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むらた小児科医院村田祐一先生から、すばらしい写真をご提

供いただきました。表紙の野烏はカワセミです。頭から背中に

かけて鮮やかな青色とお腹と目元のオレンジ色がとてもあざ

やかです。 「清流に飛ぶ宝石」 と称され野鳥愛好家の憧れの的

とお聞きしました。この写真は金沢市普正寺のササゴイの池に

ある観察舎で撮影されましたが、県内では金腐川や犀川など河

川の上中流域、兼六園、金沢城跡、河北潟周辺、木場潟などで

もよく目撃されているそうです。裏表紙はハグロトンボです。

ご自宅の後ろを流れている用水で稲作時に観察されるとお聞

きしました。カメラのレンズを通すと漆黒の羽の中に繊細な模

様を持つ美しいトンボであることがわかります。

（田丸陽一）
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《巻頭言》 コロナ考

石川県小児科医会会長渡部礼二

新型コロナ騒動で大騒ぎの世の中ですが、進化医学の観点からはホンの一瞬のことであり、

遺伝子配列の中には無数のウイルスの痕跡があり、種々のウイルスとの共進化の結果が今日

の人類であるという。本来今回の新型コロナはその土地だけの風土病で一過性に終焉してし

まうものが、交通の便が発達したグローバルな社会で世界中に拡散してしまったのだろう。

その各国の対応を見ていると、面白いことに頭の中で漠としか理解していなかった政治の役

割と医療の役割が明確になった。そして醜い国同士のエゴや個人個人のエゴが顕在化した。

そのような中で一番の被害者はどこでも声が小さい社会的弱者たちである。またソーシャル

・デイスタンシングとかで「人を見たら泥棒（ばい菌） と思え」的な風潮がはびこり、人と

して哀なしい限りである。

さて、 この新型コロナの流行で集会、オリンピックをはじめほとんどのイベントが中止と

なり、片町の灯までもが消えてしまった。全国、地方問わず学会が中止や延期となり、小児

科医会もセミナー、フォーラムが中止となった｡地方での小さなミーティングも同様である。

その代わりオンラインミーティングなるものが台頭してきた。確かに機能的に役目を果たし

てはいるが、何か虚しい。決して宴会政治を肯定している訳ではないがディスプレイ上では

その人となりまでは分かり難い。そしてポストコロナになるとミーティングや会合の形や人

の行動様式が色々と変わることが予想されている。

新型コロナの感染詳細から、今まで我々が外来でしていたパフォーマンス的な感染防御の

甘さを知った。また、保育所・幼稚園・学校が長い間の休暇で病気の児がほとんどいなくな

ったことで、施設が如何に感染症の温床になっていたことが明らかになった。逆に今後施設

では以前と違って感染症に対しナーバスになり必要以上に児を休ませたり、また施設で感染

症をうつされるからと元気な児を休ませたりする親が出てくる可能性がある。

新型コロナ騒動で我々小児科の一般外来にもエアロゾルの発生危倶による検体検査を省略

しての臨床診断だけによる抗インフルエンザ薬や抗菌剤等の処方が推奨され、またオンライ

ン診療が僻地ではなく一般診療までも現実化してしまった。昔の勘に頼った職人的診断や治

療そしてそれに加え機械的診断が台頭してきた。 この時節でのこれらの是非は別としても、

一見さん的な外来診療では以前と違って表面的な診療で済ます医師も出てくるだろうし、以

前と変わらない診療スタイルを維持している先生もいるだろう。 どんな方法が良いか会員皆

で知恵を出し合って自分に合ったスタイルを見つけ出していかねばならない。そのような場

造りに医会を利用して頂ければと思っている。
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《役員会･総会および事業報告〉
令和元年度石川県小児科医会春季例会令和元年6月23日ホテル金沢

特別講演

動き出した百日咳対策～最近の話題と今後の課題～

東京都医師会予防接種委員会委員長

予防接種推進専門協議会委員

和田小児科医院院長

和田紀之先生

2018年8月1日に日本小児科学会より推奨する予防接種スケジュールの変更がなされ、学

童期以降の百日咳とポリオに対する免疫を維持するために、就学前の3種混合・不活化ポリ

オワクチンの追加接種についての推奨（任意接種）が加えられた事は記憶に新しい事かと思

います。

このうち百日咳ですが、感染力が非常に高く、 2005年以降、国内では思春期以降の患者増

加が目立っており、重症化や死亡のリスクが高い乳児への感染源として危倶されています。

新しい検査法(LAMP法）の登場で早期診断も可能になった事に加え、感染源の解析や正確な
疫学情報の把握を乳幼児感染の予防対策へつなげるべく、 2018年1月1日から5類の全数把

握疾患になりました。下記に百日咳の届出基準、検査方法について記載しております。

《資料1》百日咳の届出基準、検査方法について(2018年1月1日以降）

・症状や所見から疑いかつ下記の検査所見により診断

・検査確定例と接触歴があり百日咳の臨床的特徴がある場合

h廿ps://www.niid.qo.ip/niid/imaqes/epi/pertussis/pertussis-180517.pdfより改変

上記検査等で診断しますが、実際百日咳を早期に発見するにはコツが必要だと思います。
ですが、単血清で抗体価が上昇しておらず、 しかしペアで取ると上昇しているケースもあり

ます。乳幼児は咳で呼吸ができなくなり、チアノーゼやけいれん、肺炎や脳症などの重い合
併症を起こすことがあり、命を落とすこともあり診断は非常に重要です。ですので、医師と
して百日咳も念頭に置き治療することが重要と考えます。診断の際は、 「家族歴聴取、 RSを
除外した時の咳嗽で百日咳も疑い、どういう時に苦しそうかの聴取、チアノーゼの有無』等

を考えます。また乳児においては免疫機能が完成しておりませんので、 L州P法での測定が推

奨されております。

治療についてですが、カタル期は抗生剤に対するレスポンスがあり、痙咳期に移行すると

百日咳菌が産生した毒素(PT)によって咳嗽、無呼吸発作は誘発され抗菌剤の効果が期待で

きない事も問題ですので、出来る限り早く治療を開始する事が肝要です。

一方、国内と各医院での予防対策について纏めてみたいと思います。国内では思春期以降

の百日咳報告が増加している事に加え、 2歳以降の百日咳含有ワクチン定期接種機会はあり

ません。 4種混合ワクチンの免疫持続期間は一般的に4～12年とされています。そのような

2
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検査方法 検査材料

分離･同定による病原体の検出

PCR法による病原体の遣伝子の検出
※PCR法はLAMP法などを含む

鼻腔､咽頭､気管支などから採
取された検体

抗体の検出(ペア血清による抗体陽転又は抗体価の優位な
上昇､又は単一血清で抗体価の高値）

血清
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背景から百日咳対策を進めるべく3種混合ワクチン（トリビック）の小学校就学前とDTの代

替としての投与が小児科学会で推奨されました。

ただ、任意接種を積極的に進めることは多忙な診療の中、難しい事が多いと思います。そ

のため当院で工夫している点をご紹介させて頂きました。

まず、勧めるタイミングですが、小学校就学前のご両親にしっかりと意義を伝えるように

しております。そして理想のスケジュールを描く事、特に私の考える小学校入学1年前の具

体的なスケジュールをこのように考えております。

･ 1回目 :MR&おたふく

･2回目 :DPT&不活化ポリオ

小学校入学前に大切な子供達を守るためのワクチン接種を勧めるという事を意識し､「他の

お母さん等、どうされていますか？』という周囲の状況を気にされるお母さんのご質問には、

殆どのお母さんが前向きに接種をされますとお伝えしています。また、勧める人や機会を増

やすために、看護師、スタッフ、幼稚園や保育園等の教育施設への勉強会、院内でのポスタ

ー掲載等工夫をしております。

ワクチンで防げる疾患は防ぐ、 こういう事を継続して今後よりみんなにとって住みよい環

境を作っていけたらと考えております。

最後になりましたが、石川県小児科医会春季例会学術講演会にお招き頂き有難うございま

した。

令和元年度石川県小児科医会秋季例会令和元年11月24日ホテル金沢

セミナー「小児科外来診療における抗菌剤適正使用」

(1)石川県内小児科医の抗菌薬処方状況

～月一会メーリングリストメンバーのアンケート調査から～

金沢大学小児科 伊良部仁

中村小児科医院 中村英夫

先生

先生

近年、抗菌薬適正使用に対する関心が医療界のみならず社会的にも高まっている。冊0は
2050年に全世界で薬剤耐性菌による死者が1000万人を超えると発表し、各国は早急の対策

