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特集発達障害

子どもの育ちから“発達”と“発達症”を考える～小児科医ができる支援あれこれ～
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当センターにおける発達障害児診療の現状について

新潟県はまぐみ小児療育センター小児科福島 愛

上越市における神経発達症児に対する取り組み及びその問題点について

かみむら小児科上村孝則

学術

喉頭気管気管支鏡検査の実際と気道病変

新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター星名 潤

大学NOW
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新潟市保健所保健管理課町屋陽子

随想

冬山での出来事 嶋倉クリニック嶋倉泰裕

「甘くておいしい！ってか？」 長岡療育園浅見 直

マイクリニック～開業医の自己紹介～

マイクリニック キャッツこどもクリニック院長磯部賢諭

保険審査情報

保険請求「ここに注意！ 」 社会保険部橋本謹也

講演会要旨

第53回新潟県小児科医会学術講演会 学術部小林武弘

小児科医会専門部活動報告

総務部 佐藤昌子

ホームページ 笠原多加幸
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総会議事録等

平成28年度第2回新潟県小児科医会理事会議事録 総務部佐藤昌子

第36回新潟県小児科医会総会議事録 総務部竹内菊博

公衆衛生委員会．予防接種リスクマネージメントWG合同委員会報告 仁田原義之

第7回地域小児救急全国協議会（日本小児科医会救急委員会）報告 佐藤雅久

日本小児科医会平成29年度定時社員総会報告 日本小児科医会代議員川崎琢也
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編集後記 櫻井 守
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AYA世代のがん患者に対する関心が高まっ

ている。ご存じない方に説|ﾘ1するとAYAとは

Adolescents (思春期) andYoungAdults (若

年の大人）の頭文字で16歳から29歳（あるいは

39歳）以下を意味している。この世代のがん患

者は小児がんや成人がんの患者さんとは罹患し

た疾患や背景となるライフステージが異なるた

め治療．療養支援についてもAYA世代の特徴

への考慮が必要である。先日開催された第15回

日本臨床腫瘍学会学術集会でこのAYA世代の

療養支援をテーマとしたシンポジュウムに参加

した。札||塊北楡病院看護部のがん専門看護帥が

AYAIIt代がん患者への看護支援について概説

されたが、その中でAYA世代患者の入院生活

を「遅寝遅起、スマホやケーム三味、セルフケ

アが稚拙でやる気がない」と辛口の表現で描写

された。

以前この医会誌でも書いたことがあるがこれ

は20年前の当院の子ども達の生活にも通じるも

のがある。回診と消灯時間があるので遅寝遅起

にはならないものの、回診が終わると生産的な

日常を送る子どもは少なく、漫画を読んだりし

て日がな一日過ごす子どもも多かった。その後

院内学級が開設されると子どもたち特に小中学

生の入院生活は一変した。回診が終わると授業

に向けて準備を始める、夕方には宿題に取り組

む姿も普通に見受けられる様になった。教室で

見せる子どもたちの表情や仕草は病室でのそれ

とは全く別物で自然で生き生きとしたもので

あったc 日常生活にメリハリが出来て、化学療

法のダメージも軽減された。私はこれらの変化

にとても感銘を受けた。

長らく私はこの変化を教育の重要性と結びつ

けて理解していた。院内学級で毎日勉強するこ

とが子どもたちに心身に良い変化をもたらした

ことは間違いない。ただ数年前「ライフステー

ジ」という言葉を知るようになってから子ども

たちの視点からの理解も可能なのではないかと

思うようになった。ライフステージとは端的に

言えば人生の区分を包括的にとらえようとする

表現である。乳児期／小児期／青年期／壮年期

／老年期に人々は身体的および心理的成長や成

熟を経験する。同時にそれぞれの区分にそって

他者や社会との関係を築いていく。そしてそれ

ぞれのライフステージを特徴づける出来事（ラ

イフイベント）がある。具体的に見ていくと乳

児期から幼小児期は身体が著しい発達を遂げる

時期である。心理的には母を主体とする家族と

の信頼関連の構築により基本的な安定感を獲得

する時期である。この時期大きなライフイベン

トは少ないが遊びの重要性が高い。小児期から

学童期は学校等で友人や先生など家族以外の

人々との関わりの中で社会性の基本を身につけ

る時期である。ライフイベントとしてもっとも

重要なものは初等教育への参加である。院内学

級がごく自然に子供たちに受け入れられ、 また

良い変化をもたらしたのも頷けるのである。

青年期をAYA世代と読み替えるとこの時期

において身体的にもっとも特徴的な出来事は第

二次性徴であろう。精神的にも肉体的にも異性
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労支援や高校教育支援などその実践の困難さを

痛感している。また本誌の移行医療の号でも述

べたが小児がんの領域では我々のカウンター

パートとなる診療科が存在しないためAYA世

代となった小児がん患者の|晩期合併症のフオ

ローアップも自分たちで行っている。身体所見

へのケアだけでなくライフステージを理解した

支援を心がけていきたい。

そして小児科医としてこどもの難治性疾患や

慢性疾態への療養支援やトータルケアの実践に

あたる場合もこどものライフステージへの理解

が非常に重要であるとあらためて気付いた。た

しかに闘病中に発生する様々な問題や困難はこ

どもが心身とも成長過程にあるとの認識からそ

の原因が即解できることがままある、 またその

解決の糸口は我々医療関係者や家族、教育関係

者が個々の子どものライフステージの特徴を理

解して環境を整える事から見つかることが

多い。

AYA世代、ライフステージへの理解を、 H々

の小児医療の実践に生かしていきたいもので

ある。

と言うものに出会う時期である。若さからの情

熱と突然訪れる不安など成長期ゆえの矛盾を抱

え込んでいる時期ともいえる。また家族以外の

人々との繋がりがいっそう強く、重要になりそ

して経済的な意味でも自立する時期である。重

要なライフイベントとして高等教育への参加、

就職、結婚などまさに一生を左右するような出

来事が立て続けに並んでいる。

前述したAYA世代の患者が見せる虚無的な

姿勢は難治性の疾患に罹忠したことから生じる

精神的な侵襲だけでなく、重要なライフイベン

トが自分の描いていたイメージどおり進まなく

なること （或いはそういった思い込み）から生

じる孤独感や焦燥感に端を発している。AYA

世代想者への支援にはそのライフステージの特

性や重要性への理解とリスペクトが必要であ

る。今|可のシンポジュウムでも就労支援と高校

生への教育支援が大きなテーマとして収り上げ

られた。

一つ重要なのはライフステージと実際の年齢

を厳密に結び付け過ぎないことである。卑近な

例で申し訳ないのであるが、私の父は結核のた

めAYA世代を療養所で過ごした、高等教育も

受けることが叶わなかった。しかし幸運なこと

に抗結核剤の開発の恩恵で30代後半から就職、

結婚、子育てを成し遂げライフステージを全う

することができた。父の年代の結核経験者には

三年寝太郎式に雌燥と内省そして読耆の'二|々を

経て、その後豊かな人生を送った方も以外と多

いと聞いた。一方現代はやり直しがしにくく、

同調圧力が強い社会とも言われている。ライフ

ステージを考慮した療養支援においても個々の

事情に配慮した柔軟性を持って臨むことが理想

である。

私も少数であるがAYA世代の患者さんを担

一

へ

当した経験がある。はじめ小児患者とAYA世

代患者では理解力が異なるので病状説lﾘjの方法

を変えればよいくらいに考えていた。その後ラ

イフステージの概念を知ってからはAYA世代

の忠者の背景の特徴を理解して対応することを

心掛けている。しかし妊孕性保持への対応、就

2
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心塚野県立新発田病院小児心身症科

蝋はじめに

小児科医は、新生児期から成人まで、継続して、

ひとりひとりの子どもの育ちを観察し、関わりを持

てるレアな立場にいます。ベテランの先生方など、

二世代以上に亘って|異lわったり、ひょっとすると家

族ごと深く接点を持ったりされていることでしょう。

私も、 日々の臨床の中で、いわゆる ‘.発達症” と

みられて、紹介されてくる子どもたちとH1会ってい

ます。私が敢えて ‘‘発達症” と書くのは、症状は

あっても、器質的原因があり、ある程度固まった

‘‘障碍（障害)” と考えるのに跨踏いを感じるからで

す。それは、例えば“小児うつ病’ という診断に対

しても、同様です。なぜなら、本当に変化が大きく、

対応によって短期|H1でも長期的にも、症状が変容す

るのを日々実感しているからです。

今回、 このような機会をいただいたので、私が発

達症に対して、 H々考え、実践していることをまと

めてみようと思います。

私は、神戸大学大学院総合人間発達科学研究科在

学中、人間は死ぬまで様々な形で発達することを講

義で知り、 目から鱗でした。確かにその通りです。

自分でさえ、 50代になった今、若い時にはわからな

かったことがわかり始め、見えなかったものが見え

るようになることを実感します（見えたものが見え

なくなってくることも、当然ありますが…（汗))。

どこに住んで、 どのように暮らし、 どのように育

つかによって、人の機能は変わります。アフリカの

サバンナやモンゴルの大草原に暮らす人たちの視力

は2.0以上だといいます。 50代の私たちは、大学生

までパソコンもケータイもなくビデオ等もありませ

んでした。当然、 30年前と比べて、今はものすごく

便利になったと感じます。一方そのせいで、例え

ば、電話番号を全然覚えられなくなった等、退化し

た機能もあるのではないでしょうか。

へ

1

P

ここ

3．発達症（神経発達症候群）で問題になっている

こと

発達症（神経発達症候群）には、知的能力l境害群、

自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症

(ADHD)、限局性学習症(LD)、 コミュニケーショ

ン症、発達性協調連動症などが含まれます。詳しく

は、様々な成書をご参照ください。

小児科への受診動機となる発達症における問題で

は、ADHDの不注意、多動や衝動性、ASDのコミュ

ニケーションの問題、そしてそれらによって起こる

社会（子どもの場合は主として園や学校）適応の問

題、その結果起こる傷つきなど心理的問題、等がみ

られます。

ADHDの治療は、環境調整や関係調整が重要と

脚“発達，， とは？

発達症を考えるなら、その前に発達の定義の再確

認が必要です。ブリタニカ国際大百科事典には、

『生体の卵の発生から成態（完態）へいたるまでの、

成長し展開していく過程をいう。 日本語では成長や

進歩と近い意味に用いられ、英語では展開、開発な

どの意味がある。おもに生物現象の用語である。形

態、構造、機能の面に分けて考えたり、身体、精神

の面に分けて考えたりできるが、いずれにしても量

の増大、質の変化、未分化から分化へ、未熟から成

熟へと一定の方向をもって進行し、種としての完成

した形へ向う力動的過程である｡』 とあります。

写
、
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取るのかは、親子間のやり取りや雰囲気で感じ取る

ことができます。

そんな中で、最近私が注目しているのは、児童精

神科医の小林隆児先生が提唱されている “|卿係発達

臨床”です（本年春の地方会でも発表しました)。

関係発達臨床とは、乳幼児期早期の子どもにおい

て、養育者（多くは母）に対し“甘えたくても甘え

られない”アンビヴァレンスな状況下で生じる不安

と緊張への様々な対処行動を分析した結果、生涯発

達過程で呈する種々の病態(#'l'経症／心身症／精神

病等）の症状が認められる、 というものです。関係

発達臨床では、神経症／心身症／精神病等の病理・

病態を理解することができ、それに基づいた治療を

考えていくことが可能となります。具体的には、関

係を見て、甘えのアンビヴァレンスがどのような対

処行動になっているのかを理解し、関係の修復を試

みつつ、対処行動を変容させていきます。

実は、 ｜災l係発達|臨床を知る前から、患者さんを診

ていて、親子関係のボタンの掛け違いにより、双方

が強いストレスを抱え、関係が悪化し症状も増悪し

ていることに気付いていました。それで診療の際に

自然と、緊張関係を緩和する工夫をいろいろ試みて

きました。その結果、親子関係がよくなっていくに

つれ、子どもの症状が劇的によくなることを頻同に

経験しました。その後に関係発達臨床を知って、理

論的にも非常に腋に落ち、現在は、家庭内のみなら

ず、学校内、家庭一学校間等における子どもを巡っ

ての関係をみて、調整していく理論的根拠にしてい

ます。

ただし、関係を客観的にみるということは、実際

にはそんなに簡単ではありません。治療者自身の他

者との|乳l係の取り方自体がバイアスになるからで

す。ですので、理論的な理解だけでなく、経験しな

がら訓練されるところがあります。治療者に|身の

“くせやこだわり” を自覚し、必要に応じ修正する

ことは必須と思います。

このような長年の試行錯誤の結果、学校や行政と

ケース会議を持ち、協力しながら関わっていくこと

が増加し、患者の社会適応への支援が得やすくなり

ました。その際に、私が大事にしているのは、患者

や家族のことを悪く言わない、子どもたちや家族の

いわれていますが、現実では神経伝達物質の調整を

意図した薬物療法が1I』心の施設が多いと,IJAいます。

ASDのコミュニケーションの問題においても、家

庭や学校での関係調整がとても大切です。 しかし、

学校では（時に特別支援学級でさえ)、ADHD、

ASDの環境調整や関係調整が上手くいっておらず、

医療に頼る状況は少なくないと思います。残念なこ

とに、家庭と学校が子どもを巡ってひどく対立して

いるケースもあります。

一口に、環境調整や関係調幣といいますが、実際

のノウハウは殆ど蓄積されておらず、現状では患者

や家族、教師や相談された医師も困惑している場合

が多いと感じます。

発達症は問題が多いと考えられがちですが、実は

長所も沢山あります。当たり前ですね。それをうま

く伸ばすことで短所をカバー出来たり、独特な個性

を認められたりする可能性はいっぱいあります。若

干空気が読めなくても “不思議ちゃんキャラ”でそ

れなりにクラスに溶け込めたり、独特な集中力が

あったり、得意なことでアピール出来たり、等々

です。

発達症に有名人が多いといわれるのは昔からです

が、例えば、公式戦29連勝で注目された中学生棋士

の藤井聡太4段は、 “登校している時間がもったい

ない，， という程、将棋に没頭していますc好きなこ

とへの異常なほどの集中力やこだわりは、発達症に

も通じますが、 このように、ポジティブに評価され

て、天才といわれることもあるわけです。

へ

へ

j41.発達症診療に対する、私の実践
一

～関係発達臨床について～

私が新潟にUターンして、早や12年目になりまし

た。臨床心理士でもありますので、普段の臨床は、

心身症、 こころの不調や育ちの問題、社会適応の問

題などを抱えた患者さんを、 カウンセリングや漢方

治療などで診ています。発達症でも、基本スタンス

は全く変わりません。上記にも耆きましたが、話を

よくお聴きした上で、本人へのアプローチだけでな

く、環境調整や関係調整を大切にしています。小児

科には、子どもだけでなく、 もれなく保護者が付い

て来ます。患者さんが近しい人とどのように関係を

迦
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健康な部分、長所や強みを探し、関係各所に伝える、

等です。発達症の子と．もたちは、 “困った子、手が

かかる子"、時には“わざと|水|らせている、言うこ

とを聞かない” と思われ、迷惑がられ、嫌悪される

ことも多いのです。 しかし、様々な問題行動が．‘不

安と緊張による、その場しのぎの未熟な反応.， と理

解されれば、指導の方法も変わって悪循環が減り、

支援を提供しやすくなります。子どもたちも、叱責

で劣等感を感じ傷つき、追いつめられて挙動不審に

なっていたのが、認められることが増えると白信が

持てるようになり、 自主的|当|発的に適応的になり、

考えて行動したり自分を抑制出来たりするようにな

ります。

このように、関係を調整し、子と．もの周りがいい

関係になっていけば、症状も落ち着き可愛くなり、

よい術環が生まれます。つまり、周囲が子どもたち

の“トリセツ'’ を理解していくことで受診の必要性

もなくなり、結果的に私も楽になるため、私は密か

に"win-winの治療法” と考えています。

は、 まだまだ関われる余地が十分あるのでは？と考

えています。定型発達にはそもそもll'日があり、 ま

た、何か困難を抱えた場合は発達に歪みや滞りが生

じます。それは、慢性疾患や重症疾患の患者さんに

もよく見られることです。心疾患、腎疾患、喘息、

糖尿病など内分泌疾患、悪性疾患等々の患者さん

で、知的に問題がなく疾患自体が落ち着いていて

も、発達の問題や社会適応に困難を来すケースがあ

ることを、ご経験のある先生方も多いことでしょう。

つまり発達は育ちの問題と表裏一体なのだと思い

ます。子育てに何かトラブルや|水|難があれば、発達

の問題のリスクは増加します。例えば、児童精神科

医の杉山登志郎先生も 「子ども虐待という第四の発

達|境害」 （ヒューマンケアブックス） という本を害

かれています。

発達症は、親の育て方の問迦ではなく、脳の機能

発達の問題であると強調されています。その一方

で、家族歴が濃厚ともいわれます。また、脳内の責

任部位や、機能異常への誘因などは研究途上であ

り、明確にはわかっていません。しかし、脳の機能

発達自体、各個体で勝手に独自に発達するわけでは

なく、様々な対人関係の中でたくさんの刺激や情報

が発生し、それを処理する中で発達していくので

す。関係発達臨床の視点は、脳の機能発達の異常問

題と併存すると考えられます。

他の臓器であっても、機能異常があれば、負担の

かかる刺激を減らし、順調にいくように支えます。

例えば、気道過敏があれば、喘息発作に至らぬよう

受動喫煙を避けたり、適度に運動して呼吸機能を上

げたりするでしょう。脳においても、多少なりとも

安心できる対人関係のﾘiで温かい交流があること

は、機能発達にポジティブに働き、多少の問題なら

徐々に癒されていくのではないでしょうか。

そう考えれば、 日常診療や予防接種で主治医とな

る小児科医が得意なことはたくさんあります。一番

は‘‘子育て支援の目線'， を持って関われることで、

これは他科にはなく、心身の成良・発達をポジティ

ブな方向にサポートできる大きな力です。

子育ての初心者で、 ノウハウもなく不安で一杯な

親にとって、小児科医は常に強い味方です。具体的

には、心身の健康に資する「早寝・早起き ・朝御飯」

二

5．私たち小児科医は何ができるか

現在の発達症の診断基準は、DSM(Diagnostic

andStatisticalManualofMentalDisorders、精神

障害の診断と統計マニュアル）がｲJ-名ですが、 これ

はアメリカ精神医学会が出版している診断マニュア

ルです。DSMは、今ここで確認できる症状を重視

し、判断に時間がかかるものや評価が難しい条件を

省いているため、診断は容易です。しかし、操作的

診l析であって、疾患を定義しておらず、 また病理は

全く考慮されていません。ですので、診断できても

根本的な治療は困難、 という状態になっています。

さらに1兆Iるのは、診'折基準が短い期間で改訂される

ことで、 1980年のDSMⅢから2013年のDSMVまで

41II1も改訂されています｡ (全世界で出版されるの

で、かなり利益が出るからとか…？）

発達|環害者支援法が平成16年に制定されたこと

で、 ｜差療より専門的支援、 というﾉj向になり、発達

障碍者支援センターが整備され、小児科医が関われ

る範囲も微妙で複雑になったように思います。

私白身は、生涯発達の視点から兄れば、子どもた

ちや家族の心身の発達に寄り添ってきた小児科医

二里
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等よい生活習慣の指導、子と､もの成長を認め親と一

緒に喜ぶこと、 イライラや不安、疲労等で元気がな

い親子を見たら、 ‘‘どうしたの？，， と声を掛け、安

心させ、 リラックスさせ、話を聴き、苦労を認めて

労い共感し、助言をしたり励ましたりして、場合に

よっては、何らかの支援先を紹介する、等です。親

が安心し、笑顔で子と．もに接する時間が増えること

で、 自然に子どもの情緒も安定し、 自発性が出てき

て、発達は促進されるでしょう。

何も專門的な指導が常に必要というわけでなく、

寄り添って見守られることで、親子の安心感や幸福

感が増すことが発達促進に重要であると思います。

私自身、 日常的に診療の中でやっていることは、專

| !ﾘ的な支援のみならず、 この部分が大きいです。
ニミ

画．終わりに

了育ては元々社会的な大事業であり、 日本では古

くから親子だけでなく共同体や地域ぐるみで行って

きたことです。様々なおとなに可愛がられ、信頼し

取り入れていくことで、子どものｲⅢ値観は広がり相

対化され、結果的に豊かで深い人格形成や発達につ

ながっていたと思います。

大戦後の高度成長期以来、産業は機械化された製

造業、共同性の少ない第三次産業が主流になりまし

た。核家族や共働き世帯が増え、ひとりの子-どもの

育ちにコンスタントに関わるおとなは少なくなり、

必然的に家庭は子育てに悩まされることになりま

した。

著しい少子化から、子育て支援が叫ばれるように

なりましたが、何も行政や専門家だけがすることと

いうわけでなく、本来はその子に関わるおとな皆が

それぞれ、その子を育てているのだという “意識”

