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佐藤雅久副会長

永年、 ll本小児科医会、 日本産婦人科医会、

[1本医師会などが成立に力を注いできた成育雄

本法が、平成30年12月に成立しました。各先生

方のご努力の賜物であり、大きな意義があると

思います。この法律は、 L|的を「成育過程にあ

る者及びその保護者並びに妊産婦（以下成育過

程にある者等）に対して必要な成育医療等を切

れ目なく提供するための施策を総合的に推進す

る事」とし、基本理念を「成育過程にある者の

心身の健やかな成育が|叉'られることを保障され

る権利を尊重して推進されなければならない」

と調っています。

そして、 1通|は成育医探等協議会を設置し、各

方面の意見を聞き、施策を実行する努力をする

事、医療関係者もその施策に協力する事を規定

しています。

その基本的な趣旨をまとめると下記のような

事となると''&!います。

①妊娠期から成人までの支援：妊娠期の母親

の家庭支援から出産後の成長過程における

切れⅡのない医療・教育・ｲM祉の支援が保

ようにする事）

④科学的知兄に基づく子育ての知識や食育の

普及を行う事。

⑤予防接種、乳幼児健康診査、学校健診を行

うと共に、そのデータベースを蓄積して整

備し、健康の促進に活用する事。

⑥子どもの死|火|を検証する体制の整備を行う

事。などです。

この法律は、具体的な規制や罰則については

規定しない理念法なので、その具体的な施行に

関してはこれからの問題になると思っていまし

たが、その法律文を読んでみると、すでに課題

となっている1；が列挙されています。

急激な少子化の進展や成育l昊療を取り巻く環

境の変化に即応した対応を求めると共に、科学

的知見に基づく適切な成育|長療を提供する事

や、医療体制の整備や救急医療の充実。社会的

孤立を防止し、虐待の予防と早期発見を行う事

が記戦されています。

我が国は、急速な少子化が進んでいます。こ

の「少子化」という表現が良いか否かは、議論の

あるところですが、 フランスなどでは、少子化

が改善されてきていると言われます。 日本でも、

大泉元衆議院議員や読売新|1H榊原さんの意見の

ように、人n政策として取り組み、若者の声を

優先し、女性が仕事か育児のどちらかを選ぶし

かない社会を改め、育児をする家庭への手厚い

給付や減税を実施すると共に、生産性第一主義

の社会を変えて、育児体l1段、職場復帰後の活躍

の場の確保等に取り組むしかないと思います。

一一L

丹

へ

障される社会を築く事。

②政府は毎年一回、施策の実施状況を公表す

る事。

③母子保健事業の縦割を解消する事で、児童

相談所などの関連医療機関の連携不足を解

消し、子育てを孤立させず、虐待等を防ぎ、

子どもが健やかに育つことが保障される社

会を築く事｡ (一地域だけで無く、 日本各

地の医療機関、児童相談所の連携がとれる

1
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が出来なくなっているのです。我々医療者も緊

急課題と考える必要があると思います。

最後に死因究明等推進基本法が成立し、来年

(令112年) 4月より実施されるようになった

事も朗報です。私は勤務医時代に、当直した同

僚から、原|大|不明で納得のいかない死亡例が救

急外来に受診することを聞き、悲しい思いをし

ました。死亡例は、その死因を、ある程度納得

のいく方法で究明していただきたいと思いま

す。これは、虐待を含めた犯罪を暴き、その減

少に少しは貢献することがlll来るのではないか

と思っていたからです。

まとまらない話になってしまいました。要す

るに、妊娠したとわかった時点からの、母親と

医療|fl係者や行政との関わりを持たせ、生まれ

た後もその関係を続けていくことができるよう

な法律を作り、行政糸ll幟の再編を行い、社会と

孤立した家族を作らないような仕組みの構築を

望みます。 ｜ ｜本版ネウボラでしょうか。それ

は、貧困からの脱出、虐待の防止、発達障害な

どの障害者の救済などの問題にも対処できるの

ではないかと期待しています。繋がりのある社

会を築くために、 この成育基本法の有効な活用

虐待も多くなっています。新聞で、悲惨な虐

待事件が載らない［|は少ないと思います。わ

かっているだけで、年間の死亡数は50名を超

え、その半数は0歳児で、 3歳までが60～80%

を占めています。その加害者は実母が多く、子

育ての難しさを表していると思います。相談件

数もうなぎ壷りで、平成27年から年1万件を超

え、 29年には13万3千件以上になっています。

これには、新聞報道などにより、虐待への関心、

知識が深まった事も影響していると思います

が、実際にも増えていると言われています。国

は、今までも、児童福祉法、母子保健法、健や

か親子21、児童虐待防止法などで対策を行って

きました。 また、子ども・若者育成支援増進法

などでも対処し、具体的には、 「こんにちは赤

ちゃん事業｣、 「ファミリー・サポート ・セン

ター事業」などを行ってきました。 しかし、虐

待が増加している事は、その支援が、すでに健

やかに成長している子どもには届けられました

が、実際に|水Iっている家庭、母親には、届かな

かった事を表していると思います。行政が悪い

と言っているのではありません。そのような家

庭は、支援を求めず孤立していて、保健所など

で見つけだすことが難しく、支援が届けられな

かったと思います。同じ事は、妊産婦にも言え

ると思います。虐待死では、母親が妊娠期に適

切な受診をせず、炳院外で生まれ、その日のう

ちに実母の虐待で亡くなる例も多いと言われま

す。保育関係、医撫関係者が関わる事ができな

いのです。

よって、妊娠初期からの支援が大切になると

思います。妊婦健診の回数の増加、無料化も大

切ですが、妊娠がわかったllザからIJ親と接触

し、信頼関係を築いて行くことが大切になりま

す。フィンランドの「ネウボラ」というお手本

があるのですから、その日本版をつくり、小児

科医、産婦人科医、行政が協力して、 「妊娠初

期からの関わり」を持つことが出来る法律を作

ることを提案したいと思います。 もちろんプラ

イバシーなどの問題もあるでしょう。 しかし、

現実はそのような理想論では虐待死を防ぐこと

へ

を祈念いたします。

ニー

ーヂ
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恥児護宅医療の現職ど問題鴬

I

長岡療育園園長小西徹

園はじめに

在宅小児（医療的ケア児） ・在宅重症児が2008年

頃より急増している。彼らの生活／健康を維持する

為に、在宅医療体制の整備・連携が求められてい

る。新潟県においても県・医師会等を中心に連絡協

議会・研修会などが立ち上がりその普及が図られて

いる。

長岡療育|薫|は1979年に開設し40年を経過する。そ

の間、重椛心身障害ﾘJ者（以下、重姉児者）の医療・

療育を担ってきており、幅広いノウハウを持ってい

る。このノウハウを在宅重症児者支援として活かす

ことは重症児施設の重要な使命であると考えてい

る。当|束|では1990年重症児者通園モデル事業を受託

したのを契機に、短期入所、重度訪問介護・訪問看

護と積極的に在宅重症児者支援を実施してきた。そ

の実施内容について述べる。

みならず福祉的支援（療育・活動支援、生活・介護

支援） も必要である。図lに現|災療福祉制度におけ

る在宅重症児者支援を示す。在宅支援は大きく、①

通所支援（日中活動・療育、医療)、②短期入所支

援（レスパイト ：医療型、福祉型)、③居宅訪問支

援（訪問診療、看謹、介護、 リハビリ)、④ｲ:| l談支

援（各種相談、サービス利用）に分けられる。重症

児者では単独の支援では不充分で各々の支援の連携

を密にして重層的に|奥lわることが重要である。

新潟県は南北に長く広大な而祇を有する。身近な

所での支援が理想だが、社会資源が限られるil!で、

市lll].村毎に支援体制を整備することは難しく、医療

福祉|を|域での体制整備が実現Iﾘ能で妥当と考える。

当園では近隣2圏域にサテライト的な通所支援（圏

域の支援拠点）を立ち上げより広域での支援を実施

してきた。新潟県における在宅砿症児者（狭義）は

500名弱で(H27、新潟県小児等在宅医療連絡協議

会)、当圃では外来診療・訂||練、垂症児者迦|刺3か

所、短期入所（20床)、訪問看護・介護、相談支援

へ

へ

1

重症児者の在宅支援

重症児者は重度の障害を有する為に医療的支援の

モetc

共lij生活支援

図1 ． 重症心身障害児の在宅支援

3
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表1 ．通園利用時の医療行為

2004 (1施設) 58名 2014 (3施設) 106ji'!

件数

0

640

184

625

1,207

664＊

(％） 人数 （％）

0 5 4．7

24.1 35 33.3

6．9 3 2．8

23．5 37 34．9

45．4 72 67．9

件数

796

1,526

129

3,716

4,604

3.132*

(％）

7．8

14．9

2．8

36．3

44．9

人数 （％）

0 0

15 25．9

2 3．4

11 19.0

34 58．6

医ケア

呼吸器

吸引

吸入

経管

訓練

その他

3,320件/1,954名 l.70件/Ⅱ/人

13,379件/5,867名 2.28件/ll/人

2004延べ件数

2014延べ件数

を実施しており、 リ,↓内重推児者の約2／3が当風の

支援を利用している。

とめた。2004年は医療度が低いケースが多かった

が、年|H1延べ利jH数1,954名で3､320件の医療行為を

実施した(1.70件/[|/人)。そして、 2014年には

超・準超重症児の利川が増え、年間延べ利用数5.867

名で13,379件(2.28件／日／人） と|ﾘlらかに増加し

た。この超・準超重症児者の垪加は全I到的な傾向で

あり、 2008年以降から年々着実に贈えている （利用

者の20%→30%)。

通園利用中の医療は、定期的通園の' '1での健康状

態の維持という点で適切で有効な医療と考えられ

る。更に、利川! ' !の数時間にわたる治療観察が可能

という''､';(でも有利である。規11ll的な生椚リズムは全

身状態の安定化をもたらすとされるが、定期的に通

|刺に通うことI皇1体が医療的ケア軽減に繋がる可能性

も推察される。

へ

1通所支援

1990年から重雄児者通陳|モデル事業が全lf15施設

(A型）で飴まり、 1996年に一般事業化され(A剛、

B型)、 2006年の障害者自立支援法で生活介護（成

人)、児童発達支援、放課後等ディサービスとして

法定化された。この通所支援は「l l中活動、生活の

場｣、 「訓練を含めた療育の場｣、 「脹療・荊護・健康

維持の場」であり、在宅重症児者支援の中でも' ' 1核

的かつ総合的な支援とされている。

当園では1990年モデル事業から定員15名／日で開

始した。開始当初から定員を超える利用があり、利

用期間も多くのケースが10年以上継続ということで

満足度の高い在宅支援を提供できていると考えてい

る。 2006年に障害杵自立支援法「地域で弊らすを当

たり前に…」が成立し、その趣旨に沿って2007年に

魚沼'ir (豪雪地帯）に、 2008年に三条｢|j (重症ﾘJ者

が多い）に重症児者通所支援を立ち上げた。ここで

も利用者は着実に贈え新潟県の｢11央部全体（中越、

魚淵、県央|を|域、一部新潟市や上越圏域） をカバー

している｡2014年の利用登録者は3通|刺合わせて

154名で、実際の利jllは平均40～50名/|｣である。

Do()rtodoorの送迎を原則とし、午前9 : 00～午後

3 :00の弧かりを行っている。来'荘lと|11時に|災療

チェック→午前の柄動→昼食→入浴または計||練→午

後の活動→帰宅で、療育椚動は11fil別支援プログラム

にi什って障害重症度に見合った椚動を実施してい

る。表lに実際に迎園利川中に行った医療行為をま

口■

閾短期入所（医療型）

重症児者では重度の障害を有するために常時かつ

濃厚な介護ケアが必要である。更に、呼吸・摂食隙

#ifなどの各種合併症を有していることが多く、医

療・看護ケアも要する。在宅生活ではその全てを家

人（主に母親）が担っており、精神的／肉体的スト

レスは極めて火きい。その為、家人のレスパイト等

を目的とした知期入所は在宅生活を維持する_上で生

命線的な支援である。支援ニーズ調査では、短期入

所はｲIりれの調査でも上位に挙がっている。短期入所

の意義は、①保護者の介護・看護負fl 1の軽減、②家

族のための時Ⅲ確保、③保諜者の社会的役割の遂

行、④屯症児肴の将来'.立に向けての準備、⑤QOL

向上、等が考えられる。現制度では煙期入所は医療

4
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図2．短期入所利用者

超
蝿
織

へ

園訪問看護､重度訪問介護

訪|川系サービスには、訪|川診療、希護、介護、 リ

ハビリがある。障害や疾摘を持ちながら住み慣れた

地域・家庭を拠,I,I,(として生椚が継続できるよう支援

する“在宅ケア”の理念に沿ったもので、高齢者に

おける地域包括ケア等として全国的に広がってきて

いる。近年、障害児者の倣域にも広がりつつある。

ただ、重症児者は高齢者と異なり多様な病態かつ広

範な合併症をｲjする等の特殊性があり、その病態を

理解した上での専門性の高い看護・介護が求められ

る。更に、発達途上の障害故に長い将来を見越した

支援（療育支援など） も必典である。

当|蒐lでは数年iiから限定的ではあるが訪問看護、

重度訪問介護を実施している。特に訪問看護につい

ては、超・準超重症児で|鐙療的ケアの多いケース、

体洲変化が大きいケース、家人の不安・悩みが多い

ケースなどに限定しての実施である。この訪問看護

には重症児ケアの知見やノウハウの豊富な認定看護

師が当たっている。派遣できる看護師、介護士が限

られることもあるが、利用将数がなかなか増えてい

ない（両支援とも10数名程度)。利用希望がそれな

りにあるが実施する上で以下のような問題点もあ

る。①受け入れ1111の問題：他者を家庭内に招くには

それなりの準術が必要（越後人の気質？）、その準

備をするくらいなら短期入所の方が便利で楽、②施

設側の人的制限：前述、③Mli離的・時|川的制限: l束｜

に近いエリアに限られる、短期入所などに比して短

時間の支援である、等が考えられる。訪問系の支援

型と福祉型があるが、重雄ﾘJ者では障害が重度、医

療的ケアが必要、突然の状態悪化がある、等々の即

由で''l.能な限り医療型を利川することになっている。

当|東lでは1996年に13床で開始、以後、利用ニーズ

の増大に伴い2002年に17床、 2009年に20床に増床し

て受け入れている。更に、 2008年からは緊急一般入

院5床も追加し、肢大25名/1]を受け入れることが

出来る。短期入所利用数は増床したこともあるが

年々右肩上がりで、 2010年に延べ6,000人／年（約

16人／日） を超え、以降は6,000～6,500人／年（約

18人/H)で推移している。利用者は全例大島分類

l～4の狭義鞠i世児者で、超・準超亜洲1i児者の割合

は当初は20％前後であったが2008年以降は30％～

35％と増加している （図2）。そして現在、人工呼

吸器祷即は18名である。利川者の地域分布は叫I越、

魚沼、県央圏域が多くを占めるが、新潟県全域から

の利川がある （蚊も遠方からの利用: 120km)。利

用理| 11は多ll皮に渡り、看誰・介護|氷|難、休憩、家の

用事、冠婚葬祭、家人の什事、治療tl l'I9などである。

また、最近ではNICUや小児病棟（脳炎脳症後遺ｿj.li

など）からの在宅移行に際してその｢l 1 lI1的支援とし

て短期入所を利用するケースも出てきている。短期

入所は原則予約制としているが、余裕ある病床数を

有していることもあり、突然の利用でもほぼ受け入

れられている。また、 どの様な重症例も引き受ける

ことにしており、人工呼吸器管理ケースなどの人数

制限もしていない。

タ囚
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麺文献

1 ）小Tl)小西

はll常生椚に密着した支援であり、今後、どの様な

ケースに必要で有効性が高いのかを検討しながら支

援拡大を|XIってゆきたい。

徹：在宅支援岡|｣|喜篤・監修，新版

兎症心身障害療育マニュアル，医歯薬出版東京。

2015, pp275-283.

2）小西微：辿|刺施設を活川した在宅支援の取り

fllみ. ClinicalRehabilitation21 :654-659｡ 2012.

3）小西徹， 末光茂宮l1l奇信義他：重症心身

障害通隙|の医療一通匝|事業における課題と対･策 ．

I I本重症心身障害学会誌36: 383-391, 2011.

4）石田美枝子、 刀根暁，小西徹：超軍推心身

障害児（者)，準超重症心身障害児（者）の短期

人所利川状況について． 日本重症心身'億害学会誌

4 相談支援事業

障害者総合支援法では障害者が在宅生活する上で

の色々の*||談やサービス利用に繋げるための窓口と

して相談支援事業を重点施策としている。特に、重

症児者においては福祉的支援に加えて医療的支援も

必要なことから広範なｲ;| |談内容になる。その為、東

症児者に対応できる相談員（医療的ケア児者／重症

児者コーディネーター）の養成が始っている。当園

では指定特定相談支援・指定障害児ｲ;'1談支援を受け

ており、各種相談（約800件／年)、計lll'i相談・プロ

グラム作成（約30件／年） を実施している。今後、

上記コーディネーターとして重症児者に特化した札l

談支援を実施してゆきたい。

34 : 357-362. 2009

へ

考察およびま とめ

:]'1園で実施している在宅重症児者支援について述

べた。在宅医療＝訪問診療・訪問看護と思われがち

であるが、我々重症児施設が実施している外来診

療・訂||練、通所支援や短期入所も在宅支援であるこ

とに変わりはない。また、重症児において医療支援

は当然必要であるが、発達を考慮した療育支援や日

常生活介護支援も医療支援以上に重要である。この

点で重症児通園は両支援を同llfに提供できると言う

利点があり、在宅重症児にとって中核的で総合的支

援と考えている。ただ、全国的に充足するまでは

至っていないことが残念である。また、短期入所に

おいても病床数が少なく数か月先の予約になってい

る地域も多いのが事実である。これらの支援の更な

る整備が望まれる。

近年、医療的ケア児者への支援が話題になってい

る。医療'''9ケア児者の約7()％は重症児者であるが、

残りの30%は非重症児苦で、我々が行っている支援

の枠外的な見方がある。しかし、非重症児者におい

ても訓練や療育椚動は爪要な意味を持っており、療

育活動を継続することで医療的ケアの軽減に至る

ケースをしばしば経験する。我々が行っている療育

支援を是非とも利用して欲しいものと思っている。

へ
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児海宅砺越弛域囚か 医療囚現叛哩問題点
秒鐵 蕊 醤繋副薦繭■ 鋪蕊懸轍■■ 鍵鼬騨 萄 閲塞鶴鱒■ 壷鬮畿認翻 ■遡圏窺調 露

新潟県立新発田病院小児科松永雅道

新潟県の小児在宅医療に関する検討は、平成26年

から始まっているようです（表)。柳原先生の多大

な御尽力もあり、多数の御高名な先生方から御講演

を戴いております（お名前を検索すればすぐにわか

ります)。表には載せていませんが、 イ'ﾉ年、県内各

地で小児在宅療養支援研修会（主催：新潟大学医歯

学総合病院総合周産期母子|差療センター＆新潟県福

祉保健部健康対策課）が開催されています。 また、

県内の実情を把握するため、 3回の在宅医療整備の

ための連絡協議会と1mの調査が行われています

(調査期間は平成27年10)1 1日～10月311])。

調査の結果として、新潟市を除く下越地域は、在

宅療養児89名のうち、下越地域のみで診ている方が

10名しかいないということが分かりました。この協議

会では、 「さらなる分析が必要であり、 より地域の実

越地域の検討会が21ml行われました。図に示すよう

に、患者さんを中心とした御家族を守るため、多職

種の連携により小児在宅医療体制を構築する必要が

あることは、稚もが理解できます。各々が、 目分の

樹する組織で、 どのような立場で、 どのようなこと

を行っているのかも分かっていますが……… ○

、

一

第一回の|､越地域検討会での主な意見は以|､~の通

りです（抜粋)。

・重症児を診るのは地域のI |'核病院であるが、県立病

院は様々な事情で短期入所などのハードルが高い。

・小児科医|'liljllllのネットワークはあるが、ほかの職

種との連携は…”…・・

・病院内科は臓器別のため、小児科を離れると、い

わゆる主治医が不明。

・コーディネイトしてくれる方が不明で、右往左往

している。

情に応じた議論が必要」という結論に至っています。

｢さらなる分析」のため、平成29年、 3()年に、下

表新潟県における小児在宅医療整備に向けたこれまでの動き

(小児在宅医療体制整備のための下越地域検討会資料より、－部改変）

｢日医および国の動きと新潟県医師会の主張」 （新潟県医師会報）

第6旧|小児在宅医療実技i紳習会（県医師会理事柳原先生出席）

第l lW|小児在宅医療体制雌1jiliのための連絡協議会

新潟県小児在宅医療講演会講師：前川浩利先生

第2回小児在宅医療体制整備のための連絡協議会

新潟県小児在宅医療講波会講師：八木信一先生

小児等在宅医療地域コア人材養成講習会（柳原先生、他2"I)

