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情報の電子化と
若手小児科医の育成
杏林大学医学部小児科楊國二

私は、毎年１１月に開催される米'五1腎臓学会に参加しています。昨年はアトランタで開催されましたが、
いつものフィラデルフィアやサンデイエゴと異なり、市内探索の興味も湧かず、珍しく学会場に籠もっ

て勉強をしている雰囲気に浸りました。帰路のフライトでは、いつも通り、一脈もせずにエコノミーク

ラスのシアターに見入っていました。最後のシアターは､｢thedayaftertomorrow｣でした。ご覧になっ
た方々は大勢いらっしゃると思いますが、私は初めてでした。温暖化によりlOOm級の台風が北半球に

同時に発生し、巨大津波と、その後の急速な寒冷化で多数の人間が犠牲になるという映画です。この恐
ろしい映画を機上で見ていた１１月lＯＩＩは、地上では実は台風30号(ＨＡＩＹＡＮ）による最大瞬間風速１０５ｍ
の風と巨大高潮により、甚大な被害がフィリピンで発生していた時でした。成田に到着直後に映画と同

じようなことが実際に起きたことを知り、大変な衝撃を受けました。その後の検証から、被害が拡大し
たことの重要な一因として、現地では高潮を意味する言葉がないために、防災関係者やマスコミから住

民への避難情報の伝達が不十分になってしまったことが上げられていました。
また、国内の竜巻による被害も最近は多いようですが､気象庁は、常時１０分毎の竜巻発生確度ナウキャ

ストを参考として`情報化させてはいるものの、結局は国民自身が自分のＵで竜巻を見て確認することが、

安全な避難に最も必要であると結論づけています。これらのことは、多少の飛躍がありますが、人間の
五感と、人間同士の直接のコミュニケーションという原始的なツールが、物事の本質的な解決の核であ
ること意味していると忠います。

ところで、最近、電子化システムを導入した診療を行う病院が急増しています。電子カルテ導入前の
私たちの時代では、新規入院があると、問診と理学所見の結果を、（解読困難な)字で紙カルテに筆記し、
それをまとめる問に、血液像を含むⅢ算、沈澄を含む検尿、時には分1miを含めた髄液細胞測定を病棟内
で｢1検し、それらの結果を踏まえて治療の指示を出すまで、おおよそ３～４時間を要したように記憶し

ています。髄液検査の際などは、鏡顕下に蓑〈ものがあり、それが髄膜炎の原因そのものであることが
判明した時などは、強い闘志が湧いたことを思い出します。一方、電子カルテシステムを導入している

現在の私どもの施設の新規入院では、検査室が上記の検省邑を至急で行い、その問、主治医はカルテ内に
どこからか持ってきたコピー＆ペーストによる医学用語で素早く問診を記載し、簡略化した理学所見記

載部位を埋め、その時はすでに出ている検査結果を踏まえた治療の指示を完了させるまで、かかっても
２時間だそうです。この時間の短縮化は、一見、電子化システムの医療の質への貢献と捉えることがで
きます。さて、経皮的酸素飽和度モニターは、血中の酸素の価を知るための電子化システムで、その情

報はナースステーション内のモニターに反映されます。これは小児でも、治療内容の判定の指標として
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大変重宝されています。しかし、貧血や血流が悪い状態、環境の照明の種類、体動などが真の飽和度の
測定に大きく影響を与えます。私が良く経験することとして、モニターの結果と実際の理学所見の解離

(矛盾)があります。とっくに回復期に入っている気管支喘息の患者さんに、夜間に突然気管支拡張薬の
頻回吸入が再開され、その理由を若手医師に尋ねると、モニター上の酸素飽和度が低下したからだと答
えます。その時には、呼吸状態と胸部所見に異常はなく、スヤスヤ眠っていた、とさらに答えます。モ
ニター上の酸素飽和度と理学所見のどちらが正しいのでしょうか。もちろん、理学所見の結果が優先さ
れるべきですが、主治医達は酸素飽和度モニターのデータを裏切ることができないのです。最近では、
MRIやＣＴの画像を３次元化することが容易にできます。熟練の医師達には有用なツールと云えますが、

３次元的思考パターンの習得を成すべき時期の若手医師に対しては、むしろ害でさえあると、私は考え

ています。患者さんの膨大な電子化情報を、コンピューター端末から簡単に迅速に得ることは、早い治

療に繋がるわけですから、大変な貢献だと思います。しかし、これらの受動的データを得ることでおお
よその診断ができるようになり、その分、目の前の病気の子どもを能動的にしっかり診察するという基

本的な姿勢が崩れつつあります。これでは、MRIや迅速の血液検査ができない施設では、手も足も出な
い医師になってしまいます。

2017年度から国内の専門医制度が変更になり、各臨床部門の認定は中立的第三者機関が行うことにな
ります。内科では、これまでの専門に加えて総合臨床医という部門が加わります。小児科学は昔も今も
総合臨床医であることは間違いありませんが、これまで述べたような状況下で、優秀な小児科総合臨床
医をどのように育成すべきか、日夜悩んでいます。新制度では、基幹研修施設同士が病院群を形成し、

さらに各基幹研修施設の関連研修施設とお互いに襟掛けの病院群を形成することができるようです。こ
れを機会に、迅速のMRIや血液検査ができない施設を関連研修施設としてお願いし、患者さんとの直接
的なコミュニケーションと五感がなければ診断も治療もできない状況下に若手医師を置くのもいいかな、
と考える今日この頃です。
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母乳と栄養

昭和大学医学部小児科水野克己

諸言
母乳は新生児～乳児にとって最良の栄養である。

かける医療者はまずいないだろう。しかし、人工

乳でも母乳と等しく成長発達すると考える医療者
は少なくない。ほとんどの女性が出産後は母乳で
●●

産後の数日間に分泌される母乳(初乳)は、抗感染

育てたいと希望する現在、母乳育児に関する基本

物質・免疫物質・リンパ球などの細胞・抗酸化物

的な知識は持ち合わせておきたい（拙著母乳育

質に富む。“無菌的"な子宮内から、さまざまな細

児学南山堂を参考にしていただけると幸いであ

菌の存在する子宮外へと生れ出た児がすぐに必要

る)。この章では、母乳の栄養学的な特徴を３大

とするものを初乳は含んでいる。また、児にウイ

栄養素に分けて概説する。

●●●●

ルスなど病原体が感染すると、児が発症する前か
ら母乳中の細胞(リンパ球など)は増加する。この

脂肪：母乳中の総脂肪量は３～５９/dLであり、

ように母乳の成分はその時点の児に必要な物質を

母乳の熱量の45～55％に相当する。脂肪の98％は

与えられるように変化していく。もっとも、この

球の形で存在しており、これを脂肪球という。こ

ような母乳の免疫学的な特殊性を人工乳と比較す

の球の核となっているのはトリグリセライドで母

ることに意味がないだろう。では、栄養学的な面

乳中の脂肪の97～98％を占める。トリグリセライ

はどうだろう。母乳成分を参考にして、人工乳は

ドは消化されて脂肪酸とグリセロールになる。脂

加工されてできるのだが、どの成分をとってみて

肪酸はエネルギー源として重要な役割を持つ。脂

も母乳と人工乳には大きな違いがある。母親に対

肪球を包む膜（＝脂肪球膜）を構成する物質には、

して人工乳補足を指導する際、本当に人工乳が必

フォスフォリビッド、たんぱく質、神経系の成熟

要なのかどうか－今一度立ち止まって考えてみる

を促進するのに有用なコレステロール、スフイン

契機になれば幸いである。

ゴミエリンなどがある。この膜は脂肪球|可士が癒
合するのを防ぎ、安定した状態に保つ役目がある。

母乳が児にとってよいということに疑問を投げ

母乳中の脂肪は、脂肪酸を構成するグリセロー
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表母乳代用品のマーケティングに関する国際規準(通称ＷＨＯコード）
１．

目的：母乳代用品の適切なマーケティング・支給を保証することによって母乳育
児を保護・推進することをめざす。

２．

適用範囲：「国際規準」は、母乳代用品がマーケティングされる場合、もしくは母
乳に部分的あるいは全面的に代わるものと称して表記される場合に適用される。
例えば以下のようなものが該当しうる。乳児用人工乳・乳製品・赤ちゃん用おか
ゆ(重湯）・野菜スープ・赤ちゃん用のお茶やジュース・フォローアップミルク｢国
際規準」は哺乳びんと人工乳首にも適用される。国によっては、母乳代用品とし
て使われる飲食物やおしゃぶりにも｢国際規準｣を適用している。

■●●

（囮『蛆）・勾扣｝，戸口【ｎ超）

広告：上記の製品を消費者一般に対して宣伝・広告をしてはならない。
試供品：母親、家族、保健医療従事者に試供品を渡してはならない。

保健医療施設：製品の陳列・ボスター・販売促進用品などにより、製品を売り込
んではならない。企業に雇用された栄養士などのセールス員を通じで母親に直接
売り込んではならない。

６．

保健医療従事者：保健医療従事者に贈り物をしたり試供品を提供したりしてはな
らない。製品の情報は科学的で事実に基づくものでなければならない

７．

支給品：保健医療施設や医療機関を通じて母乳代用品を無料提供したり低価格で
販売したりしてはならない。

８．

情報：情報や教材には、必ず母乳育児の利点を説明し、人工栄養法のマイナス面、
有害性、乳児用人工乳の費用を説明しなければならない。

９．

ラベル(表示):製品の表示には母乳育児の優位性、保健医療従事者の助言の必要性、
健康被害の警告を明記しなければならないｃ乳児の絵や写真を含めて、乳児用人
工乳の使用を理想化するような言葉、あるいは絵や写真を使用してはならない。

1０．

製品：乳児用食品として不適切な製品、例えば加糖練乳を乳児用として販売促進
してはならない。すべての製品は高品質（コーデックス委員会の規格に合致）でな

ければならず、消費期限を明記し、使用される国の気候や貯蔵の状況を考慮しな
ければならない。
（InternationalCodeDocumentationCenter/IBFANPenang,POboxl9J0700,Penang，

Malaysia出典：国際ラクテーション・コンサルタント協会

（ILCA)http://www・ilcaorg/files/events/ilcaconference/Exhibitor％20Resources/CodeSummary

O9pdf本郷寛子・瀬尾智子訳）

ル骨格の１位と３位の部分が膵リパーゼによって

母乳中の脂肪含量は乳房内に母乳がたまってい

選択的に加水分解される。牛乳由来の脂肪と異な

る状態と"空，，に近い状態とで大きく異なる。乳腺

り、母乳では２位の脂肪酸(主にパルミチン酸)は

腔内(乳房内)に乳汁が充満している場合、脂肪球

グリセロールと結合したままで存在する。脂肪酸

は乳腺腔の内壁に付着しているため、射乳反射に

はグリセロールから遊離するとカルシウムと相互

よって排出される乳汁中の脂肪含量は少ない（前

作用を起こし、吸収されにくくなるが、母乳中の

乳)。繰り返す射乳反射の結果、乳腺腔内容積が

パルミチン酸はグリセロールに付着しているため、

小さくなってくる（"空"に近づいてくる）と、脂肪

腸管からの吸収がよい。このため、母乳中の多価

球が付着できる面積も減少するため、乳汁中の脂

不飽和脂肪酸は、人工乳のそれよりもよく吸収さ

肪含量が増加してくる(後乳)。つまり、母乳は一

れる。また、母乳の中には胆汁酸刺激リパーゼと

回の授乳の中でも脂肪含量(＝熱量)が変化してい

いう消化酵素も含まれるため､さらに脂肪の消化・

る。児の成長発達に重要な役割を果たす多価不飽

吸収に有利である。

和脂肪酸も後乳に多く、乳房が"空,,に近づくまで
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も重要な役割を果たすため、“良い，，常在細菌叢を