を求められている。人類の歴史は感染症との戦いであり、種々の抗微生物薬の発見・開発に

よって克服してきた。その恩恵の大きさゆえ、いつしかウイルス感染症や、感染かどうかも

定かでない患者にも抗菌薬投与がなされる社会となってしまったきらいがあり、結果として

薬剤耐性(AntimicrobialResistance: AMR)菌が生まれてしまったことは事実である。

その点で、医師が抗菌薬を適正に使用することは公衆衛生の向上に大きく寄与する。この

大きな使命への第一歩は現在の医師の処方状況を把握し、問題点の抽出を行うことである。
今回月一会メーリングリストメンバーヘアンケート調査を行い、急性上気道感染症に限定し
た抗菌薬処方の状況について調査した。

アンケート内容は、①年齢②勤務形態③抗菌薬処方の状況は、厚生労働省の抗菌薬適正使

用推奨の前後で変化したか④内服抗菌薬処方を行う割合⑤処方抗菌薬の内容⑥小児抗菌薬適

正支援加算を算定しているか、算定している場合はその前後で抗菌薬処方状況が変化したか

⑦抗菌薬を処方する患者の症状・特徴について⑧自由記載であった。

【①年齢．②勤務形態】表1に示す。開業医と勤務医はほぼ同数の回答数を得た。年代別で

よりベテラン医師による回答が多い印象であった。
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【③抗菌薬適正使用推奨の前後】厚生労働省による抗菌薬適正使用の推奨前後で抗菌薬処方
に変化があったと答えた先生は21人（36.8%）だった。表2に21人の内訳を示す。特に40
～50代の開業の先生に適正使用推奨前後で処方内容の変化が見られた。また、特に60代以

上の先生方において変化が少なかったのは以前から適正使用を行っているということも反映
している。

表2抗菌薬適正使用前後で処方内容が変化した先生の内訳
表1アンケート回答者の内訳

【④内服抗菌薬処方を行う割合】急性上気道

染症において、どの程度の頻度で処方するか

をアンケートした。 10%未満が59.7%、 10%~

30％程度が36.8%、30%～50%程度が3.5%、50％

以上は0.0%だった。年齢・勤務別のグラフを

図1に示す。各年齢層・各勤務別にみても処

方頻度の低い小児科医が多い。 60代の勤務医

がその傾向から外れていた。

【⑤処方される抗菌薬の内訳】処方する場合

に何を選択するか？という問に対して、ペニ

シリン系、第3世代セフェム、マクロライド

系がそれぞれ55.2%、 55.2%、 48.3%の先生方

が処方していた。その他第一世代セフェムや

ニューキノロン、カルバペネムは5%未満とほ

とんど処方されていなかった。

【⑥小児抗菌薬適正支援加算の算定とその前

後の処方】加算を算定しているのは21人

（36.8%）であった。そのうち加算算定前後で

抗菌薬処方に変化のあった先生は6人(28.6%）

だった。全員開業の先生で、各年齢層に等し

く分布していた。

匪函睡霊］

囲
囲
図

図1先生方の年齢･勤務別の抗菌薬処方を行う割合

上気通症状全例

発熱・咳嗽・瑞咽あり

中耳炎や副鼻腔炎合併

細菌抗原検査鴎性例

血液検査での炎症反応

ウイルス感染

伍染性廻痂疹・肺炎など

有熱期間が長い
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図2抗菌薬を処方する患者の症状･特徴

【⑦抗菌薬を処方する患者の症状・特徴について】図2に示す。より細菌感染の根拠を求め

る傾向があった。

【⑧自由記載（頂戴した意見をそのまま掲載させていただきます｡)】

・耳鼻科医師にも意見をもらいたい。 （勤務医）

･ 10年以上前からすでに抗菌薬の適正使用に努めている。 （開業医）

・ウイルス感染が強く疑われる症例で、連日採血してCRPが0.1上昇したという理由で連日

抗菌薬を変更したり、免疫不全のない患者に培養も採取せずいきなり広域抗菌薬を乱発する

ような不適切な抗菌薬使用は、断じてやめていただきたい。 （勤務医）
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開業医 勤務医 計

20代～30代 1(50％） 3(30％） 4

40代～50代 7(78％） 2(17％） 9

60代以上 6(33％） 2(33％） 8

計 14 7 21

開業医 勤務医 計

20代～30代 2 10 12

40代～50代 9 12 21

60代以上 18 6 24

計 29 28 57
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･CRP陰性例では抗生剤は使用しない。他の医療機関でWBC、 CRPが上昇していないのに抗生
剤を投与していることがよく見られる。 （開業医）

． 「抗菌剤の不適正不使用」により入院になる症例が、年間10例ほど存在するように思う。

（開業医）

まとめると、

・石川県では急性上気道炎に対する抗菌薬処方は全国平均（35.9%）を下回っていると思われ

た。

・抗菌薬適正使用への関心が高まり、処方内容を見直す先生方も多かった。

・二次感染・重症化のおそれから抗菌薬処方を行うケースも散見された。

・血液検査や迅速検査の結果に基づいて適切に抗菌薬投与が行われていた。

今後新たにデータを収集し、報告していきたい。

石川県の小児科医は抗菌薬適正使用を発信してきた歴史があり、全国集計から見ても抗菌薬

処方量が少ない。その経験やデータを発信し、 さらに発展できるよう教育・啓蒙活動・他科

との協力等を進めていく必要があると考えられた。

謝辞：本アンケートにご協力いただいた57人の先生方、本事業を支援してくださった中村英

夫先生、渡部礼二先生に深謝申し上げます。

(2)特別講演

「Phaseで見極める！上気道感染症の診かた・治し方」
～上気道感染症の9割は抗菌薬は要らない？ ！～

医療法人社団希猩会ながたクリニック院長永田理希先生

【はじめに】

上気道感染症における抗菌薬処方Phaseの見極めは、細菌かウイルスかではなく、 「炎症の

4徴」である発赤・腫脹・瘻痛・発熱があるかどうかを全身＆局所所見で総合的に判断する
必要がある。

【小児急性中耳炎を見極める！ 】

発熱や耳痛（機嫌）などの全身所見がある小児患児を診察し、他の所見を診つつ、局所所
見である鼓膜所見の程度を評価する。免疫発達の未熟な2歳未満なのか、肺炎球菌ワクチン

（プレベナー13⑧）の接種歴などのハイリスクを含め、抗菌薬処方Phaseを見極める。機嫌が
いいのに鼓膜だけが発赤・腫脹しているだけでは、中耳炎ではあるが、発熱があろうと抗菌

薬は不要。48時間以上続く発熱と重度の鼓膜所見を伴う場合に初めて抗菌薬処方Phaseとな

る。米国小児学会急性中耳炎ガイドラインなどは、耳漏を伴えば抗菌薬処方としているが、

私の臨床実感としては、これも全身所見がよほど悪くない限りは、 2～3日耳洗浄のみでも自

然治癒することが多いと感じている。中耳炎＝抗菌薬ではなく、 自己免疫やドレナージだけ
で治癒し得ない、抗菌薬の援軍が必要かどうかの見極めが診療で必要となり、そこが医師の

腕の見せどころとなる。細菌がいるから抗菌薬ではない。 （鼓膜が赤いだけで中耳腔に惨出液

のないのは、そもそも鼓膜炎であり中耳炎ではない｡）

抗菌薬処方Phaseとなった際に、選択すべき抗菌薬は、AMPC (アモキシシリン）で99%対

応できる。第3世代経口セフェムのようなバイオアベイラビリティが低く、耐性誘導しやす

く、低カルニチン血症のリスクを伴う抗菌薬である必要は全くない。プレベナー13⑧が定期接
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種になってからはなおのこと、AMPCのみの処方で困ったことはほとんどない。それは、BLNAR

