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道亘夏j言｣

愛着と健診の考察

うめもとこどもクリニック

梅本正和

虐待というテーマを頂きました。現場での注

意点については、三重県医師会の園医部会（部

会長：野村豊樹先生）作成の「園医の手引き」

で書かせて頂いたので、ご参照頂けたらと思い

ます。その内容の主眼は、虐待予防は、“lVl鎖さ

れた家族に風穴を開けること，’である。今回は、

虐待にまつわる“愛着，，ということと、虐待の

発見ということで“家族支援としての健診，，に

ついて私見を述べさせていただきます。

なお母さんにいつも言.われてきた「そんなこと

しちゃだめよ」という台詞。「みんなの迷惑にな

るのよ」という意味でもある。子どもというも

のは大好きなおけさんの期待に応えたいと思う

し、お母さんに喜んでもらうのが一番嬉しいこ

とでもある。それだからこそ、大好きなお母さ

んに言われた規範の言葉は、決して子どもの重

荷にはならない。少年になって盗みを働き捕まっ

た事例がある。そのとき本人の気持ちはどうだ

ろう。「ああ、えらいことしてしまった。おfj:さ

んはきっと悲しむだろうな」と思う少年もいる

だろう。逆に、何とも思わない少年もいるだろ

う。結果は明らかになる。前者は初犯で終わり、

後者は再犯を続ける。規範がその後の人生を左

右する証である。子ども時代の母親のイメージ

は、３歳以降母親がそばにいなくても心の中に

生き続ける。子どもは、心の''１に、自分と母親

の２つのイメージを持つことになる。何かで檮

跨したとき、子どもは意識的に判断をする。自

分で決断する場合もあるだろうし、「お母さんだっ

たらどう言うかな？」と想像するかもしれない。

後者は、子どもが頭の中で臺母への視点の移動が

できるということを示している。母親は子ども

が出会った最初の他人である。子どもが人きく

なるにつれ、母親のイメージは、他人のイメー

ジのひな形になる。それがその後の人生におい

て、他人の気持ちをALAうこと、共感、同感につ

ながる。健全な愛着こそ社会性、対人関係の基

礎となる。

人は、矛盾に満ちた社会で生きなければなら

ないし、その都度解決を要請される。困ったと

愛着について

子どもは泣き虫である。予防接種のとき、周り

関せず泣きまくる。母親は子どもをなだめる。子

どもの愛着を促す行為はボンディング（bonding、

絆）という。ポンドとは接着剤のことである。

言葉もわからないのに、母親は少し声のトーン

を上げて声掛けをしながら、頭や体をさすった

りしてなだめる。今まで子育てをした経験がな

い母親をみると、母親自身が子どものときに、

その母親に育てられたときの記憶で子育てして

いるのではないかとも思えてくる。それを内的

ワーキングメモリーというｍ母親のボンディン

グは、子どもが生まれてから何度も何度も同じ

ように繰り返される。そして、子どもが３歳に

なった時、曰分の心の中に母親のイメージを完

成させる。そして、自我が芽生え、第一反抗期

が到来し、日立の第一歩を歩みだす。同１１寺に言

語の基礎を身に着け可世界が理解できるように

なる。ボンディングは子どもへの安心感を植え

付ける行為であるが、もうひとつ別の大事な親

の魂を与える。しつけ、規範ともいう。大好き



（３）

Ⅱ'''Ⅲ'ⅢⅢⅡⅢⅢ''ⅡⅢ''Ⅲ'ⅢⅢ''Ⅱ''''Ⅱ'Ⅲ'ⅢⅢⅢⅢ'ⅢⅡⅢⅡ''ⅢⅢ'Ⅲ'''ⅢⅢⅢ'''ⅡⅢⅢ'ⅢⅢ''Ⅱ'Ⅲ'ⅡⅢⅡ''Ⅲ''ⅢⅢlllⅢⅢⅢⅢⅢ''Ⅲ''ⅢⅢⅡⅢ'Ⅲ’三重県小児科医会会報ⅡⅢⅢⅢIⅢ'ⅢⅢ'ⅡⅡⅢ'’

きはどうするか。誰かに相談するかもしれない

が、本当に瀬戸際に立たされたとき、人は神頼

みをする。一方、「みんなのためとはいえ、なぜ

自分一人が犠牲にならねばならないのか」と納

得いかない経験もよくする。そんなとき自分勝

手にしたいが、勝手にならずに、結局は自分を

抑える力が働く。この自制の力は何であろうか。

反省の気持ちや道徳観、倫理観であろう。ある

いは生きていく上に必要な、仕方のない社会へ

の執着かもしれない。その人のもつ宗教観かも

しれないし、やっぱり恐れ多い神があるのかも

しれない。

大人と子どもを対比してみる。大人の神頼み

をする神は、子どもでは大好きな母親だろう。

一方、大人になって自分を抑制する力は、子ど

もでは規範に相当し、それを授けるのはやっぱ

り母親なのである。虐待で、養育者から間違っ

た愛着を受けた子どもがいる。愛着を受けずに

育ち、両親と離れ児童養護施設に暮らす子ども

達もいる。子ども時代に与えられるべき愛着と

規範という天秤の両方のおもりを失った彼らが、

大人になったとき、果たして良好なバランスを

取っているのだろうか。母親からの愛着形成は、

人格形成をつくる源である。

健診を行う視点について

養育困難な家庭が増えてきた。母親の精神疾

患、夫婦関係の不具合、経済的貧困に原因があ

ることも多い。子どもや家族の様子をみるとい

う意味で、健診は重要である。健診での視点と

しては、子ども自身の育ちをみる場合と、さら

に養育者が子どもを上手に育てているか、健全

に育てられる環境にあるかという点も大事であ

る。乳幼児健診や、園での健診や学校健診とい

ろいろある。以前経験したことであるが、１歳

半健診で子どもに発達の凸凹があり、それを健

一馬
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診の場で指摘され母親が初めて気づき、その原

因は自分自身の子育てに問題があると判断した。

母親が、「自分自身が夫から暴力を受けているこ

とによって、精神的不安定があり、健全な子育

てをしていない」と、当事者意識に目覚めた事

例である。私は、事前に「母親は睡眠障害があ

る」との,情報から、“睡眠障害→うつ病→母の子

育て力の低下→子どもの愛着障害→子どもの発

達の凸凹，，のストーリーをイメージした。私は

母親に対し、「お母さん自身の診断書も書けます

ので、保育園に預け、子育てをシエアーする方

法も考えましょう」と提案した。引き続いて行

われた、保健師さんとの会話の中で、母自身の

口から「睡眠障害は、夫からの家庭内暴力によ

るものです」との告白を得た。恐らく、夜間で

も突然やってくる夫からの暴力に対する、母親

の過覚醒による睡眠障害と思われた。その後ま

もなく離婚調停に入った。健診によって、子ど

もの発達の事実を認識し、養育者の観念に変化

をもたらすという健診の影響力の大きさを再認

識した。

小児科医の私にとって、「健診というものがど

うして面白くないのか」とずっと考えてきた。

医師は若いうちは病気をみるのが主な仕事であ

り、健診をする機会が少ない。経験が少ないと、

健診への興味が少なくなるのも当然であろう。

しかし、年配医師になってもこの事態は改善し

ていくかというと疑わしい。実際、経験を積ん

だ開業医の集まる外来小児科学会でさえ「健診

についての発表」は皆無に等しい。健診は病気

ではないので、セラピーではなく、サポートと

言われる。サポートは、長所短所がある人に対

し、短所を支えるばかりでなく、長所を伸ばす

役目をする。私は、健診が面白くない理由が、

病気をみるときに用いる手法と、健診の手法が

違うのではないかと思っている。

医療は病気の治療を行う。悪いところを見つ

け、正常に戻るように診断をつけ、治療方法を

考える。診察室にやってくる子どもに熱がある

とする。のどが赤い。咽頭にウイルスが感染し

て、発熱していると考える。ウイルスという物

質と、発熱との因果関係が成り立つ。物質的な

事象を分析し、我々がもっている知識を集めて

結論につなげる。病気にならないように予防接

種をする場合でも、予防接種という物質によっ

て、体に抗体という物質を誘導し、自然感染す

るのを防ぐ。これもある関係性にのっとった因

果の法則がある。このように、身体問題を扱う

我々医療者は、科学の法則に従って結論付ける

ことができる。科学を道具として扱うといって

もよい。病気の場合、科学的手法を用いるのは、

扱うものが物質なので、輪郭がはっきりしてい

るからである。対象が計測できるものであるか

らである。何々ウイルスとか、白血球数とか、

左心室の機能とか、卵アレルギーの数値とか、

すべて言葉に翻訳でき、イメージもできる。概

念もはっきりしているので、普遍`性があり、特

定の事例は他の事例に応用できる。

病気の診断における問診の寄与率は70％と言

われる。すなわち、患者を診なくても問診だけ

によって70％のイメージ診断はできるというこ

とだ。健診はどうであろうか。目の前に親子が

現れる。問診、チェックリストがしてあって、

診察前にこれをみて自分なりにイメージを作ろ

うと試みる。しかし、なかなか子どものイメー

ジは湧いてこない。問診というのは、発達をみ

る場合でも、数量化、定量化して分析し、なん

とかその子の発達具合を知ろうという定石であ

る。マニュアルと言ってもよいであろう。科学

的分析の場合、マニュアルは精度を高めるため

に案出されたものである。しかし、健診ではど

うだろう。正確さを期するというより、不正確

な暖昧さを魅力あるものにする作用ではないか

と思うのである。論理的`思考を積み重ね、経験

を蓄積するために、マニュアルはどの分野でも

逐次開発がなされている。初心者にはあったほ
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分くらいあとには、外へお散歩に連れ出してく

れることが、習』慣になっているので、きっと今

日もそれに違いないから、嬉しい」と思って喜

ぶ仕草をする（この質問の到達率は８カ月で５０

％である)。この行動は、乳児が今までの記憶に

あったことを眼の前の事と結び合わせ、想像に

よって未来を予測するという意識が働いている。

この過去の記憶を背負った生き物、常に時間的

にも行動的にも動きがあり、過去から蛇のよう

に繋がった生き物をどういうふうに私たちが捉

まえるかというのが健診の課題であると思う。

私は直観、直覚が必要だと思っている。子ども

自身の内部に入り込むという作業が必要だと思っ

ている。

それで、私は健診をするとき、科学的分析か

らはいって、物、対象を知る手法をせずに行っ

ている。私は最初から問診には目を通さず、ま

ず診察室に入ってもらって、母親とよく会話し、

うが、わかりやすいし、統計も取りやすい。し

かし、どんな素晴らしいマニュアルがあっても、

子ども自身をみなくてはイメージは湧いてこな

い。また、チェックリストの弱点は、それぞれ

の項目の重みが違うので、同じ結果のリストを

みても、経験豊富な医師と駆け出し医師とでは

抱くイメージは大きく異なる。

なぜ、分析によって子どものイメージができ

ないのであろうか。子どもの発達には、,情緒や

対人関係、感情、性格、行動などの、暖昧で数

量化できない部分が非常に大きい。人間は、1

歳であれば、生後1年間、毎ロ変化し続けてき

た生き物である。本能のみで生きる動物と全く

違うのは、知性の存在であるからだ。たとえば、

８カ月の乳児がいるとする。この乳児が、お母

さんのべビーカーを準備するところを見たとす

る。すると、途端に「今までもそうであったが、

お母さんがベビーカーの準備をし出したら、１５
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子どもを十分に診察したうえで、最後に問診に

目を通すようにしている。会話というのは、相

手と慣れ親しくなるということ。自分が今まで

経験、蓄積してきた思考、観念を動員し、子ど

も自身の内部に入り込み、想像し共感する。す

なわち直観すること。母親が自分の子どもにつ

いて、「この子はああいう奴だ」と言うが、あれ

ほど見事な理解まで到達できるのが理想である。

そこには、子どもを愛しているから、子どもの

性格分析など必要ないわけである。単純な作業

ですが、分析せずに直観するという健診モード

の意識革命が必要と思っている。その結果、私

は、母親からのいろんな質問があっても短時間

で納得してもらうことに成功したし、自分自身

の健診での疲れがなくなったと感じている。

これまでお話させていただいたことを、図に

してまとめた。私の結論は、物事の本質、実在

に迫る場合の方法論を間違わないようにするこ

とが大事ということ。すなわち、分析によって

物事の中核に迫る科学的手法は、人間の身体的

現象や対象の輪郭がはっきりしている場合には

それでよいと思う。しかし、人間の発達や精神

現象などの輪郭がなく、過去を背負い、瞬時瞬

時に記憶の積み重ねで変化し、過去から未来へ

持続し続けるものに対しては、方法を変える必

要があるのではないかと思うのである。相手と

の信頼関係を構築したうえで、対象の内部に入

り込み、共感・同感し、自分の想像力を使って

実在をとらえる努力が必要と思う。一般に理工

系で学んできた我々は科学的な手法に捉われや

すいが、その習,慣的な思考の逆転が必要と考え

る。ただし、直観に迫るためには、それ以前に

訓練というか、毎日の経験を積む努力がぜひ必

要となる。その努力があってこそ、目の前の子

どもの理解が進み、親密さが増し、子どもに浸

透できるのではないだろうか。

今や、小児救急外来で虐待事例に出会うこと

も稀ではない。小児救急マニュアルで、「いつも

と違う」ということに気付くのが、危急疾患を

疑うもっとも大事なことだと言われている。ま

た、就学前の発達をチェックする５歳児健診と

いうのがあるが、きっかけとなった合言葉は

｢ちょっと気になる子をどうするか」ということ

だった。これらの言葉は、とりもなおさず“直

観，’から出た言葉。すなわち科学的理論の起源

に直観があるということを示している。直観の

後で分析はできるが、分析から直観へはいけな

い。医師だけでなく学問をする人間は、「いかに

自分が行ってきた手法に捉

われているか」ということ

を意識する必要があること

だと思っている。

図：実在に達するための2つの方法

この方向には行けない

■￣

￣

この方向は行ける

直感分析

輪郭がある

動かないもの

不活性
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他の言葉で翻訳できる

一概念化､普遍化

病気の診断

輪郭がない

曲がりくねっていて

動いている

精神、生体

応用を目的としない

ケースバイケース

乳幼児健診や虐待事例
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第１５Ｇ回三重県小児科医会理事会報告

(平成24年９月30日）

行動に与えた影響についての１年後の状況

について。

申請者：伊佐地真知子､二丼立恵、庵原俊昭

②「集団生活する乳児の下痢症罹患率調査に

よるロタウイルスワクチンの有効'性評価」

申請者：堀浩樹、梶美保、駒田美弘

6．その他会費未納者

◆協議事項◆

１．次回の件平成25年１月27日（日）

特別講演：健和会病院小児科和田浩先生

「小児科外来で医学生・研修生を教える

ためのクイックガイド」

２．次々回の件平成25年５月19日（日）

特別講演：

（案）1．「アトピー性皮膚炎のスキンケアー」

三重大皮膚科准教授山中恵一先生

２．「免疫・アレルギー疾患最近の話題」

防衛医科大小児科教授野々山恵章先生

＊会長・理事・役員選挙

３．当会の税務について

（任意団体として税務署に届け、税務事務をする）

４．三重県地域再生計画（地域再生基金）

・周産期母子医療整備計画について－「あす

なる」と「草の実」移転計画について－

・小児在宅医療の充実に向けた取り組みにつ

いて

５．医学奨励金申請

①「小児用肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチ

ン接種の一時的見合わせ」が再開後の接種

平成24年度医学奨励金受賞者

（堀浩樹、梶美保、駒田美弘）

(伊佐地真知子、二井立恵、庵原俊昭）

◆報告事項◆

1．三重県医師会「母子保健検討委員会」（第一

’111みえ出産前後保健指導事業検討部会）５／3１

JJJJJlhiiillI1IilIIl1lllllllI
凸iiijI裏iii鵡鯛Ⅲ

ｎ口
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２．三重県医師会「新生児聴覚スクリーニング

連絡協議会」６／７

３．第23回日本小児科医会総会フォーラム６／９

～６／1０

４．三重県医師会学校医委員会６／2１

５．三重県医師会「園医のマニュアル研修会一

（改訂版園医の手引き）と（５歳児健診マニュ

アル）の開催」７／８

６．三重県母性衛生学会夏季特別講演会７／1４

７．第20回三重県胎児・新生児研究会７／2２

８．在宅医療研究会７／2９

９．三重県医師会「新生児聴覚スクリーニング

講習会」８／19

10．中部日本小児科学会８／25～８／26

11．日本小児科医会中部ブロック連絡協議会

８／25

12．日本外来小児科学会年次大会８／25

13．三重県医療審議会予防接種部会８／30

14．三重県医療審議会周産期医療部会９／5

15．三重県小児保健学会９／9

16．三重県医療審議会救急医療部会９／13

17．会報・編集委員会ＨＰ委員会

18．日本小児科学会専門医研修単位決定（４単

位）（24/１０／１より）

19．その他

◆事務局◆

会員数Ａ会員８８名

Ｂ会員116名

名誉会員４名 総数208名

◆今後の主要学会◆

①2013／８／24～２５中部日本小児科学会

（駒田教授）津

日本小児科医会中部ブロック連絡協議会

（三重県小児科医医会）

②2013／８／31～９／ｌ日本外来小児科学会

②2013/11/30～12／ｌ日本ワクチン学会

（庵原院長）津

③2014／４／11～１３日本小児科学会学術集会

（駒田教授）名古屋

④2014/11／８～９日本小児アレルギー学会

（藤澤先生）四日市

◆曰本小児科医会関係◆

＊第８回日本小児科医会生涯研修セミナー

2012/10／８岡山

＊第24回日本小児科医会総会フォーラム

2013／６／８～９大阪

お詫び

第156回の理事会は台風接近の中、執り行われましたが、会の後半には台風接近情報の

悪化が入り、午後の例会（学術集会）の中止を急速決定しました。改めて会員の皆様にお

詫び申し上げます。

特別講演をご準備して頂いていました五十嵐隆先生、近藤峰生先生には改めてご講演の

労をお取り頂きますことにお礼申し上げます。
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第１５７回三重県小児科医会理事会報告

