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-巻頭言一

高知市小児科時間外救急体制

高知県小児科医会会長船井守

高知県は小児科の時間外救急体制がとられているのは、 4小児医療圏（2次医療圏と同じで幡多、

高幡、中央、安芸医療圏）のうち中央医療圏の高知市だけである。平日夜間小児急患センター、休

日夜間急患センターを高知市から高知市医師会が委託を受けて運営している。2年前から高知市医師

会の急患センターの運営委員長を吉川清志先生から私が受け継いでいる。平日夜間小児急患セン

ターは月曜日から土曜日の午後8時から午後11時の3時間を小児科医が診療、休日夜間急患センター

は3交代で午前9時から12時、午後1時から5時、午後6時から10時を内科医、小児科医が診療を行って

いる。 日曜の午前中は眼科医、耳鼻科医も診療を行っている。入院患児の受け入れや急患センター

の時間以外の時間外救急診療を5つの2次輪番病院が受け持っている。高知市が行っている時間外救

急体制ではあるが、急患センターには高知市以外の医師も出務し、小児科輪番病院も南国市の病院

も加わってもらっている。

ここ数年は休日夜間急患センターは年間約9000名（成人も含む） 、平日夜間急患センターは約

5000名の受診数である。インフルエンザの流行時期の12月末から3月までは休日夜間急患センターは

2人体制をとっているが、 インフルエンザ大流行時には3人体制にして対処している。ここ3年くらい

インフルエンザの流行が早まり、年末年始の連休や1月の連休に重なり、 1日に300人前後、一番多い

時は400人を超えていた。待合室に患者があふれ、急患センターのある高知市総合あんしんセンター

の入り口にパイプ椅子を並べて座って待つ状況だった。

10年以上前から平日夜間急患センターは土曜日、祝日前日の深夜診療もしているが、開業医の高

齢化などで出務を辞退する小児科医が増え、深夜診療の維持は困難になり、令和2年度から祝日前日

の深夜当直は中止する。また、平日夜間小児急患センターは現在約50名で出務しているが、開業小

児科医の辞退が増え、病院勤務医の出務を増やして補っている。高知県は他の医療圏では小児科時

間外救急体制はないため、急患センターには東は室戸市、西は四万十町から受診している。高知市

の急患センター、 2次輪番の小児救急体制が維持できなくなれば、高知県全体の小児科時間外救急が

崩壊してしまう。高知県民に小児救急の実態を広報し、適正受診を促すことが必要と考えますが、

高知県小児科医会の会員の皆様にも引き続き高知市急患センターへの出務、輪番病院体制の維持に

ご協力をお願い致します。
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－講演要旨一 高知県小児科医会春期研修会
(2020年3ﾉ17日）

乳幼児眼科検診と急性内斜視

士佐市民病院眼科部長中矢家寿宏

はじめに

小児に対するl1K科的な公的健診には、母

子保健法による乳幼児健診と学校保健安全

法による就学時健診があります。乳児健診

は自治体によって時期が異なりますが、高

知市では4ヶ月と7ケ月に行われております。

幼児健診としては、 1歳6ヶ月健診と3歳児健

診があります。

があります。両眼から同じ大きさで|可じ色洲

の明るい反射が観察できれば正常ですが、左

右差がある場合や白色瞳孔などが確認された

場合は、早急に眼科での糒密検査が必要とな

ります（表1） 。白色瞳孔の中でも、約2万

人に1人の割合で発症する網膜芽糸lll胞腫は、 1

歳までの小児がんの11%を占め、生命予後に

関与するため特に重要と考えます。

3～4ケ月児になると、 さらにペンライトや

興味をひくおもちゃを使い、固視や追視を観

察します。その際に、片||良ずつ交互に隠して、

左右差がないか、遮蔽に対する嫌悪反応がな

いかを確認します。

乳児眼科健診

1ケ月児の視力はおよそ0.01～0.02程度です。

ペンライトを用いて瞳孔反応を観察する方

法や、直像鏡（検影器） を使用し眼底から

の赤い反射を観察する方法(Redreflex法）

表1 ．眼疾患を疑う異常所見

眼異常所見 疾患h

網膜芽細胞踵・網膜硝子体疾患・網膜剥離。
白色瞳孔

硝子体出血・眼内炎

先天緑内障・前眼部形成不全・睦毛内反・

眼内炎・先天性鼻涙管閉塞

先天緑内障・分娩時外傷・角膜デルモイト

前眼部形成不全

差明・流涙・充血

角膜混濁

眼球・角膜の左右差 先天緑内障(大きい） ・小眼球・小角膜

眼瞼下垂・動眼神経麻痔・眼瞼欠損・小眼球眼瞼の異常

先天無虹彩・前眼部形成不全・瞳孔膜遣残瞳孔の形の異常

先天白内障瞳孔領白濁

H30年乳幼児健康診査「身体診察マニュアル」 国立成育医療研究センター
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乳児健診には、今までは眼科医は関わるこ

とがなく、小児科の先生方が見つけて下り、

それから眼科が介入するという流れでしたが、

高知新聞社主催の赤ちゃん会に、藤枝教授お

よび脇口前学長から紹介頂きまして、 2019年

に初めて参加させていただきました。

他にも、流涙・差明・角膜混濁・角膜直径

11mm以上などの場合は、約3万人に一人の

割合で発症する発達緑内障（先天性緑内障）

が強く疑われますので、眼科での精密検査が

必要となります。

6～7ヶ月児になると、生後6ケ月で95％以

上の眼位が正位となります。立体視（両眼視

機能）の獲得は、 3～4ケ月からはじまり2歳

頃がピークといわれております。乳児内斜視

は、治療時期を逃すと立体視が獲得できない

可能性があるので、ペンライトを用いて両眼

とも瞳孔中心に角膜反射がある事（正位）を

確認する必要があります。また、乳幼児の場

合は、内眼角という眼頭の内側皮層が発達し

ていますので、一見、内斜視に見える偽内斜

視も多々ありますが、ペンライトやフラッ

シュ付きカメラで正面から写真を撮影すると、

より容易に診断できます。

比較的容易に診断できる疾患として、臆毛

内反、先天性眼瞼下垂、先天性鼻涙管閉塞が

あります。

腱毛内反は、捷毛が眼球に接着しており、

流涙・充血が多い状態です。多くは成長とと

もに自然軽快しますが、中に手術が必要とな

る場合もあります。

先天性眼瞼下垂は、生まれたときから瞼が

眠たいような感じになっているので、すぐ判

断可能です。瞳孔を覆う程度であれば、弱視

の原因となりますので、手術が必要となりま

す。

先天性鼻涙管閉塞は、以前は子供を抑制し

金属ブジーで開通する事が主流でしたが、仮

道を形成する場合も少なくありません。諸説

ありますが、約9割は1歳までに自然開通しま

すので、基本的には何もしないというのが、

国際的なスタンダードとなっています。

診断が容易ではない疾患には、約3万人に1

人で発症する先天白内障があります。Red

reflex法で判断できる場合もありますが、軽

度の混濁ですと診断は困難になります。

赤ちゃん会に参加して

3歳児健診における弱視の早期発見に注力

しておりましたので、視力が発達序盤である

赤ちゃん会に参加しても、あまり役に立たな

いのではないかとの印象がありました。ただ、

赤ちゃんと一緒に、ご両親やご兄姉が来てく

ださるなら、弱視の啓発活動ができる可能性

もあり、何よりも小児科や歯科の先生方との

連携は重要と考え、参加させていただきまし

た。高知会場では、約1400名の赤ちゃんが来

場し、小児科の先生方の積極的な声かけもあ

り、初回にも関わらず約70名の相談がありま

した。

特に専門的な検査機器は持参しておりませ

んでしたが、早期に治療が必要な乳児内斜視

の赤ちゃんが2名おりました。それ以外にも

先天性鼻涙管閉塞や眼瞼下垂、兄姉の弱視の

相談もあり、参加する意義は大きいと実感し

ました。

幡多会場では、視能訓練士と共に参加し、

簡易の暗室を設け、要望の多かった他覚屈折

検査も行いました。約160名の来場でしたが、

早期に治療が必要な斜視の赤ちゃんだけでは

なく、一緒に来場していた兄姉の弱視患者も

見つかりました。もちろん、小児科の先生方

が見つけて下さったでしょうが、専門科です

と、適切な医療機関の案内まで、その場で可

能なため参加させていただいて良かったと強

く感じました。引き続き、これからも高知県

眼科医会として、赤ちゃん会には関わらせて

いただく予定ですので、今後ともよろしくお

願いいたします。
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診は、一次検査でアンケートと向宅での視力

検査を施行し、二次検査として会場でも必要

な児童に視力検査を施行し、それらの結果で

判定されます（図1） 。

耳鼻科の立場では、耳の検査は3歳より前

に施行した方がより効果的との事でしたが、

日本小児眼科学会、 日本斜視弱視学会は、 3

歳児健診の視力検査は3歳6ヶ月頃に行うのが

効果的と提言をしています。神田ら!)による

と、 3歳児の月齢別平均視力では、 3歳0ヶ月

児で0.55とあります（図2) ｡ 3歳児健診の視

力基準が0.5ですので、 この段階で検査をし

た場合、多くの子供が要精密検盗となります。

高知県でも2018年の調査時に3歳0ケ月～3歳

2ケ月で施行している自治体が複数あり、適

切ではありませんでした。

また、眼科外来の現場でも、 3歳の成長に

は個人差が大きく、全員が上手に視力検査を

できるわけではありませんので、 3歳0ケ月で

要精密検査となりましても、初診時に診断す

る事は難しいという印象があります。

幼児眼科健診

1歳6ヶ月児は、今までの健診内容に眼性斜

頸の発見が加わります。上斜筋麻岬が代表で

すが、眼の上下ズレを頸の傾けで直そうとし

ます。

3歳児になりますと、 自覚検査である視力

検査が可能となり、今までとは大きくかわり

ます。 1990年頃から開始された3歳児眼科健

1次検査

槙力息董(家画| |ｱﾝヶ炉圭Z

■■■■■■■■■腱，

写 2次検査

視力検査(会場）

J異常なし

｜異常なし

異常あり

』▽

’要精密検査異常なし

図1．三歳児眼科健診の流れ
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神田孝子ら保育園における3,4歳時の視力検査眼科臨床医報1993
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高知県における3歳児健診結果

高知県と協力し、 2015～2017年における3

歳児眼科健診を検討しました。高知県全体の

要精査率は2.28％ですが、各保健所単位では、

高知市3.89％に対し高知市以外0.32～1.24%と

自治体間格差を認めました（図3） 。

ここに2つ問題があります。一つは、弱視

の有病率は約2～3％と言われていますので、

検査の感度を考慮すると要精査率2.28％では

不十分である事もう一つは、 自治体間の格

差が大きいという事です◎ 3歳児に対する視

力検査は容易ではないのですが、 自治体間で

これほどバラつきがあるような方法は問題が

あると考えます。視能計||練士など、専門職が

検査する事が好ましいでしょうが、検査員の

絶対数が不足していますし、 1人あたり10分

以上かかる場合もありますので、健康診断と

しては現実的ではありません。

次に有病率を検討してみました2015～2016

年では、高知県全体の有病率は0.35%・各保

健所単位では、高知市0.64％に対し高知市以

外0.0～0.17%(平均0.06%) と自治体間格差

を認めました（図4） 。弱視の有病率から推

定すると、高知市でも約7～8割の見落としが

あり、高知市以外の地域では、高知市の1割

程度の検出力ですのでほとんど見つけていな

かった事が強く示唆されました。

スボットビジョンスクリーナーの導入

従来の3歳児眼科健診もよく考えられた方

法だと思います。 しかしながら、弱視の低い

検出率や検査の結果に自治体間差がある事、

宝塚市の報告2}では、弱視と診断された児の

56.5％は3歳児眼科健診で合格となっている事

などからも、問題を抱えていることは間違い

ありません。視力検査というのは自覚検査で

すので、 3歳児の場合は特に個人差がでてき

ます。

そこで時代の進歩と共に登場したのが、ス

ポットビジョンスクリーナー(SVS)をはじ

めとする他覚的屈折検査です。

土佐市民病院では2017年末に導入し、すぐ

土佐市と協力して3歳児眼科健診に参加しま

した。その結果、要精査率が約7％と20倍近

く増加し、弱視患者も多数みつかりました

（図5） 。

図4． 3歳児眼科健診結果。保健所別弱視有病率
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図5. SVS導入前後の3歳児健診結果
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がら、共|可利用するためには、職員が往復4

時間かけて機器を借りに行く自治体もあり、

以前問題は残っておりました。

2019年度からSVSを導入した高知市の途中

経過（4～12月）では、対象者1885名に対し、

要精密検査率は163名(8.64%)であり、

3.89%(2015~2017) より増加しました。 タ

イムラグがあるため受診率は低くなっており

ますが、今回の調査で精密検査を受けたのは

117名(71.8%)であり、弱視患者は32名

(1.70%) と0.64%(2015･2016) より大きく

増加しました。

それぞれの検査の感度を検討してみますと、

アンケート21.9%、視力検査50.0%、 SVS

93.8％でした。 また、要精査患者のうち弱視

患者の割合（陽性的中率）は、 アンケート

19.4%、視力検査19.3%、 SVS37.5%であり、

SVSが最も優れた結果を示しました（図6) ｡

ただ今回の検討は途中経過です。弱視の診

断は初回ではつかない場合も少なくありませ

ん。 117名のうち確定したのは32名ですが、

弱視の疑い患者は50名いる事から、弱視の有

スボットビジョンスクリーナーの普及

高知県の3歳児健診は、計30カ所で約230回

前後開催されており、各保健所単位で振り分

けると、一保健所施設あたり40回前後（35～

4311'1) となります。全ての自治体がSVSを導

入する事が理想ですが、高価な機器でもあり、

対象人数が極めて少ない自治体もあります。

高知県では、 5つの自治体が合同で3歳児健診

を行う中芸広域連合もある事から、 2018年秋

の母子保健従事者研修会で、共同購入に関し

ての提案をさせていただきましたが、進展は

ありませんでした。

そんな巾、 2019年度から高知市．四万十

市・南国市がSVSを導入するとの報告があり、

約67％の子供が他覚屈折検査を受けることが

可能となりました。さらに2台のSVSが高知

県に寄付、保健所に設置されましたので、保

健所単位での共IT1利用も含めますと、約94%

の子供が他覚屈折検査を受けることが可能と

なりました。これを受けまして高知県として

も2019年度から3歳児健診にSVSを取り入れ、

精度管理も行うことになりました。 しかしな

’
｜

｜弱視なし
＝窪

29

アンケート ｜ 弱視あり
不合格 7

合格 25

感度219％

(陽性的中率19.4％）

可

ヨ

、

ユ

コ

’

36/117名

アンケート 56

視力 ｜弱視あり
不合格 16

合格 16

感度50.0％

（陽性的中率193％）

svs l弱視あり
不合格 30

’ 弱視なし
67

117名

(71.8%）

受診者

163名 83/117名

視力要精密検査
18

弱視なし

50

80/117名

一 SVS

合格 2

感度93.8％

(陽性的中率37.5％）

35

弱視確定32名

弱視の疑いなど50名

図6. 2019.4～2019.12における高知市での三歳児健診結果（速報）
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病率と陽性的中率はもっと高い数値である事