早く確立させたい。これ以外にも、炭水化物には

たんぱく質：一般的に、母乳は0.8～0.99/dLの
たんぱく質を含んでいる。母乳は酸・熱・酵素な

感染防止作用やカルシウム吸収を助ける作用もあ
る。

どによって固まるカゼインという部分と、残りの

透明なホエイ（乳清）という液体部分に分かれる。

母乳は乳児の栄養として完全であるだけでなく、

ホエイ：カゼイン比は初乳で９０：１０であるが、授

感染防御ならびに免疫調節にも大きな役割を果た

乳後期には５０：５０となり、児の消化機能の発達

している。最近の研究から、母乳中には多能性

に伴い、カゼインの比率が増える')。ホエイには、

幹細胞やmicroRNAなど児の持つ遺伝情報に影響

成長に関与する必須アミノ酸、防御因子（免疫グ

するものが含まれていることもわかってきた2)3)。

ロブリン、リゾチーム、ラクトフェリン)、ビタ

母乳に含まれる重要な成分は１歳をすぎても大き

ミン(葉酸、ビタミン，．Ｂ結合タンパク)の担体、

くかわることなく、児の成長発達を促す4～6)。

ホルモン(甲状腺ホルモンなど)の担体、そしてイ
ンスリン、上皮成長因子、プロラクチン、αラク

トアルブミン、血清アルブミンなどのいわゆる機

乳児用調製粉乳(人工乳)との違い7）
乳児用調製粉乳は牛乳を以下のように加工して

能性たんぱく質が含まれる。機能性タンパク質に

できたものである。

は分泌型IgA抗体も含まれる。このIgA抗体は乳

●たんぱく質量の減少：L6g/ｄＬと母乳よりやや

腺上皮細胞や母親の消化管・気道系のリンパ組織

多い。これは生体利用率（bioavialability）が母

を経由したリンパ球により産生されるため、母親

乳中のアミノ酸に対して低いため、含有量を増

と児が生活している環境に存在する病原体に対す

やすことにつながっている。牛乳のホエイ／カ

る特異抗体でもある。また、分泌型IgAはIgA分

ゼイン比率は２：８と母乳に比ぺ、カゼインた

子がJ鎖で結合しており、蛋白分解にも抵抗性あ

んぱくが多く含まれているが、人工乳への加工

り、消化酵素やｐＨの変化に対しても安定してお

の段階で、アレルゲン`性の高いβラクトグロブ

り、下部消化管まで到達する。

リンなどを部分的に分解し、高分子タンパクの

含有量をL1g/ｄＬまでに低下させている。また、
炭水化物：母乳には乳糖が多く含まれており、

ソフトカード化し、消化しやすいようにも加工

回腸まで乳糖の消化・吸収が続き、消化されずに

している。アミノ酸としては、新生児では必須

還元糖として大便に排泄される。これにより、血

アミノ酸に分類されるシステインとアルギニン

糖の急激な上昇を防いでいる。また、乳糖はカ

を加えている。

ルシウムの吸収を助ける作用もあり、回腸でもカ

●脂肪：アラキドン酸やドコサヘキサエン酸など

ルシウムの吸収が行われる。最終的に大腸まで達

長鎖不飽和脂肪酸が添加されている。最終的な

した乳糖はビフイズス菌の増殖にも役立っている。

、-6/n-3比は４となるようにしている。

オリゴ糖は母乳の中で３番目に多い固形成分であ

●炭水化物：乳糖は母乳と同程度である。オリゴ

る。オリゴ糖は乳糖、極少量のブドウ糖、糖たん

糖配合と銘打った人工乳もあるが、ｌ～２種類

ぱくとともにビフイズス菌の成長を促進する。こ

であり、母乳中に含まれるオリゴ糖とは種類・

のため、母乳で育てられた児と人工乳で育てられ

量ともに異なる。

た児では、大腸の細菌叢が異なる。常在細菌叢の

●灰分量の減少：0.7％から0.3％へ。

確立は、経口免疫寛容の点からアレルギー予防に

●カゼイン／ホエイ比の低下：カゼインを減らし
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てαラクトアルブミンを増やす。

７

いてしまうかもしれない。最終的に、「表｣に記し

●Ｃａ/P比の上昇

た母乳代用品のマーケティングに関する国際規準

●鉄含有量の増加

ができ、［1本も批准している。ＷＨＯは母と児を

●亜鉛・銅の強化

守るために必要最低限度の規準として定めたので

●ビタミン：日本人の食事摂取基準に見合うよう

あって、人工乳を排除することが目的ではない。

強化。

以上のように、人工乳は牛乳に手を加えて母乳

おわりに

に近づけようとしているが、いまだ大きな隔たり

わが子を母乳で育てたいという母親の気持ちに

がある。前述したように、母乳に含まれる免疫物

寄り添うと、安易に人工乳を勧めることはできな

質（免疫グロブリンなど）や細胞（メモリーＴ細胞

くなる。もちろん、栄養的に問題が起こってはな

など)は当然ながら含まれない。

らない。そのさじ加減をできるのは小児科医しか

人工乳は医学的に適応がある場合のみに用いる

いない。母乳育児支援に偏って子どもの健康を損

のが本来の姿である。そして、医学的な適応にあ

なうことがないように、かつ、不適切な人工乳補

たる疾患や状態はかなり稀である7)。現在、人工

足をやめるように、いまこそ、小児科医一人ひと

乳はごく普通に児に与えるもののように受け入れ

りが母乳育児を含めた広い意味での育児支援を担

られているが、これは大きな誤解に基づいている

うことが大切である。

こと、そしてその大きな誤りは不適切なマーケ
ティングにより広がっていることを次に解説する。

文献

l）KunzCLonnerdalB：Re-evaluationofthe

ＷＨＯコードとは

wheyprotein/caseinrationofhumanmilk・Acta
Paediatrl992；８１：107-112

小児医療に携わる者は、母と子に対し公正な立

場で支援していく必要がある。安全・安心な乳
児の栄養のため、「母乳代用品のマーケッティン

グに関する国際規準（通称ＷＨＯコード)」の存
在とその役割を理解することは重要なことであ
る。そもそもこの国際規準ができたきっかけは、

developingcountryに乳業メーカーが積極的な販

2）HassiotouF,ＧｅｄｄｅｓＤＴ,ＨａｒｔｍａｎｎＰＥ：Ｃｅｌｌｓ
ｉｎｈｕｍａｎｍｉｌｋ:stateofthescienceJHumLact
２０１３；２９：171-182,

3）ＺｈｏｕＱＬｉＭ,ＷａｎｇＸｅｔａＬ：Ｉｍｍｕｎｅ－ｒｅｌａｔｅｄ
ｍｉｃｒｏＲＮＡｓａｒｅａｂｕｎdantinbreastmilkexo‐

someslntJBiolSci2012；８：118-123

4）GoldmanAS,ＧａｒｚａＣ：Immunologicfactorsin
humanmilkduringthefirstyearoflactation・J
Pediatrl982；１００：563-567,

売戦略を展開したことで乳児死亡が増加したこと

5）GoldｍａｎＡＳＧｏｌｄｍａｎＲＭＩｍｍｕｎｏｌｏｇｉｃｃｏｍpo‐

にある。現在の日本では人工栄養が衛生に問題で

ｎｅｎｔｓｉｎｈｕｍａｎｍｉｌｋｄｕｒｉｎｇｔｈｅｓｅｃｏｎdyearof

あるとは言わないが、人工乳が不要な母親と児に

まで人工乳の過大な宣伝をする必要はない。先進
国においても人工栄養にともなうリスクは明らか

であり８)、この国際規準はdevelopingcountryの
ためだけにできたものではない。“自社製,lhI1は母

乳と同等，,と思い込ませるようなキャッチコピー

lactation・ActaPaediatrScandl983；７２：４６１－
４６２，

６）ButteNEGoldblumRM.：Dailyingestionof
immunologiccomｐｏｎｅｎｔｓｉｎｈｕｍａｎｍｉｌｋｄｕｒｉｎｇ
ｔｈｅｆｉｒｓｔｆｏｕｒｍｏｎｔｈｓｏｆｌｉｆｅＡｃｔａＰａｅｄｉａｔｒ
Scandl984；７３：296-301

７）水野克己：母乳育児学南山堂(東京)2012
８）BreastfeedingandtheUseofHumanMilkSec‐

を用いたり、目を引くデザインを容器に用いてい

tiononBreastfeeding・Pediatrics2012；１２９：

ることが問題なのである。このような誤った'情報

ｅ827

により母親が描いていた母乳育児の希望を打ち砕

東京小児科医会報

８

2014ＭＡＲＣＨｖｏ１．３２Ｎ０３

●●●●●●の●●●●●●●●●●●●●●●Ｂ●●●●●●●●■●の●●●●ＣＱ●●●●●□●●●●●■●●ＣＧ●●●●●●●■●●●●●●｡●●●●●C●●●ＢＧ●●●●●●●●●B●●●■●C●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●､●e●■●●■●●■●●●●●●●●C■■●､●●●●巳●⑪●●●■●●●■■●□■●●●●●●●●の●●●●●●●●●●●●●●●Ｂ●●●●●●●●■●の●●●●ＣＱ●●●●●□●●●●●■●●CG●●●●●●●■●●●●●●｡●●●●●C●●●ＢＧ●●●●●●●●●B●●●■●C●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

特集

母乳をめぐる諸問題
●●●●●●●●●●｡●C■●●●●q●●●●●●●●●■G●●●●●●●●●●●●●●●●●●CＯ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●C●●●●●●●ＳｃC●●●●●●●●●C●●●●●C●●●●●●C●●ＳＣ●●●●C●●CC●●●｡●●●●●巳●●●●●e●●●●●●●●●●●●●C●●●●●●●●｡●■●●●●●

母乳と精神発達

昭和大学医学部小児科学教室滝元宏

はじめに
多くの報告で母乳栄養児は人工栄養児より認知

発達テストにおいて高い成績を得ている')。この

よび総合得点が高値になり、母乳育児期間と認知

能力の間にはdose-response（用量反応）関係が認
められたが、９か月以上の母乳育児期間では頭打
ちになることを報告している。

効果は母乳哺育期間が長いほどその差が明らかに

Kramerら4）は、ベラルーシの産科病院とその

なる。しかし、この結論には、母の教養、社会経

関連施設で出生し、ＷＨＯ／ＵＮＩＣＥＦの母乳育児

済状況等のconfOundingfactors（結果の有効性に

推進プログラムに則り、母乳育児をした13,889

影響を与える要素）を調整後も認められるとする

名を6.5歳で知能指数（ＷISC）と認知評価した

報告がある一方、調整後、有意差はなくなるとす

(PROBITスタディ）。この報告は大規模なバース

る報告もないわけではない2)。現時点では、母乳

コホート研究に基づく結果として、母乳栄養が認

栄養が"正期産児，,の認知発達に影響を与えるか否

知能力の向上に関与することを示した論文として

かは賛否両論であるが、。｡とくに早産児では，,母乳

高く評価されている。その結果、３か月まで完全

栄養は人工栄養児に比し、認知発達が良好である

母乳を継続した児で、言語ＩＱで7.5ポイント、行

傾向にあるといわれている。その理由は遺伝的・

動ＩＱで2.9ポイント、そして全体のＩＱで5.9ポイン

環境的差異によるものなのか、母乳成分によるも

ト対照に比較して高値であった。読み書きともに

のなのかは、いまだ明らかでないのが現状である。

1．正期産児を対象にした研究
Mortensenら３）は、コペンハーゲンで出生した

介入群のほうが高い値を示した。これまでで最大
規模の無作為試験において、長期にわたる母乳育
児が子どもの認知発達を向上させることが明らか
にされた。

9,125人の児を前方視的に検討し、18歳と27歳で

一方、Veenaら５）は、南インド在住（社会経済

知能テストを行った。７～９か月'111の母乳育児で

的要素がある程度一致)の正期産児524名を対象に

はその期間に相関して言語性・運動性知能指数お

授乳期間と児の９～１０歳時の認知発達との関連性
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９

をKaufmanの認知検査（K-ABC心理教育アセス

かつた。Ｓｍｉｔｈら'0)は、439人の極低出生体重児

メントバッテリー）を用いて比較した。'性差、年

を対象に６～８歳にKaufmanの認知検査を行っ

齢、在胎週数、出生体重、母親年齢、社会経済的

たところ、社会経済因子を含む交絡因子を詳細

状況、両親学歴など調整後には、母乳の授乳間と

に除外していくと107ポイントあった栄養方法に

児の認知発達には相関がなかったと報告されてい

よる認知能力の差が3.6ポイントまで下がったこ

る。Ｊａｍら6)は、Medlineで40の論文を検討したが、

とで、母乳栄養と人工栄養の差は、除外できな

わずか２論文以外は、哺乳データ、重要な交絡因

い交絡因子による可能性があると述べた。しか

子の統制、盲検化、適切な検査、統計上の有意な

し、視覚運動統合機能においては、交絡因子を

症例数を満たさなかった。その一つの論文は知

除外しても、母乳栄養が人工乳栄養に勝ってい

能に有意の効果を認め、他の論文は有意差を認め

た。Vohrらu)は、1,035名のELBWの栄養データ

ず、結論としては、多くの論文が知能を向上させ

と18～22か月の発達予後を比べたコホート研究に

ると結論しているが、質の高い論文をみると成熟

おいて、交絡因子を除外しても、ＮＩＣＵ入院中の

児では母乳の知能向上効果は未確立エビデンスと

母乳をlOmL/kg/日摂取するごとにBayleyScale

言わざるを得ないと結論している。また、Drane

(ＭＤＩ,PDLBRS)が有意に上昇したと述べている。

ら7)は、２４の論文について予後の定義がはっきり

Andersonら’）は、1966～1996年の24の研究

していること、完全母乳かどうか、交絡因子の

報告から条件を満たす１１について検討し、ｃon‐

調整が明確であるという選択基準を設けると６つ

foundingfactors調整後も、ＩＱは母乳群が人工栄

の論文しかそれに該当せず、母乳と人工栄養で認

養群に比べて316ポイント高〈（有意)、母乳栄

知発達に対する効果の差には明確には答えられ

養のＩＱ増強効果は６か月児から15歳までみられ、

ないとしている。さらに、2007年にAgencyfor

母乳の効果は永続すると結論している。母乳栄養

HealthcareResearchandQualityUSが出した母

期間が長いほど両群差は大きくなる□また成熟児

乳育児の長期効果の検証レポートによると、正期

ではＩＱ差は2.66ポイントであるが、低出生体重児

産児と認知能力との関係については､母親の知能・

ではその差は5.18ポイントに増加し、母乳哺育は

教育歴、家庭環境などの重要な交絡因子の影響を

発達に有意の効果を示すと結論づけている。すな

完全に除外することができないため、現時点では

わち、早産児は母乳による認知発達促進に対する

関連があるというのは慎重であるべきだと述べて

利益が正期産児より大きいと報告している。

いる。

2．早産児を対象にした研究

3．栄養学的観点から
母乳育児の中枢神経発達への影響は、母乳に含

2007年にＷＨＯが出したシステマティックレ

まれる中枢神経の化学的組成を形づくる特有の栄

ビュー8)によると、母乳で育てられた児は人工乳

養素について考える必要があり、過去においても

で育てられた児に比べて認知能力が49ポイント

こうした観点に立つ論文は多い。とくに、母乳

上昇することがわかった。この認知能力上昇効果

栄養が認知発達に効果を及ぼす機序は主に人乳

は低出生体重児ではより高かった。このレビュー

中のn-3長鎖不飽和脂肪酸、ドコサヘキサエン酸

で唯一のRCTはLucas9）による低出生体重児での

(ＤＨＡ）などの脂肪酸構成やアミノ酸であるタウ

ドナー母乳と低出生体重児用人工乳と比べたもの

リンやインスリン様成長因子－１(IGF-l）などであ

である。その結果、７～８歳における認知能力

ると推定されており、３つとも、器官発達とくに

はドナー母乳群の方が7.5ポイント高いことがわ

脳にとって重要である。
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１）長鎖多価不飽和脂肪酸（LC-PUFAs）
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早期の脳発達に関与していることを示唆する結果

