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４）軽度発達障害児の外来管理

５）在宅医療

６）予防接種と乳幼児健診

７）校医などの保健、行政活動

などが考えられると思います。

ｎ本小児科学会「小児科医の至||達Ｈ標」からの引

用ですが、地域総合小児医療の到達目標は下記のよ

うになっていました。

１）乳幼児健診、育児相談が実施できる

・成長、発達障害、視聴覚異常、行動異常、虐待

などを疑うことができる。

・養育者の育児不安を受けとめることができる

・基本的な育児杣談、栄養指導、生活指導、予防

接種指導ができる

２）子どもの疾病、|潭害予防、早期発見、基本的な

治療ができる

・子どもや養育者とコミュニケーションを図り、

信頼関係を構築できる

・子どもを含めた家族全体の把握に努め、総合診

療医としての役割を果たす

・心理的な問題や虐待を念頭において、子どもや

養育者を注意深く観察できる

・子どもや養育者から的確な'情報収集ができる

・的確な身体診察ができる

・診断に必要なスクリーニング、検査を指示でき

る

・診断や治療について本人と養育者にわかりやす

く説明できる

・重症度や緊急度を判断し、初期対応（診療)、

トリアージと適切な医療機関への紹介ができる

・稀少疾患、専門性の高い疾患を想定し、専門医

へ紹介できる

３）地域の医療、保健、福祉、行政スタッフと協力

できる

・地域の医療、保健、福祉、行政の専門職とコミュ

ニケーションがとれる

・上記専門職と協働し、地域の医療、保健レベル

の向上を図る

・生涯教育を通じて自らの能力開発、資質向上に

努める

・自らの心身の健康管理を怠らない

となっています。Ｆ|標ではありますが、自分にとっ

て、現実に目をやるとなかなか達成できていないこ

とも多いのではないか思っています。

さて、後半は医療とは関係ない話ですが、中国に

行ったときの話をしようと思います。

2012年夏、尖閣諸島問題が表面化して、デモなど
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テーマは自由と言われましたが、巻頭言は若輩者

には荷が重い気がします。

近年、小児科においても各専門領域での疾患概念

や治療法の変遷は当然のこと、以前大西先生が書か

れた巻頭言にもありましたように、医療を取り巻く

環境や制度の変遷も速度を増しているのが現状のよ

うに思います。課題としては、５歳未満児の事故も

含めた死亡率を下げるためＰＩＣＵを含めた集約化さ

れた小児救急体制づくりや、予防接種も含めた小児

保健活動や在宅医療も含めた障害児医療、女性医師

も含めたキャリアプランの確立など、数多く存在し

ていると思います。

小児医療提供体制としては１）中核病院（大学病

院や小児病院などの専門病院）２）地域小児科セン

ター病院（救急型、救急十ＮＩＣＵ型）３）地域小児

科（療養型病院も含む）４）診療所と大まかに区分

され、愛知県ではあいち小児保健医療総合センター

にＰＩＣＵが設置される予定になっていますし、新生

児医療を円滑化するための一つとして、在宅医療も

含めてですが、障害児医療病院も拡充されつつあり

ます。さらに、各地で診療所の先生方の輪番制での

地域小児科センター病院やグループでのⅡ寺間外診療

の活動もでてきています。

また予防接種に関しては、まだ問題点はあります

が、ここ２－３年で予防接種の種類も増え、補助金

などの予算もついて、関心が高まり、広域化や定期

接種化も動きつつあります。

このような状況の中、結局は目の前の事象に真蟄

に対応するしかないのだろうと思いますが、自分自

身もプライマリケア主体の立場でどのように活動す

るのがいいのかが問われているような気がします。

小児科１次診療の内容としては、急性疾患、'慢性疾

患、予防保健活動に分けて考えると

ｌ）急性疾患の診断と治療及びトリアージ

２）病児保育など

３）’慢性疾患の外来管理

－２－
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で中国国内が荒れる少し前に北京に家族で観光旅行

に行きました。もちろん中国語はわかりませんので、

ガイドさんと一緒にです。そこでは雑多ではあるが、

曰本の10倍を越える人口を持つ国である中国の強い

エネルギーを感じました。高層ビルが立ち並び、欧

米と比較しても遜色ない都市部と都市の中でも、開

発が遅れてしまっている場所とのギャップ（例えば、

実際あったのですが、ベンツの横をリヤカーが一緒

に走ったりしていました）を感じました。旅行中は

大気汚染もひどくなく、旅行前の水害の影響もなく、

観光名所（天壇公園、万里の長城、故宮、天安門広

場など）に行きました。今でも時々天安門広場など

がニュースではよくでてきますので、』陵かしぐ思え

ます。そのときは万里の長城にも雪はなく、その冬

に万里の長城での曰本人の遭難死亡事故が報道され、

びっくりしたことを覚えています。また、旅行中に

丹羽大使の車が少し被害を受けた翌曰は北京市内で

警察官がいつもより多かった印象があります。行く

場所が観光地で、ガイドさんといっしょだったこと

もあり、そこでの中国人の対曰感情は悪くなかった

と思います。韓国に対しても同様ですが、個々人同

様に国家間でもコミュニケーションは大事だと思い

ます。曰本人は自分も含め、実際には不慣れな場合

が多いのですが、種々の状況下でのコミュニケーショ

ンを大事にしていきたいと思っています。今後とも

よろしくお願い致します。

－３－



愛知県小児科医会会報Ｎｏ９７Ｍａｙ２０１３

長期入院を余儀なくされる児が増加してきている。

その発生数は年間210例（２１例/出生1万）と推計さ

れている(2)。長期人院の約半数は生存退院または死

亡となるが、約半数については転棟・転院または在

宅医療への移行を行わなければＮＩＣＵ/ＧＣＵの病床

運用に大きな支障をきたしかねない。長期入院の問

題はＮＩＣＵ/ＧＣＵの病床運用だけではなく、患児に

年齢相当の環境を与えることができない、家族との

過ごす時間が極めて少なくなるなど惠児自身にとっ

ても大きな問題となる。

トピックスで
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Ⅱ愛知県におけるＮｌＣＵ/ＧＣＵの長期入院児およ

び在宅医療の現状

愛知県におけるＮＩＣＵ/ＧＣＵの長期入院児および

在宅医療の現状を把握するために、愛知県周産期情

報システムを構成している18施設を対象に郵送によ

るアンケート調査をおこなった。

はじめに

周産期医療の進歩により従来は死亡していた超重

症児、超早産児の救命が可能になった。それらの児

の一部は急性期を脱しても医療的ケアが必要であり、

長期の入院を余儀なくされる。児の発達や新生児病

床の運用の観点からは長期入院は望ましいことでは

なく、在宅医療が各地で進められている。成人が在

宅医療に移行する際は、急｣除期病院から慢J性期病院、

在宅医へと段階的に進められるが、新生児集中治療

室（ＮＩＣＵ）や回復治療室（ＧＣＵ）からの在宅移行

では高度医療機関である周産期センターからの直接

退院する例がほとんどであり、地域の中核病院や在

宅往診医との連携がとれている例は少ない。また、

多くの症例では周産期センターの医師が外来管理を

しているため、保険制度上で往診できない医師が訪

問看護の指示書を記載しているなどの問題点も数多

くある。

本稿では、新生児医療からの在宅医療の現状と課

題について愛知県で行ったアンケート調査結果を中

心に概説する。

１）新生児医療および長期入院児の現状

１施設あたりのＮＩＣＵ加算床は中央値（範囲）で

６床（０～15床)、合計で138床であった。ＮＩＣＵ非

加算床（＝ＧＣＵ）は13床（１～30床)、合計で272

床であった（図１）。ＮＩＣＵ/ＧＣＵに勤務する看護

師は１施設あたり３２名（9～79名）であった。

ＮＩＣＵ/ＧＣＵに勤務する医師数については１施設あ

たり７名（４～12名）であり、その内で新生児医療

に専従する医師数は２名（０～９名）であった。ｌ

施設あたりの平成21～23年の平均入院数は248例、

入院数合計は5324例であった。定点（平成24年８月

15日）におけるＮＩＣＵ/ＧＣＵ入院数は１施設あたり

18例（２～43例)、合計で347例であり、６～１２ヶ月

の長期入院児は11例（3.2％)、１２ヶ月の長期入院児

は４例（1.2％）であった。６～１２ヶ月間入院して

いる児の内訳は、超低出生体重児が４例、重症仮死、

先天性ミオパチー、染色体異常、先天性気管狭窄症、

大m管転位症（術後)、病名記載なしがそれぞれ１

Ｌ国内のＮｌＣＵ/ＧＣＵにおける長期入院児の現状

本邦における新生児死亡率は1960年では1000出生

に対して17であったが、現在では1000出生に対して

2～3であり、この50年で劇的に改善した。その最も

大きな理由としては周産期医療、新生児医療の進歩

により超早産児・超低出生体重児が救命可能になっ

たことがあげられる。加えて、「重篤な疾患をもつ

新生児の家族と医療スタッフの話し合いのガイドラ

イン」の策定(')、2006年の富ｌｌＩ射水病院の事例など

から医療のあり方に対する社会的な意識が向上した

ことも大きな要因である。1990年代の新生児医療で

は積極的な治療が行われずに看取りの対象となって

いた疾病においても現在では通常に医療が行われる

事例が増えてきて、その結果としてＮＩＣＵ/ＧＣＵに

図１愛知県内ＮｌＣＵ/ＧＣＵ各施設の病床数

(床）
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３）緊急入院等のバックアップ体制やレスパイト入

院・短期入所について

急変時の受診・入院などのバックアップ体制につ

いては17施設（94.4％）で整備されていたが、短期

入所やレスパイト入院については、自施設で行なっ

ているとの回答は5施設（27.8％）にとどまった。

一方で重症心身障害児（者）施設等の他機関に依頼

しているとの回答は９施設（50.0％）であった（表

２)。

例であった。１０例中６例は退院の見込みはあるが、

４例ついては退院が見込めない状況であった。１２ヶ

月以上入院している児の内訳は、低酸素性虚、性脳

症、megacysismicrocolonintestinalhypoperista-

lsissyndrome、致死性四肢短縮症、病名記載なし

がそれぞれ１例であり全例で退院の目処はなかった。

２）在宅医療患者の現状

各施設の在宅医療患者数については、１施設で２０

～30名ほどの患者数であるが、２施設では80名以上

である一方で、在宅医療患者がいない施設が１つあっ

た。在宅医療患者数は図１に示すＮＩＣＵ/ＧＣＵ病床

数と関連があり、病床数の多い施設ほど在宅患者数

が多い傾向にあった（図２)。

在宅医療の内訳では、在宅人工換気療法について

は１施設あたりの患者数は１例（Ｏ～10例)、合計

で40例であった。在宅酸素療法は１施設あたりの症

例数は４５例（0～25例)、合計で98例であった。気

管切開を受けている児は１施設あたり2.5例（０～１

５例)、合計で77例であった。胄瘻造設の児は１施設

あたり1.5例（０～16例)、合計で55例、胃管留置の

児は１施設あたり３例（０～16例)、合計で83例で

あった。吸引処置を行なっている児は１施設あたり

３例（０～26例)、合計で102例であった（表１）。

４）開業医との連携および開業医、医師会、行政へ

の要望について

地域開業医へ在宅医療管理を依頼したい症例は１

施設あたり１例（Ｏ～10例)、合計50例であった。

開業医と連携してＮＩＣＵ/ＧＣＵ退院児をフォローで

きた経験のある施設は７施設（38.9％）であった。

NICU/ＧＣＵ退院児に関して開業医へ希望する事項

については、一般診療が16施設（88.9％)、健診５

施設（27.8％)、予防接種17施設（94.4％)、シナジ

ス接種10施設（556％)、養育者へのサポート１２施

設（66.7％)、在宅医療14施設（77.8％）があげら

れた（表３)。

小児科医会、医師会に対して希望することとして

は、往診システムの確立、在宅医と総合病院との連

携整備、訪問看護ステーションの充実であった。行

政に希望することとしては、レスパイト施設、重症

心身障害児施設などの施設の充実、心身障害者手帳

の早期取得などの患者への経済的支援および病院か

らの往診に対する保険点数認可などの病院への支援、

予防接種の広域化やベビーシッター育児支援事業な

どの行政サービスの充実が挙げられた。また、障害

児に対する教育、福祉制度などに自治体毎に差があ

るため、自治体間格差の是正も要望の一つに挙げら

れた。

図ＺＮｌＣＵ/ＧＣＵ各施設の在宅医療患者数

(例）
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ｍＮｌＣＵ/ＧＣＵからの在宅医療移行における問題点

成人の在宅医療と比べてＮＩＣＵ/ＧＣＵから在宅医

療への移行が容易でない理由として次に示す種々の

問題があげられる。

家族の問題としては、ＮＩＣＵ/ＧＣＵ入院児は母児

分離期間が長く、先天異常等による特異的顔貌や気

管切開や胄瘻造設など医療処置を必要とする状態の

我が子への愛着形成が難しい事例があり、児の受け

入れが困難となる場合がある。ＮＩＣＵ管理となる児

は胎児診断を受けていることも多いため、産科、小

児科をはじめとする関連診療科のスタッフが総合的

なサポートを行う必要がある。

ＡＢＣＤＥＦ

■人エ換気■酸素

表１

ＧＨ｜」ＫＬＭＮＯＰＱＲ

蕊気切■胄瘻沮胄カテ灘吸引

在宅医療の内訳

1施設の症例数合計

在宅人工換気

在宅酸素

気管切開

胄瘻造設

胄管留置

吸引処置

(0～10）

(0～25）

(0～15）

(0～16）

(0～16）

(0～26）
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３
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ｌ施設の症例数：中央値（範囲）

医療内容には重複回答あり
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医療制度の問題としてレスパイト入院のことがあ

げられる。レスパイト入院とは介護者が休養したい

時などに恵児が養育施設などに－時的に入所できる

支援制度であるが、現状では施設が少なく十分に需

要をみたしていない。また、レスパイト入院は健康

保険の適応外であるため、レスパイト入院にかかる

費用は自己負担または病院負担となる。診療報酎''改

定や人材育成を進めることで定期的なレスパイト入

院が可能な病床を確保することが急務の課題である。

人材の問題としては、在宅往診医やコーディネー

ターのことがあげられる。多くの在宅往診医は成人

患者を対象としているため、小児の在宅往診に少な

からず抵抗がある。成人患者の在宅往診医へのアン

ケート調査(3)では70％以上の医師は小児診療経験が

なく、小児在宅往診の経験がある医師はわずか２２

％であった。小児の在宅往診を受け入れる条件とし

て、緊急時の対応の担保や小児科.医とのグループ診

療など在宅往診医へのサポート体制の整備が多かっ

た。

成人の在宅医療におけるケアマネージャーに相当

する人材が不足しており、平成20年度から「ＮＩＣＵ

入院児支援コーディネーター」の都道府県への配置

が国の補助金事業として開始された。しかしながら、

平成22年時点では12都道府県のみしか配置されてお

らず(い、ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターの業務

は多くの病院ではソーシャルワーカーが行っている。

時に家族や主治医が行う場合もあり、本制度が十分

に活用されているとは言えない。

成人では訪問診療など在宅医療を支える医療資源

が整備されつつあるが小児の在宅医療に関してはそ

れらの医療資源を活用できていない事例が多い。

ＮＩＣＵ入院児支援コーディネーターが周産期センター

と地域中核病院、在宅往診医、訪問看護ステーショ

ンとの連携を調整し、在宅診療のバックアップ体制

表２緊急時のバックアップ体制、レスパイト等の体制

表３開業小児科医への要望

－６－
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を整え定期的なレスパイト先、緊急対応を請け負う

ことで地域の診療所や看護ステーションの小児領域

への参入が進むと考えられる。また、ＮＩＣＵ勤務経

験のある開業小児科医ネットワーク「赤ちゃん成育

ネットワーク」など現存するシステムも取り入れ、

患者家族が電話相談、訪問診療、訪問介護等の支援

を十分に受けることができる医療体制を整備するこ

とが重要である。

まとめ

今回の調査からは、愛知県内におけるＮＩＣＵ／

GCUからの在宅医療は殆どの施設で行われている

が、短期入所やレスパイト入院を行なっている施設

は約３割にとどまった。一方で半数の施設が重症心

身障害児（者）施設等の他機関に依頼しており、重

症心身障害児（者）施設等の果たす役割は大きいと

考えられた。地域開業医との連携に関しては、希望

はあるものの、上手く連携ができた経験がある施設

は約４割であった。在宅移行、在宅管理を円滑にす

すめるためには周産期センターと重症心身障害児

(者）施設、地域病院、地域開業医および行政との

連携を深め、患者家族と医療者に無理のない体制を

整備することが重要と考えられる。
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１．田村正徳、仁志田博司、船戸正久他．重篤な疾
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に関する総合研究」平成22年度報告書.厚生労
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成基盤研究事業）２０１０．

３．主任研究者：田村正徳．長期ＮＩＣＵ入院児の

在宅医療移行における問題点とその解決．「重

症新生児に対する療養・療育の拡充に関する総
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les）のＲＮＡウイルスでパラミクソウイルス（Para-

myxoviridae)、ニューモウイルス亜科（Pneumo-

virinae)、メタニューモウイルス属（Metapeumo-

virus）に属する。ＲＳＶもまた同じニューモウイル

ス亜科に属し、塩基配列の類似性からメタニューモ

ウイルス属に分類された。（Fig.1）

トピックス２

臨床的特徴

ＲＳＶ,ｈＭＰＶともに３日から５日の潜伏期間のあ

とに、初感染の乳幼児では上気道症状（鼻汁、咳な

ど）から始まり、その後下気道症状が出現する。５

から７曰の発熱、細気管支炎による喘鳴が特徴であ

る。その後陥没呼吸、多呼吸、肺炎を認めることも

ある。熱型は両者ともに発熱の上下を繰り返す。

(Fig.2）また両者ともに再感染を繰り返す。

はじめに

呼吸器感染症の原因ウイルスとして、インフルエ

ンザウイルス、パラインフルエンザウイルス、ＲＳ

ウイルス、コロナウイルス、ライノウイルス、アデ

ノウイルスが知られていたが、2001年オランダの

vandenHoogenらにより猿の継代腎細胞を使用

しＲＳＶと同様の小児の呼|吸器感染症（急性上気道

炎、急性気管支炎、急性細気管支炎、肺炎）の鼻咽

頭からヒトメタニューモウイルスが発見され、さら

にＳＡＲＳコロナウイルス、コロナＮＬ６３ウイルス、

ヒトボカウイルスが次々と発見された。この中で、

ＲＳウイルス、ヒトメタニューモウイルスは臨床症

状、感染形式、発症例の頻度から極めて類似してい

るので注目される。７年前からＲＳＶ迅速診断キッ

トの改善がみられ即時診'新が可能になった。当クリ

ニックでは迅速診断キット、およびＰＣＲ法を用い

てこの７年間の受診した全てのＲＳＶ,ｈＭＰＶの診

断を行い検討した。

対象と方法：

平成18年１月から平成24年12月まで当クリニック

を受診した発熱、喘鳴、陥没呼吸を伴う症例から鼻

汁を吸引採取し、平成18年、１９年はＲＳＶ,ｈＭＰＶ

ともにＰＣＲ法にて増幅して得られたＤＮＡを電気

泳動で確認した。平成20年以降はＲＳＶに関しては

迅速抗原診断キットの感受性が非常に改善したので

迅速診断キットを用いた。ｈＭＰＶはＲＳＶ迅速反応、

PCRに対して陰性の症例を対象とし、平成18年か

ら平成20年までは通`常のＰＣＲ法にて診断した。平

成21年からリアルタイムＰＣＲ法にて実施した。

方法：

ＰＣＲ：採取した鼻汁からＱＩＡａｍｐＶｉｒａｌＲＮＡ

ＭｉｎｉＫｉｔ（Qiagen，Venlo）を用いてウイルス

ウイルス学的特徴

ｈＭＰＶはマイナス鎖の一本鎖（Mononegavira- Ｆｉｇ２ｈＭＰＶ熱型

熱豊＝FigjRS分類 》し

Mononegavmles(orde｢）
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電気泳動 Fｉｇ５ＴａｑｍａｎFig.３
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続くが４歳以上は少なくなってくる。６カ月未

満の症例は発熱を伴うものは少なく主に喘鳴、

陥没呼吸が主であるがかなり見られた。（

Fig.9）

⑤７年間の発症数をみるとＲＳＶ感染症は200～

300例あるが、ｈＭＰＶは数年の周期で大流行が

みられる。

ＲＮＡを生成しそれぞれのプライマーを用いて増幅

し電気泳動で確認した。（Fig.3）

リアルタイムＰＣＲ：おなじくＱＩＡａｍｐＶｉｒａｌ

ＲＮＡＭｉｎｉＫｉｔで生成したウイルスＲＮＡを

Bonroyらの制定したプライマー（Fig.4）を使用し

One-StepqRTKit（invitrogen社）によるTaq‐

Ｍａｎ法（Fig.5）を用い、Step-OneRealTime

System（AppliedBiosystem）にて行った。

結語：

ＤｈＭＰＶ感染症は極めてＲＳＶ感染症と類似し、

その臨床症状は①上気道炎で始まり、②喉頭気

管支炎③細気管支炎④肺炎の症状を示す。結果：

①従来のＰＣＲ法での結果は図のごと

く、電気泳動で生成物を確認した。リ

アルタイムＰＣＲは30サイクルから反

応を示している。（Fig.6）

②－年間のＲＳＶ（Fig.7）とｈＭＰＶ

（Fig.8）との流行状況をみるとＲＳＶ

は９月ごろから流行が始まり１２月ごろ

にピークとなり、３月になると減少す

る。それに代わって３月後半くらいか

らｈＭＰＶがみられ５月から６月にか

けてピークとなってくる。

③ＲＳＶはこの７年間ほとんど患者数

が変化がないが、ｈＭＰＶは平成22年、

２３年は著しく多かった。（Fig.8）

④年齢別発症数は１歳児が最も多く、

６カ月から１歳未満児、２，３歳児と

ｈＭＰＶリアルタイムＰＣＲ

ＡｍｐｍｌｃａｎｏｎＰＩｏｔ

Fig.６
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2）０歳から２歳で初感染し、

その後再感染を繰り返す例

も多数見られた。

3）重症化して入院する症例

も多く、ＲＳＶ感染よりは

少ないものの平成22年では

３月以来300例近くみられ、

そのうち17人が入院を必要

とした。

4）感染時期はＲＳＶが減少

する３月頃からＲＳＶと入

れ替わるように流行し５月、

６月でピークを示す。８月

頃から減少し９月には

ＲＳＶと入れ替わると思わ

れる。またＲＳＶとｈＭＰＶ

Fig.７７年間のＲＳＶ
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まってしまうと、overflowincontinenceと言って

便意がない状態で便が漏れてしまう、という状態を

引き起こします。この状態を下痢と勘違いして下痢

止めが処方されてしまうと事態はどんどん悪化して

しまいます。

トピックスＳ
L◆工◆---◆．_◆戸◆‐◆に◆‐◆－◆←◆、◆～◆＝◆～:◆－◆尹弓◆-‐◆ず◆工◆…：◆,◆”◆,◆◆,◆◆◆・◆禿◆

公◆- ◆
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◆‘

心◆‘ ◆
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あいちﾉ]､児保健医療総合センター◆
厄◆

◆＿ ◆

ノI、児外科住田亙：
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ず◆‐◆‐◆～◆．◆ね◆◆』◆■◆：◆～◆‐◆～◆－◆一二◆工◆〆◆‐◆～◆』◆‐◆－◆◆‐◆◆◆◆◆◆

２．正常な排便行動と便秘

排便の時に、人間の体ではどのようなことが起き

ているのでしょうか。まず、便が直腸内に入ってく

ると、内肛門括約筋が緩みます。これは反射で非随

意的に発中します。のちに触れますが、これを人為

的に引き起こして観察しているのが、直腸肛門反射

です。内肛門括約筋が緩むことによって直腸下部の

粘膜に便がふれると、便意が発生します。しかし、

排便にふさわしくない場面では、外肛門括約筋を随

意的に働かせて肛門を締めることができます。この

行為によって直腸内の便塊が押し上げられ直腸下部

の粘膜から便塊が離れると、便意が和らぎます。こ

れによって、排便を我慢する、という行為が発生し

ます3)。しかし、排便を我慢することを繰り返して

いると、どんどん直腸内に便がたまっていきます。

このたまってしまった便塊によって便秘が病的な状

態にまで進行してしまします。

直腸に便がたまってしまった結果、便塊が固くな

り排泄に痛みを伴うようになると、さらにこどもた

ちは便を我慢します。それによって、便がどんどん

たまって直腸が拡張し、直腸の収縮力自体が低下し、

また、最終的に便意がなくなる悪循環が完成します。

そのような状態となった注腸造影検査の写真を紹介

します（図１）。このようになった状態を糞便塞栓

(fecalimpaction）形成の状態といい、非常に重症

はじめに

便秘は、曰常診療で遭遇する中でも頻度の高い受

診動機のひとつでありますが、その一方で、背景と

なる疾患は幅が広く対処が難しい主訴のひとつでも

あります。私は専門病院の小児外科医として勤務し

ているので、一度フィルタリングされてから紹介さ

れる患者さんの診察が中心となるため、重症度や患

者数の面で印象が異なるかもしれませんが、このあ

りふれていてしかしすこし厄介な便秘について解説

します。

１．便秘とは何か

便秘を病的な観点から捉えた場合に、明確な診断

基準というものは存在するのでしょうか。実は、本

稿を書いている現在、曰本には明確な病的な便秘の

診断基準というものは存在していません。欧米の基

準で国際的にも有名なものの一つにRomelll基準'１

(表１）というものがあります。この基準で最も注

目するべき点は、診断基準が排便頻度のみから捉え

ているわけではない、ということです。「便秘＝排

便頻度の低下」とだけ判断すると、５０％の便秘を見

逃す、という報告も存在します2)。特に注目すべき

は、便失禁についての記述で、便秘で直腸に便がた

以下のうち２つ以上が２か月以上継続する

1）

2）

排便が週２回以下である

トイレでの排泄習慣獲得後、少なくとも週１

回以上の便失禁がある

排便を我'慢する我'壜姿勢や過剰な自発的便貯

留

痛みを伴った便通や硬い便の排泄

直腸内に大きな便の塊が存在する

トイレを詰まらせるほどの巨大な糞便

3）

４）

5）

6）

図１：糞便塞栓の状態（注腸検査）表１：Romelll基準による便秘の定義
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の病的便秘の状態を意味します。 これらを認めた場合、器質的便秘の可能性が高いた

め、関連する領域の専門医に紹介するように推奨さ

れています。３’慢'性特発性便秘と症候性便秘

いわゆる便秘のなかには、明らかな原因となる器

質的疾患をみとめない)慢性特発性便秘（慢性便秘）

と、器質的疾患による症候性便秘が存在します。日

常、「便秘」を主訴として受診する人のうち95％は

前者の慢性特発性便秘と言われています｣)。

では、便秘を引き起こす疾患にはどのようなもの

があるのでしょうか。以下にまとめてみました（表

２)。ヒルシュスプルング病は、classicalなタイプ

で乳児期に発症するものは見逃すことはあまり多く

ないのですが、無神経節腸管の範囲が短く、注腸検

査でも明らかなcaliberchangeを指摘されずに、

慢性便秘で長期間外来フォローされていた症例が、

最終的にヒルシュスプルング病の診断がつくという

場合がまれにあります。鎖肛も、瘻孔の位置がわず

かに前方にずれているだけの場合、見逃されていて

慢性便秘として外来フォローされている場合がまれ

にあります。近年、便秘の原因として頻度が増えて

きているのが、消化管アレルギーです。アレルギー

の原因物質は、ほとんどは牛乳であるといわれてい

ます。便秘を引き起こすタイプのアレルギーはIgE

に依存しないため、診断が容易でない場合があり

ますが、アレルギーが原因である場合、原因を除去

することによって比較的早期に改善することが特徴

です。

しかし、前述したように、外来で遭遇する便秘症

のほとんどは)度’性特発性便秘です。そのような状況

で、器質'性便秘を強く示唆する症候として、red

flags（または、warningsymptomsなど、用語は

文献によりさまざま）という症候があります（表３)。

４便秘症と診断・検査

まず、便秘であるか否かの診断のために、Ｒｏｍｅ

Ⅲ基準を念頭に、便の回数、硬さ、大きさについ

て問診します。便の硬さの評価は、ブリストル排便

スケール（図２）が、簡便かつ宥:観的で広く使われ

ています。この図は、ネット上を検索すればいくつ

かヒットするので図の雰囲気で気に入ったものを利

用されるといいかもしれません。また、便の回数が

少なくない場合でも、兎糞状の便が少量のみある場

便秘症をきたす基礎疾患を示唆する徴候

（redflags）

１）胎便排泄遅延（生後24時間以降）

２）成長障害

３）繰り返す嘔吐・胆汁'性嘔吐

４）血便

５）下痢

６）腹部膨満

７）腹部腫瘤

８）肛門の形態・位置異常

９）直腸肛門指診の異常

１０）下肢筋緊張の低下

１１）排尿障害

１２）脊髄疾患を示唆する神経所見や仙骨部皮膚

所見

１３）全身倦怠感

１４）除脈

１５）多飲多尿

表３：器質'性便秘を強く示唆する症候器質'性便秘を強く示唆する症候（redflags）
ﾉｰｰｰﾐｰ録､トf二・二Ｊ－基受合~露÷栽捜.手.－号.~．､､~’1石へ身心ﾉｰｰｪ･~---｢-.ここ.=掌墓謹尭Ｙ･_.:L1.-.革..･二・沙..,Z”..1.-,.ケ昂一一･~ｆ舞二;÷-蕊奄･].≦ﾍﾆｰ裏L-.-..--･入一一一

・８分●硬くz:ｺﾛｺﾛの兎寅状の(排便困磁な)便
.．A･子…．.………ﾄｰ,－，蕊…!:.-…….．-ぃ館ヅヶw勤端学･乃蕨鞍,麹,._TfA｣…難w､率::鑑,7灘錨総:鞘誕無舜'一鰈….倶ｈ,’鉈;’LTwti;ｌｊｗ'曰Ｊ１'-.Ａ瓠｡t樋鍛:ｗｉｌ蕊､獄･fii:f霧I:…'`-Ｗ'H･応1．

－ソーセージリjR竃あるが硬い便
。－麹劇櫛目■凶閑明■魁,…､守癖織惑熱軒x:…:wwﾎﾞﾊ鮴……ｗ：ｗＦ'…ん’一…～～:……－

－ヨロ面IごひびNNれのあるソーセージ状の浸
一ヱーゴーー凌ぐ－－ｍ■■■￣－－－,二了…三…午奇…ＥＨ－ｗ…～へ－－，．．～･ｪ…＝…，－

－霊i畷騨i鰻M1'ｿｰｾｰｼﾞ状･透るいは
‐.…’２－■＝….￣:＝､!"..;孔､ｨ,い’:羽-Ｗs何?1,鰄瓠』。;ＬＪ－Ａ－－ｒ－/瀞?尖:鏡J,窺菖'濃蒋鐡《.ｎ輯･-.早海_や!:''ハ鰺2かパパ’十!…･患い･…鼎.ﾆｭ鋒鯵…饅…･{ﾙﾊ:.．,,

溌■ドi5iiiR;;'1鰯ｌ１ｉｉ`軟らかい半分固形の
…1.,終．…1F率二弾…瀞～,ご許冗〃ニナ…,咳＃fNA“1,M.,;t繍悸蝿Ｉい,v二.ﾂﾞﾆ･了!↓>盤:鰹?蟻彰::韓薪趨霧需癖騨懲:`唾ﾒｰ…･…:仇十′・岬･パー…,;:．..･･･K二,壕fj･･瓠::,《:ﾋﾞﾄﾞ.ｻﾞ÷:Ｉ:巾驍入命':ｻﾞﾐ･擬ﾓﾊﾞｯ.．`!“,．.-へ.

