科雲診療が多忙を極める｢'１で、循環器

疾患も多く、吉田哲一也先生と毎週のように心

臓カテーテル検査を行っていました。

赴任して７～８年が経過したｌｚ成５年頃か

ら、身体症状を訴えて外来受診する不登校の

子どもたちを少しずつフォローするようにな

りました。そして約２０年が経過した現在ま

でに、外来受診した心身症およびその類縁疾

患（心の健康|剖題にて受診した小児）の数は

1,500名を超えました。

最初の頃は年間の初診数が５０～６０名で

したが、最近では年間７０～８０名になって

います。水曜日の午後を心身症外来に充てて

いましたが納まりきらず、現在ではほぼ毎日

のように受診があり、１週間に３０～５０名

の受診数になっています。受診者の大半は小

中学生ですが、高校生や未就学児の受診も増

えてきております。平成１７年には臨床心理

士が採用され、連携して心身症外来を行うよ

うになりました。そして現在では臨床心理士

が３名まで墹員されています。

２．心身症外来の実際

心身症外来を受診する子どもで圧倒的に多

いのが心身症的不登校および神経症的不登校
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長期間継続するケースは自閉症スペクトラム

障害などの発達障害を伴う場合や家族病理が

深く関係している場合が多いようです。

3．最後に

小児の心身医学領域の診療はまだ口も浅

く、十分に治療法が確立されているとは言え

ない状況にあると思われます。また専門医療

機関も極めて少ないという問題もあります。

そこで日本小児心身医学学会では、認定医の

養成や、各疾患のガイドラインを作成し、努

力しています。私どもも自分たちの勉強のた

めに、また僅かであっても徳島県の小児心身

医学領域の発展のために、曰本小児科学会徳

島地方会と曰本小児心身医学会に演題を提出

し発表することを各自に義務付けています。

最後に症例を紹介して下さる開業小児科お

よび病院小児科の先生方に御礼を申し上げま

す。お忙しい日常外来診療の中で、心理社会

的要因が深く関係している病態であると的確

に御判断いただき、迅速に紹介して下さいま

すので、本当にありがたく思っています。今

後ともよろしくお願い申し上げます。

(平成２５年１０月）
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【特集】専門医から知見を学ぶ

徳島市民病院小児科の専門外来について

山上貴司

(徳島市民病院小児科）

１．はじめに
山上貴司（主任医長）

神経外来：ノｊｌＭ午前・午後）

第１月暇は午後休診

相談外来：水曜（午前・午後）

初診は午前のみ

当院小児科では、専門外来として、てんか

んやけいれん性疾患・発達|障害・小児心身症

をはじめする精神・神経疾患外来、腎炎やネ

フローゼなどの腎臓疾患外来、気管支喘息や

食物アレルギーなどのアレルギー疾患外来、

川崎病や先天性心疾患などの循環器疾患外

来、低身長などの成長障害や低出生体重児な

ど周産期に問題のあったお子さんの発達を支

援する発達外来を行っています。

また小児疾患で最も多い感染症に関して

は、感染部位と原|天|病原体を考慮して、適切

な感染症診療を行うよう努めています。

木下ゆき子（主任医長）

腎臓外来：火曜（午前・午後）

腎臓外来：木唯（午前・午後）

藤野修司（医員）

アレルギー外来：金曜（午前）

神経外来２余雌（午後）

山下和子（非常勤医師）

発達外来：木曜（午前・午後）

2．専門外来担当医師
松岡優（非常勤医師）

循環器・アレルギー・成長障害外来

火曜（午前)、金曜（午後）

平成２５年１０月現在、当院の各専門外来

の担当医は、次のような体制です（表１)。

表１当院の各専門外来担当医

3．主な専門外来の紹介

（１）相談外来（担当：山上）

相談外来を受診される方は、言葉の遅れや

友人関係の問題など自閉症スペクトラムをは

じめとする発達障害、腹痛や頭痛などの不定

愁訴や心身症、不登校等が多いです。

しかし、相談外来は発達障害や心身症など

の特定の疾患を対象としているのではなく、

お子さんや子育てに関する疑ＩＨＩや不安なこと

に対応し、保護者の方々が安心して子育てを

行うことができる手助けとなることを目的に

開設しています。お子さんや子育てに不安を

抱えている保護者の方がいらっしゃいました

ら、お気軽にご紹介いただければと思ってい

ます。

（２）腎臓外来

学校検診で、尿や蛋白尿を指摘された方
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や、尿路感染症等を対象に診療しています。

腎尿路奇形が疑われる場合は、当院泌尿器科

と連携します。その他、リウマチ性疾患など

の自己免疫疾患にも対応しています。

（３）アレルギー外来

アトピー性皮盧炎、アレルギー性鼻炎、気

管支喘息等の一般的なアレルギー疾患に対応

しています。食物負荷試験は、アナフィラキ

シ－等に迅速に対応できるように入院の上で

行っています。

（４）神経外来

てんかんや熱性けいれんなどの痙塗性疾患

を中心に対応しています。検査では生理検査

(脳波､脳幹聴性反応ＡＢＲなどの誘発電位)、

血液検査、画像検査（MRI、MRA、ＣＴ）を用

いて診断しています。なお知能検査|こっては

療育機関に依頼して対応しています。

（５）発達外来

主に早産・低出生体重児や新生児仮死な

ど、周産期に問題が生じて発達に懸念がある

児を対象に行っています。家族への支援が必

要な場合は、保健所とカンファレンスを開催

し、地域で児および家族を支援する体制を整

えています。

（６）循環器外来

111崎病や先天性心疾患を'二'二'心に対応してい

ます。土曜日の受診を希望される場合は、地

域の診療所と連携して対応が１１１能です。

（７）成長障害

成長ホルモン分泌不全性低身長の診療を

行っています。外来にて、成長ホルモン分泌

刺激試験を行っています。

師や医療秘書の方が落ち着きのない子どもた

ちの世話をしてくれるので、保護者の方とは

ゆっくり話ができています。

初診患者さんに対する診療は１時間枠を設

定しています。疾患の種類や症例により診察

時間が１時間以上になることも稀ではありま

せん。そのため、予約が取りにくくなり、先

生方や患者さんにはご迷惑をおかけしていま

す。なお、受診を急がれる場合は、予約時間

に来院されても待ち時|川が長くなることをご

了解いただければ、紹介態者さんの診療は叩

能です。

次に、｜Ⅱ談外来での取り組みについてお話

しさせていただきます。先述したように、専

門性のあるコメデイカル職員が不在の為、担

当医と惠児とその保護者とのお話が中心にな

ります。特に発達障害や不登校の児は、その

生活環境に何らかの問題を有していることが

少なくありません｡狭い診察室では解決や改

善しない問題をたくさん抱えている症例もあ

ります。

小学校高学年以上では、児の特性や問題の

関係性などをlU1らかにし、具体的な行動や支

援について、児や保護者と一緒に考えて対応

しています。小学低学年以下にもわかりやす

くお話をしますが、保護者への指導や助言が

中心になります。時に、環境整備として保育

園・幼碓園、学校や教育委員会と連携を行う

こともあります。療育が必要な場合は、療育

機関との連携も行っています。薬物療法につ

いては、薬物による症状改善が子どもの自尊

心向上につながる場合や、その児への支援を

目的とした環境整備がなされる場合にのみ使

用しています。

つぎに相談外来で行っていることを、発達

障害について、具体的に説明していきます。

発達障害の場合は、大まかに３つに分ける

ことができます。

４．相談外来での対応

机談外来のスタッフは、臨床心理士や言語

聴覚士等のコメディカル職員は不在で、担当

医１名で行われているのが現状ですが、看護
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２０１３年１２月

1つ目は、３歳以下の児で言葉の遅れを主

訴に来院された場合です。症状の程度も強

く、保護者の多くは発達|璋害ではと思っては

いるのですが、発達障害と診断される不安を

抱えています。この場合、診断名を伝えるの

ではなく、児の特性を理解させ、適切な支

援につなげられることが大切だと考えていま

す。日常生活で困っていることや、将来困る

ようになる問題を、保護者の方と一緒に考え

ていく過程で、診断名を伝えなくても児の特

性が受け入れられ、逆に保護者から診断名を

尋ねられることも少なくありません。このよ

うな場合は、自閉症と診断される児が多く見

受けられます。

２つ口は、就学前の児で、友達とうまく遊

べない、友達とのトラブルが多いなどのため

に、小学校に入っても皆と何じょうにしてい

けるのだろうか、という不安をもって受診さ

れる場合です。子ども本人だけでなく、環境

に左右されやすいので、対応の範ｌｌＩ１が広くな

ります。児や保護者への説明以外に、療育機

関での訓練や、保育園・幼稚|京|での特別な支

援も必要になってきます。病院と家族だけで

解決するのではなく、他の関連機関を巻き込

んだ対応が必要になります。自閉症スペク

トラム（高機能広汎性発達障害：高機能白閉

症、アスペルガー障害）と診断される場合が

この範嬬に入ります。

３つ目は、小学校高学年で暴刀など対人関

係のトラブル、不登校などを主訴に受診され

る場合です。多くの場合、幼少期には発達障

害児と同様の個性や問題を有していますが、

その程度が軽いために理解や支援が得られず

成長しています。本人の持つ障害の程度は大

きくなくても、長期間にわたり問題を抱え続

けたことにより、大きな問題となった状態

で受診されます。そのような場合は、心的外

傷も強く、根気強い対応が必璽になってきま

す。このような事例を経験する度に、発達障

害児への早期診断・早期介入が重要になって

くると思われますが、軽度の発達障害児への

介入は'慎重に行わないと、親子関係や治療者

と家族との関係性を悪化させることもあるの

で注意が必要です。

5．関係性を良くする話し方

より良い診療の第一歩は、患児やその保護

者との良好な人'111関係の形成、ラポール形成

が重要であることは言うまでもありません。

一般的に、不幸な結果が予想される場合や漠

然とした不安などは、不安を一層強めること

になります。

ブリーフサイコセラピーと言う心理学的手

法があります。『ブリーフ」とは「短期間」

と言う意味で、短期間で効果をあげる心理療

法を指します。人は叱られたりけなされたり

するよりも、褒められる万が嬉しいことを利

用して、欠点の中にある長所を拾い出し、そ

の長所を糸口に短期間で問題点の改善につな

げていく方法と言えます。

一例として、子育てに疲れた母親の場合で

すが、「もう子どもの顔も見たくない」と訴

える一方で、子どもをﾈ１１父母に預けて買い物

に行った時などの気持ちを聴いてみると「子

どもが心配で早く帰ってこなくてはいけな

い」と思ったそうで、「子どもが心配で…」

と言う気持ちになったことを「子どものこと

が心配でゆっくり買い物もできないお母さん

は、優しく素敵なお母さんですね」と指摘し

た時には、疲れ切っていた母親に笑顔が戻っ

てきました。

保護者の多くは、様々な問題を有するお子

さんを少しでも良くしようと思うあまり、お

子さんに多くのストレスを与え、かえって悪

くしているのではないかという不安を抱えて
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います。そのようなお母さんには、お子さん