第3回小児在宅医療体制整術のための連絡協議会

新潟県小児在宅医療シンポジウム講師：奈倉道明先生

在宅l矢療に関する人材養成研修会（|渠帥2名、行政1名）

第l lul l l本医師会小児在宅ケア検討委員会（柳原先生出席）

第2回日本医師会小児在宅ケア検討委員会（柳原先生出席）

第1回小児在宅医療体1iI整備のための下越地域検討会

新潟県小児在宅医療講習会

新潟県小児在宅医療識減会講師：中村知夫先生

第2回小児在宅医療体制整備のための下越地域検討会

新潟県小児在宅医療講演会講師：八木信一先生

平成26年6月

平成26年8月

平成26年12月

平成27年l j1

平成27年6月

平成28年l )J

平成28年2Ⅱ

平成28年2月

平成28年10月

平成28年11月

平成29年1月

平成29年3月

平成29年3月

平成29年3月

平成30年3月

平成30年11月

平成31年1月

一

名TIT屋大学医学部付屈病院

新潟T|丁総合保健医療センター

新渦県医師会館

新潟市総合保健医療センター

新潟ﾘi4l児師会館

成育医療センター

新潟県l更師会館

東映ホテル

成育|災療センター

日医会飢

i二I医会館

新潟ﾘ,41握師会館

新潟県医師会館

新潟県医師会館

新潟ﾘ14医師会館

燕三条地場産業振興センター
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保健所

(連絡会）保健センター

（市町村）市町村
／

相談支援事業所 療育医療機関療育医療機関
健
訪
相

健 診

訪問

相談

談問

相談支援

専門員

＃支援

門員 基本相談

支給決定
医療的ケア

児等コーディ

ネーター

入院／

ﾉハビリ
地域の

中核的病院中

相談支援

総合調整 障害児支援利用計画

サービス等利用計画

害児支援利用計画

一ビス等利用計画

入院児支

援コーディ

ネーター

NICU等から退院

／急変時入院
患者

居宅介護

重度訪問介護

生活介護

短期入所／
、

新潟大学医歯学

総合病院障害福祉サービス

事業所
訪問診療

往診
児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援 訪問看護

一

診療所等

障害児通所

支援事業所 訪問看護
ステーション

図下越地域における小児在宅医療体制イメージ

(小児在宅医療体制整備のための下越地域検討会資料より、－部改変）

地域包括ケアシステムに小児は含まれていない。

高齢者には多職種連携が進み、 「顔の見える関係」

から「仕事内容が見える関係」へ進みつつある。

小児も同様の取り組みが必要。

|差療と福祉でお互いがどこの樅に頼めばよいかわ

からない。

． ||正眠時llllが取れない。

・就業ができない。

・兄弟姉妹の行事、外出の制限等々。

・医師を含めた相談先の不足。

「生の声」は、医療的ケアを要する児について

‘‘ちょっと”勉強すれば、新潟県に限らず、同じよ

うな声をうかがい知ることができます。多くの場

合、 “ちょっと”知っているだけで、 システム作成

のために実働しているとは言い雌いように感じま

す。

平成29年度に拝聴した術演会の資料によれば、

｢障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律及び児童福祉法」第五'六条の六第二

項には「地方公共団体は、人工呼吸器を装着してい

る|境害児その他の'三l常生析を営むために医療を要す

る状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適

切な保健、医療、 #M祉その他の各|11連分野の支援を

受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連

分野の支援を行う機関との連絡洲撚を行うための体

制の整備に関し、必要な措置を誰ずるように努めな

ければならない」 （平成28年6月3 1=I交付、同日施

行） とあります。新発田T|1、村上巾では、支援を行

へ

「地域の実情に応じた議論」が必要ということで、

まずは新発田'|j内の在宅医療を必要とするご家族等

から、生の声（抜粋） を伺いました（新発田市自立

支援協議会児童部会による)。

・福祉型児童発達支援センターはあるが、医療的ケ

アがあると入l刺困難。

．特別支援学校在学中、看護師は1名。その看謹師

が休むときは、親が付き添うか、学校を休まなけ

ればならない。

・短期入所、 レスパイト入院できるところがない。

・訪問リハビリ、通所リハビリがない。

・通学の移動手段が保護者･送迎しかない。

・バギー等を降ろし易い駐車場がない。

・福祉II(両の峨入や大刑新車の改造に対する補助が

ない～少ない。

8
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う各分野の関連機関が、協議する場を設置し、様々

な話し合いを始めています。一方で、医療的ケアを

要する児や家族を守るため、医師会および小児科医

会、各病院上層部、小児科医（新潟大学および関連

病院、主な開業医)、行政の担当者、福祉関連担当

者に対して、期限を定めなければ、 これから10年

経っても何も変わらないのではないかという危‘倶も

あります。

以上、私見を交えた「下越地域の小児在宅|差療の

現状と|川題点」です（村上市は、 こども発達支援所

｢はる」の存在もあり、下越地域の中で先んじてお

り、 うらやましく思っています)｡

今

へ

9
篭
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重雅掘鰯か児溢宅医療に関瀞溶私的雑感
;､、 綱 潔灘圏 篭謹 醐蝿熱圏 扉諜騨釦 轟讓圃藩 蕊 議薗 掴酋■ ■鎚謹 醗蕊灘 遜灘 鬮

国立病院機構西新潟中央病院神経小児科

恩 鐵

、＋

]泉

鱈報溺 忍I 窓

山 潤

皿はじめに

西新潟中央捕院には120床の重症心身障害（以下、

重心と略す）荊棟があり、県内の重症心身障害児者

(以下重心ﾘJと略す）の方々を受け入れている。新

潟県ではいまだに基本的に入所者は児童相談所が決

定する方式がとられており、入所者は我々小児科医

が独断で決めるわけにはいかず、 したがって重心病

棟を増床するのも県の認可が必要である。当院では

重心病棟がある関係で、重心病棟入所に待機する方

や呼吸器をつけた重心児の在宅ケアや短期入所など

も請けおっている。ご存じのようにその人数はここ

数年でかなり墹加している。今回、新潟県小児科医

会で“小児ｲI宅医療の現状と|Ⅲ題点” という内容で

特集が組まれると言うことで、小児在宅医療や当院

の実!|､i'iなどについて新潟県の小児科医で情報を共有

とんと､ない。一方、 ’二l常診療で診ている重症の神経

疾患を持っている方々は多くは家族で'1常のケアを

おこなっており、私どもはその手伝いのほんの一端

をするだけである。特に気管切開をして人工li乎吸器

をつけている方は特別支援学校にもいけずほぼ24時

間ケアが必要であり、その労力は人並みならい物が

あるのは言うまでもない。疾恩の多くは新生児期の

低酸素性脳症、急性脳症後遺症や重症の神経疾患な

どである。近年の遺伝学的検査の進歩により、大田

原症候群やウエスト推候群などの新生児から乳児期

発症の重度なてんかん性脳症や脳形成障害などｲIII経

疾患の多くは、何らかの遺伝子のdenovo変異に

よっておこることがわかってきている。これらの疾

患を持つ家族に原凶を説明するときは、 「誰でも起

こりえることですよ」などと説明するわけである

輿~巳

していくことは今後の小児医療を考える意味でも大

切なことであると思う。これまで一般的な当院の取

り組みは何回か講演やシンポジウムなどで発表して

きた。ここでは一般的な取り組みではなく、重症児

の小児在宅医療に関する全く私的な意見を記したい

と思う。当院の公式見解ではないのでその点につい

てはご理解いただきたい。ちなみによく聞かれるこ

とであるが、国立病院機構自体は特に税金注入や補

助金などは受けておらず、 2018年度は機構全体で黒

字決算であった。当院もここ10年は単年度黒字経営

である。

が、 「たまたま」起こりえることでこれだけの違い

が出ることに対して、 （善し悠しとか大変であると

かの判断はできないが）釈然としない思いを持ちな

がら,世者さん家族の希望に添うように医療をおこ

なっているのがいつわらざる気持ちである。少なく

とも、 自分の家族に気管切開し人工|呼吸器をつけた

者がいた場合、現在とMじ生活を続けることができ

ないのは明白である。実際、そのような患者さんが

私どもの病院に入院したときに、病棟の看謹師に

「自分のお子さんが人工呼吸器をつけた重綻児で

あった場合、 と・うするか」などと仕事の合間に尋ね

てみると、ほとんどの職員からは「やっぱり今の仕

事は辞めるしかない。仕事は主人に任せて自分は看

護をするc」という答えが返ってくる。

へ

2自分だったら どうか

私は病院勤務医であり、国際学会を含めて年に数

回以上は学会川張や祇油などに''1かけている。小児

科医会も予定があえば出席し情報交換会も参加して

いる。現在は妻と子ども2人の4人家族で、私、家

内とも県外出身なので子育てに頼れる親戚などは県

内にいない。家族はそれほど大きなｿi)jを煩った訳で

はなく、看病が大変ででかけられなかったことはほ

3小児神経学会での出来事

先'二lの第611111p本小児神経学会で鳥取大学脳神経

小児科に私が在籍していた時に指導していただいた

先輩の一人である河1%(仁志先生と言う方に久しぶり

にお会いした。河原先生は筋ジストロフィ－症や重

10
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症児などのケア、特に呼吸器ケアを専門としてお

り、いくつかの著書もある。鳥取大学でも小児神経

の学問的なことに加えて、患者さんを診る心構えや

小児神経の裏表などいろんなことを教えていただい

た。そのお話は歯に衣着せないというか何でもはっ

きり物を言う方で、言うことは正論であるがゆえに

あまりにもストレートすぎていろんなところで軋礫

を来すようなどちらかと言えば小児ｷ'l'経のアウト

ローのような先輩である。鳥取大学の後、松江瓶

院、八雲病院八戸病院などで勤務し、現在はT葉

市で在宅医療のクリニックに勤務している。会うと

きはいつもその時に自分の興味のあることをこちら

にほぼ一方的に話す。今回の小児神経学会では当

然、陛療的ケア児の在宅管理の話題である。

iXlll 「先生、今どこで働いているんですか？」

河服「「りくるたす』っていう千葉市の在宅医療

のクリニックにおるわ｡」

遠「小児在宅医療ってやっていけるんですか？」

河「それなりに患者さんがいればなんとかやって

いけるよ。新潟でも忠者さんはおるだろ？」

遠「ますます増えていますよね｡NICU後とか。

みんな呼吸器つけるし｡」

河「みんな家に帰そうとするやろ。家に帰すのは

無理だろ｡」

、こf全 F垂 の｜

］里｜えつr」

河「おまえ、呼吸器つけた子を全員家に帰すなん

て今の日本じゃ無理だろ｡」

速「ま、それはそうおもいますけど。でも先生の

お客さんでしよ？」

河「それはそれや。医療的ケアがある子を全員家

に帰すのを強要するなんてやったらだめで

しよ。」

速「じゃ、 どうするんですか？」

河「l玉|とか県とかでNICU後の重症児を診る施設

作らないと無理でしよ。おまえみたいなのが学

会で作るように運動しろよ｡」

遠「白分には無理つすよ･」

と言うような会話をした後に、重症児をみる母親の

代珂ミュンヒハウゼン症候群の話や、在宅呼吸器の

見方などを教えていただき、わかれた。自分でも重

症児をずっと家族が家でみるのは大変なので、その

お手伝いを少しでもできると良いと思うのが現在の

診療のモチベーションであり、家族だけで家でみる

のはむずかしいとは常々思っているが、 ここまで

はっきり言われた経験ははじめてである。全くその

通りだと思うがその議論はみんな避けて通っている

と思う。果たして状況は変えられるのか、やっぱり

言われたからには努力する必要もあるのかも知れな

いと思いこの文章を耆いている。

{4当院の小児病棟の現状と今後

当院は重心炳棟がある関係で、重心病棟に入所希

望の人や在宅ケアの人のショートステイの依頼が来

る。小児科病棟はてんかんｿi斯棟で55床あり、脳神経

外科やてんかん科との混合炳棟である。小児はだい

たい10-15人程度入院している。その' | 1で呼吸器を

つけたお子さんは現在3人で、そこにショートステ

イで||乎吸器をつけた児も加わる。 また、当院では遠

くから入院する方もいることもあり、家族の付き添

いがなくても入院を受け入れている。夜勤の看護師

は3－4名（手術| ｜により出なる）であり一般病棟

でもあるので緊急入院やナースコール対応もあり重

心病棟で重症児をみるのとは異なる。いくら医師が

診られると言っても入院してII乎吸器をつけた患者さ

んをケアできる人数には現状の職員数では限りがあ

る。当院の看謹Wiljが小児の呼吸器ケアに特化してい

る訳でもなく、難制限に受け入れるのは医療事故を

誘発しているようなものである。新潟11丁内の小児科

があるｿi)j院では、新潟大学|災歯学総合炳院と新潟'li

民病|塊以外は原則、呼吸器をつけた児は診ていない

と思うが（間違っていたらすみません)、付き添い

がないと診られないとか呼吸器がついた児は診られ

ないと言っている場合ではないほど対象の重症児は

増力| |している。 ll乎吸器をつけた重症児がさらに増え

ていくのであれば、医療の責任は国や県などの自治

体が持つ、 自治体からの袖助で職員をかなり増やす

などの特例がなければ一つの炳院で診るのは無理で

あろう。

へ

へ

獄おわりに

ここでは全くの私見を述べた。外来のクリニック

やホームヘルパーが在宅医旅に関わるといってもせ

11



令和元年9月

いぜいl 1 1 1時間程度である。ご家族は在宅ll乎吸器

のお子さんを24時間ケアしている。医療的ケアが必

要な児を我が国で診ていくには、できれば|韮|や県が

どこかにそのような児を診る施設を作るのが理想で

あるが、すぐゞに実現できなければ、県内の炳院でど

のように協力して患者さんをみていくかざっくばら

んに相談していく必要があると思う。これは小児神

維専門の医師のみでなく小児科医全体の問題である

のは、今後の小児科医療の動|hlを考えても|ﾘlらかで

ある。

＝≧

一

哩宇
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小泥 の現職陸問題簿 －た越迩睡一
顧瀞窺醒 鴎蕊翻纏 溌膨蔑 灘 駕 ‘鴬 慧薗厩 i 豐蕊鐙 固 睡 #蕊 鋪熱薗 園謡識麺

新潟県立中央病院小児科倉辻
｜
｜
｜
｜
目

上越地域における小児在宅医療の現状と問題点に

ついて平成28年10月の第521III新潟県小児科医会学術

集会の発表を中心に述べる。

平成26年度から小児在宅医療体制整術連絡協議会

が行われた。本協議会で最大の問題とされたのが新

潟県として在宅医療を必要としている魁者の数およ

び必要としているケアの内容を全く把握できていな

いことだった。基礎データを得るために新潟県福祉

保健部により 「小児在宅医探に関わる実態調査」が

行われた。小児在宅医療に関わる実態調査の内容を

表lに示す。小児科を標椿する医療機|典lに対し個別

訓査を、医療機|則（病院．診療所）および訪問看謹

事業所に対し資源調査をアンケートで行った。

上越地域の結果のみ抜粋する。在宅療養児総数66

人だった。このうち当院で把握できていたのは38人

＝＝

(57.6％）だった（図l)c

表1 ．小児在宅医療に関わる実態調査の内容

・目的

医療依存度の高い重症児の実態を把握し、急性期後も継続的に医療的ケアが必要
な児への支援のあり方を検討するための基礎資料とする。

・調査内容

1． 個別調査

①対象：入院・在宅療養の障害児(者)のうち医療的ケアが必要な者

年齢は18歳未満（ただし、医療型入所施設の対象者は全年齢を対象）

②調査基準日 ：入院平成27年10月31日現在

外来･短期入所平成27年10月1日～10月31日

③調査項目 ：市町村名、生年月、性別、障害分類、必要な医療的ケアの内容等

④調査先：県内の小児科標傍医療機関等

2． 資源調査

医療機関（病院、診療所）及び訪問看護事業所へのアンケート調査

一

知能(Q)

不明1(0） 80
n=66(38)

V群(医療的ケアが必要な強度行動障害など） 4(1) 70境界

50軽度

35中等度

20重度

最重度

| |群(重度肢体不自由）

7(5)

’V群

15(12）

| |群(重度知的）

6(5)

|群(狭義の重心）

33(16）

|群(狭義の重心）

33(16）

運動機能 走れる 歩ける 歩行障害 座れる 寝たきり

（ ）内は当院で把握できた数

図1 大島分類に基づく上越地域の在宅療養児
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図2 医療的ケアを要する児のケア内容

当院で把握できた38人中28人が複数の医療機関を

受診してした。受診医療機|製lの所在地は上越地域内

47人、中越地域16人、新潟市3人、県外8人だった。

上越地域だけでは小児の在宅医療を完結できないと

いうことができる。

当院の在宅療養児が受けている医療的ケアの内容

を図2に示す。経'二I摂取全介助・経管栄養（経鼻・

胄痩､腸瘻・経腸管)31人が岐も多く、体位変換20人、

呼吸器管理（在宅酸素療法・気管切附・人工||乎吸器）

10人と続いた。この傾向は新潟県全体と同様だった。

本i洲査について調べた過程で感じた問題3点につ

いて述べる。

1 . 地域で|墾療的ケアを必災としている患蒋を把握

できていない。

今|''1の調査で上越地域の在宅療養児66人のうち当

院で把握できたのは38人（57.6％）だった。当院は

上越地域唯一の小児三次救急対応'1－能な施設であ

る。当地域で生活している機厚な医療的ケアを要す

る児の体調不良時に対応することが責務の1つであ

る。稀な例であるかも知らないが、主たる受診医療

機関は他地域で、上越地域でのかかりつけ医は個人

病院（内科）である児がいた。体調不良時に突如救

急外来を受診し、 これまでの経過や管理方針を把握

できないまま急速に病状が悪化し、 ，哩者死亡に至る

という症例を複数経験している。地域で生活する在

宅擦養児のうち当|塊を受診する可能liがある患者に

ついては現状を把握しておきたい。

2． ショートステイや入所'1｣能な施投がない。

上越地域でレスパイトを含め、 I芙療的ケアを要す

る児が入所II｣能な施設がなく、 中越地域の施設に

頼っている現状がある。重症な児であるほど移動に

は困難を伴う。上越地域にも在宅療養児のショート

ステイが可能な施設があれば、家族の負担軽減につ

ながると考えた。

3．患者が受けている医療および福祉給付の情報を

全て把握しているのは母剃のみである。

カルテ情報のみでは児の発達状況を確認できない

児がいた。病院として身体障害者手1帳や療育手帳な

どの受給状況を把握していない。それらをデータと

して残していないため調べる術がなかった。情報を

一元的に管fll!できるシステムがなく、母親しかそれ

らを把握できていない状況である。このため患者に

よっては制度の存在を知らず、本来受けられる医療

および福祉の給付を受けそびれている患者がいた。

小児在宅腿療に'1Iする研修会で「連携」と侍口々

に言うが、趾のみを' i!心とした繋がりであり、患者

に関わる行政・医療・福祉および教育の繋がりが希

薄であること、小ﾘJ在宅医療のシステム自体が未成

熟であることが問題であると感じた。本調盃から1

年半が経過し、以前と比べ一部であるが顔の見える

関係が構築されつつある。

一
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の場合＝
騨 醐縫隷腫圏 穰鶴蕊關 墾鑑騒麟国■湧盤騨露■ ■騨甥湖 ■ 蕊鍵醤曲■■閣蕊鰯■■雷翻議難 鷹蕊蕊鞠 謡鷺