鯏鮮鯛;iくれz`ふ'こやぶ'匡抑柵.小片巳
、－－～～爵－－垂:幹_゛､.．,'--211-〆.西蔑凹晦軒暑.．＝ミエ…･2..:鍵垣夛塞醒2審軍…倉-滝;wL凸､.ニーーーゲ‐ルー…デー…,-----~＝(．.＝さ_琴式･ヨダニ、、.、

全くの＊状沮水樺西、圏鰯■を含まない液11吠の便

図２：ブリストル排便スケール

１慢性便秘症をきたす主な基礎疾患

・ヒルシュスプルング病

･直腸肛門奇形（鎖肛）

･脊髄脂肪瞳、二分脊椎、髄膜瘤など

･甲状腺機能低下症

･尿崩症

･糖尿病

･消化管アレルギー（牛乳アレルギー）

・ヒルシュスプルング病類縁疾患

表２：便秘をきたす主な疾患
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合（soiling)、あるいは少量の水様便が頻回にもれ

る場合（overflowincontinence）には、直腸内に

便貯留が存在する可能性が高いため注意を要します。

さらに、前述のredflagsに当てはまる症候につい

ても問診を行います。

身体所見では、全身の外観、腹部膨満、肛門所見

をみます。時に著明な便貯留によって便塊が巨大腫

瘤として触知されることがあります。肛門所見とし

て、肛門の位置異常、直腸脱、見張りいぼ、裂肛、

便漏れによる肛門周囲の軟便付着と肛門部の肌荒れ

について観察します。直腸指診は肛門または直腸の

狭窄、直腸便塞栓の有無について所見を容易に得る

ことができますが、こどもに苦痛と不安を伴う診察

手技であることから、いきなり行うよりも、まずは

画像検査を用いてfecalimpactionの診断をするほ

うがよいかもしれません。

次に、検査となりますが、一般的に行われるもの

として、腹部単純レントゲン、腹部超音波検査があ

ります。腹部単純レントゲンについては、大腸の形

に一致して便の陰影がみられ、大まかな便の貯留の

程度の把握に有用です。また、消化管にガスが貯留

していると、超音波検査では十分に所見が得られな

い場合があり、そのようなときには有用と思われま

す。腹部超音波検査では、とくに、fecalimpactio

nの検出に有効です。後述しますが、fecalimpacti

onの有無の判断は便秘治療の最も重要な点の一つ

ですので、我々小児外科に受診された場合には必ず

行われる検査となります。恥骨の直上にプローベを

当ててわずかに足側に傾斜させ、恥骨の直下を走査

するようにします（図３)。このレベルで直腸の直

径が29mm以上ある場合、fecalimpactionがあると

判断するという報告があります､)。数値については

報告によって多少の差があります。ただし、一度拡

張した直腸は治療後も速やかには縮小しないため、

短期間での治療効果判定に用いることには問題があ

るといわれています6)。

最後に、小児外科で行っている検査についてお話

します。小児外科に紹介されてくるこどもたちの場

合、一般的にはフィルタリングされた症例であるた

め、一般的な検査に加えて、注腸造影検査はほぼ全

例に施行することとなります。注腸検査では、fecal

impactionと直腸の拡張の程度、また、caliber

change（図４）などを観察します。caliberchange

はHirschsprung病に特徴的な所見ですが、classi-

calなHirschsprung病でははっきりと認識できま

すが、このcaliberchangeの見られないultra-

shorttypeのHirschsprung病は、我々をときに悩

ませる存在です。注腸検査でcaliberchangeが認

められた場合、Hirschsprung病を強く疑い、直腸

肛門内圧検査を行います。直腸肛門内圧検査は、前

述の直腸内に便が入ってきた状況を、balloonを膨

らませることで擬似的に作成し、内肛門括約筋が反

射的に弛緩することを観察する検査です。ただし、

この検査は特殊な機械を必要とするうえ、こどもの

鎮静が必要で、かつ検査中に少しでも動いたりしゃ

べったり泣いたりすることで腹圧がかかったりする

と正しい判断ができないため、検査としては施行が

困難なものの一つです。これで反射が欠如している

場合、引き続いて直腸粘膜生検を行い、Hirschs-

prung病かどうかの判断を行います。このような

検査を行いますが、問題は「Hirschsprung病かど

うか」しか判断できないため、Hirschsprung病で

はないと診断された場合、投薬を行いながら経過観

察を行っていくことになります。

Gユタ４２
２０Ｈ■

calibe

図４：ヒルシュスプルング病に特徴的なcａｌｉｂｅｒ

ｃｈａｎｇｅ図３：超音波検査での直腸の便塊の観察
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５．’慢'性便秘の治療

まず、便秘の治療で最も重要なのは、fecal

impactionの有無の判断と、fecalimpactionがあっ

た場合、便塊除去（disimpaction）を行うことです

(図５)。便塊除去が完了したのちに、内服などの維

持療法を引き続き施行してくことになります。

便塊除去の方法は、いくつかあります。曰常的に

行っているものでは、グリセリン院腸です。１～２

週間程度グリセリン淀腸を毎曰行うことで直腸に便

のない状態を維持できれば、disimpactionは成功

したものとして維持療法に移行できると思われます。

しかし、高度な便秘となると、場合によってはグリ

セリンが蠕動を惹起して腹痛をきたすことがあるこ

と、また、市販のグリセリン洗腸では直腸の奥まで

注入することが困難であることなどから、効果が限

定的となり十分なdisimpactionができない場合が

あります。

そのような場合、さらに強力な手法が必要となり

ます。我々は、オリーブ油を2Ｍ/kg程度、ネラト

ンカテーテルなどを用いて便塊より□側に注入する

ことを行っています。注入する物質は、報告によっ

てさまざまで、欧米の論文ではベビーオイルなどの

ミネラルオイルを推奨しています。また、ガストロ

グラフィンを２～５倍に希釈して使用している施設

もあります。このように注入した後、１～２曰後に

グリセリンi完腸を行うと便塊がやわらかくなり排出

が容易となります。また、グリセリン院腸を行わな

くても自然排便が見られることもあります。この方

法のメリットは、グリセリンと異なり腹痛の発生が

ほとんど見られないことです。

もっとも確実なものは、全身麻酔下での摘便です。

しかし、当然ですが、全身麻酔を必要とするので、

もっとも侵襲的です。全身麻酔をかけることで、抵

抗するこどもにも施行できる、というメリットだけ

でなく、腹壁および肛門の筋が弛緩するため、腹部

を大腸の走行に沿って押さえながら便塊を移動させ

て便を排出することができます。また、覚醒時では

不可能なほど肛門が拡張するため、巨大な便塊も排

出することができます。この方法は以前は頻繁に行っ

ていたのですが、オリーブオイルの注入を導入して

から頻度がかなり下がりました。

上記の方法でdisimpactionが成功したら、維持

療法に入ります。維持治療で最初に必要なことは、

食事内容や運動、排便習｣慣など、日常の生活習｣慣の

見直しです。トイレットトレーニングも不適切に行

うと便秘の誘因になることがあるので、十分注意が

必要です。また、便意を感じても排便をがまんする

ことが多いと便秘が悪化しやすいため、特に学童で

は学校で便意を感じたらがまんせずにトイレに行く

ように指導することも必要です。

いわゆる食物繊維は水分を吸収して膨張し便量を

増やす効果があります。便量と消化管通過時間は逆

相関があるため、食物繊維の摂取は便通改善が期待

できます。また、脱水にも注意が必要で、水分摂取

は不足すると便からの水分の吸収が増加するため便

が固くなりやすく便秘には悪影響があります。しか

し、臨床的に脱水を認めなければ、水分摂取増加に

よって便秘症が改善するというevidenceはないと

いわれています7)。

薬物治療については、我々が主として行っている

方法としては、①便をやわらかくすることで排便時

病や排便困難を軽減する。②排便頻度を維持するこ

とで排便習1慣をつけるとともに直腸内で便が固くな

ることを予防する。の２つを基本にしています。①

に関してはマグネシウムを中心とする浸透圧下剤、

②に関してはグリセリン院腸もしくはテレミン座薬

を中心に使用しています。排便困難がなく規則的な

排便習'慣が得られた状態で、少なくとも数ヶ月間継

続することが必要となります。その後、投薬の減量

または中止を検討していきますが、治療薬の減量・

中止が早すぎたり、weaningせずに突然中止した

りすると再発しやすいので、徐々に減量する必要が

あります。少なくとも、排便困難がなくなってから

数か月は内服をweaningしながら継続することが

必要と思われます。

一方、便秘症を治療する際、惠児・家族の薬物療

法に対する偏見や先入観から服薬コンブライアンス

が不良になりやすいのが問題になります。とくに家

族からよく聞かれる言葉に「できるだけ薬を使いた

病歴聴取･身体所見

Ｉ

ＲｃＬＬｌｕｓ

専門

疾患

lどLjdllI111ilcll(〕、

維持療法

図５：便秘治療のフローチャート
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７）TabbersMM，BoluytNBergerMY，

ＢｅｎｎｉｎｇａＭＡＮｏｎｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｉｃＴｒｅａt-

mentsforChildhoodConspitatiｏｎ：

SystematicReview・Pediatricsl28：753-61,

2011

８）MUller-LissnerSA，KammMAScarpig-

<ない」「癖になるから薬を飲ませなかった」とい

うものがあります。曰常診療を行っていれば、聞か

ない曰はないといっていいくらいかと思います。内

服薬について、耐性、身体依存についてはほとんど

ないと報告されています8)。

最後に、慢性機能性便秘症に対する外科的治療と

なりますが、これについては適応症例や効果判定に

ついて一定のエビデンスが得られていないため、羅

列するにとどめておきます。ボツリヌス毒素内肛門

括約筋注入、内肛門括約筋切開、部分切除は、内肛

門括約筋をボツリヌス毒素で弛緩させたり切除した

りする手術です。｜|頂行性尻腸路作成は、おもに虫垂

を体外に引出し虫垂瘻とし、そこから管をいれてⅡ頂

行性に淀腸を行う方法です。通常の洗腸では十分届

かない全結腸の淀腸が可能となります。また、大腸

部分切除や人工肛門造設を行うこともあります。

natoOetaLMythsandMisconceptions

AboutChronicConstipation、AmJGastro-

enteroL100：232-242,2005

６．終わりに

「便秘」は曰常診療でよく遭遇する訴えであるに

もかかわらず、』慢'性特発性便秘の場合、明確な原因

を指摘することが困難で、かつ治療が長期にわたる

ことが多い疾患です。しかし、治療が不十分である

と成人まで持ち越したり、精神発達に影響を及ぼし

たり影響は決して小さくありません。この稿が曰常

診療に少しでもお役にたてれば、と思います。

参考文献

１）RaskinA,ＤｉＬＱＦｏｒｂｅｓＤ,etaLChildhood
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にいたり、ついに｜|本も麻疹・風疹輸入国となりま

した。

ところが2012年春から関東を中心に風疹の流行が

起きております。2012年は全国で2500症例にせまり、

以降冬期にもかかわらず関東関西にも広がりました。

2013年１月から３月までですでに前年総数を超え、

愛知県でも発生が始まっています。発生の中心は20-

40歳台の男性で７－８割が占められています。発症

者の9割以上が20歳以上と「成人の病気」となって

います。感染症予測調査や名鉄病|院予防接種センター

における各世代の免疫抗体レベルをみれば理由は明

瞭です2)。

各年齢別に男性で風疹Ｈ１抗体価×16倍以上のし

める割合を評価したのがグラフ１です。２０歳台半ば

と30歳台から40歳台にかけて免疫のない集団があり

ます。この集団で風疹流行がおこっていることにな

ります。３０歳台から40歳台にかけては男児に風疹ワ

クチンをうっていなかった世代です。自然感染世代

に当たり罹患して×128倍以上の高い免疫を獲得し

た人と、風疹流行の規模が小さくなったため、免疫

を持たない人に分かれています。２０歳台半ばの世代

は予防接種開始の移行期でまだ接種率がのびておら

ず、またワクチン免疫世代のためこれ以降×128以

上の高い免疫を持つ人が少なくなっています。ここ

に風疹流行を許した理由があります。2012年度の中・

高校での補完をどこまで徹底できたかが、今後の流

行の行方を占うこともみえてきます。反対に１歳時、

入学前の２回高い接種率を達成した８歳時までは、

高い抗体陽I性率がありかつ自然感染世代並みの×

128倍抗体陽'性率のピークがみられ、流行から守ら

れています。

女Ｉ性については、今流行での発生数は男性に比べ

少ないものの、６割が出産年齢にあたり心配されて

います。実際、先天性風疹症候群報告がこの６ヶ月

で８例になりました。以前から危』倶されていたこと

ですが、generationgap世代間格差の代表例とし

て風疹のワクチンがあげられています。1994年に中

学２年がなくなり小学校入学前に変わったため1979

生まれの中学２年女子と小学校一年の1987年生まれ

の世代の26-34歳の女性の接種率が低いまま妊娠出

産時期に入っており、この時に流行があると先天性

風疹症候群の発生に繋がりかねないためです。グラ

フ２は胎児感染阻止を考慮し厳しめに×32倍で女性

の風疹抗体獲得率を評価したものです。このデータ

からは、幸い20代後半から50台まで中学２年女子の

接種継続と自然感染機会があったため、良い陽'性率

と×128以上の高い抗体価を獲得しているのが分か
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この2013年、再興感染症re-emerginginfectious

diseaseとしての風疹が問題になっています。

かって小児のウイルス性発疹症の代表的疾患とい

えば、麻疹・風疹でした。1970年代、風疹は春から

夏にかけて大小の流行を繰り返していました。発熱・

融合｣性のない全身に広がる小発赤疹・耳介後部や頸

部のリンパ節の腫脹を見て風疹の診断をすることは

ごく普通にあった時代です。比較的軽症の疾病であ

りながら、妊娠20週までの妊婦が感染すると妊娠初

期であるほど高い確率で先天性風疹症候群が発生す

るため、流行期には約2500件もの人工妊娠'二'1絶が記

録されていましたり。

このため風疹ワクチン接種が1976年から始まり、

先天｜性風疹症候群の予防をＵ的に、1977年８月以降

中学２年生女子の定期接種となりました。1989年に

なると、１歳からの麻疹単独ワクチンの代わりにＭ

ＭＲ麻疹風疹ムンプス混合ワクチンで定期として使

えるようになりましたが、ＭＭＲワクチンは頻発す

る髄膜炎のため1993年中止となります。そこで1994

年からは男女とも１－７歳に風疹単独ワクチンを定

期接種として使用、風疹流行制圧をめざすことにな

りました。さらに2006年には麻疹風疹混合ＭＲワク

チンの２回接種法に変わり、１歳代と小学校入学前

の２回うけることとなりました。2007年の中高生か

ら始まった麻疹流行への対策から､昨年度までの５

年間中学１年・高校３年時での追加接種をおこなっ

ています。以上の風疹免疫強化策を積み重ね、２０１２

年度末までに制度上は23歳までの男女は２回の接種

を受け高い免疫防御能を得ていることになります。

この間2001年の小児麻疹流行2007年の中高生か

らの麻疹流行2003-4年の風疹小流行を経験しな

がらも､麻疹風疹の発生数は急減してきました。年

間数万から数十万の発生があった両疾患ですが、

2009年の全例把握開始直後の麻疹１万例報告を最後

に、年数百例で推移してきました。2011年の時点で、

土着の風疹・麻疹ウイルスは駆逐され実質的に制圧
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ました。小児の発熱を診療する際に、ｕＩ空粘膜の微

細なKoplik疹を見逃さず、発疹出現前に診断し

｢お母さん、これははしかです。この子はこれから

発疹が全身に広がってきますよ」と言えたら一人前

だという意味です。その麻疹･風疹も平成6年以降は

症例が減り実地臨床における重みが減っています。

ります。むしろ男｜性同様制度移行期に免疫の低下が

見られ、妊娠前後の対策が急務でしょう。中高生の

補完接種の確認も同様に重大です。

もう一つ医療者にも世代間格差というべきものが

あります。私のような昭和年代の医師世代の方は、

｢小児感染の診察は麻疹に始まる」と教えられてき

グラフ１

予防接種センター受診者の風疹抗体陽性率男性■ｘ１Ｇ以上Ｏｘｌ２Ｓ以上
nＬ

1歳,入学前移行期中1で追加高3で追加2003年度まで男女に勧奨

襄廿驍目ｌＩｉｈ鯵｡

1００

ロー[］

％
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ツロ■■■色 ２９，Ｊ'昭

夷，ＰＷＭｌ;liill5０

iWIiIWildftlE/､咄NＪ
2５

０

１２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１３２３３３４３５３６３７３８３９４０４１４２４３４４４５４６４７４８４９５０

2012年での年齢

グラフ２

予防接種センター受診者の風疹抗体陽性率女性■x３２以上Ｏｘｌ２Ｂ以上
91995年度から男女に開始こ－中学2年生女子のみCD接種

1歳,入学前移行期中1で追加高3で過jin2003年度まで男女に勧奨
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2012年での年齢
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平成14年卒以降の医師は小児科医も含めて小児の麻

疹風疹小児例を見たことがない方が大半です。多く

の小児例を経験した世代、少ないながら年長児・成

人例を見た世代・全く経験がない世代に臨床家も分

かれると思われます。

実経験の有無にかかわらず、成人例でもウイルス

性発疹症は小児科医が詳しいからという理由で相談

が回ってくることが十分予想されます。実地臨床で

の参考に平成24年から25年に当院受診した成人風疹

を４例のレビューを記載します。

症例１は27歳男｣性。平成24年６月発熱で発症、夜

に発疹。３曰目咳・全身発疹出現して休曰診療所受

診、風疹を疑われるも検査できず４口目病院外来に

壮年の方も含み、感染源は不明です。休日・救急外

来や医院を受診されるのも共通です。風疹疑うも確

定検査に困り、対応を依頼紹介いただくことになり

ます。薬疹を疑われたりもしていますので、感染拡

大を防ぎ不安を取り除く意味からも早期確定診断が

求められる点も重大です。これらの症例では一般検

査．、情診断検査に加え、保健所に麻疹風疹疑いに

て届け出て、ウイルス遺伝子PCR検査を依頼しま

した。ＥＤＴＡ血・微少量の生食で浸した咽頭ぬぐい.

尿検体採取提出し、翌曰夕にＰＣＲ検査陽性報告頂

いております。（表１）成人例では関節瘤比率高と

いわれますがｌ例に認めました。２例に結膜充血も

みられます。反対に軽症で経過しわずかな耳介後部

見えました。（写真上）右頸部

リンパ節腫脹全身に融合'性の

ない小発赤疹多数眼球結膜の

軽度充血認めました。地元在住

の独身で周りに発症者なく、デ

スクワークが仕事で通勤・会食

の際に感染したと推測されます。

症例２は32歳男性。平成24年

12月発熱倦怠感で発症。２日目

顔から全身に発疹出現。開業医

から皮膚科紹介、「薬疹｣と診断。

３曰目早朝高熱と倦怠感全身発

疹で救急車で救急外来受診。当

直医が風しんを疑い昼間受診指

示、咽頭痛・全身発疹（写真中）

頸部リンパ節腫脹手足の関節

痛眼球結膜の軽度充血あり。

症例３は39歳男性。平成25年

１月咽頭痛と発熱・倦怠感で発

症。２日目発疹と結膜充血出現

し、休日救急診療所から風しん

疑いでの紹介。３日目に来院。

(写真下）

症例４は48歳男性。平成25年

３月午後に発熱発疹出現、開業

医から時間外外来紹介、発症曰

に採血。２日目外来受診、顔・

首・上半身に淡い発赤丘疹、明

瞭な頚部リンパ節の腫脹ないが

耳介後部圧触時圧痛と軽度の腫

大触れる。（写真下）１２曰前に

４曰間タイ・ベトナム渡航歴あ

り。

いずれも男性、年齢も48歳の
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表１

リンパ節圧病所見であっても、ウイルスＰＣＲ検査

陽性でした。発症初曰の血清反応は陰性、３日目

以降でIgM陽性となり、４曰曰Ｈ１（おそらくIgG）

陽'性に伴い血中ＰＣＲ陰性になっています。検査結

果の評価にも注意が必要です。

受診時血清での診断では風疹IgM・ＩｇＧ検査を実

施しても結果が得られるのは３－５曰後です。また

発病直後であればIgM陰性となります。発病３曰目

以降にIgM陽’性、発疹が消退する頃にはIgGも陽性

に転化すると考えられます。確定診断のためには麻

疹IgM・ＩｇＧとともに回復期検査が必要です。初期

からIgG陽性ならワクチン免疫または既感染と考え

られますが、やはり念のため数日後再検すべきでしょ

う。妊娠早期の女性への感染阻止を目的とすると、

軽症例でもリスクがあれば発症期間中の核酸検査に

踏み切った方が迅速で早期に発症者を把握できるこ

とになります。

５０歳代後半の世代は幼小児期に自然感染して高い

免疫能をもっている方が多数です。しかし免疫のな

い集団で流行が発生すると高齢者での発症や、ワク

チン免疫世代で接種漏れや免疫減衰のための発症も

考えられます。感染機会も､職場・通勤・社交の場

での広がりにかわりました。今風疹は初見での診断

に苦慮する上に検査診断法が以前と替わりました。

免疫抗体保有率から見ると､今後も20-40台の男性

を中心に流行が消長するとみられます。現代の風疹

診療の課題は早期診断能力を磨くことと、成人特に

若い女性世代のワクチン免疫強化による感染拡大抑

止といえるでしょう。

参考文献

１）国立感染症研究所「感染症の話風疹」２００１

年「風疹の現状と現状と今後の風疹対策につ

いて2003年５月」

２）名鉄病院予防接種センターの抗体検査集計：セ

ンターのご厚意でデータ使用

－１９－

症例 年齢･'性別 ウイルス核酸検査 血清学的】金査

１ 27歳男｣性 ４曰目尿＋咽頭＋、液一 ４曰目風疹IgM10.3＋Ｈ１×64＋

２ 32歳男'性 ３曰目尿十咽頭＋血液十 ３曰曰風疹IgM4.16＋ＩｇＧ2.7＋－

３ 39歳男｣性 ３曰目尿＋血液＋ ３日目風疹IgM890＋ＩｇＧ＜2.0-

４ 48歳男'性 ２曰目尿＋咽頭十、液＋ １曰目風疹IgM0.12-ＩｇＧ＜２０－
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診療報酎||改定では、在宅医療関連の上昇率が救急医

療を上回って最も高く、在宅医療への政策誘導が顕

著に明確化されています（表１）。これからの高齢

者が今までのレベルの医療・福祉を受けられるか、

悪くなった時に入院するベッドがあるかなど心配な

ところです。
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Ｓ、小児・障害者の在宅医療

さて、小児・障害者の分野でも、在宅医療の波は

押し寄せて来ていますが、それを受け止める環境整

備が全く進んでいません。現在、日本の新生児医療

の救命率はアメリカやドイツを上回り世界一を誇っ

ています。しかし、救命されたものの後遺症を残し

た乳幼児のアフターケアという面では、曰本は決し

て先進国として誇れるものではありません。超重症

児を受け入れる重症心身障害児施設はほとんどなく

(すでに年長化した障害者で満床であり)、新生児病

棟や小児病棟での長期入院も困難で、退院をすすめ

られその約70％が在宅で家族の多大な犠牲のもとに

生存しているのが実情です。しかし現在行われてい

る在宅医療の90％以上は、いわゆる寝たきり老人が

対象であり、訪問診療を受けている小児はわずか７

％、訪問看護は18％という現状です（表２，２００７年、

日本小児科学会)。今後、このような在宅の重症児

を支える地域の医療、社会資源の充実が非常に重要

です。しかし、現在、在宅医療を担っている訪問診

療医、訪問看護師のほとんどは、小児・障害児医療

に苦手意識をもっている実'情があります。

１．はじめに

在宅医療は現在、入院医療、外来医療と並ぶ「第

３の医療」として、その占める位置は年ごとに高まっ

ています。もっとも、小児・障害者の分野では、ま

だまだ未開拓な分野と言わざるをえません。現在の

成人を主とする在宅医療の概況を述べるとともに、

愛知県コロニー中央病院で十数年前に見よう見まね

で始めた在宅医療の経験を紹介し、また筋疾患を中

心とする在宅人工呼吸管理についても説明を加えた

いと思います。今後の小児・障害者の在宅医療発展

のために、少しでも参考になればと願っております。

４．愛知県コロニーで始めた在宅医療

コロニー中央病院で在宅医療を始めたのは、今か

ら約15年ほど前にさかのぼります。直接のきっかけ

は、小児内科系病棟（脳性まひや筋ジストロフィ－

が中心）での人工呼吸数の増加であり、３０床の病棟

表１

２在宅医療の時代

最近、いろいろなところで「2025年問題」という

言葉を聞きます。今から13年後ですが、日本で一番

人口の多い団塊の世代の全員が75歳以上の後期高齢

者になる年です。かくいう著者もみごとにこのグルー

プに入ります。最も老人がふえ、医療費がすごくか

かる時代になります。厚労省は、この年に照準を定

めて医療・福祉制度の大改革を行おうとしています。

その最大の特徴は、曰本が諸外国とくらべても比率

が非常に高いと言われている入院医療から在宅医療

への切り替えによる医療費削減です。平成24年度の

平成24年度診療報酬改訂

在宅医療への政策誘導が顕著に明確化

改定率十１．３８％約５，５００億円

在宅医療十１，５００億円

救急医療十１，２００億円

－２０－
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表３表２

小児在宅医療の現状 コロニーで在宅医療を始めた意義

・曰本の新生児医療:世界一の救命率

・長期入院→｢ＮＩＣＵ満床問題」

・it召重症児の６７％が新生児期に発症

・その７０％が在宅療養中である。

・うち訪問診療を受けているのは７％

・訪問看護を受けているのは１８％

・ホームヘルパー利用率:１２％

（２００７，曰本小児科学

会）

･長期入院の恵児と両親が在宅での生活を
希望している．

･入院医療から在宅医療への転換は現在

の医療の趨勢であり､厚労省も在宅医療
を推進している．

･在宅医療の採算性については､保険制度
からも､保障されつつある．

で、人工呼吸患者が10名以上に達するようにな

り、看護管理上、夜間などでこれ以上の呼吸器

患者の管理が困難になり、在宅移行の必要性が

高まってきました。また、５年ないし10年以上

の長期入院患者が多数を占めるようになり、患

者・家族からも家での生活を強く希望するケー

スが増えてきました。これは、入院医療から在

宅医療への転換という時代の趨勢とも一致する

ものであり、保険診療上も採算'性が保証されつ

つありました（表３)。当院では、急遅、在宅

医療推進委員会を立ち上げ、在宅医療マニュア

ルの作成、ケースごとの在宅準備会議開催、在

宅看護相談室の設置などを行い、次々に長期入

院患者の在宅移行を実施していきました。今で

は、小児内科系病棟での人工呼吸患者数は５～

６名であり、当院が関与する在宅人工呼吸患者

の総数は約100名に達しています（非侵襲的人

工呼吸を含む）（図１）。医療内容の種類は多彩

であり、気管切開人工呼吸（TPPV）・非侵襲

的人工呼吸（ＮPPV)、在宅酸素（ＨＯＴ)、経

管栄養（胄瘻を含む)、中心静脈栄養、在宅自

己導尿、自己注射などですが、重症例ではその

いくつかの在宅管理を同時に受けている例が少

なくありません（図２)。最近、排疲補助装置

(カフアシスト）など新たな項目も加わってき

ております。

図１

図２

５．在宅人工呼吸管理

在宅医療は、主として寝たきり老人や末期の

癌患者等を対象とする緩和医療・看取り医療（ その中心となるのは、やはり在宅人工呼吸管理だと

思います。また、その主流は神経筋疾患の惠児・者

で行われております。以前は、人工呼吸といえば気

管切開を伴う人工呼吸（trachiostomypositive

pressureventilation）（ＴPPV）が当然でしたが、

癌患者等を対象とする緩和医療・看取り医療（ハイ

タッチ系）と、人工呼吸管理、気管切開、胄瘻、完

全静脈栄養など高度な入院医療をそのまま在宅へ持

ち込んだハイテク系に分類されます。小児・障害児

の在宅医療は、その内容上、ハイテク系に含まれ、

－２１－
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最近では、筋ジストロフィ一患者などで非侵襲

的人工呼吸（noninvasivepositivepressure

ventilation）（ＮPPV）が急速に普及してきて

います（図Ｓ)。そのインターフェイスは、鼻

マスク型や鼻プラグ型、フルフェイス型などが

あります。これに排疾補助装置（カフアシスト）

を組み合わせれば、ほぼＴPPVに匹敵する効

果が期待できると言われています。カフアシス

トは、空気を気道に送り込むだけでなく、その

直後に吸引して排疾を補助する装置です（図４)。

NPPVは、脳性まひ等の重症心身障害児者の

呼吸管理にも少しずつ導入されつつあります。

導入には時間と根気が必要ですが、従前の会話

と経口食事が可能です。まだ医療従事者の間で

十分に認知されておらず残念ですが、是非とも

これからの普及と啓蒙が必要です。排疾補助装

置（カフアシスト）は、さらに認知度が低いの

ですが、平成22年度から保険適応が開始されて

おり（図５)、今後の普及が期待されます。

図３

人工呼吸療法の種類

気管切開による人エ呼吸療法(TPPV)(TracheostomyVentilation）

鼻マスク人エ呼吸療法(NPPV)(NasalNoninvasiveVentiIation）

長所:身体的侵襲がほとんどなく､ほぼ従前のADL(食事･会話)が維持できる。

短所:導入時の患者の精神･身体的違和感が大きい。

ＴPPVに比して､換気効率がやや不安定である(夜間睡眠中開口時等)。

iiilllllllliIIiiillllllllllllilU
図４

６．在宅医療のやりがいと楽しみ

在宅医療とは何か？「患者・家族と物語を共

有すること」であるという人がいます。さまざ

まな惠児・者と家族の人間ドラマに、医療の立

場からささやかながら参画することができれば

ありがたいことです。「治す医療より支える医

療」であるという意見があります。惠児・者の

在宅生活の充実に少しでも力になればと思いま

す。「家族と共に楽しく生きる医療」を援助で

きれば幸いです（表４)。

著者は青年期のデュシャンヌ筋ジストロフィ－

の男子を多数見ていますが、そのうち４例は、

親元を離れて一人暮らしをしています。たくさ

んのヘルパーさんたちに支えられて、生命的危

機の不安とたたかいながらも、親の介護なしに

独立した生活を躯歌しています。髪を染める子、

ヒゲを生やす子、アイドルのコンサートに出か

ける子、車椅子サッカーに興じる子がいます。

かって、彼女と同棲を始めたり、一人で他県ま

で旅行に出かける大胆な子もいました。短い生

命であればこそ、生きている間に、ひとのやっ

ていることは何でもやってみたくなるのでしょ

うか？

また、著者の診ている成人女｣性の筋疾患々者

図５

在宅排疫補助装置(カフアシスト)の導入件数（愛知県ｺﾛﾆｰ）

０
８
６
４
２
０
８
６
４
２
０

２
１
１
１
１
１

数Ⅱ
Ⅱ

妬
恂

Ｈ２０ Ｈ２１

１
－部自治

体補助

Ｈ２２

１
保険適用

開始

Ｈ２３

また、著者の診ている成人女｣性の筋疾患々者さん

たちをみて驚くのは、その結婚率の高さです。人工

呼吸患者さんを含めて４名が伴侶を得て、夫の介護

のもとに生活しています（表ら)。もっとも驚いた

のは、４３歳の脊髄性筋萎縮症２型で在宅ＮPPVの女

性で、周囲の反対を押し切って妊娠・出産してしま

いました。出産後に－Ⅱ寺的に肺炎で入院したものの、

妊娠中は母子ともにl順調で、無事に健康な男子を出

－２２－
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産しました（表６)。常染色体劣性遺伝の疾患であ

るため、子供に病気の影響はなく、母方祖母の養育

のもとに健康に育っているそうです。

表４

在宅医療
５．おわりに

これから、小児・障害者の分野でも、訪問診療・

訪問看護などの医療体制の充実は必須だと思います。

実は著者も、来年（平成25年）３月に退職後、障害

児・者の在宅医療に微力ですが参画したいと計画中

です。しかし、やはり、最終的には、家族が病気や

加齢により在宅でこどもを看られなくなった時の受

けⅢ（重症児・者施設）はどうしても必要です。現

在、名古屋市や第２青い鳥学園、さらに民間で計画

されている重症心身障害児・者の病棟開設の計画は、

それを保証するためにも何としても成功させなけれ

･患者･家族と物語を共有すること

･治す医療というより支える医療

･家族共に楽しく生きるための医療

表５

在宅人エ呼吸の一人暮らしの男性

1．デユシヤンヌ型筋ジストロフィ－２７歳ＮPPV

2.デユシヤンヌ型筋ジストロフィ－２８歳NPPV

3・脊髄性筋萎縮症タイプ２３２歳ＴPPV

ばならないと思います。

在宅で結婚生活を送っている女性

1．肢帯型筋ジストロフイー４８歳NPPV

2､脊髄性筋萎縮症タイプ２５２歳ＮPPV

表６

ＳＭＡタイプ２

女性４１歳

在宅NPPV

侭常男児出生

－２３－



愛知県小児科医会会報Ｎｏ９７Ｍａｙ２０１３

小児科医をはじめ430名を超える参加者をえて、愛

知県の小児在宅医療の現状と課題について情報共有

ができました。愛知県小児医会の先生方も多数ご出

席下さり、小児在宅の充実に向けての具体的な検討・

取り組みが始まる第一歩を踏み出すことができまし

た。

地域で重症児（者）・超重症児（者）を支えるた

めには、障害専門医療や短期入所の役割を担う重症

心身障害児施設（以後重症児施設）は欠かせません。

愛知県は重症児施設の人口あたりの病床数が全国で

もっとも低い県ですが、平成27年に名古屋と岡崎に

重症児施設が新設される予定となっています。障害

児医療に従事する医師不足は深刻ですが、期待に添

えるよう問題解決に向けて関係者で努力して参りま

す。

この拙文が、多くの先生方に、重症児（者）や超

重症児（者）について知って頂く一助となれば幸い

です。

第２別回例会講演

◆…◆諺し◆〃◆が．◆'`◆｣尻◆_團こ◆,＞こ◆ご｣へ◆＞と◆八◆L､`｡◆ご･`i◆ェ◆｣し◆“◆“◆“◆Ⅶ◆･◆,◆“◆,〃:◆ﾃﾞL◆■“◆～◆下◆“◆

◆， ‘◆

:２．地域で重症心身障害児(者)・(：
◆，

超重症児(者)を支える医療；◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

名古屋大学大学院医学系研究科＋◆

◆

障害児(者)医療学寄附講座：◆

◆

三7甫清邦：◆

（平成24年12月２曰）ｊ
◆‐

◆

~◆:-:◆”◆“◆乱◆:“◆瓦◆:鄙」◆ﾉｺﾞ式T◆:障二◆､嵐2◆ﾝ'ｺﾞ◆や縦◆t鯵`か◆~,'◆,,◆◆矛◆“◆、◆Ⅷ◆“◆、◆収◆:.｢◆工◆｣L◆:一二◆へ◆、

■誌i■
２重症心身障害児（者）の特徴と対応

～高齢者との違い・胄瘻の意味の違い～

小児神経学会は根本治療がむずかしい「1常的に医

療を要する重度身体障害児（者）への医療を、「治

す医療」ではなく「支える医療」と捉えています。

支える医療の具体的な目標は、「健康増進」「障害の

軽減・改善」「成長・発達の促進」になるかと思い

ます。これを実現するためには、必要ならば吸引器

による口鼻腔吸引・気管切開・喉頭気管分離などの

誤嚥防止術・胄瘻造設術・冑食道逆流根治術・整形

外科によるポトックス治療など、侵襲的な治療も時

には行う１１寺代です。特に胄瘻は、長期に経口摂取だ

けでは栄養不十分な場合・誤嚥の危険が高い場合に

は、早期から積極的に造設することが多くなってき

ました。胄瘻を造設してから、摂食・嚥下訓練など

を行っていくこともあります。障害児者に対する胄

瘻は決して延命行為ではなく、今後もしかすると何

十年間、充実した人生を送るために必要な栄養をと

る手段であり、高齢者の胄瘻とは別次元であること

は認識しておく必要があります。

１．はじめに

ＮＩＣＵや小児救急などの小児医療の進歩により、

多くの小児が障害なく助かるようになっていますが、

残念ながら後遺症を残し障害とともにその後の人生

を歩まねばならない小児もいるのが現実です。また、

人生の途中から障害が重度になる小児もいます。こ

れらの障害児も支援が十分行きlulけば、在宅で家族

とともに充実した人生を歩むことができるはずです。

しかし、医療的支援が継続して必要すなわち医療的

ケアが必要な重症心身障害児（重症児と略します）

や超重症児（医療保険上の言葉；機能は座位まで、

呼吸管理・食事機能・体位交換必要度などをスコアー

化して判定。医療的ケア必要児は概ね準超重症児、

人工呼吸器必要児は概ね超重症児となる。神経筋疾

患も含まれるため必ずしも軍〔症児ではない）に対し

ては、まだまだ地域での支援体制は｝分とは言えま

せん。

そんな中、愛知県でも１１月１８１１に、愛知県心身|境

害者コロニーと寄附講座共催で、第１１両|あいち小児

在宅医療研究会が開催されました（今後定期的に開

催予定です)。小児在宅の対象患児の９割以上は重

い障害児で、医療的ケア必要児とほぼ同義になると

,思います。愛知県での小児在宅体制の充実を求める

車:症児（者）の３つの特徴（表１）

重症児（者）を診察していく場合、３つの特徴を

常に念頭に置いて欲しいと思います。

①重症児（者）に特徴的な病態があること

反り返りなどの筋緊張の冗進や側弩症をはじめ

として、成人疾患や高齢者ではみられないような

姿勢・運動の異常がベースにあり、特徴的な摂食.