（β－ラクタム非産生耐性インフルエンザ菌）であろうと同様である。となるとキノロン系抗

菌薬であるTFLX (トスフロキサシン：オゼックス③細粒）やカルバペネム系抗菌薬である

TBPM-PI (テビペネムピボキシル：オラペネム⑧小児用細粒）は全く必要がなく、大腸菌にお

いて、キノロンやカルバペネム耐性菌が出現・増加している令和の時代に、ほとんどが自然

治癒し得る中耳炎をはじめとした上気道感染症に処方しているような「ゆとり時代」ではな

い。 AMPCを処方するにしても十分量投与することが重要となり、 PK/PD理論的に分3であれ

IjS60mg/kg/day、分2であれば90mg/kg/dayが必要。抗菌薬入り点耳薬は、中耳腔に入らな

いと効果がないため、鼓膜大穿孔でもない限り到達しないし、チューブが留置されていよう

と表面張力で入らないばかりか拍動性耳漏がある限り、中耳腔には到達し得ない。つまり、

基本、効果が期待できない。穿孔のない、耳漏のない中耳炎では当たり前ではあるが意味が

ない・ ・ ・

急性中耳炎のあとは、 40％ほどで疹出性中耳炎に移行しているとされるため、そこまでき

ちんと診る。 この状態が3か月以上不変であれば、 自然治癒は困難にて鼓膜チュービングの

手術適応となる。 この場合には、外科医である耳鼻咽喉科医の紹介が必要となる。それ以外

は、診れる医師がすればよい。

【小児急性鼻副鼻腔炎を見極める！ 】

6歳未満は、副鼻腔の発達が未熟であり、鼻腔と副鼻腔をつなぐ自然口も大きく、一洞化

している。そのため、 ドレナージが良好であるので抗菌薬処方Phaseにはならないことがほ

とんどである。 しかし、眼窩内・頭蓋内合併症を伴うような重症例の場合にはドレナージ手

術とともに抗菌薬投与が必要となる。

【小児急性咽頭扁桃炎を見極める！ 】

細菌性咽頭扁桃炎での起炎菌はA群溶連菌。軟口蓋の点状出血や皮層の猩紅熱様発疹など

の「らしさ」がみられた場合に感度・特異度ともになかなかよい迅速検査キットを実施し、

陽性例に限り、基本、抗菌薬投与を行う。 口蓋扁桃の発赤・腫脹・栓子の付着や前頸部リン

パ節腫脹のみでは溶連菌を見極めることができない。上記のような「らしさ」を認めた場合、

迅速検査キットで確定診断を行う。 3歳未満は、 リウマチ熱や咽後膿瘍を合併することはほ

とんどないため、周囲の流行や全身・局所所見などがない限りは、保菌も多く、発熱のみだ

けで精査する必要はない。不要な治療や過剰診断につながる。

【小児急性気管支炎を見極める！ 】

99%はウイルスが原因となるのが気管支炎であり、抗菌薬は不要。細菌性肺炎かどうかの基

準でCRP>8.0mg/dlでも感度52%&特異度72%。それにさらにWBC>17,000/"@を組み合わ
せても感度61%&特異度65%､WBC>22,000/"Qまで上げたところで感度37%&特異度76%、

陽性的中率もともに約60%に過ぎない。

【まとめ】

令和の今、一応、念のためと診断もなしで抗菌薬を処方するような「ゆとり」はなく、 日々

の外来診療の中に紛れる重症感染症や抗菌薬処方Phaseを見極め、過剰な検査をせずに「説

明処方妻：0円」を処方するのが我々の責務であり、プロとしての仕事である。何科にこだ

わらず出来る人がすればよいと考える。
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日本小児科医会「子どもの心」相談医第10回カウンセリング実習（金沢）のご報告
ふじさわ眼科小児科クリニック 藤澤裕子

令和2年2月16日（日）、しいのき迎賓館において第10回カウンセリング実習(金沢）

を開催いたしました。

今年は雪による交通の心配もなく、また新型コロナウイルス感染症の拡大前だったため、

日本小児科医会「子どもの心」対策委員会担当理事の内海裕美先生はじめ、北陸．中部な

どから23名の先生方にご参加いただきました。

昨年に引き続き三輪孝次先生(NPO法人子育て支援はぐはぐ．そのままでいいよ/金沢

ペアレンテイング研究会臨床心理士）にオリジナルの「オーダーメイド．ペアレンテイン

グ(MOP)」の解説と現場でどのように活用できるか実際のケースへの応用を交えて研修をし

ていただきました。午前はMOPの基礎を中心に、午後からは思春期の相談ケースへの適用か

ら実際にどのように外来で活用できるかを学びました。

昨年参加された先生から 「とても役に立つ実習だった」 と誘われて、京都から初めて参加

された先生もおられ実習が少しずつ認知されてきていることを嬉しく感じました。また皆様

から地元の茶菓の差し入れもいただきアットホームな雰囲気での研修となりました。

より実践的なケーススタデイーをもっと増やしてもらいたいとの要望もあり、今後も皆様

のお役に立つ実習を企画していけたらと思います。

地元から参加された先生方から多くのご支援を頂き、無事開催できたことをこの場をかり

て感謝申し上げます。

テーマ「オーダーメイド・ペアレンテイング(MOP)」
プログラム

開場

オーダーメイド･ペアレンティングの基礎(昨年度の復習）

､オーダーメイド･ペアレンティングの理論と基本アプローチ

.｢安心･安全･安定(3A)｣に着目したかかわり

虐待未然防止のための心理教育

昼休憩

オーダーメイド･ペアレンテイングの発達障害相談への適用

･ ｢3Aのムダ遣いの削減｣と｢3Aの支出の節約｣の展開

オーダーメイド･ペアレンテイングの不登校相談への適用

･｢3Aの貯金｣の展開

質疑応答(思春期相談への適用）

9:30

10:00 ～ 11:15

11:15

12:00

13:00

12:00

13:00

13:50

一
一

14:00 ～ 14:50

15:00 ～ 15:30

７
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《令和元年度、分科会活動報告》

能登小児科医会

第29回能登地区小児科症例検討会

日時 令和元年5月30日 （木) 19:00~

場所 公立能登総合病院3階第4会議室

演題1 胸痛と発熱で発見された肺化膿症のl例

担当 公立能登総合病院 金子修也先生

演題2プロプラノール療法を施行した乳児血管腫の一例

担当 恵寿総合病院 中谷茂和先生

1

第30回能登地区小児科症例検討会

日時 令和元年10月17日 （木） 19：00～

場所 公立能登総合病院3階第4会議室

演題1 特徴的な画像所見から診断に至った左気管支異物症の1例

担当 公立能登総合病院 金子修也先生

演題2令和元年度七尾市中能登町学校心臓検診結果報告

担当 恵寿総合病院中谷茂和先生

2

第9回能登小児科医会学術講演会

日時 令和元年ll月17日 （日) 10:30～ 12:00

場所 能登食祭市場パーラーのと

座長 恵寿総合病院小児科科長柳瀬卓也先生

講師 金沢医科大学小児科主任教授犀川太先生

演題 「どこがcommondiseaseとの分岐点であったか」

3

金沢市小児科医会

日時令和1年6月18日 （火）

場所石川県医師会館

金沢市小児科医会総会19：30～19：45

内容

l.平成30年度活動報告

2.平成30年度会計報告

3.新役員について会長：加畑寿明

監事：太田和秀

副会長：田丸陽一会計：大野高史

特別講演19:45～20:45

演題名：ロタウィルス冑腸炎最近の話題

～最近の疫学、疾病負担とワクチンの有効性、安全性について～

演者名：つむら診療所副院長

久留米大学医学部小児科非常勤講師 津村直幹先生
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加南小児科医会

令和元年度1年間の活動を報告します。南加賀の病院の勤務医および開業医が集まって、

毎月第4木曜日午後7時から小松市民病院南館4Fカンファレンスルームで症例検討会を行
なっています。

小松市民病院での興味ある症例報告、各医療機関での経験や診療に関する問題点について

の討論を行っています。またほぼ全員が南加賀急病センターに出務あるいは関係しているの

で、センターでの診療方針に関する問題点や薬剤の採用等についても話し合う機会にしてい

ます。

1年間の活動内容について記します。

4月25日 ［情報提供］ エピペン

［症例検討］ 全身型若年性特発性関節炎の9才女児例

5月23日 ［情報提供］ ビムパツト

［症例検討] IgA血管炎との鑑別を要したパルボウイルス感染症ほか2例

6月27日 ［情報提供］ ストラテラ

［症例検討］ パレコウイルス3型により敗血症様病状を呈した2ケ月乳児の1例

7月25日 ［情報提供］ トリピツクの紹介と県内での使用状況

［症例検討］ 今回はなし

9月26日 ［情報提供］ インフルエンザ、 日本脳炎ワクチン

［講 演］ 小児の心疾患金沢医科大学安藤誠先生

10月24日南加賀インフルエンザカンフアレンス

［情報提供］ ゾフルーザ

［特別講演］ インフルエンザ～疫学・診断・治療～2019

演者：広津医院院長

広津伸夫先生(臨床内科医会インフルエンザ研究班副班長）
ll月28日［情報提供］

［症例検討］

2月27日 ［情報提供］

［ﾚｸﾁｬｰ］

フォシーガ、ネキシウム

リウマチ熱の1例

小児アレルギー性鼻炎の治療に関して

コロナウイルスについて

小松市民病院金田尚先生

3月例会は開催中止

山上正彦記

■■｡ 一

璽腿
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《令和元年度、会員研究報告》

小児科初期診療におけるインフルエンザの熱性けいれん合併頻度

第122回日本小児科学会学術集会（金沢市）

石川県小児科勉強会“月一会”