(平成25年１月27日）

一般演題（案）

Ｌ『｢小児用肺炎球菌ワクチン及びヒブ

ワクチン接種の一時的見合わせ」が再

開後の接種行動に与えた影響について

の1年後の状況について』

伊佐地真知子､二井立恵、庵原俊昭

２．集団生活する乳児の下痢症罹患率調

査によるロタウイルスワクチンの有効

性評価」

堀浩樹、梶美保、駒田美弘

3．当会の税務について→支払調書発行

4．三重県地域再生計画（地域再生基金

・周産期母子医療整備計画について－「あす

なる」と「草の実」移転計画について－

－部敷地内の環境調査で設計変更スケジュー

ルは順調

・小児在宅医療の充実に向けた取り組みにつ

いて岩本先生中心に、医会でも勉強会を

５．＃8000電話相談事業について委託解約の

方向に

6．第156回例会中止による会報の発行は例会

報告を156回と157回あわせた会報87.88号に

するか

7．三重小児発達外来講演会共催

２月９日（士）１９：００～２０：３０

三重県総合文化センター４Ｆ［小研修室］

◆協議事項◆

１．平成25年１月27日（日）

特別講演：健和会病院小児科和田浩先生

「小児科外来で医学生・研修生を教える

ためのクイックガイド」

２．次回の件平成25年６月２日（日）

特別講演（案）

1．前回の近藤眼科教授の講演「未熟児

網膜症および小児の眼疾患の診断と治療」

一般演題（案）

１．「乳児期の卵アレルギーの自然経過一

バイオマーカーによる解析」

徳田玲子、杉本真弓

細木興亜、藤澤隆夫

２．「乳幼児における同時接種の安全性の

検討」

三重県小児科医会予防接種委員会、

川崎肇、松田正

３．幕集中

次々回の件平成25年９月29日（日）

特別講演（案）

１．前回の五十嵐国立成育医療研究セン

ター総長の講演「わが国の小児医療一

現状と課題」

２．肺炎球菌ワクチンの最近の話題

庵原俊昭

ＫＶＯＶＷＵＫＤＲＯＮ

｢効能･効果」｢用法･用量｣､｢用法･用量に

関連する使用上の注意｣､｢禁忌を含む使用上

の注意｣等は製品添付文書をご参照ください。

議關蕊協和発酵キリン株式会社
東京都千代田区大手町一丁目６番1号〒100-8185

ｗｗｗｋｋｓｍｉｌｅｃｏｍ

２０１３年２月作成⑨登録商標

-ckアＬロック⑰CD蕊：
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特別講演：「発達障害を抱えた人の触法行為

～非行や虐待との関連を考える～」

花園大学社会福祉部臨床心理学科教授

橋本和明先生

８．小児てんかん学術講演会共催

３月21日（木）１９：００～２１：００

三重大学附属病院12Ｆ

９．新生児マス・スクリーニング（タンデムマ

ス法）の導入について

10．日本小児科医会中部ブロック連絡協議会の

議題（協議テーマ）

＊新生児マススクリーニングタンデム導入

の各県度動向

＊学校における食物アレルギー

（学校における管理）

＊ワクチン接種広域化の問題何が障害か

＊ＡＢＤの普及と効果

＊小児保健法の取り組み

１１．会長・理事・役員選挙

９．第２回新生児聴覚スクリーニング推進協議

会１２/27

10．小児保健法制定促進の集い・福岡大会ｌ／19

11．三重県学校保健課題解決支援事業第２回

協議会、１／２４

二重県医療審議会健やか親子推進部会l／24

12．その他三重県医療審議会（救急部会・周産

期部会・健やか親子推進部会・予防接種部会

等）

13．日本小児科学会専門医研修単位決定（４単

位）平成24年10月1日より適応

14．その他

日本小児科医会社会保険委員会

日本小児科医会公衆衛生委員会予防接種部会

◆県医師会の小児関連事業●

2012/10/１４県医師会平成24年度出産前後親子

支援講習会

2012/10/１８第39回三重小児循環器談話会

2012/１０/２５三重県学校メンタルヘルス分科会

2012/10/２８三重県小児在宅研究会・三重大学

医学部附属病院第一臨床講義室

2012/11/０３東海外来小児科学会

2012/11/０４三重小児発達外来懇話会

2012/11/２９二重県医師会第２回園医部会

2012/12/０６県教委結核対策委員会

2012/１２/０６県医師会乳幼児保健健診部会

2012/12/０６第１回子どもの発達支援体制の強

化にかかる連絡協議会

2012/12/０９県医師会乳幼児保健講習会

◆報告事項●

Ｌ三重県「健やか親子推進部会」１０／1

２．第８回日本小児科医会生涯研修セミナー

１０／８

３．日本小児科学会東海地方会１０/２８

藤田保健衛生大学

４．三重県小児在宅医療研究会１０/2８

５．全国学校保健・学校医大会１１／８

６．三重県母性衛生学会秋季特別講演会１１/1８

７．第56回三重県学校保健安全大会11/2２

８．三重県医師会学校医研修会１１/2５

お知らせ

第158回三重県小児科医会例会は平成25年９月29日（日

特別講演は国立成育医療研究センター総長五十嵐隆

｢わが国の小児医療一現状と課題」でお話し頂きます。

）に開催致します。

先生にご講演頂きます。演題は
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÷第157回三重県小児科医会十

日時平成25年１月27曰（日）場所津地区医師会館

記

(1)一般演題（１３：00～１４：30）座長学術担当理事柴田丈夫

1．平成23年度三重県小児科医会医学奨励金報告

「２度の水痘流行を経験した保育園における水痘ワクチンの効果の検討」

落合小児科医院落合仁

国立病院機構三重病院小児科庵原俊昭

２．「三重県における小児在宅医療の現状と課題・今後の方向性」

１）三重大学医学部附属病院医療福祉支援センター小児在宅医療支援部

２）三重大学医学部附属病院医療』情報部診療管理係

３）三重大学医学部附属病院小児科

４）三重県立看護大学小児看護学

５）三重大学医学部医学医療教育・看護学教育センター

岩本彰太郎Ｄ３)、河俣あゆみ')、臼井徳子⑪、地崎真寿美')、鈴木志保子')、

井澤貴代美Ｄ、重岡真実2)、内田恵一1)、堀浩樹5)、駒田美弘3）

３．「医学科第１－２学年学生を対象にした地域基盤型保健医療教育」

三重大学医学部医学・看護学教育センター

堀浩樹

(2)理事会報告（１４：35～１５：00）

休憩

(3)特別講演（15：１０～１６：３０）

座長三重県小児科医会会長山城武夫

「小児科外来で医学生・研修医を教えるためのQuickGuide」

健和会病院小児科和田浩先生
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落合先生柴田先生

堀先生岩本先生

(て11iii二二,…鮒鮒
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喘息治療配合剤

F輌重面面in処方せん医纂品(注恵一医師等の処方せんにより使用すること）

.､アドエア・柵洲ｍｉ
」AdOair・Diskus7AerosoI醐諺雪輿甥了ヒルＩ

※｢効能･効果｣､｢用法･用■｣､｢効能･効果に関連する使用上の注意｣、

「用法･用■に関連する使用上の注意｣､｢禁忌･原則禁忌を含む使用

上の注意｣等については添付文缶をご参照ください。

蛾

創選販売元
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､学術

2度の水痘流行を経験した保育園における

水痘ワクチンの効果の検討

落合小児科医院

落合仁
国立病院機構三重病院小児科

庵原俊Ｈ召

染により発症し臨床像で、全身の皮疹、発熱を

特徴とする。ＶＺＶは空気感染・飛沫感染・接触

感染により感染する。麻疹に次いで感染力が強

く、９０％以上が１０歳までに発症する。最近は保

育園などの集団生活の機会の増加により、発症

年齢の低年齢化がみられている。初感染後、脊

髄後根などの神経節に潜伏し、特異的細胞性免

疫が低下すると再活性化し帯状庖疹を発症する。

水痘ワクチン（岡株）は、わが国で高橋ら]）

によって開発されたワクチンであり世界保健機

関（ＷＨＯ）もこのワクチンを安全性、有効性

ともに最も望ましいワクチンであると認めてい

る。2004年時点で、すべての子どもに水痘ワク

チンを推奨している国は、米国、韓国、カナダ、

オーストラリア、フィンランド、ドイツなどで

ある。これらの国においては、水痘罹患例のみ

ならず、入院例の著明な減少、水痘関連の医療

費、死亡率の低下が認められている。また、水

痘の発症予防により、将来の帯状庖疹発症予防

研究要旨

水痘はワクチン予防可能疾患であるが、接種

率が低いため繰り返し流行が認められている。

2008年と2010/2011年に２度の水痘流行を認めた

保育園において水痘ワクチンの有効性の調査を

行った。有効率は、2008年の流行では52.4％（P＝

0.00208）、2010/１１年の流行では55.7％（Ｐ＝

000247）と、統計学的に有意な効果が認められ

た。ワクチン歴がある児の水痘罹患率は、２００８

年の調査45.5％、2011年の調査547％と高率で

あった。以上の結果から、水痘ワクチンは有効

なワクチンであるが、接種後の水痘罹患率が高

く、水痘ワクチンによって発症予防を期待する

ならば、初回接種後早期（1年以内）に２回目

の接種が必要と思われた。

Ａ研究目的

水痘はヘルペスウイルス科αヘルペス亜科に

属する水痘・帯状庖疹ウイルス（ＶＺＶ）の初感

■使用上の注意等の改訂には十分ご留意下さい。（2013年２月制作）LPO431⑬
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にも繋がることが期待されている。

水痘はワクチン予防可能疾患であるが、わが

国では任意接種のため接種率が30％と低く、繰

り返し流行を認めている2)。わが国は、水痘ワ

クチンの定期接種化を図っており、定期接種化

するに当たっては、ワクチンの有効性、接種時

期、接種回数について明確にすることが大切で

ある。

わが国水痘ワクチンの抗体は、接種後比較的

長期に持続するという報告3〕がある一方、有効

率は55.5％との報告いもあり、しかし流行時の

水痘ワクチンの効果については十分に検討され

ていない。今回、水痘流行を経験した保育園に

おける水痘ワクチンの効果について検討を行なっ

た。

水痘ワクチン接種歴なし群に、未発症例は水痘

ワクチン接種歴あり群に入れて検討した。なお、

水痘ワクチンの有効率は［(未接種群の発症率一

接種群の発症率）÷未接種群の発症率］×１００で

算出した。

Ｃ研究結果

１）2008年保育園における水痘流行時の水痘ワ

クチンの有効性の検討

2008年流行時の水痘ワクチン接種率は91人

中46人（505％）であった。水痘流行前の水痘

罹患率は、ワクチン歴なし群45人中25人（55.6

％)、ワクチン歴あり群46人中４人（８７％）

と、ワクチン歴あり群では有意に低かった

（Ｐ＜0.0001）（表１）。なお、今回の流行前の

水痘既往者29人（うちワクチン接種者は４人）

をみると、水痘ワクチン歴なし群では、年齢

が高くなるほど水痘既往が高率であった（Ｐ＝

000162)。

1歳児クラスから５歳児クラスをまとめた

水痘発症率は、ワクチン歴なし群20人中16人

（80％)、ワクチン歴あり群42人中16人（38.1

％）であり、水痘ワクチンの有効率は52.4％

と、有意の発症予防効果が認められた（ｐ＝

0.00206)。なお、流行時の水痘発症率は、１

B・研究方法

２度の水痘流行を経験したＡ保育園における

水痘ワクチンの効果の検討

2008年と2010/2011年の２度水痘流行を経験し

た保育園において、保護者（2008年は91人、２０１

０/2011年は106人）にアンケートを配布し、園児

の水痘既往歴、水痘ワクチン歴、休園日数、そ

れぞれの流行時の水痘罹患について調査した。

流行時の緊急接種例については、水痘発症例は

(表１）Ａ保育園2008年水痘流行時の水痘発症

合計既往あり 既往なしクラス

ＶありＶなしＶあり Ｖなし

発症なし発症発症なし発症

児
児
児
児
児

歳
歳
歳
歳
歳

１
２
３
４
５

３
０
０
１
０

３
５
５
２
１

５
６
８
３
９

１
１
１
２
１

３
１
５
６
０
１

０
０
１
１
２

５
５
３
８
５

１
５
４
５
１

合計２５ 1６ 2６ 1６ 9１４ ４

Ｖ：水痘ワクチン

水痘ワクチン有効率＝（16/20-16/42）÷16/20×100＝524％（Ｐ＝0.00206）

ワクチン群の発症率：１歳児～３歳児群＝43.5％、４歳児～５歳児群＝31.6％
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(表２）Ａ保育園2010/11年水痘流行時の水痘発症

合計既往なし既往ありクラス

ＶありＶなしＶあり Ｖなし

発症なし発症発症なし発症

０
８
６
１
５
６

１
２
１
２
１
１

児
児
児
児
児
児

歳
歳
歳
歳
歳
歳

０
１
２
３
４
５

３
０
２
１
５
３

１
１

２
３
８
３
０
１

１

０
０
１
２
６
５

０
０
０
０
０
０

５
３
３
１
１
０

０
２
２
４
３
７

合計 1８ 1４ ０ 1３ 3４ 2７ 106

Ｖ：水痘ワクチン

水痘ワクチン有効率＝（13/13-27/61）÷13/13×100＝55.7％（Ｐ＝000247）

(表３）水痘ワクチン接種者の年齢群別の発症率歳児クラス～３歳児クラス43.5％に対し、４

歳児クラス～５歳児クラス316％と、年齢が

高いクラス群の方が、発症率が低かった。

2）2010/11年同じ保育園における水痘流行時の

水痘ワクチンの有効性の検討

2010/11年流行時の水痘ワクチン接種率は106

人中75人（708％）であった。今回の流行前

での既往者は32人（うちワクチン接種者は１４

人）であり、ワクチン歴なし群の水痘罹患率

は31人中18人（58.1％）に対し、ワクチン歴

あり群は75人中14人（18.7％）と、水痘ワク

チン歴なし群が有意に高かった（P＝0.00028)。

流行時の０歳児クラスから５歳児クラスをま

とめた水痘発症率は、ワクチン歴なし群13人

中13人（発症率100％)、ワクチン歴あり群６１

人中27人（443％）であり、水痘ワクチンの

有効率は55.7％と、有意の発症予防効果が認

められた（Ｐ＝000247）（表２）。また、年齢

が高くなるほど水痘既往が高率であったが、２

００８年の流行を経験し、このとき水痘を発症し

なかった６人は、２度目の水痘流行時にも発

症しなかった。

水痘既往のない水痘ワクチン接種者61人の

うち、０歳児クラス～２歳児クラスの38人で

は23人（60.5％）が発症したが、３歳児クラ

クラス群 例数発症（％）

0歳児～２歳児

3歳児～５歳児

Ｊ
ｊ

％
％

５
４

０
７

６
１

く
く

３
４

２
１

3８

１８

Ｐ＝0.00099

(表４）ワクチン接種から発症までの期間と発症率

（０歳児～２歳児クラス）

接種から流行曝露まで例数発症（％）

０～12ケ月

≧13ケ月

Ｊ
ｊ

％
％

１
８

２
７

４
７

く
く

８
Ⅲ

９
８

１
１

Ｐ＝0.02956

（表５）水痘ワクチン接種者の水痘発症率

流行例数既往症発症発症者数(％）

2008年

2010/11年

4４

７５

４
Ⅲ 2０（45.5％）

4１（547％）

1６

２７

合計１１９１８４３６１（513％）

スー５歳児クラスの23人では４人（174％）

しか発症せず、年齢が小さい群ほど発症率が

高かった（Ｐ＝0.0010）（表３）。また、ワクチ

ン接種日が記載されていた０歳児クラス～２

歳児クラスの37人では、接種から流行までの

期間が０～１２ヶ月の群では、発症者は19人中

８人（421％）であったのに対して、１３ヶ月

以上群では18人中14人（778％）と、発症率
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は有意に高かった（Ｐ＝002956）（表４)。

