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一巻頭言一

現代ワクチン事'肩

高知県小児科医会会長石黒成人

近年、ワクチンギャップというわが国の予防接種行政の遅れが大きな問題となり、

ＷＨＯその他から指摘を受けていたが、やっと国民の間からも先進国並みの予防接種

制度にするよう要望が出始めた。そのきっかけは、インフルエンザ菌b型（Hib）ワ

クチン、小児用肺炎球菌ワクチン（PCV7）およびヒトパピローマウイルス（HPV）

ワクチンの任意ながら公費負担による接種が始まったことである。およそ20年近く欧

米の制度から遅れていたが、接種開始から1年過ぎた頃から、インフルエンザ菌ある

いは肺炎球菌による全身感染症の報告は減少し始めている。接種率は低迷しているも

のの、効果は出始めていることが確認された。

ＨＰＶワクチンは感染予防のためであり、思春期の女子への投与が望ましいとされ

ているが、痛みや血管迷走神経反射と思われる失神あるいはめまいによる転倒事故が、

稀に報告きれていることから接種をためらう人も多い。また、最近になってＨＰＶワ

クチン接種後のCRPS（ComplexRegionalPainSyndrome複合性局所癖痛症候群）

という新たな病態が、マスコミで報道されると、接種希望者が減少している。

この様なことは過去にも例がある。昨年秋にＧ県で日本脳炎ワクチン接種直後に死

亡した生徒について、まるでワクチン接種行為が原因のように報道されたことや、４

種類のワクチン同時接種で乳児が死亡したことなど、予防接種に大きな副作用がある

がごとき印象を報道により植え付けられていることは間違いない。わが国は、かつて

予防接種による事故で国が敗訴になった経緯から、副作用について敏感になっている

人が多い。接種による当然の反応である、局所の腫れや微熱も副作用と考えているが、

外国では問題としていない。

高知県は麻しん・風しん混合ワクチン（ＭＲ）の第２期の接種率は60.2％で全国最

低である。その他、すべてのワクチン接種率も低迷している。医師会、行政、教育者

などがいくら接種勧奨をしても効果は薄い。何とかせねばならないと言う焦りに近い

ものを感じるが、解決方法はある。しかも、１００％近い接種率を達成することも可能

である。

まず、法律を変えて、未接種者は進学あるいは就学・就職させないことである。む

ろん、海外への旅行も禁じる。これについては、かつて秋田県で麻しんが流行したと

き、教育委員会が学校保健安全法を盾に、感染させる恐れがなくなるまで出席停止措

置を取ったところ、全てが接種したという事実がある。次に、全国一律にどこでも接

２ 高知県小児科医会報No.2６



種できるように、広域化した制度を作ることである。里帰り出産や転勤など、住所が

変わっても心配なく受けられる制度が望ましい。第三に予防接種台帳の統一である。

全国統一した台帳があれば、未接種の予防接種も忘れることなく受けられる。

予防接種の種類や接種回数が増えてきた。予防接種のスケジュールは小児科医が最

も熟知しているため、「１ヶ月健診を小児科医で受けましょう」という働きかけをし

ている。今年度から、乳児検診費請求書は産科でなく小児科で使用できるように、県

にも要請している。その旨を市町村にも通達して頂けることになったので、検診の精

度を確保していただきたい。

３高知県小児科医会報No.2６



一講演要旨一高知県小児科医会秋季研修会
(2011年１０月22日）

アレルギー実地診療とそれに潜む法的リスクとその対策

中村・平井・田邊法律事務所弁護士

医学博士、日本内科学会総合内科専門医田邉昇

要旨

医療訴訟は不法行為責任、債務不履行責任の追及という形で損害賠償請求として提起されるが、

その際の要件として過失あるいは債務の本旨に従った履行をしないことが必要である。アレルギ

ー診療を行う場合でも、喘息などアレルギー疾患の医師として行うべきコントロールが不十分で

あるとして法的非難の対象になるかどうか、当該診療行為が過失と評価されるかが問題であるが、

訴訟においては添付文書の記載やガイドラインの記載、各種文献などから裁判所が判断すること

になる。

小児の場合は、急激に変化する病態に対応することが必要であるが、親権者に対する説明など

も争点になることがある。

医療訴訟の統計的数値

医療訴訟は、1970年から2004年までの長

いスパンでみると非常に多くなっている

（図１）。

しかし、（図２）をみてわかるように、

ここ10年では医療訴訟は頭打ちから減少傾

向に転じていることが見て取れる。なぜ減

少していったのであろうか。

匡事関係訴訟事件年次推移
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図２．医療訴訟の年次推移（2000年～2011年）
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楽 爪矧ぎ冤罪事件（福岡高裁平成22年９月16日

判決判例タイムズ1348号246ｐ高裁での

逆転無罪判決）といった医療・看護界の運動

の結果ではない。

（図３）でわかるように、医療訴訟は年間

せいぜい１０００件であるが、民事訴訟全体の数

は20万件である。この圧倒的な数を急激に押

し上げた類型が、ちょうど医療訴訟が減少し

た時期にほぼ一致して存在する。この急増し

た訴訟類型に弁護士が殺到し、医療に向かっ

ていなかったというのが医療訴訟減少の理由

であるが、この急増した事件類型はサラ金に

対して利息制限法を超える利息を返してもら
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図１．医療訴訟数の年次推移(1970年～2004年）

年間新受件数（●）は約１０倍に増加していることがわか

る。また、1970年の既済件数（▲）はわずか数件であり数

百倍に増加したことが伺われる。

減少傾向は平成16年からはじまっており、

平成18年の大野病院冤罪事件や福岡看護師

４ 高知県小児科医会報No.2６
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えるという過払い金請求訴訟である（不当利

得返還請求訴訟という）。

民事訴訟件数全体は平成18年の統計から増

加しているが、実はそれ以前に内容証明だけ

で弁護士がサラ金に請求するとサラ金からす

ぐに金が振り込まれるという時期が数年続い

ていた。いわば過払い金バブルであり弁護士

は訴訟すら提起することなく多くの報酬を得

ることができた。このために医療訴訟の数値

が減少したと思われる。

この過払い金訴訟自体を解説することは、

医療・看護訴訟とは離れるように思われるか

もしれないが、私たちの今後に関連する話な

ので少し読んで頂きたい。

限度以上の利息は約束しても民事上無効、つ

まりよけいな利息は払わなくて良いという規

定になっている。また、一旦払っても、払い

すぎた利息であるとして、払いすぎた分に法

定利息をつけて返してもらえる（これが不当

利得返還請求である）。殊に、さらに高い利

息を取ると出資法という法律があり、貸した

側は刑事罰を受けることになっているし、そ

んな高利貸し行為自体が犯罪であるというこ

とで、べらぼうな高利を取ると、公序良俗違

反（民法90条この条文は東大医科研でエホ

バの信者と無輸血手術の約束をしても、命を

無駄にするような約束は無効だとした東京地

裁平成９年３月22日判決訟務月報44巻３号

315pで用いられている）元本すら返さなく

てよいとされている。

ところがサラ金業者というのはそもそも金

があるので、医師会なんかよりはよっぽど政

治家に顔が利くのか、その辺りはよくわから

ないが、貸金業法というサラ金業者の取締法

の中に、利息制限法を超えていても、借主が

それをわかった上で借りて、利息を付けて返

せばもらっておいて良いという

条項を置かせた（旧貸金業法

４３条）。ところが最高裁判所

第二小法廷判決平成18年１月１３

日判決（これは最高裁の判決だ

が、既にそれ以前に下級霧で同

旨の裁判例が出ていたことで弁

護士は動いた）等で、それまで

サラ金で通常使用していた約款

（定型の契約書）に、弁済を１

回でも怠ったら残額を即弁済し

なければならないという条項が

入っているので、任意に過払い

分の利息を払ったとは言えない
同調べ

のだといったことを言し､だし、
惟移

事実上貸金業法43条は空文化さ

れた。

所謂サラ金は担保も取らず、金回りが悪そ

うな人にも貸してくれるが、その分比較的高

い利息を取っている。昔から高利貸しという

商売はあったので、高利は昔から政府などに

よって禁止されてきた（イスラム法では今で

も利息自体を禁止している）経緯があるが、

日本でも利息制限法という法律があり、一定

第一審民事通常訴訟事件（地方裁判所）新受・既済・未済件数
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図３地方裁半l]所での民事訴言公全体の年次件数推移

（平成になってから）

裁半Ｉ所データブック2012最高裁判所事務総局から

平成１８年頃から民事訴訟が異常な勢いで急増していることがわかる
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地裁終了事件診療科目別件数
そこで日本中の弁護士がこれに飛びつき、

サラ金からの過払い金を取り立てを始めた。

今まで借金をどうやって払おう、どうして弁

済を少なく（結果長期弁済になる）してもら

おうと弁護士に相談していた人が、にわかに

何百万円も返って来るのだから弁護士事務所

は大にぎわいで、医療訴訟なんかやってられ

ないと言った盛況になったのである。

とろころが2010年に武富士が倒産し、貸金

業法、出資法なども改正され過払い金の存在

そのものがなくなり、ロースクール制度で激

増した弁護士達が食い扶持を稼ぐために、ま

た医療機関に向かってきているという現状が

ある。

さて、今後医療訴訟は増加していくのだろ

うか。心配なところである。
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図４２０１１年（平成23年）地方裁半11所

終了事件診療科目別件数

診療科目別医師数に対する既済件数の割合
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診療科目別の医療訴訟リスク

医療訴訟は診療科目別にみると、やはり医

師の数が多い内科などが多いようである（図

４）。しかし、医師あたりの統計数字は外科

系各科が多い（図５）。

外科関係が多いのは手術によって生命予後

などに直接関与し、医療行為と身体状況への

因果関係の強い診療科であるからだろう。手

術に関与すると言えば麻酔科が訴訟が少ない

のが気になるが、裁判所の統計では、結論的

に麻酔事故が原因であったり麻酔医の行為の

当否が主たる争点になる事件であっても、例

えばそれが肝芽細胞腫摘出手術の際の輸血の

タイミングの問題であれば小児外科を含む外

科の、観血的整復の際に用いた脊椎麻酔の関

与する術後膀胱直腸障害の事案であれば整形

外科の事案として統計処理されるからである。

また形成外科が医師あたりで多いのは、こ

れも統計の綾というやつで、標袴している医

師の年齢層が若いので現役で手術をしている

医師が多く、このために訴訟も多いと思われ

る。やはり、侵襲行為は訴訟のハイリスクで

あろう。

二lii…Lii！Iim二m二鬮雨二
纈wiM`繊鏑●瀞識鐵``”
図52010年の診療科目別既済件数を

厚生労働省の診療科目別医師数統計で除した数値

損害賠償の法的根拠であるが二つの系統の

条文を使用する。不法行為（民法709条）と

債務不履行（民法415条）である。不法行為

責任というのは事故一般で使用される条文で

ある（図６）。

民法第709条故意又は過失によって仙人の権利又は

法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生

じた損害を賠償する責任を負う。

民法第415条債務者がその債務の本旨に従った履行

をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の

賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき

事由によって履行をすることができなくなったときも、

同様とする。

民法656条この節の規定は、法律行為でない事務の委

託について準用する。

民法644条受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理

者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

図６医療訴訟で使用される条文

不法行為・債務不履行

６ 高知県小児科饅医会報No.2６
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709条の不法行為は、被害者に対して悪い

こと（損害結果）が起こることを認識し、こ

れを目的として行うか、ミスをして、損害を

被害者にもたらした場合に損害を弁償しなさ

いという規定である。この条文に基づく裁判

上の請求では医師や看護師が個人で訴えられ

ることになる。裁判所から、不法行為に基づ

く請求を根拠（請求原因という）にした訴状

が届くときには個人名で届くことになる。訴

えられるのは、「侵害した者」であるから個

人が被告になるからである。権利と法律上保

護されるぺき利益が、条文上並列されている

が、これは大審院（第２次大戦前の最高裁判

所）の判決によって確立していた判例理論で

ある。

権利というのは通常の解釈では、条文に記

載されている請求権を指す。従って、誰かが

文句を言って訴えても、そんなものはどこの

条文に書いてあるのだと言えばおしまいであ

る。かつて大審院大正３年７月４日判決（浪

曲師桃中軒雲右衛門事件刑録20輯l360p

著作権法違反で刑事事件になり、その付帯私

訴であるから刑事裁判例集に載っている）は、

浪曲師の公演を、レコードに録音して販売す

る行為について、当時の知的財産法制からは

楽譜のない楽曲は条文上保護対象にならなか

ったので、「権利侵害」がないとして訴えた

浪曲師側を負かしていた。しかし、その後の

大審院大正１４年11月28日判決（大学湯事件

民集４巻670ｐ）は、京大の近くにあった大

学湯という風呂屋の屋号を別の風呂屋が勝手

に使用したという事案で、商標登録もされて

おらず、当時は不正競争防止法といった包括

規定のある法律もなかったので、条文にぴっ

たり当てはまる「権利」ではないけれど、や

はり元祖・本家と同じく明らかなまねは許さ

れないだろうということで、屋号も「法律上

保護される利益」として元祖？を勝訴させた。

これが判例として確立していたので、平成

１７年の民法口語化施行（民法の一部を改正す

る法律（平成16年法律第147号）の際に条文

に明記されたのである。

しかしこの条文は裏を返せば裁判官が好

きなように「権利」を作ることができること

を意味している。「期待権」だとか「自己決

定権」だとか、条文上ありもしないものを勝

手に作って、医師に金を出させる道具に成り

下がっているのがこの規定である。

一方民法415条の債務不履行責任というの

は、病院を開設する法人や開設者である個人

と患者側との契約の義務違反を根拠とする。

この条文では、契約違反すなわち「債務の

本旨に従った履行」とは何かが問題になる。

患者の死亡や、診断が違っていたことは結果

に過ぎないから、「履行をしない」という要

件とは別の要件である「結果」の問題である。

債務者すなわち法人や開設者の`患者への契

約責任は、このような結果についての責任で

はない。病院開設者と患者側との契約は、民

法の準委任契約（民法565条）であるという

のが一般的な考えであるので委任に関する図

6にあるように民法644条の規定が準用される。

ここで言う「善良な管理者の注意義務」と

いうのは、プロとしての注意という意味であ

る。プロとしての注意義務を怠った場合に債

務不履行の要件の一つを満たす。従ってプロ

として通常のことをしていて起こってしまう

ような事故は債務不履行にはならない。

例えば、感冒流行期に受診した、元気いっ

ぱいの５歳男児`患者に、インフルエンザ迅速

キットを行い陰`性で、検査感度の問題や療養

上の注意を母親にした上で対症療法を行った

が、翌Ｕ、インフルエンザ脳症で急死した場

合、「インフルエンザと診断しなかった」と

言われても注意義務違反は特にないから賠償

は無用であろう。

不法行為でも債務不履行でも、「過失」と

か「債務の本旨に従った履行をしない」とい

う要件は結局は医R1ljとしての「注意義務違

反」があるかどうかである。
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同控訴審は名古屋高裁平成20年12月２日判

決いずれも最高裁ウェブ搭載）。

このようなプロセスは、裁判手続き、司法

に独特のものではなく、実はわれわれの日常

診療そのものである。すなわち、患者の生の

声を聞き、理学所見を採り、好酸球やＩｇＥ

値を検査し、画像もそれ自体を読影して、医

学的な事実認定（４日前から喘鳴、肝を２横

指触れる、好酸球高値、胸部Ｘ線上右Ｓ６に

結節影等）をわれわれ医師は行っている。そ

して、いくつかの認定した事実を診断基準や

クライテリアにあてはめて疾患を診断し、イ

ンターペンションに至っているのではあるま

いか。

このように、日常診療はそのまま裁判での

プロセスに類似した行為であり、職人芸的な

直感で判断していたとしても、診療プロセス

に一致させたような診療録等の記載が必要で

ある。また、職人芸が未熟な若い医師や、ピ

ンとこない場合にも、通常のプロセスを丁寧

にたどって診療を行うことが裁判上の心外な

過誤認定を可及的に避ける手段となろう。

しかし、裁判官はアレルギー診療は勿論、

一般的な医学的知識すらゼロに等しいから極

めて頻回にトンデモ判決を下す。

横浜地裁平成15年６月20日判決（判例時報

1829号97ｐ）は、狭心症の治療目的で大動脈

冠動脈バイパス手術を受けるため入院した患

者が肝機能検査目的でICGの静注を受けたと

ころ、アナフイラキシーショックから無酸素

性脳症により植物状態になったケースで驚く

べきこじつけを行っている。曰く「患者の娘

には、従前、正露丸による顔面の浮腫発疹、

鼻炎及び喘息の既往歴ないし症状かあり、こ

れら既往歴ないし症状はアレルギー体質の発

症と認めるのが相当である。」「アレルギー

体質には遺伝的傾向があることからすれば、

それが、ヨードアレルギーであるか否かを事

前に確定することはできないとしても、少な

くとも、患者が何らかのアレルギー体質を有

鑑定などで、こうこうするべきであったと

書かれたりすると、一部の馬鹿な裁判官は直

ちに法的に過失と判断するが、正しくは患者

の転倒による骨折と言った悪い結果について、

医師が具体的に予見しているか、その可能性

があって予見することが当然の義務になって

いる場合で、この悪い結果に対して避ける手

段が存在していて、その手段を講じることが

義務であるような場合とされている。義務と

いうことから評価的な判断がまた入ってしま

うが、最高裁の判決では行為当時の当該医療

機関を基準とした義務だとされている（最高

裁平成７年６月９日判決最高裁判所民事判

例集49巻６号l499p）。ちなみに最高裁判所

民事判例集というのは最高裁が下級審（地裁

高裁）の裁判官に参考にするように編纂した

裁判例であり、重要である。

また、自身の過失でなくても、民法715条

によって、法人の従業員がミスをして患者に

損害を与えた場合、法人はもとより、院長な

どの監督者も賠償義務を負う（国立大学附属

病院の病院長に約５億4000万円の個人責任を

負わせた事案として大分地裁昭和60年１２月１９

日判決、判例タイムス613号95ｐがある）。

具体的なケースから

具体的な過失や医療水準論については、診

療当時の医療水準とされるが、一般的に裁判

手続きは①裁判官が証拠から心証をとり、②

法律の条文を解釈して定立されている一定の

基準（要件事実と呼ぶ）を基礎づける事実に

ついて高度の蓋然性があると判断されれば、

当該事実があるとの認定に至り、③当該条文

の要件事実を全て満たしたとして権利の存在

を認めることになる。④裁判所が権利がある

と認めたということは強制執行が可能になる

ということである。すなわち、診療報酬を差

し押さえたり、離婚を成立させたり、強制的

に入院ベッドから追い出してくれるのである

（実例として岐阜地裁平成20年４月１０日判決
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することは、容易に確診が可能であったとい

うべきである」「アレルギー体質であれば、

それがヨードアレルギー体質である可能性も

当然にあり得るわけであり、ヨードアレルギ

ー体質であれば、ＩＣＧに反応してアナフィ

ラキシ_を発症する虞れがあって、その場合

には、上記のとおり、ＩＣＧが少なくとも`慎

重投与とすべきものとされるのであるから、

医師としては、本件ＩＣＧ検査を実施するに

当たっては、あらかじめ、患者及び家族に対

し、改めて具体的な問診を実施し、同人らに

存する上記既往歴及び症状を確認し（これに

より患者が永年鼻炎症状にあることも知り得

たはずである。）、患者がアレルギー体質で

あるか否かを確定すべき義務があったものと

認めるのが相当である。」という。医師から

見れば驚I際すべきでたらめ判決である。これ

では山梨県民の半数は造影検査はできないこ

とになろう。

アレルギー疾患への注意は、患者だけに限

らない。平成１０年～平成20年にかけて診療所

で雇用していた看護師に、内視鏡消毒のため

にグルタルアルデヒド使用させていたケース

で、看護師が口内炎、鼻咽頭粘膜の違和感を

訴えていたが、特にマスクや眼鏡はかけさせ

なかったケースで、看護師が退職後に化学物

質過敏症と診断されたケースで、大阪地裁平

成18年12月25日判決（判例タイムス1238号

229ｐ）は、グルタルアルデヒドによる化学

物質過敏症は平成１６年３月頃までは文献もな

く知られていなかったにもかかわらず「労働

者に比較的軽微な症状が出現し、それが業務

に起因する疑いが相当程度在り、その症状が

一過性のものか重篤になるか定かでない場合、

使用者が容易に原因を除去出来るときは、か

かる処置を講ずる義務がある。」として、マ

スクやゴーグルをさせるべきであったと医療

機関側の過失を認定している。

添付文書至上主義

このように裁判所は医学的知識は持ってい

ないし、医療現場も分からずに判断するから

医師や看護師から見ると明らかに誤った判断

を性々にして下す。しかも裁判所はルールブ

ックを異常なまでに医師や看護師に不利に書

き換えていく。その最たる事例が最高裁平成

８年１月23日判決、所謂ペルカミンＳショッ

ク事件最高裁判決（最高裁判所民事判例集５０

巻１号ｌｐ）である。これは虫垂炎の子供の

脊麻での手術の際に、開始後10分程度でショ

ックが起こって寝たきりになったケースであ

る。原因不明のショックということで、名古

屋地裁、高裁は病院側が勝訴したのであるが、

最高裁でとんでもない判決が出て逆転した。

事故当時の名古屋の同規模の医療機関は虫

垂炎の脊麻の際には５分間隔で血圧測定をし

ていたが、脊髄麻酔薬ペルカミンＳ（塩酸ジ

ブカイン）の添付文書には開始後14分までは

２分ごとに測定しろと記載してあるので、こ

れに従わなかったことが医療ミスだと言うの

である。最高裁曰く、まず名古屋の同規模の

医療機関ではみな５分ごとで測定していると

いう、既に述べた最高裁平成７年６月９日判

決に則った医療水準は尽くしているという主

張に対して最高裁は「医療水準は、医師の注

意義務の基準となるべきものであるから、平

均的医師が現に行っている医療慣行とは必ず

しも一致するものではなく、医師が医療慣行

に従った治療行為を行ったからといって、医

療水準に従った注意義務を尽くしたとは直ち

に言うことはできない。」と言ってのける。

そして「医師が医薬品を使用するにあたって

右文書に記載された使用上の注意義務に従わ

ず、それによって医療事故が発生した場合に

は、これに従わなかったことにつき特段の合

理的理由がない限り当該医師の過失が推定さ

れる。」とするのである。まさに狂気の最高

裁判決であり、現在の医療崩壊へと続く一里

塚的トンデモ判決の代表選手である。
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その医療上の義務であると解釈するのが相当