を良くしたいと思う「善」の気持ちがあるこ

とを伝え、適切ではなかった行動は「悪』で

はなく「不適切」であったと伝えています。

保護者が「善」の気持ちを持ち続けられるよ

うに励まして､保護者の｢不適切｣な行動を｢適

切」に変えられるように支援し、児の特性を

一緒に理解していくように努めています。

最後に、私の好きなフレーズに「人が問題

ではない、問題が問題である」と言うのがあ

ります。例えば禁煙の場合、「禁煙できない

あなた（人）が悪い」のではなく「禁煙でき

ないのはたばこ（物）が悪い｣というふうに、

個人に問題を押し付けるのでなく、個人から

問題を切り離し、問題を中心に取り扱う心理

学的手法があります。物事がうまくいってい

ないときには、ついつい欠点や問題点を治そ

うとして、悪者探しをしてしまいます。欠点

や問題を減らしても良い事が増えるわけでは

ありませんが、良い行動をしている間は、悪

い行動をする時間が減少するので、結果とし

て欠点や問題点も減少します。治療者とし

て、子どもや家族機能の欠点や問題点に関心

を置くのではなく、楽しそうな子どもや家族

における日々の姿を想像しながら関わってい

ければと思っています。

(平成２５年１１月）
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２０１３年1２月

【特集】専門医から知見を学ぶ

小児在宅医療１年目を振り返って

笠松由華

(かさまつ在宅クリニック）

主人が平成２４年１０月１日に訪問診療・

往診専門のクリニックを開院して、ちょうど

１年が過ぎました。私は３人の子供を出産

後、個人的に週に数回パート勤務をしており

ましたが、開院を機に、微力ながら小児の在

宅診療にも携わっております。この場で胸を

張ってお伝えできるようなことはまだ出来て

いないのですが、当院の紹介も兼ねて、小児

在宅医療1年目を振り返ってみようと思い

ます。

疾患別在宅患者数

末期ガン・悪性腫瘍

アルツハイマー型認知症

パーキンソン病

筋萎縮性側索硬化症

脳出血・脳梗塞後遺症

脊髄損傷後遺症

死
７
５
４
５
２

｡)在宅人工呼吸器

Q)在宅酸素

名
名

３
６

表１主な疾患別人数

ツハイマー病など認知症のために通院できな

くなった方が多く占めます。また、当院での

任宅看取り数は、施設死も含め１８名、病状

の悪化などのために入院したり、急変して病

院で最期を迎えられた方は１４名でした。

高齢者の在宅患者様が主として人生の最期

を家で過ごすことを目的として在宅医療を選

択されるのに対し、小児在宅患者様は、ご自

宅で医療ケアを継続しながら日常生活を維持

することが目的で、その生命予後は高齢者の

方の何倍も長くなります。私が担当している

患者様は３名ですが、それぞれ皆１年近く、

毎週ご自宅まで訪問させていただいていま

す。

当院は、“定期的な訪問診療を行っている

方のうち、在宅医療が必要な方と契約を結

び、定期訪問に加えて、他の医療機関や訪

問看護ステーションと連携しながら２４時間

365日体制で往診や訪問看護を行うⅡ「在宅

療養支援診療所」です。徳島市仲之町に位置

し、訪問範囲は当院から半径１６ｋｍ以内（車

で３０分程度）の患者様宅までです。実際に

は、北は鳴門市、南は小松島市･佐那河内村、

西は石井町・藍住町辺りまで、自分で車を運

転して出かけています。

開院以来、担当させていただいた患者数は

１０月３１日現在で延べ９２名でした。主な疾

患別人数は表１，年齢分布は図１に示しま

した。人生の最期を住み慣れたご自宅で過ご

したいという末期ガンの方や、悪｣性腫瘍を治

療中の方が最も多く、年齢層も７０～８０歳

台の方が多くなっています｡その他はＡＬＳ

やパーキンソン病といった神経難病や、アル

私は現在非常勤で、週に２日は他院で外来

診療をさせていただいております。訪問診療

は毎週月曜曰と金曜日に調整し、月に２回は

児童デイのどり－むキッズ(ＮＰＯ法人どり－

まあサービス）に回診にも出かけます。私生
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当院における在宅患者の年齢分布
（Ｈ24.10月～）