赤坂紀幸新潟県はまぐみ小児療育センター小児科

「療育とは現代の科学を総動員して不自F1:|な肢体

をできるだけ克服し、それによって幸いにも|m復し

たるl' 'l復能ﾉJと残存せる能力と代償能力の三者の総

和（これを復活能力とll乎称したい）であるところの

復椚能力をできるだけ有効に活川させ、 もって自活

の途の立つように育成することである｡」

療育の父といわれる商水憲次先生の、今から77年

前のお言葉です。今回この場をお併りして、小児在

宅医療における「はまく、み」の関わり、おもに療育

での|11わりを紹介します。

高木先生の理念をもとに、 「はまく’み」は昭和33

年7月1日 (61年前)、新潟県肢体不自由児協会と

新潟県が一緒になって県立民営の「はまぐみ学園」

として開設しました。隣接して特別支援学校も同時

に|刑没しています。当ll寺の入所者は先天性股|仏1節脱

臼、脊椎カリエス、ペルテス病、ポリオの小児が主

でした。 「はまぐみ学匝|」は比較的元気な整形外科

疾忠児の入所施設で、生活の場であり医療の場でし

た。幣形外科手術も数多く施行され、術後管理やそ

の後のリハビリテーション目的の入所も多かったよ

うです。昭和40年県営に移行、昭和54年7月に改築

第1期工事着工、昭和56年「はまぐみ小児療育セン

ター」に名称変更されました。当時は3病棟130床

の定員でした。平成になりいろいろ修正があり現在

に至ります。

開設以来所長は整形外科医でしたが、 10年前に東

條悪先生が小児科医としてはじめて所長となり赤坂

が2代目です。現在小児科医は私を含めて4人（う

ち支援枠1名)、整形外科医1名。炳棟はl病棟で

50床。重症心身障害児・者（以下、重症児・背）病

床はなく、高校を卒業した重症者は長期間の措置入

所はできません。

現在の入所者の概要です。事情により長期間入所

(年i11位） している児が10名程度で砿症児が主。 「親

子入所」が数名、重症児・者等の「短期入所」が

6－7名。 「親子入所」と「短期入所」については後

で簡単に説明します。詳しくは言えませんが児童ｲ| ｜

談所がらみの入所、 口閉スペクトラム症や注意欠

如・多動症などの神経発達症の入所もあります。

｢親子入所」以外の入所は原1111家族の付き添いはい

りません。開設当初の主流だった整形外科的疾患の

入所者は治療法や予防法の進歩もあり激減していま

す。このように入所ffの数は減っていますが、多様

化しています。

外来旭者数は年々増え、かつ多様化しています。

従来は前述の整形外科疾患が主でしたが、脳性麻郷

以外の連動器疾患は減少しています。 「脳性麻廊の

発生頻度は0.2％程度で横ばいだったが、最近は

0.25%程度とやや増加気味である｡」 という報告の

とおり 」 )、脳性麻卿児はコンスタントにいます。平

成17年に神経発達症が法定化されて以来、外来にお

ける神経発達症のIIiめる割合がj'iﾔえ続け、現在では

全体の2／3以上をしめます。神経発達症の有病率

は厚生労働省の統計では6～7％とされています

が、実際はもっと多いという意見もあり、今後もこ

の傾向は続きそうです。図lに私の外来慰者さんの

肘住地を示します。圧倒的に下越地区と新潟市の恩

者さんが主です。

次に「はまぐみ」における療育例についてご紹介

いたします。

脳性麻源の乳幼児の新患をご紹介いただいたとし

ます。以liiは「親了-入所」から療育を開始すること

へ

へ

が主でした。親子で2－3ヶ月間入所していただき、

|矢師、看護Ⅲj、保育士、支援貝、 リハビリテーショ

ンスタッフ等との関わりの中で児への関わり方を学

んでいきます。濃厚に関わることでお互いを良く知

り、信噸側係を構築することができます。地方会で

発表いたしましたが、急性脳症等のI1｣途障害でも

｢親子入所」は有効です2)o岐近は家族の事情等で

｢親子入所」できず、外来で療育を開始する例がほ
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上越・その他 上越・その他

神経発達症 運動器疾患

256人 85人

図1 私のある時期の外来患者さんの居住地
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とんどです。入所できたとしても1-2週の短期間

の「親子入所」が主になっています。

就学liiの乳幼児を対象にした「通所」部門もあり

日は1O名、休Ⅱは8名まで受けつけています。

以上「はまぐみ」はこの60年間で、疾想の多様化、

入所者数減少と外来数増加、そして入所巾心の療育

から外来中心の療育へと変わってきています。

図2に過去60年間の日本の新生児死亡率の推移を

示します3)。新生児医療の進歩により、以前であれ

ば救命し得なかったお子さんが助かっています。Rl

3に1歳前に広義の人工呼吸管理付きで新生児病棟

を退院した児の全国推定仙を示します3)。年々在宅

人工呼吸器の小児が増えていますが、わずか数年で

も明らかに増えています。表lに文部科学省洲べの

平成28年度の公立特別援学校での医療的ケアが必要

な阻童牛徒等の状況を示します。経管栄養、気切カ

ニューレ、人工呼吸器ともに在宅児が多いことがわ

かります。

重症児・者のおよそ7割は在宅で生活しています

が、在宅者は学童期までの若年届が多く、 より高度

な医療が必要な例が多いといわれています。 「はま

ぐみ」ではおもに下越や新潟市の承症)ILl ･者をはじ

が、在宅者は学童期までの若年届が多く、 より高度

な医療が必要な例が多いといわれています。 「はま

ぐみ」ではおもに下越や新潟市の重症)ILl ･者をはじ

ます。週に数日親子で通っていただき一定期間療育

を行います。 「親子入所」程ではないですがやはり

密度の濃い療育が' '｣能です。

就学後は支援学校等に通いながら主にリハビリ

テーション等を継続されている児が多いです。成人

後は他施設にお願いする場合もありますが、特に砿

度の障害がある例などは成人後も「はまぐみ」でリ

ハビリテーション等を継続しています。スタッフも

限られた人数ながら頑張ってくれています。

「あすか」という生活介護の場もあります。主に

三一

成人の重症者に通っていただき、楽しく有意義な時

間を過ごしていただきます。ご家族は付き添いませ

ん。こちらは医療ではなく福祉の場です。

また、ご家族の冠婚葬祭や休息等必要に応じて、

付き添いなしで在宅の児・者に一定期間入所してい

ただく 「短期入所」というシステムもあります。平
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図3． 1歳前に広義の人工呼吸器付きで新生児病棟を退院した児の全国推定値

表1 ．学校において医療的ケアが必要な児童生徒等の状況（公立特別支援学校）

対象児壼牛徒等の通学・訪問教育の別

［
医療的ケアが必要な児菫生徒等数(H28年度（名))

区分

’
高等部

(専攻科除く）
幼稚部 小学部 中学部 一言＋

ロロI

2，945

(323）

40

(2）

1，516

(221）

1 ，425

(208）

5，926

(754）
通学生

へ

訪問教育 ○ 1，100 505 585 2，190

合計 4,04540 2，021 2，010 8，116

※カッコは病院内や病院に併設し,ている特別支援学校の本校・分校・分教室に在籍者で内数。

|医療的ケアの行為別(例)の通学･訪問教育の別
医療的ケアの項目ごとの児章牛徒等数(H28年度（名) )

区分 経管栄養

(胃ろう）

経管栄養

(腸ろう）

気管カニューレ内

の痕の吸引
人工呼吸器の使用

78

(19）

２
Ｊ１

１
７
８
３
２
く

1，481

(256） Ｊ
９
３

４
８

４
１く通学生

訪問教育 59 8841，251 1，061

合計 137 1 ，3334，063 2，542

※カッコは病院内や病院に併設している特別支援学校の本校・分校・分教室に在籍者で内数

めとした小児在宅医療において重症児を巾心に療育

の場Imで関わらせていただいています。一方で高度

な医療が必要な例は確実に増えていて、医療は療育

の1 ' 1核でありながらその医療の部分で対応,水,雌な例

が増えています。例えば「短期入所」では人工呼吸

器はNPPVの児．者は受け入れていますがTPPVの

児．者は受け入れていません。 卜･越や新潟市の

TPPVの児．者は西新潟中央病院やその他の小児科

ｿi)j棟、 ' 1'越の長岡療育|刺を利用されているというの

が現状です。入所中の児．者も状態が悪くなると状

況に応じて他院にお願いしています。ここに「はま

く､み」の大きな課題、我々のジレンマがあります。

昨年度の新潟県の小児医療ワーキンググループで

は、新たな「小児医療施設」に「はまぐみ」の機能

の多くを吸収していただく事により、包括的な小児

在宅医療ができるのではないかとも議論されていま

す。本年7月から新潟県の実情に即した「小児医療

施設」の設置について検討を行うための「小児医療

あり方検討会」が設ii''fされました。今後こうした場

でより前向きな検討が行われることを期待します。

以上、 「はまく、み」の療育を通した小児在宅医療

への関わりについてご紹介しました。 「はまく、み」

は新潟大学小児科をはじめとした他の医療機関のご

支援．ご理解のもとに成り立っています。今後とも

よろしくお願い申しI党げます。

l)荒井洋脳性麻仰児・者に対する包括的介入．

CPフオーラムin大阪(2019年3月2 1 1～3日).

同抄録集l～11.

2）奥村理恵，他当センターにおける急性脳症行

為症例の療育に関する検討． 第227回| |本小児ﾈ111

経学会新潟地方会(2017年12)116H).

3）田村正徳． 第1章総論 1 .小児在宅医療人

工呼吸撫法マニュアルが必要とされる背景．小児

在宅人工ll乎吸療法マニュアル: l～9.

須堅
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最剛:甑M療湖位置列甑

礎 顕 ■ ■ ■

新潟県立がんセンター小児科

麹 ■狸i : ヨ

阿部咲子

|淵発しました。彼らが開発したCARは現在の第1

ilt代CAR( IKi 1) となり、抗原結合部位として、

#I1胞外領域に腫瘍関連抗l爪に対するモノクローナル

抗体可変領域の軽鎖(VL) と重鎖からなる一本鎖

抗体(scFV)、膜貫通領域(TM) を挟んで、細胞

内領域にT*lll胞受容体のCD3く鎖を有する憐造と

なっています（図l )。この第1肚代CARは実験レ

ベルでは抗l1m傷効果を示しましたが、 ｜臨床試験では

|ﾘIらかな抗ll血瘍効果を示すことができませんでし

た。原因として、共刺激分子を介した非特異的TKIII

胞活性化シグナル（第2シグナル）の不足が考えら

れました。T細胞は通常、免疫応答をするときに、

T細胞受容体からの特異的刺激（第1シグナル）に

加え、共刺激分子からの非特異的シグナル（第2シ

グナル） を必要とします。しかし、がん細胞は共刺

激分子がかなりの猟度で発現が低下しているため、

CAR-T細胞が標的抗原を認識できてもT細胞の活性

化が十分ではなく、CAR-T細胞が免疫不応答となっ

てしまいます。この問題を解決するために、 CAR

遺伝子にT*il1胞活性化の第2シグナルであるCD28，

4-lBBなと・のT%lll胞共刺激分子を直接組み込み作

成されたのが、館2世代のCARです（図l)。第2

世代CARを遺伝子導入したCAR-T細胞はこれまで

の臨床試験での治療効果が証明されています。さら

にCD28と4-lBBなどの二つの共刺激分子を｢に1時

に組み込んだ第3世代のCARも開発されています

(IXll)。

CAR-T療法の実際をIxI2に示します。 ，胆者から

末梢血単核球を採取し、 CD3抗体刺激等でリンパ

球を活性化します。活性化リンパ球にウイルスベク

ター等でCARを遺伝子導入し、体外で数週間培養．

急，性リンパ性白lill病は、小児がんの中では最も多

いがんの一つです。小児では、化学療法や造血幹細

I包移杣による治療によって8割以上の生存率が期待

されますが、一方で治療抵抗性の患者さんの予後は

現在もきわめて不良であり、小児において悪性腫瘍

による死亡料数第一位の疾患となっており、治療方

法の改善が切望されています。

遺伝子導入T細胞療法は、がん細胞の抗原を認識

して特異的に抗腫瘍効果を発揮し、劇的な効果が得

られることが2010年代から報告され、 サヒ界的に大き

な注目を集めています。本稿では、遺伝子導入T細I

胞療法であるCAR(chimericantigenreceptor) -T

療法の特徴、 これまでの臨床試験成績、現在の課題

について概説していきます。

養子免疫療法とは免疫療法の一つであり、人工的

に免疫扣当III胞を体外で増||冊して恩者に戻すこと

で、抗腫瘍効果をねらう治療方法です。患者体内に

存在している腫瘍関連抗原に特異的なT細胞は、少

数ながら抗脈瘍免疫として機能しています。この特

異的T細胞を増i幅し、患者体内に戻す取り組みは以

前から行われていましたが、極めて少数であり、 糸lll

胞製剤として樹立することは困難でした。 また、一

般的に腫瘍関連抗原は免疫原‘性が低く、腫揚細胞も

しばしばヒト白血球抗原(HLA)分子や共刺激分

i-の発現を低下しているため、T細胞の活性化や増

殖が阻害され、有効な治療効果を得ることが難しい

と考えられてきました。

上記のようなI川題点を解決するため、 1993年

Eshhar博士ら！ ）は、がん抗原を認識するための抗

体結合領域と、T*lll胞内で細胞を活性化するT細胞

受容体を組み合わせた、キメラ抗1%〔受容体CARを

＝医

＝里
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魎画庫岡引

TM：trans
hain

ImM経由の刺激が伝わり、

T細胞は活性化する
’

共刺激受容体シグナル

ドメインを2つに増加
多くのがん細胞では共刺激リガン ITAM経由の刺激と同時に、
ドを持たないため、完全な活性化 共刺激受容体シグナルが発生
には至らない可能性が高い ↓

T細胞の完全な活性化

図1.CAR (chimericantigenreceptor)の構造
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図2.CAR-T療法の実際

増111l,iさせた後に、患者へ投与します（図2)。投与

されたCAR-T細胞は、脈瘍の標的抗原を認識する

と糸lll胞|璋害性蛋白を放出し、標的糸l1l胞を細胞死に導

きます。

CD19を標的とする第2世代CAR-T療法のこれま

での臨床成績を表lに示します2)~5)｡CDl9CAR-T

療法は、 これまで難治であった症例に対し、劇的な

効果があることが明らかになっています。特に、非

寛解や移植後再発症例の予後はきわめて不良です

が、 CD19CAR-T療法によって70-100%の症例で寛

解が得られ、微少残存病変(MRD)消失率も実に

83-100%の割合を達成しています。2017年に米国食

IW,医薬I1111!ﾙｫ (FDA)は相次いで、再発・難治Billl胞

性急性リンパ芽球性''1血病(ALL) と再発・難泊

びまん性大細胞型B細胞リンパ脾(DLBCL) を対

象に、 CDl9CAT-Till胞製剤2製剤、Kymriahと

Yescartaを薬事承認しました。欧州でも2018年に

Kymriahが薬事承認され、 日本でも2019年3月にノ

バルテイスファーマ株式会社がKymriahの製造販売

承認を取得しました。

しかし、 CAR-T探法の問題点も指摘されていま

す。CAR-T療法後に再発する症例が約半数おり、

CAR-T%lll胞が患者体内で長期|ﾊj維持されないとい

う問題や、 白血病糸ll1胞上のCD19抗原の発現が消失
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表1.CD19を標的とする第2世代CAR-T療法の臨床成績

I対象 CAR構造 ベクター

小児53例 41BB-CD3〈 Ⅳ

小児20例 CD28-CD3< RV

成人46例 CD28-CD3< RV

成人29例 41BB-CD3く Ⅳ

成人12例 41BB-CD3( LV

小児45例 41BB-CD3〈 Ⅳ

小児75例 41BB-CD3こ Ⅳ

対i CAR ’’ MRD消失率

45/50(90％）

12/14(85.7％）

30/36(83％）

27/29(93％）

8/8(100％）

40/40(100％）

61/61(100％）

寛解率

50/53(94％）

14/20(70％）

37/45(82％）

29/29(100％）

8/9(89％）

40/43(93％）

61/75(81％）

寛治療施設

フィラデルフィア

小児病院

米国国立がん研究所

ｽﾛｰﾝｹﾀリング

がんセンター

フレッドハッチンソン

がんセンター

ペンシルバニア大学

シアトル小児病院

多施設共同国際治験

(ELIANA試験）

〃

してしまうという現象も観察されており、再発の原

|大|と考えられています。これらの裸題に対しては、

CAR-T細胞の標的抗)爪として、 CD19以外のBilll胞

抗原(CD22など） を追加する、追加で造血幹糸lll胞

移植を行うなどの対策が検討されています。

また、 CD19CAR-T療法はサイトカイン放出症候

群や脳浮腫などの中枢神経合併症のような重篤な有

害事象を発症することが報告されています。このよ

うな合併症を起こした症例では、 IFNγ、 IL-6など

のサイトカインが血ii'i中で上昇していたことが分

かっており、Maudeら2）が報告した国際試‘験では

77％にサイトカイン放出症候群が発症し、そのうち

48％が抗IL-6抗体で治療されました。 このような

ｲi吾事象にはさらなる病態の解明や、有害事象が少

ないCAR-T細胞の開発が期待されています。

l)EshharZ{WaksT,GrossG,SchindlerDG:

Specificactivationandtargetingofcytot()xic

lymphocytesthroLlghchimericsinglechains

consistingofantib()dy-bindingdomainsandthe

gammaorzetasLlbunitsoftheimmunoglobulin

andT-cellreceptors.ProcNatlAcadSci、 1993:

90:720-724.

2)MatldeSL､ etal.Tisagenlecleucel inChildren

andY()ungAdultswithB-CellLymphoblastic

Leukemia.NEnglJMed.2018;378(5) :439-448.
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新潟大学小児科

新潟県小児科医会の諸先生方におかれましては、

ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 ま

た、 日頃からの当教室・当術環器グループへのご指

導とご協力につき、厚く御礼l llし上げます。

現在、新潟大学小児科循環器班は、沼野藤人、阿

部忠剛、小澤淳一、塚旧正範、馬場忠史の5人で診

療にあたっております。 また、県内地域中核摘院、

特にNICUをもつ病院には小児循環器医が必要であ

り、以1､~の病院でグループメンバーが診療にあたっ

ています。

新潟県立新発田病院：長谷川聡

新潟市民病院：塚野真也部長、星名哲

済生会新潟瓶院：羽二生尚訓

長岡赤十字病院：渡辺健一、額賀俊介

魚沼基幹病院：鈴木博特任教授

新潟ﾘ,↓立中央炳院：伊藤裕賞

術者の阿部忠朗が新潟市比病院から大学へ異動と

なったため、今年度からASOを新潟大学で行って

おります。心房中隔欠棋のみならず動脈管開存に対

するデバイス閉釧など、 カテーテル治擦の進歩とと

もにその適応は拡がっているため、 さらなる治療に

対応すべ<ハイブリッド手術室の建設がまもなく始

まろうとしており、次年度から稼働する予定になっ

ております。

へ

2）成人先天性心疾患外来

診断と治療の進歩により、 2000年を境に成人に達

した先天性心疾患忠者数が小児,哩者数を上回り、新

潟ﾘ,菫↓内でも成人先天性心疾患患者の増力| |への対応が

急務でした。そして今年度より、循環器内科、心臓

lill管外科の協力の1ぐで成人先天性心疾患外来（毎週

水lli'i1 |三|午後、完全紹介予約制） を開設することがで

きました。成人期に達した先天性心疾患魍者は、小

児川発症の心疾患,世者が成人特有の様々な合併疵を

有することとなり、我々小児科医だけでも、循環器

内科だけでも対応することが|主|雌な状況になってき

ております。そういった胆者さんに受診してもらっ

た後に小児科・柵環器内科・心|職血管外科でカン

ファレンスを行い治療方針を決定します。いずれ

は、産科、精神科、麻酔科、救急部など関係科医師

のみならず、看護郡、検介部や薬剤部にも加わって

いただき、 totalcoordinateの場にしていきたいと考

えています。

研究機関としての貢献もできるよう、各自がさら

なる専門を持って診療に従事しています。現在、沼

野が川崎柄後遺症哩者におけるⅢ管石灰化および心

筋線維化の新規バイオマーカーの画定について、阿

へ

新潟大学医歯学総合炳院では1年|H1で入院忠者数

は約250人、外来患者は2,500～2,600人程度、心臓カ

テーテル検査数150～160件、 カテーテル治療件数約

30件、心エコー数約2,500件、胎児エコー数50例程

度の診療を行っており、いずれも年々増加傾lfijにあ

ります。

2019年度から大学小児科楯環器グループの新たな

診療として、 l)心房中隔欠棋のカテーテル治療、

2）成人先天性心疾患外来、の2つが始まりました。

1 ）心房中隔欠損のカテーテル治療

前新潟市民柄院小児科部長であった佐藤誠一先生

が、心房中隔欠損のカテーテル治療(ASO) を北

陸．東北で最初に導入してからまもなく10年、認定
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新潟県小児科医会の先生方、小児医療に携わる諸先