である。しからぱ、全血法以外の措置は医師

の義務でないとする被告らの主張はとること

ができない。」として医師法に従わないこと

は過失としたが、（結論的には因果関係で患

者の請求は棄却）控訴審では「法的拘束力は

なく訓示的なもの」として従わなくてもよい

としている（仙台高裁昭和36年５月22日医

民集l733p）。

その後の東京地裁昭和53年９月25日（判例

タイムス368号175p）でもストマイ難聴事件

で「厚生大臣が昭和38年６月７日保発第12号

都道府県知事あて厚生省保険局長通知をもっ

て「結核の治療指針」を示し、右指針におい

て定期的にオーディオメーター等による聴力

検査を行うことを医師に要請していることは、

当事者間に争いのないところ、右事実によれ

ば、厚生大臣としては一応医師に対してオー

ディオメーターの使用を要請しているのであ

るから、さらに医師法24条の２に基づきオー

ディオメーターの使用を指示することは、右

指示が格段の法的拘束力を有しないものであ

る以上、屋上屋を重ねるにすぎず、このよう

な場合には結局、右医師法の規定に基づき指

示を発しうる場合である被害発生防止のため

他に適当な措置が講じられていない場合にも

当たらないというべきである。」としている。

最高裁は極端な飛躍で、医療現場に大混乱

を招いた（というか医師は当時は最高裁判決

なんて、『馬鹿がまた何かおかしな判決出し

た」くらいにしか思っていなかったのだろ

う）。

これを受けて悪名高い大阪高裁平成１０年１０

月２日判決（全国保険医新聞1998年１０月２５

日）は３歳頃から気管支喘息でハウスダスト

などに陽性の小児患者に２回目（1988年）か

ら８回目（1989年）の入院時までセフオチア

ム（ハロスポア、パンスポリンと同成分）が

合計７回にわたって使用されたケースで、１

回目、２回目、４回目、６回目の使用前の合

計４回に皮内テストを実施し、いずれも陰性。

３回目、５回目は皮膚テストを実施しなかっ

たが、静脈注射で異常なく７回目（６回目終

了時より26日目）に皮膚テストを実施せずに

使用してアナフィラキシー・ショックが起こ

った事例について、大阪高裁は、死因はハロ

スポアによるアナフイラキシ-．ショックと

認定し、ショック防止のため毎回必ず添付文

書通り皮膚反応試験を実施すべきとして有責

認定をしている(infOrmedscriberl3巻９６p)。

最高裁平成８年判決が出るまでの裁判所は、

医療現場の判断は非常に高く尊重しており、

医師法24条の２が厚生労働大臣が公衆衛生上

重大な危害を生ずるおそれある場合において、

その危害防止上、特に必要あると認めるとき

に医師に指示が出きるという条文についても、

医師は特に守らなくてもよいとしていた。例

えば胸隔形成術の際にクロスマッチを行わず

全血凝集法のみで実施したが、異型輸血で死

亡したケースで下級審（福島地裁会津若松支

部昭和35年１月27日判決下民集11巻１号l34p）

は「被告は一般の医師は、全血法のみで判断

していたというが、昭和27年６月23日厚生省

告示第138号「輸血に関し医師又は歯科医師

の準拠すべき基準」は医師法第24条の２にも

とづき、厚生大臣が公衆衛生上重大な危害を

生ずるおそれある場合において、その危害防

止上、特に必要あると認めるときにおこなう

指示であって、医師にとっては多分に訓示的

であるにせよ、なお規範的な拘束力をもつも

のと解すべきであるから、右回答の趣旨は、

条件の許すかぎり、右のような確認の措置は

説明義務違反

裁判所の判断は、このように医師や看護師

から見ると異常なものが多いが、説明義務違

反を巡る裁判例もおかしなものが少なくない。

厚労省も診療情報のガイドライン（図７）を

出しており、患者に適切な説明をすることは

重要であるが、しばしば裁判所は無茶を言う。

1０ 高知県小児科医会報No.2６



結果を招来する危険性がある以上は、投薬の

必要,性と副作用のもたらす危険性を予め`患者

に説明し、副作用の発症の可能性があっても、

その危険性よりも投薬する必要性の方が高い

ことを説明して理解と納得を得ることが患者

の自己決定権に由来する説明義務の内容であ

る。」「患者の退院に際しては、医師の観察

が及ばない所で服薬することになるのである

から、その副作用の結果が重大であれば、発

症の可能性が極めて少ない場合であっても、

もし副作用が生じたときには早期に治療する

ことによって重大な結果を未然に防ぐことが

できるように、服薬上の留意点を具体的に指

導すべき義務がある。投薬による副作用の重

大な結果回避のために、服薬中どのような場

合に医師の診察を受けるべきか患者自身で判

断できるよう具体的に情報を提供し説明指導

すべき。」として110万円の損害賠償を認め

ている。

ＨＰ■

診療情報提供のカイト゛ライン

現在の症状及び診断病名

予後

処置及び治療の方針

処方する薬剤について、薬剤名、服用方法、効能及び

特に注意を要する副作用

代替的治療法がある場合には、その内容及び利害得失

手術や侵襲的な検査を行う場合には、その概要、危険

性、実施しない場合の危険性及び合併症の有無

図７厚生労働省｢診療情報提供のガイドライン」

誌面の関係で多くは上げられないが、東京

地裁平成18年12月８日判決（判例タイムズ

1255号276p）は頭部有鰊細胞癌の82歳男性

に動注ポート作成による抗ガン剤動注療法を

勧め、関連病院で動注ポートを作成して動注

したが入院中に合併症で脳梗塞を発症して死

亡したケースである。このケースでは説明義

務違反が認められたが、紹介を受けて動注ポ

ートを作成した医師のみならず、紹介元の医

師も動注療法の合併症としての脳梗塞につい

て説明すべき義務があるとして、双方が連帯

して200万円の慰謝料を払えといった判決に

なっている。

小児を大病院に手術のために転送するとき

には、手術適応については先方とよく相談し

て行くように説明しておくことが重要である
亜

ゾフ。

また薬剤の副作用もしばしば問題になるが、

髄膜腫術後にアレビアチン等を投与していた

が、アレビアチンにて発疹がでないことを入

院中確認して退院し、外来時に「何か変化あ

れば直ちに受診するよう」指示していたケー

スで、患者は薬疹が出ているのに湯治で治そ

うと受診せず、重症薬疹であるＴＥＮ（toxic

epidermalnecrosis）を発症した事案で

高松高等裁判所平成８年２月27日判決（判例

時報1591号44p）は「副作用の発生率が極め

て低い場合であっても、その副作用が重大な

因果関係

因果関係については、医学会ではEBMの

時代であるが、いわゆる条件関係（あれなけ

ればこれなしの関係）と相当性（社会通念・

医学的相当性）が必要とされる。

しかし、裁判上の因果関係は、訴訟上の因

果関係は自然科学的証明ではなく、経験則よ

り特定の事実が特定の結果を発生すると考え

られる高度の蓋然`性の証明で足りるというの

が訴訟での基準になっている。

つまり裁判ではＥＢＭなんか糞食らえで、

裁判官が好きなように判断するということで

ある。

この基準をたてたのが最高裁判所第２小法

廷判決昭和50年10月24日（東大ルンバール事

件訟務月報21巻11号2197頁）である。

重篤な化膿`性髄膜炎に罹患した３才の幼児

にPCG髄注で軽快していた段階で、医師が治

療としてルンバールを実施したのち、嘔吐、

けいれんの発作等を起こし、これにつづき右

11高知県小児科医会報Ｎｏ２６



半身けいれん性不全麻揮、知能障害及び運動

障害等を生じた事案である。鑑定人４名は脳

出血？ルンバールとの因果関係なし／不明と

したが、裁判所は脳出血が起こったと認定し

て、泣き叫ぶ右幼児の身体を押えつけ、何度

か穿刺をやり直し、施術終了まで約30分要し

たことが過失だと認定し、他に特段の事情が

ないかぎり、ルンバールと右発作等これに続

く病変との因果関係を否定するのは、経験則

に反すとした。

医師や看護師の責任

以上見てきたように、裁判所の認定はおか

しいものが多いが、医師や看護師はここまで

重い責任を負わされるべきであろうか。

裁判官の判断ミス、誤審（ミスジヤッジ）

や冤罪事件では国家賠償法の適用が問題にな

る。

この国家賠償法の適用が裁判官の判決に及

ぶかどうかについて、最高裁は「裁判官がし

た争訟の裁判につき国家賠償法１条１項の規

定にいう違法な行為があったものとして国の

損害賠償責任が肯定きれるためには、右裁判

に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正

されるべき暇疵が存在するだけでは足りず、

当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁

判をしたなど、裁判官がその付与された権限

の趣旨に明らかに背いてこれを行使したもの

と認めうるような特別の事情があることを必

要とする。」と言っている（最高裁昭和57年

３月１２日判決最高裁判所民事判例集36巻３

号329p）。この裁判官を医師・看護師に裁

判を診療・看護に置き換えて最高裁判決か立

法を勝ち取る必要があるのではないだろうか。
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一講演要旨一高知県小児科医会総会研修会
(2012年３月10日）

ブライマリケアにおける小児呼吸器感染症
一耐性菌の現状と年齢を考慮した抗菌薬の選択一

久留米大学医学部小児科学講座講師津村直幹
はじめに

小児科領域では外来受診患者の約７割が感

染症であり、さらにその８割程度が呼吸器感

染症である。年齢分布は７歳未満、とくにｌ

～２歳に最も多く分布し、疾患別では咽頭炎、

喉頭炎等の上気道炎と気管支炎で、全症例の

大部分を占める。また肺炎は成人同様に小児

科領域でも最も重要な感染症である。しかし

小児では成人と比較して、臨床検体が得にく

い点や年齢によって原因微生物が異なる点な

ど診療上の注意点がいくつか存在する。簡単

に原因微生物を同定することは困難であり、

年齢を考慮した抗菌薬治療を開始する場合も

多い。

染症の２大原因菌であることは明らかである

が、その発症年齢で原因微生物の頻度が異な

る。さらに、小児の下気道感染症では、ウイ

ルス、細菌（肺炎球菌、インフルエンザ菌）、

非定型病原体（肺炎マイコプラズマ、肺炎ク

ラミジア）が混合感染して引き起こされる場

合も多く、簡単には原因微生物の鑑別は困難

である。また夜間当直などでは、時間的ある

いは設備的な制限もある。そのような状況で

は、年齢を考慮した経験的治療も必要となっ

てくる。

２）年齢別の主要原因微生物とその特徴

Ａ・新生児～３か月未満：

.この年齢での発熱は重症感染症の頻度が高

くなる（7.1～27％）。その中でも細菌`性髄

膜炎の原因菌であるＢ群レンサ球菌（GBS）

が最も重要である。妊婦のGBSスクリーニン

グが重要であり、GBS感染リスクの高い妊婦

の抗菌薬予防投与は新生児の感染率を大幅に

低下させる。また妊婦に対するGBSワクチン

が開発中であり、その効果が期待されている。

・最近稀ではあるが、ブドウ球菌性肺炎では

多呼吸、鼻翼呼吸、陥没呼吸など呼吸困難が

急速に進行し、胸部Ｘ線所見ではpneuma‐

toceleが認められ、膿胸を伴うことも多い。

・クラミジア・トラコマティス肺炎の多くは

産道感染であり、この年齢の肺炎ではＲＳウ

イルスと共に頻度が高い。発熱はなく、咳は

持続性となり百日咳との鑑別が必要となる。

結膜炎の存在や、末梢血好酸球の増加が診断

の手がかりとなる。

・百日咳の初期症状は風邪と似ていて、親や

医師が気づかない場合もある。そして次第に

典型的な発作`性の連続的な咳き込み（スタッ

年齢を考慮した小児感染症の特徴

１）原因微生物

原因微生物を特定していく手段として、

①喀疾のグラム染色、②喀疾または鼻腔培

養、③細菌学的迅速検査（溶連菌、マイコ

プラズマ、肺炎球菌、レジオネラ）、④ウ

イルス抗原迅速検査（アデノウイルス、ＲＳ

ウイルス、インフルエンザウイルス）、⑤

血液培養等を行う。小児において喀疾採取

は容易ではないが、咳嗽反射を利用するこ

とで検体採取率を上げることができる。喀

疾が採取できれば、グラム染色の結果をも

とに抗菌薬を選択する。鼻咽頭培養は喀痩

培養と一致する場合も多いが、その結果は

参考程度にとどめる。また迅速診断法も有

用であるが、検体採取の時期・部位・方法

（手技）で感度・特異度が異なるのでその

解釈は'慎重に行う。

近年抗菌薬の耐性化が問題となっている

肺炎球菌とインフルエンザ菌が小児細菌感

１３高知県小児科医会報No.2６



<死亡事例が発生し、一時接種見合わせにな

ったが、2012年１月、厚労省はワクチンと死

亡に直接的な因果関係は認められない、とし

た。同時接種の安全性は世界の常識であり、

同時接種によってＳＩＤＳのリスクを減少させ

ることも報告されている2)。

、わが国でも公費助成が本格化した2011年、

Hib髄膜炎は57.1％減少した。しかし肺炎球

菌髄膜炎は25％減少にとどまっている。これ

はPCV7がわが国における侵襲性肺炎球菌感

染症（IPD）血清型の約75％をカバーしてい

ること、更に欧米同様に非ワクチン血清型、

特に19Ａ肺炎球菌感染症の割合が増加してい

ることなどが考えられている。米国では、

19Ａを含めた新たな６種類の爽膜抗原を加え

たPCV13が認可され、2010年６月より導入

している。PCV13はIPDの約90％をカバーす

るため、わが国でも早期の承認、導入が望ま

れる。

、ウイルス性下気道炎ではＲＳウイルスが重

要である。特に生後６か月未満でのＲＳウイ

ルス性細気管支炎は重篤になることも多い。

一般には輸液、酸素投与などの対症療法が主

体となるが、ＭＬＳ薬、特にＣＡＭ投与での症

状軽減効果が報告さ

カート）や吸気性の笛声（ウープ）を認める

ようになる。これら一連の特有な症状は、夜

間に強く、咳込みによる嘔吐、チアノーゼ、

無呼吸などを呈する場合もある。ワクチン未

接種の乳児では重症化することも多いので特

に注意が必要である。米国ＣＤＣによると、

感染した乳児の５人に1人は肺炎を発症し、

１００人に１人はひきつけを起こす。乳児の場

合、100人に１人の割合で死亡する例もある。

治療にはマクロライド系抗菌薬（ＭＬＳ）が

第一選択薬であり、通常ＣＡＭを７日間投与

する。典型的な咳が出現し始めた頃に抗菌薬

を開始しても症状改善効果は乏しいが、周囲

への感染伝搬を防ぐ目的で除菌する事は重要

である')。

最近、成人の百日咳が増加し社会的にも問

題になっている。国立感染症研究所の2010年

（第24週まで）の百日咳の報告では、２０歳以

上の症例がすでに50％を超えている（図１）。

成人では病院受診が遅れることで、小児への

感染源になりやすいことが問題である。

Ｂ３か月～５歳の乳幼児：

・細菌性髄膜炎の好発年齢である。Hibワク

チンとＰＣＶ７の公費助成が開始されて間もな

れている３)。

・細菌性肺炎の原因

菌は、肺炎球菌、イ

ンフルエンザ菌が中

心で、その臨床症状

は重篤感があり炎症

所見も強い。それぞ

れの､l性菌の分離率

は50％を超えている

ので、耐性菌を考慮

した抗菌薬の選択が

必要となる。

Ｃ６歳以上の小児：
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一
鴎
驚
塑
騨
鈎

￣ ￣ _ -－ ￣ ￣

鴎
。.ｅ

霞

鴇
洲
露

戸
魍
畷
哩
騨
憾

Ｆ

|阿↓９

Iiiii，

10,髭

旧４

２４ユ
ｎ座

BhG

●
耐
、
、
Ⅱ
一
伽
岬
⑱
卸
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
．
Ⅲ
耶
紺
灯
三

池
一
劃
一
畑
一
顛
圏
蝋
蝉
繍
岬
一
四

Ⅲ
Ⅱ

Ｉ
－

癖
“
煙
息
》

四2,歳以上
１ｓ～19歳

奴ｉｎ~'４歳

■8~9歳
６～7歳

■4~5鍾

魎2~鏡
】遠

■■o賎

３５７ 4０５EDB＆

、
‐
一
瀞
‐
唇
、
し
Ⅲ
澗
剛
蝿
澗
上
凹

醒
一
一
覺
鶯
烈
噸
（
癖
．
｜
岬

隙

岬
漁
一
岬
露
噸
耀
笥
麹
一

５．０

，露;ｉ
圃塁 ３１Ｊ

THI剣
惚鱒W； 画､僧

１輪

臘鐡

洞紙

……；
'四#
瘤￣祠Ｉ

BU9G
函

ＭＲａ

~.￣1F

』

鰻､；
lａｌｉ

１５鍋灘； 國
揮
佃
雰
噸
蝋
騨
幽
一

再＝■＿ 鞠
魍
欝
吸

錦
…

4蝿’

q5LT
ilB2I 柵廻

43.｡
ｺﾌﾖ

ZD9f
羽.、

－
‐
‐
‐
１
コ

ヨ -----コ ■ 二。二

､Ｅ３

zDeq年２０⑰1年２，鍵年ＺＤＤＱ掌」2G⑪坪ＺＩｉＤ５ｉ漂返OGBdW；之0,7年ｚｂＤ評ZpCD年201⑪年
［～鐸.q趣

国立感染症研究所HPより引用

図１．百日咳の年月l]・年齢別害U合（2000年～2010年第24週）

1４ 高知県小児科医会報No.2６



AStreptococcus：ＧＡＳ）性咽頭・)iiii桃炎

治療には、過去50年以上にわたってペニシリ

ン系薬の10日間治療がゴールデンスタンダー

ドとされてきた。しかし、小児でのＧＡＳ除

菌失敗例が注射ペニシリン系薬で37％～42％、

経口ペニシリン系薬で35％に及ぶとの報告が

ある4)。このようにＧＡＳ性111)１頭・扁桃炎に

対するペニシリン系薬の効果が充分ではない

原因として、口腔内にペニシリンを分解する

βラクタマーゼ産生細菌の存在（Moraxella

catarrhalisなど）、GASの増殖を抑制する口

腔内常在菌の減少、ＧＡＳの細胞内侵入（ペ

ニシリン暴露からの逃避）、そして服薬期間

が長いため服薬コンブライアンスが悪い、な

どが考えられている５）。最近のｍｅｔa‐

analysisの結果でも、ペニシリン系薬に比べ

てセフェム系薬の方が臨床効果および細菌学

的効果ともに優れているとの報告がある`)。

われわれの研究でも、CDTR-PIの５日間投

与とＡＭＰＣの１０日間投与における臨床効果、

細菌学的効果、口腔内常在菌叢への影響を比

較検討した結果、急性GAS性咽頭・扁桃炎

小児に対して、ＣＤＴＲ－ＰＩ５１ｊ間の短期治療

はＡＭＰＣの１０日間治療と臨床効果および細

菌学的効果ともに同等であること、また

ＣＤＴRPIはＡＭＰＣに比べて｢1腔内常在菌叢

を乱さないことを証明した7)。

・肺炎の原因の多くは呼吸器ウイルス、肺炎

マイコプラズマ、肺炎クラミジアであり、い

わゆる異型肺炎の形をとることが多い。細菌

性では肺炎球菌性肺炎の頻度が高い。

・肺炎マイコプラズマ肺炎では、発熱、乾性

咳嗽で始まり、しだいに湿性となる。また夜

間に咳が増強する傾向があるが、発熱が先行

し、数日後から咳が出現する経過もしばしば

経験する。症状の割に胸部聴診所見は乏しい

ことが多い。

・肺炎クラミジア肺炎では、マイコプラズマ

肺炎に類似した症状であるが、咳が長引く傾

向があり、一般に高熱になることは少ない。

また一過性の喘鳴も伴いやすい。

、近年、薬剤耐J性マイコプラズマの増加が問

題となっており、臨床分離株５０％以上が

ＭＬＳ耐性といわれている（図２）８)。ＭＬＳ

耐性マイコプラズマでは感受性菌に比べ有意

に発熱期間が延長するが、とりわけ重症化す

る傾向はない。またＭＬＳは炎症性サイトカ

インを抑制する作用もある。従って、第一選

択薬としてのＭＬＳ投与は問題ないようであ

る。しかし基礎疾,患などで重症化が懸念され

る患者や、ＭＬＳ投与後も発熱が遷延する患

者には８歳以上ではテトラサイクリン系、８

歳未満ではキノロン系抗菌薬の投与が考慮さ

れる。

７０

％６０
５０

４０

３０

戸曰
２０

．国mN鍵一iｉ
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図２.マクロライド耐性マイコプラズマの年次推移

小児市中肺炎の対応と治療

１）肺炎の重症度分類と入院適応の目安

患児を肺炎と診断した後、その重症度を評

価することは入院適応を含め治療方針を決定

する上で重要である（表１）。全身状態や呼

吸数、努力呼吸やチアノーゼの有無などの身

体所見、さらに胸部Ｘ線所見などの検査所見

を合わせて総合的に判断する')。

入院適応の目安として、

①重症度分類で中等度以上

②1歳未満

③治療薬の内服ができない
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表１．小児市中肺炎一身体所見・検査所見による重症度判定一投与期間は通常３～７日程