を持ち、可愛がることが何より重要ではないかと思

います。

私たち小児科|差も、医療を提供するだけでなく、

親子をサポートし、ひとりのおとなとして子育てに

関わっているのだという ．,自覚”を持って、積極的

に子育てを支え、子どもたちの発達を豊かにするこ

とができるのではないかと考えます。

二里
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田中長岡赤十字病院小児科 篤

当科では、発達障害の専門診療を4名の小児科医

(心身医学診療を専門とする小児科医3名、神経専

門が1名で、非常勤医師1名を含む） と小児科専属

の心理士1名が担当している。発達障害専門の外来

を設けているわけではなく、心身症外来、神経外来

の枠で、新患については予約制で受け付けている。

私が当院に赴任した2014年4月から小児心身医学の

"IIIj診療を始めたが、発達障害を抱えた子と･もの新

患数は、年間60例～90例を推移している。心身症外

来の新患数は、年間130～150例くらいで推移してい

るので、心身症関連の診療の約半数くらいは、発達

障害を抱えた子どもの診療をしていることになる。

自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症

(ADHD)、ASDとADHD両方を満たすものが、お

およそl/3ずつを占めている。学校から受診を勧

められて受診するケースが一番多いが、医療機関や

教育センター、市町村の保健師などからの紹介、親

自身がネット情報などから調べて受診するケース、

兄弟が既に発達障害で当科の診療を受けていて相談

後に受診するケース、当科一般外来を受診後に発達

障害が疑われて当科の小児科より紹介されるなどが

ある。発達障害の診断には、 PARS、ADHD-RS，

WISC W、K-ABCなどの検査を行って、参考に

していることが多い。

初診時に適応障害や不登校、反抗挑戦性障害、行

為障害、抜毛症などの合併がある、いわば2次障害

を既に発症しているケースが20％くらいを占めてい

る。この中には、 もう少し早く発達障害の診'折をし

て稚極的な介入をすべきだったケースも少なからず

経‘験する。そういう意味では、診擦依願を迅速に受

け入れ早期に診'折・介入をすべきであるが、心身症

専門外来の新患は、現在約3カ月待ちとなってい

て、地域のニーズに対して迅速に対応しているとは

言えない状況が続いている。心身症外来では、摂食

障害などの緊急性のあるケースは、予約外でなるべ

<迅速な診療をするようにしており、そういった予

約枠ではなく臨時に受け入れたケースは年間30例～

50例くらいとなっている。発達障害では緊急対応を

必要とするケースは多くないが、他児や教員、保育

士、親、兄弟への暴ﾉJや行為障害、親からの虐待が

疑われるなどの理lllから、早期の受診が必要と判断

されるケースに関しては予約枠ではなく、 ｜臨時の外

来を設けて対応しており、そのような対応をする発

達障害は年間5～10ケースとなっている。発達障害

の診療は診断と告知だけではなく、その後のフオ

ローアップが重要であり、薬物療法だけでなく、家

族への指導や家族療法的なアプローチ、支持的精神

療法、遊戯療法、教員や保育士とのカンファレンス

などを必要としており、再来においても時間とエネ

ルギーを必要とされるので、 どの医師の再来の外来

も満杯になりつつあり、予約外の診療も限界がある。

当院はNICUがあり、 また3次医療機関でもあり、

そちらのニーズにも応えなければならない医療機関

なので、発達障害の診療に多くのマンパワーと時間

を割けない状況にあり、頭の痛いところである。

発達|境害の治療を主目的の入院はないが、転換性

障害や摂食障害などの入院において、発達障害を合

併していることが判明し入院中から対応するケース

が年間数例前後ある。暴力、 自傷行為、希死念慮、

自殺企図などで外来治療の限界を超えて入院が必要

と判断されるケースは、基本的には県立精神医療セ

ンターの児童精神科病棟に入院を依頼していて、年

間数例を医療保護入院として引き受けてもらってい

る。ただし、 ｜可センターは入院の待機患者が常時30

名以上となっており、入院時に精神的に不安定な状

態が予想されて11,'il室収容が必要とされるケースこそ

を紹介したいのだが、個室が‘|曼性的に不足している

状態にあり、入院依頼から入院まで数日から数週間

かかるので、その間どうやって凌ぐか、綱渡りをせ

ざるを得ないケースを時に経験する。最近も、

へ
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ASDの中学生で、重大な行為障害があり警察が関

与し、その後に小児科医より紹介されて当科一般外

来を受診したケースがある。自宅で夜Ⅲにおそらく

解離状態で興奮して机をひっくり返すなどの暴力行

為があり、 ｜可センターに緊急入院を依願したが空き

がなく、 IIIj親が疲弊したため、やむを得ず当科に入

院させた。病棟でも夜間に解離して興奮した状態と

-J-↑
ﾉJ量不足を痛感することも多い。

このような現状の中で、状況の改善を目指して、

なくとも中越地域の連携を深めることやお互いに

嵯琢磨することを'三I的に、中越小児こころの臨床

究会を年4回前後|州催している。 メンバーは中越

域を中心とした小児科医と、主に県立精神医療セ

ター勤務の児童精神科医、心理士などで、ケース

少
切
研
地
〆

なり、冷や冷やしながら何とか週末を凌いで4日目

に同センターに転院させることができた。残念なが

ら、 このケースは同センター入院後に統合失調症を

発症してしまったとのことであった。このケース

は、かなり重度のASDで、 と÷うして小学校時代に

医療機関と繋がらなかったのか、 もう少し早く医療

的な介入をすることができれば、精神的なダメージ

が限界を超えることを防ぐことができたかもしれな

いと考えられた。小学校時代の学校としての危機意

識が乏しかったのか、親も|司様の発達|環害を抱えて

いる可能性が高く、周囲の勧めを拒否してきたのか

の詳細は不明であるが、大変痛ましいケースだっ

たcまた、ASD/ADHD症状があり、虐待的な養育

環境があるケースで、高校生になってから、希死念

慮、 自殺企IXIが著しくなり、同センターに緊急入院

を依頼したが個室の空きがなく、やむを得ず入院さ

せて何とか凌がざるを得なかったケースもあった

が、当科の病棟が閉鎖揃棟ではない点で治療の限界

を感じつつ、現実には綱渡りをせざるを得ないこと

がある。

県内の児童養護施設の中で長岡市の双葉寮、見附

市の聖母愛児園、新潟市の新潟天使園にいる子ども

たちの中で、精神的に不安定であることやASD、

ADHD類似の症状のため、施設職員が対応に困っ

ているなどの理由から診療依頼があり、数例ずつ診

療の依頼があり引き受けている。そういった子ども

たちは、幼少期からとてもひどい家庭内の混乱の''1

で育っており、中にはかなりの虐待を受けた子ども

たちも少なくない。生来のものか、逆境的な環境か

ら発生してくるもの、いわゆる杉山登志郎先生の提

唱する第4の発達障害を見ているのか、判然としな

い子どもが大半を占めており、治療に難渋するケー

スが多い。 もちろん、養洪施設の職員や学校の先生

方が一番困っているのではあるが、 こちらの治療の

検討を通して、見立てや治療のやり方、薬の使い方

などの意見交換をして、遠慮のないl奥l係性の榊築、

スムーズな紹介・逆紹介に役立っている。

当科を受診している発達障害児の多くは長岡市内

からであるが、見附｢ij、三条市、柏lll奇市、十日町ily、

魚沼市、南魚沼市など、中越地域全域に亘っている。

中越地区の小児の発達障害を専門的に診療している

主な医療機関についての実際の状況は把握していな

いが、捕院としては当院のほかに、良|川療育園、長

岡中央綜合病院、独立行政法人国立病院機構新潟病

院、精#III科として、県立精神医療センター、柏lll舟厚

生病院、 ルLI捕院がある。

1980年に小児科医になったものとして、 これほとﾞ

までに、発達障害を抱えて困っている子どもたちに

小児科外来で出会う時代が来ることになろうとは全

く予想できなかったことである。全国各地で発達障

害の子どもたちが溢れかえっているといっても過言

ではない現実を目の当たりにしている。このような

状況には様々な要因があろうが、 とかく、学校現場

も家庭も、そして医療現場でも、子どもだけの問題

と捉えがちではないだろうか。対人lXl係やコミュニ

ケーションの問題は双方向性の問題である。こう

いった問題を抱えて困っている子どもたちだけの問

題ではなく、そういった子どもたちを囲んで育てて

いる親や大人、社会の問題でもあるということを忘

れないようにしたい。

へ

へ
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県立吉田病院子どもの心診療科新田初美

産

児はこのところ年々増加傾向にあり、今年は約80人

(1割強）が挙がってきています。それだけ丁寧に

発達状況を複数の目で見て支援策を準備していく時

代になったとも言えますが、興奮しやすく乱暴な言

動が目立ち集団行動がとれないという幼児がとても

多いです。発達障害という観点からだけでなく、ア

タッチメント形成、養育環境・保育環境を見直す必

要があるように,I&!えてなりません。

次に実際の診療ですが、県央地域からは新潟市・

長岡市の専門医療機関に診療や療育を求めて通うこ

ともできます。かつては療育と言えばはまぐみ小児

療育センターか長岡療育園でしたが、身近な地域で

適切な支援が受けられるよう支援体制の整備が進め

られる中、燕'liにも乳幼児を対象に児童発達支援事

業所が2カ所開設しました。診断書の提出が求めら

れますが、保育所や幼稚園に通いながらの利用もで

きます。学齢の子どもを対象とした放課後等デイ

サービス事業も勝んで、送迎もあって保護者には好

評です。特に重い障害のある子ども達の学校が長期

休暇中の生活のリズムを崩さないための居場所とし

て定着の感があります。また、近年は発達障害を専

門とする診療所も新潟市で開院し、患者さん側が受

診機関を選択できるようになってきたのを感じてい

ます。当院でもセカンドオピニオンを求めての来院

は珍しくなくなりました。

さて、当院は現在将来構想に揺れています。私が

子どもの心診療科の専任として赴任した平成16年当

時、小児科常勤医は私の他に6人いましたが現在は

2人のみとなってしまいました。この4月からは国

立成育医療研究センターにさらなる専| 11I研修に行か

れた牧野仁先生（当院で3年間子どもの心の診療に

携わってもらいました）に替わり、そちらでの研修

を終えられた仁田原泰利先生が着任され精力的に診

療を展開されています。

本誌No.46 (2010)に子どもの心診療科の紹介を

すでに私は退職し県の|¥雇用制度のエルダー医の

立場ですので、葦の髄から天井覗くの感が免れませ

んが、ご容赦下さい。

はじめに、 ここ10年くらいの発達障害関連の動き

を概観してみます。

発達障害者支援法が平成17年に施行され、以来、

早期の気付きから就労支援まで途切れのない一貫し

た支援策の構築を目指して、様々な施策が講じられ

てきています。啓発活動も積極的に展開され、すで

に発達障害という言葉を聞いたことがないという方

はいないくらいかと思います。

平成19年度からは、特別支援教育が全面実施と

なって大概の学校に特別支援学級が設置されまし

た。外部機関との連絡調整役も担う特別支援教育

コーディネーターは全小中学校に配置されていま

す。希望し合意形成がなされれば個別の配慮が受け

やすくなりました。スクールカウンセラーはほぼ全

小中学校で機能しており、 スクールソーシャルワー

カーも機能し始めています。高校でも特別支援教育

支援員の配置が検討されてきており、平成30年度か

らは通級指導が始ります。私は、高校生年齢でこそ

自己理解・他者理解が求められ、 ソーシャル・スキ

ル・ トレーニングを進めて欲しいと期待しています。

発達障害の発生頻度ですが、知的発達症も含めま

すと10%を超えると推定されています。平成24年の

文部科学省の調査では、通常クラスに在籍する発達

障害と考えられる児童生徒は6.5％（平成14年の同

洲査： 6.3％） とありますが、特別支援学級在籍者

数は平成17年の9.6万人から平成26年には18.7万人と

倍増しています。必要なｲlilil別の指導を進めてきた結

果でしょうが、 インクルーシブ教育はどこに|fﾘかう

のかとふと心配になります。

燕市の人口は約8万人、年間出生数は700人弱で

す。私は就学支援委員の一人として会に参力I|してい

ますが、次年度就学ﾘJで札|談が必要そうな気になる

へ

へ
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性発達障害（現：白閉スペクトラム症ASD)が大

部分ですが、 アメリカ精ﾈ'l'医学会のDSM-Ⅳでは

注意欠陥・多動性障害（現：注意欠如・多動症

ADHD)が併せてあっても広汎性発達障害が優先

診断とされていたことも影響しています。DSM-

5では併記が認められ、実際ASDの多くはADHD

を併発しています。次に、発達障害での二次障害や

併存|職害ですが、小学低学年では20%、高学年では

49％、中学生では65％（大部分が不登校） と、学年

が上がるにつれその発生率は高くなっていました。

発達障害の中でも二次障害を来たし易かったのが

ASDでした。やはり早期の気付きと介入が求めれ

ます。

全国的にも減少傾向にない不登校対･応は一貫して

重要な課題です。時に生活環境を変える入院治療が

有効です。家庭内暴力、強迫性障害、 うつ病、統合

失調症などの併発が見られれば、当方での診療の限

界と考え、県立粘神医療センターや佐潟荘など児童

精神科にお願いしています。

発達|境害は脳の機能障害であり、機能の解明が進

むにつれ薬物療法も推奨されてきています。ADHD

ではメチルフェニデート徐放錠（コンサータ)、 ア

トモキセチン （ストラテラ）ですが、 この6月に3

つ日の治療薬グアンファシン徐放錠（インチュニ

ブ）が承認されました。しばしば学習態度の改善に

効を奏し子どもロ身の自尊感情の向上に寄与しま

す。ASDの易刺激性（極端なかんしゃく、怒りっ

ぽさ）には非定型抗精神炳薬のリスペリドン （リス

パダール)、 アリピプラゾール（エビリファイ）が

承認され使いやすくなりました。極少量で有効で、

子どもも安定し保謹者の育てにくさの蝋減がはから

れ、学校ではトラブルが減少します。

また、当院併設の吉IH特】|｣支援学校では、静かな

教育環境で子ども達への個別的配慮|-分な教育の提

供をしていただけます。元気を取り戻し原籍校に復

帰していくのを｜ ｜の当たりにするにつれ、教育との

連携が取れる現在の体制の存続を願っています。人

数的には多くはないですが、全校児童・生徒数40人

くらいで、小児‘|哩性疾患病棟入院児は10数人、他は

通学生で年度途中での異動は日常的です。

この数年、医療的ケアを必要とする重症心身障害

させていただきましたが、図lに改めて診療課程を

示します。予約ilillで年間新患数は300人弱ですが、

新患予約は現在もl～2か)j待ちとなっています。

診療は仁田原先生、元副院長の柳原俊雄先生、五'一

嵐幸絵先生（蛎託医)、河内博子先生(I脇託医)、私

が担当しています。ペアレント ・ トレーニングは

五十嵐先生が引き継いで下さいました。ペアトレは

他に燕市でも実施してもらえるようになりました。

少し古いデータになりますが、平成23年度の新想

271人（男182人、女89入りj女比2 : 1)の状況か

ら見てみます。小学生51%、中学生20%、乳幼児

18%、高校生11%と半数が小学生です。紹介経路で

は、乳幼児は保健師次いで保育所からが多く、小学

生では圧倒的に学校から、 「'1学生では医療機関と学

校とが同程度、商校生では学校からが大部分でし

た。地域別では半数以上が三条保健所管内で、約

1/3が新潟市からの受診でした。主訴ですが、乳

幼児では「落ち着きがない、多動、指示が入らない」

が最も多く、次いで「発達の遅れ、 ことばの遅れ」

｢集'31行動がとれない」 「乱暴、反抗的、 けんか、か

んしゃく」などです。ことばの遅れに関しては三条

済生会捕院の他、 白根大通病院の言語リハビリにお

願いできるようになりました。 もちろんより専門的

な療育が求められれば、はまぐみ小児小育センター

や長|川療育園にお願いしています。小学校低学年で

は「落ち着きがない、多動、マイペース、指示が入

らない」が圧倒的に多く、次いで「乱暴、反抗的、

暴力、パニック」 「チック、遺尿、指しゃぶり、夜麓、

自慰行為」などです。高学年になりますと低学年の

前2者は減って「不登校」が目立ってきます。中学

生では半数が「不登校」で次いで「頭ﾘ術、腹痛、不

眠めまい」 「パニック、 リストカット、 自殺企図」

などです。高校生では「不登校」 「不安、抑うつ、

イライラ、過呼吸」 「対人|典I係トラブル」 「発達障害

か？」などです。診断名ですが、 どの年代でも発達

|璋害が多く、乳幼児では76％、小学生82％、 ！:'1学生

43％（内、未診断70%)、高校生48%(内、未診|折

86％）で、未診断例の多さに驚きました。発達障害

では特性があっても社会不適応など|木lり感が増して

こないかぎりは受診も診断も不要で、早期の気付き

と介入には限界があります。発達障害の中では広汎

へ
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児の受け入れにも理解を示していただけ毎年就学し

てくるようになりました。小児在宅医療を担う地域

の医療機関でもありたいと柳原先生が奔走してい

ます。

子どもの心診療部門は将来描想に盛り込まれてい

ますが、何とか引き継ぎたいものです。発達障害に

関しては若干過剰診断のきらいが無きにしもあらず

です。発達の個人差のII1目の広さと養育環境の影響の

大きさを念頭に見直しが求められる時期はそう遠く

ないように感じます。

ASDの子ども達は、社会性／コミュニケーショ

ンの育ちの多様性と感覚過敏がもたらす不安・不快

を教えてくれ、視覚支援と梢造化のアイデアを安心

対応策として確立させてくれました。ADHDの子

ども達からは、子どもは快活に動き回るものである

こと、不安がよぎると落ち着いてなんかいられない

ことを改めて認識させられました。発達障害はスペ

クトラムであるという考えが一般的となり、裾野が

一段と広がりました。

図2にICFのモデルを示しますが、安心できる適

切な養育環境でこそ子どもは育つという事を教えて

くれた子ども達が発達障害の子ども達であったとも

言えます。基本的な人への信頼感・自己肯定感は安

定したアタッチメント形成があってこそ育まれま

す。その子の安心を扣保し、穏やかにおおらかに関

わり、 じっくりと発達を待つ姿勢が、関わる大人側

には求められます。 「子ども一人育てるには村中の

人が必要」 というアフリカの諺があると聞きます。

核家族化・少子化で孤立育児が一般的となり、子ど

もにとっては刺激過多で興奮させられがちな日常の

一方、多様な人間関係の体験が乏しい現代社会にお

ける課題を、児童虐待のIW加と発達|潭害の増加と言

う社会現象が示唆しているように思えてきます。こ

のところ典型的な自閉症のお子さんにはほとんどお

目にかからなくなりました。発達障害診療は子育て

支援外来そのものですが、グレーゾーンで診断に迷

う相談がとても多くなっているように感じます。保

護者の不安をあおる事のないよう心がけています。

県のホームページにも発達障害診療が可能な精神

科・小児科の医療機関が掲示されています。公表可

としていただいた医療機関のみですので、他にも診

療して頂けている医療機関もあり年々増えてきてお

り心強く思います。県央では当院の他、三条こども

クリニック、佐藤内科小児科医院が協力してくだ

さっています。大人の発達障害の診療を引き受けて

頂けるところがまだ少なく、移行支援が課題です。

併せて発達障害に限らず、県内での子と．もの心の診

療ネッI､ワーク事業の早川実現を願っています。

二国

－

－

’ 子とj診の心診療稗での診療 率生活機能分籟(7CFﾌのモデル

｜子どもの心診療科〆

,一般小児科/医療機関 ‘

駕瀞墨〆嬢…'診"~、9
児童相談所 病状説明/告知

､ 知人､インターネット ' 環境調整/心理治療
号三 『-i ベアレント.トレーニング
、:～／ ' －．

薬物療法
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落ち着きが無い、多動 反抗挑発症､素行症
いじめ/けんか/乱暴 適応障害
不登校/学校不適応 心身症
頭痛/腹痛/嘔吐/めまい 摂食障害
体重減少/不眠/情緒不安定 不安障害/気分障害
ﾁｯｸ/場面寡黙など 身体表現性障害など

健康状態

↑
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新潟県はまぐみ小児療育ｾﾝﾀｰ小児科福島 愛
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1 ． はじめに