3）水痘ワクチン後の罹患者数と水痘の集団免

疫率の検討

2008年の水痘流行時、水痘ワクチン歴があ

る46人中４人は水痘既往があり、流行時に１６

人が発症した。水痘ワクチン後の水痘総罹患

者数は20人となり、ワクチン後の水痘発症率

は43.4％であった。また、2010/11年の流行時

では、水痘ワクチン歴がある75人中14人は水

痘既往があり、流行時に27人が発症したため、

水痘ワクチン後の水痘総罹患者数は41人とな

り、ワクチン後の水痘発症率は54.7％であっ

た。（表５）

水痘流行の曝露を受けた時、発症しなかっ

た水痘ワクチン接種者は水痘に対する免疫が

あると考えられ、また今回の流行で、水痘既

往がなく発症しなかった人を除けば、ほかの

人は理論上水痘に対する免疫があると考えら

れる。今回の検討結果から、2008年流行終了

時の集団の免疫保有率は95.6％であり、2010／

11年の流行終了時の免疫保有率は100％であっ

た。

Ｄ・考察

保育園流行時の水痘ワクチンの有効率は55.5

％との報告がある。今回の検討では、2008年の

流行時および2010/１１年の流行時の水痘ワクチン

の有効率は、それぞれ52.4％、55.7％と、以前

の報告と同程度であった。また、今回の検討で

は、いずれの流行時も、ワクチン群においては

低年齢群の方が高年齢群よりも発症率が高く、

また2008年流行を経験した４歳児クラスおよび

５歳児クラス６人は2010/11年の流行時にはいず

れも発症しなかった。以上の結果から、水痘ワ

クチン後に誘導される特異免疫は低いため、流

行の曝露を受けると発症のリスクは比較的高い

が、この時に発症しなかった児は、抗体の自然

ブースターがかかり、その後に流行の曝露を受

春
..と小LG1◆

(表６）
日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール2012年11月１１１版日本小児科学会

□雛臓１，”□纏繍。□謡蕊:総□鵬:緬口鰯鰍郷偽噂い…
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行っており、２期の接種時期は、米国では４～

６歳、ドイツでは初回接種後４～12ケ月と国に

より接種時期が異なっている5)。

2010/11年の流行時、流行した０－２歳児クラ

スにおいて、ワクチン接種から流行曝露までの

期間と発症率を検討したところ、接種後０－１２

けても発症しないと推察された。

一般に確実に発症予防効果を期待するならば、

生ワクチンは２回接種が勧められている。水痘

ワクチンに関しては、日本では1歳以降の１回

接種が行われている。一方、水痘ワクチンを定

期接種にしている米国やドイツでは２回接種を

ＩｉＩｌ１Ｉ;橇ワクチン
を接種しましょう！

水痘(みずほうそう）って超んな病気？

水痘に感染した人の「くしゃみ」などで飛び散った
水痘帯状癒り参ウイルスを吸いこむことにより感染

する病気です。水痘帯状ｿ苞疹ウ;イルスは感染力が強

いため､乳幼児が集団生活をおくっている保喬園な
どでは流行しやすい病気です。一般的に、子供がか

かると軽症ですむ場合が｜まとぬどですが､:高熱が出

たり．水痘を掻きむしって細卜菌性の二次感染を起こ
すと癖痕が残ることもＩあります。

●水庖性の発疹（かゆみを伴います）

●発熱（38°Ｃ前後の熱が２～３日続きます）

●倦怠感

く水瘡薫症例＞

写真提供：竹内小児科医院

竹内宏一先生〔 ｝＜発疹第４病曰＞

●J’1(》麓ワクチン塗j溌内謬繍ｉｉｉＫﾖﾋﾞﾌﾞ

１歳になったら予防接種を受け、２期として初回接種４～１２か月後に接種することをおすすめします。
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ケ月では19人中８人（42.1％）に発症したのに

対して、１３ケ月以上では18人中14人（77.8％）

が発症していた（Ｐ＝002956)。また水痘ワクチ

ン接種者の発症率は、2008年では45.5％、2010／

11年では54.7％と比較的高率であった。以上の

結果から、ワクチン後の発症例は軽症であるが、

１回接種では発症予防効果は不十分であること、

流行時に接種後１年以上経過した２歳児以下の

児で77.8％が水痘を発症していること、本邦で

は０－２歳に水痘発症年齢のピークがあること

等から、米国の接種方式である就学前を２期接

種時期にすると、約半数の子どもがワクチン後

に水痘を罹患することが予測される。現行ワク

チンで高い発症予防効果を期待するならば、ド

イツと同様に１歳早期に初回接種をしの、初回

接種４～12ケ月後に２期の接種を行うのが適切

と考えられた。

RedBook2009nによると、水痘の流行時、

１回ワクチン接種を受けている者も一定の間隔

（１－１２歳までは３ケ月以上）を経過しておれば、

２回目の接種を勧めている。このことも、１回

の水痘ワクチン接種では発症予防効果が弱いこ

とを示唆している。

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュー

ル（表６）では、予防効果を確実にするために

水痘ワクチン２回接種を推奨している。2012年

４月に２回目の推奨接種期間が、「５歳以上７歳

未満」から「18ケ月以上２歳未満」に変更され

た。この変更は、本研究を含めた平成23年度厚

生労働科学研究費補助金（新型インフルエンザ

等新興・再興感染症研究事業）：ワクチン戦略

による麻疹および先天性風疹症候群の排除、お

よびワクチンで予防可能疾患の疫学並びにワク

チンの有用性に関する基礎的臨床的研究（班長：

岡部信彦）報告書の分担研究：ムンプス・水痘

の臨床像ならびに今後の対策についての検討；

庵原俊昭（分担研究者)、他による報告によるも

のである。

最後に、水痘の集団免疫率については十分に検

討されていない8-12)。今回の検討では、水痘の集

団免疫率は95.6～100％と極めて高かった'3)。この

値は麻疹や百日咳と同等であった。以上の結果

から、保育園での水痘流行を抑制するためには、

95％以上の高い接種率で２度接種することが大

切と思われた。また、本研究結果をもとに図ｌ

に示すポスターを作成し、当院では水痘ワクチ

ン接種の勧奨を行っている。

Ｅ、まとめ

2008年と2010/2011年の２回の水痘流行を認め

た保育園において水痘ワクチンの有効性の調査

を行った。水痘ワクチンは有効なワクチンであ

るが、接種後の水痘罹患率が高く、水痘ワクチ

ンによって発症予防を期待するならば、初回接

種後早期（１年以内）に２回目の接種が必要と

判断された。

本研究は、平成23年度三重県小児科医会医学

奨励金により実施された。
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三重県における小児在宅医療の現状と課題・今後の方向性

岩本彰太郎'川、河俣あゆみ')、臼井徳子4)、地崎真寿美')、

鈴木志保子')、井澤貴代美')、重岡真実2)、内田恵一')、

堀浩樹5)、駒田美弘3）

１）三重大学医学部附属病院医療福祉支援センター小児在宅医療支援部

２）三重大学医学部附属病院医療情報部診療管理係

３）三重大学医学部附属病院小児科

４）三重県立看護大学小児看護学

５）三重大学医学部医学医療教育・看護学教育センター

会の先生方と今後の小児在宅医療支援の在り方

を検討する。

くはじめに＞

近年、周産期医療を含む小児医療の進歩に伴

い、以前では救命不可能であった子どもの命を救

えるようになってきた。一方で、ＮＩＣＵや小児病

棟において重度の障がいを残し長期入院している

子どもも増加してきている。また、小児がんを含

む難治性疾患に罹患し、根治が困難となった患

児と家族らは、その終末期を自宅で過ごしたいと

希望している。しかし、地域での小児在宅医療支

援の受けⅢが少ないことや、医療現場での小児緩

和医療ケアの普及・認識の低さから、こうした子

どもは病院での入院を強いられている。

一方、医療を必要とする子どもの権利条約であ

る「子どもに優しいヘルスケア・イニシアティブ」

及び「病院の子ども憲章」において、子どもにとっ

て明らかに最善の利益である場合を除き、入院生

活は極力避けるべきであることが明記されている。

従って、ＮＩＣＵ、小児病棟から在宅へ移行す

る際、継続して高度医療ケアを必要とする子ど

もに、適切な医療・療育環境を提供できるシス

テムの構築は大切である。

今回、県から地域医療再生事業を受け、県内

の医療的ケアを必要とする患児．ご家族が、安

心して地元地域で過ごせる在宅医療支援システ

ムの構築を目的に設置された当院小児在宅医療

支援部の活動を報告する。また三重県小児科医

＜小児在宅医療支援の現状＞

小児在宅医療支援診療所のパイオニアである

子ども在宅クリニックあおぞら診療所は、関東

地域（千葉県、東京都）での在宅医療ケアを要

する子どもを大勢診ている。同診療所のまとめ

では、診療している210例の子どもの医療的ケア

内容は、多い11項に経管栄養（729％)、在宅酸素

(44.1％)、気管切開（36.7％)、人工呼吸器管理

(34.4％)、中心静脈栄養（7.9％)、ストマ管理

(3.5％)、腹膜透析（１０％）であった（表ｌ）。

また、厚生労働省の調査は、全国ＮＩＣＵから長

期人工呼吸器管理を要したまま在宅に移行する

子どもの人数は増加傾向にあることを示した

(表２）。小児在宅医療支援に必要とされる医療

的ケアは高度であり、ご家族の負担が大きいた

め、その支援体制の確立は急務といえる。

三重県においては、低出生・極低出生体重児

の出生数はこの数年増加傾向にある。盆野らは、

医療的ケアを要し県内ＮＩＣＵを退院する子どもは

ＮＩＣＵ入院児の約２％を占め、近年、医療的ケア

内容では気管切開、腸瘻管理児、基礎疾患では

極低出生体重児、奇形症候群、染色体異常が増

加傾向にあることを報告している（表３－５）。
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表６は、県内の小児人口数から推測した高度

医療（呼吸器管理、気管切開、経管栄養、頻回

吸引等）を必要とする在宅療養児の数と身体障

害者手帳１．２級発行実数を圏域別に示した。

前者は約１００名、後者は約1,000名を数え、地域

別では北に多く南で少ない。

県内の小児在宅医療の現状を把握する目的で、

我々は2010年、三重県医師会・小児科医会・県

看護協会の協力でアンケート調査を行った。

県内小児科標梼医療機関（診療所・病院）及

び在宅療養支援診療所431施設を対象に施行した

在宅医療ケア児の診療調査結果を表７に示す。ア

ンケート回収率は66％、在宅医療ケア児の診療を

行っているのは46施設、回答を得た施設（285施

設）の僅か161％にしか過ぎなかった。この46施

設のうち、実際に往診を行っているのは21施設で

あった。また、地域別では東紀州において患児数

対往診診療所率の割合が高く、地域差を認めた。

訪問看護ステーションに勤務する看護師121人

(全体の約３割）を対象に調査を行った。小児訪

問看護の経験がある看護師は32人（26％）と低

く、小児訪問看護について困難と感じるまたは

困難という印象を持っている看護師は44人（３６

％）であった。その理由としては小児の経験が

ない、家族支援が大変であるとするものが多かっ

た。今後小児訪問看護を行う上で必要と考える

研修内容は、小児を取り巻く家族看護、小児に

必要な医療的ケアの実際、小児在宅看護の特殊

'性をあげるものが多かった。

以上より、在宅医療ケア児及び家族は、地元

地域での医療・社会資源の充実度に依存し、そ

の生活の質が規定されていることが分かった。

これらの結果、2012年１月より三重県地域医

療再生事業の一環として、県内の小児在宅医療

支援システムの構築を目的とし、三重大学医学

附属病院内医療福祉支援センターに小児在宅医

療支援部が設置された。主な活動は、地域毎の

診療所・ＮＩＣＵ・基幹病院・訪問看護ステーショ

ンの顔の見える研修会（三重県小児在宅研究会）

の開催、地域に赴いての訪問看護ステーション看

護師への小児訪問看護実地研修会、訪問リハビ

リの普及、地域保健機関を含めた行政・福祉機

関との連携である。また、全国的にも問題となっ

ているレスパイト施設との連携も在宅支援の重要

な課題として取り組んでいる（表８）。小児在宅

対象児の重症度が増していることから、小児在宅

緩和ケア医療の普及・啓発も取り組む予定である。

＜在宅医療における国の取組からみた小児在宅

医療支援の課題＞

厚生労働省は、成人医療が直面している問題

(1)社会の超高齢化、(2)死亡者の急激な増加、（３）

独居老人の増加に注目し、在宅医療・介護あん

しん2012を掲げ、国をあげての在宅医療重点化

を打ち出した。一方、小児在宅医療の課題(1)医

療的ケアを必要とする重症児の増加、(2)重症心

2012年２月作成
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身障害児からのキャリーオーバー者への対応、

(3)小児在宅緩和ケアの普及・充実、(4)小児科医

不足について、重要性は把握されているものの、

国の施策視点からは非常に小さいもの。事実、

在宅医療を受ける患者の人口比（訪問診療・往

診）の全国調査結果（表９）からも、小児訪問

診療・往診のニーズは少ない。一方、訪問看護

療養費算定件数（医療保険）調査（表１０）では、

小児の訪問看護師の訪問のニーズは決して少な

くない。

以上から、在宅医療は成人に重点が置かれてい

るものの、小児でもその必要性は把握されており、

当県のように行政と協力して進めていくことがで

きている現状は、大変よい機会であると考える。

画的訪問診療加算（表12）を算定することで工

夫できることも多くなっている。当小児在宅医

療支援部では、開業小児科医の先生方の算定等

についても相談に応じられるよう、「在宅小児医

療診療報酬手引き（仮)」を作成し提供していく

こと予定である。

＜次世代を担う若手医師教育＞

医学部学生を対象とした重症心身障害児（者）

に関する講義・臨床実習は各大学教育カリキュ

ラムの中で展開されているが、その実情は定か

でない。近年、小児医療における本領域の重要

性から、熊本大学附属病院重症心身障がい学寄

附講座、名古屋大学医学部障害児（者）医療学

寄附講座が開設され、次世代を担う医学生教育

に力を入れる。両大学の共同調査では、表１３に

示すように大学における重症心身障害児（者）

講義をおこなっているのは50％、うちポリクリ

の臨床実習を行っているのは約半分とまだまだ

その教育が普及しているとは言い難い。

三重大学医学部は、従来より医学生に対して

重症心身障がい児（者）講義（松阪済生会明和

病院樋口先生、国立病院機構三重病院村田先生

担当)、ポリクリ生に対して国立病院機構三重病

院重症心身障がい児（者）病棟実習を行い、積

極的に取り組んできている。本年２月からは保

護者から学生教育への同意を得られた場合、当

院小児在宅医療支援部の協力のもと、在宅療養

児訪問実習を行うこととなった。当大学独自の

地域密着型小児在宅医療教育を提供することで、

将来、幅広い小児医療に興味を抱き、障がい児

医療を担う医師が育つことを希望している。

く開業小児科医が今からできること？＞

医療的ケアを要する子どもを在宅でみていく

上で、成人と異なる点は、医療に加え子どもの

成長・発達評価・支援である。小児在宅医療支

援の担い手は、地域の訪問看護師・理学療法士・

保健師及び診療所医師であるが、なかでも小児

科医の役割は大きい。しかし、開業小児科医は、

診療の幅広さ（一般診療・予防接種・乳幼児健

診等）からその業務は多忙であり、往診を含め

た在宅療養児・家族のニーズにすべて答えるこ

とは困難である。昨年の日本外来小児科学会で

も「小児在宅医療」が取りあげられた。同会に

おいて在宅児保護者の発言の「地域開業医の先

生方に希望することは、予防接種往診やデイサー

ビスであり、おかしいときはかかりつけの基幹

病院に自分で連れて行きます｡」は印象的であっ

た。ＮＩＣＵ・小児病棟側も、開業小児科医の立

場を理解し、予防接種訪問や急性疾患時のトリ

アージヘの依頼を主とし、お互いに協力するこ

とで、地域で過ごせる在宅療養児が増えること

を期待したい。

一方、国の施策から在宅医療報酬の改訂も進

んでおり、在宅時医学総合管理料（表１１）や計

＜考察＞

今回、三重県地域医療再生事業の一環として

設置された当院小児在宅医療支援部の活動（三

重県小児在宅医療支援の現状と課題及び今後の

展望）を報告した。
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行政機関を巻き込んだ顔の見える連携を図ろ活

動を主に展開してきた。今後は、さらに地元地

域で小児医療を担っている開業小児科医の協力

を得ながら、重度の医療的ケアを必要とする在

宅療養児が安心して生活できる地域密着型在宅

支援構築の取組を行いたいと考える。具体的に

は、一般診療で多忙な開業小児科医にのみ協力・

負担をかけるのではなく、同支援部が三重県小

児科医会・医師会と連携し、成人の地域在宅医

療制度の枠組みのなかで取り組める工夫を行い、

前述の小児在宅医療・福祉資源の拡充・連携と

絡めていく予定である。

当支援部は、患児・家族のニーズと向き合い

ながら、県内の小児在宅医療・福祉との協働の

架け橋になれればと思っている。今後とも、三

重県小児科医会並びに同会員の先生方のご要望

にもお答えできるよう努力して参りますので、

何卒よろしくお願い致します。

周産期医療を含む小児医療の進歩に伴い、

NICUや小児病棟において重度の障がいを残し

長期入院している子どもが増加してきている。

また、三重県ではＮＩＣＵ及び小児病棟を有する

基幹病院の集約化が進み、医療的ケアを持った

まま地元地域に戻る子どもは、地域の医療・福

祉資源を有効活用することが以前より必要となっ

てきている。当支援部は、地域で支える訪問看

護ステーション・リハの拡充と保健師を含めた

1．小」
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子ども在宅クリニックあおぞら診療所前田浩利先生資料改

