
三三ﾆﾆｰｰｰｰＬＬ二二三二≧ﾆﾆﾆ三三三二二二二竺二ﾆﾆﾆﾆﾆﾆ

山形県小児科医会会報
－－－－－－－－￣￣￣－－－－￣￣￣￣－－－￣－－－－－

ｌＶｉ

霞

iili1iiilliliiii鶴》
M題’＿鰯馴州汁瓢鬮識

－－－－￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣－－－￣￣￣￣－－￣￣￣￣￣



山形県小児科医会会報(2)平成25年３月３１日 第61号

次目

第32回東北・北海道小児科医会連合会総会
プログラム・………………………･…………･…………

特別講演抄録（Ｉ、Ⅱ）………..…･…………………
シンポジウム抄録………………･………………･…･…
会長会議報告…………………….．……………………・
シンポジウムに参力Ⅱして…･…･…………………･……

調査研究報告
山1W県の生後1カ月健診における予防接種に関する|柵提供の実態調査

各委員会報告
平成24年度第２回Ｈ本小児科医会社会保険委員会…

地区だより
山形地区…･…･…･………･………･…..……………..…
村山地区…･…………･…………………………･………
置賜地区…･……･…･………･…･………………………・
酒'11地区・…………･………………………･……………
鶴岡地区・…………………………･……………………・
最上地区・……………..……………･……･………･……

診療

小児のヘリコバクター・ピロリ感染症の経験………
2012年のマイコプラズマ感染症診療の経験
一ＬＡＭＰ法の使用経験と早期治療一・・・……………

難治性てんかんで発症した歯状核
赤核淡蒼球ルイ体萎縮症（DRPLA）の２例…

山形市|Nで分離されたマクロライド耐性マイコプラズマの臨床症状
百日咳の関与が示唆された遷延性咳嗽の６症例……
もうじき冬なのに夏風邪が流行するのは？…………
山形県における2005年から2011年までの
川''1奇病の実態調査結果～Partl：疫学～…………

３
５
７
Ⅳ
四

藤
場
齋
秋 慶一

伴晴

秋場伴晴…２１

小関圭子…２５

秋場伴晴
板垣勉
小関圭子
齋藤慶一
石原融
三條)Ⅲ奈子

６
７
８
９
９
１

２
２
２
２
２
３

石原融

奥山芳夫

近岡秀郎
勝島|Ⅱ利子
土田哲生
板垣勉

高橋辰徳

3２

３４

８
１
５
０

３
４
４
５

5５

随想
師走雑記・……･…･…………………･…･……………・
迫詞３鈴木一以先生尽きせぬ思い出…………
感染症発生動向調査の対象疾患は見直すべきである
発達障害一このごろ思うこと－……･…･･………
発達障がいと小児科開業医・…………･……･………
ロタウイルスワクチンの投与法について…………

施設紹介
福祉型児童発達支援センターこまぐさ学園..…・

開業記・入会記
これまでの20年、こらからの20年.………..………
入会記・………･………………………･…………･･…・

理事会メモ……･…･………………………･………………

藤
島
場
丼
間
間

須
勝
秋
石
本
本

亮
子
晴
子
彰
彰

俊
矩
伴
玲

０
２
４
５
７
０

６
６
６
６
６
７

7１

松永明

佐藤慎太郎
7４

７７

８
０
８

７
８
８

ニュース

あとがき

表紙によせて－
｢未来へ」

酒lII市川沢小学校にあるブロンズ像で、 地元}Ⅱ身の彫刻家石蝋光二氏の作品です。

（行原融）



山形県小児科医会会報第61号 平成25年３月31日（３）

第32回東北・北海道小児科医会連合会総会

プログラム

日時：平成24年１０月27日（土)、２８日（１１）

会場：青森国際ホテル

担当：青森県小児科医会

メインテーマ：予防接種一現状とこれからの課題

１日目

特別講演Ｉ

座長青森県小児科医会副会長河内暁一

「ポリオ根絶の最終局面に立つ人類一その意義そして可能性」

青森県小児科医会副会長せきばクリニック

関場

特別講演Ⅱ

座長青森県小児科医会会長工藤協志

「こどもの感染症と予防接種」

札幌医科大学医学部小児科学講座

堤

院長

慶博

教授

裕幸

２日目

シンポジウム

座長青森県小児科医会理事Ｌｌｌｌｌ１又輝

青森県小児科医会監事上村健三

１「山形県の生後１カ月健診における予防接種に関する情報提供の実態調査」

山形県小児科医会

あかねケ丘あきば小児科医院院長

秋場伴晴

２．「生後２カ月からワクチン接種を推進するための産断i人科・小ﾘd科合同委員会の活動報告」

北海道小児科医会

札幌市小児科医会

１１１村信明、中田修二

多米淳、今井章介

菊ｌＨ英明、渡辺徹

３「同時接種を進めるために印何をなすべきか。保護者の理解をえるための外来での啓発活動に

ついて」

福島UTL小児科医会

竹|ﾉﾘこどもクリニック院長

竹内真弓
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4．「安心できる予防接種体制をめざして」

宮城県小児科医会

かやま小児科.医院院長

嘉山益子

５「新潟県の広域的予防接種について」

新潟県小児科医会

庄司こども医院院長

庄司義興

６「岩手県気('11地区におけるロタウイルスワクチン無料･接種事業について」

岩手県小児科医会

岩手県立大船渡病院副院長

渕向透

７．「秋田県の水痘・おたふくワクチンの接種率」

秋田県小児科.医会

湊小児科医院院長

湊元志

８「化学療法・造血細胞移植後の予防接種」

青森県小児科医会

弘前大学１塁学部附属病院小児科助教

佐々木伸也
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特別講演抄録

特別講演Ｉ

｢ポリオ根絶の最終局面に立つ人類
一その意義そして可能性」

座便

青森U,L小児科医会副会長河内暁

講師

青森県小1,'d科|芙会副会長

せきばクリニック院長関場慶博先生

に大きな希望を与えました。インドで成功した理

由は、’百民一体となった積極的な取り組み、ｌ価

ワクチンと２価ワクチンの導入、各地域の流行状

況に合わせたワクチン投与戦略、１１上界的規模の資

金的サポートがあげられます。しかし野生株の

発生が無くなったとはいえ、１１t界のどこかでポリ

オの発生がある|湿り、自国でのポリオの危険性が

消えることはありません。根絶国でも輸入ポリオ

発''１がありうるからです。2011年、根絶国におけ

る輸入ポリオの発生は､実に１２カ国309例を数えま

す。昨年のｌＩ１ｌ工|ウィグル地区での21名のポリオ発

症（パキスタンからの輸入例）は隣国の日本に

とって大きな衝撃でした。

インドでは、今後も５歳以下の小児への年２回

のポリオワクチン投与を続け、国境での監視をよ

り強化する計iilliです。そしてもう一つのポリオ発

生の危険､すなわちＶＤＰＶ(VaccineDerivedPolio

Virus）の発生を抑える必要がありますが、そのた

めインドでは、２年後には不活化ポリオワクチン

を導入し、ＶＤＰＶのﾌﾞﾋﾞiLliを抑え込む計''''1がすでに

立てられており、セービン株不:活化ポリオワクチ

ン製造プラントがすでに着工されています。

｜Ⅱ:界からポリオが無くなる’１は、遠からぬ将来

に必ずやってくると思われます。

ＷＨＯは1980年に「天然痘根絶宣言」を行い、

次なる感染症根絶のⅢ標として、1988年のＷＨＯ

総会で「2000年までにポリオ根絶」を決議しまし

た。これを受けて、ＷＨＯ、ＵＮＩＣＥＦ、国際ロータ

リー、米ＣＤＣが参加するパートナーシップのポリ

オ根絶イニシアティブ（GlobalPolioEradication

lnitiative）が提唱されました。1994年にはＩ１Ｌｉ半球

が、2000年に西太平洋地域が、そして2002年には

ヨーロッパ地域がポリオ無発生地域として宣言さ

れ、1988年当時約35万例と推定されていた11[界の

年間ポリオ患者数は､2()１１年までに650例までに減

少し、ポリオの常在国は125ヵ国から４ヵ国へ減

少しました。このようにポリオ根絶イニシアティ

ブは大きな成果を上げてきましたが、2000年まで

のポリオ根絶という［|標を達成するまでにはい

たっていません。ポリオ常在国（インド、パキス

タン、アフガニスタン、ナイジェリア）では、予

防接種プログラムの障害となる様々な問題点（劣

悪な衛生環境、過疎地へのアクセスの欠如、予防

接穂に対する理解の欠如、戦争状態）が今もある

からです。

しかし、そのポリオ常任国の１つであったイン

ドでは、2011年１月１３日以降の発症が無く、２０１２

年１月、インドはＷＨＯのポリオ常在国のリスト

から外されました。これは１ft界のポリオ根絶活動
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特別講演Ⅱ

｢こどもの感染症と予防接種」

座長

青森県小児科医会会長工藤協志

講師

札幌医科大学医学部小ﾘ｡科学講雁

教授堤裕幸先生

急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）の発生がみられた

ことから、本ワクチンの勧奨が控えられるととも

に、Vero細胞を１１]いたワクチンの製造が進めら

れ、2009年から使用が開始されている。

2008年末にはHibワクチンが導入された。Hibと

はヘモフィルスインフルエンザ菌b型の略称であ

り、小児の細菌性髄膜炎の原因の約６割を占める。

本ワクチンはHibの莱膜多糖体に対する抗体を産

生させるが、この抗体がHibに結合すると好中球

に貧食されやすくなり、侵襲`性感染症への進展を

防ぐ。本ワクチンが導入されている諸外国では

Hibによる化膿性髄膜炎が激減したという。本邦

においても徐々にその効果が表れてきている様で

ある。

続いて2010年には肺炎球菌７価結合型ワクチン

（PCV７）が導入された。肺炎球菌には莱膜多糖

体の種類により90種以上の１，清型｣が存在する。既

に23価の肺炎球菌ワクチンが成人に使用されてい

るが、このワクチンは２歳未満児には無効であっ

た。小児に侵襲,性感染症を起す頻度の高い７種類

の英膜多糖体にキャリア蛋白を結合させ、乳児に

も有効なワクチンとしたのがＰＣＶ７である。やは

り、欧米では高い効果が確認されている。本邦に

おけるＰＣＶ７の効果の確認にはもう少し時間が

掛かる様である。

子宮頸がんの発生を防ぐヒトパピローマウイル

ス（ＨＰＶ）ワクチンが2010年に導入された。子宮

頸がんのほぼ100％がＨＰＶの感染に起因するとい

う発見から、その感染を長期に豆って防ぐことで

1796年、世界初の種痘が英国のジェンナーによ

り行われた。日本へはそれから53年後の1849年に

種痘が移入されている。1956年には天然痘の111内

終焉が宣言され、1976年には種痘の定期接種が廃

止された。1980年､ＷＨＯは天然痘根絶宣言を行っ

ている。ポリオも現在、野生株が常在する国がイ

ンドを初めとした４カ国まで狭められている。本

邦のポリオ流行は劇的な経過をとった。昭和35年

（1960年）に、北海道空知地方の夕張市を初めと

した炭鉱の町で大流行があり、多くの麻庫患者が

報告された。翌年、旧ソ連などからの生ワクチン

Ｌ300万人分が緊急輸入され､全国の子どもたちに

一斉投与された。その効果は絶大であり、流行は

瞬く間に終息した。1980年のｌ例を最後に、野生

株ポリオウィルスによる麻痩患者は、国内では報

告されていない。麻疹は南北アメリカでは早くか

ら制御され、Ｈ本が入っているＷＨＯ西太平洋地

域（ＷPR）では今年2012年までの麻疹排除に向け

た取り組みが進められている。本邦においても、

ＭＲワクチン（麻しん・風しん混合ワクチン）１

期に加え、２期（2006年)、３期・４期（20()8年

～2012年）の導入により、ほぼ麻疹の制圧がなさ

れようとしている。天然痘、ポリオ、麻疹におけ

る'快挙は、全てワクチンという強力な武器により

なされたものである。

本邦においては長い間、新しいワクチンが導入

されなかったが、ここにきて幾つかのワクチンが

矢継ぎ早に導入された。日本脳炎ワクチンは幼若

マウス脳を用いてワクチンが製造されてきたが、
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子宮頸がんを防ぐという癌予防ワクチンが米国、

及び欧州で開発された。ｎ本における子宮頸がん

に関連するＨＰＶの遺伝子型の検索から、本ワクチ

ンは約７割の子宮頸がんを防ぐことが期待されて

いる。

最後にロタウイルスワクチンである。ロタウイ

ルスによる重症胃腸炎を予防する目的で、２種類

の経口生ワクチン（ＲＶＬＲＶ５）が開発され

た。ＲＶｌは単価弱毒ワクチン（ヒト）であり、

ＲＶ５は５価組換え体ワクチン（ヒトーウシ）で

ある。現在、世界１００カ国以上で使用が開始され

ている。ＲＶｌ（ロタリックス）は2011年11月に本

邦にも導入された。ＲＶ５は2012年秋の導入を

待っているところである。何れのワクチンも重症

ロタウイルス胃腸炎に対し90％以上の予防効果を

認めている。1998年に米国で導入されたロタウイ

ルスワクチン（RotaShield）において問題となっ

た投与後の腸重積は、ＲＶＬＲＶ５とも第Ⅲ相治験

においては全く問題が無かったが、市販後調査で

は極僅かではあるがリスクが認められている。本

講演では、近年新たに導入された、この４つのワ

クチンを中心に話を進める。

シンポジウム抄録

座長

青森県小児科医会理事

青森県小児科医会監事

中田文輝

上村健三

1．山形県の生後１カ月健診における予防接種に
関する｣情報提供の実態調査

山形県小児科医会

あかねケ丘あきば小児科医院院長秋場伴晴

設ける必要があり、生後１カ月健診はそのための

絶好の機会である。そこで今回、山形県の医療機

関において、生後１カ月健診で予防接種に関する

情報提供がどのように行われているかについて実

態調査を実施した。

【はじめに】

子どもを対象とした予防接種は数多くあり、す

べての子どもがこの恩恵を受けるためには保護者

に対する情報提供が重要である。予防接種に関す

る情報源の一つに母子健康手帳があるが、最近に

なって、それに載っていない新しい予防接種が

次々に登場しているため、予防接種のやり方に関

して詳しい知識を持っている保護者は多くはない

と考えられる。ワクチンは種類が多いことに加

え、接種開始時期が様々で、さらに同時接種も行

われるようになったことから、保護者が予防接種

のスケジュールを組むのは容易なことではない。

したがって、保護者には子どもが生まれたらでき

るだけ早く予防接種に関する情報を提供する場を

【対象と方法】

対象は山形県内で分娩を扱っている29の医療機

関である。小児科がある総合病院や医院'5施設

（，群）では小児科医に、小児科がない総合病院

や産婦人科医院14施設（Ⅱ群）では産婦人科医に

調査を依頼した。
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【結果】

生後ｌ力)E|健診はすべての医療機関で実施して

いた。

生後１カ月健診における予防接種の情報提供の

必要性について、Ｉ群はすべてが、Ⅱ群は13施設

が必要であると回答した。

生後１カ月健診で予防接穂の情報提供を行って

いるのは、Ｉ群が１０施設、Ⅱ群が７施設であっ

た。予防接種の情報提供を行っていない理｢'1は、

忙しくて時間がない（４施設：Ｉ群２，Ⅱ群２）、

応対できるスタッフがいない（６施設：Ｉ群２，

Ⅱ群４）などであったが、ＬＩｉ後２カ月健診で情報

提供しているため（ｌ施設：Ｉ群ｌ）、出産から

退院までの間に情報提供を行っているから（ｌ施

設：Ⅱ群ｌ）という回答もあった。

情報提供を行っているのは、医師（４施設：Ｉ

群４）、医師と看護師（６施設：Ｉ群６）、医師と

看護師と助産師（３施設：Ⅱ群３）、看護師と助

産師（ｌ施設：Ⅱ群ｌ）、看護師（２施設：Ⅱ群

２）、事務職員（ｌ施設：Ⅱ群ｌ）であった。

情報提供に用いている手段は､母子健康手帳（６

施設：Ｉ群４，Ⅱ群２）、ワクチン販売会社のパ

ンフレット（５施設：Ｉ群４，Ⅱ群ｌ）、「ＶＰＤを

知って、子どもを守ろう」の会の予防接種のスケ

ジュール（３施設：Ｉ群２，Ⅱ群ｌ）、「日本小児

科学会が推奨する予防接種のスケジュール｣（ｌ施

設：Ⅱ群ｌ）、国立感染症研究所感染症情報セン

ターの予防接種スケジュール（ｌ施設：Ⅱ群ｌ）、

自分で作成したパンフレット（６施設：Ｉ群５，

Ⅱ群ｌ）などがあった。

生後1カ月健診以外で行っている情報提供の場

として、妊婦の母親学級（ｌ施設：Ｉ群ｌ）、出

産から退院までの人院期間（４施設：Ｉ群１，Ⅱ

群３）、生後２カ月健診（ｌ施設：Ｉ群ｌ）が報

告された。

その他に、統一されたパンフレットがあるとよ

い（小児科医１名、産婦人科医２名)、生後１カ

月健診の際に予防接種について詳しく説明するに

は時'1U的に無理で、それまでの問に情報提供を行

うのが望ましく、保健師の訪問指導で説lⅢ)しても

らうのはどうか（小児科医)、小児科医が予防接

種の情報提供を行っている看護師に指導する場を

設けてほしい（産婦人科医)、県や市町村に机談

窓口があるとよい（看護師)、などの意見が寄せ

られた。

【考察】

今ｌ１ｊｌの調査で、ほとんどの施設が生後１カ月健

診で予防接種に|則する情報提供が必要であるとｌ１ｌ

答したが、実際には行っていない施設が11施設あ

り、その理'１１としては、忙しくて時間がないや応

対できるスタッフがいないが主なものであった。

乳児期の予防接種スケジュールの例を図示したも

のがいくつか人手できるため、今後はこれを活附

して情報提供を実施してもらいたい。

生後ｌ力川健診以外でも予防接種に関する情報

提供を行っているか質問したところ、妊婦の母親

学級や出産から退院までの期間に行っている医療

機関があったが、生後1カ月健診で再度実施する

ことも必要であろう。また、生後２カ月健診で情

報提供を行っている施設があったが、ヒブや小児

用肺炎球菌のワクチンは生後２カ月から接種する

のが望ましいため、情報提供は生後１カ月健診の

時に行ってもらいたい。

山形県小児科医会は、山形県医師会と山形県産

婦人科医会の協賛を得て、「ワクチンは生後２カ

月から－赤ちゃんをワクチンで防げる病気から守

りましょう」というボスターを作成し、山形県内

の小児科や産婦人科外来などに掲示してもらうこ

とになった。このポスターでは、まず、ワクチン

は生後２カ月から接種を開始して欲しいというこ

とを強調するとともに、予防接種スケジュールの

ｌ例を示し、個々の子どもの予定を立てるうえで

の参考にしてもらいたいという意図を込めた。こ

のポスターが、ワクチン接種率の向上につながる

ことを期待したい。
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2．生後２カ月からワクチン接種を推進するための

産婦人科・小児科合同委員会の活動報告

北海道小児科医会

札幌市小児科-医会

１１１村信明、多米

中田修二、菊田英

、
、

」
俘
明

今
渡 章

介
徹

井
辺

世界各国で有効性が確認されているインフルエ

ンザ桿菌ワクチン・肺炎球菌ワクチンが2008年１２

月以降になって国内でも接種可能となってきたこ

とから、札幌市小児科医会ではその接種を勧める

ために市民への啓蒙活動を続けてきました。その

後、さらにロタワクチンの認可、不活化ポリオワ

クチン・四種混合ワクチンの認可と続き、国内で

接種可能なワクチンの種類が一気に増加していま

す。特に生後６カ月までに接種すべきワクチンが

増えたことから、少なくとも生後２カ月「|からワ

クチン接種を開始し同時接種しなければ、必要な

予防接種を完了できない状況になってきておりま

す。しかし、１カ月健診は産科で実施されること

が多く、予防接種スケジュールの啓蒙に関して早

期から小児科医が関与できる機会は比較的少ない

のが現状です。そこで、札幌市小児科医会では、

より早期から母親に予防接種スケジュールを啓蒙

するためには産婦人科医会との連携が不可欠と考

えました。そして、今年度新たに、「生後２カ月

からワクチン接種を推進するための産婦人科・小

児科合同委員会｣を立ち上げた次第です。今回は、

この合同委員会の活動内容についてご報告いたし

ます。

実際の委員については、各医会の会長を含めて

札幌市小児科医会６名、札幌市産婦人科医会３名

で構成し、本年６川に第１回委員会を開催いたし

ました。その中で、それぞれの立場から小児科お

よび産婦人科の状況が確認され、お互いの理解を

深めながら今後の活動内容について具体的に話し

合いました。その結果、①実際に生後２カ月から

の予防接種を勧めるためのパンフレット・ポス

ター等の作成をすることと、②産科医師・助産

帥・ﾗFf護帥や保健師などへの啓蒙活動をするとい

う活動の大きな方向』lLtが決定されました。そし

て、パンフレット等を配布する場所・'1寺期に関し

ては、産科での産科退院時・１カ月健診時・区役

所での出生届提出時などが妥当と考えられまし

た。現在、パンフレットの具体的な内容等につい

て検討中です。一方、産科医療関係者や保健師へ

の啓蒙活動に関しては、産婦人科医会の学術講演

会や札幌市保健師研修会などで予防接種スケ

ジュール等について説明する機会を確保すること

ができました。今後、さらに助産師や看護師など

へ啓蒙する機会を増やしていきたいと考えており

ます。

今後も、生後２カ月からのワクチン接種開始が

市民の常識となるように活動を継続していくこと

が大切と思います。そして、高い接種率を維持す

るためには定期接穂化が必要であり、そのための

取り組みも重要と思います。
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3．「同時接種を進めるために、何をすべきか。保護者の
理解をえるための外来での啓発活動について」

福島ｕＭ､児科医会

竹内こどもクリニック院長竹内真弓

昨年より、Hibおよび肺炎球菌ワクチンに対し

て公費の補助がでるようになり、２つのワクチン

がようやく普及するかと思われましたが、接種直

後の死亡例の報告が相次ぎ、ワクチン接種が一時

中止となりました。その後、ワクチンとの因果関

係が否定され、接種が再開されましたが、同時接

種への不安を訴える保護者がかなりおりましたの

で、接種前にかなり時間をかけて説明することが

度々ありました。それでも納得せず、単独で接種

する場合も少数でしたがございました。

最近では、同時接種に対して不安を訴える保護

者はあまりみられませんでしたが、４月に来院し

た方で、かかりつけの小児科では同時接種をおこ

なってくれないので、当院で同時接種を受けたい

という事例がありました。また５月にあった事例

では、実家に帰省した際に水痘ワクチンとおたふ

くかぜワクチンを同時に接種したかったのに、や

はり同時接種をやらないということで、水痘ワク

チンのみ接種してきたということがございまし

た。

同時接種に対して不安を感じている保護者がい

れば、詳しく説明して保護者の不安をとりさって

同時接種を進めていくのが小児科医の役割と私は

思っておりますので、ちょっと疑問を感じた事例

でした。

そこで、当院に予防接種のために来院した保護

者に、同時接種に対して不安を感じているかどう

かアンケートをとってみました。

予防接種を受ける児の年齢によって、１歳未満、

１歳以上６歳（就学前)、小学生以上にわけまし

た。それぞれ、今回が初めての同時接種の場合

と、同時接種が２回目以上あるいは以前に１回で

も|可時接種を受けたことがある場合に分けて聞い

てみました。初めての場合には少し不安に思って

いる保護者が多いのですが、一度同時接種を受け

るとほとんどの保護者は不安を感じておりません

でした。経験者で不安に思っているのは、接種直

後に発熱したり、接種部位の腫脹がひどかったな

どの副作用（有害事象？）がみられた場合のみで

した。

このことからも、最初保護者が同時接種に対し

て不安を感じていたならば、詳しく説明して不安

を取り除き、まず同時接種を受けてもらい、特に

なんら問題がないことを実感してもらうことが肝

要かと思われます。「みんなで渡ればこわくない」

ではありませんが、まわりの子どもさんがみな同

時接種を受けていれば、それが普通と思うように

なるはずです。同時接種が常識となるまで少し時

間がかかるかもしれませんが、そのためには、私

たち小児科医が保護者の不安を取り除くために普

段の診療で根気強く説明していくことが重要だと

思っております。
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４．安心できる予防接種体制をめざして

宮城県小児科雲医会

かやま小児科医院院長嘉山益子

倶する声が聞かれる。

公的接種の実施主体は、実際には地方自治体で

ある。今年９月導入の単独不活化ポリオワクチン

が従来の未認可輸入ワクチンの３倍以上、生ポリ

オワクチンの数｝倍の価格となったことに象徴さ

れるように、新規に導入されるワクチンは軒並み

高価格で、自治体の財政を圧迫しかねない。地域

独ロの先進的な取り組みは尊電すべきであるが、

居住地によって子どもの健康に不利益が生じる事

態を避けるため、国がより積極的に関わることが

望ましい。一方、保護者は目まぐるしく変化する

予防接種の情報に当惑しているが、予防接種の原

理や利益・不利益についての理解は必ずしも進ん

でいないと思われる。ワクチン開始時期が早まっ

たことから、地域保健・産科と協力した啓蒙体制

が必要である。

予防接種により重篤な副作111が生じた場合の補

償制度についても、定期接種と任意接種では大き

な格差があること、予防接種との因果関係を証明

し、当事者の誰かが有責であると認められないと

補償が受けられないといった事情は改善されてい

ない。医師と保護者の双方が子どもの健康を願っ

て施行した予防接種が、双方を不毛の争いに巻き

込む事態は避けるべきである。予防接種による健

康被害は、いかに注意義務を尽くしても一定の確

率で生じ得ることを認識し、無過失補償・免責制

度を確立していく｣必要があると思われる。

今回、小児科医と保護者に対するアンケートか

ら、より安心・安全な予防接種体制を確立するた

めに、それぞれが必要と感じるものは何かを考察

する。

2008年のHibワクチンとＨＰＶワクチン、2010年

の小児肺炎球菌ワクチン、そして2012年の不活化

ポリオワクチンの承認と、膠着化の著しかった｢１

本のワクチンは昨今、大きく動いている。長年地

道に活動を続けて来られた諸先生、諸卜)|体のご尽

力の賜物である。一方、これらのワクチンは主と

して海外メーカーの製品であり、国産ワクチンを

優先するという名のもとに、新規ワクチンの導入

を祷跨し続けて来た国の方針に僅かな変化が感じ

られる。

しかし、予防接種に対する姿勢の抜本的な変更

には至っていない。定期接種と任意接種の区分は

継続している。Ｈｉｂ・ＨＰＶ・小児肺炎球菌の３ワ

クチンは「ワクチン接種緊急促進事業」の対象と

して無料接種が可能となったが、あくまでも任意

接種であり、重篤な副作用による健康被害の補償

は定期接種並みにはなっておらず、いわば「見か

け上の定期接種化」である。また、不活化ポリオ

ワクチン導入の遅れに対する枇論の高まりを背景

に、小児科医の個人輸入による未承認不活化ボリ

オワクチンの接種が一定の広がりを見せ、更に一

部の自治体が追随したことは、日本の予防接種の

歴史上、瞠目すべきことであった。

現在、上記のいわゆる３ワクチンと不活化ポリ

オワクチンに加え、ロタウイルスワクチンが承認

されている。また、これまではもっぱら母子感染

予防事業でよしとされて来たＢ型肝炎ワクチンに

ついても、完全な封じ込めのためにはuniversal

vaccinationが必要との考えから、接種数は急増し

ている。ここ数年で日本の一般的な小児科医が取

り扱う予防接種は急増しており、一般診療時間の

圧迫、自由診療収入の増加などが及ぼす影響を危
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5．新潟県の広域的予防接種について