－２４－
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嚥下障害、呼吸障害、冑食道逆表１医学的にみた重症心身障害児（者）の特徴

流が存在します。これらが複雑

に絡み合っており、医療依存度

が高く、予想外の事態がおこり

やすい、すなわち急変が多いの

が特徴です。

②年齢を考慮する必要がある

高齢者や成人と決定的に違う

のが、基本的に発症時は小児で

あり、体の機能は発達するとい

うことです。何歳になっても発

達の可能性はあります。一方で、

早期機能低下の可能性がありま

す。思春期年齢で側蛮症などの

体の変形拘縮が進行し、運動機

能、摂食・嚥下機能、呼吸機能、

排疲機能の低下などの体の変化

が現れる場合があり、これらの

体の変化に合わせて、介護や治 表２重症心身障害児（者）をめぐる医療的・社会

的背景（現状と問題）療の方法を再検討する作業、環境の再整備が必要

となります。これを「思春期シフト」と小谷裕実

先生は呼んでいます（文献６）。具体的には、姿

勢・食事の工夫、経管栄養・吸引器使用の導入、

気管切開・人工呼吸器の導入などの医療的ケアの

導入も必要になります。これを適切な時期に導入

しないと、ＱＯＬが非常に悪い状況が継続し、人

生を楽しむことが出来ませんし、生命に関わる事

態も生じやすくなります。

③ひとりひとり皆違う

高齢者も１人１人皆異なりますが、重症児（者）

では特にひとりひとり異なり、個別性が非`常に高

いのが特徴です。①の病態も個人でいろいろで、

基礎疾患・年齢の変化・運動障害と知的障害の重

症度もいろいろです。医療的ケア必要性の有無も

個別ですが、医療的ケアの種類も多彩で、同内容

でも難易度・リスクにはすごく''１厘iがあります。ひ

とりひとり皆違うので、日常状態との比較が重要

です。また家庭で築き上げた介護法もひとりひと

り皆違いますが、その方にとってもっとも適した

方法になっていることが多いと思いますので尊重：

してください。とにかく、個別性が高いのが重症

児（者）の特徴です。

①重症心身障害児(者)の漸増可
寿命が延びている(在宅も入所者も）

発生も減っていない。

一成人重症者の問題

一重症児(者)の高齢化の問題

②障害の重度･重複化
初めから重度･重複障害を持つ

途中で重度化する方も増加

→医療的ケアの問題

一if召重庁児､準超重症児の増加

③在宅生活重症児(者)の増多
在宅医療の進歩一在宅支援不足の問題

医療行政上の問題

世間(親)の意識の変化(ノーマリゼーション）
…．ﾘ.岬“－－－■車■ｐ－－ｎｍ③翻秤誘雰“

毎年重症児（者）の実数を調査しています。それ

によると、平成17年度は845人（在宅610、入所

235)、平成24年度は1,004人（在宅705、入所299）

と７年間で１２倍になっています。寿命が延びて

いることにより成人になった重症児（者）をいつ

まで小児科で診るべきか、何科が診るべきかなど

の成人重症児（者）の問題が出てきています。ま

た50-60歳以上となる例もでてきており、高齢化

に伴う合併症などの医療的問題、介護保険との調

整の問題などが新たに生じてきています。

②重症児（者）の障害の重度・重複化が進んでい

ます。ＮＩＣＵやICU等に入院中から重度・重複

障害がある方が増えています。また幼少時はそれ

ほど重度ではなくても、呼吸障害や摂食・嚥下障

３．重症心身障害児（者）医療の現状（表２）

①重症児（者）は漸増しています。要因としては、

医療の進歩により寿命が延びていること、医療現

場での発生も減っていないことです。名古屋市は

－２５－

①重症児(者)に特徴的な病態がある

●運動｡姿勢の障害(筋緊張の冗進･狽'|弩症)、●摂食｡嚥下障
●ﾛ乎吸障害●てんかん●消化器疾患(冑食道逆流）
●睡眠障害●体温調節障害

→複雑に絡み合う。医療依存度が高い｡予想外の事態がおこりやすい。

②年齢を考慮する必要がある

基本的に発症時は小児であり、体の機能は発達する｡一方で､早期機

能低下の可能性があり、変化に応じた介護･治療法の変更が必要となる
(二思春期シフト）。しかし､成人期になっても発達の視点は忘れてはなら

ない｡これが成人以降の神経難病と高齢者との違いである！

③ひとりひとり皆違う

①の組合せもいろいろ｡基礎疾患もいろいろ｡年齢の変化もいろいろ。
運動障害と知的障害の重症度に幅がある。医療的ケア必要性の有無。

医療的ケアの種類も多彩で､同内容でも難易度･リスク'二はすごく幅が
ある｡従って曰常状態との比較が重要！また家庭で築き上げた介護法
もひとりひとり皆違う｡とにかく個別性が高ｔ７劔門－－－－興麗"…｣…
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害などが思春期頃を中心に途中で重度化する方も

増加しています。平成21年度の名古屋市の調査

「在宅重症心身障害児（者）実態調査報告書」で

は在宅重症児（者）の実に117％が気管切開、１２．

５％が胄瘻造設をしているという結果でした。大

阪医師会の５年ごとの小児ハイテク在宅医療児の

調査では、人工呼吸器の使用が15年間で5.9倍に

増加していました。またＮＩＣＵの人工呼吸器使用

の長期入院児は2007年をピークに減少しましたが、

退院して在宅へ退院する児は増加しています。重

度・重複化すなわち医療依存度が高い重症児（者）

の増加ということで、医療的ケアの仕組みの構築

問題や超（準）重症児の短期入所の問題などが現

在の重要課題となっています。

重症心身障害児（者）の分類は大島分類が一般

的には使用されていますが、大島分類１の重症児

（者）の状態に大きな幅があるので、最近は重症

児施設では改訂横地分類が使用されています（図

１）。坐位がとれず最重度知的障害のある大島分

類１の中でも、さらに重度の、寝返り不可・言語

理解なし・有意な眼瞼運動のない最重度の重症心

身障害児（者）（Ａ１Ｃとされます）が最近は増え

てきています。このような方は当然医療的ケアを

必要としています。

③在宅生活重症児（者）が増多しています。入所施

設は愛知県では増えてこなかったので、医療現場

から退院する重症児（者）は大半が在宅で生活す

ることになります。在宅医療技術の進歩により、

在宅で生活ができるようになったという側面もあ

ります。それだけではなく、ノーマリゼーション

の理念の浸透で、多くの親は家庭で能活すること

を望むようになっています。今後ますます在宅支

援が重要となってきます。

４医療的ケア法制化（図２）

平成24年４月から、研修を受けた非医療職（福祉

職や教職）は医療的ケア６行為（口腔吸引・鼻腔吸

引・気管カニューレ内吸引・経鼻経管栄養・胄瘻・

腸瘻）の実施が法的に可能となりました。

医療的ケア問題を考える前提として、曰本では、

あくまで医療的ケアは医行為に該当するとされてい

ます。医師法等により、医師、看護職員のみが実施

可能であるというのが前提となっているのです。

このような状況下で、これまでは厚労省の通達に

よる「違法性の阻却」論を用いて、養護学校・在宅・

特別養護老人ホームに限定して、特定の者（関係性

高い）に対して、特定の実施者による、一部の医療

的ケアの実施が非医療職にも認められてきました。

平成24年４月から、ようやく、法改正（｢介護保

険法改正｣、「社会福祉士及び介護福祉士法の改正｣）

により、法的に認められた業として非医療職にも実

施できることになりました。「喀疲吸引等の対象者

の日常能活を支える介護の一環として必要とされる

医行為のみを医師の指示の下に行う｡」（厚労省通知

Ｈ23.1111）ことが可能となりました。法的に認め

られたことで、医療的ケアが必要な児者の生活の全

ての場で、職種と場所に関係なく、研修を受けた行

為が実施できることになりました。実施者には２通

りあり、①第３号研修を受けた、特定の者（関係ＩＩＬｔ

高い）にだけ実施を認められた者、②第１号・第２

号研修を受けた、不特定の多数の者に対して、実施

が認められた者です。研修時間と内容には大きな違

いがあり、講義は前者は演習と合わせて９時間、後

者は講義で50時間です。実地研修も前者は１行為に

つき続けて２回合格すれば修了、後者は１行為につ

図１心身障害児・者の程度分類

（改定大島分類横地案） 図２非医療職による医療的ケアの実施

(前提）医療的ケアは、医行為に該当。

医師法等により、医師､看護職員のみが実施可能。く知能レベル＞

簡単な計算可(9歳レベル）

簡単な文字･数字の理解可(６歳レベル）

簡単な色･数の理解可(３歳半レベル）

簡単な言語理解可(１歳レベルIQ=６）

言語理解不可

●厚労省の通達による｢違法性の阻却｣論での実施

く場所＞養護学校､在宅、特別養護老人ホームに限定

く実施者＞特定の者(関係性高い)に対して､特定の実施者

↓－－

●法改正(｢介護保険法改正｣、「社会福祉±及び介護福祉士法の改正｣)に

よる､法的に認められた業としての実施。

「喀疾吸引等の対象者の日常生活を支える介護の一環として必要とされる

医行為のみを医師の指示の下に行う。」(厚労省通知Ｈ231111）

＜場所＞医療的ケアが必要な児者の生活の全ての場で実施可能

く実施者＞

①特定の者(関係性高い)に対して､特定の実施者(第３号研修）
②不特定の多数の者に対して､実施可能な資格認定(第１号.第｡号研修）
＜行為の種類＞今回の省令で認められた6行為

○喀疾吸弓'（口腔)ﾜﾜ､舅腔)ﾜﾜ､気管カニューレ内部）

○経管栄養(言ろう又/B(）陽ろう６組日自厘経管栄養ﾌﾞー

寝
返
り
不
可

寝
返
り
可

坐
位
保
持
可

室
内
移
動
可

室
内
歩
行
可

戸
外
歩
行
可

大島分類の１群がこの６群

に分かれ､実はＡ１が最多。

本当に重い方が多い！

＜場所＞医療的ケアが必要な児者の生活の全ての場で実施可能

＜移動機能レベル＞
く特記事項＞
ｏ有意な眼瞼運動なし

Ｂ:盲､、難聴ヨJ凹凸西士肢機能全廃
聖霊三方原病院小児科

横地健治先生

－２６－

Ｅ６ Ｅ５ Ｅ４ Ｅ３ Ｅ２ Ｅ１

Ｄ６ Ｄ５ Ｄ４ Ｄ３ Ｄ２ Ｄ１

Ｃ６ Ｃ５ Ｃ４ Ｃ３ Ｃ２ Ｃ１

Ｂ６ Ｂ５ Ｂ４ Ｂ３ Ｂ２ Ｂ１
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療型短期入所が制度上可能となっていますので、よ

り多くの医療機関の関与をお願いできればありがた

く思います。また、最近、レスパイト入院を受け入

れる高齢者施設が出てきたのは大変ありがたいこと

です。

横浜の能美台こどもクリニック（医療法人拓）の

小林医師は、診療所に在宅重症児（者）支援施設を

併設しました。医療型短期入所施設（泊を伴わない）

として、多くの医療的ケア必要児が利用しています。

各家庭のライフスタイル・尊厳を維持し、社会生活

を維持できることを主眼に、家族の就労支援を行っ

ています。家族が就労できるように、月曜Ｒから十

曜日まで午前８時から午後18時までの日中預かりと

送迎を提供しています。

在宅支援の''１でも医療ニーズの高い重症児（者）

は、複数の医療機関がしっかり支える仕組みの構築

が必須です。定期受診する障害専門医療機関と、曰

常疾患に対応するかかりつけ医療機関、救急・入院

に対応する地域の基幹病院の３種類の医療の整備が

重要です（表４）。多くの地域で、重症児（者）で

あっても、医療的ケアが必要であっても、耳鼻科、

眼科、歯科、皮盧科などの先生方もご自分の専門に

ついての診療をしてくださるようになっています。

地域の基幹病院も、重症児（者）だからといって診

療を受けられないと言うことはほぼなくなっている

ように思います。図Ｓのように３種類の医療機関を

うまく使えている家族は安定した安心した生活を送

れているようです。

き20回、最後５回連続合格すれば修了となっていま

す。前者は主に特別支援学校・在宅ヘルパー・障害

者適所・入所施設職員が対象、後者は障害者入所・

高齢者入所職員が対象となると考えられます。しか

し、希望すればどちらの研修も受けられますので、

事業所に余裕があれば、障害児者系の事業所職員も

不特定多数の研修を受けることも可能です。ただし、

研修を受けるのにも医師の指示書が必要です。

今回の省令で認められた６行為について、実施内

容は実施場所、実施する職種によっても差別なく同

じで、咽頭手前までの□鼻腔吸引、カニューレ内の

みの吸引、経管栄養は接続も可能となっています。

ただし、研修が終了して、業として実施する場合

も、主治医の指示書が改めて必要となります。指示

書は、利川者さんが利用する事業所に対して発行す

るもので、介護職員等ひとりひとりに許可を与える

仕組みになっていません。ひとつの事業所で複数人

の介護職員等が実施する場合も一枚の指示書です。

また複数の事業所を利用する場合、はじめに書いた

指示書をコピーして使い回せることになっています。

平成24年度診療報ｉＩｌＩＩ|改定において、介護職員等１１客疾

吸引等指示料240点が新設されました。これは、当

該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、

診療に基づき介護保険法・・社会福祉上及び介護福

祉士法施行規則・・に揚げる医師の指示の下に行わ

れる行為の必要性を認め、患者の同意を得て当該患

者の選定する事業者に対して介護職員等喀疲吸引等

指示書を交付した場合に、患者１人につき６月に１

回に限り算定できます。なぜか学校に提州する際に

は算定できません。

重症心身障害児（者）や超重症児（者）が差別な

く、地域の福祉・教育施設を利用できるように、先

生方にはこの仕組みをご理解頂き、指示書の記入や、

主治医前研修にご協力をお願いいたします。

６．重度の身体障害児（者）を地域で支える仕組み

～小児在宅医療の特徴と意義と現状について～

2008年の厚生労働省患者調査では、０歳～１４歳の

表３在宅重症心身障がい児（者）に対する支援

く本人支援十家族支援＞

５．在宅重症心身障害児（者）に必要な支援

（表３）

在宅生活を継続するためには、介護者である家族

の負担を少しでも軽減できるように短期入所の充実

が必須です。残念ながら、愛知県は軍r症心身障害児

(者）や超重症児（者）の短期入所を担うべき重症

心身|潭害児施設（平成24年からは医療型|環害児入所

施設・療養介護施設と呼ばれます）が少ないため、

短期入所が十分利用できません。前述したように、

行政の努力により平成27年度に開設される、重症心

身障害児施設に期待したいと思います。

しかし、定期的に通っている病院や診療所でも医

①日中活動'社会参加川通園特別支援学校通所ｹﾞｲｻｰﾋﾞｽ等可②家庭での支援(訪問系サービスル
医療系:訪問診療･訪問看護･訪問リハ･訪問歯科診療(医師･衛生士）

福祉系:居宅介護･重度訪問介護(パーソナルアシスタント)等

教育系:訪問教育(超重症児教育）

③短期入所(曰帰り含む)、緊急時･レスパイト：重心施設､福祉施設、
高齢者施設､病院､診療所（医療型短期入所サービス、レスパイト入院

周産期医療対策事業の日中一時支援事業）

④医療機関:定期受診十日常疾患(かかりつけ､救急､入院）

⑤将来の生活の場の確保:重心施設･ケアホーム･その他

⑥相談したい時(相談支援事業;コーディネーター加
重症児ケアマネージャー､相談支援専門員、医療機関、各市町村等

地域で安心して暮らせるためのシステム･制度が必要

--:､宅可日----－－

－２７－
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表４重症心身障害児（者）に必要な医科医療・歯図４地域で連携して支えあう

科医療

－次(かかりつけ医･在宅支援診療所･かかりつけ歯科医）

予防接種､風邪、胃腸障害などの内科的急性疾患

歯科疾患予防のための生活･予防管理支援

他科の専門領域(耳鼻科､眼科､皮膚科､整形外科等）

二次･三次(中核病院）

入院を要する急性疾患

入院を要する他科の専門領域

救急疾患(てんかん重積､急性呼吸不全）

歯科疾患への外科的処置･切削処置等
主治医がいれば､専門的医療も可能

心身障害専門医療各地の障害者歯科医療センター

専門的医療(障害の基礎疾患に関わる部分）

てんかんや重症児(者)特有の病態

（筋緊張冗進、胃食道逆流､呼吸障害など）

__-------_一一み~

の連携が重要であることは間違いないですが、

小児科医と内科医師との連携も重要になって

きます。退院。かかりつけ医探しに医師会や

小児科医会が介在するシステムの構築を提案

する｡」と報告しています。

重症心身障害児（者）や超重症児（者）を

｢支える医療」は、小児科だけでは実現でき

ず、小児外科・外科・整形外科・内科・歯科・

在宅医療医師・訪問看護ステーション・訪問

リハなど多くの医療関係者の連携が必要です。

さらに、医療関係者だけでも、「支える医療」

は完結せず、教育・福祉・家族・行政との連

携があってこそ、地域で重症心身障害児（者）

や超重症児（者）を支えあっていくことがで

きると考えます。（図４）

重症心身|璋害児（者）・超重症児（者）と

その家族が主役となり、医療・保健・福祉．

図３重症心身障＝児（者）医療ネットワーク

重症心身障害児(者)医療ネットワーク中核病院大学病

鱗uiLiDllL汀iilIiiiii鍵
日常の健康管理

主治医(NICU､小児科）

在宅移行･移行後のケア｜

入院を要する扉
急性疾患｡救急疾患

１１鰊

ﾛ弓

|ｉｉｉ
風かかりつけ医

（小児科医､内科、

耳鼻咽喉科､眼科

皮膚科､整形外科､歯科等)－

iiMlHiliL曇：馬鱗

困った時に入院要請･転院･コンサルト

医療福祉教育関係者への研修･情報発信

主治医(在宅移行･移行後のケア）

主治医(在宅移行･移行後のケア） ＿障害児(苣遅遼闇H§医療機関
(小児科、内科､外科､整形外科､歯科）、ﾇﾌﾏﾌ、

小児に対する通院・往診を含む外来受診数は全年齢

の102％ですが、往診は全年齢の1.7％、訪問診療

は全年齢の0.5％と、まだまだ小児在宅支援は広まっ

てはいません。その要因として、小児在宅の対象児

は医療依存度が非常に高く、小児科医l1iiが単独で重

度児を抱えることは大変な負担になるということも

あります。また、近年成人年齢に達する重症児と超

重症児が増加しており、小児科だけで支援し続ける

ことがむずかしくなってきてもいます。

そのような状況の中、京都では在宅療養支援診療

所の横林医師（小児科医）が開業医５人（内科３名、

整形外科１名、小児科医１名）で「チームドクター

ファイブ」という診診連携を立ち上げ、積極的に小

児在宅に取り組んでいます。横林医師は、「小児在

宅の充実には、長期入院ＮＩＣＵ患者・超重症児・重

症児者について、病院主治医と地域かかりつけ医と

教育・行政関係者とともに、すべての障害児（者）

が地域で幸せに暮らせるように、地域で支えあう仕

組みができることを期待していきたいと思います。

地域で重症児（者）・超重症児（者）を支える医

療には、小児科医会の先生方のご理解ご協力が欠か

せません。できるところからで結構ですので、ぜひ

地域で重症心身障害児（者）・超重症児（者）を支

える医療への参加をお願いいたします。

（１）大谷勉小児科開業医における在宅医療支援

の試み愛知県小児科･医会会報ＮｏＭＮｏ､９

６：８－１１，２０１２

（２）三浦清邦、特集重症心身障害児（者）～小

児科医に必要な知識Ｌ総論４．在宅重症

心身|璋害児（者）の医療の現状と問題点、小

児内科４０巻10号：1580-1583,2008.

－２８－
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三浦清邦、発達障害医学の進歩２０重度重複

障害の医学：障害と合併症への対応診断と

治療社2008．

ＮＰＯ法人医療的ケアネット杉本健郎編増

補改訂版「医療的ケア」はじめの一歩一介

護食の「医療的ケア」マニュアルクリエイ

ッかもがわ2011．

曰本小児神経学会社会活動委員会北住映二・

杉本健郎編、新版医療的ケア研修テキスト

重症児者の教育・福祉・社会的生活の援助

のために、クリエイツかもがわ2012．

小谷裕実・三木裕和：重症児・思春期からの

医療と教育（思春期からの医療ガイド)．ク

(３）

(４）

(５）

(６）

リエイツかもがわ、京都、２００１

－２９－



愛知県小児科医会会報Ｎｏ９７Ｍａｙ２０１３

第２Ｓ２回例会講演 はじめに

インフルエンザは、主に冬期に流行する呼吸器ウ

イルス感染症であり、通常は数曰～約１週間の経過

で治癒に向かうことが一般的である。しかしながら

高齢者や基礎疾患を持つハイリスク群がインフルエ

ンザに罹患すると、肺炎、および心不全などの合併

症により死に至ることも稀ではない。歴史的には

1918～1919年のスペインかぜ、および1957年のアジ

アかぜにおいては多数の死者が記録されておりＬ”、

死因として、急速に進行する肺炎によるものが多数

含まれたものと考えられている'ユ)。臨床的にはイ

ンフルエンザウイルスそのものによる純インフルエ

ンザウイルス肺炎なのか、細菌感染症を合併してい

るのか、を明確にすることが重要である。

◆-‐◆‐◆－２◆＞:◆白昼◆‐◆マベ◆さ』可己◆『に◆き◆ィ◆ｗ◆－－◆～◆て◆:に◆工◆～◆･･◆-E◆-’三◆丁◆～◆－◆‐◆～◆‐◆－◆

_◆＿ ◆

ｺﾞ:１．インフルエンザウイルス〉ｔ４
◆ ◆‘

感染症2012-201Ｊ:◆

旨◆ ◆

－７中縄県からの発信一．-◆’

L◆‘ ◆．

-◆ ◆

◆ ◆

琉球大学大学院Ⅲ.■◆‘

に◆ ，◆

感染症･呼|吸器･消化器内科学(第一･内科）‘◆

藤田次郎；
◆

:◆

（平成25年１月27円）、：に◆Ｊ

◆ ◆

◆‐◆Ⅲ◆-ご◆＞:◆工◆．．◆刊寸◆工◆こ-:◆～◆‐-◆‐二◆文◆工◆‐:◆‐◆矛．◆‐◆－◆－◆～◆‐◆‐◆‐◆‐:◆ず◆‐◆‘◆￣

診断のための検査法

１）疫学'情報を熟知すること（図１）3）

検査に入る前に、現時点のインフルエンザ疫学'情

報を熟知しておくことが重要である（図１）。イン

フルエンザ流行状況を正確に把握しておくと、イン

フルエンザ感染症の診断は容易となる。インフルエ

ンザが流行している際に、発熱、および咽頭痛を認

めた際には、インフルエンザと診断するのが妥当で1lI1llllli,llfN’
7０．００

二if鷲豐ｉｌｊｉｉｉ篝菫iiM凹型
｜黒●：沖縄県｜
｜緑▲：全国
’－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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ある。疫学情報は地域によって異

なること（沖縄県においては夏で

もインフルエンザが流行）も考慮

する。

【ドイー
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２）臨床診断が重要、迅速診断キッ

トを過信しないこと

インフルエンザウイルス感染症

の診断には臨床診断が重要である。

もし仮に迅速診断が陰性であった

としても、他疾患（髄膜炎、心内

膜炎、肝膿瘍、腎孟腎炎、または

男性であれば前立腺炎など）を疑

う根拠がないのであれば、疫学情
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症Ｓｅｃｏｎｄｗａｖｅ ４

報と臨床所見により診'新すべきで図２沖縄県で経験した重症例の第一波（■）

ある。ただしワクチンの普及、お 例の年齢分布（文献４より引用）
年齢分布では第二波において、高齢層にシフト､一パ、÷１，－トーニハＵＬＦ、ロ穴へニトｆｓ下ｒｂ－、、へ

た重症例の第一波（■）と第二波い）での重症症

文献４より引用）

において、高齢層にシフトしていることが示されている。

の流行に際して、純インフルエンザウイルス肺炎

の症例を多数経験したことも事実であるの。沖縄県

で経験した症例を以下に示す。

症例呈示１５）

【症例】２４歳、女性

【主訴】呼吸困難、発熱

【現病歴】生来健康な成人女性。来院5日前、発熱、

咳嗽を主訴に前医受診。インフルエンザＡの診断

でリレンザとアセトアミノフェンを処方された。来

院３曰前、解熱傾向にないため前医再受診。ＳｐＯ２

９８％、ＷＢＣ7500／'Ｍ、ＣＲＰ６．０３ｍｇ/dlと炎症反

応を認めたため、Levofloxacin300mg／曰を開始し

た。顔色不良・咳嗽増悪・呼吸困難が出現したため、

来院当曰前医を再受診したところ、Ｓp０２７８％、

ＷＢＣ1030／'Ｍ、ＣＲＰ9.4mg/dlであり、また胸部

Ｘ線写真にて両側浸潤影が認められ、総合病院へ紹

介された。

本症例の胸部単純Ｘ線写真、および胸部ＣＴを図

３に示す。本症例は入院13曰目に死亡となり、剖検

が施行された（図４)。入院後頻回の培養を提出し

ているが、血液・喀疾・尿いずれも細菌は確認され

なかった。

肺の組織像は種々の化生変化を示し、びまん'性肺

胞肺傷害（diffusealveolardamage）に対する修

復過程を観察していると思われた。抗インフルエ

ンザウイルス抗体による免疫染色では少数の組織球

に陽性と思われる像が見られた（図４Ｃ)。さらに

詳細に解析すると、肺胞口の部分が上皮細胞側、お

よび、管内皮側の両者から傷害されていることが示

された（図５)。

よび迅速診断キットの普及により

早期診断が可能となったことで、必ずしも普通感冒

との鑑別ができない症例（微熱、および鼻水で受診）

が増えていることにも留意する。

迅速診断キットの情報はきわめて有用であるもの

の、その感度は60-70％なので、迅速診断キットの

結果が陰性であったとしても、インフルエンザを否

定してはならない。疫学情報、および臨床診断が優

先されるべきである。

３）沖縄県で経験した重症例の臨床的特色１）

沖縄県においては、pandemicH1N12009の流行

に際して多数の重症例を経験した。まず2009-2010

年のシーズンにおいては、２１症例で人工呼吸器が装

着されている。なかでも小児例が多いことが特色で

あった。一方、同じウイルスは2010-2011年のシー

ズンにも流行した。その際には16症例において人工

呼吸器が装着されている。ただし成人例が多くなっ

ている。

両者の流行時の重症例の年齢分布を見ると、明ら

かに成人例にシフトしていることが示されている

(図２Ｗ。

４）純インフルエンザウイルス肺炎の診断4-6）

純インフルエンザウイルス肺炎は、原発,性インフ

ルエンザウイルス肺炎、または電撃性インフルエン

ザウイルス肺炎とも呼ばれており、きわめて予後の

悪い疾患である。しかし最近の季節性インフルエン

ザの流行においては二次性細菌｣性肺炎の頻度が高く、

純インフルエンザウイルス肺炎は症例報告などで散

見されるにすぎない。ただしｐａｎｄｅｍｉｃＨ１Ｎｌ２００９

－３１－
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図Ｓ呈示症例1の画像所見（文

献らより引用）

Ａ：胸部単純Ｘ線写真
両側びまん｣性の浸潤影を認
めるものの、下肺野の方によ
り浸潤影が強い。

Ｂ、Ｃ：胸部CT写真
両側性の浸潤影を認める。

気管支透亮像も認められる。

図４呈示症例１の剖検所見（文

献らより引用）

Ａ、Ｂ：Hematoxylin-eosin染色
びまん性の肺胞傷害の所見

を認める。

Ｃ：抗インフルエンザウイルス抗
体による免疫染色
インフルエンザウイルス抗

原はごく少量に認めるのみで
あり、サイトカインストーム

による病態を示唆する。

図５重症インフルエンザ肺炎の

病態は肺胞□の部分の上皮・

内皮傷害（文献らより引用）

Ａ：肺胞口の模式図
呼吸運動に際しては、肺胞
口の部分がダイナミックに開
閉し、肺胞のサイズを調整し

ている。

Ｂ：抗サイトケラチン抗体による
免疫染色

肺胞口の部分の上皮細胞が
傷害され、－部欠損している。

Ｃ：抗a-smoothmuscleactin抗
体による免疫染色
肺胞口の部分の血管内皮側
には、筋線維芽細胞が多数、
増生している。

－３２
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６）二次性細菌↓性肺炎の診断7）

一般にインフルエンザ感染後に細菌性呼吸器感染

症が増加する要因の一つに、ウイルス感染後の気道

粘膜傷害に伴い、細菌の粘膜上皮細胞への付着増殖

が容易になると考えられている。インフルエンザが

症状軽I快後に細菌性肺炎を発症するものでいわゆる

二次性細菌性肺炎と呼ばれるものである。その起炎

菌として、肺炎球菌、黄色ブドウ球菌、およびイン

フルエンザ桿菌の重要性が示されている2)。

なお二次｣性細菌｣性肺炎に用いる抗菌薬として、マ

クロライド系抗菌薬も候補の１つとなる。マクロラ

イド系抗菌薬は、肺および喀疲への移行性が良好で

あること、炎症細胞の中に高濃度に集積すること、

肺炎球菌の病原'性因子であるpneumolysinの庫Lti

を抑制すること8)、およびマクロファージの負食機

能を増強すること')、などユニークな作用を有する

(図10)。また重症のインフルエンザの病態としての

サイトカイン産生を抑制する作用も示唆されており、

重症のインフルエンザ感染症に対する有効,性が注曰

されている'0)。

本症例以外に沖縄県で経験された純インフルエン

ザウイルス肺炎症例の胸部単純Ｘ線写真、および胸

部CT写真を図６，および図了に示す。

５）気管支肺胞洗浄、および経気管支肺生検による

診断

症例呈示２（図６，および図７のＢ症例)6）

【症例】５９歳男｣性

【主訴】３９°Ｃ台の発熱、乾性咳嗽

【現病歴】高、圧にて近医通院中であった。2011年

１月15日頃より咽頭痛が出現。１月18日には39℃台

の発熱が出現し改善しないため１月20日再度近医を

受診、インフルエンザ迅速検査は陰‘陸で、ＰＬ、カ

ロナールの処方を受けた。しかし、その後も症状改

善を認めないため１月22日に近医を山受診。Ⅱ平|吸音

の異常を指摘され、肺炎の疑いとして前医（与那原

中央病院）へ紹介受診となった。ウイルス感染の疑

いから再度インフルエンザ抗原検査を施行されるも、

陰性であった。

急性間質性肺炎の疑いから気管支鏡検査が施行さ

れた。右B4bよりのＢＡＬ所見は1本□は透明だった

ものの、２本目から3本目は血性であった（図Ｓ)。

リンパ球を主体としたalveolitisであり（図Ｓ）、

かつ肺胞出血を伴っていることが示唆された。気管

支肺胞洗浄液を用いたＰＣＲ検査にて、ｐａｎｄｅｍｉｃ

ＨｌＮ１２００９ウイルスが証明された。また気管支肺

胞洗浄液を用いた迅速検査でもＡ型が弱陽性となっ

た。経気管支肺生検にて、びまん'性肺胞傷害の所見

(図９）を認めた。

図６純インフルエンザウイルス

肺炎症例の胸部単純×線所

見（pdmH1N12009）

Ａ：５４歳男性
Ｂ：５９歳男性
Ｃ：３７歳男性
Ｄ：５８歳男性
いずれの症例も、両側性、中・

下肺野優位にすりガラス陰影、お
よび浸潤影を認める。

－３３－
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図７純インフルエンザウイルス

肺炎症例の胸部ＣＴ線所見

（pdmH1N12009）

Ａ：５４歳男性
Ｂ：５９歳男性
Ｃ：３７歳男性
Ｄ：５８歳男性

いずれの症例も、血流の多い部
分では浸潤影、血流が中等量の部
分ではすりガラス陰影（血管が透
見可能)、血流の少ない部分では、
ほぼ正常と、血流の影響によって
陰影に程度が変化していることが
ｉ示されている。

!■■■ツー
心

Ａ

図８呈示症例2の気管支肺胞洗

浄液の解析

（文献6より引用）

Ａ：気管支肺胞洗浄液の肉眼所見
２本目、および３本目の肺

胞洗浄液は赤味を帯びており、
肺胞出血の所見である。

Ｂ：気管支肺胞洗浄液を用いた迅
速診断

気管支肺胞洗浄液を検体と
して、迅速診断を実施したと

ころ、弱陽性であった。

鰹
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図９呈示症例2の経気管支肺生

検（文献ｅより引用）

Ａ、Ｂ：Ｈｅｍａｔｏｘｙｌｉｎａｎｄｅｏｓｉｎ
染色

Ｃ、Ｄ：PhosphoTungsticacid
Hemato-

xylinStain（PTAＨ）染色
いずれもびまん性肺胞傷害の所

見を認めた。硝子膜が形成されて
いる。
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病原体宿主の免疫能 図１０二次性細菌性肺炎治療薬と

してのマクロライド系抗菌

薬

マクロライド系抗菌薬の作用と
して、病原体に抗菌薬として作用
するのみならず宿主の細胞機能に
も影響を与える可能性かある。ま
た蛋白合成阻害剤であることから、
病原体からの毒素の産生を抑制す
る可能性がある。
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ろ紙の周りに菌が発育することによってアミノ酸の

異常値を検出する方法である。この方法は表２に示

すような特徴をもち、その簡便さから広く世界中で

40年以上にわたって用いられており、これまではフェ

ニルケトン尿症、メープルシロップ尿症、ホモシス

チン血症の3疾患がこの方法を用いてスクリーニン

グされていた。フェニルケトン尿症は図１に示す特

徴を持つ疾患で、放置されれば知能障害必発である

が、早期発見し、フェニルアラニン制限食とフェニ

ルアラニン除去ミルクを規定量摂取する食事療法を

施行することで正常発達が可能で、このため疾患発

見により社会的にどの程度利語が牛じるかという費

用便益分析では、甲状腺機能低下症に次いで費用対

効果の高い疾患であることが知られている。マス・

スクリーニングではこのような費用対効果も重要な

要素となるため、施行される地域での疾患発生数、

その地域の経済状態、社会的要請などで対象疾患が

異なることも十分考えられる。近年、曰本では出生

数低下に伴い新生児マス・スクリーニングの検査数

自体の減少、少子化による家族の意識変化などの社

会的状況に加えて、医療技術の発達に伴う新規治療

法の開発、新規検査法の開発などにより新生児マス・

スクリーニング法の変更が検討されるにいたった。

第２フＳ回臨床懇談会
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マス・スクリーニングとは、不特定多数に検査を

行い、症状発現の前から疾患を発見し治療介入しよ

うとする手法である。このような検査を行う場合の

対象疾患の条件は、表１に示すように以前から示さ

れているが、新生児についてはGuthrie法

(Bacterialinhibitionassay）が発明ざれ広く一般

に広まった。この方法は血液を染み込ませたろ紙を

円形に切り抜き、枯草菌とアミノ酸の阻害斉||を含む

寒天培地の上において培養し、枯草菌の発育を観察

する方法で、阻害剤を超えるアミノ酸量を含む血液

表２：Guthrie法の特徴

濾紙血での測定が可能

・郵送でき、ある程度保存も可

半定量が可能

マルチプルスクリーニングに応用可能

・阻害斉lIの種類を変えればいろいろな

アミノ酸に対応可能

安価である

表１：マススクリーニング対象疾患の条件 図１：フェニルケトン尿症の特徴

1-定の頻度でみつかる疾患 （Wilson&Junger1968）

2.放置すれば重大な健康被害をもたらす

3.発症前に見つかる

4.疾患の自然歴があきらか

5.有効な治療法がある

6.スクリーニング導入による臨床効果が明らか

7.発見された後継続的にサポートできる体制がある

8.社会的に受け入れられる疾患

9.侵襲の少ない検査

10.検査費用が安価

11.精度の高い検査

１２.迅速な結果

フェニルアラニン水酸化酵素欠損症

常染色体性劣性遺伝

頻度:欧米１/2万出生

日本１／１０万～１２万出生

ﾌｴﾆﾙｱﾗﾆﾝ高値による知能障害ＣＨ４ＣＨＣｏｄ

ゲ午ご堪苣illLiLﾊﾟ
ﾌｪﾆﾙｱﾗﾆﾝﾁ君iｼﾝ、Lﾒﾗﾆﾝ

●
●
●

●

－３６－
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図２：四重極型質量分析計くタンデムマス法とは＞