(人） ■在宅患者数 病院死■在宅死（施設死も含む）

３０

ZＯ

lＧ

21占占Jｒ－－

ｌ００－

,ロ「.□~、ハ
(歳）

｣U一o

図１在宅患者の年齢分化

活では、幼稚園のクラス役員をしておりまし

て、幼稚園や小学校の行事や役員会があると

そちらの方にも顔を出しております（ほぼ皆

勤です)。ですが患者様の状況は、担当の訪

問看護師とＬＩＮＥのグループ機能を使って訪

問毎に毎回情報共有をしており、患者様やご

家族からのちょっとした机談ごとであれば夜

中でも携帯メールで対応していますので、今

のところ、よほどのことがない限りは緊急の

往診依頼はありません。２４時ＩＨｌ３６５曰対応

とまではいきませんが、こういう状況であれ

ば、なんとか私でも小児在宅医療に関わって

いけるのでは、と思っています。

た処置でも非常に困難に思うことがありま

す。採血や予防接種など病院では何でもない

ことも、在宅では想像以上に大騒動になりま

した。また当たり前のことですが、患者様の

ご自宅というプライベートな空間に私たちが

入り込むので、各々の患者様のライフスタイ

ルに私たちが合わせていくことも必要です。

「病院での常識｣は｢在宅では非常識」と言っ

ても大袈裟ではないかもしれません。

小児の在宅患者様がいらっしゃるご家庭で

は、そのご兄弟が登校拒否になったり、ご両

親が離婚されたりするケースも少なくはあり

ません。主にお母様が、２４時間患者様の看

護につきっきりにならざるを得ない状況に

なってしまうことが原因だと思われます。私

は、長期I11il不眠不休の看護・介護で何となく

ぎくしゃくしてしまった雰囲気のご家庭に、

定期的に外から新しい空気を吹ぎ入れること

しかしながら在宅医療は、病院での医療と

は似て非なるものだと実感しています。医療

機器を持ち込んで病院と同じような治療を行

いますが、小児患者に関しては、看護師が同

行していないために介助がなく、ちょっとし

－２４－
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Ｂ在宅医の人切な仕事だと信じています。

今私が訪問している患者様の－人は、私が

研修医の頃に大学病院で主治医として担当し

ていた方です。１年のうちほとんどが入院生

活だったという彼女は、在宅開始後１０カ月

が経過して、「夏がこんなに暑いということ

を初めて実感しました」と言いました。また

「お母さんと初めて２人で布団を並べてお

昼寝をしたんです｣、「(帰省した）姉とお母

さんと３人で、生まれて初めて映画のレイト

ショーを観に行ってきました」と、嬉しそう

に話してくれた笑顔はとても印象的でした。

l1Lllの訪問で最低３０分はご家族とお話して

帰ってきますが、半分ぐらいは世間話でも、

口頃の悩みや露憤を医師に話せるというだけ

でも好影響であるような気がします。

現在はpostＮＩＣＵ（気管切開＋冑瘻）の方

１名の受け入れ打診があり、各方面での調整

待ちです。小児在宅医療を開始するには多職

種連携が必須で、全てを把握して調整してい

ただける方が必要です。正直なところ、今の

状況では私一人での新患受け入れは難しいか

と思いますが、今後定期訪問が必要な患者様

がおられましたら、病院のケアマネージャー

や病診連携室等を介してご紹介いただけた

ら、と思います。

小児在宅に関心のある先生（大人の在宅に

興味のある先生も大歓迎）がいらっしゃいま

したら、ぜひご連絡ください。よろしくお願

いいたします。

かさまつ在宅クリニックホームページ

http://www・kasamatsLl-zaitakunet／

(平成２５年１０月）
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【近況報告】

ひなたクリニックについて

松岡優

(ひなたクリニック院長）

６４歳で開業して今、苦しきことのみ多か

りぎです。

まず、心身にとって仕事がきつい。朝1

番にクリニックの鍵を開け（７時３０分から

８時頃)、各部所の電源をいれ、外凹りの花

壇に水をやる。以前なら、８時３０分前に医

局でコーヒーを飲みながら、２社以上の新聞

に目を通し、９時少し前に外来に行っていた

のに。現在の終労は、夜の６時３０分から７

時に電気を落とし、戸締りして、一番最後に

帰る。以前なら、１日の１/２はＲ由時間と

会議で適当に過ごせていたのに、今は、患者

さんは満足して帰ったろうか？職員に不満

はないだろうか？院内環境は？ホスピタ

リテーは？と心配は尽きません。

今、最もきついのは経営です。患者さんが

少ない。概算ですが、内科・小児科合わせて

４月は１日５人、５月は１０人､６月は１５人、

７月は２０人､８月は２５人、９月は３０人と、

理想と現実のギャップが大きいです。この少

ない中、近隣の小児科開業医の先生方から、

心雑音精査などで紹介があり、感涙で、感謝

です。

自助努力としては、家内と息子の嫁を動員

して、人件費対策をしました（今は孫の出産

もあり、息子の嫁は手を引き、家内も徐々に

手を引きつつあります)。みっともないです

が、半分家内工業です。口|曜日の午前も半日

オープンと改定しました。家内を含めて全職

員が反対でしたが、慰者さんが少ないのでい

たしかたありません。

半年がたった１０月、やっと自己資金の注

入なしでいけそうです。それまで毎月○○

百万単位で出ていきました。６カ月間で退職

金のほとんどが運転資金として出ていきまし

た。勿論、自分と家内は無休・無給で働いて

きました。サラリーマンなら無給はありえま

せん。医師会入会金４００万円も痛い。

現在、外来患者さんの約８割が、アレル

ギー、心臓病、低身長、糖尿病など、基礎疾

患を持っている人たちです。感染症や予防接

種や健診の患者さんは約２割です。私は週２

日、火・金に市民病院へ、市岡先生は火・木

に鳴門健保病院へ行っています。根っからの

勤務医根性なのか、市民病院で各科の先生と

話ができ、楽しく過ごせるのはいい気分で

す。来年も行く予定です。

クリニックの将来の不安はぬぐいきれませ

ん。一緒にスタートした内科医が９月に脳梗

塞となり、１カ月以上休む状況です。小児科

医２名も高齢者なので、いつどうなるかわか

りません。また、看護師３名のうち２名は結

婚･出産と､いつ辞められるかわかりません。

保険の意味を込めて既婚看護師を1名増員し

ようかと考えています。そして、クリニック

の医師賠責保険や健康保険や火災保険だけで

なく、医師を含めたスタッフの急病時・休業

時の保険も力Ⅱ入を考えています。最悪の場合

は、末広と応神の不動産を手放せば借金もな

－２６－
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図１ひなたクリニック外観

んとかなると腹をくくっていますが、家内は

私を生命保険に入れたがっています。

またクリニックの警備についてですが、駐

車場がＵターンに使われています□患者さん

の車が入ってきたのかと思うと、駐車場をＵ

ターンして出て行きます。休院曰にも車が

入ってきます。防犯カメラを設置しないとい

けないのだろうか？セコムに頼まないとい

けないのだろうか？小さいことでも悩みが

尽きません。

家では共稼ぎとなり、家内に頭が上がらな

くなりました。勤務医の時は、家計を支える

のは自分の給料のみで、自分が大黒柱だった

のですが、現在は家内に助けてもらっている

弱みで、家庭での立場が弱くなっています。

そして昼食・夕食の９割が外食となりまし

た。家内は家におらずクリニックで働いてい

るので、料理を作ってもらう時間がありませ

ん。外食ばかりだと体には良くなさそう。は

やく辞めてもらい、若い子と交代してもらい

たいものです。

それから、事務作業が多くなりました。県

や市や支払基金や医師会､検査会社､機器メー

カー、問屋、清掃業者等から、うれしくない

手紙が多く届くので、書類に対する注意の払

い方が違ってきました。これまではいい加減

で適当だったのが、嫌でも少し注意するよう

になりました。しかし何か見落しているので

はとの不安はいつもあります。

一方、開業して楽しいことはなんだろう？

考えてもあまり浮かびませんが、夜中の電

話や救急車の音を気にしなくてすむ。重症者

は基幹病院に紹介すればホッとする、リスク

が低い。そして患者さんと、より一層身近に

なったこと。また毎日、妻と同伴出勤できる

ことです。海外旅行はまだあきらめていませ

ん｡今年も９月末に８日間､ヨーロッパに行っ

てきました。こんなことでもなければ、やっ

ておれません。高齢者はツアーの方から拒否

されそうで、旅行ができるのも、もう数年か

と思います。

－２７－
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図２ひなたクリニック受付

わかってはいたのですが、退職金を銀行に

預け、年金とパート生活が正解です。好きな

釣りも、もう２０年ぐらい行けていません。

テニスも肩が痛くて休み中です。できれば来

年から再開予定です。

現在、リハビリを勉強中です。ｎ本リハビ

リテーション学会に入り３年が経ち、来年、

認定医試験に挑戦しようかと思っています。

専門医は研修機関での研修が必須で私は無理

です。残念。

（平成２５年１０月）
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【近況報告】

健康保険鳴門病院小児科の過去・現在・未来

市岡隆男

(ひなたクリニック副院長）

私は平成３年６月に健康保険鳴門病院小

児科医長として辞令を受けました。それまで

は国立高知病院で勤務しておりましたが、家

庭の事情もあって地元に帰って勤務したい旨

を黒田泰弘先生（前・徳島大学医学部小児科

学教授および徳島大学副学長）にお伝えして

おりました。健康保険鳴門病院への転勤を打

診された時には、実家から近いのと、病院規

模が私に合っていることから、即座に受諾さ

せて頂きました。

私が赴任した頃の鳴門病院医局は、働き關

りである４０歳前後の医師が大半を占め、各

診療科は意気軒昂で、地域完結型医療を目指

しておりました。夜間休日は外科系･内科系・

産婦人科が１名ずつ当直をしており、救急患

者の診療を断るようなことはありませんでし

た。現在のような小児救急体制は整ってお

らず、小児の時間外救急患者は内科系当直医

(内科・小児科・放射線科）が診察し、重症

患者や入院患者があれば２４時ＩｌＩｌｏｎｃａｌｌで

呼び出されました。

また、私が赴任した頃は、産婦人科の分娩

件数が年間５００～６００件と現在の２倍もあ

りましたので、低出生体重児や先天異常児の

出生も稀ではなく、夜間の呼び出しが度々あ

りました。当時の斎藤真平副院長（産婦人科

部長､故人)がSechristの新生児用レスピレー

ターを購入し、体重１０００９以下の超未熟児

も育てる方針でしたので、産婦人科診療を援

助するために何曰も病院で寝泊まりざせられ

た思い出があります。

平成１２年には健康保険病院で最後となる

新病院の建設が始まり、平成１６年には全病

院の機能が新病院へ移転しました（図１．図