が予想されます。

これらの好意的な報告やメディア・関係各

所のご尽力もありまして、 2020年度からは、

高知県が全保健所にSVSを設置し、全ての自

治体で共同使用できる環境が整うことが決ま

りました。

もあります。

この疾患がスマートフォンと関連している

という事が発表されたのは2016年と比較的新

しく、急性内斜視の患者12例を調べてみると、

全員が1日4時間以上スマートフオンを使用し

ており、スマホを使うことを制限すると、斜

視が改善する傾向を認めたとの報告3)があり

ます。

そこで、 日本でもアンケート調査をします

と、やはりスマートフォン長時間使用が約7

割、 タブレット長時間使用が約4割、携帯

ゲーム長時間使用が約3割ということがわか

りました。

情報通信機器の保有状況の推移（総務省）

を見ますと、スマートフオンは2010年から登

場し、 2018年の世帯保有率は約8割にまで増

加しております。年代別保有率では、 50歳未

満の保有率は8～9割となっており、機器の普

及が一因であると考えます。

次に、一般的な使用者の使用距離を調べま

すと、スマートフォンは約20cm， タブレッ

トは約30cm、パソコンは約40cmでした。こ

れらは適切な距離ではなく、それぞれプラス

10cm以上離した距離が推奨されています。

また、青少年のInfOrmationTechnology

(IT)利用実態調査（総務省）では、小学

生で約2時間、高校生で3時間半利用している

事が判りました。このうち全体の93％がイン

ターネットを利用しており、 56％はスマート

幼稚園・保育所での視力検査

公的健診では、 3歳児健診の次に就学時健

診があります。土佐市では2017年末から3歳

児健診でSVSを導入しましたので、今後の3

歳児健診を受ける児童に関しては大きな問題

は無いと考えます。しかしながら、既に健診

が終了している児童は、今なら治療が間に合

いますが就学時健診時では手遅れになる場合

もあります。そこで、土佐市と協力して、全

ての土佐市内の幼稚園・保育所でSVS検査を

施行し、 10名近い新規弱視患者が見つかりま

した。

就学時健診の前に、幼稚園や保育所は、視

力検査を毎年施行する法的義務があります。

2012年に日本眼科学会が行った全国アンケー

トでは、視力検査を実施している保育所の割

合は34.7％であり、あまり施行されていない

ことが判りました。

2019年夏に、乳幼児カンファレンスで保育

士に講演する機会がありましたので、 「たべ

たのだあれ」という絵本形式の簡易視力検査

の紹介をしました。楽しみながら検査が可能

で、安価でもあり、視力検査の練習にもなり

ますので、比較的容易に取り組め、弱視の取

りこぼし予防につながるのではないかと考え

ております。

表2．急性後天共同性内斜視(AACE)の特徴

急性後天共同性内斜視(AACE)

・突然発症の複視、 または内斜視を認める

・大斜視角の内斜視を有する

・眼筋麻痒の特徴がない

・もともとの両眼視機能は良好

・初期には間歌性の場合がある

・正視もしくはわずかな遠視であり調節要素は

ほどんど関与しない

スマホ内斜視とは

正式には、急性後天共同性内斜視

(AACE)ですが、俗称としてスマホ内斜視

ともいわれ、 （表2）のような特徴を伴いま

す。そして、近年急速に増加している疾患で

8 高知県小児科医会報No.32



が確保できるなどの対策も有効であります。

利用時間に関して、 2019年WHOによる

「5歳以下の小児に関する運動座位活動睡眠

に関するガイドライン」では、 2歳未満のス

クリーンタイムは推奨されず、 2～4歳になる

と、基本的には推奨しないが、 1時間以内な

ら許容するとしています。

これら利用||寺間に関する明確なエビデンス

はありませんが、 30～40分利用して10分休む

ことをすすめたり、 60分利用して30分休むこ

とをすすめたりと、様々な事が推奨されてい

ます。共通することは、一旦、画面から眼を

離して休むことです。スマートフォンの場合

は凹面を凝視し、瞬目の回数も減少します。

似たような環境である読書で急性内斜視の報

告が殆ど無いのは、ページをめくるという動

作で、眼のアライメントがリセットされる事

が要因ではないかといわれています。

急性内斜視になった場合の治療としては、

まず利用を止めるということです。これで十

分な改善が得られなければ、A型ボツリヌス

毒素製剤を眼外筋に注射する方法があります。

病理的には眼外筋が壊死しますので、医師に

フオンを使用しています。スマートフォンの

年代別ネット利用時間（図7）では、 30～50

代がl～1.5時間なのに対し、 10～20代は約3

時間と若い年代ほど利用時間も長くなってお

りました。

スマホ内斜視が急激に増えた原因というの

は、機器が急速に普及し、使用する距離が短

く、使用する時間が長いという3つがキー

ワードであると考えます。

スマホ内斜視の対策と治療

原|刃､それぞれが対策にもつながります｡文部

科学省がICT(IniormalionandConnnunication

Technology)を教育に取り入れている事もあ

りますし、機器の普及に関する対策は困難と

考えます。

距離に関しては、それぞれの凹面サイズに

対応した至適距離があります。スマートフオ

ンは20～25cm、 タブレットは約40~45cm，

パソコンは約50cln～であり、 スマートフオ

ン自体が推奨距離よりも短くなっている事が

問題となります。スマートフオンを24インチ

のモニターに投影すると、約1mの視聴距離
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図7． スマートフオンの年代別ネット利用時間
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Q:それが一番の症状なのですね。

A:そうですね。あと、調整性内斜視といっ

て、度数が強い場合は近くのものを見たりす

る場合は、ギュッと寄り目になったりするこ

ともあります。やはり斜視ですね。真つすくﾞ

目が向いていない、特に内斜視の場合は、弱

視が隠れている可能性があります。

Q:見えにくくて、階段を怖がるとかいうよ

うなこともありますか。

A: う－ん、 3歳くらいの子では生まれて

ずっとそれが当たり前なので、必ずしもそう

じゃないかもしれないですね。

Q:四万十市で小児科をやっております。先

生のお話で、有病率が低いのは眼科の検診が

十分行なわれていないのが一番の原因ではな

いかと思われます。幡多地区、人口9万人

ちょっとですが、眼科は、幡多けんみん病院

の非常勤の先生と開業医の先生、 4軒くらい

あったと思います。今後、幡多地区で、眼科

検診していく上で、どの様にしたら良いか、

ご提案があれば教えて頂きたいと思います。

A:幡多保健所に、来年度からはSVSが入り

ますので、その機械で検出することが、最も

重要かと考えます。その後は、どこに行って

治療するかということになりますが、ほとん

どの眼科の先生は、その治療ができますし、

より専門的な治療が必要な場合は紹介となり

ます。

また、視能訓練士という国家資格がありま

す。視能訓練士がいる眼科では視能訓練士が

専門的な検査をしてくれますので、 より好ま

しいと思います。幡多けんみん病院は非常勤

ですが、視能訓練士がいるのは伺っておりま

す。

Q:AACEについて教えて下さい。この報告

は13歳くらいということですが、大人でも結

構、スマホを長時間見ている人がいると思い

ますが、大人でも、このような病気になるの

か、症状としては、どういうことで見つかる

のか教えてください。

よって意見が分かれる治療ではありますが、

入院する必要は無くメリットもあります。他

は、入院しての全身麻酔下での斜視手術とな

ります。

司会：中矢先生、どうもありがとうございま

した。どなたかご質問をお願いします。

Q:まず、弱視の治療の臨界期は小学校に入

る前くらいでしょうか。

A:本当に個人差がありまして、中には8歳

くらいになっても治療に反応を示すお子さん

もいますが、治る幅が狭くなってくるのでは

ないかと思います。軽い度数の弱視の場合は、

小学校入ってからでも間に合うお子さんもい

ますが、強い弱視の場合は、間に合わない場

合もあります。

Q:ひどいのは、何歳くらいまでには見つけ

てあげたのがよいでしょうか。

A:早いに越したことはないのですが、明ら

かな斜視を伴わなければ4歳が適切と考えま

す。中には3歳で視力検査が出来る場合もあ

りますが、 1歳、 2歳になると、検査がなかな

かできないので難しいですし、眼鏡をかけ続

けるのも難しいという印象はあります。

Q:弱視の治療というのは具体的にどのよう

な。

A:弱視専用の眼鏡をかけるということにな

ります。その眼鏡をかけても視力が上がらな

い場合は、アイパッチといいまして、例えば

1日1時間もしくは2時間、片目にシールを

貼ったり、その弱視の眼だけで見る治療、訓

練をするという方法もあります。ほとんどの

場合、それでどんどんよくなっていきます。

Q:日常生活の中で弱視を疑う症状について

教えてください。

A:弱視のお子さんは、やはり見えにくいの

で、どんどんどんどん画面に近づいて行くと

いう傾向は一般的にあると思います。
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A:症状は、すごく内斜視になって戻らない

ということですね。はたから見たら、あんた

どうしたが？というくらい見た目がおかしく

なってしまいます。本人は一生懸命で気づか

ない場合もあるかもしれませんが、何か見え

方がおかしいといって来られますね。両眼視

が、まず、できなくなりますので、片目でほ

ぼ見ている状態になります。大人はあまり見

たことがないのですが、なぜか子どもがなり

やすいという様に言われていますね。

Q:スマホ内斜視は、やはり効き目になるの

ですか。

A:そのデータ、持っていないのですが、お

そらく、効き目じゃないほうが寄ってくるの

ではないかと思います。

司会：あと、心配なのは、先生が転勤された

あと、高知県の弱視の健診が進まなくなって

は困りますが、眼科医会としては進めていく

という方向でしょうか。

A:今回、幸い全ての保健所に機械を置くこ

とができましたので、見つける側の体制は整

いました。今後は、見つけた後にどう治療し

ていくかという眼科医の側の問題になってい

ると思います。

司会：今日は、どうもありがとうございまし

た。
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-総説－

新型コロナのパンデミックに思うこと

医療法人高幡会大西病院院長小倉英郎

はじめに

今回の新型コロナのパンデミックは未だ

終息していないが、新型インフルエンザ

2009のパンデミックの現場での体験'）を踏ま

え、 わが国の行政、医療機関、そして国民

を巻き込んだ新型コロナの感染制御対策に

ついて、私見を述べてみたい。 この点に関

しては各界から様々の意見があるが、 まず

は医学的現状認識が原点であり、その後に、

若干の修飾はあるにしても、行政的、政治

的決断があると考える。 また、従来から異

議のあるマスクの効果、第2波の可能性につ

いても論じてみたい。

状態であったという情報がある。また、武漢

ロックダウン直前に情報が漏れ、約500万人

が市外に脱出したことを武漢市長は明らかに

した。結果として、中国はそれ以上の感染拡

大を何とか食い止めたが、初期対応の遅れか

ら、世界中に感染を拡大させた事は事実であ

り、歴史に残る重大不祥事である。

わが国の第1例は武漢から帰国した30代男

性である。 1月151=I 、 PCR|場性が確認された。

政府は1月31日、武漢市を含む湖北省からの

入国を拒否、 3月9Hには中国全土に拡大した

が、遅きに失した。わが国は、中国、台湾、

韓国、ベトナムのようにSARSやMERSの実

経験がなく、予行演習のみに終わった過去が

ある。緊張感の欠如や準備不足があったこと

を否定する事はできないが、新型インフルエ

ンザ2009の場合に比べてあまりにも時間がな

かった事も事実である。

わが国の流行はまだ完全に終息はしていな

いが、欧米と比べて比較''19に小規模に止まっ

た理由は、行政と国民の力と言える。わが国

の行政が体制を整える2月中旬までの間、低

い水準の流行に止まったのは（図1、 ダイア

モンド・プリンセス号の感染者は除く） 、現

世界各国の状況とわが国の対応

2019年11月17日、中国武漢市に発生した

新型コロナは、 1月10日頃から24日～301｣の

春節を挟んで、中国人延べ30億の大移動が

あり、世界中に拡散した。中国政府が正式

に新型コロナウイルスの感染拡大を認めた

のは1月20日であり、初発例から2ヶ月後の

ことである。 さすがにその後の対応はアク

セル全開であり、 23日、武漢市の都市封鎖、

271｣から海外旅行を禁止した。 しかし、既

に12日には武漢市内の呼吸器科病棟は満床

人
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図1． わが国における感染者数の推移2）
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場の保健所関係者の努力もさることながら、

ひとえに匡|民の衛生意識の高さによる。 日本

人は本来、潔癖症であり、挨拶で握手や抱き

合うなどの習慣が無い。また、スペイン風邪

以降、マスク使用の習慣があった点も有利で

あった。

新型インフルエンザpdm2009の時は充分

な準備期間があり、米匡|からの情報を吟味し

ながら、行政と匡|民が一体となって、万全の

体勢をひいた。今回は残念ながら行政の初期

対応に若干の問題があったものの、その後の

対応は本領発揮と言いたい。PCRに関しては

少なからず問題があるが、 自粛要請のみでこ

こまでの結果を出せた国は殆ど無い。

図2に各国の人口1万人あたりの感染者数、

死亡者数を示した。感染者発生が早い国から

順に左から並べた（"世界''は左端に記載） 。

感染者数は各国の感染拡大制御の成否を示す。

すなわち、感染者の診'新と隔離を如何に素早

くやったかである。死亡者数は感染者数にあ

る程度相関するのは当然であるが、各国の医

療の総合力を示すと考えられる。感染者数は

米国、 スペイン、英国、 イタリア、 ロシア、

ブラジルの順に多く、死亡者数は英I玉l、スペ

イン、 イタリア、 フランス、米国の順である。

ここで特記すべきは、ベトナム、台湾、 タ
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図2．各国の人口1万人当たり感染者数．死亡者数2）

（6月4日現在）

イ、 日本、韓国等のアジアの各国に感染者、

死亡者が少ないという点である。ベトナム、

台湾、韓国はSARSの経験が生かされたとい

う側面もあるが、アジア人の特性のようにも

見える。これは裏返せば、 インフルエンザウ

イルスに無い、 コロナウイルスの特性と言え

るかもしれない。今後、解明されるべき点で

あろう。

図3に死亡率を示した。死亡率は各国の医

療の総合力をさらに如実に反映したものと言

える。先ほど述べた様にアジア人に低い傾向

が見て取れる。但し、ニュージーランドは例

外的に感染者、死亡者数， 死亡率が少ない。

島国であることや南半球の国であることが関

与-した可能性もある。

図4に各国の感染者数の推移を示した。 ま
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ず、世界全体では、現在も感染拡大は進行中

である事を指摘したい。 ヨーロッパ各国は、

英国を除いてほぼ終息に向かっているが、感

染再拡大の危険性を秘めている。経済を回し

ながら感染制御を忍耐強く続けるべきである。

米国は1月22日に第1例の感染確認後、 3月27

日にオーバーシュートに至り、ニューヨーク

州は医療崩壊に陥った。その後、プラトーに

達したが、未だに終息の気配は見えない。イ

ンド、パキスタン、 ロシアも一定以上の患者

発生が続いている。ブラジルは増加の傾向に

あり、感染者数の発表の仕方にも問題がある。

図には示していないが、今後、南米、アフリ

カでの感染拡大が懸念される。
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図4．各国における感染者数の推移2）