前述した新規検査法の一つにタン

デム型質量分析計を用いた分析法

(タンデムマス法）がある。質量分

析計（MassSpectrometer）とは、

高電圧をかけた真空中で試料をイオ

ン化させ、このイオン化した試料を

電気的作用等により分離、検出する

器械で、薬物、環境物質などの分析

に広く用いられる分析機器である。

特に、図２に示す四重極型質量分析

計は器械自体のサイズを縮小するこ

とができ医療系分野での応用が一般

的となり、さらにこの質量分析計を

直列（タンデム）に２機連結するこ

とにより（タンデム型質量分析計）

さらに高度な分析が可能になった。

図３に示すプロダクトイオンスキャ

ンでは、雑多な物質をふくむ試料を

質量分析計１で特定の質量数のイオ

ンのみを取り出し、衝突室でヘリウ

ムなどの不活化ガスと衝突させるこ

とでイオンを分解し、質量分析計２

でその分解によってどのようなイオ

ンが生成するかを解析することで、

イオンの構造解析が可能となる。ま

た、図４に示したプレカーサーイオ

ンスキャンでは、質量分析計1で取

り出したイオンが衝突室での分解後、

特定のイオンを産生するか否かでイ

オンを選別することができる。この

方法では特定の構造を持つイオンを

生体試料から短時間で分離測定する

ことができる。このタンデム型質量

分析計を新生児マス・スクリーニン

グ分野に応用し、アミノ酸やアシル

カルニチンといった特定の構造を持

つ物質を一斉分析することによって、

数分の分析で十数疾患を一斉にスク

リーニングする方法が開発された。

この方法は欧米では10年以上前から

導入ざれ成果を上げており、□本で

電極

鵬
而イオン源

o

ligii奇IfjifiiiiiH己，。●

○○

立体的に配置した4本の電極内にイオンを放出し､電極の
設定により特定のイオンのみを検出器へ到達させる

図３：プ□タウトイオンスキャン

図４：プレカーサーイオンスキャン

堤

呈

試料

蕊 鵜：

質丑分析計２質丑分析計１

●ができる元のイオンを検出

●●③
1００

０

質且数ｍ/Ｚ

ミノ酸代謝異常、有機酸代謝異常及び、脂肪酸代謝

異常の早期発見が可能となること、また、そのうち

下記の16疾病については、見逃し例がきわめて少な

く、早期治療により心身障害の予防又は軽減が期待

できること等が報告されている。ついては、.・・・夕

ｲｺ厚生労働科学研究費補助金による班研究（代表研

究者：山口清次先生）等によって有効性が検討され、

平成23年３月31曰付の厚生労働省雇用均等・児童家

庭局母子保健課長によって、「タンデムマス法を用

いた新生児マス・スクリーニング検査によって、ア

－３７－
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ンデムマス法を用いた新生児マス・

スクリーニング検査を早期に実施す

ることが適当であると考えられるこ

とから、各都道府県等におかれては、

タンデムマス法を用いた新生児マス・

スクリーニング検査の導入を積極的

に検討する等適切に対応していただ

くようお願いする｡」という通達が

行われた。

表Ｓ：タンデムマス法を用いた新生児マス・スクリーニング検査の対象

疾患

アミノ酸代謝異

一フェニルケトン尿症

一メープルシロップ尿症

一ホモシスチン尿症

一シトルリン血症1型

一アルギニノコハク酸尿症

有機酸代謝異常

一メチルマロン酸血症

一プロピオン酸血症

一イソ吉草酸血症

一メチルクロトニルグリシン尿症

一ヒドロキシメチルグルタル酸血症(ＨＭＧ血症）

－複合力ルボキシラーゼ欠損症

一グルタル酸血症1型

脂肪酸代謝異常

一中鎖アシルCOA脱水素酵素欠損症(MCA､欠損症）

－極長鎖アシルCOA脱水素酵素欠損症(VLCAD欠損症）

一三頭酵素/長鎖3-ヒドロキシアシルCOA脱水素酵素欠損症(TFP/LCHAD欠損症）

－カルニチンパルミトイルトランスフエラーゼー１欠損症(CPT-1欠損症）

Ｃ

＜対象疾患＞

このタンデムマス法による新生児

マス・スクリーニングにて対象とな

るのは表３に示した16疾患であり、

Guthrie法からタンデムマス法への

移行となるため、これまでGuthrie

法で行われていたフェニルケトン尿

症、メープルシロップ尿症、ホモシ

スチン尿症も含まれる。ガラクトー

ス血症、副腎皮質過形成症、甲状腺

機能低下症に関しては検査方法は変

わらず、これまで通りスクリーニン

グされる。

図ら：カルニチンの代謝

遊離カルニチン

M･'ii/Ｙ、co5

……十…
､．』'i八｢ヘcooⅢ
アシルカルニチン

有機酸脂肪酸

Ｒ－ＣＯＯＨＯＨ３－ＯＨ２一・・一ＣＯＯＨ

～ｼ▲／
アシル基

Ｒ－ＯＯ－

↓
アシルＯｏＡ

Ｒ－ＣＯ－Ｓ－ＣｏＡ

くアシルカルニチン分析＞

タンデムマス法では、前述したと

おり特定の構造をもつ物質の一斉分

析が可能である。新生児マス・スク

リーニングで用いる場合は実際には

カルニチンの誘導体であるアシルカ

ルニチンを一斉分析し、その濃度パ

ターン等を分析することで疾患をス

クリーニングする。

カルニチンとは、能体には主に筋

に含まれる低分子の代謝調整物質で、

図５に示すとおり、アシル基が結合

したアシルカルニチンと、結合して

いない遊離カルニチンの形で存在す

る。アシル基とは有機酸や脂肪酸か

ら水峻基が取れたもので、生体内で

は主にアシルＣＯＡの形で存在する。

このアシルＣＯＡと遊離カルニチン

が結合し、アシルカルニチンとなる

が、このアシルカルニチンがミトコ

ンドリア内への長鎖脂肪酸の輸送、

蓄積した有害アシル基の排洲などに

働く。図６はカルニチンの主な作用

カルニチンの働き

１.長鎖脂肪酸がミトコンドリア内に輸送される際に必要

２.蓄積された有毒なアシル基成分を尿中排泄する

Ｓ・ミトコンドリア内のフリーＣＯＡ/アシルCOA比の調節

図６

長鎖脂肪酸

トランスポーター
－－－－

CoAh-SH

細胞膜

TiiliiiiiiiifHiili
長鎖脂肪酸

アシルＣｏＡ
ＣＰＴ合成酵素

円-21竺
丙面

ﾄコンドリア～

ＣＰＴＩＩ トランスロカーゼ

;:JiliijjHifiiiiiiiffi;１１瀞

晒ＣｏＡ－ＳＨニ
アセチルーＣＯＡ

｢而毎ﾌｱﾗﾌF１
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図了部位である細胞質とミトコンドリア

での代謝経路を示したものである。

また図了はβ酸化にかかわる酵素と

その基質となる脂肪酸の炭素数を示

した。カルニチンシャトルと称され

るＣＰＴ１，ＣＰＴ２、トランスロカー

ゼなどの酵素からなるカルニチンを

介した長鎖脂肪酸のミトコンドリア

転送機構や、ミトコンドリア内のβ

酸化障害が生じると異常なアシルカ

ルニチンが蓄積するため、この異常

アシルカルニチンを検出する（図Ｓ

）ことでどのような異常が起きてい

るかを判定することができる。これ

ら脂肪酸代謝異常症は脂肪からのエ

ネルギー産生が障害されるため、非

ケトン性低血糖症、骨格筋障害、心

筋障害、脳症などの症状を来し、突

然死を起こすこともあるので早期介

入による予後改善が期待できる。

また、図ｇに示したアミノ酸代謝

経路の一部でも、代謝経路の酵素欠

損によって異常アシルＣＯＡの蓄積

が生じるため、これをクンデムマス

法によって検出することで有機酸代

謝異常症の検出も可能となる。これ

らの有機酸血症は図10で示したプロ

ピオン酸血症、メチルマロン酸ｍ症

の例でも分かるように、プロピオニ

ルＣＯＡ、メチルマロニルＣＯＡなど

の蓄積によりアシドーシス、低血糖、

高アンモニア血症など重篤な症状を

来すが、早期発見してカルニチン製

剤を投与することなどにより症状の

改善が期待できため、脂肪酸代謝異

常症と並びマス・スクリーニングの

効果が期待される疾患群である。

外膜ミトコンドリア

内膜

癖’
Ｃ１ａｌ

Ｃ１６１

Ｃ１４:１
：総…ｃ４
…↓…

「王ﾌﾌ７７両【１

3-ヒドロキシアシルＣＯＡ3-ヒドロキシアシルＣＯＡ

↓ 蕊Ｆ１砦二等
TFP

アシルＣＯＡ

＋

アセチノレＣＯＡ
3-ケトアシルＣＯＡ

ＴＦＰ

図Ｓ：タンデムマスによるアシルカルニチン分析
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図９

バリン

↓
2-ケトイソバレリン酸

ロイシン

↓
2-ケトイソカプロン酸

イソロイシン

0
2-ケﾄｰ６－メチルバレリン酸

雪一'一戸
2-メチルブチリルーＣＯＡイソブチリルーＣＯＡ

、 ／

、／
、 ／

へ･1L／
プロピオニルCOA

イソバレリルーＣｏＡ

－
３－メチルクロトニルーＣＯＡ

くアミノ酸分析＞

アミノ酸代謝異常については、新

たにシトルリンが測定物質に加わっ

たことでシトルリン血症1型、アル

ギニノコハク酸尿症の2疾患が対象

疾患となった。これらはいずれも尿

素サイクル異常症（図９）に含まれ

る疾患であり、高アンモニア血症、

肝障害、痙蘂等の神経症状などを呈

一津
3-メチルグルタコニルーＣＯＡ

↑
３－ヒドロキシー3-メチル

グルタリル(ＨＭＧ)-CＯＡ

メチルマロニルＣＯＡ

垂津
サクシニルＣＯＡ

↓
ＴＣＡサイクル

アセト酢酸アセチルＣＯＡ
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する重篤な疾患である。しかし、カ

ルバミルリン酸合成酵素欠損症、オ

ルニチントランスカルバミラーゼ欠

損症、アルギニンｍ症は同じ尿素サ

イクル異常症ではあるがスクリーニ

ングされないので注意が必要である。

図１０：プロピオン酸血症・メチルマロン酸血症

＜今後の課題＞

前述したようにタンデムマス法の

導入により多くの疾患がスクリーニ

ングでき、予後の改善が期待される

が、検査法の変更による検査精度の

上昇からろ紙血検体の状態により測

定値が変動することが知られている

ため、正しい採血法の指導等によっ

て不良検体を減らすことが求められ

る。採血時の注意点としては、血液

をろ紙にしみこませる際は片面から

裏面まで十分染渡るように採血し、

固まってからの２度塗りや表裏両面

からの採血は避ける。毛細管での採

血自体は問題ないが、ガラス管がろ

紙の表面を傷つけることの無いよう

注意が必要である。また、乾燥時に

は、ろ紙を立てて乾かすと血液スポッ

トの上部と下部で濃度差が出来てし

まい検査値がばらつくため水平にし

た状態で乾燥させることが重要であ

る。乾燥後は迅速な検査結果を得る

ためろ紙をストックすることなくで

きるだけ早く検査機関あて、ビニー

ル袋に入れずそのまま専用封筒に入

れて発送する。

鬮FTJITゴーZ］高アンモニア血症

商乳酸血症
ケトーシスなど <－－－－|メチルマロニルＣＯＡ

｢~ゴーーマゴーT=~=］

サクシニルＣＯＡ

異常アシルカルニチンの排出

血中力ルーチン低下
TCAサイクルなど

ろ。採血時の注意点としては、血液図１１：尿素サイクル

尿素

オルニチン
,,.lL11,-:,．,；'-,,-~''－，,，,,.；吟,1,1-2-,-',苔,-,,…-ﾛバ,',,-,

11蕊j弓黛ﾝ似'しﾄｱ■.■〕

カルバミ

ルリン酸
アルギニン

アンモニア’１シト レリンノ アルギニノコハク酸

血症

アルギニノアルギニノ

コハク酸

シトル リン

■シトルリン血症Ｉ型

このマス・スクリーニングでは検査精度の向上から、

症状発現が将来にわたっても認められないようなご

く軽症の症例も発見される可能性がある。逆に重症

例は症状発現が急激でスクリーニング検査が間に合

わないこともある。スクリーニング陽性例について

は家族をいたずらに不安に陥れることの無いよう、

また、重症例では結果を待たず迅速に対応するよう

各医療機関への周知徹底を図るとともに、発見例の

長期予後や治療効果判定、対象疾患の妥当性など、

今後も注意深い経過観察が必要である。
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２．こころの治療における地域との協働

あいち小児保健医療総合センターでは、心療科

(児童精神科）での被虐待児へのこころの治療とこ

れを支える院内ネットワーク活動に取り組んできた。

これまでに1,000件を越えるケースに対応してきて

おり、良好な治療結果に至った例も少なくない。し

かし、病院での治療は親の同意が前提であり、「子

育て支援」外来に通院することを拒絶した場合には、

どのように有効な治療手段も効力を失う。

初期のころは、「子育て支援」外来を受診しても

２割以上が受診中断してしまっていた。このためケー

ス会議とは別にケースの進行管理を行う院内ネット

ワーク会議を月例で開いて情報共有し、地域関係者

とも連絡を密にして中断の際に再受診を勧奨するな

ど地域関係者の協力で中断例は減少してきた。再受

診には、受診中断後も地域関係者が相談を継続して

いることが有効である。また、センター所属の保健

師が、受診の度に丁寧に家族の相談に対応すること

で、受診が継続される場合も少なくない。これまで

に、保健師は12,000件以上の相談に対応している。

地域関係者の相談やセンターの保健師の相談など、

曰常に繰り返される小さな支援が、こころの治療の

継続にとって極めて重要な要素であることを、私た

ちは学んできた。

第４S回子どもの健康を守る会

白◆に◆工◆に◆に◆>:◆:工◆>L◆（◆〉◆:蕊｡◆-◆ｗ：◆‐H◆>L◆>◆L艫-◆-聰◆２～◆目"｣◆〆自◆ｼこ◆１◆１◆>が●"◆〆上◆工◆工◆
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あいちﾉ｣､児保健医療総合センター◆◆

保健センター長二
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現在、保健や医療、福祉、保育、教育などのさま

ざまな分野で支援が必要な子どもと家族への対応が

試みられている。ただ、支援は問題が顕在化（重症

化）してから始められることが多く、虐待にまで至っ

た場合には、支援する側だけでなく支援される側も

緊張した関係になってしまう。また、子ども虐待に

しても発達障害にしても、通告や発見は支援のスター

トでありゴールではない。子どもと家族は地域で暮

らしを営んでおり、曰常の場面での関係者からの継

続的な支援が求められる。本稿では、支援が必要な

子どもと家族への支援について、子ども虐待への対

応に対する地域の関係者のふだんのかかわりの重要

性について提唱する。 ３．子ども虐待の臨床像

学童期の被虐待児は、境界線知能であり、知能に

見合った学力を得ることが難しい、スケジュール管

理や次に起きることの予想や持ち物の整理が苦手、

衝動コントロールが困難で易刺激｜性があるなどの臨

床像が見られる。これらは前頭前野の機能不全を示

唆する症状であり、広汎性発達障害など社会｣性の障

害を持つ子どもたちとよく似た症状を呈している。

発達障害は、その対人関係の困難さから被虐待のリ

スク要因でもあるが、子どもの発達障害が親の虐待

行為を誘発したのか、繰り返された虐待行為のため

に子どものこころに問題が起きたのか、臨床的に区

別がつかない場合もあるという。

つらい被虐待体験はこころにしまっておくにはと

ても耐えがたいものである。このため被虐待児はそ

の記'億を、その前後の記憶から分断してしまう。解

離｣性障害とは、自分では処理できない葛藤に対して、

観念や感Ｉ情を切り離して、記憶や人格の統合が失わ

れる状態であるが、診療で出会う子どもたちの多く

がこのような解離症状を示す。活のつじつまが合わ

ずに「うそつき」との誤解を生ずる場合や人格の統

合が失われ多重人格を示す場合もある。また、その

１．子どもの成長からみた被虐待児の姿

曰常生活の中で繰り返される虐待行為は、子ども

の成長過程にも大きな影響を与え、子どもたちは年

齢によりまったく違った姿を見せる。乳児期の虐待

行為はただちに死亡に至るなど生存の危機と直結し

ている。この頃の姿は誰から見ても“被害者”であ

る。

保育園・幼稚園で出会う被虐待児には、ほとんど

が乳児期から虐待行為が繰り返されてきている。適

切なケアの欠如やリジリエンスが促されない場合、

幼少期に刻み込まれたトラウマは、入学後に学校や

地域での問題行動として行動化される。関係者ばか

りか親にとっても、やっかいな存在つまり“加害者，，

の姿を示す。このため対応に困った関係者や時には

親自身もが、治療を求めて医療機関を受診する。ま

た、この時期はまれに死亡事例が認められるなどな

お身体的な危険性は高く、“被害者，，の姿も依然と

して持っている。このため、曰々どのようにかかわ

れば良いのかとの関係者の迷いにつながることも少

なくない。
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記'億は決して忘れてしまったわけではなく、こころ

の奥底に押し込められている。なんらかの刺激でそ

の蓋が開いた時、フラッシュバックが起き、脈絡の

ない暴言・暴力などにつながる。

４ふだんのかかわりの中での対応

子ども虐待への対応には、医療や法的な措置など

の専門的な対応が必要であることは論を待たない。

一方、保育園・幼稚園など子どもの曰々の発育・発

達を支える機関では、保育者は支援者として子ども

の発達や親の困難を支える役割を担うことができる。

子育てを困難にする子どもと家族の問題は、多種

多様に膨らんできている。支援者側は、その問題を

ふるいにかけ、悪いところのみに集中するあまり袋

小路に迷い込んでしまう。一方、子どもと家族にとっ

て、その問題は曰常の暮らしの中での困り事である。

困っていることに気づき、その解決をふだんのかか

わりの中からいっしょに考え、支えていくというこ

とⅡ気になる親子を気にする私たち"という視点が、

支援者と被支援者双方が安心して関係を結ぶことに

つながる。

ふだんのかかわりの中での、口常的な対応が、支

援者と支援を受ける子どもと家族にとって重要な意

味を持つ。

５．被虐待児の,，生きる力"を支える保育園・幼稚園・

学校生活

深刻な場合も含め虐待を受けていても自らが回復

できる力（リジリエンス）を持つ子どもがいる。そ

の回復を促す要素として、子どもの'性格（深亥||に考

えない子どもの方が回復が早い）や親を目分から切

り離して考え自分を責めない能力などのほかに、親

以外に信頼できる大人がいることが重要といわれて

いる。被虐待児にとって保育園や幼稚園そして学校

での生活は、一時的ではあっても親からの不適切な

関係が解消される時間である。当センターでかかわっ

ている子どもたちにとっても、保育士や教員など健

康な社会性を持つ大人とのかかわりは、子どもたち

のこころのケアのポイントとなっている。また、特

別支援教育の浸透は、発達|潭害系ばかりでなく被虐

待児である子どもたちにも、能力に見合った学習の

機会を提供することで、自尊感!清の向上にもつなが

る可能性を秘めている。
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かつた。「３」検査時検体液の展開が悪い場合、ラ

イン形成位置において非特異的な反応が起こり易い

が弱い結合の場合通常であれば、その後の液の展開

により洗い流されラインは消失する。従って粘液'性

が強いとか水溶ｌＩＬｔで透明であっても糸を引くように

伸びる検体は検査に適さないとの意見が記載されて

いた。２０１２（平成24）年から2013年に於いてクリア

ライン「イ」迅速検査を実施する際には検体を試薬

につけ、もんだ後、極力粘液を除去し検査を実施し

た。2012年（平成24年）年末までは陽性例はなく

2013年１月７日の週より「イ」迅速検査陽I性例が出

現し３月末日現在までにＡ型74例、Ｂ型61例の合計

135例となった。検杳陽1性率は50.6％であった。

2009型、Ａ型、Ｂ型が重複して陽｣性ないし偽陽性に

なる症例はみられなかった。２歳男児でＡ型陽性、

2009型が弱陽Wtを示した1例があった。検査キット

の説明書にはＡ弱陽I性、2009型陽性は新型（2009型）

陽'性であるとの解説があるが、この症例のような逆

のデータについての解説はなくメーカーに問い合わ

せたところ新型（2009型）と診断できるとの事であっ

た。集計上（便宜上）今年度はＡ型として取り扱う

ことにした。

特別寄稿の修正、補遺
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;◆＿ ◆‘

｢.;■（開業小児科医のｔ:：
インフルエンザ対策こ

げ◆Ｊ

ご◆」

◆￣ ‘◆－

－◆ ◆

:◆ ◆

◆ ◆

山111小児科医院山川穀：
_◆￣

◆

◆ ◆

◆‐◆～◆・◆土◆】◆－◆先◆～◆ハ:◆ﾆｰﾏ◆:-z◆--7◆了-z◆ﾝと◆全ｺﾞｰ◆一一ご◆L--◆工◆-尺◆工◆:ざ:◆:－◆ぜ◆－◆・◆－◆－◆‐◆

前回の会報に寄稿させていただきました「一開業

小児科医のインフルエンザ対策」に－部誤りがあり

ましたので訂正させていただきます。さらにその後

のデータを追加し、考察を加え報告させていただき

ます。以後インフルエンザは「イ」と略します。

Ａ）迅速診断キットに関する－考察

３）検査キットについての項で

～～～今期（平成23年～24年）では新型「イ」Ａ

と従来の「イ」Ａが区別して判定できるとの売り言

葉に乗ってクリアラインインフルエンザＡ/B／

(Ｈ１ＮＤ２００９を採用し「イ」の迅速検杳を実施し

た。平成23年10月から平成24年２月初旬まではＡ型

｢イ」のみが陽性で新型の陽｣性例は一例もなかった。

ところが平成24年２月27曰から３月１４曰の間に５例

の理解に苦しむ検査データが得られた。その詳細は

１例日、検査終了時Ａ型１～２＋、Ｂ型弱十が～～

～６時間45分後にはＡ型１～２＋、Ｂ型、2009型が

弱十。２例目；検査終了時Ａ型２＋、Ｂ型弱十が～

～～６時間30分後にはＡ型２＋、Ｂ型１＋、2009型

弱十であった。第３例目、検査終了時Ａ型２～３＋、

Ｂ型弱十が～～～10分後にはＡ型２～３＋、Ｂ型一、

2009型極弱＋･第４例目、検査終了時Ｂ型弱十＞

2009型＞Ａ型、１８分後には2009、Ｂ型が弱＋、Ａ型

±・第５例目；１０歳４カ月男児、Ｂ型十、Ａ型±、

2009極弱十、１時間10分後にはＢ型、2009型とも±

であった。症例ｌ）～４）で採集した各検体の残り

やデータを検査キット製造販売の業者に提供し、検

討してくれるよう依頼した。調査検討を行ったうえ

での報告書の概要は「１」；症例１）と２）について

はＰＣＲ法による亜型の分析をおこなったが「イ」Ａ

香港型のみが検出された。；新型や従来のＡ型、Ｂ

型での変異等は考えなくてよさそうである。「２」；

提供された4検体について再検を行ったところ同様

な結果が得られた。詳細な原因を特定するに至らな

Ｂ）「イ」ワクチンに関する－考察の項で

前回の会報での示したように～～～1999年（平成

11年）～のシーズンから2011年（平成23年）～のシー

ズンでのワクチン接種の接種回数、２回目接種率は

以下のようである。

1999～'00,2000～'01,2001～'02,2002～'03、

接種回数：679回1234回1259回1293回

２回曰接種率：４６４％47.3％47.7％46.4％

2003～'04,2004～'05,2005～'06,2006～'07、

接種回数：1540回1808回2370回2181回

２回目接種率：４４０％41.6％41.1％41.7％

2007～'08,2008～'09,2009～'10,2010～'11、

接種回数：2083回2427回1739回2244回

２回目接種率：43.8％42.9％47.1％38.9％

2011～'１２

接種回数：1879回

２回目接種率：43.3％

上記のデータの内、２回目接種率は２回曰接種者

数／全接種者数×100の式で計算されていた。正し

くは２回曰接種者数／１回目接種者数×100で計算

されるべきで計算しなおすと、最初の年度から||頂に

86.5％、８９８％、９Ｌ０％、86.6％、78.4％、７１２％、

69.6％、７１６％、77.9％、75.0％、８９％、63.6％、

764％であった。間違いを訂正し、お詫び申し上げ
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罹患の割合の差についての検討として今期「イ」ワ

クチン予防接種を希望して来院した子どもたちにつ

いて、母子手帳に記載されている前年の「イ」ワク

チン接種歴の有無と「イ」罹患の有無を2012年10月

22日から12月１７日の間で調査した。2011～2012年に

接種した予防接種の効果を1年後に聞き取り調査を

おこなったことになる。調査対象者は224名であっ

た。

ａ：（予一）で「イ」罹患は17名、

ｂ：（予一）で罹患なしは15名、

ｃ：（予＋）で、」罹患は23名、

ｄ：（予＋）で罹患なしは169名であった。

（予一）者の「イー罹患率は

１７/(17＋15)×100＝521（％）

（予＋）者の「イ」罹患率は

２３/(23＋169)×100＝120(％）

となった。

ワクチン接種予定菅はなんらかの理由でワクチン

接種に期待をもって来院している可能性があり上記

の結果に少し影響があるとも考えられるがその点を

考慮しても（予十）者の「イ」罹患率は（予一）者

の「イ」罹患率よりはるかに低値でありワクチンの

有効性はかなりあったと考えられる。上記１）の方

法での「イ」感染者の予防接種歴の有無に関する調

査、2011～2012年の有効率－１８３％とは異なったデー

タが得られた。

上記１）のイ」罹患者の予防接種有無に係る検討

を今期（2012～2013年）も行った。今期の「イ」迅

速検査陽性者は感染症発生動向調査の第２週（2013

年１月７日～13日）の３例から始まり第13週（2013

年３月２５口～31日）までの問に135例（Ａ型74例、

Ｂ型61例）であった。流行の勢いを検査陽`性率で推

測すると第11週（３月１１曰～17口）が72.7％と最高

値を示し13週では417％となりかなり弱い流行となっ

ているがまだ終息傾向とはいえない。当始Ａ型優位

から第11週からはＢ型優位の流行になっている。

｢イ」陽I性者でワクチン接種済の「イ」罹患者は６２

名（Ａ型33名、Ｂ型29例)、「イ」陽性者でワクチン

未接種者の「イ」陽性者は73名（Ａ型41名、Ｂ型３２

名）であった。

ワクチン有効率(％）

｛(予一）－(予十))÷(予一）×100

を計算すると

（73-62)÷73×100＝151％

となり今期の「イ」ワクチン予防接種は有効性があっ

たと思われる。なおJlu別ワクチン有効率を計算する

とＡ型が19.5％、Ｂ型が9.4％となりＢ型に対する有

ます。

なお2012～2013年でのワクチン接種総回数は1614

回、２回目接種者は659名で２回目接種率は69.0％

となり今期は接種者総数も2回目接種率も例年より

少なかった。

ワクチン接種の有効'性に関する検討として当院で

は１）「イ」迅速検査陽性であった患者さんが罹患

前に「イ」ワクチンの予防接種を受けていたかどう

か、２）「イ」流行前約l～２カ月の間に来院した子

どもがその前の10月～３月迄「イ」流行期に「イ」

に罹患した事があるかどうか、罹患前に予防接種が

してあるかどうかでどのような差がでるかを検討し

ている。そのデータを前回の会報では下記の如く報

告した。

１）の「イ」罹患者の予防接種の有無に係る検討で

は

2002～'03,2003～'04,2004～'05,2005～'06,

（子一）：４７６４１０１９１

（予十）：１５４６９７６１

有効率(％）：６８．１２８．１４．０３３．０

2006～'07,2007～'08,2008～'09,2009～'10、

（予一）：９４４８７０

（予＋）：７３２８８１

有効率(％）：２２．３41.7-15.7

2010～'11,2011～'１２

（子一）：１２１８２

（予＋）：１２２９７

有効率(％）：－０．８－１８．３

ただし有効率(％）；｛(予一）－（予十)}÷(予一）

×100にて算出

２）流行前での予防接種有無による「イ」罹患の害Ｉ

合の差については

ｌ)2007年８月２)2008年10月~llH3)2009年８月~９月

（予一）：８０名４３名３１名

（予十）134名528名８３名

「イ」罹患者：２４名１９名７名２９名２名１７名

罹患率：３０％142％163％549％６５％205％

と報告し「2002（平成14年）～'03,2007（平成１９

年）～’08年のシーズンでは「イ」の予防接種が効

果的であったと評価して良いと思われるが、２００８

(平成20年）～'09年、２０１０（平成22年）～'11年、

2011（平成23年）～'１２年の最近の３シーズンでは

この13歳未満の子どもでのワクチン接種はあまり効

果的でなかった」との感想を述べた。

上記の２）流行前での予防接種有無による「イ」

－４４－
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効性はＡ型のそれより悪い結果がえられた。

空i院では「イ」の予防接種は、－部家族も一緒に

接種を行わざるを得ない場合もあるが、原則子ども

のみとさせてもらっているので年度によって差はあ

るが13歳未満児が70％以上を占めている。ワクチン

の予防効果の判定結果は13歳未満児のデータと考え

られる。２回接種率は予防接種を受けたヒトの中に、

ある程度13歳以上のヒトが混ざっていることを考慮

にいれるとほぼ毎年高い値であると評価できる。子

どもの「イ」罹患に対する予防接種の効果を高くす

るには１）ワクチン接種株が流行株に一致させる。

２）予防接種率を上げる。が努力目標としてあげら

れる。ワクチンに含まれる株と流行株がほぼ一致し

ていても効きにくいこともあるようである。「イ」

の治療薬の開発は盛んに行われており従来効きにく

いとされるＢ型や遺伝子上で小さな変異を起こした

どの形のＡ型にも有効な薬斉Ｉの開発が進んでおり実

現も間近いとの報道がある。ワクチンに関しても同

様な画期的製剤の開発が望まれる。

平成24年８月に横浜で開催された曰本外来小児科

学会年次集会で2011/2012シーズン、「イ」ワクチ

ン接種後の抗体価についての報告があった。鈴木栄

太郎氏らは２回のワクチン接種で抗体価上昇は１歳

台の大多数に認められ２歳台、３歳台では１回接種

でも抗体価上昇が充分な症例が大多数で、小学生以

上は１回接種とするのが妥当であると述べている。

また大川こども＆内科クリニックの報告では３歳以

上、過去に「イ」接種歴あり0.5Ｍの１回接種を希

望した幼児の抗体価（Ｈ１法）を接種前と接種３～

４週後に測定したところＨ１型は半数以化で充分に

上昇、Ｈ３・Ｂ型では上昇が緩慢であったと報告し

ている。

ワクチン接種後の抗体価は接種されるワクチン量

の影響を受けることが充分考えられる。2010～2011

年のシーズンまでは接種量が1歳未満０１Ｍ×２，１

歳～６歳未満0.2Ｍ×２，６歳～13歳未満0.3m'×２，

１３歳以上05,1×１と指定されていたが2011～2012

年のシーズン以降は３歳未満0.25Ｍ×２，３歳～１３

歳未満0.5Ｍ×２，１３歳以上0.5m(×１と改定された。

ワクチンの接種量を加味した予防接種有効率の検討

が必要かもしれない。

今年度の「イ」ワクチン予|坊接種の白･効性評価の

一つと考えられる流行終結後の記』億がまだ確かな今

年の７～８月に聞き取り調査を行いたいと考えてい

る。

開業小児科医が臨床のあいまに研究活動を行うこ

とはなかなか困難であるがこれまで行ってきた「イ」

対策に対する検討はそれほど難しい事ではなく、継

続して行っていると色々な事が見えてくるし疑問も

色々湧いてきてＲ常診療が豊かになっていると感じ

ている。現在、他の色々な感染症についても少しず

つ資料を集積し検討を進めている。なにかデータを

まとめる事が出来たら発表させていただきたいと考

えております。

－４５－
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図１小児科医師数
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平成20年を境に後期研修医が集まるようになった。

図２小児科入院数と収益大同病院の現在の病床数は結核病棟を含めて404

床です。このうち小児科加算がとれる病床は69床あ

ります。常時50名前後の小児科患者が入院していま

す。

小児科外来には７つの診察室がありますがフル稼

働しています。外来患者数、入院数、収益ともに診

療科の中では一番の実績をあげています（図１，２)。

【大同病院小児科の現在の業績】

最初に小児科の現在の実績を示します。

小児科医数は平成25年４月から12名になります。

男性４名、女性８名と女性優位です。

女性医師８名のうち２名は週４日勤務の短時間就

労常勤医です。当直は免除されていますが日曜曰、

祝曰の手伝いには出務しています。

小児科医数の増加により（人）２４時間365日小児救急が
可能となる。

医師数増加に伴い入院数収益共に増加している。
平成24年度の入院数は3000人以上を見込む。

續（小児科）【小児救急】

２４時間365曰、救急車もすべて

断らずに受け入れています（図Ｓ)。

当院は研修医の数が少ないので救

急センターを研修医で廻すことは

できません。小児科のみならず

内科、外科などの当直医が一緒に

患者の診療にあたっています。研

修医の教育がしっかり行われてい

るので小児科患者を研修医が診

察する場合でも重症患者を見落

とすことはありません。

医師以外にも検査技師薬剤

師放射線技師も常時当直してい

るので必要な検査が速やかに行

えます。必要があれば緊急のＭＲ

Ｉの撮影も可能です。

年末年始や連休は特に患者が多

いので臨機応変に看護師や事務

図Ｓ救急センター実績
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小児救急の考え方

＃鰯蕊帆■◆臺騨余院増加
*｢時間外診療｣から救命救急へ地域の小児医療の中心
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職員を増やす事ができるのも民間病院ならではのフッ