新潟ＵＭ､ｿJ科医会

庄司こども医院院長庄司義興

得。価格は、手技料、診察料、技術料などを加味

した新潟市方式で計算し、県下統一料金としてこ

の制度を始めた。新潟県の特徴は広域化を実践す

るためにしっかりとした枠組みをつくり、市町村

が納得できるような県下統一料金を設定したこと

である。

（はじめに）

全国にさきがけて平成７年からスタートした新

潟県の広域的予防接種について紹介する。発足当

時の問題点や、現在の問題、現状などを検討し

た。合わせて新潟以小児科医会が取り組んだ予防

接種の公費負担推進活動についても報告する。

（実施後の問題点）

広域的予防接穂（Ｂ契約）は平成７年発足当

時、ｌｌ２１Ｍ８市町村（43％）の参加のみ、平成９

年度、111市'１１J村中103市町村（93％)、平成14年

度から、111市町村すべてがＢ契約を締結した。

しかし実際の運)Ⅱとなると､問題が種々出現した。

発足当初は行政側が、広域的予防接種制度をその

市町村に住む子供たちが利用すると、予算がかか

る。そのため、行政側は広域的予防接種の存在を

教えず、あるいは教えても十分な便宜を図らず、

集団接種を受けない理由をしつこく聞くなど精神

的苦痛を与え、さらに依頼書を要求し意図的に不

便を与えるなど、行政側の予防接種、個別接種１W直

及に対する認識不足に問題があった。

平成13年度Ⅱ寺点で、６１市町村（55％）で依頼苔

を必要とし、依頼書なく接種した場合には「自巳

負担となる」と明記した市町村もある。また集団

接種がおこなわれている地域では「集団接種を基

本とし、集卜tl接穂のもれ者を広域的個別接穂で賄

いそれ以外は認めない」という市町村があり、ト

ラブルが続出した。しかし接種される側が、依頼

書を貰う時のトラブルを新聞、市町村等に投書、

小児科医が色々な問越事例を県や医師会に集めて

市''１｢村に改韓をIllLしたことで、現在では特にＩ１Ｕ趣

なく広域化が浸透している。

（体制確立）

日本小児科医会予防接種委員会の平成23年度の

集計では、広域的予防接種を全ＵＩＬで施行が30UTL、

一部広域化がｌ都１１行９県、準Ilili中が３u,L汀全く

取り組みなしがｌ道ｌ府１UiLである。新潟県では

平成７年から全国に先駆けて広域的予防接種の仕

組みを作り上げた。発足当時の広域化実施への運

動、実現への背景及び経過について報告する。

平成６年４月に新潟県小児科医会会長に廣川宏

が就任。就任にあたって「子どもたちが、いつで

も何処でも県下統一料金で予防接種を受けられる

ように」を活動目標に行動を開始。廣川会長の広

域的個別予防接種の提案をうけ､県小児科医会は、

県医師会と県環境保健部公衆衛生課長に要望書を

提出。平成７年１１三|に新潟大学小児科の内山聖教

授を委員長とした予防接柿ilill度に関する検討委員

会が設置され、廣川会長のＩ蛍力なリーダーシップ

と各方面へのアピール、周到な根Iu1しが大きな力

となり平成７年３月広域的予防接種が承認され

た。

広域化で一番の問題となったのは統一料金の設

定である。すでに集団から個別接稀に移行してい

る地域の中には手技料が高い地域もあり、低いの

は|木|る、また支払う立場の｢h｢'''１村(111は予算の問題

から高い料金設定では佃|i)'|への移行はできないと

いうことで交渉は難航した。しかし「子どもたち

のために」という理念で医師'１１'１を廣川会長が説
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（公費負担運動について）

平成20年12月よりヒブワクチンが、２２年４月よ

り小児用肺炎球菌ワクチンが認可され、臨床現場

で接種が可能となるも高額なためなかなか普及せ

ず、保護者の経済的負担を軽減するため、接穂費

用の全額ないし一部公費負担の導入を各口治体に

お願いする要望書を平成22年７月、新潟UTL小児科

医会からそれぞれの地域の小児科医と|夷Hili会を通

じて出した。新潟市を皮切りに要望するが、その

時テレビ、新聞などの取材陣を同行し、関心を高

めてもらうように運動した。同様の活動を各地域

で、地元の小児科医から実施していただき、全県

31市町村中、小児科医のいる自冷体の20市llIJ村

で、医師会にもご協力をいただき要望書を市長、

またはＩＩＴの担当裸に渡して公fff助成運動を艘開し

た。

（まとめ）

１７年たった新潟U1Lの実情をまとめた。発足当時

は行政の予防接穂に対する認識不足に大きな憤り

を感じたが、最近は予防接柿の埴要性も認知さ

れ、「|本における予防接種の状況などもより理解

されてきた。接種者にとって負担のないシステム

の構築が大切であり、「子どもたちのために」と

いう県小児科医会の活動も重要であった。

6．岩手県気仙地区におけるロタウイルスワクチン
無料接種事業について

岩手県小児科医会

瑞乎UTL立大船渡病院副院長渕

子')、大津修')、大木智春2)５１、星

子')、中村安秀5)、松石畷次郎5)、岩田

陽5)、千ｍ勝一5)、葛西健郎５１、三illii

岩手県立大船渡病院小児科')、岩手県立高田病院小児科2）

星こどもクリニック3)、大津小児科医院4)、日本小児科学会

気仙地区小児保健支援プロジェクト・ワーキンググループ5）

透')5）

樹3）

介局）

孝5）

句
篤
欧
義

Ｉ

佐々木

犬津

江原
朋
定
伯

ない為子どもが突然ｿ丙気になると保護者は仕事を

している問の養育者を探すことが困難となる。以

上より震災後慢|'t期においても感染症対策は重要

であり、ワクチンで防げる嫡気に対する予防接種

事業の必要性は高い。震災５カ月後、Ｈ本小児科

学会内に気IlIl地区小児保健医療支援プロジェク

ト・ワーキンググループがrZちこがり、その活動

の１つとして乏しい小児医療資汕l〔を支えるため、

ロタウイルスワクチンの無料接穂事業が開始され

た。

【はじめに】

岩手県気仙地区（大船渡市、陸前高|||市切住田

町）は東日本大震災による津波で大きな被害を受

けた。当初住民の多くは避難所生活を強いられて

いたが、震災６カ月後までに仮設住宅に移った。

そのうち、大船渡市での仮設住宅入居人数は

2,219人（総人口39.097人）で、小児は633人（小

児人口4,541人）である（2012年２１１時点)。仮設

住宅は狭く、感染症が発生すると容易に家族内感

染が生じ、その療養環境も悪い。小児医療機関は

震災により５カ所中３カ所が被災し、現在４カ所

まで復旧したが、その診療体制は低下しており感

染症の流行は医療機関に過度の負担となる。また

地域的に共働きの家庭が多く、病児保育の制度も

【事業の目的】

気仙地区におけるロタウイルス感染症の地域流

行、重りiE化を予防する。
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【実施状況】

2012年１月～６月までのワクチン接種者は215

名だった。ワクチン対象者数（2011年８月～2012

年４月出生）は248名で、推定接種率は87％だっ

た。

【事業期間】

2012年１月から１年間。

【対象】

事業期間内に大船渡市、陸前高田市、住田町

（以下、市町村）の住民基本台帳に登録されてい

る生後６週から24週の乳児。 【考察】

被災地におけるロタウイルスワクチン接種は子

ども達を病気から守ることのみでなく、保護者に

対する子育て支援となり、また罹患患者数が減少

することで医療機関の負担も軽減する。全国のロ

タウイルスワクチン接種率は１５％と推定されてい

るが、今回気仙地区において高い接種率となって

いる要因はワクチン費用の全額助成があること、

行政と医療機関が一体となり保護者への周知を

行ったことにあると考える。今後この事業を数年

間継続することを計画しているが、ワクチン接種

が気('１１地区のロタウイルス感染症の流行や入院患

者数へ及ぼす影響について検討し、被災地支援策

として有効だったかを検証したい。

【方法】

実施主体は市町村とし、気仙地域ワクチン接種

基金を立ち上げ基金を公募し、その運営を特定非

営利活動法人ＨＡＮＤＳに委託した。ワクチン接種

は個別接種として医療機関毎に行い、他の予防接

種との同時接種とした。対象者への周知は市町村

が接種券を郵送することで行い、具体的な保護者

への説明は医療機関が新生児退院時、1カ月健診

時、及び市町村が乳児家庭全戸訪問事業の際に

行った。

7．秋田県の水痘・おたふくワクチンの接種率

秋田県小児科医会

湊小児科医院院長湊元志

秋田県の水痘、おたふくワクチンの接種率につ

いて調査を行った。調査は、平成24年２月から４

月までの３カ月間、県内の秋田市、大館市、由利

本荘市の３カ所で行った。

秋田市は、人口32万２千人、１５歳未満の人に|は、

３万９千人で、大館市は、人口７万９千人、１５歳

未満の人Ｕが８千４百人、由利本姓市は、人口が

８万５千人、１５歳未満の人口が９千９百人であ

る。

調査方法は、この３カ月間に３歳児健診を受け

た３歳６カ月児に対し、アンケート方式で水痘と

おたふくについて、それぞれ予防接種を接種して

いるか否かと、それぞれの罹患歴の有無について

調査を行った。

結果、回答数は秋出市589人、大館市160人、由

利本荘市が122人で合計871名の回答が得られた。

水痘ワクチンの接種済の人数は秋田市339人

（57.6％)、大館市54人（３３７％)、由利本荘市３８

人（31.1％）であった。おたふくワクチンは接種

済が秋田市338人（575％)、大館市が56人

（35.0％)、由利本荘市36人（２９５％）であった。

また、この時点ですでに水痘に罹患していた者

は、秋田市224人（380％)、大館市90人（562％）

由利本荘市63人（５１６％）であり、おたふくに罹

患していた者は、秋田市28人（４８％)、大館市１９

人（118％)、由利本荘市４人（３２％）であった。
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大館市のおたふくの罹患率が高いのは、調査した

およそ半年前に市内でおたふくの流行があったた

めと地区担当者よりコメントがあったが､秋田市、

由利本荘市は３～４％でほぼ平均的な椛患率と思

われた。

さらに内容をみると、まずワクチン未接種者に

ついては、水痘では、ワクチン未接櫛で未罹患の

者が、秋田市は110人（１８７％)、大館市は29人

（１８２％)、由利本荘市は33人（27.0％）で、未

接種で罹患済の者が、秋Ⅱ|市は140人（23.8％)、

大館市が76人（478％)、由利本荘市は51人

（418％）であった。同様におたふぐをみると、

ワクチン未接穂で未罹患の者が、秋川市は233人

（39.6％)、大館市が88人（538％)、「l1flI本荘市

は82人（672％）で、未接種で罹患済の者が、秋

田市は17人（２９％)、大館市が１８人（11.3％)、

由利本荘市は、４人（３３％）であった。

ワクチンを接種済のものがどのくらい罹患して

いるかみてみると、水痘では秋Ⅱ|市が84人

（143％)、大館市が14人（８８％)、「'1利本荘市

１２人（9.8％）であり、おたふくについては、秋

田市１１人（Ｌ９％)、大館市１人（5.2％)、由利本

荘市は０人であった。

秋田市では、当会の澤口が平成11年に同様な調

査を行っているが、その結果をみると、３歳児健

診時のそれぞれのワクチンの接種率は、水痘が

４２３％、おたふくが35.6％であり、今回およそ１３

年を経過して、水痘は15.3％、おたふくが219％

接種率が上昇しており卸保護者のワクチンに対す

る必要性の認識が高まっていることが数字の上で

明らかになった。

水痘は、全国の小児科定点報告だけでも年間2５

万人前後の患者数が報告されており、全体として

はその数倍の約１００万人の患者数が推定されてい

る。過去の報告では、発症年齢のピークは４～５

歳とされてきたが、最近では働く母親のt剛Ⅱに伴

う乳IIL1期からの保育所などでの集団生活機会の増

加により、発症の低年齢化傾向がみられている。

水痘ワクチンの目的と導入により期待される効果

としては、ハイリスク児の重症水痘の予防、先天

,性水痘症候群の予防などの本来の目的の他に、公

共経済学的な観点からも重症水痘による人院や高

価な抗ウイルス薬投与などによる医療費の軽減

や、さらに出席停止による保護者の休業などに対

する負担軽減などがある。ところが、全国的には

ワクチンの接種率は30～40％と報告されている。

同様におたふくもワクチンの全国的な接種率は

30％程度と報告されている。患背数は流行の少な

い年で40～50万人､近年一番多かった2005年で135

万人の患者数が報告されている。ワクチンの導入

効果としては水痘と同様であるが、その他に髄膜

炎、脳炎、難聴などの重篤な合併症の予防という

観点からも効果が期待できる。

今回の調査では、秋田市は水痘、おたふくとも

約57％と全国的な報告よりかなり高い接種率であ

り、大館市、由利本荘市は、水痘が31～33％、お

たふくが30～35％でほぼ全国平均という結果で

あった。米国では水痘のワクチンの２回接種が定

期化されその接種率も80～90％となり、水痘の罹

患率が激減しており、同様の傾向はおたふくのワ

クチンについても定期接種化された国々で認めら

れている。今年４月の定期接種化はならなかった

が、わが国でも早期の定期化が必要と思われる。
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８．化学療法・造血細胞移植後の予防接種

青森県小児科医会

弘前大学医学部附属病院小ﾘ凸科助教佐々木伸也

症化予防を目的とした予防接種は、以前より積極

的に造[ｉｎ細胞移植患者に施行すべきと考えられる

ようになってきた。さらには非移植例において

も、化学療法後のsecondaryvaccinefailureが報

告されており、対策が必要とされている。しかし

その実施については､健常者へのものとは異なり、

個別の配慮が必要である。

化学療法においては原則として治療終了後自己

免疫の回復やウイルス抗体価を確認の上予防接種

が進められることが多いが、免疫担当細胞そのも

のを入れ替える同種造血細胞移植後の免疫学的回

復はきわめて複雑で、多数の因子によって影響を

受けることが明らかとなっている。患者の移植前

の臨床経過、移l11i前処置の種類、移植細胞の種

類、移植後の移植片対宿主病（ＧＶＨＤ）や免疫抑

制治療などの影響が複合的に免疫学的に関与する

と考えられている。

そのため欧米では移植後の予防接種ガイドライ

ンが策定されており、2008年には本邦においても

日本造iIl細胞移植学会から造血細胞移植後の予防

接種ガイドラインが策定された。ただし患者が置

かれている状況により必要な場合には、免疫回復

の程度によってワクチンの早期接種を検討するこ

とは妥当とされている。

ここでは当科での現状を踏まえ、化学療法・造

血細胞移植後の予防接種について紹介する。

小児がんは不慮の事故を除くと現在も小児の死

因の第１位であり、かつては大半が長期生存する

ことなく、原疾患あるいは治療関連により死亡さ

れていた。

しかしこれまでの様々な|Iili,,i１床研究・臨床経験の

蓄積により、近年の化学療法を中心とした集学的

治療は急速に進歩し、今では小児がん全体でも７０

～80％の長期生存が期待でぎる時代となってい

る。

特に急`性白血病は小児がんの中でも最も頻度の

高い疾患であり、化学療法のみでの治癒の見込み

が低い高リスクの症例においても、1990年代の骨

髄バンク、｜濟帯血バンク制度開始後には家族内に

ドナーが存在しない場合でも積liil('''０に造''１[細胞移

植が施行されるようになり、治療成績に貢献して

きた。

移植法の進歩につれ増加した生存者は、長期に

わたって免疫不全状態となるため、感染予防が重

要である。造血細胞移植後の感染症の発症予防に

ついては早期には免疫グロブリン製剤の定期的な

投与が行われているが、長期にわたる投与は現実

的ではない。

また移植後は移植前の特異免疫（ウイルス抗体

など）が移植後に次第に消失するという現象が明

らかとなっている。実際水痘や麻疹等のウイルス

感染や肺炎球菌等の細菌感染に罹患した場合には

時に致命的になりうるため、その発症あるいは車
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会 会 議報長 告

酒Ⅱ｣市齋藤慶

第32回東北・北海道小児科医会連合会総会の会長会議は、平成24年lOIEI281]午前８時から青森国際ホ

テルで開催さγ[た。はじめに今回の連合会が小ﾘと科学会専門医資格更新の申請が遅れたためゼロ単位に

なってしまったことが開催県より報告され、事務局の宮城UiLが改めて申請する事が確認された。

1．各道県からの報告事項と議題

【北海道】平成25年の連合会を札幌で１０月５日（士)、６｝Ｉ（'1）にホテル・ニューオオタニ・インを

会場に開催する。シンポジウムのテーマは「小児救急医療体制_医会、学会、行政の連携一」

【青森県】ｌ）目頭の専ｒ１１ｌ医資格認定の今後の対応確認。

２）予防接種の県内広域化が実現したが、個人負担が自治体によっては存続し、請求手続き

も複雑である。今後の改善を図I)たい。

山形県では県医師会主導で認定された、医療機関の所在地の料金で請求するシステムであり、今にし

てみれば、請求する側としては、いちいち他自粭体の料金を調べなくて済むので、便利な方式であると

いえる。

【岩手県】ｌ）第25回小児科医会総会フォーラムを、平成26年６月１４日（士)、１５１１（、）に盛岡市民

文化ホール（マリオス）で開催する。

２）被災地への対応状況について報告があった。

３）不活化ポリオ、４種混合ワクチン料金での技術・指導料が自治体側から軽視される傾向

がある問題の提起がなされた。

【宮城県】ｌ）東日本大震災支援事業として日本小児科医会より1365万円の支援を受け、被災地の子

どもたちをロタウイルスから守るプロジェクトを12月末まで実施している。

２）被災地への検診医の派遣を、石巻を｢''心に実施。

３）＃8000の深夜帯への拡大を平成24年１月から実施している。（県から予算が下り民間委

託している｡）

４）石巻市急患センター出務医の派遣

５）子どもの心のケアを臨床心理士を被災地に派遣して実施。

【秋田県】ｌ）予防接穂広域化を予定しているため寸各県から情報を捉供いただき感謝。理想は新潟県

の全県下統一料金だが、UTL医師会も難色を示している。平成25年４ＩＥＩをⅡ標にしている。

２）連合会の１１M催時期を、１１１１だとインフルエンザワクチン接種の繁忙期に当たるので、な

るべく１０月に収まるよう今後も奨めて欲しいとの提案。

３）会長会議で次年度のシンポジウムのテーマをlU1確にしてもらえれば、早めの対応がし易

い。北海道から即返答あり。
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4）平成25年1１１１９１１（士）日本医師会学校医大会を秋'11市で開催予定。

【山形県】ｌ）予防接種率の向上を期し、県医師会、県産婦人科医会の協力の下、「ワクチンは生後２

カ月から－赤ちゃんをワクチンで防げる病気から守りましょう」というポスターを作成し

県内の小児科、産婦人科に掲示することになった。

２）「東北・北海道小児科医会連合会」の名称を「北日本小児科医会連合会」に変更するこ

とを今後の検討課題として提案した。

【福島県】ｌ）福島の被災地・避難区域の子どもたち、および自主避難の子どもたちへのロタウイルス

ワクチン接種助成砺業｡平成24年１１月１５１]～平成25年３月３１日の期間に約1,500名を対象と

して実施。福島UIL医師会に費用を請求する。

２）支援金で「ワクチンは生後２カ月からはじめましょう」「同時接種が可能です」という

パンフレットを作成し、県内の小児科、産婦人科に配布した。

【新潟県】県福祉保健部長との懇談で、各種ワクチンの接種率向上への有意義な話し合いがされた。

2．連合会事務局からの報告

ｌ）日本小児科医会役員の東北・北海道関連の報告

２）ロタウイルスワクチン無料接種：宮城県、福島県は実施中、岩手県は検討中

３）日本小児科医会総会フォーラム：平成25年６月８日（士)、９Ｈ（Ⅲ）大阪市中央公会堂、平成

２６年６月l4H、１５｢Ｉ盛岡市

４）事務局会計報告

５）小児保健法実現に向けての東北・北海道連合会フォーラムを('１１台で開催する。

＊平成25年４月1３１１（士）１７時～１９時30分、江陽グランドホテル

参加無料、懇親会費５，０００円

新潟県を皮切りに始まった予防接種広域化は、各県で確実に進展している。ただ消費税の税率上昇に

対して、秋田市は自治体でワクチン購入し医療機関に配布する事が実現しているが、個々の医療機関で

ワクチンを購入するシステムだと、いくら技術料を応分に値上げしてもらっても限度があるだろう。

ちなみに弊院では白｢１１診療分（ほとんどワクチン接種）が年｢１１i2,000万円を超えるが、年間の消費税

分の支払いは平成24年分で１００万円を超えた。これが消費税１０％になればその倍になる。損税の割合が

大きくなるばかりで、当面の資金繰りに頭を悩ませる事が増えるのはＩＮＩ違いない。財務省はゼロ税率を

認めることは当分なさそうだし、秋田市のように自治体がワクチンをまとめて買い取り、医療機関に配

布する方式を、もう一度真剣に検討する事を始めるべきではないだろうか？
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シンポジウムに参加して

山形市秋場伴晴

シンポジウムにおける各演者の発表内容は抄録で示されているので、ここでは、総合討論の内容を中

心に報告する。

近年、乳児を対象としたワクチンの数が増加したため、保護者に対する正確な情報提供が不可欠に

なっているが、その発信時期の一つとして、北海道の川村先生と私から、生後１カ月健診時に行うのが

重要であるとの発表がなされた。それを徹底するための手段として、両者から小児科や産婦人科の外来

にポスターを掲示するアイデアが示された。これに関するコメントとして、福島県の竹内先生から同県

での取り組みが紹介されたが、それによると、福島県小児科医会は「ワクチンは生後２カ月からはじめ

ましょう」というパンフレットを作成して、県内の小児科と産婦人科を受診した予防接種を控えた子ど

もの保護者に手渡しており、接種率の向上に寄与しているとのことであった。実際にそのパンフレット

も配られたが、山形県健康福祉部保健薬務課が作成している「ヒブ（Hib）と小児用肺炎球菌一ワクチ

ンのはなし」と同じサイズ、形式のもので、山形県でも作成に向けて考慮すべきではないかと思われ

た。手渡しするパンフレットは秋[Ⅱ県でも作成して使用しているとのことであった。

このように、情報提供を生後１カ月健診で行うことに異論はないものの、宮城県の嘉山先生から、

ちょっと意外な調査結果が発表された。これは抄録には掲載されていないが、子どもを出産した母親

に、予防接種の情報をどの時期に受けたらよかったか質問したところ、妊娠中や出産直後という答え

が、生後１カ月健診時よりも多かったというのである。私は、この時期の母親の関心の中心は自分や生

まれたばかりのわが子の身体状況にあり、予防接種にまで気が回らないのではないかというイメージが

あったが、嘉山先生の報告を受け、予防接種の情報提供は妊娠中から行う必要があることを痛感した。

生後１カ月健診時に実施するのはもちろん必要なことではあるが、母子健康手帳の発行時や出産した医

療機関に入院している間にも、複数回に亘って情報提供を行うことが求められていると感じた。

福島県の竹内先生からは、予防接種の同時接種を進めるために保護者に対して行っていることを、自

らの体験を踏まえて発表された。私の医院でも当初は同時接種を嫌がる保護者が少なからずいたが、最

近ではほとんどみられなくなった。フロアからの発言で、「|｢1時接種は医師が↓必要と認めた場合」とい

うことになっており､何かが起きたときに接種医は本当に責任が問われないのかという意見もあったが、

現在のように多くのワクチンを最短期間で接種を終えるために､同時接種は避けて通ることはできない。

新潟県の庄司先生は、全国に先駆けて実施した新潟県における予防接種の広域化の経緯についてお話

しされた。行政との調整にかなり苦労され、実施に漕ぎ着けた先人の功績を述べられた。最も大変だっ

たのは料金の設定だったようで、最終的には新潟市のものに統一されたそうである。

岩手県の淵向先生からは、岩手県気仙地区におけるロタウイルスワクチン無料接種事業について報告

があった。東日本大震災による津波で甚大な被害を受け、特殊な事情があったとはいえ、その事業を実

現できたことに敬意を表するとともに、これが一時的なものに終わらないように願いたい。そして、ロ

タウイルスワクチンに限らず、水痘、おたふくかぜ、Ｂ型肝炎ウイルスワクチンといった、通常は公費

助成のないワクチンが一刻も早く定期接種化され、ｎ本全国ですべての子どもが無料で接種できる時が

一日でも早く訪れることを祈りたい。ただし討論では、我々小児科医はただ願っているだけではなくて

何らかのアクションを起こす必要があり、国や自治体を動かす手段として、予防接種を行うことによる
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医療経済効果を示すことが有効ではないかとの意見が出された。

秋|Ｈ県の湊先生は可秋田県内の３地域における水痘とおたふくかぜウイルスワクチンの実施状況につ

いて発表された。秋田市における水痘とおたふくかぜウイルスワクチンの接種率はそれぞれ576％と

57.5％であった。山形市における両者の接種率のデータは持ち合わせていないが、ワクチンメーカーの

ワクチン販売数を加味すると、恐らく30％前後と考えられる。これに比べて秋田市は約２倍の接種率で

ある。湊先生に何故そのように接種率が高いのか質問したところ、特別なことは行っておらず、保護者

と小児科医の意識の高さが要因ではないかとの答えであった。無料ではないために、保護者に積極的に

接種を勧めにくいという背景もあるが、我々も、子どもの健康を守るという観点から、接種を勧奨すべ

きなのであろう。

青森県の佐々木先生からは、小児がんの治療後の予防接種についてお話があった。ここで議論された

のは、治療により、定期接種のワクチンであっても、認められた接種年齢を過ぎてしまった場合の費用

についてである。現行では、原則としてその年齢を超えてしまえば有料になってしまうが、このような

特殊な事情を抱えている子どもに対しては、自治体としても無料で行ってくれるように働きかける必要

があるとの意見が出された。

これからの我々小児科医が心掛けるべきことは、予防接種の情報提供体制が'一分に整備されていない

現状を踏まえ、外来を受診した子どもの保護者にはできるだけ声掛けをして、予防接種の接種漏れがな

いかを確認する必要があろう。また、無料化されていない任意接種に関しても、丁寧に説明して接種率

の向上に努めるのが望ましい。そして､何よりも国が任意の予防接種をすべて定期化してくれることを、

改めて願いたい。
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調査研究報告

山形県の生後１カ月健診における予防接種に
関する`情報提供の実態調査

山形市秋場伴晴

していて、受診率もかなり高いと思われる。この

時期になると保護者はある程度育児に慣れてきて

いるため、生後１カ月健診は予防接種に対する関

心を喚起する絶好の機会である。そこで今回、生

後１カ月健診の際に予防接種に関する盾報提供が

どのように行われているかについて、山形県内の

分娩を扱っている医療機関の協力を得てアンケー

ト調査を実施したので報告する。

はじめに

ワクチンで防げる病気（VaccinePreventable

Diseases：ＶＰＤ）は子どもの命にかかわる重大な

ものであり、わが国でも、毎年多くの子どもが

ＶＰＤに感染して命を落としたり、重い後遺症で

苦しんだりしている。ＶＰＤをできるだけ防ぐため

には、予防接種を積極的に受けなければならな

い。子どもを対象とした予防接種は数多くあり、

すべての子どもがこの恩恵を受けるためには保護

者に対する情報提供が重要である。予防接穂に関

する情報源の一つに母子健康手帳があり、これか

ら情報を得ている保護者も少なくないと思われる

が、最近になって、母子健康手1帳に載っていない

新しい予防接種が次々に登場しているため、それ

らに関して詳しい知識を持っている保護者は多く

はないと考えられる。

ワクチンの接種は、任意接種も含めると、Ｂ型

肝炎ウイルスワクチンは生後すぐから、ロタウイ

ルスワクチンは生後６週から、ヒブと小児川肺炎

球菌のワクチンは生後２カ月からＩｌＩｌ始することが

できる。さらに、生後３カ月になったらＢＣＧや三

種混合も接種可能になる。このようにワクチンの

種類が多いことに加え、接種開始時期が様々で、

さらには同時接種も行われるようになったことか

ら、保護者がスケジュールを組むのは容易なこと

ではない。

このような状況から、保護者には子どもが生ま

れたらできるだけ早く、予防接種に関する情報を

提供する場を設ける必要がある。そこで著者が最

も適切な機会と考えたのが、生後ｌ力Ⅱ健診であ

る。この健診は自治体が実施しているものではな

いが、分娩を扱っている医療機関のすべてで実施

対象と方法

調査の対象は111形以内で分娩を行っている29の

医療機関である。小児科がある総合病院や医院１５

施設では小児科医に、小児科がない総合病院や産

婦人科医院14施設では産婦人科医にアンケート用

紙を郵送し、調査を依頼した。また、生後１カ月

健診を行っていると申し出のあった１つの小児科

医院にも調査を依頼した。

対象とした医療機関を、小児科がある病院や医

院のＩ群、小児科のない病院や産婦人科医院のⅡ

群に分けて、調杳結果をまとめた。

結果

回答はＩ群の15施設、Ⅱ群の14施設すべてから

得られた。そして、すべての施設で生後１カ月健

診を実施していた。

１つの小児科医院における受診人数は年ｌ～２

名で、質問への凹符がほとんどなかったため、集

計には入れなかった。

以下、質|川の項［Ｉ別に結果を示す。
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Ａ、生後１カ月健診の１週間の実施回数と１カ