（｢小児在宅医療の手技の実際｣から）

表3．在宅を始めるにあたって

在宅時医学総合管理料の届出を行うと

月に２回の往診

往診料720点×２回＝1,440点

再診料69点十乳児加算38点＋外来'管理ｶﾛ算52点ｘ２回=318点
合計1,758点

在宅時医学総合管理料＊の算定可能

在宅時医学総合管理料ＩＴＪ…ｒ－－－Ⅱ
処方菱を交付Ｕ2,200点！＊届出
処方茎を交付しない2,500点Ｉ開業施設に医師と､在宅’
442点高い診療報酬となります。ｉ医療の鯛整担当者が1名；

｜篤繍鶴澱ｌ
Ｌ－－－－－－－」

表２三重県NICU退院児の医療的ケアの必要性

ｃ近成､盆野他.２００５.日本小児保健学会

.●盆野他.２０１０.三豆果胎児新生児研究会

…盆野他２０１０日本未熟児新生児学会

表5．医学部学生に対する重症心身障がい児(者)医療
教育に関するアンケート調査

（熊本大学附属病院丘症心身障がい学寄附講座

名古屋大学医学部障害児(者)医療学寄附講座共同調査）

＜方法と結果＞

◆2012年６月～７月：８０大学小児科に調査
７２大学(90%)から回答

◆重症心身障がい児(者)医療教育

・実施：３７大学(51%）未実施：３５大学(49%）

・講義実施:28大学(39%）ポリクリ実施:24大学(33%）
・全学生にポリクリ実施： １８大学(25%）

、全学生に重心施設でポリクリ実施：１１大学('59b）

◆大学での重症心身障がい児(者)医療教育について

．｢必要と思うができない｣：２０大学

表4．その他

なにも届出をせず､計画的な訪問診療の場合

小児科外来診療料を算定している診療所でも

計画的な訪問診療を医師が行うと

在宅愚者訪問診療料（週3回限度）を追加できる

計画的訪問

繍看訪問830点
耀鶏ヂィ００点

く]ZＺｉｉＩｌｉＤ

往診

謹製鯛璽欝'１１
国Ii重＞

11計画的訪問診療
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図1．小児在宅医療支援の現状

全国ＮＩＣＵおける人工呼吸器管理中の児の
長期入院と退院数の推移

0２０４０６０８０１００

図2.三重県NICU退院児医療的ケア内容の変遷
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図6.地域連携型小児在宅支援図5.県内小児科標楴施設の在宅支援状況
,1--._____-----.-F＝?f宝一,.』__』L--,-,1.-1.1,11･ﾛ1.-'1ﾛｰ…-.1.ﾛｰｰｰｰ,_._･守田壷`－－ﾛｰｰｰｰ1-Ⅱ.､1-,1--…,,111勺.---_ﾆﾛｰ.--＝や?`,,ﾛｰｰ､--,』.,,

小児科標梼500施設中4ｺ1施設にアンケート施行(2010年）

蕊
ｷｺｰ:,』-Lい~!:`~7

Ｉ譲粥'鴬ｉｉｉ

鐵議灘
駒１

在宅医療ケア児診療施設｜

雲１１＝=|蕊'１１
鞭癬ｉ:露if

鰭
ＭＣＵ鳶公

】小虎基］

鰯賎
凹答、

蕊
●在宅患児
診療施設

●在宅患児
往診施設

１１

３

５

２

１１鱗ｉｆ

相
談
窓
口

診
訪
間

函

／
〆

‐‐二Ⅱ出Ｉｗ印‐

伯
氾
州
４
ト
蝋

小児在宅医療支援部

(小児科専門医､小児看護専門
看護師､MSW､事務員）



（２５）

'１ⅢⅢ'ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅡⅢⅢⅢⅢⅢ'Ⅲ'ⅢⅢⅢ'''Ⅲ'ⅢⅡⅢⅢⅢⅢ'1'ⅢⅢⅢⅡⅢⅢ''Ⅲ'Ⅲ''１Ⅱ'ⅢⅢⅢ'ⅢⅡⅢ'ⅢⅢⅢⅢⅢ''Ⅲ'ⅢⅡⅢⅢⅢⅢⅢⅢ''ⅢⅢ'Ⅲ三重県小児科医会会報Ⅱ''''ⅡⅢ'Ⅲ'''Ⅱ''Ⅲ'ⅢⅢ

'学術．………………二…）

医学科第１－２学年学生を対象にした

地域基盤型保健医療教育

三重大学大学院医学系研究科医学医療教育学

三重大学医学部医学・看護学教育センター

堀浩樹

出するには、”数'1とM質抓の両面からのアプローチ

が必要である。まず、’'数"の確保に向けて、三

重大学では入学定員の拡大と地域枠入学者定員

の拡充を行った。入学定員は、１学年100名から

125名に増員し、地域枠入学者定員は平成17年度

の５名から漸次増員し、現在35名となっている。

地域枠推薦制度は、卒後の地域定着率が高いこ

とがこれまでのデータから証明されている県内

出身者を優先的に入学させる推薦方式である。

本制度では、三重県全域を対象にする地域枠Ａ

推薦（25名）と県内においてとくに医師不足が

顕著な伊賀、志摩、東紀州地域などの出身者を

１．序説

平成22年度の厚生労働省資料によれば、人口

10万人当たりの三重県の医師数は、総数190人

(全国37位)、病院に在籍する医師数112人（同４４

位)、診療所医師数78人（同22位)、看護師数は

702人（同38位)、助産師数は16人（同47位）と、

極めて厳しい医療従事者不足に三重県は直面し

ている。さらに、三重県内においては、医師数

の地域偏在が顕著で、この数年間で伊賀地域、

東紀州地域での病院勤務医師数の減少が進行し

ている。また、病院に勤務する麻酔科医、産婦

人科、小児科医不足に代表される診療科偏在の

問題もある。また、平成16年度に開始された新

医師臨床研修制度により、研修医の大都市圏へ

の流出が進み、三重県内における20-30代の年

齢層の医師数減少が、将来にわたる医師供給体

制基盤の脆弱化をもたらしている。

三重大学医学部は、三重県における唯一の医

師養成機関として、これらの課題解決に向けて

の取組みを続けている。

本稿では、地域医療の危機が叫ばれるなか、

地域医療再生の原動力となる人材を地域に輩出

するために、三重大学医学部で実施している

｢地域医療を志向する意識」や「地域医療に求め

られる知識と技能」を養成するための学部教育

について紹介する。

2．地域枠入学定員の拡充

地域医療再生の原動力となる人材を地域に輩
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図１．三重県における初期臨床研修医数の推移
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図２．三重県における後期臨床研修医数の推移

対象とする地域枠Ｂ（５名）の２種類の方法を

採用している。また、前期日程入試定員に、将

来の三重県での就職を約束する志願者を対象に

した三重県地域枠（５名）を設けている。

これらの入試制度の変更により、現在、158名

の地域枠入学者が三重大学医学部に在籍してい

る。

から卒後後期研修へのスムーズな移行、魅力あ

る後期研修プログラムの提案を目指した取組み

が求められている。

また、今後増加する地域枠人学者の卒業後の

研修方法の策定は、前述の医師の地域偏在の解

決に関わる重要な課題であり、三重県内におけ

る卒後臨床研修を担当するＮＰＯ法人ＭＭＣ卒後

臨床研修センター、三重県地域医療センター

(平成24年度設置、三重県医師修学資金受給者を

中心とした三重県内での後期臨床研修者支援組

織)、三重大学医学部附属病院臨床研修キャリア

支援センターと卒前医学教育を担当する三重大

学医学部医学・看護学教育センターとの間での

協力体制の構築が重要になっている。

３．三重県内の病院で研修する研修医の確保

平成16年度の新医師臨床研修制度開始当初は、

60名程度であった県内の初期臨床研修医数は、

卒前からの学生への広報・勧誘活動の強化、魅

力ある研修カリキュラムの提案に向けての病院

間の協力連携などにより、平成23年度からは９０

名を超え、ゴ平成25年度研修開始予定者において

も93名が県内研修病院とマッチングをしている

(図ｌ）。一方、卒後３年目から開始する後期研

修（専門研修）を三重県内の病院で行う研修医

数は、増加傾向はあるものの60名程度に留まっ

ており（図２）、今後、卒前教育・卒後初期研修

４地域医療を学ぶ医学教育カリキュラム

地域医療の人材の確保に向けては、’'数Mの確

保に加えて、質の高い医師の育成が不可欠であ

る。地域医療の現場には、地域貢献への高い意

識を持ち、地域医療を実践する能力を持つ医師
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第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年

地域保健

医療実習

県､市町と連携した

地域保健活動

願
地域の診療所・

病院訪問実習
医療施設

訪問実習

地域病院での

臨床実習臨床実習

厩
講義･学習会

多職種連携教育

地域枠学生

特別カリキュラム
地域医療研修会、推薦者訪問、地域保健見学、懇談会

図３．６年間を通して地域で学ぶカリキュラム
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平成24年度からは三重県内の医療福祉系学部を

持つ大学との連携による多職種連携教育の取組

みも開始している。

表１．SevenCommunityTools

地理的および社会的地図

家族系統図､世代関係図

地域にある組織･共同体

地域の保健医療システム

地域の年間行事､冠婚葬祭

地域の歴史

住民個々の生活史、身の上話

５．地域基購型保健医療実習

前述の第１－２学年に新しく導入した地域基

盤型保健医療教育では、三重県、三重県市町村

振興協会、三重大学医学部の３者の協力による

三重県下全29市町での実習を実施している。本

実習は、４－５人の学生により構成される学生

グループが、２年間継続して各市町にある－コ

ミュニティ（500-1,000人規模）を担当する。

学生は、担当地域を継続して訪問することで地

域をよく知り、そこで暮らす方々との交流を深

める活動を行うという実習内容である。具体的

には、第１年次には、文化人類学的手法を用い

た地域調査を行い、その解析結果に基づき地域

の保健衛生、医療や人々の健康上の課題を把握

する。そして、第２学年次には、把握した課題

の解決に向けて、学生であっても実施可能な地

域貢献活動（communityempowerment）を実

践するという内容である。第１年次の地域調査

は、諸外国の公衆衛生学部などで使用されてい

る医療人類学的（文化人類学的手法）手法を用

いて、学生自らが行うものであり、医学・医療

の知識がなくても実施可能である。本実習には、

｢Sevencommunitytools」と名付けた、調査項

目を簡素化した調査方法を導入している（表１)。

この方法は、三重大学が中心となってタイ王国、

アラブ首長国連邦、タンザニア連合共和国にあ

る３大学と実施した国際共同研究から開発され

た。また、地域に出向く前の準備学習として、

①マナー、コミュニケーションの授業、②個人

`情報管理、疫学研究指針などの法的事項の授業、

③国際共同研究成果物である教科書を用いた調

査手法についての授業、④グループの協同学習

によるシミュレーションと調査計画の立案、⑤

指導教員による助言、⑥地域医療関連講義の並

が求められている。そのためには医学部入学早

期から、①地域に出向くことで地域を知ること、

②地域にある医療ニーズや地域からの医学部生

に対する期待を肌で感じること、③地域での保

健や医療に関する活動に実際に参加することが

必要であると考え、図３に示すような６年間を

通して地域で学ぶ医学教育カリキュラムを三重

大学では導入している。入学早期で医学の知識

も乏しい第１－２学年学生に対しては、まず、

地域に出向き、そこで暮らす人達の話を聴かせ

ていただくことで、自ら考え、行動することを

求める体験型の地域基盤型保健医療実習を行っ

ている。本教育活動は、新しく導入した本学の

特色ある教育であり、後で詳述する。第３－４

学年の臨床医学教育開始後の学生に対しては、

地域の診療所および病院への訪問実習を行い、

地域の医療システムの理解とともに診療所・病

院医師による患者の臨床問題へのアプローチ方

法を学ぶ機会を提供している。平成24年度から

第４学年１月より臨床実習を開始し、第６学年

７月までの68週間の臨床実習を行うカリキュラ

ムに変更したが、この臨床実習では、大学附属

病院だけでなく、地域の基幹病院、小児科クリ

ニックを始めとする地域の診療所での実習を行っ

ている。また、学内においても、地域の診療現

場で活躍する医師や病院関係者を非常勤講師と

して招聰した地域医療関連講義を実施している。

さらに、地域枠入学者に対しては、学内学習会、

学外研修会などの学習機会の提供を行っている。
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(第１学年学生）

４５６７８９１０１１１２１２３

蝋…鰺準備教育(講義､ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習）

○市町担当者訪問

‘＝＞調査資料準備

○事前地域訪問
●地域調査 〈=〉追加調査

《函＞解析

〈－>鑿灘震
⑭報告会(第２学年学生）

４５６７８９１０１１１２１２３

iii…i;,地域活動計画策定

蝋…霧活動準備

Ｓｼﾐﾕﾚ5二>地域活動○

市町担当者訪問

‘＝謬纏菫震
③報告会

図４．実習スケジュール

行実施などを行っている。本研究

では、地域医療に対する理解を深

めることを最大の目標として掲げ

ているが、一連の活動の過程を通

して、学生が主体的に取り組む態

度、グループメンバーと協力して

問題を探索し解決する能力や医療

者に求められる資質の酒養も目指

している。図４に実習スケジュー

ルを示す。学生は年数回の地域訪

問と学内での準備や学習、グルー

プ報告会を行いながら、２年間の

本実習に参加する。学生に対する

評価・フィードバックは、①活重

図５．紀北町島勝地区の生活と健康課題

評価・フィードバックは、①活動日誌、②報告

書、③報告会、④市町担当者からのグループへ

の評価、⑤指導教員による学生評価、⑥グルー

プ内相互評価、⑦活動前後アンケート調査によ

り行う。図５は、紀北町島勝地区を担当した学

生グループが、調査結果の解析から導いた担当

地区の健康課題の相関図である。漁業の衰退に

より少子高齢化が進み、地域の活力が低下して

いることを学生は感じ取っている。その結果、

家に篭りがちの方が多く、それが認知症や自殺

の増加に繋がっている可能性があると考察して

いる。また、塩分の多い食事から高血圧などの

生活習慣病に罹患している方が多いことを課題

として上げ、これらの健康課題に対する行政の
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の期待を知り、地域への役立ち