トワークのよさと言えます。

小児救急は「軽症患者が多い」「コンビニ医療」

などとかっては言われていました。しかし、それは

間違っています。

通常に時間帯と比べて重症の子が受診する害||合が

高く、受診患者の8%から多いときは１０%が入院を必

要とします。重症であればあるほど検査や診療体制

が整っている病院へ集まります。

地域の開業医の先生方も、少し心配な患者は当院

へ紹介されることが増加してきており、遠方からの

紹介患者も増えてきました。

重症患者や稀な疾患は救急センターからの入院患

者の中にいます。小児科勤務医にとってあらゆる

小児疾患を経験することは重要です。若い医師はな

おさら経験を積むことであらゆる状況に適応でき

る能力を身につけることができます。そのような観

点からも「小児救急」は必要不可欠と考えて取り組

んできました。曰直、当直回数は１ヶ月に４回から

５回程度です。回数は年齢や役職には関係ありませ

ん。関係するのは体調や家族の都合です。子育て

の終わった部長クラスが最も多く当直するのはあた

りまえです。管理職は現場にいなければ半１１断を誤り

ます。

員に選出されました。

同年８月に、名古屋市立大学小児科の医局だより

に「育児をしながらキャリアアップしませんか」と

いう一文を掲載していただきました。以下抜粋であ

る。我ながら名文だと思います。

しかし小児科医不足が言われている今「働

く意欲があり、向上心もあるのに育児のため

に常勤は無理」という優秀な女性医師が埋も

れているのは大変残念なことです。

女性が働き続けるために必要なことは

Ｌ女性医師自身の意欲が高いこと

２．働きやすい職場環境

３．配偶者（多くは医師）や周囲の理解と

協力

最も大切なことは「働き続ける意欲を持つ」

と言うことだと思います。このような高いモ

チベーションをもった若い医師を応援するた

めに大同病院では働きやすい柔軟性をもっ

た多様な労働形態を個人の事情に合わせて提

案します.・・・」

医局だよりに掲載されてから大きな反響がありま

した。その年の12月までに４名の応募がありました。

ここから私たちの決進撃が始まったと言っても過言

ではありません。短時間就労の女性医師が赴任して

きて、外来も病棟業務も本当に楽になりました。小

児科医の仕事の中心は９時から17時までの業務であ

り、当直ができるできないは関係がないことを再認

識しました。自分ができる範囲で仕事をすればよい。

【どん底を経験して】

平成20年春医局人事、体調不良による休職など

がかさなり小児科常勤医師数が６人から３人まで

減ってしまいました。医局からの補充はなく、今ま

で６人で行っていた仕事を３人でこなすことになり

ました。走り回るような毎曰で、一時期は半分やけ

気味で当直を８回から９回やっていました。先がまっ

たく見えず精神的には最もつらい時期でした。

このような状況では業務を縮小するのが普通です。

しかし、業務を縮小することで離れた患者を元に戻

すことは至難のわざです。そういう形で自然消滅す

る病院小児科を間近で見てきました。

私たちが生き残れるかどうか、今が正念場だと考

え「業務は縮小しない」と決めて、３人で文字通り

死にものぐるいでがんばりました。このときの仲間、

浅井雅美先生、寺田明彦先生には本当に感謝してい

ます。大学からも午前外来の応援医師を派遣してい

ただき、見かねて手伝ってくれた先輩医師のおかげ

でなんとか－，息つけることができました。

【私たちの働き方これがだし､どうメソッド】

“だいどうメソッド，,というほど特別なことは何

もありません。おそらく県内でも多い方だと思いま

すが3000人を超える入院患者さんや多くの救急患者

を診察し、保健所の業務に協力し、学会発表も欠か

さない。それでも「疲弊」とは無縁の笑顔で皆が働

いているのには理由があります。

少ない数の小児科医で最大限の成果を出すために、

自分たちが働きやすいように試行錯誤した結果であ

り当たり前のことばかりです。

しかし、その当たり前のことがなかなかできない

ので「医師の疲弊」という事になっていくのだと思

います。何より大切なことは、人それぞれ事｣情があ

り、働き方が違ってよい、という共通認識をもつこ

とです。仲良く働くことが一番よいことです。

業務の多い日勤帯に人を手厚く配置する。休日を

【転機】

平成20年６月に私が愛知県医師会男女共同参画委
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必ず入れる。雑用は公平に受け持つなど細かなルー

ルがあります。

におこなっています。発表するだけではなく論文

発表も必要であり、取り組みつつあります。

大学病院と連携した臨床研究もいくつか行って

います。今後も豊富な症例数を生かして感染症な

どの疫学研究をおこなっていきたいと考えていま

す。若い医師のモチベーションを維持するために、

医療レベルはトップを目指します。

Ｌ複数主治医制

主治医が治療方針を決めます。しかし小児の

病状は刻々と変わるので、病棟の回診医師が診

察して主治医を尊重しながら指示を出します。

夜間は当直医が責任を持ちます。複数の医師が

診るので見落としがありません。重症患者は上

級医が責任を持つので、若手医師も安心して診

療できます。

主治医であっても、休日や夜間は完全に任せ

る事ができるので精神的な疲弊感は皆無です。

2．オン／オフの切り替え

当直回数は１ヶ月に４，５回と少なくはない

のですが、当直開けは原則休みにして疲労が残

らないようにしています。休みに受け持ち患者

が急変しても、呼び出されることは原則として

ありません。夏休みもしっかり取れます。病院

の決まりで土曜曰も診療があるので代わりに

平日に休みを取れるようにしています。医師が

多いのでできるのですが、信頼して任せられる

ことも大きいと思います。

3．子育て医師が働きやすい環境

託児所・病児保育室が完備されています。当

直なども家庭の事情で免除されます。その代わ

り、できる範囲で休日の病棟回診の手伝いを行

うなどして救急医療に参加しています。この

「お手伝い」の制度で日直・当直者は本当に助

かっています。

育児は女'性医師だけの問題ではありません。

男1性医師も育児に関わる事が必要です。カンファ

ランスや勉強会以外の仕事はなるべく５時まで

に終了し、あとは当直医に任せて子どもを保

育園に迎えに行くことが当たり前になっていま

す。

４．助け合うこと

入院患者が多くて病棟業務が忙しければ、早

く外来が終わった人が助けに行く。逆に外来が

多いときは病棟からお手伝いが行く。そういう

ことが普通にできています。どんなに|亡しくて

も必ず「お助けマン」が来ると信じて仕事がで

きるので、気持ちが楽です。

２．ＮＩＣＵ

平成26年４月に新しい病棟が完成します（図４)。

周産期医療を重視してＮＩＣＵ開設予定でいます。

現在、人材を育成するために西部医療センター

へ短期間派遣して研修をおこなっています。

3．在宅医療

重症心身障害児がＮＩＣＵから在宅にスムーズ

に移行できるように支援をおこなっています。

訪問看護ステーションと連携して往診やレスパ

イトも行っています。今後、地域の中で小児の在

宅医療がさらにすすむように、拠点病院となるべ

く活動していきます。

【予防接種センター】

平成20年４月より、名古屋市の「専門的判断を要

する予防接種認定機関」に指定されました。

アレルギーその他基礎疾患があり、一般の医療機

関では接種が困難な場合や海外渡航のためのワクチ

ン、その証明などをおこなっています。

予防接種センター

の業務はセンター長

の浅井雅美医師を中

二f圭噸=illllI
児科外来とは完全に

分かれています。こ■

こでも、予防接種専

属の女性医師が活躍

図４平成26年新病棟完成
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【今取り組んでいること】

1．臨床研究

医療のレベルをあげるために学会発表は積極的
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しています。接種すべきワクチンの種類が増えたた

めに、すべての接種者にワクチンスケジュールを立

てていますがとても好評です。

ワクチンスケジュールはホームページ上にも掲載

されています。名古屋市のみならず近隣の市町村か

らの接種希望者も増加してきており地域の予防接種

活動をリードしていると言えます。

【最後に】

私たちは曰々進歩しようとしています。毎曰新し

い課題をみつけて、ワクワクしながら取り組んでま

す。その中で、私たちの病院しかできないことをや

ろうと考えてきました。小児救急・在宅支援などが

その例です。

在宅支援はもっと進めなければいけません。発達

障害の子ども達も支援を待っています。私たちが好

きなように仕事ができるように応援してくれる宏潤【糖尿病キャンプ】

東海地区小児１型糖尿病キャンプ。今年は第40回

を数え、私たちが当番病院としてお世話をすること

になっています。

小学３年生から中学３年生までの１型糖尿病の子

ども達、約36名とスタッフ200名が４泊５日間生活

をともにします。糖尿病について学んだり、豊かな

自然に親しむ様々なプログラムを体験します（図５)。

１年間かけて準備をします。かなり大変な作業で

すが楽しみながら当番病院としての責任を果たし

たいと思います。

会大同病院に感謝しています。

図５平成24年第39回キャンプより
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認定基準の統一や格差の是正があります。専門医制

度を国民（医療の利用者）にとって分かりやすく透

明性や客観性の高いものとし、信頼（安心）できる

医療を提供するために重要なことと思われます。因

みに「專認構」からは小児科専門医の認定単位は甘

いとの指摘を受けています。昨年（2012年）８月３１

曰には厚労省医政局医事課から「専門医の在り方に

関する検討会」の「中間まとめ」が発表されていま

す。この中で、専門医制度を各学会で独自に運用す

ることは、専門医認定基準の統一性や専門医の質の

担保に懸念があると述べています。更には医師の地

域偏在・診療科偏在の是正をも目指すとしています。

このため中立的な第三者機関を設立し、専門医の認

定と養成プログラムの評価・認定を統一的に行うと

しています。近く「專認構」を母体としてこのよう

な第三者機関が設立ざれろもの推測されます。

更に小児科専門医制度においては、認定医制度の

時代から、各地域で開催される研修集会は地区資格

認定委員会（当地区は中部地区資格認定委員会）で

研修単位を認定しています。全国統一の基準はあり

ましたが、認定単位に地域格差が生じてきたことも

事実です。

このような背景の下に、小児科専門医に対する研

修集会の認定単位が見直されました。新単位は2012

年10月ｌ曰から適用されています。その新しい基準

｢日本小児科学会専門医資格更新のための研修集会

の承認基準および研修単位基準（2011)」は日本小

児科学会のホームページに掲載されていますが、改

めて表１に掲載します。表之は愛知県に関連した研

修集会の認定単位を一覧表にしたものです。

都道府県単位で小児科医会や小児保健協会が開催

する研修集会（愛知県小児科医会の例会など）は従

来一律８単位に認定してきましたが、小児科学会の

地方会（前者と異なり基本単位に相当）の８単位に

比べると開催時間や演題数などが少ないものが多い

ようです。このため、開催時間く３H寺間、演題数く

４題などの研修集会は表１に準じ２～４単位と認定

し直しました。研修内容の改善があれば申請により

８単位に戻すことも可能です。

また全国集会である小児科学会分科会の研修集会

も一律に８単位と認定してきましたが、この機会に

再吟味し、その時間や内容に応じ３～８単位と認定

されます。

大学や病院の医局主催の研修集会は単位として認

定していません。従来は当該施設の部外者にのみ研

修単位を発行してきましたが、部内者・部外者の区

別が必ずしも明確でないことも多く、何よりもダブ

小児科学会専門医

愛知県認定研修会

小児科専門医の資格更新に関する研修集会の認定

単位が見直され、昨年（2012年）１０月から変更にな

りました。疑問や戸惑いをお感じの先生方もいらっ

しゃることと思います。この間の経過と今後の方向

について現時点で分かっていることを記し、皆様の

ご理解の一助になればと考えています。

わが国の専門医制度（当初は認定医制度）は1962

年４月の曰本麻酔指導医制度を嗜矢として次第にそ

の数を増し、1981年11月には専門医制度を有する２２

学会が参加して「学会認定医制協議会」が設立され

ました。曰本小児科学会は1985年に認定医制度を発

足させています。「学会認定医制協議会」は2001年

１月に「専門医認定制協議会」と改称し、医師以外

の委員を加えた評価専門委員会を設置しました。学

会とは一定の距離を持つ第三者的視点が必要との要

請を受けてのことです。翌2002年４月には厚生労働

省の告示により専門医の広告ができるようになりま

した。これに合わせ曰本小児科学会も認定医制度を

｢小児科専門医制度」へと変更しました。「学会認定

医制協議会」は同年12月に法人格を取得し「中間法

人曰本専門医制評価・認定機構」（以下、「専認構」

と略す）となりました。

昨年８月現在、１８の基本領域と20のサブスペシャ

リティー領域の専門医制度が「專認構」に属し、基

本領域の専門医に認定された後に初めてサブスペシャ

リティー領域の専門医が取得できる二段階制の仕組

み（いわゆる二階建て構造）となっています。「小

児科専門医」は基本領域に属し、現時点では基本領

域の専門医を重複して取得することはできないルー

ルになっています。

「專認構」の主な役割の一つに、各専門医制度の

－５０－
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表１．曰本小児科学会専門医資格更新のための研修集会の承認基準および研｛|多単位基準（2011）（修正20129.2）

①2011年以後の新規申請については、上記の基準に従って研修単位を決定する。
②遠隔地、過疎地における研||多集会については特別な理由があれば、理由書を提出していただき、中央資格認定委員会で検討する。
③小児科医会・小児保健協会関連の研修集会については、開催時間３時間以上、演題数４題（特別演題を含み）を満たせば８単位と
する。その基準に該当しない場合は全国統一基準に準じるものとする。

ただし、今後内容の改善が行われれば、再度の申請によって８単位を認める。その場合、過去１回の実績報告で審査する。

④その他

ＪＰＳオンラインセミナーを充実させるので、ご活用いただきたい。②～④については2012年５月27日の理事会で追記

曰本小児科学会専門医資格更新のための研修集会の認定単位（愛知県関連分）表２ 2012年８月

［
四画》》》》》】亟亟》》》

午･安城･碧南小児科|矢会

5１

統 基準 備考（注意点）

1）会則があり、事務局、研究会の運営責任者等が明記されてい

ること。

2）原貝|]として出席者の50％以上が小児科医であること。

３）過去３回以上開催されている研I|多集会であること。

4）演題は２題以上あること。

5）都道府県全体、およびそれ以上におよぶ広域のものは３～４

単位とする。都道府県内、および市内レベルのものは、２～

3単位とする。

･製薬会社等が単独主催しているものは認めない。

･参加者名簿を提出していただく。小児科専門医研修に有用な内

容の会であるかを審査する。

･過去の実績（参加人数、プ□グラム、ポスター、チラシ、抄録

集等）を提出していただき審査する。

.特別講演１題のみの研究会は認めない。

･単位数は、開催地域や実質開催時間などを考慮して基準範囲内

で決定する。

･実質開催時間とは、薬斉||等の説明や休憩などを除いた時間とす

る ○

承認番号 申請団体名（研修集会名） 主催者 事務局（申請団体） |日単位 新単位

2012-Ａ-313 )<|]谷・安城・碧南小児科医会 )<||谷･安城･碧南小児科医会 )<||谷医師会館 ３ ２

2012-Ａ-314 岡崎小児科医会･岡崎市民病院小児科合同症例検討会 深田昭彦 岡崎市医師会 ３ ２

2012-Ａ-318 尾北小児科医会臨床懇話会 尾崎隆男 江南厚生病院こども医療センター ３ ２

2012-Ａ-319 豊田加茂小児科医会例会 安藤伯秋 豊田加茂医師会館内 ３ ２

2012-Ａ-321 成長ホルモン研究会 ノ'1|｜正道 名古屋大学医学部小児科学教室 ３ ３

2012-Ａ-323 東海小児アレルギー談話会 宇理項厚雄 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院小児科 ５ ３

2012-Ａ-325 日本小児神経学会東海地方会 熊谷俊幸 名古屋大学医学部小児科学教室 ５ ４

2012-Ａ-326 巾部ｎ本小児腎臓病研究会 都築一夫 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 ５ ３

2012-Ａ-329 東海小児腎臓病談話会 都築一夫 名古屋学芸大学ヒューマンケア学部 ５ ３

2012-Ａ-330 東海新生児研究会 三村真秀 愛知医科大学 ５ ４

2012-Ａ-331 東海小児血液懇話会 ／]､烏勢二 名古屋大学医学部付属病|廃小児科内 ５ ３

2012-Ａ-332 東海小児感染症研究会 尾崎隆男 江南厚生病院 ５ ４

2012-Ａ-333 東海小児造血細胞移植研究会 東海小児造血細胞移植研究会 名古屋市立東部医療センター守山市民病院 ５ ３

2012-Ａ-337 安城小児疾患研究会 宮島雄二 愛知県厚生連安城更生病院小児科 ３ ２

2012-Ａ-338 東海小児循環器談話会 馬場礼三 あいち小児保健医療総合センター ５ ３

2012-Ａ-341 東海小児かん研究会 小島勢二 名古屋大学小児科学教室 ５ ４

2012-Ａ-343 モスネット 佐々木邦明 佐々木こどもクリニック ３ ２

2012-Ａ-346 名古屋市小児科医会例会 北條泰男 北條小児科内科医院内 ５ ３

2012-Ａ-347 日本小児心身医学会東海｣上陸地方会 ﾌ１１ｍ敏之 星ヶ丘ﾏﾀﾆﾃｨｰ病院内 ５ ３

2012-Ａ-348 東海外来小児科学研究会 矢|嶋茂裕 矢l鴫小児科小児循環器クリニック内 ５ ３

2012-Ａ-350 愛知小児気管支喘息ＱＯＬ研究会 鳥居新下 愛知医科大学小児科 ５ ２

2012-Ａ-351 小牧小児科医会例会 後藤’恒規 小牧市医師会館 ３ ２

2012-Ａ-352 愛知小児アレルギー研究会 宇理項厚雄 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院小児科 ５ ３

2012-Ａ-355 小児呼吸器・アレルギーセミナー 伊藤浩明 あいち小児保健医療総合センター ５ ２

2012-Ａ-357 東海小児尿路疾患研究会 星長清隆 名古屋学芸大学ﾋｭｰﾏﾝｹｱ学部 ５ ３

2012-Ａ-358 南部小児科懇話会 田政功 中部労災病院 ３ ２

2012-Ａ-360 中部出生前医療研究会 杉浦真E］ 名古屋市立大学医学部 ５ ３

2012-Ａ-362 東海小児内分泌セミナー ノIUll正道 名古屋大学医学部小児科学教室 ５ ３

2012-Ａ-363 東海臨床遺伝・代謝懇話会 鈴木康之 名古屋市立大学大学院医学研究科新生児小児医学分野 ５ ２

2012-Ａ-366 名古屋予防接種研究会 水野美穂子 大同病院小児科 ３ ２

2012-Ａ-367 小牧春日井小児科懇話会 河邊人加 春日井Tb｢民病院小児科内 ３ ２

2012-Ａ-368 小児喘口フォーラム 鳥届新Ｉ１ｚ 藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院小児科 ３ ３

2012-Ａ-369 東海小児リウマチ・膠原病研究会 鶴澤正仁 愛知医科大学医学部小児科学教室 ３ ３

2012-Ａ-371 東海111崎病研究会 馬場礼三 あいち小児保健灰療総合センター ３ ３

2012-Ａ-374 愛知吸入療法フォーラム 水野美穂子 大|可病院小児科 ２

2012-Ｂ－ｌ５ 愛知県小児科医会研修会 北條泰男 愛知県小児科医会 ８ ３

2012-Ｃ-20 愛知県小児保健協会総会兼学術研修会 長嶋正實 あいち小児保健医療総合センター ８ ８
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ルスタンダードになることは好ましくありません。

Webカンファレンスも現時点では参加者の確認が

難しいなどの理由で単位を認定していません。

今後、小さな地域や少人数で開催される研修集会

は原則として研修単位が認定されない方向にありま

す。このような集会も専門医の研鐺として意義はあ

りますが、内容を客観的に検証することが難しく、

専門医制度の質を担保するためにはやむを得ないと

考えています。地方の事情を考慮していないとのご

不満もあるようですが、これを補うものとして日本

小児科学会の専門医オンラインセミナーがあり、各々

が１～２単位で基本単位に相当し、現時点でも合計

100単位を超えるまでに充実しています。是非ご利

用ください。

そして研修集会も５年ごとに認定を更新していた

だくことになります。更新には、研修集会のプログ

ラムや抄録、参加者名簿などの保存が必要になりま

す。

以上が研修集会の認定単位の変更に関する説明で

すが、専門医の資格更新に関しても以下のごとき変

更があります。

今後は基本単位を重視する方向にあり、2015年３

月からは資格更新に必要な基本単位が50単位（従来

は30単位）に増えます。なお、日本小児科医会生涯

教育セミナーは基本単位として承認されましたが、

開催後に参加者名簿を提出するよう義務づけられま

した。基本単位以外の研修集会においては、－人の

専門医が同一の研修集会で取得できる単位に上限

(おそらく年８単位まで）を設ける方向です。

海外留学中の専門医に対し資格更新時に単位を優

遇していましたが、今後は特別措置を行いません。

この措置は規定に明文化されたものではなく、内規

による運用でした。

論文も研修単位として認められますが、査読

(peerreview）を受けて雑誌に掲載されたものに限

ります。なお、総説は認めません。

研修記録簿ならびに研修参加証は2014年３月提出

分から原本をご提出いただくことになります。更新

申請の際はコピーをお手元に残し、原本を簡易書留

でお送りください。

これらの変更を受けて研修記録簿の改定を行って

います。また、変更点は曰本小児科学会誌にお知ら

せとして掲載いたしますので、ご注意下さるようお

願いします。

－５２－
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7．予防接種：海部医療圏の広域化は行われている。

ＢＣＧ以外は個別接種。

飛島村のみ水痘ワクチン、おたふくワクチンは

１回2000円、インフルエンザワクチンは１回

1000円の助成金が出ている。

８．医療費公費負担は以前と変わらず。愛西市：小

学校６年生まで、津島市：小学校入学まで、飛

島村：１８歳まで医療費無料、その他の市町は中

学校卒業まで無料

９．小児科医が少ないため、全科の医師が行ってい

る。

10．なし

11．現在、私が監事の立場で参加しているが、小児

科医が誰もいない時期もあります。

12.なし

（報告者：鈴木孝一）
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海部・津島小児科医会

1．海部津島小児科医会：会長鈴木孝一

2．弥富市・愛西市・あま市・津島市・大治町・

蟹江町・飛島村

３．１９名（県小児科医会11名）

4．講演会、症例検討会（年３回）

第76回平成24年６月16日（士）午後３時～

於海部医師会館（当番幹事津島市民病院小

児科部長高田弘幸先生）

講演会「曰常遭遇する小児皮盧疾患一アトピー

性皮盧炎を中心に－」

聖隷三方原病院皮盧科部長白濱茂穂先生

参加者１７名

第77回平成24年10月20曰（士）午後３時～

於海部医師会館（当番幹事厚生連海南病院

小児科部長一木貴先生）

講演会「病診連携をふまえた小児感染治療」

富士重工業健康保険組合太田記念病院

副院長・小児科部長佐藤吉壮先生

参加者２４名

第78回平成25年２月16曰（士）午後３時～

於海部医師会館（当番幹事加藤医院院長

加藤錠一先生）

講演会「臨床医における実践的なインフルエン

ザ対策と治療法について」

サイトウ正クリニック院長斉藤吉人先生

副院長斉藤晶子先生

参加者16名

5．平曰夜間：午後８時30分～11時30分（海部地区

救急診療所で海部・津島市医師会合同）

海部医師会（海部地区急病診療所）：

休曰・祝曰・ＧＷ・年末・年始：午前９時～午

後９時、土曜日：午後６時～９時

津島市医師会（津島市休日診療所）：

休日・祝曰・ＧＷ・年末・年始：午前８時30分

～16時30分

6．児健診は原則小児科医が行っているが小児科医

のいない地区もあるため内科医に協力してもらっ

ている。

一宮小児科医会

1．会長：平谷良樹

平成25年１月１曰で会長交代浅野恵子が引

き継ぐ

２．属する市町村名：一宮市（|日尾西市、｜日木曽川

町を含む）

3．会員数：２４名（小児科医19名うち勤務医５名）

そのうち13人が愛知県小児科医会会員

4．総会：平成24年６月28曰（士）

名古屋マリオットアソシアホテル

ミクニナゴヤにて開催

理事会：平成24年９月22曰（月）医師会館にて

開催

学術講演会：

１）平成24年６月14日於真清田神社参集殿

「予防接種に関する最近の話題」

～2012年度ポリオ・結核・麻疹風疹対策を中心

に～

川崎医科大学小児科教授中野貴司先生

２）平成24年８月２日於：クラシックホテル

ー宮市産婦人科小児科合同講演会

「周産期と乳児期の感染症対策」

～母体と新しい命を如何にして感染症から守る

か～

愛知医科大学感染制御部

主任教授三鴨廣繁先生

３）平成24年９月27日於真清田神社参集殿

「心臓手術の現状と将来」

－５３－
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国立循環器病研究センター名誉総長

川島康生先生

４）平成25年２月２曰於一宮市医師会館

「小児医が診る耳の診方と中耳炎に対する抗菌

薬の処方例」

千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科

教授工藤典代先生

５）平成25年３月28曰於クラッシックホテル

「寛解を目指すアトピー性皮膚炎の治療」

～皮盧｢科医が考える外用療法～

愛知医科大学病院皮盧科竹尾友宏先生

小児科臨床研修会：

１）平成24年７月12曰（木）

於一宮西病院大会議室

症例①一過'性右上下肢脱力にて心身症を疑わ

れ診断までに時間を要した症例

一宮市立市民病院小児科

吉田あや先生

症例②細菌性肺炎に急性腎障害を伴った一例

一宮西病院小児科水川花織先生

症例③カテコラミン誘発性多形'性心室頻拍の

臨床像

総合大雄会病院小児科

金子蝉先能

２）平成25年２月14日（木）

於一宮市立市民病院

症例①溺水による心停｣'二の蘇生後に低体温療

法を施行し、後遺症なく退院した11歳男

児例

一宮市立市民病院小児科

岡村淳先生

症例②当院における小児領域の言語聴覚療法

一宮西病院リハビリテーション科

舟橋有紀先生

症例③内科療法で経過をみている肥厚性幽門

狭窄症の乳児例

総合大雄会病院小児科北川幸子先生

＊特別企画講演会

平成25年３月21曰（木）

於一宮西病院大会議室

平谷先生講演会

「インドＮＩＤ(NationallmmunizationDay）

参加とブータン公式訪問」

平谷小児科平谷良樹先生

5．小児救急

平曰月曜から金曜まで午後８Ⅱ寺～11時

日曜・祝曰午前９時半～５時まで

休曰急病診療所にて医師会内科、小児科医が

担当

６．健診

４ヶ月、１歳半健診は医師会小児科医が担当、

３歳健診は、医師会小児科医および内科医、岐

阜大学病院小児科医で担当

乳幼児に関しては眼科健診、耳鼻科健診は行っ

ていない。

保健センター主催の乳児健康講座への講師派

遣小児科医3回、

７．予防接種について

・広域化なし

・平成24年４月からＢＣＧの個別接種開始。接種

率は前年と同じであった。

・定期外接種の公費負担：ヒブ3,000円/回、肺炎

球菌4,000円/回、子宮頸がん5,000円/回の自

己負担。

８．小児医療の公費負担状況、今後の見通し

未就学児：保険診療自己負担分を全額助成

小学・中学生：入院は保険診療自己負担分を

市が全額助成。通院に関しては保険診療分の１

割を窓口で負担残りを市が補助。

９．校医、園医

一宮市医師会員（小児科医優先）で分担

10．育児支援への取り組み

特になし

11．地区医師会での小児科医の関与の状況

学校保健、母子保健（予防接種、幼保育園）

の分野で医師会理事を務め、予防接種において

は個別化、定期外接種の公費負担に関し、率先

して市へ要望している。市からの予防接種委託

料は医師会で一括して清算、各診療所に支払わ

れる。この際の医師会へ払う手数料につき、委

託料金からワクチン代金を差し引いたものに定

率をかけることに平成25年４月から変更となる。

１２．県小児科医会への提言、要望

特になし

（報告者：浅野恵子）

刈谷･安城･碧南小児科医会

刈谷･安城･碧南小児科医会：会長宗田英幸

刈谷、知立、高浜、安城、碧南市

開業医･勤務医併せて52名、このうち大府、岡

崎、豊田市の開業医の先生６名も含まれていま

す。
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５．安城市においては平曰の８時から10時まで持ち

回りで夜間診療をしていますが、小児科だけで

はありません。休口については休日診療所、総

合病院Ｖ市民病院などにて行っています。数年

前に安城巾に小児夜間診療所をつくる話があり

ましたが、立ち消えになっています。

６．刈谷市では４ヶ月・１歳６ヶ月・３歳、安城市

では４ヶ月健診は小児科医のみにて行っており

ます。また、高浜市では５歳健診を行っていま

す。

７．高浜市・碧南市においてＢＣＧ・ＤＰＴが、安城

市においてはＢＣＧの一部が集団接種となって

います。ヒブ・肺炎球菌・子宮頸がんワクチン

が、全Thで任意接種行政措置がとられています。

８．全市において中学校３年生まで公費負担となっ

ています。

９．若干小児科医の数が多い市もありますが、人数

の関係上他科の先生に頼らざるを得ません。

１０.刈谷・安城・高浜・安城市には病児保育施設が

あります。碧南市では確認できませんでした。

（報告者：宗田英幸）

講演会は年５回開催、うち１回は特別講演で総

会は５月の講演会の時に行っています。症例検

討会は刈谷豊田総合病院小児科にて年２回、安

城更生病院小児科にて年３回行われています。

●第228回平成24年５月８Ｈ（火）

午後８１１寺～10時

開催場所：刈谷医師会館３階ホール

参加人数：４０名

「学校検尿について」

刈谷豊田総合病院小児科平井雅之先生

「先天性梨状窩瘻の術後再発が疑われた一例」

メ'1谷豊田総合病院小児科川井学先生

●第229回平成24年７月10円（火）

午後811寺～10時

開催場所：刈谷医師会館３階ホール

参加人数：２９名

「ＩＶＩＧが有効であった遺伝'性圧脆弱性ニュー

ロパチーの一例」

安城更生病院小児科片岡伸介先生

「当院職員における麻疹・風疹・水痘・ムン

プスの血清抗体価の検討」

安城更生病院小児科片岡仲介先生

●第230回平成24年９月１１曰（火）

午後811寺～10時

開催場所：刈谷医師会館３階ホール

参加人数：３３名

「マイコプラズマが原因と考えられた髄膜炎

の３例」

刈谷豊田総合病院小児科臼井芙季子先生

「横隔膜弛緩症の１例」

）<'1谷豊田総合病院小児科川井学先生

●第231回平成24年11月13日（火）

午後811寺～10時

開催場所：刈谷医師会館３階ホール

参加人数：４０名

「予防接種の話題一DPT-IPVを中心に－」

独立行政法人国立病院機構三重病院

院長庵原俊昭先生

●第232回平成25年２月12日（火）

午後８時～10時

開催場所：刈谷医師会館３階ホール

参加人数：３７名

「ダウン症候群に合併した白血病」

安城更生病院小児科片岡仲介先生

「安城更生病院で経験した小児白血病の患者

像と治療成績」

安城更生病院小児科部長宮島雄二先生

４．

豊田加茂小児科医会

1．会長：安藤伯秋

2．豊田巾、みよし市

3．会員数６５名（開業：４２名、勤務医23名)、

うち県小児科医会会員：１６名

4．平成24年度豊田加茂小児科医会総会・講演会

平成24年５月１２曰（士）午後４時30分

於ホテルトヨタキャッスル

「予防接種新時代～複数ワクチンの使い分けは

必要か？」

川崎医科大学小児科学教授中野貴司先生

第52回豊田加茂小児科医会例会

平成24年７月28曰（士）午後２時30分

於豊田加茂医師会館

１）胃腸炎症状と意識障害を来した１１ヵ月男児

のｌ例

豊田厚生病院小児科牧祐輝先堆他

２）顔IIilqll経麻癖や血尿など多彩な症状で発症

した急性リンパ性白血病の１例

トヨタ記念病院小児科加藤耕治先生他

３）様々な症状で受診した頭蓋内病変の３例

豊田厚生病院小児科加納孝真先生他

４）乳幼児脳腫瘍の初発症状
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－最近経験した３症例の臨床的検討一

トヨタ記念病院小児科音羽奈保美先生他

５）痙蘂を群発したロタウイルス性腸炎の１例

豊田厚生病院小児科大萱俊介先生他

６）新生児化膿性股関節炎の１例

トヨタ記念病院小児科川本英範先生他

豊田加茂小児科医会セミナー

平成24年12月８日（士）午後２時30分

於豊田加茂医師会館

１）当院における卵アレルギー児に対する食物

経口負荷試験とその後の食事指導について

トヨタ記念病院小児科アレルギー外来担当

大島美穂子先朱

２）食物アレルギー診療ガイドライン2012ポイ

ント

藤田保健衛生大学坂文種幸H徳會病院

小児科教授宇理須厚雄先生

第53回豊田加茂小児科医会例会

平成25年２月９日（士）午後２時30分

於豊田加茂医師会館

１）腹痛を主訴に紹介となった14歳女児例

豊田厚生病院小児科加納孝真先生他

２）ロタウイルス冑腸炎に合併した急性腎後性

腎不全の１例

トヨタ記念病院小児科新井紗紀子先生他

３）ＲＳＶ感染が軽快した後も喘鳴が持続した

１歳男児の１例

豊田厚生病院小児科牧祐輝先生他

４）当院で最近６ヶ月間に経験した脳炎・脳症

の５例

トヨタ記念病院小児科加藤耕治先生他

５）レントゲンで右肺が真っ白だった生後１ヵ

月児の１例

豊田厚生病院小児科鬼頭真知子先生他

６）当院における2011年から2012年の川崎病患

者の動向

トヨタ記念病院小児科原紳也先生他

5．小児救急について（－次救急、休曰急病診療所

あるいは二次病院での取り組みなど）

現在、豊田市・みよし市の休曰・夜間の時間

外初期診療は小児・成人ともに豊田加茂医師会

立体曰救急内科診療所（以下休曰診療所）と豊

田地域医療センター（以薑下医療センター）にお

いて小児科医を含む内科系医師が対応している。

医療センターにおいては土曜曰の夜間は小児科

医（保健衛生大学小児科より派遣）が当直して

いる。

また、二次救急については小児二次救急輪番

制を稼働しており、豊田厚生病院とトヨタ記念

病院の２病院が交替で準夜・深夜・休日祝祭ｕ

のすべての二次救急に対応している。

６．健診（３～４ヶ月、１才６か月、３才その他）

の実際

豊田市：３～４ヶ月健診の大部分は名古屋大学小

児科に委託、１才６か月と３才児健診は

豊田加茂医師会に医師の派遣を依頼し、

1才６か月健診は小児科医で担当、３才

児健診は内科医を含めた２人体制のうち

１人は小児科医が担当している。

みよし市：１才６か月健診を開業小児科医３名で

担当している。３～４ヶ月と３才児健

診はみよし市民病院経由で名市大へ委

託している。

平成21年度から豊田加茂地域母子保健事業研

究会を設立し、健診の質の向上と精度管理を口

指して、講演会の開催と１才６か月健診及び３

才児健診の受診状況を検討している。

７．予防接種についての状況（定期外における公費

負担など）

子宮頸がん等ワクチン接種事業は、全額公費

負担で実施している。

他の任意接種ワクチンについては現在公費助

成はなし。

８．小児医療の公費負担状況今後の見通しなど

平成20年度より中学３年生まで自己負担が無

料（外来、入院とも）

９．校医、園医の状況など

豊田市：小中学校、保育園、公立幼稚園の校医・

園医は豊川加茂医師会へ推薦依頼があり、

医師会の学校保健委員会で調轄して対応

している。保育園、幼稚園の園医は交替

時にできるだけ小児科医を優先して推薦

している。

みよし市：同じく豊田加茂医師会経由で推薦して

いる。

小児科医優先であるが、小児科医が少ないの

で、園医に占める小児科医数は30数％である。

10．病児保育など育児支援への取組の実情など

病児保育：現在、医療機関併設型が２ヶ所と保育

園併設型が１ヶ所稼働している。

育児支援：豊田加茂児童虐待事例検討会とみよし

市虐待協議会へ医師会代表として参加

している。

11．地区医師会での小児科医の関与の状況
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第７回小牧春曰井小児科懇話会