度で十分である。しかし肺
軽症中等度重症

炎マイコプラズマや肺炎ク
良好

なし

正常

なし

不良
ラミジアでは１０日程度の治

あり

多呼吸 療期間力§必要である。また
あり

重症肺炎ではそれ以上の期
一側肺の2/3以上 間が必要であり（例えl王、
あり

く９０％＊２ 黄色ブドウ球菌性肺炎では
あり*２

３週間程度）、臨床症状や
必要*２

検査所見を参考にして決定

全身状態

チアノーゼ

呼吸数*’

努力呼吸

(陣吟､▲翼呼吸､陥没呼吸）

胸部Ｘ線での陰影

胸水

ＳｐＯ２

循環不全

人エ呼吸管理

一側肺の1/3以下

なし

＞９６％

なし

不要

判定基準上記すべてを満たす軽症でも重症でも＊2:いずれか1つを満たすする。効果判定は抗菌薬投
ない場合

*1:年齢別呼吸数(回/分）新生児く60,乳児く50,学宣く3ｏ（文献1より引用）与後２～３日で行う。効果
が乏しいと判断される場合

④経口抗菌薬治療で改善が認められない’よ抗菌薬の再検討を行う。最近小児領域での

⑤基礎疾患がある使用が可能となった経口カルバペネム薬であ

⑥脱水が認められるるTBPM-PIとキノロン系薬であるＴＦＬＸは、

⑦軽症でも主治医が入院を必要と考えた場合後述するＯPATに匹敵する外来での肺炎治療

以上に加え、家族、社会的背景も考慮し、最薬として期待される。

終的には診察医の総合判断になる。３）外来抗菌薬静注療法（Ｏｕｔpatient

２）肺炎の初期治療parenteralantimicrObialtreatment：

原因微生物不明時の初期抗菌薬療法は（表ＯPAT）

２）を参考にする。原因菌判明時には薬剤感前述した肺炎の重症度分類で中等度以上と

受性や体内動態を考慮して抗菌薬を選択する。判断され、入院が必要と考えられる場合でも、

核家族や共働き夫婦の増加

表２．肺炎の原因微生物不明時の初期抗菌薬療法などの社会的背景により、

入院を希望しない、あるい重症度２か月～５歳＊1．２，７６歳以上

ＡＭＰＣｐｏｏｒＳＢＴＰＣｐｏｏｒ は入院力訂できないような例
広域セフエムｐ0.3

マクロライドｐｏ

外来軽症耐性菌感染が疑われる場合*４ｏｒ が増えてきている。最近こ
①AMPC増量poorCVA/ＡＭＰＣｐｏｏｒテトラサイクリンpo*６
広域セフエム増丘ｐＯ＊３ のような患児に対する
②海5TBPM-PIpoorTFLXpo

OPATｶｮ注目されている9)。
①ABPCivorSBT/ABPCivor
PIPCivor広域セフェムiv、３ 家族に十分な説明を行った

入院中等症iPPCivorSBT/ABPCivorpIpCiγ
②マクロライドP｡/divor うえで、１日１回ＣＴＲＸ広域セフェムiV事３
テトラサイクリンｐｏ/div*６

５０ｍｇ/kgを1時間`点滴静注→①または②単独あるいは①②併用
ICU重症カルバペネムｄｉｖｏｒＴＡＺ/pIpCiv/div＊B

する。この治療法は近年耐

原因菌判明時に適切な抗菌薬に変更ｐｏ経ﾛ.iv:静注,div:点滴，性菌が増加している肺炎球＊’：トラコーマ・クラミジア感染が考えられるとき,マクロライド系薬を併用

＊２:マイコプラズマ,肺炎クラミジア感染症が強く疑われるとき,マクロライド系薬を併用

*3:肺炎球菌ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ菌に抗菌力が優れているもの代表経ﾛ薬:CDTR-PLCFPN-pLCFTM-pI菌やインフルエンザ菌にも
代表注射薬:CTRX､ＣＴＸ 有効であると同時に、患児

＊４:１)２歳以下２)抗菌薬の前投与(2週間以内）３)中耳炎の合併４)肺炎.中耳炎反復の既往歴
＊５:本欄①の治療を過去に受けているにもかかわらず発症･再発･再燃したなど､他の経ロ抗菌薬による のＱＯＬの改善や保護者の
治療効果が期待できない症例に使用

＊６：８歳未満の小児には他剤が使用できないか無効のときに限る 経済的負担の軽減にもつな
＊７:原則１歳未満は入院

＊８:レジオネラ症が否定できない場合はマクロライド系薬ｐｏ/divを併用する （文献,より弓,用）がる事力ざ期待される。
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おわりに

抗菌薬の適正使用が叫ばれて久しい。適正

使用とは、使うべき症例に、適切な抗菌薬を、

適切な投与量・期間使用することである。言

い換えれば、抗菌薬の不適正使用を控えるこ

とである。不適正使用とは、①長期単剤投与、

②過少投与、③不必要な投与、④不適切な投

与方法・回数、⑤不適切な予防投与、などが

考えられる。長期間同じ抗菌薬をだらだらと

使うことが最も耐性菌を作りやすい。また抗

菌薬はできる限り最大容量で使うことが耐性

菌を誘導しにくい。そして抗菌薬の体内動態

からは添付文書に準じた投与方法・回数が望

ましい。中耳炎や尿路感染症に対する予防投

与は議論もあるが、安易な予防投与は耐`性菌

を誘導しやすい。臨床医はこのような抗菌薬

の「不適正使用」を考慮し、「適正使用」を

推進していただきたい。

Mycoplasmapneumoniae：characteristicsofisolates

andchnicalaspectsofcommunity-acquired

pneumoniaJInfectChemotherl6:78-86,2010

９）豊永義情：外来診療におけるＯPATの有用性．小児

の肺炎，医薬ジャーナル社，東京，ppl23-l3q2004

②

⑤

文献

１）小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会：小

児呼吸器感染症診療ガイドライン2011,協和企画，東

京，２０１１

２）VennemannMM､ｅｔａｌ.:Doimmunisationsreduce

theriskfOｒＳＩＤＳ？Ameta-analysisVaccine25：

48754879,2007；

３）高崎好生，他：Respiratorysyncytialvirus（RSV）

感染症に対するクラリスロマイシンの効果．臨床と研

究８６:119122,2009

４）KaplanELJohnsonDR:Unexplainedreduced

microbiologicaleHicacyofintramuscularbenzathine

penicnhnGandoforalpenicillinVineradicationof

groupAstreptococcifromchildrenwithacute

pharyngitisPediatricslO8:’'80-1186,2001

５）Brookl:PenicUUnfailureinthetreatmentofacute

andrelapsingtonsnlopharyngitisisassociatedwith

copathogensandalterationofmicrobialbalance:a

rolefOrcephalosporins・ClinPediatr46:17S-24S,２００７

６）CaseyJRPichicheroME:Meta-analysisof

cephalosporinversuspenicmintreatmentofgroupA

streptococcaltonsillopharyngitisinchildren

Pediatricsll3:866-882,2004

７）津村直幹，他：小児急性Ａ群β溶血性レンサ球菌性

咽頭・扁桃炎に対する抗菌薬療法：cefditorenpivoxil

５日間投与とamoxicillin10日間投与の臨床効果，細菌

学的効果，口腔内常在菌叢への影響の比較検討．JPn

JAntibiotics64:179-190,2011

８）MorozumiM・ｅｔａｌ.：Macrolide-resistant
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一講演要旨一高知県小児科医会総会研修会
(2012年３月lＯＦＩ）

ＡＭＤＡ被災地へ！

国連経済社会理事会総合協議資格認定NGOAMDAグループ代表菅波茂

放たれて、そのままになっているたこと。も

うひとつは感電です。洪水になりますと、垂

れ下がった電線の傍に行くと感電のリスクが

あります。実際にタイの洪水災害でも感電死

が出ました。阪神大震災の時も東日本の時に

も感電死はありませんでした。次の地震と津

波では感電死が問題になるかもしれません。

次に原発の問題がどうなるか。私は面白い

事に気付きましたが、原発があるところに

は、ひとつの法則性があります。今から百何

十年前に、明治維新で敗れた旧幕府方の地域

に原発があります。四国には伊方原発があり

ます。簡単に見分ける方法は、県の名前と県

庁所在地の名前が違うところです。愛媛県は

松山市です。これは、幕府方についていま

す。香川県は高松、これも幕府方です。高知

県は高知、これは明治政府側です。徳島もそ

うです。県庁所在地と県の名前が一致してい

るところは薩長の明治政府側です。原発は幕

府派についた地域にあります。近代資本から

取り残されたため、原発を入れて地域振興を

ということかもしれないし、また、あえて危

険なものを旧幕府方の地域に持って行ったの

かもしれません。今も陸上自衛隊のトップは

長州閥、海上自衛隊は薩摩閥と言われていま

す。

最後に大事なことは、緊急救援を始めるの

はよいのですが、いつ終えるかということで

す。太平洋戦争では、死んだ英霊に申し訳な

いからこの戦争はやめられないと、最後は玉

砕になります。災害と戦争はどこで止めるか

ということをはっきりさせておかないと消耗

してしまいます。非Ｈ常的な中で、最初は誰

しもが緊張していますが、この緊張はなかな

か続きません。

私達はやはり西日本大震災が来るだろうと

いう前提で動いています。何時頃来るのかと

いうことですが、2016年前後を想定して準備

しています。それに関連して３つのことを考

えています。

ひとつは四国の孤立。２つ'１は、伊方の原

発の問題。３つ目は、保険診療の問題です。

私達は、５６ケ国で145件の緊急人道支援活

動を実施しましたが、どんな災害もひとつと

して同じものはありません。今から17年前の

阪神淡路大震災の経験からＤＭＡＴという制

度が発足しました。救える命があれば72時間

以内に救わなければいけないという非常に優

れた理念と方法です。今lp1もたくさんの人が

ＤＭＡＴとして被災地に駆け付けました。で

も、ちょっとポイントがずれていました。阪

神大震災と東日本大震災の違いです。阪神大

震災の時、私達は長田区の中央保健所に行き

ました。開業の先生方はビル診療なので被災

地にはいませんでした。被災者は非常に心細

い思いをしていました。東日本大震災では、

県立病院から開業医まで全部やられました。

医療スタッフの方が最初から避難者として避

難所におられました。ＤＭＡＴがあまり役に

立たなかったぐらい、亡くなる人はもう全部

亡くなっていました。そして、避難所での治

療では一般的な病気が対象でした。一番のポ

イントはいわゆる集団感染で、特に子どもの

集団感染が問題でした。

高知が孤立した時に一番参考になると思う

のは、直近に発生したタイでの洪水被災者救

援活動です。輸送方法として船が必要となる

など今までのパターンとは全く異なりまし

た。タイの洪水災害の時に、恐れられたこと

が２つありました。ひとつは動物園のワニが
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災害支援には緊急救援と、復旧と、復興と

３段階あります。緊急救援は、いかに救える

命を救うのか。復旧は、生活に必要な水と電

気の社会インフラをいかに早く元に戻すか。

復興というのは、生活基盤に必要なお金をい

かにまわすか。

明日は東日本大震災発生１周年になりま

す。テレビを見ていて残念です。いまだに救

急救命活動についての放送が繰り返し流され

ているからです。人間は不幸なことに対して

は共鳴するけれども長くは付き合いたくない

という気持ちがあります。被災地にはまだ行

けないのかという気持ちになります。ところ

が、被災地は今や復興期です。一番の命題は

お金をいかにまわすかということです。復興

を支援する一番いい方法は観光旅行に行って

あげることです。ご存知のように、岩手県の

リアス式海岸は、松島をはじめ名所がたくさ

んあります。地元の人はたくさんの人に来て

もらいたいと思っています。被災地の人を被

災地の外に招待すること、あるいは被災地の

人同士の交流が大事です。３日前にも私達

は、大槌町の人達に気仙沼のほうに行っても

らって、被災地交流をしました。お互いが孤

立しながらも頑張っていますから、被災地の

人達同志が一番連帯感をもてます。

被災した人の気持ちは３つあります。ひと

つは見放されたくないという気持ち。２つ１１

は必要とされたいという気持ち。３番目は早

く生活基盤を整えたいという気持ちです。も

う今は、お金をどうまわすかというところに

来ています。一番お金が落ちるのは被災地に

行くことです。人が動けばお金が落ちます｡

これが今、被災地の人が￣番求めている復興

です。先生方も家族連れで行かれてはいかが

でしょうか。また、どうしようもなかった子

供が被災地に連れて行ったらまともになった

という話を聞きます。

去年の2010年。私達はハイチの地震被災者

救援に行きました。復興支援活動としてハイ

チの地震によって親を亡くした子供とドミニ

カ共和国の中学生のサッカー交流プログラム

に大阪の中学生を連れて行きました。参加し

た中学生の親たちが今度は自分達のお金をだ

してもいいから子供を送りたいと言われまし

た。今まで話をしなかった子供が話しかける

ようになったと。反抗期でどうしようもな

かった子どもの反抗が自然になおってきた

と。あのような姿を見せるのが本当に生きた

教育です。観光として子供連れで行って被災

地を見せ、お金を落とす。これが一番正解だ

と思います。

そして、問題は、これからいつ引き揚げる

かということです。私は17年前に長田区の中

鴎
2010年７月パキスタン洪水緊急医療支援活動･タッタ県で
診療を行う菅波医師

2012年バングラディシュ東部マハムニ村母子寮にて
子どもたちと
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と。彼は、一言、「ミラクル」と答えまし

た。それは奇跡だと。それぐらい地方行政と

地方行政と一緒にやっている業者の方々は非

常に優秀だということです。

釜石市には、３月１８日に電気がつきまし

た。しかし、大槌町には電気もないしガソリ

ンもないという状況でした。岡山県総社市の

片岡市長に三菱電気自動車を要請しました。

早速、２台を送ってくれました。これが世界

で初めて被災地で電気自動車が活動した事例

になりました。

私達は、４月20日まで頑張りました。４月

20日ごろに釜石市とか大槌町の地区医師会の

方々が中心になって保険診療がぼつぼつ始ま

りました。もうこれ以上いると、外部から

入った私達はかかりつけ医と患者さんとの関

係を妨げる恐れがあると考え撤収しました。

送りこんだ延べ149名のボランティアには、

保険診療が回復した時点で私達は撤収します

と予め報告していました。やっぱりというか

たちで納得してもらいました。

もし先生方が孤立された場合に一番考える

べきは、避難所における医療というのが－体

どういう医療なのかということです。高知の

津波は30分で来ます。被災者は避難所に一斉

に集まります。避難所の状況を阪神大震災で

見ました。今回も見ました。問題だらけで

す。避難所として、指定避難所があります

が、急な場合は、そうでないところがどんど

ん出きてきます。例えば、神社仏閣が普通は

指定避難所に入っていません。東日本大震災

のように大規模になった時には避難所が足り

なくなります。しかし、津波が来た時には絶

対に小学校とか中学校の指定避難所に行って

はいけないと思います。なぜかというと、大

槌町の小学校は全部やられていました。小学

校というのは大体、生活をする連合町内会に

あります。すなわち低地にあります。大体安

全なのが高等学校です。高等学校の多くは高

台にあります。私達も行く時は最初から高等

央保健所にいって非常に痛い目にあいまし

た。長田区の開業医の50％が回復したら撤収

ということを考えていました。救援医療活動

が１月17日から始まってから１０日後の１月２７

日、保健所から長田区の開業医が半分以上回

復しましたという報告が入りました。その時

は全国から毎日１００人ぐらいのボランティア

がＡＭＤＡのもとで救援活動をしていまし

た。延べでは1500名になります。予定のごと

く撤収を宣言しましたが、その人達から突き

上げをくらいました。「医療スタッフが足ら

ないというので自分達は勤務を同僚の人に代

わってもらい上司の許可をもらって、義援金

をもってＡＭＤＡに参加したのではないか、

それを今更帰れと言うのはどういうことだ」

と。いわゆる大衆団交というのを初めてやら

れました。人は、予め知らされてなく、「ま

さか」と言う気持ちになった時には怒り出し

ます。ところが、初めから撤収予定を知らせ

ておけば、「やっぱり」ということで納得し

てくれます。

私達が撤収するということに関して、－番

大切なのは、保険診療が回復した時です。世

界に冠たる長寿を誇っている日本の医療に大

きな役割を果たしているのは国民皆保険で

す。この保険によって適正な検査と必要な治

療が確保されています。避難所にいる人達

は、外部の医師に無料で親切にしてもらった

ら勘違いします。しかし、そこには検査も何

もありません。保険診療が復活した時には外

部の医師は撤収しなければいけません。

私達は、１月27日でもって撤収しようとし

て、ボランティアから反発をくらったわけで

す。なぜ１月27日に長田区の半数以上の開業

医が復帰できたのか。診療に必要なのは水と

電気です。これが10日間で回復したのが理由

です。その時、私達はフランスの「世界の医

療団」を受け入れていました。彼等に質問し

ました。「１０日間で水と電気の社会インフラ

が回復したことをあなたはどう思いますか」
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学校に行こうと思いますが、そういう指定避

難所もやられる場合もあります。神社仏閣に

も逃げて行きます。そうすると、指定避難所

じゃない避難所が急に出現します。－番間題

なのは衛生の問題です。阪神大震災の時もそ

うでした。今回もそうでした。水がないこと

が、どれだけ衛生上マイナスであるかという

ことです．大体どこも水洗トイレですが、そ

の水が出ない。子供はおしめの問題がありま

す。女性では生理の問題があります。お年寄

りの場合には失禁の問題があります。水が出

ない時を想定して、井戸を掘っているかどう

かです。多分、掘っていないのではと思いま

す。

それから、原発の問題です。高知まで四国

山脈を越えて、原発の影響がどういうかたち

で、出てくるかはよく分かりません。来た場

合、飲み水が汚染されます。井戸を10メート

ル以上掘っておけば、粘土層が10メートルあ

ります。放射能が粘土層を通過するのに100

年はかかると言われています。放射能で汚染

された水を飲まないひとつの方法は、ポンプ

で１０メートル下から汲む水だけを使うという

ことです。

つぎに、プライバシーの問題です。多分、

先生方は２週間もたないと思います。私もも

ちません。避難所は２週間したら解散。支援

することを前提に、それ以後のことは自分で

考えくださいと突き放したほうが良いと思い

ます。プライバシーがない所でどのくらい耐

えられるカユです。

栄養の問題について。日本人は固定概念が

あります。送ってこられる食品はいわゆる

カップヌードルなんかです。まずないのが駄

菓子です、野菜とか果物はまず送ってこられ

ません。３日間すると胃がやられます。私も

大槌高校に行きました。３日目にはもう胃の

調子がおかしくなりました。

阪神大震災の時に緊急救援で医者とナース

だけ行きました。一番困ったのは、全国から

集まってきている多品種少量の薬を誰がこれ

を整理するのかということでした。薬剤師さ

んが絶対チームに要るという教訓でした。今

回の日本医師会のＪＭＡＴには薬剤師さんが

入っていました。

しかし、栄養士も絶対要ることが分かりま

した。２週間超したら絶対に栄養士がいない

と食事内容がコントロールできません。日本

検査技師学会に呼ばれました。検査技師の人

達は参加できてなくて悶々としています。ど

うして自分達は参加できなかったのか。

避難所の医療は、いまだに聴診器１本で

す。ＡＭＤＡが発展途上国に緊急救援で行く

時も聴診器１本です。先進国である日本も

フィリピンやインドネシアなどに加えてトル

コもそうでした。どうして聴診器１本で納得

しているのかと。ポータブルで確実にできる

検査機器を使うことも考えてはと思います。

検査技師学会と業者の連携で開発していくと

いう方向`性もあって良いのかしれません。も

し開発できれば、災害だけでなく世界中の発

展途上国や無医地区で簡便で持ち運びできる

検査器具は－大マーケットになりますよと話

をしました。そうすると、臨床検査技師も

入ってこなければいけないということになり

ます。阪神大震災の時は３日間で避難所外に

出たり入ったりできましたが、東日本大震災

では数ヶ月にわたったので、生活まるごと全

職種の協力が要るということです。

例えば、避難所でも子供はワアワアはしゃ

ぎまわります。大人は疲れきっているところ

にワアワアされると困ります。家族は迷惑を

かけるので子供に注意します。子供はストレ

スで余計に落ち着かなくなり、悪循環です。

その時に助産婦さんの１人のアイディアでプ

レイルーム作ったら、問題が解決しました。

そしてプレイルームでお母さん同士のコミュ

ニケーションができたという効果もありまし

た。そうすると、保育士も入ったほうがいい

だろう。こういうことで阪神大震災の時と東

2１高知県小児科医会報No.2６



に最初から保険診療の点数がもらえるように

することによって何が助かるというと、やは

り大槌町でもそうでしたが、開業医の先生の

肩には一族郎党の生活がかかっています。私

が絶対にやってはいけないと思っているの

は、被災者にボランティアをさせることで

す。これは私の信条です。私達は外部から

入ってきます。自分達の生活環境を確保して

ボランティアをやります。自分の肉親を亡く

したり、自分の大切な財産を失った人にまで

ボランティアさせてはいけない。じゃあ、ど

うするのかと。雇用するべきというのが私の

考えです。震災後間もなくこれを言った時、

ＮＨＫが「え、雇用ですか」と言いました。

今までの災害では「雇用」というコンセプト

がありませんでした。

阪神大震災と違って、今度の津波は町全体

を破壊しました。どこに道があるかもわから

ない。どこに避難所ができているのもわから

ない。外から入ってきた私達がどうしようも

ない時に避難所の人達をドライバーで雇用し

たわけです。避難所の人達が一番恐れている

ことは、まずは自分達が見放されること。そ

の次は、自分達は必要とされてないというこ

とを心配します。そこで、雇用というかたち

で責任をもってもらいます。ボランティアと

雇用が違うのはお金の行き渡しの有無です。

つまり、お金が支払われるということは責任

を持つということです。日本人は責任を持た

されると非常に元気が出てきます。緊急活動

時から、家をなくした人には１日１万円、家

がある人は１日５千円で雇用しました。

基本的な問題として、災害医療と救急医療

の違いがあります。災害医療は、多数の被災

者に少数の医療スタッフです。緊急医療は少

数の,患者に多数の医療スタッフがいるわけで

す。被災地に入ると、いくら人数があっても

足りません。決定的な違いは、動員力と補給

力の必要性です。これがないと災害医療はで

きません。私達のいる岡山と仙台や盛岡は

2011年４月避難所(岩手県大槌高校）の一角にプレイ

ルームを設置

日本大震災は全く様相が変わってきていま

す。高知で起こった場合は多分孤立します。

どちらかといえば阪神大震災の時とは異な

り、外部とのアクセスが難しくて、東日本大

震災のような感じになってくるだろうと思い

ます。

臨床検査をするためには、臨床検査機器、

試薬の問題とインフラ、水と電気が必要で

す。利用料金をどうするのか。基本的には保

険が使えるかどうかです。今から進めて欲し

いのは、避難所で保険診療が最初の段階から

できるということです。今から支払い基金と

交渉しておいたほうが良いです。どういう条

件があれば暫定的に保険診療機関として避難

所を認めるのかということです。ボランティ

アで参加してもいいという会員もいました

し、いや、ボランティアとかそんなチンケな

ことはしたくない、正式に医師として参加す

るのだったら、私はもう存分にやりますとい

う人もいました。「じゃあ、避難所が保険診

療機関として最初から認められたらどうされ

ますか」と尋ねました。「もう喜んで最初か

ら私はやります」、と言われました。東日本

の時は、最初から避難所に医療機関の人達が

入っていました。いつでも保険が適用できる

条件さえあればという状況でした。

高知が孤立した時には多分、先生方は、避

難所に行かざるを得ないと思います。その時
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す。ノロウイルスとかインフルエンザです。