ｚ)。７月にはオーダリングと電子カルテか

らなる院内'情報管理システムが稼働し、ＤＰＣ

の試行的運用が始まりました。それに伴い、

外来はすべて予約制になり、外来患者数は制

限され、小児の時間外患者は小児救急輪番病

院に回されるようになりました。それまで鳴

門病院をかかりつけ医としていた患者様から

は、鳴門病院は敷居が高くなったとずいぶん

皮肉やお叱り受けたものです。

平成１８年３月には、先輩でありよきパー

トナーであった河野公子先生が退職されまし

た。その後、小川由紀子先生が赴任されまし

たが、ご出産やご留学の際には大学小児科医

局から高岡正明先生、久保雅宏先生が派遣さ

れ、当科の診療を支えてくれました。そして

平成２５年３月をもって鳴門病院を退職しま

した。

このように多忙な日常勤務でしたが、病院

スタッフとの楽しい思い出も数多く残すこと

ができました。職員旅行のオプションで「グ

ルメの会」と称するものがあり、滅多に泊ま

ることのない地元のホテル（ルネッサンスリ

ゾート鳴門、南海ホテル、プリンスホテル、

クレメントホテル、厚生年金会館、南淡ロイ

ヤルホテルなど）で－１日して、心ゆくまで飲

み明かすという行事に毎年参加させて頂きま

－２９－



図１新しい鳴門病院の受付ロビー（２階まで吹き抜けです）

したcその他、近くの小学校の運動場を借り

て行われた運動会や、土佐泊海岸で開催され

たバーベキュー大会には、毎年息子と娘を連

れて参加しました。鳴門病院に来てよかった

と思うのは、好きな釣りをする機会が多かっ

たことです。鳴門海峡での船釣りや大名釣り

によく誘われましたし、小鳴門海峡や堂ノ浦

で開催されるチヌ釣り大会には欠かさず参加

しておりました。しかし、数年前から腰の不

調のためチヌ釣り大会に参加できなくなって

しまい、これがいちばん残念でした。

この成果について平成９年の社会保険学会で

発表したところ、思いがけず学会賞を授与さ

れたことが、私の鳴門病院での勲章となりま

した。

平成１９年頃から徳島大学疾患酵素学研究

センターの木戸博先生（元教授）らと『DLC

蛋白チップを用いたアレルギー診断法および

予防法の開発」などの共同研究を行ってまい

りました。当科の食物アレルギー患者の血

清やI齊帯血を使用して、ＤＬＣ蛋白チップに

よる高感度の特異IgE抗体測定法が確立され

ました（AnalyticaChimicaActa2011;VOl706

321-327)。その測定法を用いて、Ｉ齊帯血中に

牛乳や卵白に対する特異IgE抗体を検出し、

特異IgE抗体が胎児自身によって産生され

ていることが証明されました（JAllergyClil1

1mmunol201Z;VOLl30113-l21)。さらにヒト

の体内には、Ｉ齊帯血のLowafTinitylgEと、

食物アレルギー児のHighafHnitylgEの２種

類のIgEが存在する可能性が示されました（

JAllergyClinlmmunol2013,inpressル

研究半ばで私が鳴門病院を退職してしまい

さて、私の鳴門病院小児科での足跡につい

て少し書かせていただきたいと思います。赴

任して間もなくアレルギー外来を開設しまし

たところ、食物アレルギー・アトピー性皮膚

炎や気管支喘息などの受診患者が年々増加し

てまいりました。数年後にはマスコミ等で当

科のアレルギー外来が紹介され、県内全域か

らアレルギー疾患々者が集まるようになりま

した。平成６年からは鳴門保健所と連携した

食物アレルギー予防対策事業を始めました。

－３０－
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図Ｚ新しい鳴門病院の病院中庭

ましたので、引き続き徳島大学小児科の杉本

真弓先生と、鳴門病院の苛原誠先生が、木戸

先生らと共同研究を続ける予定です。食物ア

レルゲンの感作によるLowaHinitylgEから

HighaffinitylgEへのafTinitymaturationが、

生後のどの時期から生じるのかが明らかにさ

れて、アレルギー予防に向けた取り組みが進

歩することを期待しております。

鳴門病院退職後は、「ひなたクリニック」

で小児科外来を手伝わせて頂いております

が、鳴門病院での週２回のアレルギー外来は

今後も続ける予定です。

今後もⅢ来るかぎり地域医療にお役に立ち

たいと思いますので、何卒ご指導．ご鞭燵の

ほどよろしくお願い申し上げます。

(平成２５年１０月）

－３１－



【随想】

現役８８歳に想う

－テレビドラマｒ梅ちゃん先生を観て」－

戸井千枝子

(勝浦病院非常勤）

テレビドラマ「梅ちゃん先生」（平成２４

年度上半期にＮＨＫ総合テレビ・ＢＳプレミア

ムで放送）を観て、「ああ、私の経てきた時

代だな」とつくづく想い、最後まで毎日楽し

みに観てきました。

北村義男・元徳島大学小児科教授の奥様の

お葬式の曰に、古川一郎先生から「梅ちゃん

先生は、先生の時代ではなかったですか？」

と問われた事があり、テレビＩｉｌｍの蒲Hlの焼

け野原を見るにつけ、当時の様子を書いてみ

たいと云う気持ちに駆られました。以前、小

児科医会雑誌に「私の医)i二丁)時代一人生８０年

を生きて－」を投稿し、少し重複する点もあ

りますが、それほど当時の出来事は私の心の

底に残っていることだと思います。

があり、母は毎Ｈのような病院通いに苦労が

あったと思いますが、長ずるに従い喘息症状

はなくなり、学校を休むこともなくなりまし

た。

私の父は２０歳のとぎに徳島で初めて自動

車修理工場を開業しました。忙しい仕事の傍

ら、私に対して「これからの女の子は何らか

の職を持たなければ！」と、当時にﾉＨ１応しか

らい考えを持ち、私を医学の道に進ませよう

と、明治生まれの頑固さで独り決めしていま

した。今の時代なら人権を無視したやり方と

思うかも知れませんが、納得せざるを得ない

時代でした。「梅ちゃん先生」は、父親が大

学教授であったことから、父親の患者に対す

る真面目な態度に接して、自らの意志で医学

の道を選びましたが、私とは大きな違いでし

た。

その当時、女子の大学はなかったため、私

は医学専門学校である帝国女子医学薬学専門

学校（現在の東邦大学）を受験させられまし

たが、失敗に終わり、関連校である帝国女子

理学専門学校に入学させられました。学校は

大森にあり、「梅ちゃん先生」の舞台である

蒲ｍは大森の隣でした。学生たちは全員寄宿

舎生活で、毎朝納豆売りの声と共に目覚め、

甘納豆と|H1違えて笑われたこともありまし

た。物の無い時代とは云っても、入学当初は

蒲Ⅱ|の氷菓専｢111店の小豆アイスが好物で、よ

く買いに行きました。また付近の小さなレス

私は現在８８歳で、この年まで生きて仕事

が出来るとは思ってもみなかったのですが、

いつの間にか卒寿を迎えることが出来、両親

より長生き出来たことに感謝の気持ちで一杯

です。私の経てきた時代は、今の若い人たち

には不思議に思われることが沢山あると思い

ます。今更ながら時代のめまぐるしい進歩に

驚き、また反面、良きにしる悪しぎにしろ、

人間の心のあり方まで変わってきたことに戸

惑いを感じる今L|この頃です。

私の幼少期は、男３人女２人の５人兄弟の

長女に産まれ、付は私に女の子として当たり

前のことをやらせました。私は生来小児喘息
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トランのロールキャベツが学生たちの間で評

判で、今でもその味を記憶しています。

夏休みが過ぎ登校した時、一生忘れ得ない

事ですが、Ａ型肝炎に罹患して入院しまし

た。全くの食思不振で、物の買えない時代で

もあり、父が運んでくれた梨や葡萄などの果

物で１０曰間を過ごしました。今思うと、よ

くこれだけで体が持ったものだと思います

が、何とか退院にこぎ着けました。帰徳した

後も黄疸が強かったため、市内の病院へ毎日

注射に通いました。

２カ月後に全治し、Ｉｊび上京しましたが、

戦局の悪化と共に勉強どころではなくなり、

私たちも蒲田にある大軍需工場（新潟鉄工所

蒲、工場）に動員され、毎日旋盤工として捻

子を切らされました。たまたま勉強のある曰

は、軍事訓練として、〃年少尉殿とあだ名さ

れる人から銃の訓練を受けました。その後は

大学生まで戦争に駆り川されるようになり、

「ひとりで死にたくない」と云う気持ちが強

くなりましたが、なかなか|Ｍ省が許されず、

最後の速達で父がアセチレンガスタンクの爆

発で両眼を失明したとの便りがあり、漸く帰

省が許されました。そして婦徳の翌曰、東京

大空襲があり、学校や寄宿舎のある大森・蒲

田辺りはほとんど焼け野原となりました。こ

のときほど、危機一髪で帰省できた私の運の

強さを感じたことはありませんでした。しか

し婦徳して間もなく、徳島も空襲に遭いまし

た。私の家の二階にも焼夷猟が落下しました

が、壕に残っていた私と父で消火に努め、二

階の一部を焼いただけで、近所の家も火災を

免れました。見回りに来たＩＨＩ内会長に「勇敢

なお嬢さん」と褒められ、１１]ﾘﾘか気をよくした

事がありました。

その後、焼け残った家に、焼け出された親

族が住むこととなり、親戚他三世帯が－階に

住み、私たちは二|階に追いやられ不便な生活

となりましたが、父は「お互いに助け合い」

の精神で,快く''1居を許しました。私はもう学

校を辞めようと決意しましたが、最後まで父

に説得され、再び上京し、疎開先である千葉

習志野の陸軍兵舎で学び、本科生物科を卒業

して中学校教師の免状を受けました。しかし

父は相変わらず私が医師となることを諦め

ず、名古屋女子医科大学医学部への編入試験

を受けさせ、無事合格したときの父の喜び様

は尋常ではありませんでした。そして学部一

年の夏、近所の材木商から出火して自宅が全

焼し、叔父の家の二階に家族七人が間借りす

ることになったところで終戦を迎えました。

その後、先ﾈ１１の士地である現在の地に居を構

えることとなりました。

昭和２８年に大学を卒業し、陸軍国立徳島

病院（現在の徳島県立中央病院）で実地修練

を終え、’五|家試験に合格した後、徳島大学小

児科学教室に人肋しました。当時の北村義男

教授は、「梅ちゃん先生」の父親の様に、見

かけは非常に|ｌＩｒｌく、規則正しく、心穏やかで

真面目な教授で、どちらかと云うと近寄り難

い存在でした。在籍中に教授に褒められたの

は入局後初めての地方会で「新生児表皮剥脱

性皮層炎」の症例報告を行ったときで、しゃ

べり方が分かり易いとお褒めの言葉をいただ

きました。

また反面、論文作成の折には「私は一晩で

論文を読んだんですよ」とお叱りを受けまし

た。後で分かった事ですが、他科の教授は瑛

が積もるほど机の上に論文を放置したり、ま

た私の友人が入局した金沢大学皮膚科は一年

に一人しか学位を出さなかったりで、北村教

授のお叱りは「論文を早く持って来なさい」

という事だったのですが、非常に良き教授に

恵まれたことに感謝しました。「梅ちゃん先

生」のように、医局時代に自分の論文を「は
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い、ご苦労様」の一言で他の先生に引き継ぐ