感を得ることが、この実習の目

的達成への第一歩である。表２

に全29市町での活動の一部示す。

担当地区の特徴に合わせた活動

が行われている様子がうかがえ

る。

本実習の有効性評価のために、

実習前後の学生の意識変化を調

査しているが、「地域保健医療

に興味を持っているか？｣、「将

来、地域保健医療に貢献したい

か？」という問に対して、「と

てもそう`思う｣、「少しはそう思

う」と回答した学生数が増加し

ている（図６）。

しかし、市町担当者との連絡

や打合せ、地域の方々とのコミュ

ニケーションなどのソーシャル

スキルを必要とする場面が多い

本実習では、連絡や報告、服装

や身だしなみ、他者への配慮あ

る言動などの点で学生の社会的

未熟`性が問題となることもしば

しばある。関係者には、迷惑を

かけることにもあるが、本実習

表２．第２学年地域貢献活動のテーマ

A・地域保健医療に興味を持っていますか？

J１
５:とてもそう思う

４:少しはそう思う

３:どちらでもない

ｚ:あまり思わない

1:まったく思わない

liiiiiiiiiiiiiii菫=＝￣ □実習開始前

国実習終了後

漁墨簿糺.’－１」■」
０１０２０３０４０５０６０

８将来､地域保健医療lこ貢献したいと思いますか？

回答(人）

５:とてもそう思う

４:少しはそう思う

３;どちらでもない

ｚ:あまり思わない

1:まったく思わない

ｏ:無効回答

5４

ロ実習開始前

鰯実習終了後

０１０２０３０４０５０６０回答(人）

図６．実習前後の学生の意識変化（平成23年度第1学年終了時）

|ま、学生の社会的成熟を促す良い機会にもなっ

ている。

アプローチにも関わらず、地域の医療資源が乏

しいことが地域で暮らす人達の不安に繋がって

いると結論づけている。そして、このグループ

の第２学年次の活動テーマは、「ウォーキングと

簡単に出来る運動一紀北活々（かつかつ）体

操の実施一」であった。この活動では、日本エ

アロビクス協会指導員の助言を受けて、高齢者

にも安全で楽しく行える体操を地域の方々に紹

介した。タイトな医学教育カリキュラムのなか

での活動であり、多くの課題はあるが、学生自

らが地域貢献について考える姿勢が大切だと考

えている。地域訪問を通して、学生が地域から

５．結語

入学後早期に三重大学医学部学生に対して実

施している地域型保健医療実習は、本格実施後

２年を経過し、徐々にその効果が浸透ししつあ

る。この体験学習が、その後の学習過程に良い

影響がでるよう第３年次以降のカリキュラムに

も工夫が必要と考えている。これらの教育課程

を経て、地域で活躍する多くの人材が育ってく

れることを期待している。

紀北町
ウォーキングと簡単に出来る運動

-紀北活々(かつかつ)体操の実施一

鈴鹿市 外国人対象の｢地域での暮らしの質向上｣の学習会

亀山市
転倒予防で健康まいにち

～筋力アップだけじや足りないの～

紀宝町 災害医療'二ついて

伊賀市 がん検診の広報活動

松阪市 クレソンを用いた栄養講座と試食会
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⑬特別講演熱

小児科外来で医学生･研修医を教えるためのQuickGuide

健和会病院小児科

和田 浩

くはじめに～外来研修はなぜ必要か？＞

従来、入院医療や救急対応の経験を積めば、

自然に外来もできるようになると思われていた。

しかし、外来医療はそのどちらとも大きく違う。

最も違うのは時間の使い方と、患者の問題点が

明らかになっているかどうかであり、それに伴っ

てコミュニケーションのあり方も異なってくる。

初期からの外来研修の重要性が叫ばれるように

なって来たのは当然と思われる。

また、大学病院の小児科しか知らない医学生

から「小児科は子どもが死んでいく暗い科」と

いう発言を聞くことがある。小児のターミナル・

ケアや重篤な疾患の治療は重要なことだが、そ

れが小児科のすべてではない。小児医療の多く

を占めるのはプライマリ・ケアであり、それは

子どもの笑い声のあふれるところである。そう

いうところを学生にはぜひ知ってほしい。また、

初期研修医にとって小児科で身につけるべきこ

との多くは外来でのプライマリ・ケアに関する

ことであり、それを学ぶのにもっともふさわし

いのは、クリニックなどの小児科外来である。

しかし日本では小児科に限らず外来研修指導

の蓄積が非常に少ないこともあって、次のよう

な心配がよく出される。「忙しくて指導などして

いられない」「どう教えたらいいかわからない」

｢最新の小児科学を知らないと、教えられないの

ではないか」「研修医や学生が来るのを、子ども

やお母さんはいやがるのではないか」など。医

学教育は本来もっと時間的にも経済的もきちん

とした保障がされるべきであり、日本では圧倒

的にマンパワーが足りない。しかしそういう悪

条件下でもいろいろな工夫で楽しく取り組める

ことも多い。ここではそういった心配を解消し、

外来教育の楽しさをお伝えしたい。

１．「研修医や学生が来るクリニック」のイメー

ジアップ

研修医が診療を行うことに対し「『モルモット

にされる』といったマイナスイメージを持たれ

るのではないか」と研修医や学生の受け入れを

檮曙する場合もある。しかしむしろ逆に「研修

医や学生の来るクリニックはレベルが高い」と

いうプラスイメージを積極的に作っていく必要

がある。そのために研修を依頼する大学から研

修指導をする医師に「臨床教授」などの称号を

おくることや、学長や教授の名前での患者さん

向けに研修指導をお願いしている旨の掲示を行

うことも効果的であろう。

また、研修医や学堆の自己紹介ポスターを自

分で作ってもらって掲示すると、子どもや保護

者に親しみを感じてもらうことができる。

２．どんなことを学ぶのかを明確に

研修の開始に当たり、どんなことを学ぶのか

を明確にする。初期研修の小児プライマリ・ケ

ア研修で修得すべき点については「小児プライ

マリ・ケア研修プログラム」Ｄに整理されてい

るが、研修期間によってその中でポイントをし

ぼる。その際研修医や学生の希望も聞いて、な

るべくそれをかなえるように工夫する。指導医

も「この点を学んでほしい」といった自分の思

いを伝える。例えば１日だけの研修なら「今水
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ンをし、ディスカッションして診察に同席す

る。小児疾患は病歴だけでかなり診断が絞り

込め、予防接種歴や周囲の流行状況など小児

科特有の病歴の重要性を学ぶことができる。

②自分の考えと異なったところを述べる：指

導医の診察に同席していて、自分なりの診断

や方針を考え、診察後指導医の判断が自分の

考えと異なっていた点を言ってもらいディス

カッションする。

③検査・処置に参加する：迅速診断、吸入の

薬液のセットや介助、洗腸、計測、血圧測定

など、研修医や学生でも参加できることを行っ

てもらう。少なくとも初めのうちは看護師が

ついている必要があるが、迅速診断などは１

回教えれば学生でも十分できる。計測の際に

赤ちゃんを抱っこするだけでも初めての学生

にとっては大変感動的な体験となる。

痘がはやっているから、いっぱい見て水痘のオー

ソリティになってください」といったことでも

よい。

３．できるだけ体験型に

研修は可能な限り体験型にしたい。研修医の

場合一番いいのは、研修医が実際に診察を行っ

た後、指導医がもう１回診察を行うという形で

ある。しかし、２－３日の研修ではそこまでは

むずかしいかもしれない。また診察室がなくて

できないという場合も多い。学生では体験でき

る範囲はさらに限定される。診察をしなくても

ただ「見てるだけ」に終わらせず、少しでも

｢体験型」にするよういろいろな工夫が可能であ

る。

①病歴聴取を行う：理学所見は取らないが、

病歴聴取を行い、指導医にプレゼンテーショ
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ほかの患者さんでも使える知識を伝えるとい

う意味であり、ほんのワンフレーズで、例え

ば「単純へルペスの初感染は90％不顕,性感染

です」という程度で十分である。「そんな気の

きいたことが言えるかなあ」と思われる場合

は「小児プライマリ・ケア龍の巻｣いにはこ

うしたフレーズが満載であり参考になる。２０１２

年の日本小児科学会でのシンポジウム「小児

プライマリ・ケアを極める」で、シンポジス

トとして発言した小児科後期研修医は、小児

科クリニック実習で印象に残ったこととして、

院長が病歴と身体所見だけで溶連菌の診断を

したことをあげていた。小児科医にとっては

あたりまえのことでも、研修医や学生にとっ

ては新鮮な「クリニカルパス」はたくさんあ

るのである。

また、研修医や学生から質問されても指導

医も知らないという場合もある。自分で調べ

てもいいが忙しくてそんな時間もないという

ことも多い。そういう時は「君、調べて明日

ぼくに教えてよ」と研修医や学生にお願いす

ればよい。研修医や学生にとっては人に教え

ることが一番勉強になり、こちらも最新の知

識を学べる（場合によっては自分でも調べて

おかないと間違った知識を身につけてしまう

こともあるので注意する)。

④「正しくできた点を強化する」は「ほめる」

といういい方もする。「ほめる」という言葉は

「おだてる」「過大評価する」というニュアン

スで使われる場合も多いが、そういうことを

する必要はない。私たちは100点満点を基準に

して不足している点ばかりを指摘してしまい

がちだが、必要なのは本人が正確な自己認識

を持てるようにすることであり、そのために

は「ここまではちゃんとできた」ということ

も伝える必要がある。

しかし、多くの指導医はそういうポジティ

ブなフィードバックを受けたことがないので、

④－組の親子につきそう：少し違った角度か

らクリニックを体験する方法として－組の親

子につきそって、受付から帰るまで一緒に行

動するというものもある。患者の不安や安心

を一緒に感じたり、患者目線で診療のあり方

を考えたりすることができる。お母さんが

「ここの先生のようないい先生になって下さい」

と学生に話してくれて指導医の方が感激する

こともある。

４．外来指導のポイント「５マイクロスキル」

,忙しい外来で効率よくフィードバックを行う

方法として「５マイクロスキル｣2)３）という方

法がある。アメリカの家庭医療学で開発された

もので、研修医や学生が診察や病歴聴取をして

指導医にプレゼンテーションをしたあと、次の

５つの点を考慮してフィードバックを行う。①

考えを述べさせる②その根拠を問う’③一般原

則を教える④正しくできた点を強化する⑤間

違いを正す。少しくわしく解説する。

①「考えを述べさせる」研修医・学生はプレ

ゼンテーションをすると、指導医からの指示

を待つという姿勢になりやすく、こちらも方

針を提示したくなるが、まずは「君はどう考

えますか？」と考えを言ってもらう。それに

よって相手が何をわかっていて何をわかって

いないかがわかる。

②「根拠を問う」は、研修医の判断を支持す

るエビデンスは何かを述べよという意味であ

る。少し複雑な病態で論理的に診断を考えて

行く場合は重要だが、小児科では「知ってい

れば一月でわかる」こともよくある。たとえ

ば典型的な水痘の場合、根拠を問われても

「これは間違いないです」としか言えないこと

もある。その場合はとばしてよい。

③「一般原則を教える」といわれると、その

疾患について総説を述べなくてはいけないよ

うな気がしてしまうが、この症例だけでなく
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|賞れていない。しかし意識して練習していれ

ばできるようになる。そのコツは「すばらし

い」「いいね」といった胃葉を'怪く（時には半

分冗談ぽく）言うことかと恩う（ＮＨＫ「ドク

ターＧ」の指導医のように)。今までほめたこ

とのない指導医か突然ほめ,了葉を'１にするよ

うになると、周囲は気持ち悪かるか、そのう

ちにお互い慣れてしまう。特に小児科|天は子

どもやお母さんに対して、いいところ・がん

ばったところを見つけてほめるということを

自然に行っている。’１１じことを研修|矢や学生

に対しても行うのである。それでも「やはり

｢すばらしい』なんて占えない」という先生も

おられるだろう。私はみんなか｜ドクターＧ」

になる必要はないと思う。研修|天の話をきち

んと聴いてうなづく、微笑む、「ぼくもそう思

う」といったコメントをするといったことも

「ポジティブ・フィードバック」である。大｣ljF

なのはそれを「伝える」ことである。

(5)「''１j違いを正す｣。ネガティブ・フィードバッ

クである。間違いかあればそのことに気づい

てもらうわけだが、まず「ふりかえってどう

だった？」と白し｣評価を聞く。間違いに父(づ

いていれば「次はどうやればいい？」と謡を

すすめる。気づいていなければ指摘する。、

ネガティブ・フィードバックに関してよく

話題になるのは「叱ってはいけないのか？」

ということである。この点について済Ⅱ「は

「最近の|這学教育では『怒ったり怒鳴ったりす

るのは時代遅れ」という考え方か主流」だか

「私の研修ⅡＩＦ代に鮮烈に覚えているのは怒鳴ら

れた記憶である」とし、「タイミングとコンテ

クストさえ間違えなければ、叱ることも怒る

ことも効果的な指導法である」と述べている。

牛織濁尺

７１ｍ、i5RNi吉

矢薬，Ｆ扇一医師序のJ１

三杜武出某品_L耒休。
■性

＝［j接榑上０

ま、契症H木付叉
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ない。他の職種から学べる点も多い。

①看護師が母親役になって診察場面のロール

プレイをする7）：母親役の看護師に対して研

修医や学生が疾患やホームケアの説明をし、

母親からの質問に応えるということを通じて

学ぶものである。例えば水痘の場合、保護者

からよくある質問には「お風呂に入っていい

ですか？」「生後１カ月の赤ちゃんにうつりま

すか？」「結婚式に出てもいいですか？」「お

父さんがまだやってないんですけど、今から

ワクチンを打ったら予防できますか？」など

がある。教科書には載っていないものも多く、

研修医や学生は予想外の質問に初めはうろた

えるが、．慣れれば十分対応できるようになる。

小児科に苦手意識を持つ研修医は多いが、

その中でも保護者の対応が苦手ということが

大きな比重を占めている。研修医が、小児科

医と同じレベルで保護者の対応ができるよう

になる必要はない。研修医にとって保護者か

らの質問への適切な対応とは、よくある質問

には自信を持って答えられる（例えば「解熱

剤は粉より坐薬の方が効くのか」といった質

問は１回やりとりをすれば忘れず自信を持っ

て答えられる)、忘れそうなことは手帳などを

見ながら答えられる（例えば感染症罹患後予

防接種までどのくらい日にちをあけるべきか

といったことは、研修医がいちいち暗記して

いる必要はない、ガイドラインのコピーを手

帳に貼っておくなどして、そのつど確認すれ

ばよい。一番良くないのはうろ覚えでいい加

減なことを言ってしまうことである)、予想外

の質問があるとうろたえたり絶句したりしが

ちだが、おちついて「確認しますのでお待ち

ください」といった答えができれば十分であ

る。こうしたことができれば苦手意識もかな

り軽減する。ロールプレイを数回経験するだ

けでもこうしたことはかなり修得できる。

②薬に関する実習もぜひ取り入れたい内容で

ただし、岩田は怒る場合には、①怒りが妥当

でなかった場合率直に認め謝罪する覚'悟、②

叱った後研修医に何が起こるか見守る繊細さ、

③八つ当たりにならないよう感,情を抑える強

い意志、④怒りの表出後３日は訪れる疲労感

に耐えるタフネスの４点が必要であるとして

いる。また、研修医のキャラクターにあわせ

て指導法をかえることの必要性も説いている。

こう考えると「怒る」というフィードバック

を初めから禁じ手にする必要はないが、かな

り高度なスキルということになるのではない

だろうか。もちろん、感情にまかせて八つ当

たりするようなものは、指導ではなくパワー

ハラスメントである。

さて、実際にこの５マイクロスキルを利用し

てフィードバックを行う場合、この５項目すべ

てを使う必要はない。一番重要なのは①「考え

を述べさせる」であり、他の４項目は必要なら

使うという程度に考えてよい。

また、患者の待ち時間が長くならないように

診察時間中のやり取りはとにかく短くする。そ

して診察終了後にふりかえりの時間を持ち、必

要なことはそこでゆっくりディスカッションす

る。なお、５マイクロスキルのオリジナル2)で

は指導医は患者の診察は行わないが、日本の場

合少なくとも初めのうちは指導医がもう一度診

察をする必要があるだろう。

「５マイクロスキル」以外にも「フィードバッ

クスキル」がいろいろあるのだが、多くは欧米

で開発されたもので、文化も医療体制も異なる

日本でそのまま利用できるかどうかは検討の余

地がある。「この通りにやらなくては」と考える

のではなく「利用できそうなところは利用する」

あるいは「自分流にモディファイして使う」と

考えればよい。

5．多職種で育てる

研修医や学生の教育は医師だけでやる必要は
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ある。錠剤やカプセルを手に取ってみる、粉

薬の味見をするなど。できれば実際に粉薬の

調剤をしてみて、１９とはどのくらいか、０１９

とはどのくらいかといったことを体験してみ

るとよい。

③小学生に授業をする：学校で小学生にから

だのことや病気のことを話すという経験をし

ている研修医もいる。自分が専門用語で記憶

している知識を、わかりやすい言葉で説明す

ることの重要性や難しさを学ぶことにもなる。

こうした他職種による教育は、忙しい指導

医の業務の軽減にもなり、また他職種のやり

がいにもつながる。

の研修ではこうした評価を行う機会はわずかで

あり客観性の高いものにはならないかもしれな

いが、研修医は大変喜んでくれる。ふだん感じ

ていても言葉にしにくいポジティブ/ネガティブ・

フィードバックをきちんと伝える機会にもなる。

７．楽しい研修にする工夫

さらに楽しい研修するためにいろいろな工夫

ができる。

①食事・お茶会．飲み会

②研修中の写真をとりミニアルバムにして贈る。

③朝スタッフよりも少し早く出勤して院長と

一緒にクリニックのそうじをする。何もでき

ない自分だけれどこうして貢献でき、スタッ

フから感謝されることで役立ち感を感じるこ

とができる。

６．ふりかえり．評価を行う

ふりかえりの時間を持つ。できれば外来終了

後にはそのとき診た患者さんについてディスカッ

ションし、１日の終わりには今日一日どうだっ

たか、研修終了時には全体を振り返ってどうだっ

たかを話しあう。まず研修医自身に話してもら

うが、その中で、「うれしかったこと・残念だっ

たこと」など感情的なことも話してもらうのが

よい。できるだけ他職種にも参加してもらう。

医師はどうしても医学的なことに注目しがちだ

が、スタッフはこどもや保護者への接し方や態

度をよく見ており、いろいろな視点か

８．おわりに

臨床研修では「屋根瓦方式」という考え方が

ある。－番上の指導医がすべてを教えるのではな

く、少し上の者が下の者を教える。シニアレジデ

ントは初期研修医にとっては「兄貴分」であり、

初期研修医よりは知識も経験もあるが、自分自

身が研修の途上であり共に学んでいく立場である。

私たちも年齢的にはかなり上だが、やはり小児科

らのフィードバックができる。事務職

員から「あのお母さんは『ていねいに

診てくれてうれしかった」って言って

ましたよ」といった話をしてくれると

研修医は大いに自信が持てる。

評価シートを使って診療や手技の評

価を行うのも有効である。診療能力評

価（miniClinicalExamination）や

臨床手技評価（DirectObservation

ofProceduralSkills）などの評価シー

トがある。これらに関しては高村8)の

解説を是非ご参照いただきたい。短期

､【

1「

吸入ステロイド喘息治療剤［画図画､Ｅ巫亟ｺ
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和田先生

医としては研修の途上にある。指導医というとす

べてを知っていないといけないように感じ重くな

るかもしれないが、「永遠のシニアレジデント」

として研修医や学生と一緒に学び、自分の知らな

いことは教えてもらうと考えれば、楽しく取り組

めるのではないだろうか。

いろいろな指導のしかた・工夫を述べた。体験

型にすることの重要性も強調した。しかしただ単

に見学するだけでも、大学や大病院とは違う小児

プライマリ・ケアの現場から、研修医や学生は多

くのことを学んでくれる。まずは研修医・学生を

受け入れることから始めていただければと考える。

２）Ｎｅher，ｅｔ・ａｌＡｆｉｖｅ－ｓｔｅｐ”microskillsi’