中村英夫､池崎綾子､井上雅之、大野高史､瀬野晶子､竹谷良平、

野崎外茂次、蓮井正樹、藤澤裕子、丸岡達也、武藤一彦、

山上正彦、渡部礼二

【はじめに】小児期においてインフルエンザ罹患時にはけいれんを合併しやすいとされてい

る。 しかし、小児科初期診療の現場におけるインフルエンザの熱性けいれんの合併頻度を調

べた報告はほとんど見当たらない。今回、①小児科初期診療におけるインフルエンザの熱性

けいれん合併頻度を明らかにする、②インフルエンザは非インフルエンザに比べ熱性けいれ

んを合併しやすいのかという点につき検討した。

【対象と方法】①については、 2003/04～2017/18の15シーズンに石川県インフルエンザ情

報システム(IFLU) *')に登録された4歳以下のインフルエンザ症例を対象とし、迅速キット

による診断時までの熱性けいれんの合併率を算出した。②については、 2015/16～2017/18の

3シーズンのインフルエンザ流行期にインフルエンザ様疾患(ILI) *2)にて石川県内13の小

児科初期診療施設を受診し、 IFLUに登録された生後9ケ月から4歳以下の小児で診断時まで

の熱性けいれんの有無が明らかなものを対象とし、 test-negativedesignにより多重ロジス

ティック回帰分析を行いインフルエンザに対する熱性けいれん合併のオッズ比を求めた。

*1) IFLUは、石川県の小児科勉強会「月一会」のメンバー約50施設によるオンライン・イ

ンフルエンザ・サーベイランスシステムであり毎年1万例以上の登録がある。

*2) ILI(Influenza-Likellluness)は、 38℃以上の発熱かつ咳、鼻汁、咽頭痛、喘鳴のいず

れか一つ以上を伴うものと定義した。

【結果】①4歳以下のインフルエンザ症例の診断時までの熱性けいれん合併率は43,691例中
284例（0.65％）であった。型別ではA型が0．71％、B型が0．45％であり有意にA型で合併

率が高かった。また、ワクチン接種別では接種の有無による有意差は認めなかった。②

test-negativedesignにエントリーされた人数は7,535人であり、インフルエンザ3,181人、
非インフルエンザ4，354人であった。このうち熱性けいれんを合併したのはともに20例であ

り合併率に有意な差はなかった。多変量解析の結果、インフルエンザに対する熱性けいれん

合併のオッズ比はl.51 (p=0.201)であり有意な関連を認めなかった。

【考察】今回の40，000例を超えるインフルエンザ症例の熱性けいれん合併率は0．65％であ

った。本邦の5歳までの熱性けいれん有病率が3．4％であることを考えると診断時までとい
うことを考盧してもインフルエンザにしては思ったよりも低いという印象であった。また、

インフルエンザだからといって非インフルエンザより熱性けいれんを合併しやすいというこ

とはないという今回の結果は、小児科初期診療に携わる者として興味深いものであった。イ

ンフルエンザ脳症との関連を含めて今後さらなる検討が必要であると思われた。

本文の要旨は第122回日本小児科学会学術集会(Apr. 19～21.2019金沢市）において発表し

た。

（文責：中村）
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小児科医過疎地域での一時救急体制の取り組み

第122回日本小児科学会学術集会（金沢市）

まるおかクリニック」、市立輪島病院小児科2、珠洲市総合病院

小児科3、宇出津総合病院小児科4、金沢医科大学小児科5、

金沢大学医薬保健研究域医学系小児科6

丸岡達也[、福田正基2、山田真平3、村岡正裕3、谷内裕輔4、

南部旨利4、犀川太5、谷内江昭宏6

平成31年2月末に厚労省が発表した医師偏在指数において、能登北部地区は、全国220位

の下位3分の1にあたる小児科医の少ない地区です。

同地区の小児科救急体制は、開業小児科医が年数回の休日当番医を実施する以外、県内で唯一

小児科の救急当番医制のない地域でした。そのため夜間・祝・休日は、小児科医が常勤する3

病院（珠洲市総合病院、市立輪島病院、宇出津総合病院）の小児科医以外の日 ・当直医師によ

る救急対応が基本で、小児科医は必要に応じて応召による診察を365日それぞれ個別に対応

していました。

この現状を踏まえ、平成21年より小児科医の救急対応の負担軽減と、小児救急医療の是正を

目的とし、ゴールデンウイークと年末年始の長期連休期間に限定した地域連携による小児科

医による救急当番医の試みを始めました。救急外来は受診距離に配盧して隣接する市町（輪

島市か穴水町、珠洲市か能登町）に各1カ所合計2カ所で開設いたしました。連休lか月前に

当番医の案内を市町広報誌、全ての医療機関外来、 当日の新聞にて周知を図りました。昨年

の4月、金沢市で開催された第122回日本小児科学会学術集会で能登北部地区の小児科救急

体制(2017年と2018年の「5月の連休」 と 「年末年始」 （合計3期の長期祝休日期間）のポス

ター発表をしました。 3期間の合計患者数は508人、当番時間内受診率は68.7％でした。通常

の祝日を含む週末の受診数は4施設合計で平均15.8名／日に対し、当番日には平均386名でし

た。受診年齢は1歳代が最も多く、平均3～4歳でした。受診時の症状は呼吸器症状40％、発熱

33％、腹部症状12%、耳鼻科的症状5%の順に多いでした（図l) 。アンケート調査では①急

病時に医療機関が見つからず困った保護者約30％、小児科医による当番医制を知らなかった

保護者が約30％（図2） 。約70%の保護者は#8000を知っていましたが、その利用率は約30%

でした（図3） 。②約60％の保護者は「小児科医の診察であれば、受診に要する時間や距離を

気にしない」 と回答しました（図4） 。③輪番期間中は小児科医が呼び出される受診者数が輪

番外の土日や3連休と比較して減少しました（図5） 。輪番制の実施により日勤準夜帯の受診

者数は減少しましたが､深夜帯の受診者数は減

少しませんでした（図6,7） 。今回限定的な対

応ではあるものの、当番医制により有意に受診

者の集約が図られ､小児科医の負担軽減に寄与

したと考えられました。令和2年度の能登北部

地区の小児科医数は常勤換算で4.5名、市立輪

島病院に1.5名と珠洲市総合病院に1名の常勤

医師､宇出津総合病院は毎日金沢大学病院から

の派遣医師､公立穴水総合病院は週1回の金沢

医科大学病院から派遣医師、開業小児科医は1

名となっております。

本日はどのようは症状で受診されましたか？

呼吸器症状40％､発熱33％､腹部症状12％、耳鼻科症状5％

が全体の90％を占めた

【図1】
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小児科救急当番医制の取り組み

について知っていましたか？

お子さんの急病時、医療機関が

見つからず困ったことはありますか？ 小児救急電話相談＃8000

をご存知ですか？
利用されたことはありますか？

）

約70%の保護者は＃8000を知っていたが、

その利用率は約30%であった
急病時に医療機関が見つからず困った保護者が約30％

小児科医による当番医制を知らなかった保護者が約3006

【図2】 【図3】

輪番｢未実施時｣の週末､3連休の小児時間外受診者数

（救急指定3施設合計の平均値/日）

p＜0．05

小児科医を受診する基準をお聞かせください。
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保護者は小児科医の診察であれば
こかかる時間や距離を気にしない

【図5】1図4】

時間帯別小児時間外受診数と小児科医呼出し回数

（4施設合計の平均値/日）
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（4施設合計の平均値/日）
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番制を実施して日勤～準夜帯の救急受診者数は減少した

夜帯の救急小児科受診者数は減少しなかった
輪番期間中は小児科医が呼び出される受診者数(■)が

輪番外の土日や3連休と比較して減少した
【図6】
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3才児健診におけるスポットピジョンスクリーナーによる弱視スクリーニング
小松市民病院眼科 前田和彦