と云う理不尽なことはありませんでした。教

授は「次の教授会に論文を問に合わせるよう

に」と仰り、父が自動車屋をやっていた関係

を活かし、京都からの大学の荷物を中洲港で

引き取り、大学で私の論文と教室の有井先生

の論文を探し出し、教授会に間に合わせまし

た。この時ばかりは父のお節介をしみじみ有

り難く感じました。

医局時代は、森永ヒ素ミルク中毒事件で、

てんやわんやでした。また現在は予防接種の

おかげで患者を診ることもなくなりました

が、当時はポリオも流行しており、何人もの

患児を受け持ち、腰椎穿刺でビタミンＢ１を

注入する毎曰で、泣き叫ぶ子どもを宥める母

親たちの苦労も大変でした。私たち医師も心

を鬼にして、一発で命中するように心の中で

念じつつ施行しました。おかげで自信を持っ

て腰椎穿刺を出来るようになりました。

中学生は男女別室としましたが、中学校長か

ら消毒の問題やら、思春期の心の問題やら、

その扱い方などを指摘されたことがありまし

た。また、溶連菌感染症の疑いで入院させた

幼児が、解熱せず、診断不明のまま大学へ紹

介させてもらったことがありました。その後

この病態は、小児科学会雑誌に「急性熱性皮

膚粘膜リンパ節症候群」として発表され、後

に「11111奇病」の診断名が確立し、経過中に冠

動脈瘤の発生が云われるようになり、その後

の発疹性疾患の診察は注意して診るようにな

りました。

その後、屋島総合病院を経て、阿南共栄病

院で定年退職となりました。引き続き阿南医

師会中央病院で４年半勤務させていただき、

病棟新築と共に小児科病棟を作ってもらいま

した。しかしその後の院長の考え方、やり方

に不満があり、昭和３６年に友だちの紹介で

脇町の成田病院小児科に就職しました。その

後２３年間無事に勤務させていただき、内科

の臨床も少し勉強させていただきました。

以前から心雑音があり、徳島赤十字病院の

パートの先生から弁狭窄を指摘されていたの

ですが、平成２２年５月に生まれて初めてイ

ンフルエンザＡに罹患し、肺炎から心不全を

来たして徳島市民病院へ入院しました。退院

後、坂東ハートクリニックで大動脈弁肥厚性

狭窄と云われ、絶対無理をしないようにとの

ことで、成田病院を退職し、以前から続いて

いた勝浦病院の週１日の勤務で現在に至って

います。

ある曰、徳島市民病院への就職を持ちかけ

られましたが、私は即座に断りました。しか

し医局長から「教授の云うことはあくまで命

令形である」ことを聞かされ、その後の勝浦

病院への就職は即座に引き受けました。

当時の勝浦病院は、町立病院の中でも、小

児科以外に内科・外科・産婦人科．耳鼻咽喉

科・眼科と全科が揃っている病院でした。徳

大から派遣されていた耳鼻科．眼科を除い

て、他科は岡山大学からの先生方で占められ

ていました。

その頃は子どもの数も多く、毎日３０名近

くの患児で賑わっていました。現代の先生方

はほとんど麻疹を診ることがないと思います

が、麻疹の流行時は－円に１０ｏ名を越える

受診がありました。赤痢の流行があったとき

は、感染源不明のまま隔離病棟が満床となっ

たため、畳を敷き詰め雑魚寝の有様でした。

「梅ちゃん先生」は、開業医として家庭と

仕事を両立させましたが、当時の私には考え

られないものでした。医師となる以上、一大

決心の上になったもので、母親にはなり得ま

せんでしたが、小児科-医として、いろいろな

母親の姿をみるにつけ勉強させられ、また子
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どもの発育を楽しみに健診をすることも多

く、現在に至っています。当時診た子どもも

父親・母親となり、また健在なる祖父母に声

をかけていただき、小児科を選んだことに後

悔の念はありません。何もかも父の言いなり

に過ごしてきて、唯一つ初めて父に反対した

のは小児科を選んだことでしたが、父は何も

言いませんでした。

「人は人の為に生きてこそ人である」との

誰かの言葉どおり、感じ入る所があり、８８

歳現役で生きて、少なからず多くの子どもた

ちを診てきて、感謝されたことに満足してい

ます。趣味は日本舞踊、レザークラフトを

やっておりますが、最近は園芸が楽しみで、

これからは水彩画もやってみたいと思ってい

ます。

最後に、自分の一代記を書くようになりま

したが、長い間お付き合い下さいました諸先

生方に改めて感謝と御礼を申し上げます。

(平成２５年５月）
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【随想】

小児科徒然

古川真祐

(古川小児科内科医院）

瘍発生メカニズムに関連する遺伝子は少しず

つ判lI1しており、所謂「genetic」な異常に

ついては研究がすすんでいます。ＤＮＡ以外

の遺伝情報伝達をコントロールするシステム

を『epigenetic』と呼び、これにはヒストン

アセチル化やＲＮＡ干渉、そして自分が研究

していたプロモーターＣｐＧ領域のメチル化

などがあります。詳細は成書にお譲りすると

して、こんなことをあ－でもない、こ－でも

ないと夜の２時３時まで研究室でやっており

ました。白分のやっている研究は、少しiＰＳ

細胞との関連'１LLもあるもので、今後も研究が

進められる可能性は高いと思います。－開業

医には全く関係が無いことですが、関連のあ

る論文なんかがあると少し嬉しくなります。

以前、小児科医会会報へ白身の紹介を寄稿

するよう言われていたのですが、忘れてし

まっていました。編集委員の''二'111先生、すみ

ません。というわけで、遅ればせながら自己

紹介をさせて頂きます。

私は平成６年に徳島文理高校を卒業したの

ち、平成１２年に神奈川県の（東京ではない

んですよ。北里研究所は白金にあります）北

里大学医学部を卒業し、５年間の大学病院勤

務後に、埼玉県立がんセンターで、小児腫

瘍（胚細胞腫瘍）のエビジェネティック解析

をテーマに、研究生活を送っていました。無

事に博士号を頂き、さあこれから大学での

slavelifbだ！頑張るぞ！と思っていたとこ

ろ、平成２２年３月に父の腎孟癌が全身転移

を起こしていますとの報告を受けました。父

は阿南市で小さな小児科医院を営んでおりま

して、私がやらないと潰して道路にするしか

ないとのことでしたから、それは勿体ないと

いうことで（また医院の建設費Ⅱlも払い終え

ていないという事怡もあり）、急遮りw}郷し医

院継承とあいなったわけです。結局|｢1年６月

に父は他界しました。

小児科になんでなったのか？実はＦ１分の

曾祖父（古川省三）も祖父（元宣）も小児科

医でした。竹祖父の父（貞蔵）の時代は「医

者」というくくりだったようで､何でも尾（そ

れでも内科か外科かはあったようですが）で

した。空気を読んで小児科医になった感は否

めないのですが、単純に小児科医であった父

が割と格好良かつたというのが大半の理由で

しょうか。

祖父元宣が話していた「医脈」というもの

があります。曰く「第六感的な医師のカン」

は代々継承されていくものだ、とのことでし

た。医院継承後３年を経過して、やっとその

意味がわかり始めてきました。大学病|院や二

上記のように、自分は小児血液／腫瘍学を

専攻しようと思っていました。北里大学病

院の病棟にはALL、ＡＭＬ、neuroblastoma、

osteosarcoma、ＭＤＳ、Ｗｉｌｍｓｔｕｍｏｒ、Ewing

sarcoma、hepatoblastomaなどなど、それ

は多くの小児がん患者がいました。個々の踵

－３６－



２０１３年1２月

図ZAudacityによるＦＭ放送の周波数解析結果

送を聞いたほうが、立体的で艶のある音が楽

しめます。過度な期待は禁物です。内部の部

,品を高音質のものに交換するなど、ＳＯＮＹが

音質にこだわった高級機を開発してくれれ

ば、喜んで購入するのですが。

録音した音声ファイルには「シャー」という

微細な持続ノイズが乗っています。カーステ

レオなどで聞き流す分には全く気になりませ

んが、ヘッドフォンで聴いたり、ステレオ装

置で聴いたりすると、弱音部分が多いクラ

シック番組だけに気になります。番組と番組

の間のつなぎ目の部分は完全に無音で、ケー

ブルテレビのＦＭ有線放送でも同様のノイズ

が入るので、おそらく放送の段階で既にノイ

ズが入っているのものと思われますが、本機

の録音レベルが大きいのが災いして微細な

バックグランドノイズを増幅しているのでは

ないかと推測します。ノイズが皆無のデジタ

ル録音ゆえに気になる贄沢な悩みと云ったと

ころでしょうか。

欠点その２．音が歪む

「ICZ-R51」には便利そうな機能がてんこ

盛りですが、最大の欠点は「録音レベルの調

節が出来ない」のです！なんということか、

室内楽やピアノ・ソロなど音声レベルが大き

めの放送では、オーバーフローして音が歪ん

でしまうのです。録音レベルの調節機能な

ど、昔のソニーなら絶対に装備した基本中の

基本だと思うのですが、開発者は「下手に録

音レベルの調節機能をつけると、機器に扱い

慣れていない人たちから『録音に失敗した』

とのクレームが来るかも知れないので、録音

レベルは固定で構わないだろう」とでも考え

たのでしょうか。まことに残念な仕様で、次

期モデルでは「録音レベルの調節機能」を是

非とも備えて欲しいものです。

4．音声ファイルの修復

このような欠点を抱えた「ICZ-R51」です

が、カセットテープに録音していた時代と大

きく違うのは、コンピューターの性能です。

昔はパソコンで音声を編集するなど想像も

出来ませんでしたが、今では容易に「不要

部分の削除」「音の歪みの軽減」「ヒスノイ

ズの低減」などを行うことが可能です。私

欠点その３．ノイズが乗る

わが家の電波環境はよいはずなのですが、
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(よMac用のソフトしか知らないのですが、