当センターは、新潟市内にある県立の施設で、従

来から、肢体不自由児施設としての役割とともに、

知的|潭害、 自閉症の方への療育も担っていました。

この15年で、全国的な傾向と同様に、当センターで

も発達障害の診断を受ける方が増え、知的障害はな

いか軽度でも、社会性や行動制稚llの発達に問題を抱

えるお子さんの受診が急速に増加してきました。そ

して、平成16年に発達障害者支援法が成立したのを

踏まえて、平成18年に新潟県発達障害者支援セン

ターが当センター併設という形で開設されました。

柱ですすめています。

医師による外来診療では、両親に診断と特性をお

話しして、家庭での環境設定や関わりﾉjを工夫する

ことの重要性をお伝えしています。また、子育てに

見通しをもってるような情報提供をしながら、特性

からくる生活困難、対人トラブルについて、家族と

一緒に改善策を考えます。可能ならば小学校中学年

くらいから、本人とも特性と対･処法を共有出来るよ

うに働きかけを始めます。保育や教育への協力要請

も不可欠なため、保育園・幼稚園や学校の先生方か

らのお手紙にも、ご質問にお返事するようにし、時

に電話や、談で連携することもあります。十分に対

応しきれないこともありますし、 “時間をとられて

大変” と思うことも正直ありますが、連携をきっか

けに困蠅ケースが良い方向へ向かうことも経験し、

さらに教育・福祉の情報を得る機会にもなります。

また、薬物療法は、幼児期はI腋眠障害への対処、学

童以上ではADHD薬が中心です。不安や興奮がか

なり強く、環境調整でも不適応が大きい場合には、

当センターでも抗粘神病薬を少量処方することもあ

ります。

リハビリテーションでは、キャパシティの問題か

ら、知的発達の遅れを伴う （言語未獲得、 または|ﾘI

らかな言語発達の遅れがある）お子さんを主な対象

にしており、知的な遅れがない、 またはグレーゾー

ンのお子さんは、市町村の療育教室や地域の児童発

達支援センターでの療育をお勧めしています。学敢

以上は、支援学級・学校や通級指導教室での指導を

お願いしていますが、ケースによっては一定期間療

怯士が介入して学校と連携することもあります。言

語聴覚士は、子どものサインを受け止めるコツや子

どもの要求表出を促す関わりを、 ご家族とともに実

践し、身振りの活川や写真・イラストカードでの視

覚支援も提案します。作業療法｣青は、体や手を使っ

た遊び、構造化された環境での課題遊び、身辺自立

須唾

遡‘ 当センター小児科における発達障害診療

当センター小児科外来の現状としては、発達障害

の方が、全慰者のうち、新規患者（新患）の約85％、

再診の約70%と、 どちらも大きな割合を占めていま

す。受診患者の居住地は、新潟市が約60％、新潟市

以外の下越地域が約20%、中越地域が約15%、上

越・その他の地域が5％未満です。一時は新患の受

け入れが追いつかず、初診が数かﾉl先ということも

ありましたが、その後新潟市内に発達障害診療を担

うクリニックが複数開設されたこともあり、現在は

その状況はやや緩和されています。しかし、再診枠

は未だ数ケ月待ちになるなど、大きく不足していま

す。発達障害診療は、肢体不自山児の診療と|可様に

長いお付き合いとなり、例えば数年ぶりに相談に来

られるといったケースも少なくありません。高校卒

業・成人になっての診療移行も課題で、ご本人やご

家族の理解を得ながら、精神科クリニック、病院に

紹介させていただくこともしています。

＝

蝋当センターでの療育支援の実際

当センターでは、発達障害をもつ児への療育支援

を、 l)医師による外来診療、 2)言語聴覚士や作

業療法士による個別療育、 3）家族支援講座の三本

12
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の練習などを行います。乳幼児期早期には連動発達

の遅れを伴うこともあり、理学療法士が関わること

もあります。これらのリハビリテーションは、入所

でも行っています。 l～3ケ月間の親子入所は、刺

激が少なくゆったりとした親子の生活のなかで、上

記のようなリハビリを経験してもらいますが、近年

は両親の就労や核家族化、意識の変化などから希望

される方が少なくなっています。しかし、 自閉症と

重度知的障害をもつお子さんのケースで、虐待的な

子育てになっていたお母さまが、組子入所を機に、

子どもの行動から気持ちを汲み取られるようにな

り、 日々の大変さは変わらないものの、関係性が変

化したというケースを経験し、現在でも大事な支援

の機会だと考えています。

家族向け支援満座は、診療では|･分対応しきれな

い家族支援に対応することを目的に、仙l別療育を実

施しないケースへの支援として開催しています。ペ

アレント ・ トレーニング講座は、 3年前から看護師

と臨床心理士、柵祉職が運営実施し、年間2グルー

プのみではありますが、毎年実施しています。自閉

スペクトラム症の親講座は、昨年度から医師、看護

師、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、福祉職

という多職種で企lllliし実施しています。参加ご家族

(母のみならず、父や、時に祖父母の参加もあり）

が少しでも子どもとの関わりに自信をもっていただ

くことを目標に、親子コミュニケーションの工夫、

視覚支援と構造化を取り入れた生活の工夫、応用行

動分析の子育てへの活用などの内容を磯り込んで、

親同士の話し合いでのビアカウンセリング効果も期

待しつつ、試行錯誤しながら実施しています。

今後も県内の先生方のご指導、ご助言をいただきな

がら、赤坂所長のもと、 スタッフー同、役割を果た

していきたいと思っておりますので、 よろしくお願

いいたします。

へ

,へ

蝋おわりに（今後の課題）

当センターにおける今後の課題として、増えつつ

ある児童発達支援センターや、保育園・幼稚園、学

校などとの連携や支援を今後もできるだけ行ってい

くこと、 また県内における小規模市町村などで、独

自での支援展開が難しくニーズのある地域に、直接

支援と支援者支援をバランスよく行っていくことな

どがあると考えています。県が平成3年から実施し

ている療育相談についても、実施方法について十分

に検討していくことも求められていると思います。
龍▽ 咄

刷
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上村孝則かみむら小児科

か通い切れない、 という'川題があります。人によっ

ては放課後等デイサービスや上越教育大学心理教育

相談室でソーシャルスキルトレーニングを行う方も

います。

医療ケアは原則中学生までは主に当院で、高校生

以上は主に三交病院精ｷII1科で対応しています。当院

では一般診療とは別枠で初診時には30分～60分近く

かけて診察を行い、必要に応じて薬物療法を開始し

ます。

#lll経発達症の児を抱える家庭は、児だけでなく家

庭自体に問題があるケースが多く兄られます。その

場合には児童相談所や上越市の「すこやかなくらし

包括支援センター」が福祉的なサポートを行います。

上越での#II1経発達症に対する福祉的、教育的サ

ポート体制は比較的充実していると思いますが、万

全とは言えません。問巡点も多く孕んでいます。

まずは医療ニーズの多さに医療1111が答えきれてい

ないこと挙げられます。具体的には初診相談の時間

が十分確保できないという問題があります。当院は

発達外来に加えて一般診療も行っているので、 「発

達障害」と椰楡されることなく気暇に受診すること

ができます。その一方、神経発達症の子どもの初診

診察には非常に時間がかかり、一般診療と一緒の時

間帯には診察することはできず、一般診療とは別枠

で対応しています。ただし、他の業務との兼ね合い

もあり、神経発達症の初診患児を診察するのは原則

週に一人とせざるを得ません。結果的に、現在初診

の予約が入ってから実際に診察するまでに三～四ケ

ノ1待ってもらっている状態です。

また、一般診療と二足のわらじを履いている状態

なので、季節的要因で一般診療の患児の数が増える

と、 どうしても患児やその保護者の声に耳を傾ける

ことが難しくなります。

さらに、小学校入学まではこと葡も発達支援セン

ターで手厚いケアを受けることができますが、小学

小児科からみても精ｷIII科からみてもこれまでマイ

ナーな分野であった「発達障害」がこの10年で広く

11l:の' |'に認知され、 さらに「発達障害」と言われて

いたものが、 DSM 5で「神経発達症」 という1l乎

び方に変わり、 ここ数年の変化は目まく．るしいもの

があります。上越市でもｲ'l1経発達症に対する医療へ

のニーズは高い状態が続いています。上越で働く小

児科|握が非常に少ない中、限られたマンパワーでで

きることはどうしても限られてしまいますが、上越

市における神経発達症に対する取り糸llみと問題点を

列挙したいと思います。

上越市では、 1歳6ヶ月健診や3歳健診で発達に

問題のある児を拾い上げ、 上越市こども発達支援セ

ンターに紹介しています。状況により保健所の療育

相談につなげることもあります。 また、健診でとく

に引っかからなかった児が、保育l刺や幼稚園で気に

なる行動をするようになった場合も、支援センター

や療育相談へ行くことを園から勧められます。こど

も発達支援センターでは保健師や臨床心理士、作業

療法士などが連携を取りつつ小学校入学までの期間

療育活動を行います。

保育園や幼稚園の年長になると、 陸|から各家庭に

｢就学相談」の連絡が届きます。進学予定の小学校

の先生、在籍している1重|の先生、支援センターのス

タッフなどが児の状態を評価し、保護者と相談のう

え小学校でどのような体制で児の受け入れを行うか

を協議します。最終的には教育委員会が主催する就

学支援委員会で小学校での所属学級を決定します。

医|Ⅲjは参加できていませんが、 このIIXり組みは先進

的な地域で行われている「5歳児健診」に近いもの

と言えます。

小学校入学後は児の状態により普迎学級、迎級指

導教室、特別支援学級での対応に分かれます。ただ

し、通級指導教室は市内に3カ所しかなく、保護者

の送迎が必要となるので、両親が共働きだとなかな

《
一

~皇
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校入学後はそれが雌しくなります。先税述べた放課

後等デイサービスや大学の心理相談室などを利用す

るという選択肢はありますが、それなI)の費用が発

生するため、保護者の経済状況によっては利用する

ことができません。

重症例に対するケアの問題もあります。反抗性が

強いケース、暴力行為が酷いケース、窃盗や性的な

問題に手を染めてしまうケースなどは、外来診療だ

けでは手に負えませんは手に負えません。入院加療が必要になります

残念ながら上越にはそういった施設はありませ

その場合は長岡の県立精神医療センターを紹介

7

、
Ｏ

今
苅，
刀
ん

することになるのですが、すんなり入院できるわけ

なく、半年から一年近く待って貰う必要があり

，入院の順番が1面lってくるまで、ひとまず外来

応するしかないわけですが、なかなか適切なア

イスをすることができず常に頭を抱えています。

では

ます

で対

一

バイスをすることがI

以上、簡略ながら上越地域における神経発達症患

に対する医療面、教育面、福祉面のサポート体制と

問題点についてまとめさせていただきましたその

限られたマンパワーの中で、 こどもたちやその保護

者のQOLが少しでも改善するよう 日々悩むことが

多いのですが、 自分が関わった落ち着きのない子と

もたちが治療により劇的に改善し、 「学校で褒めら

ようになったよ｡」 と嬉しそうに報併してくれ

きは、それはもう医者冥利に尽きます。様々な

る
と

れ
た

問題点に対する根本的な解決方法はなかな力ﾕ見いだ

＝＝ せませんが、せんが、 まずは皆さんに関心を持ってもらうこ

大切かと,I&!います。神経発達も12の有病率は約

とされており、気管支喘息と同程度と言われて

す。小児科医であれば多かれ少なかれ喘息の治

したことがあるでしょう。喘息の治療をするか

うに、少しでも多くの先生方がﾈIII経発達症の診

携わってくれればと思います。

とが

5％

いま

療は

のよ

療に
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新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰ星名 潤

め、観察中も|司じ換気条件で観察を行うためには斗i

前に自作のコネクターを制作し用いている。施行前

には十分な気管内吸引を行い、心拍、 ll乎吸モニター、

パルスオキシメータ等で施行中の状態の変化を注意

深く観察する。 また、細い気管挿管チューブを用い

ている児では施行前に吸入酸素濃度を上げておくよ

うにする。非挿管児の観察を行う場合には、経鼻的

にファイバースコープを挿入し、鼻道、咽頭、喉頭

の観察を行い、声門を迦過して気管、気管支の観察

を行う。換気状態に問題のある児では、 ラリンゲル

マスクを用いて観察する場合もある。ラリンケルマ

スクを用いて上気道の検索を行う場合の注意点とし

て、 l)マスクによりバイパスされて病変を見落と

す、 2）マスクにより圧迫されて喉頭に人為的な病

小児弧域においては、気管支鏡検査は必ずしも一

般的な検査ではなかったため、気道病変を疑わせる

症状があっても、気管支鏡検査が行われていない場

合もあった。気管支鏡検査の有川性が認知されるに

従い、施行症例数は増加し、新生児領域から一般小

児科、術環器小児科、小児外科、重症心身障害児者

施設へと拡がっているl )o安全面では新生児のll侯頭

気管気管支鏡検査において、挿管中の児に施行前に

吸入酸素濃度を上げる必要があったものの、短時間

であれば安全に観察が行えるとの報告がある2･3)oま

た昨年度当科で施行した検査においても検査中に一

過性に雌素の使用をすることはあったが、検査によ

り施行後の呼吸補助の必要性が高まったものは認め

なかった。

－－－．

注意を要する。経

1泊入院で検査を

変を作る、等の可能性があるので

静脈麻酔を用いているので、原則薑喉頭気管気管支鏡検査の実際

新生児領域で用いる気管・気管支鏡は軟性の気管

支ファイバースコープを用いる。気管支ファイバー

スコープは観察用としては外径1.4～2.4mmの処置

チャンネルの無いタイプのものがある （図l)が、

当科では2.4mmのみ所有しておりそちらを川いてい

る。今後2.0mmのファイバースコープを導入予定で

あり、 2.5mmの挿管チューブを使用している児にも

対応できると考えている。実際の検査としては前投

薬として硫酸アトロピン0.02mg/kg静注、 ミダゾラ

ム0.2mg/kg静注をする。食止めは、新生児3時間、

乳児4時間、幼児以降6時間以上としている。気管

挿管を行っている児の観察を行う場合は、従来市販

されている気管支ファイバー用のコネクターでは気

管支ファイバースコープが細すぎて空気捕れをおこ

してしまい十分な換気圧が得られにくい。このた

へしっかり覚醒すれば日帰りでも検査可しているが、

能である。
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小児用気管支ファイバースコープ図1 新生児
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臘主な気道疾患

・喉頭軟化症

喉頭軟化症は乳児期の吸気性喘鳴の原因として最

も多い疾患である。喉頭が脆弱なため吸気時に喉頭

の閉塞、狭窄をきたし、吸気性喘鳴、閉塞性無呼吸

などをおこす。 l1侠頭軟化症はOlney分類では3つの

タイプに分類される （図2)。Typel (披裂部型）

は披裂部が伸び、吸気時に披裂部が喉頭を閉塞す

る、Type2 (I喉頭蓋披裂ひだ短縮型）は喉頭蓋披

裂ひだが短縮し、吸気時に喉頭が内側に潰れる、

Type3 (喉頭蓋型）は喉頭蓋が声l !ﾘ裂側に倒れて、

吸気時に喉頭を閉塞するものである。体位の工夫、

経管栄養、経鼻|場圧ll乎吸などの保存療法を行うが、

それらの介入でも管理困難な例では、喉頭レーザー

形成術(Type1， 2)、喉頭蓋つり上げ術(Type3)、

気管切開などの積極的治療が必要となる場合もあ

る。呼吸器感染症で症状が増悪するため、家族を含

めたワクチンの積極接種、感染機会を減少させる努

力などが必要になる。重症化が心l児される例ではマ

クロライド少量長期投与を行い、 ワクチンでカバー

できない呼吸器感染の予防を行う。全体の90～95%

の軽症例では1歳頃までに自然治癒が期待でき、軽

症例では呼吸器感染に注意しながら成長を待つ。

●
吸気 呼気

図3 気管軟化症

膜性部／軟骨部の比率が拡大し、呼気時に気道閉塞をきたす

状としては啼泣時のチアノーゼ、持続する喘鳴、犬

吠様咳|嗽、繰り返す呼吸器感染を認める。重症例で

はdyingspellと呼ばれる回復困難な無呼吸、チア

ノーゼ発作がみられる。Dyingspellは、啼泣なとﾞ

をきっかけに中枢111l1の気道が先に潰れてしまい、胸

I空内が高い陽圧となったまま呼気ができなくなり、

呼吸停止、心停止に至る重篤な発作が起こる。最重

症の発作では、蘇生行為を行っても救命困難な場合

や、救命できたとしても重篤な後遺症を残す場合も

ある｡Dyingspellは気道を潰す力と支える力のバ

ランスが崩れることによっておこる。潰す力が強い

場合としては、 l)本人の啼泣、 2)外部からの圧

迫、支える力が弱い場合としては、 3）呼吸器を外

している場合、 4）気管内吸引などがあげられる。

バランスの崩れやすい状況を理解し、バランスが崩

れないように管理することが重要である。Dying

spellを起こした場合には通常の蘇生行為では回復困

難な場合が多く、閉塞に打ち勝つ位の極めて高い圧

で強制換気を行うか、閉塞部位を越えるように気管

内挿管チューブを深く挿入し閉塞の解除を試みる。

気管・気管支軟化症の原因が異常血管などによる

外部からの圧迫の場合には、 これらの原因を取り除

く外科的手術が第一選択となる。これらの治療を施

し、外部からの気道圧迫の原因を取り除いてもすで

に気道そのものの変形を来しているような場合、 も

しくは外部からの圧迫ではなく気道そのものが病変

を持っている場合には気道そのものに対する治療が

必要となる。気管・気管支軟化症の治療としては、

highPEEP療法などのl1乎吸管理による保存療法、お

よび大動脈前方固定術、外ステント術、内ステント

術などが行われている。気管切開も長期人工換気の

ために施行する場合と内ステント効果を期待して行

へ

一

Typ臼2

唯頭蓋握翌ひだ短縮塾

３
型

Ｇ
一
憲

沖
頚

Ｔ
喉

Typel

披裂蔑型

図2 喉頭軟化症の分類(OIneyDR、 etal . )

・気管気管支軟化症

気管・気管支軟化症は気道が脆弱なため、呼気時

に気道内腔を保持できないために生じる （図3）。

気管・気管支は馬蹄形の軟骨からなる軟骨部と薄い

平滑筋が横走する膜性部から構成され、通常、軟骨

部と膜性部の比率は4～5 : 1程度になっている。

気管・気管支軟化症は様々な原因によって生じる

が、小児ではこの膜性部／軟骨部の比率が大きく

なっているため1l危弱性が増している場合が多く、呼

気時に気道閉塞をきたすことにより症状がでる◎症
，綿. 錘
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の特徴としては、他の気道疾患を合併する症例も多

い。 lllkl頚軟化症と診断された推例の中には、染色体

異常や奇形症候群などの基礎疾患をもつ症例もあ

る。対症療法が主体となるが、他の疾忠の合併があ

る場合は咽頭軟化症とその疾患の双方に対する対応

が必要となる。体位・姿勢の工夫、酸素投与、経管

栄養、持続陽圧||乎吸、やHighflownasalcannula

(HFNC)の使用により症状の改善をはかる（図4)。

75％は1歳までに梢癒している。そして、 1歳まで

に治癒した症例の70%は生後6か月以内に治癒して

いる。その反面、基礎疾患があったり、他の気道疾

患があると、治擁が長くなることがある。

う場合とがあり、新しいタイプの気管切|刑チューブ

も開発され、症例によっては有効な治探法となり得

る。治療は単独ではなく、組み合わせて行う場合も

多い。

・声帯外転障害

新生児期に発推する声帯外転障害は生後間もなく

よりの吸気性喘鳴を主体とする症状で発症し、 自然

治癒するものから気管切開を要するものまで重症度

に|佃がある。声帯が開大することを外il唖といい、後

輪状披裂筋という1つの筋肉が関与する。声帯が閉

鎖することを内転といい、外側輪状披裂筋、甲状披

裂筋、披裂筋という3つの筋肉が関与する。声帯外

転障害は外転筋と内転筋群のバランス・ タイミング

の異常が原因と考えられる。声帯外転|職害は喉頭気

管気管支鏡検査にて声帯の外転障害を認め、他の器

質的疾患が否定されることにより診断される。軽症

型の場合は特に治療を必要とせず自然治癒するが、

症状に応じて酸素投与や経管栄養、重症例では気管

切開を必要とすることがある。

の●● ●
へ

OLkgmin. ！L kgmjn 2L’k9rmin 3L／kgmin

図4 咽頭軟化症に対するHFNCの効果

HFNCの流量を増加させると、咽頭腔の虚脱が改善される

．おわりに

ほとんどの症例は保存療法で成長とともに軽快す

るが、中には症状が増悪するためより積極的な治療

を要する症例がある。喉頭気管気管支鏡検査は、 1 l

帰り入院でも施行できうる検査である。適切な治療

を適切な時期に施行するため、積極的に検査を施行

する方がよいと,I&!われる。

・咽頭軟化症

吸気時に中IIIM弧から下IIIX1ml1空が虚脱することによ

り低酸素発作や吸気性喘鳴、 ll甫乳障害などを呈する

病態である。海外でも同様の病態が報告されている

が、 まだ国際病名分類には登録されていない比較的

なじみの少ない病態である。原因は明らかではない

が、 l111《|頭腔を保持する機能がll危弱であることが考え

られる。経鼻的に軟性気管支鏡検査を行うことによ

り診断ﾛ｣能である。症状として低酸素発作、吸気性

喘鳴、 l1lij乳|潭害を認めるが、いずれもIIIM頭軟化症に

特徴的な症状ではなく、他の気道病変でも認められ

るため、気管支鏡検査でしか診断はできない。生後

lか月以内に症状の出現を認めるものが多く、診断

も生後3か月以内にされることが多い。 IIM頭軟化症

へ
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新潟大学小児科

望

長崎啓祐

新潟県小児科医会の諸先生方にはお変わりなくご

健勝のこととお慶びII Iし上げます。 H頃は、当教室

(グループ）へご指導頂きありがとうございます。

本年度の内分泌代謝班の近況についてご報告させて

頂きます。

小児科専門医）産休、先天代謝異常専門

柴|Ⅱ奈央(H22年卒、医員、小児科専門医）女性

支援枠

佐藤英利(Hl3卒、非常勤医Iilj、医学博士、内分

泌学会専門医）

一

菫． 内分泌代謝班業務内容

【担当疾患】

内分泌疾患、代謝性疾患、生活習慣病関連疾患、

骨系統疾患、先天奇形症候群、新生児マススクリー

ニング、学校糖尿捕検診、その他生活習慣病健診等

の行政、学校等からの紹介患者も対象

鬘はじめに

以ド、若手向けのメッセージです。

「小児科」は、受精卵に始まって、胎児・乳幼児・

学童そして思春期・青年期を対象とする診療科で

す。このような、人生の初めの20年|川は、器官形成、

成長、性発達が次々に起こる時期であり、 どの段階

においても内分泌のしくみが非常に重要な役割を果

たしています。小児内分泌学は、小児科学の骨格を

形成しているといえます。小児内分泌学を学べば、

小児内分泌疾患に対する適切な対応ができるだけで

なく、それ以外の場面においても診療の質が高めら

れます。現在、新潟県内に内分泌専|-II1医／糖尿荊専

門医は2－3名しかおらず、我々が地域の病院で内

分泌外来をやっている状況です。是非とも、我々と

共に小児内分泌学を学び、県内の専| '1医が増えるこ

とを望んでいます。

弥 幸

【外来枠】

月3診小川、火3診柴田／入月、水1 ， 5診長lll奇・

佐藤、金4， 5診長lll奇・佐々木

火AM負荷試験枠

その他：福島甲状腺エコー

水余15: 00～16: 00 月4コマ

日常診療でお困りの症例がございましたら、地域

へ

連挑を介して上記外来枠にご予約を入れて頂ければ

と存じます。

蕊大学内メンバー

・長lll奇啓祐(H7卒、講師、博士（医)、内分泌学

会専IIII医・指導医、糖尿病学会専門医、臨床遺伝

専門医、 甲状腺専門医）

・小川洋平(Hll卒、地域医療学識座特任講師、医

学博士、糖尿病学会専門医・指導医）

・佐々木直(H19年卒、医員、小児科専門医）

・入月浩美(H20年卒、医員・大学院生（休学｢l')、

【院内カンファレンス】

・毎週木曜日PM凹診後に全体Groupmeeting (小

児科5診察室）

・月1回抄読会主に金曜日19 :00～新潟市民病院

の阿部先生と一緒に

・月l lulリサーチミーティング抄読会の前に

・月1 1ul栄養カンファレンス主に月曜日16時頃

・ 2ケ)」 1回脳外科／内分泌代謝カンファ金曜日
士
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会（年211TI) 10/21

信越北関東小児内分泌セミナー（年1回） ： 5

合同の勉強会2/10

新潟若年発症糖尿病を考える会（年2回、糖尿

診療に携わる県内の多職種医療者の勉強会）

新潟小児内分泌メーリングカンフアレン

(NiigataEndocrinologyandMetaboliSm

Pediatrics,NEMP)随時

ときめき小児糖尿瓶研究会（年1回） ：群馬大

の合同勉強会 2－3月

親子健康プログラム講演 8／5， 8/1

16時より束9脳外病棟

県

【内分泌外勤1

・荘内（2コマ） ：第2、 4月

・市民病院(1コマ) :第2月

病PM佐々木

PM長lllf

はまぐみ(1コマ) :第2月PM柴旧

がんセンター（2コマ) :CCS外来第1木PM長

lll奇、甲状腺エコー外来第3水PM佐々木

長岡日赤(1コマ) :第2火PM長lllf

魚沼基幹（4コマ) :第3火PM長lll箭、第1， 2，

4PM小川

ス

of

と

Q
J，

国療(1コマ) :第3火曜日AM小川

県立中央（3コマ） ：水PM小川（月2回)、第4

火PM長IIIW

佐渡(1コマ) :第3月PM長l11奇

2／3， 2/17

．その他患者会なとﾞ

･ペガサスの会（新潟小児糀尿病家族会)、糖尿病 「へ

出会いの会（年21J) -

【主な入院患者】

・内分泌検査入院

・糖尿病教育、ポンプ導入

・糖尿病性ケトアシドーシス

・先天代謝異常症の管理

・先天性甲状腺機能低下症の病型診断

・鞍上部腫瘍の内分泌管理

・骨形成不全症の定期アレデイア注射

・バセドウ病初発

・原発性／続発性副腎不全治療なとﾞ

【学会活動主な全|玉l学会】

・小児内分泌学会：大阪、 9/28－9/30

･ l]本内分泌学会：京都、 4/20 4/22

・ 日本糖尿病学会：名古屋、 5/18-5/20

・ 日本甲状腺学会：別府、 10/4-7

・ 日本マススクリーニング学会：秋田、 8/18-

8/19

・ 日本人類遺伝学会：神戸、 11/15 11/18

･ 1]本先天代謝異常学会：川越、 10/12-10/14

・小児遺伝学会：東京、 l/12-1/13

・欧州小児内分泌学会(ESPE) : Jointmeeting

ワシントン9/14-9/17

・アジアオセアニア小児内分泌学会(APPES)