山上小児科クリニック 山上正彦

この報告は、 2020年3月に予定されていた「石川県学校医研究発表会」で発表予定だった

ものですが、新型コロナ感染症の感染予防のため発表会自体が中止になり、今のところ2021

年に順延される予定と聞いています。石川県小児科医会からの要望もありましたので、これ

までの結果をこの場を借りて報告いたします。

弱視は遠視や近視、乱視などによる屈折異常、内斜視や外斜視などの眼位異常、先天白内

障や眼瞼下垂などによる形態覚遮断などが原因となって眼鏡などで矯正しても視力が不良な

状態のことです。弱視は早期に発見して訓練や治療を行わないと視力の成長が止まってしま

い、 8才頃になってからでは訓練や治療の効果はほとんど期待できなくなります。

小松市では弱視などを早期に発見するため2019年2月から3才児健診(3才4ケ月児対象）

の視力検査にウェルチ･アレン社製のスポットビジョンスクリーナー(sVs)を導入しました。

健診にSVSを導入したことによりそれまでのランドルト環での視力検査と比較して異常の検

出率がどのように変化したかを調査しました。

結果は表に示す通りですが、過去5年間の検診結果から見ると、導入前3年10ヶ月間で全

受診者のうち精密検査が必要とされたのが34名／3565名（1.0％） 、導入後の1年2ケ月間

では37名/1031名(3.6%) と明らかに増加していました。 さらに精密検査を受けた結果、

異常なしと判断された受診者はSVS導入前は34名中9名だったのに対し、 SVS導入後は32

名中1名のみでした。これはSVSが弱視等の検出率を上げたのみならず、精度の高さも示し
ています。

3才児健康診査の視力の精密検査結果

これまでは3才児健診で異常を発見できずにすり抜けてしまい就学時健診ではじめて発見

される、 さらには就学時健診までもすり抜けてしまい弱視の治療時期を逸してしまう小児患

者を、 3才児健診でのSVSの利用によって減らすことが期待できると思われます。まだ残さ
れた大きな問題として石川県内には弱視や斜視の検査や治療を担う視能訓練士がまだまだ少

ない事が挙げられます。 3才児健診で異常が疑われても視能訓練士がいない医療機関では患
者の受け入れが困難であったり、視能訓練士がいたとしても1人の子供にかかる検査時間が

長時間となってしまうため受け入れ可能人数がどうしても限られてしまいます。視能訓練士
の養成も今後の重要な課題です。
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平成27年度 平成28年度 平成29年度
平成30年度

(4月～1月）

平成30年度

(2月～3月）

令和元年度

3才児健診受診者数 943 914 912 796 167 864

視力検査で要精検となった数 9 13 5 7 3 34

内訳

SVSで要精検となった数

ランドルト環検査で要精検となった数
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膿尿と細菌尿を認めない急性腎孟腎炎の臨床的検討

第122回日本小児科学会学術集会（金沢市）
金沢医療センター小児科

横山忠史*'、竹村悠太、谷口千尋、神川愛純、山宮麻里、
宮下健悟、井上已香、酒詰忍、太田和秀

*’現：金沢大学医学部小児科

【はじめに】

急性腎孟腎炎(Acutepyelonephritis: APN)は乳幼児や小児の代表的な細菌感染症の一つで

あり、 しばしば重症化する。APNは早期かつ適切に診断しないと、患者の状態を悪化させる

だけでなく、腎癖痕を残し将来の慢性腎不全の原因となりうる。発熱した小児をAPNと診断

するには、尿検査が重要であり、尿検査で膿尿や細菌尿を確認する。 しかし、小児、特に乳

幼児においては、APNの症状が“なんとなく元気がない”などといった非特異的であること、

尿の採取が難しい､便のコンタミ、膿尿や細菌尿の感度や特異度の低さ、などの問題があり、

その診断にはしばしば難渋する。

更に、膿尿と細菌尿を認めない患者でもAPNを発症している事例も存在する。

そこで、今回我々は、膿尿や細菌尿以外にどのような特徴がAPNを示唆する所見であるのか

知るために、膿尿と細菌尿を認めないAPN患者の臨床的特徴や、膿尿・細菌尿以外の検査所

見を調査した。

【方法】

当院における14年間に急性腎孟腎炎の精査のためにDMSAシンチを施行した症例を抽出した。
本研究では「APNあり」 とは、 DMSAシンチにて核種の集積低下を認める部位が腎臓に存在し

た症例と定義した。APNあり症例について、初診時の膿尿と細菌尿の有無によって4群に分

け、その臨床像について比較検討した。

【結果】

14年間で502例のDMSAシンチが施行されていた(図l)。このうち、 335例が尿路感染症を疑
われて行われており、 171例に画像上の異常所見が認められた。この内訳は、APN(膿尿(+)細

菌尿(+)) 100例、APN(膿尿(+)細菌尿(-)) 31例、 APN(膿尿(-)細菌尿(+)) 11例、APN(膿尿
(-)細菌尿(-)）29例であった。これらの4群で膀胱

尿管逆流現象(VUR)の頻度に差はなかった(それぞれ

37.6%, 44.8%, 9.1%, 25.9%)。

次に､APN(膿尿(-)細菌尿(-))はどのようにして尿路

感染症を疑われ､DMSAシンチを施行されていたか調

べたところ、APN(膿尿(-)細菌尿(-))では､尿潜血や

尿タンパクの頻度もAPN(膿尿(+)細菌尿(+))に比べ

図1

DMSA総施行数： 502

過去にDMSAが施行されている 136

初回のDMSA:366

コ
16歳以上： 10

UTIの精査目的以外：21

UTIの精査目的：335

エ常: ､"3
異常所見あり： 179

尿中α1鵬とβ2MGが高値である頻て低いが、逆に

度が高かった(表)。

さらに､APN(膿尿(-)細菌尿(-))の臨床的特徴につい

て調査した(図2)｡APN(膿尿(-)細菌尿(-))では、比

較的高齢a)で、発熱の出現から診断までに時間を要

していたb)。さらに、 CRP値が高値であったc)。ま

情報が不十分

解析対象例： 171

膿尿 （+):131

声
細菌尿 (+):100 (-):31

VURの存在(%) 37.6 44.8

(-):40

目司
(+):11 （-):29

9．1 25．9

APN(膿尿(-)細菌尿(-))の69.0%が、先行的に抗た、

生剤の投与が行われていた(APN(膿尿(+)細菌尿

(+)）ではわずかに3%)d)。
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表：4グループ別の尿検査所見

基準値を超えて高かった割合

血尿 蛋白尿
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＊優位に高い（β＜0.05）

*＊優位に低い（p＜005）

4群間において、水腎症や急性巣状性細菌性腎炎

(AFBN)の頻度に差は認めなかった。

また､VURを発見する目的では､膿尿の存在(29.0%),

細菌尿の存在(25.2%)がそれぞれの感度であるが、

尿生化学異常は26.8%であり膿尿や細菌尿と比較

して引けを取らなかった。
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【結語】

APNの患者に、診断の前に抗生剤を投与してしまう

と、細菌尿だけでなく膿尿や尿潜血．尿タンパクと

いった他の尿検査所見までもマスクしてしまう可

能性がある。そのような状態に陥ると、 より一層、

APNを疑う事は難しい。 しかし、 （抗生剤の使用歴

を含めた)問診を丁寧に行い、尿生化学検査を追加

する事で、APNと診断することができるかもしれな

い。また、そのような症例から更にVURが発見され

ることがある。
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<Takehomemessage>

l)安易な抗生剤の処方は慎むべきであり、特に尿路感染症を疑った場合は必ず尿検査を先に
行う。

2）感染源不明の有熱性小児では、尿所見が見かけ上正常でも急性腎孟腎炎を患っている可能

性がある。そして、腎癖痕やVURを持っていることがある。

4)APNは、膿尿や細菌尿だけでなく、問診や診察所見、検査(特に尿生化学)を総合して多角
的に診断することが重要である。

本研究の論旨は、 2019年日本小児科学会学術集会と2019年日本小児腎臓病学会にて発表しました。また、本研究

の成果は、アメリカ小児感染症学会雑誌に掲載されています｡本研究の詳細は以下の論文を参考にしてください。
YokoyamaT, TakemuraY, IrabuH, TaniguchiC, JinkawaA, Yamamiya)1, 0bataM, )IiyashitaK, InoueM, Sakazume

S, 0htaK. Clinical characteristicsofpediatricpyelonephritiswithoutpyuriaorbacteriuria. Pediatr

InfectDisJ. 2020ルlay;39(5) :385-388.
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《寄稿》