PCR検査数を意識的に絞ったこと

検査試薬･検査機器の準備不足と人員不足

からわが国の検査能力に限界があったことは

当初から分かっていたようである。そこで新

型コロナ専門家会談は重症者重視とし、医療

14 高知県小児科医会報No.32



ある。国際的に見ても異常な対応と言えるで

あろう。もっとも、PCRは感度が70%程度で

あり、PCRによる感染者の把握は過小評価さ

れざるを得ないが、だからこそ検査数を絞っ

て良いということにはならない。軽症者で

あっても見つけ出して隔離することが感染拡

大防止の大原則であり、その結果として、重

症患者や死亡者を減らすことになる。これは

自明の理である。東京都などにおける感染再

拡大の原因が軽症者の見逃しにある可能性は

否定できない。

まず、検査態勢拡充の努力、時間がなけれ

ば同時並行もやむ得ないと考えるが、それが

第一である。検査試薬･検査機器の輸入、民

間検査業者の導入などを早期から考えるべき

ではなかったか。科学的な事実認識が不十分

な状態で、行政的、政治的対策を決定すると

いう愚を犯してはならない。

崩壊を防止するため、疑い例、軽症者は極力

調べない方針とした。

一方、現場の医療機関では、当院を含め、

通達に従って、新型コロナを疑うのであれば、

帰国者・接触者センターに電話して指示を受

けてもらうことを基本とした。しかし、電話

が中々つながらないのが問題だった。従って、

直接受診する患者もいた。その場合はあらか

じめ電話するよう伝え、動線を分けるなどの

対応をして、防護服をつけて感染防御策を講

じる予定だった。しかし、実際は、受付での

問診をすり抜けて、いきなり診察室で、 「実

は、 2日前に熱がでて、 コロナ大丈夫です

か」という患者が少なくなかった。特に高齢

者はほとんどこのパターンだった。現場の医

師としては、白黒を明確にする責務があるの

で、指定医療機関を経て、保健所に連絡する

が、多くの場合、PCRの必要はないとの回答

であった。とにかくハードルが高かった。

電話をセンターに一本化したことは対応に

ぶれのないことをめざした点で理解できるが、

一般市民の質問と医療機関からのものは内容

の重みが異なる。一般はセンター、医療機関

は管轄の保健所と分けるべきであった。

検査をするにしても指定医療機関に改めて

受診しなければならず、時間の無駄であり、

感染拡大につながる可能性もあった。受診医

療機関で検体採取は出来ないか意見具申した

が、組織的な対応はなかった。また、鑑別診

断のためのヒト・メタニューもなどの迅速診

断の検査が条件となっており、別の医療機関

ではあるが、 2名の医師が感染リスクを背負

うことになる。また、防護服も2倍消費する

ことになる。現在、高知県は感染終息の方向

に向かいつつあるが、第2波を考盧するので

あれば、検体採取可能な指定医療機関を増や

す等も含めマニュアルは変更する必要がある。

以上は枝葉末節と言って良いが、重大な問

題はPCR検査の制限により、わが国の患者数

が正確に把握できていなかったと言うことで

マスク考

ウイルス感染症に於いて、マスクは発症者

が装着すれば感染拡大の防止には一定の効果

があるが、 自己防御の効果はないと言う考え

が、欧米には古くからあり、以前からWHO

も同じことを言っていた。わが国の感染制御

の専門医も全く同じ考えである。それならば

何故、今回、深刻なマスク不足が起こったの

か矛盾している。やはり、一般の日本人はマ

スクに感染予防効果があると信じており、一

部の専門家にもそう考える人がいると言うこ

とであろう。

ウイルス粒子はそのサイズから考えれば、

マスクを素通りする。乾燥するとウイルス粒

子は吸入される可能性があるもののウイルス

を含む飛沫そのものはマスクの表面で一旦、

止まると考えられる。

以下は長年のインフルエンザの感染制御の

経験からの私のやり方であるが、診療中はい

つもマスクをしている。インフルエンザの場

合、発症2日前からウイルスが排出されるの
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で、 シーズン中はこの意|床からも、職員には

常にマスクをする様に指導している。このこ

とは感染拡大防止に意味があると考えている。

また、マスクをすることにより鼻や口を直接

触ることがなく、接触感染防止の効果もある。

そして、 インフルエンザウイルスは布など

の柔らかい表面では24時間、金属などの平滑

な表面では48時間で不活化される。従って、

マスクは2日間、 ロッカーに置き、再使用し

ている。これを長年やっているが、問題を感

じない。SARSの場合は9日間で不活化され

ると言われている。同じコロナウイルスであ

る新型コロナも同様であるとするなら、安全

を考慮して、 2週間放置して､マスクを再使

用すれば良い。これはウイルスのみを対象と

した対策であり、MRSAをはじめとした細

菌感染症に関して別に考えて頂きたい。

マスクの効果を検証した興味深い報告3)を

紹介する。健康成人28人と5歳-11歳の小児

11人を対象として、 0.02-1"m粒子のエア

ロゾルを用いて、マスクの外側と内側で微粒

子数をPortaCoun counterで計測して比

較した実験である。図5に示すように、 自身

の防御ではN95マスクは微粒子の通過を100

分の1に押さえている。サージカルマスクは4

分の1に、布マスクは約3分の1に押さえてい

る。一方、外部への拡散はN95マスクで70%

減らし、サージカルマスクは50％、布マスク

では10%減らすに過ぎない。従来の、常識と

は逆であることに注目したい。N95はさすが

に優秀であるが、外部への拡散防止ではほど

ほどである。サージカルマスクは意外に善戦

している。我々が体験的に感じていた事を科

学的に実証した論文と評価する。なお、小児

ではこのような効果は見られなかった。
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図5． マスクの種類によるエアロゾル防御の差4

第2波はあるか

第2は必ず来るとか、whithcoronaとか言

われているが、そもそも第2波の定義が|ﾘl確

ではない。北九州市の流行では第2波にとい

う言葉も使われたが、科学的表現ではなく、

感覚的なものである。

4月27日、国立感染研は武漢株と欧州由来

株のゲノム情報を解析し、現在、我が国では

武漢株は終息し、欧米由来株が流行している、

すなわち、現在は第2波であるとした。武漢

を発生源とした新型コロナウイルスが、中国

16 II,'jj知県小児科|災会報No.32

蝉,繍蹴淵
particlesproduced
bycou9hin9

100

(｢eたrencevaIue）

90

50

30

瀧噺繍‘や"流i‘I.s，'｡""‘inenviron砿ent

33

25



この第何波という表現は、過去のインフル

エンザの流行、すなわち、スペイン風邪の流

行から来ているのであろう。コロナウイルス

はインフルエンザとは別種のウイルスであり、

同一に扱うことはできないということを前提

としたいが、新型コロナの今後を考える上で

参考にすべきではないだろうか。我が国にお

けるスペイン風邪のパンデミックの記録5)を

以下に示す。

スペイン風邪の流行状況を表1に死亡者数

の月別推移を図6に示した。 2波の感染者数

かヨーロッパのいずれかの感染拡大の中で変

異したと考えられる。第2波の考え方として

はある程度理解できる。

現在は、第1波（第2波？）の渦中にあるの

であり、感染制御対策、現状では患者隔離と

三密（密閉空間、密集場所、密接機会）の回

避を強めれば患者数は減り、緩めれば患者数

は増える。 これを繰り返せば何波でもあり、

理論的には全人口の8割が感染するまで流行

は続くことになる。この現象は"感染再拡大”

と呼んで区別するべきである。

表1 スペイン風邪の流行状況

流行時期 死亡者数＊ 人口1000人当たり患者100人当たり
の死亡者数 の死亡者数

患者数

25万7363人

(10万3288人）

12万7666人

(11万1423人）

第1回 1918年8月～1919年7月 2116万8398人 4．50 1．22

第2回 1919年8月～1920年7月 241万2097人 2．20 5．29

3698人

第3回 1920年8月～1921年7月 22万4178人 （,万,003人） 0‘06 1 ．65

2380万4673人 (謡:職）計 6．76 1．63

括弧内の数字は人口統計を用いて集計した死亡者数である （文献5， 6より引川）
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0
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図6． スペインかぜによる死亡者数の月別推移
（文献5， 6より引用、改変）
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はl波より少なかったが、感染者の死亡率は

高く、 ウイルス変異の可能性が指摘されてい

る。

3つの波のピークは約1年程度開いていてい

ることが分かる。第1波（約1年間）での感染

者は約2000万人（全国民の37.3%) 、死亡者

は約25万7000人（死亡率1.22%) 、第2波で

の感染者は約241万人、死亡者は約12万7000

人（死亡率5.29％）であった。迅速診断も抗

インフルエンザ薬もない時代のインフルエン

ザの脅威を示す数字である。

一方、 2020年6月4日、現在の新型コロナ累

積患者数1万6,884人（クルーズ船を除く） 、

死亡者数892人（死亡率5.28％）である。感

染拡大の制御は、マスクと感染者の隔離しか

ないのは当時と同じだが、医療は格段に進歩

しており、 この点は差し引くとしても、新型

コロナの感染力はスペイン風邪インフルエン

ザほどではなく、毒性はほぼ同等かそれ以上

と考えられる。

まず、 ここで、 l波、 2波という場合は、数

カ月間以上続く、パンデミックであり、 ウイ

ルス変異、 ウイルス同士の干渉や中間宿主の

問題その他の自然条件等により再燃、終息

すると考えたい。わが国の感染者が0となり、

その後、他国からのウイルス侵入による感染

拡大を来した場合、 2波という言葉が使われ

ると予想されるが、 スペイン風邪がそうで

あった様に世界的パンデミックが終息したあ

との感染拡大を厳密な意味での2波と呼びた

い。

そして、新型コロナのパンデミックの今後

であるが、スペイン風邪が、 イタリアインフ

ルエンザ、 ソ連インフルエンザ（イタリアイ

ンフルエンザと|司一のウイルスである） とな

り、HlNl季節性インフルエンザとなった経

緯から新型コロナも同様の経過を取る可能性

を指摘したい。つまり、人類の免疫圧力によ

りウイルスが変異し、毎年の小流行を維持し

ていく可能性がある。

唯、 ここで見逃してはならないのは、 2009

年の新型インフルエンザ、HlNlpdm2009の

パンデミックである。季節性インフルエンザ

として、長らくH3Nlと交互流行、混合流行

を反復していたソ連型HlNlは退場し、その

ままHINlpdm2009が居座り、季節性インフ

ルエンザとして、毎年流行するようになった。

ソ連型退場の理由は不明だが、 ウイルス同士

の疫学的干渉の可能性を考盧すべきである。

図7にわが国における過去10年間のインフ
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ルエンザの流行状況を示した。2020年のイン

フルエンザの流行は極めて低調であった。

2010年1月も低い発生であるが、 これは前年

2009年のパンデミックの終息期であり、これ

を除外するならこの10年間で最も低い発生で

ある。日本国民が一致して感染対策をしたた

めとの意見もあるが、 コロナより感染性の強

いインフルエンザにさほど有効とは考えられ

ず、 コロナウイルスによる疫学的干渉を考慮

すべきであろう。これから冬に向けてインフ

ルエンザとの同時流行を危倶する向きもある

が、 この仮説に従うなら、インフルエンザと

コロナのいずれかが生き残るという可能性も

ありえないことではないであろう。
週報2020年第23週通巻第22巻第23号13頁

おわりに

新型コロナパンデイミックの今後を占うこ

とは困難である。現状では不明としか言えな

いが、過去の経緯から可能性のある予測を述

べてみた。徐々にではあるが、新型ウイルス

に関する知見がまとめられつつある｡本年1月

以降の体験から、理にかなった感染制御対策

をしながら経済を回すと言うことは可能と考

える。私の予測は、多くの専門家の予測より、

やや楽観的ではあるが、あらゆる可能性の中

から、最悪の状態を想定して、その準備を怠

らないという考え方を否定するものではない。

また、今回のパンデミックで、マスクや防

護服の不足を招いたことはよく知られている

が、手術衣などの医療材料の不足で、一時的

に、医療行為を延期せざるを得なくなったこ

とは看過できない。経済最優先、効率最優先

で海外からの輸入に依存してきたわが国に付

けが回ってきたと言うことである。国民の生

命に関わるものはある程度自国で供給できる

ように、平時から準備しておく事の重要性を

思い知らされた。世界的パンデミックの教訓

としたい。
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一臨床と研究一

病院外看護師の気管切開チューブ再挿入手技に関する研修

元国立病院機構高知病院小児科医長

高知県立療育福祉ｾﾝﾀｰ小児科武市知己

2．対象と方法

対象介入施設は、 カニューレ管理下の医ケ

ア児が通う、病院形態を伴わない4施設で

あった。それらの施設で2018年度から、本研

修を行った。研修はそれぞれの施設へ出向し、

まず呼吸に関する解剖と生理、手術療法の適

応と方法、 カニューレの構造や扱い方など基

礎知識に関する講義した後、再挿入手技につ

いては実際にカニューレ交換の様子を記録し

たVTR(図1) を作成し、約1時間～1時間半

かけて講義した。そしてモデル人形を用いた

実習後に、対象となる医ケア児のカニューレ

交換を筆者が実施した（約30分～1時間） 。

さらに事故抜去時に施設内でカニューレ再

挿入を予定する医ケア児に対しては、後日看

護師による実技を病院外来または対象介入施

設で行った。

1 ． はじめに

気管切開術あるいは喉頭分離術後に、気

管切開チューブ（以下、 カニューレ）管理

を受けている医療的ケア児・者（以下、医

ケア児）は、年々蛸加している') 。そうした

中、 2018年に厚労省から、 カニューレ事故

抜去時の看護師による再挿入は、臨時応急

の手当として容認される旨が明確に示され

た。医師と看護師が協働して緊急時に対応

する体制の構築が必要で2) 、特に医師の駐在

しない特別支援学校や通園事業所など病院

外施設においては急務である。

筆者は、厚労省の通達後、病院外施設の

看護師に対して医療的ケア児のカニューレ

再挿入手技に関する研修（以下、本研修）

を行い、各施設におけるカニューレ事故抜

去時の対応方針の決定に介入したので、そ

の現状と課題を報告する。
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図1 ． 医療的ケア児（症例1、手前） と保護者（左後方）に同意を得て、

カニューレ交換のVTRを作成し、研ｲ|参で供覧した。
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問題点を学校内で協議してもらった。また養

護教諭が中心となりマニュアルを整備して、

それらをもとに教育委員会で看護師による再

挿入の可否を検討してもらった。

重症心身障害児通園事業所J-1 (以下、

J-1)は以前から自発呼吸の安定したカ

ニューレ管理下の医ケア児を受け入れていた。

そして2018年度に人工呼吸管理下の医ケア児

を家族付き添いなしで日中預かりする方針と

なり、それに合わせて本研修を行った。同時

に人工呼吸管理下にない他の医ケア児に対し

ても、看護師による実技実習まで行った。事

故抜去時の指示としては、人工呼吸管理中の

医ケア児は直ちに、 自発呼吸の安定している

医ケア児は家族に電話連絡し、同意確認の上

で、それぞれ施設内で看護師による再挿入可

とした。なおJ-1では筆者を主治医としない

医ケア児が他に若干名利用していた。それら

の医ケア児に関しては、施設看護師に各主治

医の外来見学を促したが、事故抜去時の方針

については介入しなかった。

S.介入4施設の概要及び経過

各施設の概要を（表1）に示す。介入施設

は医師の常駐がなく病院形態を伴わない4施

設で、特別支援学校が1カ所、重症心身障害

児通園事業所が2カ所、生活介護事業所が1カ

所であった。すべての施設で、看護師は常駐

していた。

特別支援学校T(以下、T)では2017年度

に小学部へ人工呼吸管理下の医ケア児が就学

した。就学にあたっては終日の家族付き添い

を条件とし、事故抜去時の対応は母が行う取

り決めであった。そのため、研修は気管内吸

引や人工呼吸器の取り扱い注意点などに関し

てのみ行い、 カニューレ再挿入に関する研修

までは行わなかった。しかし、 1年間の通学

で医ケア児への理解が深まったことから保護

者同伴なしの学校生活が目標となり、 2018年

度始めに本研修を行った。実技は病院外来に

来てもらい、看護師3名すべての実習を1学期

の間に終了した。そして看護師が実際にカ

ニューレ交換を経験した上で、実現に向けた

表1．介入4施設の概要

医ｹｱ児：医療的ケア児・者

※括弧内は人工呼吸患者数 ＃ うち1例は高校卒業後の2019年度に施設Kへ移行した
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T j-1 ｣-2 K