乳幼児の脳神経発達において重要な役割をも

といえる。デンマークにおいて、授乳中の母親に

つ。それは神経細胞膜における重要な構成成分で

産後すぐから４か月まで、魚油をサプリメントと

あり髄鞘化の過程で影響を及ぼすとともに、シナ

して与えることで乳児期～幼児期の成長・発達か

プスネットワークの形成においても重要な役割を

改善するかを検討した報告がある'4)。２歳半時点

演じている。児の神経細胞の髄鞘化は胎児期に始

での評価では、魚油投与群の児のほうが腹囲、頭

まり出生後急速に進行し、生後８か月でその速度

囲、そしてＢＭＩともに有意に大きくなっていた。

は最大となる。その後徐々に減速するが、脳の領

また、頭囲はサプリメント終了時点に測定した母

域によっては成人期まで続くことが証明されてい

親の赤血球膜ＤＨＡ量と正の相関を認めたことか

る。とくにＤＨＡは母体から主に妊娠後期から胎

ら、頭囲の増力'１は母親にＤＨＡを補充している間

盤を介して胎児に移行し、児の神経発達に関与す

に母乳を介して得られたＤＨＡが児の脳に蓄積さ

る。この時期は、神経細胞の髄鞘化が最も促進さ

れたものと推測している。ただし、Gibsonら'5)に

れる時期と一致し、ＤＨＡは神経細胞膜の安定性

よるシステマティックレビューでは、母親にLC-

や髄鞘化促進に影響を及ぼすことが報告されてい

PUFAsを与えることが児の成長に影響を与える

る。大脳皮質に局在するリン脂質にLC-PUFAs

という根拠はないと記載されており、今後さらな

が取り込まれることで脳の成長は続く。出生後の

るデータの蓄積が必要と思われる。

６か月は脳の成長においてきわめて重要な時期で

２）タウリン

あり、ＤＨＡ、アラキドン酸(ＡＡ)など、多価不飽

タウリンは人乳中には27～67"ｍCl/ｄＬとグルタ

和脂肪酸（PUFAs）構成物質のすべてを含んでい

ミン酸に次いで、高濃度に含まれるアミノ酸であ

る母乳のメリットが大きい。人工乳はその前駆体

る。タウリンは脳および網膜に対して神経栄養`性

であるαリノレニック酸やリノレイック酸を含む

を有し、同時に神経細胞膜の安定性を維持する働

が、児が自分でＤＨＡやＡＡを合成しなければなら

きも有している。タウリン補充ミルクで育てら

ない。

れた低出生体重児はタウリン非補充ミルクで育て

とくにＤＨＡのもつ脳機能作用として、海馬に

られた対照群に比較して聴`性脳幹反応がより成熟

おける視覚再認記憶、目と手の協調性、高次脳機

したパターンを示すことが知られており、神経伝

能(前頭皮質)の脳機能への影響が考えられている。

達に関与していることが示唆される'6)。Wharton

早産がより母乳の効果を受ける理由について、早

ら１７)は、新生児の血漿タウリンの低濃度と、１８か

産児においてはとくに、脂肪酸の経胎盤的に移行

月時のBayleyの精神発達指数（ＭＤＩ）の低得点と

する量も少ないうえに自らの生合成力にも限りが

７歳児のWISC-Rの算数サブテストのスコアの低

あるため、ＤＨＡの欠乏状態が予測される。さら

値とが関係していることを報告している。さらに、

に、出生前後の時期が脳発達に重要な時期でもあ

タウリン非添加人工乳、添加人工乳、および母乳

り、そこに母乳中のＤＨＡが脳発達を向上する可

栄養で育った低出生体重児において、発達指数が

能性が示唆されている12)１３)。

非添加群に比較してタウリン添加群と母乳栄養群

母乳だけで育っている児を対象に母乳中のLC-

で高く、とくに７歳時のWISC-Rの計算能力が高

PUFAsと脳重量を検討した結果、生後ｌか月と

いことを報告している。これはタウリンの濃度が

３か月時の頭囲の増加ならびに脳重量の増加は母

脳の部位により異なっており、計算能力と関連し

乳中のＡＡとＤＨＡの比と正の相関を認めた。これ

ている左頭頂皮質の灰色質の発達と機能に関係し

は、母乳中の脂肪酸バランスが新生児期～乳児期

ていると推定されている。
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３）インスリン様成長因子－１０ＧF-1）

１１

間の母乳育児は社会性スコアの上昇と注意欠如多

IGF-1は、成長ホルモンと連携して、身体の成

動徴候スコアの低下に関係していた23)。これらの

長調節と器官発達を促進するホルモンであり、ヒ

神経精神学的な機能は交絡因子を除いても、母乳

ト脳の発達に対しても貢献していると考えられて

育児期間と正の相関を示した。これまでの研究結

いる。母乳中のIGF-l濃度は、13～７，９/ｍＬと

果でも注意欠如多動性障害（ＡＤＨＤ）は白質のさ

いわれ、母乳中の中枢神経発達促進因子の一つと

まざまな部位における発達上の問題が関与してい

考えられる。血漿IGF-l濃度が100,9/ｍＬ増加す

ると推測されているが、母乳育児が白質の発達に

るごとにＩＱが３２ポイント増し、とくに動作`性ＩＱ

関係しているとしたIsaacsらの研究結果とも一致

に比較して言語性IＱ（ｖＩＱ）にその促進効果が著

しており、興味深いといえる。このメカニズムと

しいことが報告されている'8)。

しては、母乳中に含まれているLC-PUFAsが関

４）スフィンゴミエリン（ＳＭ）

与していると推測されている。

リン脂質であるＳＭは母乳中に豊富に含まれ、
体内のＤＨＡ含量を上昇させる作用や、さらに動

5．当院での検討

物実験において視神経における髄鞘化を促進させ

極低出生体重児を対象に、修正40週時点で脳

る効果が知られている'9)。現在の低出生体重児用

MRIによる測定した脳の全容積（灰白質と白質の

のミルクのＳＭ濃度は１３％であり、母乳中ＳＭ濃

合計)、白質および灰白質容積と、母乳成分分析

度30～40％と比較し有意に低い。極低出生体重

装置（Miris⑰）を用いて行ったＮＩＣＵ入院中の栄養

児にＳＭ強化乳を与えた群と対照群に分けて修正

評価との関連について検討した。

６．１２．１８か月時のBayleyscaleを調べたところ、

方法として、修正40週前後で撮影された頭

ＳＭ強化乳を与えられた児は行動』情緒評価スコア

部３Ｄ-ＭＲＩ（Ｔｌ矢状断）をStaticalParametric

が高かった20)。

Mapping8（SPM8）を用いてMathlab上で解析を

4．母乳と画像的評価

行い、白質および灰白質容積と脳の全実質容積を
算出した。栄養評価においては、母乳成分分析装

従来の心理学的評価のみではなく、電気`性理学

置（Miris⑰）を用いて、ＮＩＣＵ入院後毎週１回、児

的手法(EEG,VEP,ERPなど)、画像的評価(ＮIRS，

の摂取している母乳成分を測定し、ＮＩＣＵ入院

MRI,ＤＴＩなど)を用いた多画的な研究も増加して

中の経腸栄養による１日平均摂取蛋白量（g/kg／

きた。Ｊingら21)は、脳波を用いて正期産児を母乳

day)、１日平均摂取脂肪量（g/kg/day)、１日平

群、￣般人工乳群、大豆乳群における生後１年時

均摂取熱量(kcal/kg/day)を計測した。

の脳の成熟度を比較した。母乳群が他群と比較し

結果として、脳の全実質容積に影響を与える

脳波のactivityが異なり、栄養法による脳機能成

因子として、ＮＩＣＵ入院中の経腸栄養による１日

熟の相違の可能性を報告している。ISaaCSら22)は、

平均摂取蛋白量（β＝-0.7980,ｐ＝0045）.１日平

MRIを用いて母乳栄養児の学童期の正期産児の大

均摂取熱量（β＝2.0529,ｐ＝0.028)が関連しており、

脳容量、白質および皮質容量の評価を行った。と

母乳成分分析装置(Miris③)を用いて、個別に強化

くに男児で、母乳栄養児における白質容量が対照

パウダーの添加量の調整を行い、蚤に1摂取を優先

群に比較し高値であったことを報告している。ス

するなどの栄養管理を行うことによって、脳の全

ペインにおいて500人の児を出生時から観察評価

実質容積が増加し、ひいては発達予後を改善させ

し、４歳時における注意行動と多動が母乳育児と

る可能性があると思われた。

どのような関係にあるかを検討したところ、長期

また、修正１歳半までフォローアップを行った
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極低出生体重児63例のＮＩＣＵ入院中の母乳摂取の

割合と修正１歳半時点での発達についても後方
視的に検討した。ＮＩＣＵ入院中に摂取したｌ日当

たりの平均母乳摂取量(ｍｌ/kg/day)を四群に分け、
修正１歳半時でのDQscoreの比較を行ったとこ
ろ、『言語・社会｣領域では有意差を認めなかった

が、「姿勢・運動』、『認知・適応｣、「全領域』では
母乳摂取量が多いほど有意にＤＱ値が高値であっ
た。また、周産期因子・栄養因子・出生後因子を

調整変数として重回帰分析を行ったところ、修正

１歳半の『認知・適応』、『全領域｣において、母乳

2014ＭＡＲＣＨｖｏｌ３２Ｎｏ､３
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要約
ヒトＴ細胞白血病ウイルスＩ型(ＨＴＬＶ－ｌ）は主

ＨＴＬＶ－１はどのように感染する？

キャリアはどれくらいいる？

に母乳を介して感染し、キャリアの約５％に成人

ＨＴＬＶ－ｌは母子感染（主に母乳)、性行為感染

T細胞白血病(ATL)を引き起こす。今なおキャリ

(主に精液)、そして血液感染（輸血または静注薬

アの発症を阻止する手段（二次予防）はなく、母

物濫用）する。国内のキャリアの大半は母子感染

乳遮断による感染予防（一次予防）が最善策であ

によるものであり、一部性行為感染も関与してい

る。キャリアの分布が西南日本だけではなく都会

る。

へと拡散してきたことを受けて、平成23年度から

母乳は母子感染の主たるルートではあるが唯一

全国的に公費補助の元で妊婦のＨＴＬＶ－ｌ抗体検

のものではなく、完全人工栄養児でも２～３％の

査が行われることになった。推奨される栄養方法

割合で感染する。また授乳期間が長いほど母子感

(完全人工栄養、短期母乳栄養、凍結母乳栄養)は

染率は高くなるが、６か月未満の授乳であれば感

それぞれメリットとデメリットがあり、母子一組

染率は約８％、６か)１以上の授乳でも約20％で

一組の背景と実情を踏まえて個別に対応策を講じ

あって著しい高値ではない')。実は母子感染予防

ることが必要である。それには、母子保健にかか

介入が始まる前から、キャリア発生率は自然減の

わる者がＨＴＬＶ－ｌ感染とその検査法、臨床的意

途上にあったが、これは生活の変化に伴う自然発

義、予防法についての正しい知識を持つとともに、

生的な「短期母乳｣効果のためと思われる（注：か

それぞれの地域にキャリアの悩みを受け止める相

つては日本でも平均的な授乳期間は数年以上で

談・カウンセリング体制を整える必要がある。

あった)。
新たなキャリアの発生は減少傾向にあるものの、

日本国内のキャリアは今なお108万人と推定され、

20年間で１割しか減っていない。また、元来地域
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妊婦健康診査におけ
るHTLVと1抗体検査
妊娠30週頃まで