平成25年２月23曰

演題１：「Ｈピロリの除菌が有効であった慢

,性ITPの１例」

春曰丼市民病院小児科石黒智紀先生

演題２：「同時期に入院した軽度脳症と思われ

る２例」

小牧市民病院小児科木田茂先生

演題３：「けいれん発作群発後に脳波異常が持

続し診断がついた先天異常症候群の１例」

愛知県心身障害者コロニー中央病院

小児神経科倉橋宏和先生

演題４：「漢方治療が思いの外に奏功した小児

例」

わかばこどもクリニック院長

若宮辰嘉先生

演題５：「風しんの成人例一麻しんの臨床経過

をとった風しんの27歳男子例」

いとうこどもクリニック院長

伊藤道男先生

５．休日診療所に出務し小児救急等の診療にあった

ている

６．４ヶ月健診は小児科医会員が従事し、１歳半、

３歳の健診は医師会員全員で従事している

７．当市では水痘、おたふくワクチンが公費負担と

なっており、また、７市町村で広域化をはかっ

ている

８．従来通り

９．校医、園医は医師会会員で担当している

10．病児保育は、はやしこどもクリニックが公費負

担を受け行っている

11．ごとう小児科の後藤」巨規先生が医師会会長を

担当されている

１２．平成24年11月１曰志水こどもクリニック

志水哲也先生が日本医師会最高優功賞を受賞さ

れました

（報告者：林芳樹）

平成24年度は医師会役員に副会長１名、理事

２名、監事１名が小児科医。医師会内委員会に

４名、その他、医師会推薦で行政の会議に出て

いる場合などあり。

(報告者安藤伯秋）

小牧市小児科医会

1．小牧市小児科医会：会長林芳樹

2．小牧市医師会

３．Ａ会員74名、Ｂ会員38名、うち小児科医会会員

数８名（Ａ会員６名Ｂ会員２名）

４第５回小牧春曰井小児科懇話会

平成24年２月４日

特別講演「ワクチンに関する最近の話題～ロタ

ウイルスワクチンを中心に」

講師庵原敏昭先牛

独立行政法人国立病院機構三重病院

院長

他４演題

小牧市予防接種セミナー

平成24年５月26日

「生後２ヶ月からのワクチン戦略」

講師総合上飯田第一病院小児科

後藤泰浩先生

第６回小牧春曰井小児科懇話会

平成24年８月18日

演題１：「乳児期にてんかんに似た発作性行動

を呈した２例」

愛知県心身障害者コロニー中央病院

小児神経科梅村紋子先生

演題２：「脳腫瘍の４例」

春曰丼市民病院小児科田上和惠先生

演題３：「小児感染性冑腸炎からのウイルス検

出状況～８年間の成績について～」

志水こどもクリニック

院長志水哲也先生

演題４：「ミノサイクリンが著功した不明熱」

小牧市民病院小児科本田茂先生

第27回小牧小児科医会講演会

平成24年12月１６日

「当院小児心臓外来のまとめ」

小牧市民病院小児科塚田知代先生

「ヒトパレコウイルス感染症について」

志水こどもクリニック院長

志水哲也先牛

舂曰井市小児科医会

春日井市小児科医会会長：伊藤道男

春日井市

会員数（開業・勤務医その他）そのうち当小児

科医会会員数

会員数２７名

開業医２２名

●
●
●
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勤務医５名

愛知県小児科医会会員数１１名

4．例会、総会、講演会、症例検討会など

①例会・抄読会

８月、１２月を除く毎月第３月曜日（第３月曜

日が休曰の場合第２月曜曰）午後１時30分～３

時春日井市健康管理センター応接室年間10回

②講演会、懇話会

午後３時～５時30分

会場：春曰井市民病院３階講堂

１．Ｈピロリの除菌が有効であった慢｣性

ＩＴＰの１例

春日井市民病院小児科

石黒智紀先生他

２．同時期に入院した軽度脳症と思われる

２例

小牧市民病院小児科本田茂先生他

３．けいれん発作群発後に脳波異常が持続

し診断がついた先天異常症候群の１例

愛知県心身障害者コロニー中央病院

小児神経科倉橋宏和先生他

４．漢方治療が思いの外に奏功した小児例

わかばこどもクリニック

若宮辰嘉先生

５．風しんの成人例一麻しんの臨床経過を

とった風疹の27歳男子例

いとうこどもクリニック

伊藤道男先生

４．春日井市小児科医会例会特別講演会

曰時：平成24年10月15曰（月）

午後１時30分～３時

場所：ホテルプラザ勝川

演題：ＨＰＶワクチン

～子宮頸がん予防の観点から～

演者：ＮＴＴ東曰本関東病院

産婦人科近藤一成先生

小児救急について（－次救急、休曰急病診療所

あるいは二次病院での取り組みなど）

平曰夜間、土曜夜間、休日の一次救急の内科

系の救急に小児科医も参加。

独立で小児救急の担当を行ってはおりません。

健診［４か月、１歳半、３歳その他］の実際

４か月健診、１歳半健診：集団で実施。小児

科医のみで担当。

３歳健診：３歳健診は、内科医に協力をお願

いしている。

予防接種についての状況（定期外における公費

負担など）

ＢＣＧは集団接種。それ以外の定期予防接種

は、個別接種。

定期外予防接種：小児用ワクチンの公費助成

はありません。

尾張北部医療圏で広域化：平成24年６月１曰

より実施。

小児医療の公費負担状況

1．第７回春曰井小牧小児医療懇話会

開催曰：２４年４月28日（士）

午後６時～７時30分

場所：ホテルプラザ勝111

演題：「食物アレルギー診療ガイドライン2０

１２のポイント」

－経口抗アレルギー薬の使い方を含めて－

講師：藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院

小児科教授宇理須厚雄先牛

2．春日井市小児科医会講演会

開催曰：平成24年12月１１曰（火）

午後２時～３時30分

場所：ホテルプラザ勝111

講演：「腸管感染症update

～腸管出血性大腸菌とロタウイルス～」

講師大阪労災病院小児科部長

川村尚久先牛

3．小牧春曰丼小児科懇話会

①第６回小牧春円丼小児科懇話会

開催曰：平成24年８月18円（士）

午後３時～５時30分

場所：小牧市民病院大会議室

一般演題４題

Ｌ乳児期にてんかんに似た発作性行動を

呈した２例

愛知県心身障害者コロニー中央病院

小児神経科梅村紋子先生他

２．脳腫瘍の４例

春曰井市民病院小児科

田ｔ和惠先生他

３．小児感染性胃腸炎からのウイルス検出

状況－８年間の成績について

志水こどもクリニック

院長志水哲也先生他

４．好酸球'性食道炎の一例

小牧市民病院小児科

本田茂先生他

②第７回小牧春日井小児科懇話会

日時：平成25年２月23曰（土）

５．

６．

７．

８．
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北設楽郡には会員がいない

4．例会、総会、講演会、症例検討会など

○第161回東三河小児科医会学術講演会

曰時：平成24年５月25曰（金）１９:20-21:００

会場：ホテルアソシア豊橋５Ｆチェリールーム

特別講演：「喘息・アレルギー疾患治療の現在

から近未来へ」（20:00-21:00）

岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学

教授近藤直実先生

○第162回東三河小児科医会総会･学術講演会

曰時：平成24年６月２曰（士）１４:30-17:００

会場：ホテルアソシア豊橋５Ｆ「ザパティオ」

東三河小児科医会総会：１４:40-15:００

特別講演１：「ワクチンアジュパント開発研究

の新展開」（15:00-15:50）

医薬基盤研究所／大阪大学免疫学

フロンティア研究センターワクチン学

教授石井健先生

特別講演２：「たかが「おねしょ」、されど

「おねしょ｣、夜尿症:子供から大人まで」

（16:00-17:00）

豊111市民病院副院長/泌尿器科部長

津ヶ谷正行先生

○第163回東三河小児科医会学術講演会

曰時：平成24年10月27曰（士）１８:00～20:００

会場：ウェステージ豊橋４Ｆ「ハーモニー」

特別講演１：１８:15-19:００

（座長:医療法人ささき小児科院長

佐々木俊也先生）

「ポリオワクチンの今後の動向～今まで

の経緯も含めて～」

だいとうクリニック予防接種センター／

大同病院小児科主任部長浅井雅美先生

特別講演２：19:00-20:００

（座長:豊橋市民病院小児科部長

小山典久先生）

「曰常よく見られる小児外科疾患」

藤田保健衛生大学医学部小児外科

教授鈴木達也先生

○第164回東三河小児科医会症例検討会

曰時：平成24年12月19曰（水）２０:00～21:３０

場所：豊橋市民病院第二会議室

発表１：「肝機能異常の８歳女児」

豊川市民病院小児科相原早希先生

発表２：「奥三河医療圏の小児科入院需要に関

する－考察」

新城市民病院小児科影山里実先生

中学３年までの通院、入院無料

９．校医、園医の状況など

小学校、中学校校医積極的参加者が少なく、

医師会から割り振っている。耳鼻科、眼科、皮

盧科以外の全科の医師にお願いしている。

学校耳鼻科校医耳鼻科医が担当。

学校眼科医眼科医が担当。

保育園医公立保育園は、毎週訪問（Ｏ～２

歳児対象。診察、健診）の義務があり、かなり

園医に時間的負担があり、小児科医は各１～２

園を担当し、内科医の有志にも１～２園の園医

をお願いしている。小児科医も最近では、予防

接種等で｣忙しく、なかなか欠員時の補充に難渋

している。なお、毎週の訪問義務があり、１人

の医師に３～４園の担当には無理がある。

市内の幼稚園は、すべて私立であり、健診は

年１～２回で、園が個別に医師にあたって決め

ている。

10．病児保育など育児支援への取り組みの実情など

病児保育は、市の基準に合致するかの審査の

後、３カ所に市から補助金が出ている。

３か所の内、小児科医が運営している所はl

か所のみで、２か所は内科系の医師による運営

である。小児科医による病児保育への新規参入

は見込みがない。

11．地区医師会での小児科医の関与の状況

医師会内で、理事に小児科の枠はない。小児

科の関わる事項については、小児科医会からの

出席を求められ、協議に参加している程度。

12．県小児科医会への提言や要望

県小児科医会に加入していない小児科医に参

加を勧めるが、参加意義を感じないといわれ、

なかなか新規加入を得られない。

13．その他

特になし。

（報告者：伊藤道男）

東三河小児科医会

1．会長：大西正純

２．属する市町村名

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、

北設楽郡（東栄町、設楽町、豊根村）

3．会員数そのうち県小児科医会会員数

会員数115名（開業医74名、勤務医41名）

そのうち県小児科医会会員33名

－５９－
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発表３：「東三河地域小児医療の現状と問題点

２０１２－アンケート調査の結果について－」

ざさき小児科佐々木俊也先生

○第165回東三河小児科医会症例検討会

日時：平成25年２月2011（水）２０:00～21:３０

場所：豊橋市民病院第二会議室

発表①：「豊橋市休曰夜間急病診療所の現状に

ついて」

大林こどもクリニック大林幹尚先生

発表②：「こどもの病気に関する母親の考え方

と母親に対する情報提供の試み」

豊橋市民病院小児科杉浦至郎先能

発表③：「当科のマイコプラズマ肺炎治療

一初期治療効果､ステロイド例の検討一」

渥美病院小児科村田浩章先生

○第166回東三河小児科医会症例検討会

日時：平成25年４月17曰（水）２０:00～２１３０

場所：豊橋市民病院第二会議室

発表①：「豊橋市民病院小児科における在宅医

療適応患者の実態と課題」

豊橋市民病院小児科田中達之先生

発表②：「小児科開業医における在宅医療支援」

大谷小児科大谷勉先生

○第260回愛知県小児科医会例会講演会

曰時：平成24年９月30Ｕ（口）１４:00～17:００

場所：ホテルアソシア豊橋５階

ザ・ボールルーム

講演１：「古くて新しい抗ヒスタミン薬：その

適正使用を考える」

国立病院機構三重病院臨床研究部長

藤澤隆夫先牛

講演２：「重症心身障害児者・筋疾患の在宅医

療の現状」

愛知県心身障害者コロニーこばと学園長、

愛知県心身障害者コロニー中央病院

小児神経科熊谷俊幸先埖

5．小児救急について

（１）豊橋市

休曰夜間急病診療所

夜間（毎口）午後８時～翌朝７時

休日午前911寺～午後５時

開業小児科医20時～2311寺

（２）豊川市

１次救急

休曰夜間急病診療所

夜間（毎曰）午後811寺～午前０時

土曜曰午後311寺～午前０時

休円 午前９時～午前０時

午前００寺以降の，次救急豊川市民病院

２次救急

豊川市民病院

（３）新城市

１次救急

夜間診療所

夜間（毎日）午後８時～午後11時

新城市休日診療所

休日午前１０時～午後５時

２次救急

昼間新城市民病院

夜間豊川市民病院、豊橋市民病院

（４）蒲郡市

１次救急

夜間（毎曰）午後８時～午後11時

休日 午前９時～午後５時

２次救急

蒲郡市民病院

（５）田原市

１次救急

開業医が在宅で担当

平日（毎日）診療終了後～午後９時

休日 午前９時～午後５時

上記以外の時間は豊橋市民病院

２次救急

昼間渥美病院

上記以外の時間は豊橋巾民病院

（６）北設楽郡

東栄町１次、２次とも東栄病院が担当

設楽町特になく東栄病院か他の地区ｃ設楽町特になく東栄病院か他の地区の病

院へ

健診の実際

（１）豊橋市

４ヶ月、１歳６ヶ月、３歳児健診を保健セ

ンター、保健所にて医師２名体制

（２）豊川市

４ヶ月、１歳６ケ月、３歳児健診を保健セ

ンターにて医師2名体制

（３）蒲郡市

４ヶ月、１歳８ケ月、３歳児健診を保健医

療センターにて

（４）田原市

４ヶ月、１歳６ケ月、３歳児健診を福祉セ

ンターにて

（５）新城市

４ヶ月、１歳６ヶ月、３歳児健診を保健セ

６．
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小中学校医師会が教育委員会からの依頼

を受けて在籍数400名以下の学校は１名、４００

名以上は２名、800名以上は３名の校医を医

師会が推薦する。

園医およびそれ以外の学校医師会は関係

ンターに

（６）北設楽郡

東栄町東栄病院にて実施

設楽町保健センターにて実施

豊根村保健センターにて実施（年４回、

医師は新城市民病院から派遣）

7．予防接種の状況

（１）豊橋市

全て個別接種

ロタウイルスワクチンに対して費用助成あ

り

（２）豊川市

ＢＣＧ以外は全て個別接種

（３）蒲郡市

４種混合、３種混合、ＢＣＧ、不活化ポリオ

は集団接種

上記以外は個別接種

（４）田原市

ＢＣＧ以外は全て個別接種

（５）新城市

ＢＣＧ、ＭＲ、曰本脳炎1期は集団接種

それ以外は個別接種

（６）北設楽郡

東栄町個別接種（主に東栄病院にて接種）

設楽町保健センターで集団接種

豊根村曰本脳炎は集何|接種

それ以外は診療所で個別接種

8．小児医療への公費負担状況

（１）豊橋市

小学校卒業までは入院、外来共に全額公費負

担

中学校卒業までは入院は全額公費負担、外来

は保険診療自己負担額の2分の1を公費負担

（２）豊川市

中学校卒業まで外来、入院共に全額公費負担

（３）蒲郡市

中学校卒業まで外来、入院共に全額公費負担

（４）田原市

中学校卒業まで外来、人院共に全甑公費負担

（５）新城市

中学校卒業まで外来、入院共に全額公費負担

（６）北設楽郡

中学校卒業まで外来、入院共に全額公費負担

9．校医、園医の状況

（１）豊橋市

職員50名以上の学校に産業医を置くことに

（２）豊川市

せず個別に契約

（３）蒲郡市

（４）田原市

内科医を中心に開業医が２～３か所担当

（５）新城市

眼科、皮盧科以外の医師が分担して担当

（６）北設楽郡

東栄町東栄病院から派遣

設楽町地区医師会に依頼

豊根村地区医師会に依頼

10．病児保育など育児支援への取り組み

（１）豊橋市

１か所実施

１か所予定

（２）豊川市

１か所実施

（３）蒲郡市

lか所実施

（４）田原巾

なし

（５）新城市

なし

（６）北設楽郡

なし

11．地区医師会での小児科医の関与

（１）豊橋市

予防接種、母子保健に関しては小児科予防接種、母子保健に関しては小児科医会

の意見が反映

（２）豊川市

副会長１名、理事１名が小児科医

(報告者：大西正純）

知多半島小児科医会

1．会長：林義久

２．地域：半Ⅲ市、東海｢h｢、知多市、大府Tl可｢、

ｒｈ、東浦町、阿久比町、武豊町、美浜町、

多町

3．会員数：２３名（開業医20名、勤務医３名）

県小児科医会会員１８名

4．例会及び講演会：奇数月、総会：３月

`常滑

南知
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小児救急：半田病院救急外来にて火曜口と金曜日

に20時～22時30分（１次救急を診察し、入院は、

半田病院研修医にお願いする｡）

健診：半田市についてですが、３ヶ月、1歳半、

３歳、問題ある場合１ヵ月後に再診又は専門医
へ

予防接種：半田｢h、東海市、常滑市、武豊町は個

別接種、大府市、知多市、阿久比町、東浦町は

一部個別又は集団接種です。南知多町、美浜町

は集団です。

ヒブ、肺炎球菌、子宮頸がんワクチンはすべ

ての地区公費助成です。

公費負担状況：通院：中学卒業までが大府市、阿

久比町、武豊町、東浦町で、小学校卒業までが

知多市、東海市、半田市、南知多町で、小学校

３年生までが常滑市、美浜町です。

学校医、園医：小児科医が少ないために学校

医は少なく、園医に関しても0歳児のいる園は

小児科医だけで行い、他は内科系の医師。

病児保育所は常滑市と東浦町にあり、半田市

も25年度中に認可予定。

地区医師会での仕事にはできるだけ協力して

いますが、人数が少なく、発言力も小さいと思

われます。

(報告者：林義久）

づけ（江南厚生病院）

２）中枢神経症状を呈したマイコプラズマ感染

症の２例（江南厚生病院）

３）特別講演｢日常診療の中の先天代謝異常症」

豊田厚生病院小児科部長梶田光春先生

出席25名

第96回（於江南厚生病院）

平成25年２月21円（木）１９時00分～

１）細菌J性腸炎に関するＯｖｅｒｖｉｅｗ（江南厚生

病院）

２）カンピロバクター腸炎の臨床的および細菌

学的検討（江南厚生病院）

３）病原体診断された小児百曰咳の臨床像（江

南厚生病院）

４）ムンプスワクチンの課題（江南厚生病院）

出席22名

5．病診連携小児休日診療・センター方式として、

日曜祭曰の曰勤帯（午前９時から午後５時まで）

の小児一次救急医療を地域の開業医が江南厚堆

病院内の「こども救急診察室」で行なっている。

江南市、犬山市、岩倉市、大口町の小児科開業

医９名が参加している。

7．江南市、犬山市、扶桑町、大口町は広域化され

ているc

8．江南市：平成23年７月診療分から助成対象を拡

大し、小学４～６年生の通院医療費の３分の２

を助成。小学３年生までの通院・入院、小学４

～中学３年生までの入院の自己負担分を全額助

成。

犬山市：小学３年生までの通院・入院の自己負

担分を全額助成ｃ

岩倉市、大口町：中学３年生までの通院・入院

の自己負担分を全額助成

扶桑町：１２歳までの通院、１５歳までの入院の自

己負担分を全額助成

(報告者：尾崎隆男）

尾北小児科医会

１．尾北小児科医会：尾崎隆男

2．江南市、犬山市、岩倉市、扶桑町、大口町

岐阜県可児市、岐阜県美濃市、岐阜県各務原市、

岐阜県関市

3．会員数勤務医14名開業医15名

４．尾北小児科医会臨床懇話会

第94回（於江南厚生病院）

平成24年６月21曰（木）１９時30分～

１）菌血症を反復した１例（江南厚生病院）

２）小児Bell麻痒におけるＨＳＶおよびＶＺＶの

関与の検討（江南厚生病院）

３）心理社会的低身長および類似の症例（中儂

厚生病院）

４）膵炎を発症した13歳男児例（江南厚生病院）

出席22名

第95回（於名鉄犬山ホテル）

平成24年９月１３曰（木）１９時00分～

１）小児気道感染症に対するオラペネムの位置

岡崎小児科医会

Ｌ岡崎小児科医会：会長、深田昭彦

2．属する市町村名：岡崎市、幸田町

3．会員数（開業・勤務医その他）そのうち当小児

科医会会員数

勤務医４，開業医56,県小児科医会会員数勤

務医２，開業医28

4．例会、総会、講演会、症例検討会など
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「無痛無汗症の兄妹例」

岡崎市民病院小児科谷口顕信先生

「新生児期に発見された咽頭ポリープの例」

岡崎市民病院小児科細川洋輔先生

･１２月５曰第23回発達フォロー協力医症例検討会

「虐待について」

岡崎市子ども部家庭児童課児童相談班

班長青山康代氏

．１２月19日第344回岡崎市民病院･岡崎小児科医会

合同症例検討会

「外来診療に役立つ新生児の診方」

名古屋第二赤十字病院

小児科新生児科部長(兼）

総合周産期母子医療センター

副センター長田中大平先生

・１月１６曰第345回岡崎市民病院･岡崎小児科医会

合同症例検討会

「小児科医が知っておきたい小児整形外科疾患」

あいち小児保健医療総合センター整形外科

医長北小路隆彦先生

・２月６日岡崎小児科医会学術講演会

「ロタウイルス感染症とワクチンー接種医として

知っておきたい事一」

国立病院機構福岡病院統括診療部長

岡田賢司先生

・２月20曰第346回岡崎市民病院･岡崎小児科医会

合同症例検討会

「急性腹症の１例」

岡崎市民病院小児科小児科渡邊由香利先生

「異型狭心症の１例」

岡崎市民病院小児科西田大恭先生

・３月27曰岡崎小児科医会学術講演会

「風疹・サイトメガロウイルスなどによる先天性・

周産期感染」

名古屋大学大学院医学系研究科小児科学

講師伊藤嘉規先生

５．小児救急について

岡|崎市公衆衛生センターにおいて毎曰午後８時

～11時まで小児科医師（大学病院からの応援と当

会員）が診療にあたる。

日曜・祭曰は内科系の枠で各医院で輪番当直と

して午前９時～12時、午後２H寺～６時で診療。

いずれも二次・三次病院として主に岡崎市民病

院が受け入れていただいている。

６．健診

４ヵ月健診は個別健診、１歳半、３歳は岡崎市

保健所において２人体制で集団健診。

・４月18曰第339回岡崎市民病院･岡崎小児科医会

合同症例検討会

「デジャブ(既視感)を主訴とした脳腫瘍の１例」

岡崎市民病院医局長早川文雄先生

「新生児期の虐待により重度脳障害を残した２例」

岡崎市民病院小児科松沢麻衣子先生

・５月16曰第340回岡崎市民病院･岡崎小児科医会

合同症例検討会

「緑の森こどもクリニック１歳６ヶ月健診後の

フォローの４年間のまとめ」

緑の森こどもクリニック山森紀美子先生

「早期介入の考え方」（発達障害を含めて）

緑の森こどもクリニック山森紀美子先生

・６月６曰第２１回発達フォロー協力医症例検討会

「３人の心身症児～その成人後の変化～」

ともキッズクリニック糸ﾙﾄ|小児科

糸ﾙﾄ｜朝久先生

・６月20曰岡崎小児科医会総会並びに学術講演会

「子育て支援から始める軽度発達障害の臨床：ペ

アレントトレーニングを中心に」

山形大学医学部看護学科臨床看護学講座

教授横山浩之先生

・７月18曰第341回岡崎市民病院･岡崎小児科医会

合同症例検討会

「新生児へルペス脳炎の２例」

岡崎市民病院小児科西田大恭先生

「乳児の身震い発作について」

岡崎市民病院小児科増田野里花先生

・９月12曰第２２回発達フォロー協力医症例検討会

「岡崎市こども発達センター（仮称）等基本計画

策定委員会の報告一現状と課題一」

岡崎市民病院医局長早川文雄先生

・９月19日第342回岡崎市民病院･岡崎小児科医会

合同症例検討会

「乳児期に発症した心房粗細動の１例」

岡崎市民病院小児科増田野里花先生

「熱中症によって誘発された胸痛を伴った心筋障

害の１例」

岡崎市民病院小児科江見美杉先生

・１０月17曰岡崎小児科医会例会ならびに学術講演

会

「小児科診療におけるカルニチン欠乏～その抗生

剤必要ですか？～」

名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・

小児医学分野准教授伊藤哲哉先生

・１１月２１曰第343回岡崎市民病院･岡崎小児科医会

合同症例検討会
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要精検児は、岡崎市民病院小児科･発達札|談外来、

第二青い鳥学園などへ紹介。

子育て支援的な児はかかりつけ医への紹介となっ

ている。

小児科何でも相談：当会員が２カ月に３１百|のペー

スで元気館（保健所）で子育て支援として相談に

のっている。

保健所で２歳児の歯科健診時に、発達相談を保

健師中心に行っている。

７．予防接種についての状況

生ポリオワクチンが８月まで集団接種、以後不

活化ポリオになり全部のワクチンが個別接種となっ

た。

ヒブ（自己負担1000円）、肺炎球菌ワクチン

（自己負担1200円)、子宮頚がんワクチン（自己負

担1500円）に補助あり。それ以外は補助はない。

予防接種協力医には予防接種協力医講演会（年

２回）への出席を義務化されている。

８．小児医療の公費負担状況、今後の見通しなど

現在、中学生まで入院、外来とも公費負担

９．校医、園医の状況など

保育園医、幼稚園医は交代時、可能な限り小児

科医が担当となるよう調整している。保育園園医

は現在50園中33園（66％）が小児科医が担当。

10．病児保育など育児支援への取り組みの実情など

病児保育はなく、病後児保育として、こども課

が実施主体として数園で行っている。

育児支援として⑥に述べたように、保健所主導

で何でも相談として育児祁談等を行っている。

１１．地区医師会での小児科医の関与の状況

医師会副会長１名、理事３名（うち１名は市立

岡崎病院から）が担当

12．県小児科医会への提言や要望

13．その他

岡崎市こども発達センター（仮称）の基本計画

策定委員会が立ち上げられ、平成28年度の完成に

向け進行中である。

（報告者：深、昭彦）

4．会議等

瀬戸旭小児科医会研修集会

○曰時：平成24年７月14曰(士）１６：００～１８：００

場所：瀬戸旭医師会１階ホール

出席者：１２名

講演：「小児呼|吸器感染症の最近の話題とガイ

ドライン２０１１について」

講師：名古屋大学医学部附属病院

小児科助教川田潤一先生

症例報告：「最近経験した腸重債症例について」

公立陶生病院立川雅美子先生

○曰時：平成24年12月８曰(士）１６：００～18:００

場所：瀬戸旭医師会１階ホール

出席者：18名

講演：「インフルエンザの最新の話題」

講師：北里埖命科学研究所

所長中山哲夫先生

症例報告：「当院における重症ＲＳウイルス感

染症の検討」

公立陶上E病院楢原翔先生

○日時：平成25年３月30日(士）１６：００～１８：００

場所：瀬戸旭医師会１階ホール

出席者：１４名

講演：「インフルエンザ予防と治療」

講師：独立行政法人国立病院機構三重病院

院長庵原俊昭先生

症例報告：「当院における今季の感染｣性腸炎の

まとめ」公立陶埖病院楢原翔先生

5．小児救急について：

1次救急

輪番当直を実施

士曜曰１７：００～２０：００，

口・祝口９：００～１２：００，１７：００～２０：００

２次救急

公立陶生病院、旭労災病院

6．健診（４か月、１歳半、３歳その他）の実際：

３か月、１歳半、３歳の集団健診を小児科医

のみで実施。

7．予防接種についての状況：なし

８．小児医療の公費負担状況：

瀬戸市0歳～中学３年生まで、

尾張旭市0歳～中学３年生まで

９．校医、園医の状況：小児科医会の会員が担当し

ている数（把握しているもののみ）

瀬戸市校医：小学校20校中５校、

園医：保育園24園中14園、

幼稚園７園中１園

瀬戸旭小児科医会

瀬戸旭小児科医会会長：長江秀利

市町村名：瀬戸市、尾張旭市

瀬戸旭医師会会員数：２１８名、

内小児科医会員数：１２名、

小児科医会会員数：１４名
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（よ'１１学校卒まで公費負担

９．校医、園医は医師会員の||頂番制。各小児科医会

会員とも校医か園医を担当

１０．病児保育：日進市内に１施設ある。

11．各支部医師会に会員の２名が理事担当

（報告者：川井進）

尾張旭市校医：小学校９校中３校、

園医：保育園11園中５園、

幼稚園３園中２園

10．病児保育など育児支援への取り組みの実情：病

児・病後児保育は尾張旭巾で１件実施

11．地区医師会での小児科医の関与状況：理事に２

名在籍。

12．県小児科医会への提言や要望：なし。

13．その他：なし

（報告者：長江秀利）

名古屋市小児科医会

1．会長：津村治男

2．属する市町村：名古屋市

3．会員数：168名（平成25年３月３１日現在）

4．例会、総会、講演会、症例検討会など

名古屋市小児科医会の活動

平成24年４月１曰から25年３月31円まで

○第１２回総会例会

平成24年10月14曰愛知県医師会館地下講堂

役員改選、活動報告、会計報告、予算案審議な

どの議事、例会講演、懇親会。

講演（１）「小児呼吸器感染症の話題～溶連菌、

マイコプラズマ、新しいウイルスについて～」

独立行政法人国立成育医療研究センター

生体防御系内科部感染症科

医長宮入烈先生

講演（２）「小児薬物療法のＡｔｏＺ～最新'情

報を含めて～」

慶應義塾大学薬学部実務薬学科

教授木津純子先生

○理事会平成24年７月２１曰､平成24年10月14曰、

平成25年３月30Ｕ

○学術講演委員会平成25年３月30口

○救急医療委員会平成24年６月16曰、

平成24年９月１曰、平成24年12月８日、

平成25年３月２曰

○病児保育委員会平成24年７月７曰

○学校医・園医委員会平成25年１月26曰、

平成25年３月９曰

○連続勉強会

第29回平成24年４月14日高岡健先生

「自閉症スペクトラムの臨床」

第30回平成24年６月２３日田中大平先生

「外来で見る新生児の診察所見一意外と知ら

れていないPitfall-」

第31回平成24年８月18曰片岡正先生

「大きき変わる予防接種一最近の知見一」

第321亘｜平成24年12月１曰吉村陽子先生

東名古屋小児科医会

１．束名古屋小児科医会（会長：川井進）

2．属する市町村：長久手市、曰進市、東郷町、

豊明市

3．会員数14名（勤務医：２名開業医：１０名、

大学病院小児科：２名）

4．年２回例会を兼ねて講演会を開催している

．２４年９月29日講演会

「岡崎市での麻しん流行を振り返って」

花田直樹先生

（岡崎市花田こどもクリニック院長）

「母斑に対する最近のレーザー治療」

横尾和久先生

（愛知医科大学形成外科教授）

･２５年２月２曰講演会

「言語聴覚療法について」

味岡二枝先生

（愛知国際病院言語聴覚士）

「皮盧科医が行う小児アトピー性皮膚炎の治療」

矢上晶子先生

（藤田保健衛生大学皮盧科准教授）

･特別企画として24年10月17曰

「第１回保健師、助産師、看護師のための予防

接種セミナー」

宮津光伸先生

（名鉄病院予防接種センターセンター長）

5．小児救急：夜間は２つの大学病院に依頼。日曜

祝曰は曰進休曰診療所にて内科医と小

児科医で当番制

6．健診：各保健センターにて３ヶ月、１歳半、３

歳健診担当

7．ヒブ、肺炎球菌、子宮頚癌は全額公費負担、他

の補助はなし

8．公費負担：東郷町は高校卒まで、その他の３市
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「先天'性外表異常一こどもの成長に関わる形

成外科一」

第33回平成25年２月９曰永吉昭一先生

「最近５年間のヒト・メタニューモウイルス

（ｈＭＰＶ）感染症について（ＲＳＶ感染症との

比較)」

○その他

平成24年４月５曰名古屋市医師会の委員会

に下記の先生を委員として推薦した。

地域保健・健診委員会：鴫康子先生、救急

医療・少子化対策委員会：津村治男先生、急

病センター運営委員会：森孝生先生

平成24年４月７曰名古屋市医師会長・副会

長との懇話会を開催した。

平成24年４月19日北区エコチル調査推進委

員会の推進委員に就任する承諾書を郵送した。

平成24年４月19日第30回連続勉強会のお知ら

せを会員にファックスした。

平成24年５月23日第３回北区エコチル調査

推進委員会（北区医師会館）に津村治男副会長

が代理出席した。

平成24年５月25曰第30回連続勉強会のお知

らせ(再送)を会員にファックスした。

平成24年６月15曰名古屋市医師会から、委

託予防接種(不活化ポリオ及びロタウイルスワ

クチン）に関する説明会の講師派遣依頼が届い

た。講師は後藤泰浩先生。

平成24年６月18日冊子「小児市中感染症の

外来治療と耐性菌」（社会保険中京病院小児科

部長柴田元博先生著）を発行し、会員に3冊

ずつ送付した。

平成24年７月12曰第４回保育園や幼稚園に

通う子どもたちのための講演会「子育て支援か

ら子ども虐待防止まで～保育園・幼稚園の役割

について」愛知教育大学教職大学院特任教授

萬屋育子先生中曰パレス午後３時

平成24年７月29曰日本保育園保健協議会か

らの「平成24年度中部ブロック研修会in愛知」

の後援名義使用許可等の願いに対して、執行部

会の賛同多数を得て、承諾の返事を郵送した。

平成24年７月30曰１Zr古屋市予防接種推進検

討会名古屋市公館3階特別会議室（ポリオヮ

クチンとロタウイルスワクチンについて)。

平成24年７月３１曰平成24年11月発行予定の

会員名簿についてのアンケートを会員にファッ

クスした。

平成24年７月３１日第３１回連続勉強会のお知

らせ(再送)を会員にファックスした。

平成24年９月２曰名古屋市医師会館・急病

センター竣工記念並びに創立記念式典と祝賀会

に出席した。

平成24年９月３曰曰本小児科学会専門医制

度研修集会認可証が届き、名古屋市小児科医会

例会は10月１日以降３単位となった。認証番号2

012-Ａ・346号。

平成24年10月15曰会長交代に伴い名古屋市

小児科医会事務局を北條小児科内科医院から津

村こどもクリニックに変更した。

平成24年10月18曰名古屋医師会急病センター

において、１２月から２月の繁忙期に、日曜・祝

曰の曰勤と準夜および土曜曰の準夜は小児科医

2人体制で診療することになり、追加の出務に

関するアンケートを出務している会員にファッ

クスした。

平成24年10月１８曰第３２回連続勉強会の案内

を会員へファックスしたｃ

平成24年10月31曰冊子「食物アレルギーの

診療と患者指導2012」（藤田保健衛生大学坂文

種報徳會病院小児科教授・アレルギーセンター

長宇理須厚雄著）を発行し、会員に3冊ずつ

送付した。

平成24年11月５日第３２回連続勉強会の案内

(再送）を会員へファックスした。

平成24年12月10曰第33回連続勉強会の案内

を会員へファックスした。

平成24年12月13日会員名簿を発行し、会員

へ送付した。

平成25年１月８日名古屋医療圏地域医療連

携検討ワーキンググループに出席した。愛知県

東大手庁舎

平成25年１月15日第33回連続勉強会の案内

(再送）を会員へファックスした。

平成25年１月17曰「給与支払事務所等の開設

届出書」を名古屋北税務署へ提出した。

平成25年２月４曰平成24年度名古屋市救急

医療（時間外等）対策協議会に出席した。名古

屋市公館レセプションホール

平成25年２月23曰名古屋市医師会中川区休

日急病診療所・両部平曰夜間急病センター建替

新築完成記念式典・記念祝賀会に出席した。

平成25年２月26曰「４月からの定期接種用ワ

クチンの在庫管理について」を会員にファック

スした。

平成25年２月26曰冊子「夜尿症の生活指導
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中学１年生から高校２年生相当の女子、ロタリッ