月のおおよその受診人数

Ｉ群：実施回数は、週１回が14施設、週２回

がｌ施設であった。１カ月の受診人数は、９名

以下が２施設、１０～19名が２施設、２０～29名が

３施設、３０～39名が２施設、４０～49名が３施設、

50名以上が３施設であった。

Ⅱ群：実施回数は、週１回が５施設、週２回

が２施設、週３回がｌ施設、週４回がｌ施設、

週６回が３施設、随時が２施設であった。１カ

月の受診人数は、９名以下が２施設、１０～19名

が２施設、２０～29名が５施設、３０～39名が３施

設、５０名以上が２施設であった。

Ｆ、予防接種の情報提供を行っていない理由

（質問Ｅで実施していないと回答があった

施設に質問、複数回答あり）

Ｉ群：忙しくて時間がないが２施設、応対で

きるスタッフがいないが２施設、パンフレット

など置いていない、また、他の時期に保健師か

ら情報が出ていると考えていたためがｌ施設、

生後２カ月健診で情報提供しているためがｌ施

設であった。

Ⅱ群：忙しくて時間がないが２施設、応対で

きるスタッフがいないが４施設、予防接種の具

体的な情報がないがｌ施設、問い合わせがない

がｌ施設、出産から退院までの間に情報提供を

行っているからが１施設であった。

Ｂ、生後１カ月健診を行っている医師

Ｉ群:15施設すべてで小児科医が行っていた。

Ⅱ群：産婦人科医が１２施設、小児科医がｌ施

設、産婦人科医と小児科医の両者がｌ施設で

あった。

Ｇ、情報提供を行っているのは誰か（質問Ｇ～

Ｊは質問Ｅで実施していると回答があった

施設に質問、複数回答あり）

Ｉ群：医師のみが４施設、医師と看護師が６

施設であった。

Ⅱ群：医師と看護師と助産師が３施設、看護

師と助産師がｌ施設、看護師が２施設、事務職

員がｌ施設であった。

Ｃ，乳児期に予防接種を行っているか

Ｉ群：行っているのが13施設、行っていない

のが２施設であった。

Ⅱ群：行っているのが６施設、行っていない

のが８施設であった。 Ｈ、情報提供に用いている手段

Ｉ群：口頭のみがｌ施設、母子健康手帳が４

施設、ワクチン販売会社のパンフレットが４施

設、山形U〒し健康福祉部保健薬務課が作成したヒ

ブ、小児用肺炎球菌ワクチンのパンフレットが

２施設、「ＶＰＤを知って、子どもを守ろう」の

会の予防接種のスケジュールが２施設、日本外

来小児科学会「子どもの健康リーフレット」が

ｌ施設、新聞のコピーがｌ施設、自分で作成し

たパンフレットが５施設であった。

Ⅱ群：母子健康手帳が２施設、ワクチン販売

会社のパンフレットが１施設、「ＶＰＤを知って、

子どもを守ろう」の会の予防接種のスケジュー

ルがｌ施設、日本小児科学会の「日本小児科学

会が推奨する予防接種のスケジュール」がｌ施

設、国立感染症研究所感染症情報センターの予

Ｄ、生後１カ月健診で予防接種の情報提供は必

要だと思うか

Ｉ群：１５施設すべての回答者が必要だと思う

と答えた。

Ⅱ群：必要だと思うが13施設、必要ないが１

施設であった。

E、生後１カ月健診で予防接種の情報提供を

行っているか

Ｉ群：行っているのが１０施設、行っていないの

が５施設であった。

Ⅱ群：行っているのが７施設、行っていないの

が７施設であった。
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施設、ワクチンメーカーがｌ施設、文献で調べ

るがｌ施設、困ったことがないが２施設、その

他（内容の記載なし）がｌ施設であった。

防接種スケジュールがｌ施設、［１分で作成した

パンフレットがｌ施設であった。

｜、情報提供を行っているワクチン

Ｉ群：ＢＣＧが10施設、ヒブが１０施設、小児用

肺炎球菌が１０施設、三種混合が９施設、ポリオ

ウイルスが６施設、ロタウイルスが５施設、Ｂ

型肝炎ウイルスが３施設、麻しん風しん混合が

ｌ施設、水痘ウイルスがｌ施設、おたふくかぜ

ウイルスがｌ施設、日本脳炎ウイルスがｌ施

設、インフルエンザウイルスがｌ施設であっ

た。

Ⅱ群：ＢＣＧが３施設、ヒブが７施設、小児

用肺炎球菌が６施設、三種混合が５施設、ポリ

オウイルスがｌ施設、ロタウイルスが３施設、

Ｂ型肝炎ウイルスが２施設、日本脳炎ウイルス

がｌ施設であった。

その他に、生後１カ月健診における予防接種の

情報提供に関して意見を記入してもらったが、主

なものを列挙する。

・統一されたパンフレットがあるとよい（小児科

医１名、産婦人科医２名)。

・生後１カ月健診の際に予防接種について詳しく

説明するには時間的に無理で、それまでの間に

情報提供を行うのが望ましい。保健師の訪問指

導で説明してもらうのはどうか（小児科医)。

・予防接種の情報提供は看護師が行っているが、

小児科医が看護師に指導する場を設けてほしい

（産婦人科医)。

・県や市町村に相談窓口があるとよい（看護師)。

Ｊ，ワクチン接種の順序や本数、日程について

の情報提供を行っているか

Ｉ群：行っているのが８施設、行っていない

のが２施設であった。

Ⅱ群：行っているのが６施設、行っていない

のがｌ施設であった。

考察

今回の調査で、生後１カ月健診で予防接種に関

する情報提供が必要だと思うかとの質問に、２８施

設は必要であると回答し、必要ないと答えたのは

Ⅱ群のｌ施設のみであった。そして、生後１カ月

健診で`情報提供を行っていたのはＩ群では１５施設

のうちの10施設、Ⅱ群では１４施設のうちの７施設

であった。’情報提供は必要であると思ってはいて

も実際には行っていない施設が両群で１１施設あっ

たが、その理由としては、忙しくて時間がないや

応対できるスタッフがいないが主なものであっ

た。

今回の調査では、生後１カ月健診以外でも予防

接種に関する情報提供を行っているか質問した

が、妊婦の母親学級で行っているのがｌ施設、出

産から退院までの期間に行っているのが４施設

あった。この時期に情報提供を行うのはもちろん

有用であるが、生後１カ月健診で再度実施するこ

とも必要であろう。また、生後２カ月健診で情報

提供を行っているために生後１カ月健診ではそれ

を実施していない施設があったが、生後２カ月か

ら、あるいはそれ以前から接種できるワクチンも

Ｋ、妊婦健診や出産から退院までの間に予防接

種の情報提供を行っているか（産婦人科医

を対象に質問したが、小児科医からの回答

もあった）

Ｉ群：妊婦の母親学級で行っているのがｌ施

設、出産から退院までの期間に行っているのが

ｌ施設、行っていないのが８施設であった。５

施設からは回答がなかった。

Ⅱ群：出産から退院までの期間に行っている

のが３施設、行っていないのが１１施設であっ

た。

Ｌ、産婦人科医に質問。予防接種に関して困っ

たことがあったら誰に相談するか

Ⅱ群の14施設から回答があり、小児科医が10
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あるため、情報提供は生後1カ月健診の際にも是

非行ってもらいたい。

予防接種に関する情報提供を実施する場合は、

口頭のみで行うのに比べ、何らかのパンフレット

を用いるのがより効率的である。乳児期の予防接

種スケジュールの例を図示したものとして、日本

小児科学会、国立感染症研究所感染症情報セン

ター、「ＶＰＤを知って、子どもを守ろう」の会な

どが作成したものがあり、インターネットでダウ

ンロードできるので、これらを利用して説明する

のが便利であろう。今回の調査で、小児科医はこ

れらのパンフレットの存在を知っている方が多

かったが、産婦人科医のなかにはそれらの存在を

知らない方も少なくなかった。

著者は、予防接種に閲する情報提供を行う場と

して、生後１カ月健診は重要と考え、山形県の実

情を把握するためにアンケート調査を実施した。

大部分の医療機関の先生方も生後１カ月健診での

情報提供は必要であると考えていることが判明し

たが、実際には行われていない施設が少なくな

かった。このような施設においては、今後、情報

提供を実施するように努力していただきたいが、

たとえば、前述したパンフレットを用意し、それ

を手渡しするだけでもある程度の情報提供にはな

ると思われる。

山形県小児科医会は、山形県医師会と山形県産

婦人科医会のご協力を得て、「ワクチンは生後２

カ月から－赤ちゃんをワクチンで防げる病気から

守りましょう」というポスターを作成し、山形UTL

内の小児科や産婦人科外来などに掲示してもらう

ことになった。このポスターでは、まず、ワクチ

ンは生後２カ月から接種を開始して欲しいという

ことを強調するとともに、予防接種スケジュール

の１例を示し、個々の子どもの予定を立てるうえ

での参考にしてもらいたいという意図を込めた。

このポスターが、ワクチン接種率の向上につなが

ることを期待したい。

縞を終えるに当たり、今回のアンケート調査に

ご協力いただきました下記の方々に深謝いたしま

す。なお、敬称略させていただきました。

渡辺眞史（山形県立中央病院小児科)、清水行

敏（山形市立病院済生館小児科)、赤羽和博（済

生会山形済生病院小児科)、佐々木綾子（山形大

学医学部小児科)、金子尚仁（東北中央病院産婦

人科)、横山幸生、布施かほる（横山病院)、大沼

靖彦（大沼産婦人科医院)、川越慎之助（川越医

院)、羽根田敦（羽根田産婦人科クリニック)、森

谷直樹（天童市民病院小児科)、佐藤聡（さと

うウイメンズクリニック)、三浦章（山形県立

河北病院小児科)、國井兵太郎（國井クリニッ

ク)、渋谷勉（西川産婦人科小児科医院小児

科)、原田一博（原田医院)、鹿子島俊夫（北村山

公立病院小児科)、菅隆一（菅クリニック)、本

間友美（山形県立新庄病院小児科)、須藤俊亮（須

藤医院)、木村敏之、田辺さおり（日本海総合病

院小児科)、太田宏（太田病院)、吉田宏（鶴

岡市立荘内病院小児科)、石川充（鶴岡協立病

院小児科)、三井直弥（三井病院)、齋藤高志（た

んぽぽクリニック)、齋藤憲康（すこやカルデイー

スクリニック)、仙道大（公立置賜総合病院小

児科)、小川比呂志（小川医院)、岡田昌彦、土田

哲生（米沢市立病院小児科)、島貫洋人（産科婦

人科島貫医院)、新野隆宏（産科・婦人科さくら

クリニック）
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各委員会報告

平成24年度第２回日本小児科医会社会保険委員会

日本小児科医会社保委員小関圭子

｢|時：平成24年９月30日（ロ）

1．予防接種協力金あるいは手数料について

予防接種事業は行政から地域医師会への委託事業となっているため、予防接種料金から、１件当た

り定額徴収、あるいは予防接種料金総額の数パーセントを徴収している地区医師会が少なくない。こ

のため社会保険委員会は全国実態調査をすることにした。

2．内科系特定疾患診療料の設定について

小児関連委員会で小児の鎮静についてのワーキンググループを作り、安全`性を担保にした検討を始めた。

3．在宅医療について

在宅について問題点の整珂を進め、次回要望書の原案を提示する予定

４．時間外対応加算の届け出の状況と評価

時間外対応加算についての届け出は、８割を超える診療所が1mけ(1)をしていない。

コメントの内容を分析しても、評価していないものが多い。

5．次回診療報酬改定での小児医療に関する要望事項

診療報酬改定の要望については、内容を分析し、要望が強く多いもの、根拠がリーズナブルなもの

については採用する方向で検討する。

前回改定時と同様に、各都道府県小児科医会会長に「次回診療報酬改訂要望に対する意見につい

て」のお伺いをたててそれを参考にする。

6．提案意見

・予防接種に関する要望の取り扱い（特に相談・説明・計''''１立案などに対する保険点数の設定）

・乳幼児の発達チェックのチャートの導入とその保険適用

・シナジス接種料の一般診療とは別枠の保険適用

・定期的かつ計画的に訪問診療している在宅医療対象患児へは、マルメをはずしてすべて「在宅医療

の診療報酬」の算定をする

7．平成25年度診療所小児科の医業経営実態調査の施行について

前回とほぼ同様に、明年７月発送''１|収する

8．平成24年度日本小児科医会社会保険委員会は、２月24日の予定
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地区だより 平成24年一年間の報告

山形 地区

山形市秋場伴晴

2012年の山形地方小児科集談会の活動について

報告する。

第452回：2012年５月１２日

会場；山形市医師会館

特別講演

「山形県における小児肥満の実態とその対応

について」

山形大学医学部附属病院小児科助教

沼倉周彦先生

第448回：2012年１月１８日

会場；山形国際ホテル

学術情報

「オラペネムの情報提供」

MeijiSeikaファルマ株式会社

中野陽一郎氏

特別講演

「小児呼吸器感染症の課題一地域医療の視点

から」

外房こどもクリニック院長

黒木春郎先生

第453回：2012年７月１２日

会場；山形市医師会館

症例報告

「腸重積症・ロタウイルス感染症について」

山形市立病院済生館小児科

清水行敏先生

学術情報

「５価ロタウイルスワクチンロタテックに

ついて」

ＭＳＤ株式会社ワクチンウィメンズヘルス営業部

第450回：2012年３月１４日

会場；ホテルメトロポリタン山形

学術情報

「予防接種の最近の話題」

武田薬品工業株式会社

特別講演

「世界のフラビウイルス感染症について

－デング熱、黄熟、ウエストナイル熱、

日本脳炎などを中心に」

国立感染症研究所副所長

倉根一郎先生

第455回：2012年９月１３日

会場；山形国際ホテル

情報提供

「沈降精製百日せきジフテリア破傷風不括化

ポリオ混合ワクチン『クアトロパック皮

下注シリンジ』」

化学及血清療法研究所

特別講演

「生ポリオワクチンの問題点と不活化ポリオ

ワクチン導入の課題」

福島県立医科大学小児科学講座教授

細矢光亮先生

第451回：2012年３月27日

会場；ホテルメトロポリタン山形

特別講演

「アトピー性皮膚炎のスキンケアと外、療法」

杏林大学医学部皮膚科学教室教授

塩原哲夫先生
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第456回：2012年９月20日

会場；ホテルメトロポリタン山形

製品紹介

「小児用ニューキノロン系経口抗菌剤『オ

ゼックス細粒｣」

大正富山医薬,h1j株式会社

特別講演

「乳幼児市中肺炎例への抗菌薬の選択

一細菌ワクチン普及の効果と限界、マク

ロライド耐性の現状を踏まえて」

横浜南共済病院小児科部長

成相昭吉先生

第458回：2012年11月１４日

会場；山形市医師会館

特別講演

「小児の形成外科疾患

一レーザー治療を中心に」

ふじもり形成外科クリニック

藤盛成裕先生

第459回：2012年12月13日

会場；山形市医師会館

情報提供

「インフルエンザ最新トピックス」

塩野義製薬株式会社

第457回：2012年10月１８日

会場；山形市医師会館

特別講演

「症例で学ぶ小児経口抗生物質の使い方」

山形県立中央病院小児科

桜井博毅先生

2012年度村山地区小児科勉強会

山辺こどもクリニック板垣勉

村山地区小児科勉強会はもう20年近く続いたの

でしょうか？江口先生がご開業なされる前から

ですから…。本当にこれまで年２回という取り決

めて開催できたことは本当に不思議なことだと思

います。

最近ワクチンの話題が本当に多くなってきたこ

ともあり、化血研の学術部には本当にお世話に

なっています。また地域の感染症の疫学を実際に

まとめた事柄を学ぶ会として学会演題発表前に話

題を提供してきました。

2011年に肺炎マイコプラズマ（Mpn）感染症が

マクロライド（ＭＬＳ）耐性Mpnによる頻度が増加

していることが全国的にわかってきました。

そこでMpnの地域疫学的な話題を2012年に提

供することにしました。春に行った勉強会で2009

年ＡＨｌＯ９ｐｄｍ流行の年に山辺町で流行したのは

A2063T遺伝子変異によるもので山辺町だけをみ

ると46例中41例（89」％）がＭＬＳ耐性Mpnであっ

た。しかも山辺町内には３か所の小学校とｌか所

の中学校があるがＹ小学校では４年生を中心に１

年生・５年生の数名が、Ｙ中学校では１年生を中

心に２年生と３年生が数名罹患しただけであっ

た。厳重な発熱対策によって感染がほとんど町中

に拡がらなかったこと（感染力が強くない)、年

齢から適宜薬剤を選択する必要性があることを報

告した(PediatricinfectiousdiseasejournalbyY

Matuzaki2013年３月衿掲載予定)。その他数年分

のＭＬＳ耐性Mpnの地域的頻度などについてまと

めた報告を行った。

秋に行った勉強会は山形市内で初めて開催し
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た。この時はMpn感染症の家族内感染についてと

感染者の複数回検査の結果を話題提供した。ＭＬＳ

耐性Mpnはどのような形で発生するのか？これも

松嵜先生のお力でAntimicrobialchemotherapyの

論文となって2012年12月骨に掲載されています。

初回検査で感受性株感染と診断された例で治療に

ＡＺＭの３日投与法を用いたところ、すぐに解熱

して咳も落ち着いたが投与後８日|｣の検体から

A2063G遺伝子変異株が分離された。また同じよ

うにＣＡＭを７日分投与したが服薬拒否による嘔

吐で十分治療されなかった例では３日後に解熱し

たので保護者と相談の上ＣＡＭ投与を中止とした

ら、咳と発熱が再燃して再来時の検体から

A2064Gが分離された。この他都内で発熱して

ＡＺＭ３１１投与ですぐに解熱したので帰省したが

症状の再燃をきたした例からA2063G遺伝子変異

株が分離された｡|lfi省先の従兄弟はA2063G遺伝子

変異株でMpn感染症を発症した。これらのことを

話題提供しました（当院のＨＰ学会にアップして

あります)。2012年は肺炎マイコプラズマ感染症

の話題提供が中心でした。

今年からMpn感染症の診断は簡便に行える同

期的な年になるかもしれません。Mpn病原体迅速

診断キットは発熱後４口位まで鼻γ|が出ないこと

を確認したうえ（ウイルス感染症の除外）で使用

する事、できれば疾を検体として使用すれば約

90％の感度で診断が可能となります。その為にも

患児がアレルギー性鼻炎を有しているかどうかを

知っていると診断が格段としやすくなることもこ

こで述べておきます。さらに肺炎クラミジア感染

症の診断に結びつくこともあり得ることは経験し

ています。チョッ卜したことではありますが勉強

会以外のことも〒\き加えてみました。

今年は【小児のＢ型肝炎感染症の実態とその予

防】について乾あやの先化と連絡を取りご講演の

内諾を得ています。これは県内の小児科医、医療

機関のスタッフ、産婦人科医、助産師会、保健師

会などとも連携した講演会を目指しています。ぜ

ひご出席いただければと思います。

置賜地区小児科協議会

米沢市小関圭子

米沢市立病院士ｌＨ哲生先生

６月１２１１

「病児保育を始めるにあたって」

公立置賜総合病院木島一己先生

７月ｌＯＨ

「遅延する咳そう症例の検討」

米沢市立病院川崎直未先生

９月１１日

「悪'１ﾉﾋ腫瘍難治例に対鬘する、移械免疫をⅡ1いた

治療」

公立|刑易総合病院川_卜貴子先生

１１月１３１１

「アセトアミノフェンにて薬疹{Ⅱ現したｌ例」

舟山病院斎藤誠一先生

米沢市と長井市の小児科の先生方で毎月第２火

曜日勉強会をしています。

参加者は、米沢市立病院、公立置賜総合病院、

舟山病院、米沢市内の開業医４人、たまに長井市

の佐藤先生（以前は、南陽市や高畠町からも参加

がありましたが、最近はありません）です。３病

院の先生方から症例報告していただき勉強させて

いただいています。今年の内容を報告します。

４月１０日

「視機能の発達と弱視について」

舟山病院眼科後藤豊先生

５月８１１

「敗血症から左足関節炎を発症した１カ月児例」
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いうことになりました。勉強の後に、食事をしな

がらいろいろな情報交換をし、懇親を深めていま

す。

「発熱・黄疸を主訴に入院した川lll奇病のｌ例」

米沢市立病院土田哲生先生

ｌ症例では認定医の点数にならないということ

で、途中から２カ月に１回２症例ずつにしようと

酒田地区この一年を振り返って

lIllilll市齋藤慶

震災から２度目の冬を迎えて、福島からの避難

家族は帰還の道筋がなかなか見えません。気''11沼

の本吉病院に助っ人赴任した、熱血漢の川島先２ｔ

は、仲間の医師がもう一人増えて、酒田に戻る見

通しがそろそろ出てきたかなというところです。

酒田地区は、日本海病院の若手の先生たちが実力

をつけて－回り起しくなって山形に戻っていくの

に、我々開業医は日々衰える体力と、やたら種類

の増えるワクチン接種に追われて、ただふりゆく

ものは我が身なりけりを実感しています。

今年も夏頃からＲＳウィルス感染症が急速に増

えて11月にはピークに達しました。ゼロ歳児のＲＳ

迅速キットが保険請求で認可されてから、喘l1l3の

ひどい乳児､ＳｐＯ２が95％以下の乳児を積極的に調

べてみると、かなりの確率で陽性になりました。

電動吸引器でサクションすると驚くほど大量の喀

疾、鼻汁が吸引されます。ＲＳ迅速キットが普及し

たから症例が増えたのではなく、実際に呼吸困難

乳児が増えたと実感しました。６カ月以上の乳児

は頻回のネブライザー、サクション、デカドロン

投与で何とかやりくりして人院を免れましたが、

それ以下の月例の乳児は入院、酸素投与を余儀な

くされました。月毎の症例検討会も定着し、専門

医の研修対象の申請を改めて３月にするところで

す。季節の折々に歓迎会、送別会を催して、ビー

ル、ワイン、ウィスキーで病診連携を深めていま

す。大きな変化は無かったものの、改めて平穏な

一年の有難味をかみしめているところです。已年

を迎えても長いものに巻かれず、自立、自律して

凛々しく日々を送りたいと思います。

鶴岡 地区

鶴岡市石原融

鶴岡市では、現在、集団接種で行われている

BCG接種が、平成25年度から個別接穂になりま

す。

また、平成１７年の市町村合併以降、’１１町村の支

所に出向いて行っていた乳幼児健診が、平成25年

度から本庁舎で行われることになり（||IiHl海'１１Jを

除いて)、健診担当医の負担が軽減されます。

下の通りです。

第七十八lLl1荘内病院小児科病診連携研究会

日時：平成24年１月25,（水曜日）

場所：荘内病院三階講堂

内容：

１）平成23年１０月から同年12月までの紹介患

片経過報告

２）トピックス平成24年度に鶴岡地区で開催された勉強会は以
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ａ）経腸栄養剤によるヨウ素欠乏が原因で

甲状腺腫大をきたしたｌ例

ｂ）縦隔血腫を起こした新生児血友病のｌ例

ｃ）過去30年間に当科で経験した川'11奇病に

ついて

3）ミニレクチャー

発達障害の診断と治療

最近の感染症流行状況

4）最近の海外論文（抄読会）から

クラゲ（バンデムシ）刺傷例の臨床像

の検討

ｂ）１歳４か月でバセドウ病と診断された

ｌ例

ｃ）先天性門脈欠損症を合併した９番染色

体短腕部分欠損の１例

ｄ）抗ＮＭＤＡ受容体脳炎のｌ例

ｅ）ミルクによるアナフィラキシ－はなぜ

起きてしまった？

－診断から発症までの検証およびその

対策について

く追加＞

鶴岡市三歳児健診の15年前と近年のそれぞれ

５年間のデータの比較を行うに当たって

３）最近の抄読会から

第七十九回荘内病院小児科病診連携研究会

日時：平成24年４月25日（水曜日）

場所：荘内病院三階講堂

内容：

ｌ）平成24年１月から同年３月までの紹介患

者経過報告

２）トピックス

ａ）ミルクアレルギーの合併で診断が遅れ

たヒルシュスプルング病のｌ例

ｂ）治療に難渋したVanishingbileduct

syndromeの１０歳女児例

ｃ）成長曲線作成により二次性の小人症を

疑い、胚細胞脾の診断に至ったｌ例

一成長曲線作成の重要性一

．）軽微な外傷を契機に発見された頭蓋Ⅱ因

頭腫のｌ例

一術後のホルモン補充療法を中心に－

３）特別講演

小児疾患に対する当科の治療方針について

鶴岡市立荘内病院形成外科・

工藤勝秀

庄内小児科医会講演会

日時：2012年１０月５日（金）

場所：ベルナール鶴岡

漬題

「生ポリオワクチンの問題点と不活化ポリオ

ワクチン導入の課題」

福島県立医科大学小児科学教授

細矢光亮先生

第八十一回荘内病院小児科病診連携研究会

日時：平成24年１０月24日（水曜日）

場所：荘内病院三階講堂

内容：

ｌ）平成24年７月から同年９月までの紹介患

者経過報告

２）トピックス

ａ）下肢痛と歩行障害を呈し診断に苦慮し

た３歳女児例

ｂ）中学生男子に「るい痩」児が増えてい

る－中学校へのアンケート調査成績一

ｃ）当科で経験したヒトーメタニューモウ

イルス（humanmetapneumovirus：ｈ－

ＭＰＶ）の臨床像について

ｄ）当院で初めてＮＯ吸入療法を施行した

新生児遷延性肺高血圧症のｌ例

第八十回荘内病院小児科病診連携研究会

日時：平成24年７月25日（水曜日）

場所：荘内病院三階講堂

内容：

ｌ）平成24年４月から同年６月までの紹介患

者経過報告

２）トピックス

ａ）当院救急センターを受診したカギノテ
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e）長期経鼻空腸栄養1,1Ｊに発症した銅欠乏

性貧血に対するココア補充療法

3）最近の抄読会から

平成24年の最上地区の活動

條加奈子新庄市

特に定期的な勉強会は実施していません。小児

科関連としては３件です。

福島県立医科大学医学部小児科学講座教授、細

矢光亮先生に講話していただきました。

最上地域の医療関係者約60名の参加を見まし

た。平成24年１月24日小児初期救急診療研修会

県立新庄病院小児科、仁木敬夫先生に講話して

いただきました。

最上地域の医療関係者約50名の参加を見まし

た。

平成24年１０月25日新庄・最上小児喘息セミ

ナー

「喘息治療におけるアドヒアランス向上の取り

組み」

荒井小児科医院院長、荒井崇彦先生に講話して

いただきました。

県立新庄病院、須藤医院、三條医院の医師、ス

タッフ約１５名の参加を見ました。

平成24年９月24日新庄・最上ワクチンフォー

ラム

「生ポリオワクチンの問題点と不活化ポリオワ

クチン導入の課題」
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･ピロリ感染症の経験小児のへリコバクタ －－