など

口堅

【大学主体の研究会、その他】

H程は今年度決定済のもの

・新潟小児糖尿病キャンプ（8月） ：県内l型糖尿

病（25～30名程度）の患者教育の実践。 8/16-

4．症例募集8･/19

新潟小児内分泌談話会（年1回、症例報告の他、

県外の著明な先生を招いた特別講演） 6／9

新潟小児内分泌セミナー（年1回、若手小児科医

を対象にした勉強会）

1 .対象疾患：小児期発症バセドウ捕（医師主導）

現在私長l1l締啓祐を責任医|1iljとして、 l玉|内の先生方

と小児期発症バセドウ病に対する多施設共同研究を

開始しています。

詳細は、下記のホームページをご覧下さい。http://www.pedendocrine-niigata・org lO/28

･新潟小児内分泌検討会（2－3ケ月に1回、県内

の内分泌診療に関わる医師の症例検討会） トキメ

イト

・都立小児総合医療センター内分泌代謝科との検討

http://www.basedowabctx.org/index.html

つきましては、小児期発症のバセドウ病初発の魍

昔様を是非とも大学にご紹介頂きたく存じます。

選択基準は下記の全て満たすものです。
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L

； ‐

(1)バセドウ病初発の患荷

（2）中等度以上の甲状腺機能冗進症：治療開始前

FT4値が5.0n9/d1以上

（3）登録時、暦年齢10歳以上16歳未満の,世者

（4）説明同意文耆による同意が患者の111i親または

法的保護者から得られた患者

地域連携を介して水、金ll鵬日に事前予約がとれ

ます。予約が入らないなどの場合には、直接外来

<call to:025-227-2561>) までご連絡頂けました

象外です。

3，注意欠陥多動性障害(ADHD) の診断、

ADHD治療薬の使用、又は使用を開始する可

能性がある。など

先生方におかれましては、 日常診療で大変お忙し

いところ誠に恐縮ですが、何卒ご協力頂ければ幸い

です。 ご不明な点がございましたら、 長崎

(nagasaki@med.niigata-u.ac.jp)までご連絡下さい。

ご協力の程、 どうぞ宜しくお願い致します。

ら、対応させて頂きます。

最後になりましたが、新潟県内で充実した内分泌

代謝の研修ができる体制を継続していきたいと思い

ます。質の高い「診療・研究・教育」を継続してい

くためには、やはり大学内に充分な人数を配置する

ことが必須と思われます。引き続き大学医局運営に

ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。

対象疾患：小児成長ホルモン分泌不全症（企業

治験）

２

へ

治験略名：成長ホルモン分泌不全症(GHD)の思

春期前の日本人小児を対象とする長時間

作用型ヒト成長ホルモンの第Ⅲ相試験
1

概 要：本治験薬は、小児GHD患者に｝」2回(2

週に1回）投与する治療薬として開発中

であり、現在の連H投与に代わる安全な

治療法となることが期待されている。

治験目的：

第Ⅲ相：反復投与（月2回投与）の安全性及び忍

容性の評価

選択基準：

1 ．暦年令3歳以上

2． 臨床的に思春期前

3． 身長-2.OSD以下

4． 身長に対する体重が1O%tile異常（極端にや

せていない）

5． IGF-lSDSが－1.0以下

6．骨年齢の遅延が6ケ月以上ある

7． 2種類以上のGH分泌刺激検査の結果(6.0

n9/mL以下）に基づくGHDの診断。

へ

除外基準

l 、重大な疾患（糖尿捕、嚢胞性線維症、腎機能

不全等）の既往歴がある

2、在胎期間別出生ll寺体格標準値に蛙づき、出生

時体重及び／又は出生時身長が該当する在胎期

間の5パーセンタイル未満。 *SGA症例は対
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い鼈【報議臓瘻騒座時の雪採健厳で
剛〆秤謝 醐 街 塊 胤 I 趣 * 山 、 I ＆ 週 要 領

新潟市保健所保健管理課町屋陽子

， 穀瞬 鮒 棚蝿鰕溌蛾騒 糊職瀬震軸制侭幽伽辮藩灘幽鴎鴻側鰯認湾

特定できる施設（医療機|坐Iの患者等）については、

各施設より接触者情報の提供を受け、保健所より

4月27日午後から連絡を開始しました。接触者へ

は健康状態や予防接種歴・罹患歴の碓認、 21II 1ll1

の健康観察（発熱（小ﾘ凸で37.5度以上、成人で

37.0度以上）や発疹等の麻疹を疑う推状の出現時

には、事前に医療機関に電話連絡の上、指示に従

い、他の人と接触しないよう配慮し受診するこ

と)、緊急接穂等について説明し、協ﾉJを依頼し

ました（電活連絡の翌日にリーフレットを送付)。

l例目の患者に関係する健康観察者は293名とな

h士1ナー
ノーー’－○

・接触者が特定できない施設については、施設の責

任者へ連絡し、了解を得た上で、施設名と感染の

･I I｣能性がある日時を慰者ﾉ,II出の翌Hである4月28

日に公表し （市内医療機関、市関係各課、都道府

県・政令市感染症担当、報道機関、市ホームペー

ジ)、広く注意喚起を行い、 ｜則時に保健所内に巡

話相談窓口を開設しました。

平成28年夏頃より、海外からの輸入症例を発端と

した麻疹の広域的なアウトブレイクが国内で散見さ

れるようになり、当保健所管内での発生を危‘|典して

いたところですが、平成29年度に入り4年ぶりに、

3例の麻疹患者の発生がありました｡ l例月の患者

を中心に、概要と保健所の対応、医療機関との連携

として、各医療機|則において対応いただいた内容に

ついて報告します。

へ

《概要と保健所の対応》

l例目の患者の探知

･ l例'三|の患者は20歳代男性。平成29年4ノ126日、

発熱・発疹・咳があり夜間にB医療機|奥lを受診。

臨床診I析で麻疹が疑われ、血液、尿、咽頭ぬぐい

液を採取、翌27日、検体を保健所より市衛生環境

研究所に搬入した結果、 PCR法により同日夕方、

麻疹ウイルスが検川され、発生AIIを受理しました。
一

患者調査・公表・接触者調査

・ 4月27日午前中に魎話で患者に連絡を取り、夕方

には11i接を行い、詐lllな行動の|111き取りを実施し

ました。患者にはワクチン接種歴がありませんで

した。 4月21日に発熱を自覚し、 24日に39度を超

える尚熱となり、発疹・咳が出現、A医療機関を

受診しましたが診断に至らず、 27日の確定診断ま

でに大型商業施設等の利用がありました。医療機

関から確認した診察ll寺の情報も併せ、発病| |の1

日前の20日から感染可能であったと判断し、 20日

以降に利川した施設に対し接触者調査を開始しま

した。

、患者が診断までに利用した施設のうち、接触者が

2例日 ・ 3例||の届出～終,I目、

･ l例目の健康観察期間中、続いてjni出のあった麻

疹患者は2名（ともに5月8日届出｡ 3例目はl

例目の健康観察対象者）でした。 2例目、 3例|」

の届出があった5月8日にはさらなる感染拡大の

可能性が大きいと判|析し、国立感染症研究所へ助

言を依頼しました。 5川8日の3例'三|の届出以

降、新たな患者の届出はなく、 4週間後の6月4

日をもって流行は終息と判断しました。

･ l例目～3例日の健康観察者の合計は519名でし

た。また、終息までの期間、医療機関からの相談
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を受け、当保健所で実施した麻疹疑い患者の検査

件数は25件でした。

l例目の患者は4月上旬に東京都内への旅行歴が

ありましたが、麻疹患者との接触についてはIﾘlら

かになっていません。また、遺伝子型については

1例目はD8型と判IﾘIしましたが、 2例l l ･ 3例

|」は判明しませんでした。

の流行を念頭においた旅↑]歴、 イベントの参加、

職業緋)、杵医療機関で実施の他の検査（検査で

除外したウイルスの種類等）について保健所へ情

報提供を行う。

診察の結果、帰宅が可能と判断した場合、保健所

へ検査を依頼し保健所から本人へ連絡が入ること

への了解の碓認、二次感染予防のための指導（検

査結果判|ﾘ1まで外出の自粛等） を行う。

軸

《医療機関との連携》

外来での対応

・麻疹は空気感染するウイルス感染症で、非常に感

染力が強く、 11i'il室管理ﾄｰにない麻疹忠符と空洲を

共有する場所にいたすべての職員・憩者（付き添

い等も含め）が接触者となることを念頭に置く。

・来院患者には受付の段階で発疹の有無を確認し、

麻疹を否定できない発疹がある場合には、速やか

に個室管理ができるように予め準備しておく。

・麻疹患者との接触者からの受診前の電話があった

場合には、受診方法について伝える （来院時間・

入口等)｡平常時から麻疹疑い患者が相談なく受

診する場合を想定し、発疹等の麻疹を疑う症状が

ある場合は申し出る旨の掲示を行い注意を促す。

・麻疹疑い患者の受診の際は、他の患者と接触する

ことがないよう空気感染対策が可能な個室管理の

元で対応する。

・患者への対応は、罹忠歴有りを抗体価で確認済も

しくは2回の予防接種歴を記録で確認済の職員が

行う。

患者確定後の対応

・院内での接触者（職員・患者等）についての情報

をまとめ、保健所と連携し、健康観察や緊急接秘

等の対応を実施する。

へ

その他予防接種等の平時の対応

・雇用|荊始時等にすべての職員の罹患歴と予防接種

歴を記録に基づいて確実に把握し、必要時、予防

接枕や抗体検査を検討する。

・ 1歳以上の定期接種対象者に対し接種を呼び掛け

ていく。輸入例の発生予|坊の観点からまん延国へ

の渡航予定者への予防接種、帰|到後の2週間程度

の健康状態観察に関しても呼び掛けていく。

・麻疹の流行状況や対応ガイドライン等を国立感染

症研究所のホームページで確認しておく。

《おわりに》

この度の‘哩者発生に関わる対応につきましては、

市内・県|ﾉ1の医療機関よりご協力をいただき感謝申

し上げます。 l例目の患者発生当初より、患者の年

齢や行動等から周囲への感染拡大を危‘|具しました

が、家族・友人等からの患者の発生はなく、予防接

種が非常に有効であることを実感しました。

今回を機会に、麻疹患者発生に備え各医療機関に

おいて感染予防策の点検をお願いするとともに、麻

疹対策の大切な土台である定期接種対象者等のハイ

リスク者への予防接種の勧奨について、今後とも引

き続きご支援.ご協力くださいますようお願いいた

します。

F巳

診察時の対応と検査について

・臨床診断した場合には、全例について検査診断が

必要となる。保健所に直ちに連絡を行い、ガイド

ラインに基づき、 lill.1i¥IgM抗体検査等のlill桁抗体

11liの測定の実施、保健所へ遺伝子検査の実施のた

めの検体の提出を行う （3点セッ ト①全血

(EDTA入りスピッツ使用)、②咽頭ぬぐい液、③

尿。提出方法等を保健所へ問い合わせて確認をし

た上で採取する。保健所への連絡は2411fllll'!｣能)｡

・患者の症状の経過に加え、感受性の有無(21ulの

予防接種歴・罹患歴)、発症日から3ill lllj前に

遡った麻疹患者との接触の可能性（海外・国内で

参考

「医療機関での麻疹対応ガイドライン第六版」

r
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（平成28年5月26日 国立感染症研究所感染症疫

学センター）

「医師による麻しん届出ガイドライン第五版」

（平成28年3月9日 ｜玉|立感染症研究所感染症疫

学センター）

●参考1 患者概要について

3例月 1歳代女性l例目 20歳代男性 2例目 10歳代女'|1

(4)1の医療機関受診時にl例'三｜

と接触）

5116日発熱

5ノ18日発熱・発疹

医療機関受診

麻疹検査を実施・診断

発熱・発疹

医療機関受診

医療機関受診

麻疹検査を実施・診断

発熱

発疹・咳

A医療機関受診

B医療機関受診

麻疹検査を実施

麻疹と診断

5月5H

5月6日

5月8日

4)121日

4ノ124日

4ﾉ126H

41127日 へ

●考文献：

IASRVo1 .31N0.2(No.360)February2010Jbq曜苫時啄訓gj.‘猟豆ゆ酷l l見I錘』 『JIP】笥西菫垂¥湖・jlIO Ⅱ ﾛi

IASRVol ､31No.9(No.367)Septembe『2010

①

診断後すぐに(発

疹出現後7日以

囚)に、

血液(EDTA血)、

咽頭ぬぐい液､尿

の3点セット(でき

れば2点以上）

※1を、

保健所を通して

地方衛生研究所

に搬送

麻疹c慨耳診閏1．

麻疹特異的IOM抗体陽性あるいは麻疹特異的IOG#

価の陽転あるいは有意上昇があれば更に確実。

，一
再度検体提出

を依頗。

(尿を含めて発

雛溌槻一望検Iｵしたすべての'剣梅”ｳｲﾙｽ（－）

守堯醐Igu恥F
■■一一

『蕊

検体が1つしか搬入

一 されず､かつ－→
麻疹ウイルス(一）

検体以上)※2

一一~~~一
麻疹特異的|gM抗体陰性､ペア血渭で

▲の麻疹特異的|gG抗体価の陽転あるい

、検肘したすべての検体で、
－＞

麻疹ウイルス(一）

は有意上昇がないことを砿配すれば更

に確実。

麻疹特異的

|9M抗体価

（一）

あるいは

判定保留

②

発疹出現後

4～28日に、

麻疹特異的IgM
抗体検査(EIA法）

を､医寵機関で

実施

_→麻疹 PCR/ｳｲﾙｽ分離等で麻疹ｳｲﾙｽ
否定的一婦諦鯛螂鯆烈關、

ことを確偲すれば更に砿実。

二心

麻形弔

mM號位

※1麻疹と■床は断したら24時間以内を目途に係■所に麻しん見生周を提出し､それと同蒋に保■所を通して地方衛生研究所に検体春鋤狸する.取り扱う檎体は自治体によって具なるため､係個所に確腿する｡
※2男疹出現後8日以上経っている梱合でも､麻疹ウイルス還伝子は比較的長囲に検出されるとの値省あり.麻疹に限ったことではないが､ウイルス感轍鯉を疑った渦合､その厘因が明らかになるまでは､ペア血渭でのけ断を可能にするため､

、性陶の血渭の冷凍保管は､極めて■要である．

※3麻疹含有ワクチン撞菌から8~56日の出合､麻痛特具的19M抗体が隅性になる咽合がある.地方衛生研究所に検体が撤入されていれば､検出される麻疹ウイルスの遺伝子因により､ﾜｸﾁﾝによる届応か､麻疹の発症かを溢馴可歯となる．
ワクチンの堀合は追伝子因Aであり､Aが検出された唱合は､麻しん見症ではないため､麻しん弗生■は取り下げとなる．

※4デﾝｶ生研社の旧キットでは､伝鋤性紅斑､実見性免疹､■疹､ヂﾝグ鮪の魚性期に麻疹I9M抗体が用性になる(偽■性)沮合があったが､閥社の改良ｷｯﾄでは､偽巴捗扇庫は軽しんどみられなくなっている．
●寺文献:厘原ら図学と蘭学69(6) ：969-975(2013)

●参考2 最近の知見に基づく麻疹の検査診断の考え方

「医師による麻しん届出ガイドライン第五版」

(平成28年3月9日国立感染症研究所感染症疫学センター） より
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ｌ

一

響画で慰題蕊騨
翻 熱諒観 § 鋼腿剛卿 ‘嵐醗鵠璽韓踊概俄嘩瀞職磯野鯉鰐恥間腿醐剛職鞠鑪溌瀧柳榔砿柵職卿礫惑濁鰹槻糊墹鋤遥潟鯵葛鶴霞 國購寵蕊

嶋倉泰裕嶋倉クリニック

とても恥ずかしく迷惑千万な事なので、黙ってい

ようと思っていましたが、つまらない浅知恵の為暴

露してしまいました。そのあらましを書かせて頂き

ます。今後登lllしようと思う方の参考になるからと

そのころ吹雪となり、ガスが急に一面を覆いまし

た。 まだ縦走の方向はみえましたので、急いで五頭

ILI方面に向かいました。40分ほど経過したと思いま

すが、視界が5メートル以下と全くのホワイトアウ
＝

ト状態となりました。尾根はそう広くないのです

が、真っすぐに行ったつもりでも崖っぶちだった

り、小さな雪庇で2， 3メートル落っこちたりを1

時間ほどあたふたし、 これは遭難してしまったこと

を自覚しました。スマホを持っていったので、救助

要請しようとしましたが、圏外だったので、繋がる

所を探して2， 30分ほど移動し、 ようやく吹きっさ

らしの所で、通話できました。警察に連絡したと思

いますが、 GPSで探すので、その場所を離れないよ

うにいわれましたが、一番吹雪の当たる所だったの

で、簡易テントなど全く役にたちません。体に巻き

付けるのみでした。その場で横になり連絡を待ちま

した。 14時前だったと思います。吹雪でスマホの画

面がよく見えないのと、普段あまり使い慣れていな

いのでやり取りしてるうちに機内モードに入ってし

まい（後になって分かった）連絡できなくなりまし

た。頑張ろうにも頑張れませんし兎に角まず食べて

(すべて凍ってカチンカチン）少しのお湯を口にし

ましたが、 とにかく寒い。確か冬山での遭難では、

低体温の為徐々に意識が薄れて、眠るように亡くな

るような映両を見たことがありましたが、 とんでも

ない、悪感戦'|栗の為ゆっくりなどしてられません。

あれはI嘘だと実感しました。救援がどんな経路で来

てもらえるのか分からなかったのですが、 （ヘリと

いう発想はあまりありませんでした）山施からだと

今日は無理で、明日になるような感じでした。この

ままではlﾘ1日まではおそらく持たないだろうと漠然

の竹内先生からの強い勧めがあったのです。でも本

音はアホな笑える経験と思われているのは百も承知

してます。いつも言っていることですが15年程トラ

イアスロンを趣味としていましたが高齢となり佐渡

のロングの大会の完走ができなくなって来ました。

文化的な趣味はからっきしだめなので、時Ⅲ制限の

ない登山ならよさそうと2， 3年前から少しづつ

登っていました。しかし春にはトレランとマラソン

の練習、その後自転車と水泳と続き、秋にようやく

登lllという順悉になります。 となると一番||段なのは

冬ということになり、雪はすきなので近くの里山に

行くようになりました。 もともと侃屈な性格ですの

で、 I IIは大抵ひとりで行きます。今年の2月5 1 1五

頭山へ向かいました。

当日は天気も良く素晴らしい雪ll1を体験して大満

足でした。ルートはどんぐりの森から菱形山に登

り、五頭山まで縦走し降りるコースです。この| ｜は

数人の人が同じコースを登っていました。前IIIIあま

りに良かったので次の日曜日2月12日ですが、朝天

気は悪かったものの、午後からすこし回復するとの

天気予報でしたので、少し時間を遅くして9時半に

登り始めました。同じコースですが、雪の状態は良

くなかったです。出だしは視界は良好でアイゼンと

スノーシューをつけて8合目頃までいきました。こ

の日は誰とも会いませんでした。急に風が強くな

り、雪も降ってきましたが、 もうすぐ山頂なので先

を急ぎまして12時半に菱形lll l l l頂に到着しました。

二

25
鞘



平成29年9月

ようです･後日警察、市役所、消防署と謝りに行き

ましたが、消防指令の力から、 （こんなことになっ

たけれど、 このlllを嫌いにならずまた来てくださ

い） と言われたときは、感激しました。山研保険に

入っていたのですが、今回は少袖だったので使いま

せんでした。今回の遭難を教訓に冬山は里l 1 1でも誰

もいないルートは行かないこと、本絡的な冬山はプ

ロのガイドからしっかり教えてもらうこと、等々い

ろいろ考えました。あの寒さは懲り懲りなので、

帰ってからバーケンで、かなりの寒さでもl夜は持

つようにとしこたま登山着を買いました。カミさん

が言うには初心者なのに一人で冬11lに行くなんてど

うかしている。こうなると思ってた。 とのこと、一

言もありませんでした。此処のところ30℃以上の気

温となり、 トライアスロンなどのアウトドアの季節

真っ盛りです。冬ll1のことなど遠くに霞んで、忘れ

てしまいそうな自分が信用できません。

とは感じていましたがどうすることもできません。

己の不注意の為大勢の人に迷惑がかかり全く I÷l'し訳

ないと'I&!いながらも40年以上も税金を払い続けてい

るので、勘弁してもらおうかとかアルフ°スの名峰な

らまだしもこんなI|!lllで最後を迎えるのはｲ111となく

しっくりしないが、俺の人生はそんなものだなと

か、海で事故るとばかり思っていたのに、山かとか、

なんとなく楢山節考の世界かとかまったくアホかと

言いたくなるようなことばかり思っていました。

メッセージをスマホに残そうとしましたが寒さと吹

雪で1111imiが見えず諦めました。そうこうしてるうち

にSNSにメッセージが入り今ヘリがそちらに向かっ

ているが、悪天候のため見つけられず、今| ｜は断念

し明日の6時半に救助隊がいくので、それまでそこ

を動かないでいるようにとのことでした｡ 17時前だ

と思います。ちょうどその頃ヘリの音が聞こえまし

たがもちろん見えません。 しかしヘリからのスピー

カーがかすかに聞こえ、 しばらくホバーリングする

とのことでした。20分位経過したところ、全く幸運

なことに一瞬視界が鮮明になり、ヘリの姿が見えま

した。急いでテントを振り目印にしました。風はま

だ強くロープで降りてきた救助隊員も斜Ⅱliによろけ

たので、手を差し出しました。この時くつに信心し

てるわけでもないのに、 もう少し生きて良いよとど

なたかに言われているような気がしました。隊員の

方の手際の良さはすばらしく、数分で、ヘリに収容

されました。その後新潟空港へ戻り、低体温症の為

という事で救急車に乗り市此病院へ搬送され、点

滴、検査の後遅<に帰宅しました。過去にM先生が

遭難され、新聞にⅢたことがあったので、 2H問は

新聞を各紙みましたが、 ラッキーなことに出ません

でした。この際この事故について内緒にしようと

思っていましたが、丁度そのことがあって暫くした

ころ新仁会の会長の大川先生の辞意が固く、その選

考があるとのことで、副の私もその候補らしいとの

うわさがありました。その経歴、人格、才能からし

てとても不適当と思われるため、その証拠に今回の

アホな班雌バナシを皆さんが知ったら、 こんな奴は

辞めたほうがいいと思い、選考を凹避出来るだろう

とのU諭見で、大つぴらにしてしまいました。 しか

しこのことは誰も考慮してくれず、当てがはずれた

（
）
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長岡療育園）

以下の会話はテレビの旅番組やグルメ番組でおな

じみのシーンです。場所は南魚沼の有名なお宿での

ワンシーン。有名旅館の女将さんが、かまどで炊き

上げた熱々のご飯を茶碗によそい、お客に勧めます。

女将： 「魚沼のコシヒカリです。どうぞおあがりく

ださい｡」

客は一口ご飯を口に入れるなり、

お客： 「甘～～い、甘くてもちもちで美味しいです

ね｡」

女将： 「ありがとうございます。このお米は皆さま

から甘味があると、たいそうご好評をいた

だいております｡」

よく見かけるシーンですね。 しかしご飯が甘

い’ってか？そんな訳ないでしょう。米は澱粉で

す。いくら炊いてご飯にしたからといって澱粉が分

解されてブドウ糖になるはずはないのです。少し科

学的（化学的）に考えてみましょう。そもそもご飯

には本来甘味はありません。ご飯はデンプンであっ

てブドウ糖ではないので甘'床はまだ無いはずです。

確かに子供のころ、ご飯を口の中で何回もクチヤ

クチャ噛んでると少し甘味を感じてきました。これ

は唾液中のアミラーゼにより、デンプンが少し分解

され－部が少し甘味のあるマルトースになります

が、酵素が作川して分解するための一定の時間が必

要であり、一口食べてすぐに甘味を感じることはあ

り得ません。

一方、一部のある人たちは消化、吸収を良くする

ために食べ物は' 1の中で30回以上lil11んでから飲み込

めなど、 とんでもないことを推奨しています。刺身

でご飯を食べることを想像してください。普通に食

べれば美味しいのに、醤油をつけた刺身とご飯をl l

に入れ、 301nlもクチャクチャll歯んでいたら、本来の

味と食感が失われ、ただの生臭いお粥ご飯になって

しまい、気持ち悪くなってしまいます。

人間には胃という立派な独立した消化器官があり

ます。胃はその蠕動によって物理的に食物を粉砕

し、塩酸によって溶かし、 '一二指腸で酸性を中fIIし、

さらに小腸へ送ってトリプシンなどのタンパク分解

酵素やアミラーゼなどによって、 アミノ酸、ブドウ

糖に分解後、小腸粘膜で吸収して門脈から肝臓に

送って人体の構成成分やエネルギーとして利用して

いくのです。口の中で30回もll1l1むという食物本来の

味を破壊するようなことはせずに3， 4回噛んで味

わったら後は飲み込んで消化は胃に任せればいいの

です。

最近はマスメディアの人たちの日本語の語彙が乏

しくなったせいか、食べ物の味、評価、食感などの

表現があまりにも稚拙で画一的なのは情けないです

ね。何を食っても「甘い、柔らかい」の羅列です。

この原稲を書いている時にたまたま点けていた

NHKテレビからは、 「キュウリがこんなに甘いとは

驚きです｡」という変な言葉が聞こえたのでふと画

面を見ると、半日干したキュウリを食したアナウン

サーの感想でした。NHKにしてこのアホな有様!!