「SoundStudio｣（図３）と「Audacity｣（図４）

という２つのソフトを使って音声編集を行っ

ています。「Audacity」単独でもほとんどの

処理は可能ですが、「SoundStudio」のほう

が操作性は優れており、「SoundStudio」を

愛用しています。

まず音声ファイルを「SoundStudio」で開

きます。解説などの部分は要らないので、曲

の部分だけを選択して、新規ファイルにコ

ピー＆ペーストして、楽曲だけの音声ファイ

ルを作ります（図５)、呈示した音声ファイ

ルは１１月１４曰に放送されたアンジェラ・

ヒューイット演奏のバッハ作曲「イタリア協

奏曲」ですが、収録レベルが大きすぎ、最後

の部分などオーバーフローを起こして頭打ち

になっています（図６)。そこで「編集」メ

ニューから「すべてを選択」し､｢フィルタ」

メニューから「音量…」を選んでゲインを

「－３ｄＢ」程度で実行し、音声ファイル全

体の音量を下げます。またＦＭの１９kHz帯

に含まれるステレオ放送用のパイロット信号

などが残っているため（図Ｚ)、「フィルタ」

から「ローパスフィルタ…」を選び、周波数

14,500Ｈｚ以上の情報を消去します。以上の

処理が終了すれば、ひとまずファイルを保存

します。保存形式は「AIFF」とします。

次にこの音声ファイルを「Audacity」で開

きます。「Audacity」は無料でダウンロード

できますが、素晴らしいことにレベルオー

バー（クリッピング）を修復する機能が標準

で装備されています．まず「エフェクト」メ

ニューから「ClipFix…」を選択し､｢Threshold

ofClipping（％)」を「95」で実行します。

この処理は少し時間がかかり、また長時間の

ファイルだと全体を処理しきれない場合があ

るので、音声ファイルを分割して行うか、あ

るいは強音部のみに限局して行います。この

図３SoundStudio4fbrMac

販売元：FeltTiplnc価格：３，０００|工|･コンピユータ

上でデジタル録音や編集を簡単に実行できるMacの

定番アプリケーションのひとつ。レコードやテープ

からのデジタル録音、マイクよる録音、ミックスダ

ウン、レベル調整、イコライザの適用など機能も豊

富で、様々なファイル形式の読み／書きに対応する。

配布元：http://felttip・com/ss/index-jahtml

図４Audacity205fOrMac

フリーウェア。様々なファイル形式での読み／書き

に対応したオーディオ編集用の定番ソフト。オープ

ンソースのため世界中のプログラマーが開発に参加

しており、無料であるにもかかわらず数多くのエ

フェクトが搭載され、頻繁に機能が強化されている。

Windows版、Mac版、GUN/Linux版が公開されて

いる。配布元：http://audacitysourcefOrge・net／

「95」という値は仕上がり具合を聴きなが

ら調節する必要があり、値を下げると効き目

が強くなりますが、効かせすぎると逆効果で

す。せいぜい９０％程度が限界かと思われ、

また処理を２回施すのが効果的と感じる場合

もあります。歪みが完全に修復されるわけで

－４４－



２０１３年１２月

末筆ではございますが、つたない紹介状を

嫌な顔一つせず受け入れて下さる徳島赤十字

病院および阿南共栄病院の先生方、スタッフ

の方々に御礼申し上げます。いつもありがと

うございます。今後ともご指導ご鞭燵の程宜

しくお願い致します。

次病院と違い、deadoralive的な患者が来る

わけではありませんが、「１～２時間後にこ

の子はＣＰＡになってしまうかも？」という

動物的なカン（これが祖父の言っていた第六

感的なカンだと思います）は、いつまでも大

切にしていきたいし、これを研ぎすますト

レーニングをこれからもやっていきたいと思

います。 (平成２５年１０月）

－３７－



【随想】

昼寝とネコ

曰浦恭一

(ひうら小児科）

最近、昼食の後、平均２０分位昼寝をして

いる。毎曰と言うわけにはいかないが、出来

るだけ行うように心がけている。昼寝をする

と体調が良いのである。

夏の間は何も掛けずに寝ていたが、涼しく

なってからは小さな毛布を掛けて寝ているの

で、私の毛布を見ると飼いネコが寄ってく

る。毛布を持ち上げて、広げた股の間に体を

入れて丸くなる。夜は布団の中に入って来な

いのに、昼寝の時だけ寄ってくるのは不思議

である。

さらに年齢が進んで老年に達すると昼寝が

必要となり、ﾆﾄ''性の睡眠パターンになる。

さらに年齢が進むと、夜間睡眠が分断され

て、多相性の脈眠パターンになり、ついには

寝ているのか起きているのか判らない状態に

なる。いよいよ目覚めなくなるとお仕舞であ

る。

ネコは夜行性動物で、成猫でも－曰中寝た

り起きたりを繰り返す多相性睡眠パターンを

示す。しかし飼いネコは昼間寝ていたくて

も、人間の気分次第で睡眠を妨げられる。触

られる、抱き上げられる、ヒゲを引っ張られ

る、尻尾をつかまれるなどにいちいち反応し

ていては、眠ることなど出来るはずがない。

人間の生活リズムを無視して生活する訳には

いかない。夜行性なのにエサを呉れるのは朝

であり、昼間はどうしたって寝ていたいのに

飼い主の気まぐれで起こされる。飼い主の生

活リズムに影響される。

飼いネコは人間の社会生活と共に昼間起き

る時間が増えて、安心して眠ることが出来る

のは夜間だけになる。ネコの夜間の行動を詳

しくは知らない。時々朝起きると階段にヤモ

リやカエルの死骸が落ちていることがあり、

やはりネコは夜中に仕事をしているらしい。

人間も老化すると睡眠パターンが二相性か

ら多相性パターンに変わっていく。年と共に

だんだんネコに近くなるか赤ちゃん返りをす

るようだ。夜間の睡眠が中断し（中途覚醒)、

昼寝をするのは、体調が悪いとか夜眠れな

いと言う訳ではない。明らかに老化である。

１５分か２０分で目覚めると昼からの仕事が

快調に進む。昼寝が出来ない曰は夕方にスタ

ミナが切れる。眠り過ぎて午後の診察に遅れ

そうになって飛び起きることもある。昼寝を

しても、晩に寝つきが悪くなることはない。

人間の睡眠には発達が見られる。新生児期

には夜も昼も区別のない多相性の睡眠覚醒パ

ターンである。生後３か月頃には明らかな昼

夜の区別が現れる。ただ－曰中、何回も寝た

り起きたりする多相性パターンである。この

パターンが－曰一回の短時間の昼寝と夜間一

回のまとまった睡眠、ニホⅡ性の睡眠パターン

になるのは１歳頃である。この状態が数年間

続き、５歳頃には成人期と同様の一日一回の

単相性睡眠パターンが確立される。

－３８－



２０１３年1２月

一度目覚めるとなかなか寝付くことが難しく

(入眠障害)、早朝に目覚めるようになる（早

朝覚醒)。昼寝をしても夕食後には眠くなる

ことがある。そのうちに脈眠は短くなり、浅

くなり、起きているのか寝ているのか、睡眠

と覚醒の区別が難しくなると意識障害[の域に

達する。明らかな老化を越えて、ＥＮＤマー

クが点るのも時間の問題である。

さて何時まで元気で小児科壜医を続けること

が出来るのかが最大のテーマ。人生のＥＮＤ

マークはどんな形でH｣て来るのか。

本曰も午後の外来に備えて、ネコと共に毛

布に包まって､わずかの惰眠を貧るのである。

(平成２５年１０月）

－原稿募集一

皆様の投稿を歓迎いたします。

小論文、症例報告、随想、書評、趣味のことなど何でも結構です。

原稿の〆切りは毎年１０月末日です。

よろしくお願いいたします。

原稿送付先：〒779-3125

徳烏市lK1府1111早渕41-1

11111にどもクリニック

IIIlll進一宛

ＦＡＸ：Ｏ８８－６４３－ｌ３１７

－３９－



【随想】

ＦＭエアチェックの楽しみ

中川竜二

(徳島大学病院周産母子センターＮＩＣＵ）

現在では死語となった言葉の一つに「エア

チェック」があります。私自身、すっかりご

無沙汰していましたが、最近のＩＣ技術の恩

恵を受け、再び「エアチェック」の楽しみを

思い出してます。

度も繰り返し聴いていました。

このようなＦＭ放送をカセットテープに録

音する行為を「エアチェック」と呼んでいま

したが、個人的には１９８０年代後半から徐々

に下火となりました。背景にはコンパクト

ディスク（ＣＤ）の急速な普及がありました。

ＣＤは１９８２年頃に販売が開始されました

が、発売当初はソフト１枚の値段が4,200

円もした上に、ＣＤプレーヤーも1台､１８万

円と、中学生の身分では、欲しいと思っても

とても、にはl山'せません。ところが１９８５年

にマランツから「CD34」というＣＤプレー

ヤーが発売され、これが当時６万円を切る戦

略的な値段で、音質も良いと評判になりまし

た。当時高校３年の私は「勉強頑張るから」

と親に頼み込んで、ようやくＣＤプレーヤー

を手にすることができました。

その後はＣＤの値段もどんどん「がり、１

枚3,200円ぐらいが相場となり、１９８６年に

徳島大学に入学してからは、家庭教師のア

ルバイトで稼いだお金をどんどんＣＤ購入に

つぎ込むという有様で、すっかりＦＭエア

チェック熱も冷めました。世間ではレンタ

ルＣＤ店が急速に広まり、ＦＭ放送を録音す

るよりもＣＤからダビングする人が増えたの

か、栄華を極めたＦＭ雑誌もどんどん廃刊に

なりました。

医師の仕事をするようになってからも、相

変わらず音楽を聴くのは大好きですが、地方

在住の悲しさで、聴きたい演奏会があっても

１．ＦＭエアチェック

今から３０年ほど前、私が中学生から高校

生だったころは、ＦＭ番組をカセットテープ

に録音することが流行していました。

私は専らクラシック音楽ばかり録音してい

ましたが、放送時間が近づいたらステレオの

前に座り込んで、演奏前のナレーションが終

わった瞬間に録音開始のボタンを押し、無事

に録音が終わるまで冷や冷やしながら待ちま

した。部屋の蛍光灯をつけたり消したりする

とＦＭ放送にノイズが飛び込むので、録音が

始まる前には家中の電気を付け、録音が終わ

るまでは家族が部屋の電気を消さないように

監視し、さぞかし迷惑なことだったろうと思

います。

ＦＭの番組表を掲載した雑誌も「FMfan」

「週刊ＦＭ」など、何冊も発行されていまし

た。またカセットテープの種類も放送の重要

度に応じて使い分け、ベルリン・フィルや

ウィーン・フィルの演奏が放送されるときは

音質がよいとされていた「メタルテープ」や

「クロームテープ」を奮発して買いました。

上手く録音できたテープは宝物で、何度も何

－４０－



２０１３年１２月

おいそれとは行けないため、心の渇きをＣＤ

購入で癒やす状態が続いています。それに輪

をかけるようにＣＤの値段もたいへんな勢い

でデフレが進行しており、５０枚組９，０００円

といったＣＤ１枚あたり１００円から２００円

の徳用ボックスが次々と発売されい全部聴く

のはとても無理だと思いながらも、ついつい

買ってしまいます。また｢Yahoo1オークショ

ン」に代表されるネットオークションは、イ

ンターネット上に巨大な中古ＣＤショップが

開店したのと同じで、買いそびれていたＣＤ

を競り落とすのも加わって、家族からは「毎

曰ＣＤが届くなあ」と椰楡され、いつのまに

やら家の中には数千枚のＣＤが溢れかえり、

１日１枚づつ聴いても全部聴くのに７～８年

はかかるような状況です。

図１ＳＯＮＹＩＣＺ－Ｒ５１

オープン価格（店頭|,Ⅲ格１５，０００円程度)。付属品：

ＡＣアダプター、パソコン用ソフトウェア「Sound

Organizer｣、ＡＭラジオ用アンテナ、ＦＭラジオ用ア

ンテナ接続ケーブル。Iilli格.comラジオ部'''1売れ筋ラ

ンキング第２位、注目ランキング第１位（平成２５年

11月現在)。

存在を知りました（図１)。見た目は弁当箱

ほどの菩通のラジオなのですが、本体にＩＣ

レコーダーを内蔵し、タイマーをセットして

おけば、本体内の８ＯＢのメモリに圧縮音源（

ＭＰ３）でどんどん録音するというものです。

もともとは語学学習川に企画開発されたもの

らしいのですが、「これなら面倒くさいＦＭ

放送の録音も録り放題だ！」と考え、喜んで

購入しました。

このような状態が３０年以上続いているの

で、交響曲や管弦楽曲、協奏曲の有名どころ

はあらかた聴き尽くし、「イントロ、どん」

で曲の冒頭を1秒聴いただけで「カリンニコ

フの交響曲第１番の第２楽章」などとR|]答

できるようになりましたが、生活には何の役

にも立たちません。新しいレパートリーを開

拓するために、聴いたことがない珍しい曲の

ＣＤを買おうと思っても、ＣＤの収納は既に

限界を迎えています。ＦＭ放送の録音は、カ

セットデッキは既に処分して手元にはなく、

どうしても録音したい放送のときだけチュー

ナーを納戸から引っ張りだして、アナログ出

力端子から引き出した音声をアナログーデジ

タル・コンバーターでデジタル変換し、コン

ピュータ（Ｍａｃ）でデジタル録音するという

ことをしていましたが、いかんせん面倒くさ

いので、ＦＭ放送も積極的には聴いていませ

んでした。

ところが今年２月に、ＳＯＮＹのポータブル

ラジオレコーダー「ICZ-R51」という製品の

2．ICZ-R51の使いこなし

ＳＯＮＹ「ICZ-R51」は、語学学習川に様々

な機能が搭載されています。「聞きたいとこ

ろをすばやく探すイージーサーチ機能」「再

生中の早送り・早戻し」「必要な部分だけ繰

り返すリピート再生」「再生速度を調節する

DPC機能」「音がしたときにＦ１動録音する

VOR機能」「外部マイクをつないで録音する

機能」「再生時の頭出しや分割位置の目安と

して利用できるトラックマーク機能」「ファ

イルを分割する機能」などなど。私はＮＨＫ

－４１－
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ラバイトのハードディスクを１個用意すれ

ば、およそ２０年分の番組を余裕で保存でき

ます。またＮＨＫのホームページを見れば過

去1カ月間の放送内容を参照できるので、録

音し終わった番組のデータをコピーして、メ

モ帳ソフトに記録します。

このような作業をちまちまと１０力川ほど

続けていますが、既に膨大な楽曲ライブラリ

となっています。カセットテープにこつこつ

と緑青していた頃を思えば、ほんとうに夢の

ようです。

ＦＭのクラシック音楽を録音するのが目的な

ので、これらの機能は一切不要です。

わが家の窓の外には眉'11が一望でき、眉山

山頂の電波塔を直視できるため、電波の受信

環境は最高だと思われます。「ICZ-R51」は

単三電池で作動するので、４本のエネループ

を本体に入れて、録音したい時間帯を登録し

て窓際にさりげなく置いておけば、あとは勝

手にどんどん録音してくれます。「ステレオ

高音質ＭＰ３１９２ｋｂｐｓ」の設定でも、本体の

８ＣＢのメモリにおよそ９０時UllIも録音でき、

最大連続録音時|liは２３時H}１５９分なので、

オペラ中継など４時|H1の長丁場でも全然平気

です。ワーグナーの「ニーベルングの指輪」

全曲でも大丈夫です。録音している時は小さ

な赤いランプが点灯するだけで、音を出さず

に勝手に録音しているため、録音しているこ

とすら忘れています。

ＮＨＫ－ＦＭのクラシックの全ての番組を録

音すると、１０日ほどでエネループが容量切

れとなるので、電池は1週間にｌｕを目安に

入れ替えます。そして２週間に１回程度、本

体の電源を入れて、録音済みの番組を収穫し

ます。ＵＳＢケーブルでパソコン（Ｍａｃ）と接

続すると、本体の内蔵メモリが外部ディスク

としてデスクトップにマウントされるので、

ファイルをコピーする要領で「ICZ-R51」内

の音声ファイルをＭａｃにどんどんコピーし

ます。Ｍａｃにコピーし終われば、木体内の

音声ファイルは全て消去します。

卉声ファイルの収穫が終われば、あとはパ

ソコン上でファイルを管理します。私が録音

している番組は「クラシックカフェ」「ベス

トオブクラシック」「現代の音楽」「クラシッ

クの迷宮」「ブラボー！オーケストラ」「名演

奏ライブラリー」の６つで、１週間で184

ギガバイトの容量となりますが、最近はハー

ドディスクの値段が下がっているので、２テ

３．ICZ-R51の欠点

このように夢のような｢ICZ-R51」ですが、

欠点がないわけではありません。

欠点その１．音が悪い

いきなりずつこけるような欠点ですが、残

念ながら、音にこだわるオーディオ・マニア

が満足するような音質ではありません。

もともとＦＭ放送に超高音域は入っていま

せん。周波数解析結果に示すとおり、ＦＭ信

号の音声情報はおよそ14,500Ｈｚまででばっ

さりと削り取られています（図Ｚ)。ＭＰ３に

圧縮する過程で先ず削られるのは高音域の情

報で、超高音域の情報を持たないＦＭ放送の

録音にはＭＰ３１９２ｋｂｐｓの品質で十分だと

思われます。そもそも不惑を過ぎた私の耳で

は１５kHz以上の高音を感知できません。宵

が悪いといっても、秋葉原で売っている放送

音源をＣＤＲに焼いた粗悪な海賊盤より遥か

にまともな音ですし、カーステレオで聴いた

り小型のデッキで聴く分には十分な音質が確

保されています。

しかし録音した音源をちょっとお金をかけ

たステレオ装置で聴くと、音に艶がなく、聴

いてもあまり楽しくない音です。生のＦＭ放
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図５SoundStudio4fbrMacの編集画面

図６バッハ作曲「イタリア協奏llllBWV971」終結部

(よありませんが、気にならない程度にまで軽

減することが出来ます。

次に「シャー」という持続ノイズの低減を

図ります。同じく「Audacity」で「エフェク

ト」メニューから「ノイズの除去」を選びま

す。４種類のパラメーターを設定する必要が

ありますが、私は試行錯誤の未「ノイズの除

去（ｄＢ）：１０｣、「感度（ｄＢ）：－８｣、「周波

数平滑化（Ｈｚ）：150｣、「アタック／デイケ

イ時間（秒）：０８０」という設定で落ち着き

ました。この設定が難物で、設定値を高くす

ればノイズは消滅しますが、肝心の音楽の音

まで変化してしまいます。力､といって設定値

が低いと耳障りなノイズが残ります。そこで

私は、音質の変化を最小限に抑えるために、

設定値を敢えて低くして、この処理を３回連

続して繰り返すという方法をとっています。

この「ノイズの除去…」を３回繰り返したら

「ファイル」メニューより「書き出し…」を

選択し、AIFＦ形式で保存します。

最後に、Audacityでの処理を終えた音声

ファイルをSoundStudioでもう一度処理し

ます。前述のとおり「ICZ-R51」で録音した

高声ファイルは色気のない音なので、隠し味

としてグラフィックイコライザを使用し、

４，０００Ｈｚ付近を２ｄＢほど持ち上げて、音に

艶を加えます。その後、曲の冒頭と終わりの

部分に無音部を挿入し､フェードイン･フェー

ドアウトで整形して完了です｡

このような音声ファイルがいくつか溜まれ

ば、iTunesなどを使って「オーディオＣＤ」

の形でＣＤＲに焼いて、ようやくオリジナル

ＣＤの完成です。ＦＭエアチェック、完全復

活です。

－４５－

⑧ザイ,、ョＬｌＬｌ’ＰＨＩ.v･,心.』Ｉ,〔□｢?,＝

趣ｉ－－
，０ 】０℃ １ｓ，

ＴｐＺ了，】且'Z曰】J'ハリ】と］41】’'18

ＡＬ４

■
ソＹ－Ｆ

ｓ￣ﾄｺ

Ｔンツー
Ⅵ出可1.-－五■

ｕ
主鈍秀凸▲二ｺ’

「｡｡

蝿＆
「＝嚢往竃旦巨’アーーィ差

典
擁３

凸■●-

ｌｊｆＪ１らさ邸乱

砧螢
ゑで◎

－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一＝－－－－－－－￣ヰー

1ル

LhdL`担．ALlL .＿Ｌ

ユニー１J

－－－－１－－

ﾑｺﾛＴｌ

－－￣ｑ－

Ｌ￣ｉｎ ２２１［

一一一一

ｶゲーョン

dAdI山,ＬＬｈＬｌＬＬ

＝￣－－

１－１１F

ＬＬ

一一一一⑭－－

Ｂｉ）ｂ

ＬＬＬ

もり０

－－－－－

－ザ一一

KｎＧｎ

4凸

－…-MＩン
，、｡，γ蕊

⑪
俵、

の－－－－つ－－①一一－－－－－－顛鵡
-－の￣■￣￣字画－－－￣幻□÷‐－の￣－口･ﾛ隣⑩●

．ｕ□‘亀Ａｂ｡

[（’２２ｲィ１９`$リｗ４＄８Jｗ’￣強引Yテ

Ud)しＩ堕錘血些,▲

■

1Ｎ

０
矼晶

－－－字-－－'箔け－戸---｡｣1。，.

Ｔ１

iFVwwF
｣卜'