鶴岡市石原融

小児のヘリコバクター・ピロリ（以下Ｈｐ）感

染症に関して、2010年に雑誌「小ﾘﾑ科」と日本小

児科学会誌に総説が掲栽され、昨年は||本小児科

医会総会フォーラムで教育講演があり、日本小児

科医会報にその内容が掲載された。これらの論文

によると、小児に多く見られるＨｐ関連疾患とし

て、消化管疾患では胃・十二指腸潰瘍、結節性胃

炎、急性胃粘膜病変を、消化管外疾患では特発性

血小板減少性紫斑病と鉄欠乏性貧血を挙げてい

る。日本人小児のＨｐ感染率は、２０年前は１０～１５％

であったが、最近は５％以下に低下しているとの

ことである。成人に比べると小児期での発症例は

かなりまれなように思われるが、この1年間に３

例のＨｐ感染関連の症例を経験した。症例の概要と

診療上問題になった事柄について述べてみる。

症例ｌは12歳男子で、主訴は腹痛。空腹時に腹

痛が増強し、腹痛による夜間覚醒があり、心窩部

に圧痛を認めた。胃・十二指腸潰瘍または急性冑

粘膜病変を疑い、プロトンポンプ阻害薬を投与し

たところ、腹痛はかなり軽減したが、血清Ｈｐ抗体

価が高値だったので、消化器内科医に上部消化管

の精査を依頼した。十二指腸潰瘍と診断され、ア

モキシシリン、クラリスロマイシン、プロトンポ

ンプ阻害薬による除菌療法が行なわれたが失敗

し、クラリスロマイシンをメトロニダゾールに変

更した二次除菌療法後に除菌が確認され、腹痛も

消失した。この症例のレセプト病名を①腹痛症、

②十二指腸潰瘍の疑いとして請求したところ、血

清Ｈｐ抗体価検査が査定された。

痂例２は12歳男子で、学校の貧|､検診で、色素

１０６９/dlのため受診した。この児は10歳時の貧lill

検診でも血色素7.99/dlで受診し、Pica(水)、小球

性低色素性貧血、フェリチン低値を認め、鉄欠乏

性貧血として治療した。３カ月間鉄剤投与後のＩｌｉｌ

色素は１３７９/dlであった。今回は鉄欠乏性貧血の

再発（血清鉄１８ﾉｕｇ/dl、TIBC433lug/dl、フエリ

チン４，９/ｍ1以下）だったので、Ｈｐ感染診断を行

なったところ、便Ｈｐ抗原陽性、血清Ｈｐ抗体陽性

であった。消化器症状は認めず、便ヘモグロビン

は陰Iftだった。鉄剤投与２カ月後には、血色素

ｌ３８ｇ/dlになったが、フェリチンは６，９/ｍｌと低値

のため、さらに１カ月間鉄剤を投与した。その後

来院せず、貯蔵鉄の回復を確認できなかった。こ

の症例のレセプト病名を①鉄欠乏性貧血、②Ｈｐ

感染症とし、便Ｈｐ抗原検査のみを請求したが、や

はり査定された。

症例３は１４歳男子。１１歳と13歳時に貧血検診で

1t[l色素低値を指摘され、いずれも鉄欠乏'性貧血の

診断で、鉄剤を投与さｵ'た。今回も貧血検診で血

色素１１６９/dlのため受診した。血清鉄78ｌｕｇ/dl、

TIBC397/Ｕｇ/dl、フェリチン４，９/ｍ1以下で、Ｈｐ

感染診断では、便Ｈｐ抗原陽性、血清Ｈｐ抗体陽性

であった。本例も消化器症状がなく、便ヘモグロ

ビン陰性だった。貯蔵鉄が枯渇しており、鉄剤を

３カ月間投与したところ、血色素１４２９/dl、フェ

リチン12,9/lnlになった。この症例のレセプトで

はＨｐ感染診断の請求を行なわなかった。

一般的にＨｐの感染診断は、除菌適応疾患に該当

し、除菌治療を行なう可能性のある症例に適応が

あるとされている。Ｒ頭に挙げた論文では、冑・

十二指腸潰瘍の他にＨp胃炎や頻回再発性鉄欠乏

Jlft貧1m、慢性特発性Ⅲ小板減少性紫斑病も除閑適

応疾忠としている。しかし、症例ｌのレセプトで

Ｈｐ感染診断が査定されてから調べてみたとこ

ろ、保険診療上の適Ⅱ]は、①内視鏡検査又は造影

検査で確定診|折された胃潰瘍又は十二指腸潰瘍、
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療との記載がある。先に挙げた小児科の論文で

は、鉄剤抵抗性と頻回再発性の鉄欠乏性貧血を除

菌対象としている。症例２と３は再発性の鉄欠乏

性貧血であったが、再発時は検診で指摘された軽

度の貧血で向覚症状もなく、鉄剤によく反応した

ため、自費による除菌療法は行なっていない。日

本人小児のＨｐ感染率は５％以下とされている

が、鉄欠乏性貧血の診療''１にたまたまＨＰ保菌者

を見つけた可能性もある。ただ２例とも食生活に

とくに問題のない男子なのに、再発性であった。

また、症例２は思春期の身体発育のスパートが始

まる前に中等度の貧血で発症した。これらは通常

経験する鉄欠乏性貧血とは異なる点であり、Ｈｐ

感染が関与している可能性も否定できない。今後

の経過によって除菌療法の適応について判断した

②胃ＭＡＬＴリンパ腫、③特発性血小板減少性紫斑

病、④内視鏡治療後の早期胃がん、に限定されて

いた。また、除菌療法もこれらの疾患だけが保険

適用されることが分かった。結局、胃・十二指腸

潰瘍の疑いの段階でのＨＰの感染診断には保|倹適

用がないこと、鉄欠乏性貧血は感染診断だけでな

く除菌療法も保険が適用されないということが分

かった。腹痛の子どもを診察して、肯・－トー指腸

潰瘍を疑っても、確定診断ができない一般の小児

科開業医は、保険診療上はＨＰ感染診断ができな

い訳であるが、それほど高額な検査ではないの

で、興味があるときは今後もＨＰの感染診断を実

施してみたいと思っている。

日本へリコバクター学会のガイドライン2009年

改訂版には、鉄欠乏性貧血に対するＨＰ除菌療法

の根拠はまだ十分ではないが、考慮してもよい浴 いと考えている。



⑭平成25年３月３１日 山形県小児科医会会報 第61号

2012年のマイコプラズマ感染症診療の経験
一LAMP法の使用経験と早期治療一

天童市奥山芳夫

はじめに

全国的にマイコプラズマ肺炎が増加しているな

か、天童市でも2011年秋頃から流行がみられ、

2012年の11月と12月には当医院の近隣の小学校で

流行があった。たまたま同時期にＬＡＭＰ（Loop‐

mediatedisothermalamplificatio､）法によるマイ

コプラズマ検査が医療保険の適用となり、発症早

期症例を診断・治療する機会を得た。ＬＡＭＰ法使

用以前の診療と比較して述べてみたい。

なお、マイコプラズマ感染と診断できない肺炎

例が他に５例あったが、うち２例はペア血清でＰＡ

抗体価が上昇せず､ＷＢＣとCRPの値からウイルス

性肺炎と診'折した。他の３例は単、清のPAIlIJ[は

高くないが、同胞がマイコプラズマ感染症の例や

イムノカード法が強陽性の例で、いずれもマイコ

プラズマ感染が疑われた。つまり、肺炎患者の大

部分はマイコブラズマ感染と思われ、他の細菌性

肺炎らしいものはなかった。ただし、乳児の場合

は重症感があれば病院に紹介するのを原則として

結果

Ｉ・LAMP法使用以前

（2012年１月から１１１１４「1まで）

１．診断と患者数の推移

マイコプラズマ肺炎は、全国的な発症例数の増

加とマクロライド耐性菌が問題となっていたが、

2011年後半から天童市内の小学校や幼稚園でも流

行がみられた。当医院では2011年まではレントゲ

ン撮影数は少なく、レントゲン装置の廃棄を考え

ていたほどであったが、2012年に入って肺炎症例

が多くなった。2012年ｌＨから１１月４日までに

肺炎を疑ってレントゲンを撮った症例のうち、マ

イコプラズマ感染症と診断したりiii例数を図ｌに示

す。診断はＰＡ法によるマイコプラズマ抗体価

が、ペア血清で４倍以上の上昇があるか、単血清

で320倍以上を示したものとした。イムノカードに

よるIgM抗体検査も|可時に行ったが、これは指摘

されているように偽陽』性と偽陰性があり、最終診

断には用いていない。マイコプラズマ感染症と診

'研したのは計42例で、ペア血清での４倍以上の上

昇は24例、単回[､済が320倍以j2は18例であった。

42例のうちレントゲンでIl11j炎を認めたのは35例、

肺炎がなかったのは７例であった。症例数は１０月

になって急増した。
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図１１１月４日までのマイコプラズマ感染症例数

総数：４２例、肺炎：３７ｲﾀﾞ|Ｉ肺炎なし：７例

診断法ＰＡ法ペア血清で４倍以上の上昇：２４ｲﾜ|I
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図２１１月４日までのマイコプラズマ感染症の

年齢別症例数

総数：４２例
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る、インフルエンザほど急激な高熱での発症では

なく、鼻汁は目立たず、頭痛を訴えることもあ

る、といった症例を選んで検査・治療した。

マイコプラズマ感染を疑った症例ではＬＡＭＰ

法検体を提出して、７歳以下ではトスフロキサシン

かクラリスロマイシンを、８歳以上では主にミノ

サイクリンを投与し、２，３日後に再受診してもら

い、経過と検査結果をみて次の治療を行った。１０

月までの経験からクラリスロマイシンで解熱しない

例が多いと感じていたため、７歳以下の症例には

トスフロキサシンを投与することが多くなった。

図３，図４に11月と12月の症例数を示す。

図３にはＬＡＭＰ法陽性のＡ小学校の症例数を

継時的に示した。症例は１１月下旬に集中してい

る。Ａ小学校の症例でＬＡＭＰ法を施行したのは４３

例で、転帰不明のｌ例を除く42例を分析対象とし

たが、このうちＬＡＭＰ法陽性例は37例（881％）

であった。ＬＡＭＰ法陽性例のうち肺炎になってい

たのは９例であった。

おり、その場合はレントゲン撮影も施行していな

いので、ここの症例には入らない。

図２にはマイコプラズマ感染症例の年齢分布を

示す。一般的な傾向と同じである。

２．治療

図ｌ、図２の症例は主に肺炎になった症例であ

り、これらはクラリスロマイシンまたはトスフロ

キサシン、－部ミノサイクリンを投与した。クラ

リスロマイシンで治療を開始して２日以上発熱が

続く場合はトスフロキサシンに変更した。肺炎と

診断して、WBC、CRP、イムノカード法などによ

りマイコプラズマ感染が強く疑われた例では、熱

が長引いたり患児が消耗した場合にステロイドを

ｌ～３日併用した。併用２日以内に解熱しなけれ

ば外来での治療は無理と考えていたが、ほとんど

が投与の翌日には解熱し、－人だけ翌'1に37℃台

で翌々日に解熱した。入院に至る例はなかった。

マイコプラズマ感染を疑ってクラリスロマイシ

ンやトスフロキサシンを投与した例はほかにもあ

るが、これらはマイコプラズマ感染かどうかを確

認していないので分析の対象にはしなかった。

私。６４２０８６
４
２
０
，

□肺炎だし

■肺炎Ⅱ、LAMP法医療保険適用以降

（2012年11月５日以降12月25日まで）

１０月にマイコプラズマ肺炎の急増が見られた

が、11月初旬にＡ小学校とＢ中学校の肺炎の症例

が５例続き、そのうち２例にペア血清でＰＡ法に

よる抗体価の上昇を見た。その後もＡ小学校から

の咳と発熱の症例が相次ぎ、ちょうどこの時期に

ＬＡＭＰ法によるマイコプラズマ核酸検出法が保

険適用になったので、これらの症例で検査してみ

たところすべて陽,性であった。そこで、これ以降

は、流行状況とそれまでの症例経験から、比較的

発症早期にマイコプラズマ感染を疑い、ＬＡＭＰ法

による検査と治療を行うようにした。ＬＡＭＰ法の

検体には咽頭ぬぐい液を採取した。具体的には、

症例の通う施設や学級ごとの流行状況や家族内感

染者の情報を重視し、症状としては、≦齊通感冒よ

り咳や発熱の程度が強くて日を追ってひどくな

図３１１月１２月のＡ小学校でのマイコプラズマ

感染症例数(LAMP法陽性例）

総数：３７例、肺炎：９例、肺炎なし：２８例
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□肺炎なし
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図４１１月、12月のＡ小学校以外でのマイコプラズマ

感染症例数(LAMP法陽性例）

総数：２７例、肺炎：１３例、肺炎なし：１４例
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図４には同時期のＡ小学校以外の施設からの症

例数を示した。ＬＡＭＰ法施行総数は40例で、陽性

例数は27例（67.5％)、陽性例のうち肺炎は１３例

であった。

図３と図４を比較してみると、Ａ小学校とその

他の施設では流行の時期が少しずれていることが

わかる。また、Ａ小学校は流行がはっきりしてい

て症例の把握が容易だったため、ＬＡＭＰ法施行例

のうち陽性例が８８１％と高かったが、Ａ小学校以

外の症例では|湯性例は67.5％とやや低めであっ

た。肺炎については、Ａ小学校のＬＡＭＰ法陽性３７

例のうち肺炎は９例（２４３％）だったが、Ａ小学

校以外の症例では診断と治療開始が遅れがちで、

陽性例27例中肺炎が１３例（４８１％）と多かった。

肺炎症例は、受診が遅れるか、初診時にマイコプ

ラズマ感染と思わずに抗菌薬を投与しなかった例

が多いが、次に示すように、早期からマイコプラ

ズマ感染を想定して治療をしても肺炎に至る例も

少なくなかった。

図５には早期治療症例の転帰を示した。ＬＡＭＰ

法陽性例のうち、第３病ロ以内に当院を受診した

症例の初期投与抗菌薬ごとの転帰である。抗菌薬

を投与しない例で肺炎が多かったのは当然かもし

れないが、トスフロキサシンとクラリスロマイシ

ン投与例での肺炎発症例が思いのほか多かった。

これに対し、８歳以上で当初からミノサイクリン

を投与した24例は全例が２，３Ｈ後の再診時まで

に解熱しており、肺炎発症例はなかった。肺炎と

確認してからの治療はステロイドを使用すること

もあったが、いずれも外来治療ですんだ。

この期間中、一部の施設でインフルエンザの小

流行が見られた。発症時の臨床像が少し異なり、

マイコプラズマとの鑑別でさほど迷うことはな

かったが、一部はインフルエンザの迅速診断で陰

性を確認してからマイコプラズマのＬＡＭＰ法を

施行した。

考察

１．診断について

2012年１１月のＬＡＭＰ法使用以前のマイコプラ

ズマ感染症の診療は、おもに『マイコプラズマ肺

炎」の診断と治療であった。熱や咳が遷延・増悪

していく例で胸部レントゲン検査と血液検査を施

行した。ペア|、清のＰＡ法で感染を確認はできた

が、これはどちらかといえば診断を確定すること

で、流行状況の把握とその後の症例の診断資料と

する意味が大きかった｡つまり、個々の症例にとっ

ては治癒後の『後追い診断』になることが多かった。

これに対し、ＬＡＭＰ法では、初診時にマイコプ

ラズマ感染を疑った場合にはその場で検体を採取

し、再来時に結果を確認できたので、その後の治

療に生かすことができた。これによって『早期・

軽症例を含むマイコプラズマ感染症」の診断と治

療に近づいたと思う。

どの程度の症例にＬＡＭＰ検査を行うのかが問

題だが、この検査結果がより迅速にわかるように

なれば、マイコプラズマ感染症の診療が大きく変

わる可能性があると感じた。

いずれマイコプラズマ、インフルエンザ、

RSV、ｈＭＰＶ、アデノウィルス等の気道感染症の

原因診断がマノレチで迅速・安価にできる日が来る

ことを願う。

実際に発症早期にマイコプラズマ感染症を疑う

には、小児が通う施設での流行状況のきめ細かい

把握が必須であった。インフルエンザの診療の場合

と同様に、施設での流行が収束してくると検査の

陰性率が高くなり、流行が把握できない施設の例
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図５第３病日までに治療開始した症例の

初診時投与抗菌薬ごとの転帰

LAMP法陽性の早期受診者総数：４３例、肺炎発症：

13例、肺炎なし：３０例

37.5℃以上の発熱and/or明確な咳の出現曰を第１
病曰とした



山形県小児科医会会報 平成25年３月３１日（3D第61号

思う。それによって、コストも考慮に入れた

ＬＡＭＰ法の適切な使用法も決まってくると考え

る。

肺炎発症時の治療

肺炎になった時の治療ではステロイドの投与時

期で迷った。小児呼吸器感染症診療ガイドライン

の重症度分類でいえば軽症例が多く、発熱も１週

間を超えることは少なくて、呼吸不全例もなかっ

たが、マイコプラズマ肺炎と判明した消耗度の強

い症例ではステロイドを併用することがあった。

ステロイド短期使用は症状改善に有効であった

が、限られた経験であり副反応も有りうると思う

ので、これについても疾病負荷と副反応の実際に

関する臨床研究が欲しいと思った。

では検体提出と診断が遅くなった。

今後、マイコプラズマの流行が沈静化すれば、

今回のように発症早期の症例を高率に把握するこ

とは困難かもしれない。その際は、今回の流行初

期と同様に、ある程度進行した症例に検査を施行

して診断し、何例かで流行状況を把握しながら早

期診断・治療に向かうことになるだろう。それで

も、ＬＡＭＰ法によってこれまでよりは早期に確実

な症例把握が可能になり、その後の治療に生かせ

るようになると思う。

２．治療について

発症早期症例の診断・治療

クラリスロマイシンは早期投与しても肺炎を発

症することが多いと感じたので、１１月以降は７歳

以下の例にはトスフロキサシン投与が多くなった

が、それでも肺炎発症例が多くみられた。これに

対し、８歳以上の症例で早期にミノサイクリンを

投与した例は肺炎になったものはなく、通院回数

はすべて２回以内で済んだ。やはり「効く薬は効

く」と思った。ミノサイクリンは３Ｈ間投与で菌

がほぼ消失するという(IASRhttp://idscnihgo

jp/iasr/rapid/pr3814html)。早期診断が可能に

なった今、抗菌薬の発症早期投与による疾病負荷

の軽減効果と、耐性化をふくめた薬剤投与の有害

性について、臨床試験に基づいた評価が欲しいと

まとめ

1年間のマイコプラズマ感染症診療の経験を述

べた。ＬＡＭＰ法の有用性とミノサイクリン早期投

与の有効性を感じた。マイコプラズマ感染症の発

症早期における抗菌薬治療などで、いくつかの疑

問が生じた。ＬＡＭＰ法時代の診'新治療指針ができ

ることを期待したい。

なお、経験と感想をまとめたものなので文献は

省略する。ご了承いただきたい。

経験もわずかで情報も限られているので、間違

いや誤解はご指摘いただければ幸いです。
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難治`性てんかんで発症した歯状核赤核
淡蒼球ルイ体萎縮症(ＤＲＰＬＡ)の２例

山形市近岡秀郎

はじめに

ＤＲＰＬＡ(Dentatorubral-PallidoluysianAtrophy）

は脊髄小脳変性症のひとつで、日本人に多くみら

れる常染色体性優性遺伝病である。

成人においては運動失調、舞踏アテトーゼ、認

知症、性格変化等、小児においては運動失調、ミ

オクローヌス、てんかん、進行性の知能低下等を

きたす進行性疾患である。

発症年齢は30～50代に多いが、１１t代が進むにつ

れて、発症年齢が低くなる表現促進現象が特徴的

である。

小児期では難治'性てんかんが初発症状であるこ

とがあって、注意を要する。

今回けいれん初発が４歳ﾜ}子、１０歳女子の２例

の本症を経験したので報告する。
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西、浄作症例１

初診時年齢：４歳４カ月

初診時主訴：精神運動発達遅滞けいれん発作

家族歴：両親姉１人Ⅱ[父健康

祖母５６歳で死亡

血族結婚なし

現病歴：乳児期の発達は正常であったが、知的

発達の遅れが次第にＵ立ち、３歳で頭部ＣＴの検査

を受けたが正常であった。

４歳４カ月に睡眠中の四肢の間代性けいれん発

作がみられて脳波検査を受けて、てんかんと診

断。抗てんかん剤の投与を開始。その後ミオク

ローヌス、アテトーゼ様の不随意運動けいれん発

作が持続して６歳頃より次第に歩行障害もみられ

るようになり頭部MRI検査を受け正常所見であっ

たが歩行障害精査のため山形大学医学部附属病院

小児科に転院となった。

図１症例１３歳２月の津守式発達検査

発達の著明なおくれ
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図２症例１５歳４月時の睡眠時脳波

両側側頭部の高振幅の鋭徐波複合と広汎性の鋭徐波複合
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図３症例１６歳時の睡眠時脳波

多焦点性鰊波と多焦点性鰊波複合

図５症例２１２歳時の覚醒時脳波

両側後頭部の鯨波と全般性鰊除波複合

’

図６症例２１２歳時の覚醒時脳波（光刺激）

両後頭部の連続性鯨波の誘発と全般性鰊除波複合

|＿＿＿

図４症例１６歳時の頭部MRl

異常所見は認められなかった

症例２

初診時年齢：11歳

初診時主訴：難治性てんかん知的障害

家族歴：両親姉２人弟１人健康

祖母脊髄小脳変性症

現病歴：乳児期より発達遅滞がみられ、小学校

から養護学校に入学。

１０歳よりけいれん発作みられて近くの病院で抗

てんかん剤の治療を受けていたが年５～６回の発

作が続き当院を受診した。けいれん発作以外にも

ミオクローヌスが頻発するようになり又中学生に

なってから次第に歩行障害が出現して、１６歳の時

に国1Hz療養所山形病院神経内科に遺伝子検査を依

頼して東北大学医学部神経内科でDRPLAの診断

が確定した。17歳より国立療養所山形病院に転院

した。

図７症例２１４歳時の頭部MR｜
小脳､脳幹部､大脳に軽度の萎縮が認められた

臨床病型（表１）

１乳児型重度発達遅滞てんかん

ミオクローヌス

２若年型２０歳未満の発病

全般性けいれん発作

ミオクローヌス小脳失調

知的障害

３早期成人型２０～40歳未満の発病

小脳失調アテトーゼ痴呆

てんかん

４遅発成人型４０歳以降の発病

アテトーゼ小脳失調痴呆
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考察

DRPLAは小脳、脳幹部の変性を中心として大

脳皮質に至る広範な中枢神経病変をきたす脳変性

疾患で日本人に多いこともあり、疾患概念の確立

から原因遺伝子の固定に至るまですべて日本人に

よって行われた'１。

その他の脊髄小脳変性疾患とは小脳脊髄以外に

も障害をきたす所が大きく異なる。

乳児型、若年型では知的障害、てんかんは必発

であり極めて難治性である（表ｌ）。

てんかんの病型としては強直間代発作、強頂発

作、間代発作、ミオクロニー発作、失立発作等で

ある。

脳波所見としては全般性鰊徐波複合、高振幅徐

波複合、局所性鯨波等で光過敏｣性を認めることも

多い。

常染色体性優性遺伝形式をとる疾患で、病因と

なる遺伝子異常は第１２番染色体短腕上にある

DRPLA遺伝子の異常で、この遺伝子異常が神経

細胞の変性を引きおこすと考えられている。

日本人に多くみられるが、頻度は１０万に０２～

0.7人とされている。

父親から遺伝した場合一世代を経るごとに約２８

歳若年化し、母親から遺伝した場合約15歳発病が

若年化する現象は表現促進現象といわれ、

DRPLA遺伝子内のＣＡＧリピートの異常伸長が原

因であると考えられている。

従って優性遺伝であるのに両親の一方がまだ発

病せず健康であることが多い。この点が他の常染

色体優性遺伝疾患と異なる。

本症の乳幼児期の報告例はまだ少なく遺伝子の

解析からまだＨが浅いため病像については、これ

からの研究がまたれる2)3)4'516'7)。

まだ有効な治療法がない現在、両親の遺伝子解

析については安易に発病前診断を行わないような

十分なカウンセリングが必要である。

難治性てんかんの診療にあたっては今後本症を

念頭におく必要があると思われる。

本症例は山形県での小児の最初の発表例と思わ

れる。

第１例は山形大学小児科、第２例は国療山形病

院に今後の診療をお願いしております。

本論文の要旨は第17回山形小児神経研究会

(2012年８月３１日）で報告した
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山形市内で分離されたマクロライド耐'性
マイコプラズマの臨床症状

勝島史夫

水田克巳、安孫子千恵子

勝島

鈴木

松嵜

由利子、

裕、

葉子

勝島小児科医院

山形県衛生研究所

山形大学医学部感染症学講座

図ｌに示す。耐性株が分離された８例に関してそ

の臨床症状を検討した。

はじめに

マクロライド耐性マイコプラズマは2000年に初

めて日本で報告され、以後急激に増加し各地で毎

年流行を繰り返している。2006年には流行株の

30％、最近では約80％が耐性、という報告もなさ

れている'１。

今回2012年４月から８月に山形市内で分離同定

されたマクロライド耐性マイコプラズマ患者８例

について、その臨床症状を検討したので報告する。

結果

まず2012年１月から８月に当院および山辺こど

もクリニックで分離されたマイコプラズマの分離

数を示す（表ｌ）（当院ではこの時点ではマクロ

ライド系抗生剤使用後に検体を採取することが多

く、耐'性株が多いことをご勘案いただきたい)。

当院でマイコプラズマを疑い検体を提出した14例

のうち１０例がマイコプラズマ培養陽性、うち９例

において遺伝子型が明らかとなり、ｌ例が正常

株、８例が|耐性株であった。地域別の耐性株分離

数を図２に示す。

耐性株A2063GおよびC2617Aに関してはＭＩＣを

測定していただいた（図３）。また、当院で分離

さオ[たmllli株８例について臨床症状を検討した。

対象と方法

対象は2012年３月から８月にかけて'11形市勝島

小児科医院で咽頭ぬぐい液を採取し、遺伝子検査

で確定したマクロライド耐性マイコプラズマ患者

８例（男児４名、女児４名)。

患者さんの咽頭ぬぐい液は山形県衛生研究所に

送付し遺伝子解析していただいた。解析の方法を

マイコプラズマ検査の流れ

１回鱒雨雫辮１１
霞…－蝋接頁鳳……トⅦ薬剤耐性遺伝子変異胤蜥
恒繧顯蔬w'蝋薫マヰ灘纏繍窒鵬の。

図１
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表１：2012年１月から８月まで山形市近郊で分離されたマイコプラズマ数

、■■■■■■l■■H1■HIIInlUl出UIUUIIUIUI■IUU■■Ⅱ■~J--
AZO63G６７l３

Ａ２０６３Ｃ１０１

Ｃ２６１７Ｇ２１３

変異なし２２１２３

計３１９４０

山辺こどもクリニック

感受性株

９

５

７

AZO63GA2063CCZ617G

Z１

３

１２

６１Ｚ

山形

寒河江

山辺

中山

朝日

総計 ＺＺ

勝＆小児科医院

感受性株Ａ２０６３Ｇ

１６

１

１７

ＣＺ６１７Ｇ

山形

天宜

総計 １

図２ 図３：ＭＩＣ値

当院で分離された耐性マイコプラズマ８例のプ

ロフィールと使用した抗生剤を表２に示す。マク

ロライド系抗生剤を投与後、４８時間以上経過して

も臨床症状の改善がみられないものを耐性とみな

し、抗生剤の変更を行った。抗生剤投与後24時間

以内に解熱もしくは臨床症状の改善をみたものを

有効と判断し、太字で示した。

症例の詳細：症例ｌ：５１１間熱が下がらず受

診、ＣＡＭ（clarithromycin）を３日間使用しても

解熱せず､ＡＺＭ(azithromycinhydrate）とＣＴＲＸ

（ceftriaxonesodiumhydrate）静注に変更しても

無効、ＭＩＮＯ（minocyclinehydrochloride）を使

用し解熱。症例か発熱なくひどい咳のみで13病

日に受診、X-Pで肺炎なくＡＺＭで改善。症例３：

８日間発熱続き受診、ＣＡＭを５日間使用し改善

せずＡＺＭ、ＣＴＲＸ使用し解熱。症例４：５日間発

熱続き受診、年長児なのでＭＩＮＯを使用し解熱。

症例５：５日間発熱続き来院、ＡＺＭ使用したが無

効、ＴＦＬＸ（tosufloxacintosilatehydrate）を使用

し解熱。症例６：発熱あったが９病日より解熱、

他院でＣＤＴＲＰＩ（cefditorenpivoxil）を使用され

たが咳がひどく夜眠れないとのことで13病日に当

院受診、ＡＺＭ無効、ＴＦＬＸで改善。症例７：発熱

あり他院でＣＦＤＮ（cefdinir）処方されたが解熱せ

ず第９病Ｈ来院、ＣＴＲＸ＋ＣＡＭ使用し無効、

TFLXで解熱。症例８：５日間発熱あり受診、

TFLＸ＋ＰＳＬ（prednisolone）を最初から使用し解

熱。８例の臨床症状と検査値を表３に示す。

考察

まずマイコプラズマに対するマクロライド系抗

生剤の耐性機序について記す。マクロライドは蛍

白合成阻害剤である。蛋白はマイコプラズマ細胞

内リボゾーム内の50Sサブユニットで23SrRNAの

働きにより合成されていくが、マクロライドはこ

の23SrRNAのドメインＶの主に2063,2064番日の

アデニンを足場にして結合し、結果的にタンパク

合成を阻害し作用する。マクロライド耐性は、

23SrRNAのドメインＶの2063もしくは2064に塩

基置換やメチル化変異が起き、立体構造に変化が

起きマクロライドが結合できなくなり発fliす

る２１。また、2617番１－１のシトシンに変異が生じる

と、ドメインＶの立体構造が変化し、マクロライ

ドがドメインＶから外jrlやすくなり不完全に耐性
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表２：外来患者の概要
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化すると考えられている3)。現在日本で報告され