この他まだまだありますよ。「′|薑の脂が甘い｣、 「刺

身のイカがl i-いですね｡｣、 「甘エビはホントに甘い

ですね、云々｣。ただし甘エビ（新潟では南蛮エビ）

に関しては、新鮮獲りたての廿エビは1日置くと、

エビ自身のタンパク分解酵素によりエビの身が分解

され、 アミノ酸などが遊離するpj能性があります。

少し甘味をもつアミノ酸としてはグリシン、 アラニ

ン、 スレオニン、プロリン、セリン、グルタミンな

どがあります。実証はしていませんが、 これらのア

ミノ酸が分解遊離していれば少々甘味を感じる可能

性はあります。

先日、NHKの旅番組で流れ落ちている “平成の

名水100選”の水を男'性レポーターが手ですくって

飲むシーンがありましたが、一口飲むなり 「1二Iい」

と叫び、 さらに連れの女性レポーターも続いて飲む

なり、 「あま～～～い」 と暴言をI吐いていました。

一一
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1ﾘiI分ではなくフェニルアラニンとアスパラギン1腱と

いう2つのアミノ酸が結合したジペプチドです。体

内では当然分解されてフェニルアラニンとアスパラ

ギン酸になります。これら自体はヒトの血中に通常

存在するアミノ酸なので問題はなさそうですが、実

はこわ－い有害作川があります。紙面の都合でここ

では触れませんが、皆さん、一度お洲べになってみ

てください。

既に公表されているデータなので問題ないと.'&!b,

ますが、例えばコカ・コーラのカロリーは500mlで

約200Kcalです。 しかしダイエットコークはゼロカ

ロリーと表示されています。 H-味は普通にあるのに

1本飲んでもゼロカロリーならダイエット指向者は

飛びつきますね。それにしてもコーラ1本200Kcal

といえば、 もちろん他の成分で補完されている可能

性もありますが、単純に計算すればブドウ糖50グラ

ムに相当します。これはどう考えても-'二i-すぎません

か??現代人は甘味に慣れすぎ、甘味を感じる閾値が

どんどん上がっているのでしょう。それに炭酸が加

わり、舌をピリピリと刺激すれば甘味濃度をかなり

あげなければ物足りなくなるのでしょう。だからと

言って200Kcalカロリーをゼロにするために人体へ

の悪影響が懸念されている人工甘味料を安易に添加

するのは問題があると思います。

人工甘味料にはサッカリンをはじめ、チクロ、 ソ

ルビトール、 スクラロース、キシリトール、パラチ

ノース、エリスリトール、アラビノース、 アセスル

フアムK，マルチトール、 トレハロース、ステビア

などありますが、人体への様々な悪影響が懸念され

ており、何らかの規制を加える必要があると思いま

す。現代の甘味指li1とダイエット指向が混在した今

のI I本の状況は様々な弊害をもたらしています。将

来の日本人の健康を守るため規制強化などを含め、

はよ何とかせな、あかんでしよ。

水が甘いはず、ないだろう。 日本では古来、 ’喉が強

烈に乾いたときに一口水を飲むなり 「かんろ（甘

露)、かんろ」 という表現がよく用いられていまし

た。実際には甘くはないのですが、物の例えで美味

しい水を'三i露と表現しただけの話です。水を甘いと

表現した件（くだん）の御仁はいい加減な知識ゆえ

に、水が甘いと表現したのでしょう。 「冷たくて美

味しい」 とでも言えばいいのに、何か気の利いた表

現をしようとした結果でしょう。昔から「酔い醒め

の水は廿臨の味ヨイザメノミズハカンロノアジ」

と表現されてきました。私も深酒をして夜中に目覚

め、渇きを覚えて飲む水の美|床しいことは何度も経

験しましたが、 「甘露、甘露」とは言いますが、 「甘

い」などとは言ったことはありません。

今の日本では「甘い」ことが「美味しい」とほぼ

|' rl義に使われています｡ しかし近年の1｣味指|fﾘの一

方、低カロリーダイエット指向も1T111#進行してお

り、 これが様々な弊害をもたらしています。その最

たるものは人工甘味料で、健康に悪い影響を与えか

ねません。私がまだ子供のころ（昭和26～32年こ

ろ）は砂糖が高価で盆暮れの中元や歳暮に箱入りで

囎答品として用いられていました。今はスーパーに

行けば1キログラムが230円で買えますが、当時は

高価で貴重なものでした。それで砂糖の甘味を補完

するために、 よくサッカリンが用いられていまし

た。私の実家はよく中元歳暮をもらっていたので、

サッカリンで味付けをすることはなかったのです

が、たまたま小さな細長いガラス瓶にコルク栓で封

じられたサッカリンを見つけました。掌に耳かき半

分にも満たないごく微量を戦せて舌で舐めてみたと

ころ、その強烈なH･さに驚いたことをまだよく憶え

ています。しかもその甘味は舌に苦みが残り、不快

な甘味だったことを憶えています。サッカリンはそ

の後、発掘の可能性があるとして使用禁止になりま

した。 しかし近年はダイエットしながら甘味も求め

る相反する指向に応える形で様々な人工甘味料が巷

に溢れています。なじみのあるところでは喫茶店の

コーヒーシュガーですね。角砂糖などのとなりに、

｢カロリーl/10」もしくは、 「カロリーO」とうたっ

たスティックシュガーが置いてあります。これがア

スパルテームという人工甘味料の代表的なもので、

（
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磯部賢諭キャッツこどもクリニック院長

みなさん、 こんにちは。平成29年5月に踵|河で開

業した磯部賢諭と申します。

同年4月に医療法人社団を設立し、 5月に

｢キャッツこどもクリニック」を開院しました。

「猫が好きなんですか？」とよく聞かれます。面

倒くさいので「猫、大好きなんですよ｡」と言い返

します。動物病院とも勘違いされます。家にも猫を

飼っていますが、実は猫を触ると結構な頻度で葦麻

疹がでます。

さておき、キャッツは猫のキヤッツではなく英語

の頭文字を取ってCATSです。

ChildrensupportedwithArt,Tenderness, and

Sincerityからいただきました。

Cchildren; すべての大人がかつては子供だった

はず

Aart; 知識と技術を持って

Ttenderness; 優しく丁寧に

Ssincerity; 誠意を尽くして子供に寄り添います。

と言うわけです。あくまで理想です。なかなか上

手くは行きません。

あくまで理想論です。

Tendernessはkindness,gentlenessandloveとい

うことです。

限りなく優しいクリニックを目指しています。優

しさだけは負けません。

Sincerityはhonestyということです。常に何が正

しいかを考えています。

Artはskill andmethodsです。磯部にはたくさん

の師匠がいます。わからないことはすぐに師匠に聞

いて教えてもらいます。たとえば、抗生斉11の使い方

など基本大原則的なことから、精神分析まで。 とき

にはBlackart;魔怯も使いたいと,'&います。

ミルトン・エリクソン臨床催IIK、 EMDR，箱庭

を駆使し、少しでも不登校の子供達をなんとかでき

ないかな、 と思い試行錯誤しております。

ll'しおくれましたが専門は一般小児科です。サブ

専門としては成育医療センター川lll奇一輝先生のもと

で勉強した小児呼吸器疾患です。昭和伊南病院堀内

朗先生、信州大学' ' 1山佳子先生のもとで勉強した小

児消化器疾患です。

最近のマイブームはEMDRを用いた小児心身症

カウンセリングです（図1 ， 2）。クリニック付属

のドームで音楽療法もやっています（図3）。磯部

は臨床心理士でもあるので、各種心理療法を駆使し

ています。心理療法と薬物療法の相互作用で少しで

も子供たちが元気になってくれればうれしい限りで

す。心理職としてIII→<国家資格になって欲しいもの

です。

EMDRについて補足です。EMDRとはeye

movementdesensitizationandreprocessingのこと

です。 うまく訳せませんが眼球運動による脱感作と

再処理、です。 きちんとしたエビデンスがあり、学

会も非常にストリクトです｡ 1989年にフランシー

ン・シャピロ先生がはじめた心理療法でトラウマ処

理の方法です。 きびしいEMDRの研修があります

し、常に継続研修やスーパーバイズをうける必要が

あります。 しかしながら、 イジメや虐待などで心に

傷を負った子供達に正規の手続きでEMDRを行う

と非常に短時間に過去のひどい経‘験や現在の引き金

を処理できます。つまり、頭の中の整理整頓、記憶

の処理、 を目を動かすだけで自分自身でやってもら

う作業と言えます｡EMDRをしていると「もう終
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わったことだよね」 「今は大丈夫だよね」 「明LIから

も大丈夫だよね」 「うん。大丈夫」 といって、スタ

スタと診察室を出ていき、翌Ⅱ登校もよくありま

す。そういう症例をみるとこちらが非常にびっくり

してしまいます。栃尾の引きこもり症例を往診し、

彼の自宅でEMDRを施行していた症例も半年後に

は学校に行きはじめました。磯部はEMDRを信頼

していますし、確かな手ごたえを感じています。

各種心理療法を川いて不登校症例の子供達、約

200人ほどを診ています。劇的な改善はさせられま

せんが、悪化はさせてはいないと思っています。明

らかに精神科であればすぐに専'1り医に紹介しており

ますが、 まずは「死ぬな」 「死にません」 と誓わせ

たあと、 じっくり話を聞いていく地道な、 R.ロ

ジャースのクライエント中心療法がベースです。

200人をフオローしていきますと約7割が学校に

復帰しております。どうしても3割の子供達が不登

校のままでいてしまいます。圧倒的に「人が嫌い、

人が』|1iい」という子供達です。

昼夜逆転十メディア依存＝不登校=>引きこもり

という図式です。

まったく儲からない心身症外来をやったり、寝た

きりの子供達の訪問診療もやっています。 クリニッ

ク付属のドーム施設で音楽療法をやったり、好き勝

手にやりたいことをやっています。精神心理学的に

心地よいからです。

ちなみにクリニックを開院するにあたり、予算が

なかったので看板は一つも建てていません。誘導看

板も無しです。ですので、一般外来は閑古鳥が鳴い

ています。従業貝の給料を払うのがやっとです。で

すが、憩痴はこのくらいにしておきます。

以上のように理想論だけで成り立っているクリ

ニックですが、いつまで持つかわかりません。 ま

あ、 自分なりに一生懸命やっております。どうぞよ

ろしくおねがいいたします。

ともあれ、だらしなく楽しくやっています。

図1 音楽療法

へ

唇
息

図2 EMDR機器
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図3 ドーム状相談室
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橋本諄H］，村会保険部

今|' '1は保険請求における基本的な事項や注意点に

ついてお話致します。知っていることも多いと思い

ますが、復習するつもりでお読みください。

「A群β溶連菌迅速試験定性とDO181111菌培養|11定

検査を同時に実施した場合は、A群β溶連菌迅速試

‘験定性の所定点数のみを算定する。この場合におい

て、 A群β溶連菌迅速試験定性の粘果が陰性のた

め、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合で

あっても、A群β溶連閑迅速試験定性の所定点数の

み算定する｡」

r国

皇．保険診療について

保険診療は契約に基づいて行う医療行為です。各

種の法令、厚労大臣や厚労省の定めた契約内容（療

養担当規則等） に基づいて行わなければなりませ

ん。 自分勝手な診療を行うことはできませんので、

法令や規則を熟知して、それに則っての診療に心掛

けて頂きたいと思います。

2）医薬品集や医薬"!添付文書

治療に必要な薬剤は、 「薬価基準」に収載された

保険適応が認められた薬剤に限られます。

薬事法上認められた適応症(効能また効果)、用法、

川量に準拠しての使用となります。これから逸脱し

た使用は査定の対象となります。十分に添付文書の

|ﾉj容をご理解した上でのご使用をおm1い致します。

篭審査の基準となるもの

l)医科診療報酬点数表

保険診療を行うに際して基準となるものの一つ

に、医科診療報酬点数表があります。診察や処置、

検査等の公定価格表（点数） と言えるもので、 2年

毎に改定されております。

平成30年4月は診療報酬と介護報酬の同時改定と

なり、 2025年問題が重要なテーマとなっていて改定

内容が注目されておりますが、 11ｲ源がなく厳しい状

況のようです。

〆唾
例えば用法の例として、キプレス・シングレアボII

粒について、年齢については1～6歳未満の記戦が

ありますので、 6歳以上についての使用は適応外と

なります。

用量については以下のような表現にご注意下

さて、点数表には事細かにいろいろな約束事が記

載されております。 レセプト請求11寺に算定で迷った

時は、内容をご覧になって十分に確認をした上での

請求をお願い致します。

さい。

①○○○を超えない（この指定された量を超えた

部分は査定対象です｡)

②適宜増減（一般的には倍量まで認める扱いとな

ります｡）

例えば、 A群β溶連菌迅速試験定‘|生に|奥lしては、

培養同定との関連で以下のような留意事項の記載が

あります。

③最大○○mgまで（○

す。越えれば査定対象

尚、上記のような注記が

その記載された量のみの使

(○○mgまでは増量可能で

です｡）

ない場合は、基本的には

川となります。

､ 乳
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診療についての|｣1全体としての基準はありま

地域の特性や環境の違い等により、病気の種

行・時期や病気の程度等が違ってきます。そ

国保連合会や支払基金から新潟県の審査機関

審査に係る注意事項、新潟県における保険群

保険

すが、

類・流

こで、

3）検査に関して

何某かの検査の解説本等が手元にあると便利かと

思われます。検査についても検査の適応や検査の基

準があるものが多々ありますのでご注意ﾄｰさい。

として審査に係る注意事項、新潟県における保険群

査上のルール、 をお知らせしているものです。最近

は審査の上での注意事項を出来る範囲で開示する方

向になってきています。すぐ廃棄せずに一読して1Ⅱ

きたいと思います。

尚、検査に関しては、傷病名に関連した検査を治

擁に必要な限度で行ってください。必要な検査から

順番に行うのが基本で、網羅的に行う検査は厳に慎

むべきものと思われます。

4）新潟県l促師会「保険診療のてぴき」

数年ごとに県医師会が発行して医師会員に配布し

ております。鮫新版は平成25年3月版です。現在の

状況と合わないために既に変更されている内容もあ

ると思いますが、新潟県の先生方で作成し、新潟県

のローカルルールも含まれておりますので、新潟県

の保険診療の参考となるものと考えます。

圖.保険審査情報

毎月配布される、新潟県医師会報の「社会保険の

頁」 （黄色の頁です）や社会保険診療報酬支払基金

の新潟支部通信にも、全般に渡っての保険審査情報

が載っておりますので、ご注意頂きたいと思います。

また、新潟県小児科医会といたしましても、年2

回発行の会報に「保険請求ここに注意！ 」として小

児科に関係した保険審査情報を城せております。ま

た、同じく年2回の県小児科医会講演会で「レセプ

ト審査上の最近の問題点」として情報提供させて頂

いております。

群査内容につきましては、状況の変化に対応して

ある時点から急に審査方針が変わる場合もあります。

速やかな広報には努めたいと思いますが、先生方

個々に於かれましてもご注意して頂ければ幸いです。

‐里

一一

3'、縦覧審査と突合審査

l)縦覧審査

ご存知のように、 レセプトの電子化が進んで、紙

から画面審在へと変化し、それに伴って縦覧・突合

審査が導入されました。縦覧審査は過去6か月分の

レセプトが画面上に同時に確認できるようになりま

した。そのため例えば、 月を跨いでの初診・再診の

問題や連月に渡っての検査の問題が浮かび易くなり

ました。 「)1が替わったので初診は大丈夫」ではあ

りませんので、傷荊名の継続性等についても十分な

ご確認をお願い致します。

6．最後に

超少子高齢化の進展により医探費は年々増加して

おります。包括ケア、在宅医療、かかりつけ医等の

施策が進められています。また、地域医療構想とい

う名のもとに描院の病床数の適llZ化や機能分化を進

めていきます。国は赤字財政の状況より、 これらの

施策等を‘駆使して何とか医療費抑制の方|ｲﾘ性を探っ

ていくものと思われます。

保険審査につきましても “業務改善'， を旗印に大

きな波が押し寄せてきております。社会保険診療報

酬支払基金は7月に、 ［支払基金業務効率化・高度

化計画工程表］を公表いたしました。 コンピュー

ターチェックの改善を進め、 2022年度にはレセプト

の9割をコンピューターチェックで完結させること

を目指しております。職員も減らして、審査委員会

一

2）突合群査

保険薬局からの保険請求も電子化されましたの

で、保険薬局からの保健請求と医療機関からの保険

請求が紐付され、同じ凹面上にて突き合わせて審査

できるようになりました。

その結果、傷病名と処方薬の適応の問題等が容易

に分かるようになりました。傷病名に適応のある薬

剤かどうかの確認の上での処方をお願い致します。

|4.審査機関からのお知 らせ

新潟県国保連合会や社会保険診療報酬支払基金か

らのお知らせが時々届くかと思います。
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のあり方も変えようとしております。 i'l'i－化した審

査になり、医師の裁量の範囲がなくなる方向性が危

‘|興されます。

大きな変i!i'iの時を迎えておりますが、 | |々の保険

診療につきましては今後とも適正なレセプトの作成

をお願い申し上げます。

二里
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第53回新潟県恥児秘医会掌術講演会
騒蕊鯉 ! 篭

学術部小林武弘

i 習常弾

い。 もし発生があった場合は診断や診療に|爪|雌があ

るかもしれない。

麻疹も2回の予防接種が導入され減少している

が、感染ﾉJが強いため根絶は難しいと考えられる。

2008年の流行時は1O代の罹患者が多かったが、昨年

はその年代の罹患者は特に少なく、予防接種の効果

を表わすものである。ワクチンを接種していても罹

患することはあるが、短期間の発熱だったり、発疹

だけであったり、典叫!的な症状はみられないことが

多い。若い医師の多くは典型的な麻疹を診たことが

ないと恩われる。

麻疹の発疹は顔から身体に広がり、色素沈着を残

す。他に色素沈着を残す発疹として代表的なものに

薬疹があり、薬疹と診断された,世背の中に麻疹が紛

れ込んでいる可能性もある。麻疹の確定診断はウイ

ルス分離、 PCRによるが、急性期（発疹出現後7日

以内）に検体を採取する必要がある。血液、 lIlﾉﾘ頭ぬ

く、い液に比べると尿では比較的長期にウイルスが分

離できる。麻疹IgM抗体は発疹出現後3日11までは

陰性のことがあり、注意が必要である。数年前まで

は突発性発疹や伝染性紅斑などで麻疹IgM抗体が弱

|場性になることがあったが、 2014年に測定キットが

改良され、そういったことはなくなった。

水痘はワクチンが定期接種されてから罹忠者は激

減している。予防接邨をしても樅患することはある

が、重症化しにくい。総社市で行った調査では水痘

罹患者は公費助成が|淵始されてから減少していた

が、小学生、中学生の罹患者数に変化はなかった。

ワクチンが普及すると流行規模は小さくなり、 ワク

チン接種年齢を過ぎていた子どもたちが年長になり

罹患したものと思われる。年長児や大人になって罹

第531m新潟県小児科医会学術講演会が平成29年4

月8日に新潟東映ホテルにおいて開催されました。

川lll奇l矢科大学小児科教授・中野貴司先生をお迎えし

て「ワクチンで防ぐ感染症～近年の成果とこれから

の展望」 との演題でご講演いただきました。中野先

生は1983年に信州大学医学部をご卒業され、三重大

学小児科に入局されましたc 1987年～89年にガーナ

共和|玉i野口記念医学研究所に勤務され、 1995年～96

年はI|1II:|ポリオ対策プロジェクトに参加されていま

す。 2004年からは|到立病院機構三重病院に勤務さ

れ、 2010年に川l1l苛医科大学小児科教授に就任されて

います。文部科学省や厚生労働省の感染症や予防接

種についての様々な委員会の委員としても活躍され

ています。以|､~に描演要旨を記します。

一=

顔．予防接種制度と社会状況の変化

1948年、感染症からの社会防衛のために予防接種

法が制定され、国民の義務として予防接種が開始さ

れた。感染症の患者・死者が減少する一方で、健康

被害が社会問題化したため、 1976年に健康被害救済

制度が創設され、 1994年には予防接種は義務規定か

ら努ﾉJ義務規定となり、勧奨接種という言葉が使わ

れるようになった。2013年には他の先進諸国との

｢ワクチン・ギャップ」の解消を目的に予防接種基

本計|山iが策定され、Hib， ル|j炎球菌、水痘、 B型肝

炎ワクチンが定期接種化されてきた。現在、 ロタウ

イルスワクチンおよびムンプスワクチンの定期接種

化が議論されている。

へ

2． ワクチンの普及で忘れ去られる感染症

ジフテリアはわが国では2000年以降の発生がな
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ると重症化しやすい疾患もあるので注意が必要であ