施設形態 特別支援学校 重症心身障害児

通園事業所

重症心身障害児

通園事業所

生活介護事業所

看護師の常駐 あり あり あり あり

ｶﾆｭｰﾚ患者総数 1（1）※ 5＃ （1）※ 1 1

対象医ｹｱ児数 1（1）※ 3＃ （1）※ 1 1

研修開始年度 2018年度 2019年度

講義 施設内で看護師・教職員・保育士など全職種が聴講

看護師による実技 病院外来で対象

児に対して実技

施設内で対象児

に対して実技

対象児に対する実技は行わず

施設内での医師の実技見学のみ

研修への報酬 有（学校医） 有（嘱託医） 無
〃1,、

事故抜去時

看護師によるカ

ニューレ再挿入

現地で再挿入 状態に応じて現

地で再挿入可

対象外患者は主

治医判断に委ね

介入せず

現地では再挿入せず搬送

今後の方針は施設判断に委ね方

針変更に応じてあたらめて研修

を行う予定

備考 保護者同伴なし

での通学を目標

再挿入の方針なら改めて実技研

修予定



重症心身障害児通園事業所J-2 (以下、

J-2) と生活介護事業所K(以下、K)は2019

年度新たに加わった施設で、対象となる医ケ

ア児は自発呼吸が安定し、事故抜去時の緊急

性は低かった。介入時点では現地で再挿入し

ない方針だったため看護師による再挿入実技

は行わなかったが、施設内で医師がカニュー

レ交換を実演することで職員全体にカニュー

レ管理への理解を促した。今後の方針は施設

判断に委ね、現地での再挿入へと方針を変更

する場合には、改めて実技研修を加える予定

である。

なお本研修は、Tでは学校医の派遣業務内

で、 J-1では嘱託医の業務内で行い、 J-2およ

びKは所属病院勤務時間外にボランティア

（無報酬）で行った。

解できるような研修を心がけた。基本的な解

剖や手術、 カニューレに対する知識をもつこ

とは、再挿入手技を習得するために当然のこ

とだが、それ以前にカニューレ管理の安全対

策の基礎として重要であるということを強調

した。次に、研修対象者を施設全職員とし、

多職種連携を促した。緊急事態に看護師が一

人で冷静に対応することは難しく、 より良い

介助がスムーズなカニューレ再挿入のために

重要である。そのために看護師以外の職員が

カニューレ再挿入手技をよく理解して、看護

師の動きを予測できるようにしておく必要が

ある。最後に、保護者には受講者として、 ま

た評価者として本研修への参加を促した。そ

して実技は必ず保護者の目の前で行い、看護

師の技術を確認してもらった上で一緒に事故

抜去時の対応を方針決定した。

介入後の経過を、それぞれの医ケア児ごと

に考察する。今回対象となった医ケア児は、

小学生以上の4例で（表2） 、そのうち3例は

1年以上長期に気管切開管理を受けている医

4．考察

本研修を始めるに当たり、いくつかの点に

配盧した。まず手技のみを覚えて終わるので

はなく、 カニューレ管理の基礎をしっかり理

表2．対象となった医療的ケア児・者の概要
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1 2 3 4

年齢・性 8歳・男 13歳・男 19歳・男 12歳・男

利用施設 Tおよび｣-1 ｣-1 ｣－1のちにK j-2

基礎疾患 ミオパチー 低酸素性脳症 低酸素性脳症 低酸素性脳症

気管手術術式 気管切開 喉頭分離 気管切開 喉頭分離

人工呼吸管理 あり なし なし なし

事故抜去時の

方針

現地で再挿入 状況に応じて現

地で再挿入可

再挿入せずに搬送

その他 施設T利用中の

呼吸困難時に、

看護師が入れ替

えて改善した。

現在、両施設共

に保護者の同伴

なく利用するこ

とができている。

対象外の特別支

援学校にも通っ

ているが自宅が

近隣のため介入
していない。

搬送に時間がか

かるため搬送中

に誤嚥のリスク

あり ◎

喉頭分離術後

2ケ月、チユー

ブフリーで生活

中に死亡した。



ケア児、 1例は喉頭分離術直後の医ケア児

だった。

症例lは、 ミオパチーの8歳男児で、人工呼

吸管理下に2施設(T及びJ-1)を利用してい

た。事故抜去時には呼吸不全が必発であり、

いずれも現地での再挿入を可とした。Tでは

これまでに人工呼吸管理下の医ケア児を受け

入れた経験がなかったため、 2017年度の就学

時にはまず終日保護者同伴で通学し、学校看

護師は吸引などの医療的ケアは行うが、 カ

ニューレ事故抜去時には母親が再挿入する方

針であった。しかし、 1年間人工呼吸管理下

の医ケア児を受け入れられたことから、保護

者同伴なしで医ケア児を受け入れる方針へと

向かうことになり、 2018年度に本研修を行っ

た。ただし研修開始と同時に体制を変えるの

ではなく、 まず研修を行い看護師が自身の手

技に自信を持てるかどうか、教員が緊急時に

介助ができるかどうかを考える期間をおき、

Tと教育委員会で協議を慎重に進めてもらっ

た。そして同年度末の3月になり、保護者同

伴なしでの通学を開始するに至った。しかし

その直後に、カニューレトラブルによる呼吸

困難のエピソードが発生した。完全な抜去状

態にはなかったが、看護師が自らの判断でカ

ニユーレの入れ替えを行い、心停止に至るこ

となく呼吸困難から回復した。いったん体制

見直しのため終日保護者同伴に戻し、その後、

Tと筆者さらに保護者も交えて意見交換会を

行い、原因分析と今後の対応について検討を

重ねた。そして翌2019年度に新任看護師の着

任もあり、再度本研修を行った。実技は継続

勤務の3名と新任1名の計4名に対して行った

ため、終了までに1学期全期間を要した。そ

して2学期から保護者同伴なしでの授業を再

開した。その結果、母親は短時間ながら職場

復帰を果たすことができた。なおJ-lも事故

抜去時には現地で看護師による再挿入の予定

で保護者の同伴なしで利用しているが、現在

まで事故抜去などカニューレトラブルは起こ

していない。

残りの3例は低酸素性脳症後遺症の年長男

児で、いずれも自発呼吸は安定し、事故抜去

時の緊急性は低い症例であった。症例2はJ-l

において、母親の同意確認のうえで再挿入可

とした。なおこの症例はTとは別の特別支援

学校に通っているが、 自宅は近隣で母が迅速

に対応できるため、同施設からの研修依頼は

なく介入には至っていない。症例3は高校卒

業で利用施設がJ-lからKへ変更となった例で、

いずれの施設でも本研修を行った。現在利用

中のKでは、事故抜去時にも再挿入せずに病

院搬送する方針だが、搬送時間に30分ほど要

し、誤嚥のリスクがあるため、現地で再挿入

することを施設内で検討してもらうよう依頼

した。症例4は、 2019年度になり喉頭分離術

を施行された12歳男児であった。喉頭分離術

直後はカニューレ管理をしていた。事故抜去

の際に呼吸困難のリスクは少なく再挿入は不

要の方針だったが、施設利用にあたり喉頭分

離術後の病態に理解を深めてもらうことを主

目的に本研修を行った。しかし、過緊張によ

る頻回の事故抜去でカニューレ管理が難しく

チューブフリーで管理中の術後2ヶ月の時に、

自宅で痕による気管閉塞のため死亡した。死

亡と今回の研修との関連は否定的であった。

各施設とも、介入前から医ケア児の受け入

れに積極的で研修意欲は高かった｡J-1では

対象外の医ケア児においても、その医ケア児

の外来受診に同伴して主治医のカニューレ交

換を熱心に見学した。また、Tでは開催した

研修に全教員が参加するなど学校全体で取り

組む姿勢が示された。特別支援学校では研修

体制や管理方針が一律ではなく2) 、 まだまだ

全国的な動向を見守る必要はあるが、今回の

ように看護師と教員の意欲と研修がうまくか

みあえば、特別支援学校においても看護師に

よるカニューレの適切な交換は十分可能だと

考えられた。

一方、本研修を行う中でいくつかの課題も
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実感した。まず、個別性が高いカニューレ交

換は、医師にとっても決して簡単な手技では

なく、 日常的にカニューレ交換の機会を持た

ない病院外看護師のスキルアップは困難で、

今後も毎年繰り返し研修を行う必要がある。

しかし、カニューレ再挿入を前提とした看護

師向けの公的研修事業はなく、指導する側も

一からの準備が必要で非常に手間のかかる作

業であった。

次に、実際にカニューレトラブルのエピ

ソードに遭遇したことで、当たり前の事なが

ら医ケア児では死亡事故を含めた不測の事態

が発生しうるものであり、そのためにも看護

師（学校） と保護者の信頼関係の構築が大切

であると実感した。幸いTにおいては、保護

者が看護師によるカニューレ再挿入の体制を

作るに当たり決して性急にならず、 また看護

師と教員は協力して前向きに取り組むなど、

お互いが長い時間をかけてよく話し合いなが

ら信頼関係を築きあげてきた。そして、保護

者から看護師のカニューレトラブルへの対応

については「うまく対応してもらえてよかっ

た」と高評価が得られ、その後保護者側と学

校側とでのトラブルはみられず、良好な関係

を保ったまま先に進むことができた。このよ

うな両者の姿勢を支えるためにも、医療とし

て安心を両者に寄与することが我々小児科医

に与えられた使命と考えられる。看護師には

ただ単にカニューレ再挿入を押しつけるもの

ではなく、 また保護者には気管切開管理を受

けていることの重大さをあらためて理解して

もらえるような研修に心がけていきたい。

カニューレ管理では事故抜去を前提とした

対応が必要3)であるが、事故抜去後の対策の

前にまず予防が大切であることは言うまでも

ない。そのために、カニューレの固定法など

それぞれの医ケア児にあわせて様々な工夫が

必要である4) 。しかし、カニューレの構造や

解剖の理解なく事故抜去の予防について考え

ることは難しい。本研修は事故抜去時の再挿

入手技の研修として開始したが、気管切開管

理の深い理解は事故抜去の予防につながるも

のと考えている。

5° まとめ

特別支援学校や通園事業所といった病院外

施設に従事する看護師に対して、カニューレ

事故抜去時の再挿入手技に関する研修を行っ

た。施設および看護師の意欲と研修がうまく

かみあえば、看護師によるカニューレ再挿入

は十分可能であると考えられた。一方で、

我々小児科医はただ単に緊急時の対応を看護

師に押しつける結果にならないよう、緊急時

に矢面に立たされる看護師が保護者から十分

な信頼を得られるように、十分な支援体制を

整えていくことが不可欠と考えられた。

なお本論文の要旨は、第96回日本小児科学

会高知地方会（2019年9月、高知市）で報告

した。
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一臨床と研究一

子どもの健康と環境に関する全国調査＜工コチル調査〉
－進捗報告および今後の展望一

環境医学満田直美

安光ラヴェル香保子

矢野有佳里

下嶽ユキ

南まりな

小森 香

栄徳勝光

菅沼成文

高知大学医学部環境医学

はじめに

「子どもの健康と環境に関する全国調査

（エコチル調査) theJapanEnvironment

andChildren'sStudy (JECS) 」は胎児期

から小児期にかけての化学物質曝露が子ど

もの健康に大きな影響を与えているのでは

ないか、 という中心仮説を解明するために

2010年に開始された国内初の大規模出生コ

ホート研究である。全国で10万組の親子を

対象としており、高知県では約7000組の親

子が参加登録した。妊娠中・出産時は質問

票調査や生体試料の採取、診察記録票の記

入が行われ、出生後は半年おきに子どもが

13歳になるまで質問票をベースとした調査

が行われている。2019年8月から8歳児を対

象とした学童期検査も開始された。また研

究成果も多数報告されつつあり、 2019年11

月には3歳時までの全国データが利用可能と

なった。エコチル調査の詳細、進捗状況と

今後の展望について報告する。

リクルートは2011年1月から3年間実施され、

フォローアップは子どもが13歳に達するまで

実施する。すべての対象者（子ども）が13歳

に達した後、 5年間のデータ解析期間を含め

た2032年度までを全体の調査期間とする。妊

娠時には、質問票調査や生体試料の採取、診

察記録票の記入が行われた。出産後は子ども

の成長・発達の速度を考慮して、 6か月毎に

質問票調査を実施している。

2エコチル調査の目的

エコチル調査の目的は化学物質の曝露や生

活環境が、胎児期から小児期にわたる子ども

の健康にどのような影響を与えているのかに

ついて明らかにすることである。そのために、

妊娠・生殖、先天奇形、精神神経発達、免

疫・アレルギー、代謝・内分泌の各分野で環

境と子どもの健康に関わる仮説を設定し、そ

の仮説を検証するために、指標となるアウト

カムを測定するとともに、化学物質への曝露

評価と併せてそれ以外の環境要因、遺伝要因、

社会要因、生活習慣要因等の交絡因子・修飾

因子についても検討を行う。化学物質の曝露

評価は妊娠期から分娩時まで複数回にわたっ

て母親の生体試料を採取し、試料中の化学物

質もしくはその代謝産物を測定することに

よって行う。交絡因子・修飾因子の評価は質

問票を通じて職業、妊娠歴、合併症、既往歴、

家族の既往歴、生活習慣（運動、睡眠など） 、

ストレス度、性格、社会経済状態、社会環境、

1.エコチル調査の概要

エコチル調査は、環境省が調査の企画立

案、予算の確保を行い、国立環境研究所が

コアセンターとして研究全体を取りまとめ、

全国で15か所の大学、研究機関等がユニッ

トセンターを立ち上げている。調査地区に

居住する妊婦をリクルートの対象者として、

全国で10万人の子ども及びその両親につい

てのコホート調査を実施中である。
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表1． エコチル調査のアウトカム

妊娠・生殖 性比の偏り、妊娠異常、流産、死産、早期産、出生時体重低下、

出生後の身体（運動機能、腎機能、肺機能）の成長発育状況など

尿道下裂、停留精巣、口唇・口蓋裂、消化管閉鎖、心室中隔欠損、

染色体異常

発達の遅れや偏り （精神遅滞およびその他の認知の傷害） 、 自閉

症スペクトラム障害、 LD(学習障害） 、ADHD(注意欠如・

多動性障害） 、性同一性障害などの精神障害およびその他の症状

と行動特性など

アレルギー、アトピー、喘息など

耐糖能異常、肥満、生殖器への影響、性器形成障害、脳の性分化

など

先天異常

精神神経発達障害

免疫・アレルギー系の異常

代謝・内分泌系の異常

録票の記入、出生後1か月では質問票調査、

母乳採取、子どもの毛髪採取、診察記録票の

記入がそれぞれ行われた。以後は6か月毎に

質問票調査を実施している。高知大学は、四

国では唯一の拠点としてエコチル調査を担っ

ており、高知市、南国市、香南市、香美市、

四万十市、土佐清水市、宿毛市、梼原町、黒

潮町、大月町、三原村を調査対象地区とし、

登録時7094組から参加の同意を得た。小学1

年生への質問票回収率は72.6％となっている

(2019年12月現在） 。回収率の低下は各ユ

ニットで共通の課題であるが、高知ユニット

センター（以下高知UC)では質問票回収率

の維持・向上目的に、回収依頼方法の再検討、

キャンペーン企画などを行っている。また、

イベント主催、 SNS発信、テレビCMなど、

参加者とのコミュニケーション、エコチル調

査の認知度向上を目的に様々な広報活動も積

極的に行っているところである。

居住環境等を把握することにより行う')。

3.アウトカム

(1)全体調査

アウトカムは、 1）妊娠・生殖、 2）先天異

常、 3）精神神経発達障害、 4）免疫・アレル

ギー系の異常、 5）代謝・内分泌系の異常の5

つの分野にわたり、表1のとおりである。

上記のうち、先天異常、心疾患、内分泌・

代謝異常、川崎病、てんかん、小児がん、神

経発達症については、該当する参加者のかか

りつけ医療機関から詳細な情報を入手し、疾

患情報登録を行っている') 。

4調査の種類

（1）全体調査

全体調査は、すべてのユニットセンターに

おいて、調査対象者全員を対象として実施す

る調査であり、調査内容は全国統一で実施す

る。妊娠中は、質問票調査、食事摂取頻度調

査票(FFQ)を用いた食事内容の調査、生

体試料（母体血、尿）の採取、診察記録票の

記入が行われた。出産時には膳帯血、母体血、

ろ紙血（子ども） 、母親の毛髪採取と診察記

（2）詳細調査

詳細調査は、全体調査で行う項目に加えて、

アウトカム評価や曝露評価の実施上の困難さ

から全体調査では実施ができない、 より詳細

な内容について実施する調査である。全体調
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学童期検査は参加者との面談によって、参加