ている耐性株を図４に示す｡2060番台の株はmlILl2、

2600番台の株は不完全耐性と考えられている。今

回分離された株を下線で示す。

耐性マイコプラズマは、日本では2000年に初め

て報告されている。

耐性菌が増える機序として、抗生剤を抗菌作用

を示すよりも低い濃度で使用することが、1ft菌の

出現を促すと考えられている。この契機として副

鼻腔炎に対するEＭ（erythromycin）少量療法の

影響が考えられているが、ＥＭ少量療法が普及し

始めたのが1990年初頭からで、耐性マイコプラズ

マが出現したのが2000年であることを考えると、

実際にこれが契機となったとは考えにくい。２０００

年から普及し始めた薬剤として１５員環マクロライ

ドであるＡｚＭが挙げられるが、この頃から耐性マ

イコプラズマが出現し始めたこと、ＡＺＭが米国で

５日間投与だったのが我が国では３日投与で使用

されたことを考えると、ＡＺＭが市場へ参入し、低

濃度で使用されたことが一つの契機であることが

推測される４１。また、Itagakiらは実際にＡＺＭ使用

後に耐性遺伝子を獲得したマイコプラズマを報告

している５１．

遺伝子変異の種類から薬剤感受性試験の結果を

見ると、A2063Gの変異では１４，１５員環マクロラ

イドに一律に高度|耐性を示しており、A2617Gで

は弱耐性を示していた。今回我々が経験した症例

ではA2063GでもＡＺＭで改善したケースはあった

がｌ例のみで、他は結果的にＭＩＮＯもしくは

TFLXを使用しないと改善がみられなかった

（ＡＺＭで改善したｌ例についてもＡＺＭが奏効し

た、というよりは向然経過ではないかと考えてい

る)。しかしながらＭＩＮＯは歯牙黄染の問題があ

り年長児にしか使lllできないこと、ＴＦＬＸはマク

ロライドと同様、点突然変異を介した耐性機構を

有するため６１、耐`性が発生しやすいという問題点

耐性遺伝子の種類

Z3SリポゾームRNAドメインVの塩基点変具箇所

ＡＺＯ６３Ｇ

ＡＺＯ６３Ｃ

ＡＺＯ６３Ｔ

ＡＺＯ６４Ｇ

ＣＺ６ユフＧ

ＣＺ６１７Ａ

図４
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がある。またＴＦＬＸはＭＩＮＯに比べて抗菌力が弱

く、調べてみると、鼻腔内での菌'112が便|Ⅱした３

Ｈ後、７日後で十分Iilliili少していなかったという結

果が得られているｎｏこのため、今後どのように

抗生剤を選択して行くかが問題点である。

治療法については諸家により非常に意見の分か

れるところである。まずマイコプラズマは自然治

癒例も少なくないため、軽症例では安易に抗菌薬

を使わなければ自ずと耐性菌が減ることが期待で

きる皿。薬剤を使う場合であるが、小児'１乎吸器疾

患ガイドラインを作成さｵ'ているＩＩｌｌ崎医科大学の

尾内_信先生に直接お話を伺うことができたの

で、参考にしていただければと思う。まず、マイ

コプラズマと思いＭＩＮＯとステロイドで治療して

いたところ、結核だったという報告があるため、

現時点ではＬＡＭＰ法による診断をし、ステロイド

は重症のみに使川されているとのことであった。

マクロライド系抗生剤を３１]hlll使１１|してみて無効

な場合、８歳未満ではニューキノロン、８歳以上

ではテトラサイクリンに変更するとのことである

（８歳未満ではテトラサイクリンを４「|間使用す

ると歯牙黄染を来すことが新潟大学歯学部の福島

正義教授により明らかにされている)。この場

合、菌をしっかりと殺すためにニューキノロン、

テトラサイクリンを７日からl4mll十分使用し、

この方法で2010年に72％だった|耐|'|ﾐ率が2011年に

は42％に減少したとのことであった。

他の方法としては、札''１%徳州会病院の成川光生

先４kが提唱されている方法で、総発熱Ｈ数が７Ｆ１

を超えても発熱が続く場合には、菌自体の問題よ

りもむしろ免疫応答の過剰による宿主側の要因に

よる遷延の可能性が高いため、積槻的にステロイ

ドを使用するという考え方もある７１・山辺こども

クリニックの板垣先生は、年少児で耐性菌感染の

場合、ＣＡＭｌ５ｍｇ/kg/day使111後５日ロ以降に発

熱が続く場合は、PSLを０５～１ｍｇ/kg/day、３Ｈ

間使用されて治療されているとのことであった。

１１１形地方においても耐性菌が増えてきている現

在、耐性菌対策は頭の痛い問題である。これらの

情報が諸先生方の治療のご参考になれば幸いである。

謝辞

貴重なデータとご意見を提供してくださいまし

たlll辺こどもクリニックの板垣勉先生、川''１奇医科

大学小児科の尾内－信教授、義母勝島矩子に深謝

いたします。

本稿の主旨は、第93回日本小児科学会山形地方

会で発表した。
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百日咳の関与が示唆された遷延`性咳嗽の６症例

米沢市立病院小児科土田哲生、川崎

本間信夫、岡田

未、笹真

彦

直
昌

常は認めなかった。マイコプラズマIgMが陽性

で、アレルギー検査では、血清IgEが1,6401U/ｍｌ

と上昇しており、特異的IgE抗体価はダニ、イヌ

でクラス６，スギ、ネコでクラス４と高値を示し

た。百日咳凝集素価は東浜株､山L]株ともに1,280

倍と高値であった。

胸部Ｘ線検査（図１）：軽度過膨張を認めたが浸

潤陰影は認めなかった。

治療経過（図２）：当科初診時の血液検査で百

日咳凝集素価高値であったことから、百日咳と診

断した。気管支喘息も合併していると考え、前医

処方を継続し、さらに咳嗽に対しリン酸コデイン

はじめに

咳嗽は小児科領域において最も多い訴えのひと

つであるが、特に３週間以上持続する咳嗽は遷延

性咳嗽と分類され、その原因は多岐にわたる。一

般的に遷延性咳嗽の約半数は感染後咳Ⅱ軟であ

り'１，小児ではその比率はさらに上昇すると思わ

れる。また、最近のマイコプラズマの流行により

咳嗽が長引く症例は増加しており、その原因の鑑

別は困難さを増している。今回我々は、遷延する

咳嗽に対し、百日咳の関与が考えられた症例を６

例経験したので報告する。

症例１：１５歳、女児

主訴：咳込み、胸痛

既往歴：気管支喘息で１歳時から間欠的に治療

されていた。

現病歴：当科受診のｌか月前から咳嗽と運動時

の咳込みが出現しかかりつけ医で喘息発作とし

てネオフィリンやステロイド点滴をうけていた

が、症状の改善はなく，胸痛や咳込み後の''1Hil比な

どの症状が出現したため、喘息発作コントロール

目的に当科へ紹介された。

初診時身体所見：５６．７kg、３６８℃、胸部聴診上

わずかに喘鳴聴取，腹部は平坦軟で，肝脾腫は認

めなかった．咽頭発赤はなく顔面・頚部にアト

ピー性湿疹を認めた．

前医処方薬：モンテルカストテオフィリン

ロラタジン，プロカテロールカルボシステイン

サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロ

ピオン酸エステル

血液検査所見（表１）：白血球数は６２７０/lulと

増加はなく、その分画は好中球556％、リンパ球

29.8％とリンパ球分画増加も認めなかった。ＣＲＰ

は００ｍｇ/dlと陰性で、その他の生化学検査でも異

表１症例①初診時血液検査所見

初診時検査所見症例①
血虹劃h堂アレルギー検査
ＷＢＣ６２７０／uｌＴＰ７．２９/ｄｌ血清IgE16401U/ml

Lym２９．８％Ａｌｂ４．４９/dｌダニクラス６
RBC482万xlO4/ｕｌＡＳＴ２１Ｕ/’スギ４
Ｈｂｌ２７ｍｇ/ｄｌＡＬＴ１３Ｕ/１ブタクサ２
Hｔ４０．２％ＬＤＨ２２５Ｕ/ｌ ネコ４

P１ｔ32.6万xlO4/ｕｌＢＵＮ１２ｍｇ/dｌイヌ６
ＣｒｅａＯ７４ｍｇ/ｄｌカンジダ２
Ｎａｌ３７ｍＥｑ/｜ヒノキ２

Ｋ４２ｍＥｑ/'五ｺﾌﾟﾗｽﾞﾏIgM(+）
ｄｌＯ２ｍＥｑ/ｌ

ｏＲ''0mg'｡'蟇呈篝遡i霊誓
山ロ株1280倍

図１症例①初診時胸部レントゲン写真
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治療経過症例①

万迩励時の砿込み

Ｍｉｉｒｌ轍Ⅲ（

■■■■￣－

illjMnHmiW職|鰯il川'ﾙﾙﾙ’

６８１０１２■診
断

４
当
科
初
診

前
医
初
診

０
発
症

２

図３症例②治療経過図２症例①治療経過

表２症例②初診時血液検査所見
た。百日咳凝集素価は東浜株が640倍、山口株は

320倍と高値を示した。

胸部Ｘ線検査：軽度過膨張所見を認めた。

治療経過（図３）：初診時所見から気管支喘息

と診断し、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチ

カゾンプロピオン酸エステル、モンテルカストで

治療開始したが、わずかに改善を認めたのみで明

らかな軽快はなかった。後日判明した百日咳凝集

素価の上昇から、百Ｈ咳と診断した。内服を継

続し徐々に咳嗽は減少、約３週間後に軽快したた

め、治療は終了した。

初診時検査所見症例②
生化学

TＰ７．５９/dｌ

Ａｌｂ４．４９/dｌ

ＡＳＴ１８Ｕ/｜

ＡＬＴ１０Ｕ/ｌ

ＬＤＨ１８６Ｕ/|

ＢＵＮ９ｍｇ/ｄｌ

ＣｒｅａＯ５５ｍｇ/ｄｌ

Ｎａｌ３７ｍＥｑ/l

Ｋ４．２mEq/｜

Ｃｌ１０３mEq/ｌ

ＣＲＰＯＯｍｇ/dｌ

血』Ｉ
ＷＢＣ１１６２０／uｌ

Ｌｙｍ２３．１％

ＲＢＣ４８９万xlO4/ｕｌ

Ｈｂ１３．６ｍｇ/dｌ

Ｈｔ４１．６％

Ｐ1ｔ34.7万xlO4/uｌ

を追加した。徐々に咳Ⅱ軟は軽快し、約２週間でリ

ン酸コデインは''１止し、咳嗽は再燃することなく

コントロールされた。

その他同様の症例を４例経験した。その概要を

表３，表４に示す。

考察：遷延性咳嗽は、持続期間が３週間以上８

週間未満の咳'嗽と定義されるが２１、小児科領域に

おいては、その原因は様々で、感冒などにつづく

感染後咳'１軟や、マイコプラズマ、百日咳などの感

染症、アレルギー疾患などがあげられる。近年、

気管支喘息治療管理ガイドラインが整備され、一

般小児科医でも比較的容易に気管支喘息治療がで

きるようになった。その一方で、遷延する咳Ⅱ軟に

対し確定診断がつかないまま、安易に抗アレル

ギー薬や|吸入ステロイドなどの気管支喘息治療が

開始される例が増えている。また昨今のマイコプ

ラズマの流行によって、咳嗽が長引く患者は増加

しており、遷延性咳Ⅱ軟の診'新はより困難になって

きている。倉持らは、小児の遷延性咳嗽105例を

症例２：１４歳、女児

主訴：ｌか月続く咳嗽

既往歴：特記事項なし

現病歴：当科受診ｌか片前から咳嗽が持続し改

善しないため、当科を受診した。

初診時身体所見：４５．０kg、３７．１℃、聴診上呼|吸

音は深呼吸でわずかにwheezingを聴取した。腹部

は平坦軟で，肝脾腫は認めなかった．咽頭発赤は

なく，皮膚所見に異常は認めなかった．

血液検査所見（表２）：白血球数は11,620/ul、

好中球分画は６８２％、リンパ球分l1Iliは２３１％とリ

ンパ球分画の増加は認めなかった。CRPは

００ｍｇ/dlで陰性、その他の生化学検査でも異常は

認めなかった。マイコプラズマIgMは陰性であっ
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表３症例まとめ(1)

症例のまとめ(症状）

ＡＲ:allergicrhinitisBA:bronchialasthma

表４症例まとめ(2)

症例のまとめ(検査）

逗琴
対象に、その原因について報告しているい。その

結果はアレルギー疾患と感染症の合併が54％感

染症単独、アレルギー疾患単独はそれぞれ21％で

あった。感染症の内訳は百日咳が44％と最多で、

以下マイコプラズマ（42％)、クラミジア（19％）

と続いている。海外の報告でもHallanderらは、小

児遷延．，慢性咳嗽の３大原因を百日咳（56％)、

マイコプラズマ（26％)、クラミジア（17％）と

しており４'、遷延する咳|嗽の原'五|として、気管支

喘息などのアレルギー疾患に加え、感染症、特に

百日咳やマイコプラズマなども、確実に鑑別診断

していく必要がある。我々の症例では全例でアレ

ルギー性疾患の既往があり、特に気管支喘息の既

性があるものでは、医療機関受診時から喘息発作

として加療されていることが多かった。百Ｈ咳感

染をきっかけに喘息発作を起こしていたことも考

えられるが、喘息治療を開始したことで百日咳と

の診断が遅れた可能性はあると思われる。

今回の症例では、発症から百日咳と診断するま

でに１５日から50日とかなりの時間を要している。

Yaariらの報告でも、診断までの期間は平均３週

間かかっていたとしており５１、その原因として

DPT接種者における百日咳感染症の症状や一般

血液検査所見が未接種児とは異なり、非特異的で

あることがあげられる(表５）。ワクチン接種後の

学童、あるいは成人では、遷延する咳嗽があるの

、目 １ｍ Ⅷ 凶 ③ 四 ｡ ｡

年齢 l5jiI 14儲 9歳 9歳 5歳 14歳

アレルギー

疾患の既往

BＡ BＡ ＡＲ

ＢＡ

BＡ ＡＲ ＡＲ

ＢＡ

発熱

咳込み ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

Ｗｈｏｏｐ

喘鳴 ＋ ＋ ＋

発j症から

受診ま篭

9日 ３０日 10日 ９日 ３０日 10日

診断まで ３０日 ４０日 ４０日 １５日 ５０日 ３０日
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みで、教科書的な百日咳の症状であるstaccatoや

reprise、また血液検査所見の特徴とされるリンパ

球の著増は認めないことが多い。小児呼吸器感染

症診療ガイドライン2011の百日咳診断基準（表

６）では'１'、臨床診断として、１４日以上の|咳に加

え、①発作性の咳込み、②吸気性笛声（whoop)、

③咳込み後の嘔吐のいずれかｌ症状を認めれば百

日咳と診断できるとしている。確定診断には血清

診断が有用であるが、検査結果が出るまで時間が

かかるため、実際には臨床診断のみで治療、すな

わちマクロライド系抗菌薬内服などを開始するべ

きであると考える。しかし、小児科医としては地

域の感染状況を把握するうえで確定診断は重要で

あり、臨床診断で治療を早期に開始するととも

に、ペア血清を用いた確定診断を積極的に行うこ

とも必要である。これまで、日本では抗百日咳杭

表５新生児、乳児とDPT接種済み児、成人との百日咳症状の比較

表６小児呼吸器感染症診療ガイドライン2011百日咳診断基準

表1２－２百日咳診断基準２０１１

臨床症状１４日以上の咳があり、かつ下記症状を１つ以上を伴う（CDC1997WHO2000）

１発作性の咳き込み２吸気性笛声（ｗｈｏｍ）３咳き込み後の嘔吐

実験室診断

発症から４週間以内：培養、LAMP法十ペア血清による血清診断

４週間以降：LAMP法十ペア血清による血清診断

１百日咳菌分離

２遺伝子診断：PCR法またはLAMP法

現時点ではLAMP法は全国数か所の百日咳レファレンスセンター（国立感染症研究所および地方衛生研究所）

など限られた施設でしかできない

３血清診断

（１））疑集素価

１）DTPワクチン未接種児・者：流行株（山口株)、ワクチン株（東浜株）いずれか40倍以上

２）DTPワクチン接種児・者または不明：単血清では評価できない。

ペア血清での流行株、ワクチン株いずれか４倍以上の有意上昇を確

認する必要がある

（２）ElA法：ＰＴ（百日咳毒素）－|gＧ

１）DTPワクチン未接種児・者：１０EU／ｍＬ以上（Ball-EUSA）

２）DTPワクチン接種児・者または不明

ペア血清：確立された基準はないが、２倍以上を原則とする

単血清（参考）：９４EU／ｍＬ以上（BaughmanAL2004）100EU／ｍＬ以上（cにMelkerHE2000）

臨床診断臨床症状は該当するが、実験室診断はいずれも該当しないとき

確定診断(1)臨床症状は該当し、実験室診断の１～３のいずれかが該当するとき

(2)臨床症状は該当し、実験室診断された患者との接触があったとき

小児呼吸器感染症診療ガイドライン2011から引用
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行われ百||咳の流行をおこさないように、咳Ⅱ軟患

者を診察する際には、常に百日咳を念頭におき、

早期の臨床診断を行い、予防措置を行うこと、ま

た確定診断をしっかり行い、流行状況の把握に努

めたい。また、集hfl内での大流行を未然に防ぐた

めに、米国同様に学童期での三種混合ワクチン追

加接種の早期導入に期待したい。

体として凝集素価の測定が広くおこなわれてきた

が、その解釈に難渋する例は多い。前述の診断基

準では、凝集素価の他にPT-IgGによる基準も示

されており、それによると、ワクチン接種りしlにお

いては、ペア血清で２倍以卜、単血清でも

94ＥＵ/ｍ1以上、あるいはlOOEU/ｍ1以上となって

いる。いずれも確立した基準ではないとしながら

も、ＰＴ－ＩｇＧを用いたほうが、診断が容易であった

とする報告もあり７１、今後は凝集素価よりもＰＴ‐

IgGが主流になると思われる。ちなみにｗ平成２４

年11月から商業ベースでＰＴ－ＩｇＧの測定が利用で

きるようになり、より積極的に活用したい。

当科初診時に血液検査を行い、マイコプラズマ

IgM陽性となったものでは、マクロライド系抗菌

薬が投与されていた例があったが、それ以外の症

例では、診断までの期間に感染拡大に対する治

療、指導などの対応はされていなかった。結果的

には、幸いにも、集団での明らかな流行や、未接

種児への感染は確認されていないが、百日咳菌は

感染力が強く、家族間、友人間の感染が高率に起

きるといわれており注意が必要である。

百日咳は2005年ころまでは新生児、乳児患者が

約半数を占めていたが、徐々に１０歳以上、特に１５

歳以上の青年、成人の患者層が増加し、現在で

は、５０％以上を１０歳以上から成人の患背が占める

ようになっておりＨ１、いまや百日咳は学童後期か

ら成人の疾患となっている。これらの患者層では

前述のように臨床像が非特異的であるために、医

療機関受診が遅れ、集団での小流行や、新生児、

ＤＰＴ未接種の乳児への感染源となるなどの問題

が起きている。ＤＰＴ接種者における百日咳は、昨

今流行しているマイコプラズマ感染症との鑑別が

難しく、潜在的な百日咳感染者がいる可能性は否

定できない。実際に、当科でマイコプラズマ肺炎

として入院した児の中に、百日咳凝集素価高値を

示した症例を複数確認しており、外来患者のマイ

コプラズマ感染症軽症例の''１にもかなり多くの百

日咳との混合感染者が存在すると忠われる。マイ

コプラズマ感染症の診'新も離しいことと机まっ

て、確実な診断がなされないまま不十分な治療が
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もうじき冬なのに夏風邪が流行するのは？

山辺町板垣勉

発熱した子どもの診察には咳が出る風邪と出な

い風邪に区別してみるとわかりやすい。咽頭・扁

桃炎を起こしてくるものは咳を伴わず高熱を出し

てくるものが多い。その多くは頭痛や咽頭痛を伴

い、唾を飲み込むとき痛がることもある。溶連菌

感染症はその典型的なものであるが現在はほぼ迅

速診断キットで診断可能なので一般外来で悩むこ

とは少なくなった。この他咽頭痛が非常に強く流

唾を起こすものとしてHibによる喉頭蓋炎や単純

へルペスがある。この他の病原体としては一般に

夏風邪と診断されるエコーウイルス、コクサッ

キーウイルスＡ，Ｂがその多くを占めることにな

る。しかし頁風邪は夏だけに流行するものではな

い。なぜなら夏風邪に類似した症状で初冬までに

もアデノウイルスでもなく､溶連菌でもない頭痛、

咽頭痛、高熱などを訴える子どもがいることも確

かである。

2007年に下痢をした子どもの便から分離された

新しいウイルスSaffoldvirus（SAFＶ）がある。し

かし検出されたそのウイルスはノロウイルスやロ

タウイルスなども同時に検出されることが多く、

初冬に流行しやすいウイルスの可能性が指摘され

た。その後気道からも検川されたという報告が出

ている。

日本では2008年頃より髄膜炎のリコールや上気

道炎の咽頭ぬぐい液からも分離された。山形県内

でも2008年の'１１１１頭ぬぐい液から９検体、2009年に

は54例から検出された。これほど多くのＳＡＷが

検出された報告はなく大きな流行を起こすことの

証明となった。その後UT(内では検出されていない

が今年の９月下旬にＹ小学校での咽頭・扁桃炎の

流行でＳＡＦＶが確認された。

今回夏でもないのに夏風邪が流行するという日

本小児科学会、日本感染症学会で口演した内容を

基に話題を提供する。

このＳＡＦＶは2012年のＨ本小児感染症学会で山

形大学と縁の深い金沢医科大学微生物学教授大原

義朗先生が教育講演を行い、また動物実験で膵

炎、神経合併症、心筋炎などを起こすことが知ら

れていたが京都府の公立南丹病院小児科から２歳

児の急性膵炎を起こした児の便からＳＡＦＶが検出

されたことが初めて報告された。コクサッキーウ

イルスＢ群でもウイルス性膵炎・髄膜炎など神経

合併症、心筋炎なども起きることが知られており

興味は尽きない。

日本小児科学会口演２０１１．８．１３．

ＳＡＦＶはピコルナウイルス科力ルジオウイルス

属に分類される。このウイルスの標準ウイルスで

あるTheilor，smurineencephalomyelitisvirusは

げつし類で脱髄性疾患や多発性硬化症を起こすこ

とが実験で証明されている。ＳＡＦＶは2007年

Jonesらによって発熱児の便から検出され報告さ

れたまだ新しいウイルスである。その後胃腸炎を

起こした児の便から検出された報告が多くなさ

れ、胃腸炎を起こすウイルスと考えられている。

しかしロタウイルス、ノロウイルスなどの混合感

染が多いこと、上気道検体からも検出報告があり

ＳＡＦＶの病原性はまだはっきりしていない。この

他ヒトでの非ポリオ性弛緩性麻痙の報告もなされ

ており、何らかの神経系合併症を起こすことも指

摘されている。今回我々は鼻I1lXl腔吸引液や拭い液

検体から54例のSAFVg-2を遺伝子学的検査法で

検出し、その季節性や臨床症状を検討したので報

告する。

山辺こどもクリニックを2009年７月から2010年

１０月までに気道感染症状で受診した患者さんの許

可を得て採取した1,153の鼻咽腔検体を山形県衛

生研究所で96穴マイクロプレート法で一般ウイル
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ス分離を行ない、さらにSAFＶに対する特異的遺

伝子学的検出法を用いてＳＡＦＶを検出した。この

結果54例からＳＡＦＶが検出され、そのうち混合感

染例18例と川崎病を発病したｌ例を除外した35例

で症状解析を行った。

０
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０
５
０
５
０

４
３
３
２
２
１

１

０

咽頭所見あり

629'１/i，

下痢

2(１０'Ｘ，

■汁

314')/(，

発熱

頻度１()()い、

咳嗽

4()l)'１/,）

図３SAFV200935例の症状

ＳＡＦＶ３５例の症状は全例発熱を有し咽頭にはっ

きり所見を認めたものが22例（629％）を占めた。

下痢を訴えたものが７例（20％）でひどい下痢を

訴えたものはいなかった（図３）。

図１SAFV2009検出率と陽性率

ＳＡＷは2009年８月から検出され始め１０月に

ピークを迎え12月に流行が消息した。この時の

ＳＡＦＶの検出率は９月と１０月に17％であった（図

ｌ）。

２
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６
４
２
０

１
１

図４SAFV200935例の体温

ＳＡＦＶ３５例の最高体温が３９０度以上であった

症例は18例（５１４％）で高い発熱を起こすウィル

ス感染症であることが示唆された（図４）。
１０１１１２１３１４１５１６＞16

4.73±3.35歳

4歳(範囲:7ケ月-16歳）

4.73±3.28歳

4歳(範囲:７ケ月-16歳）

54症例の平均年齢：

54症例の年齢の中央値：

35症例の平均年齢：

35症例の年齢の中央値：

図２SAFV200954例の年齢分布
（重複感染例を含む）

ＳＡＦＶ感染者年齢区分である。４歳にピークを

認め８歳以降は非常に少なかった。１歳から４歳

までが54例中31例（57.4％）を占めた（図２）。

図５SAFV200919例の有熱日数
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１０

有熱曰数

抗菌薬

図６SAFV20097FlIの検査所見

熱型を観察しえた19例ではその多くが２日前後

で解熱していた（図５）。

ｊ人
川
咽
⑩
８
６
４
２
０

く

血液検査を行なった７例では頼粒球増多と高

CRP血症を伴う白血球増多症が多くみられ、抗菌

薬を点滴で投与しても血液検査内容は変化しな

かった。自然に解熱したものと考えられる（図

６）。
咽頭炎扁桃炎ヘルハンギーナ気管支炎胃腸炎

371(yi，３４３'Ｘ，２２８１%，２９[)/６２９９/ｈ

(咽頭所見は佐久間孝久先生のアトラス佐久間による分類）

図７SAFV200935例の診断名(胃腸炎の合併の有無）３５例の臨床診断は扁桃に惨出性変化を伴うもの

を扁桃炎、咽頭や口蓋垂の周辺で隆起性病変や潰

瘍性病変に発赤を伴うものをヘルパンギーナ、呼

吸音でラ音を聴取されたものを気管支炎、咽頭所

見で隆起性・潰瘍性病変を伴わない軽度発赤して

いたものを咽頭炎、下痢を伴い'１lx1頭所見、呼吸音

に異常がないものを胃腸炎とした。その結果扁桃

炎やヘルパンギーナと診断された症例は20例

（571％）と高い割合を占めた（図７)。

いのではといった論文があるが、多くの症例で高

熱を訴えていることから検査しても検出できな

かった可能性があると個人的に考えている。

感染経路は糞口感染以外に通常のエンテロウイ

ルスのような飛沫・接触感染も充分に考慮すべき

であると考える。

児の発症から５日後に母親が同じ症状・咽頭所

見を呈した家族内感染例と考えられるｌ家族例を

経験した。まとめ

山形市近郊で2009年８月から１１月にSAFVg-2

の地域的流行を認めた。

臨床症状のうち咽頭所見がCoxBに非常に類似

していた。ＳＡＦＶは気道感染ウイルスと考えられ

る。中和抗体の年齢別保有率から不顕性感染が多

日本感染症学会東日本研究会

2007年報告されたSafloldvirusの病原性につい

て未だ結論がでていない。我々は2009年に山形市

近郊で大きな流行を示したSaffoldvirusについて
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地域的流行と症状がCoxBvirusに類似しているこ