る。対象年齢を過ぎた人にもキャッチアップ接種が

行えるように国に提言したい。

麻疹や水痘は2回の接種歴があっても罹患するこ

とはある。全体の接種率が高くなれば、流行は小さ

くなり、 ，催患者の1 | 'でワクチン接種歴を有する人が

目立ってくる。

流行を来し1年間に百名近くが亡くなった。これ

は、 1981年の改良型のDPTワクチンの導入により

終U､した。数の理論では国民の納得が得られないの

だろう。

ムンプスにおいても自然感染では無菌性髄膜炎は

l～10%に起こるが、 ワクチンで起こる頻度はその

l/10～l/100である。この数字は現在の国民に許

容される範囲のものではないのかもしれない。

蔦1．抗体価につ いて

5日本感染環境学会が作成した「医療関係者のため

のワクチンガイドライン」は、具体的にこれ位の抗

体価があれば医療関係者としては良いという雌準を

定めた点では意味がある。ただし、麻疹、風疹、水

痘、 ムンプスについては1歳以上で2回のワクチン

接種歴があることが雌も重要である。医系の大学や

看護学校で抗体価がこの基準を超えるまでワクチン

接種を勧めるところもあるが、それは誤りである。

十分な免疫があれば、弱毒株では不活化ワクチンの

ように接種しただけブースターがかかるようなこと

はない。免疫には自然免疫や細胞性免疫などもあ

り、抗体価は免疫の一部の指標に過ぎない。

ワクチンの有効性をみるものにvaccineefficacy

とvaccineeffectivenessがある。前者は二重盲検で

接種群と非接種群を比べて発症がどれだけ防げたか

をみるものである。後者はワクチンが普及してその

疾患がどのくらい減ったかをみる疫学研究によるも

のである。近年ではHibや水痘は定期接種になって

非常に高いeifectivenessがあったと言える。

ロタウイルスワクチンについて

ロタウイルスワクチンの副反応で気をつけなけれ

ばいけないものは腸重積である。腸重積の発症の

ピークは6か月頃であり、それ以前にロタウイルス

ワクチンを済ませておくべきである。ロタワクチン

による腸重積は、 1回目接種3～7日後に集積する

傾向にあり､ 21111H以降ではリスクは遥かに低くな

る。 liml l｣県の人口は180万人台後半であるが、 ロタ

ワクチンを定期接種にした場合、 ワクチンによる腸

重積は年間1人あるかないかと推定される。ただ、

生後2， 3カ月で起こる腸重積は症状に乏しく、診

断が遅れ手術になるﾛl-能性も商い。ロタワクチンの

普及に合わせて、腸重積の適切な診断ができるよう

な二次救急医療体制の整備が望まれる。

英|'ilでは2013年にRVlが定期接種化され、 2016年

は導入前に比べロタウイルス腸炎が84％減少するな

ど、その効果は優れている。三重県、岡lll県、千葉

県でのロタウイルスサーベイランス調査でもワクチ

ン接種率が80％を超えた頃からロタウイルス胃腸炎

での入院は大きく減少している。一方で、 2011年に

愛知県でロタウイルスによる脳炎・脳症で4名が亡

くなり、 1名に重度の後遺推を残したが、 ロタウイ

ルスワクチンの普及で脳炎・脳症を減らすこともで

きるだろう。

ロタウイルスはG血清型及びP遺伝子型で分類で

きる。従来GIP[8]の胃腸炎が多いとされていた

が、近年はG3P[8]，GlP[8]、G2P[4] と年

により流行株が異なっている。また、 ロタウイルス

ワクチンの導入で特定の血清型・遺伝子型のウイル

スが蛸加してきているという報告は海外からもみら

れていない。

現在81カ国でロタウイルスワクチンが定期接種と

口匡

一

灘ワクチンの安全性について

ワクチン接種後に生じたあらゆる好ましくない事

象を有害事象といい、 ワクチン接種との因果関係を

問わない。有害事象のうち、 ワクチン接枕との1大I果

関係が否定できない事象を副反応という。ワクチン

と有害事象の因果関係の判断は難しい。

病気になって合併症を起こすこととワクチンで体

調が悪くなることに対して、一般の人の感情は異な

る。百11咳はDPTワクチンの導入以降患者数は激

減し、死亡者もほとんどいなくなったが、 1976年に

接種後死亡した2例がとりあげられ、副反応への懸

念から一時中断、その後の接種率の低ドから再I史の
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して実施されている。わが国においても定期接種化

が望まれる。

大変歯切れの良い分かりやすいご誰演でした。要

旨には記載しませんでしたが、 フィリピンでのジフ

テリア症例のご提示やHPVワクチンに関する非公表

のお話もあり、 とても興味深く聴かせていただきま

した。講師を|外|む会では、 ワクチン接種に関する取

るに足らない様な質問にも丁寧かつ論理的に答えて

くださいました。今'' 1|は3回目の新潟でのご講演

だったとのこと、 またのご来港をお待ちしています。

須里

要堅
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総務部
霧 騨蕊醤圃 鱒擢驫蝋鷲 螺鍵鰯蟻 瀞簿幾 # 餌躍灘謬鷺 ■ 儲蕊 .. 翻 謙 懇 雛懸盈

佐藤昌子

口唄、会員の先川ﾐ方には大変お|1t話になっており

ます。

平成28年度は川lll研琢也先生の会長1期|÷Iのスター

トの年でした。竹内菊博先生と佐藤昌子で新たに総

務の仕事を始めました。川崎会長が総務を担当して

おられましたので、引き継ぎは非常にスムーズで、

助言を頂きながら仕事を進めさせて頂いております。

平成28年4月2日の学術講演会では、あおい法律

事務所弁護士黒沼有紗先生に「子どもシェルター

ぽるとについて」と題して、 lli{和大学藤が丘病院小

児科・准教授池田裕一先生に「夜尿症診療のコ

ツ」と迦してご誰油頂きました。懇親会では、多数

の会員の先生方から子と、もシェルターぽるとに暖か

いご寄付、ご協力を頂きまして、誠にありがとうご

ざいました。引き続き、ご支援のほどよろしくお願

いいたします。

10月22日の学術講演会は、新潟県福祉保健部、新

潟県|Z|111j会と共催し、新潟県小児在宅医療シンポジ

ウムを開催いたしました。第一部は基調誰演とし

て、埼玉医科大学総合医療センター小児科祇師奈

倉道|ﾘl先生に「小児在宅医療の仕組みについて」と

題してご講演頂きました。座長は新潟県福祉保健部

副部長 ll1崎理先生にお願いいたしました。第二

部はパネルディスカッションという形式で、新潟県

医師会理事柳原俊雄先生、川II時会長を座長とし

て、県立新発田病院小児科部長松永雅道先生、西

新潟に|'央ｿi)j院統括診療部長遠II| 潤先生、長岡療

育園|刺長小西徹先生、県立中央病院小児科部長

倉辻言先生にﾘ,↓内各地の小児在宅の現状をご講

演頂き、ディスカッションを行いました。 iX|111jだけ

ではなく、看護、介護、療育、行政等からも多数の

参力' '者をお迎えし、大変活気のある学術講演会とな

りました。

平成29年度も川l1時会長のもと、竹内菊博先生と佐

朧昌子が引き続き総務を担当し、活動しております。

例年の業務である三役会、理事会、学術講演会、

総会、新潟県福祉保健部との会合の準備と運営、 日

本小児科医会、東北・北海道小児科医会連合会から

の連絡やアンケートの対応、新潟小児科医情報ネッ

トワーク (NPMLC)への情報提供、会報発行の手

伝い等を引き続き行っております。年度初めには新

会員4名を迎えまして、 7月現在会員数は202名と

なりました。今後も、若い先生方、女性医師、新潟

大学小児科医局以外の111身の先生方など、積極的に

勧誘していきたいと考えております。お知り合いで

入会希望の先生がおられましたら、いつでも総務担

当の二人までご連絡下さい。

アンケート、会報の原槁、会場での運営など、三

役や理事の先生方はもちろんのこと、多くの会員の

先生方よりご協力いただき、あらためて感謝申し上

げます。平成31年には、東北北海道連合会総会新潟

|州催を控えておりますので、会員の先生方にはご協

力をお願いする機会が今後増えるかと思いますが、

リ|き続き、撤しくお願いI IIし上げます。

一

へ
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恭一公淵一ツ
謝藩 蕊 鍵齢 翻識鯛鍵■ 鯉蕊 蕊議癖 ＃ 認曜

笠原多加幸

平素は、各地の感染症担当の先生方から情報をお

送りいただき、大変ありがとうございます。紙面を

おかりして御礼申し上げます。今後ともよろしくお

願いいたします。

新年度になり、川|''苛会長の方針である「一般の

方々が見て、子育てに役に立つホームページ作り」

を念頭に改良いたしました。まず、予防接種の項目

で、古い内容を削除・更新し、 「新潟県の市町村別

任意接枕への助成状況」を追加いたしました。医療

費助成の項目は新たに会長から原稿をいただき、

スッキリといたしました。

子育て支援・子どもの事故（新設）の項目に、新

潟市小児科医会会長の柳本利夫先生がフリーペー

パーCouLeurに連載していた原稿をもとに、掲載さ

せていただきました。 H常の診療において、母親と

のやりとりをしていく上でとても参考になる内容で

すので、一般の方のみならず先生方もご一読される

ことをおすすめいたします。

今後の予定といたしましては、新渦県のチャイル

ドシート着川率は全|flワースト3位との事なので、

チャイルドシート着川の啓蒙に関しても掲載してい

きたいと思います。

その他、ご意見．ご要望等ございましたら、 info

宛までご連絡いただければ幸いです。

律里

ニヒ
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翼＝遡淫蕨翻然E

山崎 恒

2010年5月より管理を担当しております、阿賀野

市のlll lll断と申します。

当メーリングリストNiigataPediatricMailing

ListConference (NPMLCとl11f)は新潟県内の小児

科医を中心に運営されています。発足は1998年4月

で事務局は発起人の庄司義興先生が担当されていま

した。2002年3月から長沼賢寛先生にかわり、 2010

年5)1より山崎'値にかわりました。2000年4月より

新潟県小児科医会の組織に組み込まれています。

2017年7月現在の登録アドレス数は221です。

2016年4月より2017年3月までの1年間の総投稿数

は156件でした。 メーリングリストは1つの発言が

参加者全員に配信される電子メール交換システムで

す。 メーリングリスト宛に送信することで参加者全

員に面倒な手続きなく情報を発信することができ、

様々なコミュニケーションツールが新たに利用され

ている現在でも、有用、簡便で効率のよいシステム

です。これからもより多くの方にご発言いただき、

情報伝達と意見交換の場として柄用していただけれ

ば幸いです。

なお、 2016年4月よりNPMLCは大学病院医療情

報ネットワークUniversityhospitalMedical

InformationNetwork (通称:UMINhttp://www.

umin・ac・jp)が提供するサービスを利用しています。

これに伴い投稿先アドレスがnpmlc@umin・ac.jpに

変更されています。これまでのサービスでは添付

ファイルが利用できない、HTMLメールが一部環

境で文字化けする、 といった問題でご不便をおかけ

しておりましたが、サービス変更によりこれらの問

題は解消されています。引き続きNPMLCを利用し

て活発な情報交換をお願いいたします。また、 これ

を機に未参加の先生方には積極的にお声がけいただ

き、少しでも多くの先生方にNPMLCをご活川いた

だきたいと存じます。

以下、参力| |及び投稿に関するお願いです。

入会および退会希望、 ド肥信アドレスの変更やご質

問、 ご要望がありましたら山崎宛にメール

(y-hisasi@mub・biglobe.ne.jp) してください。アド

レスの変更の際は必ず111-いアドレス （削除すべきア

ドレス）がわかるようにご連絡いただけると助かり

ます。登録外アドレスからの投稿は出来ません。複

数のアドレス登録も~可能ですのでご希望があればご

連絡下さい。

投稿形式に指定はありませんし添付ファイルも可

能ですが、送信、受信に際してはウイルス等の対策

をお願いいたします。また、○囲み文字、特殊記号

および一部の漢字（例：私の姓の1113)は機種依存文

字のためすべてのパソコンで正確には表示されず、

文字化けの原因になる可能性があります。一般的な

文字、数字、記号の使用をお勧めいたします。

当メーリングリストに関する111崎宛のメールは、

件名にnpmlcを付していただくと見落としを防げま

すので、ごfW意いただければ幸いです。

－

一
経験も知識もないまま管理させていただいている

のが現状です。ご迷惑をおかけいたしますが、参加

されている先生方にご指導いただきながら引き続き

管理の任にあたりたいと存じます。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

h
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勤務医部
甥掴 塑醗溌膳 "騨 鞭 欝鵬3 鋪噛 鰯鱸賜 繭蕊 薗 蟻騨謡鴬 畷麓 蕊蕊 蕊蒲 蕊

松永雅道

･若手勤務医の積極性や病院に貢献するという気持

ちが少ないようです。

･病院の経営サイドから患者減、収入減をなんとか

しろと言われ続けている。

･病院小児科の診療報酬アップの動きや働きかけな

どあれば教えて下さい。

･ l人医長のため、 インフルエンザ罹患で、代診依

頼叶わず、 3日間外来休診。

･ 10年間、夏季休暇を取得できていない。

･全|玉I規模の学会に参加できない。

･他院にない良い面が多い病院ですが、他の捕院と

地理的に離れていることもあり、それが様々な制

約になっています。

･責任者でありながら勤務医であるという板挟み的

な立場。

･経営者（新潟県等）になかなか要望を聞いてもら

えない。

･地域の食物負荷試験の要望に応えきれない。

平成28年度は、新潟県内小児科医の輪を広げるた

めに、積極的に一助を担おうと考えていましたが、

実働はしていません。

今li! |、病院小ﾘj科勤務医の役割を再度考えてみよ

うと思い、 「働き方改革｣、 「ワーク ・ライフ・バラ

ンス」と掛け合わせて、各病院での工夫や問魍をお

伺いすることにしました。

方法として、常勤の小児科医がいる34医療施設の

小児科責任医師にアンケートを行わせて戴きました

(新潟大学は|臨床以外に研究・教育機関であり、 ア

ンケートは送付していません)。

内容は、一般小児科診療以外の仕事、困っている

こと、小児科医会に望むこと、 ワーク ・ライフ・バ

ランスの工夫と障壁についてです。

19施設（回収率56%)からお返事を戴きました

(学会アンケートではありませんので催促はしてお

りません)。内訳は、小児科医が1人病院3施設、

2人病院6施設、 3人病院4施設、 4人病院3施設、

5人州院l施殻、 6人病院l施設、 9人病院l施設

です（女性支援枠の先生を含めています)。

一般的な病院に勤務する小児科診療以外の業務の

一部としては、研修医・学生・看護師・救命士、他

の教育、全館当直、急患センター当直、病児保育、

院外の乳児健診、学校医、教育委員会や児童相談所

など行政との連携、学会参加・発表・論文作成、治

験、医師会及び小児科医会関連の仕事、様々なアン

ケート調査等々がありました。

（
一

【小児科医会に望むこと】

・新潟の女医さんたちが幸せな結婚、子育てできる

環境を作りましょう。

・新潟県の炳院の勤務医を充実してもらえるよう

に、小児科医会として大学に働きかけてもらいた

いと思います。

・県小児科医会から、初期研修医、学生（特に、新

潟県出身者で県外にいる人）などに、新潟県で小

児科医として働く魅力なと§をアピールして欲

しい。

・入局者不足I学生、研修医に小児科の魅ﾉJをア

ピールして入局者を増やす。

・人手不足で、多くの1次診療を行わざるを得ず、

2次以上の救急診療に影響が出ています。長期休

暇のl｣勤帯だけでも新潟市など医Hiljが多い地域か

ら応援を戴けると嬉しいです。

口且

問迦となるのは、 「人手不足」に尽きます。お返

事の'1'で、困っていること、小児科医会に望むこと

の一部は以下の通りです｡

【困っていること】

・地力病院の小児科勤務医を迂闇に減らさないでく

ださい。
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・新潟県小児科医会と連携の仕方などを教えて蚊き

たいと思っています。

最後に、 ワーク．ライフ．バランスをとる工夫と

障壁についてです。

．わざわざやらなくてもよい仕事まで請け負ってい

る状態ですので、 ワーク自体がライフになってい

ます。自己意識だと思います。

・小児科医の仕事をライフワークとして楽しむこと

にしております。

・グループ主治医制、 ドクタークラークの採用

・一つのカレンダーをトップの医師の机に置いて、

いつでも希望を書いてもらえるようにしています。

・当番医に任せる「割り切り」、業務の取捨選択（上

手に切り捨てる）

．なんでもハイハイと請け負わない（時間外入院依

頼など）

・家族の行事を絶対に優先するという強い心を

持つ。

・午後外来担当の枠を固定化しない（当直|ﾘlけの帰

宅や年休をとりやすくする)。

・夜間・体| Iの一次診療所の利用促進

・適切な時間外受診を行うよう、 日本小児科学会の

「こどもの救急」を紹介するのなど啓蒙活動を

行っています。

・女性医師のワークシェア体制の構築

・仕事のon/oifをなるべくはっきりさせる。

・翌月の当直表を早く決定し、当直明けのl]に外来

の予約を入れない。

・休まないスタッフ （働き過ぎのスタッフ）には

「翌月の当需を減らす」というペナルティをIうえ

る。すなわち、他の人の当番が増えて、みんなが

大変になるので、助け合って時間を調節しましよ

う………なかなか難しいですが。

。 「もうあまり頑張らない｣、 「できる範世lでしかし

ない」ことにしました。ワークをシェアする人が

いなければ、ワークをセーブするしかありません。

・職員との意思疎通も気楽に行えるように、 ネガ

ティブな情報も話しかけやすいような状況に努め

ています。 リスクが表面化すると、時間．労力と

もに甚大な損失と考えています。

。近くの総合病院小児科のお力をお借りして、学会

出張などの際や、体l11貝の際に、患者様を紹介させ

て戴き、休ませて賊いています。

一人病院の宿命として、基礎疾患のあるかかりつ

けのお子様が入|塊すると、予定をキャンセルする

ことがままあります。

小児患者数、重症度、専門性の高さが大病院とは

違い、現在のところワーク・ライフ・バランスが

崩れるといったことはありません。

本当に多様な業務を、少ない人数で頑張らざるを

得ない状況です。このような状況の' ' 1、新潟県内の

小児科医がこのまま1'IWえず（～減少し)、院内で業

務をシェアできなければ、近隣の病院群で業務を

シェアする必要があるのかもしれません。 もちろ

ん、維営母体が違うので難しいことかもしれません

し、根本的な解決ではないということは承知してお

ります。随所にある感じ方、考え方の一つでも、病

院勤務の改善に役立つことがあれば幸いです。今回

は、 アンケート送付先の都合上、若手の先生方のご

意見は、極々一部です。送付先が違えば、 もっと違

う問題もいっぱいあるはずです。諸々の問題解決の

ために、新潟県小児科医会の検討課題の一つにして

頂きたいと思います。

全文に関しましては、病院名・個人情報などの制

約、私的にご意見下さった内容等がありますので、

お答え戴いた先生方の了承が得られれば、 メーリン

グリストを利用してお知らせしたいと考えています。

お忙しい中、ご回答いただき、ありがとうござい

ました。本アンケートがワーク・ライフ・バランス

の障確になり申し訳ありませんでした。

一

伝堅
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感梁瀝孟随接種委員会

須藤正二・林三樹夫・奥川敬祥

しました。2017年は減少傾向を示していますが、一

部の地域では流行が持続しています。

日頃の小児科医会のホームページおよびメーリン

グリストへの感染症情報の提供に深謝11iし上げま

す。引き続きよろしくお願いいたします。

感染症および予防接穂の最近の動向について報告

いたします。

認.麻疹､風疹

麻疹は2016年第33週から急激に増加し、大阪では

輸入例をきっかけに集団発生が認められました。

2017年にも山形で集団発生を認め、新潟市でも4月

に成人l例の発症を認め、その後2例の小児が発推

したのは記憶に新しいところです。

風疹は第26週現在、全国では47例の報告がありま

したが、新潟県では発生は認められませんでした。

先天性風疹症候群の報告はありません。

I感染症

皿インフルエンザ

2016/17シーズンは、全国的には平年よりlか月

ほど立ち上がりが早く、流行のピークは第4週でし

た。新潟県内では昨年|I1様に第5週でピークを形成

し、 B型の流行が少なかったためか、比較的速やか

に減少していきました。ピーク時の定点当たりの報

告数は全体では39でしたが、新潟県は30と低めの値

でした。分離されたウイルスは、 AではAH3亜型

が主流を占めました。 ここ5シーズンはAHl

pdmO9亜捌とAH3Ⅲ型が交互に主流を占める仙向

にあります。またll IAHl亜鯏（ソ連型）は2009/10

シーズン以降全く報告されていません。B型はビク

トリア系統およびll1形系統でした。過去4シーズン

は山形系統が優勢でしたが、今シーズンはビクトリ

ア系統が優勢を示しました。第20週の時点での脳疵

の発生数は117例で、 A型が81%、 B型が7%、年

齢分布では10歳未澗が60%、 5歳未満が39%をIIiめ

ていました。

へ

5． インフルエンザ菌、肺炎球菌

第26週までの報告では、成人を含めた侵襲性イン

フルエンザ菌感染症は全国で192例、県内では2例、

侵襲性肺炎球菌感染症はそれぞれ1978例、 53例と

なっています。

6 ロタウイルス

ユヒ

ロタウイルスワクチンが発売されてからほぼ6年

が経過しましたが、 2013年から|)|1始された定点勘Ⅲ

では、 2017年はこれまでで一番高いピークを形成し

ました。一方、新発l ll地区で行われている調査で

は、輸液や入院を要するような重症ロタウイルス胃

腸炎患者の割合は減少しています。ワクチンの効果

は|ﾘlらかであり、早期のワクチン定期化が望まれる

ところです。

2，水痘

定期接種化から約3年が経過し、第26週までは、

定点当たりの報告数は0.5をほぼ下回って大きな流

行は認めていません。しかし2016年と比較すると減

少側向は頭打ちになっています。

Ⅱワクチン

1 1 ． インフルエンザワクチン

2016/2017冬シーズンワクチンの製造株は、 A/

Singapore/GPl908/2015 (IVR 180) (HlNl)

pdmO9、 A/HongKong/4801/2014 (X 263)

(H3N2)、 B/Texas 2/2013 (ビクトリア系)、 B/

図.流行性耳下腺炎

流行性耳下腺炎は、新潟県では2015年第43週以降

から増加し始め、 2016年には過去10年間で最も流行
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Phuket/3073/2013 ( ll1形系） となっており、昨年

からはHINl株が変更となりました。将来''19には、

ワクチン有効性の向上や安定供給のために、現行ワ

クチン以外のワクチンの出現が期待されます。

函． 水痘ワクチン

1 ， 2歳児への定期接種のみでは患者数の減少に

は限界があり、対象年齢以外の年齢層へのキャッチ

アップ接種が望まれます。

i3｡ B型肝炎ワクチ 〆

2016年10月からUniversalVaccinationが開始され

ました。HB感染撲滅のためには、思春期の対象者

への定期化が必須と考えられます。
へ

熱↓麻しん風し んワクチン

2015年度のワクチン接種率は、 1期は全国平均

96.2％、新潟県は96.8％と2014年度の98.7%を下回

り、順位も3位から17位に後退しました｡ 2期は、

全国平均92.9％のところ、新潟県は97.0％で、 2014

年度同様、堂々の1位の接種率を誇りました。昨今

の海外旅行ブーム、 また訪日外国人の増加、特に東

京オリンピック、パラリンピックを控え、今後はさ

らに輸入感染例に警戒が必要です。対策としては、

小児のMRワクチン接種率をさらに上げること、風

疹については感染感受性が高い30歳から50歳台の男

性への積極的なワクチン接種が必要と考えられま

す。そのためにはワクチンの安定供給が必弧条件と

なります。

＝

鼬|職 日本脳炎ワクチン

H本脳炎は2016年には高齢者中心に11例の発生を

認めました｡ 2017年では第26週現在報告例はありま

せん｡ 2015年に千葉で小児の発生例を認めたことを

受け、 1 1本小児科学会は感染リスクの高い地域では

生後6か月からの接種を推奨しました。また北海道

での定期接種化の|州始、第2期の積極的推奨再開、

製造メーカへの行政指導、 さらに熊本地震の影響な

どからワクチンの不足感が生じています。なるべく

早期に安定的に供給されることが望まれます。

／
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平成29年9月

輔茂28鋪廃 第2回

佐藤
日
自 子総務部

日時：平成29年3月11日 (iz) 16: 30~

会場：新潟市医師会511 1I理事会室

3． 熱性けいれんアンケート ：各地区の理事の先生

方に依頼し、直接|m答、送付して頂いた。

出席者（五十音llln、敬称l'l6) :