叙勲とはなんだろう ・ ・ ・ある小児科医から祝福の言葉を受けて

むとう小児科医院 武藤一彦

お祝いのお言葉有り難うございます。

東京在住の友人の話では、 「東京の新聞には載らないよ｡」 という事だったので先生がご存

じだとは思いませんでした。いろいろな情報網があるのでしょうね。

でも先生のお言葉は格別です。 1年ほど前から話は聞いていたのですが、受けるべきか、

辞退するべきか迷っていたのです。戦後っ子ですが、戦争は大嫌いです。そこには国から受

ける叙勲という言葉に素直になれない自分があります。

横須賀という土地に生まれ、米軍基地のある生活を見てきたこともあるでしょう。米軍士

官の闇歩する町には、制服に勲章を山ほど着けた上級士官が闇歩していました。勲章が多け

れば多いだけ、多くの人の命を頂いたと言うことになります。手柄を立てた記念品が勲章と

いうイメージに繋がります。 日本でもこれは同じでした。昔、写真に写った日本の軍人さん

の胸には多くの勲章が耀いていました。沢山の命をあやめた証が勲章です。

3年程前から石川県保険医協会の理事をしています。県医師会を辞めた時、医師会で一緒

に理事をしていた先生に誘われました。敬愛する先生だったので素直に従ったという感じで

す。県内で医科と歯科が良い関係を保ちながら活動する千名ほどの医師の団体ですが、勉強

家が多く医療というものを違う角度から勉強する機会になりました。国から出る政策に素直

に従うことなく、だからといって、ただ駄々をこれると言うのではなく、患者の立場に立っ

て正論を語るという事です。そこには右も左もなく医療を受ける患者さんの為に勢を出して

いる。あたかも小児科医のアドボカシーに通じる面もあると思います。物言えない子ども達

に代わって、小児科医が子どもの立場で勢を出すという事に似ていると思います。いずれも

弱い立場の人達に代わって勢を出すのです。

理事になって、何となく勲章は縁のない物に思っていたのですが、間違いでもあったのか

当たることになりました。平和の時代の勲章と戦争時代の勲章と、 どう違うのか。人を殺す

か、人を生かすか。小児科医の出来る事は、弱い母子の立場に立って勢を出すことだと思い

ながらやって来ました。それ故に頂けたのなら本当に嬉しいことです。そして70年前に作

られた児童憲章のように、実行されず置いてきぽりで放置されては困ります。新しい成育基
本法がその理念に沿って確実に実行されることを強く希望します。そうでなければ勲章も意
味がなくなります。国が「子ども達を大事にしたい」 と考えて私のような者に勲章をくれた

なら素直にうけとります。

この春の叙勲は、知事からの勲章授与も勲章を着けての皇居訪問も、 コロナウイルスの為

になくなりましたが、近々、知事の使いの人が勲章を届けに来られます。

『ありがとうございます。子ども達をもっと大事にする国、子ども達が「生まれてきて良

かった」 という国に変貌して下さい｡」と伝えたいです。
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開業医におけるコロナ対策奮戦記

～準備は想像力と本気度が勝負～

多賀クリニック多賀千之（たがかずゆき）

2月下旬から3月上旬、東京都では1日にコロナ感染者が30～50人に増加、石川県でも数

日に1人ずつ発生していました。多賀クリニックの感染防御資材は乏しく、医療品卸会社に

問い合わせても、ないない尽くしの返答だけ。私は感染対策のことを1日中考え、焦ってい

ました。切羽詰まって、いや切羽詰まったからこそ、ある奇策を思いつきました。 「シールド

が必要なら自分がナイロン袋をかぶって処置すればいいじやない、大きいナイロン袋の底に

3つの穴を開けて縄文時代のような衣類を作れば」 これがブレイクスルーの始まりでした。

3月15日からの1週間､インターネットで医療品の代替えとなるモノ探しに明け暮れました。

吉田均先生は石川県l例目報告の2月21日より前からコロナ対応の診療体制に変えておら

れたので､4月2日によしだ小児クリニックを見学に行きました｡30分ほどの見学でしたが、

現場は非常に参考になりました。

この見学を契機に、当院での対策マニュアルを考えました。当院は小児科と内科の2医師

の診療で、年配の慢性疾患が受診し、胸部Xpを撮る可能性もあります。仮のマニュアルが出

来上がり、4月6日 （月）からの試行を決めました。 しかし、 2日と3日に白山市でもコロナ

感染者の報告が出たため、 4日 （士）に繰り上げて試行。以後は毎日、スタッフと試行→振

り返り→修正→試行を繰り返しました。当院でのマニュアルの特徴は、

○玄関口に看護師のゲートキーパーを置いて、ゲートシートに沿って簡単な問診をし、院内

ロビーに入る患者と車の中で待つ患者に区分する。

○ガウンテクニックの手順を張り紙。ガウンテクニックの着脱中は、別の人が第3者確認す
る。

○当院のケートシートを薬局へ処方菱と共にファックスし､薬局の感染対策に活かしてもら
う。

対策マニュアルの試行が2週間経

った時点で､修正点が少なくなり、

スタッフの動きが安定しました。

ただし、スタッフは毎日、 「患者数

は少ないですが､疲れました」と。

そこでスタッフの恐怖感・疲労感

を個別インタビューしました。看

護師4人でガウンテクニックの必

要な感染病棟やオペ場の経験者は

ゼロ。 うち3人が「恐怖感は大・

中･小のランクで､今のところ小」

と答えました。意外なことに、若

くて、最近まで総合病院の病棟勤

務をしていた看護師が、「日曜日の

午後になるとドキドキして冷や汗

が出たりします、新卒1～2年目‘が出たりします、新卒1～2年目の出勤前のようです」 との返答。事務員3人は、 「ゲートキ

ーパーがいますし、窓口にナイロンフイルムを下げましたから、恐怖感は小」 と言っていま

した。 「何かリラックスする方策がないでしょうか」 という進言があり、 「午前と午後にスタ
ッフが交代で一人ずつ10分間の休憩を取る、飲み物やお菓子は医院経費で購入」を始めまし

た。まあまあのリラックス効果があるようなので、継続しています。

振り返ると、私にとっての大きなターニングポイントは、吉田均先生の早い動き・現場見

学と代替え品探しでした。石川県にコロナ感染者の1例目が報告される15日前から、吉田均

先生が想像力を持ってマスク再利用のことを発信しておられたのは、今更ながら驚きです。
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(表）感染防御のための代替え品

45Lの超薄透明ポリ袋 迅速試験の患者の頭から胸までを覆って飛沫防止､1枚約8
円 ◎

120Lの超薄透明ポリ
袋

上と両脇に穴を開けてガウン代わり、機器をすっぽり包む、
1枚約25円。

ポリエチレン割烹
エプロン 調理実習で使うような薄いもの、1枚約14円。

ポリエチレン手袋 サンドイッチ店の店員が使っているような超薄使い捨てのも
の、1組約4円。

ビジネスホテルの
シャワーキャップ

1個約9円。

プラスチックのゴーグ
ル

1個約300円。

キャンプ用のテント 大きさ2mx2m､外に設置して感染症患者の待合や診察に使
う､1組約27,000円。

粉塵吸引ファン･ダクト
建築現場で屋外へ粉塵排出するファン､吸引力大｡5mダクト
を何本でもつなぐ｡レンタル料は1ヶ月約16,000円。

扇風機十ゴミ袋 粉塵吸引ファン･ダクトの代用品として使用可能
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また、切羽詰まって本気になったことで、見学と代替え品のブレイクスルーにつながりまし

た。 しかし、今回の波がもっと早く、大きく、長かったら、どうなっていたでしょうか。高

い想像力と強い本気度を持ってこそ、確実で有益な準備ができるのだと経験しました。波間
の今だからこそ、次の波に対して準備する必要があります。

ご挨拶

浅井小児科医院 浅井暁

県小児科医会に新たに加入させて頂きました、浅井小児科医院の浅井暁です。

2018秋より、地元である野々市市にて診療をさせていただいています。当初は父と共に診療

しておりましたが、現在は私のみで診療を行っております。

私は、平成5年(1993)に金沢大学小児科に入局いたしました。金沢大学附属病院、市立敦

賀病院などで研修後、富山県立中央病院、上市総合病院、独立行政法人国立病院機構富山病

院などで勤務いたしました。富山病院では、平成11年より20年近く勤務し、重症心身障害

児、てんかん、心身症、発達障害、被虐待児、知的障害、肥満・糖尿病など多くの症例を経

験させて頂きました。また、上記のような慢性疾患、先天性疾患、難治性疾患の診断・治療

の奥深さ、家族へのケアも含めた関わり方などの難しさも、京谷先生や滝澤先生などのご指

導のもと、勉強させて頂きました。

大学病院では､佐藤保先生､五十嵐登先生のおられた内分泌グループに所属し、低身長症、

甲状腺疾患、副腎疾患など主に内分泌・代謝疾患の診療にあたっておりました。

一方、診療以外のことですが、毎年夏に開催される中部日本小児科学会懇親野球大会に、

金沢大学小児科チームとして長年参加させていただいたことは良き思い出であります。また、

多くの先生に、毎年暑い中、遠方まで無理を言ってご足労いただいたことに関しまして、こ

の場をお借りしまして御礼とお詫び申し上げます。

上述しましたように、私の趣味の一つは野球であります。元来、野球部に所属したことは

ないので、プレーは全くの素人レベルでありますが、見るのもやるのも好きで、長年携わっ

ております｡富山病院時代も月に1～2回は草野球の試合を行っておりました｡プロ野球は、
小さい頃からのヤクルトファンです。昔は若松、大杉、 ヒルトンなどが好きで、その後、野