者とのコミュニケーションをより強固なもの

として、調査への継続的な参加協力を再確認

する機会ともなる。

内容は、全体調査としては検査説明、身

長・体重・体脂肪などの体格測定、精神神経

発達検査（子ども本人が操作するPCを用い

た検査） 、採尿（化学物質を測定）が含まれ

る。高知UCでは参加者の利便性も考盧し、

2019年8月より主に週末を利用し、高知大学

医学部附属病院、高知大学朝倉キャンパス、

幡多けんみん病院の3つの会場で集団検診方

式で実施している。また、高知UCでは全体

調査の内容に加え追加調査として検査への同

意の得られた参加者に対し、小児生活習慣病

予防健診に準じた血液検査や血圧測定も行っ

ている。このため、会場では検査前に医師に

よる問診を行い血液検査実施の可否を判断し

ている。血液検査等の結果は後日医師の診断

と共に返却し、生活指導や医療機関への受診

勧奨を行なっている。これらの取り組みを通

じて、質問票返却や12歳児検査への参加を促

進するフオローアップ活動にも努めている。

査対象者の中から無作為に抽出された5000人

が対象となり、家庭訪問による環境曝露評価、

医師による診察、血液検査などの医学的検査、

新版K式などを用いた発達検査が行われる。

高知UCでは340名が詳細調査の対象となった。

2014年からは、対象者が1歳半、 3歳時にエ

コチル調査員が自宅訪問をし、児の布団や室

内のハウスダスト、屋内外で採取した空気中

の粒子状物質(pM25とPM10.25) と化学物質

（揮発性有機化物、アルデヒド類、オゾン、

酸性ガスなど）を測定したほか、家庭での化

学物質の使用状況などに関する聞き取り調査

を実施した。 2015年4月からは、同じ詳細調

査参加児に対し、医学的検査と精神神経発達

検査がはじまった。医学的検査では、実際に

小児科医が皮層所見(UKWorkingParty基

準）や神経運動発達機能などを診察した他、

血液検査では、非特異的IgE，特異的IgE、

IgG、 IgA，TSH， fT4、 25(OH)D，残留性

有機化合物などを測定した。精神神経発達検

査では、エコチル調査で全国統一の訓練を受

けた臨床心理士や調査員が児の運動・認知・

言語などについて新版K式発達検査を実施し

た。2019年12月現在、医学的検査は2歳、4歳、

6歳時、精神神経発達検査は2歳、 4歳時に行

われており、今後も継続予定である。

5.高知ユニットの進捗状況

(1)成果発表

出産時や1歳時の全国データを用いた研究成

果が各ユニットセンターから多数論文化され発

表されている。JECS(theJapanEnvimnment

andChildren'sSmdy)をキーワードに文献検索

が可能である。高知UCからは2020年2月現在、

「日本人女性における産後うつと妊娠前の婦

人科系リスク要因」 、 「つわりの程度と早産

の関連性について」 、 「胎児性別と単胎・多

胎におけるつわりの重症度」 、 「妊娠中に受

けた暴言による新生児聴覚スクリーニング再

検の増加」 、 「1歳時における授乳期間と熱

性けいれん発症リスクの関連性」の5編の原

著論文を報告している2-6) 。このうち、 「1

歳時における授乳期間と熱性けいれん発症リ

（3）学童期検査

参加者が8歳に達する2019年度から全参加

者を対象として「学童期8歳児健診」が開始

された。この検査は、全体調査において質問

票調査を基本として収集されている参加者の

成長発達・健康状態や居住環境に関するデー

タに対して、参加者の子ども本人から直接に

客観的データを取得する重要な機会となる。

さまざまな環境汚染物質の中には、環境存在

量が種々の規制等により低下した物質がある

一方で増加傾向にあるものもあり、胎児期の

みならず、成長期にある子どもについての曝

露評価を行うことは重要である。また同時に、
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スクの関連性」では、母乳栄養を行った期間

が、 1歳までの熱性けいれん発症リスクと関

連するかどうかを多変量解析により検討し、

乳児期の栄養方法と1歳までの熱性けいれん

発症には関連性があり、母乳栄養期間が長い

児や完全母乳栄養児では1歳までの熱性けい

れん発症リスクが低下していることが示され

た6) o

（2）追加調査

追加調査は、 コアセンター、 メディカルサ

ポートセンター、ユニットセンター等が独自

のあるいは共同した計画、予算に基づいて、

調査対象者の一部または全部を対象として行

う調査である。高知UC内で行われている追

加調査は高知UC単独での調査、他施設との

共同調査など、 12件の調査が進行中である

（表2） 。

6.今後の展望

2019年には3歳時の全国データがリリース

され、以降は毎年データが蓄積されていく予

定である。今後、小児期のアウトカムに関す

る研究成果も順次発表されていく見込みであ

り、エコチル調査は学術論文の発表や国民に

対する情報発信など調査成果の社会還元をよ

り一層推進する時期を迎える。高知UC内で

も、全体調査のデータを用いた研究成果だけ

でなく、追加調査で得られたデータや検体を

用いた独自性の高い研究成果の発表も期待さ

れる。データ収集、検査の実施だけでなく、

表2．高知ユニットセンターで実施中の追加調査

【高知UC内参加者全員を対象とした調査】

･乳児期の感染症およびアレルギー疾患の防御因子としての母乳栄養一母乳栄養を促す支援のあ

り方の検討一

・アレルギー疾患・アレルゲン感作と腸内細菌叢の関連に関する研究（千葉・東北・富山・兵庫ユ

ニットセンター・小児科との共同研究）

･M-CHATおよびESSENCE-Q質問票によるASDなど神経発達障害早期発見および環境．化学物

質・社会的科学要因の発達障害への影響解明

･幼小期の睡眠時無呼吸症候群が神経・精神的発達に及ぼす影響について（耳鼻科との共同研究）

･幼少期に見られる摂食障害と神経発達の問題との関連について（ヨーテボリ大学との共同研究）

【高知UC内詳細調査参加者を対象とした調査】

･アレルギー疾患・アレルゲン感作とHelicobacterpylori感染の関連に関する研究（小児科との共

同研究）

･アレルギー性結膜疾患の有病率と環境因子との関連に関する調査（眼科との共同研究）

【高知UC内学童期検査参加者を対象とした調査】

･学童期検査における生活習慣病マーカーの血液検査による前方視的な探索的研究

･小児慢性腎臓病のスクリーニングに向けた背景因子とバイオマーカーの探索

･セービン株由来不活化ポリオワクチンを含む四種混合ワクチンの長期免疫原性に関する研究

･閉経前女性の骨密度低下および妊娠・授乳関連骨粗霧症のリスク因子に関する検討（産婦人科と

の共同研究）

･出産後から経年的な子育て環境の夫婦関係への影響（四国大学との共同研究）
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sex: theJapanEnvironmentandChildren' sStudy

(JECS).JEpidemiol29:340-346,2019

5)KomoriK,etal:VerbalAbuseduringPregnancy

Increasesfrequencyofnewbornhearingscreening

referral :TheJapanEnvironmentandChildren' s

Study.ChildAbuse&Neglect90: 193-201,2019

6)MitsudaN,etal:Breastfeedingdurationandthe

riskoffebrileseizuresinthefirstyearoflife:The

JapanEnvironmentandChildren' sStudy(JECS) .
BrainDev41 :839-847,2019

7）中山祥嗣，他:エコチル調査における化学物質曝露評価

研究テーマの提案、研究成果の発表にも小児

科医の積極的な参加が求められている。また、

「次世代研究者の育成」自体もエコチル調査

の目的の一つであり7) 、高知県内の若手小児

科医には特に積極的に高知から成果を発信し

ていくことに加わっていただきたい。

まとめ

エコチル調査の概要、進捗状況、今後の展

望について報告した。コホート調査のフオ

ローァップの中で最も重要なデータ収集と位

置づけられるアウトカムの収集（全体調査で

の疾患情報登録、詳細調査での医学的検査、

学童期検査での診察）は、小児科医の協力に

依るところが大きい。

世界で3番目に実施きれている10万人規模

の出生コホート調査であるエコチル調査に貢

献して頂いた諸兄のご尽力に心より感謝の意

を表し、 「子どもの健康と環境」の関係解明

について、引き続きご関心とご協力をお願い

致したい。

日衛誌73: 156-163,2018

※本原稿に関連し、開示すべき利益相反(C

OI)関係にある企業・団体などはない。

本論文の要旨の一部は第94回日本小児科学

会高知地方会（令和元年9月8日、高知市）で

報告した。

参考文献

1)子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)研

究計画書(第l.14版）

2)MuchangaSMJ,etal :Preconceptiongynecological

riskfactorsofpostpartumdepressionamong

Japanesewomen:TheJapanEnvironmentand

Children'sStudy(JECS) .JAffectDisord217:34-41,
2017

3)MitsudaN,etal :NauseaandVomitingduring

PregnancyAssociatedwithLowerlncidenceof

PretermBirths : theJapanEnvironmentand

Children'sStudy(JECS).BMCPregnancyChildbirth

18:268,2018

4)MitsudaN,etal :Severityofnauseaandvomiting

insingletonandtwinpregnanciesinrelationtofetal
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-症例報告一

鶏卵は摂取できるが､ｳズﾗ卵によりfood-proteininducedenterocolitis
syndrome(FPIES)を発症したと考えられた1例

森澤
雪
一
墨けら小児科アレルギー科

要旨

症例は、食物アレルギー歴のないll歳女児。過去に2回、給食後に腹痛、嘔吐を発症していた。

今回、給食摂取2時間後から腹痛、嘔吐、下痢を認め、不穏で、 ぐったりした状態で受診した。当

日と過去の給食メニューから、ウズラ卵による消化管アレルギーに伴うアナフイラキシーと判断

し、エピネフリン筋肉注射を行い、速やかに軽快した。計3度のエピソードはいずれも

fOod-proteininducedenterocolitissyndrome (FPIES)を発症していたと考えられた。

はじめに

近年、鶏卵は摂取可能だが、 ウズラ卵に

より消化器症状を示す例が報告されている。

その多くが通常の即時型アレルギー反応と

異なり、摂取から数時間経過して発症し、

皮層･粘膜症状や呼吸器症状を示さないのが

特徴である。今回、同様な症例を経験した

ので報告する。

ないか気をつけて下さい」と伝えた。

2017年12月4日給食を食べた2時間後から

激しい腹痛、嘔吐が出現した。その後下痢も

出現するようになり、養護教諭に付き添われ

て受診した。

現症：体重31kg、体温36.2℃、血圧98/64

mmHg，心拍数92/分、 SpO298%、意識は

清明だが、活気に乏しく、不穏で、 ぐったり

していた。心音は整で雑音なし。肺呼吸音は

左右差なく、 ラ音や狭窄音もなかった。腹部

は平坦、軟で心窩部を中心に圧痛を認めたが、

筋性防御はなかった。皮層･粘膜症状は認め

なかった。

受診後の経過：受診後、生理食塩水による輸

液を開始した。痛みは持続的で、かなり重症

感があった。腹部症状の鑑別診断として、卵

巣茎捻転、そけいヘルニア嵌頓、 IgA血管炎

などを考えたが、これらを積極的に疑う所見

は乏しく、原因不明の急性腹症として救急搬

送を考えたが、付添の養護教諭から「今日の

給食でウズラ卵を食べた」 、 「10月に2回腹

痛、嘔吐を認めた時も給食でウズラ卵を食べ

ていた」 （図1） と聞き、ウズラ卵による消

化管アレルギーを強く疑った。患児の臨床症

状は日本小児アレルギー学会の提言したアナ

症例

症例： 11歳女児

主訴：腹痛、嘔吐、下痢、活気不良

家族歴：特記事項なし

既往歴：スギ花粉症あり。気管支喘息、ア

トピー性皮層炎、食物アレルギーの既往は

なく、鶏卵は摂取可能であった。

現病歴：①2017年10月4日給食の3時間後

から腹痛と繰り返す嘔吐を発症し、当院を

受診した。冑腸炎の診断で輸液を行い軽快

した。

②2017年10月10日給食の2時間後から、

腹痛が出現した。その後、嘔吐を繰り返し、

学校から当院を受診した。全身状態は悪く

なく、外来で輸液を行い軽快した。付添の

養護教諭に「①、②のエピソード前に患児

が食べた給食のメニューに共通する食材が
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後に腹部症状の再燃はなく、翌日再診時の全

身状態は良好であった。

血液検査：発症当日の採血では、貧血はなく、

WBC17.200/"1(eos2%) 、血清総IgE194

IU/ml， ImmunoCAP③による特異的IgE値

(UA/ml)は、ヤケヒョウヒダニ8.59、スギ

4. 34、卵白l. 25、オボムコイド0.79であっ

フィラキシーに対するエピネフリン使用適応

（表1）に合致していたため、直ちにエピネ

フリン（ボスミン③) 0.3mgを大腿外側に筋

肉内注射（筋注） した。エピネフリン筋注後、

腹痛は速やかに軽快し、顔色も良くなり、元

気になった。以上の経過から、患児はウズラ

卵による消化管アレルギーに伴うアナフイラ

キシーを発症していたと診断した。エピネフ

リン筋注後は、 ヒドロコルチゾン点滴静注を

行った。その後来院した母親に今までの経過

を説明した。アナフィラキシー発症後の遅発

反応出現の可能性があるため、輪番病院での

入院観察を勧めた。しかし、既に患児はすっ

かり元気になっており、帰宅を強く希望され

たため、当日の輪番担当医師に電話で経過を

説明して緊急時の受け入れを依頼し、受診か

ら3時間後に紹介状を渡して帰宅した。帰宅

表1．一般向け工ピペン⑧の適応

（日本小児アレルギー学会）

エピペン･が処方されている患者でアナフィラキシーショックを疑う増合、

下記の症状が一つでもあれば使用すべきである。

鍔鼻学聯伽表《A畳扣月のこんだて 蕊 塞
麺

QI"

綴

哩='学職献立表(A)雷抱月のこんだて霧29年度

蔑
麹

図1．症状発症時の給食献立票

31高知県小児科医会報No.32

謂化器鋤
b r " LF寺

識
ご弓 1”