modelofclinicalteaching・ＴｈｅＪｏｕｒｎａｌｏｆ

ｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎＢｏａｒｄｏｆFamilyPractice，

1992；５：４１９－２４，

３）和田浩他：外来臨床指導のノウハウ．日本

小児科医会会報２００８；３６：８０－８２

４）日本外来小児科学会（編）：小児プライマリ・

ケア龍の巻一卒後臨床研修の手引き東京．

医学書院，2003

5）和田浩：フィードバックとは？、日本小児

科学会雑誌．２０１２；１１６：1311-1312

6）岩田健太郎：スーパー指導術．羊土社，2012

7）和田浩他：小児科外来研修でのロールプレ

イ．小児科．２０１０：５１：９１－９５

８）高村昭輝・小西恵理：日常診療の評価：

MiniCEX，ＤＯＰＳ，ＳＥＡ・日本小児科学会雑

誌．２０１２；１１６：1790-1792

文献

１）日本小児科医会・日本外来小児科学会：小

児プライマリ・ケア研修プログラムhttp:／／

homepage,maocom/clinicmorita/FileShari

ng6html
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蝉開業雑感鶴

Ⅳ開業二十周年目前の肥境』

医療法人童心会はね小児科医院

羽根靖之

ら、開業医、町医者と呼ばれる身分になってか

らの思い出を綴ってみます。

先ず、開業して、最初の五年はそれこそ馬車

馬のように働きました。なにせ、大きな借金を

抱えての開業でしたから。開業時に、銀行とは

本当に血も涙もないのかなと思ったのは、私に

莫大な生命保険へ加入させ、その保険をも担保

に抑えると言われた時でした。世間を知らない

私にはある意味社会勉強でした。

コンサル会社からは、－日○○人の患者数で

ないと借金の返済はできないと聞かされ、暇な

日には窓越しにそっと外の駐車場を眺めたこと

もありました。逆に忙しくて、お昼にカップラー

メン-杯食べる時間以外は休憩なしで働いて、

終わったら夜の遅い時間だったこと。すでに酒

気帯びでも、深夜の患者さんに対応していたこ

と、深夜の電話で心無い患者さんの罵声を浴び

て悶々と眠れなくなったことなどなど、一つ一

つが思い出であり、その都度、いろいろな思い

がありました。

モチベーションを保つという面では、開業前

にはできなかったことや興味のあることを少し

やってみることにしました。また、趣味も最初

はアウトドアでなく、家にこもってできること

を選択していたように`思います。

例えば、仕事においては、ある雑誌で病児保

育のことを知り、それまで、少子化対策には社

会全体での子育て支援が大事だと思っていたの

で、先駆けてやってみたいという気持ちを抱き

ました。そして、思い立ったら直ぐにやってみ

平成５年12月19日が、私にとっては、開業記

念日です。今年で二十年となります。開業して

間もない頃に、この開業雑感に原稿を書いた覚

えはあるのですが、内容は全く覚えておりませ

ん。しかし、当時は、何もかもが初めてづくし

であったであろうと思われますし、緊張と不安

の連続だったような気がします。ある時、お酒

を飲みに行ったお店での会話で、いつも不安だ

と愚痴っていたことがあったのが懐かしく思い

出されます。

それから、早いもので約二十年の年月が過ぎ、

公私にわたり、いろいろとありました。それこ

そ、山あり谷ありでした。自身の精神状態や身

体面においても同じで、山と谷かあったように

思います。まあこれは、人生と同じで、どなた

でも経験することなんでしょう。順風満帆や平々

凡々という言葉が一番幸せな言葉だと実感しま

すが、そのように思える時ですら、常に不安を

抱いていたような気がします。

ただ、現在は、加齢によって学習できたのか、

なるようにしかならないという悟りとまでは行

きませんが、心境にはなりつつあるように思い

ます。そのため、今の私の座右の銘は「自然体」

という言葉です。何事につけ、良くも悪くも、

自分を演じられるのは自分しかないということ

で、自然に振る舞い、自然に任せて行こうとい

う心境であります。

さて、今の心境を語ってしまったので、これ

で開業雑感の原稿はおしまいというわけには行

かないでしょうから、約二十年を振り返りなが
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たい方なので、雑誌の記事に掲載されていた大

阪の病児保育室へ電話して、すぐに見学を申し

入れました。そして、－年間ほど病児保育のス

タッフも探して、準備期間を設けて、志摩市に

分院を開設する際に併設という形で開設しまし

た。

また、開業する際に、小児科では急性疾患が

多いので、経営的にも慢性疾患を扱わないとと

いう思いがあり、喘息やアトピー性皮膚炎の患

者さんへのＰＲを考え、アレルギー科を標楠しよ

うと思ったまではよかったのですが、当時、ア

レルギー科という標梼科を掲げることができな

かったので、浅知恵というか、やむを得ず、呼

吸器科と皮膚科を掲げてしまいました。これが

後々の私の医院の方向性にも影響するとは、当

時は全く考えも及びませんでした。きっと、小

児科単科の標梼であれば、今のように小児以外

の患者さんが受診する機会も少なかったかもし

れません。要するに、それぞれの科なら当たり

前の成人の方が徐々に受診されるようになった

のです。呼吸器科では喘息だけでなく、ＣＯＰＤ

の方なども来られるようになり、在宅酸素療法

まで管理することになりました。皮膚科ではア

トピー性皮膚炎だけでなく、水虫やいぼはもち

ろんのこと、最近では皮膚の悪性腫瘍など、か

なり総合病院へ紹介するようになり、中には、

患者さんが私を皮膚科の専門医と勘違いしてい

らっしゃる方もいて、どこどこの皮膚科へ行っ

てもよくならないのでこちらへ来ましたと言っ

て受診されるときには苦笑せざるを得ない時も

あります。

趣味というか、外へ出る機会が少なくなった

ので、インターネットが普及する前から、パソ

コン通信を始めて、今では普通になったチャッ

薬価基準適用外

※効能･効果､用法・用量､接種不適当者を含む

接種上の注意､用法･用量に関連する接種上の

注意等については､添付文書をご参照ください。
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田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜２－６－１８

2009年１０月作成
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年からは心を入れ替えて、体作りに励むことに

しました。

昨年の８月に伊勢市にあるジムに入会しまし

た。最初の－か月間はひたすらお年寄りに混じっ

てプールで30分間歩行して、少しだけ泳いだ後

はサウナなどでリフレッシュ。しかし、－カ月

もすると飽きてきて、マシーンを使ってのトレー

ニングに変更しました。こちらは、トレッドミ

ルなどにＴＶがついていたので、ＴＶを見ながら

ウォーキングやランニングできるようになりま

した。初めは３kmを時速７kｍくらいでゆっくり

走るのが精いっぱいでした。そして、そのうち、

５kmまで伸ばし、東京出張の際に皇居一周約５

kmでのロード・ラン・デビューを果たしました。

何度か皇居ランしているうちに膝を故障したり

もしましたが、確実に体重も減り、元気になっ

てる実感を得られるようになり、４月に開催さ

れた志摩ロード・パーティで正式にレース・デ

ビューをしました。ところが、当日は悪天候で、

レースは７kmに距離が短縮され、記録も非公式

となってしまいました。それでも、実際のロー

ドレースでの完走は自信になりました。そのた

め、もっと大きな目標を持とうと思い、来年に

はハーフ・マラソンに、還暦（二年後ですが）

には東京マラソンかホノルルマラソンのフルマ

ラソンに出場しようと目標を設定しました。す

ると、ＦＢ（フェイスブック）で知り合った仲間

や高校の後輩などが、一緒に走ろうと声かけて

くれるようになり、予定より早く、ハーフマラ

ソン・デビューを果たすことになりました。１１

月４日にある「第一回新宮那智勝浦天空ハーフ

マラソンに出ましょう」という後輩からのお誘

いが来ました。断る理由もなく、－つ返事で承

諾。しかし、不安は一杯です。そのため、ＦＢ仲

間の別の友人たちに協力を依頼して、皇居での

予行演習を行いました。皇居４周でほぼハーフ

マラソンの距離です。９月に会議で上京した際

に敢行しました。へとへとで最後は歩きながら

卜やオフ会などを先駆けて体験してました。妻

はそれをオタクっぽいということで、気持ち悪

いとよく言われましたが、当時はそのようなこ

とや休日に家族で外食に出かけるのだけが楽し

みだったような気がします。

そうこうしてるうちに、体調にも変化が見ら

れるようになりました。子供の受験などが重なっ

たせいもあるのでしょうが、心身のストレスを

感じることが増え、飲酒量や喫煙も増えていた

ように思います。

先ずは喘息が出ました。もともと、学位の研

究をしていた三重病院時代にもよく薯麻疹が出

ていたりしてたのですが、喘息は初めてでした。

何回か息苦しく感じたことがあったので、お酒

は止められないけど、タバコは止めようと、完

全に喫煙はやめました。

そうこうしてるうちに、,忙しい日には頭がふ

らつくことがたまにありました。ある日、某業

者が新しい自動血圧計のコマーシャルするため

に持参したので使ってみたところ、私の測った

自身の血圧が高いことがわかりました。この血

圧計は当てにならないと笑って、それを証明す

るべくナースにも測定してもらったら、やはり

高くて、急遅、数日間貸してもらうことにしま

した。自宅で何回か測定したところ、初めて自

分が高血圧であることに気づきました。それ以

来、降圧剤のお世話になっています。

そして、とどめのような事件がありました。

まだ最近の話しです。東京出張中に宿泊してい

たホテルで具合が悪くなり、吐血してしまいま

した。焦った私は、救急病院を探して受診しま

したが、「早く帰りなさい」と地元へ帰ることを

勧められただけで納得いく対応をしてもらえま

せんでした。仕方なく、帰宅後すぐに胃カメラ

の検査を受けたところ、ピロリ菌陽,性と出て、

除菌することになりました。この他にも、ぎっ

くり腰やかつては考えられなかったような体調

の不調があり、健康の有難さを痛感して、一昨
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飽くなき挑戦と言うか、いろいろと取り組んで

みたいと思っています。

先般、伊勢にあるＵ本最古の厄除け観音であ

る松尾観音に行った際に、厄除けとは本来、「役

を除ける」と言う意味から来てるんですよとお

話を伺いました。もっと早〈に聞いておけばよ

かったです。すでにいろいろな役についてしまっ

ていて、それは人から頼まれると嫌と言えない

`性格が招いたことです。「ノーと言える日本」じゃ

なくて、「ノーと言える自分」であるべきでした。

結局、またしても、ノーと言えずに、この４月

からは地区の医師会長職を拝命してしまいまし

た。雑用が確実に増えました。小児科だけでな

く、いろいろな科の問題にも対応しなくてはい

けません。自分にはオーバーキャパではありま

したが、冒頭にも書きましたようになるように

しかなりません。自然体で対応しています。今

更、スーパーマンにはなれません。

実習に来られる二重大の５年生の学生さんに

は必ず言ってるのが、「心技体」という言葉があ

るけど、医者は「体心技」の順番で大事だよと

話しています。これからは体心技を鍛えて自然

体で飽くなきチャレンジ精神を忘れない開業医

を目指して参りたい所存です。開業二十周年目

前に寄稿の機会を与えて頂き有難うございまし

た。（写真は、新宮那智勝浦天空ハーフマラソン

完走後の爽やか気分を満喫している私です｡）

でしたか、なんとか４周を完走しました。給水

の時期など経験してみてわかることが多いこと

を知りました。ゴールしてシャワー浴びた後に

仲間と一緒にちやんこ屋に移動してのオフ会で

飲んだ生ビールの美味さは格別でした。なんか、

こういう楽しみなら走れそうだと思うに至りま

した。この原稿は、１０月に書いてましたが、昨

日、新宮の天空マラソンを無事完走して終える

ことができました。このマラソンは、昨年の台

風被害を受けた地域を元気にしようとのロ的で

開催されました。その主旨にも共感しました。

健康づくりは、自身を元気にするだけでなく、

人をも元気に、さらには町をも元気にするとい

うことに気づきました。今は、病院のスタッフ

にも声かけて、ホノルルマラソンにいっしょに

行こうと誘ってるところです。

話を本業の方に戻しますが、開業して不思議

と５年周期で何らかの節目がやってきました。

開業５年で、分院と病児保育室を開設。その約

５年後には発達支援室クオールという発達障害

児のデイサービスの認定を受け、さらに約５年

後には漢方外来の開設。そして、今は発達障害

児の発達支援から生活支援へと、そして、いつ

かは就業支援も検討したいと思っています。小

児科以外でもいろいろと動きがありますが、こ

れ以上、やってると首が回らなくなります。で

も、興味がある時は不`思議と元気な時なので、

￣亘壺￣￣－－－－－■－－－－■－－－－－－－－－－￣－－－－－－－＝－－－－コ-■⑤い■己一一■－－－－－－－￣一宇一・゜サー－－－－－－－－－－－面一一＝巳匂い－－■■－■●●－－口一旬＋①七

農慢

持続性選択Ｈ１受容体拮抗剤

岫謡

薬価墓準収載

ｴﾊﾟｽﾃjljm鞠;:11111；
EMSTEr日本薬局方ｴﾊﾞｽﾁﾝﾛ腔内崩壊錠ｴﾊﾞｽﾁﾝ錠
効能効果､用法･用量､禁忌を含む使用上の注意等
については､添付文書をご参照ください

藤
鴬

蛇Ｉ鋤lｉｌ１ｌ
ｌこするお同いわせ

くす、憤輯センター

ＴＥＬＯ１２０－Ｏａニー大曰本住友製薬株式会社
T541-OO45大阪市中央区迫2-6-8

（aAlmirall
提携アルミラルＳ,Ａ、スペイン

■■■ﾆ ﾆｰ■

I医蜘■報サイト】http;〃ｄｓｈａ｢ｍａＬ」



(４２）

|Ⅲ'ⅡⅢ'Ⅱ'ⅡⅢⅡ'''''Ⅱ’三重県小児科医会会報'lll''ⅡⅡ'ⅡⅢⅢ'ⅢⅡ'Ⅱ'Ⅲ'ⅡⅢ''Ⅲ,ⅢⅢⅢⅡ,,ⅡⅢⅡⅡ,,ⅢⅢⅢⅡ,,ⅡⅢⅡⅢ,,,,Ⅱ,ⅡⅢⅡⅡ,ⅡⅢⅡ,,,Ⅲ,ⅡⅢ,,,Ⅱ,Ⅱ,ⅡⅡⅢⅡ,ⅢⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ,,,,Ⅱ,Ⅱ,,1,,ⅡⅡⅢⅢⅡ,ⅢⅡ

鐙忘れ得ぬ症例鋒

伊勢赤十字病院

小児科馬 路智昭

みなさん、いつもお世話になっております。

平成７年卒の馬路です。現在、伊勢赤十字病院

小児科で'忙しくも充実した日々を過ごしており

ます。この度、清水先生から原稿の依頼を受け、

二つ返事で了解したものの、この症例の経過を

思い出すだけで、かなり自分の気持ちが沈んで

いくのが分かりました。しかし、いつまでも心

に封をするのはいろいろな意味でためにならな

いと考えますので、自分のグリーフケアの一環

として`思い切って振り返ってみたいと思います。

締め切りを超過しましたことを、最初にお詫び

申し上げます。

＊＊＊

症FUは13歳の女児です。山田日赤から鼻出血

が多いこと、汎血球減少がみとめられることか

ら大学病院に紹介されてきました。私は７年目

の医師として彼女の担当となりました。前医で

骨髄穿刺をされており、芽球を認めないことと、

有核細胞数．巨核球数の減少を指摘され、転入

後、骨髄生検も含め再生不良性貧血と診断しま

した。

末梢血の白血球は200/'ulを切り好中球は100／

皿もいない状態です。血小板は5000程度。いつ

熱を出しても出血してもおかしくないデータで

すが、本人はいたって普通に見えました。人の

話をきちんと聞いて、素直に答えてくれるいい

子でした。ご両親の教育が良いのでしょう。最

初の１週間で奥歯が抜けたときの出血がなかな

か止まらなかったので、輸血は極力減らすよう

に指示を受けていた私は、手袋してガーゼで抜

歯後の歯茎を１時間ほど圧迫止血したことを覚

えています。

最重症の再生不良性貧血であり、血縁者間に

ドナーがいなかったため非血縁者間の骨髄移植

の準備を進めたのですが見つかりません。当時

のプロトコールで、ＣｙＡ、ｍＰＳＬ、Ｇ－ＣＳＦ、ＡＴＧ

を用いた免疫抑制療法を行うことになりました。

骨髄移植の経験はありませんでしたので、担当

医としては不安しかありませんでした。調べて

書いてあることによると有効率もまずまずあり、

治療後数週間で骨髄が立ち上がってくると書い

てあったので、そうなることを信じて、一緒に

頑張ろうと彼女に話したことを覚えています。

しかし、この症例は教科書や文献に書かれてい

る経過を辿りませんでした。

まず、ＣｙＡの血中濃度が常に感度以一下でした。

内服量を増量してもⅢ中濃度が測定できません。

嫌がりながらもネオーラルの内服を一生懸命す

るのですが（主治医が監視内服しています）毎

|口1同じ結果です。吸収不良の可能,性を考慮し、

当時話題であったグレープフルーツジュースと

の内服で血中濃度が上昇することを逆手にとっ

て、一緒に飲ませてみたのですが結果は同じで

した。ＣｙＡあっての免疫抑制療法なので、サン

ディミュンの点滴に投薬方法を変更することに

なりましたが、初回の点滴中にアナフィラキシー

ショックを来たし、静脈投与も不可能になりま

した。そして、この先全ての薬剤の初回投与を

彼女が極端に,怖がるようにもなりました。その

都度、担当医はベッドサイドにいて手を握って

｢大丈夫」を繰り返すようにしました。白血球が

ほとんどないのに、なぜアナフィラキシ－にな

るのか、この時点で私の理解範囲を超えてしま

いました。
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ころ感染を押さえ込むことができませんでした。