集団感染が発生する避難所と発生しない避難

所があります。そのひとつのポイントは、被

災者の中に医療従事者の方がおられて一緒に

協力してくれることです。医療従事者だけか

というと、実は、アジアになくて日本だけに

あるのが、学校保健という考え方です。アジ

アの学校では、保健省のラインと教育省のラ

インが別々です。日本では厚生省と文科省が

連携しており、学校に養護教員がいます。こ

れが、日本の特色です。被災者の中には養護

教員のみならず学校の先生も少なからずい

て、基本的な健康知識とか衛生知識をもって

おられます。その人達と組むことによってノ

ロウイルス対策やインフルエンザ対策を実践

し、集団感染を抑えることができます。この

ように被災者の中には必要とされたいという

気持ちと能力を持った人達がいる。この人達

が災害医療の際の医療スタッフのベストパー

トナーになるという考え方でいけば、まず間

違いありません。そして、その時にはちゃん

と雇用関係を結ぶということです。被災者に

は絶対ボランティアをさせるなというのが私

達の鉄則です。

そして人間関係には３つのタイプしかあり

ません。フレンドシップとスポンサーシップ

とパートナーシップの３つです。フレンド

シップは、もともと利害関係がない関係で

す。４年ごとに会う小学校の同窓会などで

す。利害関係がない分だけ長く続きます。ス

ポンサーシップは、一方的に援助する関係で

す。「ありがとう」という言葉が一方的にし

か返ってこない。パートナーシップは、夫婦

関係と一緒です、良いことも悪いことも共有

します。「ありがとう」という言葉が双方向

です。この中で一番危険な人間関係はスポン

サーシップです。弱者ということで一方的な

支援を続けることはこの人達のプライドを傷

つけます。自分達も役に立ちたいという気持

ちがありますから。そこのところを見落とす

1000キロも離れています。私は３月の１３日に

入りましたが、自衛隊の車両だけでした。民

間の車は、私達以外はありませんでした。釜

石から大槌へ行きましたが、店も開いていな

い、ガソリンスタンドも開いていない、何も

手に入りません。そんなところへ何も用意せ

ずに入っていくと、自分達が被災者に対して

加害者になりかねません。自分達自身が身動

きとれなくなります。何故ＡＭＤＡが入れた

か。今までの海外の医療救援の経験があった

からです。動員力と補給力を常に考えない

と、災害医療ができないということを良く分

かっていました。具体的には自分達と一緒に

活動してくれる人材をどうやって確保するの

か。これが一番の問題になります。これが確

保できればできるほど良いのです。被災者の

方々をどう見るかというのがポイントです。

この人達を意欲も能力もない弱者と見れば、

弱者救済の考え方になります。この人達の中

には医療スタッフもたくさんおられます。意

欲と能力をもった人もおられます。じゃあ、

その人達に協力していただこうということに

なります。

私達は、２つのことを間違えると社会的生

命を無くします。先生方も、差別したとか人

権を無視したとか言われたら、医者生命が危

うくなります。意欲と能力がありながらチャ

ンスが与えられなくて自己実現できない、こ

れが差別です。被災者の方々が一番失望する

のは、自分達も役に立ちたいという気持ちが

あって、自分達も医療従事者として活動した

いのに、誰もチャンスをくれないということ

です。例えば、新聞記事などでは全国から被

災地に入ってがんばっている団体が「人手が

足らない」と訴えています。被災者の人達も

役に立ちたいという思いと能力を持っている

という事実を見落としています。被災者に機

会を与えないことになります。これは広義の

差別になります。

そして、もうひとつは集団感染が発生しま
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はしないようにしてくれ、この３つです。あ

とは、被災者のために役に立つ事だったら何

でもしてくださいということになります。

それでは、ポジティブリストとネガティブ

リストはどこが違うのでしょうか。２つ違い

ます。ひとつは、ネガティブリストでやろう

と思うと、医療スタッフから色々の要求が出

てきた時にそれを解決するためには調整員の

数がものすごく要ります。例えば、今回の会

場でもメーカーの方が５，６人以上出てきて

準備をやってくれています。専門家が専門家

としての力を発揮するためには、支える人達

が必要なわけです。紛争とか災害の時は、８

割が段取りをする人達の力です。その上に専

門家が２割の力を出す訳です。ポジティブリ

ストの場合は、大体わかっていますから、少

ない調整員の数でマニュアル通り進めます。

２つ目は何が違うかというと、ネガティブ

リストは信頼関係がないとできないというこ

とです。赤十字の場合は、姫路日赤なら姫路

日赤がチーム組んできます。ＪＭＡＴの場合

には、小林内科医院なら小林内科医院の人が

チームを組んできます。お互いによくわかっ

ています。ところが、私達ＡＭＤＡの場合は

全国からいろんな人が応募してきます。初め

て会った人達が一緒にチームを組わけです。

基本的にはネガティブリストでやっていま

す。お互いの信頼感がないとできないです

ね。

よく高校生の子をマクドナルドでバイトさ

せて、笑顔が身に付いた、マナーがよくなっ

たと言う親がいますが、私に言わせればとん

でもないことです。なぜマクドナルドがマ

ニュアルを作っているか。それは信用をして

ないからです。信用してないからマニュアル

どおりにやりなさいと言っているだけです。

ネガティブリストというのは、信頼関係がな

い場合には非常に危険なものになります。東

日本の場合、私達は日本人のチームです。日

本は高信頼度社会ですからネガティブリスト

と、意欲と能力のある人達ほど非常に落ち込

みます。よく、トラウマの治療とか言われま

す。その時に大きなトラウマとなるのは、意

欲と能力をもっている人達が必要とされな

かった場合です。そこのところを見逃しては

いけない。すなわち、長期にわたるスポン

サーシップは絶対やってはいけない。最初は

しょうがないけれども、意欲と能力のある人

達とは、できるだけ早くパートナーシップを

組むことによって、災害医療をやっていくの

が一番よいということです。これが救急医療

と決定的に違うところです。

もうひとつ、気を付けていただきたいの

は、ポジティブリストとネガティブリストと

いう行動様式です。ポジティブリストは、し

なければいけないこと以外はしてはいけない

ことです。ネガティブリストは、してはいけ

ないこと以外は目的のためには何をしてもい

いという考え方です。緊急医療はポジティブ

リストです。－人の人の命を助けるためにマ

ニュアルが決まっています。それに準じてた

くさんの人がしなければいけないことを一生

懸命やります。それ以外のことはあまりやる

なと。災害医療は、混乱状況の中で、どう

やってたくさんの人を助けるかという話で

す。そして、どんなニーズがあるかもわから

ないわけです。そんな混乱状況に飛び込んで

いく場合には、してはいけないこと以外は基

本的には何をしてもいいから早くやれという

ことになります。

私達は、ネガティブリストで動いていま

す。ネガティブリストで動く団体というの

は、日本では自衛隊とＮＧＯだけですね。あ

とは基本的にポジティブリストで動くと思い

ます。ネガティブリストで私達がしてはいけ

ないことは３つです。ひとつは、医療ＮＧＯ

だから医療事故だけは起こぎないでくれ、ふ

たつ目は、被災者に迷惑をかけることだけは

しないでくれ、３つ目は、初顔合わせの人が

集まるのだから、他人の提案を否定すること
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ができます。この違いですね。緊急医療はポ

ジティブリストでできるだけ迅速に効率を上

げていく。そういうことになります。

このネガティブリストに向く才能と向かな

い才能があります。優秀な行政官は大体ポジ

ティブリストで動いています。公平にやると

いう。だから、優秀な行政官ほど災害時には

このネガティブリストができません。山のよ

うに支援物資が貯まっていきます。丸投げが

できないからです。丸投げはネガティブリス

トです。信頼した人や団体に任せるわけで

す。

１７年前の阪神淡路大震災の時にフランスか

ら救援に駆け付けた「世界の医療団」のコー

ディネーターに質問をしました。「あなたの

国のパリで神戸と同じ地震が起きたらどうな

ると思いますか？」と。答えは「パリでは暴

動が起こっています。」でした。2002年の米

国ハリケーン、カトリーナの時も暴動が起こ

りました。今回の東日本大震災発生の時にア

メリカのヒラリー・クリントン国務長官が言

いました。「なぜ、日本の避難所で暴動がお

きないのか」と。

ここで、私達が考えなければならないこと

は、公というものには２つあるということで

す。それは公共性と公益性です。公共性と

は、なければ皆が困るものです。公益性とい

は、あれば皆の役にたつものです。そこで、

公務員の位置付けとは何かです。すなわち、

国民が存亡の危機に瀕した時、逃げてはいけ

ない人達が実は公務員です。なぜかという

と、日本の予算、一般会計、約80兆円です。

この40兆円が税金です。残りの40兆円は国債

です。４０兆円が人件費です。誰に配られるか

というと公務員です。何故に国家公務員と地

方公務員の人達にこの40兆円がいくのか。国

民が存亡の危機に瀕した時に逃げてはいけな

い人達だからです。こういう時に逃げる国家

公務員や地方公務員は敵前逃亡です。しか

し、災害時の避難所で、国家公務員や地方公

務員ではないにも関わらず、逃げずに最前線

で働く人達がいます。その人達に給料を払え

というのが私の考え方です。

大きく分けて２つあります。ひとつは消防

団員です。今回も多くの方が亡くなっていま

す。自衛隊員と一緒に遺体を検索していま

す。自衛隊員にはお金を払っています。危険

手当も払っています。一緒にやる消防団員は

被災者です。さらにボランティアです。これ

はおかしいなと。

そしてもう一つ、何故に、避難所で暴動が

起きないか。誰が避難所をマネジメントして

いるかということがポイントです。それは町

内会です。町内会は普段みえません。先生方

もなかなか町内会に接することはないと思い

ますが、開業されると必ず町内会と一緒にや

らなければなりません。例えば、農地が安い

からといって診療所を建てると、水利権の問

題が出てくるわけです。農業用水をどうする

か。水利委員が厳しいことを言ってきます。

町内会の中でも国から給料をもらっているの

は、この水利委員だけです。なぜかという

と、広大な農地で水をめぐって争いを起こし

てはいけないからです。水利委員だけにはお

金を払っています。あとは町内会の各種行事

を行っています。町内会の役員は能力が優れ

ているから選ばれている訳ではありません。

人柄で選ばれています。人柄というのは、こ

の人は自分達を裏切らないだろうと、すなわ

ち、信頼で選ばれています。その人達が、地

域コミュニティが存亡の危機に瀕した時、避

難所でマネジメントするのです。信頼の秩序

が保たれているから暴動が起こらないので

す。

フランスの「世界の医療団」に、町内会の

ことを説明しましたが理解してもらえません

でした。豚を食べたことがないイスラム教徒

に豚肉は美味しいよということをどうやって

説明するかという問題と一緒です。世界の医

療団が私に言ったことは、「なぜ避難者を登
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とワクチン、すごく良いものを開発していま

す。

ハリケーンなどの災害が起これば、そこの

住民で公共性を担っている人達は、暫定的な

公務員にするわけです。それできちんとお金

を払うわけです。いなければ皆が困る人に

は、当然お金を払えというのが私の考えで

す。もし高知がやられた時は町内会の人に高

知県が暫定的公務員としてお金を払います。

それは２週間なら２週間だけでも、１ケ月な

ら１ヶ月でも良いから、公務員に準じて、お

金を払うということもあわせてやったほうが

いいというのが私の考えです。これが、公共

性と公益性の問題ですね。

「弱者救済」か「敗者復活」かという話に

なりますが、アメリカのハリケーン・カト

リーナのとき、ヒューストンの膨大なミュー

ジアムにある避難所とアジアの避難所は決定

的にどこが違うかというと、救済か自立かと

いう点です。ヒューストンの避難所にはマイ

クロクレジットの机があります。これは何か

というと小規模融資ですね。すなわち、被災

者として一応ドームに入るけれども、自分は

ニューヨークでこれから頑張ってやりたいと

言ったら、ニューヨークまでの切符が連邦政

府から無料で出ます。そして、自分は財産も

失ったけども、こういうビジネスをやりたい

と言った時、非常に低利で小規模融資をして

くれます。すなわち、お金というものをどう

考えるかということが、日本とアメリカでは

違うわけですね。

私が一番、けしからんなと思ったのは日本

の銀行制度です。お金を借りてくれとか預金

してくれという時は来ますが、避難所にはき

ません。避難所の人達は３日経ったらお金が

要ります。日本人の貯蓄率は非常に高いの

で、大体どの家庭も銀行預金しているはずで

すね。本当に人間が困って存亡の危機に瀕し

てお金が要る時に、なぜ銀行は行かないの

か。法律の問題はあると思いますが、ここに

録しないのか」と言うことでした。避難所に

はたくさん老若男女がいます。難民キャンプ

を管理する国連難民高等弁務官方式では、年

齢と性別を全て登録することによって活動を

します。何人いる、じゃあ、－人当たりはど

のくらいのスペースが要る、－人当たりはど

のくらいの水が要る、そして５歳以下の子供

が何人いたら、何人分のワクチンがいる、全

て登録によって対策を立てます。阪神大震災

の時も今回も誰も改めて登録しません。何

故、日本の行政は登録なしで対策ができるの

か。町内会がやってくれるからその必要がな

いのです。日本の公務員の数が世界的にも非

常に少ないのは、行政の下請けを町内会など

の地域相互扶助各種団体にやってもらってい

るからです。そういった意味で開業されてい

ない先生方には、町内会というのは眼中にな

いかもしれません。しかし、町内会は日本の

公共政策を担っています。ここのところが暴

動が起こらない理由だし、登録をせずに住民

対策ができる理由です。

公益`性があれば、そこには当然利益が出ま

す。税金を使う必要がありません。民間に

持っていけるわけです。ところが、なければ

皆が困る公共性には、どうしても税金を払わ

なければいけない。にも関わらず、町内会と

か消防団には住民が存亡の危機に瀕した時に

ボランティアをさせています。これが最大の

矛盾です。だから、基礎自治体が町内会を巻

き込んで防災体制を作ろうと提案しても町内

会がなかなか動かない理由です。「良い制度

ですね」と賛意を示すだけです。「自分たち

は給料をもらい、自分たちにただ働きをさせ

るのか」と口に出さないだけです。

災害時ボランティア臨時公務員制度を

キューバがやっています。キューバというの

は、アメリカを始めとして、ものすごい経済

制裁をうけながら、なぜ生き残っているかと

いうと、いろいろユニークなことをやってい

ます。医療でいえば、プライマリヘルスケア
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ひとつのモラルハザードがあると思います。

今、自殺をする人が３万人超えています。中

年で自殺をする人は、お金の問題です。なぜ

かというと、保険金が出るからですね。すな

わち、命の次に大切なのがお金だという考え

方をもう変えないといけない。命もかえるの

がお金なんだという考え方をした時に、避難

所で皆さんお金がなくて困っている時に、な

ぜ、お金を預けられている銀行が避難所を回

らないのかです。何々銀行ですということで

回れば、「あ、お宅、私、預けています。」

と、必ず記録が残っていますから、出してあ

げれば良いわけです。

もし、人間の尊厳というのがあるとした

ら、尊厳とは何かという話ですね。尊厳とは

選択肢なんですね。いろんな選択肢を買える

のは、やはり世界ではお金ですね。この人間

の尊厳とか選択肢という哲学で成功している

のが、メッセージという会社を作った岡山大

学の医学部の後輩の橋本俊明という人です。

この前、東京の在宅をやっているもうひとつ

の会社を吸収合併して業界ナンバー２になり

ました。彼がなぜ在宅介護をやったかという

と、彼が医者になってお父さんの病院を継い

だ後、最も強く感じたことは、当時、お年寄

りは身体が動かなくなったら、もう特別養護

老人ホームしか行くところがなかったという

ことです。彼は、選択肢が無いというのは何

と残酷なことだと、自分はお年寄りの住居に

関して選択肢をもたせるようにいろいろ考え

たい、すなわち、高齢者の尊厳とは住宅問題

だということで、メッセージという会社を作

りました。そして、アミーユという商品をつ

くりだして、どんどん駆け上がっていって、

東京で価格破壊を起こしました。それまで

は、何十万も必要でしたが、月に１５万円で

入れるアミーユという商品をつくりだしたの

です。彼はお金を儲けるというコンセプトよ

りも、当時の医者として福祉に関して、なぜ

年をとって、他人の助けを借りなければ生き

ていけない弱者に、特別養護老人ホームと言

う選択肢しかないのかと、そこには人間の尊

厳はないじゃないかということで、選択肢を

増やすということをやりました。今、彼は時

代の寵児ですね。成功を収めましたが、そこ

にはしっかりとした哲学があります。

日本医師会はＪＭＡＴをつくり東日本で活

動しました。135チーム、5000名以上の人が

出て行きました。「何でマスコミは医師会の

ことをもっと書いてくれないのか」というこ

とを言われたので、私はメディアの人に聞い

たら、メディアは「医者が人を助けるのは当

り前だろう」と、「なぜ書かなければいけな

いんだ」と、こう言い放ちました。私は御津

医師会の会長をしている時に、医者はなぜ尊

敬されるのかという話をしたことがありま

す。医師は、医師免許を持っているから尊敬

されると、それでは、その医師免許というの

は、一体何を私達にミッションとして要求し

ているのか、人の命を助けろ、救え、見放す

なと言うことですね。これがあるから医者は

尊敬されるのですと、でも、それは期待の裏

返しですと。それを医者がやらなかった時、

どれだけボロクソに言われるか。このことで

御津の医師会は変わりました。

今回、もし、日本医師会がこれだけの大被

害の中で、１チームも出してなかったと想像

した時に、どれだけマスコミが日本医師会を

たたいていたかですね。5000名、135チーム

出したから、日本医師会はたたかれなかった

し、そして、報道はされませんでしたが、出

かけて行った開業医の先生方の患者さんは、

いざという時に自分の先生は助けに来てくれ

るんだという、ものすごい安心感をもったと

思いますね。すなわち、医師免許のミッショ

ンに基づいて日本医師会が今回やったから非

難されずにすんだということですね。

私達ＡＭＤＡにとって、今回、日本医師会

がやってくださって非常に助かったことは、

緊急車両の許可証が日赤以外に出なかったん
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ですね。ところが、日本医師会はこれをや