生方には今後とも、 ご指導ご鞭燵のほど、何卒よる

部がASOdeviceにおけるerosionriskの定量化、

ASDカテーテル治療後の血行動態変化の多角的解

析について、小澤が遺伝性先天性不整脈旭者におけ

る過伝子機能解析について、鈴木が学校心臓病検診

におけるQT短縮症候群の抽出と臨床像についての

研究をすすめております。これらの研究はそれぞれ

が|'1内・国外の留学にて学んできたり却柄を更に発展

させて取り組んでいるもので、各自がモチベーショ

ンを継続しつつ．‘専門の中の専門，、 を追究しており

ます。

また、 この会報が皆様に届くか願かないかの時期

の2019年9月21日 （士）には、若手小児科医のため

のBasicCoreLecture (循環器編）が新潟医療人育

成センターにて開催されます。 「(仮) H常診療でよ

く見る小児循環器疾患」と銘打ち、新潟大学小児科

術環器班が' | 1心となって、①学校心電図検診や外来

で注意すべき心電|xl、②遭遇することの多い先天性

心疾患（心室中隔欠損、心房中隔欠損、動脈管開存

など）の評価、③川l1l奇病の冠動脈エコーのコツ、に

ついてのレクチャーを計画しております。一般外

来・病棟の診療で出会うことの多い小児術環器疾患

についての診療のツボを私達がわかりやすく解説す

るつもりですし、一部は外部誰師を招いてのハンズ

オンセミナーも予定しております。 「若手小児科医

のための」と銘打っておりますが、参加希望に年齢

制限はありませんので、興味のある先生方は

shounika@med､niigata-u・ac.jpまでご一報いただけ

ればと,IJいます（ただし、小児科6年目以降の先生

からは参加費を頂いております)。

小児科、心臓Ⅲl.管外科、集中治療部、産科、

NICU、放射線科のみならず、医療スタッフの連携

強化によって、新潟県内の重症先天性心疾患児の治

療l戊績が向上し、全国的にも遜色のない治療が新潟

県でも可能になってまいりました。特に新潟県の小

児術環器医療は全国の施設からも話題になるぐらい

のトップレベルの“仲の良さ＝チームワーク”を

持っていると自負しています。このような環境は、

これまでの諸先輩方や周囲の皆様の努力と協力の賜

物であると捕切に感じており、 これらの財産をしっ

かり継承しながら新潟県の心疾患の子どもたちに還

元できるように努）Jを重ねていきたいと思います。

しくお願いいたします。

へ

一
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いからし小児科アレルギークリニック 五十嵐隆夫

' 1 はじめI 週間、その後1錠5000JAUに濃度をアップして、

1日1回舌下に投与する。投与前後2時IMjは、運

動や入浴は控える。舌下に1分lHj保持し、その後

飲み込む。 5分間はうがい、飲食はしない。

②ダニはミティキュアダニ舌下錠3300JAUを1週

間、その後1錠lOOOOJAUに濃度をアップして、

lRl回舌下に投与する。その他はスギと同じ。

ｰ

本邦における舌下免疫療法が保険診療として認め

られて5年卜Iを迎えた。当初スギ花粉抗原だけで

あったが、 ダニ抗原も加わった。 1年前からは、 12

歳以上の年齢制限がなくなり、 5歳以上の小児も対

象となった。使用抗原も冷蔵保存が必要な液体から

室温保存できる錠剤に変わり利便性が進化してき

た。 12歳以上の年齢制限がなくなり、小児患者への

使用が急増していることから、今後小児科医にとっ

ても身近な治療薬となることが予測される。

へ

（3）副反応について

①スギの舌下免疫療法は、舌下の違和感、 I血れ、口

腔内やII侯の掻痒などが見られるが、処置が必要な

ほどではない。導入開始1ヶ月以内に消失するこ

とが多い。全経過中20%程度に起こる。

②ダニの舌下免疫療法は、 スギよりも副反応の頻度

が高く、症状が強い。抗ヒスタミン薬の併用が有

効である。導入ljl1始後1ヶ月間経過すれば、強い

症状は軽快または消失することが多い。全経過中

に70％程度に起こる。

③副反応が強く、毎回続く場合は、舌下投与1分後

飲み込まずに吐き出す方法、 または10000JAUか

ら3300JAUの低濃度舌1,.錠に変更する方法を考

慮する。

④喘息の合併がある患者は、セレスタミン配合錠を

常備する。中学生で学校から夕方帰宅後、舌下錠

を服用し、その後運動クラブで運動中に葦麻疹と

喘息の発作を起こした事例が報告されているの

で、喘息を合併している患者は、投与2時|川は過

激な連動は控えなければならない。

⑤入浴に関しては、 H本だけの注意喚起である。海

外の注意書きには記載がない。シャワー浴の場合

は、 2時間のI川隔は不要であろう。

2 わが国での舌下免疫療法の実際

本療法を行うにあたり、 e－ラーニングを受術し、

さらにスギ、 ダニの製姑毎に設けられたe-ラーニン

グをそれぞれ受講しなければならない。テストに合

格し、緊急搬送先医療機関名を登録すると処方が可

能となる。全身性副反応の発生が少ないとはいえ、

万一の際に対応できる体制は整えておかなければな

らない。

へ

（ 1 ）対象患者と不適応者について

対象患者は、スギまたはダニによりｿii:状が誘発さ

れるアレルギー性鼻炎患者。不適応者は、 コント

ロール不良な喘息を合併している人、妊娠中または

妊娠を希望している人、授乳' |｣の人。 5歳未淌、 65

歳以上は使j11経験が少ないとされている。スギ、 ダ

ニ以外のアレルゲンに感作され実際に症状が誘発さ

れる場合は、本療法の効果は限定的である。

（2）舌下免疫療法の手順

①スギはシダキュアスギ花粉舌下錠2000JAUを1
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当院におけるスギ舌下免疫療法の有効性と安全性

’隼目 ，隼目 ‘隼目&5年目 副反応廟|合欝症|灘し篭壷ダﾆ"J
有効 有効 有効 有効 なし 7S 3 0 イヌ2

著効 著効 著効 著効 なし 喘息 424 4 5

著効 著効 著効 著効 なし 6 6 ネコ3

著効 著効 著効 著効 なし 45 3 0

§I 有効＝ 蕃効 ‘著効｡著効 なし i 20 3 0

著効 著効 著効 なし 573 3 0

； 有効 有効 パﾅﾅを食べると '824 6 Oパﾅﾅ3
喉がイガイガ

著効 著効 なし 23 2 2

有効 舌の腫脹2回 59 4 3

著効 なし 16 3 0

表1

N･ 年齢 性｜開始年月’ 1年目

変
効
効
効
変
効
効
効
変
効
効
効

不
有
著
著
不
有
有
有
不
有
有
有

０
１
１
２
１
９
６
０
７
８
８
１

１
１
１
１
０
０
０
１
０
０
０
１

４
４
４
４
５
５
６
６
７
７
７
７

１
１
１
１
１
１
－
１
１
１
１
１
１

Ｍ
Ｆ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｍ
Ｆ
Ｍ

５
２
３
４
０
３
２
９
３
０
４
２

３
３
１
４
５
１
１
３
４
５
５
１

１
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｕ
辺

舌下部ピリピリ

なし 喘息

著効

有効

２
１

３
５８

９
７

１
１

へ
（4）有効性について

舌下免疫療法は予想していたよりもはるかに有効

性が高く、 しかも導入ljl1始後1ケjjで改善が認めら

れる。治験結果や300例以~上の治療経験をもつ専門

医の報告を見ても、 スギの舌下免疫療法の有効性

は、 1年Ⅱから著効40%、有効40%、 2年目は著効

50%、有効40%である。抗アレルギー薬の使用量も著

減していた。ダニの舌下免疫療法の有効性は、開始

1年後著効50％、有効40％である。無効例は10%W

度に見られるが、予知する手段は現在のところない。

ガ、舌の腫れ、舌下のびりびりが見られたが、いず

れも1ヶ月以内で消失した。開始当初はシダトレン

2000JAUを維持量として使用していたが、今後シダ

キュア5000JAUが使用されるので、 lシーズンﾛか

らの有効性が期待される。

（2）ダニ舌下免疫療法の有効性と安全性について

（表2）

治療開始1ヶ月1 lから鼻閉、 くしゃみなどの症状

が改善する症例がみられた。 3ヶ月目から抗アレル

ギー薬を使川しなくても症状の改善がみられる症例

が約半数に認められた。開始1年目では、 9例中8

例が抗アレルギー薬を必要としなくなった。導入時

の副反応は、 シダトレンよりも多く、舌や舌l､~の腫

れ、口腔内やll侯の掻痒感が多かったが、 1ケ月ない

し2ケ月後に消失した。喉が息苦しくなるという症

状が続くため、 10000JAUから3300JAUに濃度を下

げた症例があった。その症例は喘息を合併していた

が、喘息のコントロールは良好であった。最近、 12

歳未満の患者に本療法を|淵始しているが、副反応の

槻度が年長児や成人に比較して高いようである｡特

に導入時はきめ細かいフォローが必要である。

厩当院での舌下免疫療法の有効性と安全性

当院での治療経験では、効果判定は,世者さんの自

覚疵状のみであるが、 「抗アレルギー薬を使川しな

くても症状がなくなった」を著効、 「症状はほとん

どないが抗アレルギー薬を使用している」を有効、

｢抗アレルギー薬を併用しても症状の改善が見られ

ない」を不変と評価し、舌下免疫療法の効果判定を

おこなった。

へ

（ 1 ）スギ舌下免疫療法の有効性と安全性について

（表1 ）

治療開始後2シーズン以上経過観察した12例につ

いて検討すると、 lシーズン目は、著効17％、有効

58％、不変25％、 2シーズン目は、著効58％、有効

42％、不変0％であった。抗アレルギー薬を全く必

要としなくなった著効例は、 5シーズンにわたり効

果が持続していた。刑反応は、導入時に||侯のイガイ

四今後の課題

( 1 ) Dual Sl itの手順について

ダニとスギの両方に感作されている患者に、 ダニ

の舌下免疫療法を行うと、著明な症状の改善が得ら

れるが、 スギ花粉シーズンのみ目や_弊の痒み、弊漏
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表2． 当院におけるダニ舌下免疫療法の有効性と安全性

卿｡ 隼齢ゞ|鞘｜ 'ケ月'3ケ月 ‘ｬ§ ｜ ‘年 ｜ ｽ年 副反応 合併痩擁鴨蕊…¥ "霊獅．
1 23 M 16,06不変 鼻閉↓鼻漏1， 著効 著効 舌下腫脹2ケ月 AD 1673 6 4 3

_j_ 雛 Ⅷ－－』1 ℃？ 」雷しびれ3ケ月 慰
2 12 M 16.11 不変 鼻漏↓鼻漏､↓ 著効 著効 舌の腫れ感2週 なし 366 5 0 0

ｉ
…

3 12 M 17.08¥鼻閉↓ ｜鼻漏↓ i 著効

4 15 F 17.08 <しゃみ､｣， 著効 著効

5 11 M 18.05 "鼻閉､し 著効 鷺著劾
罷 ．

異譲%, I ':"鰯溌薬 '2” 6 3
著効 軽い息苦しさ1週 喘息 1756 6 3

低濃度持続30日
』繊

著効 高濃度で舌裏チクチク ；齢端息 ＊ 141 4
スギ花粉痩少L 3日で消失 抗lr薬

141 4

５
２

６
６

3 0

508 5 イヌ3 3 0喘息

抗LT薬

なし

し効
鋤
効
↓

著
碑
著
閉

ギ

鼻

ス効
効
一
↓

著
著
諏

↓
し
↓
↓

漏
閉
漏
閉

鼻
鼻
鼻
鼻

５
５
５

０
０
０

８
８
８

１
１
１

Ｍ
Ｍ
Ｍ

８
蛆
５

６
７
８

著効

著効

高濃度で喉がチクチク

2日で消失

高濃度で舌の痒み

1日で消失

高濃度2日目に胃腸炎

にて嘔吐

低渡度で喉イガｲガ

119 6 5 3 0

I 鍵

鼻閉↓

鼻漏､し

著効

鼻炎にて

抗LT薬

喘息

抗LT薬

6 5 3

０
０
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高澱度で息苦しい

6ヶ月以降低調摩

へ

が出現することがある。このような‘魍者には、 2つ

の抗原の舌下免疫療法が求められる。ガイドライン

等で公式に提示された方法はないが、耳鼻科|州業医

の永倉仁史先生は、 「先行薬|刑始1ケ月間後、併用

薬を先行薬服川直後に服用する方法」を推奨してい

る。今後両抗原による免疫療法(Dual Slit)が広

まるであろう。

（2）治療期間について

舌下免疫療法の治療期間については、海外で行わ

れた15年間の長期的研究結果から、 「ダニ抗原の場

合、 3年、 4年、 5年続けると、症状軽減効果は免

疫療法終了後7年、 8年、 8年継続し、再発しても

再度舌下免疫療法を再開すると1年目から有効性が

認められた」との報告がある。 l司様な研究をわが|玉l

でも検討中であるが、概ね3年から5年間行うこと

が推奨されている。

へ

おわりに

多くの専門医は当初舌下免疫療法の有効性に懐疑

的であったが、やってみると予想外に有効性、即効

性が高いと実感している｡皮下免疫療法に比べて、

副反応が軽微で、重篤な副反応がほとんどないこと

から、今後安全で有効なアレルギー疾患の根治的治

療法として普及することが期待される。
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郡司 己

初学なる老いの作法を竹の秋

越野蒼弩（季語：春／竹の秋）

「人生の秋」などと老いが比'1命されるが、 この植

物の枯れの様子が心に投影されます。

年号も令和となる春に、大きな人生の転機があり

ました。それを契機に実感のなかった老いについ

て、あれこれ感じるところがあったのが俳句のでき

た背景なのでした。

さてここからは、ただの個人情報で恐縮ですが、

近況報告です。わたしは今春満65歳になり、企業規

定により、勤務先の長岡I|1央綜合病院を定年退職し

ました。新潟大学を卒業後入局した小児科で文部教

官助手の3年| | 、故堺薫教授の突然の命で昭和60年

春に同病院に赴任後、 34年間の勤続でした。

実際は診療の継続要請があり、 4月以後も喘息等

の‘慢性外来を週2日で継続しています。 「臨時医師』

扱いで病院事務系からは若手出張医師の待遇で苦笑

せざるを得ませんが、外来現場では看護師さんら慣

れたスタッフに囲まれ､今まで通り診療しております。

定年退職にあたり、十数名の他の職種の同僚たち

といっしょに、新潟県厚生連からの永年勤続勤務に

対･する感謝状を富所隆現院長から院長室で手渡され

ました。

。巳

こんにちは、新潟県小児科医会のみなさま。冒頭

から趣味の俳句でスタート、恐縮です。ちなみに人

気番組「プレバト』の影響とかで、世lHj一般の趣味

の中ではずばぬけて、俳句の人気が高まっているの

だとか。

越野蒼営とはわたしの俳号でして、掲句は自作で

す。所属の俳句結社「銀化」 （主宰中原道夫＝新潟日

報俳壇選者）では、定型を守り、 luかな、季語は必

緬が原則。この句も五七五の定型で季語あり、 '+!七で

切れがあるといういわば基本通りの構成の俳句です。

俳句は各''1が思うように鍬賞すべきで、 ’三1句自解

は粋でありません。でも本稿ではこの俳句の解説を

糸口に、わたしの近況のご報告をさせていただけれ

ばさいわいです。

「初学なる老い」についてですが、老い＝老化と

いう生物的側面と社会における高齢者としての側而

と、 いずれにも初体験で不慣れ。これを人はみな経

験してゆくわけです。全くの初心者だから、 この老

い方の習得にもとまどうばかり。過去の人生での学

|ll1 ･習い事のように、先達が導いてくれる「作法」

があって欲しいもの……。

次いで春の季語「竹の秋」はやや難解です。春は

草木がみな緑に芽吹く季節です。冬の雪にも常緑

だった竹の葉が、なんと春になると、黄ばんで落葉

します。自然界が逆説的なのだが、これを「竹の秋」

というのです。 JI|!由は地中で育つタケノコに栄養を

取られ地上部の衰えるため。 （変化は一時的で、初

夏にはまた風に緑の葉音が立つ竹林にもどる）

一
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院長室の扁額の「医は仁術」がいいでしょう。厚

生連の成り立ちからして地域密着型でこの実践を志

向した病院でした。四代の院長、亀山宏平、杉山一

教、吉川明、富所隆の諸先生のもとで勤務しました。

どの先生もごfll!解があり、小児科は特別と収益云々

の口出しは一切なく、 「‘|寸度した」医療など全くな

しで真塾な医療ができました。必要|分で最短の入

院期間を心がけ、 とくに乳幼児の感染誘発等での喘

息発作の緊急受け入れとその後の予防管理体制の確

立で、地域の小児の健康にある程度貢献できたと自

負しております。

ところでこの表彰式の朝はめずらしく、 l'1衣を着

てノーネクタイにしています。

この20年間はほぼ毎日、半袖シャツに蝶ネクタイ

で、上に白衣は着用せずをトレードマークのように

して、外来診療しておりました。保識者の医療ナビ

投稿にあった「蝶ネクタイのよく説|ﾘIしてくれるセ

ンセイ」が、わたしのコンセプト。これは小さな子

がこわがらないように白衣は着用しないのと、かな

り太っているのでネクタイ常川できちんとして見え

るようにという理由からでした。

これまでの医師になってからの人生を振り返る

と、山積みになる目の前の医探課題を解決して一歩

ずつひたすら前進するというパターンの日々でし

た。

市中の急性疾患を扱う小児科診療は、医|'liljとス

タッフが真筆に取り組むことでよい結果が出るわか

りやすい医療分野です。

喘息の急性発作の効率よい治療と慢性期の発作予

|坊管理が自分のライフワークとなりました。 しだい

に勤務先病院の小児科はこの地区での「こども喘息

センター」的機能を果たすようになっていました。

なるべく保護者（主に若いlｿ）によく説明をして、

悪性疾患でない喘息でもインフォームドコンセント

を得るように、病態と治療を理解してもらった上

で、たとえば喘息発作の見分け方から吸入等の対処

法まで繰り返し教えて、いっしょに忠児の治療に取

り組むのを目標にしてきました。

幼児期から学童期に向かい、喘息の寛解が一定割

合で見られます。入院や外来点滴等の急性期発作治

療がしだいに必要でなくなってゆきます。これを最

終発作入院からの「最長不倒距離」 （スキー・ジャ

ンプの例え）などと保護者には説明し、治療をス

テップダウンしてゆきます。

ある日の午後の予約外来。そんな数年のお付き合

いをしてきた患児と母親の1組です。喘息入院の合

間に、つい数ヶ月前に今度は肉眼的血尿で入院し、

検査してみると急性溶連1%i感染後腎炎の典型例でし

た。ちなみに家族歴で父も小学生で急性腎炎で1ケ

月余り入院、その主治医がわたしだったとか。 （長

い病院勤務で、他にも喘息発症しやすい体質は遮伝

傾向があるた

め親子二代の

患者さんは多

い）ふたりが

診察前にもじ

もじ突つき合

い、母が娘の

代わりに、手

提げ袋から一

枚の絵を取り

出して広げま

した。
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「|ﾖ分から、センセイの絵を拙いたからもってゆ

く、 と言うんです。 こんなこどもの絵ですが、 よ

かったら……」

「おお、 しほちゃん、ありがとうございます。絵

がとってもじょうず。ちょっとくゞんじせんせいがか

わいすぎかもな？これ、 もらってもいいの？」

内気な小学1年生になったばかりの女の子は頷い

て、にこりとしました。

この絵は自宅で壁にかざっています。こどもから

もらったまた別格の「表彰状」です。

65歳以上の高齢者は現在日本の人口の20%以上と

か。いわば第二の社会人生活のスタートは、わけの

わからない年金手続きとか、医療保険継続とか、い

ろんな初めてな事項の対応にいささか疲弊した日々

でした。やっと新生活のパターンに慣れ、家人とふ

たりで支え合って楽しく長く健康寿命を全うできれ

ばと思っております。

では会員のみなさま （一部先輩をのぞく）、お先

に「年金生活」を始めてみます。

へ

〕
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浅見 直

最近はラーメン、 ウドン、そばなど麺類はコシが

強いのが評価の基準になっています。テレビのグル

メ番組ではしばしば讃岐ウドンが登場します。さて

山国は讃||皮（香川県）のとある町のうどん店の光最

です。テレビのレポーターがテーブルに脾14り、注文

したうどんが来るのを待っています。店員がお盆に

城せたウドンを持参し、 「お待ちどう様でした｡」と

テーブルに置きます。客は先ずおつゆ（出汁） を一

口すすり、 ウドン箸で持ち上げ、口に入れると何故

か一人でうなずきながら、 「さすが讃||皮うどんです。

コシが強くて美味しいです。またこのお出汁がいい

ですね。 イリコ出汁ですか？」などと予想されたよ

うな台訶を言って、 また一人でうなずきながらズル

ズルとウドンを食べることになります。

最近、 テレビで○○製麺の讃岐ウドンのコマー

シャルが頻回に放映されていますね。このようなコ

マーシャルは今まで余り無かったので、興味をもっ

て見ています。しかしよく見るとおかしな点があり

ます。mliliでは若い女性がウドンを食べる場1mです

が、そのウドンが口に入るところが何かおかしい。

良く見ると、 イ11と約10本ものウドン、それも綺麗に

キチンと揃えられた讃岐ウドンです。ウドンを箸で

すくって食べるとき、あんなに綺麗に揃えられるは

ずがない。そもそも箸で10本のウドンを纒めて揃え

て掬い上げることは不可能です。 きっとｲiIか仕掛け

が行われているのでしょう。 （ホントに10本？数え

たの？と訊ねるﾉjに申し上げます。動画をストップ

させて数えました｡) さらに別のコマーシャルでも

冷凍讃岐ウドンが現れ、冷凍でもコシが強いなど、

コシ、 コシ、 コシの連呼です。可笑しなことに、 ウ

ドンなど麺類はコシが強いことが評価の装準にされ

てしまったようです。

巌近、全国チェーンの讃岐ウドンのお店が各所に

開店しています。私も先日、関西のとあるお店で食

べてみました。客は先ずどんぶりにウドンと出汁を

入れてもらい、学食のように1列に並び順次カウン

ターに並んだ天ぷら、卵、かまぼこなど様々な具材

を好みでうどんに載せ、最後に行き着くレジで料金

を支払います。関西ではこれらに〃llえておにぎりや

稲荷ずしも並んでいます。食べてみると確かにうど

んはコシが強く食べ応えがありました。ただ美味し

さに関しては予測辿りの味でした。

しかし世の卜|'には讃||皮とは真逆のウドンもありま

す。京都市内の中心街路である四条通の一筋北に東

西に走る錦小路の一角に富美屋（ふみや） というウ

ドン店があります。ここのウドンがすごい！讃岐の

人が食べたらビックリして、それこそI班を抜かすほ

どフニャフニャです。そのため「京都の腰抜けうど

ん」といわれてますが、またこれが美味しいのです。

讃岐うどんは表面が滑らかでツルっとしており、 コ

シが強いため出汁がうどんにからみません。京都の

フニヤフニャウドンは讃||皮ウドンよりはやや細く、

表面が滑らかでないため出汁がからみやすいので

す。 しかもその出汁は高級な利尻昆布などからとら

れており、抜群に美味しいウドンです。是非、いち

どお試しください。ただし最近の錦市場は外国人を

含めた観光客で溢れており、富美屋に辿り着くのが

大変かもしれません。

讃||皮の人が驚くようなふにゃふにゃ系のウドンは

まだ他にもあります。愛知ﾘ,↓は伊勢神'gに参拝の

折、何かで読んで粘前だけは知っていた伊勢ウドン

のお店がありました。お店に入り注文するとどんぶ

りに茄でたウドンが入っていますが、つゆ、川汁な

どは一切かかっておらず、 まさにウドンだけです。

お店の人に訊ねると、テーブルに置いてある醤汕さ

しのような小瓶に入っているつゆを自分でかけて食

べろと言われました。指示通りにウドンに垂らして

みると、 と､ろりとした醤汕のような液体で、それを

ウドンにかけてかき混ぜると真っ黒の麺に変化しま

す。何だこれ？と思いつつもそのまま口に入れる

一

－

28



新潟県小児科医会会報No.63

と、歯ごたえもコシもまるでない異様なふにゃふ

にゃ感に驚きましたが美味しく癖になる食感です。

黒いタレはかつお節、煮干し、比布の川汁に、たま

り醤汕とみりんで味付けをしてあるとのことで見か

けによらず美味しいタレでした。

その'|寺、あっ、 これだと昔を思い出しました。子

供の頃、お昼などにウドンを食べたとき、食べ残し

たウドンをそのままにして、夕方小腹の空いた頃、

つゆを吸ってふにゃふにゃになった黒っぽいウドン

を引き上げ、そのままスパスパと音をさせて食べた

ウドンが美味しかったことを思い出しました。伊勢

ウドンは将に私が昔好んで食べていたウドンだった

のです。

ウドンの美味しさはコシの強さだけやあらへん

で。それを知らずにコシ、 コシと言いながらウドン

をすすっている日本人の何と多いことか。 （ボーッ

として食べているとチコちゃんに叱られますよ｡)