く凸…△ﾏ ﾏﾛ▲

･綴り返し吐き綴ける ・持続する強い(がまんできない)おなかの痛み

婆達: ＃《 し:､－ :競露謬蕊
# ;蕪.い‘ 唱星‘;.』斯鰹式》

露吸暑の識#＊

" 号“〃 b L

串

b 二一

･のどや闘が縛め付けられる .声がかすれる .犬が吠えるような咳

･持綴する強い咳込み ・ゼーゼーする呼吸 ・息がしにくい
乎
万
卜
干
Ｐ
凡
汀
俳
升
Ｌ

“

誼

苧

竿

鮭

Ｊ
ご
Ｆ
ト
ワ

塗騒の錘蕃
＄､

X室

･唇や爪淑冑白い 。願を触れにくい．不規則

･愈厳がもうろうとしている 。ぐったりしている ・尿や便を浸らす



た。ウズラ卵特異的IgE検査を検査できる施

設はなく確認できていない。

皮膚プリックテスト ：発症から2週間後に

Prick-by-prick法を用いて行った。ゆでたウ

ズラ卵をプリック針（バイファケイティッド

ニードル③）で直接刺した後、患児の前腕内

側に圧迫し、 15分後に判定した。結果は対照

に用いた生理食塩水と同じサイズの2×2mm

の紅斑を認めたのみであり、皮層プリックテ

ストは陰性と判定した。

その後の経過：ウズラ卵を食べないように指

導し、 2年以上を経過した現在までに同様な

症状は認めていない。鶏卵の摂取制限は行っ

ていない。

年代後半から、主に新生児･乳児で人工乳に

よる報告が増え、注目されるようになった。

日本小児アレルギー学会による「食物アレル

ギー診療ガイドライン」でも、 2012年版から

「新生児･乳児消化管アレルギー」という疾

患概念が示されるようになり、広く知られる

ようになっている。この中には以前から報告

されていた疾患概念としてのfood-protein

inducedenterocolitissyndrome (FPIES) ,

fOod-proteininducedallergicproctocolitis

(FPIAP) ,fbod-proteininducedenteropathy

(FPE) も含まれている7)｡FPIESは、原因

食物摂取から数時間後に発症する強い嘔

吐、下痢を主徴とする。嘔吐物は胄液の他

に胆汁性、血性様の場合もあり、激しい腹

痛を伴い、消化管閉塞や消化管穿孔を合

併することもある。FPIAPは、新生児、乳

児において、血便のみを主徴とし、下痢や体

重減少はなく全身状態は侵されない。FPE

は新生児、乳児において慢性下痢、体重増

多不良を主徴とする。近年、 これらの疾患

を国際的な総称としてnon-IgE-mediated

gastmmtesiinalfOodallergyに統一する方向に

あるが8) 、国内外での臨床所見や発症年齢の

相違などがあり、未だ統一されていない。

既報のウズラ卵による非IgE依存型の消化

管アレルギーの多くは、FPIESとして報告き

れている。CaubetらはFPIESの診断基準と

して

①2歳未満での発症。

考察

鶏卵とウズラ卵に含まれるオボアルブミン

やオボムコイドにはアミノ酸配列に相同性が

あり、鶏卵アレルギー患者がウズラ卵で即時

反応を示すことは珍しくない。しかし近年、

鶏卵は摂取できるがウズラ卵でアレルギー反

応を示す例が報告されている。報告にはIgE

依存型の即時型アレルギーと考えられる例、

非IgE依存型と考えられる例の2種類が存在

する。

IgE依存型と考えられる英文での報告は、

10歳でアナフィラキシーを発症したl例') 、

10歳から36歳の5例報告2) (アナフイラキ

シ－4例、血管性浮腫l例）の計6例あり、消

化器症状発症の記載はなかった。皮層プリッ

クテストは全例で陽性であった。

非IgE依存型と考えられる症例は2016年に

英文での第一報が報告された3) 。その前後に

国内でも数件の報告4) 5)6)がある。いずれも

ウズラ卵摂取から数時間経過した後に消化器

症状を発症し、皮層･粘膜症状や呼吸器症状

は認めていない。自験例と同様にアナフイラ

キシー症状を示した報告もあった。皮層プ

リックテストは全例で陰性であった（表2） 。

非IgE依存型の消化管アレルギーは、 1990

表2．鶏卵摂取可能だが、ウズラ卵で
FPIESを発症した症例

発症プリック参考

時間テスト文献
年齢性臨床

(歳）別症状

陰性

陰性

陰性

陰性

陰性

陰性

陰性

嘔吐･活気低下

嘔吐

嘔吐･血便･ショック

嘔吐

嘔吐

嘔吐･活気低下

嘔吐･下痢･活気低下

2-6時間

2時間

2-4時間

1時間

2時間

2-3時間

2-3時間

(6)

(5)

(3)

(5)

(5)

(4)

自験例

女
女
女
女
男
女
女

２
３
４
５
６
６
Ⅱ
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26: 118-119, 2016
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6） 佐藤優子,他：ウズラ卵による消化管アレルギー例,食
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東京,pp68-69, 2017

7)Nomural, etal :Fourdistinctsubtypesof

non-IgE-mediatedgastrointestinalfOodallergiesin
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8)Nowak-WegrzynA, etal :Non-IgE-mediated

gastrointestinalfoodallergy. JAllergyClin
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②原因食物摂取2-4時間以内に発症する反復

する激しい嘔吐、蒼白、傾眠を誘発する。

下痢を認めることもあり、多くは6時間後

には軽快する。

③スキンプリックテスト陰性など、 IgEを介

する反応を示唆する症状がない。

④原因食物除去で症状が寛解する。

⑤再暴露や経口負荷試験により、 2-4時間以

内に典型的な症状を誘発する。あるいは、

経口負荷試験をしていない場合は、 2回以

上の典型的エピソードの既往を必要とする。

の5項目を提案している9) 。

FPIESの原因食物で最も頻度が高いものは

牛乳で、その大半が新生児･乳児期に発症す

るが、その他の固形食品で誘発される場合は

発症年齢が遅く、耐性を獲得しにくいと報告

されている'o)。

自験例はll歳での初発例であったが、

Caubetの診断基準のうち②～⑤を認めてい

た。ウズラ卵によるFPIESの既報例は全例2

歳以上（表2）である事を考えると、 自験例

はウズラ卵によるFPIESを発症していたと考

えられた。

今回、強い消化器症状に対してエピネフリ

ンの筋注が奏功した。アナフィラキシーが強

く疑われる症例に遭遇した場合、エピネフリ

ン使用適応（表1）を満たしている時は、可

及的速やかに使用することで、臨床症状を早

期に改善に導けると実感した。また自験例は、

養護教諭からのコメントが、疾患の診断と治

療に重要な役割を果たした。初発症状で

FPIESを診断することは困難であるが、突発

的に発症する消化器症状を繰り返す例では、

外科的疾患に加えて本疾患の存在を念頭に置

き、摂取した食物の詳細な問診が大切である

と考えられた。

本稿の要旨は第95回日本小児科学会高知地

方会(2019年2月）で発表した。

参考文献
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-症例報告一

造影腹部CTで診断できたインスリノーマの8歳女児例

高知大学医学部小児思春期医学講座荒木まり子

菊地広朗

細木病院小児科細川卓利

高知大学医学部小児外科

齊藤志穂

藤枝幹也

新井淳一

大畠雅之

要旨

インスリノーマの8歳女児例を経験した。

症状は、起床時の手のびくつき、昼食前の倦怠感、成績の低下からはじまり、徐々に起床時の

びくつきの頻度が増加し意識障害を伴うようになった。低血糖と高インスリン血症を認め、 イン

スリノーマを疑い超音波検査とMRIを行ったが診断できず、造影CTで診断できた。腫瘍摘出後、

低血糖はみられなくなり、びくつきも消失した。多発性内分泌腫瘍症1型(Multipleendocrine

neoplasiatypel :MEM)の遺伝子に異常変異は認めなかった。

はじめに

インスリノーマは、膵ランゲルハンス島

のβ細胞由来の腫瘍であり、高インスリン

血症による低血糖症状をきたす。発症頻度

は日本では10万人に0.84人とされ、 まれな疾

患であるが、小児ではさらに頻度が低いと

いわれている。今回、繰り返す低血糖から

インスリノーマと診断し、治療した8歳女児

例を経験したので報告する。

朝食を摂取後、前医を受診した。受診時は全

身状態は良好であったが、 43mg/dlと低血糖

を認め入院となった。この時の血中インスリ

ン値は9.6"IU/mlであった。血液ガスや血算、

一般生化学、血中アンモニアや電解質に異常

なく、頭部MRI･MRAでも異常を認めな

かった。脳波では両側後頭部に鋭波・不規則

徐波の混入を多く認めた。高インスリン血症

に伴う低血糖を考え腹部エコーを行ったが、

明らかな異常を認めなかった。腹部MRIも予

定したが、頭部MRIが怖かったと本人の同意

が得られず施行できなかった。入院後ブドウ

糖液輸液を行い、以後低血糖は認めなかった。

総カルニチン46．7 （基準値：45-91） 〃

mol/l、遊離カルニチン33.3 (基準値：

36-74) "mol/l 、アシルカルニチン13.4(基

準値:5-23) "mol/lと、遊離カルニチンの

軽度低値を認めたため、 レボカルニチンの内

服を開始した。学校があるのでと退院の希望

が強く、食間と眠前に補食を行うことにより、

輸液を漸減中止しても低血糖を認めなかった

ため、退院し外来観察となった。その後も低

症例

症例：8歳女児

主訴：低血糖

既往歴：生来健康で発育・発達に異常なし

家族歴：特記事項なし

現病歴:X年2月頃から、起床時の手のびく

つき、昼食前の倦怠感、成績の低下がみら

れるようになった。3月15日、学校で午前中

に2時間持続する反応性の低下を認めたが、

昼食後回復した。翌16日2時頃に、突然覚醒

し、興奮と、体と手をぴくぴくする痙鍾様

動作がみられた。その後一旦入眠したが、

朝起床後も再度同様の症状を認めたため、
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し、 6月末に入院となった。

入院時現症：身長128.6cm(+0.64SD) 、

体重29.0kg(+0.68SD) 。肥満は認めないが、

元来、痩せ型であったのに太ってきたとのこ

とであった。意識は清明、心肺清で腹部は平

坦軟、肝脾腫なく、腫瘤も触知しなかった。

その他、特に異常所見を認めなかった。

検査所見（表1） ：血算・一般生化学に異

常所見はなかった。空腹時の血糖値は

49mg/dlで、このときの血中インスリン値は

28.4"IU/mlと高値であった。血中ケトン体

や遊離脂肪酸の上昇はなく、血中カルニチン

の低下は認めなかった。血中コルチゾールや

GH,IGF-lの低値も認めなかった。

経過：高インスリン血症による低血糖と考

え、 インスリノーマの検索のため画像検査を

行った。腹部超音波検査では、膵臓の実質エ

コーレベルは正常で、明らかな腫瘤像は認め

ず、主膵管の拡張も認めなかった。他に明ら

血糖を疑う症状はみられず、濾紙血でのアシ

ルカルニチン分析の結果が正常であることを

確認し、 レボカルニチンの内服を終了し、補

食も中止となった。

約1か月半後の5月末、起床時に顔や手のび

くつきがみられたため、眠前の補食を再開し

た。

しかし、その後、起床時の顔や手のびくつ

きが頻繁にみられるようになり、 6月末に当

院へ紹介となった。びくつきは、間欠的なミ

オクローヌスで、開眼しているが、視線は合

わず、時に啼泣があり、 ラムネやジュースの

摂取で次第に落ち着き、意識状態も改善する

ものであった。入院精査を勧めたが、学校が

あるのでと同意されず、夏休みの入院を希望

された。在宅自己血糖測定を行ったところ、

血糖値は、起床時は30～40台mg/dlで、摂食

後も80mg/dl台程度までしか上昇せず、一日

をとおしてほぼ50mg/dl台であることが判明

表1．検査所見

Glu

インスリン

HbAlc

総ケトン体

アセト酢酸

3-ヒドロキシ酪酸

遊離脂肪酸

総ｶﾙﾆﾁﾝ

遊離ｶﾙﾆﾁﾝ

ｱｼﾙｶﾙﾆﾁﾝ

ｺﾙﾁｿﾞｰﾙ

GH

IGF-1

TSH

fT3

fT4

iPTH

49mg/dl

28.4"IU/ml

4．7％

69"mol/l

20"mol/l

49"mol/l

0.28mEq/l

51.6"mol/l

44.3"mol/l

7.3"mol/l

13.15"g/dl

6.31ng/ml

259ng/ml

l.72"IU/ml

4.96pg/ml

l.39ng/dl

23.9pg/ml

タンデムマス（濾紙血、血清）

：異常なし
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かな異常は認めなかった。腹部MRI (図1)

でも、膵臓に明らかな腫瘤や異常信号を指摘

できず、MRCPでも主膵管や総胆管の拡張や

欠損は見られなかった。その他、撮像範囲の

腹部臓器に明らかな異常信号を認めなかった。

腹部造影CT(図2)で、膵尾側から左111llに

突出し、造影30秒後の早期動脈相で最も濃染

する16mm大の分葉状結節を認め、 これが病

変部位と考えられた。

全身麻酔下に肱瘍の全摘出術を施行した。

腫瘍の中枢側は膵尾部と癒合しており、膵実

質を一部含む形で切離した。腫瘍の摘出前後

に血糖値と血中インスリン値を測定したとこ

ろ、摘出前の血糖値は76mg/dlで、摘出直後

には95mg/dlに上昇した。血中インスリン値

は、摘出前は16.91"IU/mlであったが、摘出

後には4.82"IU/mlに速やかに低下した。

腫瘍は長径12mmであった。病理所見（図

LR

図1 ．腹部MRI

明らかな腫瘤や異常信号を指摘できない。

R

⑳鯵．
図2-1 ．腹部CT 図2-2．造影CT

A:単純、 B :造影30秒後、 膵尾側から左側に突出し、造影30秒後の

C:造影60秒後、 D:造影4分後 早期動脈相で最も濃染する16mm大の分
葉状結節を認めた。
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泌腫瘍である。 日本では10万人に0.84人の発

症とされ、 まれな疾患であるが、小児ではさ

らに頻度が低いといわれている。男女比は

l : 1.5とやや女性に多く、全体の10%が悪性、

10%が多発性といわれている') 。

症状は低血糖に伴う諸症状であり 、

Whippleの3徴候として、①空腹時・連動時

の意識障害、②空腹時低血糖③ブドウ糖投

与による劇的な改善が言われている。

野末らが15歳以下のインスリノーマ症例の

報告をまとめた検討では、小児における初発

症状として、 22例中、けいれんが12例、意識

障害が10例、脱力2例、精ﾈII1症状3例、急激な

体重増加l例であった2) o本症例の初発症状

は、起床時の手のびくつきと、午前中の倦怠

感、成績の低下で、徐々に頻度が増え意識障

害もきたすようになった。 また、 インスリ

3）では、小型～軽度腫大した類円形～卵円

形核をもつ核／細胞質比の高い異型細胞が、

分1l皮索状～リボン状に増殖していた。細胞分

裂数は1.41Inl/10HPFで、Ki-67indexは14.2%

であった。以上から、 Insulinoma (pancreatic

neuroendoclinetlunor (PanNET) ,G2) と診断

した。

MENI遺伝子検査では病原変異は認めず、

MENlは否定的と考えられた。

現在、術後1年半になる。時々起床時の在

宅血糖測定を行なっているが、低血糖は認め

ず、倦怠感やびくつきも認めていない。脳波

は何度か再検査を行ったが、異常を認めてい

ない。

考察

インスリノーマは、低血糖をきたす膵内分
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ノーマではてんかんの合併が高率であり、繰

り返す低血糖発作が器質的な脳障害である症

候性てんかんを引き起こすものと考えられる

という報告もあり、野末らの検討でも22例中

てんかん合併が7例あった2) o本症例は発症

時に脳波異常を認めたためてんかんの合併を

危‘|具したが、その後の脳波では異常は認めな

かった。発生部位は一般的に体尾部に多いと

されているが、野末らの検討では22例中11例

が頭部であった2) 。本症例は尾部であった。

インスリノーマは腫瘍のサイズが小さいこ

とが多く、 80％が2cm以下とされる。画像診

断で腫瘍の局在を確認することが重要である

が、診断法により診断率にばらつきがあるた

め、診断率は様々な報告がみられる。超音波

検査では、辺縁平滑、境界明瞭、低エコーな

腫瘤として描出され、診断率は49～94％とさ

れている。MRIでは、Tl強調画像で低信号、

T2強調画像で高信号となり、診断率は85~

95％とされている。CTでは、単純CTでは等

吸収で不明瞭な腫瘤だが、 dynamicCTでは、

早期相で膵内の濃染像として拙出され、診断

率は30～85%とされている。動脈造影では、

濃染像として描出され、診断率は70～80%と

されている。また、脾動脈、 冑十二指腸動脈、

上腸間膜動脈、固有肝動脈からグルコン酸カ

ルシウムを注入し、右肝静脈にカテーテルを

おいてサンプリングし、 インスリン濃度を測

定することにより膵のどの部位に腫瘍がある

かを推測する選択的動脈刺激静脈サンプリン

グでは、診断率は94～97％と非常に高い。膵

内分泌腫瘍にはソマトスタチンレセプターを

発現しているものが多く、 ソマトスタチン受

容体シンチグラフイーが有用な場合もあり、

インスリノーマの陽性率は46％と低いが、転

移巣の検出を行うことが可能であるとされて

いる3) 。今回、腹部超音波検査と腹部MRIで

は腫瘍を診断することができず、動脈造影や

選択的動脈刺激静脈サンプリングは体格も大

きくない小児であり侵襲が大きいことを危'具

していたが、造影腹部CTで診'折することが

できた。見返すと、腹部MRIでも同部位に腫

瘤を確認できたが、膵臓とほぼ等信号であり、

診断には至らなかった（図4） 。

インスリノーマは、膵神経内分泌腫瘍全体

の31.7%を占めるといわれ、 インスリノーマ

の患者のうちMENlを合併している頻度は5

~10%といわれている。MENlは、がん抑

R L

図4．腹部MRI

丸印のところが腫瘍と考えられる。
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制遺伝子であるMENI遺伝子の病的変異が原