ぶってくれまして、緊急車両の許可証を私達

団体がとれるようにしてくれました。被災者

がどういう気持でいるかと言うことを考える

と１日も早く入って行かねばなりません。災

害医療と緊急医療は時系列という点では同じ

ですが、決定的に違うのは、発生してから３

日間は行政が機能しないということを前提に

動かないといけないということです。すなわ

ち、この３日間は行政以外の人達がボラン

ティア的に、必要なことをどんどんやらなけ

ればいけない時ですね。４日目から６日目、

１週間で、行政がだんだん体勢を立て直して

きます。そして１週間を過ぎると、もう完全

に行政が体勢を立て直していろいろ指示を出

すようになります。この３日目までは行政に

許可をとるということはしないほうがいいで

すね。行政もわけがわかりませんから、許認

可事項を持って来られても困るわけです。私

達は３月１２日に仙台入りまして、１３日からい

ろいろやりましたが、行政は体勢ができてな

いんですね。自分達だけのことで精一杯の時

に、よそから入ってきたチームが、これをさ

せてください、あれをさせてくださいと言わ

れても、自分達だけのことで精一杯なのに、

さらに仕事が増えるということは、もうかわ

いそうなことですね。だから、３日以内に、

もしやるのなら、自己責任でやって、行政に

負担をかけないことが大切ですね。行政は少

ない人数で自分達のことを精一杯やっている

のが、この３日間です。

しかし、被災者の方々が一番不安なのは、

実はこの３日間ですね。上越地震の時に、地

区医師会が、統計を出しています。全国から

避難所に駆け付けられるのは４日Ｈからで

す。日赤の医療チームも国立医療センターの

チームも４日目からになります。じゃあ、こ

の３日間は誰が見るかということですが、そ

のモデルができたのが、今回の東日本大震災

です。避難した県立病院だとか開業医の先生

方が最初から避難所にいたわけですね。これ

が今回の特徴であるし、ひとつのパターンで

す。

ひとつ残念だったのが、ＪＭＡＴの人達は

ホテルに泊まったんですね。そこから１時

間、２時間かけて被災地に行きましたが、３

泊くらいですから、避難所に泊まればよかっ

たと思います。被災者の方々が一番恐いの

は、実は夜なんですね。誰もいなくなった夜

に、子供が熱を出したとか、咳をしだした時

ですね。インフルエンザじゃないか、そうい

う不安感が出てきます。そして、普段なら駆

け込むかかりつけの先生はいない。そして、

病院も開いてない。その時に医療スタッフが

泊まってくれているということは、被災者の

人は非常に安心されます。日本医師会のＪＭ

ＡＴは、次からは３日間は被災地に泊り込め

ば良いと思います。今回、ホテルを探すのが

大変だったと聞きました。そして、ホテルか

ら少ない車で避難所まで行く、このロジス

ティックス（兵姑）が大変です。今回、日本

医師会はチームを沢山出しましたが、ロジス

ティックス、すなわち調整員の数が圧倒的に

少なかったです。その少ない調整員で医療

チームは行ったり来たりしました。ですから

３日間分の食糧を持って被災地に泊まってし

まえばよかったんですね、。そうすると、被

災者の方々は大安心です。

そして、そのチームが岡山県の医師会の

チームだとなれば、わざわざ岡山から来てく

れたと、人間というのは、誠意を感じる時

は、「やっぱり」と「わざわざ」しかないで

すね。相手が「わざわざ」と言った時に誠意

は通じています。ここの人達は、岡山から来

ました、高知から来ました、もう必ず言いま

す、「わざわざ」と、誠意が伝わりますね。

一緒に避難所に寝てあげるともっと伝わりま

す。そして、１人でもナースの方がいる、１

人でもドクターがいるということに対しても

のすごく全体が安心します。この安心感が、
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阪神大震災の長田区の経験では、１日目に

要る薬は抗生物質です。擦り傷とか色々の怪

我をしていますから、外科的な処置で抗生物

質が要ります。そして、２日目は風邪薬です

ね。日本の各地で地震が起こっていますが、

大体寒い時です。阪神大震災は１月17日、今

回の東日本大震災も３月11日、上越の時も寒

い時でした。そして、３日目は、非常時で食

べるものが、いつもとは違います。胃がやら

れますから、胃腸の薬が要るようになりま

す。そして、４日目から、自分の状況がだん

だんわかってきますから不安になってきま

す。そして眠れないということで睡眠薬が要

るようになります。最初の１週間までは、猫

の目のように先生に送らなきゃいけない薬が

変わってくるわけです。これがひとつの経験

でした。ところが、阪神大震災の時は、風邪

の薬といえばＰＬでしたが、塩野義製薬の大

阪工場が、地震でスプリンクラーがまわって

ＰＬが全部やられました。今ほどジェネリッ

特にこの３日間に欲しいですし、できたら１

週間まであれば被災者の人達の気持ちという

のは医療的に落ち着いてきます。そして、医

療的に精神的に安心することで、他のいろい

ろなパニックを起こさないことに通じます。

そして、もうひとつ大切なのは、精神病患

者の方々の調子が悪くなるのが１週間後くら

いです。薬剤の血中濃度が下がってきます。

そして、１週間前後で、ワーワ_大きい声を

出す人が出てきます。そして、皆は「あの

人、不安だから」と思います。が、そうでは

なくて、いつも飲んでいる向神経薬の血中濃

度が落ちてきたためです。大体そういう人は

夜中に声を出しますね。余計皆さんが不安に

なります。その時に一人でも血中濃度の話を

知っている人が説明すれば皆さんは安心しま

す。最初から薬を届けるということは難しい

ですが、１週間を目処に薬の補給体制を作る

ことはできます。慢性疾患の人に対しては大

藝切だと思います。
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クがなかった時で、ＰＬ以外に総合感冒薬が

なかったので非常に困った思い出がありま

す。

もう時間が来ましたが、私が思うことはい

ろいろあります。例えば、薬の問題も日本と

台湾と韓国で協定を結んでおけばよいと、両

国ともレベルは高いので、日頃から援助して

もらえるような相互協定を結んでおくと言う

ことです。それから、避難所は２週間でしめ

ること、２週間したら次に行く予定を予め立

てておくという避難所２週間説が良いのでは

ないか。そして、被災者を早く雇用して、銀

行も早く出て行って、お金の問題は早く処理

するようにする。そういう総合的な支援体制

の中でどう考えるかということを、やはり国

民が存亡の危機に瀕した時、逃げてはいけな

い人達、逃げられない人達は考えるべきで

す。備えあれば憂いなしというのは大嘘で、

憂いがあるから備えをするわけです。公務員

の人達は、もう逃げられないんだということ

がわかったら、準備にはいったほうがいいで

すね。何かありましたら、私達は土佐山田に

ヘリコプターできます。必要なものを持って

きますので、連絡してください。その時にま

たお目にかかりたいと思います。

どうもありがとうございました。

3０ 高知県小児科医会報No.2６



一講演要旨一高知県小児科医会秋季研修会
（2012年１１月17日）

乳児期の□タウイノレス感染症一ワクチンへの期待一

医療法人嗣業の会外房こどもクリニック黒木舂郎

１゜はじめに

ロタウイルス感染は主に急性腸炎をきた

す。臨床でよく経験するように、急激に発

症し重症脱水に至ることもまれではない。

ウイルスの感染力は強く、衛生状態の改善

のみでは感染を防ぎきれない。近年世界的

には１価と５価のロタウイルスワクチンが

使用可能となっている。本稿を執筆中の

2013年１月、日本でも１価と５価のロタウ

イルスワクチンが使用可能である。本稿で

はロタウイルス感染症とこれらのワクチン

の位置づけを考察する。

血清型の測定は煩雑であり、最近ではP遺伝

子型が汎用される。このふたつの外殻タンパ

クの血清型分類が疫学の基本である。（図

１）。

ロタウイルスは小腸絨毛突起先端部上皮細

胞に感染する。このウイルスは感染細胞を破

壊して排泄きれる。したがって、上皮脱落な

どにより下痢をきたす。一方、下痢は病理的

変化前に起こるとされる報告もあり、これは

ＮＳＰ４による細胞内Ｃａイオン濃度の変化に

よるとされる。また、下痢の前にウイルス血

症が先行するという研究も集積されている。

また、ロタウイルスは腸管EnterochromaHin

cellに感染し、この細胞からセロトニンが分

泌され、求心性迷走神経に作用することで嘔

吐をきたすとされる。

主な伝播様式は糞口経路であり、便１９当

たり最大1012個のウイルス粒子が排出される。

排出は発症前から始まり、発症後も持続する。

また、媒介物や汚染物質（例：

２ロタウイルス感染症の概要

ロタウイルスは２本鎖ＲＮＡウイルスであ

り、構造タンパクＶＰ１－７と非構造タンパク

（NSP）を有する。このウイルスタンパク血

清型が疫学の基礎となっている。このうち

VＰ４とＶＰ７が中和抗原であり、ＶＰ４はP血

清型、ＶＰ７はG血清型により分類される。Ｐ ｢から始まり、発症後も持続する。

また、媒介物や汚染物質（例：

玩具）の感染力は数日から数週

間持続する。感染は10個以下の

感染性粒子により成立し、極め

て感染力の強いウイルスである。

したがって衛生環境を改善して

も伝播を完全に防ぐことはでき

ない。

急性腸炎が主たる症状である。

急速に進行し、時に重篤となる。

ほかにも中枢神経症状、また腎

不全（腎前性、腎性、腎後性）

などもきたしうる。重篤な腸管

外合併症も起こす感染症である。

VP6の抗原性でA～G群に分類される(ヒトにはA～Cが感染する）

蕊》蕊擬鋤繍鰯騨灘枠蕊灘騨灘鍛》

蝋

露鱒，

中和エピトープが存在するVP4(Ｐtype),VP７(Ｇtype)で
タイピングされる

２

図１．RotavirusStrains‐Ｇ＆Ptypes
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３世界と曰本での疫学イルスの割合は，先進国と新興国でほぼ同程

世界での激しい下痢症状の30％～50％は、 度である。先進国と新興国の疫学の相違は重

ロタウイルスが原因である。また、世界中の 症度である。ロタウイルスは感染力が高いた

ほぼ全ての小児がロタウイルスに感染するとめ、衛生状態を改善してもその防御にはつな

される。先進国でも新興国でもロタウイルス がらないことは前述したとおりである。

}よ蔓延しており、重症下痢症に占めるロタウ 世界的な疫学調査ではGlP[8]が主体である。

また、Ｇ１P[8]、Ｇ２P[4]、Ｇ３P[8]、

ﾛﾀｳｲﾙｽ■■炎で入院した5広未西の■者から得られたﾛﾀｳｲﾙｽ船検体よりG4P[8]、G9P[8]の５つの血清型が

<画iiiiiiFf
流行の大部分を占める。GlP[8]が

主たる流行の血清型であるが、世

界各地での疫学調査ではその分布

は地域ごとにいくらか異なる（図

２）。さらに、日本での調査でも

年ごとに流行血清型は異なってい

る。三重県での調査では主たる流

行型は先のGlP[8]ではなく、Ｇ３で

あった（ＨＫａｍｉｙａｅｔａｌ；

Ｊｐｎ.Ｊ・ＩｎｆｅｃｔＤｉｓ､６４（４）

482487,2011November）。表１に

千葉県での集団発生事例を挙げる

ヨーロッパ
９つ、

錘

東南アジア･太平洋

アフリカ

頚11■､膨pH

0７

Ｊ〃

図２世界のロタウイルス株分布（2001-2007）

表１．ロタウイルスによる胃腸炎集団事例発生状況千葉県（2011年１月～５月末）

感染症動向鯛査感染症週報2012年第23週(６月４日～６月１０日)通巻第14巻第23号より
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２月１１日 老人施設 114 2２ 20代,81～９２歳 8/1０ Ｇ２

２月２０日 保育所 1７２ 1２ 1～2歳 3/３ Ｇ１

２月22日 幼稚園 4９ 1６ 4～6歳 6/６｣． Ｇ２

３月６日 幼稚園 6１ 1６ 4～5歳 2/３ Ｇ２

３月１０日 飲食店(痔'司）屋） ４１ ３１ 20歳以上 １５/2７ Ｇ２

４月１２日 社員寮 ２３７ 19 １８～22歳 4/1０ Ｇ２

４月１３日 小学校 ２０８ 1８ 6～１０歳 ３/３ Ｇ１

５月６日 中学校 1３８ 1８ １２～１５歳,50代 ２/５ Ｇ１

５月7日 小学校 2２１ 1５ 7～１１歳 2/３ Ｇ１

５月１４日 保育所 1８０ ２７ O～5歳,20代 5/８ Ｇ１,Ｇ３



が、血清型、年齢とも幅広い。このように、 ４．ロタウイルス感染症の疾病負担

このウイルスの血清疫学は年・地域により流 世界ではロタウイルス感染で毎年60万人の

行血清型が異なることが特徴といえる。また、 死亡が報告されている。これは主に新興国の

流行する主要な血清型は決まっているが、各状況である。一方、日本では毎年３万人程度

地域で、毎年どの血清型が流行するのかは予の入院があるとされる。すなわちこの感染症

測し難い。こうした多様性の機序としては、 は世界的には、特に新興国では、死亡の原因

点突然変異（pointmutation）の集積，遺伝となり、日本などの先進国では入院や医療機

子分節の再集合（reassortment）、遺伝子再 関受診などの疾病負担、家族の経済的負担な

構成（rearrangement）、遺伝子組換えどが問題点となる（図４）。当院における検討

（recombination）などがあげられる。熱帯では、５歳になるまでに少なくとも25人に1人

地方の途上国では種間伝播が広範に起こり、は外来で点滴を受け、２人に１人は外来を受診

先進国では見られない血清型の組み合わせが している（厚生労働省科学研究・庵原班）。

少なからず出現しているとされる。

ロタウイルスには５歳まで 200,000「ｎ面1，１鬮労伽畑ヅ
のほとんどの小児が感染し、

しかも感染を繰り返すごと,二川mEi□IL」＝:::…。
軽症化している。さらに、初

回感染四回目の感染では、ⅢＭ１■■［鵜&鰯'誼 ）

日
日

90％以上が異なる血清型であ

､M…ﾛﾀｳｲﾙｽ⑩M|■里感染は、感染を重ねることで

発膨重症化が抑えられ､初、□！11￣￣雲霞
回感染後の免疫反応は血清型

十労■損失餌:付き逐いや通院による欠助などによって失われた労働力の仮

特異的である（図３）。蟻巨躯以外の支出:通院受､ｵﾑﾂ貝､麺･ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ貝､経p柏木療法貝など
川村尚久.■床と紋生物2010;３７:２５９２６４より作図４

図４．日本でのロタウイルス胃腸炎による経済的負担

５．ロタウイルスワクチ

ンの歴史と現在

ロタワクチン開発は、ロタ

ウイルス発見の1973年が端緒

となる。培養法が日本の研究

者により確立されたのは1981

年である。培養法の確立によ

りワクチン開発は進んだ。こ

うした種間伝播するウイルス

（ヒトと他の動物にも感染す

る）による感染症には、他の

動物のウイルスをワクチン株

に選ぶ方法がとられる。これ

た
３
る
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価と５価のロタワクチンが世界で使用可能で

ある。ｌ価ワクチンはヒトのウイルスを継代

して弱毒化したものである。抗原はＧｌＰ８単

価であり、２回接種である。５価ワクチンは

変法ジェンナーアプローチによるヒトーウシ

ロタウイルスの遺伝子分節の再集合

（reassortment）による。３回接種である。

世界的に流行する５つの血清型を網羅してい

る。

を、「ジェンナーアプローチ」という。図５

に示すが、１８世紀にジェンナーが牛痘ウイル

スをヒトに接種して、天然痘を防いだことに

由来する。ロタウイルスワクチンに関して

も、当初同様のアプローチがとられた。ウシ、

サルなどのウイルスをヒトのワクチン株で使

用する研究が重ねられたが、いずれも弱毒化

はされているが、免疫原性も弱いものであっ

た。そこで、ヒトーサルウイルスの遺伝子分

６．ワクチン導入のインパ

クトと安全性

国内外での臨床試験結果では，

重症化の予防は100％近く、重症

のみならず、軽症から重症まで

の予防効果も良好である。また、

疫学が異なると考えられる日本

国内と海外でも、ほぼ同等の予

防効果を示している。さらに図

６にアメリカでの５価ワクチン

市販後のこの疾患への影響を示

す。2006年の５価ワクチンの導

入後、ロタウイルスの検出率さ

らに下痢による入院、その中で

1796年､牛痘に感染した牛の乳絞りサラの

膿を､少年ジエームズ･フィップスヘ植えつけ

感染を確浬後治療したが､この後少年は

天然痘感染実験においても発症しなかった。

動物由来の病原体を

ﾋﾄのワクチンとして使用すること

_壜蕊一蕊籔
ジェンナー式アプローチ

●元来動物ロタウイルスは

ヒトに弱毒性である。

●ヒトに対する免疫原性を

旙導する可能性はある。ジェームズ･フィップスに租疸するジェンナー Ｈ房導する可能性’
1912年Ｅ､Board■

ウェルカム財団(ロンドン）

図５．ジェンナー式アプローチと↓よ？

節の再集合（reassortment）

による４価ロタウイルスワク

チン（ロタシールド）が開発

され、1998年に上梓された。

臨床試験では重症化予防

80-90％という好成績であり、

途上国での死亡を激減させる

ものとして、満を持しての発

売であった。しかしながら、

このワクチンは一年後に市場

から撤退することとなった。

市販後調査により腸重積症発

生の増加が報告されたためで

ある。これ以降、弱毒生ワク

チンに関しては腸重積症の危

険が増加しないことが求めら

れるようになった。現在は1
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図６．ロタウイノレスワクチン導入によるインパクト

（下痢症による入院，米国）
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もロタウイルス関連下痢症の頻度の著明な減

少が示された。ロタワクチンは重症化予防に

より、入院、救急外来受診を減らすことがで

きる。また、軽症から中等症の予防効果によ

り、外来受診の減少にもつながる。さらに、

このワクチンは接種年だけではなく接種後

3.1年までの予防効果が報告されている（図

７）。また、接種年齢の児だけでなく、より

年長さらに成人のロタウイルス感染への予防

効果も報告されている。これは、明確な集団

免疫効果であり、このワクチンの潜在的な免

疫原'性を示している。

ロタシールドによる腸重責発症増加が報告

されて以来、弱毒生経ロロタウイルスワクチ

ン開発に際しては、腸重積症発症リスクを増

加させないことの証明が必須となっている。

ロタシールドでの腸重積症発症を詳細に検討

すると、初回接種に多いこととその時期が関

連することが明らかとなった。この結果を受

けて、以降の臨床試験は初回接種時期を制限

することとなった。現在使用可能な１価、５

価ロタウイルスワクチンはいずれも初回接種

を14週６日までに行うことが推奨されている。

ロタシールドによる腸重積症増加の原因は確

定できていない。ロタウイルス感染と腸重責

の関連に関しても、ロタウイルス感染が腸重

積症の主要因とはいえない。ロタウイルス感

染は発症時期のピークは冬季§であるが、腸重

積症に明らかなピークはない。また、ロタウ

イルスの感染部位は小腸であるが、腸重積症

の病変部位は結腸である。なお、ｌ価、５価

ロタウイルスワクチンの臨床試験ではいずれ

も腸重積症の危険は増加していない。現在ま

での市販後調査でメキシコ、オーストラリア

の一部で１０万人当たり１２名腸重積症発症

リスクが増加したと報告されているが、この

ワクチン接種の利益は危険を上回ると判断さ

れている。ＷＨＯも全世界の乳児への接種を

推奨している。

国内外臨床試験の結果ならびに、導入後の

調査より、ワクチン導入により日本でも同様

の効果が期待される。

◎入院･救急外来受診に対する簸大3.1年の持続抑制効果が認められた。

圧ての》型 ｢’里Zll３．１：

(％）

0

(％）

０

2年目まで3.1年目まで Ｇ１Ｇ２Ｇ３Ｇ４Ｇ９

2０ 2０

０
０

４
６

有
効
性

０
０

４
６

有
効
性

94.6％94.0％
９５MCｌ臨髄Ｉ

(91.5,96.5）（91.4,9風0）

8０ 8０

ｕｐＪ.’

1００ ｌＯＯ

９５ＨＣｌ９５%Cｌ（92.8-97.2）（16.1-98.0）（53.3-98.7）（51.2-95.8）（62.2-99.9）
【険､h方法】プラセポ対瓜二丘百枚比較戯n口

【険H白デザイン】REST肢､hに●加したフィンランドの乳児を延長険ﾛ山(th8F1nnl8hoxten8Ion8Iudy･FES肢n口)として追跡■察した(追跡期間3回目接租ａ最大約3.1年)。
【解析対象】REST賦政で､５■ロタウイルスワクチンまたはプラセポを3回全て受け､肝価不能と判研された初、石を除外した祖、宕纂団（REST･FES肢n口合わせて、

54,533人)。

【方法】当咳集団において､３回接租後１４日以降からロタウイルス■■炎で入院および救急外来を受けした症例を服交した。

Vo81k8｢ｌＴｏｔ８１・Ｐｂ伽trh巾clDlBj2010;２９:957-963．

図７．５価ロタウイノレスワクチンの長期予防効果フィンランドにおけるREST延長試験
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７．ロタウイルスワクチ