とについて報告してきた。

今回その報告が正しかったのかどうかを判断す

るために異なる年度に得られたSaffOldvirusの蹄

床所見と2009年の所見を比較するために、2008年

におけるSaffbldvirusを群馬県衛生環境研究所に

依頼して検索した。

2008年１月から12月に山辺こどもクリニックを

気道感染症状で来院し許可を得て採取した1,053

件の鼻咽腔検体を山形u｢L衛生研究所で96穴マイク

ロプレート法などでウイルス検索を行ない、ウイ

ルスが検出されなかった423検体を群馬県衛生環

境研究所において特異的遺伝子学的検出法で検索

を行った。その結果９例のSaffOldvirusが検出さ

れた。

１月から６月までSaffoldvirus3型が６例、８

月から１１月に６型が３例検出された。感染者の年

齢は平均5.4歳と高い年齢層の感染者が多く、同

じ通園・通学施設であったものが３組６例、同じ

クラス内感染と考えられたものが２組４例認めら

れた。

発熱者を診察する時に小児科医は咳の出る風邪

と出ない風邪に分けて病変の部位を想定するが、

感染者が咳や鼻汁を訴えたのは３３３％と低く下痢

を訴えたものはいなかった。

次に臨床診断についての分類を述べる。アトラ

ス佐久間を基準として咽喉の所見によってヘルパ

ンギーナはアンギーナ型で扁桃に惨出物のないも

のと軟口蓋に多発性の隆起性あるいは潰瘍性病変

のあるヘルパンギーナの両者含めての診断とし

た。

扁桃炎は扁桃に惨出物の認められるものとし、

鼻咽頭炎は軽度の咽頭発赤を認めたものとした。

｡Ｔ言訂.『

図８ＳＡＦＶ９例の発熱の特徴と臨床診断

2008年は散発的に３型と６型が数カ月にわたり検

出されたが2009年は８月から11月にかけて地域的

流行を認めた。感染者の年齢は2008年SAFＶ６型

で高かったが３型、２型では差を認めなかった。

平均最高体温と平均有熱期間でも差を認めず、臨

床診断でも差を認めなかった。以上から異なった

遺伝子型でもほぼ同じ臨床症状を起こしているこ

とがわかった（図９）。

本年、臨床とウイルス８月号に掲載された、世

界で報告されたＳＡＦＶの知見は、我々と大きな隔

たりがある。

まず腸管ウイルス感染症である点についてであ

るが、最初の報告が発熱児の便から検出されてい

ることから胃腸炎の便から検出されたと言う報告

が多い。しかし胃腸炎の便から検出されたと言う

ことだけで本当にそういえるのか、混合感染が多

いこともあり疑問が残る。確かに2009年35症例中

７症例20％で軟便などを認めているが胃腸炎を起

こしているという実感はなかった。むしろ咽頭所

見でヘルパンギーナ様所見や扁桃炎所見が多いこ

とから咽頭扁桃炎を引き起こすウイルスと我々は

考えている。

また中和抗体保有率が２歳で約90％陽性である

ことから不顕性感染が多いと言う点では、平均有

熱期間が１４日から２日程度の発熱なら海外では

解熱剤を使用して様子をみることが多いかもしれ

ない。しかし日本のフリーアクセス医療ではまず

高熱がでるような疾患ならば急患あるいは翌Ｈに

かかりつけ医を受診することが多い。したがって

ＳＡＦＶの臨床症状は平均最高体温が３８８度と高

いが、平均有熱期間が１４日と短かった。臨床診

断は扁桃炎が４例４４４％、ヘルパンギーナ３例

３３３％、鼻咽頭炎２例２２２％であった。（図８）

ＳＡＦＶの2008年と2009年例の比較を行った。

■目旧f、壬FfII■■■￣､西汕■■

１

■＝甲田田田■匹罰目､因引田■
3９０

■罰顯玉田
２ 扁桃炎

２ 3８３ １ ヘルバンギーナ

３ 3８８ ２ 扁桃炎

４ 3９２ １ ヘルバンギーナ

５ 3９０ １ 扁桃炎

６ 3８８ １ ヘルバンギーナ

７ 38.8 ２ 鼻咽頭炎

８ 38.8 ２ 鼻咽頭炎

9 38.9 １ 扁桃炎

平均 38.8 1.4 鼻咽頭炎２例22.2％

ヘルパンギーナ３例33.3％

扁桃炎４例444％
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2008＝ 2009

量Ⅲ川ﾖﾋﾟ

扁桃炎

冑腸炎

気管支炎

図92009年のSAFV流行との比較
Itagakietal：PediatriclI1fectiousDiseaseJoｕｒｎａｌ１３０:６８０－６８３，２０１１

同じ通園通学施設、同じクラスでの感染例が３

組６例で確認されており施設内感染が起きること

がわかった。また比較的年齢の高い層にも感染し

ていることが判った。下痢を起こさない感染者か

らの鼻l11K1腔検出例だけであった。

感染経路として糞口感染だけでなく、通常の飛

沫・接触感染も考慮すべきだと考えられた。

この口演内容は日本小児科学会での口演内容が

正しいのかどうかを判断するために追加試験とし

て行われた。

山形県衛生研究所並びに群馬県衛生環境研究所

のご協力に感謝したい。

不顕性感染が多いのではなく検体採取を行なって

いないかあるいは遺伝子学的検査法がなされてい

ないのが原因だと考えられる。

咽頭所見がCoxBvirusに非常に類似しているこ

とは腸袴ウイルスではなく気道感染症であること

を強調したい。

まとめ

１月から６月に３型が、８月から１１月まで６型

が検出された。ロタウイルスやノロウイルスなど

の混合感染が多いことから秋から冬にかけて流行

するという報告があるが、春にも流行が起きるこ

とがわかった。

■■■■■■■■■■■■
HOTＩ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
１８F目二

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

図01019庭目
■■■■■■■■■

遺伝子型 SAFV3(､=6） SAFＶ６(n=3） ＳＡＦＶ２(､=35）

流行時期 1-6月

散発的

８－１１月

散発的

８－１１月

地域的流行を認める

年齢 ４２歳(1-6歳） 80歳(6-11歳） ４７歳（7か月-16歳）

最高体温 388（383-392） 390（376-40.2）

有熱曰数 1４（１ 2） ２（1-3）

臨床診断

鼻0因頭炎 ２（222％） 1３（371％）

ヘルバンギーナ ３（333％） ８（228％）

扁桃炎 ４（444％） 1２（343％）

胃腸炎 １（2.99'6）

気管支炎 １（２９％）
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山形県における2005年から2011年までの
川崎病の実態調査結果～Partl：疫学～

山形大学医学部小児科学講座

高橋辰徳、徳、鈴木

誠、早坂

浩、小田切徹州

情佐藤

はじめに

川崎病は全国調査によると2010年に過去最高の

罹患率を呈し、患者数は年間１万人を超えてい

る！)。一方、冠動脈後遺症はガンマグロブリン

（intravenousimmunoglobulin、以下IVIG）大量

療法の普及によって減少傾向にある１１。

われわれは、2005年から2011年の山形県におけ

る川崎病の実態を調査した。その結果を、Partｌ

疫学、Part2不全型川崎病、Part３治療内容

と冠動脈後遺症にわけてまとめ、今回はPartl

の疫学について報告する。

例)、2007年115例（同28例)、2008年114例（同２３

例)、2009年103例（同26例)、2010年122例（同２７

例)、2011年142例（lT131例）であった。図ｌに、

1977年からの患者数を示す3)~'0)。なお、2004年ま

でのデータは川崎病の診断が確実な症例のみを

扱っており、冠動脈障害がなく主要症状が４つ以

下の不全型は含まれていない。

発症月は、最も多かったのが１月の91例、最も

少なかったのが１０川の41例で、１月を中心とする

冬のピークと、７月を中心とする夏のピークの、

表１

表１実態調査参加病院対象および方法

対象は2005年から2011年までの７年間に山形県

内で発症した川崎病症例で、広義の不全型も含め

た。広義の不全型は、冠動脈障害の有無に拘わら

ず主要症状４つ以下の症例とした２１。なお、本文

中で不全型と表記した場合、広義の不全型を指す

ものとする。

調査方法は、山形県内の小児科の入院設備を有

する病院に調査票を郵送あるいは手渡しし、生年

月日、年齢、性、再発・同胞例の有無、市町村、

初診年月日、初診時病日、診断の確実度（確実／

不全型)、ＩＶＩＧ使用状況、追加治療の使用状況

と、心障害についての記載を依頼した。

米沢市立病院

舟山病院

公立置賜総合病院

山形大学医学部附属病院

山形県立中央病院

山形市立病院済生館

山形県立河北病院

天童市民病院

北村山公立病院

山形県立新庄病院

日本海総合病院

鶴岡市立荘内病院

鶴岡協立病院
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次 ■確実

'１不全型

（広義）結果

表ｌに記した13の病院に調査を依頼した。７年

間の患者数は男454例、女350例の計804例で、そ

のうち広義の不全型が176例（219％）を占め、

男女比は１３：ｌであった。年次患者数は、２００５

年112例（うち不全型27例)、2006年96例（同1４
図１年次別の症例数
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図２月別の症例数 上段:7年間の症例数(人）
下段:0-4歳人口10万人あたりの

１年あたりの発症数

図４地域別の症例数および発生率

図３年齢別、性別の症例数

図５地域別の広義の不今型斥例の害Ｉ合

２つのピークが認められた（図２）。

発症年齢を図３に示す。０歳が217例、1歳が

216例、２歳が136例で、以後年齢が進むにつれて

症例数は減少し、乳児期後半から１歳にかけて

ピークのある分布となった。最年少例は生後ｌか

月、最年長例は１４歳で、中央値は１歳１０か月で

あった。

地域別の患者数は、置賜113例、村山408例、最

上42例、庄内223例で、平成23年時の４歳以下の

人口１０万人に対する１年間の罹患率を計算する

と、それぞれの地方の値は187,261,209,300と

なった（図４）。また、広義の不全型の割合は全

県で２１９％であったが、地域別にみると置賜

１５．９％、村山２３５％、最上２３８％、庄内２１１％で

あった（図５）。

再発例は35例（４４％)、川'11奇病に罹患した同胞

を有するのが23例（2.9％）であった。

ＩＶＩＧ療法は701例（87.2％）に施行され、川'11奇

病の診断が確実な症例のうち591例（９５２％）に、

広義の不全型のうち１０９例（619％）に投与され

た（図６）。ＩＶＩＧの初回投与病日は、第５病日が

250例（35.7％）と最も多く、次いで第４病日の

202例（２８８％)、第６病日の123例（１７．５％）と

続いた。第１０病日を超えて投与された症例も12例

あり、最も遅く投与されたのは第19病日であった

（図７）。ＩＶＩＧの総投与量は、２９/kgが最も多く

561例（８００％）に行われ、次いで４９/kgが82例

（11.7％)、３９/kgが31例（４４％）に投与された

（図８）。

ＩＶＩＧ以外の治療について年次ごとの推移を図

９に示す。ステロイドが34例に、ウリナスタチン

が26例に、インフリキシマブが８例に、シクロス

ポリンＡが４例に使用された。2011年はステロイ

ド使用例がなく、インフリキシマブは2008年以降

毎年２例ずつコンスタントに使用されていた。

図１０に、心臓後遺症発症率を全国と比較したグ

ラフを示す。全国のデータは、第19～21回)||崎病

全国調査（2005年～2010年）から算出した。各用

語の定義は、日本川崎病学会用語委員会草案のⅡ’
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症例数図６１Ｖ|Ｇ投与状況

図９１ＶｌＧ以外の治療

図１０心臓後遺症発症率

考察

川'１１奇病は、主要症状６つのうち５つ以上を満た

した場合、あるいは４つを満たしかつ冠動脈病変

がある場合に確定診断となる。Sonobeらの報告に

よると、冠動脈病変の有無にかかわらず主要症状

を４つ以下しか満たさない症例を広義の不全型と

した場合、広義の不全型症例では主要症状５つ以

上の症例と比べむしろ冠動脈病変の発症率は高

く、必ずしも軽症例とは限らないと結論づけられ

ている２１．また、全国調査においても不全型が調

査対象に入っており、我々も調査対象とした。

山形県内の川lll奇病症例は、確実例のみを見ると

1993年以降緩やかに増加傾向にある（図１）。一

方、山形県内の出生数は年々減少しており、1993

年は年間11.806人だったのが､2010年は８６５１人と

27％減少している''１。そのため、年少児における

川崎病の罹患率は上昇していると考えられる。こ

のような傾向は全国的にも見られるものである

が'１，その原因については未だに明らかになされ

ていない。

一方、川|||奇病全体に占める広義の不全型の割合

は、広義の不全型の調査を開始した2005年以降、

図７１Ｖ|Ｇ初回投与病日

<１

■

『
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『
と
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症例数

図８１Ｖ|Ｇ総投与量別の症例数

崎病の用語に関する規定に従った。山形県では冠

動脈巨大瘤発症率は025％（全国027％)、冠動

脈瘤の発症率は０８７％（全国０８７％）と全国並み

であったが、冠動脈拡大病変は０７５％（６例）で

全国の２０％と比較して低値であった。ｕｌ形県で

は、冠動脈狭窄病変や心筋梗塞をきたした症例は

認められなかった。心臓後遺症を合計すると、全

国では3.31％であったのに対し山形県は187％で

あった。
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毎年全体の約２割を占めており、その割合は一定

していた（図ｌ）。

夏季・冬期に川崎病症例が多いという特徴は、

これまでの調査と同様の傾向であり、川崎病の一

因として何らかの感染症が関与していることを示

唆しているものと考える（図２）。

年齢分布では、０歳から１歳にかけてピークが

あり、ほとんどの症例が４歳以下であった。これ

は山形県におけるこれまでの調査とIil様の傾向で

あり、また全国調査の結果とも一致していた（図

３）’)。

地域別にみると、庄内地方で発症率が高く、置

賜地方で少ないという結果であった（図４）。山

形県では、2002年以降同様の手法により地域別の

発症率を算出しているが、2004年を除くすべての

調査で、すなわち2002年、2003年、そして今''１１の

調査で置賜地方の発症率が最も少ないという結果

であった。一方、置賜地方は不全型症例の割合が

159％と全県の219％と比較して低く（図５）、

2009年から2010年にかけての全国調査における

１８６％と比較しても低値である'１。川|崎病の原因

が未だ未解明な現状において置賜地方で発症率が

低い原因を考察するのは困難なことであるが、一

因として、診断が困難な不全型症例を正確に把握

できていないため発症率が低く見積もられている

ことが考えられる。しかし、2002年、2003年の調

査では不全型を調査対象としていないため、更に

他の要因の関与も考えられる。

IVIGの投与率は、確実症例の941％と比較し、

不全型では619％と低かった（図６)。不全型で

IVIG投与率が低かった要因として、臨床的な重症

感が高くないことや、川崎病に特異的な症状が出

そろわないため診断に苦慮するうちに解熱する症

例があることなどが要因として考えられる。

ＩＶＩＧ投与量は、最近の山形県の調査と|剛様２

９/kgが最も多くみられた。ＩＶＩＧ初回投与は、第４

～６病日に最も多くなされていた。しかし、最も

早い症例は第２病日、最も遅い症例は第19病Ｈで

あり、その幅は非常に広かった。この19病日に初

回IVIG投与を受けた症例は不全型川崎病症例で

あり、ＩＶＩＧ以外の治療を受けずに急性期心障害、

後遺症を起こさずに治癒している。

IVIG以外の治療としては、ステロイド、ウリナ

スタチン、インフリキシマブ、シクロスポリンＡ

の投与が報告された（図９）。インフリキシマブ

は2008年に山形県内で初めて使用されてから毎年

２例ずつ、合計８例に使用された。いずれもIＶＩＧ

２回不応例であったが、冠動脈後遺症を残した症

例は存在しない。

心臓後遺症は、全体でみると山形県（1.87％）

は全国（３３１％）より少ない傾向にあったが、川

崎病後遺症として特に重要と考えられる冠動脈巨

大瘤（山形県025％、全国０２７％）や冠動脈瘤

（|｣｣形087％、全国0.87％）は全国並みの発症率

であった（図１０)。山形県内の症例で冠動脈瘤が

残存した割合は1997年～2001年の５年間で18例

（４６％）７１，２００２年６例（7.4％）８１、2003年ｌ例

（０９％）9)、2004年ｌ例（１３％）１０)と報告され

ており、今回の０８７％という数字を合わせると、

年々減少してきている。今回冠動脈瘤が残存した

症例が少なかった理由として、ＩＶＩＧ不応例に対

する治療の選択肢が広がり、ＩＶＩＧ不応例であって

も冠動脈瘤を遺さず治癒する症例が増えたことが

一因として考えられる。今後も、冠動脈後遺症を

作らないようにより一層の努力が求められる。

最後に、本調査にご協力を賜りました岡田昌彦

（米沢市立病院)、斎藤誠一（舟山病院)、木島一

己、Illl道大、仁科正裕（公立置賜総合病院)、藤

山純一（山形県立中央病院)、清水行敏（山形市

立病院済生館)、前}U勝子、三浦章（山形県立ｉｎｌ

北病院)、森谷直樹（天童市民病院)、鹿子島俊夫

（北村山公立病院)、仁木敬夫、本間友美（山形

県立新庄病院)、出邉さおり（日本海総合病院)、

久保暢大、沼野藤人、林雅子、原田和佳（鶴岡市

立莊内病院)、石lll充（鶴岡協市病院）の諸先生

方に、厚く御礼申し上げます。
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師走 雑記

新庄市須藤俊 亮

少子高齢化問題は今日此の頃の話題ではない

が、昭和30年築、木造モルタル造りのわが医院は

２回の改修を重ねたものの古く、手狭で人口減少

|(t会が到来したとはいうものの将来を見込んで平

成23年、新築にふみきった。

１年間工事中で新医院は平成24年１月１０日開院

したが、その間閉院した医療機関を借川して医療

活動を継続していた。

平成24年９月より駐車場の無散水融雪装置工事

を始め11月末で完了し一連の工事はすべて終了し

た。

設計管理者、建築業者との交渉は殆どすべて息

子が担当し、床暖房、電子カルテシステム、デジ

タルレントゲン、警備装置など導入した。

１２月上旬、医学、医術とは無関係の会合で新庄

市を含む最上地域の人口動態に関する話を聞く機

会があった。

山形県は４つの地域に分けてよく話題にされ、

行政圏、医療圏も置賜、村|｣｣、最上、庄内と区別

されている。この内最上地域が最も人'1密度が少

なく、人口も約１０万人前後で、人口１０万対比とし

ての各種統計上の数値が補正なしにそのままあて

はまる事が多かったが最近は人'１減少が顕著で１０

万人を下回り、平成１７年には９万人台、平成20年

には８万人台となり人口密度はますます小さくな

り患者数にも影響するのではないかと想われる。

１２月１日（士)、新築で医院の引っ越しなどが

あった年という事もあり、かみのやま温泉古窯に

て一泊で従業員の慰労会、忘年会を行った。時節

柄忘年会の始まる時期で翌朝の朝食会場は満員で

あった。

１２月２日（日）、山形大学第４講義室で第93回

日本小児科学会山形地方会が行われ出席した。地

方会に先立って幹事会が行われ12時到着したがす

でに開会されていた。地方会は各種症例が検討さ

れ盛会であった。

１２月４Ｈ（火）、Ｆ１院での診療終了後６時30分

より最上合同庁舎で最上保健所主催の「インフル

エンザ対策研修会」が行われ出席した。未だイン

フルエンザ患者は殆どいない状態だったが対策の

重要性が強調されていた。講師は山形大学医学部

感染制御部部長森兼啓太教授であった。

12116日（木）、午前一般診療、午後1時より

毎月１回の新庄市の３歳児健診に出かけた｡まず、

歯科検診を行い次いで身体計測、健診のlllfjで少子

化の影響で毎年減少傾向にはあるものの中にはあ

ばれる児童もおり中々骨の折れる仕事である。１２

月は27人でいつもよりやや少なめであった。

12月７日（金）、午後震度４弱の地震があり昨

年の３．１１の再来かとびっくりしたが幸い大事に

はいたらなかった。

12月８Ｈ（士)、Ｈ本小児科学会岩手地方会出

席のため盛岡行きを予定していたが地震の翌日と

いう事と、予期せぬ積雪で盛岡行きを中止した。

例年、雪の少ない盛岡でも20cm前後の積雪があっ

たという。

１２月９日（日）、雪の中猟友と共に鴨撃ちに出

かけた。かんじきを履いて川くりに行くも鴨の姿

も見えず、しかも歩きにくく、あげくの果て雪で

車が動かなくなりようやく脱出して早々に切上げ

帰路に蒜いた。勿論猟果は０であった。

１２月１１｢１（火）、毎週火曜日は午後８時迄診療

を行っており息子と交代で夜間診療を行ってい

る。今週はＥ|分が当番で、８時過ぎに帰宅した。

１２月1２１１（水）、臨時休診。毎月１回不定期で

水曜日にｌロ休診を設定している。
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問のとり方がむずかしくⅢ'々大変である。健診セ

ンターでは同時にTFT頸がん検診、乳がん検診も

行っていて朝は大変混雑している。９時15分頃終

了し帰宅してすぐ一般診療に従事した。

１２月2611（水）、午後１時乳幼児健診とＢ・Ｃ.

Ｇ接種で吹雪の中真室川'１１Jに出張した。例年６～

８回の健診事業で４カ月児には健診とＢ・Ｃ．Ｇ

接種を行っているが個別接種と集団接種の併用で

行っている。

少子化傾向はいずこも同じで今回の健診児は１７

人であった。

l21F12711（木）、午後、新庄市福祉事務所|属託

医として生活保護者医療要否意見書診査に立ち

会った。書類審査だけで診療意見書に目を通し捺

印するものであるが、期間が不備だったりするも

のが多くまれに医療機関に返送、再意見を求める

事もある。

１２月2911（士)、毎週土曜日は午後１時までの

診療時間となっているが今日は平成24年の最終診

療日の土曜であった。当院では乳幼児健診、学校

健診、講演会などに出張しても診療時間に帰院す

れば一般診療に従事することにしており大部分の

時間は２人体制で診療していることになり、この

ような体制で1年間を終了した。

１２月３１日（月）、当院は年末年始の休診であっ

たが新庄市休'1夜間診療所の当番医に当たってい

た。当診療所は体１１午前９時から午後５時迄、夜

間午後７時から午後９時30分までの診療時間であ

る。午前８時3()分頃Ｈ１かけ９時前より診察をはじ

め昼･休みをはさんで午後４時30分受付を終了し、

診察も終了した。５９人の受診者があり、いつもの

休日より他県からの受診者が多く年末をうかがわ

せた。ちなみにインフルエンザ患者は１人もいな

かった。

本日を以て師走も終了した。

１２月14日（金）、夕方６時30分より医師会役員

会があり出席した。市内では最近５年間で５医療

機関が休院ないし廃院し、川産を取り扱うのは県

立新庄病院だけという状況になってしまった。

１２月１８日（火）、毎週火曜日の夜間診療は息子

の当番であったので予定通り６時30分より校医を

担当している新庄小学校学校保健委員会に出席し

た。当校では毎年２回学校保健委員会が１W催され

ていて委員長として意見を述べるのが恒例となっ

ている。今回はインフルエンザとノロウイルス疾

患について話題提供を申し込まれていた。終わっ

て帰路に着いたのは８時過ぎであった。

１２月19日（水）、一般診療後、午後６時15分か

ら新庄市介護保険委員会があり出席した。ｌグ

ループ５人の委員で構成され前もって渡された資

料を見て申請に対し非該当を含め支援ｌから介護

５迄８段階について多数決で決定する委員会であ

る。多い時は50件前後ぐらいあり中々骨の折れる

仕事ではあるが３年に１度の講習会を受けながら

続けている。終了後、資料は個人情報保護の立場

から福祉事務所に置いたままにしておく事が義務

付けられている。

１２月20日（木）、一般診療を途中で切り上げて

午後５時から開催された金山高校衛生委員会、学

校保健委員会に出席した。学校衛生委員会は生徒

代表、学校保健委員会は父兄代表が参加となって

いる。又高校の場合産業医も兼ねているので産業

保健の立場からの意見も述べた。学校薬剤師から

の「脱法ドラッグ」についての話があり特に興味

深かった。

１２月25日（火）、連休明けの朝、午前８時１０分、

やまがた健康推進機構最上健診センターの内科健

診に出かけた。毎月ｌ～２回出張し約40～50人健

診受診者の内科健診を行っているが一般健診とは

ちがって唯聴診し所見を記入するだけではあるが
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追詞３鈴木一以先生尽きせぬ思い出

山形市勝島矩子

思い出の方を偲ぶ時、いつもハプニングが起こ

る。

2009年のある日、弘前大学産婦人科名誉教授品

川信良先生からお手紙が届いた。東北大学医学部

の艮陵同窓会誌７巻に、「医師として歩んできた」

の一文を投稿したとき、鈴木一以先生について触

れた所に、品川先生がＨをとめられて、「東北大

学医学部で鈴木君と同級生だったが、卒業以来

会ったことがなく懐かしい､その後の消息を教え

て欲しい」との御要望だった。品川先生には本会

会員にもお教えを受けた方がいらっしゃると思

う。

幾たびか鈴木先生の思い出を中心に文通があ

り､沢山の著作を頂いた。昨年旧制I｣｣形高校の同

窓会があって、同級生の斎藤勝哉先生と出席なさ

り、ついでに拙宅に立ち寄って下さった。９２歳、

長身で姿勢正しく霞礫として笑顔で楽しくお話し

て下さった。「鈴木君は昔とちっとも変わらない、

若々しいなあ」と写真をご覧になっての感想だっ

た。学生時代は丸坊主で福島で軍事教練を受け、

終戦を迎えられたとのこと。

心のあるコメディカルスタッフと接して、この病

院なら良い診療が出来ると確信した。診断力に優

れた鈴木先生、私もお願いして外来をさせて頂い

た。前任の先生は、点滴をなさることが稀で、ブ

ドウ糖静注か、せいぜい200Ｍの点滴量であり、抗

堆剤は解熱剤と共に筋注という処方が多かった。

私は鈴木先生に、点滴を必要量に増やすこと、抗

生剤は重症は点滴で、それ以外は内服を選び、解

熱剤は座薬か内服にすることをお願いした。彼は

暫く私の治療を見ていらしたが、まもなく、「注

射しなくても本当に治るのですね」と言われ、治

療方針を転換なさった。この時私は鈴木先生を深

く尊敬し、恩義を感じたのである。

若い未熟な医師を批判、いたたまれなくする上

司が如何に多かったことか。若輩を立てる度量あ

る先生を徳とし続けた。

私達は二人で病気と取り組んでいたが、仕事の

後お話しも楽しんだ。私が映画「ゴッドファー

ザ_」を観てそれはそれは恐いんですからとお話

ししたら、すぐ後に私も観てきましたよと゜また

「坂の上の雲」の初版本を買って、次々に全六巻

を読み、とても面白いとお話ししたら、ご自分も

読みたいとのこと、お貸ししたら、読後お菓子を

頂いた覚えがある。歌がお好きで、「私の城下町」

など口ずさんでいらした。「格子戸をくぐり抜け、

みあげる夕焼けの空に…」諸兄姉はご存じかし

ら？

秋から矢崎棗先生がいらして、三人体制とな

り、私は三人目の子どもが生まれるので、お二人

の先生に大層ご迷惑をかけた。

学生結婚なさった最愛の奥様がその頃発病なさ

り、済生館では根治出来なかったので、是非東北

大学で治療して頂くように強くお勤めした。進行

が速やかで、先生が力を尽くして看護され､帰途

お好きな食べ物をこだわって求めていらしたのを

鈴木一以先生は忘れることのない人生の師であ

る。

私は1970年（昭和45年)、18年学んだ仙台を離

れ、山形市立病院済生館に赴任した。館長、事務

局長に御挨拶したとき、「鈴木先生と仲良く仕事

をして下さい」と含蓄あることばをかけられた。

上司が大先輩の鈴木先生で、高名な禅学者・哲学

者･鈴木大拙師の甥御さんに当たられると伺った。

大学で代謝異常症、難治性疾患を多く診て臨床経

験の乏しい私を暖かく迎えて下さい穏やかなお

話しぶりは大人（たいじん）の風格が感じられた。

難治性のネフローゼ、自閉症、急性白血病など

十数名が入院して居る病棟を回診し、熱心で探求
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な気持ちを抱えて居た。あのように寛大で学識が