因とされており、原発性副甲状腺機能充進症、

膵消化管内分泌腫瘍、下垂体腫瘍を主徴とす

る常染色体優性遺伝疾患である。頻度は3～4

万人に1人とされている。①原発性副甲状腺

機能充進症、膵消化管内分泌腫瘍、下垂体腺

腫のうち2つ以上を有する、②上記3病変のう

ち1つ以上を有し、一度近親者（親、子、同

胞）にMEN1と診断された者がいる、③上記

3病変のうち1つを有し、MENI遺伝子の病原

性変異が確認されている、のいずれかを満た

す場合、診断される。膵消化管内分泌腫瘍全

体の20歳未満の発症はl%程度であるが、

MEN1に伴うインスリノーマは比較的若年

で発症するといわれ、 20歳未満の発症は24％

であったという報告もある。そのため、 20歳

未満で発症したインスリノーマの患者では

MEN1を疑って遺伝子検査を行うことが推

奨されている4) 。本症例でもMENI遺伝子検

査を行ったが、病原変異は認めなかった。

インスリノーマは、明らかな転移のない良

性例でも、術後10年および20年後の低血糖再

発率は6％および8％とされており、術後も長

期にわたる経過観察が望ましいとされている

5) 。本症例は現在、術後1年半であるが、低

血糖は認めていない。引き続き定期的に外来

で経過観察を行っていく予定である。

結語

今回、腹部超音波検査や腹部MRIでの診断

が困難で、造影腹部CTで診断できたインス

リノーマの8歳女児例を経験した。腫瘍全摘

出術後、手のびくつきや倦怠感、痙塗は消失

し、低血糖も認めていない。MENI遺伝子に

病原変異は認めず、 インスリノーマの再発に

注意しながら経過をみていく方針である。

MENI遺伝子検査を行っていただきました

大阪市立総合医療センター小児代謝・内分泌

科依藤亨先生に深謝いたします。
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-若手会員からのメッセージー

地元高知の小児科医として

国立病院機構高知病院小児科濱田朋弥

この度、若手会員として自己紹介させてい

ただく機会をいただきありがとうございま

す。 2016年4月に高知大学小児思春期医学講

座に入局しました、濱田朋弥と申します。

出身は高知市で、国見産婦人科で生ま

れ、親の県内での転勤に伴い、市内の大津

や介良、土佐清水や安芸などを転々としま

した。小学3年以|朧は現在の実家である大津

に長く住み、街の方にある中高に毎日自転

車で通いました。高校卒業後に高知県を離

れ、粁余曲折を経て山梨大学医学部に入学

しました。卒業後の初期研修は山梨県立中

央病院で行いました。

多くの小児科の先生方は、大学入学時も

しくはそれ以前から将来の進路に小児科を

考え、早期から小児医療に多大なご研鑛を

積まれた先生方が他科よりも多くみられる

印象があります。私自身は、親戚に年少児

が多く、子どもと接する機会が多かったた

めか子どもは比較的好きではありました

が、大学入学当初は小児科になろうとは考

えておりませんでした。大学5年の実習の際

に、小児科で気のいい先生にお世話になっ

たこともあり、大学6年の選択実習で小児科

を選んだのが最初のきっかけだったように

思います。当時は他科への進路を考えてお

りましたが、初期研修を経て小児科に興味

を持ったことと、今後の医者人生で自分の

やりたいことが小児科に沿っているように

感じ、小児科医になることを決めました。

地元の高知に帰るか、大学以降を過ごし

た山梨に残るか、大いに悩みましたが、藤

枝先生に連絡させていただき、数回大学の

小児科を見学に来て、先生方のあたたかさ

に触れ、高知で働くことにしました。勉強

不足で入局当初は小児科の知識が本当に少

なく、恥ずかしながら国試の受験生と変わ

らない程度の事しか知らずに、上司の先生方

に多大なるご苦労を掛け続けたと思います。

入局とともに大学院に入学し、薬理学教室で

研究をしつつだったため思うように時間がと

れず大変な時期もありましたが、先生方に根

気強く御指導をいただき、徐々にですが小児

科の仕事もできるようになってきたかなと感

じています。

入局4年目になる2019年9月から、国立高知

病院小児科に異動し、小児科医としては初の

市中病院の経験をさせていただいておりま

す。特に重症心身障害児病棟があるため、

キャラクター的にも病気の時にもとりわけ個

性的な患者さん方の調子を伺いながら日々奮

闘しております。今後は小児科専門医を取得

できたら、小児神経の分野を専門として勉強

したいと思っております。

また趣味で剣道をしており、小学2年生か

らはじめ、中高、大学の部活と続けました。

帰高後も知人のってで高知大学医学部剣道部

の稽古に参加させていただき、現在も年2～3

回と細々ですが続けさせていただいておりま

す。長く続けられるスポーツですので、いつ

か子どもとともにできればと密かに夢見てお

ります。

今後何十年かを小児科I矢として働く中で、

高知県の小児医療の発展に少しでも貢献でき

ればと思っております。今後ともご指導ご鞭

燵のほど、何卒よろしくお願い申し上げま

す。
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小児科野球大会2016年鹿児島

長渕岡llの叫びの肖像とともに（右端が濱田です）
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-若手会員からのメッセージー

小児科医として

高知大学医学部小児思春期医学講座高橋一平

いつもお世話になっております。高橋一平

と申します。挨拶の機会を頂きましたので、

僻越ながら、 自己紹介をさせていただきま

す。

私は高知県高知市に生まれ、人生の大半

を高知で過ごしています。医療ソーシャル

ワーカーの父と、薬剤師の母に育てられ、

気が付けば、医療者を志していました。ち

なみに祖母は元看護師、叔父と従兄弟は医

師で、妹は理学療法士、弟も薬剤師と親戚

一同、医療関係者ばかりになってしまいま

した。

地元である、高知大学医学部に進学し、

在学中は卓球部に所属していました。卓球

の腕はからきし弱く、部内では専ら盛り上

げ役でしたが、先輩である濱本諒先生たち

と、 日々の練習に汗を流していました。初

期研修は母校である高知大学で修めまし

た。元々、子どもが好きであったことと、

細かい作業が好きだったので、耳鼻科と小

児科で進路を大いに迷っていましたが、小

児科の先生方の子どもにかける情熱と、子

どもが快復していく過程で、心配そうで

あったご両親が笑顔になっていく事に強く

心を打たれ、小児科の門をl i l]かせていただ

きました。

2016年に高知大学医学部小児思春期医学

講座に入局させていただきました。入局

後、半年は大学に勤務しました。初期研修

医の時にはなかった、主治医をするという

事の責任と、大学病院ならではの複雑な症

例に頭をかかえる毎日でしたが、医局の先

生方のご指導のお陰で、なんとか乗り切る

ことができました。 2016年の10月からは香

川県の三豊総合病院の小児科に1年と半年勤

務しました。初めての外来に、 自分の枠が

あるHはえづきながら出勤していました

が、地域の子ども達に寄り添い、 l幅広い医療

の実践を学べました。 また、三豊では、地域

の開業医の先生とも距離が近く、お酒の席も

数多くご一緒させていただき、情報の交換も

兼ねて、たくさんの事を御教授いただきまし

た。 2018年度には高知に戻り、医療センター

小児科で1年間勤務しました。今度は打って

変わって、三次救急･NICUから数多い

commondiseaseまで、 目まく、るし<対応す

る日々でした。こちらでも非常に多くの症例

を勉強させていただきました。

2019年度からは大学に戻り、周産母子セン

ターで新生児を専門にするべく、 日々精進を

していく所存です。未熟な所ばかりで、御指

導いただいている先生方にも多大なご迷惑を

お掛けしていますが、高知の小児医療・周産

期医療に微力ながら尽力させて頂きたいと思

います。今後とも、御指導御鞭燵のほど、 よ

ろしくお願い申し上げます。

愛娘と小豆島にて
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-会員からのメッセージー

故郷に戻って第二の人生

高知大学医学部小児思春期医学講座中山智孝

独居暮らしとなりました。この前後での帰郷

も思いがよぎりましたが、忙しくも充実した

日常が染みついたせいで決断に至りませんで

した。高知への帰省もままならず、母が年1

－2回上京してわずかな時間を過ごすのが慣

例となり、気丈にふるまっていた母には寂し

い思いをさせたと今更ながらに反省していま

す。2018年2月に父の13回忌法要で帰省した

折、年老いていく母の将来を案じ、長男とし

て家の相続などを含めて自分の進退を真剣に

考える転機になりました。そんな心境の変化

の折、高知医療再生機構から私のもとに人材

育成やUターンなど中途採用支援などに関す

る資料が届いたので、偶然とはいえ、あまり

のタイミングに驚きました。後輩の成長が頼

もしく、安心して任せられると感じ始めたこ

と、息子が社会人となり一人暮らしを始めた

こと、長年苦楽を共に切蹉琢磨した同期の退

職なども帰郷の弾みになったと思います。

高知へ戻る決意はしたものの高知には親戚

筋が少なく、数名の親しい友人以外、同期と

は疎遠になっており、相談相手になる知人も

おらず手探りでの病院探しとなりました。 15

年以上前に閉院した父の診療所を大金投じて

リフォームして小児科で新規開業する夢を見

ましたが、性格的に開業医は不向きかなと自

覚していたので、高知市または県東部の勤務

医募集を探しました。高知医療再生機構のパ

ンフレットを見て、高知で働くなら何らかの

形で高知大学と関係をもったほうが有利かと

考えました。そんな矢先、 10年以上前です

が、医大病院入院中の難病の幼児を通じて知

り合った高知大学小児科OB(現在岡山県で

小児科開業）の高杉尚志先生を思い出し、

メールで相談しました。高杉先生から「どん

な形であれ私の帰高はwelcome、 good

luck!!」と励まされ、気分を良くした私は

このたび、ご縁があり、 2019年4月に高知

大学小児科へ中途入職しました中山智孝と申

します。東邦大学小児科（医療センター大

森病院）から移籍してきました。若手では

ありませんが、新参者ですので会員の皆様

へご挨拶をさせていただきます。

私は高知県安芸市の出身で、父親の開業

に伴い4歳時に東京から高知へ転居し、小学

校卒業まで安芸市で過ごしました。高知学

芸中高へ進学し朝倉で寮生活を経験しまし

た。現役で高知大学（当時は高知医科大

学）受験に失敗しましたが、叔父の母校で

ある東邦大学医学部に合格できたのを機に

上京しました。卒業後は母校の小児科へ入

局し、小児循環器を専攻し、主に大学病院

勤務を2019年3月まで続けてきました。

中学から親元を離れた生活に慣れ、 自立

心が強くなった反面、故郷（実家）への想

いは希薄だったかもしれません。いつかは

高知へ戻って親孝行しなきゃ、 というあり

きたりの未来設計はあったものの、内科医

である父の反対を押し切り小児科医になっ

た手前、一人前になるまで高知に戻るまい

と決意したのを思い出します。学年を追う

ごとに診療や研究以外にも学生教育、医局

長や院内の各種委員会、学会活動、地域医

療連携など学内外に活動の範囲が広がりま

した。専門領域の肺高血圧症では全国から

患者紹介いただき、希少疾患ですが、各々

の症例から学ぶことも多く、 また多くの臨

床試験（治験）にも関わり貴重な経験をさ

せていただきました。自分なりに責任感を

もち、やりがいを感じるようになり、親し

い仲間も増え、周りの理解・協力にも恵ま

れ、居心地がよかったので東京暮らしがず

るずると長くなってしまいました。

私が40歳時に父親を病気で失い、母親が
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分の役割を探している最中です。予想外の大

学間移籍で戸惑いつつも、母校の東邦大学で

も月l但l非常勤でキャリーオーバーの小児循

環器症例を継続して診療する機会を得られた

ことは有難く双方の大学に感謝しておりま

す。現職の医局員には高知はおろか四国の出

身が少なく、他府県出身の先生方が高知に

残って献身的に高知県の医療を支えている事

実に驚きや感謝の念を抱きつつも、県内外出

身を問わず皆がやりがいと誇りをもって仕事

が継続でき、学生や若き医師にとって魅力的

な小児科であるよう、微力ながら貢献してい

きたいと思います。今後ともご指導ご鞭燵の

ほどよろしくお願いいたします。

元々の無鉄砲な性格があいまって藤枝教授に

直球を投じました。高杉先生の仲介もあり、

福岡の小児科学会会場で高杉先生|同l席のもと

藤枝教授との面談が実現しました。当初は市

中病院を紹介いただけるとのお返事で、心得

ていたのですが、高知大学へお誘いをうける

急展開となり、教授自ら病院長へ直談判いた

だいてこのたびの移籍につながりました。

高知大学小児科は臨床を重視し、少ない人

員ながらも助け合い、質の高い医療を実践し

ている点は母校の東邦大学小児科と似てお

り、個人的には順応しやすい環境です。東京

と高知では医療体制の違いや地方独自の課題

も多く、都会で学んだ知識や経験が必ずしも

高知では活かしきれず、 自問自答しながら自

東邦大学小児科の送別会（グランドプリンスホテル高輪にて2019年3月9日）

43高知県小児科|鵠会報No.32



－人事往来一

一一一～ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~函一一一一一一一一一一一一一一一一～ｰ~ｰ~ｰ~

★新入会

前田美咲 高知大学医学部小児科

〒783-8505南国市岡豊町小連

TEL(088)866-5811

FAX(088)880-2356

石井雅人 TEL(088)837-3000

FAX(088)837-6766

高知医療センター小児科

〒781-8555高知市池2125-1

森田詩織 同上

★勤務先変更

高知大学医学部小児科から国立病院機構高知病院小児科TEL(088)844-3111

〒780-8077高知市朝倉西町1-2-25 FAX(088)843-6385

濱田朋弥

高知大学医学部小児科から高知赤十字病院小児科 TEL(088)822-1201

〒780-8562高知市秦南町1丁目4-63-11 FAX(088)822-1056

高橋一平

高知医療センター小児科から高知大学医学部小児科TEL(088)866-5811

〒783-8505南国市岡豊町小連 FAX(088)880-2356

辻 慶紀

TEL(088)837-3000

FAX(088)837-6766

三豊総合病院小児科から高知医療センター小児科

〒781-8555高知市池2125-1

野村真也

高知県立幡多けんみん病院小児科から

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科発達神経病態学TEL(086)223-7151

〒700-8558岡山市北区鹿田町2-5-1 FAX(086)235-7636

丸金拓蔵

高知県立幡多けんみん病院小児科から幡多希望の家TEL(0880)66-2212

〒788-0782宿毛市平田町中山867 FAX(0880)66-2215

島田誠一

★退会

高知医療センター小児科から岡山大学病院小児科(岡山市)(2020年4月）大平純也

高知医療センター小児科から岡山大学病院小児科(岡山市)(2020年4月）為房宏輔

ｰ～ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ~ｰ～ｰ～ｰ~ｰ~ｰ~
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令和元年度高知県小児科医会第1回理事会