7ＷⅡW･TFI''１ w｢,v両l１ＶＴ TrVr ｢
「

rvFm…VVlFlWWWWm

…ｉ－ＩＰらl＞＄・ＩＣ,oocoooに！〃羽勺韓】



というわけで、このような経過を経て再び

ＦＭ放送を楽しむようになりました。ＮＨＫ

ＦＭは毎日のように聞いたことがない曲が流

れています。「クラシックカフェ」など昼間

の時間帯にのんびり放送しているのかと思い

ぎや、選曲は非常にマニアックですし、「ク

ラシックの迷宮」などディープな内容の番組

もあり、ＮＨＫもなかなかやるなあと感心す

ることしきりです。毎月の視聴料、十分に元

を取らせていただいています。

またＣＤだと、購入する段からどうしても

演奏者や演奏団体を意識しますが、ＦＭ放送

から作成した音源は曲名だけをファイルに記

録し、演奏者や演奏団体をあえて記録してい

ないので、純粋に曲と演奏だけを楽しんでい

ます。先日も録音しておいたエルガーのチェ

ロ協奏曲を聴いていたところ、非常に素晴ら

しい演奏に感動し、これは誰の演奏だろうと

保存しておいた放送内容を検索して、ゾル・

ガベッタという新進女流チェリストの存在を

知りました。ＦＭ放送を聞いていなかったら

知らないまま過ごしていただろうと思いま

す。このように未知の演奏家に出会う喜びも

あり、音楽好きならＦＭ放送を利用しない手

はありません。

以上、興味がない方にとっては、全く何を

書いているのかと思われることを書きまし

た。申し訳ありません。「ICZ-R51」は、い

くつかの問題点はありますが、音楽の聴き方

をちょっと変えてくれる素晴らしい製品で

す。しかしながら最大の問題は、日々の雑事

に忙殺され●音楽をゆっくり聞く時間がない

ことでしょうか（泣几

(平成２５年１１月）
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【新入会員挨拶】

｢くぼ小児科クリニック」を開院して

久保雅宏

(くぼ小児科クリニック）

２０１２年に板野郡北島町に「くぼ小児科ク

リニック｣を開院して1年以上が経ちました。

わたしは１９８８年に徳島大学を卒業後、徳

島大学病院のほか、高知県、香川県、そして

徳島県の病院で、２４年間勤務医をしてきま

した。医者になって間もない頃の勤務は、今

とは随分違っていました。研修医は無給で宿

直する病院もあり、月給は大卒平均よりも少

なく、生活費を補うために小児科研修とは関

係のないパートの仕事も忙しく、転勤は年1

1111（短いときは４か月や６か１１で転勤したた

め引っ越し費用がかさみ生活は困窮）といっ

た体制でした。近年は、研修医の待遇も改善

し、時間外給与や月給も十分に支給されてい

ます。常勤医の宿直手当も徐々に増え、夜勤

明けには帰宅できるようになりました。夜勤

回数は相変わらず多いですが、勤務時間外に

呼び出されることは少なくなりました。

このように勤務医の労働環境は変わりまし

たが、それでもベテラン勤務医にはダメージ

が蓄積します。宿直時には重症患者が来て困

らないかと悶々として過ごし、朝にはぐった

りすることもしばしばです。このような勤務

医としての将来に不安を感じていたのです

が、クリニックを開業してからは、内分に合

わせたペースで仕事をして、人事異動の心配

鰯

円〃

図１くぼ小児科クリニックの外観

－４７－
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図ｚくぼ小児科クリニック待合室

もなくなり、とても穏やかな生活になりまし

た（図1.2)。

小児医療は日々進歩し、変化しています。

病院の小児科勤務は、かつての１人で数々の

病気を診る時代から、多くの人数で専門分野

を手分けして診る体制に変わりつつありま

す。そして小児救急医療が主な業務の一つと

なり、新生児医療もいくつかの中核病院に集

約されました。病院小児科勤務の先生方に

は、夜間や休日に紹介させていただくことも

多く、休日も夜間も働く先生方のご苦労を思

い、たいへん感謝しております。

これからも微力ながら、クリニックで地域

の子供さんの健康を担いかかりつけ医とし

てお役に立てるように努力したいと思いま

す。小児科医会の皆様には、今後ともご指導

の程、よろしくお願い申し上げます。

(平成２５年１０月）
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２０１３年１２月

【新入会員挨拶】

入会のご挨拶

真鍋理恵

(田山チャイルドクリニック非常勤）

徳島小児科医会の会員の皆様、はじめまし

て。この度入会いたしました真鍋fII恵と申し

ます。よろしくお願いいたします。

私は初期研修と後期研修の途'|]までUFL外で

研修しておりましたが、５年前に徳島に戻

り、徳島市民病院で残りの研修をさせて頂き

ました。本年の３月まで同院に勤務し、研修

等はなかなかハードでしたが、ＮＩＣＵもあり

ましたので、新生児の診療に数多く携われた

のは、本当に良い経験になりました。

そんな勤務医生活も何年３１１－杯で終了さ

せていただき、４月からはパートタイマー生

活をおくっております。フルタイムで医業に

従事していた頃に比べると、かなりプライ

ベートタイムを持てるようになりましたの

で、心身共にリフレッシュ中です。最近は鈍

りきった身体を整えるべく、夫婦でジム通い

を始めました。少々疲れていても、ジムで体

を動かすと、かなりスッキリします。無理の

ない程度に通って、心身のコンディションを

終えていきたいと思っています。

仕事に関しては、今までほとんどしたこと

のなかった幼児健診に携わることとなりまし

た。集団健診なので人数は多いし、時間の制

約はあるしで、四苦八苦してます。なので終

わるとぐったりです。でも親ifI1さんからの質

lHlは様々な角度から来るので、色々と勉強に

なります。またクリニックでの外来も、市民

病院の外来診療とはやや様｜Ⅱが異なり、色々

とｎ分をアップデートしなくちゃいけない

な、と思わされます。

こんなことを考えながらも、時々、小児科

医の道を選んで本当に良かったのかと、考え

るときがあります。医師となり９年目、今自

分が出来ることを真筆にやっていけたらと考

えています。その先にきっと答えが見つかる

のだろうと考えながら…。

まだまだ未熟者ですので、皆様どうぞご指

導、ご鞭燵の程よろしくお願いいたします。

(平成２５年１０川）
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【わたしが薦めるこの－冊】

小児科待合室の絵本

中川礼子

(古川病院小児科）

表紙には、あさえと、ちいさいいもうとの

あやちゃんが描かれています。本文の途中に

このシーンが出てきますが、外で遊んでいた

あさえが、泣き出したあやちゃんを外へ連れ

出す場面です。あやちゃんのぶつくりとした

ほっぺとむちっとした手足、そしてあさえの

小さくて細い指が印象的です。これだけで二

人の年齢や仲の良さなどを理解できます。

表紙をめくって１頁目には、題字がクレヨ

ンタッチで書かれています｡「あさえとちい

さいいもうと」の「あさえ」は大きく「ちい

さい」は小さく書いてあり、おまけに「ちい

さい」の「さ」は少し下にずらして、小さい

子の自由奔放さを表している様です。題字の

下に、あさえが外で遊んでいる絵が描かれて

います。しゃがみ込んで、広げたハンカチの

上に石ころを乗せて遊んでいます。

そこにお母さんからあさえに声がかかりま

す。お母さんが出掛けるので、あさえは留守

番を頼まれたのです。妹のあやちゃんは寝て

います。

お母さんが出掛けてしばらくすると、あや

ちゃんの泣き声が玄関から聞こえてきまし

た。玄関のドアノブに手をかけて扉を開けよ

うとしているあさえの後ろ姿と、扉の隙間か

ら泣いているあやちゃん。二人の幼さが説明

抜きでわかります。表紙の絵はこの後に続く

場面です。

ここからあさえは、おれえちゃんとして張

り切ります。絵もあさえを中央に大きく描か

あさえとちいさいいもうと

筒井頼子作

林明子絵

福音館書店（１９８２年）

当院の診察室には、去年も今年も林明子さ

んが描いたカレンダーを掛けています。「あ

さえとちいさいいもうと」は、定番中の定番

の絵本なので、今更おすすめするのも恥ずか

しいのですが、どうしても好きな絵本なので

改めて紹介したいと思います。

「あさえとちいさいいもうと」は筒井頼子

さんと林明子さんのコンビによる絵本シリー

ズの1冊です。このシリーズは「はじめての

おつかい」の方がよりメジャーで、英訳本な

ど海外でも有名で、こちらも好きな絵本なの

ですが、私は「あさえとちいさいいもうと」

の方により強く惹かれます。私自身に妹がい

て、小さい頃に似た様な経験をしてきたから

かも知れません．
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２０１３年1２月

れます。妹を喜ばせようと道路にチョークで

線路を書くのですが、そのうちに夢中になっ

て、あやちゃんの存在を忘れてしまいます。

絵はしゃがみ込んでいるあさえの斜め上から

の視線で描かれ、読者も一緒に夢中で絵を描

いているような気持ちになります。

ところが次の頁をめくると、あやちゃんが

いなくなっています。この場面では、し_ん

とした静けさも一緒に感じることができま

す。そして描いた線路の長さで、あさえが夢

中になっていた時間がわかりますし、遠くま

で伸びた道は、あやちゃんがこつ然と消えて

しまった事を強調します。

次の頁からは、いなくなったあやちゃんを

探すあさえの不安と焦りが、次々と表されま

す。目の前を横切る大きなトラック、町の上

空からの烏観図、あさえの目線でみた町の景

色など、様々なアングルで描かれています。

頁をめくるたびにあさえのドキドキ感が伝わ

ります。

そして最後の公園の場面、あさえが水漏れ

曰の中で遊んでいるあやちゃんを見つけて駆

け寄るところで、ほっと胸をなで下ろし、暖

かい気持ちになります。最後の頁では遠くに

お母さんの姿も見え、裏表紙では三人でなか

よく手をつないで帰っています。子どもの日

常の、ちょっとした出来事を描いたこの本

は、大人にとっても'懐かしいきもちになるで

しょう。是非親子でドキドキ感と安堵感を楽

しんで欲しいと思います。

しゃべりおばさんも、さりげなく登場して

います。この黒いメガネをかけたおじさんは

林明子さんの絵本にたびたび登場しています

が、どの絵本のどこの場面に登場するのかは

ネタバレになるので秘密です。それ以外にも

隠し絵や細かいネタがたくさん仕掛けられて

おり、林明子さんの絵本を何冊か広げて親子

で探し出すのも楽しいと思います。

(平成２５年１２月）

ところで林明子さんの絵本には、ちょっと

した遊び心がみられます。「はじめてのおつ

かい」のみいちゃんが、最後の公園の場面で

ブランコに乗って遊んでいます。きっと二人

は同じ町にすんでいるのでしょう。また「は

じめてのおつかい」でたばこをを買った黒い

メガネのおじさんと、パンを買った太ったお
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【学術記録】

平成２５年１月１４日（月）

平成２４年度発達障害支援従事者養成研修会

場所：徳島県医師会館

特別講演「青年期・成人期の発達障害の理解

と支援」

名古屋大学医学部附属病院

親と子どもの診療科

岡田俊

岡山済生会総合病院小児科診療部長

、中弘之

平成２５年４月１７曰（水）

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ホテルクレメント徳島

特別講演「アトピー性皮膚炎におけるスキン

ケアと外用療法」

杏林大学医学部皮膚科教授

塩原哲夫平成Ｚ５年２月１４曰（木）

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ホテルクレメント徳島

特別講演「予防接種の現状と展望」

川崎医科鬘大学小児科教授

中野貴司

平成２５年４月２５曰（木）

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ホテルクレメント徳島

特別講演「４種混合（DPT-IPV）および日本

脳炎ワクチン、風疹の流行につい

て－英国ワクチン事情を加えて－」

川崎医科大学小児科教授

寺Ⅱ1再平

平成Ｚ５年３月１３曰（水）

第１８２回徳島県小児科医会例会．学術講演

場所：ホテルクレメント徳島

一般演題「気管支喘息として治療されていた

乳児例」

徳島県鳴門病院小児科

市岡隆男

特別講演「乳幼児期における喘鳴の鑑別診断

と治療のpitfall」

群馬大学大学院医学系研究科

小児科学分野教授

荒川浩一

平成２５年５月１５曰（水）

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ザ・グランドパレス徳島

特別講演「夜尿症の臨床」

旭川荘療育・医療センター|院長

井上英雄

平成２５年５月２２日（水）

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ホテルクレメント徳島

特別講演「小児喘息治療の現状と今後の展開」

濁協医科大学小児科緯教授

吉原重美

平成２５年３月２９曰（金）

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ホテルクレメント徳島

特別講演「成長障害の原因と治療－その病態

の多様性一」

－５２－
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平成２５年６月２６曰（水）

第１８３回徳島県小児科医会例会・学術講演

場所：ザ・グランドパレス徳島

一般演題「当院における肺炎球菌感染症とそ

の治療について」

徳島市民病院小児科

山上貴司

特別講演「小児下気道感染症の起炎菌につい

て」

新潟大学医歯学総合病院小児科助教

大石智洋

たⅡ|崎病症例」

徳島県立中央病院小児科

庄野実希

演題２「意識障害を呈したケトン性低血糖症

の２例」

徳島赤十字病院小児科

谷口多嘉子

学術講演「食物アレルギー診療におけるト

ピックスー診断から積極的摂取ま

で－」

徳島大学病院小児科

杉本真弓

平成２５年７月２４日（水）

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ザ・グランドパレス徳島

一般演題「ワクチンの必要性について－

ＭＭＲの中止と今回の風疹の流行

について－」

徳島市民病院小児科

山上貴司

特別講演「小児期における子宮頸がん予防の

重要性」

香川県立中央病院産婦人科

本郷淳司

平成２５年１１月６曰（水）

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ホテルクレメント徳島

特別講演「インフルエンザ診療の動向」

九州大学先端医療イノベーションセンター

臨床試験部門特任教授

池松秀之

平成２５年１１月９曰（土）

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ホテルクレメント徳島