村監督・古田捕手の短い黄金期を経て、今はあまり強くないですが、少しでも勝ってくれる
ことを願ってTV観戦しています。野球の試合では、必ず一人一人に均等に打席は回ってきま

すし、打球が飛んだ場所の守備は、その守備位置の担当が責任を持ちます。そういう個人の

責任(そして緊張感）と団体競技の特性が併さったところに､魅力があるのかもしれません。
この原稿はCOVID-19コロナ禍の2020年6月上旬に書いております。甲子園大会もプロ野

球も中止・延期、そして全世界の全ての人々の日常が大幅に制限されている状況で、先行き
も不透明であります。今後、少しずつ日常を取り戻し、スポーツを含めた、 レクレーション

の復活も心待ちにしております。また、今回の世界的感染症流行の経験が、今までのグロー

バル化（お金だけがグローバルに動いているだけとの指摘もありますが） という経済・社会
の流れや、医療・福祉などの仕組みが今までのやり方で良いのかと考え直す機会になればと

も思っております。

微力ながら、小児科領域の診療業務にて皆様に貢献できればと考えております。よろしく

お願い申し上げます。
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｢正しく恐れる」 と専門家

浅ノ川総合病院小児科中川裕康

今回の新型コロナウイルスに関して、 「正しく恐れる」というフレーズをテレビなどでよく

耳にしました。元々は、寺田寅彦が浅間山噴火について記した随筆『小爆発二件』に出てく
る「ものをこわがらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがるこ

とはなかなかむつかしいことだと思われた｡」が原典のようです。この言葉は、専門家の役割

や非専門家（患者や一般人） とのコミュニケーションという観点から、非常に面白い言葉だ

と感じました。

「正しく恐れる」ためには正確な知識と経験が必要です。センセーショナルに書き立てる

マスコミやインターネットの不正確な情報の方が、知識も経験も少ない一般の人には届きや

すい傾向があります。専門家会議の意見よりも、ワイドショーの専門家もどきの意見の方が

テレビ視聴者に聞き入れられ、ネットで活発に発信するワクチン反対派の少数意見は、副反

応の恐怖を保留派に植え付けていきます。専門家は、一般人が「正しく恐れる」ことができ

るように、正確な情報を提供するだけではなく、その情報がしっかり届くようにする役割も

ありそうです。

「正しく恐れる」 という言葉は、流行から少し時間が経った5月頃からはあまり聞かれな

くなりました。 「正しく恐れる」という暖昧なスローガンから、 「3密回避」「8割接触減」「Stay

Home」のような具体的な行動が分かるキャッチコピーへ変わっていきました。北海道大学の

西浦博先生が具体的な数字を出して説得力のある説明をして、尾身茂先生が優しく語りかけ、

国民も新型コロナの経験を少し共有したことで､正確な情報を見極められ、多くの人は｢With

コロナ」時代を正しく行動できるようになっています。 「正しく恐れる」ために、専門家の役
割やコミュニケーションが成功した例だったと思います。

浅ノ川総合病院はてんかんセンターがあり、石川県てんかん診療拠点機関として、てんか

ん専門診療を行っています。てんかんは、有病率がおよそ100人に1人とまれな病気ではな

く、 7割は薬でコントロール可能で、てんかんがあっても社会で活躍できます。一方で怠薬
せず、睡眠など日常生活には気をつける必要があります。てんかん患者や社会が病気を「正

しく恐れ｣、 「Withてんかん」の生活を送ることができるために、専門家はてんかん診療だけ
でなく、正確な情報提供をし、その情報が患者に伝わり、社会に拡がるようにする必要があ
ります。新型コロナウイルスは、 ‘|曼性疾患やワクチンにおける専門家の役割やコミュニケー
シヨンを考える良い機会にもなりました。

青空文庫『小爆発二件』

https://www・aozora.gr.jp/cards/000042/card2507.html
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<事務連絡》
令和2年6月23日開催予定の､令和2年度石川県小児科医会総会が新型コロナウイルスの

影響で、秋(11月頃予定）に延期となりました。下記①～⑤については秋の総会で改めて皆
様にお諮りしたいと存じます。

①令和元年度石川県小児科医会会計収支決算書、監査報告

②令和2年度石川県小児科医会会計収支予算案

③令和2年度石川県小児科医会事業計画案

④令和2年度石川県小児科医会会費賦課額並びに徴収方法

①令和元年度石川県小児科医会会計収支決算

②令和2年度石川県小児科医会会計収支予算

③令和2年度石川県小児科医会事業計画案

④令和2年度石川県小児科医会会費賦課額並

⑤令和2年度石川県小児科医会役員分掌

(田丸陽一）
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氏名 医療施設名又は勤務先 郵便番号 医療施設所在地･自宅住所 電話番号

浅井恭一 浅井小児科医院 921-8815 野々市市本町5-2-18 076-248-3311

浅井暁 浅井小児科医院 921-8815 野々市市本町5-2-18 076-248-3311

飯村雄次 城北病院 920-8616 金沢市京町20番3号 076-251-6111

河野晃 城北病院 920-8616 金沢市京町20番3号 076-251-6111

池崎綾子 さはらファミリークリニック 926-0173 七尾市石崎町タの13の1 0767-62-3765

生駒友美 いこまともみレディースクリニック 924-0039 白山市北安田西2丁目41 076-216-0123

伊藤茂 伊藤医院 920-0843 金沢市森山2-19-28 076-251-3450

井幕充彦 金沢こども医療福祉センター 920-3114 金沢市吉原町ロ6－2 076-257-3311

上田智子 恵愛会松南病院 924-0805 白山市若宮3-63 076-275-7611

上野康尚 石川県立中央病院 920-8530 金沢市鞍月東2丁目1 076-237-8211

上棚直人 うわだな小児科医院 922-0012 加賀市下河崎町へ101-1 0761-73-0998

太田和秀 国立病院機構金沢医療センター 920-8650 金沢市下石引町1－1 076-262-4161

井上巳香 国立病院機構金沢医療センター 920-8650 金沢市下石引町1-1 076-262-4161

高桑麻衣子 国立病院機構金沢医療センター 920-8650 金沢市下石引町1－1 076-262-4161

前馬秀昭 国立病院機構金沢医療センター 920-8650 金沢市下石引町1－1 076-262-4161

大野一郎 国立病院機構医王病院 920-0192 金沢市岩出町二73-1 O76-258-1180

丸箸圭子 国立病院機構医王病院 920-0192 金沢市岩出町二73-1 076-258-1180

大野高史 おおのこどもクリニック 920-3124 金沢市荒屋1-88 076-258-2525

大浜和憲 公立松任石川中央病院 924-8588 白山市倉光3丁目8 076-275-2222

岡本力 岡本小児科医院 921-8011 金沢市入江1-616-1 076-291-9511

岡本浩之 独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院 920-8610 金沢市沖町ハー15 076-252-2200