新しい抗生剤に変更するといったん下熱し、ＣＲＰ

は低下し、一定の効果を示しますが、２週間ほ

どで上昇してきます。抗生剤をサイクリックに

変更しましたが、半年ほどして熱が収まらなく

なりました。G-CSF、M-CSFを交互に使用し効

果を期待しましたが、末梢血液像の隅から隅ま

でみても白血球は全く見当たらず、なけなしの

白血球に鞭を打つのみで効果はありませんでし

た。

とうとう血液培養からは、毎回平気な顔でE

cloacaeが検出されるようになり、徐々に使用し

た抗生剤のＭＩＣが悪化していきました。使える

抗生剤の種類は一つ一つなくなっていき、新し

く出たペネム系や小児適応外のニューキノロン、

最後はST合剤の静注を用いましたが効果はあり

ませんでした。血液中にエンドトキシンが検出

されるようになり、浮腫みが出てきました。炎

症担当の細胞がいないので、熱以外の痛みや苦

痛を訴えなかったのが唯一の救いです。少しだ

るいとはいえ、食事もまずまず食べてくれます。

しかし、徐々にやつれていく彼女を見ているの

がつらかった。

三谷先生に補助してもらい、鼠径からダブル

ルーメンカテを入れエンドトキシン吸着カラム

を腎臓内科の石川先生に回してもらいました。

次に、G-CSFの反応が全くありませんでした。

いくつかの会社から製剤が出ていますが、どの

製剤でも好中球は反応して増加することはあり

ませんでした。免疫抑制後の感染症合併に対し

て不安を残しました。そして、不安は的中しま

した。

ＡＴＧ投与後、末梢血の白血球は見事に０にな

りました。そして、数週間の後に熱源不明の発

熱とＣＲＰ上昇が認められました。画像所見で肝

臓に散在性の低吸収域（当初は門脈域中心でし

た）を認め、肝膿瘍と診断しました。腸管から

のbacterialtranslocationと考えます。充分な

decontaminationは行っていたはずですが、担

当医は軽快することを祈って抗菌療法を繰り出

すほかありません。起炎菌は不明でした。この

あたりから、赤血球と血小板の輸血に依存的に

なりました。

一度、腹痛が強まった際、画像で肝表面に近

い膿瘍が増大していることに気付きました。小児

外科に依頼し、エコーガイド下で膿瘍穿刺しても

らいました。黄白色の吸引物からはEnterobacter

cloacaeが検出されました。病原体の首根っこを

捕まえたと思い、幸い薬剤感受，性も良好なため、

程なく感染を収めることができるものと、病棟

主任の菅先生と安堵したことを覚えています。

しかし、自前の白血球がない状態で結局のと

経ロ用セフェム系抗生物質製剤
処方せん医薬品注'）…
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いったん下がりますが、また上昇します。４８時

間回しましたが効果不十分であり、血小板減少

下で長期の血液浄化はリスクが大きいと考え治

療続行を断念しました。

腎機能が徐々に低下し、尿細管機能の低下で

しょう、Ｋが急激に低下し、病棟で心室頻拍を

来たしたことがありました。たまたま私がドク

ターステーションにいてモニターで気がつき、

部屋に飛び込んでいって胸部叩打から胸骨圧迫

をしました。大分から研修に見えていた山田先

生とのコンビでBLSを行い蘇生しました。Ｋ補

正後はＶＴを起こすことはなくなりました。

最後の望みと、穎粒球輸注（ＧＴ）を開始しま

した。彼女は地元では名の通ったバドミントン

の選手で、供血者として学校の先生をはじめ多

くの協力者が名乗り出て頂き、週２回、計14回

ＧＴを行いました。ドナーの方々の気持ちが胸に

沁みました。しかし、入れれば白血球は増加し

ますが、入れた穎粒球は肝臓と肺へ集まり、高

熱・腹痛・呼吸困難を呈します。結果、ＧＴは急

性肺障害から彼女を人工呼吸管理に乗せること

しかできませんでした。

初回の挿管時は状態も悪化しICUに入れまし

た。「白血球と血小板のほとんどない患者の人口

呼吸管理なんてどうするつもりだ！」と怒号の

中、当時のICU主任の言葉は今でも忘れること

はできません。「先生なぁ、ターミナルはICUの

適応、ちやうで！」担当医はターミナルだと思っ

ていません。ただ、疾患の治療・救命に全身全

霊をこめています。でも、その罵声に対し私は

全く反論できませんでした。

いたたまれない気持ちで、治療方針を申し送

り、ＩＣＵから出た廊下で両親の顔を見たとたん、

我慢できなくなりました。私が、家族の前で声

を上げて泣いたのはこれが最初で最後です。「僕

はあの子の病気を治すことができません。ごめ

んなさい｡」患者を失う恐怖、無力感、申し訳な

い気持ち、悔しさ、悲しみ、もうぐつちやぐちや

でした。ひとしきり泣いた後、「もう泣きません。

僕にできることは全部やります｡」そう両親に約

束しました。

ＩＣＵから挿管のまま退室し病棟のリカバリー

で管理することにしました。その日の光景も忘

れられません。中学校の同級生がバス２台で病

院まで見舞いに押しかけてきてくれました。３

階のフロアが中学生で埋まりました。「頑張れ、

退院するの待ってるぞ」などと口々に彼女の闘

病を応援していました。胸が熱くなるのと、背

中に冷や汗をかくのとを同時に感じました。

小児病棟のリカバリーに、準クリーンのラミ

ナフローのジェネレーターを持ち出し管理しま

した。当時の病棟看護スタッフの献身的な姿勢

には感謝しかありません。彼女も頑張って３回

抜管しましたが、その都度数日で再挿管になり

ました。ＨＬＡマッチの臓帯血がバンクにあるこ

とが分かり、一纏の望みにかける形で、reduced

intencityの前処置で行う移植を敢行しました。

左鎖骨下からトリプルルーメンのＣＶＣを小児外

科の井上先生とともに留置し、人工呼吸管理下

で、頂いた腿帯血を移植しました。今`思うと、

正気の沙汰ではありません。

移植後５日目、早朝、頭痛を訴えた後、急激

な血圧上昇とともに痙撃、意識障害を呈しまし

た。ＣＴで広範な頭蓋内出血を認めました。おそ

らく意識は戻らないこと、近いうちに心停止を

迎えることを話しました。臓器提供について話

が出ましたが、全身の細菌感染のため適応にな

らないことを話しました。その日の夕方、徐脈

から心停止となり、永眠しました。

再生不良性貧血、肝膿瘍、敗血症、ＤＩＣ、頭

蓋内出血と診断書に記載しました。全経過をお

話し退院の前に、型どおりに病理解剖の依頼を

しました。ご両親から、「先生には頑張ってもらっ

たので解剖して調べてください｡」といわれまし

た。しかし、私はこともあろうか、「もうこれ以

上あの子を傷つけることはできません、ごめん
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した。ＣｙＡもG-CSFも反応不良であり、ＡＴＧ後

白血球が０になって、肝膿瘍を合併して…と。

すると、ＧＴはしたのか？と聞かれ、自分もＧＴ

をしたが乗り切れず感染症で失った症例がある

と話され、そういうケースはとても稀であるこ

と、移植がもっと安全にできるなら、免疫抑制

ではなく移植を第一選択とするほうが良いのか

もしれないと丁寧に教えて頂きました。この質

問ができたことで、知識の上では納得し、心の

問題はしばらく封印しようと思いました。患児

のご両親とは今でも年賀状のやり取りがありま

す。

＊＊＊

私|ま、毎年、年を越すとき|こ必ず一人でして

いる事があります。それは死亡症例の振り返り

です。基本的に自分が担当した患者さん（新宮・

稲沢は上司との共同診療ですので全ての症例）

なさい゜」と言い、せっかく頂いた病理解剖の同

意を受けることができませんでした。臨床医失

格です。

患者に近い、むしろ近すぎる位置で診療をし

ていました。彼女を失ったとき、私の心はペッ

タンコになりました。思い出すたび、よく今も

現場で臨床を続けていられるなと不思議に思う

くらいです。知識も経験もない、ただ熱意と体

力のある時代の仕事としてはそれでよかったか

もしれませんが、今は当時と同じような働き方

はもうできないと思っています。

１年くらい経った頃、ＭＤＳ研究会にイタリア

からDrBachigarpoが講演に見えました。先生

の再生不良性貧血の最新の文献を頼りに彼女の

診療をしていましたので、講演後の懇親会で、

東先生から「－杯引っ掛けて勢いで質問して来

い」と言われ、思い切って拙い英語で質問しま
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ですが、同僚の症例でディスカッションしたも

のや、最近では指導医として診療したものも簡

単な記録ですが、個人`情報抜きで残しています。

ブラックな表現ですが、私はdeathnoteと呼ん

でいます。でも、ノートとして形があるわけで

はなく、簡単なメモや、サマリーのコピー、エ

クセル・ワードなどの集合体です。でも、毎年

参照してますからどこに何があるか覚えています。

目的は、全ての症例が剖検となるわけではな

く、本当のところ診断は正しかったか、治療は

適切だったか、見落としはなかったか、と自分

の中で消化しきれない想いが消えないのです。

どこかで、患者を失ったことに関して納得でき

ていないのだと思っています。もちろん、知識

の上で科学的に納得できても、心で納得など出

来ないでしょうが。失ってしまった患者さんか

ら少しでも自分が何かを学び取ることができ、

明日からの自分の行動に反映できたら、次の症

例は救えるかもしれない。

この症例は、あの時はこう診断したけど、今

なら別の兆候に気がつくかもしれない。もっと

早く画像が必要かも。あ、最近できるようになっ

たこの検査をしたら診断がついたかも。ああ、

初療でもう少しＡＢＣの介入が早ければ救命でき

たかもなぁ。ルート確保の時間を短縮できれば

なぁ、今ならもっと早くできるはず。骨髄と臓

静脈みんなができるように教えなきゃ。これは、

外科系とうまくコラポできないかな。思い込み

をなくすには、早めに一度他人の意見を聞くか

な、確かに人の言う事素直に聞かなきゃね－．

う－ん…。

あ一でもない、こ－でもない。ただ一人で、

記録や,思い出とにらめっこです。最近はネット

でいろんな情報を簡単に得ることができますか

ら、思わぬ気付きがあり「よし！」と一人で叫

んでいることもあります。こういうときは、亡

くなった患者さんの経過が次のケースに活かさ

れるかもしれないと思えた時でしょう。その子

の人生に何か意味を持たせられるのではないか

と、勝手に自分で`思っています。

しかし、ただ、ただ、悲嘆にくれてしまう時

もあります。喪失感が圧倒的に大きい場合、冷

静に事例検討することができないからです。現

場にいる事がつらくなる瞬間です。自分が失っ

た患者さんの経過を、未だ自分は活かせていな

い。無力感とともに当時の悲しみがフラッシュ

バックしてきます。まさにＰＴＳＤです。辞めちゃ

おうかな、楽になりたいな、でも、前を向かな

ければ…。自分のグリーフケアの一環として、

臨床に居続けるためにも、そして、失った症例

の短かった人生に意味を持たせるために、その

瞬間に立ち会った自分は、経過を忘れず、絶え

ず現場にフィードバックしていかなければいけ

ないと、思っています。

仕事の節目ごとにこの様に振り返るのは、大

切なことだとも思っています。少々、感傷に浸

り感情的な表現もあったかと思いますが、乱文

何卒ご容赦ください。世界を変えるような大そ

れたことはできませんが、本質を忘れず、無理

せず、こつこつ、できることからひとつずつこ

なしていく事が自分の努めと思っています。一

例一例大切に、粛々と、プロとしての仕事をま

じめにこなすだけです。今後ともご指導よろし

くお願い申し上げます。



（４７）

ⅡⅡ11ⅢⅢ'1ⅡⅢ|ⅢⅡⅢⅡⅢlⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ|ⅢⅢⅢⅢⅢⅡⅢⅢ|ⅢⅡⅢⅢⅢⅢⅢ111ⅡⅡⅡ111ⅢⅢⅢlⅢⅡ||ⅢⅡⅡ|ⅡⅢⅡⅢⅡⅢⅢⅢ111ⅢⅢ|ⅡⅢⅢⅡⅢⅡ三重県小児科医会会報Ⅱ'ⅢⅢⅢⅢⅢ'１Ⅲ'ⅢⅢ'’

■JJj1liillliiiiliiil印リレー雑感
自己紹介■■蟻

－－￣■■■■￣￣■￣毎■■￣￣■■￣￣￣■￣￣幸一一一■■￣￣￣塵■￣￣￣幸■￣￣■■￣￣￣■■■■￣￣■、■■￣￣￣■■￣￣￣■■■■￣￣■■■￣￣■■■￣￣￣■■￣￣￣■■■■■■■■

三重大学医学部小児科

長田 愛

なくなってしまうため、これは未だに苦手です。

このように、なぜ小児科医になって働いている

のか疑問になりますが、今まで、なんとか頑張っ

てこられたのも、丁寧にご指導くださった先生

方や、話の下手な私に付き合ってくれる心温か

い患者さんとご家族のおかげだと思います。

趣味は、小さい頃からずっと変わらず、読書

です。人混みなどの苦手な場所に行くときには、

自己防衛のために、本は必須の持ち物です。本

が無くては生活していけないかもしれないと思

うほど、本を読んでしまいます。ただ、好きな

本は徹夜してでも読みたくなりますが、勉強の

本は読むと眠くなってしまう確率が高く、なん

とかならないかと困っているところです。

弟と歳が離れていたためか、こどもがどんど

ん成長していく様子や、こどもが周りに与える

影響の大きさに、以前から興味があり、小児科

を選んだ理由の１つになっています。また、た

だ単にこどもが好きでもあり、今、小児科医と

して働けていることは、幸せなことだと感じて

います。

とりとめもなく自己紹介をさせていただきま

したが、こんな私が、６年目まで頑張ってこら

れたのも、親切にご指導くださる先生方と、温

かく見守ってくれる周りの方のおかげであり、

感謝の一言につきます。これからも、たくさん

ご迷惑をおかけすると思いますが、まだまだ人

としても、医師としても成長できるように頑張

りたいと思いますので、ご指導。ご鞭燵のほど、

よろしくお願い申し上げます。

このような場をいただき、非常に恐縮ではあ

りますが、駄文をおさめさせていただきます。

今回、どんな内容でも良いとうかがい、いろ

いろと考えましたが、先生方に披露できるよう

なエピソードがないことに気付きました。

そこで、この紙面を使ってしまうのは多分に

勿体なく、申し訳ありませんが、自己紹介をさ

せていただきたいと思います。

私は、生まれも育ちも三重県です。三重大学

を卒業し、三重大学付属病院で２年間の初期研

修をさせていただきました。その後、小児科に

入局し、３年目は伊勢赤十字病院、４年目は三

重中央医療センターで働かさせていただきまし

た。昨年から６年目の現在まで、大学病院で勤

務させていただいております。このように、旅

行以外では、三重県を離れて生活したことがあ

りません。また、研修医２年目が終わるまでは

実家で過ごしていたため、かなりの世間知らず

で、周りの方々には迷惑の掛け通しです。

小学生のころからの困った性質として、親し

くない人と話したり、人前で話したり、大勢の

人の中で過ごすのが苦手ということがあります。

学生のときの臨床実習では、患者さんに会いに

行くにも、部屋の前で深呼吸をして、覚'悟を決

めてからでないと、患者さんと話せませんでし

た。今では、それほどの覚,悟は必要ありません

が、ちょっとした気合いを入れてから、患者さ

んの部屋に入ります。また、たくさんの人の前

で大きな声で話すのも苦手で、プレゼンテーショ

ンなどがあると、非常に緊張して、余計に話せ
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常が大事穴六噸ａ
＝祖凸のここ芯ビー