梅沢哲郎、大塚岳人、小川淳、笠原多加幸、

上村孝l1ll、川111苛琢也、小1呵徹、小林武弘、

櫻井守、佐滕勇、佐藤昌子、佐藤雅久、

庄司義叫、鈴木博、弧藤正二、竹内菊博、

千葉高正、塚野真也、仁田原義之、橋本謹也、

松永雅道、水澤一郎

へ

4． 日本小児科医会よりの広域予防接種に関するア

ンケート ：返答済み

5． 小児科診療に於ける予防接種での収入に関する

アンケート ：本県の日本小児科学会の会11から5

人選ばれ、アンケート用紙が送付され、回答した。

6．新潟県福祉保健部との面談（平成28年8月31日）

出席者：川崎会長、佐藤・小川MI会長、柳原理事

（県医Wilj会理事も併任) 、竹内総務

①県立子ども瓶院建設の推進

②各種予防接種について

各獄予防接種の接種率|f!j上：佃別通知の指導

ロタウイルスワクチン、おたふくかぜワクチン

の定期化

B型肝炎ワクチン定期接種開始に向けて

定期予防接種の県外での運用については一部償

還払いとなっているが、現物支給とするように各

市町村に指導を要望

③子ども医療費助成の拡大

④子どもの心診旅体制への支援

⑤小児在宅医療体制推進について

以上の要望をお伝えし、 IIII答がｲ(}られた。その内

容はNplmcを通じて会員の先生方へご報告した。

会長挨拶

報告事項

1 . 会典動向

退会：岡田宏一先生2016年12月271 1 ご逝去

会員数198名

一

2． 各地区小児科医会への参加

平成28年6月2日 ：県央小児科|臨床研究会

川l1l断琢也会促

佐藤雅久副会長

小川淳､I会長

平成28年7月12日 ：上越小児科医会

川ll'if会長、佐滕副会及、小川副

会長

平成29年1月131 1 :シオノギセミナー（長岡）

川|啼会長、佐藤副会長、小川刑

会長

平成29年3月4日 ：阿賀北小児科臨床ｲﾘ|究会（新発

ll I) 川崎会便、竹|ﾉ1菊博総務

7 会報57号：平成28年10月発行：特集子ども
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2ﾉ112日新潟市東区プラザ

「実践1嘔吐物処理対策」

シェルターぽると

8． 第351[11東北・北海道小児科医会連合会総会平

成28年10月1日～2日於秋田

シンポジウムテーマ「小児科医の近未来を語ろう」

新潟県シンポジスト ：

よいこの小ﾘ凸科さとう佐藤勇先生

減題名「地域総合小児医療の議論に参力Ⅱして日分

の何が変わったか」

【後援】

・第61Ⅱ|市民公開講座「ワクチン・予防接種」 と

「食物アレルギー」のお話

平成28年9月新潟市総合保健医療センター

･"293LI 新潟市小児科医会集談会平成28年6

月lllI ANAクラウンプラザホテル新潟

・第294回新潟市小児科医会集談会平成28年7

月231=I ANAクラウンプラザホテル新潟

・第295回新潟市小児科医会集談会平成28年9

月17日 ホテルオークラ新潟

・鋪296凹新潟市小児科医会集談会平成29年2

月18日 ホテルオークラ新潟

･小児がんフォローアップ研究助成発表シンポジウ

ム平成28年4月23H メデイアシツプ

・弟25回母乳育児シンポジウム「トキめき雌乳育

児」 平成28年7月30～31H朱鷺メッセ

・第34回日本小児歯科学会北日本地方会大会および

総会

平成28年10月8H 日本歯科大学新潟生命歯学部

･平成28年度新潟県周産期医療関係者研修事業新

生児蘇生法(NCPR)講習会

「専門」コース=Aコース

「スキルアップ」コース=Sコース

新潟県立新発H1病院 9/24:A l/22 : S

新潟大学医歯学総合病院 3/11 :A

新潟『|丁民病院 10/9 :A 2/5 : S

長岡赤十字病院 10/29 :A 3/4 : S

長岡中央綜合病院 9/14: S 3/18: S

魚沼基幹病院 11/13 :A ll/12 : S

新潟県立中央病院 9/3 :A ll/19 : S

･2016生きる小児がん征圧「天使の泉」チャリ

ティーコンサート inアオーレ長岡

1え成28年6月26日

･ゴールドリボン・小児がんチャリティー「由紀さ

おり ・安田祥子30周年記念コンサート」

平成28年9月19R

･にいがたキッズプロジェクト （第14"1)平成28年

4jj～平成29年3月

9． 第52回学術講演会平成28年10月22H (jz)

新潟東映ホテル

新潟県在宅小児医療シンポジウム

第1部：基調講演

講師奈倉道明

埼玉医科大学総合医療センター小児科講師

演題「小児在宅医療の仕組みについて」

第2部：パネルディスカッション

～新潟県における小児在宅医療の現状と課題～

パネリスト

小西徹長岡療育園園長、

倉辻言県立中央病院小児科部長

遠山潤西新潟中央病院統括診療部長

松永雅道県立新発田病院小児科部長

へ

10. | 1本小児科医会社会保険全国委員会開催

29年2ノ126H ( I=1 ) TII光堂西新宿ビル2階

県からは楠本謹也先生が出席。

､|え成

新潟
口司

11.平成29年度日本小児科医会代議員：川l1時、佐藤

（雅)、予備代議員：竹内（菊)、佐藤（昌）

12． 内藤壽七郎記念賞：新潟県からは推薦なしc

13． 共催ならびに後援

【共催】

第l llll保育|刺と幼稚|童lの保健を学ぶ会

11月5II 新潟'ij総合保健医療センター

「隙|内での食物アレルギー安全対策」

第21nl保育|刺と幼稚園の保健を学ぶ会

､ド成28年

平成29年
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平成29年9月

主催：にいがたキッズフ°ロジェクト BSN新潟放 た。今後、榊油会、新聞への啓もう記事の掲載

など協力していくこととなった。子どもの心対

策委員の佐藤総務が窓口となっていく予定。

送

掲載日 ｜担当科テーマ ｜担当医師

小児科 郡司哲己先生

(腱|川中央綜合

捕院小児科）

おねしょと

夜尿症

2016/4/1

16. 岩手県小児科医会会長の三浦義孝先生から糸魚

川大火のお見群い(30万）を頂いたことへの対応

川|暗会長から糸魚川市の山本習子先生に問い合わ

せをし、 1月12日に糸魚川市医師会理事会で検討し

て頂いた結果、糸魚川市お見舞い企窓1 1へ下記要望

害と共にお届け脱ぐことをご提案lⅡいた。過半数の

理事より賛同を得られたことから、 2/1に糸魚川

医師会に30万｢'1を振り込んだ。 また、岩手県小児科

医会へは感謝状をお送りした。

要望内容「被災されたお子様達の任意予防接種費

用や心のケアに関する諸費用にご活用下さいますよ

うお願い致します」

産科 妊娠糖尿病 浅野堅策先生

(新発田病院産

婦人科）

2016/6/3

庄司義興先生

(庄ii1こと、も医院）

小児科 熱性けいれん2016/7/1

橋本尚士先生

(はしもと小児科）

小児科 夏に目立つ

皮膚の病気

2016/8/5

産科 伊藤加代子先生

井上誠先生（新

潟大学歯学部）

妊娠期の口

腔ケア

2016/9/2

山| |I潔先生

(山川医院）

産科 妊娠と乳がん2016/10/7

へ

新生児医療

のこれから

和Ⅲ雅樹先生

(魚沼基幹病院

小児科）

小児科2016/11/4

産科 20代で妊娠

できる環境に

長谷川功先生

(済生会新潟第

二病院産婦人科）

2016/12/2

17. 日本小児科|握会名誉会員の推囎について、県小

児科医会では現在は該当する会員はいないので、

推薦はしなかった。

お薬以上の

アドバイス

大塚岳人先生

(新潟大学小児科）

小児科2017/1/6

松山由美子保健師

(はっぴいmama

はうす）

産科 産後うつを

防ぐ

2017/2/3

検討事項

1 . 第36回東北・北海道小児科医会連合会総会

平成29年10月211 1～22日於稲島

シンポジウムテーマ「外来小児科での発達障害児

へのかかわり」

新潟県シンポジスト ：三役からの推薦

佐藤昌子出jif理事の先生方より承認

小児科 学校心臓検診 鈴木博先生

(魚沼基幹病院

小児科）

2017/3/3

14.新潟日報「つなぐ．命産婦人科・小児科医師か

らのメッセージ」 （第一金曜）
皇

15．新潟日報との連携について～子どものメディア

対策を中心として

・パンフレット 「ネット依存は病気です」を県内

小児科医療機関に配置して欲しいので、配布対

象機関の情報を教えて欲しいという依頼があっ

たため、三役会で検討し、診療所のみに配布し

てもらうこととした。また、配布の際に、新潟

1 1報読者局局長と川崎会長の連名の文書をつけ

ることとした。

・新潟日報から、今後メディア対策として、県小

児科医会と協力しながら進めていきたいとの要

望があり、 2月17日 （金) 19:30～メディアシッ

プにて読者局扣当者3名と三役6名が面談し

2．平成29年秋学術講演会：東映ホテル10月14日

（士）

共催メーカーは|］本イーライリリー、講師は小

沢浩先生(RIII療育センターはちおうじ所長）で

｢発達障害の外来診療」をテーマにしてお話して]I!

く予定。

懇親会については、検討中。

3． ｜]本脳炎ワクチン、MRワクチンの不足が懸念

される問題について

今後年度末に向けて、MRワクチンのⅡ期と日本

脳炎ワクチンの特例措置の方が希望通り接種できる
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かが懸念されている。

新潟県小児科医会としては、 1月31日に、川l1l苛会

長から新潟県健康対策謀に自治体・問屋へ適切なワ

クチン配置の指導、救済措置としての年度を越えて

の接種が可能になるような市l111村への指導などの配

慮をお願いした。

県内各地の状況を理事の先生方からご報告頂

いた。

4月8 1 ’ （土） ：新潟東映ホテル

共催メーカー：ジャパンワクチン株式会社

講師：川崎医科大学中野貴司教授

演題： 「ワクチンで防ぐ感染症～近年の成果とこ

れからの展望～」

16:30～17 :00総会、 17:00～17: 15製品

説明、 17 : 15～17:30 レセプト審査のお話

17:30～18: 30特別識演

4．保育園、幼稚瞳l等への入園前の定期予防接種の

勧めについて

新潟市内の私立保育園（4ﾉlから認定こども|刺に

移行予定）が、入園前に予防接枕を済ませていない

幼児の受け入れを拒否する方針を打ち出した。国は

｢未接種だけを理由に拒否できない」という見解を

川している。今後、新潟市小児科医会とも協力しな

がら、県小児科医会として集卜jl生活に入る前に定期

接種を済ませておくことの重要性について保護者に

啓蒙していく必要があると思われる。新潟日報とも

連携し、対策を検討中。

3． 第28回小児科医会総会フォーラム富山平成

29年6月10、 11日 （土･ H)

4．生脈教育セミナー ､}た成29年10月8I=I (U)

イ111台へ

5． 第3611]l東北・北海道小児科医会連合会総会

平成29年10月21, 22日 （土・ 日） 於福島

シンポジウムテーマ「外来小児科での発達障害児

へのかかわり」

6． 第51i'1全国てんかんセンター協議会総会平成

30年2月10日～11日於朱鷺メッセ

会頭: ILI立病院機構IIW新潟中央病院神経小児科

遠l l l 淵先生

5． 会員動向について出席された理事の先生方から

は新たな情報はなかった。

6．平成28年度決算報告ならびに平成29年度予算案

7． 第24回日本保育保健学会平成30年10月13、 14

H (J= ･日） 新潟市柳本利夫先生会頭へ 平成29年度の活動方針について理事の先生方か

らのご意兄

，子ども医療費の助成については、引き続きア

ピールを続けて行く必要がある。

・県内の任意接種のワクチンの助成状況を洲査

し、 インフルエンザワクチン等の助成の進んで

いない市町村にアピールしていってはどうか。

、チャイルドシートの重要性について啓蒙活動を

進めて欲しい

ウ

ィ

今後の予定

1 . 会報58号：平成29年4月発行：特集 トランジット

2． 第53回学術i滿演会ならびに鋪35回総会平成29ｲI
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第36回新潟県恥児識医譽総譽議墓録

竹内菊博総務部

感染症・予防接種委員会林三樹夫、

須滕正二、

奥川敬祥

地域ネットワーク委員会

佐藤勇、林三樹夫、須藤正二、梅澤哲郎、

奥川敬祥、高橋秀雄

平成29年4月8日 （土）於：新潟東映ホテル

会長挨拶：川111節琢也先生

議長選出：中野徳先生

＊会員198名、出席67名、委任状提出者68名で総会

は成立

会務報告

1 .平成28年度新潟県小児科l夷会役員（敬称略）

会長川lll計琢也

別会長佐藤雅久、小川淳

fII!事1[十嵐隆夫、梅澤哲郎、

大久保総一郎、大塚岳人、

奥川敬祥、笠原多加幸、上村孝則、

郡司哲己、小西徹、小林武弘、

櫻井守、佐藤勇、佐藤昌子、

鈴木博、須藤正二、竹内菊博、

田中篤、塚野真也、千葉高正、

仁田原義之、橋本謹也、林三樹夫、

平野春ｲII1、松永雅道、水澤一郎、

柳本利夫、柳原俊雄

救急委員会塚野真也

新潟県麻しん対策会議佐藤雅久

一

日本小児科医会関係

代議員川崎琢也、佐藤雅久

予備代議員佐藤昌子、竹内菊博

予防接種委員会委員（ブロック推薦） 仁田原

義之

地域小児科総合医検討委員会委貝（ブロック推

薦） 佐藤勇

救急担当理事（各県より一名） 佐藤雅久

一般社団法人日本保育園保健協議会佐藤勇

会員動lbl (平成29年4月1 1 1現在）

退会：大石智洋先生(28.4.12)岡田宏一先生

(28.12.27ご逝去）

入会：山田謙一先生、東條惠先生、和田雅樹先生、

小鵬紺子先生、磯部賢諭先生（28.6.7）藤

井小弥太先生、小野塚淳哉先生(28.6.10)

勝山幸一先生(28.6.16)榊原清一先生

(28.6.20)細貝亮介先生、福島愛先生

（28.6.30)

会員数198名

卸＝2

監事庄司義叫、笹川富士雄

噸問脹川宏、太田裕

総務部佐藤昌子、竹内菊博

会報編集委員会櫻井守、大河原信人、

朴直樹、小川洋平（大学)、

職川徹

経理部梅澤哲郎

HP管理者笠原多加幸

ML管理者山崎恒

社会保険部橋本謹也

学術部小林武弘、大塚岳人、塚野真也

子どもの心対策委員会佐藤昌子

勤務医部平野春伸、松永雅道

3． 第35回総会平成28年4月2H (土）新潟東映

ホテル
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4．理事会

平成28年度第1回理事会平成28年7ﾉ12日

(士） 丸十

平成28年度第2回理事会平成29年3月11日

(土） 新潟'li医IIIj会5階理事会室

佐藤雅久、予備代議貝：〃I藤昌子、竹内菊博

9． 内藤壽七郎記念賞および日本小児科医会名誉会

員は推薦なし。

10．新潟県県福祉保健部との面談（平成28年8月31

日）

出席者：川|啼琢也会踵、佐藤雅久・小川淳刑会長、

柳原俊雄理事（県医師会理事も併任)、

竹内菊博総務

1 .県立子ども摘院建設の推進

2． 各種予防接籾について

①各種予防接種の接種率向上：個別迪知の指導

②ロタウイルスワクチン、おたふくかぜワク

チンの定期化

③B型肝炎ワクチン定期接種開始にlnIけて

④定期予防接種の県外での運用については一

部償還払いとなっているが、現物支給とす

るように各市III].村に指導を要望。

3．子ども医療費助成の拡大

4．子どもの心診療体制への支援

5 小児在宅医療体制推進について

5． 会報

第56号

特集

第57号

特集

平成28年4月18H発行

虐待防止

平成28年10月201]発行

子どもシェルターぽると

6．学術講油会

第51回学術溝演会平成28年4月2日 （土）新潟

東映ホテル

「子どもシェルターぽるとについて」あおい法律

事務所弁護士黒沼有紗先生

「夜尿症診療のコツ」昭和大学膿が丘病院小児

科・准教授池|Ⅱ裕一先生

■■

第52回学術講演会平成28年10月22H (土）新潟

東映ホテル

新潟県在宅小児医療シンポジウム

第1部：基I洲術演

講師奈倉道|ﾘ]

埼玉医科大学総合医療センター小児科講師

演題 「小児在宅医療の仕糸IIみについて」

第2部：パネルディスカッション

～新潟県における小児在宅医療の現状と課題～

パネリスト

小西徹長岡療育園園長、

倉辻言県立' l｣央病院小ﾘJ科部長

遠山潤西新潟中央ｿi)j院統括診療部長、

松永雅道県立新発IH病院小児科部長

以上の要望をお話し、 ｜ ' ' |稗が得られた。その内容

をnplmcを通じて会員の先生方へご報告した。

へ

7． ロ本小児科|長会社会保険全''1委員会開催平成

29年2月26H (H)和光堂

新潟県からは橋本謹也先生が出席。

8．平成29年度'二1本小児科医会代議員：川lll苛琢也
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演題名「地域総合小児医療の議論に参加して|，|分

の何が変わったか」

新潟県産婦人科医会との共|rilコラム「つなぐ命

産婦人科・小児科I姪師からのメッセージ」

新潟日報に連載（第一金曜）

11

14. 各地区小児科医会へのll}Mr

平成28年6月2日 ：県央小児科臨床研究会川III3

会長、 〃,藤雅久刑会長、小川副会長

平成28年7月12R :上越小児科医会川ll府会長

佐藤雅久副会長、小川副会踵

平成29年1月13日 ：シオノギセミナー（長|湖）川

崎会長、佐藤雅久m11会長、小川副会長

平成29年3月4 1 1 :阿賀北小児科|脱床研究会（新

発田）川lll苛会長、竹内総務

掲赦日 ｜担当科｜テーマ ｜担当医WIIj

郡司哲己先生

(長岡中央綜合

11)i院小児科）

小児科 おねしょと

夜尿症

2016/4/1

浅野堅策先生

(新発Ⅱ|炳院直

婦人科）

妊娠糖尿病産科2016/6/3

庄司義興先生

(庄司こども医院）

小児科 熱性けいれん2016/7/1

橋本尚士先生

(はしもと小児科）

小児科 夏に目立つ

皮1首の病気

2016/8/5

伊藤加代子先生

井上誠先生（新

潟大学前学部）

妊娠期の口

l1空ケア

産科2016/9/2

15. 共催・後援した研究会など

共催

第1 1 ' !|保育園と幼稚瞳lの保健を学ぶ会

11月5 1 1 新潟市総合保健医療センター

「|堂l内での食物アレルギー安全対策」

第2ILII保育園と幼稚園の保健を学ぶ会

2月121 1 新潟' ij束区プラザ

「実践1嘔吐物処理対策」

ダニ

山田潔先生

(11 1田医院）

産科 妊娠と乳がん2016/10/7

和田雅樹先生

(魚沼基幹病院

小児科）

小児科 新生児|差嫌

のこれから

2016/11/4
平成28年

長谷川功先生

(済生会新潟第

二病院産婦人科）

産科2016/12/2

平成29年

大塚岳人先生

(新潟大学小児科）

小児科 お薬以上の

アドバイス

2017/1/6

松山由美子保健師

(はっぴいmama

はうす）

産科 産後うつを

防ぐ．

2017/2/3

後援

第6 1Ⅱ市民公開講座「ワクチン・予防接種」 と

｢食物アレルギー」のお話

平成28年9月24日新潟1I丁総合保健医療センター

第293回新潟｢li小児科医会集談会平成28年6月

llHANAクラウンプラザホテル新潟

第294回新潟｢i丁小児科医会集談会平成28年7月

23HANAクラウンプラザホテル新潟

第295回新潟市小児科医会集談会平成28年9月

17日 ホテルオークラ新潟

第296回新潟市小児科医会集談会平成29年2月

18日 ホテルオークラ新潟

小児がんフォローアップ研究助成発表シンポジウ

ム平成28年4ﾉ123日 メデイアシップ

全|正lji)j児保育ｲﾘ|究大会inにいがた平成28年7

月17～18日 （日 ・祝） 朱鷺メッセ

会顕佐藤兜先生実行委員長早川広史先生

第251m母乳育児シンポジウム「トキめき母乳育

児」平成28年7)130～311 I朱鷺メッセ

学校心臓検診 鈴木博先生

魚沼基幹病院小

児科）

小児科2017/3/3

へ
12. アンケート

熱性けいれんアンケート ：各地区の理事の先生方

に依頼し、直接回答、送付して頂いた。

1 1本小児科医会よりの広域予防接種に|腱lするアン

ケート ：返答済み

小児科診擦における予防接種での収入に関するア

ンケート ：本県の日本小児科学会の会員から5人選

ばれ、 アンケート用紙が送付された。

13. 第35回東北・北海道小児科医会連合会総会平

成28年10jjlH～2 1 1

於秋田

シンポジウムテーマ「小児科医の近未来を語ろう」

新潟県シンポジスト ：よいこの小児科さとう

佐藤勇先生
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第34回日本小児歯科学会北日本地方会大会および