特別講演１「症例から学ぶ発達障害」

小児科内科三好医院院長

宮崎雅仁

特別講演２「ＡＤＨＤの薬物療法一アトモキセ

チンの上手な使い方一」

安原こどもクリニック院長

安原昭博

平成２５年８月２１曰（水）

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ザ・グランドパレス徳島

特別講演「一般市中病院小児科でのてんかん

診療と病診連携」

加古川西市民病院小児科

足立昌夫

平成Ｚ５年１Ｚ目２５曰（水）

第１８５回徳島県小児科医会総会・忘年会

場所：ホテルクレメント徳島

平成２５年９月２５曰（水）

第１８４回徳島県小児科医会例会・学術講演

第２８回徳島県小児科合同症例検討会

場所：ザ・グランドパレス徳島

演題１「当院で経験した診断・治療に難渋し

(文中敬称略）
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【会務日誌】

ン、小児肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん

予防ワクチンの定期接種化について

結核の定期予防接種の対象者の変更（平

成25年４月ｌ曰施行)。BCG接種対象者

は｢生後１歳に至るまでの間にある者｣に

拡大され、標準的接種期間は｢生後５カ

月に達した時から生後８カ月に達するま

で」とされた

長期にわたる疾患等のため定期接種を受

けられなかった児への対応について

日本脳炎の積極的勧奨が平成２５年４月

１日から実施され、４歳以上２０歳未満

の者（平成７年４月２日～平成１９年４

月１日までに生まれた者）が定期接種の

対象者となった

先天性風疹症候群の予防等を含む風疹対

策の一層の徹底について

小児科医会理事会

平成25年度小児科医会第１回理事会

日時：平成25年３月６日（水）１９:３０

場所：徳島県医師会館３階会議室

出席：田山、日浦、岡田、中津、鈴江、大

野、富本、藤野、宮本、川口、山

上、渡辺、中111（１３名）

４

5．

議案１．会員動静

Ｌ久保雅宏先生（くぼ小児科クリニック）

が入会され、会員数が計86名となった

6．

議案２．関連病院の現状

ｌ徳島大学の渡辺浩良先生から、平成２５

年度の徳島大学の医局および関連病院の

人事についての説明があった

7．

議案３．小児救急体制

Ｌ徳島県東部圏域における｢小児救急医療

体制｣について、平成25年４月1日付け

で県立中央病院を｢小児救急医療拠点病

院｣に指定し、県立中央病院が２４時間

３６５日、小児救急医療に対応する

2．従来の東部圏域における救急病院の輪番

制は解体となった

議案５．曰本小児科医会

１日本小児科医会総会フォーラムｉｎ大阪

が平成２５年６月８～９日に大阪市中央

公会堂にて行われる予定であり、是非会

員は参加して欲しい

２．３月１３日の当会例会に大阪小児科医会

小川会長が来徳され、フォーラムについ

て案内が行われる予定である

議案４．予防接種

Ｌ田山会長より以下の２～７の事項につい

ての説明が行われた

２．ＭＲワクチンの接種率の本以の状況につ

いて

３予防接種法の一部を改正する法律案（平

成２５年４月１曰施行）でのヒブワクチ

議案６．学術集会

1岡田副会長から報告がなされたのち、日

程調整について討議が行われた

議案７．その他

Ｌその他の業務連絡が行われた

－５４－
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市での開催が予定されている

議案３．小児救急体制

ｌ県立中央病院新築後の徳島県小児救急お

よび周産期医療の現状について、森一博

先生より報告があった

２平成２５年６月６曰に行われた第１回徳

島県周産期医療協議会についての報告が

あった

平成25年度小児科医会第２回理事会

日時：平成24年６月１９曰（水）１９:３０

場所：徳島県医師会館２階会議室

出席：田山、日浦、伊勢、大野、森、冨本、

藤野、宮本、田口、山上、「''111（１１

名）

議案１．会員動静

Ｌ真鍋理恵先生が新規に入会された 議案４．予防接種

Ｌ子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の

中止F1z成25年６月１４日より）につい

て説明があった

ａ日浦副会長より県内の広域化予防接種事

業の強化について、予防接種料金の統一

化、予防接種問診票の統一化などが検討

されていることが報告された

3．首都圏などで風疹の大流行がみられてお

り、先犬性風疹症候群の発生予防等を含

む風疹対策の一層の徹底について説明が

あった

議案２．曰本小児科医会

Ｌ第２４回日本小児科医会総会フォーラム

ｉｎ大阪について、田Ⅱl会長より以下の

２～６の項目の報告があった

２代議員会について（松平降光会長の挨拶

文より引用）：これまで「小児保健法」

の制定に取り組んできたが、Ｈ本医師会

と協議の上、「生育基本法｣と名称を変更

し、その制定に向けて努力していく。７

月の参議院選挙ではその趣旨に賛同する

議員を｢曰本小児科医連盟｣が推薦し、超

党派の議員連盟を国会内に作る

3．「地域小児科総合医｣について、日本専門

医制評価・認定機構が、基本領域専門医

として小児科や内科とともに｢総合診療

科｣を認めたことを危恨している。この

制度の導入により医療体制や医療制度が

大きく変化することが想定される。現在

曰本小児科医会による｢地域総合小児医

療の認定医｣の確立に向けて、日本小児

科学会、日本プライマリー学会、日本外

来小児科学会と共に努力している

４参議院選挙について

5．学会プログラムについて

6．第５同日本小児科医会総会フォーラムは

平成26年６月１４ローｌ５Ｈに岩千県盛岡

議案５．こどもの健康週間行事

ｌ今年は勤務医担当で行われ、平成25年

１０月６１丁Iにふれあい健康館にて子育て

講演会が予定されている

議案６．学術集会

Ｌ今後の医会例会および講演会等の予定に

ついて岡田副会長から説明があり、曰程

調節が行われた

平成25年度小児科医会第３回理事会

日時：平成25年９月１８日（水）１９:３０

場所：徳島県立中央病院２階会議室

－５５－



議案６．その他

Ｌ徳島県医師会認定学校医制度について、

今後研修会が開催される予定である

２今後の医会例会および講演会等の予定に

ついて、岡田副会長から連絡があり、日

程の調節が行われた

３会費納入状況、小児科医会報の発行につ

いての説明があった

出席：田山、曰浦、岡田、伊勢、鈴江、市

岡、森、宮本、藤野、川口、中川（

11名）

議案１．小児科医会理事

Ｌ宮本直紀先生の理事の辞任について

議案２．曰本小児科医会

’第９回日本小児科医会・生涯研修セミ

ナーについて、平成25年１０月１４曰に金

沢にて開催される予定である

平成25年度子育て支援事業

曰時：平成２５年１０月６曰（日）13:３０

場所：ふれあい健康館２階研修室

テーマ：小児科囑医と一緒に学ぼう

講演：「子どもを伸ばす“お手伝い”～みん

なで家のコトをしよう～」

講師：辰巳渚

（家事塾代表／東海大学非常勤講師）

議案３．小児救急体制

ｌ徳島県小児救急および周産期医療の現状

について、森一博先生から県立中央病院

の状況報告があった

2．本年度も病診連携連絡会が徳島赤十字病

院の中津先生の担当で開催予定である

議案４．予防接種

1．子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の

中止措置が現在も継続中であることが報

告された

2．徳島県内の広域化予防接種事業として、

７月３０日に第１回郡市担当理事連絡協

議会が、９月１０Ｆ１に第２回郡市担当理

事連絡協議会が開催され、予防接種料金

の統一化と問診票の統一化について協議

が行われた

3．首都圏を中心にみられた風疹の流行は、

衰退傾向にある

4．小児用肺炎球菌ワクチンが今後は１３価

へ変更される

第４回小児科病診連携連絡会

曰時：平成24年１１月２０日（水）１９:１５

場所：徳島赤十字病院病院棟４階講義室

出席：病院勤務医および開業医計13名

議案：勤務医と開業医の連携強化

Ｌ徳島大学病院、徳島県立中央病院、徳島

市民病院、徳島赤十字病院から勤務医が

参加し、各病院の現状と課題について開

業医との意見交換を行った

2．開業医からの患者紹介と、基幹病院の受

け入れに関する注意点が検討された

3．年末年始の救急受け入れ体制などについ

て、話し合いを力〈おこなわれた

４次lnlは徳島大学が主催して開催される予

定となった

議案５．こどもの健康週間行事

Ｌ徳島市民病院の山上貴司先生の担当で、

１０月６日にふれあい健康館で開催され

る予定である
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議案５．子育て支援事業

Ｌ本年度の事業を担当した山上貴司先生よ

り実施内容についての報告があった平成Z5年度小児科医会第４回理事会

日時：平成25年12月11日（水）１９:３０

場所：徳島県立中央病|院２階会議室

川席：田山、mlli、岡田、中津、森、宮本、

田口、伊勢、山上、渡辺、中川（１１

名）

議案６．予防接種

Ｌ田山会長より以下の２～３の内容につい

ての説明があった

２子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の

中止措置が、現在も継続中である

３県内の広域化予|坊接種事業について、予

防接種料金の統一化および予防接種問診

票の統一化の現状について

議案１．中四国小児科医会

ｌ中四国小児科医会ブロック協議会が平成

２５年１１月１７日に岡山で行われ、協議内

容について報告があった

議案７．その他

ｌ田山会長より乳幼児健診料についての報

告があった

2．田山会長より県医師会認定学校医制度に

ついての説1Ｗがなされた

3．岡田副会長より今後の学術集会について

の連絡があった

議案2．県小児科医会

ｌ平成25年度徳島県小児科医会総会およ

び忘年会について、岡田副会長より説明

があった

議案３．小児科医会理事・委員

Ｌ宮本直紀先生が理事を辞任された

２新理事に榎本新也先生と|｣｣H1進一先生が

選出された

3．会計・財務委員会は、副委員長に富本尚

子先生が選出され、委員に榎本新也先生

が選出された

４広報委員会は、委員に藤野佳世先生と山

田進一先生が選出された

(文中一部敬称略）

議案４．小児救急・周産期医療体制

Ｌ徳島大学病院の渡辺浩良先生より年末年

始の救急体制についての説|ﾘ1があった

2．徳島県立中央病院の森一博先生より年末

年始の救急体制について説'111があった

3．徳島市民病院の山上貴司先生より年末年

始の救急体制について説明があった

4．徳島赤十字病院の中津忠則先生より年末

年始の救急体制について説明があった
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徳島県小児科医会理事会御中

学術講演会および行事［Ｌ共催２．後援３．資金援助］申請書

申請責任者：

申請曰： 年月

(印）

曰

ｌ学術講演会・行事名とその目的（徳島県小児科医会会則第２章目的に適うこと）

2．開催予定曰： 年月曰

3．開催場所

４主催および共催名と代表者名

主催：

共催者：

代表者（ ）

5．開催協力者名（徳島県小児科医会会員５名以上）

6．資金援助申請額

￥

付則

Ｌ徳島雌小児科医会から資金援助は２０００００円を上限とする

2．申請者は行事内容を会員に予告し、終了後は理事会での報告と徳島県小児科医会会報に掲

載する

－５８－
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社団法人日本小児科医会徳島県支部役員名簿 一敬称略一

役 委

《云巨
貝■＝■

貝

山
浦
Ⅲ
津

正伸

恭一

要

忠則

香
古
水
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【編集後記】

師走も押し迫り、徐々に流行性疾患の患者さんも増加し、外来診療も慌ただしくなってき

ました。平成２５年度の徳島県小児科医会報をお届けします。

今号では、基幹病院の専門医の先生方に、各分野におけるトピックスの紹介を依頼しまし

た。各先生方におかれましては、お忙しいところ快く原稿をご執筆いただき、厚く御礼申し

上げます。また戸井千枝子先生からは直筆の長文の原稿をいただき、とても感激しました。

編集委員が手書き原稿からタイピングして、同時に文体の統一などの修正を加えましたが、

もしも誤り等がありましたらお詫び申し上げます。

県内の医療体制は、総合メディカルゾーン構想のもとで、徳島県立中央病院の急患受け入

れ体制が軌道に乗り、大学病院では老朽化した外来棟の建て稗え工事が行われています。ま

た先日、阿南共栄病院と阿南医師会中央病院が統合して「阿南中央医療センター（仮称)」の

設立を目指すとの覚書が交わされ、本県の医療体制も統合・変革が続いています。今後の動

向を注視していきたいと思います。

２０１３年は、記録的な猛暑が日本列島を襲い、台風の発生も記録的な多さとなりました。

「あまちゃん」「半沢直樹」が大ヒットし、東北楽天ゴールデンイーグルスが日本一となり、

2020年の東京オリンピック招致が決まり、さらには地元の徳島ヴオルテイスがＪ１に昇格し

ました。政治の世界では、７月に行われた参議院選挙で自民党が圧勝して「ねじれ国会」が

解消し、「アベノミクス」の効果が出たのかＨ経平均株価が１万５千円台に|､復しました。し

かし福島第一原発では放射能汚染水の流山が長期化し、また隣国である中|圭|・韓国との関係

も悪化の一途を辿っています。消費税も２０１４年４月に８％に引き上げられることが決定し

ましたが、はたして来年はどのような年になるのでしょうか。

それではどうぞ皆様、よいお年をお迎えくださいませ。

（古川病院小児科中川礼子）

徳島県小児科医会搬第２６号（平成２５年１２１１）

徳島県小児科医会

会長田山正伸

〒７７４－００３０徳島市北矢三町３－３－４１

田山チャイルドクリニック内
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徳島県小児科医会(入会･異動･退会）申込書

(ふりがな）

氏名 '性：男女生年月日大・昭年月曰

勤務先名称と科名

郵便番号と住所〒

電話番号

ＦＡＸ番号

自宅郵便番号と住所〒

電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

名簿掲載の同意自宅住所するしない自宅電話番号するしない

メールアドレスするしない

日本小児科医会に入会 すみしない

徳島県小児科医会ＭＬ(交見会ＭＬ）への登録 するしない

徳島県小児科医会関係印刷物の送付先 勤務先自宅

非常時連絡先（非公開）平曰メール・ＦＡＸ

(メールかＦＡＸを選択）休日・夜間メール・ＦＡＸ

勤務先・住所・連絡先などの変更に際しては必ず下記まで御連絡下さい

連絡先徳島県小児科医会事務局田山正伸

または名簿・連絡網担当古川病院小児科中川礼子

ＴＥＬＯ８８－６２２－２１２５FAXO88-622-6476

お願い