ひらい小児科クリニック

平井誠

私の祖母、ひさへは、明治37年となり村の友

生村高山に生まれ、１８歳の時、喰代の農家であ

る我が家に嫁いできた。

結婚直後に義父がなくなり、１０年後には義母

もなくなった。そんな状況下で夫を助けて過酷

な農作業に励み、五人の子供を育て、さらに戦

争による事`情で、夫の弟夫婦の子供二人を長く

我が子と別け隔てなく育てた。大変な苦労であっ

たと思われるが、田畑を減らすことなく、耐え

しのぎ乗り越えて我が家は維持された。

私が生まれて以来、大学生となり家を出るま

で祖母と一緒に生活し見てきて思うのは、祖母

はいつも「わが家の重心」であり続けたという

事である。何かの一大事や、もめ事あれば、絶

妙に重心をずらし、祖父や父親の決定に関与し

て、芯柱が傾く事のないように作用した。

祖母は、助けにも来てくれた。私が３歳か４

歳のころ、なんであったか忘れたが悪い事をし

て裏の蔵に３回閉じ込められた。分厚い内側の

網戸は閉められたが、外側の土戸までは閉めら

れなかった。初めは大泣きしたが、泣きつかれ、

泣きやみ、暗い所でどうしようか心細くなって

くる。それらに耐え切れなくなる少し前に、祖

母は、「もうあんな事したらあかん」と言って、

蔵から出してくれた。

菩提寺である青雲寺にもよく連れられてお参

りした。青雲寺の加藤和尚は、修行を積んだ和

尚らしい和尚であった。祖母と小学校の同級生

と言っていた。観音講の集まりにも連れて行か

れて、ご詠歌の練習中はおとなしく外で待って

いた。聞こえてくる、あのなんとも言えぬ曲調

は、しっかりと刷り込まれている。受け入れな

ければならぬ静かな』情念の漂い、あるいはその

なびきやゆらぎのような、不思議な感覚は今で

もよみがえる。

祖母は、農作業や家事が済めば、針仕事や、

炭俵を編んだり、渋柿の皮をむいたり、季節毎

の手仕事をいつもしていた。そのようなとき、

傍で遊ぶ私たちに、昔の話をよく聞かせてくれ

た。いつも繰り返しの同じような話になるのだ

が、ことわざを混ぜた、体験を元にしたオリジ

ナル童話のようなものであった。

「錐も鳴かねば撃たれまい｣、これもよく言っ

ていた。「余計な事を言うな、言葉には気をつけ

よ」と、今も普段気付かないが私の脳に作用し

続けている。また、「森岡校長がよく言っていた」

の前置付けて「それ見たか、常が大事か、大み

そか」ともよく言っていた。友生小学校長の口

癖であったらしい。祖母が小学校の時、校長の

話を聞き、身についた言葉である。祖母が１０歳

の頃としても、1915年の話である。そしてそれ

を嫁いだ先で我が子や孫に話して世代を超えて

伝わった。

１０年ほど前だが、上野の叔父が、上野農高校

長の時、同僚３人で話している折、「常が大事か、

大みそか、それ、私もよく親から聞かされた」

と３人ともが言い合ったという。

「それ見たか、常が大事か大晦日｣、カユ、か、
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私が上野で小児科を開業する時、祖母83歳で

あった。病院の前に建てる大きな看板はいくら

するのかと不意に問われた。一般的費用を言う

と、それは私がお祝に出すからそのつもりでと

言ってくれた。祖母は年金もなかった。これま

での蓄えと－本15円の傘張りの内職で貯めた中

から出してくれたのだと思う。８８歳頃まで折り

畳み傘の内職をしていた。その針仕事は、痴呆

や老化の防止になっていたと思われ、最後まで

呆けることはなかった。そのひらい小児科のサ

イン塔は今もそのままで、ペンキを塗り直しや、

蛍光灯管を取り替えて長生きするよう維持管理

に努めている。

祖母の開院祝いと言えば、甲賀市水口の妻の

祖母、大久保フサさんからは、ダイアルシリン

ダー式の金庫を頂き、今も、そしてこれからも

家の中心ある。

今回の病気入院中に、二人の祖母から頂いた、

開業祝いの、サイン塔と金庫、この二つが象徴

する重要性に気が付いた。喰代の祖母は、サイ

ン塔はかがやき続けよ、つまり、医業に精進し

開業小児科として地域で評価を得て、長く来院

者が絶えぬように努めよと。

水口の祖母は、金庫でもって安全に確実に管

理せよ、それが配偶者たる妻の努めであり、医

業の要であると。祖母も耳鼻科開業を長く支え

てきた。その体験から同じ立場となる初孫への

特別な`思いがあったのだと思う。もしかして、

祖母の耳鼻科開業の時、祖母の実家、もしくは

祖母の祖母から同じように金庫をお祝いに頂い

たという物語があったのかもしれない。

この二人の祖母の,思いの見守りが、身近に毎

日あり続けてこそ、私の小児科開業25年間が、

大過なくおかげさまで、と言えるのだと気付い

た。

小児科開院９年目の秋、平井ひさへは92歳の

生涯を閉じ、大久保フサは開院15年目の冬に９６

歳の生涯を終えた。

がと語呂よく、インパクトのある言葉だ。毎

日を大事にすべきで、それらが積み重なって、

良い大晦日を迎えられる、日々を疎かにしてい

ては良い大晦日は迎えられない，そのような受

け止めもできるが、私は大晦日を迎えて、常の

大切さを痛感する、大晦日の感慨を強調する解

釈をしていた。もっと毎日を大切にしておれば、

こんな状態での大晦日を迎えることもなかった

のに、あるいは、毎日を一生懸命過ごしてきた

からこの良い大晦日を迎えられたのだ、という

ものである。「常が大事か、大晦日｣、この大事

かの「か」が付くことで、続く大晦日が起点と

なっているように感じられたのである。

「それ見たか、常が大事か大晦日｣、この出典

を知りたいと調べたが見つけることが出来なかっ

た。その後、ネットで注意して見ていると、永

昌寺のホームページの「睡蓮のように」と題し

た法話の中で「年の瀬が押し迫った今頃になる

と、いつも思い出すのが『それ見たか常が大事

だ大晦日」という昔の歌です。まだまだと思っ

ている内にやって来る大晦日を目の前にして慌

てる私たち。昔も今も変わらぬ、私たち人間の

愚かさを感じさせる歌です｡」との記述があった。

やはり、常の大切さを痛感する、大晦日の感慨

を強調した解釈であり、私の感覚で良かったの

だと安心した。この言葉は、昔から伝わる歌の

ようであり、森岡校長のオリジナルではないと

いう事が解った。

また、この言葉は、日常会話で耳にする言葉

ではなく、聞かす言葉であり、聞かされる言葉

だと思う。そして、聞かし聞かされる関係があっ

てこそ世代間を伝わる。校長の話から生徒を介

し拡大しながら、１００年当地で世代を超えて伝わ

り続けている。

今の時代、言葉は軽く、あふれてもいるが、

私たちは、どれほどの聞かす言葉を持ち、どれ

だけ子供に聞かせているのか、またその関係を

持ち得ているのかと、考えこんでしまう。
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乳健マニュアル講習会に参加した若手医師が

本当に思っていたこと

三重中央医療センター小児科

松田和之

三重中央医療センター小児科の松田です。平

成１１年卒の１４年目です。先日、津で開かれた乳

健マニュアル講習会に初参加しました。自分は

若手というにはやや厚かましい学年ですが、若

手パネリストとして指定されていた淀屋先生や

近藤先生の発言に共感する部分が多く、また真

意が汲み取られていないような気がしたので、

持論を述べさせて頂きます。

淀屋先生は自身の指定発言で１０人前後の若手

医師の、乳児健診に対する考え方や思い入れを

事前にアンケートされた内容を報告し、若手小

児科医が健診を実際行う機会が少ないことや、

講習会に当直などで出席できないことが多い事

情等を述べられ、大半の若手医師は機会があれ

ば健診について学びたい意思を持っている、と

いった内容の発言をされていました。近藤先生

も実際に育児経験がない中で親から育児相談を

されて困ったというエピソードや市販の育児書

を購入して学んでいるといった、非常に前向き

な姿勢を感じる発言でした。実際、僕も14年間

で、乳児健診を専門に学んだこともなければ、

それに多くの時間を費やしたこともありません。

過去に外来で乳児健診を任される機会はあった

ので、発達や発育評価の勉強を座学で行い、多

少の実践経験はありますが、自信があるほどで

はないです。今の職場でさせて頂いているＮＩＣＵ

卒業生のフォローアップは24週や25週出生といっ

た超早産児が多く、修正月齢である程度診ると

は言え、４ヶ月ではまだ入院していることも多

い随分偏った集団であり、一般新生児の健診と

はややかけ離れた世界です。

そんな中で実際自分が、また多くの若手の先

生達が乳児健診で困るのは、境界領域をどこま

でひっぱって診て良いのか？どこまで遅れた

ら叩遅れ'，や伽異常，'といえるのか？それは本当に

''異常"なのか？どのタイミングで誰に相談し

たらよいのか？という部分ではないでしょう

か。確かにフロアからベテランの先生方か指摘
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聴させて頂く機会があれば、印象的に頭に残る

と思います。

今は昔と違い、学年あたりの小児科医が少な

い時代です。以前は乳児健診を行う機会が当た

り前のようにあったかもしれませんが、自分も

含めて今の若手小児科医はどこの病院に行って

も病棟の重症患者を持つ機会には恵まれている

代わりに、一般健診を任される機会は自分達の

意思に関係なく減っているのが現状だと思いま

す。

せっかく数少ない若手医師に灯っている“や

る気，，の火を絶やさないためにも、彼等に健診

の機会を与えて頂き、教科書だけでは学びきれ

ない微妙な実践のノウハウをベテランの先生方

が示してくだされば、三重県の乳児健診はより

充実したものになっていくのではないでしょう

か。

されていたように、”勉強しなさい'，と言われれ

ばそれまでで、当然勉強はするべきでしょう。

しかし、実際に乳健を任されたことがある小児

科医なら、親に聞かれて答えられずに困るのは

自分自身ですから、勉強して乳健に望んでいる

のは昔も今も当然だと思います。正常や異常、

教科書に載っている程度のことであれば、今は

親でも知っている時代です。”これを読んだら何

も迷わずに乳児健診ができる！”という本があれ

ば、是非お教え頂きたいぐらいです。

僕たちが本当に知りたかった事は“境界領域

の見方，，や“バリエーション”についてだと思

います。相手は生身の人間ですから、教科書通

りの緊張や反射、発育発達を示さないケースも

多々遭遇します。これらの実例を経験豊富な先

生方の導きで、例えば微妙な児の診察風景の動

画や、それらの事例のその後の経過を画像で視

;iiiiiilliJli聯IilMWEiIlI

ヒト成長ホルモン(遺伝子組換え)製剤

ﾉjljディトロビゴ…
ﾌﾚｯｸｽﾞﾌﾞﾛ注撰

Ｎｏｒｄｉｔｒｏｐｉｎ・FIexPro． 一般名:ソマトロビン(遺伝子組換え）

処方せん医薬品注恵一医師等の処方せんＬより使用すること

｢効能･効果｣､｢用法･用■｣､｢禁忌を含む使用上の注意｣､｢効能･効果に関連する使用上の注意｣､｢用法･用■に関連する使用上の注意｣等につきましては､添付文書をご参照下さい。

凧鞠Ⅸ
ｕ造賑兜元（資料8日求先）

ノボ〃レテとイスクファーマ株式会社
〒１０００００ｓ東京都千代田区丸の内2-1-1明治安田生命ごル
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勉強会便り
◆

鐇鐇群
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◆
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鵜

松阪地区小児科医会活動内容報告
（平成23年４月～平成24年１０月までの症例一覧）

松阪市

笹尾幸雄

(済生会松阪総合病院）平成23年４月12日㈹

松阪地区医師会２階多目的ホール

RSV感染症のまとめ（松阪中央総合病院）

内分泌アップデート核内受容体

（済生会松阪総合病院）

日時

場所

演題 日時

場所

演題

平成23年10月20日閃

伊勢パールピアホテル

ー般演題

「当科で経験した小児巣状細菌性腎炎

７症例の臨床的まとめ」

山田赤十字病院小児科

○近藤真理、杉浦勝美、吉野綾子、

坂田佳子、伊藤美津江

馬路智昭、東川正宗

「クロラムフェニコールを使用した

細菌性髄膜炎の症例」

松阪中央総合病院

小児科神谷敏也

特別講演

「コモンな小児ウイルス感染症の病態解明：

ＨＨＶ－６とロタウイルス感染症」

藤田保健衛生大学吉川哲史教授

平成23年５月10日㈹

松阪地区医師会２階多目的ホール

発熱が遷延した川崎病

（松阪中央総合病院）

新規へのビタミンＫ投与について

（済生会松阪総合病院）

生命科学（羊士社）（東京大学教科書編集）

話題提供（うだ内科小児科）

日時

場所

演題

６月：歓送迎会

平成23年７月12日㈹

松阪地区医師会２階多目的ホール

ギランバレー症候群を疑った２才男児

（松阪中央総合病院）

遺伝子解析とアレルギー疾患

（済生会松阪総合病院）

日時

場所

演題

曰時

場所

演題

平成23年11月８日㈹

松阪地区医師会２階多目的ホール

特別講演

「予防接種の現状と展望～定期・

任意接種と新しいワクチンの動向～」

川崎医科大学小児科学講座

中野貴司教授

８月：休会

日時

場所

演題

平成23年９月13日㈹

松阪地区医師会２階多目的ホール

新生児発熱の症例（松阪中央総合病院）

成人百日咳（36才妊婦）の一例

日時平成23年１２月13日㈹

場所松阪地区医師会２階多目的ホール
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演題腸回転異常術後１４年に歩行障害を発生し

た男児（松阪中央総合病院）

特別講演

『小児呼吸器感染症の新たな治療戦略

～体性菌の現状と対内動態を考慮した

抗菌薬の選択～』

久留米大学小児科講師

津村直幹先生

日時

場所

演題

平成24年４月10日㈹

松阪地区医師会２階多目的ホール

新生児期から嘔吐があり体重増加不良を

認めた症例（松阪中央総合病院）

５月：中止

６月：歓送迎会

１月：新年会 日時

場所

演題

平成24年７月10日㈹

松阪地区医師会２階多目的ホール

多臓器不全をきたした乳児

（松阪中央総合病院）

左下肢麻庫の15才女児

（済生会松阪総合病院）

日時

場所

演題

平成24年２月14日㈹

松阪地区医師会２階多目的ホール

新規抗てんかん薬の使用経験（小渕病院）

特別講演

『てんかん治療の実際

～新規抗てんかん薬の最近の知見～』

三重病院小児神経科

高橋純哉先生

８月：休会

日時

場所

演題

平成24年９月11日例

松阪地区医師会２階多目的ホール

百日咳の症例（松阪中央総合病院）

夜驚症の２例（済生会松阪総合病院）

日時

場所

演題

平成24年３月13日㈹

松阪地区医師会２階多目的ホール

ネフローゼ症候群の１例

（松阪中央総合病院）

急速に進行した右母指ひょう疽の１例

（済生会松阪総合病院）

１０月：中止

~凹凸

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(AlK-C株･高橋株）'E;:蕊::-霧

l議蕊;Ｉ

ＹＨＦ

生物由来製品､劇薬､処方せん医薬品蕊

鰯騨鱗鷺鰯議識
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾜｸﾁﾝ株式会社．第一三共株式会社北里第一三共ﾜｸﾁﾝ株式会社
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第ＩＳｌｍｎの児芸]几フコンペ

2012年11月11日榊原温泉ゴルフ倶楽部

「ゴルフの『あるがまま』とは、ポールのライにとどまらず、天候、体調、環境など

すべてが含まれる」のだとか。とは言え、今回は竹の児会史上最悪の天候で、コンペ

はハーフで打ち切りとなりました。幹事は名誉ある撤退（敵前逃亡）をしましたが、

後半もプレーされた正しいゴルファーが半数おられました。（幹事）

順位競技者名ＧＲＯＳＳＨＤＣＰＮＥＴlＮ
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今年の春は例年とは違って関東の桜がこちら

よりも－週間早く咲きました．また、桜が散っ

てから真冬に戻ったかのどと〈朝が冷えました。

体調を崩された方も見えるのではないでしょう

か。

さて今回の会報は、昨年度台風の影響で例会

が中止になったことを受けて、１２月分か中止に

なり、久々の発行となりました。その関係で、

昨年に原稿をすでに頂きながら長らく手元に保

管しておりまして、執筆してくださった先生方

には発行の遅れたことをお詫びするとともに原

稿の内容が時期的にやや食い違っていることを

お詫びいたします。

巻頭言で乳幼児健診の場でいかに虐待に気づ

くか、大変重要でしかも難問についてご投稿い

ただきました梅本先生に感謝申し上げます。松

田先生のような意見もあります。是非梅本先生、

県医師会の乳児健診委員会の先生方を中心に、

健診をする若手医師の養成に力を注いでいただ

きたいと思います。

開業雑感は羽根先生に２回目の投稿をしてい

ただきました。今までは開業をして比較的問も

ない先生にお願いしておりましたが、そのよう

な先生が減少して底をついてきました。これか

らはベテランの先生方にもどしどし投稿してい

ただきますのでよろしくお願いいたします。

忘れ得ぬ症例の馬路先生には久しぶりに本格

的な症例を提示していただきありがとうござい

ました。先生は大変情熱を燃やして診療にあたっ

ていたことが良く感じられますＱいつまでもそ

の情熱をもって診療していただけることと願っ

ております。

会員の広場、いつも平井先生ありがとうござ

います。平井先生のおばあちゃんのこと、また

家族のことを初めて知りました。年月をかけて

発展してきた平井家です。今後も確実に発展し

ていただけるようお祈りします。
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