|]本全国、西から東へ向かって讃l1皮ウドンに席巻さ

れつつありますが、確かにうまいです。しかし腰抜

けといわれてもいい美味しいウドンがあることを是

非知っていただきたい。

私事ですが、小生、平成29年(2017年) 3jlに13

年間勤務した新潟青陵大学を辞し、同年4月より長

岡市の医療福祉法人障碍者療養介護施設長岡療

育|京lで勤務しております。大学'11係では青陵大学客

員教授として毎週月曜日に2コマの授業を担当して

います。また今年（平成31年4月）から開学した長

岡崇徳大学看護学部の非常勤講Hiljとして2， 3の授

業を担当しています。皆様へのお知らせが一'一分でな

かったため、誌面を借りてお伝えいたします。今後

とも、 よろしくお願い申し上げます。

！

、期
､鮒
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藤 、 ■

申 将守

新潟県小児科医会の先生方におかれましてはます

ますご清栄のこととお慶び申し上げます。この度ﾘiL

小児科医会に入会いたしました申将守（しんちゃ

んす） と[| Iします。私はH19年に小児科医局に入局

し、現在は大学病院で血液腫瘍班の一員として勤務

しており、諸先生方にはl l々大変お世話になってお

ります。遅ればせながらこの度県小児科l芙会に入会

させていただくことになり、人会にあたり簡iliでは

ありますが自己紹介をさせていただきたく思いま

す。

出身は新潟市ですが、高校は南魚沼市にある国際

情報高校を卒業し、何となく地元を離れたいという

思いから金沢大学医学部へと進学しました。 とはい

え離れてみると新潟の良さを身に染みて感じ、H17

年に金沢大学を卒業後は新潟に戻り大学病院で2年

|H]の初期研修を開飴しました。研修当初は全く小児

科に興味はなかったのですが、研修中に刈羽郡総合

病院（現柏崎総合医療センター）で小児科を回る機

会があり、そこで小児医療に一目惚れし小児科医を

志すようになりました。その後改めて大学病院で小

児科研修を行い入局に至りました。

入局後は長1吋赤十字病院（2年|川)、水戸済生会

病院、県立六| 1町病院と勤務してきました。その後

は研修医時代に経験した印象が強かったことから111[

液悪性腫瘍分野を〕､Y攻することに決め、がんセン

ター病院で2年間研修を行った後に大学病院の血液

腫瘍班で勤務を|淵始しました。H27年後半からは一

旦臨床を離れ、小児科学教室内で大学院生として今

井干速先生のご指導のもと今話題のキメラ抗原受容

体T細胞療法に関する研究を行い、現在研究成果に

ついてまとめている岐巾です。そしてこの春から再

び大学病院の｣ill液脈瘍班として勤務を』IIj開しており

ます。

振り返ってみると大学卒業後に新潟に戻ってきた

時は地元でありながら縁も何もない状態でしたが、

そこからは様々な縁に恵まれて何かに導かれるかの

ようにこれまで歩んできたように,I&!います。特に院

生時代は研究だけでなく様々な病院やクリニックへ

助勤に行く機会があり （この2～3年で20か所以上

の施設でお世話になりました)、勤務医の先生方の

みならず|刑業医の先生方とも交流する機会が得ら

れ、その診療理念に触れることができたことは貴重

な経験になりました。既に医者になり14年が経過し

ましたがまだまだ新しい発見ばかりで、 日々勉強の

毎日です。今後もり!↓小児科医会の先生方には日々の

診療はもちろん、様々な場面で何かとお世話になる

機会があるかと存じますが、その際はどうぞご指導

ご鞭燵の程よろしくお願い致します。

－

一
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庄司康寛

はじめまして。今年の4月から新潟市東IXの庄, il

こども医院で院長として勤務しています、庄司康寛

と申します。入会のあいさつということで執筆の機

会を賜りましたので、 自己紹介をさせていただけれ

ば幸いです。

不安があり、当時小児の集中治療部門があった長野

県立こども病院の麻酔・集中治療科に国内留学をさ

せてもらいました。小ﾘJ集中治療を研修する傍ら、

並行して小児麻酔や小児の感染症コンサルテーショ

ンの仕事にも関わらせてもらいました。その経験に

よって自分なりに|司信をもって診療できる範'1ﾄIを増

やすことができました(2009～2012)。

特に小児麻酔の分野では、手術時の麻酔のみなら

ず、MRIや腰椎穿刺・骨髄穿刺などの鎮静を要する

処置に対する麻酔に大変興味を持ったこと、当時の

淋酔科部長から常勤としての勤務を依加されたこと

もあり、その後4年間ほど小児麻酔科医として専従

しました(2012～2016)。

Q4.現在の勤務の状況は？

長野県立こども病院での勤務後、立川綜合病院で

主に成人麻酔を2年間経‘験しました。2019年4月か

ら開業していた父の診療所を継承する形で小児科医

として診療にあたっています。現在も立川綜合病院

で週一F'l程度の麻酔業務を継続しています。

開業医として、勤務医とは違った苦労に日々悪戦

苦闘しております。

Q5.趣味などを教えてください。

連動することです。

小中学生の時は公式テニスをしていたこともあ

り、現在も続けています。また11｣学、高校、大学と

バスケットボールをしていたので、機会があればバ

スケットボールもしています。

週に1 ， 2回程度は器具を使用した筋トレも行

い、けがの予防と筋力維持に努めています（ちなみ

に、体脂肪率は10%前後で推移しています)。

こどもたちとは、テニスやスキー、 スイミングな

どもします。

基本的にはどんなスポーツもやりますが、鼓l1莫が

すぐ破れてしまうのでダイビングはできません。そ

れと一日がかりのゴルフはしません。

Q1 . 出身は？

新潟県新潟市です。

沼垂小学校、束新潟中学校を卒業しました。

その後、新潟高校から旭川医科大学に進学しまし

た。

Q2. 大学卒業後の進路は？

2006年（平成18年）に大学を卒業し、初期研修医

となりました。当時は研修医制度ができて2年経過

したところでしたので、同期の間でもどこの研修炳

院が良いかなど、そんな話題が多かったように思い

ます。僕自身、新潟の病院もいくつか応募しまし

た｡しかし、縁もゆかりもない土地に行ってみよう

という気持ちと、初期研修の2年間は住んでみたい

ところで研修しようという気持ちから、最終的には

沖縄県立南部医療センター・こども医療センターと

いう成人の総合病院にこどもの専門病院が併設され

た病院での研修を選択しました。

最北端の大学から、亜熱帯の沖縄によく行ったも

のだなと今更ながら思います。そこでの研修は忙し

いものでありましたが、三つ子の魂なんとやらとは

よく言ったもので、医師としての基本的な姿勢を学

ぶことができたように思います（ちなみに、研修終

了年時にbestresidentoftheyearをいただきまし

た)。

Q3.研ｲ|多後は？

新潟大学の小児科医局に入局し、長岡'1I央綜合病

院、佐渡総合病院でそれぞれ1年ずつ小児科医とし

て勤務させていただきました。小児科医として勤務

しているなかで、小児の重症忠者を診療することに

へ

へ
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末筆になりますが、 このような機会を下さった新

潟県小児科医会総務の竹内菊博先生および諸先生方

に感謝いたします。今後の小児|夷療の発腱に微力な

がら関わることができれば幸いです。

以上、簡単ではありますが自己紹介させていただ

きました。薄々感づいてはいましたが、あらためて

振り返ってみると小ﾘJ科医としては稀有な道を歩ん

でいるな、 というのが自分自身としての感想です。

笠 圖■ 図■ 圏■ 圏 騒 魁 鐙■■鰯■■■ 翻 關 塵溌 蕊鬮 ■蹴 ■職理 #

中村久乃

この度、県小児科医会に入会させていただきまし

た中村久乃と申します。平成12年新潟大学卒、出身

は栃木県宇都宮市です。現在は大学医局からの出張

医として両津病院などで外来診療をさせていただい

ています。週1回、長岡赤十字病院小児科、小児心

身症外来で診療、勉強の機会もいただいておりま

す。入会に数年を要してしまいましたが、今後もご

指導ご鞭捷の程、 よろしくお願いいたします。

一

画 苗■■■ 鴎■ 轡■ 睦 屋暇■ 蕊 醗 ロ 鰯鰯 蕊 留 鰹 露縫 箔

後藤文洋

新潟県小児科医会の先生方、はじめまして。2019

年4〃より佐渡総合病院小児科で勤務しております

後藤文洋と申します。

佐渡のl l l両津市の出身で、高校卒業以来28年ぶり

に島に帰って参りました。医師になる前は生物工学

系の大学・大学院を卒業し、製薬会社で3年ほど研

究開発に携わっていました。斯様な回り道をした

後、富山医科薬科大学（現富山大学）に学士編入し、

2005年に卒業、医師免許を取得しました。

その後、埼玉県立小児医療センターで臨床研修を

行い、千葉｢恂立海浜病院小児科、 ｜韮I立成育医療研究

センター免疫科で勤務し、再び、埼玉県立小ﾘj医療

センター総合診療科で3年ほど従事した後、現在に

至ります。

全国的な問題ですが、佐渡の少子高齢化は加速度

的に進むと共に、 ワクチン接種によって小児の感染

症患者も少なくなってきています。一方で起立性調

節障害などの心身症の患者さんは増えており、患者

さんのニーズに合わせた小児医療の切り替えが余儀

なくされています。

また、当院は全島からの救急患者のほとんどが搬

送され、医師はいわゆる全科当直を行っています。

外傷や成人患者に接するのは臨床研修以来というこ

ともあり、毎III1緊張しながら、専門各科の先生方か

ら学ばせて頂いています。

生まれ故郷である佐渡で全人的医療を学ぶととも

に、今後の日本が直imするであろう医療問題を肌で

感じながら従事して参ります。会員の先生方におか

れましては、ご指導ご鞭燵賜りますよう、何卒よろ

しくお願い申し上げます。

へ
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裸険請龍 に星に淫慧!M
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社会保険部 橋本謹也

者さんに対･して、 ．‘流行初期より開始して、流行期

を通して使用” し、あくまでも重症化を予防・抑制

する薬剤で、治療薬ではありません。キーワードと

しては、 「柴礎疾患があって重症化が心配される薬

斉l1適応のある患者」と「流行期を通して使用する」

の2つが重要と考えております。

今年は511の高1lilから一転して7月は涼しいHが

多い印象です。 6月18日夜にはl l l形県沖地震が起こ

り、一時津波注意報が発令されて少し驚かされまし

た。また、 6月末から九州では大雨が続き、昨年の

西日本豪雨の再来かと心配されました。ここ最近は

大きな災害が、何時何処で起こるか分からない時代

となっております。 日頃からの術えが必要のようで

す。会員の先生方も十分にご注意ください。

さて、保険請求につきましても日頃から審在情報

の収集にご注意し、間違い請求等がないように備え

て頂きたいと思います。今回は、筋肉|ﾉ1注射川パリ

ビズマブ（以1マ “シナジス” という）についての取

扱いについてご説明致します。

へ

別新潟県における流行状況

感染症発生動向調査から見た最近3年間の全県的

な状況は、 7～8月に流行が飴まり、年末までには

終息しているパターンを示しております。ただ地域

性があって、上越地域は昨年度5～6月頃から流行

が見られていたようです。 また佐渡は人'二lが少な

く、週あたりの慰者発生数もそれほど多い数ではあ

りませんが、少ないなりの2111f性のパターンを取っ

ておりました。これらの場合の流行期をどのように

考えるのかは難しい判l析です。

本年3月に支払蛙金が「抗RSウイルスヒト化モ

ノクローナル抗体製剤‘．シナジス筋注液”の投与期

間について」を各医療機関宛てに文書連絡し、今年

度の使川基準を示しましたので、 これを基に鮴説い

たします。

感染症発生動向洲査を見ると、 ここ数年のRSウ

イルスの流行のピークは秋冬から夏に変移しており

ます。また、南北に長い新潟県においては流行の地

域差も見られております。RSウイルスの抗ﾉﾙ(検出

キットを使川するようになってから、 RSウイルス

報告数の消長はあるとはいえ、一年中どこかではウ

イルスの検出が見られるのが現実で、地域ごとの流

行の開始時期を見定めるのが大変難しい状況となっ

ております。そのような中で、使用する側も群査す

る側も雌しい判断を強いられているのが現状と思わ

れます。

本剤は、基礎疾,世があって重旋化が心I肥される患

へ

図投与期間・投与回数

最近3年間の新潟県内の流行状況より、 シナジス

は7月より|荊始し、計6回の使用で十分に流行期に

対応できるものと判断されました。これが基本的な

使川期間及び投与皿数となります。

さて、前項でも記載しましたが、新潟県内の流行

の地域差というものが認められます。地域によって

は、 7月以前より流行が始まる111-能性も十分に考え

られる訳です。この場合、流行が開始した裏付けを

示して頂ければ認める扱いといたしました。 ‘流行

を認めたため”の文言でなく、実際の患者数の増加

の程度や入院の実数等を示して頂くことが条件とは

なりますが、実際の流行状況に対応した変更点と考
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3．新潟県社会保険診療報酬請求書審査委員会：

「抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体製剤

“シナジス筋注液，の投与期間について」平成

えております。

また反対に、流行が8月以降に輪まった場合はシ

が|一分に考えられナジスの使用開始も遅くなることが

31年3月5日ます･そして、 シナジスは流行期を通して使用す

る」に則り、流行が短く終息したと判断されれば、

計6回に囚われることなく、計4回でも計5回でも

その時,IJIで終了することが必要と考えられますの

で、ごfW意ください。

圖流行の遷延に関して

先程からお話ししているように、最近3年間の新

潟li4内の流行状況は、 7～8月より流行開始して年

内に終''3､するパターンを示しておりました。 しか

し、流行は年々と変移しておりますので、遷延する

場合も考えておかなければいけません。遷延した場

合は、亜症例に限り、 l～2 11'|の追加投与を認める

対応といたしました。重症例の考え方は、各ガイド

ラインを参照して詳i氾して頂くように、 また遷延し

た状況は．.遷延を認めたため”の文言でなく、実際

の‘世者数の変動の程度や入院実数の変動等を示して

頂くことが条件となります。この接種IIJI数の拡大に

よって、重症な基礎疾患を持っている慰者さんに対

しては、流行状況により対応できるものと考えてお

ります。

へ

園基本的な注意事項

l) l l' il目の投与日 （初l' 'l接種年月日）の記載をお

願い致します。

2）傷捕名欄には、 「RSウイルス感染予防」ととも

に「適応する基礎疾患名」が必要です。記載を忘

れないようにお願い致します。

3）早産児については在胎週数の記載を忘れないよ

うにお願い致します。 「低出生体重児」や「未熟

児」は対象となりませんのでご注意ください。

※参考

1 .新潟県小児科医会ホームページの感染症情報

欄に、新潟県の感染症週報、RSウイルスの地

域別、及び経時的報告数について情報提供中

2. l 1本小児科学会予防接種・感染症対策委員

会： 「日本におけるパリビズマブの使川に関す

るガイドライン」の一部改訂について

ここ

、一丸
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眠淑燕ア罪剛の,閲画発達侭の影響

~楽酪｡便利さの陰蕊裟っ庵噸星盟～
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田中 篤長岡赤十字病院小児科

! ；はじ 殿大切な様々な時間を奪う

メディアの間接的な影響として無視できないの

が、家族川簗の時間や友達との外遊び・語らいの時

間、何もしないでぼんやりとする時間、空想の時間、

読書の時間、睡眠時間など、子どもの成長にとって

本来大切な意味を持つ様々なllfIMIを奪っていること

である。特に睡眠時間の問題は大きいと思われる。

総務省の行った調査では、先進国7カ国の巾で日

本人のlllll1t時間が最も短い国であった(Ixl l) ] )。

同じ| |本人でも、 スマホを持っている人のIFIIIK時間

は持っていない人よりも23分短い。 3歳以下の子とﾞ

もの||卿民|時間を調査した報告でも、訓査した17力凶

の｢' 1で、 日本が一番短いという結果が得られている

(図2）2)。添い寝の習慣のあるアジアの子どもたちは

夜の||卿民時|Hjが短い傾向にあって、それを昼寝で補っ

ているが、 日本の子どもたちは昼寝のll寺間も短い。

健康への深刻な影響から、 IMIIIKが足りないことを

めに

メディアの子どもの心身の発達への影響について

は、 20世紀後半から、主としてテレビの影響につい

て警鐘を鳴らす医学的なデータが次々と登場した。

その後、テレビケーム、携帯電話のメール、 ネット

を介してのオンラインケーム、 ネット'|i'i報・動画の

閲覧、 さらに近年はスマホが登場して、スマホアプ

リのケームやLINEといったSNSなど、 IT革命は凄

まじいスピードで私たちの社会に隅々にまで浸透

し、様々な便利さを私たち社会にもたらしてきた

が、楽しさと便利さの陰で目に見えない様々な負の

遺産を人間自身に与えるようにもなってきている。

メディアの内容は幾何級数的に多彩になってきてい

るが、 ここでは総称してメディアとする。現実の変

化の方があまりに激しく、医学的な検証が追いつい

ていないのが現状であるが、 メディアの子どもの心

身への影響には様々な観点から考えてみたい。

へ

へ
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図1 ．睡眠時間の国際比較
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|添い寝の習慣のあゑZジｱの子ども唾唾眠龍が短いが昼寝でﾘｶパﾘｰしている｡日本は昼寝も短い｡ ’