クス6,499円＋自己負担金6,400円：１回目は

生後６週０日から生後20週Ｏ曰，２回目は生後

６週０日から生後24週Ｏ曰、ロタテック4,284

円十自己負担令4,100円：１回目は生後６週０

口から堆後24週０日，２回目は生後６週Ｏ曰か

ら生後28週０円、３回目は生後６週０日からd三

後32週0日、水痘3,949円十自己負担金3,800

円：１歳の誕生日から６歳となる曰の属する年

度の末曰まで、おたふくかぜ3,006円十自己負

担金3,000円：１歳の誕生曰から６歳となる曰

の属する年度の末曰まで。

平成25年度は委託単価の大幅変更あり。

８．小児医療の公費負担状況今後の見通しなど

中学上'三までは公費負担が有り、無料化出来て

いる。これ以上の予定はない。

９．校医、園医の状況など

名古屋市学校医会と区医師会の決定で、専任

者が決まっているのが一般です。

10．病児保育など育児支援への取り組みの実情など

名古屋市が「名古屋市病児・病後児デイケア

事業」を始め、病児・病後児保育室が9箇所、

病後児保育室が２箇所となった。名古屋市小児

科医会では、勉強会を開催しています。

11．地区医師会での小児科医の関与の状況

任期もあり、一定していないが、区会長、副

会長、種々の委員など、地区医師会の役員は多

い。

（報告者：津村治男）

と治療」（三菱名古屋病院小児科岩間正文

著）を発行し、会員に３冊ずつ送付した。

平成25年３月４曰名古屋医療圏地域医療連

携検討ＷＧ周産期医療部会に川席した。愛知自

治センター４階大会議室

平成25年３月14曰平成25年度後半の急病セ

ンター出務に関するアンケートを出務している

会員にファックスした。

平成25年３月29曰「４月からの定期接種用ワ

クチンの在庫管理について（第２報)」を会員

にファックスした。

5．小児救急について

小児救急を担当する小児科専門医を救急委員

会で定義して、これに該当する内科医も含めて、

東区の名古屋市医師会急病センターに山務して

いる。病院小児科の勤務医にも協力してもらっ

ている。

診療時間は、曰曜祝曰が曰勤10時から17時、

準夜18時から21時、土曜曰が準夜18時から21Ⅱ寺、

夜間21時から23時30分、平曰が夜間21Ⅱ寺から２３

時30分。

年末年始とゴールデンウイークは、日勤、準

夜ともに２人ずつ出務している。

２４年度より12月から２月の繁忙期には、休日

の曰勤と準夜および土曜曰の準夜も二人体制を

とっている。

6．健診の実際

各区毎に運営されていて、保健所と区医師会

で決めている。区によるやり方は、一定ではな

い。

7．予防接種についての状況（定期外の公費負担な

ど）

ＢＣＧのみ集団接種。

委託料は定期接種では不活化ポリオとＤＰＴ－

ＩＰＶを除きワクチン代含まず（定期接種のワ

クチンは、名古屋市から配給されます)、ＭＲｌ

期5,430円、２期4,564円、３期3,490円、４

期3,490円、ＤＰＴ3,554円、ＤＴ3,906円、

曰本脳炎１期3,909円、２期3,748円、接種

不可2,835円。

不活化ポリオ8,121円（ワクチン代込み)、

ＤＰＴ－ＩＰＶ１０,431円（ワクチン代込み)。

任意接種はワクチン代を含んで、ヒブ7,124

円（自己負担金なし）：生後２ヵ月～５歳の誕

生日の前曰まで、肺炎球菌9,539円（自己負担

令なし）：生後２ヵ月～５歳の誕生曰の前曰ま

で、子宮頸がん14,920円（自己負担金なし）：
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Ｑ：診療J情報提供料（１）を算定する場合は、紹介

先の保険医療機関名の記載が必要でしょうか。

Ａ：紹介先が保険医療機関である場合は、特に記載

を要しません。

「診療情報提供料（１）」の記載要領に「保険医療機

関以外の機関へ診療情報を提供した場合には、「摘

要」欄にその情報提供先を記載すること｡」と記載

されています。

通知（平成22年３月26日補医発0326第３号）
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います。結局１年半ほど乗ったあと、今度は趣向を

ガラッと変えて1986年式くらいの、英国車ジャグアー

の上級グレードであるダイムラーを購入しました。

これがかなり大変な車で、内外装ともにしっかりと

品格がありそれは申し分ないのですが、とにかくよ

く故障しました。エンジンオイルは常に漏れており、

電気系統も弱くいつもどこかに不具合があったよう

に荷己億しています。あまりに維持が大変だったため、

だんだんと丈夫な国産車が恋しくなり、１年ほど乗っ

たあとにマツダのユーノスコスモという車に乗りま

した。ロータリーエンジンを搭載し、当時の国産車

としては前衛的な、まさしく宇宙船をおもわせる内

外装でした。期待通り故障もなく、燃費こそ悪かっ

たですがよく走るいい車でした。やはり１年半ほど

乗ったあと、蝿１１１は忘れましたが父親のＢＭＷ５２５

を譲り受けることになりました。父親は一般家庭出

身のサラリーマンで、3.5Ｌエンジンの535までは手

が届かずということだったようですが、もらってお

いて何ですが非常にパワー不足を感じたのを覚えて

います。ただボディ合成は抜群で足回りも良く、速

さを求めなければ優秀な車ではありました。そして

約１年半後、ついに内外装の美しさのみでなく、パ

ワーも備えた車を手にする曰がやってきました。ジャ

グアーのＸＪ－Ｒという車で、４Lのスーパーチャージャー

エンジンを搭載し375馬力を絞り出すという、当時

のセダンとしては画期的な車でした。いろんな車と

バトルした覚えがあります。この車の末路はミゼラ

ブルで、２年程乗った大雨の曰、知多半島道路でガ

スペダルを踏み込んだ際にハイドロプレーン現象が

起き、さんざんスピンした後に路肩に衝突、幸い体

は無事でしたが車は即死状態でした。ただ幸いにも

保険にしっかり入っていたため、ちょうどその時期

に出た、同じジャグアーのＧＴカーであるＸＫＲの

限定モデルで、イギリスのＦ１が開催されるサーキッ

トの名を冠した、シルバーストーンという車を購入

することができました。当時愛知県に２台しか納車

されず、また特典として同サーキットパドックでの

Ｆ１観戦、並びにＦ１パイロットも出席するパーティー

への参加等がありましたが、忙しい勤務医では曰程

が合わず、本人限定の特典であったため代理もきか

ず、'悔しい思いをしたのを覚えています。３年程乗っ

たあるし|の夜、名古屋高遠を走っていたところ後ろ

から、明らかにチューンアップし、マフラーからバッ

クファイア－を出しながらゆっくりと追い抜いて行

くスカイラインＧＴ－Ｒに遭遇しました。こちらは妻

や犬を乗せやや重めでしたが、エンジンは先述のスー

パーチャージャー、ちょっとついて行ってみよう、
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リレー随筆（第30回）

私の愛した車たちへ

キッズランドクリニック新美直希

半田市で小児科を開業しております、新美直希と

申します。この度は、知多半島医療圏の同志でいらっ

しゃる渡邊次夫先生にご推薦頂きまして、リレー随

筆を担当させて頂くこととなりました。渡邊先牛が

Ｆ１のプラモデルの事をお書きになり、また先堆か

ら「ぜひ先生の車のことを書いて下さい！」とも言

われましたので、いささか抵抗はありましたがその

まま書かせて頂きます。さて、たいていの男の子が

そうであるように、私も幼少の頃から車が好きでし

た。本年で46歳になりますが、その頃は外車は珍し

く、ポルシェやメルセデスをたまに見かける程度、

フェアレディＺやスカイライン、またジープなどを

見かけると走り寄ってインテリアに至るまで食い入

るように見つめ、早く大人になりたい、なったらす

ぐに免許を取って、夜のハイウェイをどこまでも走

り続けてみたいと思ったものです。そんな私もいつ

しか免許取得年齢となり、－番最初に購入した車は…

これは私の車人生最大の恥部と申し上げてよろしい

かと思うのですが、その頃は当時の青春コミック

｢シャコタン・ブギ」にみられるような、暴走族っ

ぽい車が全盛期だった時代で（言い訳にはなりませ

んが)、その影響もあってクラウンロイヤルサルー

ンを購入しその系統の改造をしてしまいました。１

年半ほど乗ったのですが、クラウンから始めるとど

うしても国産車には曰がいかなくなり、しかし先立

つものはなく、ということで安価な外国車であるア

メリカ車に目がいきます。その流れでＧＭのファイ

ヤーバード・トランザムという、５ＬのＶ８エンジン

を積んだＧＴカーを購入しました。初めての外国車

であり、また出足や排気音はかなり豪』快で、よくホ

イルスピンさせながらのダッシュを楽しんでいた記

｣億があります（二つ目の恥ずかしエピソードです)。

しかし人間どうしても飽きがくるもので、作りの粗

さなども気になるようになりました。また'980年代

当時は現在よりも異性からみた車の地位が高く、そ

んな中アメリカ車のイメージの悪さもあったかと因
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と後ろについたとたんドライバーにも火が付いたの

か、突然の猛加速、ほぼ90度のコーナーに130km/ｈ

ほどで突っ込んでいくではありませんか。当時は若

かったので、よし！と思い私も後を追いましたが、

コーナーをあけてあまりに先にいるＧＴＲをみてあ

きらめました。このことがきっかけになったのか真

に速い車が欲しくなり、結構な無理を強いられまし

たがモデナF360という、Ｖ8エンジンを搭載した－

番小さなフェラーリを購入しました。さすがにこの

車はかなり速く、高速では負け知らずでした。注口

度の高さも相当なものがありましたが、当時は勤務

医で世間体も今ほどは気にならず、普通に病院に乗

り付けたりしていました。こんな私も開業時期が近

づき、自分のクリニックにフェラーリで行くわけに

もいかず、力〕と言って中途半端な車もいやだったの

で、通勤用に1988年式のメルセデスベンツ500ＳＬを

購入し、その後も元気に私の足となってくれていま

す。さてフェラーリですが、いつしか子供ができ、

２人乗りでめったに乗らなくなった車への妻の不満

がつのり、同社のＶ12エンジンで４人乗りであるス

カリエッティという車に変え、こちらは現在もたま

の家族旅行に役立っています。が、Ｖ８のフェラー

リのような熱くなれるあの感覚はありません…。こ

れがざっとまとめた私の車遍歴です。途中不正確、

不適切な表記があればどうかお許しください。私は

船酔いがひどくクルーザーには乗る気がしないため、

空ものや単車は別として、動くおもちゃは車だけ、

ということになります。お酒もたしなむためこのご

時世ステアリングを握る機会はなかなかありません

が、ハードな小児診療の褒美としていつまでもなる

べく好きな車を手に入れて、夜のハイウェイを、し

いては残りの人生を、時に炎のように、たいていは

水の流れのように、走り続けることができたらと思っ

ています。

ｶﾕ。

最近自殺をきっかけとした「いじめ」の報道が続

き、マスメディアは執勘に教育委員会や校長の不適

切な対応を批判し、まるで「いじめ」第二幕の様相

を呈した。確かに現場の怠'慢は言うまでもない。最

終的に責任を持たなければならないのは、教育委員

会である。どこの市町村でも有識者として、この教

育委員会の委員もしくは委員長に医師が参加してい

る事が多い。

しかし実際は委員として参加していても、事務局

から現場の情報があがらず、事なかれ主義の結論に

行き着く窓意的な情報のみが報告され、形式的に

｢異議無し」で会議が終了する仕組みが出来上がっ

ているように感じられる。ましてや、市町村の教育

委員会の上層組織である都道府県教育委員会は、こ

の事なかれ主義が徹底されており、人事権を持って

下部組織をコントロールしている。学校での「いじ

め」の把握は、自分たちの出世に関係しており、

｢いじめ」の有無で良い学校かを決められてしまう

ため、気づかない方が教師には都合が良い。

オリンピックが始まりテレビ報道熱は－時冷めた

が、行政は「子ども安全対策支援室」を文科省内に

設置した。そして９月初めに学校や家庭を支援する

専門家（弁護士や精神科医）らを「いじめ問題アド

バイザー」として全国200カ所に設置し、子どもた

ちから相談を受けるスクールカウンセラーを増員す

るとし、国直轄で事業を進める積極策に出た。「い

じめ」の存在を認め、現場の能力の評価をやめて、

警察にも協力を求め、約73億円の予算を計上した。

しかし、こんなことで解決するとは考えにくい。

今の学校の「いじめ」問題は、次世代を育てる教育

に今まであまりにもお粗末な予算しか投入してこな

かった政治の招いた社会病理である。「いじめ」を

なくす事は不可能と思われるが、事件に発展する前

に未然の解決を図るには、直接子どもと接触してい

る教師と親との連携が必須だろう。

また、教育現場での解決が困難となると、警察の

力を借りなければ解決できないという最悪の事態を

招かざるを得ない。川来ればこんな事態となる前に

子どもたちを守らなければいけない。「いじめ」を

発見し、事件となる前に対処するには、閉鎖的な教

育委員会の組織ではなく、加害者と被害者双方の保

護者を含めた組織を教育現場で作る必要がある。そ

して、根本的な解決には現場の教師の人数を増やし

て担任する生徒数を15人程度とし、「いじめ」解決

の方法を教師に広く習得してもらい、個人で対応す

るのではなくチームで問題を解決するきめ細やかな

再掲：子どもの発達と環境（２）

やすい医院安井洋二

2003年５月にリレー随筆「子どもの発達と環境」

を掲載させていただいた。そこに「義務教育とは子

どもに課せられた義務ではなく、国家に対して子ど

もが教育を受ける権利だ」と書いた。教育機関は本

人の社会参加に資する知の習得効率を高める環境と

して希求される場であり、無用な抑圧や不安によっ

て登校を跨踏させるような場であってはならない。

今、子どもたちの教育環境は守られているのだろう
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は解決しない。いじめ防止のためには、仲良く支え

合う大人たちの姿を子どもに見せなければならない

と思う。」と書かれていた。このことは、子どもた

ちの環境にとって最も重要なことだろうと私も思う。

対応を構築するしか方法はないように思う。そのた

めの予算なら国民も納得可能だ。－機100億円もす

る未完成の戦闘機を購入するより大切だと思うのは

私だけではあるまい。

さて、外国においても「いじめ」問題は存在し、

各国で様々な取り組みがなされている。オランダで

は、「いじめ」を研究する会社のプログラムを学校

側が選んで採用しており、教師は「いじめ」をロー

ルプレイングやワークショップを通じて体験し、最

良と思われる対応を修得させている。また公民館

(学童保育等）のような子どもの集う場所でも、こ

うしたプログラムを受講したスタッフが地域を支え

ている。

一方、最近はＩＴが発達しネットへの書き込みで

広範囲の'情報発信が可能となり、「いじめ」情報も

瞬く間に世界中に広がってしまう。かつて人は活字

になると真実であると考えやすい傾向にあった。今

曰ではネット情報も同様の心理が働きやすいのだろ

う。なかなかI情報の真偽を見分ける事が困難と思わ

れる。FacebookやTwitterと言う個人の意見を広

く発信することができる便利な発信ツールも、良識

ある発言のみとは限らず、実名でのコメントも増え

てはいるが発言責任が必ずしも守られているとは限

らない。一度発信された情報は削除することも訂正

することも困難で厄介だ。情報の拡散力は、独裁者

をその座から一気に引き摺り落とした「アラブの春」

でも明らかだ。ネットによる情報発信は社会的にま

だ始まったばかりで、大人でもそのルールが問題と

なっている。早期にマナーやルールを作り、誰もが

安心して利用できるネット環境を構築し、子どもた

ちへの適切な利用教育を考える必要がある。

情報倫理やメディア・リテラシーの向上は、'情報

化社会においてますます重要になってくるだろう。

多くの子どもたちが携帯電話を所持し、メールやソー

シャルメディアを利用している。家庭でも、家族旅

行などのカレンダー、防災や緊急用の掲示板など、

クラウドでJ情報を共有する時代だ。ソーシャル・ネッ

トワークに参加する前に、まず家庭というコミュニ

ティ内で書き込みマナーを学び合ってみるのはいか

がだろうか。もちろん、それ以前に親子での会話が

最も大切であることは言うまでもない。

中日新聞９月４日の「発言」欄に「いじめ解決は

大人が模範を」という投稿があった。「…いじめの

問題を解決するには、子どもや学校を責める前に、

まず大人が自分の姿を顧みるべきだ。曰分が子ども

の人間関係づくりの良いモデルになっているかどう

かをだ。…連帯感のない地域社会では、いじめ問題

｢開業小児科医の'忙しさ指数」

豊川市ささき小児科佐々木俊也

「私は最近'忙しい。昼も夜も週末もゆっくり休む

ヒマが無い。開業して16年たち外来受診するこども

の数はピークを過ぎているのに、何でこうなのか？

豊川市休曰夜間急病診療所当直へ出かけるのとは

別に、医療過疎に喘ぐ東三河北部医療圏の中心地Ｓ

市の夜間診療所へ月一山週末に出かけているため？

いや違う、やっぱりワクチンだ。当院も平日の昼休

みは他クリニック同様ワクチン接種を行っているが、

午前診療やワクチン接種が多少でも長びくとまず昼

飯はない（看護職員／事務職員はうまくローテーショ

ンが組んであるので問題なし)。そういえば４か月

健診も｢豊l11TfTのこどもは丁寧に診てもらっている

という実感をパパママに持ってもらうため」という

市の方針で一回の集団健診受診数を50名に限り小児

科医二名体制であたることになった（Ｈ２3年度から)。

今まで小児科医一名が二名体制になったので、出動

回数が二倍に増えたのだ。さらにこの５年間東三河

地域には小児科新規開業が一件もないことが東三河

小児科医会調査で判明した。病院勤務小児科医も忙

しいが開業小児科医だって不足していて』忙しい。と

ころで愛知県内他地域の状況はどうなのだろう？」

開業小児科医は自身のクリニック診療業務の他、

乳児健診、予防接種、休日夜間診療参加などで多'忙

を極めています。私が知る範囲で愛知県内各市町村

の小児保健サービス（育児支援／乳児健診／予防接

種など）は均一に企画／提供されていると思います

が、これらを委託ざれ活動している小児科医の数に

は地域間の偏りがあり、従って開業小児科医一人あ

たりの忙しさには明らかな県内格差があるのではな

いかというのが私の仮説です。私は以前から、次の

指数がその地域における開業小児科医一人あたりの

忙しさをある程度反映すると考えています。ここで

言う開業小児科医とは小児科を主に標傍する開業医

のことで、その大半は小児科専門医です。

その地域の開業小児科医一人あたりの忙しさ指数＝

（地域の０－４歳児人ロ)／(地域の開業小児科医数）

諸先生方お気づきの通り、忙しさ指数は開業小児
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科医一人が担当する０－４歳児の小児保健サービス

量を示しています。愛知県、名古屋市、中核都市そ

して豊川市はじめ東三河地域についてこの忙しさ指

数をみてみます。

14年間の病児保育

医療法人松111クリニック松川武平

私が運営している病児保育室プチポケットは平成

11年に設立して今年で14年になります。時が経つの

は本当に早いものです。平成11年７月より始めたの

ですが、やってみたいと言う気持ちばかりが先走り、

病児保育の基本もわからず－から手さぐり状態で始

めた訳です。「如何して始めたのですか」とよく聞

かれました。以前、私のクリニックは病室を６室有

した小さな有床診療所でした。職員の子どもが病気

になると院内に連れて来て病室で寝かせている事が

よくありました。職員に休まれると困るためクリニッ

クとしては好都合でした。そんな事が病児保育の始

まりだったような気がします。クリニックに来る子

ども達を見ていると親の都合で熱が出ているのに保

育園に連れて行ってしまうとか、病気が治っていな

いのに保育園に出してしまう事はよくあります。極

端な場合は上の子に学校を休ませて下.の子の面倒を

看させているケースもよくありました。以前より病

児保育が枚方市で行われている事を知っていました

ので、こんな子どもたちをいくらかでも助ける事が

私のクリニックでも出来ないだろうかと考えた訳で

す。子どもは多くの人に抱かれたほうが幸せになる。

昔の社会は皆が助け合って育児をしました。たくさ

んの人に係わって成長しました。今の社会は核家族

です。多くの子どもたちは親や学校の先生しか大人

と触れ合う機会がなくなりました。社会性が身に付

く機会が減っているのです。病児保育は親を助ける

だけではなく、子どもにとっても隣近所や親戚のお

ばさんの代わりになりうるものと考えるととても大

切な事業と思った訳です。

名古屋市は政令都市の中で最も病児保育への理解

が悪く長い間補助制度はありませんでした。何度足

を運んでも、部署が違う、前例がない、「病気の時

ぐらい親が面倒を看るべき」と受け入れてもらえま

せんでした。名古屋市医師会、名古屋市小児科医会

の力添えでやっと名古.屋市は重い腰を上げてくれま

した。平成19年７月に補助制度が認められたのです。

私の施設は当初定員４人を看る職員２人分の給与分

(時間給に見立てた額）の補助でした。平成21年よ

り定員６人職員３人分の補助に増額され、２３年より

利用人数による補助制度に変更されました。やっと

事業内容に則した補助制度になった訳です。

私は開設当初より他所の施設は一切参考にしませ

んでした。私の施設で私なりの考えで行えばいいと

表１ ｢開業小児科医の忙しさ指数

険
考えますと、表中には標準値を下回る地域はありま

せん。豊田市の指数は標準値の12-1.6倍あります。

私の住む豊川市の指数は標準値の1.4-18倍ありま

す。田原市の指数2763.0は標準値の2.6-3.4倍です。

田原市では乳児健診や予防接種は厚生連渥美病院小

児科や小児科標傍する他開業医師の協力があり、数

値通りの』忙しさではありません。しかし豊川市では

乳児健診、予防接種のほぼ大半は開業小児科医に集

中しその忙しさは数値の通りと考えられます。

本文の趣旨は、愛知県内開業小児科医の忙しさに

地域間格差があることについての功罪を考えること

ではありません。このような指数を各地域の行政や

医師会へ客観的に示すことで、小児科医の不足する

地域では小児科標傍する他科医師の乳児健診、予防

接種そして休曰夜間診療における小児科診療への参

加/協力を促していきたいと考えています。

（注：④０－４歳人口は、愛知県県民生活部統計

課ＨＰより愛知県人口動|可調査結果Ｈ２５２から愛知

県内全ての市町村データが出ている。⑧開業小児科

医数は、e-Stat政府統計の総合窓口ＨＰよりＨ22年

医師・歯科医師・薬斉||師調査＞統計表＞年次＞2010

>表番号41.から全国の中核都市以上が掲載されて

いる。各地域の先生方も開業小児科医数をカウント

され、是非忙しさ指数を算出してみてください）

－７２－

④０ 4歳
人口

⑧開業小児科
医数

'忙しさ指数
(④／⑧）

全国 526万人 6,562人 8０１６

愛知県 347,246人 326人 1065.2

名古屋市 97,768人 １１２人 872.9

豊田市 20,671人 16人 1291.9

|舌’崎市 19,274人 22人 876.1

豊橋市 17,586人 20人 879.3

豊１１１市 8,694人 6人 1449.0

蒲郡市 3,193人 3人 1064.3

田原市 2,763人 1人 2763.0

新城市 L635人 2人 817.5

北設楽郡設楽町 127人 0人

北設楽郡東栄町 84人 0人

北設楽郡豊根村 17人 0人
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いう考えを貫いていました。やや了見が狭いかもし

れませんが、私の出来る範囲内での病児保育を提供

すればいいという考えで始めました。今でも変わり

はありません。全て試行錯誤の状態で対応してきた

ように思います。職員たちも私の我儘によくついて

来てくれたと思いますし、皆がよく協力してくれま

した。私が開設した時には、名古屋地区では何処に

も病児保育は行われておらず、病児保育は全く認知

されていませんでした。何とか病児保育を認知させ

たく内の看護師たちに近隣の保育園や幼稚園に回っ

てもらったりもしました。時には競争がたきのよう

に思われた事もあったようです。私の地区は名古屋

市の東部のベットタウンです。市営の団地が点在し

ている所です。当然、核家族や共働き世帯の多い所

ですので徐々に口伝えに認知され、利用者が徐々に

増えて行きました。すると今度は職員の確保が問題

になりました。初めは片手間に行っていましたので

看護師が子ども達の世話をしていたのですが、看護

師自体'忙しくまた保育には手馴れていませんので多

くの子どもの世話をすることは当然無理なことです。

次に考えたことは近くの子どもの好きなおばさん達

に手伝ってもらう事にしました。補助が一切ない状

態で全て持ち出しでしたから、パートタイマーの形

でお願いをしました。平成15年に常勤の保育士を一

人確保し纏め役として働いてもらいました。常勤の

保育士１人と４～５人のパートで運営することにな

りました。真面目で頑張り屋の保育士さんでしたの

で我が病児保育室の基礎固めがしっかりできました。

しかし－人に重荷を背負わせてしまった為か負担が

大きく大変だったようで辞める事になってしまいま

した。そこで平成23年より現在の常勤保育士２人体

制にしました。－人は幼稚園で何年も働いていたベ

テランさん、もう一人は大学卒の新米さん、この二

人がとても息が合って頑張ってくれています。今は

非常にいい状態で回っていると思っております。

運営上ではさまざまな問題があります。登録の仕

方の問題、利用予約の問題、キャンセルの問題、病

児受け入れ人数の問題、職員手配の問題、隔離の問

題、給食の問題、またルーズな利用者への対応、病

児急変時の対応、預かる病児の年齢格差の対応、障

害児への対応、元気すぎる子への対応、など曰々さ

まざまな問題がありますが何とかスムーズな対応が

できるようになって来ました。

経営的には補助金も利用人数に見合った額を頂け

るようになり、以前に比べ格段に楽になりました。

現在は、病児室４部屋、定員18名、常勤保育士２人、

非常勤職員６人十看護師で運営を行っております。

極力お断りすることなく預かれるよう努力しており

ます。少しでも多くの子どもたちの助けになるよう

頑張っていこうと考えています。

今の親たちを見ていると親自身が核家族・少子化

の世代で育っている為か、人との関わりが希薄な状

態で育っており、また小さい子どもの世話をする機

会が少ないためか子どもの扱いが身に付いていない

親が多いように感じます。子どもに対して過度に過

保護であったり、過度に放任的であったり（相手を

しない、しつけをしない親)、過度に育児不安があっ

たりと極端なケースが多いように思われてなりませ

ん。また文明社会の為なのか全てが楽で｣快適な暮ら

しができるようになりました。子どもたちは安易に

楽しく過ごす事ができます。テレビをみる、ゲーム

をする。努力なしに楽しめる訳です。面倒な事や頑

張らなくてはならない事ができない子達が増えてい

るようです。子育ては人生において最大の事業です。

とても素晴らしく価値があること、親としては幸せ

を感じる筈のものですが、言い換えればこれほど面

倒で厄介なものはありません。遊びで子育てはでき

ません。時に今の親たちは自分の遊びはしなければ

なりません、自分を美しくしなければなりません、

仕事もしなければなりません、子どもと関わってい

る時間はあまりないのです。言ってみれば軽い虐待・

ネグレクトかも知れません。「また病気をして、困っ

てしまう」と平気で不用意な言葉を子どもの前で口

にする事もよく見かけます。病気の子を労わるより

叱責してしまうのです。こんな子ども達に少しでも

手助けできれば病児保育の役目があると熟々,思って

おります。お母さんたちの子育ての一役を担えれば

価値があると思うのです。子どもはいろんな体験を

通して成長していきます。病児保育のおねえさん

(おばさん）と関わった事が子どもの人生に少しで

も良い影響を与えればと考えております。最後に私

の病児保育室のスタッフが書いた「保育士の目指し

ているもの」を紹介して稿を終わろうと思います。

保育士が目指しているもの「家庭でもなく、保育

園でもないもの」通い』慣れた園でもなく、いつも慣

れ親しんでいる保育士さんでもなく、子供たち同士

顔なじみではない、年齢もバラバラなお友達と出会

う場所…それがこの病児保育室‘`プチポケット”で

す。初めてご利用される口、保護背の方と一緒に扉

から入ってくる子どもたちの顔はほとんどの子が不

安でいっぱいの表'盾です。体調がすぐれない上に、

初めての環境で、きっと、私たちが思っている以上

の戸惑い、緊張があると思います。子どもたちもそ

うですが、保護者の方もきっとお子さん同様に戸惑

－７３－
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いの気持ちを持って来られるとⅢいます。朝、「本

当に病気の時なのに、預けてもいいのかな…」と複

雑な表｣情で話されていたお母さんがみえました。本

当はお休みを取ってお家でみてあげたいという気持

ちはきっと皆様が思っていらっしゃるけどそれがで

きないのが現状です。「大丈夫ですよ。安心してお

仕事に行って来て下さいね｡」…それが私たちの言

える精一杯のことです。お母さんと離れて、!慣れな

い場所で過ごす不安…計りしれないです。体調が悪

いのも加わってなおさら悲しくなっていき思わず涙

もこぼれます。それでも子どもたちには少しずつ話

しかけて、最初は、答えが返ってこなくても、話を

聞いてくれるだけでもいいという気持ちで繰り返し

少しずつ話しかけていきます。少しずつでも不安や

緊張がほぐれてくれたら、それで十分です。時間が

経ち、しだいに興味を持ってもらえるような遊びを

提案して、それに気持ちを向けてくれたら、心の巾

で“やった－〃”と拍手です。遊びを通して少しず

つ笑顔も増えて心を開いてくれるようになってコミュ

ニケーションが取れてきた時は最高に嬉しい瞬間で

す。「だだいま！おりこうさんに、おるすばんでき

た？」と、お家の方がお迎えに来られた時に見せる

子どもたちの本当に嬉しそうな笑顔は、また、最高

のものです。「きょうはね、レストランごっこをし

て、おりがみをして…」と今日遊んだ事を嬉しそう

に話すお子さんをみて、「朝は病気の時に預けてよ

いかまよいましたけど、安心しました｡」と笑顔で

話してくれたお母さんの笑顔を見るだけで私たちも

本当に嬉しい気持ちでいつぱいになります。「また

くるね！」と子どもたちに言ってもらえて、すごく

嬉しい反面、ここに来るということは、病気になっ

てしまうということで、それはいけないし…と複雑

な気持ちを持ちつつ、日々の出会いを楽しみにして

しまいます。自分のお家でもなく、いつも通ってい

る保育園でもない…保護者の方にとっても、また子

どもたちにとっても、困った時にいける、そして、

ほっとした気持ちで過ごすことができる、それはま

るで''しんせきのおばちゃんのお家､のような、温か

い雰囲気があるお部屋をこれからも目指していきた

いと思っています。

昨年４月より実家の小児科・内科医院で勤務をし

ております。

祖父が開院した診療所は、長く地域で診療させて

いただいているおかげか、当時子どもだった方が親

となり、孫を持ち、それでも曰常的な健康問題は私

どもの診療所に相談に来てくださいます。こうした

様子を幼少時より見てきた私は、自然と小児科専門

医ではなく、総合診療医（家庭医）を目指すように

なりました。

2000年３月に111崎医科大学卒業後、川崎医科大学

附属病院で初期研修を行い、茨城県、静岡県、千葉

県、岡山県と各地をまわって内科、小児科、整形外

科、救急医療、緩和医療、地域医療を勉強させてい

ただきました。大学病院、地域基幹病院、中小病院、

診療所での勤務は、現在の診療所に訪れる赤ちゃん

からご老人までの、急性期から漫I性期の疾患まで、

幅広く対応する能力を鍛えてくれました。

また、家庭医療学を深く学んだ影響で、疾患

(disease）だけでなく、病い（illness）に配慮する

ことや、患者さんの背景や家族、地域'性を考慮する

こと、診療に予防や健康増進を取り入れること、患

者との関係'性を重んじること、実際に実行可能な方

法を探ること、患者と共通基盤に立つことといった、

いわゆる患者中心の医療（Patient-CenteredMe-

dicine：Transformingtheclinicalmethod；

StewartM,BrownJBWestonWW,McWhinney

lR,McWilliamCL,FreemanTR2003）を実践す

る能力も鍛えられました。今後はこうした知識や技

術、態度を取り入れた診療をより充実させていきた

いと思っております。

実家が小児科医院であり、継承を視野に入れてお

りましたので、小児科領域は初期研修医のころから

勉強を続けて参りました。自分が得意とする分野は

プライマリ・ケアですので、小児科×プライマリ・

ケア＝外来小児科と考え、曰本外来小児科学会に参

加しております。学会員として大した働きはしてお

りませんが、子どもの健康問題は家族の健康問題の

縮図でもあります。食事、運動をはじめ、日常の生

活習I慣は子どもの肥満や受動喫煙と言った様々な問

題につながっています。

家族関係の障害は子どもの'情緒の発達にも影響を

与えています。７年ほど前、埼玉県の原朋邦先生に

お声をかけていただき、「家族志向の小児ケアーと

いうテーマでワークショップをさせていただいてお

ります。今壜年も開催予定ですので、ぜひご参加くだ

さい。

今後は小児科専門医と非小児科専門医の架け橋に

混乱した自己紹介

田中医院(名古屋市守山区）田中久也

このたび愛知県小児科医会に入会させていただき

ました、田中久也と申します。

－７４－
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るようですが疾病対策として昼夜を分かたい看護の

大切さもあり外来治療には自ずと限度があります。

それをしっかりと見極め、いたずらに外来治療にこ

だわらず病院にお願いするタイミングを逃さない事

が一般開業医に求められていると考えています。

なるような働きが出来れば、と考えております。よ

ろしくお願いいたします。

さて、堅苦しい話が続いてしまいました。この原

稿、ちっとも人物の魅力が伝わりませんね（笑几

かといって、おもしろい趣味を持っているわけでも

なく、優れた特技があるわけでもありません。実は

これが今最大の悩みで、つまらない人生だなあ、と

がっかりしているところです。

これではいかんと、最近いろいろやりかけたとこ

ろです。運動不足解消のため、学生時代に励んだ水

泳を始めました。一人暮らしで身につけた料理もた

まにしています。理科の実験みたいなところが興味

深く、何より食べた家族が美味しいと喜んでくれる

のが快感です。美術館にも足を運ぶようになりまし

た。実は医学部よりも美術大学に行きたかったので

す。才能には恵まれませんでしたので諦めましたが、

何か創作するのもおもしろいかもな、と思い始めて

いるところです。診療所勤務は時間がやりくりしや

すいので、つまらなくなってきた人生を楽しくバラ

色に変えるべく色々挑戦してみます。

自分は集団が苦手で、ついつい一人で行動してし

まいます。ですので、そっと見守っていただければ

幸いです（笑)。

なんだかよくわからない自己紹介となってしまい

ました。会員の皆様、こんな私ですが、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○小児時間外救急について