スクリーニング検査
(PA法又はCLEIA法）

確定検査(ＷＢ法）

L｣

妊娠35週頃まで
ＪＪ法

産院退院時または
↑か月健診時

Ｂく：

「可

3歳児以降

1５

いので必ず確定検査を行う
保険診療で行なう

－オプション:PCR検査)で
対策を希望する場合
完全人工栄養または
凍結母乳栄養または
短期母乳栄養

法をサポートする

児のHTLV-1抗体検査

図１ＨＴＬＶ－Ｉ母子感染予防対策の流れ
図１
妊婦健診における抗体検査からキャリア母体から産まれた子どものフォ

ローに至るまでの流れを示した。（文献５より引用）

的な偏在傾向が強く西南日本でキャリアの割合が

経路を問わない。生命予後はそれほど悪くないが、

高かったが、都会への人、移動に伴ってキャリア

慢性進行性下肢痙`性麻癖や膀胱直腸障害などをき

の分布も拡がってきている２)。

たしＱＯＬを顕著に下げる。

HTLV-1はどのような疾患を引き起こす？

HTLV－１母子感染はどうすれば予防できる？

ＨＴＬＶ－ｌが感染したＣＤ４陽`性Ｔ細胞が不死

主たる感染経路は母乳であり、母乳中の

化して白血病・リンパ腫となったものが、成人

ＨＴＬＶ－ｌ感染リンパ球が児に移行することが感

T細胞白血病・リンパ腫（adultT-cellleukemia／

染の成立に不可欠である｡従って､妊婦のスクリー

lymphoma［ＡＴＬＡＴＬＬ]）である。母子感染に

ニングを行い、キャリアと同定された場合に完全

よるキャリアが中高年に達した後、年間1,000人

人工栄養で児を育てることによって、感染率を

中１人に発症する。ＡＴＬは最も予後が悪い白血

１／５～ｌ／８に下げることができる］)5)。母乳以

病・リンパ腫で、５年生存率は14％に過ぎず多く

外の感染経路(胎内感染や産道感染など)の実態は

の患者は発症後ｌ～２年で死亡する3)。近年、血

不明である。完全人工栄養以外にも、凍結母乳栄

液中のウイルス量が多い、またはATLの家族歴

養(感染リンパ球を破壊する）や短期母乳栄養(授

のあるキャリアは、ＡＴＬの発症率が高いことが

乳期間を３か月未満に留める）も同程度に有効で

わかった４)。しかしキャリアがＡＴＬを発症しな

あることを示唆する報告があり、次項で概説する。

いように防ぐ方法(二次予防)は開発されていない。

また、いずれの栄養方法でも母乳以外の経路によ

その他に、ＨＴＬＶ－ｌに対する異常免疫応答に

る感染は防げないことに留意する。

より起こる疾`患群があり、ＨＴＬＶ－ｌ関連脊髄症

キャリアの拡散傾向を受けて、日本全国で妊婦

(HTLV-I-associatedmyelopathy［ＨＡＭ]）はそ

のＨＴＬＶ－ｌスクリーニング検査が公的補助の元

の代表である。キャリアの0.3％に発症し、感染

で行われるようになった。妊婦検診におけるスク
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表１HTLV-I母子感染予防対策のジレンマ(その１）

|i i
妊婦のメリット

ない

キャリアであることを知る
、

ンヨツ

ク

妊婦のデメリット

キャリアであることを知る
、

ンヨツ

ク

母子への抗レトロウイルス療法
母子感染予防の方法 ＋選択的帝:王切開分娩

母乳遮断

＋母乳遮断
母子感染の確率を約20％か
ら２～３％に減少できる

遠い将来のATL(やＨＡＭ）

母子感染の確率を20～30％から

予防効果

0.5％未満に減少できる

１

の発症を防ぐことができる

子どものメリット

近い将来におしけるエイズの発症
を防ぐことが:iできる
抗レトロウイルス薬の副作用

母乳の恩恵に預かれない

子どものデメリット

帝王切開の合併症
母乳の恩恵に預かれない

l）ＨＡＭに関しては、その後の`性行為感染等でキャリア化したら、そのリスクは残る。

表２HTLV-I母子感染予防対策のジレンマ(その２）

0.3％后

l）ＨＴＬＶ－ＩＰＣＲ検査法の標準化と保険適用化をＨ指しての厚労省班研究が現在進行中。

リーニング検査実施からキャリア妊婦から生まれ

母乳のメリットは全く活かすことができない。実

た子どもの追跡調査に至るまでの大まかな流れを

施にあたっては、分娩後に薬物療法で母乳分泌を

図１に示す。大切なことは、単に栄養方法を決め

止めることができる。

ればいいのではなく、その栄養方法を貫徹できる

２）短期母乳哺育

ようにサポートすることである。

各々の栄養方法のメリット、デメリット
そしてピットフォールは？
1）完全人工栄養
母子感染を防ぐ意味で最も確実な方法であるが、

キャリア母親がどうしても母乳をあげたい場合
のオプションとして「３か月未満の短期母乳哺育」

がある。この方法の有効性に関しては、小規模な
研究のデータしかないため十分なエビデンスとは
言えない。また、先進国においてはこの短期間の
母乳栄養で得られるメリットは限られている。童
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赤ちゃんには母乳が-番って
言われているのに､どうして私
はあげてはいけないの？
それでも私は母乳をあげたい

1７

医師は私には｢癌のウイルスが

いる｣って百つた､、、私もATLに
罹ってしまうの？
どうすれば罹らずに済むの、
罹っても治す方法はあるの？

「5回忌i曇１

「悪稀i垂１

母乳をあげても子どもが感染
しなくてすむ方法はないの？
短期母乳や凍結母乳って本
当に大丈夫なの？

医師は私に｢絶対母乳は駄
目｣って首ったのに､保健師は
｢私なら母乳をやるわ｣って
言った｡別の医師に訊いたら
｢短期母乳がいい｣って。
どうして医療側の宮う事が人
によって違うの？

国
母乳をあげなかったら､夫は
姑は周囲の人達は私のこと
を何て思うかしら？キャリアと
知ったら何て思うかしら？
みんな私の苦しみを理解して

くれない[菰五i5i］

「未1百i重１
■ＰＵＦ、１Ｆ

なぜ私はうつされちゃったの？

「稜i颪riF1
図２キャリアと知った妊婦の葛藤

キャリアであることを告知された妊婦が抱える葛藤の内容を提示した。

１ヤリア

ヘの全知．

＝、,；医
小l曰弔

h茜Ｅ医な

腫旦・加一一一

対象者

門医（Ｆ
経内：医なと

ﾒ、正司

P玉■

家庭INI境、、んノイロー
的

匪冒モ,：斗医られる』：
ロ
ロ

貝子と・女尼＝差セン

図３長崎県の相談・カウンセリング体制

妊婦のスクリーニングを通してキャリアとわかった女性への告知
に際して、担当する産婦人科医(時に小児科医)が解決困難な事例に
遭遇した場合、また一般的なキャリアの問題について医師や保健師

が対応に苦慮する場合、連絡協議会（長崎県ATLウイルス母子感染
防止研究協力事業連絡協議会）が中心となり、各種専門家（精神科

医、血液内科医、神経内科医、地域保健師、ケースワーカーなど）
の参与も得て問題を解決していく。

大な点は、３か月頃は母子ともに授乳を11こめにく

ことができるように助塵肺や保健師がサポートす

い時期だということである。従って短期母乳を選

ることが絶対不可欠である。それができず授乳期

択した場合は、予定していた時期に確実に止める

間が延びた場合に、よりによって子どもがキャリ
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ア化すると母親は強い後'海と自責の念を持つよう

(約２～３％残る）し、逆に母乳哺育でも感染率は

になる。

１００％ではない（６か月以上の授乳で約20％)。こ

３）凍結母乳哺育

れらの数字を睨みながら意思決定をしなければな

搾乳後いったん凍結し解凍することによって、
ウイルスに感染したリンパ球を壊して感染`性をな

くすことが期待できる。直接授乳はできないし、

らないところにも難しさがある。

４）結末がわかるのはずっと先
ＨＩＶキャリアのエイズ発症は治療介入しなけれ

母乳中の細胞成分は凍結解凍によって失われるが、

ばほぼ必発で、しかも母子感染の場合の潜伏期は

その他のさまざまな貴重な母乳成分は損なうこと

ｌ～数年程度と短い。一方、ＨＴＬＶの場合、高々

なく乳児に与えることができる。この方法を成功

５％のキャリアが40～80年という長い潜伏期を経

させるためには、助産師らによる正しい搾乳・凍

てＡＴＬを発症する点で、大きく異なる。つまり、

結・解凍方法の指導が望まれる。

HIV母子感染阻止の必要性は明確で、しかもその

なお「CellAliveSystem」という瞬間冷凍技術

成果(エイズ発症の防止)はすぐに現れるのに対し、

が家庭用の冷凍庫にまで普及してきたが、この場

HTLVの場合は成果（ATL/ＨＡＭ発症の防止）が

合、凍結融解しても細胞が破壊されないため、凍

出るまで途轍もなく時間がかかってしまう。

結母乳哺育の目的(細胞を壊す)にはそぐわないの

５）検査法の不具合

で注意する。

ＨＴＬＶ－１母子感染対策のジレンマは？
ＨＴＬＶ－ｌ母子感染対策の難しさを、ＨＩＶ－ｌと

の比較の中で解説する(表１，２）。

１）妊婦へのメリットがない

真の陽'性者が少ない集団でスクリーニング検査

法(ＰＡまたはCLEIA）を実施すると、偽陽性者が
相対的に増える。流行地の長崎県ではスクリーニ

ング検査陽性者の約85％が確認検査でも陽性で
あったのに対し、非流行地・東京都内の病院では
それはわずか25％に留まっている。

自分が子どもに感染させるリスクを最小限に留

スクリーニング検査の偽陽`性はＨＩＶ－ｌの場合

めるための栄養方法を選択できることは、母親に

にも問題となるが、ＨＴＬＶ－ｌの場合、確認検

とってのメリットではある。しかし妊婦本人には

査（ウェスタンプロット法）において「判定保留

何のメリットもなく、キャリアであることを知っ

例」が多いことが次の問題となっている。この場

てショックを受けるのみである。発症前にキャリ

合、PCR法（ＨＴＬＶ－ｌゲノム検出）が必要となる

アとわかると予後が大きく向上するＨＩＶ－ｌの場

が、ＨＩＶ－１の場合とは異なり、まだきちんと標

合とは異なり、ＨＴＬＶキャリアがＡＴＬやＨＡＭを

準化されていない上に、保険適用もないため高

発症することを防ぐ方法は見つかっていない。

額の費用が必要となるｃまた、細胞依存'１ftが強い

２）罪悪感と孤立感

ＨＴＬＶ－ｌでは保存血清・血漿ではPCR検査がで

母乳は本来母子双方にとって良いものであり、

それをあげることができないと罪悪感を担う。ま

た、自分がキャリアであることを姑やその他周囲

きず、新たに採血しなければならない。

相談・カウンセリング体制の構築に向けて

の人に知られたくない孤立感の中で、母乳で育て

キャリアであることを知った妊婦は大なり小

ないことに避難めいた目で見られることが、それ

なりショックを受け、さまざまな葛藤を経験す

に拍車を掛けている。

る（図２）。病気への恐怖、子どもへの感染の不

３）断乳の効果は完全ではない

安Ｔ母乳をあげられない罪悪感、夫や家族へ伝え

断乳しても感染率がゼロになるわけではない

るべきか否かの葛藤、周囲からの孤立感、そし

vｏＬ３２Ｎｏ３２０１４ＭＡＲＣＨ
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て被害者意識などを受け入れていくまでの課程

ＨＴＬＶ－ｌ情報サービスのホームページを開設し、

は、癌の告知の場合と同じような《対象喪失》、つ

わかりやすい解説やそれぞれの地域で対応可能な

まり、「ショック期(無関心や離人症的な状態)｣→

医療機関の検索や詳細なＱ＆Ａを提供しているの

｢否認期(心理的な防衛反応として起こる否認)｣→

で、参照されたい6)。

｢混乱期(怒りや恨みに囚われ、悲しみや抑鯵に満

ちる)｣→｢努力期(責任を感じ取り、依存から解放
され、価値感を転換する)｣→｢受容期(障害や疾病

目指していることは？
全国展開が始まったＨＴＬＶ－ｌ母子感染予防対

の受け容れ)」という心のプロセスを辿る。従って、

策の難しさを解説した。目指していることは、単

ＨＴＬＶ－ｌキャリア妊婦へのカウンセリングには

にキャリアを減らし将来のＡＴＬ/ＨＡＭ患者の数

何も特別なものが必要なわけではなく、通常の医

を減らすことだけではなく、－人ひとりの母子の

学・医療カウンセリングに精通した人であれば

幸せである。そのためにも、正しく運用し母子へ

ＨＴＬＶ－ｌに関する知識を手元に携えて対応する

のデメリットを極力小さくしなければならない。

ことができる。これは遺伝カウンセラーが、自分

の知らない稀な遺伝病に関することであっても事

文献
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はじめに
近年、医療関係者だけでなく母親へも母乳の利

1．薬剤が母乳中へ移行する経路(図）
傍細胞経路：分娩後２～３日の経路。腺房上皮

点が広く知られるようになり、2006年の厚生労働

細胞間隙が広いためそこからも母乳中へ拡散する。

省の調査によると母乳育児を希望する妊婦は95％

したがって分子量の大きな薬剤も移行するがこの

以上と高率であることが分かった。一方で医学の

時期の分泌量、哺乳量は少量であり問題にならな

進歩や高齢出産によりさまざまな薬剤を内服しな

い。

がら出産、授乳を行う母親が増加してきており母
乳と薬剤に関する相談に対応する必要が出てきた。

経細胞経路：分娩後２～３日以降の経路。単純
拡散、担体輸送、エンドサイトーシス。細胞膜を

日本の医薬品添付文書では「投与中は授乳を中

２回通過しなければならないため一般的に薬剤は

止させる」「授乳を避けさせる」と記載されている

通過しにくい。多くは単純拡散であるが担体輸送

薬剤が約３／４を占め、１３％のみが｢治療上の有益

が行われる薬剤もあるため予想以上に薬剤が母乳

性が危険性を上回ると判断される場合にだけ投与

に輸送されることがある。

する」となっている。しかしUNICEF/ＷＨＯやア
メリカ小児科学会では授乳禁忌とする薬剤が３％

のみで、注意すべきあるいは懸念のある薬が23％、

それ以外の74％の薬剤は授乳してもさしつかえな

2．薬斉|｣の母乳移行に影響する因子2)3）
1）薬剤側の因子

①分子量

いとしている')。確かにごく少量の薬剤は母乳に

分子量が大きい薬剤ほど母乳中へ移行しにく

移行するが、児が母乳から摂取する薬剤量はわず

い。1,000ダルトン以上の大きな薬剤はほと

かで児への影響があることはほとんどないことが

んど移行しない。

知られてきた。日常診療でよく使用される薬剤に
ついて解説したい。

②脂溶性
脂溶性の低い薬剤ほど母乳中へ移行しにくい。
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③タンパク結合率
タンパク結合率が高い薬剤ほど母乳中へ移行
しにくい。