総会

平成28年10月8日 日本歯科大学新潟生命歯学部

にいがたキッズプロジェクト ("14期）平成28年

4月～平成29年3月 BSN新潟放送

祝ゴールドリボン・小児がんチャリティー「由紀

さおり ・安田祥子30周年記念コンサート」平成28

年9月19日

2016生きる小児がん征圧「天使の泉」チャリ

ティーコンサートinアオーレ長岡

平成28年6ﾉ1260

平成28年度新潟県周産期医療関係者研修事業：新

生ﾘJ蘇生法(NCPR)講習会

「割'1」コース=Aコース

「スキルアップ」コース=Sコース

新潟県立新発l l 1病院 9/24:A l/22 : S

新潟大学医歯学総合病院 3/11 :A

新潟市民病院 10/9 :A 2/5 : S

長|伽赤十字病院10/29:A 3/4 : S

長岡中央綜合病院 9/14 : S 3/18: S

魚沼基幹病院 11/13 :A ll/12 : S

新潟県立中央病院 9/3 :A ll/19: S

共催: H本イーライリリー

講師：小沢浩先生

（島田療育センターはちおうじ所長）

テーマ：発達障害の外来診療

5）第3611 II東北・北海道小児科医会連合会総会平

成29年lOH21H (土）～22[I (日）於福島

シンポジウムテーマ「外来小児科での発達障害

児へのかかわり」

新潟ﾘI↓シンポジスト ：佐藤昌子先生

6）第51ml全国てんかんセンター協議会総会平成

30年2月10日 （土）～11H (n)

於朱鷺メッセ

会頭：国立病院機構西新潟中央病院ﾈlll経小児科

遠山淵先生

7）第24回日本保育保健学会平成30年10月13～14

1二｜ 新潟｢ij柳本利夫先生会頭

へ

協議事項

1 ． 第5回全国てんかんセンター協議会

る寄付金について: 10万円を承認

2．会計報告梅澤哲郎会計狐当理事

平成28年度会計報杵：承認された

一般会i汁収支報告

積立資金特別会計収支報告

平成29年度予算案：承認された

ター協議会総会に対す

16. 岩手県小児科医会会長から糸魚川大火のお見舞

い（30万） を頂いたことへの対応

糸魚川市医Wilj会を通じて糸魚川市お見舞い金窓口

へ下記要望書と共に30万円を振り込んだ。また、岩

手県小児科医会へ感謝状をお送りした。

要望内容「被災されたお子様達の任意予防接種費

用や心のケアに関する諸費用にご活用下さいますよ

うお願い致します」

へ

17． 今後の予定

l)会報58号:平成29年4月発行:特集 トランジツ

ト

2）第28回小ﾘJ科医会総会フオーラムin富山平成

29年6月10日 （士)、 11日 （日）

3)"13回日本小児科医会生涯研修セミナー平成

29年10月8H (H) 仙台

4）第54回学術溝演会平成29年10ﾉ114日 （土）新

潟東映ホテル
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縦衛笙委員篭‘謂防接種ﾘ筋鋤-瀕遡師脊同類警報害

仁田原義之

平成29年度第2回日本小児科医会公衆衛生委員

会・予防接種リスクマネージメントWG合同委員会

が6月111 1 ，第28回日本小児科医会総会フォーラム

ing1 1 1 (E1 1 1市）で開佛され、医会副会長ほか15名

出席。

刑会長挨拶の後、理事会報告として、 日本脳炎ワ

クチンの不足が総会でも質問があったが、不足状況

の全国調査は時間がかかり、国への要望書の提出も

成果が期待は川来ないので、HPに実情を載せるだ

けとなった。

クチンの|玉|家検定提出の遅れのため、 7月1,.

m111荷

3）間違い接種報告、東京1柚川区で、 300人以上

に混合接祁、現在、副反応及び抗体上昇程度

を調査巾

<その他〉

予防接稚を拒否する家族に対しての対応を今後検

討

母子手帳の予防接種柵の統一の検討

へ

1 ．報告事項 麺.協議事項

(1)予防接種広域化調査、未広域化6県のうち、

北海道、大阪、島根で検討・協議が進み始め

た。兵庫県では広域化参加市町村が増加した。

県外接種袖助制度は、 80%以上の市町村で補

助制度がある県が18県に墹加した。

（2）第28回日本小児科医会総会フォーラム （富山）

公衆衛生委員会企1'l'iシンポジウム

「安全な予防接種を子ども達に－私はこのよう

に工夫している－」

①接種の仕方、会員の接祁風景のビデオ

②間違い防止の為のワクチン準備方

③各種予診票の問迦、色・記載事唄・複写の有無

④子宮頸がんワクチンの安全な接種方法

⑤法律家の立場から見た安全な予防接秘

（3）総会フォーラム時の予防接種相談コーナー：

公衆衛生委員会担当

6)110日、 17時～計Ⅲしたが､質問はなかった。

（4）来年6月、総会フオーラム （横浜）での企mi

A:公衆衛生委員会が抗菌薬適正使川のシンポジ

ウムを担当（90分）

仮題「抗附薬の適正使用」

l)抗菌楽の使用現状の洲査結果の発表

2）基調講演「抗菌薬の適正使川」

日本小児科学会予防接種委員会報告として、米国

小児科学会が、 I 1本小児科学会に費川を出して、一

般市民向け予防接種の小冊子を出す予定。年長児の

ロタウイルス感染症の重症例が増加しており、調査

予定。

子宮頸がん征圧をめざす専門家会議では、再開を

'二|指して投与スケジュールをはっきり提示する、積

極的勧奨がなされなかった4年間の接種対象者への

救済案の提示など出された。 ｜韮I際的な21皿接種の有

効性のエビデンスが提示されていることから、新た

なガイドラインが必要である。

一

<予防接種関係〉

1)武田薬品工業は、小児向けインフルエンザ菌

b型(Hib) ワクチンの販売を|祈念。製造販

売承認を取得しているが、供給元である英

GSKが|可ワクチンの製造．供給中止のため。

2） ワクチン不足問題

①[l本脳炎ワクチン、対象年齢を過ぎてしまい

そうな児を優先し、不足している問に、対象

年齢を過ぎた児に特別措置を地域で要望する。

②MRワクチン、地域により偏在不足伽向

③おたふくかぜワクチン、 「北里第一三共」ワ
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3）保育園での保1鼎i状況の変遷2008年～

4）小児科医会からのメッセージ

B: 「保育|刺・幼稚lXl ･こども園での感染症対策

（仮題)」は、次々年度フォーラムで検討

（5）新規事業

l) リスクマネージメントWGで、誤接種の具

体例の全国調査予定

（6）第31且｜ 「予防接祁・子どもの海外渡航」合''1

研修会、 10月1日 （日）、埼玉県民健康セン

ター（浦和)、 10時～16時予定。

3． 予防接種 とリスクコ ミュニケーショ〆／

HPVワクチン再開にあたって誰演会の開催を検討

リスクコミュニケーションとは化学物質や原子力

など健康への影響が心配される事柄について、原因

の事業者と住民が情報を共有し、意思疎通を図って

対策を進め、 リスクのl隆減に取り組むこと（知恵蔵）

RiskCommunicationとは社会を取り巻くリスク

に関する正確な情報を、行政、専門家、企業、市此

などのステークホルダーである関係主体間で共有

し、相互の意思疎通を|XIることをいう。合意形成の

ひとつ。

一

溌｡ その他

「子どもの貧困｣、 「受動喫煙」は、 さらに問題化

した時期に検討。

一

I

ｰ
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平成29年9月

懇
巍

蕊鋳 翻蕊鰯 照惑 議選 爾謬 鍾協 灘密 灘 ヨ

佐藤雅久

と家庭看護の実態の情報収集を行い、そのリスク評

lllliと家庭看護力改善の対策を検討するためにデータ

センターを作る計画です。初年度は、希望のあった

5都道府県で開始されます。その成果は、相談内容

(緊急度判断）の地域差を是正し、地域格差を解消

するために使われますが、 さらに、相談対応困難事

例への胆|答集の作成などにも使いたいとのことで

す。なお、その分析は、厚労省が行う事になってい

ます。 また、電話相談対応能力は、講習会などで改

善されており、現在レベルはかなり高くなっている

とのことでした。

平成29年6月11日 （日)ANAクラウンプラザホテ

ル富山

6月10～11日に行われた、第28hll日本小児科医会

総会フォーラムの2 1=I目に、全国の救急委員59名が

出席して開樅されました。

同じ日本といっても、広大な面積の北海道、離島

の多い地区、首都|巻lなど人l l密度が高く、大学、総

合病院などの救急医療を受け持つ病院が多い地区な

ど、状況は様々です。 しかし、小児の救急医療に

困っている点ではかわりません。

その解決策を協議するために、下記の事項が議論

されました。

1)家庭看護力醸成セミナーの今後にあり方（市

川先"主）

2） ＃8000データセンターの概要（桑原先生）

3）小児かかりつけ診療料制度の課題

4）時間外選定療養費について

5）全国の小児医療体制の状況

竺里

3）小児かかりつけ診療料制度の課題：

lmlけ出状況は、各地でばらつきがあります。多い

のは東京と奈良で109施設、次に和歌山(63)、福岡

(68)、 ネIII奈川(63)でした。新潟は4施設でした。

2017年1月の時点で全国902施設が登録し、県平均

では、 l県で19施設、巾央値は13施設でした。

施設数の違いからか、都会で多い傾向でした。東

京と奈良が多かったようですが、全体の施設数の違

いがあり、単に東京は多いとは|析定できません。 し

かし、奈良県が多いのがⅡ立ちました。このデータ

からは、かかりつけ診療科制度を利用している医療

機関はまだまだ少ないのが現状だと思いました。東

北・北海道地区では、北海道13施設、青森3施設、

岩手2施設、宮城6施設、秋田10施設、山形なし、

福島13施殻でした。全佳I平均より少ないようです。

この制度は、医療費抑制と小児救急医療の充実を目

指す厚労省と、診療報酬の増加を目指す小児科医

会との間で取り決められたものです。しかし、①小

児科外来診療科算定医療機関に限定していること、

②時間外対応加算の届出を行っている保険医療施設

に限定され、 24時間電話対応か準夜帯電話対応をし

なければならなくなっています。アンケート洲在で

も、 この項目を満たす事が難しいために、 このilil1度

l)家庭看護力醸成セミナーの今後のあり方につい

ては、

①日本小児科医会会員が、医会作成の「救急受

診の|l安・判断チェックリスト」を受診家族

に配布して利用を促し、不要不急の（夜間な

どの）救急受診を減らす。

②各地区小児科医会で、保護者向けの講習会を

行う。

③行政と共同で、医会のチェックリストの利用

を誘導する。

④現在行っている家庭看護力醸成セミナーを、

行政主催になるように各自治体に働きかけ

る。 という提案がなされました。

ダニ

2) #8000データセンターの概要：

小児救急電話相談を用いて、子どもの病気・けが

54



新潟県小児科医会会報No.59

曲

に参力llする施設が少なくなっている事が分かりまし

た。 しかし、 この診療制度の一番の問題である24時

間対応に|典lしては、 #8000の対応で可能との判断さ

れる地区もあり、今後医会としても、その時間外の

条件を緩和するように働きかけていくとのことで

した。
嘩蝿

4）時間外選定療養費について；

新潟県では、 4施設が登録されています（その設

定金額)。新潟大学医歯学総合病院(5400円)、県立

中央病院(5400円)、県立がんセンター(2250円)、

信楽園病院(2000円）です。

全国の都道府県の比較では、大都市は医療施設も

多く、設定施設が多いと推測されましたが、一概に

多いとは言えませんでした（かっこ内は施設数で

す)。東京都（50)、福|Ⅲ県（26)、高知県（33)、愛

知県（30）が30施設以上でした。大都市のある大阪

府(13)、京都府(8)、兵庫県(19)、千葉県(7)

は意外に少ない印象を受けました。全|卦の平均は7

施設、その中央値は10施設でした。まだまだ少ない

ようです。これが何を意味するかはわかりません。

各病院、地域の事情が異なっているということで

しょうか。

鼻

へ

5）全国の小児医療体制の状況：

大阪府では、小児救急外来患者数が3割減少して

います。これは、大阪が、家庭看護力向上に取り組

んでいる成果か、 #8000の成果か解りませんが、歓

迎すべきことと思われます。しかし、相変わらずコ

ンビニ受診が多い地区が多く、問題は解決していな

いと思われます。新潟県は、新潟市（中央区、西浦

区)、長岡市、新発田市などで急患診療所が開業医

を含めて行われていますが、勤務|長の負担はまだま

だ大きく、時間外受診の適正化が求められます。

へ

▲

[画6）小児救急に関するその他の意見：

小児心肺蘇生の講習会開催やAEDのさらなる普及

を求める意見があった。新潟では、毎年開催されて

おり、開業医、研修医の先生方の参力| |が望まれます。
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麗龍践祇員総窯報答日燕小児科医

川崎琢也日本小児科医会代議員

知哲久先生から各地区の事業が報告されました。子

どもとメディア委員会からは、子どもとメディア問

題啓発ポスターが2種（遊びは子どもの主食です／

スマホの時間私は何を失うか）それぞれ18万部づつ

作成され、新潟日報からも引用掲載承認が来たこと

が報告されました。小児救急医療委員会からは、 47

都道府県の小児救急医療|對連事業の実態洲査や小児

救急研修会や家庭看護力醸成セミナーなどについて

も報告されました。公衆衛生委員会からは予防接種

の県内広域化は昨年度未広域化6県のうち、北海

道、大阪、島根で協議が進み、兵庫県では広域化参

加市lll].村が増加したことが報告されました。社会保

|倹委員会からは平成30年度診療報酬改定に向けて、

最重点項目として、小児かかりつけ診療料の見直

し、診療情報提供料(1)の見直し （紹介先拡大や

複雑なものは11｣個加算)、小児科外来診療料の見直

し（増点、一部高額薬剤や検査、紹介状を除外）が

あげられました。

広報委員会からは平成29年度医会会報54号より査

読制度を導入することが報告されました。地域総合

小児医療検討委員会からは、暫定制度を引き続き行

L､122名を新たに認定し、平成26年度からの累計で

984名となった旨、 また平成31年度から開始予定の本

制度に向けて検討委員会が31u|行われた旨報告され

ました。その他、乳幼児学校保健委員会、学術教育

委員会、子どもの心対策委員会、国際委員会、少子

化対策子育て支援委員会、ホームページ委員会から

もそれぞれの事業内容について報告がありました。

第2号議案は平成28年度収支決算書について報

告・監盗をへて承認されました。

第3号議案は、定款23条、第1項、の文言の改定

は承認されました。

第4号議案は、名誉会員として北海道の高下泰三

先生、埼玉県の羽鳥雅之先生、愛知県の杉浦壽康先

生、鹿児島県の鮫島信一先生の承認が粛々と行われ

1z成29年6月10日～111 1 ，第281' II[|本小児科医会

総会フォーラム in富山が「社会は子どもたちを

育て、子どもたちは社会を育てる」をテーマとして

開催されました。今回はお隣の富111県ということも

あり、金曜日の'r後を休診にして、梅雨入り111のお

天気の良い中、高速で快適に向かいました。途中覆

1mパトカーが突然サイレンとともに赤色灯を点滅し

て後ろから追い抜いて行ったため、 これはてっきり

速度違反で捕まってしまうと観念したところ、直前

まで追いつ抜かれつしていた車が捕まって、 こちら

はほっとしました。夜には竹内菊博先生と「冨久

屋」というミシュランの星付きのお店で富111のおい

しい和食を堪能しました。

翌lOl l 9 :00より日本小児科医会平成29年度定時

社員総会に佐藤雅久先生とともに出j附しました。ま

ず富山県小児科医会会長のl鳴尾智先生の歓迎のご

挨拶から始まり、川席者は77名で、会議の成立が確

認されました。

次に、松平隆光会長が挨拶を行いました。家庭や

地域の子育て機能が低下した現在、子育てを社会全

体の問題ととらえ、高齢者の介護と同じく社会全体

で支援していく必要について述べられました。その

ためのモデルがフィンランドの「ネイボラ」にある

とし、妊娠・出産・子育てを通じワンストップサー

ビスを提供する仕組みについてお話しされました。

また団塊の世代が全員後期高齢者となった際に日本

の財政と社会保障の仕組みが危機に陥るのではない

かという 「2025年間題」にも触れ、少子高齢化をス

トップするためにも、生育基本法の成立が極めて重

要と述べられました。

その後、審議事項に移り、第1号議案では平成28

年度事業報告が、 まず松平隆光会長より全体を通し

て、続いて関東地区副会長の神川晃先生、 11ｺ国・四

国．九州地区副会長の柳忠道先生、北海道・東北地

区副会長奥村秀定先生、中部・近畿地区副会長の武

へ

二二
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ました。

審議事項の後、平成29年度事業計画および予算に

ついて報告がありましたが、運営方針の中で「園・

学校等公共の場において『予防接種を受けない権

利』が優先され免疫弱者である児の健康権が軽んじ

られている現状を看過するわけにいかない」 と強い

論調で述べられました。今春の新潟市の子ども園に

対する行政判断を念頭に置いたと思われ、全国の先

生方が強い危機感を抱いていることを身にしみて感

じました。

平成29年9月に全会員を対象に乳幼児学校保健に

関するアンケート、平成30年2月11日 （日）東京に

て「第7回乳幼児学校保健研修会｣、平成29年10月

8n ( I I)仙台江陽グランドホテルにて「第131111日

本小児科医会生涯研修セミナー｣、平成29年5月

13･ 14｢I 、 7月16･ 17日ベルサール新宿セントラル

パークにて「第191山子どもの心研修会｣、平成29年

11月19日 （日） 日本教育会館（東京都千代田区）に

て「第17回思春期の臨床講習会｣、平成29年9ﾉ:124

日 （日）全国町村会館（東京都千代田区）にて第3

1II1小児救急研修会、平成29年10)129日 (II)岡111県

岡山市にて第31111家庭看護力醸成セミナーなど多く

の研修会・セミナーの計画が発表され、予算案とと

もに承認されました。

最後に第14回内藤寿七郎記念賞の発表があり、東

京都の保科清先生、沖純県の知念正雄先生が受賞さ

れ、表彰式がありました。

その他、詳細については日本小児科医会ニュー

ス、会報に掲載されますのでご参照ください。

1つお願いです。ホームページ委員会から日本小

児科医会ホームページの会員サイトにアクセスし

メールアドレス登録をぜひともお願いしたいと重ね

てお話がありました。 ド記URLからアクセスして

いただき、マイページでご自身の情報を人力いただ

けますと幸いです。なおログインIDは、 日本小児

科医会からくる封筒の宛名ラベルの最下段にある7

桁の数字です。パスワードはjpaの後ろに、 ご自身

の誕生卜|の月日の4桁（例2月14Hならば0214)を

組み合わせてご入ﾉJください。

｣PCからアクセス

http://150.60.162.227/cgi/web/index.cgi

■スマースマー 卜端末からのアクセストフォン、 タブレット端末から

http://150.60.162.227/cgi/sp/index.cgi

一

へ
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今後囚疏究含 学会”鱈知麗鞍Ｆ
Ｌ

竹内菊博総務部

1 . 第13回日本小児科医会生涯研修セミナー

平成29年10月8日 （ | | ） 於仙台1IT

日 （土）新潟市

9． 第14回新潟川崎病研究会平成30年2月201 1

（土）新潟市2． 第541nl学術講演会平成29年10ﾉ]14[1 (土) :

新潟東映ホテル

協賛： 日本イーライリリー

レセプト審査上の問題点：楠本謹也先生

一般演題：メディアリテラシーについて

新潟日報社花沢読者局次長

特別講演：発達障害の外来診療島田療育セン

ターはちおうじ小沢浩先生

10. 第5回全国てんかんセンター協議会総会平成

30年2月10日 （土）～11n (日）

於朱鷺メッセ

会頭：国立ｿi)j院機構西新潟中央病院神経小児科

遠山潤先/'2

ニー

1l 第5511｣l学術描演会並びに第37回総会平成30年

4月14日 （士） 東映ホテル

講師：若葉こどもクリニック山|崎勉先生

（感染症キットについて）

3． 第5回「子どもの心」研修会（導入編）

平成29年10月15R (日）於千代川区

4． 第36回東北・北海道小児科医会連合会総会

平成29年10月21日～22日於福島市

シンポジウムテーマ「外来小児科での発達障害児

へのかかわり」

新潟県シンポジスト ：佐藤昌了先生

「(仮題）小児科医院での連携を活用した親子支援」

12. 第291回|日本小児科医会総会フオーラムパシ

フイコ横浜平成30年6月23日、 24日 （土、 H)

13. 第24回日本保育保健学会平成30年10月13、 14

H (土、 日） 新潟11j柳本利夫先生会頭
へ

5． 第31面1 家庭看護ﾉJ醸成セミナー岡III県医師

会館三木記念ホール平成29年10月29H (日）

於 liMI I 1県

6． 第17回思春期の臨床講習会一般財団法人

’二1本教育会館第一会議室平成29年11月191 1

（日）於千代田区

7． 第227回新潟地力会平成29年12月16日 （土）

新潟大学医学部第一講義室植田育也先生講演

8． 第54回新潟小児神経学研究会平成30年1月27
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新潟県小児科医会入会・変更申請言
必要な方に丸をお付けください

平成 年 月 日

新潟県小児科医会会長殿

新潟県小児科医会に入会・変更を申請いたします。
必要な方に丸をお付けください

注)変更の際は､変更部分のみ記載してください。
ふりがな

氏 名
へ

昭和･平成 年 月 日生年月日

勤務先名

勤務先住所 T

勤務先TEL

勤務先FAX

自宇住所 〒

自宅TEL

メールアドレス

戸里

勤務形態 口開業医 口勤務医 □その他

送付先 口勤務先 口自宅

新潟県小児科医会メーリングリストへの登録口登録する 口登録しない

入会･変更を申請される方は､新潟県小児科医会総務佐藤昌子

〒959-0130新潟県燕市分水桜町2丁目4番21号佐藤内科小児科医院

TEL: 0256-97-2355、 FAX: 0256-98-3572、

email : smasako@xpost.plala.or. jpにご連絡ください。
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今年の夏は、例年に比べ手足| l病の流行などでお忙しかったのではないでしょうか？

RSウイルスの流行、おたふくかぜの流行など、一部では川崎炳も多いのではとか。地域

性もあるかと思いますが、いつもの夏の様相が変わってきた感があります。ワクチン接種も

増えて、末端の小児科診療も変化が続いていると思います。

巻頭言は副会長の小川先生に書いていただきました。Aya世代、聞きなれないワードです

が大切な問題を知りました。特集は、発達障害について県内各地域の先生方に、診療の現状

と問題点などを含めて多方面からご執筆いただきました。いろいろな観点からご教示いただ

けると思います。相対的なものもあるかもですが、小児科診療では患者数が確実に増えてい

ると思います。多くの患者さんのご診療にあたっている先生方のお話から、いろいろ参考に

させていただける内容です。学術では星名先生に気管支ファイバーの診療についてご説明い

ただき、大学ナウは内分泌班の長lll奇先生に書いていただきました。 H頃のご診療のお忙しい

中ありがとうございます。 トピックスは、今年の麻疹騒動について、報告していただきまし

た。 I1侯元通るとすぐ，忘れてしまいますが、いつとき診療に、病児保育紹介に緊張感が走った

のを覚えています。いつまた起こるかわかりません。随想では、二人の先生方に書いていた

だきました。浅見先生には、今li'1も面白いお話をいただき、 ｜鳴倉先生にはびっくり、貴重な

経験の記録をいただきました。

今回も、原稿執筆を快くご承諾いただきありがとうございました。会員の先生方に興味あ

る内容ができたのではないかと考えております。皆様方に深謝いたします。

（櫻井 守記）
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