あり、人格優れた上司がいらしたからこそ、自分

は心おきなく自由に仕事が出来たと思っていたか

ら。今後は大きな責任を負わなければと、自ずと

診療も慎重になった。常勤の医師が是非欲しかっ

た。坂本先生が幸運なことに、済生館に勤めたい

と希望して下さった。以後代々のすぐれた研修医

と共に働き、臨床研究ができるようになった。こ

の時は山形大学医学部が創設され、山形県の医療

が充実してきた記念の年でもあった。

鈴木先生は1979年（昭和54年）に設立された山

形県小児科医会の初代会長に就任され、1994年ま

での長きに亘り一同をお世話下さった。他県の小

児科医会との集まりには山形の顔として必ず出席

され、東北地区小児科医会連合会が、山形uTLにま

わってくると、皆と共にご活躍なさった。近先

生、今立先生、寺嶋先生が副会長として支えて下

さった。

温厚な先生が色をなして｣債'慨なさったことを－

度だけ経験した。日下部先生が以前書かれたこと

がある。長い間、私が山形に来るずっと前から真

蟄に務めていらした社会保険の審査員を、一言の

挨拶断りなく、依頼されなかったとのことだっ

た。たとえ規則になくとも極めて非礼なことであ

る。

公務のみでなく、奥様と旅行を存分に楽しま

れ、外国へも数知れずお出かけだった。

1991年私は開業したがい先生はある朝強い胸痛

を訴えられ、御電話があり、どうすればいいかと

のお尋ねだった。すぐ済生館の循環器専門医を御

紹介した。心筋梗塞で県立中央病院に転送、治療

を受けられ、お見舞いに伺ったらお元気で、回復

が早くほっとした。退院されてわざわざ拙院まで

御挨拶にいらして下さり、恐縮した。

集まり以外御無沙汰していたが、楽しい旅行か

ら思い立たれたのか、家の改築をなさった。ホテ

ルのように｛'１でも揃って、食事から入浴洗面、テ

レビなど一室で出来る部屋が欲しいとご希望だっ

たとのこと。それは叶えられて、お料理も得意な

京子奥様のもと、快適なご生活だったろう。

知っていた。それなのに、まもなくはかなくなら

れた。どんなにお悲しみだったことか。奥様の無

念はもちろん、三人のお子様を遺された先生は、

末のお嬢様がまだ中学生で、御苦労が大きかった

ろう。

ある夕方、回診して小さな小児科の部屋に戻っ

たとき、真っ暗な中、電灯もつけないで、じっと

机に座っていらした姿を見て、これではいけな

い、先生が参ってしまうと憂慮に耐えなかった。

まもなく良縁を得られ、先生は非常に喜ばれ、

すぐ御結婚が決まった｡｢奥さんになるために生ま

れてきたような人」と教えて下さった。岡田泰衛

館長のお仲人で、不肖私が司会を務めた。南部牛

追い歌をお仲人が朗々と歌われた。平穏な日常が

戻られて安堵した。

私事であるが、次男が生まれて長男を三年保育

の幼稚園に入れたところ、毎朝幼稚園に着く度い

やだと泣くのだった。担任の先生がよい方でがっ

しり抱き留めて下さり、不燗であったが病院に急

いだ。鈴木先生にちらっとお話ししたら、「だっ

てまだ三つでしよ」とおっしゃった。その一語で

私は冷静になれた。おっしゃる通りではないか。

有り難いアドバイスだった。

済生館小児科は遠藤廣子先生、坂本美千代先生

と大学から毎年研修に来て下さるようになり、以

後途切れず多くの若い方々と､楽しく臨床や勉学

に励んだ。医師は４人となり、充実した臨床がで

き、患者さんも多かった。矢lll奇先生は四人[|の

お子さんが生まれ、勤務医を一旦離れて72年、開

業なさった。また戻って来ますと約され、それは

守られた。

1973年鈴木先生は開業の意志を固められ、大野

目にきれいな診療所と自宅・庭園を造られて、秋

にオープンなさった。済生館の医師一同、長いご

勤務を慰労し、賑やかな送別会だった。また私が

司会を務めた。

有能な奥様が全面的にバックアップなさった。

すぐにご盛業で、沢山の患者さんを御紹介下さっ

た。

当時先生とのお別れを’惜しみながら、私は不安
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たゆまず診療を続けていらしたが、その日のお

仕事が終わり、ゆっくり入浴なさった時に、急逝

されたのだった。人も羨む生涯であり、誰しもか

くありたいと願うのではなかろうか。享年七十八

歳。お若かつた。ご命日は平成１４年２月28日で、

杖で歩けた当時の私はお別れに伺えた。

鈴木大拙師は石川県の出身で、鈴木家の墓所も

金澤にあり、お詣りにいらしたことを覚えて居

る。今、金澤にお眠りなのだろうか。

鈴木一以先生、有り難うございました。

感染症発生動向調査の対象疾患は見直すべきである

山形市秋場伴晴

私の診療所は感染症発生動向調査の小児科とイ

ンフルエンザの定点になっており、毎週、保健所

に患者数を報告している。報告を要する感染症

は、ＲＳウイルス感染症、咽頭結膜熱、Ａ群溶血

性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足

口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、ヘル

パンギーナ、流行性耳下腺炎、それにインフルエ

ンザである。この役割を担うようになってから感

染症の動向に対する関心がより強くなり、毎週水

曜日には山形県衛生研究所のホームページを開

き、前の週の調査結果を確認して日常診療に役立

てているが、このなかのいくつかの疾患に関して

思うところがあるので、記してみたい。

ＲＳウイルス感染症は、2012年は例年になく多

くの患者数が報告されていて、マスコミでも大騒

ぎである。私の診療所でも確かに例年よりも患者

数は多いような感じはするが、報告数に表れてい

るほどではないと思っている。本当に患者が増加

しているかはともかく、報告数が増えている理由

として、ＲＳウイルスの迅速診断キットの普及が

挙げられるのではないだろうか。以前は、ＲＳウ

イルス感染症の報告はほとんどが検査の保険適用

が認められていた入院施設を有する病院からのも

のであり、あまり実情を反映していなかったと思

われる。2011年１０月に、入院患者に加え、乳児お

よびパリビズマブ製剤の適用となる患者に対して

も迅速診断キットが保険適用になった。それ以

来、積極的に検査を行っている小児科医もいるよ

うであるが、私はこのキットはあまり使用してい

ない。その理由は、ＲＳウイルスに対する特効薬

は存在せず、検査の結果が治療に何ら影響を与え

ないからである。私は症状や肺野の聴診所見から

急性細気管支炎と診断している。したがって、発

生動向調査の報告数はほとんどゼロである。私と

同じような考えで診療に従事している方は他にも

いると思われ、現在の報告患者数は実情を反映し

たものとは考え難い。そこで、発生動向調査では

ＲＳウイルス感染症ではなく急性細気管支炎とし

て報告を求めた方が、実情に近い疫学データが得

られるのではないだろうか。急性細気管支炎に占

めるＲＳウイルス感染症の割合は報告者によって

異なるが、約80％というデータもあり、そこから

ＲＳウイルス感染症の患者数を類推すればよいの

である。そうなると、現在把握されている数より

も実際には遥かに多くのＲＳウイルス感染症患者

が存在することが明らかになるであろう。

一方、胃腸炎に関しては感染性胃腸炎として報

告することになっている。ＲＳウイルス感染症の

ことを考えると、一応検査キットが使用できる現

状において、何故、ロタウイルス胃腸炎やアデノ

ウイルス胃腸炎という原因ウイルスによる診断名

での報告を求めていないのかという疑問が湧く。

しかし、私は、感染性胃腸炎のままでよいと思

う。検査で原因ウイルスが判明しても治療薬があ

る訳ではなく、ほとんどの小児科医は検査は行っ

ていないと考えられる。もし、感染,性胃腸炎を原

因ウイルス別に患者数の報告を求めたら、その数

は激減するであろう。
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次は咽頭結膜熱である。これはアデノウイルス

感染による病型の一つであるが、報告患者数をア

デノウイルス感染症にしないで咽頭結膜熱に限定

しているのには何か理由があるのだろうか。咽頭

結膜熱は、以前はプールの水や患者の飛沫によっ

て感染し、主に夏季に流行していた。このような

状況にあれば、患者数の動向はとりわけ学校関係

者にとっては有益なものであろう。しかし、現在

は衛生管理が徹底されていて、プールの水を介し

ての咽頭結膜熱は極めて稀になっている。今日の

ようにアデノウイルス感染症の迅速診断キットが

普及する以前は、臨床的に診断が比較的容易な咽

頭結膜熱をアデノウイルス感染症の代表的なもの

として報告を求めたのかもしれない。しかし、臨

床家にとって必要なのは、咽頭結膜熱よりもアデ

ノウイルス感染症全体の発生動向である。私は迅

速診断キットでアデノウイルス感染が証明されて

も、結膜炎のない症例は報告していない。咽頭結

膜熱がアデノウイルス感染症全体に占める割合は

約１０％というデータがあり、咽頭結膜熱の報告数

の１０倍のアデノウイルス感染症の患者がいると考

えればよい訳であるが、迅速診断キットでの診断

が一般的になっている現状において、アデノウイ

ルス感染症として患者数を報告するのがよいので

はないかと忠われる。

感染症に関しては近年、病因や病態の解明、さ

らにはとりわけ迅速診Ｉ析法の進歩により、診療実

態が大きく変化しているものもある。感染症発生

動向調査の対象疾患も、これらの実情に即して－

部を見直す時期にきているのではないかと思う。

発達障害一このごろ思うこと－

二本松会上山病院石井玲子

の先生や幼稚園の先生が見つけようとはしない。

いや、その前に見つかるし、医師が診断してい

る。ではこの“(軽度）発達障害”はどうだろう。

教育の場で気がつかれ医療機関の受診がどんどん

勧められている。国もそれを期待して支援のシス

テムを作っている。レッテル貼りにもやり過ぎに

も思われる方もいるだろう。行き過ぎる部分も、

診断ありきで解決にはたどり着けていない場合も

ある。今は大人になっている様々な発達の問題を

抱えた人々を見るにつけ、小さい頃からの介入、

それも、診断や型通りの療育だけではない、先を

見越した介入、支援がどれだけ必要か感じる毎日

である。どんなことが困っているのかと言うと、

あと少しの生きる力が不足している点なのであ

る。障害の種別や知的レベルは様々であるが、問

題点は共通していると思う。幼い時に診断されて

いても、成人で初めて診断されても、学校に12年

間通っていても、大学を出ていても、訓練したこ

とや学んだことは前後がつながらず、生活の場に

(1)このごろ特に思うこと

ｌ５，６年前位だったろうか、当時一緒に働いて

いた本間先生と首を傾げていた。この次々増えて

ゆく肢体不自由児以外の障害の子どもの割合はど

ういうことなのだろう。色々な資料も調べた。秋

田の施設にも行ってみた。割合は同じ位であっ

た。これをなんとかしないといけない、そう思う

だけで先に進めず。さらに私は途中で小児科を辞

めた。その後発達障害、軽度発達障害、色々な名

称になり、支援教育などシステムができ、療育セ

ンターを先頭に県の多くの施設で、診断、受け入

れ、対応が充実するようになっている。私が、「な

ぜだろう？」なんてのんびりと考えていた頃と比

べれば格段の差である。

しかし、発達障害がブーム、と言う言い方はい

けないかもしれないが、そんな印象を持つ方もい

らっしゃるのではないだろうか。肢体不自巾児へ

の支援で、「早期発見・早期療育」がうたわれて

いた頃とは少し様子が違う。肢体不自由児を学校
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生かされていないのである。あと少しなのに、こ

れが結構大きい。

確かに、障害の人に判りやすく、生活しやすく

してあげる工夫も大事だろう。周りが理解し、合

わせて行ってあげることも。目に見えるように、

視覚情報に訴えるように準備したり教えたりする

ことなども。でも作ってもらった環境から外に出

るには応用する力が必要。学校に行くということ

は学習の前に、時間の管理、持ち物準備、身だし

なみ、課題をこなす、人との交わり、自分の行動

の管理など、続けなければならない大切なことが

沢山ある。そこの所を周りがやってしまって、机

に向う様子だけを満足してみていては学校に行っ

ていることにはならない。そしてその先の就労な

んてほど遠くなってしまう。生活の基本、時間や

お金の管理Ｔ働くこと、休むこと、余暇の時間…

教えなくても自分で応用できるようになるにはか

なりの知的高さが求められる。例えば高機能自閉

症の診断では、知的遅れがない、ＩＱ７５以上、と言

うが、これでも足りない。ＩＱはloo以上あっても

厳しい。

そして昨今、本人への障害の告知が増えている

が、病名と簡単な特性を教えるだけで終わってい

たようなケースも沢山いる。本当はきちんと伝え

られていたのかもしれない。当人たちは「アスペ

ルガー障害です」とは言えるが、その特性も、自

身の特性も言えず、端から見れば、「アスペルガー

なのだから配慮してください」と言っているよう

にしかみえないこともある。

大人になって初めて受診する人も増えている．

自ら悩む人、問題を起こして渋々連れてこられる

人。その人たちに、あなたは「…という発達の問

題がありますから」といっても、「ああ、やっと

自分がなんで苦労していたかが判り、安心しまし

た」などと言う人は皆無である。「…だからどう

すりやあいいの？」「いえ、私はその障害ではな

いと思います」という反応がとても多い。

診断、告知はスタートでしかない。私たちが求

められることは明日からの生活に何を工夫して、

その工夫を発達の特性をもとにどうやってゆけば

よいかを一緒に考えてほしいと言うことなのであ

る。アドバイスをし、それが日々の生活に生かせ

る様支援し続けることなのであろう。できること

ならば、問題が減っても少しの間は受診して欲し

いと思っている（外来はパンクしてしまいます

が)。

では問題を持つ子達をいかに早い時期から拾い

上げてゆくか。特に軽い問題を持つ子ども達は幼

い頃から医療につながることは少なく、そのまま

就学してゆくのである。だからこそ、多くの子ど

もを見ている教育の場の力が必要なのである。

やっと話が最初の所にたどり着いたのだが、一見

レッテル貼りやブームにみえる教育の場を巻き込

んでの発達障害の支援は、決してブームではな

い。医療の場だけでも、教育の場だけでも、もち

ろん家庭だけでも、支援は足りない。一緒に支援

を早くから考えてゆかないと、独り立ちできない

大人を１１tに送り出してしまう。異種の職種が一緒

に働くのはなかなか大変である。見たところ何処

も悪くみえない人が病院に来るのも抵抗があろ

う。何が良いやり方か一つではないだろうし、こ

れからも色々変わってゆくと思われるが、私たち

は大切な支援を始めているのである。

(2)このごろ少し思うこと

さて、話は変わるが、昔々とある研究会で「診

断が年を追うごとにどうしてか変わってゆく｣、

と発表した。すると、質問に立たれた偉い精神科

のＡ先生はその場で診断基準を侮辱するのかと私

のことを怒った。鈍な私は、相手の怒りを買って

いるとも判らず、繰り返し経過を伝え、診断基準

に当てはめると間違いなく変わる、と繰り返して

言い続けた。間に偉い別の先生が入ってくださっ

てその場を取りなしてくださった。ところがその

日の特別講演に「診断がこんなにぶれるのはなぜ

か、年齢とともに変わる事がある｣、という内容

が含まれていたのだった。驚いた。そして、神様

助けてくださってありがとう、と少し思った（ざ

まあみろとは思わなかった/?）（そのＡ先生、今度

は怒らず、講演終了後にリュックサックを引っ掴
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が違う、いつもそれを感じる。それが今も私の診

断するときの中心になっている。これはもしかす

ると間違っているのかもしれないけれどそう感じ

る。根本が違うのだ。どれだけ成長しようと根底

の「異質」は消えない。それがあるからこそ自閉

症なのであるから。数を診るうちに、安易に診断

しそうになる事がある。そんなときはいつも、自

閉症は異質だ、に戻ろうと軌道修正する。決して

一度の診察で決めないように、丁寧に診ようと思

う。大人のケースは幼少期の情報が不確かで診断

が疑いで終わることもある。それでも困りには対

応はできる。

ああ、あと何人の患者さんを診られるのか

なあ。そんな風に思う日もあるようになって来

た。通っている人に、「もっと頑張ってくれない

と、こっちが先にくたばる／」なんて言うことも

ある。

み講師のもとに走って行ったのを私は鮮明に覚え

ている)。今なら、私はこんな発表はしないだろ

う。診断基準ありきの診察で手一杯だったのだ。

ただ、私は診断基準が間違っていると言いたかっ

たのではなく、やはり子どもは発達し、軽度の障

害の場合途中で機能を獲得してゆくので、３歳前

に診たときと、小学校入学した頃では、こんなに

も、みえる物が違うと言いたかった。

その後IＣＤもＤＳＭも改訂されている。知能テス

トも次の世代の物に変わって来ている。バッテ

リーを組むテストやチェックリストなども次々と

出ている。多くは発達に偏りのある部分が判りや

すくなる点に重きが置かれているようだ。しかし

診断基準や様々なテストは、障害の子どもや人を

診るための補助であり、同じ診断でも－人ひとり

障害は違う。またそれぞれの医師に自分の診断の

スケールの様な物があるだろう。例えば自閉症の

人への私のスケールは「異質｣。こんな言い方は

いけないけれど、自閉症、自閉症スペクトル、彼

等の考え方、表現の仕方は異質、多くの人とは質

みんなが豊かな生活を送れるようになると良い

なあ、そんな風に思って一生懸命お仕事しています。

発達障がいと小児科開業医

山形市本間彰

今回療育施設の紹介を掲載してみた。発達障が

いの子への案内先として参考にして頂きたい。そ

れをきっかけに考えたことを述べてみたい。

いつも質問を受ける。気になる子がいて、療育

施設に紹介しようとしても予約がとれずずいぶん

先になってしまう、どうしたら良いか？いつも

答えに窮するのだが、本音を言うと、その先生ご

本人がつかず離れず見ていけば大丈夫と思ってい

る。多くの子どもを見た小児科医の目は、いくら

発達障がいは分からないとおっしゃっても、他科

の医師とは全く違うと信じている。

障がいのある児童は、まず療育施設で診断がつ

き、療育施設や地域の保育園・幼稚園に通い、そ

の後その子に応じた教育を受けていく。もしそう

考えられているとしたら、事はそれほど単純では

ない。ごく一部の方にすぎない。駆け出しの頃、

まずは診断ありきだと思っていたが、ある講習会

で目から鱗の考えを聞いた。専門家が見て異常で

あっても、本人と家族が問題なく社会生活を送っ

ているならば、積極的に診断をする必要はない、

という事である。診療中このフレーズを思い出し

ながらブレーキをかけている。それほどに多いか

らだ。ここしばらくの外来患者を振り返ってみ

た。毎日発達障がいの子がいる。受診者30人に満

たない時でも必ずいる。もちろん家族にその自覚

がない方も多い。私が障がい児施設にいたという

バイアスはもうないと思う。退職後１０年も経って

いるし、前職を知らず近所から来院する方がほと
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んどだからだ。頻度は多いと思われるだろうか？

しかし、2002年の文科．省の調査では、通常学級

に在籍し、特別な教育的支援を必要とする生徒の

割合は６３％である｡こののち埼玉県で厳格に再調

査した際には、１０４％となった。外来患者が１０人

いれば必ず混じっていると考えた方が妥当であろ

う。

次のようなお子さんをみた経験はどなたにもあ

ると思う。医院の駐車場に入った時から極度に泣

きわめき、どんなあやしにも応じないが、診察が

終わって帰ろうとするとピタッと泣き止む子ど

も。あるいは、時計やタイマーなど特定のものに

興味を抱き、他人が診察中だろうがお構いなしに

横切って目的の場所に行く子ども。度を超えて

「注射しない？」と聞き、どのように説明しても

聞き続ける子ども。これらは高い確率で発達障が

いかもしれない。１０％は超えるという実感があ

る。障がいが軽度であればあるほど気付かれず、

問題が後々出てくる場合が多い。これらを軽度発

達障がいというのかもしれないし、国が本腰をあ

げて、対策をとりはじめた感がある。秋山千枝子

氏はこのようなサインを、「そだてにくさ」と表

現した。しかし実はこの「そだてにくさ」も親に

は自覚がない場合が多い。少子化のために比べる

ものを持たず、当たり前と思っている方の何と多

いことか。秋山氏は、「障がいの有無を判断でき

ない時期に、身近なクリニックで気付いてもらえ

る。その後子育て機関が連携し、地域全体で対応

する｡」という理想をのべている。障がいのある

子と家族に寄り添い、時にやんわり軌道修正して

あげるのも小児科医の役割なのではないかと最近

思う。

小児精神関連の講演で、オフレコの話しとして

印象に残っているものがある（オフレコを印字し

て良いのかとも思うが、ここだけの話にして頂き

たい)。『現代の１人|悪犯罪の大半に、発達障害が関

係しているとみてよい｡』当初はショックだった

が、どうもそのようである。最近では、アメリカ

の小学校での銃乱射事件の犯人がアスペルガー症

候群というもの。また、日本では昨年実姉を刺殺

した男性の殺人事件である。前者は、事件後事実

が公表された。が、それと同時に報道数は減って

いった。後者は、事件後に陣がいが判明し、検察

官の求刑（懲役１６年）を超える懲役20年の判決が

言い渡された。史上最悪の裁判員裁判判決と言わ

れている。男性被告（42）は小学５年頃から不登

校となり、自宅に引きこもっていた。姉（当時46）

から自立を求められたのを「報復」と受け止め、

殺害を計画。大阪市の自宅で、腹や腕を包丁で何

度も刺して殺害した。被告は逮捕後に、アスペル

ガー症候群と診断されている。判決では、『被告

人にアスペルガー症候群という精神障害が認めら

れることが影響している」としながら、『いかに

精神障害の影響があるとはいえ、十分な反省のな

いまま被告人が社会に復帰すれば…被告人が本件

と同様の犯行に及ぶことが心配される」こと及び

「社会内で被告人のアスペルガー症候群という精

神障害に対応できる受けⅢが何ら用意されていな

いし、その見込みもない』ことを理由として、『被

告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収

容することで内省を深めさせる1必要があり、そう

することが、社会秩序の維持にも資する」とし

て、有期懲役刑の上限にあたる量刑を行った。要

するに臭いものに蓋をしたのである。一般大衆の

代弁ともいえる、裁判員裁判の判決にとても悲し

く思った。

これには、あらゆる方面から批判が続出し、日

弁連までも異例の抗議を発表した。犯した罪のみ

を裁くのではなく社会防衛のために量刑を重くし

たこと、発達障がいに対する治療矯正プログラム

は、一般社会よりも刑事施設内の方が不十分であ

り、長期収容によって発達|庫がいが改善されるこ

とは期待できないこと、などからである。

凶悪犯罪に発達障がいが関わっていることが多

いとしても、その逆は真ではない。児童精神科医

の佐々木止美氏は、こう述べている。『発達障害

は、障害の特性を理解されずに傷つき、被害意識

や攻撃性が高まることはあるが、犯罪や反社会的

行為に直結するものではない。本来は、ルールを

守るまじめな人が多い｣。また、私には一つの救
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いとして、忘れられないオフレコの話がある。「現

在の所、専門家が関わった例で凶悪犯罪に走った

ケースはない』。注意深く見ると、彼ら受刑者に

共通するのは、社会との隔絶であり、サポートす

るものの欠落であるようだ。個々の事件を見るた

びにそう思う。

刑務所内で、新規受刑者の４分の1が知的|章が

い者ということをご存じだろうか？彼らは捜査

機関に供述を誘導されやすく、法曹界の無理解も

ありⅥ公平な裁判がなされていない。しかも調査

前まで、診断が付いていない人がほとんどであ

る。人数にして毎年7,000～8,000人いるにも関わ

らず、療育手帳を持っている人は200人ほどであ

る。福祉のサポートが全く生きていない。また、

発達障がいの方が、不審者として相当数通報され

ていることもご存じだろうか？障がいの有無に

かかわらず罪は罪だが、地域の無理解、サポート

のなさも大きな問題かもしれない。小児科医は子

どもをみる専門家として、発達障がいに無関係で

はありえない。受診者の10％を占めているのだか

ら。むしろ中心的存在になっていくことが求めら

れるのではないだろうか？

オクラホマ大学発達小児科Wolraich教授は、発

達障がいをもつ子どもと家族をサポートしていく

には、点（－つの医療機関）ではなく、面（地域

の複数の機関＝教育・福祉・行政など）でないと

対応できない、と述べている。このネットワーク

をメディカルホームといい、プライマリーケア医

が中心的存在になる。患者や家族にとって、気軽

に相談でき、自分を受け止めてもらえる、大切に

してくれる場所、必要に応じて、適切な専門家に

も紹介してもらえる場所である。Ｈ本の小児科開

業医のこれからを示唆しているように思える。障

がい児が生きていくのは遠くの施設ではなく、家

の近くの地域である。通い慣れた小児科の先生を

どれほど頼りにしているか、分かって頂きたい。

私は、遠くから受診の希望がある方をお断りし

ている。時間的にも能力的にも対応が難しく、わ

ざわざお越し頂くほどの成果は与えられないから

だ。この考え自体も反省の余地があるといつも悩

みつづけている。今は少なくともかかりつけの方

で、障がいのある方には向き合おうと思ってい

る。難しいことではない。患者や家族が発する

折々のサインに反応するだけの事だから。発表会

に参加できた、泳ぎを覚えた、卒業した、泣かず

に注射出来た、そんな成長の過程を家族とスタッ

フ一同喜び合う。彼らの発する悩みに、どんなに

忙しくても３分ほど向き合う。残念ながら答えが

出ないことの方が多いが、それで良いと思う。話

しを聞いてもらえたという感覚が明Ｈからの活力

になる。これぐらい、小児科医なら、だれでもし

ていることではないか？だから、小児科医を頼

るのだ。しかし私は度を超して軌道から外れた時

は指摘する。片付けなさい、自分でシャツを直し

なさい、君のために話しているんだから静かにし

なさい、もう抱っこは止めようよ、どうやって謝

るんだつけ？などと。療育施設受診は一つの

きっかけでしかなく、場合によっては省略してよ

いかもしれない。その子の人生に重要なのは、身

近にある安心出来る場所と、軌道から外れていく

ことを見逃さない目だけだと思うから。それがで

きるのは、小児科医に他ならないと思っているか

らである。

※文中の裁判は、平成25年２月控訴審で求刑を２

年下回る懲役14年が言い渡された。
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ロタウイルスワクチンの投与法について

山形市本間彰

ずかに傾けて抱いてもらう。医師の左手で子ども

の顎を支え、右手でワクチンを垂らす。垂らした

と同時にチューブを抜きつつ顎を押し上げ口唇を

閉鎖し、嚥下を待つ。これで楽に嚥下できるよう

である。子どもによっては結構な力を要し、たま

には顎の他に頭も押さえる必要がある。利点は沢

山ある。ワクチン投与は２回分割程度で完了する

ようになった。口からのあふれ出しが激減し、周

囲を汚す事はなくなった。ただ、ワクチンを垂ら

した後持参したおしゃぶりを|吸わせたらうまく飲

めると思いついて試したのだが、これはおしゃぶ

りがべとついて不評だった。

今回の事で考えたことが二つある。一つは、も

しディスポーザブルの乳首の中にワクチンを詰め

られたら、きっと上手にワクチンを飲めるだろう

ということ。もう一つは、ワクチンの糖度であ

る。甘ければ子どもは飲むと言う考えは薬一般に

目立つが、この場合はどうなのだろう？かなり

多くの子どもが飲まされた時にびっくりし、不快

そうに見える。おそらく経験したことのない濃厚

な味なのだろう。反応してでるよだれも多く、逆

に嚥下を困難にしているように感じる。誤嚥した

時に浸透圧も気にかかる。この糖度でなければい

けないのだろうか？改良の機会があるなら考え

てほしい。

ささやかな思いつきではあるが、よろしけれ

ば、お試し頂きたい。

昨年ロタウイルスワクチンが二種類登場した。

高価だが、予想外に希望者は多く、若い両親を見

直してもいる。乳児期早々に､ロタリックスはＬ５

ｃｃを２回、ロタテックは２ccを３回投与するわけ

だが、意外と苦労した。うまく飲み込めず口から

あふれ出したり、むせかえって吐いたりと大変

だった。のどの奥に垂らす、舌の側方に垂らす、

母親が嚥下をしてみせるなどコツはいろいろと発

表されたが、やはり難儀していた。そんな折、昔

受講し実習までした摂食嚥下リハビリテーション

（摂食リハ）の話を思い出し、応用してみたとこ

ろ、大変楽になったので報告したい。

もともと摂食リハは、心身障がい児や成人の中

途障がい者に対して生まれたものだが、その主な

考え方はヒトが出生来獲得していく摂食嚥下の発

達をなぞることにある。改めて考えれば、対象児

である２カ月の子どもには、上手な嚥下機能は備

わっていない。口唇を強く引き結んで口腔を閉鎖

することができないからだ。口腔を完全に閉鎖し

ないで嚥下することはきわめて困難である。実I験

してみて頂きたい。口唇と舌をどこにも付着させ

ずに嚥下できるだろうか？普段彼らは、乳首を

強く吸う事で口腔を閉鎖し、舌を口蓋に強力に押

し当てることで液体を奥に送っている。対象の彼

らの口腔内にただワクチンを入れれば、口唇の一

部は緩んだままであり、舌の蠕動がはじまれば口

唇中央から勢いよく飛び出すこともあり得る。た

またますき間なく舌を口蓋に押し当てられる子ど

もか、舌を下口唇の代わりにして口腔を閉鎖でき

る子どもが上手に飲んでいるように見えるのだと

気付いた。

変えてみたことはただ一つである。子どもをわ

※投稿後判明したことだが、ワクチンの糖度・粘

度は子どもの嗜好を考えてのことではなく、保

存性と腸まで到達することを目的としたための

結果だということだった。
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施設紹介

福祉型児童発達支援センターこまぐさ学園

本園は、昭和33年に開設された山形市立「松原

学園」を前身とする施設で、今年で55年を迎えま

す。自然環境にめぐまれた中で、一人ひとりの発

達の状況に応じた療育を心がけ、心身の健やかな

発達と自立生活への基礎作りを目的として取り組

んでいます。

◆所在地山形市蔵王半郷ｌ３６６－２

ＴＥＬＯ２３－６８８－３５３１

（代表：まんさくの丘）

◆設置主体山形市

◆経営主体社会福祉法人

山形市社会福祉事業団

◆定員３０名（３クラス男女縦割り／ｌク

ラス約１０名に４～５名のスタッフ

を配置）

◆対象者未就学児

◆サービス提供時間

９：３０～１５：００(平日）

９：３０～１２：１５(土曜第１３．５）

◆療育内容

発達検査及び個別支援計両に基づき、小集

団の中で人と人とのかかわりを大切にしなが

ら、遊びや運動、ものづくりや畑の活動等を

通して、個々の発達課題（運動機能、こと

ば、社会性、基本的生活習慣など）への支援

を行います。

毎朝の雑巾がけ

一一割凸斡ザ

リ率曇鋭雰

ililiiii蕊Ｉｉｌ霧iilllil1llliiiilllliiｉＩｉｉ
自然の中の散歩》

乗馬療法

生活リズムを整え、豊かな生活に

こまぐさ学園では、家族と協力し合いながら生

活リズムを整えると共に、子どもの笑顔を大切に

－人ひとりと向かい合い、楽しみながら体を動か

す遊びを工夫し、発達を援助しています。

①早寝早起きと十分な睡眠

②豊かで楽しい食事を規則正しく

③しっかりと手や体を動かす生活

④人との関わりの中で、声を出して笑う生活

丁寧に育ちを支える

どんなお子さんでも「発達のみちすじ」はおな

じです。脳の働きを育て、全体的発達の力が育っ

ていく中で、症状が軽減されたり、ことばが育つ
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食育…畑の作業感覚統合
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保護者研修会サーキット遊び