②母乳分泌量
'⑧母乳の組成
母乳中のタンパク質、脂肪などの組成は生後

④Ｍ/P比（Milk-to-Plasmadrugconcentratio、

数日間に分泌される初乳とそれ以降に分泌さ

ratio)。Ｍ/P比とは乳汁/血漿薬物濃度比で

れる成乳、授乳の前半に飲まれる前乳と後半

ある。Ｍ/P比がｌを超えるとその薬剤は母

に飲まれる後乳などで変化する。

乳中に移行しやすい。

⑤ｐＫａ
ｐＫａが低い薬剤ほど母乳中へ移行しにくい。
⑥半減期Ｔｌ／２
半減期の短い薬剤ほど母乳中へ移行しにくい。

⑦経口生体利用率
経口生体利用率とは薬剤投与後最終的に血漿
へ到達する薬剤の割合である。経口生体利用
率の低い薬剤ほど母乳中へ移行しにくい。

2）母親側の因子

①、中濃度

3）児側の因子

①児の年齢（新生児、乳児、幼児)、体重
②哺乳量、哺乳回数
③腸管からの吸収率

④児の薬剤代謝機能（腎機能、肝機能、代謝酵
素活性など）

⑤薬剤感受性など

３母乳を介して児が摂取する薬剤舅

（曝露量）
①相対的乳児投与量（RlD：Relativeinfantdose）

投与量、投与同数、投与経路、投与期間、母

ＲＩＤ＝母乳を介する薬剤量(ｍg/kg/day)／乳児

親の薬剤代謝機能、薬剤感受`性などにより血

の治療量(ｍｇｋｇ/day)×１００(％）

中濃度が変わる｡

乳児の治療量が不明である時には母親の投与量
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で計算する。１０％以上の薬剤では注意を要する。

(例)アモキシシリン(サワシリン②、パセトシン⑰）
成人が250ｍｇ内服したときの最高血中濃度は

3.68口g/mL(添付文書）.■
Ｍ/P比＝0.014二0.0433）～
５ｋｇの乳児の母乳摂取量：150×５＝750ｍｌ

乳児の理論的薬剤摂取量（TID）；ａ68口g/ｍＬ
ｍｒｉ

ｎ,ルハル■口□､ｉｎ１１.〆

×O8043x750mL＝0.118ｍｇnJ■■

５ｋｇの乳児の処方量は20～40ｍｇ/kg/ｄａｙ
ＲＩＤ＝（0.188ｍｇ/５ｋｇ/day)／(20ｍｇ/kg/day）
＝0.00188

アモキシシリンのＲＩＤは0.18％

→仮に最高血中濃度に達しているときの母乳を
１日中飲み続けたとしても児への移行はごく少
量であることが分かる。

②Exposurelndex（日）
児の薬剤クリアランス（CL）を考慮している曝

2014ＭＡＲＣＨｖｏＬ３２Ｎｏ,３

らない。

なお､テトラサイクリン系､クロラムフェニコー

ル系、キノロン系は一般的に小児に対して使用さ
れないため他の薬剤に変更できればより安全であ
る。

２）抗ウイルス薬：オセルタミビル（タミフル⑧)、
ザナミビル（リレンザ⑨ルアシクロビル（ゾ
ビラックス⑧）など
授乳可能である。オセルタミビルを内服してい
る母親の母乳中薬剤濃度から児が母乳を介する

摂取量を計算したところわずか5.73口g/kg/dayで

あった4)。児への治療投与量は４ｍｇ/kg/dayで
あり、母乳を介する児の摂取量はかなり少量であ
り授乳に問題ない。ザナミビルは吸入薬であり母
乳中へ移行する量はわずかである。口唇へルベス

や帯状庖疹へルペスになる母親も多いがアシクロ
ビルも母乳中濃度が低いという報告があり授乳可

能である5)。接触しなければ感染しないため授乳

露量でありＲＩＤよりも正確だがCLは不明なこと

時には患部を覆うなどすると良い。

が多い。

３）解熱鎮痛薬

ＥＩ＝Ｍ/P比×１０×ＣＬ(ｍｌ/kg/ｍin)(％）
（１０は乳児の母乳摂取量l50ml/kg/dayとＥＩを％
で表すための係数）
児のクリアランスが低いとＥＩは高くなり、１０％

アセトアミノフェン（カロナール⑰)、イブプロ
フェン（ブルフェン⑰)、ロキソプロフェン（ロキ
ソニン⑧）は安全とされている6)。アセトアミノ
フェンは小児の解熱鎮痛薬として第一選択であり

以上の薬剤では注意を要する。ＥＩが高い薬剤に

使用しやすい。

はフェノバルビタール、エトスクシミド、プリミ

４）抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬

ドン、テオフイリン、リチウム、ヨード製剤など

がある２)。

4．各種薬斉ﾘについて2)3)(LactMed）
１）抗菌薬

授乳可能である。授乳中の母親では乳腺炎や尿

通常量では授乳による児への影響はないと考え

られている。クロモグリク酸吸入（インタール⑧）
やステロイド吸入、点眼薬、点鼻薬などは局所投
与であり母乳中への移行はわずかと考えられ授乳
可能である。

５）市販感冒薬

路感染症などでしばしば抗菌薬が必要となるが、

市販感冒薬中には各成分が少量しか含まれてい

授乳可能であり自己判断で内服を中止しないよう

ないため授乳可能と考えられる。しかし母親が激

話をする。抗菌薬を内服する間は授乳できないと

しい眠気を覚えるものは一般的に避けた方が良い。

思い込んでいる母親が多く、授乳を控えて母乳が

６）造影剤

出にくくなる例や急激に人工ミルク栄養となり児

ヨード造影剤（非イオン性低浸透圧造影剤）や

が下痢してしまう例があるため注意しなければな

MRI造影剤(ガドリニウム系造影剤)は添付文書に

vｏＬ３２Ｎｏ３２０１４ＭＡＲＣＨ
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'よ24～48時間の授乳中止とされているが、生体利

いため破棄する必要はない。

用率が低いため授乳を中止する必要がないと考え

11）母乳分泌低下作用がある薬剤

られている７)８)。
７）各種予防注射（インフルエンザ、麻疹、Ｂ型

2３

経ｕ避妊薬（エストロゲン)、ブロモクリプチ

ン（パーロデルk)、カベルゴリン（カバサール⑰)、

肝炎ウイルスワクチンなど）

エルゴタミン、Ｌドーパ、クロミフェンなどは母

黄熱病以外のワクチンは、すべて授乳可能であ

乳分泌低下を起こすため授乳ができない薬剤に分

り一時的な授乳中止の必要もない。黄熱病ワクチ

類されていることがある。しかし、これらの薬剤

ンについては母親への接種後に児が黄熱脳炎に

が母乳中へ移行することで授乳ができないのでは

なった報告があるため禁止とされている９)。

ない。分泌された母乳自体は飲ませて良い。

８）たばこ（ニコチン）

12）抗てんかん薬

喫煙は望ましくないが、どうしてもやめられな

基本的にはどの薬剤でも授乳可能である。ただ

い母親では禁忌ではなくむしろ母乳栄養が推奨さ

し半減期の長いベンゾジアゼピン系薬剤（ジアゼ

れている。喫煙している母親が母乳栄養を行った

パム〔リポトリール⑰、ランドセン⑧〕、ロフラゼ

場合、児が呼吸器感染症や中耳炎となるリスクが

プ酸エチル〔メイラックス⑰〕、フルトプラゼパム

ｌ／５～ｌ／３となったというデータがある１０)。

〔レスタス瓦〕）やフェノバルビタール(新生児の半

９）抗悪性腫瘍薬、免疫抑制薬

減期は２～４日）などは児の血中濃度が上昇する

母乳中にどれくらい移行するかというデータは

こともあるため傾眠傾向、哺乳力低下、体重増加

少ないが薬効から一般的に授乳禁忌とされている。

不良などの症状が出現しないか注意が必要である。

ただし消化管からの吸収が悪い薬剤やごく少量で

ゾニサミド（エトスクシミドＩＤ）は生後lか月まで

使用している場合には授乳可能な場合がある。い

の新生児では血中濃度が上昇することがあるため

ずれにしても母親への説明と児の観察が必要であ

注意を要する。ただし抗てんかん薬では血中濃度

り薬剤と授乳に詳しい専門家へのコンサルトが望

を測定できることが多いため必要に応じて測定し、

ましい。

高濃度であれば授乳量を一時控えるなどの対応を

10）放射性物質

する。また、その際には母親の血中濃度が至適範

一般的に半減期の５～１０倍の間授乳を控えれば

囲にコントロールされていることも確認しておき

よいと考えられている。’3'1は主に甲状腺機能冗

たい。

進症の治療薬として使用されるが、半減期が８日

13）抗うつ薬

と長いため単純に計算すると40日から80日間授乳
を控えなければならないことになる。

基本的にはどの薬剤でも授乳可能である。選択
的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRＩ：selective

また'231は甲状腺シンチや甲状腺摂取率による

serotoninreuptakeinhibitor)、セロトニン・ノ

甲状腺機能検査に使用されるが、半減期が5.5～

ルアドレナリン再取り込み阻害薬（SNRＩ：sero‐

13.2時間であるため275～132時間授乳を控えなけ

toninnoradrenalinereuptakeinhibitor)、三環系

ればならない。３６時間控えればよいとする報告も

抗うつ薬、四環系抗うつ薬、フェノチアジン系精

あるｕ)。あらかじめ授乳を控えなければならない

神神経安定薬、チエノジアゼピン系精神安定薬な

時期・時間が分かっていれば、搾乳して保存して

どが使われる。主に使用されるのはSSRIである。

おき授乳中止時に飲ませることができる。また授

SSRIの中でもセルトラリン塩酸塩（ジェイゾロフ

乳を控えている期間に搾乳した母乳も、搾乳して

ト⑧)、パロキセチン塩酸塩水和物(パキシル⑪）は

から半減期の５～10倍の時間が経てば飲ませてよ

母乳中への移行が少ないことが分かっているため
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表母乳からの薬斉|]移行において注意を要する薬剤

いI7)１８)。ただし精神疾患がある母親ではまず精神

抗悪性腫瘍薬

状態を安定させて育児ができる状態にすることが

放射性物質

最優先されるべきことである。地域とも連携し育

母乳分泌抑制作用がある薬斉'１

児支援体制を整えることが必須である。

精神神経系薬斉'１
フェノバルビタール、プリミドン、テオフィリン

、

以上のようにほとんどの薬剤は授乳可能である

ゾニサミ、炭酸リチウム、半減期の長いベンゾジ

が一部に注意を要するものがあるため表にまとめ

アゼピン系薬斉Ⅱ

ておく。

ほか

ヨード製斉11、アミオダロン、〆トクロプラミド

、

おわりに

メトロニダゾール、チニダゾール、麻薬など

母親が薬剤を内服しているために授乳を中止し
なければならないケースはかなり稀である。しか

より望ましい12)13)14）

0

14）抗そう薬

し感冒時の抗菌薬・総合感冒薬などが本当に必
要な薬剤なのか、同じ効果が期待できるより安全

炭酸リチウム（リーマス⑰、リチオマール⑰）が

な薬剤はないのか、処方する薬剤には母乳分泌抑

代表的である。Ⅲ中濃度の治療域と中毒域が接近

制作用はないかなどについて常に考えておく必要

しているため血中濃度に注意を要する。ＲＩＤは０

がある。可能な限り新しい情報を収集し丁寧に説

～30と幅があるため児に症状(嘔'1t、下痢、振戦、

明することで不要な心配や不要な断乳を避け母子

筋緊張低下、眼振、不整脈など）が出現しないか

の健康を守らなければならない。

観察する必要がある。また甲状腺機能低下を生じ
た報告もあり、炭酸リチウム血中濃度とともに甲

状腺機能をチェックすることが望ましい15,6)。
15）抗不安薬・睡眠薬
抗不安薬にはSSRLSNRI、三環系抗うつ剤、

ベンゾジアゼピン系薬剤、セロトニン作動性薬剤
などが使われる。睡眠薬にはベンゾジアゼピン系
薬剤、非ベンゾジアゼピン系薬剤、バルピツール

参考文献

l）水野克己：母乳とくすり－あなたの疑問解決し
ます－．南山堂；2009

2）伊藤真也、村島温子：妊娠と授乳.南山堂；2010
3）ＴｈｏｍａｓＷ.,ＰｈＤＨａｌｅ：MedicationsandMoth‐

ｅｒ,sMilk・l5thedHakePublishing,2012
4）Wentges-vanHoltheNetaL：Oseltamivirand
breastfeeding・IntJInfectDis,１２：451,2008

5）ＴａｄｄｉｏＡｅｔａＬ：Acyclovirexcretioninhuman

系薬剤、非バルビツール系薬剤が使われる。抗

breastmilk・AnnPharmacother，２８：585-587,

てんかん薬で述べたように症状が出現しないか注

1994

意をする必要はあるが基本的には授乳可能である。
半減期が短ければ短いほど安全である。
16）抗精神病薬

抗精神病薬は主に統合失調症に使用される。

フェノチアジン系、ブチロフェン系、ベンザミド

系、セロトニン・ドパミン遮断薬、多元受容体作
用抗精神病薬などがある。基本的にはどの薬剤
でも授乳は可能であるがデータは少なく、傾llIf傾

向、鎮静作用、哺乳不良などの症状が出た報告も
あるため注意深い観察が必要であるが禁忌ではな

6）青木明宏：第28回周産期学シンポジウム2010．
シンポジウム「周産期と医療安全上新生児・薬
の医療安全

７）ＣｈｅｎＭＭｅｔａＬ：Guidelinesforcomputedto‐
mographyandmagneticresonanceimaginguse

duringpregnancyandlactationObstetGynecoL
ll2：333-340,2008

8）ACRCommitteeonDrugsandContrastＭｅ－
ｄｉａ：ACRmanualoncontrastmedia,Version6：
65-66,2008

９）Yellowfevervaccine：recommendationsofthe
AdvisoryCommitteeonlmmunizationPractices

（ＡCIP)．ＭＭＷＲＲｅｃｏｍｍＲｅｐ２０１０Ｊｕｌ３０；５９

ｖｏＬ３２Ｎｏ､３２０１４ＭＡＲＣＨ

東京小児科医会報

（RR-7）：1-27

2５

14）ＷｅｉｓｓｍａｎＡＭ,ＬｅｖｙＢＴ,ＨａｒｔｚＡＪｅｔａＬＰｏｏｌｅｄ

10）ＹｉｌｍａｚＧｅｔａｌ：Effectofpassivesmokingon

ａｎａｌｙｓｉｓｏｆａｎｔidepressantlevelsinlactating

growthandinfectionratesofbreast-fedand

mothers,breastmilk,andnursinginfantsAmJ

non-breast-fedinfants・Pediatriclnt2009；５１：
352-358

11）MoritaSetal：Determiningthebreast-feeding

Psychiatry､２００４；１６１：１０６６-1078.