図2世界17カ国の3歳以下の子どもたちの睡眠時間（夜間と昼寝時間）

日本の子どもの睡眠時間が最も短い
へ

脈眠負債と表現することがある。 IFIII民負債は扁桃

体一前帯状皮質間の機能的結合の減弱を介して、 ネ

ガティブな情動反応を惹起するというタイトルの論

文がある3)。 日常生活で経験し得る程度の|睡眠不足

により、而桃体の過活動を腹側前帯状皮質が抑制す

るフィードバック機能が低下することがIﾘ1らかにな

り、そのため'唾||民不足時に不快な情動刺激（感情ス

トレス）を受けると熟llK時よりも扁桃体の活動が允

進し、不安や抑うつが商じやすくなる可能性が示さ

れた。また、 ｜睡眠不足が社会的リ|きこもりと孤独を

引き起こす可能性を示唆する研究がある’)。一晩断

眠させただけで、人を避ける傾向が有意に増加し孤

独感も有意に感じるようになっていた。 fMRIの解

析により、一晩の断眠は他考の接近を警告すること

に関わる脳領域(NearSpacenetwork)の活動を

増加させ、相手の心を推測することにかかわる脳領

域(TheoryOfMindnetwork)の活動を低ドさせ

た。当直などで眠れなかった翌日の感じを思い出し

てみると頷ける結果である。

（3）発達への影響（言語発達、社会性の発達）

（4）粘神liliへの影粋（攻撃性、 うつり1吋、仮想現実

と現実との混乱）

いくつかの研究について紹介すると、ニュージー

ランドの長期間の縦|析的な研究では、 5～15歳時の

平| 1夜のテレビ視聴時間の長さと26歳になったII寺の

健康状態の関連を調べたところ、小児期のテレビ視

聴時間が長いと、 26歳の時の肥澗度が有意に上昇し

ていた5)oその他にも身体能力の低下や喫煙率の上

昇、血清コレステロールの上昇と有意な相関を認

め、小児期のテレビ視聴の習慣が、その後の生活習

‘|賞に影響を与え続け、様々な健康状態に悪影響を与

えている可能性が示唆された。

乳幼児期のテレビ視聴が言語発達に影響を及ぼす

可能性を指摘する報告がある6)｡ 1歳､|皇健診の時の

アンケート綱査により、テレビを隆く見る習'lfiのあ

る家庭で長時間視聴の習慣のある子どもほど、 1歳

6ケ月時点において意味のある言葉（有意語）の川

現が遅れている子どもの率が高くなっていた(lXl3)｡

特にH常やテレビ視聴時に親子の会話が少ない家族

において長時間テレビを見る子と．もの有意語の出現

が遅れる率が高かった。

全

■その他の影響

メディアのその他の主な影響には次のようなこと

が考えられてきた。

(1)様々な能ﾉ]の低下（集中力、記憶・学習能ﾉJ、

感‘怖制御機能、創造ﾉJ，意欲、運動能力、視力）

（2）生活習慣への影響（肥満、喫煙、コレステロー

ルの上昇.なと尋）

園21世紀の疾病、現代の阿片

近年のメディア接触の実態と心身への影響はさら

に深刻化し、そして加速化していて、 「21世紀の疾

ji)j｣、 「現代の阿片」とも言われるほどまでになって
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図3 家庭と子どものテレビ視聴時間と有意語出現の遅れ

家庭のテレビ視聴が8時間未満で、子ども自身のテレビ視聴時間が4時間未満の子ど

もの1歳6ヶ月時点での意味のある言葉（有意語）の出現がない率を1とした場合、

家庭のテレビ視聴時間が8時間以上で子ども自身のテレビ視聴時間が4時間以上の子

どもたちの有意語の出現のない率は2倍に増加していた。
へ

めさせようとすると激怒して親に暴ﾉJを振るように

なった、親の知らないlHjにスマホのケームで課金を

して多額の請求がきた、親の財布からお金を盗って

ケームソフトを賊入した、友達のケームソフトを

盗った、 SNSで見ず知らずのりj性と出会って性交渉

してしまったなどなど、枚挙にいとまがない。少し

前ではケームやネットの影響は心理的な影響が大き

く、依存症の一つとまで言えるケースにはほとんど

出会わなかったが、最近になって、 これは本当の依

存症というしかないと感じさせられる子どもたちと

も徐々に出会うようになってきている。

子どもたちのメディア使用と心身の健康度、ゲー

ム・ネット依存に関して、その実態を明らかにして

学校や家庭、子どもたち自身に情報提供して、 メ

ディアとの関わり方を考えてもらうことを目的とし

て、現在私たちは一般小' |｣学校や長岡赤十字病院小

児科の心身f'E外来迎院｢| 'の子どもたちを対象にアン

ケート調査を実施I|1である。その予備的調査の一部

を紹介すると、 LI本のどこにでもあるような小さな

lll]~の小中学校の子どもたちの6.3％が、DSM-5のイ

ンターネットケーム障害の診断基準を満たしてい

た。また、YoungのInternetAddictionTestを用い

たアンケート調査では、生活に影響を与える11能'| li

のあるネット依存傾向のレベルにある中学生は

32.3％にも及んでいた。 メディアの怖さは、国や地

域、都会や地方など関係なく、あまねく急激な変化

が静かに進行していることである。

いる。世界中の医師たちが、 ネット ・ケーム依存症

というしかない子どもや大人たちと多く出会うよう

になり、 2013年アメリカ精ﾈ[I1医学会は、DSM-5に

おいて「インターネットケーム障害」を暫定的に採

用し、 また今年5月Ⅲ界保健機樅(WHO) は、

「ゲーム|瞭害」をICD-llにおいて正式に認定するこ

とに合意した。そもそもケーム依存症の危険性は、

1998年AZ"/"72に掲載された論文で指摘されてい

た7)。この論文は、テレビゲーム中に線条体におい

てドーパミン放出が高まっていることをPETに

よって初めて明らかにした。 50分間のテレビゲーム

により脳内ドーパミンの放出が2倍に増加し、覚lW

剤（アンフェタミン0.2mg/kg)の静脈注射による

増加にほぼ匹敵していたというものである。最近の

画像研究では、麻薬中毒患者と同じような脳内変化

が起きている8）など、 ネット ・ケーム依存症の脳

内変化に|乳lして様々な数多くの深刻な実態が報告さ

れるようになってきた。

実際に発達障害や不登校、心身症など子どもたち

の診療をしている専門外来の経験を通しても、 メ

ディアの子どもたちへの様々な深刻な影響を年々実

感するようになってきている。ケームを遅くまで

やって夜更かしになった、朝起きられない、深夜に

オンラインケームをしていて昼夜逆転した生活に

なっている、学校に行かないで一上I ' | 1ケーム．ネッ

トの生活になっている、ケームでイライラして暴言

や暴力を振るうようになった、ケーム．ネットをや

へ
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’ 乳幼児期に愛着形成がうまく育たずに成長した子どもたち

基本的信頼､安心感､安全感、自己肯定感の獲得の失敗

周囲への気遣い､他人と関係することに自信が持てない

人との関わりは緊張する､避けたい､怖い

真の友達ができない､精神的な孤立

そういう子どもほど､ゲームやインターネットの世界の中
に潜り込んでしまう。

、

’
メディアの世界に飲み込まれないためには

愛着形成と自己肯定感が必要 1

ﾉ

図4． メディア依存と愛着形成の関係

1 1お わりに sleep.SleepMedicine, 11,274-2,2010

3) Sleepdebtelicitsnegativeemotional reaction

throughdiminishedamygdala-anteriorcingulate

functionalconnectivity.PLoSOne, 8(2):e56578.

doi: 10.1371,2013

4) SleeplosscauSessocialwithdrawl and

loneliness.NatureCommunications｡ 14:9(1):3146.

doi: 10.1038/s41467-018-05377-0.2018

5)Associationbetweenchildandadolescent

televisionviewingandadulthealth: a

longitudinal cohortstudy.Lancet, 364, 257-62.

2004

6）提言乳幼児のテレビ・ビデオ長時間視聴は危

険です日本小児科学会雑誌108,117-120.2004

7) Evidenceforstriataldopaminereleaseduring

avideogame.Nature,393,266-268, 1998

8) Impactofvideogameplayonthebrain's

microstructuralproperties: cross-secti()naland

longitudinal analyses.MolPsychiatry, 21(12).

l781-1789,2016

へ

心身症専FII外来の子どもたちの診療を通して、今

の[l本では愛着の問題を抱えた子どもたちが増えて

いることを実感させられている。そういった子ども

たちほど、 I上|己評価が低下した状態で成長し、周|Ⅲ

への気遣いをして学校などで過ごすようになり、本

当の友達ができずに緒神的に孤立し、そういった子

どもほどケームやネットの世界に没入してしまう傾

向にある （似'4)。そのl1t界では、彼らにとっては

仲間と感じさせる人との出会いがあり、 H分の存在

を認められる経験ができ、一緒に達成感を味わうこ

とができ、彼らが痛切に求めてきたことが獲得でき

たかのような感覚があり、離れられなくなってしま

う。そういった生活の中で、 まず|睡眠が量と質とも

に悪化し心身の健康状態が悪化していく。さらには

脳内変化が生じて依存症が深まっていく。

子どもたちをケーム・ネット依存にさせないため

には、乳幼児期の愛着の安定した形成が必要不可欠

であり、そのためには社会全体で子育てllt代に対し

て、物心両Imでの支援が求められている。 さらに

は、 メディアの魅力に対抗できる魅力的な人間関係

の創造が、私たち社会・大人に求められている。

二

：引用文献

l)総務省「ICTの進化がもたらす社会へのインパ

クトに関する洲査研究」 （平成26年) http://www.

soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h26_O8

h()uk()ku.pdf (閲覧2019年7月14日）

2)Cross-culturaldiiferencesininfantandtoddler
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佐藤
日
自 子

りやすくお話しして下さいました。

その他、 2018年度は災害時緊急連絡網の整備を開

始いたしました。手始めとして、会報62号に「名揮

内容確認害」を同封しましたところ、登録事項の確

認、変更につきまして多数の先生方からご連絡頂

き、ご協力頂きましたことを感謝･ I1'し上げます。今

後も、登録事項の変更等がございましたら、 メール

か会報後方のページにあります用紙を使用して

FAX、郵送でご連絡頂けますと幸いです。

今回、確認書に生年月日の記載欄を設けました

が、 当会の会則で満77歳で会費免除となりますた

め、不要な会費請求をしないよう、確認のため記戦

をお願いいたしました。不審に思われた先生もおら

れたようで問い合わせも頂きましたが、生年月日を

含め、名簿のｲlhI人情報は厳重に管理をいたしますの

で、ご理解の程よろしくお願いいたします。

新潟日報社とは、 「つなぐ、命」の連載で連携を取っ

ておりましたが、昨年度より、喫緊の課題となって

おります子どものメディア対策につきましても対応

部料とともに考えていく機会を作り、交流しており

ます。2018年10月には新潟[l報社社内研修会にて、

当会理事の佐藤勇先生に子どもとメディアについ

てご講演頂きました。

2019年度も川111奇会長のもと、竹内菊博先生と佐藤

昌子が引き続き総務を扣当し、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、 ｜ ｜

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

[1頃、会員の先生方には大変お世話になっており

ます。

2018年度は川lll奇琢也先生の会長2期l lの1年目で

した。竹内菊博先生と佐藤昌子で総務の仕事を継続

いたしました。

2018年4"14日の学術描演会では、特別講油lは

新潟県警察本部交通部交通企、課課長補佐の小林照

秀警部に「チャイルドシートの重要性」と題してご

溝演頂きました。新潟県はチャイルドシートの装着

率が低く、昨年度当会でアンケート調査を行ったば

かりでしたので、会員の先生方の意識も高まってい

たところで貴重なお話を伺うことが出来、良い機会

となったと思います。特別講演2は、埼玉県の若葉

こどもクリニックの山崎勉先生をお迎えして「非

定型微生物の最近の話題」と題しましてご講演頂き

ました。開業して診療されながら研究を続けておら

れるl l l l11奇先生からは、マイコプラズマやクラミジア

についてわかりやすく、臨床の現場で役立つお話を

伺えました。

101127Hの学術祇演会では、特別講波lは川lll51矢

科大学小児科学講座准教授・大石智洋先生から「ロ

タウイルスワクチンのインパクト～ワクチン導入後

の状況uptodate～」と題してご講演]頁きました。

継続'|'の新発田スタディや定期接種にIfりけての今後

の展望についてのお話を聰くことが出来ました。特

別講波2は、東京大学医科学研究所ウイルス感染分

野特任教授・山下誠先生をお迎えして「より有効

なインフルエンザ対策をl |指して」と迦しましてご

講演頂きました。 インフルエンザワクチン、抗イン

フルエンザウイルス薬について、最新のお話をわか

へ

へ
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伝い等を引き続き行っております。

また、本年911281 I (=t)、29H(H)には、東北・

北海道小児科医会連合会総会が新潟市のホテルオー

クラ新潟で|州催される予定です。特別講演では齋藤

昭彦教授と認定NPO法人ハートリンクワーキング

フ°ロジェクト副理事長林三枝様にお荊して頂きま

す。懇親会では新潟のおいしいお酒を多数取り揃

え、アトラクションとして古lll]芸妓の演舞を予定し

ております。シンポジウムのテーマは「子育て支援

のいま」です。興味深い演題が集まっております。

5月に案内を送付させて頂きました。参加申し込

み、広告申し込みを頂きました先生方、ありがとう

ございました。多くの先生方のお越しをお待ちして

おります。

会員動向としましては、昨年度3名、今年度3名

の新会員6名を迎えまして、 2019年6)1現在会典数

は203名です。今後も、若い先生方、新潟大学小児

科医局以外の出身の先生方、現准NPMLCのみ参加

されている先生方など、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（竹内菊

博、佐藤昌ja) までご連絡下さい。

アンケート、会報の原稿、会場での運営、講演な

ど、三役や瑚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。

行き届かない点も多いかと思いますが、今後もご

指導、ご支援の程よろしくお願いいたします。

須里

今
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卍屯 1

1

恭一公ぺージ
1

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Ⅲ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。

今年は9月28H (土) 291] (日）にホテルオーク

ラ新潟で第3811:'|東北・北海道小児科医会連合会総会

が開樅されます。それに11lする情報を掲救していこ

うと思います。

今年の4月から、 こども医療費助成の迪院対象年

齢が拡大された地域が、新潟市を含めてありました

ので、一覧表を更新しました。

一昨年から、子育て支援・子どもの事故の項目

に、新潟市小児科医会会長の柳本利夫先生がフリー

ベーパーCouLeurに連載していた記事を掲載させて

いただいております。引き続き更新していこうと思

います。

また、川||舟会長の「家庭看護力向上を目的とした、

保護者のためのup-to-dateな情報を発信していきた

い」との方針を念頭におき、情報を公開していきた

いと思います。そのためにも、会員の先生方からの

情報、 アイデアをinfo宛までご連絡いただければ幸

いに存じます。

へ

へ

郡
騨
鴬

＆
一 零 一

＝ 一 二

■‐ 曲 ■

課
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■ 歴

山崎 恒

2010年5月より管理を担当しております、阿賀野

市の山ll時と申します。

当メーリングリストNiigataPediatricMailing

ListConference (NPMLCと略）は新潟県内の小児

に配信されますが、投稿者ご自身のGmailアドレス

で受信ができません。これはGmail側の仕様による

ものですのでご了承「さい。

入会および退会希望、配信アドレスの変更やご質

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ﾉ]よりl｣I崎1口にかわりました。2000年4月より

新潟県小児科医会の糸M織に組み込まれています。

2019年5ﾉ1現在の登録アドレス数は241です。

2018年1年間の総投稿数は189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力' '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、情報伝達と共

有、意見交換の場として活用していただければ幸い

です。

2016年4月よりメールサーバーは大学柄院医療情

報ネットワークUniversityhospitalMedical

InformationNetwork (迪称:UMINhttp://www.

umin・ac.jp)が提供するサービスを利川しています。

変更から3年が経過しましたが、今のところ大きな

トラブルもなく1II1鯛に連川されています。以前と異

なり添付ファイルも利用でき、利便性は向上してい

ると思います。引き続きNPMLCを利11jして活発な

情報交換をお願いいたします。また、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

先生ﾉにNPMLCをご活用いただきたいと存じます。

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古いアドレス （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、○|川み文字、特殊記号

および一部の漢字（例：私の姓の崎）は機種依存文

字のためすべての環境で正確には表示されず、文字

化けの原因になるⅡI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l ll ll断宛のメールは、

件名にnpmlcを付していただくと見落としを防げま

すので、 ご留意いただければ幸いです。

へ

＝

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JII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lllしlaげます。

以下、既知の|lll題と参加及び投稿に関するお願い

です。

Gmailアドレスをご利用の場合、投稿自体はML
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務医
寵 ｡ ‘, i n画騨霧騨魯野萄匿鶏醗雷簡難勧■盛蕊翻■頚鐇閣圃繕淘■塞露篭■極灘 鑑篭 聾轤瀞 翻 蕊、 謹萄遷蕊 盲謹播 蝋竃 巌鬮■

鈴木 博

1新任のご挨拶

この度勤務医部に配属されました鈴木博です。

1993年に新潟で医師となり、以来|L'半世紀のほとん

どを県内の病院小児科で働いて参りました。2015年

からは魚沼基幹病院小児科に勤務し、患者も医師も

過疎で、広大な地域をカバーする小児医療に奮闘し

ております。諸先輩方からのご指導を仰ぎつつ、本

会とその会員の皆様に貢献できるよう微力ながら取

り組んで参ります。宜しくお願いいたします。私な

りの'I&!いと抱負を以下に記します。

小児科医が子供の幸せに貢献するには、小児科医

自身が幸せを感じて診療できていなければならない

と思います。そのために、特に勤務医は志を共にす

る仲間が欠かせません。そこで研修医が小児科医を

志す動機は何かを私なりに考えました。それは小児

科勤務医の働く姿ではないでしょうか？ 子供の頃

の小児科受診も小児科医になるきっかけかもしれま

せんが、医師となってから接する小児科医の姿が一

番だと思います。そして研修医が接するのは圧倒|''勺

に勤務医です。小児科勤務医が幸せに働いている姿

を見て、研修医が小児科医を志し、子供達の幸せに

貢献できるという正のスパイラル。小児科勤務医が

幸せでなければ小児医療の未来はない11 と思う次

第です。

この正のスパイラルを起こすか、不幸な小児科勤

務医から始まる負のスパイラルになってしまうか。

正のスパイラルにするために我々にできることは何

かを|川い、小児科勤務医の幸せのため活動して参り

たいと思います。

偉そうなことを申し上げましたが、現在具体的な

策はございません。 まず足がかりとして、 “勤務医

として働く利点”や“勤務医でしか味わえない幸せ｡’

は何かを知り、それを達成するすべを考えて、少し

でも実行できればと思います。

皇

へ

説
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予防接種委員会感簗潅・
I 鞍 ■ 噸1

1

上村孝則・奥川敬祥・須藤正 二二

画まずは新潟IIL小児科医会のホームページならびに

メーリングリストで感染症情報を提供して下さって

いる先生方へ感謝1 lJし上げます。 リアルタイムの情

報は、 日々の診療に非常に有川であると思います。

今後も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祁の岐近の動向について報告

いたします。

麻疹

2019年に入り関東や関西を中心に麻疹魍者の屈出

の明らかな増加がみられており、 また、 フィリピン

やベトナム等の海外で感染したと推定される輸入例

の届出もｲ;| |次いでいます。新潟11jでも2019年3flに

麻疹慰者が2名発生しています。 2019年6月2[I II､f

点での全国の咋叶出数は589件と、すでに2018年1年

IMの刷出数282件を上l' 1lっている状＃dであり今後も

-|-分な注意が必要です。

一＝

I 感染症

11 インフルエンザ

翻風疹

2018年の秋以降首都圏を中心に発生数の明らか

な増力Ⅱがみられています。 2019年1月1 1 |～6Ⅱ2

1 1の期間における全|韮Iの患者発生j,ll出数は1,657件

となっています（うち新潟県は1件)。 また、 2014

年以降発生のなかった先天性風疹症候群も、今年に

入り2例報告されました。風疹の排除ならびに先天

性風疹症候群の撲滅を目指し、 2019年度から成人男

子（昭和37年4月2日～昭和54年4月l日生）を対

象とした風疹第5期定期接種が始まりました。事前

に抗体検査を受けなければいけない煩雑さもあり、

この対策でどこまで効果があるか疑問が残ります

が、少しでも風疹発生が減少することを期待したい

です。

2018/19シーズンも昨シーズンと|'1様にインフル

エンザが大流行したシーズンでした。流行は全'五l的

に立ち上がりが早く、 11月下旬（第481il)には各地

で流行期に入りました。 12月下ｲ0 ("52m)で注意

報基準の定点当たり10を超えました。さらに1月上旬

~211上ｲIJ ("2～5週）で警報基準である定点当

たり30を超えました。ピークは第4週でした。A型

では12月～l〃にAHlpdmO9亜型が、 2月にAH3

Ⅲ型がそれぞれ大流行しました。その一方、本シー

ズンにおけるB型の流行は散発的なものにとどまり

ました。

インフルエンザの治療という観点から兇ても、本

シーズンは注|jすべきシーズンでした。2018年3月

にバロキサビル（ゾフルーザ‘‘）が、 6月にオセル

タミビル（タミフル垣）の後発品が発売されました。

バロキサビルは昨シーズン終盤には使われていまし

たが、事実上本シーズンから本格的に使用されたと

みなしていいかと思います。 l lnlの内服で済む、 と

いう簡便さからバロキサビルの処方が増えた反Im，

AH3亜型に対する1m性株発生の問題が報告されま

した。治療の選択肢が増えることはいいことではあ

りますが、小児に対してどのように抗インフルエン

ザ薬を使えばいいのか、その適正使用に向けて今後

のさらなる検討が必要と思われます。

一

四百日咳

百日咳は2018年1月から感染症法に基づく5類感

染症の全数把握疾患に指定されました。昨年1年間

で12,104件（うち新潟県は247件）が、今年に入り

6月2日までの期|川に6,556件（うち新潟県は108件）

が報告されました。

画その他の感染症

2018年秋にエンテロウイルスD68感染症の流行が

3年ぶりに見られました。喘息様発作だけでなく、
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弛緩性麻蝉を呈するケースも複数報告されました。