ンの普及に向けて

このワクチンの普及に向け

て必要な事項は、まず疾患の

認知、そして患者ざんへの啓

もうであろう。患者さんへの

案内は医師からは周産期から

lか月健診での案内、また医

師のみならず受付事務、電話

応対での案内も効果がある。

患者さんは自分に身近な人か

らの情報提供により受療行動

を促されることがある。さら

に、このワクチン接種は同時

接種が原則である。世界各地

で同時接種は既に浸透してい

る。経口ワクチンであり飲ま

せ方に若干の'慣れがいるが、

口角から垂らすように、ある

いは口唇の真ん中にワクチン

のdeviceを置いて、児の吸畷

反射に同期させるとうまくい

く。当院では、Ｂ型肝炎、ロ

タ、Hib、肺炎球菌を２ヶ月

目に同時接種して、３ヶ月目

にそれに４混を加えて接種す

る。ロタの３回目はBCGのタ

イミングを見て入れるように

している（当院ＨＰhttp://

www・sotobo-childcom/）。

なお、当院のある千葉県いすＺ

…

lmI111il-
：鏑ミク■

2012年４月時点

図８．ロタウイノレスワクチンが定期接種化されている国・地域

33自治体で助成が実施/予定されている
二J

'三

空

÷■

図9．日本のロタウイルスワクチン公費助成の状況＊

に図９に2012年９月現在での日本での公費助

成の現状を示す。意欲ある自治体が公費助成

を進めている。こうした地域からのワクチン

助成のうねりが日本全国に広がることを期待

したい。

なお、当院のある千葉県いすみ市は経済的に

は決して恵まれていないが、小児医療、ワク

チン支援に熱心である。国に先駆けてＨｉｂワ

クチン、ＰＣＶ７、ＨＰＶワクチンの公費助成を

開始し、2011年からは水痘ワクチン、おたふ

くワクチンを助成、2012年からはＢ型肝炎を

助成している。いずれも全額助成である。

2013年度にはロタウイルスワクチンの無料化

が実施される予定である。

図８に世界各地での定期接種の現状、さら

本稿の要旨は2012年11月17日（士）高知県

小児科医会秋季研修会（オリエントホテル高

知）にて発表したものである。
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総説一

□タウイルス冑腸炎に伴う急I|生腎後性腎不全

枝
田
田

藤
芦
太
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明
秀

幹
和

森田拓石原正行高知大学医学部小児思春期医学

大阪医科大学小児科

国立病院機構金沢医療センター小児科

はじめに

近年、ロタウイルス腸炎後に生じる腎後

性腎不全の症例報告が増加している')。脱

水による腎前性腎不全の回復期頃に認めら

れることが多く、その主因は、尿酸系の結

石・結晶による両側尿管閉塞であり、多く

の例で尿酸アンモニウム（ammoniumacid

urateAAU）結石が検出されている。本稿

では、ロタウイルス腸炎に合併するＡＡＵ結

石・結晶による腎後,性腎不全を中心に病態

を推測していく。

果は、文献報告'-4)とほぼ同様であり、平均

発症年齢1.34歳で男児18例、女児３例と圧倒

的に男児に多く、消化器症状の発現から腎後

性腎不全出現まで平均6.7日、腎不全発症時

の平均血清尿酸値は12.5ｍｇ/dlで、血清Ｎａ濃

度は平均l295mEq/lであった。同時期の血

液中平均ＨＣＯ５濃度は16.7,mol/lとアシドー

シスであり、測定できた１３例の平均尿ｐＨは

6.02で，８例が6.0未満であった。結石分析の

できた12例中10例（83％）がＡＡＵ結石であ

り２例が尿酸結石であった。

本邦では毎年約68万人の４歳未満の小児が、

ロタウイルス腸炎で外来を受診しているとの

報告6)から推測すると、腎後性腎不全例が

極端に少ないと思われる。大多数の例で結石

形成にいたってないか、片側腎にのみの結石

形成であったか、あるいは結石以外の要因が

存在するのかは現時点では不明である。

１.疫学

ウイルス性腸炎に合併する両側尿路結石

嵌頓による腎後性腎不全例は，本邦からの

報告が多く、主な報告14例を（表１）にま

とめた'-4)。１４例中１１例がロタウイルス腸炎

であり、ノロウイルス腸炎が１例であった。

このロタウイルス腸炎１１例中10例が２歳以

下であり、９例が男児であった。ロタウイ

ルスによる消化器症状の発現から腎後`性腎

不全出現まで平均6.3日の期間があった。腎

不全発症時の平均血清尿酸値は12.5ｍｇ/dlと

高値で８例が10ｍｇ/d1以上であった。また血

清Ｎａ濃度は、平均129.9mEq/lと低Na血症を

呈していた。結石分析では、１１例中８例が

ＡＡＵ結石・結晶で，ｌ例が尿酸結石であっ

た。

その後、「ロタウイルス腸炎に関連する両

側尿管閉塞による腎後'性腎不全」について

日本小児腎臓病学会員を中心に全国調査を

行い、２１例の症例を集積できた5)。その結

麦1．わが国のｳｲﾙｽ性胃腸炎に合併した両側尿路結石iii頓を伴う

急性腎後性腎不全症W11の報告(文献4)力'５;|用一部改変）
検査成績

症例病原年齢/性胃腸炎発症から
ウイルス腎不全出現

結石／

結晶BＵＮＣｒｎＮａＫ尿酸

までの期間(日）（mg/dl）（mEq/|）（mg/dl）成分

紅
ク
タ
ゲ
位
夕
勺
マ
勺
夕
明
声
明
『
々
ク
ダ
シ
タ
々
彦
々
ク
タ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
不
不
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ノ

１
２
３
４
５
６
７
８
９
㈹
Ⅲ
氾
旧
川

男
女
女
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男
男

呵
而
呵
呵
ｗ
ｗ
ｗ
耐
Ｗ
Ｗ
Ｗ
Ｗ
Ｗ
Ｗ

１
２
５
１
６
６
８
３
８
４
２
２
３
２

１
１
１
１
３
１
１
１
２
２
１
１
１
２

４
６
７
３
２
３
Ⅱ
９
７
旧
㈹
５
５
７

１３３５．７１５．０

１２９５．５３．８

１４２４．７９.５

１２６４．５１６．４

１３１３．４８．７

１３２３．２１２.１

１３０４．３１４．０

１２９５．３１４．２

‐‐１２．４

１２８３．１１１．１

１２２４．３１３．９

１３２５.３１５．１

１２７４．６１７．３

１３１４．８１６．０

57.02.8

5702.6

１８．０１．４

６３２．２

１７．６１．４

４０２２．１

６８．９３．６

４２２．３４

４５２．１０

２８1.0

45.62.59

107.96.38

８４．３５．２５

66.02.42

判
ｗ
判
判
判
判
艸
釧
輌
叫
判
繩
判
判

Ｃｒｎ：クレアチニン、ＡＡＵ：酸性尿酸アンモニウム、ＵＡ：尿ロ

症例1-4は自験例
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２結石

ｌ）尿酸

組織障害により高尿酸血症が惹起され、尿

中への尿酸排泄増加がおこり、さらに脱水に

よる腎血流量低下、尿濃縮が加わり尿中尿酸

の過飽和で結石に至ると推測される。

Ｂｏｗｙｅｒら'0)は、一定の尿酸塩濃度（８

，mol/l）では、尿ｐＨ5.7未満では検出され

る結晶は尿酸結晶であったと報告した。以上

から、腸炎の急性期のアシドーシスの高度な

時期は、尿酸結晶・結石が形成されやすいと

考えられる。

２）アンモニア

Ｄｉｃｋら'1)は、,慢性下痢による脱水、Ｎａお

よびＫの喪失によりアシドーシスが惹起され、

尿中Ｈイオンの排泄が増加し、代償作用と

して近位尿細管でのアンモニア産生増加と尿

中排泄増加が誘導されることを報告した。加

えて、尿中リン排泄が低下すると、さらにア

ンモニア産生増加と尿中排泄増加が誘導され

ることも報告されている'2)。

３）ＡＡＵ結石

ＡＡＵ結石形成時には、非尿路感染症の場

合は、尿ｐＨ6.5以上7.0未満と報告されている

が12)、Ｄｉｃｋら11)は、最小濃度のアンモニア

と尿酸塩でＡＡＵ結石が形成される尿ｐＨは

6.2～6.3と推測している。Bowyerら'0)は、尿

ｐＨ6.5の条件下では、結石形成に多量のアン

モニウムと尿酸塩が必要とされるが、一度、

ＡＡＵ結晶が形成されると低濃度の両者でも

析出が持続することを報告している。

以上の報告から、ＡＡＵ結石による腎後性

腎不全の発症が、腸炎発症から約６－７日後

という腸炎の回復期あるいは輸液開始後で、

重度の脱水やアシドーシスが若干改善した時

期に相当するという臨床像を説明できる可能

性がある。

そして、一旦、ＡＡＵ結晶が生じると急速

に結石形成が促進し腎後性腎不全の発症にい

たる危険性が存在する。

Ⅱ病因・病態

現時点で推測されるロタウイルス腸炎に関

連する腎後性腎不全の要因となる尿酸系結石、

特に、ＡＡＵ結石の形成機序を（図１）に示

す。

ロタウイルス腸炎ﾉ感染症

M1管壁以外の－ロタウイルス血症？－腸管壁障害＝下痢
組織障害

↓

障害細胞から

核酸遊離

↓

尿酸産生

迂解質･イオン喪失

室(N風､K､HCO3）
願綱管Ｉ

鵬一脱水腎尿細管機能未繊ｕ､､K､nＷシ

|敵”魂-/･蝋…。’アシドーシス
Ｌ刷尿酸lMi1野翻'学室旱織'…､Ｈ+イオン尿中排泄増加

↓。／
尿酸アンモニウム結石

（尿pH6.2-6.3で形成されやすい）←￣￣￣￣尿中アンモニア
排泄増加

腎後性腎不全

図１．ロタウイルス腸炎における尿酸アンモニウム

結石による腎後性腎不全発症仮説

１．ロタウイルスによる組織障害

年齢差のないロタウイルス腸炎患者42例と

ノロウイルス腸炎`患者23例を比較すると、前

者の血清尿酸値が有意に高〈（７４±０４ｍｇ/d１

対６．１±0.4ｍｇ/dl）、アシドーシスが強か

った（ｐＨ:7.36±0.01対7.41±0.01）７)。

ロタウイルス感染による高尿酸血症は脱水の

影響よりも組織障害、腎血流量減少、軽微な

腎機能障害が原因であるという仮説8）と合

わせて、ロタウイルスによる組織障害が、ノ

ロウイルスなど他の腸炎を惹起するウイルス

よりも高度であることが示唆される。さらに、

ロタウイルス腸炎ではノロウイルス腸炎より

も尿中β２ミクログロブリン（BMG）や尿中

NAGの高値例が有意に多かった7)。横山ら，）

は、ロタウイルス腸炎では、有熱性の`患者で

は尿中ＢＭＧが高値であることを示し、尿細

管上皮細胞にロタウイルスが存在（感染）す

ることを証明した。以上から、ロタウイルス

が直接に尿細管障害を惹起する可能性がある

と推測された。
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３．その他

ｌ）性差と年齢

ロタウイルス腸炎に関連する腎後性腎不全

例が、圧倒的に男児に多い理由は不明である。

解剖学的な差異により男児に通過障害が起き

やすいことも考えられるが、後述する尿酸ト

ランスポーターの機能の性差が関与している

可能性は否定できない。２歳以下に多いのは、

ロタウイルス腸炎の好発年齢の要因が強いが、

低年齢による腸管や腎尿細管機能の脆弱性や

未熟性も関与していると推測される。

２）尿酸トランスポーター

著者らの検討では、SLC22Al2にコードさ

れたhumanuratetrnspoterl（hURATl）

における日本人のhotspotであるW258X

mutationは認めなかった')。近年同定され

たglucosetransporter9（GLUT9）は、尿

酸低下機能は女性に強いことから、本症の'性

差にGLUT9の機能差が関与している可能性

が推測される'3)。

４）解剖学的異常

一部の症例では、発症前に腎孟尿管移行部

の狭窄を認める例も存在することから、解剖

学的異常により尿の停滞がおき、結石が生じ

やすいことが考えられる。

予防が大切であり、脱水に対して輸液療法

を開始する時に、血中電解質、尿酸値や血ガ

スおよび尿ｐＨを検査する。血中尿酸値

１０ｍｇ/d1以上は要注意と考えられ、必要に応

じて尿路感染症併発に留意しながら尿アルカ

リ化を行い、尿ｐＨは尿酸およびＡＡＵの溶解

度の増大する6.5（70）以上にすることが望

ましいと推測する。加えて、アンモニア産生

増加抑制のために、アシドーシスの改善が悪

い例では、リンを含む輸液製剤の投与が有効

であると推測する。
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一症例研究一

当院の重症心身障害児(者)病棟と一般小児科病棟における呼吸器感染原因菌の相違について

市
上
橋
宮

武
丼
高
小

知己

和男

芳夫

英郎

寺内芳彦

大石尚文

小倉由紀子

国立病院機構高知病院小児科

はじめに

成育医療は、ヒトのライフサイクルに関わ

る身体的・精神的問題を診療科や年齢の枠を

越えて総合的に取り扱う医療である。当科は、

重症心身障害児（者）（以下重障者）医療に

携わっているが、この分野はまさに小児から

老人まで年齢を超えた診療を行う成育医療そ

のものである。今回、我々は重障者の細菌性

呼吸器感染症の原因菌を推測するために当院

重障者病棟における喀疾培養を解析した。そ

して一般小児科病棟とは異なる興味深い結果

を得たので、分離菌の多様性からみた重障者

医療の成育医療としての側面を含めて報告す

る。

２）主要細菌の抗菌薬感受`性分布

両病棟で得られた分離菌の中で、肺炎桿菌、

緑膿菌、インフルエンザ菌、ＭＲＳＡ、肺炎

球菌の５菌種について感受'性分布表を作成し

た。

なお、菌同定及び感受性検査は、院内設置

の全自動細菌検査装置VITEKを用いた。

結果

１）分離菌の頻度

グラム陰性菌では、重障者病棟の喀疾培養

検査からアシネトバクター属20.3％、緑膿菌

45.6％、肺炎桿菌19.2％、プロテウス属１０．４

％などが、一般小児科病棟の鼻咽腔培養検査

からモラクセラ属21.1％、インフルエンザ菌

31.6％などが分離された（表１）。

グラム陽性菌では、重障者病棟の喀疾培養

検査から黄色ブドウ球菌34.9％（ＭＲＳＡ２９．６

％・ＭＳＳＡ5.3％）、肺炎球菌21.1％などが、

三股小児科病棟の鼻咽腔培養検査から黄色ブ

ドウ球菌287％（ＭＲＳＡ4.3％・ＭＳＳＡ１４．４

％）、肺炎球菌34.4％などが主に分離された

（表２）。

対象と方法

2007年１月から2011年１２月の５年間に、当

院重障者病棟および一般小児科病棟に入院し

た患者を対象とした。なお、当院重障者病棟

は2011年12月時点で、入院患者総数120名

（年間数名ずつ入退院）、平均年齢41.3±

15.8才（３～74才）、経管栄養患者35名

（29.2％）、気管切開患者26名（21.7％）、人

工呼吸療法患者15名（12.5％）の病棟であっ

た。 ２）主要細菌の抗菌薬感受`性分布

肺炎桿菌、緑膿菌、ＭＲＳＡは一般小児科

病棟では分離頻度が少なく両病棟の比較はで

きなかった。表３に重障者病棟で分離された

３菌種の主要抗菌薬に対する感受性分布を抜

粋して示した。またインフルエンザ菌と肺炎

球菌は、両病棟を比較し同じく主要抗菌薬に

ｌ）分離菌の頻度

重障者病棟で施行された喀疾培養検査375

検体と一般小児科病棟で施行された鼻咽腔培

養検査209検体の分離菌を集計し比較した。
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表３．重障者病棟で分離された肺炎桿菌・緑膿菌・

MRSAの主要抗菌薬に対する抗菌薬感受性分布
表１．グラム陰性菌の病棟別分離頻度

■肛者病棟般小児科
、＝３７５、＝209

肺炎抑■
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、囚■ＦＦＦ正冗五目囚■＝■■■■■■
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＝３７５、＝２０９ インフルエンザ菌・肺炎球菌の主要抗菌薬

に対する病棟別抗菌薬感受性分布

表４

ＭＩＣ。■町but」四Ｂ/、

厨司可函■■■F■■、■■田■面■H■■■■■■■Ｐ■丘■面面、

囚輿画一■'ﾛ■彊竪躬雲回
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言
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０Ｂ１２１コＩＱ２゜０２Ｊ

ＢＯOロ４，⑨ロ05≧ＩＤｓ

“８，

対する感受性分布を抜粋して表４に示した。

当院で採用している全自動細菌検査装置

ＶＩＴＥＫでは測定ＭＩＣがCLSＩ（Clinical＆

LaboratoryStandardslnstitute）の

breakpointMICに準じて概略値で表記され

るため、十分な分布を表示することができな

かった。そこで斜体数字は計測値が不揃いで

個別に表記できない検体数の合計を、括弧内

は全自動細菌検査装置VITEKが表示した測

定値の内訳を表示した。また網掛け部分は日

本化学療法学会のbreakpointMICを、斜線

枠は該当検体なしを示している。

厚生労働省の定義する、「第３世代セファ

ロスポリン耐性肺炎桿菌（ＣＴＸ≧１６αｇ/ｍｌ

またはＣＡＺ≧32αｇ/ｍｌ）」、「多剤耐性緑

膿菌（カルバペネムのいずれかがＲ且つ

ＡＭＫ≧３２αｇ/ｍl且つフルオロキノロンのい

ずれかがR）」、「カルバペネム耐性緑膿菌

（IPMまたはＭＥＰＭ≧ｌ６ａｇ/ｍｌ）」、「バ

ンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌（ＶＣＭ≧

体位字!H測伍が不撤いで■別表皿不能な枚体倣(括弧内は劃定伎■の哀示伍の内訳）

聾Iﾅ部分:日本化学空注学会のｂ尼akpoIntMIC■低梓:肢■枚体なし

１６αｇ/ｍｌ）」など、特定の耐性菌判断基準

を満たす菌株は認めなかった。

考察

両病棟の分離菌を比較した結果、グラム陰

性菌の場合、一般小児科病棟ではモラクセラ

属やインフルエンザ菌の分離頻度が最も高か

ったが、重障者病棟ではアシネトバクター、

緑膿菌などの耐性菌に加えて肺炎桿菌など腸

内細菌科の細菌の分離頻度が高く、モラクセ

ラ属、インフルエンザ菌はこれらに次ぐ頻度

であった。グラム陽性菌では、両病棟ともに

黄色ブドウ球菌が多く、重障者病棟では特に

ＭＲＳＡが増加していた。肺炎球菌は、両病

棟ともに高頻度に分離された。ここで示した

ものはあくまでも分離菌であり必ずしも原因
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菌を示すものではないが、重障者病棟では、

一般小児科病棟と同じくインフルエンザ菌や

肺炎球菌が分離された一方で、一般小児科病

棟と異なり各種の耐性菌や腸内細菌が多く分

離された。つまり、小児科医として一般的な

市中肺炎だけでなく、緑膿菌やＭＲＳＡなど

いわゆる耐性菌に対する理解も必要である。

さらにもう一点、一般小児科医にはなじみ

の薄い肺炎桿菌が注目された。筆者自身、こ

の研究ではじめて認識を強く持った細菌だが、

肺炎桿菌は比較的病原性の高い細菌で、市中

肺炎の起炎菌として')、あるいは重障児の

急死例としても2)報告されるなど重要な病

原微生物の1つである。肺炎桿菌は腸内細菌

科に属し、誤嚥や逆流の多い重障者では気道

内への進入頻度が高いことは容易に予想され

る。そして肺炎桿菌は一般的にβ-ラクタム

耐性の傾向が強く、βラクタマーゼ阻害剤配

合ペニシリン系薬やβ－ラクタマーゼに比較

的安定なセフェム系薬の抗菌薬を考慮するこ

とが必要になるなど、注意が必要である。

重障者病棟で分離頻度が高かった肺炎桿菌、

緑膿菌、ＭＲＳＡの３菌種における感受性分

布の特徴は、次の通りであった。肺炎桿菌は、

アンピシリンには耐性だがセフェム系薬とア

ミノグリコシド系薬に感性であった。緑膿菌

は、セフェム系薬には一部耐性だが、カルバ

ペネム系薬やアミノグリコシド系薬には感受

`性が良好で、ＭＲＳＡではバンコマイシン耐

`性はみられず、いずれも高度耐性株は

分離されなかった。

またインフルエンザ菌と肺炎球菌の

た。日常的に抗菌薬を投与する頻度の高い重

障者では、その抗菌薬の選択にあたっては耐

性化に配慮が必要であると考えられた。

さて本邦の呼吸器感染症ガイドラインには、

①小児呼吸器感染症診療ガイドライン3)、

②成人市中肺炎診療ガイドライン4)、③成

人院内肺炎診療ガイドライン5)、④医療．

介護関連肺炎診療ガイドライン6)の４つが

ある。重障者ではまだ具体性を持った診療ガ

イドラインはないが、この中では医療．介護

関連肺炎診療ガイドラインとの共通点が多い

と考えられた。

医療．介護関連肺炎とは、市中肺炎と院内

肺炎の中間に位置し、海外で「医療ケア関連

肺炎」と提唱されるものを、我が国の医療制

度に則して修正し、①長期療養型病床群もし

くは介護施設に入所している、②90日間以内

に病院を退院した、③介護を必要とする高齢

者や身障者、④通院にて継続的に血管内治療

（透析、化学療法、免疫抑制薬等による治

療）を受けているなどの場合に発生する肺炎

と定義されている。当院重障者病棟の分離菌

は緑膿菌、ＭＲＳＡといった耐性菌に、肺炎

桿菌、インフルエンザ菌、肺炎球菌が混在し

ており、医療ケア関連肺炎の研究報告と類似

性がみられた（表５）。

医療・介護関連肺炎診療ガイドラインでは

表６のような抗菌薬選択が提唱されている。

小児市中肺炎（小児呼吸器感染症診療ガイＦ

ライン）ではアンピシリン単独治療も第一選

表５．医療ケア関連肺炎疫学研究報告と本報告の比較

３菌種は一般小児科病棟でも多く分離

され、両病棟でその感受』性分布を比較

した。インフルエンザ菌は、両病棟と

もアンピシリン耐`性の傾向があったが

セフェム系薬やカルバペネム系薬の感

受性は良好であった。肺炎球菌は、ア

ンピシリンの感受`性は保たれていたが、

重障者病棟ではやや耐Ｉ性化が懸念され
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２）重症例あるいは高リスク群では緑