15）VigueraACNewportDJ,RitchieJetaLLithi‐
ｕｍｉｎｂｒｅａｓｔｍｉｌｋａｎｄｎｕｒｓｍｇｉｎｆａｎｔｓ：clinical

interruptionscheduleafteradministrationof

implicationsAmJPsychiatry､２007；１６４：３４２－

l23I-iodide・AnnNuclMed,１２：303-306,1998

345.

12）ＳｔｏｗｅＺＮＳｔｏｗｅＭＤ,HostetterALetalThe

16）MarinGabrielMAOlzaFernandezl,DonosoE

pharmacokineticsofsertralineexcretioninto

GutierrezCruzN.［Lithiumandartificialbreast‐

humanbreastmilk：determinantsofinfantse‐

milk;orismatemalbreastfeedingbetter?]、An

rumconcentrations・JClinPsychiatry､２００３；

Pediatr（Barc）２０１１；７５：67-68

６４：73-80.

13）ＢｅｒｌｅＪＯ,ＳｔｅｅｎＶＭ,ＡａｍｏＴＯｅｔａＬＢｒｅａｓｔ‐
feedingduringmaternalantidepressanttreat‐

17）ＧｏｌｄｓｔｅｉｎＤＪｅｔａＬ：Olanzapineuseduring
breast-feedingShizophrRes2002；５３（Suppl
l）：185.

mentwithserotoninreuptakeinhibitors：infant

18）DevVLKruppPAdverseeventprofileand

exposure，ｃｌｉｎｉｃａｌｓｙｍｐｔｏｍｓ，andcytochrome

safetyofclozapine・RevContempPharmacother、

P450genotypesJClinPsychiatry､２００４；６５：

１９９５；６：197-208.

’228-1234.

東京小児科医会報

2６

2014ＭＡＲＣＨｖｏＬ３２Ｎｏ､３

特集

母乳をめぐる諸問題
●●●■●●■■●●●■■●■●●●●■●●●●■■●B●●●●●●●●●●●●●●●●００●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●5●●●●●●①●●●●●●●●●●●●■●●■●●ｻ●●●●●●■■■己●●●●●●●●●●●●■C●■●●●●●●●■●●●●●■●●●●●0●●●●●●｡●●●●●●●●●の●●●●●●●●

Ｌはじめに

方が消化管感染症の減少や、母親の体重回復や次

の妊娠予防などに有用だとしている2)。しかしア

乳児期のアレルギー疾患の発症には遺伝的要因

レルギー発症や成長などに対して生後６か月まで

や環境要因など多くの因子が複雑に関与している。

の完全母乳栄養は長期的な影響が認められなかっ

環境要因としては抗原への曝露、衛生状態、感染

た。ただしこのレビューの対象は一般の乳児であ

症への罹患、などとともに乳児期の栄養法も重要

り、特にアレルギーのハイリスク児を対象にした

である。母乳は乳児にとって最適な栄養方法であ

ものではない。以下にそれぞれのアレルギー疾患

ることに異論の余地はないが、母親の体質や栄養

について完全母乳との関係を述べる。

摂取状況などにより母乳の成分は異なり、それが

１．アトピー性皮膚炎

児のアレルギー発症に影響を与える可能性が示唆

Gdalevichらによるメタアナルシスによれば、

されている。また母乳栄養は、人工乳や離乳食と

完全母乳栄養を３か月継続することにより、一般

も表裏一体の関係にあり、これらも含めた乳児期

人工乳栄養と比べ、２歳までのアトピー`性皮膚炎

の栄養が総合的にアレルギー発症に関与している

の発症予防効果が認められた3)。特にこの予防効

と考えられている')。本稿では母乳に関連した乳

果はアレルギーの家族歴があるハイリスク児で高

児期全体の栄養とアレルギー疾`患について解説す

く認められた。しかし最近の前方視的研究のメ

る。

タアナルシスではその効果は認められていない4)。

Ⅱ母乳栄養とアレルギー疾患
母乳栄養の利点は広く認められており、ＷＨＯ

では生後６か月までの完全母乳を推奨している。

それ以上の期間完全母乳栄養を継続した場合のア

トピー性皮膚炎の発症予防については、抑制効果、
発症促進効果のどちらの報告もある。
２．気管支喘息

生後６か月までの完全母乳と生後３か月までの完

生後３～４か月の完全母乳栄養により、４歳ま

全母乳を比較したコクランレビューでは、前者の

での上気道感染症と関連した喘鳴のエピソードが
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表食物アレルギー発症予防のための栄養法に関する指針の比較
（食物アレルギー発症予防はすべてハイリスク児を対象とする)。

文献10)より引用
定義／項目

ＡＡＰ２００８レポート

ＥＳＰＡＣｌ/ＥＳＰＧＨＡＮ

ＳＰ－ＥＡＡＣｌ２００４、

ＪＰＧＦＡ２０１２としての

1999、ＥＳＰＧＨＡＮ

2008勧告

コメント

2008勧告
ハイリスク児の 両親・同胞に１人以上 両親・同胞に１人以上 両親・同胞に１人以上 両親・同胞に１人以上

定義

のアレルギー

妊娠中の母親の エビデンスなし

のアレルギー(1999）

のアレルギー

のアレルギー

推奨しない

推奨しない

推奨しない（偏食はし

食事制限

ない）

(完全)母乳栄養 生後３～４か月までは 生後４～６か月まで
エビデンスあり

最低生後４か月まで

母乳栄養が混合栄養に

可能なら６か月まで

比べてアレルギー予防
に優れているという＋
分なエビデンスはない

授乳期の母親の アトピー性皮膚炎発症 推奨しない

食事制限

推奨しない

率の低下のエビデンス

推奨しない（偏食はし
ない）

あり

人工栄養

(牛乳タンパクに対し 低アレルゲン化ミルク 生後４か月まで完全加 低アレルゲン化ミルク
て）加水分解乳の効果

離乳食の
開始時期

(1999）

水分解乳(2004）

を使用する場合には、

あり（大豆乳は推奨し

低アレルゲン化ミルク

医師の指導の下に行う

ない）

(2008）

生後４か月(～６か月）

生後５か月になってか 生後４～６か月以降の 生後５～６か月頃が適

まで開始しないことに

ら(1999)生後18週～2６ 開始による予防のエビ 当（わが国の授乳・離

よる予防のエビデンス

週に開始／魚、卵など

あり

のアレルゲン性の強い

デンスなし

乳支援ガイド2007に準

拠）

特定の食品除去エビデ 食品について離乳開始
ンスなし

の遅延による予防に関
してエビデンスなし

(2008）
ＡＡＰ：ＡｍｅｒｉｃａｎＡｃａｄｅｍｙｏｆＰｅｄｉａｔｒｉｃｓ；ＥＳＰＡＣＩ：ＥｕｒｏｐｅａｎＳｏｃｉｅｔｙｆｏｒＰｅｄｉａｔｒｉｃＡｌｌergologyandClinical
Immunology；ＥＳＰＧＨＡＮ：EuropeanSocietyforPediatricGastroenterology，Hepatology，andNutrition；ＳＰ－ＥＡＡＣＩ：
SectiononPediatrics,EuropeanAcademyofAIlergologyandClinicallmmunology；ＪＰＧＦＡ：JapanesePediatric
GuidelinefOrFoodAllergy(本ガイドライン）

減少していた5)。これは母乳栄養により感染症に
罹患しにくくなることが影響しているとも考えら
れる。しかし６歳以上の喘鳴と母乳栄養との関係
を調べた研究では、発症予防効果の有無について

の結論が一定ではなかった。

３．食物アレルギー

児にとっては有効な方法は明らかになっていない。

Ⅲ母乳に関連した乳児期の栄養
１．母乳中の食物抗原と母親の食物除去
母乳中には母親の食物由来の食物抗原が微量で

はあるが検出されている。食物抗原は食後２～４

ハイリスク児において最低４か月間の完全母乳

時間で血中に移行し、食後４～６時間には母乳中

栄養は牛乳由来の人工乳と比べて、２歳までの牛

の濃度が最高になるという報告があるが、食材や

乳アレルギーのリスクが低かったが、食物アレル

個人による差も大きい7)。

ギー全体では変わらなかった6)。しかし一般の乳

離乳食を開始する前の乳児においても、湿疹が
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図１母乳中の可溶性ＣＤ１４濃度と生後６か月時の湿疹の関係
生後３か月での母乳中の可溶性ＣＤ14濃度は、生後６か月時の湿疹発症群では

非発症群と比較して、有意に低値であった。

文献13)より弓|用

あって血液検査などを実施すると、本人が摂取し

'よ、統計学的に有意な妊婦の体重増加不良や、有

たことがない食物抗原への感作が認められること

意差はないものの早産や低出生体重の増加がみら

がある。これは母乳栄養児だけでなく母乳を摂取

れ、注意が必要である。授乳中の母親の食物除去

したことがない人工栄養児にもみられた。このよ

については２歳までのアトピー性皮膚炎の抑制効

うな例では妊娠中・授乳中の母親が摂取した食物

果があったという報告もあるが、２歳以降では差

が胎盤や母乳を介して感作の原因になったのでは

が認められていない6)。最新の欧米や日本のガイ

ないかと考えられ、食物アレルギー発症予防のた

ドラインでも、ハイリスク児の母親が児のアレル

めに母親の妊娠中・授乳中の食物アレルゲン除去

ギー疾患発症予防のために、妊娠中・授乳中に特

が推奨された時期があった。

定の食物制限を行うことは推奨していない9)。表

しかし最近ではアレルギーの家族歴があるハイ

に欧米のガイドラインと我が国の食物アレルギー

リスク児に対する多くの介入研究の結果、母親の

診療ガイドライン2012の比較を示す'0)(表)。

食物アレルゲン除去によるアレルギー予防の効果

２．母乳を補う人工乳の種類

は否定されている。Kramerらによるコクランレ

また一方で完全母乳栄養は少なくとも生後４か

ビューでは５つの介入研究に含まれた952人を解

月間は継続することが推奨されている。しかし何

析した結果、ハイリスクの母親の妊娠中・授乳中

らかの原因で完全母乳栄養を継続できない場合に

に牛乳、卵や他のアレルギー性の高い食物を除去

は、牛乳由来の人工乳を摂取することになる。コ

しても、出生した児のアトピー性皮膚炎や喘息の

クランレビューでは７件の研究に参加した2,514

発症に対する予防効果は認められなかった8)。む

人のハイリスク児を検討した結果、生後４～６か

しろ妊娠中に食物制限を行った介入研究の一つで

月間の完全母乳栄養を継続できない場合には、~
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た介入研究がこれまでに数多く実施されてきた。