また、 2019年になって伝染性紅斑の発生が例年と比

べて増えています。

とはいえません。

また、就学前にポリオ抗体価や百日咳抗体価が減

弱するケースがあることを踏まえ、 日本小児科学会

では就学前に4種況合ワクチン (DPT-IPV) を接

穂することを推奨しています。さらに、 2種混合ワ

クチン(DT)の代わりに3種混合ワクチン (DPT)

を接種することも推奨しています。ただし、 これら

については今のところ任意接種となっており、接種

率は非常に低い状態です。

接種率をlさげるためには誰もが無料で接種可能な

定期接種化が欠かせません。定期接種化の実現に向

けて、 ｜ |本小児科医会やH本小児科学会が国に対し

強く要望し続けることが孟要と,'&!われます。

Ⅱ ワクチン

認インフルエンザ

2018/2019シーズンワクチンの製造株は、 A型が

A/Singapore/GP1908/2015 (HlNl) pdmO9とA/

Singapore/INFIMH 16-0019/2016 (H3N2)、

B型がB/Phuket/3073/2013 (山形系統） とB/

Maryland/15/2016 (ビクトリア系統）でした。た

だ、昨シーズン|'1様にワクチン流通が滞り気味で、

一時的に接穂に支障をきたす事態になりました。

へ

51ワクチンの安定供給について

2018年の年末にはインフルエンザワクチンが一時

的に不足しました。 また、 2019年の秋にはB型肝炎

ワクチン （ヘプタバックス⑧） と4種混合ワクチン

(スクエアキッズ通）の流通が滞ることが予測されて

います。いまのところ厚生労働省は「他社代替品を

使うことで必要な量は確保される」と言ってはいま

すが、実際にはワクチンが手に入らない状態に陥る

ことが十分に予想されます。

ワクチン接邨ができないことで、我々医療従事者

や保護者の方々も多少は困りますが、鮫終的に一番

困るのはその恩恵を受けることができなくなるこど

もたちです。腱|民の安心・安全な生活のために、国

およびワクチンメーカーはその社会的責務を強く認

識し、 ワクチンの安定供給に向けて尽力してもらい

たいです。

邇麻疹風疹ワクチン

2017年度のワクチン接種率は、 1期は全l卦平均

96.0％、新潟県は96.9％で順位は15位でした。 2期

は、全国平均93.4％のところ、新潟県は95.8％で全

国3位でした。昨今の海外旅行ブームや訪| |外国人

の増加に伴い、 また、 ラグビーワールドカップや東

京オリンピック ・パラリンピックを控え、 リ|き続き

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ための啓蒙活動

や、先程述べました風疹の第5期定期接種の推進が

重要と思われます。

へ

慰 HPVワクチン

HPVワクチンについては2013年6月から6年間

にわたり 「職種的な接種勧奨の差し控え」が継続し

ています。海外では当たり前のように接種されてい

るワクチンであり安全なワクチンとされています。

最近では積極的接種勧奨の再開と91ⅢHPVワクチ

ンのlil期承認を求める動きも見られています。客観

的なエビデンスにもとづく冷静な議論を経て接種を

再開されることが望まれます。

4任意予防接種の定期接種化へ向けて

日u1からの地道な啓蒙活動に加え、マスコミでも

ワクチン接種について取り上げられることが増え、

ロタウイルスやムンプスワクチンいった任意接種の

接種率は少しずつ上昇していますが、 まだまだ十分

4旧
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第2回新潟県か児科医譽理嘉会議惠録平成30難麗
驚霊 篭函露麹 騨鰯圏騨 露 震鞠

佐藤昌子総務部

塞霧轄 雛掴■蕊 瀬鰯 鱒 麹■蕊■曝翻 謝園畷 鱈麹宙籍 懇蕊■職■園

2019年3月23日（土） 16 ： 30

新潟市医師会第一会議室

内菊博総務

下記の内容について要望し回答を頂いた。 また、

その内容についてNPMLCを通じて会員の先生方に

報告した。

l)県立子ども病院建設の推進

2）各種予防接種について

ロタウイルスワクチン、おたふくかぜワクチ

ンの定期接種化について

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

～

へ
出席者：五十嵐隆夫､祢沢哲良 大塚岳人、

III崎琢也、

小川淳、

小西微、

佐藤勇、

鈴木博、

千葉高正、

柳本利夫

【、

笠原多加幸､上村孝則､川崎琢也、

小林武弘､櫻井守､笹川富士雄、

佐藤昌子、佐藤雅久、庄司義與、

須藤正二、竹内菊博、田中篤、

仁田原義之、橋本謹也、松永雅道、

(五十音順、敬称略）

報告事項

1 . 会員動向(2019年3月23日現在）

入会：遠藤彦聖先生（立川綜合病院小児科2018

7.13)、申将守先生（大学小児科2019.2.8)

会員数204名

会報61号2018年9月発行

特集小児のアレルギー

会報62号2019年3月発行

特集小児の漢方療法

4

一

2． 各地区小児科医会への参加

2018年6月7日県央小児科|臨床研究会川11時会

長、佐藤副会長、小川副会長参加

2018年11月13日上越小児科医会川lll苛会踵、佐

藤剛会長参加

2018年11月19日 シオノギセミナー川lll奇会長参加

2019年3月2H阿賀北小児科臨床研究会川lllf

会正、佐藤副会長、竹内総務

5． 第37回東北・北海道小児科医会連合会総会

2018年9月29日～30日於山形

シンポジウムテーマ

「学校保健における小児科医の役割」

新潟県シンポジスト ：

早川小児科クリニック 上l l.川広史先生

演題名「プレ運動器検診の試みを通して」

6．第56回学術講油会

2018年10月27日 (Et) :新潟東映ホテル

特別i溝波l :講師川lil51災科大学

小児科学講廊准教授大石智洋先生

演題「ロタウイルスワクチンのインパクト」

3．新潟ﾘ,↓県棉祉保健部との面談(2018年9〃4Ⅱ、

午後1時30分から）

出川『者：川l1l苛琢也会長、佐滕雅久扇l1会長、小川

淳MII会長、 I I l中篤県医師会理事、柳原

俊雄前ﾘ,L医師会理事、梅沢哲郎会計、竹
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；

特別講演2 ：講師東京大学医科学研究所

ウイルス感染分野特任教授山下誠先生

演題「より有効なインフルエンザ対策を目指して」

9．つなぐ命

2018/4/6 「月経困難症」柳瀬徹先生(市民病院）

2018/5/4 「成長llll線」長崎啓祐先生

（新潟大・小児）

2018/6/l 「子宮鏡手術」藤田和之先生

（済生会産婦人科）

2018/7/6 「食物アレルギーと皮膚」高見暁先生

（新潟医療センター）

2018/8/3 「グリーフケア」森III幸枝先生

（新潟大・助産帥）

2018/9/7 「チック」仁旧原康利先生

（吉HI病院・小児）

2018/10/5 「妊娠と連動」川村Ⅱ皇毅先生

（市民病院・産科）

2018/11/2 「子どもの脳しんとう」長谷川聡先生

（県立新発Ⅲ病院・小児）

2018/12/24「赤ちゃんの難聴」泉修二先生

（新潟大・耳鼻科）

2019/1/28「母乳育児の重要性」永山善久先生

（新潟市民病院・小児）

2019/2/25「風疹と妊娠」高桑好一先生

（新潟大・産科）

2019/3/25「小児の貧血」渡辺輝浩先生

（がんセンター新潟病院・小児）

10.県立こども病院への働きかけ

・自民党県連の「がん対策条例の改正案に対する意

見募集」に対し、小川淳先生がパブリックコメ

ントを作成し提l11．

･2018年10月、新潟県医師会理事会にて、田中篤

先生が新潟県内の小児医療の現状、子ども病院設

立の必要性について説|ﾘ'し、多くの理事から賛同

を得た。

11月21日新潟県医師会理事会と県福祉保健部の

意見交換会があり、県医師会からの重点項|ﾃ|とし

て、 1番目に小児専門医療施設（子ども病院）の

要望を田中理事から提lll｡同22日、医師会理事と

自民党幹部との懇談会でも要望を提出。

12月県議会で、 自民党桜井甚一自民党新潟県政

務調査会長から花角県知事に子ども病院への見解

を質問し、知事より 「議論を深めていきたい」と

返答があった。

7． 共催、後援

･2018年4月14日 （土） 小児がんフォローアップ

研究助成発表シンポジウム メデイアシップ

･2018年9月29日 （土） ゴールドリボン・小児が

んチャリティー「森11I良子コンサート」 りゅ－

とぴあ

･2018年10月13日 （土)、 14 (日） 第24回I 1本保育

保健学会in新潟朱鷺メッセ

･2018年度新潟県周産期医療研修会（新生児蘇生法

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

新潟県立新発田病院 9/22 :A l/27: S

新潟大学医歯学総合病院9/2 :A 3/2 : S

新潟市民病院 10/21 :A 2/3 : S

済生会新潟第二病院 12/2 :A

長岡赤|一宇病院 11/3 :A 3/2 : S

長岡中央綜合病院 11/18:A l2/15 : S

魚沼基幹病院 7/22 :A l/20: S

新潟県立中央病院 9/15 :A ll/17: S

･Asshママ＆ベビーフェスタ2018年9月141 1～151=|

･新潟市小児科医会集談会(2018年6月2日、 7月

281 1 ， 9ﾉ]22日、 2019年2月23日）

･保育園と幼稚瞳lの保健を学ぶ会(2018年6月3

日、 2019年2月3日）

･第9回市民公開セミナー 2019年3月3日 （日）

江1打区福祉センター（きらとぴあ）

へ

へ

8． アンケート

･2018年9ノl 就学前検診に|判するアンケート調査

日本小児科医会乳幼児学校保健委員会

県内の郡市医師会ごとに1名の会員の先生にアン

ケート用紙を送付し、お願いした。

･2018年10月青森県小児科医会よりHPに関して

のアンケート調査：総務佐藤が回答

･2019年2月広域予防接種に関するアンケート

（日本小児科医会より） ：総務佐藤が凹答
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営を担当）

会長会議：事務局、川l1l苛琢也

1日'二Iの座長：小川淳川崎琢也

シンポジウム：小林武弘奥川敬祥

写真係：大塚岳人、写真部学生

来賓接待：斎藤教授：川崎琢也

林三枝様：小川淳

他日本小児科医会関係：佐藤雅久

2）特別講演各1時間

1 ． 齋藤|旧彦教授「小児における抗菌薬の適正

使川」

2． ハートリンクワーキングプロジェクト副事務

局長林三枝様「小児がん経験者への社会的

支援」

3） シンポジウムテーマ 「子育て支援のいま」

新潟県シンポジスト

磯部賢諭（いそくまさつぐ）先生

キャッツこどもクリニック （長岡市）

「当院の子育て支援、不登校児のカウンセリング

と絡めて－小児科医と公認心王ll1師の立場から－」

4）参加費について

医師：学会参加費 5千円、懇親会費 1万円

|'1伴者：参加費懇親会費込みで1万円

5）アトラクション：古町芸妓の踊り

6）来賓予定者

日本小児科医会会長神川晃先生

県医師会会長渡部透先生

県福祉保健部長藤山育郎様

新潟大学小児科教授齋藤昭彦先生

ハートリンクワーキングプロジェクト刑理事長

林三枝様

7）県内の先生方へのご案内

第1報： 3月初旬にNPMLCで

第2報： 5月下旬に郵送で

2019年2月、県は子ども専門の高度医療施設に

ついて県内での可能性を探る検討会を2019年度に

設け、開設の見込みや施設のあり方などを議論す

ることとなった。年度末までに方向性を示す予定。

11.発達I｢I凹医療支援ネットワーク研究会：当会よ

り世話人として梅沢哲郎先生

2018年12月16｢I (l l ) 9 : 30～12 : 30

新潟市総合保健医療センター5階理事会室

12. 「小児在宅医療に関する人材養成講習会」

2019年1月27[|於束京、吉川秀人先生参加

－

13. 日本小児科医会社会保険全国委員会開催

2019年2月24日 （日）和光堂西新宿ビル

新潟県からは橋本謹也先生が出席。NPMLCで議

事内容を報告して下さった。

14. スマホと子と､もたちの健康問題

新潟県小児科医会の文書、封筒、 メールなどに

｢見直そう 1スマホが奪う親子の時間」という標語

を掲栽して、啓蒙活動を継続する。

検討事項

1 ． 第38回東北・北海道小児科医会連合会総会新潟

開催について

第1価|準備委員会: 2018年7月21H

第2回準備委員会:2019年1月l9H

＝

決定事項

l)役割分担（敬称|略）

事務局（連絡・渉外・宿泊総括など） ：

竹内菊博、佐藤昌子

懇親会係＝宴会係：

I黄川徹、大橋美奈子、小野塚淳険

受付係：荒川啓子、福島愛、五十嵐幸絵

会場準備・運営係（スライド含む） ：

松永雅道、 l l l lll奇恒、上村孝則

会計係：梅沢哲郎、坂jl貴胤

プログラム・抄録：

朴直樹、関東和成、須藤正二（当l lは会場連

検討事項

1 .広杵、寄附について

・広告のページは作らず、一人1万円として、寄附

して下さった先生方のお名前のみ掲載する形式が

準備委員会で提案された。この方式でご賛同頂け

るか、ご意見を頂きたい。
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参考：県医師会から10万I'1，市医師会から5万l ']、

新潟市小児科医会から10ｿj円、東北・北海道

連合会から60万円の寄附を頂ける予定。

今理事の先生方から承認を頂いた。

5．新生児医療担当医（新生児科医）支援事業の実

態について

医療介護総合確保促進法の医擦従事者の確保に関

する事業として、新生児医療担当医（新生児科医）

支援事業（資料参照）が新潟県でも事業計画されて

いる。 しかし、県内では大学病院以外は新生児を扣

当する医|'IIIjに適切に手当が支給されていないという

実態があると会員から報告があった。

今検討の結果、 まずは、県医IIIj会に実態について

洲査を依頼することとなった。

2． 会計報告梅沢先生より

吟平成30年度一般会計、特別会計の報告、平成31

年度の一般会計、特別会計の予算案について、理

事の先生方から承認して頂いた。

3． 災害時緊急連絡網の作成について

l l本小児科医会災害担当伊藤隆一先生より、全

国小児科医会会長あてに各地域の会員連絡網や被災

対応を確認・榊築するように会反宛に連絡が来た。

三役会で検討し、NPMLCに登録されておられな

い先生方に、NPMLCの災害時連絡網としての使用

目的を説|ﾘ』し、登録をお願いする文書を2018年12月

末に送付した。 8名の先生から新規に登録して]11け

た。また、 2019年3月の会報第62号郵送の際に名簿

情報の確認の文書を送付したところである。災害時

緊急連絡網として災害時小児周産期リエゾンの先生

よりNPMLCを利用して頂くことについて、理事の

先生方からご賛同頂きたい。なお、 メールを使用さ

れておられない先生はFAXなどで連絡を取ること

を考えている。

吟理事の先′li方から様々なご意見を頂き、承認し

て頂いた。

6．新潟市民ｿili院より、食物アレルギー患者の診療

協力について

巾此病院の食物アレルギー患群様の一般診療（一

般的疾患やアトピー性皮ﾊｻ炎、気管支喘息など含

む）および予防接種（インフルエンザワクチンにつ

いては接祉歴のある,世者様）について、かかりつけ

|差療機関でお願いしたい。

へ

今後の予定

1 ． 第57Ⅲ|学術識演会ならびに鋪38回総会

2019年4月l31 I (11)

会場：新潟県立がんセンター新潟病院誰堂

講師：踵岡赤十字病院小児科部長 IH中篤先生

演題： 「メディアと子どもの心身の成長～楽しさ

と便利の陰で失いつつあるもの～」

懇親会：ピーア軒
＝唾

4． 会員でない関係者の学会等の催事への協力につ

いて

参加や寄付を募る'三I的で、県小児科医会会員の名

簿情報の提供を依頼された場合、今後どのように対

応していくかということについて検討し、即事の先

生方から様々な意見を頂いた。

今協力したいという気持ちはあるが、個人情報保

護の見地から名簿の情報を会i!のr解なしに提供

するということには問題があるという意見が多

かった。個人情報保護に問題のない形での協力を

検討することとなった。

2． 鋪2111 11 「子どもの心」

前期: 2019年5月18日、

後期: 2019年7月14R、

研修会

19日

15H

於大阪市

3 第29回小児科医会総会フォーラム京都

2019年6月81 1 ， 9日

l . 第38回東北・北海道小児科医会連合会総会

新潟開惟平成30年9月28日～29日

会場：ホテルオークラ新潟

シンポジウムテーマ「子育て支援のいま」

49



令和元年9月

5 第14回生涯教育セミナー

2019年10)11311 ( I I )

於名古屋T|j ウインクあいち

6．小児心'I:世学会

2020年11月27-28H

会弧：鈴木博先生

於新潟巾

＝里

三里

、
0

へ

0ーノ
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第38回新潟県跡児識医

竹内菊博総務部

平成31年4月13H (土）於：新潟県立がんセンター

新潟病院2階講堂

会長挨拶：川lllif琢也先生

議握選出：廣川徹先生

＊会員201名、出席49名、委任状提出者70名、計119

名で総会は成立

地域ネットワーク委ji会：

佐藤男、林三樹夫、須藤正二、梅澤哲郎、

奥川敬祥、向橋秀雌

救危'､委員会：塚野真也

新潟県麻しん対策会議：佐藤雅久

日本小児科医会関係

代議員：川II断琢也、佐藤雅久

予備代議員：佐藤II II子、竹内菊博

予防接種委員会委貝（ブロック推薦） ：大塚岳人

地域小児科総合医検討委員会委員（ブロック推

賄） ：佐藤リ）

救急担当理事（各ﾘ,↓より一名） ：佐藤雅久

一般社卜11法人日本保育隙|保健協議会：佐藤勇

F里

会務報告

1 .平成30年度新潟県小児科医会役員（敬称略）

会長：川l11苛琢也

刑会踵：佐藤雅久、小川淳

理事：五十嵐隆夫、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、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、

仁川原義之、橋本謹也、林三樹夫、

平野春伸、松井俊晴、松永雅道、

水澤一郎、柳本利夫

監事：庄司義興、笹川富士雄

職問：廣川宏、太田裕、柳原俊雄

総務部：佐藤昌子、竹内菊博

会報編集委員会：櫻井守、朴直樹、

小川洋平（大学)、廠川徹

経理部：梅澤哲郎

HP管理者：笠原多加幸

ML管即者: l l｣崎 'IH

社会保険部：橋本諫也

学術部：小林武弘、大塚岳人、塚野真也

子と､もの心対策委員会：佐藤I目I子

勤務医部：平野春仲、松永雅道、鈴木博

感染症・予防接種委員会：上村孝則、須藤'[二、

奥川敬祥

会員動向（平成31年4月1日現在）

退会：西鉄幹先生(31.3.31)、

竹内一夫先生(31.3.31)、

八牧知行先生(30.11.23ご逝去）

入会：田l1113直哉先生(30.6.28)、

遠藤彦聖先生(30.7.13)、

申将守先生(31.2.8)

会1i数201名

2

へ

3． 節37回総会平成30年4月14[1 (土）

新潟東映ホテル

4．理事会

平成30年度第1 l可理事会

平成30年6月30H (士）

佳肴あさひ11 1 (新潟市）

平成30年度第21'｣l理事会

平成31年3月23日 （土）

新潟市医師会5階第一会議室
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県立子ども病院建設の推進

各種予防接種について

ロタウイルスワクチン、おたふくかぜワクチ

ンの定期接種化について

子ども医療費助成の拡大

子どもの心診療体制への支援

小ﾘJ在宅医療体制推進について

5． 会報

第61号

特集

第62号

特集

l)