岡本正樹 岡本小児科クリニック 923-0861 小松市沖町ツ16 0761-24-2900

沖野栄蔵 沖野ｸリニック 929-1215 かほく市高松ノ1－11 076-281-0500

奥田則彦 920-0923 金沢市桜町15-22 076-264-3648

加藤貞人 924-0072 白山市千代野西4-5-7 076-276-7739

加藤彰一 921-8011 金沢市入江1丁目113 076-291-7780

金田尚 小松市民病院 923-8560 小松市向本折町ホ60 0761-22-7111

加畑寿明 かばた医院 920-0867 金沢市長土塀3-7-5 076-265-5700

河合博 かわい小児科医院 924-0862 白山市安田町5 076-275-0177

北谷秀樹 北谷クリニック 929-1215 かほく市高松ア1－1 076-281-8801

久保実 石川県立総合看護専門学校 920-8201 金沢市鞍月東2丁目1番地 076-238-5877

小泉晶一 小泉クリニック 921-8171 金沢市富樫1-10-15 076-247-7699

越田理恵 金沢市保健局 920-0024 金沢市西念3丁目4番25号 076-234-5135

米谷博 芳珠記念病院 923-1226 能美市辰口町緑が丘1丁目71番地 0761-51-5551

近藤裕成 近藤医院 922-0411 加賀市潮津町ユ9 0761-74-1231

犀川太 金沢医科大学病院 920-0293 河北郡内灘町大学1丁目1 076-286-3511

伊藤順庸 金沢医科大学病院 920-0293 河北郡内灘町大学1丁目1 076-286-3511

岡田直樹 金沢医科大学病院 920-0293 河北郡内灘町大学1丁目1 076-286-3511

新井田要 金沢医科大学総合医学研究所 920-0293 河北郡内灘町大学1丁目1 076-286-2211

斉藤建二 斉藤小児科医院 924-0864 白山市馬場2-16 076-275-3110

櫻井秀明 921-8034 金沢市泉野町4-12-5-301 076-259-0673

佐藤保 金沢こども医療福祉センター 920-3114 金沢市吉原町ロ6－2 076-257-3311

柴田昌治 柴田クリニック 929-0325 河北郡津幡町字加賀爪ホ286 076-289-2572

清水喜一 清水こどもクリニック 921-8835 野々市市上林4-509 076-227-0055

関秀俊 小松こども医療福祉センター 923-0183 小松市瀬領町丁1番地2 0761-46-1306

瀬野晶子 金沢市立病院 921-8105 金沢市平和町3－7－3 076-245-2600

世良憲正 浅ﾉ川総合病院 920-8621 金沢市小坂町中83番地 076-252-2101

中川裕康 浅ﾉ川総合病院 920-8621 金沢市小坂町中83番地 O76-252-2101
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高田充彦 宇野気医院 929-1125 かほく市宇野気チ33-16 076-283-0103

高橋謙太郎 920-0901 金沢市彦三町1丁目13の28 076-231-4053

松田悟 北斗松田小児科医院 920-0981 金沢市片町2-13-13 076-231-0103

武田万里子 北斗松田小児科医院 920-0981 金沢市片町2-13-13 076-231-0103

竹谷良平 竹谷小児科医院 922-0048 加賀市大聖寺馬場町14-5 0761-73-6800

谷内真由美 荒木病院 923-0832 小松市若杉町95番地 0761-22-0301

田丸陽一 田丸小児科医院 920-0805 金沢市小金町6-3 076-252-8632

辻隆範 つじ小児科医院 921-8151 金沢市窪5丁目630 076-247-3330

轟千栄子 とどろき医院 925-0027 羽咋市鶴多町切道8-4 0767-22-7855

中村利美 とどろき医院 925-0027 羽咋市鶴多町切道8-4 0767-22-7855

永田巽 かないわ病院 920-0351 金沢市普正寺町9の6 076-267-0601

中村常之 つれファミリークリニック 920-0269 河北郡内灘町白帆台2丁目1番 076-286-1230

中村英夫 中村小児科医院 921-8802 野々市市押野6丁目179 076-294-3338

中谷茂和 恵寿総合病院 926-8605 七尾市富岡町94番地 0767-52-3211

南部澄 なんぶこども医院 924-0039 白山市北安田西1丁目17番地 076-275-6611

西田直巳 西田小児科医院 921-8171 金沢市富樫1-2-20 076-245-2411

野崎外茂次 きたまちクリニック 920-0025 金沢市駅西本町6丁目1-3 076-224-8808

野村隆子 のむらクリニック 920-0003 金沢市疋田2-144 076-257-7500

蓮井正樹 蓮井小児科医院 923-0926 小松市龍助町105 0761-22-7171

濱猛浩 のぞみ小児科医院 921-8064 金沢市八日市4-373 076-269-8585

林律子 のぞみ小児科医院 921-8064 金沢市八日市4-373 076-269-8585

藤澤裕子 ふじさわ眼科小児科ｸﾘﾆｯｸ 921-8116 金沢市泉野出町3-3-25 076-226-1177

藤多いつわ 921-8116 金沢市泉野出町2丁目28番1号

堀田成紀 920-0944 金沢市三口新町1丁目14の24 O76-222-3953

本家一也 国立病院機構石川病院 922-0405 加賀市手塚町サ150番地 0761-74-0700

丸岡達也 まるおかクリニック 927-0027 鳳珠郡穴水町字川島ろ5－2 0768-52-8228

丸山浩已 まるやま小児科クリニック 920-0370 金沢市上安原2-221 076-269-3300

水野和徳 みずの小児科･みゆき皮ふ科ｸﾘﾆｯｸ 920-0333 余沢市無量寺5丁目72 076-267-2200

水野徳美 水野小児科医院 920-0341 金沢市寺中町ホ46 076-268-1131

宮森千明 三幸小児科医院 924-0816 白山市三幸町38 076-274-7373

武藤一彦 むとう小児科医院 924-0016 白山市宮永市町65-2 076-275-7887

村田祐一 むらた小児科医院 920-0341 金沢市寺中町ﾄ5 076-268-8688

森田正人 森田医院 920-0843 金沢市森山1-1-22 076-252-0613

山下陽子 森田医院 920-0843 金沢市森山1-1-22 076-252-0613

谷内江昭宏 金沢大学附属病院 920-8641 金沢市宝町13-1 076-265-2313

伊川泰広 金沢大学附属病院 920-8641 金沢市宝町13-1 076-265-2313

太田邦雄 金沢大学附属病院 920-8641 金沢市宝町13-1 076-265-2313

東馬智子 金沢大学附属病院 920-8641 金沢市宝町13-1 076-265-2313

和田泰三 金沢大学附属病院 920-8641 金沢市宝町13－1 076-265-2313

山上正彦 山上小児科クリニック 923-0868 小松市日の出町1-128 0761-20-2320

山田燦 サンクリニックやまだ 929-0346 河北郡津幡町字潟端461-10 076-289-3929

山田優子 健生クリニック 921-8105 金沢市平和町3-5-2 076-241-8357

横井透 横井小児科内科医院 920-0967 金沢市菊川1-10-3 O76-262-8551

吉田均 よしだ小児科クリニック 923-1225 能美市松が岡3-67 0761-51-6100

渡部礼二 わたなべ小児科医院 921-8042 金沢市泉本町5-5-1 076-243-0200
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《編集後記沙

8月に入り暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。令和元年度石
川県小児科医会会報第14号をお届けします。

今年の初頭から世界中に拡大した新型コロナウイルス、この数か月間の県内で
の動向を振り返ってみますと、 3月末頃から金沢市を中心に新規患者数が増加し

医療崩壊も懸念される深刻な状況が続きました。これに対し石川県では帰国者・

接触者外来、帰国者・接触者相談センターに加え、重症度に応じた受け入れ病院

の増設や宿泊療養施設の設置（4月16日)、石川県医療調整本部コーディネータ
ーによる患者のトリアージと受け入れ調整といった医療体制の強化が図られまし

た。この間、昼夜を問わず最前線で対応にあたっていただきましたご関係の皆様
方には、この場をおかりして心より感謝申し上げます。

7月から東京を中心に患者数が激増しており、全国への感染再拡大が懸念され

ています｡新型コロナウイルスは感染後にどのくらいの割合の人が免疫を獲得し、

どの程度の期間持続するのか、まだよくわかっていません。本年6月に中国の研

究では新型コロナウイルスに感染後、抗体が長期間持続しない可能性があること

が報告されました。 これが事実であれば集団免疫はそれほど期待できないという

ことになり、 withコロナの生活がより長期化する可能性があります。またウイル

スの変異が今後開発されてくるワクチンの効果にどのような影響をあたえるのか、

この点も含め今後の研究が待たれます。まだまだ終息への出口は見えませんが、

今後も皆様のお知恵をお借りし、また力を合わせてこの危機的状況を乗り切って

いければと思います。

会報の編集にご協力いただきました先生方には厚くお礼を申し上げます。今後

も魅力ある会報作りに努めてまいりたいと思いますので、取り上げたら良いと思

われる記事や企画等ございましたら、広報委員まで忌憧のないご意見をお願いし

この点も

今後も皆

いければ

会報の

も魅力あ

われる記

ます。

も魅易

われノ

ます。

(田丸陽一）
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