膿菌を念頭に抗菌薬を選択することを

考慮する。分離菌の耐'性度が比較的低

い場合にはアミノグリコシド系薬を選

択し、腎機能低下例や高度耐性菌の場

合にはＴＡＺ/PIPCや抗緑膿菌性セフェ

ム系薬、抗緑膿菌性カルバペネム系薬

の選択を考慮する。

３）抗ＭＲＳＡ薬の選択は、膿胸など特

殊な例に限定する。

このように、重障者医療に関わる中

表６．医療・介護関連肺炎診療ガイドライン
における抗菌薬選択の実際

治療外来入院入院入院

俎耐性■ﾉｽｸ（）耐性■ﾘｽｸ（+）

このように、重障者医療に関わる中

で、肺炎の治療において種々のガイド

ラインがあることや肺炎桿菌という小児科医

には比較的なじみの薄い細菌に知見が広がっ

たことなど、今回の研究で筆者らの得ること

は多かった。重障者医療は、より総合的な知

択になりうるが、ここではペニシリン系薬は

β－ラクタマーゼ阻害薬配合が必要条件にな

っている（表６の太枠部分）。これはβ-ラ

クタム耐性である肺炎桿菌の関与を意識して

いるものと考えられる。

一方でこのガイドラインでは、耐`性菌のリ

スク因子として、過去90日以内の抗菌薬投与

と経管栄養を挙げ、緑膿菌やＭＲＳＡに対す

る治療を初期治療から考慮することになって

いる。確かに緑膿菌は気管切開患者や経管栄

養患者で分離頻度が高く、特に気管切開患者

の重症例では原因菌として念頭に置くべきで

ある。しかし、重障児者のほとんどがこの基

準に入るため、診療ガイドラインとしてその

まま適応した場合には、カルバペネム系薬な

どの過剰治療を受ける重障児（者）が増加し

て分離菌の耐性化を助長する恐れがある。今

後さらに多くのデータを集め、小児科医の感

覚で重障者独自の診療ガイドラインを考える

必要があると考えられた。

今回の分離菌の解析から、当院重障者病棟

で考え得る抗菌薬選択案は以下の通りである。

ｌ）軽症から中等症では、肺炎球菌およびイ

ンフルエンザ菌を原因菌と推定して、ペニシ

リン系薬を選択する。経管栄養者では肺炎桿

菌を念頭にβ-ラクタマーゼ阻害薬配合ペニ

シリン系薬あるいはβ－ラクタマーゼに安定

な第１、第２セフェム系薬の選択を考慮する。

たことなど、今回の研究で筆者らの得ること

は多かった。重障者医療は、より総合的な知

識と感覚を必要とする分野であると考えられ

た。

まとめ

当院重障者病棟の喀疾培養検査を検討した。

その分離菌の傾向には、市中肺炎と院内肺炎

の両者がオーバーラップする重障者の多様な

病態が反映されていた。成育医療の1つであ

る重障者医療で、小児科医が学ぶことは多い。
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一症例報告一

大腸菌く0157>が検出された'1ケ目女児例
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表１．入院時理学所見はじめに

乳児（特に新生児、早期乳児）は、ミルク、

母乳栄養が中心であり大腸菌（0157）の曝

露機会は少ないと考えられる。しかし免疫能

が未熟であるため、感染すると重症化するリ

スクは高いと考えられ、溶血性尿毒症症候群

（ＨＵＳ）や壊死性腸炎（NEC）など重篤な

経過をたどった症例も報告されている')２)。

今回我々は早期乳児の大腸菌（０１５７）感染

症の１例を経験したので報告する。

身長：60.3ｃｍ 体童：5,8559

体温：36.9℃脈拍：150回/分

血圧：９０/40ｍｍＨｇ 呼吸数：４４回/分

心：心音整、雑音なし

肺：呼吸音漬ラ音なし

腹部：膨満、軟、腸蠕動音減弱・冗進なし

肝2cm触知、脾触知せず

咽頭：軽度発赤

大泉門：軽度発赤

末梢冷感：軽度発赤

CRT：２秒未満

表２．入院時検査成績症例

症例：１ケ月、女児

主訴：発熱、咳嗽、嘔吐、腹部膨満

既往歴：特記事項なし

家族歴：胃腸炎症状の人なし

現病歴：日齢30頃から咳嗽を認めるように

なった。またこの頃から、大量に嘔吐しその

後機嫌が改善するということを繰り返してい

た。嘔吐は咳嗽に伴うことが多かった。日齢

57の夜、発熱を認め、翌日紹介医を受診した。

血液検査でＷＢＣ16,100/αl、ＣＲＰ6.7ｍｇ/ｄｌ

と上昇しており、敗血症の可能性が疑われ、

同日当科を紹介受診し、精査加療目的で入院

した。

入院時理学所見（表１）：発熱は無く、意

識清明で活気もあり、大泉門は平坦であった。

全身状態は比較的良好であり、髄膜炎の可能

性は低いと考えた。著明な腹部膨満を認めた。

入院時検査成績（表２）：WBC、CRP、プロ

カルシトニンの上昇を認め何らかの細菌感染
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皿皿》叩ｍｍｍｍ》》》、》叩伽叩叩叩騨膿

の可能性が考えられた。尿検査から尿路感染

症は否定的と考えられた。

入院時レントゲン（図１）：胸部には明ら

かな浸潤影は認めなかったが、腹部に著明な

ガス像を認めた。

入院後経過：感染巣は明らかではなかった

が、ＣＲＰの上昇を伴うＷＢＣの上昇があり、

セフォタキシム（CTX，102ｍｇ/kg/day）の
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()ＨＵＳを示唆する所見は認めなかった。そ

の後２回便培養を提出したが大腸菌は検出さ

れなかった。患児家族が井戸水を使用してい

ることがわかり、保健所により井戸水、家族

の便の検査を行なったが、どちらからも大腸

菌は検出されなかった。

腹部膨満、咳嗽、嘔吐に関しては、入院前、

排便は２日に１回程度の頻度しかなかったこ

とから、適宜肛門刺激を行い便通を改善させ

たところ改善傾向となった。ただ、その後も

自発的な排便の改善は乏しいことから、

Hirschsprung病の可能`性が否定できないた

め、当院小児外科で注腸造影を施行した。注

腸造影では明らかなCaliberchangeは認めら

れなかったが、Ｕｌｔｒａｓｈｏｒｔｔｙｐｅの

Hirschsprung病の可能』性は否定できないた

め、経過観察となった。全身状態は安定し

たため、第14病日に退院した。

退院後経過：入院時に高知県衛生研究所に

提出した便のPCR法で、vero毒素が陰性で

あることが判明した。また排便については、

徐々に自発的に認めるようになり、腹部膨満

も改善したが。ただ、家族の強い希望があり、

高知医療センターで直腸粘膜生検を施行され

た。異常所見は認めず、Hirschsprung病は

否定的と考えられた。

臥位

左右

図１．入院時胸腹部X線（臥位）

投与を開始した。また入院前２日間排便がな

く、入院時に肛門刺激による排便誘発を行っ

たところ、水様性下痢を認めた。ＣＴＸの投

与開始後は速やかにWBC、ＣＲＰは改善した。

水様`性の下痢も数日で消失した。

第５病日、入院時に提出した便培養から大

腸菌（血清型:0157:Ｈ型判別不能、当院検査

キット（キャピリアＶＴ②）でｖｅｒｏ毒素

（＋））が検出されたことが判明し、腸管出

血性大腸菌感染症（ＥＨＥＣ）と診断した。

EHECは感染症法に基づく感染症発生調査で

三類感染症に分類されており、大腸菌

（0157）検出判明後直ちに保健所に連絡した。

血液培養など入院時に提出した他の部位の培

養からは有意な菌は検出されず（表３）、

0157検出後はＨＵＳ発症が懸念されたため、

ＣＴＸの投与を中止し、無治療経過観察とし

たが、ＷＢＣ、ＣＲＰは再上昇なく経過した。

また、Ｈｂ、Plt、ＬＤＨ、Crnなどの経過から

考察

腸管出血性大腸菌（EHEC）感染症は毎年

全国で3000～4000の報告例があり、Ｏ～４歳、

５～９歳の順に多い（10歳未満が約40％を占

めている３)）。ただ、高知県の報告では

2007年から2012年までの腸管出血性大腸菌は

全71例報告があったが、その中で乳児は１例

も報告されておらず、全国でも2010年では全

例4134例のうち43例（1.02％）と非常に

頻度は少ない（非公表）。しかし、新生児、

早期乳児は、免疫能が未熟であるため、感染

すると重症化するリスクは高いと考えられ、

HUSやＮＥＣなど重篤な経過をたどった報告

表３．入院時細菌学的検査

(院内検査）
・血液培養：陰性
,鼻腔培養：常在菌のみ
，尿培養：陰性
，便培養：大腸菌

（血清型:O157H型判別不能
Vero毒素(+)(ｷｬﾋﾟﾘｱVT⑰）

(高知県衛生研究所）
，便：Vero毒素(－)(PCR法）
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例もある｡')2）

まず、新生児、早期乳児の大腸菌

（0157）で問題となってくるのは、その感

染経路である。新生児、早期乳児はミルク、

母乳栄養が中心であり、大腸菌（0157）へ

の暴露機会は少ないと考えられる。これまで

の報告例でも感染経路が特定されていない例

が多く、新生児、乳児の大腸菌（0157）感

染症は感染経路には不明な場合も多い。自験

例も患児の栄養は母乳か煮沸した水を使用し

たミルクのみであり、入院当初は大腸菌

（０１５７）へ暴露きれる機会は少ないと考え

られた。ただ、家族への聞き取りの結果、家

庭で井戸水が使用されていたことが判明し、

患児出生後は家族に大腸菌（0157）の感染

経路となる焼肉や生肉の摂取歴がないこと、

ミルク以外に使用する水（風呂の水など）は

煮沸されていないことから井戸水からの感染

が考えられた。しかし保健所の調査で井戸水

や家族の便から大腸菌（0157）は検出されず、

感染経路を特定することはできなかった。た

だ患児の環境因子を総合的に判断すると、井

戸水からの感染の可能性が高いのではないか

と考えられる。更にまた高知県は全国的に

みても水道の普及率が低く、高知市も全国平

均を下回っている（表4)4)。こうした事か

ら、高知県では大腸菌（0157）の感染経路と

して井戸水にも注意する必要があると考えら

れる。

自験例の大腸菌（0157）感染症としての症

状は、発熱と数日間の水様`性下痢のみであり、

血便もなく、感染`性胃腸炎としては軽症であ

った。EHEC感染症は、まず菌が経口で消化

表４．高知県水道普及状況

管内に入った後、３～５日の潜伏期を経て頻

回の水様性下痢、腹痛、で発症し、引き続い

て血便を伴うようになる。一部の患者では病

初期に発熱を伴う５)。一方で、感染者の半

数は無症状である３)。症状出現の機序は、

EHECが消化管（主に大腸）に達すると、線

毛などの初期定着の後にintiminの関与によ

る強固な付着と、微絨毛の退縮と上皮細胞の

変性病変を形成する。これは他の下痢原`性大

腸菌（腸管病原性大腸菌）でも認められる機

序で、その結果腸炎の初期の水溶性下痢を引

き起こすと考えられている。これに加えて

EHECではほとんどの場合shigatoxin（stx；

vero毒素）を産生する。ＥＨＥＣが産生した

stxが腸管細胞を傷害して出血`性腸炎を起こ

し、腸管壁の浮腫、出血、粘膜の脱落がみら

れる。その結果、stxや大腸菌のリポポリサ

ッカライド（LPS）が消化管粘膜から血液中

に取り込まれ、stxは好中球、赤血球などと

結合して腎、脳などのGP3に富んだ臓器に運

ばれる。受容体に結合したstxはLPSととも

に血管内皮細胞に作用して、ＴＮＦ－ｕ、ＩＬ－１

などの炎症性サイトカインやケモカインの賛

成を促し、その結果、局所の血管内皮細胞で

のGP3の発現を誘導する。ＧP3を多く発現し

た細胞はstxの感受性が増し、血管内皮細胞

障害、血小板凝集、微小血栓形成が出現し、

血小板減少や溶血性貧血をきたすと考えられ

ている5)。したがって、自験例の症状が軽

症であった１番の要因はvero毒素が陰性で

あり上記の腸管細胞の傷害が起こらなかった

ことと考えられる。当院検査部の検査キット

でvero毒素が陽性と出たことに関しては、

検査過程を確認したところ試薬の使用で間違

いがあったことが判明した。したがって、偽

陽性となった原因は人為的なもので、検査キ

ットの感度の問題を示すものではないと考え

られた。

嘔吐、咳嗽については、排便誘発開始後、

嘔吐は速やかに消失し、咳嗽も徐々に改善傾

高知県普及率92.2％､全国第42位

（全国平均97.5％）

大川村39.4％，梼原町48.3％，

大豊町55.4％，仁淀川町56.6％，

北川村61.2％，津野町66.5％，

南国市893％，高知市94.5％，
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向となった。このことから、嘔吐、咳嗽は便

通不良による腹部膨満により胃内容物が逆流

し易い状況にあIハそれにより誘発されてい

たと考えた。便秘、腹部膨満については、出

生後約１ヶ月は毎日排便を認めていたが、そ

の後少しずつ排便回数が減少し、退院後も１

ヶ月程度は自発的な排便が乏しかった。器質

的疾`患の可能性が否定できず、Hirschsprung

病の鑑別目的で注腸造影、直腸粘膜生検を施

行したが有意な所見は認められなかった。こ

のことから、発熱を認める以前から大腸菌

（0157）感染し、その影響で上記腸管粘膜の

障害が起こり、その後数ヶ月間腸管蠕動運動

が不良となった可能性が考えられた。

2009.

4）高知県庁ホームベージ．水道の普及状況

http://www・prefkochi｣gjp/soshiki/131901/suidou-huky

uuhtml

5）森口直彦:日常診療に役立つ小児感染症マニュアル

日本小児感染症学会編,東京医学社,東京，2012．日本小」

169-179,2012

まとめ

乳児期早期の大腸菌（0157）感染症のｌ

例を経験した。経過中ＨＵＳの合併はなく、

炎症反応上昇、腸管蠕動運動障害（嘔吐、便

秘）が主体であり、経過良好であった。その

要因としてvero毒素が陰'性であったことが

考えられた。感染経路の特定には至らなかっ

たが、，恵児の環境因子を総合的に判断すると

井戸水からの感染の可能性が高いと考えられ

た。水道普及率の低い高知県では大腸菌

（Ol57）感染症の感染経路として井戸水に

も注意する必要があると考えられた。

直腸粘膜生検をしていただいた高知医療セ

ンター小児外科佐々木潔先生と貴重なアド

バイスを頂いた国立病院機構高知病院小児科

武市知己先生に深謝いたします。

文献

１）UlinskiT他:Neonatalhemolyticuremic

syndromeaftermother-tochildtransmissionof

EscherichiacoliOl57・PediatrNephrol2005Sep；

２０（９）：l334-5Epub2005Jull2

２）ＧｕｎｅｒＹＳ他:AssociationofEscherichiacoli

Ol57:H7withnecrotizingenterocolitisinafull-term

infantPediatrSurgInt､２００９May;２５（５）：459-63．

Ｅｐｕｂ２００９Ａｐｒ２６

３）多田有希腸管出血性大腸菌感染症～細菌感染症～

チャイルドヘルス診断と治療社東京478-482,
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一症例報告一

心肺停止で搬送された乳幼児揺さぶられ症候群の2か月男児例

阿部

佐倉

西山

典
洋
吾

孝
志
謹

井上美紀品原久美高知赤十字病院小児科

同眼科

同救急部

キーワード：乳幼児揺さぶられ症候群，心肺停止，硬膜下出血，網膜出血，児童虐待

要旨

乳幼児揺さぶられ症候群により心肺停止となった２か月男児例を経験した。平成24年１月３日

午後、母親がミルクを飲ませてから双子の弟と一緒に寝かせ、しばらくして見に行くと顔色不良

であり、意識がなかった。１５:１６救急要請あり、１５２２現着。心肺蘇生をしながら、１５:３５当院着。

15:４２心拍再開。頭部ＣＴで両側前頭葉に出血があり、両側網膜出血も認めたため上記診断し、警

察および児童相談所に通報した。児童虐待を予防するためには、小児科や救急部を含めて医療ス

タッフの虐待に対する認識を高めることに加え、周産期からの両親に対する教育が必要であると

考えられた。

Ｈ２３年度６万件
はじめに件40,618件

４０，０００→-----------------------------------------------------------------------------－--------------------

37,343件児童虐待は年々増

加の一途をたどり、３５，０００－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－証

全国児童相談所にお３０，０００－－－－－－－－－－－－－－－－－－＿
ける虐待相談処理件26,569件

'1Ｆ

’５，０００１－－－－－－－－－－－－諏赫5＋、

針了

数は､平成２年に約’5,000'－－－－－－－－－－－…123,2741Zh-､

ii卓千件であったのが、２０，００．－－－－－－－－－－－－－－－－－
１７，７２５

平成23年'二は約６万

件と箸増している１aOOO---------脇111Ｍ

(図１）。ただし、」Moo｢－－－－－－－K亜|■＿
これは通報を受けた５，０．０－－－－－－４剛』“1婆ｆＦ－ｌ
事例だけのため､実Ⅲ笘悟Ｆｌｎｎ－＝

'４

ロ|繊
際はさらに件数が多

平成２３４５６７８９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９年

いと考えられる。虐
厚生労働省：児童虐待防止改正法、２００８

侍は、①身体的虐待、http://www､hlwgojp/bunya/k･domo/dvhtm］

②性的虐待、③ネグ図１．全国児童相談所における虐待相談処理件数の年次変化

レクト、④心理的虐

待の4つのカテゴリーに分けられるが、単独心肺停止で搬送された乳幼児揺さぶられ症候

で起こるというよりは、様々なタイプが重な群（shakenbabysyndrome:SBS）の２か月

る複合的な要素が強い’）。今回、我々は、男児例を経験したので報告する。
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症例

症例：２か月男児。

主訴：心肺停止。

家族歴：母26歳。妊娠２回、出産１回。数

年前、高知医療センターで前夫との子を27週、

10589の緊急帝王切開で出産したが、退院後

外来を受診していない。今回の妊娠中も定期

妊婦健診を受けていない。

既往歴：平成23年１０月27日、高知医療セン

ターで緊急帝王切開により、３３週２日、

19589、Apgarscore9/９，二卵性双生児の

兄として出生。経過良好で11月23日退院。貧

血のため、１２月21日から鉄剤の内服を開始し、

平成24年１月17日、同病院を再診する予定だ

った。

現病歴：平成24年１月３日午後、母親が自

宅でミルクを飲ませ、普段通りげっぷをさせ

て双子の弟と一緒に寝かしつけた。母親は家

事をし、パートナーは買い物に出ていた。家

事を終えて見に行くと患児の顔色が悪く、刺

激しても起きず意識がなかった。電話でパー

トナーを呼び刺激するも元に戻らないため、

高知医療センターに連絡したが、担当医不在

のため受診できなかった。別の小児科２軒に

電話し勧められ､１５:１６に119番通報を行った。

15:２２現着までパートナーが蘇生を行った(以

上､母親の供述通りに記載）。当院へ搬送中

に心拍再開は見られなかった。

身体所見：来院時心肺停止。左眼瞼に擦過

傷あり。

臨床経過：１５:３５心肺蘇生をしながら当院

着。蘇生を継続しながら気管内挿管を行い、

末梢ラインを確保。１５:３６と１５:４０にそれぞれ

アドレナリン0.05ｍｇを静注。１５:４２心拍再開

（血圧114/67、心拍数121/分、SpO2100％

[FiO2=100%]）後、右大腿静脈に中心静薑脈カ

テーテルを留置し、集中治療室に入院となっ

た。

入院後経過：来院時の頭部CＴ（図２）で、

両側前頭葉の剪断による脳実質の損傷と出血

を認めた。１月６日の頭部CＴ（図３）では両

側前頭葉の脳内出血が著明になっていた。さ

らに大脳鎌に沿った硬膜下出血があり、大脳

全体に虚血性変化が進行していた。眼底検査

は１月３日に行い両側の網膜出血を確認して

いたが、撮影ができていなかったため、１月

10日に再検査を行った。網膜出血の所見を

（図４５）に示す。

ＲＬＲＬ

図２来院時の頭部ＣＴ所見

前頭葉の剪断による脳実質損傷あり

両側前頭葉に脳実質内出血あり

〆、

ＲＬＲＬ

図ａ第４病曰の頭部CT所見

両側前頭葉の脳内出血が著明になっている

大脳鎌に沿った硬膜下出血あり

大脳全体に席、l牛変化が進行

I

1iiil

ilii
蝋

目一上

EP

柵lm1lMmml 〃

!ⅢＷｗｉｊｌ.Ⅲ'nl1lw噸l柵,'11Mm繩'醜,鋤＝

図４．第８病曰の右眼底所見
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図５．第８病日の左眼底所見

図６前後に揺さぶられた時の頭部の動き

頭部ＣＴと眼底所見を熟慮した上でSBSと

考え、警察および児童相談所に通報した。パ

ートナーは、実子ではないため感情移入がで

きていなかった。一方電母親は、ＩＣＵでの病状

説明の際、「一生寝たきりになるかもしれな

い」と話すと涙を見せた。双子の弟を児童相

談所が保護した後、１月19日、高知医療セン

ターへ転院となった。その後、同年７月から

国立病院機構高知病院の重症心身障害児病棟

へ転院し、現在に至っている。

な赤ちゃんであっても、「自分でベッドから

落ちた」「ソファーから落ちた」と話し、赤

ちゃんに責任を押しつける表現が多い。これ

は虐待をする親の特徴の一つとされる３)。

さらに、医療従事者として「親が子どものこ

とを心配しているから虐待ではない」と判断

するのは禁物である。保護者が心配している

ことと、虐待したかどうかということは全く

別の問題として考えるべきである4)。

検査の進め方を（表１）に示す。まず、事

故との鑑別のため頭部ＣＴやMRIの検索が必

要である⑭５)。輸血が必要な場合は、先天

的な出血性疾患を鑑別するために、必ず輸血

前に出血傾向の有無をチェックする。落とせ

ないポイントとして、眼科医による眼底検査

および撮影が挙げられる。出血は経時的に消

拠していくため、２４時間以内、遅くとも72時

間以内に撮影すべきである⑭。骨折の合併

も多いため、全身骨の撮影も必須である。そ

考察

ＳＢＳとは、乳幼児の体を揺さぶることと、

それに附随する外傷等により脳組織に加速度

損傷と打撃損傷が加わり、頭蓋内に出血をき

たす病態の総称である。近年は、虐待が疑わ

れる乳幼児頭部外傷（Abusiveheadtrauma

ininfantsandyoungchildren:AHT）と呼

ばれることが多い。脳表と静脈洞をつなぐ架

橋静･脈が断裂し、急速な角加速度を伴った加

速/減速、回転運動が剪断力を引き起こすこ

とにより、脳白質のびまん性１１１１１索損傷や上位

頸髄損傷をきたし得る2)。三徴として、①

網膜出血、②硬膜下出血またはくも膜下出血、

③びまん性脳浮腫が挙げられる。前後に揺さ

ぶられた時の頭部の動きを（図６）に示す。

この振り幅が大きいほど、脳に加わるダメー

ジが大きくなる。不思議なことに、親の説明

には共通点がある。まだ寝返りをしないよう

表１．検査の進め方

①事故との鑑別のため頭部ＣＴ(軟部組織条件・骨条件）
②2-3曰後、必ず頭部ＭＲ|(できれば頚部も）
③できるだけ早く出血傾向の有無の精査(輸血前）
④眼科医による眼底検査で客観的証拠のための写真撮影
（できれば24時間以内、遅くとも７２時間以内）