しかしこのような介入による発症予防は効果が認
められなかったばかりか、離乳食開始を遅らせる

⑩Ｎの①二三』①シ山誤

ことにより、食物アレルギー発症のリスクが高ま
4０

る可能性があることが明らかになってきている。
最近の欧米のガイドラインでは、すべての乳児に

3０

対して離乳食は４～６か月に開始することを勧め

ている９)。離乳食の開始を遅らせてもアレルギー

2０

予防効果はない。むしろハイリスク児にとっては

アレルギー性の高い食物の開始を遅らせることに

1０

より、食物アレルギーや湿疹のリスクが高まる可
能性がある。

０
ＬｏＭｅｄＨｉ

ＴＧＦ－ｂｌ
図２母乳中のTGF-β１濃度と１歳までの反復喘鳴
の関係

生後２週間以内の母乳中のTGF-β１濃度により対

Ⅳ、母乳中の免疫活性物質
母乳栄養によるアレルギー疾患発症予防効果に
ついて、研究により異なる結果がでる理由の一つ

象者を３群に分けると、１歳までの反復喘鳴の頻度

に、母乳中の免疫活性物質の関与が考えられる。

が、ＴＧＦ－β１濃度が低いほど有意に高くなっていた。

母乳中にはTGF-β、ＩｇＡ、可溶性CDl4などアレ

文献14)より－部改変

ルギーを防御すると思われる因子が含まれる一方
で、IL-4、IL-l3などアレルギーを促進する可能

般の人工乳よりも加水分解乳を使用したほうが

性がある因子も含まれている。母乳中に含まれる

一部のアレルギー疾患予防効果（typicalRRO79、

食物抗原が、感作促進か耐性誘導のどちらに働く

95％Ｃ10.66-094)があることが報告されている'')。

かは、それぞれの母乳中の免疫活性物質にも影響

ただし加水分解乳は完全母乳栄養と比べてアレル

されるのであろう。

ギー予防効果があったわけではない。また完全加

水分解乳と部分加水分解乳の比較では、前者で食
物アレルギーやアトピー性皮膚炎の発症抑制が
あったという報告もあるが、結論は確定的でない。

感作防御因子
可溶性ＣＤ１４

可溶性ＣＤｌ４はTolllikereceptor4の共受容体

母乳の代わりには豆乳もあるが、ハイリスク児に

として単球などに存在する自然免疫系の構成要素

牛乳由来の人工乳でなく豆乳を使用しても、アレ

であり、アレルギー抑制系のＴｈｌ細胞を誘導す

ルギー発症効果は認められなかった'2)。

る。出生コホートで生後６か月に湿疹を発症した

３．離乳食の開始時期

群と発症しなかった群でそれぞれの生後３か月時

母乳の継続時期は離乳食の開始時期にも密接に

の母乳中可溶性ＣＤｌ４濃度を比べると、発症した

関係している。アレルギー疾,患発症のハイリスク

群では有意に低下していた(図１）13)。

児に対して離乳食で特定の食物を除去したり、離

TGF-β

乳食の開始時期を遅らせたりすることにより、食

TGF-βは調節性T細胞を誘導し、耐性誘導に

物アレルギー発症を予防できるのではないかとい

関与することが知られており、母乳中にはＴＧＦ－

う考えは自然な発想であり、この仮説にもとづい

βLTGF-β２が存在する。Ｏｄｄｙらはハイリス
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ク児の出生コホート研究で、生後２週間以内の母

重要な役割を果たしていると考えられる。食物抗

乳中のTGF-βｌ濃度が、１歳までの反復喘鳴の

原に感作されずに、耐性獲得へと誘導するために

頻度と逆相関すると報告している(図２）'4)。母乳

は、適切な抗原量と母乳中の成分との関係、離乳

中のTGF-βは母乳中の食物抗原に対して耐`性誘

食開始時期と母乳栄養の併用などに配慮すること

導する役割があることがマウスの実験では明らか

が重要と思われる。今後さらに母乳中の免疫活性

になっている'5)。ヒトでも同様な機序で、母乳中

物質をアレルギー予防に有利になるように変化さ

のTGF-βが食物抗原とともに消化管に作用する

せる方法の探究が望まれる。

と、その食物への耐性を誘導する可能性がある。
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１．はじめに
母乳栄養が児にもたらす恩恵は多くの報告によ

めに明言しておく。

２体重減少に伴う諸問題

り科学的に証明され、乳児にとって最良の食物

新生児、乳児は成人に比して全体重に対する水

であることは議論の余地がない。1989年に世界

分の比率は高い。出生後は子宮外生活の移行に

保健機関(WorldHealthOrganization：ＷＨＯ)や

伴って、細胞外液が尿として生理的に排泄される

国際連合児童基金（UnitedNationsofChildren，s

ため、数日をかけて体重減少する’)。体重減少の

Fund：UNICEF）が母乳育児の保護、促進、支

程度は栄養方法によっても異なり、完全母乳栄養

援などを目的とした「母乳育児成功のための１０か

児では平均４～７％、人工栄養児で平均３～５％

条」を発表したことをはじめ、2005年には「母乳

と報告されている２)。実際には母乳栄養児の７～

と母乳育児に関する方針宣言」が米国小児科学会

14％に１０％以上の体重減少が見られている３)。出

(AmericanAcademyofPediatrics：ＡＡＰ）より

生後の体重減少に影響する因子としては、栄養方

提言され、世界各国で母乳推進の啓発や支援が行

法のほかに在胎期間、出生体重、分娩様式などが

われている。しかしながら、母乳栄養を行ってい

あり、経膣分娩では日齢２～３，帝王切開では日

る中で、少なからず児に問題が起こることがある。

齢３～４に体重減少のピークとなる４)。また、近

その多くは母乳栄養そのものが影響を及ぼしてい

年では欧米を中心としてわが国でも完全母乳栄養

るわけではなく、他の要因が存在し、複合化する

児における高ナトリウム血症や低血糖性脳症の報

ことにより顕在化する問題である。本稿では母乳

告が散見され、その多くが高度の体重減少を伴っ

栄養にまつわる諸問題とその原因について検討し、

ている4)5)。高ナトリウム血症は完全母乳児の0.2

概説する。食物アレルギーに伴う問題や、経母乳

～１０％に認め、１０％以上の体重減少をきたすこと

感染症などに関しては他稿を参照されたい。なお、

の多い日齢２～３に発症しやすく６)、また１０％以

筆者は母乳栄養を推進する立場にあることをはじ

上の体重減少をきたした母乳栄養児の約36％に認

vol､３２Ｎｏ３２０１４ＭＡＲＣＨ
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められた4)。症状は、けいれん、脳浮脆、急性腎
不全、頭蓋内出血、静脈洞血栓症などであり、重

ビタミンAOug）

ビタミンＢ，(ｍg）

ビタミンＢ２(ｍg）
ビタミンＣ(ｍg）
ビタミンDOug）

覚障害などの後遺症を残すこともある7)。ＡＡＰ

ビタミンＥ(ｍg）

の指針では体重減少が７％を超えた場合は母乳

カルシウム(ｍg）

Medicin）では母児同室を行い、適切に授乳が行

マグネシウム(ｍg）
ナトリウム(ｍg）

カリウム(ｍg）
リン(ｍg）

銅(似g）

ていなかったり、乳汁産生が不足していたりす

亜鉛(ｍg）

●

鉄(ｍg）

体重減少が７％を超える場合は、母乳が十分飲め

０

われていれば体重減少は出生時の796未満であり、

１４１０３０

され8)、ＡＢＭ（TheAcademyofBreastfeeding

００２

意欠陥・多動性障害、自閉症などの発達障害や視

育児について何らかの問題があるＵ能`性が示唆

●●

体温などがあり、長期的には学習・行動障害、注

母乳(1009中）育児用調製粉乳
００

`性、傾眠、甲高い啼泣、不活発、無呼吸発作や低

有量の比較

６１２５３４７３５８４４０３

る場合もある。低血糖脳症でも急'性期には易刺激

表母乳と育児用調製粉乳のビタミン、ミネラル含

４００

症の場合は神経学的後遺症を合併したり、死に至

3３

５３～58.5

0.039～0.08
0.078～０．１１

5.8～78
0.85～1.2

0.51～0.87
４４～５１
4.7～5.9
１５～1９．５

５７～6６
２６～2８

0.78～１

40.6～5０
0.34～0.41

文献１０)より引用

る可能性を示すとしている９)。よって、７％以上
の体重減少を認めた場合は母親や児の授乳状況や、
高ナトリウム血症、低血糖を示唆する理学所見が

常出生体重児に欠乏症状をきたすことがまれにあ

ないことを注意深く観察する必要があり、疑われ

り、その報告もされている。本項では過不足に注

る場合は補足栄養が必要となる。補足栄養は、母

意すべき栄養素について述べる。

乳が不足している場合は搾母乳が第一選択であり、

ａ）鉄

無症状の低血糖ではｌ～２時間毎の頻１１１１授乳、あ

鉄は酸素の運搬に働〈へモグロビンの構成要素

るいは搾母乳、人工乳を与える。症候』性の場合は

であり、血清中の鉄はトランスフェリンと結合し

ただちに静脈確保を行い、１０％グルコースを投与

ている。母乳中の鉄含量は人工乳に比べて著しく

する。また、低血糖は母乳不足やそれに伴う体重

少ないが、吸収効率に優れるため、通常は問題に

減少のみならず、インスリン分泌冗進や母体の子

なることは少ないが、母親の鉄摂取量が少ない場

宮収縮抑制剤使用など、さまざまな要因によって

合は鉄欠乏性貧Ⅲに陥る可能性がある。欠乏症状

起こり得るため、体重減少のみに注I'せずに児の

は、体重増１１１１不良、顔面蒼白、易感染性、不活発

症状や分娩環境も見逃さないことが雨要である．

などであり、神経発達にも影響を及ぼす可能性も

3．栄養素に関連する諸問題

あるⅢ)。先進国では母乳栄養の生後６か月乳児の
９～１５％が鉄欠乏状態であり、ｌ～３％が鉄欠乏

母乳は育児用調製粉乳と比較すると多くのビタ

'性貧血であると報告があり、Zieglerら'2)は、離乳

ミンやミネラルの含有量が少ないが(表)、正常体

食開始前の時期は鉄欠乏状態になるため、鉄剤の

重児で健康な母親の母乳を十分に授乳がなされて

投与を推奨している。離乳食開始の遅延による鉄

いれば、ビタミンＫ以外の栄養素は欠乏症状をき

欠乏性貧、の症例報告も散見されるため、医師や

たすことはない'０１。母乳に含まれる栄養素は食事

保健師、栄養師などによる適切な栄養管理、指導

内容や日常生活の影響を受ける。しかしⅥ母親が

が重要である。

バランスの良い健全な食生活を送っていても、正
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などの動物性食品に多く含まれ、植物性食品には

主な生理作用はプロトロンビンをはじめとする

原則として含まれないが、日本においては、納豆

凝固因子を活性化し、血液凝固機能を保持するこ

や味噌、たくあんなどの伝統的な食貼に含まれて

とである。また、オステオカルシンを活性化し、

いるため、菜食主義や極度の偏食がある場合はこ

骨形成の調節にはたらくα母乳のビタミンＫ含量

れらを念頭に食事摂取を行うことが重要である。

は人工乳に比べて少ない。欠乏による症状は出、

ｄ）亜鉛

傾向、特に消化管出血や頭蓋内出、などである。

jli鉛は必須微量元素の一つであり。約300種の

生後２週間以降の遅発'性ビタミンＫ欠乏性llImlで

金属酵素および補酵素として糖、アミノ酸、コレ

は肝疾`患などを合併している報告も数多くあるた

ステロール、脂質代謝、ＤＮＡ、ＲＮＡ合成、骨代

め、注意が必要である'3)。

謝などに重要な役割を果たす。亜鉛欠乏によりた

ｃ）ビタミンＤ

んぱく合成全般が障害される。低出生体重児など

ビタミンＤは肝臓で２５(ＯＨ)Ｄ３に変換された後、

をのぞき、通常の母乳栄養では欠乏することはな

腎臓で活性型であるｌα25(ＯＨ)Ｄ３となる。活性

いが、まれに低亜鉛母乳による欠乏症状を呈する

型ビタミンＤ３の主な働きは腸管でのカルシウム

例の報告が散見される'８１。多くは母親の血清亜鉛

の吸収、尿細管でのiw:吸収、骨のカルシウム、リ

I1fIは11三常であるが、母乳中の耶鉛Ｉｉ面は低値である。

ンの放出に関与して血清カルシウム値を上昇させ

亜鉛輸送蛋白ZnT（zinctransporter）に関する遺

る。ビタミンＤの摂取不足やロ光照射が少ない場

伝子異常による亜鉛輸送障害によるものと推察さ

合に欠乏となる。わが国でも冬季の積雪寒冷地域

れる'9)。低亜鉛母乳による獲得型亜鉛欠乏症では、

出生した児でのビタミンＤ欠乏'性低カルシウム血

母盲体への亜鉛投与により、母乳中のlIi鉛濃度は

症なども報告されており,4)、Matsuoら'5)の報告

上昇しない報告と20)、上昇を認めた報告もあり21)、

では、北海道で出生した’歳末満のくる病患者９

今後の症例の蓄積が必要である。獲得型亜鉛欠乏

例のうち、授乳方法が不明の３例以外の全例が母

症に対しては育児用調製粉乳を用いるか、亜鉛製

乳栄養であった。欠乏症状としては頭蓋癖、Ｏ脚、

剤を投与する。また、第８染色体(8q24.3)上に存

低カルシウム血症によるテタニー発作、けいれん、

在するＺｉｐfamilyの1つであるSLC39A4(ZIP4)遺

くる病などがあり、欠乏に対しては活性型ビタミ

伝子変異により、小腸からの亜鉛吸収が低下し、

ンＤの経口投与、日光照射、母のビタミンＤ摂取

腸』性肢端皮膚炎を起こす。

などがあるが、母乳移行をＨ的とする母親へのビ

タミンＤ投与は安全性が確認しておらず、推奨さ

れていない'6)。

ｃ）ビタミンＢ'2欠乏症

4．おわりに
本稿では症例報告を元に母乳栄養に伴う諸問題

について解説した。その多くが母乳栄養が直接的

ビタミンBl2は造血機能や神経修復などに働く。

原因となるものではなかった。産科期医療に関わ

欠乏症状として、巨赤芽球性貧血、口血球減少、

るものすべてがこうした事象が起こり得る可能性

血小板形成障害、末梢神経炎などがある。海外の

を周知し、それを事前に察知できるように観察、

報告では肉類、卵などを一切摂取しない母親に完

介入を適時行うことが重要であり、母乳育児推進

全母乳で哺育された児が発達遅滞、筋緊張低下、

には欠かせないことと考える。

非持続性足クローヌスを来たし、ビタミンＢ12補

充により改善した報告があり17)、母親の食生活が

参考文献

強く影響される。ビタミンBl2は肉や魚介類、卵

l）ZangenS,DiLorenzoC,ZangenT,ｅｔａＬＲａｐｉｄ

vol､３２No.３２０１４ＭＡＲＣＨ

東京小児科医会報

maturationofgastricrelaxationinnewborn
infantsPediatrRes2001；５０：629-632.