2）平成30年9月7日発行

小児のアレルギー

平成31年3月9日発行

小児の漢方治療 3）

4）

5）6．学術講演会

第551m学術誰演会

平成30年4月14日 （土）

新潟東映ホテル

ー股演題

「チャイルドシートの重要性について」

新潟県警察本部交通部交通企画課課長補佐

小林照秀警部

特別溝波

「非定型微生物に関する最近の話題」

若葉こどもクリニック | l l崎勉先生

第5611J学術誠演会

平成30年10月27日 （土）

新潟東映ホテル

特別講演l

「ロタウイルスワクチンのインパクト」

川|||奇医科大学小児科学講座准教授

大石智洋先生

特別i溝波2

「より有効なインフルエンザ対策を卜I指して」

東京大学医科学研究所ウイルス感染分野

特任教授山下誠先生

以上の要望をお話し、回答が得られた。その内容

はNPMLCを通じて会員の先生方へご報告した。

9．新潟県産婦人科医会との共''1コラム「つなぐ命

産婦人科・小児科医帥からのメッセージ」新潟日

報に連戦

2018/4/6 「月経困難症」柳瀬徹先生

（r|j民炳院・産科）

2018/5/4 「成長曲線」長Ⅲ苛啓杣先生

（新潟大・小児）

2018/6/1 「子宮鏡手術」藤田和之先生

（済生会・産科）

2018/7/6 「食物アレルギーと皮膚」高兇暁先生

（新潟医療センター・小児）

2018/8/3 「グリーフケア」森山幸枝先生

（新潟大・助産師）

2018/9/7 「チック」仁IH原康利先生

（吉田ｿi肺院・小児）

2018/10/5 「妊娠と逆動」 HI村正毅先生

（市民捕院・産科）

2018/11/2 「子どもの脳しんとう」長谷川聡先生

（県立新発田ｿ1埼院・小児）

2018/12/24「赤ちゃんの雌聰」泉修二先生

（新潟大・耳鼻111測喉科）

2019/1/28「母乳育児の重要性」永l l 1善久先生

（市民病院・新生児内科）

2019/2/25「風疹と妊娠」高桑好一先生

（新潟大・産科）

2019/3/25「小ﾘJの貧血」渡部抑浩先生

（新潟県立がんセンター・小児）

一

一

7． 日本小児科医会社会保険全国委員会開催

平成31年2月24H (日）和光堂

新潟県からは橋本謹也先生が出席｡NPMLCで議

事内容を報告された。

8．新潟県福祉保健部との懇談

平成30年91141]

川席者：川崎琢也会長、佐藤雅久副会長、小川

淳MII会長、柳l泉俊雄県|握師会前理ﾘf、 l｢｜

中篤県医師会理事、梅沢哲郎会計、竹

内菊博総務 lO. "371U東北・北海道小児科|ｸ息会連合会総会

平成30年9月29日～30日 於 11 1形
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シンポジウムテーマ

「学校保健における小児科医の役割」

新潟県シンポジスト ：

早川小児科クリニック早川広史先生

演題名「フ･し運動器検診の試みを辿して」

Asshママ＆ベビーフェスタ2018

平成30年9ﾉ114H～151 1

新潟市小児科医会集談会

（平成30年6月2 1]、 7月28日、 9ﾉj22H、

平成31年2月231 1)

保育|刺と幼稚|刺の保健を学ぶ会

（平成30年6月3 1 1 、平成31年2月3日）

平成31年3月3日 ( | l )

"91' il'l丁民公開セミナー

江南Ⅸ福祉センター（きらとぴあ）

11. 各地区小児科医会への参加

平成30年6月7日

県央小児科臨床研究会

川l1時会長、佐藤副会長、小川副会促参加

平成30年11月13日

上越小児科医会学術講演会

川lll苛会長、佐藤剛会長参加

平成30年lllll9LI

中越シオノギセミナー

川ll断会長参加

平成31年3月2日

阿賀北小児科臨床研究会

川崎会長、佐藤剛会長、竹内総務参加

13. アンケート

1)平成30年9月就学lii検診に関するアンケー

ト調査日本小児科医会乳幼児学校保健委員会

県内の郡市医師会ごとに1名の会員の先生にア

ンケート用紙を送付し、お願いした。

平成30年度広域予防接種アンケート

2）平成30年10月青森ﾘ,↓小児科医会よりHPに

関してのアンケート調査：総務佐藤が回答

3）平成31年2月広域予防接種に|典lするアン

ケート （日本小児科医会より） ：総務佐藤が胆｜

答

以上のアンケート依頼があり回答した。

へ

12.共催、後援

平成30年4月14日 （土）

小児がんフォローア‘小児がんフォローアップ研究助成発表シンポジ

ウム ﾒヂｲｱｼｯブ

平成30年9)129n (土）

ゴールドリボン・小児がんチャリティー

「森山良子コンサート」 りゅ－とぴあ

平成30年10j｣13日 （土)、 14 ( 1 1)

第24回日本保育保健学会in新潟朱鷺メッセ

平成30年度新潟県jil産期医療研修会（新生児蘇生

法満習会）

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 9/22 :A l/27 : S

新潟大学医歯学総合病院9/2 :A 3/2 : S

新潟市民病院 10/21 :A 2/3 : S

済生会新潟第二病院 12/2 :A

長岡赤十字病院 11/3 :A 3/2 : S

長|湖『' 1央綜合炳|塊 11/18:A l2/15 : S

魚沼基幹病院 7/22 :A l/20; S

新潟県立中央病院 9/15:A l1/17 : S

14. 1!↓立こども病院への働きかけ

l) 自民党県連の「がん対策条例の改正案に対す

る意見募集」に対し、小川淳先生がパブリッ

クコメントを作成し提出。

2）平成30年10月、新潟県医師会理事会にて、 HI

中篤先生が新潟県内の小児医療の現状、子ど

も病院設立の必要性について説明し、多くの理

事から賛同を得た。

11月21日新潟県医師会理事会と県福祉保健部

の意見交換会があり、県医師会からの重点項目

として、 1番目に小児専門医療施設（子ども病

院）の要望を田中JII!事から提Ⅱ|･同22日、医師

会理事と自民党幹部との懇談会でも要望を提出。

12月県議会で、 ’'1民党桜井甚一自民党新潟県

政務調査会長から花角県知事に子ども病院への

見解を質問し、知半より 「議論を深めていきた

い」と返答があった。

へ

蕊
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第38回新潟県小児科医会総会協議事項

1 . 災害時緊急連絡網の作成について

日本小児科医会災害抵'↑ 伊藤隆一先生より、全

国小児科医会会長あてに各地域の会員連絡網や被災

対応を確認・構築するように会長宛に連絡があっ

た。

三役会で検討し、NPMLCに登録されておられな

い先生方に、NPMLCの災害ll寺連絡網としての使川

目的を説明し、登録をお願いする文書を平成30年12

月末に送付した。 8名の先生から新規に登録して頂

いた。 また、平成31年3j1の会報第62号郵送の際に

名鰊情服の確認の文書を送付した。なお、 メールを

使川されておられない先生はFAXなどで連絡を取

る方針とした。

平成31年3)123日の第2ril理事会において、災害

時緊急連絡網として災害時小児k1産期リエゾンの先

堆よりNPMLCを利川して頂くことについて、理事

の先生方からご賛同lⅡいた。

平成31年2月、県は子ども専門の高度|差療施

設について県内での可能性を探る検討会を2019

年度に設け、開設の見込みや施設のあり方など

を議論することとなった。年度末までに方向性

を示す予定。

15． 「小児在宅医療に関する人材養成講習会」

平成31年1月27H ( I I ) 於束京

吉川秀人先生参加

16.発達凸[1II医療支援ネットワーク研究会

当会よりllt話人として梅沢荊郎先生

17． スマホと子どもたちの健康問題

新潟県小児科医会の文書封筒、 メールなどに

｢見直そう Iスマホが奪う親子の時間」という標語

を褐城して、啓蒙活動を継続する。

二里

18.今後の予定

l)第211ml 「子どもの心」研修会 於大阪市

前期：令和1年5月18日 （土)、 19日 (l l)

後期：令和1年7ﾉ114日 ([l )、 15H (ﾉl ･祝）

2）第301' '1小児科医会総会フオーラム京都

令l l 1年6月8H (=t)、 9II ( I1)

3）第381m東北・北海道小児科医会連合会総会

令和1年9月28日 （土)、 29日 （日）

会場ホテルオークラ新潟

特別講波1 . 「小児における抗菌薬の適正使用」

新潟大学l差歯学総合研究科小児科分野

齋藤IIH彦教授

特別講演2． 「小児がん経験者への社会的支援」

認定NPO法人ハートリンクワーキングプロ

ジェクト副王ﾘ1事長林三枝様

シンポジウムテーマ「f育て支援のいま」

新潟県シンポジスト ：磯部賢諭先生

4)"141''|生涯教育セミナー

令和1年10月13日 ([1)

於名古屋市ウインクあいち

5）小児心電学会令和2年11月27｢I (金）、 28

日 （土）

会頭：鈴木博先生 於新潟TII

'1記について会員の先生方よりご承認頂いた‘

ニロロー
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令和元無度定践 報晉
灘 騨 圏圏錨 震翻 圏鰹■鱒駕 遷掴■簾縁 ■ 恩窪 ■露 麺 田

日本小児科医会代議員

竃

川崎琢也

6月8， 9日の士H、京都テルサで「輝かそう未

来を」をテーマに第30回日本小児科医会総会フオー

ラムが行われました。その縮1 l]目8日10時より日

本小児科医会令禾l l元年度定時社典総会に佐藤雅久先

生と出席して参りました。出席者は60名で、会議の

成立が確認されました。

冒頭に神川晃会長が挨拶され、 自見はなこ参議|塊

議員はじめ河村建夫衆議院議員を会長とした超党派

議員による「成育医療等基本法成立に向けた議員連

MA」の力添えもあって|昨年12月8日参議院本会議に

て成育医療等基本法が全会一致で可決されたことを

感謝とともにご報告されました。この法律は今年12

月から施行され、施行後は厚生労働省に「成育医療

等協議会」が設|趾され、今後の施策がまとめられる

とのお話でした。 「子供たちの将来を守るため」 「子

どもたちの未来を明るくするため」これからも会員

の意見・協力をお願いしたいとのお話でした。

第二に「これからの健診と診療報酬」について述

べられました。成長過程で生じる様々な問題に子ど

ものかかりつけ医である小児科が継続して|卿わって

いくためには、米国BrightFuturesのヘルススー

パービジョンのガイドラインを参考に、健診マニュ

アルを作成し乳幼児健診の回数を増やすこと、学童

期に集団で行われている学校検診を個別健診へと移

行すること、妊婦検診のようなクーポン制の導入な

どが必要との認識を示されました。このような他診

をはじめとした保健分野をもカバーする診推報酬の

包括化も視野に入れておられるようです。

第三には、 「子育てilt代包括支援センター([|本

版ネイボラ)」の全国展開と機能充実によって、妊

娠期から主に3歳位までの継続した家族支援を充実

させようというお話でした。それを補完するシステ

ムとして、地域子育て支援拠点事業の充実やマイ保

育園、マイ小児科も今後実施すべき事業として述べ

ておられました。

続いて関東地区副会長の伊藤隆一先生、北海道・

東北地区副会長の奥村秀定先生、中部・近畿地区副

会長の武知哲久先生、 11二IEl ･ ILl llil ･九1，|､|地区副会長

の川原卓浩先生より、各ブロックの活発な活動につ

いて報告がされました。 また田ﾉﾙ(卓浩先生よりliil地

区の2019年度のテーマとして「共生プラス l」

として男女．学歴・経済状態・障害･LGBTなどの

区別なく誰でも平和に生活を…そのために各県小児

科医会が何か 1つからでも実際の行動に移すこ

ととお話され、ハツとさせられる想いでした。

その後審議に移り、館lけ議案の平成30年度耶業

報告では、乳幼児学校保健委員会の稲光毅先生、学

術教育委員会の藤岡雅司先生、子どもとメディア委

員会ならびに子どもの心対策委員会の内海裕美先

生、国際委貝会の開場慶博先生、小児救急医療委員

会の渡部誠一先生、公衆衛生委員会の及川薫先"豆、

社会保険委員会の旧山正伸先生、少子化対紫子育て

支援委員会の林泉彦先生、広報委員会の三浦義孝

先生、ホームページ委員会の藤谷宏子先生、地域総

合小児医療検討委員会の佐滕好範先生より、各々細

かく活動について報告がありました。

第2号議案では、平成30年度収支決算について塙

佳生先堆より丁寧な報flTがあった後、監査報告が高

橋系一先生と石黒成人先生より行われ、粛々と承認

されました。

第3号議案の名誉会典として、民らく国際委員会

でご活朧された東京都の相澤昭先生が承認されま

した。

群議事項に続いて令和元年度事業計画及び予算

が、総務の林泉彦先生より説明されました。

医療を中心に子どもたちの健やかな成育と保護者

の幸福な子育てを肌い、次世代につなげていくこと

を本会の目的とする事をあらためて強調されまし

た。成育基本法が昨年12月に可決成立したことを受

け、本年度はこの蛙本法に則り「成育医療等協議会」

へ

へ

55



令和元年9月

が設置され、基本施策案である「成育医療等基本方

針」が練られていく中で、その施策立案を専門家集

団として支え、多くの意見を発信して行かなくては

ならないと発言されました。

述営方針として、①子どもの医療・保健・福祉な

ど多II皮にわたる分野での課題に対し芥委員会・ワー

キンググループを通じて取り組んでいくと|可時に、

新たに小ﾘJ在宅|ｸ自療と貧困･ li竺待問題など小児社会

医学を検討するワーキンググループを立ち上げ継続

した検討･を行う②学校|彊圃医・乳幼児健診・予防接

樋・初期救急など地域医療を支えるスキルを評価・

研鐡するための地域総合小児医療認定医制度が小児

科専門医と同様に認知されるよう、今後も関連学会

と協力し認定制度と指導者育成を運営していく③こ

れからの小児科医の在り方として、継続して子ども

と家族に係わっていくかかりつけ機能が求められる

中、そのためのシステムの構築と社会的ニーズに対

応できるスキルli'l上をIXIっていく。そのために乳幼

児学校保健委員会では、就学時以降の成人に至るま

での個別健診システムの導入を視野に入れた健康診

査指針を作成すべく検討.を開始した。社会保険委員

会では、健診など予防的医療にも及ぶ将来の包括的

な保健医療と、社会に受け入れられる新たな小児科

インセンテイブの在り方を検討していく④ワクチン

の安定的な供給、予防接種の無料化、地域格差のな

い予防接種体制を引き続き国や関係者に求めてい

く。「予防接樋を受けない権利」が優先され、免疫

学的弱者である子どもの健康権が軽んじられたり、

子どもたちが将来得られるべき健康な生活が失われ

たりしないよう、今後も社会への予防医療の重要性

と1ピしい知識の)I卑発を行う⑤会員の高齢化や入会者

数の減少は、各都道府県小ﾘ凸科医会にも共通した

テーマであり、魅ﾉJある本会を維持するためにも、

会報．ホームページの充実を図っていく⑥小児医療

保健関連団体による最高位の|茄議機関であるll本小

児医擁保健協議会（四者協）では、参加団体と協力

して陸|レベルの寝業への協力、提言を行っていくと

同時に、災害時医療対応を平II寺より関係諸団体と連

携して整えていく⑦2017年度から開樅している日本

記者クラブにおける記者懇談会を、本会のメッセー

ジ発信の有益な場として本年度も継続することなど

が述べられました。

その運営方針にのっとって、乳幼児学校保健委員

会では、米国BrightFuturesをモデルとした就学以

降の健診システムの導入に|f'jけたｲﾘ|究を行うとしま

した。脚際委j!会では、在I I外国人の子どもたちの

医療環境に関する調在を行い、診療の際に役立つ情

報を会1iに提供することが発表されました。小児救

急医療委員会では、 ＃8000全国情報支援センター設

立にむけ協議会を開催すること、 #8000情報分析事

業を2019年度より行い、保護者の啓発に利川し、相

談員の質を上げることが述べられました。社会保険

委員会では小児科診療報酬体系の問題点と今後の在

り方の研究を行い、次回診療報酬改定へ「小児かか

りつけ診療料」の見II駐し、診療情報料(1)の提供

先の拡大、将来の小児医療・保健を考慮した診療報

酬の在り方の検討などが調われました。少子化対策

子育て支援委員会からは生育基本法を含む少子化対

策子育て支援に関する調査研究を行う旨述べられま

した。地域総合小児医療検討委員会からは2019年4

月からの正式な地域総合小児医療認定医制度を|}M始

することが発表されました。

学術集会としては、第911 1旧本小児科|延会乳幼児

学校保健研修会が9月15日に三井住友銀行来館ライ

ジングスクエアSMBCホールで、第15回|]本小ﾘJ科

l退会生批研修セミナーが10月13日にウインクあいち

で、第211LII 「子どもの心」研修会の前期が5月18~

19[Iに、後期が7月14～15日に大阪市北区ナレッジ

キャピタルコングレコンベンションセンターで、第

19回思春期のlliH床講習会が11ﾉl10日に東京都墨l l｣区

KFCホールで、第7回「子・どもの心」研修会（導

入柵）が10月27Hに東京都墨Ⅱ|区KFCホールで、

第5回予防接椛・海外渡航合Ir1研修会が11月10Hに

東京都医HIIj会館で、第5回小児救急研修会が9)122

1」に東京都千代川区の全匡l町村会館で、第5回家庭

看誰力確成セミナーが10月27日に三垂県小ﾘJ科医会

の共催で行われることなどが発表され、予算案とと

もに承認されました。

晶後に第16Inl内藤壽七郎記念賞の発表がありまし

た。東京都の秋1II千枝子先生が「子どもの心」研修

へのご尽ﾉJ、 R本小児保健|筋会会長を務めるなど多

||皮にわたる小児医療への貢献が評価され、受賞され

ニヒ

三一
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ました。 l11時に兵庫県の神尾守房先生が、長年l l本

小児科医会理事、監事、公衆衛生委員として、 また

兵庫県小児科医会会長として第17回日本小児科医会

セミナーを開催するなど日本小児科医会の発展に寄

与されたとして受賞されました。

この会に出席すると、いつも思うことですが、 日

本小児科医会が非常にIIIH広い分野で様々な活動をし

ていることが分かり、会長以ﾄ理事の先生方を含め

た執行部のご尽力に自然と頭が下がる‘'&｛いでした。

おりしも、州宅直後の6月12日には長岡巾の柵祉

関係の職員が生後3か月の長女を床に落として殺害

して逮捕されるというショッキングな事件が起き、

子と・もたちの健全な育ちと保護者の幸福なi育てを

どのように守っていくのか、我々小児科医に突き付

けられている課題は非常に大きく重いと感じた所で

ありました。会員各位におかれましても日本小児科

医会並びに新潟県小児科医会の活動へのごJII!解とご

。巳

協力をお願いできますと幸いです。

へ
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学会の垢緬圏職会 ●．

曝 嬢 蕊 溺 溌 驚 W

竹内菊博総務部

謹 睡 温 羅 騨 霧 鐙 鑓 驚 鶴 懲霊 園 露

第191111新潟小児内分泌セミナー

2019年10月19日 （土）

於新潟ホテルオークラ

1 . 第381' !|小児循環器談話会

2019年9)17日 （土） 新潟市

6

2． 第9F1乳幼児学校保健研修会

2019年9j115日 （日) SMBCホール（東京） 第711il 「子どもの心」研修会（導入編）

2019年10月27n ( I I ) KFCホール（東京）

毎

／

3． 第5ITII小児救急研修会

2019年9)122日 ([l ) 全|副町村会館（東京）
律邑

8． 第19回,'』春期の臨床講習会

2019年11月lOH (I I) KFCホール（東京）

第381Ⅲ|東北・北海道小児科医会連合会総会

2019年9H28日 （土)、 291 1 ( I])

於新潟ホテルオークラ

1

9第3111i旧本小児科医会総会フオーラムin札|幌

2020年6月6日 （士)、 7R (H)

札l幌コンベンションセンター

第14111生涯教育セミナー

2019年10月13日 ([l )

於名古屋市ウインクあいち

5

10.小児心電学会

2020年11月27[I (金）、 28日 （士）

会頭：鈴木博先生

於新潟市

一
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新潟県小児科医会入会・変更申請書
必要な方に丸をお付けください

令和 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
国堅

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

自宅住所

自宅TEL

メールアドレス

へ

勤務形態

送付先

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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令和元年9月

令和岐初の会報です。後記を書いているこの時期、上越で40度を越えたり日本各地で猛暑

が統いています。一方で会貝の先生方からはインフルエンザの報告がされています。暑く、

じっとりした湿気の強い季節ですが、 ’五|によっては夏に流行するそうです。ウイルスもいろ

いろです。

今lmは小ﾘJの在宅医療について、 ’二l頃県内各地区で診療に桃わっている先生方に寄柚して

いただきました。 もちろん、他にも在宅医療に関わる炳院やクリニックも多数あることは存

じております。この分野は小児医療の1inのみならず、社会経済的な側1mでもいろいろな問題

が大きい分野かと,'&!います。皆様の考えるきっかけになる内容かと思います。

学術は、吉l｣|先生に最先端の貴重なお話をかいていただき、大学の循環器班については、

沼野先生に報告していただきました。 トピックスでは、五十嵐先生に舌下免疫療法につい

て、実際の臨床も含めてご説lﾘlいただきました。随想では、郡司先生、浅見先生のいつもな

がらの興味深いお話です。今IIIから、入会挨拶のページができました。今後、新入会の先生

方には随時かいていただけますようお願いいたします。保健審査情報は橋本先生、講波会要

旨は演者の田中先生自らにかいていただけました。

お忙しいIP、原稿の執筆を快くリ|き受けていただき、毎但l先生方には深謝しております。

今後ともご指導ごWⅢ燵をよろしくお願いいたします。

（櫻井 守記）

へ

へ
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川lll断琢也

小川洋平･MM|量 守・職川 徹・朴 直樹

〒950-0941 新潟11j中央|X女池4丁l｣19番10号

かわさきこどもクリニック内 川lll荷琢也

TELO25 281-8700 FAX025-281-8701

http://www.npa-niigata.jp/
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