小児疾患の特徴は急I性の発症、急激な病状の悪化

が時々見られることであります。小児科医院を開設

するにあたって時間外診療を苦にしないよう自らに

言い聞かせる意図から開設曰を救急の曰、９月９曰

にしました。しかし病院勤務時代と異なり開業医と

して一人で夜間の救急を診ていることが続くにつれ

翌曰の診療で間違いを起こさないで、しっかりした

診療を維持することに不安を感じるようになりまし

た。名古屋市医師会から小児科専門医による時間外

小児救急患者への対応が出来るようにしてほしいと

の要請もあり、名古屋市小児科医会がそのシステム

作りに取り掛かりました。小生もその一翼を担い精

力的に取り組みました。その結果、現在では365日；

日曜曰、祭日や平曰の準夜帯に名古屋市の休曰救急

診療所で小児科専門医が小児救急患者の診察を受け

持つシステムができあがりました。開業小児科医に

とっても小児救急患者にとっても大変ありがたいシ

ステムです。休曰救急診療所での診療はその「開業

医の診療時間外」における必要最小限の診療、治療

を行うもので翌日以降に掛かりつけ医に受診する迄

のバトンタッチをすることが設立時のコンセンサス

でありました。最近、勤務される医師間でのその点

に関する認識のずれがトラブル（患者さんからの不

満）の原因となっていることがあります。また利用

される患者（保護者）さんの中には休曰救急診療所

は都合のいいH寺、何時でも見てもらえる場所である

との誤った認識のもとに受診される方々がかなりお

られるようになったのは問題であります。何らかの

改善策を検討する必要があると思われます。

山川小児科医院の子どもの病気に対する

対策と治療の基本方針

一子どもの病気に対する考え方一

山111小児科医院山川穀

○病診連携について

ここ数年の間にｂｅｄsideですぐ検査結果が得ら

れる迅速検査が多数開発され、病院でしかできなかっ

た診断が一般開業医の診療所でも簡単に出来るよう

になってきました。その結果、開業医が病院へお願

いするのは症例の診断確定より「入院治療が望まし

い」症例の入院依頼が圧倒的に多くなりました。病

院と診療所（一般開業医）との役割分担は、開業医

が殆どの疾患にまず最初に対応し、特殊な症例につ

いてのみ病院に診断治療をお願いするという形態に

なってきていることを医師と患者及びその家族が共

通認識する必要があります。治療方法も年々進化し

ており「病院に入院しなくても殆ど一般開業医の外

来で治療出来る」と豪語される開業小児科医もみえ

○予防接種の予約制について

大人とちがって子どもの病気は殆どが急性疾患で

す。体調が急変しやすい子どもに対する予防接種を

予約制にすることには少し無理があると思われます。

確かに予約制にすることによって診療側として計画

的に予防接種ができます。また予防接種を受ける子

どもと病人とを一緒にしたくないとの理由からも予

約制での接種を行っている診療所が大勢を占めてい

るようです。子どもの調子のいい時、保護者の都合

がいい時に予防接種を実施することによって予防接

－７５－
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種の接種率をあげ、接種の効果を向上させることが

できます。工夫して予約制なしで予防接種を実施す

るのが望ましいと思われます。当院では昭和62年

(1987年）の開業以来一般外来の診療も予約なしで

行い予防注射は水曜日の午前に専門外来として予約

なしで実施してきました。公費負担（無料）で接種

可能な項目の増加に伴い予防接種希望者が急激に増

加したので平成７年（1995年）からは水曜日を一日

中、平成23年（2011年）からは金曜曰の午前も予防

接種の実施曰としました。予防接種の曰に急に発症

した患者さんやその曰に診察しておきたい患者さん

は2つの隔離室や車に待っていただいて診療してい

ます。

に慎むべき行為と思います。発熱の程度は侵入して

きたウイルスの種類や量により大きな差が出ると考

えられます。３９°Ｃ～40°Ｃの高熱時には食欲減退、ぐっ

たりするなどの症状が出やすく、時にはうわごとや

熱Irtけいれんが起こる事があり合併症の発現頻度も

高くなりやすいのですが、高熱すなわち重症と考え

る必要はありません。小児、特に乳児の体温は、健

康時でも子どもを取り巻く環境温に左右され易く病

気の時にはより大きな影響を受けます。体温が37.2

～37.3°Ｃ以下の場合は元気と食欲があれば「様子を

みる」でよいことが多いが、37.5℃前後の体温があ

れば「病気がはじまった」と考え一般状態をチェッ

クし、体温を１日に３回位時間をおいてjHll定するこ

とが勧められます。しかし、たとえ高熱であっても

短時間に何度も計る必要はありません。３回連続し

て体温が平熱の範囲になるまでは外出（登園、登校）

や体力を消耗する沐浴を控えることは他人への感染

や病気の悪化を予防するために大切なこと思われま

す。発熱が高いほど脱水が起こり易いことは確かで

す。了どもの体温は前述のように環境温に左右され

易いことを利用し、高温時には涼しいぐらいの環境

温に病児を置き発熱による水分喪失を極力少なくす

れば脱水は意外に起こらないので特別に水分を投与

する必要もなくなります。高熱でなくとも発症時に

は食欲は落ちます。水分だけの投与は満腹感をあた

え栄養摂取に不利となることがままある点に留意す

べきであります。普段食べているものの巾で出来る

だけ栄養のある消化のよい食べ物を選んで摂取させ

ることで病状の悪化を防ぎ病状を改善に導くことが

出来ます。水分の補給は栄養ある物がどうしても口

に入らない場合に投与することが必要となります。

高熱になると「頭がおかしくなるとか肺炎になる」

とよく言われるようです。発熱が脳炎など頭の病気

によるものでなければ38℃台から40°Ｃの高熱でも頭

がおかしくなることはありません。風邪であっても

高熱がでることはあります。インフルエンザのよう

に高熱が６～７Ⅱ寺間から半日以上続くことはあまり

ありませんが体温が上がったり下がったりを繰り返

すことはあります。発熱があるのに寒さを訴え顔面

が蒼白になる場合は、その後に高熱になることが多

く、生死にかかわる大きな血管だけに一時的にⅢ1液

が流れ手足や顔面の抹消には血液が行かない状態で

あると考えられます。この時訴えにつられ身体を毛

布でくるんだり、暖房を使用すると体温は38°Ｃが３９

℃に39°Ｃが40°Ｃと高熱になり脱水を助長、食欲不振

や体力消耗に陥りやすくなります。

発熱と悪寒を訴える場合には一時的に手足を暖め

○ＶＰＤ（VaccinePreventableDisease）について

世界に誇れる皆保険のもと国民の健康意識の向上

と早期診断、早期治療により口本では子どもが病気

になっても重症化する頻度がごく少なくなりました。

開業小児科医の最も重要な仕事は予防接種となって

きました。ワクチンで防ぐことができる病気(ＶＰＤ：

VaccinePreventableDisease）からひとりでも多

くの人を救うために予防接種法を改正し、地域間や

経済的格差なく、希望するすべての人が定期接種

(公費負担）でこれらのワクチン接種が受けられる

制度の早期実現を国に働きかける運動がやっと曰本

医師会の活動方針として取り上げられその活動が始

まったことは大変に喜ばしいことです。名古屋市で

は多くの人々の努力によりここ数年の間に公費負担

による予防接種の項目が増加し、診療時間に占める

予防接種実施時間の比率が大きくなってきています。

予防接種は接種の仕方によりその効果に差が出る可

能性が高くその点も接種を受ける子どもたちの父兄

に理解してもらって接種するよう心がけています。

最近水痘の予防接種を２回行うよう勧める意見が聞

かれます。接種された効果を生涯にわたって効果的

にするには２回の接種をすると良いのですが、まず

優先的に運動すべきことは、水痘の予防接種を全国

的に公費負担で実施することにより子どもの１回目

の接種率を大幅に向上させることであると考えます。

○小児の発熱に対する対応について

小児の各種疾患の発症に際し発熱がかなりの確率

で起こります。小児の発熱を伴う疾患の多くは抗生

物質が無効なウイルスによるもので生体が発熱（時

に高熱）下に生体の環境を置き免疫機構が動員され

やすくする生体の防御反応と考えられます。発熱

(高熱)＝解熱剤投与との無条件に近い医療行為は厳
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るとよいと思われます。高熱があっても元気で食欲

があれば時間外夜間の救急外来を受診することはむ

しろ有害で、涼しい環境下において看護し時間内に

小児科医を受診するとよいと思われます。外来診療

で患者さんの保護者に以上の事を話しております。

小生の独りよがりかもしれない小児医療にたいする

policyの一端を述べさせていただきました。遠慮な

きご批判、ご意見をお寄せください。

－７７－
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講師あいち小児保健医療総合センター

山崎嘉久先生

愛知県医師会との共催が決まり、愛知県医師会

館地下講堂使用料は無料になった。

昨年から名古屋市の幼稚園、保育園に案内が行

くようになり、今年はさらに名古屋市の各保健所

にも案内を送り多数の参加者を期待している。ポ

スター、リーフレットは既に会員に発送した。

3）第273回臨床懇談会について

（花田理事北條会長）

平成25年１月2７１１（曰）

演題新生児マススクリーニングの今後

講師名古屋市立大学伊藤哲哉先生

4）救急委員会の報告（岩佐理事）

救急電話相談（＃8000）は、今年度よりダイヤ

ル・サービス(株）に業務を委託しているが、４－

６月に対応件数が著しく減少したことが判明した。

ダイヤル・サービスの担当者の減少が原因。

県民の需要に応えられているかどうか県の担当

者から説明を受け、電話相談の需要がどれぐらい

あるのかを、３月の協議会までに調査してもらう

ことになった。

曰本小児科医会が全国的な問題として対応する

ことを検討している。

5）予防接種協力金あるいは手数料に関する調査の

お願いについて （北條会長）

Ｕ本小児科医会会長および社会保険委員会から

調査依頼があり、ＭＬにて各地区小児科医会会長

に調査協力を依頼した。医師会が予防接種料金と

して医療機関に支払うべき金額を全額支払わずに、

協力金や手数料の名曰で医療機関から過大な徴収

をしている地区があることが問題になっている。

名古屋市、海部津島、春曰井市各医師会では直

に徴収していない。一宮市では予防接種料金の５

％を医師会に納めている。豊橋市では市委託料か

らワクチン代金を引いた額の４％としており、1

件当り140～150円になる。その一部はワクチンの

チェック代やワクチン講演会の講師代にあてられ

る。

豊川市では市との契約料の３％である。以上を

曰本小児科医会に報告した。

6）平成24年度第２回曰本小児科医会教育委員会の

報告（大谷理事）

１０月７日に岡山で委員会があり、翌８曰には生

涯研修セミナーが開催された。

第231[１１総会フォーラムが札|幌で行われ盛会であっ

た。第24回は平成25年６月８曰・９曰の両曰、大
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第４回愛知県小児科医会定例理事会議事録

日時：平成24年12月２曰（曰)午後０時30分より

場所：愛知県医師会館６階研修室

出席者：浅野、伊藤（道)、岩佐、岩間、上村、

大谷、小１１１（正)、加藤、金森、111瀬、

木戸、久野、小山、後藤（泰)、佐々木、

杉浦（潤)、鈴木（孝)、鈴木（敏)、高橋、

都築、津村、中島、永井、永吉、野村、

林（芳)、林（義)、阪、平谷、廣田、北條、

枚、水野（愛)、水野（周)、水野（美)、

宮口、宮田、山川、山口、吉田、渡辺（勇）

(協議事項）

l）第５回あいち・〈すりフォーラムについて

（北條会長）

平成25年２月３曰（曰)。「妊娠と授乳のくすり

とIEI:と子の健康一呼吸器疾患をもつ女性の妊娠・

授乳一」

例年通りの会。後援依頼あり。

（承認）

2）第28回学校保健健診懇談会について

（北條会長）

平成25年１月１４日（祝)。愛知県医師会から汁｜

席者を求められている。

木戸副会長に人選を依頼、岩間理事が出席する

ことになった。

（承認）

(報告事項）

1）会務報告（北條会長）

志水名誉会長が日本医師会最高優功賞を受賞さ

れた。また、会務報告ではないが、安城更生病院

の久野邦義先生が秋の叙勲（瑞宝巾綬章）を受け

られた。

2）第48回子どもの健康を守る会について

（水野(愛）理事）

平成25年２月1６１１（士）

演題ふだんのかかわりから始める子ども虐待防止
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･１０月２２曰に朝曰新聞の代理店からワクチン関係

の企画に広告掲載依頼があったが、愛知県小児

科医会の事業ではなく申し込みはしなかった。

（金森俊輔記）

阪市中央公会堂で開催されるが、特別講演に京都

大学iPS細胞研究所の山中教授を招聰する。平成

２６年の第25回総会フォーラムは盛岡で、また来年

の第９回生涯研修セミナーは金沢で予定されてい

る。

曰本小児科学会専門医資格更新のための研修集

会の承認基準と研修単位基準について議論された。

東京中心の単位認定制度では、地方の少人数の

小児科医では単位取得が困難である。乳児健診、

予防接種、学校医・園医、小児救急参加への実績

を小児科専門医の取得単位として認めるべきだと

いう意見や、講演会をインターネットライブなど

診療の合間に参加できる方法を考えて欲しい、と

いう意見があった。

7）ふくしまこどもワクチン基金事業への協力の依

頼について （北條会長）

福島の被災地・避難区域の子どもたちおよび自

主的避難の子どもたちへの任意予防接種助成事業

への協力依頼があった。１１月15曰から来年３月３１

曰までロタウイルスワクチンが無料となる。

福島県小児科医会として100万円、日本小児科

医会・東曰本大震災基金から1265万円の協力金が

支出される。

8）第59回曰本小児保健協会学術集会について

（阪名誉会長）

９月27日～29曰に岡山コンベンションセンター

で開催された。昨年日本小児保健学会から名称を

変更した。来年度以降多くの方に出席をお願いし

たい。小児科学会専門医10単位が付与される。

9）その他（北條会長）

・曰本小児科学会東海地方会は、平成25年２月３

曰に名古屋大学、５月19口に名古屋市立大学の

担当で行われる。

・曰本小児科医連盟からの依頼について

曰本小児科医連盟が推薦する候補を各都道府

県小児科医会から会長名で挙げるよう急な依頼

があった。

磯浦東先生（聖霊病院小児科）が愛知３区か

ら立候補されたので、立候補者の意向を聞いて

から、送られてきた書式通りに愛知県小児科医

会・北條会長名で曰本小児科医連盟からの推薦

のための依頼を行った。

選挙への対応は理事会で議論すべき問題では

なく、今後日本小児科医連盟愛知県支部を立ち

上げる必要があるかどうかを検討すべきという

意見が出た。理事会ではこういった事例の取扱

いを今後どうするかという議論をした。

第５回愛知県小児科医会定例理事会議事録

曰時：平成25年１月27日（Ｒ）

場所：愛知県医師会館６階研修室

出席者：浅野、伊藤（哲)、伊藤（道)、岩間、大谷、

大西、岡田、加藤、金森、川瀬、木戸、

久野、小山、後藤（｣垣)、後藤（泰)、

佐々木、志水、杉浦（潤)、鈴木（孝)、

鈴木（敏)、鈴木（信)、高橋、都築、津村、

永吉、野村、花田、林（義)、阪、廣田、

北條、枚、松井、水野（愛)、水野（周)、

宮口、山川、山口、渡辺（舅）

(協議事項）

l）曰本小児科医連盟からの連絡の取り扱いについ

て （｣上|廃会長）

愛知県小児科医連盟を結成して対応する方法が

正論であるが、全国的にはほとんど見られない。

実際に小児科医が選挙に立候補する事は多くない

ので、結成する必要性がすぐない。そこで、依頼

が来た場合は、愛知県小児科･医連盟が結成されて

いないので、会長個人名で対処し、理事会終了後

に報告事項として連絡する。議事録には載せない｡

（承認）

2）小児在宅医療について （大西副会長）

委員会として発足する。委員は、大谷勉、川

瀬淳、小山典久、花田直樹、水野美穂子、

宮口英樹、山ｕ信行各理事と、大西正純副

会長で、委員長は大谷勉理事にお願いする。発足

は今曰１月27日とする。

（承認）

3）曰本小児科医会代議員及び予備代議員候補につ

いて （｣上條会長）

代議員は平谷良樹理事より津村治男副会長へ

交代する。予備代議員は久野邦義理事より木戸

真二副会長へ交代する。代議員と予備代議員とは

－対一の関係になる。代議員は山川毅先生、津村

治男先生、大匹i正純先生で､予備代議員は、宮田

隆夫先生、鈴木孝一先生、木戸真二先生となり、

対応はこの'|頂となる。
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（承認）

4）第24回日本小児科医会総会フォーラム・ポスター

セッション演題について（北條会長）

大同病院の発表に愛知県小児科医会も共同発表

とさせていただく。（承認）

5）１１本小児科医会全国社会保険委員会について

（北條会長）

引きつづき水野美穂子理事にお願いする。

（承認）

６）「ＨＡＰＰＹＭＡＭＡＦＥＳＴＡ」の後援依頼につ

いて（北條会長）

医療とは直接関係ないので愛知県医師会や愛知

リTL産婦人科医会同様却下する。

（承認）

7）「性虐待被害児の診察トレーニング2012」の後

援依頼について （高橋理事）

2013年３月20日（祝）あいち小児保健医療総合

センターで開催される。午前中は講義、午後は医

師のみを対象に実技を行う。

（承認）

8）その他

ＢＣＧ予防接種は来年度からどう変わるのか。

→今のところ詳細は不明。

外来窓口負担300円が導入されるという話題が

でているがどうか。→会長が県医師会担当理事に

聞く。

平成26年曰本小児科医会総会は盛岡で開催の予

定。

第９Ｉｎ１Ｌ１三涯研修セミナーは金沢で10月に行われ

る。

束11本大震災の義援金6000万円は主に福島、宮

城県の子どもの心の支援とワクチンの支援に使わ

れた。ワクチンはロタウィルスワクチンが選択さ

れた。

5）平成24年度曰本医師会生涯教育講座（12月２Ｈ）

の報告（岡田理事）

出席者96名、このうち小児科医会非会員１５名

６）Ｒ本小児科医会小児救急医療委員会(１月13日）

の報告（小|Ⅱ理事）

小児救急の平成25年度事業計1111iで、以下の５事

業を継続、発展させる。

①小児一次救急診療体制の効率化

②＃8000小児救急電話相談実施体制の拡充

③小児救急研修会開催による医師不足地域の小児

一次救急診療体制の補完・強化

④小児救急トリアージシステム導入による小児一

次救急診療体制の質の向上

⑤第３回地域小児救急全国協議会開催

7）第28回学校保健健診懇談会（lnl4R）の報告

（岩間理事）

定例報告と特別講演にて心電図、学校検尿、慢

’lLt腎臓病、肥満児について報告、講演があった。

8）第26回愛知県病弱児療育研究会（１月26日）の

報告（|仮名誉会長）

県医師会館地下講堂で一般演題と特別講演（音

楽療法）が行われた。

9）その他

県下医UIi会予防接種事業担当理事連絡協議会が

１月2811に行われる予定。

予防接種広域化事業に関する説明が医師会から

ある。

（林義久記）

(報告事項）

1）会務報告（北條会長）

別紙会務報告参照。

2）例会委員会の報告（宮口理事）

３月３１日（日）、５月26日（}1）、７１｣28日（曰）

に行われる予定。

９月は瀬戸旭小児科医会の担当。

3）先天性代謝異常等検査検討会の報告

（岡田理事）

４月１曰より今までのガスリー法からタンデム

マス法に変更される。この変更により代謝異常等

の19疾患が発見できる。２月１曰から試行開始。

採liu方法は今まで通り。事後処理にはアドバイザー

を介して専門医療機関へ紹介することになる。

4）’１本小児科医会理事会報告（ｌ２１ｊ２曰）

（岡田理事）

小児科医会は子供たちの健康を支えるために小

児保健法制定を進めていく。

６月の大阪での曰本小児科医会総会フォーラム

後に小児保健制定推進集会を開催する予定。

第６回愛知県小児科医会定例理事会議事録

ｌＩｌｌ寺：平成25年３月３１Ｕ（日）午後０時より

場所：愛知県医師会館６階研修室

出席者：浅野、

岡田、

久野、

杉浦

伊藤

小川

小山、

(潤)、

(道)、岩間、大谷、大西、

(正)、加藤、111噸、木戸、

後藤（｣恒)、後藤（泰)、志水、

鈴木（孝)、鈴木（信)、高橋、

－８０－
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（承認）

5）愛知県心身障害者コロニーからの研修会の後援

依頼について （北條会長）

承認された。

6）第15回口本子ども健康科学会後援依頼について

（北條会長）

会長の宇理項先生からの依頼である。座長、演

者には当会理事も数名参加される。

（承認）

7）名古屋市小児科医会発行の冊子「子どもの健康

のために2013年度版」について

（北條会長・後藤理事）

名古屋市小児科医会で現在改定作業中であるが、

出来上がれば－頁ごとに病気のことや、予防接種

のことなどが書かれていて、そのままコピーし

て、家族に渡したり、掲示板に貼ったりして利用

できます。園医の先生も日常診療の中で利用で

きます。この冊子をＰＤＦファイル化し、愛知県

小児科医会のホームページにリンクし、だれでも

がダウンロードできるようにすることについて協

議された。後藤理事から、印刷会社からＰＤＦファ

イルを提供してもらうことになると説明があった。

（承認）

８）小児在宅医療のアンケートについて

（大匹i副会長）

１．当会会員宛てに小児在宅医療実施についての

アンケートを実施し、予防接種、乳幼児健診、

訪問診療など、小児に特化した情報を把握して、

ホームページに載せたい。

２．当会主催の小児在宅医療についての勉強会を

開催したい。

質問：アンケートの内容は具体的にはどのよう

なものなのか？在宅医療と言ってもその

内容は幅広いので、どのような項目をホー

ムページに載せることを考えているのか？

回答：以前に名古屋大学が愛知県医師会の会員

に対して行ったアンケートのように詳し

い内容ではなく、小児在宅医療に参加す

るかどうかといった簡単な内容にして、

参加意思のある先生を集めたい。その後、

第２次アンケートとしてもう少し詳しい

内容のアンケートを取りたい。参加意思

のある施設をホームページに載せれば、

必要としている患者さんが利用できる。

質問：地域にどれぐらいの患者さんがいるのか、

治療についてもどの程度のニーズがある

かがわからないと、どれくらい参加する

都築、津村、富田、永井、長嶋、

林（芳)、林（義)、阪、平谷、廣田、

枚、松井、水野（愛)、水野（美)、

宮田、山川、ｌＩｌｕ、吉田

津田、

野村、

北條、

宮口、

(協議事項）

1）平成24年度決算見込みおよび平成25年度予算案

について （松井f里事）

平成24年度決算見込み

歳入では、会費4,625,000円、補助金272,900円、

寄付金961,565円、雑人162,282円、名簿発行積立

金より繰り入れたため、繰入金が492,898円となっ

た。合計8,361,014円となった。

歳出では、管理費2,503,341円、会議費406,971

円、事業費1,482,439円、雑費43,560円となり、合

計4,436,311円であった。差引残高3,924,703円。

別途積立金は前年度繰り越しに利`皀を加え

1,018,746円であった。

（承認）

平成25年度予算案

歳入では、会費4,425,000円、補助金252,000円、

寄付金1,000,000円、雑人100,000円、繰越金

3,924,703円、合計9,701,703円となる。

歳出では、管理費2,700,000円、会議費480,000

円、事業費2,350,000円、雑費280,000円、予備費

3,891,703円、合計9,701,703円となる。

質問：（水野(美）理事）８月１６曰から20,まで１

型糖尿病児のサマーキャンプを開催する。

45,6名が参加しスタッフは220名程になる。

毎年寄付をいただいているが、今年は大同

病院が主幹であるが40回という節曰の会と

なる。本年も寄付をお願いしたい。

回答：（北條会長）理事会へ趣意害を提出のこと。

その後、予算案について承認された。

2）曰本小児科学会社会保険委員会委員の交代につ

いて （北條会長）

北條会長から、吉田政己先生から浅野恵子先生

への交代について提案され、承認された。手続き

については小児科医会事務局に聞いて調べてから

行う。

3）日本小児科学会資格認定委員改選について

（北條会長）

大西副会長、花田理事に継続してお願いする。

（承認）

4）日本スポーツ振興センター災害共済給付審査専

門委員会委員の推薦依頼について（北條会長）

長嶋理事に継続してお願いする。
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施設が必要か、どの程度の診療が必要か

決められないのではないか？

回答：そういったデータはない。

意見：アンケートには賛成。大同病院で訪問診

療を行っているため、仲間を集めたい。

しかしどの先生が在宅診療に意欲がある

かが分からない。今回のアンケートで、

参加する意思があるか、どの程度の診療

行為までしてもらえるかが分かるとよい。

（北條会長）アンケート案など具,体的な資料を作っ

てから討議する。継続審議とする。

（承認）

９）社会福祉審議会児童措置審査部会の委員の推薦

依頼について （北條会長）

愛知県からの依頼。この審査部会は5人で構成

されているが、小児科医は１人だけ。虐待の対応

に加え、死亡事例の検証委員会も兼ねていること

などが、今まで６年間委員であった志水名誉会長

から説明された。小牧市小児科医会会長の林芳樹

先生に依頼した。

（承認）

10）その他

１．曰本小児科医連盟の入会案内書の送付依頼に

ついて

曰本小児科医会連盟の松平会長から、各都道

府県小児科医会宛てに、入会案内を会員に送付

するように依頼があった。会報発送時に同梱す

る。（承認）

２．２０１３年度世界禁煙デーｉｎ愛知（５月26曰開

催予定）に対する後援依頼について

主催は子どもをタバコから守る会・愛知で、

昨日魚住先生から依頼があった。

（承認）

（報告事項）

１）会務報告（北條会長）

各自でお目通し下さい。

２）新しい愛知県小児科医会メーリングリストにつ

いて （吉田理事）

今までのYahoomailは容量が多い資料は添付

が出来なかったので、Freemailでのメーリング

リストに本口付で変更する。Freemailであれば

５ギガバイトまで添付可能となる。告;田理事だけ

では仕事量が多いので、どなたか補助していただ

ける理事を、委員会で決定する。

３）日本小児科医会依頼の過去３年間の講演会等の

リストアップについて （北條会長）

日本小児科医会地域小児科総合医検討委員会か

らの依頼があった。事務局で行った。

4）曰本小児科医会の3件の依頼について

（北條会長）

１．「予防接種事故対応調査に関するアンケート

のお願い」ついて （北條会長・岡田理事）

先日、岐阜県で起こった曰本脳炎予防接種後

の死亡事例では、日本小児科医会が検証を行っ

ているところだが、搬送先の医師から異状死の

報告が警察になされたが、その前に救急隊から

警察に異状死の連絡がされ、警察から報道機関

へ報告されていた。そうした事態への対応は個

人では大変なので、日本小児科医会で即応でき

る体制作りが必要と考えられ、そのためにリス

クマネジメント委員会を作ることが決定された。

長嶋理事から、先の事例は三環系向精神薬の

内服と啼泣が引き金になって心室細動になった

と推測される。マクロライド系抗菌薬も同様の

作用があると注意喚起がなされた。

永井理事から、例年の曰本小児科医会からの

広域化進捗状況調査があり、返信したことが報

告された。

２．「会員数とその動向についての調査」につい

て （｣上條会長）

事務局の資料で回答した。

３．「予防接種地方自治体負担分に関するアンケー

トのお願い」について（北條会長）

１害１分の地方自治体負担分について、愛知県

では自己負担している市町村はないと報告した。

5）曰本小児科医会理事会（３月24曰）報告

（岡田理事）

日本小児科医会の大きな目標の一つに、小児保

健法を何としてでも成立させたいということがあ

る。全国4か所で小児保健法制定促進の集いが開

催される。中部・近畿は合同で６月に大阪で行わ

れる日本小児科医会総会フォーラム終了直後に開

催する予定。

東曰本大震災に対する皆さんからの義援金の使

い方について、子どもの心の対策に使われている

他に、ロタウイルスワクチンに対する支援事業に

も使われている。また、曰本SOS子どもの村が東

北で家族の家を5棟建てるうちの１棟を、日本小

児科医会から1,800万円提供して日本小児科医会

の家とする。

6）第３回愛知県先天性代謝異常等検査検討会（３

月27曰）の報告（岡田理事）

先週水曜曰に開催された。愛知県及び名古屋市

は４月１日からタンデムマスに切り替えとなる。
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て、発生した時の具体的な対応マニュアルを作っ対象は19疾患となる。運用のために専門医が配置

される。受診医療機関は地域の２次医療圏に１～

２機関を計画している。

7）生涯教育委員会の報告（岡田理事）

１２月８日（曰）に平成25年度曰本医師会生涯教

育講座を開催する。演題などは未定。

8）第48回子どもの健康を守る会の報告

（水野（愛）理事）

２月16日（士）に愛知県医師会館9階大講堂で

開催された。あいち小児保健医療総合センターの

山崎嘉久先生に「ふだんのかかわりから始める子

ども虐待防止」という演題でご講演いただいた。

とてもわかりやすく話していただいた。幼稚園、

保育園、保健師さん、医師向けの話だったが、参

加者が少なかった。広報のあり方について再検討

する。

９）その他

１．広域化説明会

（１月28日・愛知県医師会館9階大講堂）

愛知県の方針について説明がなされたが、手

続きがたいへん煩雑。岡田理事からは広域化と

うたっているものの例外的な扱いで、当会とし

てはこの程度のもので納得すべきでないと意見

があった。鈴木副会長から、この方式ではたい

へん不満足で、県医師会に質問をした。プロジェ

クトチームに当会の理事が入っていない。当会

としての意見を出さなくて良いのか。名占屋市

の予防接種入札方式がネックになるのではない

か、との意見が出された。北條会長からプロジェ

クトチームに当会の理事が参加できるように県

医師会に働きかけることになった。

２．愛知県の医療費一律一部負担令の素案につい

て

愛知県医師会と新聞記者との懇談会で、愛矢ロ

県が医療費に一律の一部負担金を求める素案に

対して、北條会長が自己負担があると受診が遅

れ、重症化でかえって医療費が増える恐れがあ

る、子どもの医療費補助は子育て支援の側面も

あり、配慮が必要と訴えた。

３．福島県ロタウイルスワクチン助成期間の延長

について （北條会長）

被災・避難されている子どもに対するロタウ

イルスワクチン助成期間が６月30曰まで延長さ

れた。

４．予防接種事故発生時の対応について

（小川参与）

いつ起こるかわからない予防接種事故に対し

てもらいたい。

(川瀬 淳記）

－８３－
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会員の栄誉 会員>肖皀（敬称略）

･愛知県小児科医会理事の都築一夫先生が平成25年

３月22曰、大手町サンケイプラザで財団法人日本

公衆衛生協会長表彰を受賞されました。

入会

なし

退会

中川ひふみ

筧潔

飯田幸雄

心よりお慶び申し上げます。 名古屋市東区

名古屋市南区

尾張旭市

逝去

竹内ひで子一宮市（平成24年８月19日）

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

舎曰の

小児診断指針

匡忍
●Ｂ5頁ＳＳ２図１５４写真５

原色図1ｓ１９m

定価12,ＷＳ円(税込）〒SOD

蕊大竹書ﾉ吉
名古屋市中区千代田五丁目１５－１８

〒460ＴＥＬ〈052>Ｚ６２－３Ｓ２Ｓ㈹

-0012ＦＡＸ〈052>ｚ５１－ＺＳ４Ｓ

－８４－
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編集後記

風薫る５月も半ばすぎました。気温の変化が例年になく大きい毎日です。この会報がお手元に届

くころは梅雨入り間近でしょうか。

平成16年以降、枚紀衛、川瀬淳両先生がご担当の編集後記を今回初めて担当させていただきま

す。３年ほど前でしたか、「校正」をお薑手伝いしましょうかと何気なく申しました。傍目にも忙し

そうなお二人の仕事をほんの少し分担できたらと思ってのことでした。けれど、編集後記分担のお

まけは想定外で、少し後』海しないでもありません。

「校正」は誤字さがしのように思っていましたが、締め切りまでに到着しない原稿にハラハラし

ながら、図表の位置や大きさの検討にも時間をとられます。１か月もない短期間に、ゲラ刷りが３

人の間をゆうパックで行き来し、思ったよりずっと大変な仕事でした。

さて、９７号は小児在宅医療に関する論文を３人の先生からいただきました。

トピックス１．の早川昌弘先生「新生児医療からの在宅医療｣、例会講演の熊谷俊幸先生「重症心

身障害児者・筋疾患の在宅医療の現状」と三浦清邦先生「地域で重症心身障害児（者）・超重症児

(者）を支える医療」です。どの論文からも医療への真蟄な姿勢がひしひしと伝わってきます。医

療の進歩は低出生体重児や障害児の命を救う一方で、障害児（者）の増加という現実を生んでいま

す。障害児(者)を在宅で支える医療、誰もがすぐに取り組めるものではないにしても、自分にでき

ることはないか考えていきたいものです。

トピックス２．の永吉昭一先生にはｈＭＰＶ感染症について、ＲＳＶ感染症と比較しながら臨床像

を詳述していただきました。！忙しい日常臨床のなかで、７年間もの長きにわたって貴重なデータを

蓄積してみえたことに敬意を表します。

トピックス３．の住田亙先生には、便秘について広く解説していただき、特に重症例の診断と治

療についてご教示いただきました。便秘はありふれた疾患ですが、重症例を知ることで曰常診療で

より気をくばった対応ができそうです。

トピックス４．の後藤泰浩先生には、今年大流行の風疹について、各世代の抗体保有率の違いと

臨床例をあげての診断法を詳しくご報告いただきました。意外と難しいのが風疹の早期診断、時宜

を得た論文で、臨床に大いに役立ちそうです。

例会講演の琉球大学藤田次郎先生には、インフルエンザの死因として重要な肺炎の鑑別診断につ

いて、画像検査と病理所見より、詳細なご報告をいただきました。

施設だよりでは、大同病院の水野美穂子先生に「だいどうメソッド」と題してお書きいただきま

した。大変興味深い内容です。出産後の女｣性医師の退職と残った常勤医の疲弊が小児科では大きな

問題です。子育て中の女↓性医師に可能な範囲で診療に参加してもらいながら、活気ある小児科を発

展させてみえる様子に感心しました。

特別寄稿として、山川毅先生には先号にひきつづき「－開業小児科医のインフルエンザ対策」

の槁をいただきました。また、会員の広場にもご投稿いただきました。

会員の皆さまより多数ご寄稿いただいて元気な会報をお届けしたいと思っています。

（水野愛子記）

前号96号、会員の広場に寄稿していただいた安井洋二先生の「子どもの発達と環境（２）に数カ所

誤植がありましたｃ著者校正後、今号に再掲載させていただきました。深くお詫び申し上げます。

（広報チーフ牧紀術）

－８５－
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お便りＦＡＸ用紙

◇会報に関するご感想、ご意見や、診療報酬審査情報Ｑ＆Ａへのご質問等を
どしどしお寄せ下さい。

ご感想、ご意見、ご質問

◇「会員の広場」へのご投稿も募集しております。

ご希望の先生には折り返し事務局からご投稿方法などをご連絡させて

いただきます。

投稿ご希望（有．無）

先生のご住所

お名前

電話番号

ＦＡＸ番号

宛先：名古屋市中区栄４丁目ｌ４－２８

愛知県医師会館内愛知県小児科医会会報編集係行

電話番号：０５２－２４１－６４９８

Ｅ－ｍａｉｌ：aichi-pediat＠theiaocnne・jp

WebSite：aichi-pediatric-assjp／

ＦＡＸ番号：Ｏ５２－２６５－２ｇ６４

－８６－