地域支援

児童発達支援センターは、地域の中の拠点的な

役割を果たす専門機関として位置づけられていま

す。地域にいらっしゃるお子さんやご家族への外

来'1=|談や巡１１１１相談、また保育士等の支援者に対す

る研修事業なども行っています。

ていきます。愛着形成を図りながら、日々の成功

体験を通して「自分はできるんだ」という自己有

能感や自己肯定感を育てていくことをとても大事

に考えています。

家族支援

ご家族の悩みや問題を少しでも解決できるよ

う、［|々の療育杣淡のほか、｜|凸|人面談・家庭訪

問・研修会を定期的に開催しています。また、保

護者|行|士の交流の場として、茶話会や父親の研修

会・懇親会を開催し、楽しい子育てができるよう

サポートします。

1．児童発達支援事業ひよこ教室

育ちや発達に心配のある幼児を持つ家族のた

めに、趾子通園を'''心としながら、発達段階に

応じたきめ細やかな療育を行います。

◆定貝１０名

◆対象者未就学児
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◆｢指定特定・一般相談支援事業者(市町村)」

「指定特定相談支援事業者｣｢障害児和談支

援事業者」

◆TELO23-688-3540

◆サービス提供時間

１０：００～１３：００(平日）

９：３０～１１：４５(土曜指定Ｈ）

2．放課後等デイサービス事業風の子

個別支援計両に基づき、遊びや運動、学習を

通して、－人ひとりの発達段階に応じた課題

（運動機能、ことば、社会性、基本的生活習慣

など）への支援を行います。

◆定員１０名

◆対象者小学生

◆サービス提供時間

１４：３０～１６：３０(月～金）

９：００～１６：３０(学校休業日）

3．保育所発達相談事業

近年、保育所において発達の気になるお子さ

んが増加していることから、山形市から委託を

受け、市内にある保育所（市立'０カ所、民問

立26カ所）を巡回し、保育士に対する机談や助

言、事例検討会の開催などの支援を行っていま

す。

４指定相談支援事業所まんさく

障がい福祉サービス利用の支給決定を希望す

る障がい児･者の方から相談を受け､適切なサー

ビスを利用できるようにサービス利用計画を作

成するとともに、サービス提供事業者や関係機

関等との連絡調整を図るなど、相談される方

が、自分らしく生活するため、個人ごとの状況

に応じた支援を行ないます。

ご利用の手続きについて

ｌ適所支援利用を希望する場合は、申請を行う

前に、利用予定の通所施設又はサービス提供事

業所に事前に見学及び相談をしてください。受

け入れが決まりましたら、お近くの「障害児相

談支援事業所」でサービス利用計画書案を作成

してもらい、お住まいの市町村に申請してくだ

さい。なお、申請に必要な持ち物は、申請内容

により異なりますので、市町村の窓口にお問い

合わせください。

２市から通所給付決定を受けましたら、通所受

給考証が発行されますので、その受給者証を

持って利用予定の通所施設又はサービス提供事

業所と契約を結び、利用開始となります。

３利用にあたっては、原則利用に要する費用の

１割が自己負担となります。ただし、利用者負

担額には上限額があり、市民税の課税状況によ

り利用者の属する世帯ごとに異なります。

また、非課税世帯の方や生活保護世帯の方は

１割負担も免除されます。なお、事業所によっ

ては、通所給付費の自己負担額とは別に食費、

おやつ代等の費用を別途請求される場合もあり

ます。
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開業記

これまでの20年、 これからの20年

山形市松永明

2013年、仕事始めにあたり、これまでの20年を

振り返り、これからの20年を考えてみたいと思い

ます。

折技師など全てのスタッフ同士が敬意と信頼感を

もっていたことです。患者を診るのにも、学会で

発表するのにも、互いに意見を交換し協力体制が

できていました。さらに、当時の伊藤克己教授の

お人柄に、日本全国から小児腎臓病医目指して集

まっており、毎朝８：３０からの教授回診では厳し

く鍛えられました。それゆえ毎年行われる日本小

児腎臓病学会期間中には必ず伊藤先生を取り囲ん

で同門会が行われ、１年ぶりの顔合わせと情報交

換をすることによって全国に仲間が広がりまし

た。この絆は非常に強いもので、地元に帰り一人

で診療する際の大きな助けとなりました。特に、

服部元史先生（現東京女子医科大学腎センター腎

臓小児科教授)、白髪宏司先生（現済生会栗橋病

院副院長)、小松康宏先生（現聖路加国際病院副

院長)、川口洋先生（現医療法人社団ときわ会い

わき泌尿器科院長)、長田道夫先生（現筑波大学

大学院人間総合科学研究科生命システム医学専攻

腎・血管病理学教授)、大田敏之先生（広島県立

病院小児腎臓病科主任部長)、柳下肇先生（柳下

医院院長く富山県砺波市>）との出会いは最も大

きな財産で、およそ20年経った現在でも交流があ

ります。基礎的な研究として、東京女子医大研修

時代は、服部先生のご指導の下、膜性増殖性糸球

体腎炎の進展にマクロファージはどう関わるかに

ついて研究し、日本腎臓病学会、日本小児腎臓病

学会、アジア小児腎臓病学会、国際腎臓病学会で

発表しました。服部先生は現在でも、最もお'１t話

になっている先生で、学会で分科会の仕事をご一

緒し、様々なチャンスをいただいている他、移植

患者の紹介先としてもご協力いただいております。

1996年、山形にもどり、ゼロからのスタートを

きりました。外来、人院、講義の体制作りから始

これまでの20年

1990年に山形大学医学部を卒業し、小児科学教

室に入局しました。当時は、少子化が叫ばれ始め

た頃でしたが、自分の中の医師像は、当時の小児

科学教室の林正教授（現山形大学名誉教授）や、

かつて、自分が子どもの頃に診ていただいていた

浅野善助先生のような子どもに寄り添う医師像で

した。研修を長井市立総合病院で２年間過ごしま

した。当時の長井市は、賑わいと活気があり、患

者さんの数もそこそこ多く、指導医の仁藤敏昭先

生(現にとう小児科医院院長)の下、有意義な研修

時代を過ごさせていただきました。新生児を含

め、小児科の基本を学ばせていただきました。研

修では、できるだけ様々な疾患に興味をもつよう

心がけ診療しました。そんな中、ネフローゼ症候

群をはじめとする腎疾患に興味をもち、1994年

に、現小児科教授の早坂清教授のご尽力で東京女

子医科大学腎センターでの研修をさせていただき

ました。日本で唯一、腎臓小児科のある施設なの

で、多くのスタッフが在籍していると恩いきや、

少ないスタッフで精力的に診療していました。腎

疾患の検査、治療、腎生検、病理組織の見方、腎

疾患治療、透析、腎移植、さらには基礎的な病理

学などを学びました。学会発表のノルマも多く、

プレゼンテーションも鍛えられました。また、２

年目には、腎センターで肝移植を始めることにな

り、京都大学への研修も含め肝移植を３例担当し

ました。東京女ｆ医科大学腎センター研修中に最

も感心したのは、医師のみならず、検査技師や透
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患、悪性疾患のこどもたちの合併症に関心をもち

ました。特に不幸な転帰をとった症例を分析する

と、Ifosphamide治療経過中に低尿酸血症を呈す

る傾向にあることを考察し、2010年にコペンハー

ゲンで開催されたCongressoftheEuropean

academyofpaediatricsocietiesで発表しました。

この時北欧を訪れたことが、開業のイメージを具

体化させるのに大きく影響しました。単に“治療

する”だけでなく“健康な生活をデザインしたい',

と考えています。

また、“山形こどもの腎研究会”を立ち上げ、

医師、薬剤師、栄養士、看護師その他スタッフや

学生が勉強できる場を作りました。初めは細々と

した研究会でしたが、年々参加者が増え、ご好評

をいただいております。年に１回、日本小児腎臓

病学会の２週間後の土曜日に行っています。次回

は、平成25年７月１３日、東京女子医科大学腎セン

ターの秋岡祐子先生をお呼びし、ＩｇＡ腎症の扁桃

腺摘除術の効果についてご講演いただく予定で

す。また、子どもと薬剤についての講演も予定し

ています。

大学での20年間の活動で、山形県の小児腎臓病

診療に幾ばくかのことができたのではないか、ま

た、将来に向けて何らかの種を植えることはでき

たのではないかと考えています。

2011年、医師人生の折り返しの一歩として市立

病院済生館に勤務しました。大震災の影響で赴任

が遅れ、５月からの勤務でしたが、勤務してすぐ

に病原性大腸菌Ol57の集団感染を経験しまし

た。これも腎臓にたずさわってきた故の縁という

ものでしょうか。2011年は、富山・神奈川の０１１１

に汚染されたユッケによる集団感染、ドイツ・

ヨーロッパでのOlO4集Ｍ感染など、病原性大腸菌

による溶血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）が話題になり

ました。いつか山形でも集団発生があるかもしれ

ないと、ちょうど'11形こどもの腎研究会に、１９９６

年の大阪府堺市でのＨＵＳ集岡発生を経験した大

阪府立母子保健総合医療センター小児腎代謝科の

里村憲一先生をお招きしてた時でした。山形市の

史上最大規模のOl57による集団感染は、全患者

めました。まだスタッフがいなかったので、とに

かく“やってみる”ことが大事でした。幸い、大

学の腎臓病内科（第一内科)、泌尿器科、小児外

科の先生方、また、東北小児腎臓病研究会（東北

６県十新潟県）の先生方の多大な協力が得られ、

孤独感などは全く感じずに診療ができました。隣

県同士、大変理解ある先生が多く、新潟大学腎臓

病研究所と新潟大学小児科の医局のカンファレン

スには毎回参加させていただき、一緒に症例を検

討していただきました。木原達教授（前腎研究施

設構造病理学教授）には持ち込んだ個々の症例の

腎臓病理標本について教えていただきました。ま

た、福島県立医科大学の鈴木仁先生（前福島県立

医科大学小児科教授)、鈴木順造先生（現福島県

立医科大学看護学部生命科学部門教授）にはいつ

も声がけいただきました。さらに、当時東北大学

大学院医学系研究科、医学情報学分野教授の根東

義明先生（現日本大学医学部医療管理学教授）に

は、韓国でのセミナー参加や、講演など様々な機

会を与えていただき、視野を広げていただきまし

た。我流にならないよう、常に学会や研究会で発

表し、様々な先生からご意見をいただけるよう努

めました。また、早坂清先生のご指導の下、学位

論文としてIgA腎症の発症に関わる可能性のある

ウテログロビン遺伝子解析をし、American

JournalofKidneyDisease（2002；３９：36-41）

に発表しまた。やがて、少しずつ腎臓病学を目指

す後輩が現れ、大学では荻野大助先生、橋本多恵

子先生、豊田健太郎先生、市立病院済生館では古

山政幸先生、米沢市立病院では笹真一先生が現在

勉強中です。特に、希少かつ山形に多いと言われ

るリポ蛋白糸球体症を２例経験しその診断と治療

経過をClinicalExperimentalNephrology(2009；

１３：659-662）に発表しました。その後、リポ蛋

白糸球体症の遺伝子解析、疫学調査を後輩たちが

つないでくれたことは何よりもうれしく思ってお

ります。臨床では、137件の小児の腎生検､１１例の

腎移植にたずさわりました。個々の症例、１１古|々の

病理標本が多くのことを教えてくれました。大学

勤務の後半は、大学病院に入院している血液疾
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数287人（15歳未満99人)、死者１人、済生館小児

科での患者数34人（人院20人、外来14人、ＨＵＳ２

人）でした。幸い、我々の施設で診た症例に腎不

全や生命に関わる事例はありませんでした。今回

の経験で大事なことは、集団感染から何を学び、

次の集|了fl感染のために何を準備しなければならな

いかということです。そのためには、今回の集団

感染を記録に残す必要があると考えました。済生

館で経験した症例については山形県小児科医会会

報（2011；５９：37-42）や、’三１本小児腎臓病学会

シンポジウム(古山政幸発表)にまとめました。

ちょうど開業する直前に、北九州市で|W:|催さｵ[

た第１回日本小児科診療多職種研究会に出席しま

した。これは北九州市で開業されている倉重弘先

生（倉爪こどもクリニック院長）が企DI1i運尚され

たもので、我々山形で開催している山形こどもの

腎研究会について発表の機会をいただきました。

小児医療にたずさわる全てのスタッフが参川]でき

る研究会で今年は青森で開催の予定です。これま

で、小児腎臓病でできた人の和に、新たに人の和

を積み重ね自分なりの地域医療に役立てていきた

いと考えております。

進んでいますが、それを推進された久留米大学小

)'６科教授の伊藤雄下先生にご指導をいただきなが

ら、山形の学校検尿を少しでも有意義に活用でき

るよう活動していきたいと考えております。さら

に、スポーツ、予防接榔などが重点項口と考えて

います。スポーツに関しては、以前、大学勤務時

代に山形大学の教養課程で小児とスポーツの講

義を担当しました。また、自分自身も、２人の息

子を通じてスポーツと長年関わってきて、小児ス

ポーツの重要性、問題点などを感じて来ました。

成長期にある子どもたちに、大人やアスリートの

やり方をそのまま当てはめることはできません。

そこで、日本医師会認定健康スポーツ医の認定を

とり、“より健康に生活するために”寄与したい

と考えています。さらに、大きな課題は予防接種

です。２４年度は、不括化ポリオワクチン、４種混

合ワクチンの導入、日本脳炎ワクチン接種後の死

亡例など、予防接種事業は混乱しました。開業直

後の出来事でしたが、多くの方々のご協力で何と

か問題なく遂行できています。また、山形県の共

稼ぎ率は全国２位、子育て期の女性の労働力率は

全国１位となっております。従って、わが県、市

において、母親の就業のために予防緒接種の機会

を逃してしまうケースが少なくないのが現状で

す。焼け石に水かもしれませんが、そんな状況下

でも予防接種をうけることができるよう、第２，

４「|曜日に予防接穂を施行しています。学校検尿

もスポーツ医学も予防接種も、病気になる前の

“予防”に重点をおいた医学です。Ｈ常の診療は

当然のこととして、“より健やかに過ごせる”よ

うに予防医学に力を入れ、“笑顔のプレゼント”

ができるよう、わがクリニックのシンボルである

“まっかなお鼻の青サンタ”と伴に健康な生活を

デザインするお手伝いができればと考えておりま

す。

岐後に、これまでご指導をいただいた諸先生

〃、｜｣｣形市医師会の諸先生方、関係各所の方々の

益々のご健勝を祈念し、ご挨拶に換えさせていた

だきたいと思います。これからもご指導宜しくお

願い申し上げます。

これからの20年

２０年あまり小児科をしていると、診てきた子ど

もたちはやがて大人になります。思春期、青年期

のこどもたちは地１Ｍ'''9にも、社会的にも流動的で

す。｜と|党症状がほとんどない腎臓病は時間と共に

意識の外になりがちです。そんな、キャリーオー

バー症例を診る腎臓ﾘＩｊＩｊ医が１人くらい必要なので

はないだろうかと考えました。また、現在施行中

の学校検尿は、学校保健法に基づいて行われてい

ますが、事後処理については非常に不備、不十分

な部分が多いのが全国的に問題となっています。

世界に先駆けて施行している制度なのに、１－分な

評価と成果を挙げていないように思われます。日

本小ﾘ｡科学会の統計委員であり、山形県の小児

ＣＫＤ（`慢性腎臓病）対策各都道府県代表委員な

ので、今後は学校検尿事業に取り組んでいきたい

と考えています。この領域は、九州が最も整備が
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会 記入

長井市佐藤’慎太郎

しっかりと引き継ぎ、そして自分なりの診療スタ

イルも取り入れていこうと毎日奔走しておりま

す。ちなみに趣味は魚釣りとダイエットです。

若さを武器にして、これからさらに経験を積

み、小児地域医療に少しでも貢献できればと考え

ております。先生方にはいろいろとご迷惑をおか

けすると思いますが、今後ともご指導よろしくお

願いいたします。

はじめに、先生方には父・敏郎が生前大変お世

話になり、深く感謝しております。

私は神奈川県にある北里大学病院小児科に入局

し研修を積みました。現在、年齢は31歳と小児科

医としてはまだまだ若輩ですが、地域医療に貢|献

したいと思い、平成24年１２月より長井市にある父

の医院を継いでおります。日々の診療におわれな

がらも、父が残してくれた様々な大切なものを

柵

騨

畠
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理事会メモ

平成24年第３回山形県小児科医会理事会

日時：平成24年９月29日(士)、午後６時30分

場所：水鳥山形市

出席者：齋藤慶一、秋場伴晴、石原融、

勝浦理彦、小関圭子、中井伸一、

横山新吉、芳川正流

岡出昌彦、奥山芳夫、

中里満、橋本基也、

（敬称略、会長以下五十音lllH）

議事

Ｌ第３２回東北・北海道小児科医会連合会総会

担当：青森県小児科医会

日時：平成24年10月27日(士)、２８日（日）

会場：青森国際ホテル、

青森市新町１－６－１８

シンポジウム：

「予防接種一現状とこれからの課題」

山形県のシンポジスト：秋場伴晴

「山形県の生後１カ月健診における予防接

種に関する情報提供の実態調査」

発表内容の呈示

（秋場先生から）

次回の会報に掲載予定であるが、別刷

りをアンケート先へ送る。

特別講演：

Ｉ「ポリオ根絶の最終肋ｍに立つ人類一そ

の意義そして可能性」

青森県小児科医会副会長関場慶博先生

Ⅱ「子どもの感染症と予防接種」

札幌医科大学医学部小児科教授

堤裕幸先生

会長会議での山形県からの報告事項

青森県小児科医会会長から32回の総会は、

小児科学会の専門医の履修として認められな

かったという連絡がありました。

2．平成24年度山形県小児科医会調査研究課題

「山形UTLの生後１カ月健診における予防接種

に関する情報提供の実態調査」

３予防接種の早期開始を啓発するポスター

４．山形県小児科医会総会を日本小児科学会専

門医資格更新のための研修集会として新規に

認可を受ける申請を９月に行った（秋場先

生)。

５．平成25年度山形県小児科医会総会の特別講

演（早坂教授にお願いする予定）

６」l｣形県小児科医会会報発行状況

７．その他

みんなで救急医療を考えるネットワークに

ついて（横山先牛から）
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平成25年第１回山形県小児科医会理事会

日時：平成25年２月２日（士）

場所：ホテルキャッスル、山形市

出席者：齋藤慶一、秋場伴晴、石原融、

勝島史夫、小関圭子、三條加奈子、

土田秀二、中井伸一、中里満、

東谷暁子、本間彰、三須久子、

大滝晋介、勝浦理彦、

須藤俊亮、高橋良和、

芳賀惠一、橋本基也、

横'1」新吉、芳川正流

（敬称略、会長以下五十音Ⅱ|頁）

市町村も診療範囲とし、参加している小児科

医の数も多いため比較的順調に運営されてい

る。その他の地区では、小児科医の絶対数が

全く少ないため夜間や休日に十分な対応がで

きない地区と、少人数の小児科医で何とか頑

張っているが、次第に高齢化しており、今後

の運営が危ぶまれる地区に分けられるよう

だ。中里先生にまとめて頂く。

４平成25年度山形県小児科医会調査研究課題

中里満先生：山形県の小児救急医療体制

一各地域における現状（仮）

5．出張旅費について

出張費申請書について勝浦先生から説明が

あった。尚、東京出張は日帰りも可能な場合

もあるが、宿泊が必要な場合は一泊で請求し

て良い。

O山形県小児科医会総会が日本小児科学会専

門医資格更新のための研修集会として認可さ

れた

７．予防接種の早期開始を啓発するポスター

（秋場先生）

８１１１形県小児科医会会報発行状況（本間先生）

９．その他

横山先生から。日本小児科医会乳幼児学校

保健委員会による「１ヵ月健診に関するアン

ケート調査」について。

議事

’第32回東北・北海道小児科医会連合会総会

の報告（齋藤会長）

詳細は会報に掲載。青森県と秋田県が予防

接種の広域化の方向へ。秋田県は消費税増税

に向けて現物給付も検討。

２．平成25年度山形県小児科医会総会

日時：平成25年５月１１日（土）

会場：ホテルキャッスル、山形市

特別講演：「子どもを診る」

山形大学医学部小児科学講座教授

早坂清先生

３第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

日時：平成25年１０月５日（士)、６日（日）

会場：ホテルニューオータニイン札幌

札幌市

シンポジウム：「小児救急医療体制一医会､学

会、行政の連携」

山形県のシンポジスト：中里満先生

各地区の先生から小児救急医療の現状に関

して概略を話していただいた。

山形市周辺地域（中井先生)、西置賜郡（中

里先生)、鶴岡市（石原先生)、酒田市（大滝

先生)、米沢市（小関先生)、最上地区（三條

先生)、天童市凍谷先生)、上山市（高橋先生)。

山形市休日・夜間診療所は、山形市周辺の



(８０平成25年３月３１日 山形県小児科医会会報 第61号

◇第47回山形県小児保健会

日時：平成24年１０月６１－１（士）

場所：山形市保健センター

特別講演：「被災による子どもへの中・長期的

影響～東Ｈ本大震災から１年半の

今を考える～」

国立成育医療研究センターこころの診療部

部長奥|｣」眞紀子

東京女子医科大学

名誉教授仁志田博司

◇第27回東北成長障害・成長因子研究会

１１時：平成25年３１'９日（士）

場所：’'１１台国際ホテル（仙台市）

特別講演：「先天性I|]状腺機能低下症―私たち

は今どこにいるの？これからどこ

に行くの？－」

慶應義塾大学医学部小児科学教室

教授長谷川奉延

◇第８回日本小児科医会生涯研修セミナー

日時：平成24年１０月８日（月：祝日）

会場：岡山コンベンションセンター

主題：子どもの成長・発達と成行環境 ◇第116回日本小児科学会学術集会予告

’１時：平成25年４月１９日（金）～2１１１（日）

場所：広島国際会議場（広島県）

テーマ：平和とともに歩む

小児医学・小児医療

◇第32回東北・北海道小児科医会連合会総会

Ｈ時：平成24年lOHl5lI（士)、１６日（Ｈ）

会場：青森国際ホテル（青森市）

シンポジウム：「予防接種一現状とこれからの

課題」 ◇平成25年度山形県小児科医会総会予告

日時：平成25年５月１１日（士）

会場：ホテルキャッスル（山形市）

特別講演：「こどもを診る」

山形大学医学部小児科学講座

教授早坂情

日本小児科医会、思春期の臨床講習会

平成23年11月23日（金・祝日）

日本教育会館（東京都）

◇第12回

日時：

場所：

◇第44回日本小児感染症学会

日時：平成24年11月24日（土)、２５日（Ｈ）

場所：西日本総合腱示場（北九州市）

◇第94回日本小児科学会山形地方会予告

日時：平成25年５月１２日（日）

場所：山形大学医学部

◇第93回日本小児科学会山形地方会

日時：平成24年１２月２日（日）

場所：山形大学医学部

◇第15回日本小児科医会「子どもの心」研修

会前期予告

日時：平成25年５月25Ｒ（士）２６日（Ｒ）

場所：国際展示場（神戸）◇第11回東北出生前医学研究会

ロ時：平成25年２）12311（士）

会場：山形テルサ（111形市）

特別講演：「胎児の人権：胎児はいつから人と

みなされるか」

◇第55回日本小児神経学会学術集会予告

Ｈ時：平成25年５月29日（水）～６月１１１（土）

会場：iichico総合文化センター（大分市）
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◇第24回日本小児科医会総会フォーラム予告

日時：平成25年６月８日（士）９日（Ⅱ）

場所：大阪市中央公会堂

メインテーマ：「子どもから学ぶ／Ｉ聴く／

そして育む－熱く語ろう「ども

の未来inOsaka-」

◇第65回北日本小児科学会予告

｜｜時：平成25年９月22日（Ⅱ）

場所：江陽グランドホテル（仙台市）

◇第60回日本小児保健協会学術集会予告

［１１１＄：平成25年９１EI26H（木）～28日（土）

会場：国立オリンピック記念青少年総合セン

ター（東京都）

主題：「明るく・やさしく・たくましく－夢

に向かって進もう－」

◇第27回東北小児喘息アレルギー研究会予告

日時：平成25年６Ⅱ１５日（士）

場所：ホテル辰巳屋（福島市）

◇第30回小児保健セミナー予告

日時：平成25年６１１１６１１（日）

会場：ベルサール九段（東京都）

テーマ：「小児の生活習慣病のすべて」（仮）

◇第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

予告

［１時：平成25年１０月５日（士)、６Ｈ（日）

会場：ホテル・ニューオオタニ・イン（札幌市）

シンポジウム：「小児救急医療体制一医会、学

会、行政の連携一」◇第109回日本小児精神神経学会予告

日時：平成25年６月28日（金）、２９日（士）

場所：大宮ソニックシティ（さいたま市） ◇第９回日本小児科医会生涯研修セミナー

予告

日時：平成25年１０月１４日（月：祝日）

場所：ホテル日航金沢（金沢市）

◇第48回日本小児腎臓病学会予告

日時：平成25年６月28日（金）、２９日（士）

場所：あわぎんホール（徳島市）

テーマ：「小児腎疾患を治癒に導く英智のﾌﾞ]」 ◇第50回日本小児アレルギー学会予告

日時：平成25年１０月１９日（士)、２０，（日）

会場：パシフィコ横浜会議センター（横浜市）

テーマ：「Forthenextgeneration」

◇第15回日本小児科医会「子どもの心」研修

会後期予告

日時：平成24年７月271］（士）２８日（Ⅱ）

場所：国際展示場（神戸） ◇第45回日本小児感染症学会予告

日時：平成25年１０月26日（士)、２７日（日）

場所：札幌コンベンションセンター（札幌市）

テーマ：「宿主と病原体、その関わりを様々な

レベルで理解する」

◇第23回日本外来小児科学会年次集会予告

日時：平成25年８月31日（土)、９月ｌⅡ（日）

場所：福岡国際会議場（福岡市）

テーマ：「こどものためのコンダクターになろ

う」
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あとがき

第61砦をお届けします。沢山ご寄稿頂き、読み応えのある会報となりました。ご意見、ご感想を頂け

れば大変うれしく思います。

来年度は、ヒブ・肺炎球菌・子宮頸がんの各ワクチンが定期接種となります。次々と種類が増え、変

更に次ぐ変更で日常診療も大変ですが、子ども達への予防接種が世界標準に近づいていくことを喜びた

いと思います。

新医師会館の図書室で校正作業をしながら、思いを馳せていました。多くの先輩達がこうして会報を

発刊し続けてきましたが、今のように電子データでやりとりできなかった時代、何倍もの労力がかかっ

たことでしょう。ずっと編集に携わっておられる士田先生は、そうしたご苦労された時代の事もよく教

えて下さいます。今号では、ご了息の原稿をも校正されることになりました。その長いご尽力に感謝

し、また何とお幸せなことかと、一人感慨にふけっていました。（本間記）
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