管理指導表」を診療情報提供料（1）に

組み入れることについて提案する。

（6）学会

1）第8回高知県小児科・耳鼻咽喉科連携

フォーラム(MeijiSeikaファルマと共催）

日時：7月13日 （土）午後6時～8時

20分

場所:高知パレスホテル2階｢ミューズ」

2） 9月に塩野義製薬と「ゾフルーザ」の

講演会予定

3） 日本小児科医会セミナー

日時: 10月13日 （日）午前10時～午

後4時

場所：名古屋

（7）成育基本法

成育基本法が平成30年12月に成立、公

布。具体的な内容については今後、小児

科医会、小児科学会等で話し合って決め

る。日本小児科医会の成育基本法推進委

員会に中国四国ブロックから西村真一郎

先生（広島）が推薦された。

9月7日 （土）に東京で「成育基本法」

の祝賀会。

（8）その他

日時：令和元年6月13日 （木）午後7時

場所：高知県医師会館4階中会議室

出席者：船井会長、小倉、佐竹、藤枝各副会

長、富田、森畑、吉川、西内、浜田、

本浄、森澤各理事、久保田監事

議題

（1）子育て応援団～すこやか2019～の小児科

相談医

日時：令和元年7月20日 （士）～7月

21日 （日）

場所：高知ぢばさんセンター

7月20日の午前10時～午後1時、

午後1時～4時

7月21日の午後10時～午後1時、

午後1時～4時の各1名で4名の

相談医

（2） 日本小児科医会中国四国ブロック協議会

の報告（6月2日） （岡山） （資料1）

（3） 日本小児科医会総会の報告（6月8日～6

月9日） （京都） （資料2）

（4）会報の発行

（5） 日本小児科医会社会保険全国委員会（2

月24日）

小児アレルギー疾患指導料と「学校生活

令和元年度高知県小児科医会第2回理事会

日時：令和元年10月29日 （火）午後7時

場所：高知県医師会館4階中会議室

出席者：船井会長、小倉、佐竹、藤枝各副会

長、石黒、富田、森畑、吉川、西内、

浜田、森澤各理事、久保田監事

報告事項

（1）第48回医療功労賞に森畑東洋一先生を高

知県医師会から推薦

（高知県小児科医会からも高知県医師会

に推薦状）

＊森畑東洋一先生は医療功労賞を受賞され

ました。

（2） 10月20日 （日）中国四国小児科医会連

絡協議会開催。 （資料3）

議題

（1）令和元年度高知県小児科医会総会と講演

会

令和2年3月7日(土） あんしんセンター

（2）会報発行について

（3）令和2年2月9日 （日）

日本保育保健学会中国四国ブロック研修

会（岡山市）

（4）その他

高知県産婦人科医会から子宮頸がんワク

チンの研修会の参加要請
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令和元年度高知県小児科医会第3回理事会

日時：令和2年2月4日 （火）午後7時

場所：高知県医師会館中会議室

出席者：船井会長、小倉、藤枝各副会長、石

黒、富田、森畑、吉川、西内、浜田、

森澤各理事、久保田、福井各監事

議題

（1）令和元年度春季総会・研修会について

令和2年3月7日 （土） あんしんセン

ター

（2）会報の発行について

（3） 日本保育保健学会と中国四国ブロック研

修会について

①令和2年2月9日 （日） 日本保育保健学

会中国四国ブロック研修会（岡山市）

②令和2年5月23日 （土）～24日 （日） 第

26回日本保育保健学会（山口県下関市）

（4） 日本小児科医会と中国四国小児科医会理

事会

①令和2年6月6日 （土）～7日 （日）第31回

日本小児科医会総会・フォーラム（札

幌）

＊令和4年6月11日 （土）～12日 （日）第33

回総会は高松市開催予定

②令和2年6月28日 （日）中国四国小児科医

会理事会（岡山市）

③令和2年11月15日 （日）中国四国小児科

医会理事会（岡山市）

（5）令和元年度会計報告と令和2年度予算に
ついて

（6）その他

高知県小児科医会役員の改選時期である

が、退任の片岡健吉理事以外は留任で、

総会で了承を得る予定である。

令和元年度高知県小児科医会総会･春期研修会

ろわず、中止。

令和2年2月23日の社保全国委員

会は中止。

第15回日本小児科医会生涯研修

セミナーは令和元年10月13日は台

風のため、延期された。令和2年3

月1日はコロナウイルス流行のため

中止。

3）その他

第48回医療功労賞に森畑東洋

一会員が受賞された。

令和2年3月15日の四国子ども虐

待セミナーが中止。

4．協議事項

1）令和2年度事業計画および予算案が

了承された。

2）その他

令和2年4月19日、4月26日の赤

ちゃん会は中止。

高知県産婦人科医会から下記の

市民公開講座の共催依頼があり、

了承した。

日時：令和2年3月7日 （土）午後5時30分～午

後7時30分

場所：高知市総合あんしんセンター3階中

会議室

高知市丸の内1丁目7－45

総会午後5時30分～午後6時

司会佐竹幸重

l.開会の辞

2．会長挨拶

3．報告事項

l)令和元年度事業報告並びに収支決

算報告があり、了承された。

2） 日本小児科医会代議員会及び委員

会報告

令和元年6月8日に京都市で日本

小児科医会定時社員総会に船井

守代議員出席。

日本小児科医会広報委員会で各

都道府県の小児科医会報をPDFに

して日本小児科医会のホームペー

ジの会員専用に載せることが検討

されたが、各都道府県の意見がそ
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③質疑応答参加者全員に

よる

主催高知県産婦人科医会・高知

県産科婦人科学会

共催高知県小児科医会・高知県

医師会

後援日本産婦人科医会・日本産

科婦人科学会

5．その他

高知県小児科医会役員の改選があり、片

岡健吉理事の退任以外の役員の留任が

了承された。

特別講演午後6時～午後7時

座長高知県小児科医会会長船井守

「乳幼児眼科検診とスマホ内斜視」

土佐市立土佐市民病院眼科

部長中矢家寿宏

「HPVワクチン公開市民講座」

子宮頸がんの検診とワクチンの

おはなし～これからの自分のため

に、今できること～

日時：令和2年6月14日 （日曜日）

13 ： 00～16 ： 00

場所：ちよテラホール（高知市知

寄町2丁目1－37）

参加費:無料

内容：①日本産婦人科医会常任理

事鎌田正晴先生

子宮頸がん検診とワクチン

（仮称）

②自治医大さいたま医療セ

ンター教授今野良先生

HPVワクチンについて（仮

称）

資料1

令和元年度日本小児科医会中国四国プﾛｯｸ連絡協議会幹事会

日時：令和元年6月2日 （日）午後1時～3

時

場所：岡山コンベンションセンター

船井会長出席

当番幹事の新田康郎広島県小児科医会会長

が司会進行を務めた。

田原卓浩代表幹事の挨拶があり、成育基本

法推進委員会を設置、中国四国ブロックから

は西村委員が選ばれている。

議題

1． 日本小児科医会理事会報告

2． 日本小児科医会各委員会報告

3．各県近況報告

4．各県の活動状況

5．次回協議会は令和元年10月20日 （日）

岡山コンベンションホールにて開催予定

テーマとして

l)災害医療の現状、 2)子どもの貧困、 3)

ネウボラ事業、4）成育基本法、5）小児救急、

6）在宅医療、 7）虐待が挙げられたが、香川

県の木下あゆみ先生に虐待の講演を依頼する

事とした。
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資料2

日本小児科医会令和元年度総会

日時：令和元年6月8日 （土）午前10時～

12時

場所：京都テルサ2Fセミナー室

船井代議員、石黒日本小児科医会監事が出席

議長､副議長選出後､神川会長の挨拶があっ

た。審議事項として、第1号議案の平成30

年度の事業報告があった。各地区ブロックの

副会長から報告、各委員会からの報告、法人

事業報告があり、承認された。第2号議案の

平成30年度収支決算書の報告があり、監査

報告があり、承認された。第3号議案で相澤

昭先生（東京）が名誉会員に推薦され、承認

が得られた。令和元年度事業計画及び予算の

報告があった。内藤壽七郎記念賞が兵庫県小

児科医会の神尾守房先生と東京都小児科医会

の秋山千恵子先生に授与された。

資料3

令和元年度日本小児科医会中国四国プﾛｯｸ連絡協議会

託を受けて行っている。全国規模の相談

内容を収集し､分析して回答の標準化（緊

急度の判定など）をしたい。現在、中国

四国地区で参加しているのは､徳島､香川、

愛媛の3県のみ。各県の#8000担当の方

に情報収集分析事業の参加を呼び掛けて

ほしい。

3．都道府県の小児科医会の会報が各県に送

られてくるが、各県の会員に閲覧してい

るか。 日本小児科医会のホームページに

各都道府県の会報を載せてはという意見

がでた。

会計担当から

4．中国四国小児科医会連絡会議の年度の収

支が赤字になっているので、回数を減ら

すとか会場の見直し（コンベンションセ

ンターから医師会館など）などの対策が

必要である。

日時：令和元年10月20日 （日）午後1時～

4時

場所：岡山コンベンションセンター

船井会長、小倉・佐竹副会長出席

日本小児科医会の各委員会報告、各県の委

員会の活動状況の報告があった。会議後、木

下あゆみ先生の児童虐待の講演があった。

田原会長から

l. 10月13日 （日）の第15回日本小児科医

会生涯研修セミナー（名古屋）が台風の

ため中止になった。中止の連絡がスムー

ズにいかず、会場に来た参加者がいた。

今後の中止の場合の連絡方法､学会のキャ

ンセル料の支払い方法（参加費の払い戻

し、 日本小児科医会と愛知県小児科医会

の分担）や今後学会キャンセルの保険に

入るかを考えないといけない。

2．平成29年度から#8000情報収集分析事

業を厚生労働省から日本小児科医会に委
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平成30～31年(令和元年)度高知県小児科医会学術講演会

1．平成30年度春季研修会

日時：平成31年3月30日

場所：高知市総合あんしんセンター

特別講演

座長高知県小児科医会会長船井守

「小児アレルギー疾患における最近の動向と対応

一食物アレルギーと小児喘息を中心に－」

演者岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

小児急性疾患学講座教授池田政憲

2．第8回高知県小児科・耳鼻咽喉科連携フォーラム

日時：令和元年7月13日

場所：高知パレスホテル2階「ミューズ」

一般演題

座長高知大学医学部小児思春期医学講座藤枝幹也

「小児急性鼻副鼻腔炎における細菌とウイルスのリアルタイム検出について」

演者さわだ耳鼻咽喉科・眼科院長澤田正一

「小児睡眠時無呼吸症における扁桃アデノイド手術後の身体成長について」

演者高知大学医学部耳鼻咽喉科学教室講師小森正博

基調講演

座長高知大学医学部小児思春期医学講座藤枝幹也

「百日咳関連の話題」

演者三豊総合病院小児科医長寺内芳彦

特別講演

座長高知大学医学部耳鼻咽喉科学教室教授兵頭政光

「ウイルス感染によって起きる難聴」

演者国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部耳鼻咽喉科診療部長

3．乳幼児の発達に関する研修会

発達が気になる子どもにであったとき－家族支援を中心に一

日時：令和2年2月21日

場所：高知城ホール2階中会議室

座長日本小児科学会高知地方会会長藤枝幹也

一般演題

守本倫子
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演者島崎クリニック小児科・専門外来島崎真弓

特別講演

「ペアレント ・プログラムー支援内容と介入効果一」

演者神戸学院大学心理学部心理学科准教授村山恭朗

日時：令和2年2月22日

場所：高知城ホール2階中会議室

座長日本小児科学会高知地方会会長藤枝幹也

一般演題

演者大井田病院小児科矢野哲也

特別講演

「ペアレント ・プログラム一支援内容と介入効果一」

演者神戸学院大学心理学部心理学科准教授村山恭朗

令和元年度春期研修会

日時：令和2年3月7日

場所：高知市総合あんしんセンター

特別講演

座長高知県小児科医会会長船井守

「乳幼児眼科検診とスマホ内斜視」

演者土佐市立土佐市民病院眼科部長中矢家寿宏

4
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高知県小児科医会報投稿規定
(2018年4月12日改訂）

◆内容：臨床を主とする総説、講演抄録、研究、症例報告およびその他とする。

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

図、 表、写真、文献は含めない。題名、著者名、所属機関、肩書きを入力の上、USBあるいは

CDで郵送する。本文、図表ともWordで保存し、プリントアウトしたものを1部添付する。

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

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

明瞭に、幅は原則としてlカラム幅(7.7cm) まで。大きいものは縮小して印刷する。それでも

情報が読み取れるような内容に。最大でも2カラム(15cm)を越えないことが望ましい。示し

たい部分には矢印を。裏に番号、筆者名、天地の区別を。写真な鮮明はオリジナルプリントが

望ましい。但し、図表はPowerpoint保存も可能で、必要に応じてカラー印刷とする。

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

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

と。

◆引用文献

1.必要最小限にとどめる。

2．記載順序は引用順とし、本文中の引用箇所右肩にアラビア数字を。

3．記載要領

く雑誌＞

著者名：表題．雑誌名巻：最初の頁～最後の頁（通巻頁数） ，発行年（西暦）

例）

l)緒方勤，他： 日本人のtargetheighおよびtargetrangeについて． 日児誌94:

1535-1540,1990

2)PatriciaPA,etal :E伍cacyofinHuenzavaccineinnursinghomes.Reductioninillness

andcomplicationsduringaninauenzaA(H3N2) epidemic.JAMA253:1136-1139, 1990

＜単行本＞

著者名：表題．書名，版数．編集者，発行社，発行地， 引用頁，発行年（西暦）

例）

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

衛生研究所学友会編，丸善，東京, pp47-66,1977

2)GotschlichEC:Meningococcalmeningitis. 1n.Bacterialvaccines.GermanierE, ed.,

AcademicPress,NewYork,pp237-255,1984

◆著者校正：原則として、初校1回。

◆査読：原則として編集委員が行うが、必要に応じて、高知県小児科医会の専門医師に依頼す

る。

◆別冊：総説30部、原著論文20部まで無料。

◆原稿送付先：〒786-0007高知県高岡郡四万十町古市町6番12号医療法人高幡会大西病院小倉英郎

TEL:0880-22-1191 FAX:0880-22-1250

e-mail :0gurah.oonishi-hp@eagle.ocn.ne・jp(ogurallOO45@mg.pikara.ne.jp)
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同司同司
◆総説では｢新型コロナのパンデイミックに思

うこと」と題して、現在までの新型コロナの

世界での流行状況､我が国の感染制御対策、

マスクの効果について解説し、第2波につい

て、私見になりますが､予測して見ました。

現在、どんどん新知見が出る中で､若干の跨

跨がありましたが､思い切ってまとめてみま

した。

◆第96回高知地方会発表演題から「臨床と研

究」として2編、「症例報告」を2編、ご投稿

頂きました。高知県立療育福祉センター小児

科の武市知己先生、高知大学医学部環境医学

の満田直美先生、けら小児科アレルギー科の

森澤豊先生、高知大学医学部小児思春期医

学の荒木まり子先生、この場をお借りして厚

く御礼申し上げます。

◆｢会員からのメッセージ｣､今回は3名の先生

方です。濱田朋弥先生、高橋一平先生、中山

智孝先生､ご寄稿をありがとうございました。

高知県小児科医会としても、今後ますますの

ご活躍を応援しております。

（小倉英郎）

◆巻頭言では船井会長に「高知市小児科時間外

救急体制」と題して､ご執筆頂きました。皆さ

んご存じのように、高知県の時間外小児医療

は高知市急患センターと小児科輪番病院の持

ちつ持たれつの体制で維持されています｡小

児科医の高齢化もあり､大変厳しい状況です。

会員の皆さんのご協力を切にお願い申し上げ

ます。

◆今回の講演要旨は本年3月、春期研修会から

の1編です。土佐市立市民病院眼科部長の中

矢家寿宏先生に「乳幼児眼科検診とスマホ内

斜視」と題してご講演を頂きました。スマホ

内斜視は新しい病気ですが､小児科診療にお

いても頭に置いておく必要のある疾患です。

そして、高知県の3歳児眼科検診にスポット

ビジョンスクリーナを導入して頂いた先生の

情熱とご努力に感服の意を表したいと思いま

す。

◆近年は企業の協賛をいただくことが困難に

なっており、従来は年2回の研修会にそれぞ

れ2名の講師を招聰しておりましたが､秋の

研修会は中止となりました。また、予算の関

係で講師も1名ということになりそうです。

当会報には講演要旨を2～3編、掲載してお

りましたが､31年度は企業からのご協力が得

られなくなった直後で、当方の準備が間に合

わず、1編のみとなってしまいました。この

場をお借りしてお詫び申し上げます。
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