⑤全身骨撮影

⑥受傷後2週間をめどに再度全皀骨撮影
７１死亡した場合は必ず司法解剖

両側眼球摘出し、脳実質内のβアミ□イド前駆蛋白質
を証明するために特殊染色(APP染色)を依頼
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要と考えられる。日本の将来を支える健全な

子どもたちを育てるために、今、我々大人の

力量が問われている。

して骨化しているかどうかを確認するために、

2週間後に再検査をする。死亡した場合は必

ず司法解剖を行う。この場合、虐待死の疑い

があることを必ず剖検医に伝えておく。両側

眼球を摘出し、SBSで見られる脳実質内のβ

アミロイド前駆蛋白質を証明するために、特

殊染色（APP染色）を依頼する。乳幼児突

然死症候群（suddeninfantdeath

syndrome：SIDS）は虐待死との鑑別が必要

であるが、ＳＩＤＳと診断された乳児で剖検が

行われたのは約4割に過ぎない6)。虐待を見

逃さないためにも、剖検率を上げるとともに

剖検医と救急現場との協力体制が必要である

7)。また、小児の臓器移植を推進していく

ためにも、院内に虐待対策委員会を設立し、

被虐待児である可能性を否定することが重要

となる8)。

今後、虐待の早期発見と早期介入のために

すべきこととして、次の３点が挙げられる。

まず、母親に対しては、近所とのコミュニケ

ーションが取れず孤立し、困ったことが起き

ても誰に相談していいかが分からない若い母

親が増えているため、子育てサークルなどの

社会の中でのつながりを作り、支援組織によ

る精神的や物理的なサポートが必要である。

また、周産期から教材を使って両親に教育す

ることで、虐待予防の効果があることが報告

されている9)'0)。それにより、妊婦健診未

受診などの医療ネグレクトも回避できる。次

に、小児科医としては、既往歴や現病歴から

母親がネグレクトのハイリスクと考えられる

場合は、未熟児・新生児の退院時に児童相談

所へ報告しておくべきである。並行して国に

よる法整備を進め、児童相談所の介入などの

権限を強化することが望まれる。最後に、院

内、院外を問わず、小児科、救急部および小

児にかかわるすべての科の医師や医療スタッ

フの児童虐待に対する正しい認識を共有する

ことが大切である。そのためには、勉強会、

研修会や講演会などの定期的な啓蒙活動が必

本論文の要旨は、第82回日本小児科学会高

知地方会（2012年９月９日）において発表し

た。

文献
１）河野朗久：法医学的視点から見た児童虐待．日児誌

110：’'93-1200,2006
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傷と虐待１ＡＨＴとは．ＥＭＥＲＧＥＮＣＹＣＡＲＥ２３：

636-643,2010
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2012
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略．子どもの虐待とネグレクト１２：78-87,2010

10）ＡｌｔｍａｎＲＬ,ｅｔａｌ：Parenteducationbymatemity
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一随想一

子どもの｢幸福｣とは何か

石黒小児科石黒成人

日本は、世界でも平均寿命が最も長く、

生活水準も比較的高い国だと考えられてい

ます。しかし、アメリカの世論調査会社

Gallup社による最近の調査によれば、世界

148カ国の国民の「幸福度」では、わが国は

上位１０カ国には入っていません。むしろ、

経済的には恵まれていない中南米の国々が

上位を占めているので驚きます。パナマが

第１位、次いでパラグァイ、エル・サルバ

ドル、ベネズウェラ、トリニダード・トバ

コとなっています。タイが6位に入り、以下

グァテマラ、フィリピン、エクアドル、コ

スタ．リカとなっていて、アジアでも経済

的には豊かとはいえない2国がやっと入って

いるに過ぎず、日本は148カ国のほぼ中間に

位置しています。単に、平均寿命が長く、

健康寿命も長い国民が幸せと言うわけでも

ないようです。また、教育水準や年収、あ

るいは勤務環境の良さ（休暇などの充実）

も幸福度を上げる要因ですが、それが満た

されている国でもトップ１０には及びません。

一昨年、ブータンのワンチュク国王夫妻

が来日され、東日本大震災の被災地を訪問

された際に、被災者の悲しみに共感し祈り

を捧げられたことが、日本人の心に焼き付

いています。そして、国王が国づくりの理

念として掲げている国民総幸福量（Gross

NationalHappinessGNH）が一躍注目され

ました。国民一人当たりの国内総生産

（GNP）は日本の20分の１なのに、国民の

97％が幸福であると感じている素晴らしい国

です。その原点は、子どもを大事にして、地

域や家族の絆が強いことにあると感じました。

子どもが笑顔でいられる国とは、安全な社会、

助け合える友人や家族の存在、互いを認め合

う習`慣など、現代の日本では失われつつある

姿こそ、本当の幸せなのではないでしょうか。

わが国で始まったとされる「母子健康手

帳」には、妊娠中から周産期、乳幼児期から

学童期までの育児・健診・予防接種などの記

録が書き込まれています。育児に困ったこと

や嬉しく思ったこと、あるいは子どもが成長

するにつれて交わした言葉の数々を、母親が

育児の合間に書き込んだ記録は、親子にとっ

てかけがえのない貴重な記録です。

ある母親は、息子が結婚するときに、お嫁

さんになる人へ「これからはあなたにこの子

の子育てを任せます」と言って、母子手帳を

預けました。それを読んだ息子は、こんなに

愛情一杯に育ててくれた母親の思いに胸が一

杯になり、言葉が出なかったと云う話をある

医師から聞きました。

最近「幸福度」を研究した報告が続いてい

ます。しかし、さまざまな角度から見ると、

幸福度の順位は微妙に入れ替わりますが、

ブータンのような評価は得られません。母か

ら子へ愛情たっぷりの「母子健康手帳」は、

幸せを現す最も身近な贈り物に違いありませ

ん。

その意味で、３月16日に開催された高知県

小児科医会の春季研修会での、大阪大学の中

村安秀教授の母子保健活動に関する講演から、
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「母子健康手帳」を親子の絆を確かめるツー

ルとして世界中の母親に利用していただくこ

とが重要であることを学びました。この手帳

を日常良く日にするわれわれ小児科医は、将

来に残る記録として心を込めて記入しなけれ

ばなりません。また、大切な子どものかかり

つけ医として、自分を選んでいただいた感謝

を込めて、丁寧に書きたいものです。（高知

県小児科医会会長、高知県医師会常任理事）
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一人事往来一
9戸DC、DC〆つe、９G戸､e、DC〆つe、９９〆うほ、､色〆つ目、､＆〆ＤＣ、､G〆､e、９９〆Ｄｅ、９G戸De、､G〆､e、DC〆DC、､G〆ＤＣ、DC〆DC、､G〆Ｄ６，９q〆ＤＣ、､目〆つe、DC〆つe、DC〆つe、､目〆Ｄｅ、｡

★新入会

渡辺宏和 高知医療センター

〒781-8555高知市池2125-ｌ

高知医療センター

同上

高知医療センター

同上

高知医療センター

同上

高知赤十字病院

〒780-8562高知市新本町２－１３－５l

高知大学医学部小児科

〒783-8505南国市岡豊町小連

高知大学医学部小児科

同上

高知大学医学部小児科

同上

TEL(088)837-3000

ＦＡＸ(088)837-6766

越智裕昭

金光喜一郎

薑光祐輔

品原久美 ＴＥＬ(088)822-1201

ＦＡＸ(088)822-1056

TEL(088)866-5811

ＦＡＸ(088)880-2356

浦木諒

澤井孝典

長尾佳樹

★勤務先変更

細川卓禾l」 高知大学医学部小児科から細木病院

〒780-8535高知市大膳町３７

高知大学医学部小児科から高知県立あき総合病院

〒784-0027安芸市宝永町ｌ－３２

高知大学医学部小児科から国立病院機構高知病院

〒780-8077高知市朝倉西町１－２－２５５

国立病院機構高知病院から高知大学医学部小児科

〒783-8505南国市岡豊町小連

TEL(088)822-7211

ＦＡＸ(088)825-0909

TEL(0887)34-3111

ＦＡＸ(0887)34-2687

TEL(088)844-3111

ＦＡＸ(088)843-6385

TEL(088)866-5811

ＦＡＸ(088)880-2356

ＴＥＬ(0880)66-2222

ＦＡＸ(0880)66-2111

TEL(0887)38-7111

ＦＡＸ(0887)38-5568

TEL(088)866-5811

ＦＡＸ(088)880-2356

佐藤哲也

森下祐介

寺内芳彦

三浦紀子 高知大学医学部小児科から高知県立幡多けんみん病院

〒787-0785宿毛市山奈町芳奈３－１

高知県立幡多けんみん病院から田野病院

〒781-64１０安芸郡田野町l414-l

高知県立幡多けんみん病院から高知大学医学部小児科

〒783-8505南国市岡豊町小連

臼井大介

上村智子

★退会

原田大輔

越智裕昭

金光喜一郎

木ロ久子

岡田泰助

高知医療センターから大阪厚生年金病院（大阪府)(2012年３月）

高知医療センターから岩国医療センター（山口県)(2013年３月）

高知医療センターから岡山大学医学部小児科(岡山県)(2013年３月）

高知医療センターから昭和大学医学部横浜市北部病院(神奈川県)(2013年３月）

物故会員

目〆つe、DC〆Ｄ６，９G〆Ｄｅ、ＤＣ〆Ｄｅ、､邑〆つe、､Gグゥe、､已〆Ｄｅ、DC〆るe、､G〆Ｄｅ、､G〆ＤＣ、DC〆つe、DC〆らe、､G〆ＤＣ、DC〆Ｄｅ、DC〆ＤＣ、DG〆､e、､こ"つe、､G〆DC、､G〆つe、､目〆つe、邑
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平成24年度高知県小児科医会第１回理事会議事録
中四国小児科医会連絡協議会（広

島）において、九州小児科医会会長の柳

先生（長崎県小児科医会会長）から、授

乳中の母親の服薬に関する情報を詳しく

書いた本を購入しませんかとの申し出が

あり、中四国小児科医会での購入が決ま

った。高知県は役員の数分を購入した。

５）第８回日本小児科医会生涯研修セミナー

（岡山）への参加と協力について

岡山県小児科医会から、各県への参

加要請と協力依頼があった。高知県から

は８～10名の参加が見込まれた。岡山県

小児科医会より石黒会長に座長の依頼が

あった。

６）小児科認定専門医の認定委員会より

平成24年５月27日の「日本小児科学会

専門医資格更新のための研修会の承認基

準および研修単位基準（2011）」によれ

ば、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（特別講演を含む）を満たせ

ば8単位とするとなっているが、高知県

小児科医会の研修会は特別講演２題であ

り、３単位とする旨連絡があった。もし、

一般演題があれば、今後は8単位の申請

も可能であるとのこと。

７）発育評価値について

８）日本小児科医会全国集会（札幌）の報
告

９）高知県小児科医会秋季研修会について

10）百日咳発生動向調査への協力について

１１）その他

曰時：平成24年６月23曰（士）

午後６時30分より

場所：高知県医師会

４階中会議室にて

出席者：石黒会長

森畑副会長、小倉副会長、

吉川、富田、田村、片岡、

船井、濱田、久保田、

小谷の各理事

脇ロ顧問

議題

１）「すこやか子育て応援団2012」への協

力依頼について

今年度も後援団体となること、およ

び開催日（2日間）は4名の小児科医が相

談コーナーに出務することになった

２）「平成24年度母子保健功労者表彰」の

候補者について

今年度は、森畑東洋一先生を推薦す

ることになった。理由は、永年にわたり

高幡地区の小児医療に貢献されているこ

と、とくに乳幼児健診に精力的に取り組

んでいることをアピールする。

３）「保険診療の疑問に答える」調査結果

について

社会保険診療報酬による請求事務に

おいては、審査に疑問を持つことがある

ため、小児科医会でまとめることにした

ところ、２件程度しか申し出がなかった。

これらについては、個別に回答を得たの

で会全体としての説明会は中止となった。

4）「母乳とくすりハンドブック」の購入

について
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平成24年度高知県小児科医会第２ロ理事会議事録

曰時：平成24年１０月１９曰（金）

午後６時30分より

場所：高知県医師会

４階中会議室にて

出席者：石黒会長

森畑副会長、小倉副会長、

藤枝、富田、111上、田村、

片岡、船井、濱田、阿部、

久保田の各理事

議題

１）秋季研修会について

期日は１１月17日（土）午後5時からと

し、会場は3カ所仮押さえしている。

講師は近畿大学の中村好秀教授に「学

校健診で見落とされやすい不整脈(仮)」

をお願いし、他の演題としては、ロタワ

クチンに関する講演を予定している。

２）予防接種委託料金について

予防接種委託料金を中四国と比較す

ると、高知県は最も低い料金に設定され

ている。これは、医師の診察料などを低

く見ていることに他ならない。しかも、

市町村が決定した料金を年度末になり提

示されるため変更が利かないシステムに

なっている。そのため、今後は小児科医

会で検討した料金を予め提示し、それを

検討してもらうシステムに変更したい。

その旨を県医師会へも要望したい。

３）宮崎県における麻しん流行について

宮崎県では、教師の麻疹罹患の報告

があり、関係した学校での小流行がある

ため、全国に注意が出ている。発生動向

に留意していただきたい。

４）高知県における百日咳流行について

平成24年８月から1年間、感染症研究

所から高知県をターゲットとした百日咳

の発生調査が始まっている。これは、

ＤＰＴ第２期のワクチン接種のあり方に

影響するため、慎重な調査が必要である。

是非協力していただきたい。

５）日本小児科医会セミナーについて

日本小児科医会総会とセミナーは平

成25年６月に大阪市で開催される。

全国セミナーは平成25年10月１４日に

金沢市で開催される。

６）会報の発行について

７）高知県小児科医会の後援する学術講演

会について

８）子どもの健康週間フォーラムについて

高知県小児科医会も共催団体である

ため、協力金として10万円を支出する予

定。

９）平成24年度総会。春季研修会について

平成25年３月16日に開催する予定。お世

話は例年通りアポット(株)にお願いする。

10）その他

平成24年度高知県小児科医会第S回理事会議事録

曰時：平成25年３月１２日（火）

午後６時30分より

場所：高知県医師会

４階中会議室にて

出席者：石黒会長

森畑副会長、小倉副会長、

吉ｌｌｌ、藤枝、富田、川上、

片岡、船井、濱田、阿部、

久保田、小谷の各理事

議題

１）平成24年度総会・春季研修会について

平成25年３月１６日（士）午後5時より、

高知パレスホテルで開催する。
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り、理事会にて了承された。後任には

ＪＡ高知病院の本浄謹士先生が推薦され

た。

4）小児保健法制定について

これについては、日本小児科医会設

立の基本方針であることから、制定へ向

けての署名活動やポスターの掲示につい

講師は長崎大学の山本太郎教授、大

阪大学の中村安秀教授を予定している。

日程は、例年通り事業報告と決算報

告、次年度の事業計画と予算案を主とし

て、健診料金および予防接種委託料金の

算定など、懸案事項について意見を頂く。

2）予防接種委託料金および乳児一般健康

診査費用について

3）役員の一部交代について

て協力依頼があった。

会報の発行について5）会報の

6）その他田村保憲理事より辞任の申し出があ
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高知県小児科医会報投稿規定
(2003年１月30日改訂）

◆内容：臨床を主とする総説、講演抄録、研究、症例報告およびその他とする。

◆原稿：総説は、400字原稿用紙20～25枚、研究、症例報告は、１５～20枚程度。この中に、表題、図、

表、写真、文献は含めない。フロッピーディスクあるいはＭＯには、著者名、題名のほか

Macintosh、Windowsの別を明記する。書類はWordあるいはText形式で保存し、プリントアウト

したものを１部添付する。

◆図、表、写真：合計７点以内とする。本文を参照しなくても、それのみで内容が分かるような工夫

をすること。表題、説明文などはできるだけ日本語で。図は、そのまま製版が可能なように明瞭に、

幅は原則としてｌカラム幅（7.7ｃｍ）まで。大きいものは縮小して印刷する。それでも情報が読み

取れるような内容に。最大でも２カラム（15ｃｍ）を越えないことが望ましい。示したい部分には

矢印を。裏に番号、筆者名、天地の区別を。写真は鮮明なオリジナルプリントが望ましい。

◆用語：学術用語は日本小児科学会編「小児科用語集」に準拠すること。たびたび繰り返される用語

’よ略号を用いてもよいが、初出の際に省略しない語を記載し､（）内に略号を記すこと。

◆引用文献

１．必要最小限にとどめる。

２．記載順序は引用順とし、本文中の引用箇所右肩にアラビア数字を。

３．記載要領

く雑誌＞

著者名：表題．雑誌名巻：最初の頁～最後の頁（通巻頁数），発行年（西暦）

例）

ｌ）緒方勤，他：日本人のtargetheighおよびtargetrangeについて．日児誌

941535-1540,1990

２）PatriciaPA，etal：Efficacyofinfluenzavaccineinnursinghomes・

ReductioninillnessandcomplicationsduringaninHuenzaA（H3N2）

epidemic・ＪＡＭＡ２５３：1136-1139,1990

＜単行本＞

著者名：表題．書名，版数．編集者，発行社，発行地，引用頁，発行年（西暦）

例）

１）水谷裕迪，根路銘国昭：インフルエンザワクチン．日本のワクチン，改訂２版．

国立予防衛生研究所学友会編，丸善，東京，ｐｐ47-66,1977

２）GotschlichEC：Meningococcalmeningitis，InBacterialvaccines、GermanierE，

ｅｄ．，AcademicPress，NewYork，ｐｐ２３７-255,1984

◆著者校正：原則として、初校１回。

◆別冊：総説30部、原著論文20部まで無料。

◆原稿送付先：〒780-8077高知市朝倉西町１丁目２番25号

国立病院機構高知病院小倉英郎

ＴＥＬＯ８８－８４４－３１１１ＦＡＸＯ８８－８４３－６３８５

e-mail：ogurah＠kochi2､hosp・ｇｏ・jｐ
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同司|周|記１
◆ＡＭＤＡ（TheAssociationofMedical

DoctorsofAsia)の菅波茂先生に「ＡＭＤＡ

被災地へ！」と題して講演いただきました。

東日本大震災における日本人の秩序ある行動

について､元世界銀行副総裁の西水美恵子さ

んが、２月10日付けの毎日新聞に「日本から

学ぶ１０のこと」と題して、国際的な賞賛の声

を、同名のメール（lOthingstolearnfrom

Japan）で紹介しております。菅波先生の講
演記録をお読み頂くと、このような日本人の

行動の背景には町内会や消防団など、わが国

独自の仕組みがあったことに気付かされます。

世界各国の災害現場を経験された先生ならで

はの示唆に富んだご講演で、大変感銘を受け

ました。

◆講演要旨の最後は、外房こどもクリニック

の黒木春郎先生に「乳児期のロタウイルス感

染症一ワクチンへの期待」です。世界のロタ

ウイルス感染症の現況とワクチンの効果につ

いてお示し頂き、我々の関心事でもある腸重

積との関係についても解説頂きました。

◆総説は高知大学小児思春期医学の藤枝幹也

先生に新しい概念である「ロタウイルス胃腸

炎に伴う急性腎後性腎不全」について解説頂

きました。随想は､石黒小児科の石黒成人先

生に「子どもの幸福とは何か」と題してご執

筆頂きました。文中に紹介された母子手帳に

関しては､本会報次号で大阪大学中村安秀先

生の講演要旨として掲載予定です。

◆症例報告・研究では第８２回日本小児科学会

高知地方会から３編投稿頂きました。国立病

院機構高知病院小児科武市知己先生、森下

祐介先生、高知赤十字病院小児科阿部孝典

先生にはこの場を借りて厚く御礼申し上げま

す。

（小倉英郎）

◆巻頭言では石黒会長に小児の予防接種にか

かわるご意見を頂きました。ご指摘のように

高知県はＭＲ２期の接種率が低い点が問題で

す。まずは、行政の施策が重要ですが、医会

としても何らかの対応を求められております。

今後何らかの動きが出てくることと思います。

また、皆さんご存じのように､この数年間で

外国のワクチンが数多く導入されました。こ

れらの外資系のメーカーは当然のことながら、

世界的視野で､ワクチンの開発や販売の戦略

をたてており、従来の日本のワクチンのよう

に､国内での使用を前提としたものでない点

を心にとめておく必要があるでしょう。

◆今回の講演要旨は、４編です。最初は､1昨

年10月、小児科医会秋季研修会での中村・平

井・田邊法律事務所弁護士、医学博士、日本

内科学会総合内科専門医田邊昇先生によ

る「アレルギー実地診療とそれに潜む法的リ

スクとその対策」です。訴訟のリスクを我々

臨床医は常に背負っていると言っても過言で

はありませんが、先生は弁護士でもあるお立

場から、解説して頂きました。

◆次に､久留米大学医学部小児科の津村直幹

先生に「プライマリケアにおける小児呼吸器

感染症一耐性菌の現状と年齢を考慮した抗菌

薬の選択一」の講演をいただきました。副題

にありますように、耐性菌の問題、特に最近

問題となっているマクロライド耐性マイコプ

ラスマ、そして、アンピシリンによるＡ群β
溶連菌の除菌の不成功の問題、外来抗菌薬静

注療法についてもご解説頂きました。明日か

らの臨床に役立つ内容となっております。
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