2）Dewey,ＫＧｅｔａｌ､Riskfactorsforsuboptimal
infantbreastfeedingbehavior，delayedonsetof

3５

tionbetweenironstatusandneurodevelopmeL
taloutcomesamongVLBWinfants・BrainDev、
２０１０；３２：849-854

12）ZieglerE,NelsonS,JeterJIronsupplementa‐

lactation,ａｎｄexcessneonatalweightlossPedi‐

tionofbreastfedinfantsfromanearlyage・Ａｍ

atrics2003；112：607-619.

ＪＣｌｉｎＮｕｔｒ２００９；８９：525-532

3）Yamauchi,Ｙ・etaLBreast-feedingfrequency

13）TakahashiDaijiro,ShirahataAkiraltohSu‐

duringthefirst24hoursafterbirthinfull-term

ｓｕｍｕ，ｅｔａＬＶｉｔａｍｉｎＫｐｒｏｐｈｙｌａｘｉｓａｎｄｌａｔｅ

neonatesPediatrics､１９９０；８６：l71-l75o

ｖｉｔａｍｉｎＫｄｅＨｃiencybleedingininfants：Fifth

4）ManganaroR,ＭａｍｉＣＭａｒｏｎｎｅＴ,ｅｔａＬＩｎ－
ｃｉｄｅｎｃｅｏｆｄｅｈｙｄｒａｔｉｏｎａndhypernatremiain
exclusivelybreast-fedinfants､JPediar2001：
１３９：673-675.

5）大橋敦，關谷信一郎，平林雅人，ほか．高ナ
トリウム血症と低血糖`性脳症をきたした完全母
乳栄養の新生児例．日児誌２０１３；117：14781482

nationwidesurveyinJapan

l4）鈴木亮，長崎啓祐，佐藤英利，ほか小児科
臨床２０１２；６５：1860-1864

15）MatsuoKMukaiT,SuzukiS,etaLPrevarence
andriskfactorsofvitaminDdeHciencyrickets
inHokkaidoJapan､Pediatrlnt2009；５１：５５９－
562

16）WangerCLGreerFRPreventionofricｋｅｔｓ

６）KonetnyGBucherHUArlettazRPrevention

ａｎｄｖｉｔａｍｉｎＤｄｅｆｉｃｉｅｎｃｙｉｎｉｎｆants，ｃｈｉｌｄｒｅｎ，

ofhypernatremicdehydrationinbreastfednew-

andadolescentsPediatrics、２００８；１２２：ll42-

borninfantsbvdailyweigningEurJPediatr、

ll52

２００９；１６８：815-818.

17）BarbanteCEMarceloV,MedeirosJ,ｅｔａｌ,Vita‐

7）YalnizogluD,HalilogluGTuranliG,ｅｔａＬＮｅｕ－

minBl2deficiencyininfancyasacaｕｓｅｏｆｄｅ‐

ｒｏｌｏｇｉｃｏｕｔｃｏｍｅｉｎｐａｔｉｅｎｔｓｗｉｔｈＭＲＩｐａｔｔｅｒｎ

velopmentalregression，BrainDev2005；２７：

ｏｆｄａｍａｇｅｔｙｐｉcalforneonatalhypoglycemia、
BrainandDevelopment2007；２９：285-292

８）AmericanAcademyofPediatricsPolicystate‐
mentBreastfeedingandtheuseofhumanmilk、
Pediatrics2005；１１５：496-506.

9）TheAcademyofBreastfeedingMedicinePro‐
tocolCommitteeHospitalGuidelinesfOrUseof
SupplementalyFeedingsintheHealthyTerm
BreastfedNeonate,2009.

10）児玉浩子，藤澤千恵母乳栄養で過不足に注意
すべき栄養素．小児内科２０１０；４２：1664-1668

11）ＫｏｎＮ,TanakaK,SekigawaM,etalAssocia‐

592-594

18）平部千恵，細川知聡，高原正和，ほか．低亜鉛
母乳により後天性亜鉛欠乏症のｌ例．西日本皮
膚科．２００８；７０：402-405.

19）ＨｕａｎｇＬ,GitschierJ・NatGenet､１９９７；１７：292.
20）金原拓郎伊川友香，八田尚人，ほか低亜鉛
母乳と超低出生体重による亜鉛欠乏症の１例．
皮膚臨床．２００６；４８：’769-1771.

21）村井真由美，落合豊子，浦上達彦，ほか低亜
鉛母乳による亜鉛欠乏症．皮膚病診療．２０１１；
３３：19-22.

東京小児科医会報

3６

2014ＭＡＲＣＨｖｏＬ３２Ｎｏ､３

第94回学術講演会

ウイルス,性脳炎・脳症の最近の知見
～インフルエンザ、ＲＳ、ロタなど～

東京医科大学小児科主任教授河島尚志

1．脳炎・脳症の臨床像
一般的に最初は非特異的な発熱、頭痛といった

症状で始まることが多く、小児では不機嫌、号泣、

も、やや高年齢にピークがある２１。

2．急性脳症(インフルエンザ脳症)の
臨床像と疫学

腹部膨満、悪心、嘔吐などの症状も見られる。そ

インフルエンザ脳症の特徴は、発熱から神経旅

の後神経障害に起因する症状が、急激に、あるい

状発現までの時間が非常に短いことが特徴の１つ

は緩序に出現する。種々の程度の意識障害、奇異

である。前１１までまったく健康である児が、２４時

行動、痙撃、脳神経症状、麻陣、あるいはその他

間以内に急変し、重症例では死亡する経過をとっ

の巣症状がみられ、症状は停滞したり、進行した

ていた。統計ではインフルエンザ症状発症後神経

り変動する。

症状が始まるまで、２４時間以内が30％、４８時間以

小児の急性脳炎・脳症は年間約1,000例程度の

内が70％以上であった。

患者数が発生している。原因が同定される中では、

インフルエンザ脳症の年齢分布は５歳以下が

インフルエンザウイルスに伴うものが最多であり、

60％であり、とくに２歳以下が44％である。その

約１／４を占める。次いで、ＨＨＶ－６や７に合併

予後は調査開始時の死亡率は30％以上に達し、後

するもの、ロタウイルス、ムンプス、マイコプラ

遺症がない例は半数以下である。解熱剤の使用制

ズマ、その他となっている’)。その他の原因とし

限や各種特殊治療の導入などにより、死亡率は

て、近年ＲSウイルス感染に伴うものが注目され

現在約８％にまで減少したが、後遺症をきたす

てきている。予後の面では、死亡や後遺症を残す

率は１５％程度であり、依然として本疾`患の予後

率は、ロタウイルス脳症では38％とインフルエン

は不良である。また、インフルエンザＡ（ＨｌＮｌ）

ザ脳症の約８％よりも高率であり、さらにアデノ

pdm2009の脳症も季節型インフルエンザと何様

ウイルス脳症も流行時に高い後遺症を残すとされ

の予後不良の割合を認める３)。

る。年齢分布では、1歳まではＨＨＶ－６や７に伴

病flM学的には、インフルエンザ脳症の死亡例の

う脳症が、２歳ではロタウイルスに伴うものが最

大脳・小脳の皮質、視床・橋・延髄には小1111符壊

多である。一方、インフルエンザ脳症はそれより

死が散在し､その周辺にはＣＤ68陽性マクロファー
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表１予後改善へのbreakthrough
●インフルエンザ脳症ガイドラインの作成
●ＣＯＸ２の強力な抑制作用のある解熱鎮痛薬を使用患者で予後不良である

●大脳辺縁系の刺激症状と思われる幻視・幻聴を多くの児が訴える

●lL-6やTNF-qなどのcytokine高値例を多数認める。約半数の症例において血球貧食細胞が各臓器に
見出される

●早期のメチルプレドリゾロン・パルス療法が有効であるエビデンスが得られたこと

●集中治療の介入が早期に行われる(血糖コントロール、脳圧センサー）
●約５％に有機酸代謝異常症・脂肪酸代謝異常症が関与の確認（メチルマロン酸血症、フルクトース

ー1,6-ジフォスファターゼ（FDPase）欠損症→グリセオール投与は禁忌、GTP2欠損症、全身性カルニ
チン欠乏症、ミトコンドリア呼吸鎖複合体欠損症）
●けいれん重積型脳症(２相'性けいれん群)の存在
●MERＳ脳症膨大部病変を有する脳症の存在
●ＳＮＰｓ解析から多くの遺伝的背景の同定(Ｓｃ/V7A、ＣＰ刀/、７LR3、RANBP2、ADORA2A）

ジの集族がしており、最終的には脳浮腫による小

の転送など遅滞なく診療がなされるようになった。

脳扁桃へルニアにて死亡し、病態に免疫反応の過

病態面では高サイトカイン血症が重症化の病態の

剰反応が確認されている４)。また、インフルエン

ひとつであることが知られ、メチルプレドリゾロ

ザと診断ざれ夜間に突然死した小児５例では、全

ン・パルス療法や血漿交換など、サイトカインに

例がアストログリアの変性を伴い神経源性の肺水

ターゲットとした治療を提言し、その後統計的に、

腫と脳浮腫が死因であることが知られている。

早期のメチルプレドリゾロン・パルス療法が有効

３．インフルエンザ脳症における予後改善
へのbreaktｈｒｏｕｇｈ

であるエビデンスが得られたことなど特筆すべき
ことであった。

また、約５％に有機酸代謝薑異常症・脂肪酸代謝

９８/99年のインフルエンザ脳症の多発から、死

異常症の関与が確認され、こういった`患者では強

亡率は大きく減少した。この間のbreakthrough

いケトーシス、低ｍ糖・高、糖、高アンモニア血

は表１のようなものであった。現在進行形のもの

症、代謝`性アシドーシス、高乳酸血症、凝固異常、

もあるが、予後改善や病態解明に多くの前進をも

高度の肝機能異常などが認められる。

たらした。特に、インフルエンザ脳症ガイドライ

特に、フルクトースー１，６－ジフォスファター

ン5)は診断・治療の面で画期的な役目を果たした。

ゼ（FDPase）欠損症では、急性脳症で降圧剤に用

疫学的な収集ができたデータから、ＣＯＸ２の強

いるグリセオール投与は禁忌であることにも言及

力な抑制作用のある解熱鎮痛薬の使用で著明な予

した。そのほか、ＧＴＰ２欠損症は、一部の患者

後不良になることを突き止めた。ジクロフェナム

では発熱に対し、ミトコンドリア機能の破綻をき

ではおおよそoddscoreで13倍死亡率を、メフェ

たす可能性が、抗生物質長期服用患者における全

ナム酸でも７倍の重症化を起こすことが判明し、

身`性カルニチン欠乏症、頻度の高いミトコンドリ

厚労省により、インフルエンザでの使用制限の緊

ア呼吸鎖複合体欠損症でもインフルエンザ罹`患時

急勧告がだされた。また、大脳辺縁系の刺激症状

に低血糖を伴い急'性脳症で発見されることが知れ

と思われる幻視・幻聴を多くの児が訴えることか

た。

ら、こういった症状の具体例をガイドラインでは

示し、診断を早期に行い、２次、３次医療機関へ
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図１

当院で経験したインフルエンザ脳症の死亡例と生存例の脈拍と体温、

ならびに血清中のlL-6(pg/ｍｌ）

４．

急性(インフルエンザ)脳症の病態

現在まで病態のうえで知られてきたこととして、

間軸を追ってみると、他の検査データが異常を示

す前にすでに上昇してきていることが知れた。
また、平行して、血管内皮細胞の障害が起きて

IL-6やTNF-a（あるいはTNF-aレセプター)な

いることが、病理結果やE-selectin上昇のデータ

どのproinHammatorycytokineが髄液中ならびに

などから知られている。さらに、細胞内ではミト

血清中で著明な高値を示し、高サイトカイン血症

コンドリアの障害が起きていることが、チトク

とそれに伴う全身性炎症反応が病態を担っている

ロームＣの上昇が予後不良の指標になることから

ことが確認されている6)。自験例での結果を図１

確認されている7)。こういったことから脳症にお

に示す。高サイトカイン血症に伴う、全身`性炎症

ける病態は何らかの遺伝的素因に高サイトカイン

反応SIRSの条件と比較してみると、脈拍が180以

を起こしやすいものがあり、サイトカインを制御

上、発熱が40.5℃以上の,恵児は全例死亡していた。

できない状態から、血管内皮の障害、血管透過性

また、ＩＬ－６値は化膿`性髄膜炎と同様あるいはよ

の冗進、BloodBrainBarrierの破壊＝脳浮腫をき

り高値を示しており、重症化の病態であることが

たすと推察されている。また、症状発現前に大脳

確認された。このため、早期にIL-6を測定する

辺縁系の刺激症状があることから、嗅神経が中枢

ことが診断の助けになることが推察され、来院時

神経への進入門戸としての可能性がいわれている。

に血清中のIL-6を熱`性痙撃やロタウイルスに伴

高サイトカイン血症は細胞質内のＮＫ－ｋＢを介

う良性痙鑿と比較検討した結果、インフルエンザ

してｉＮＯＳの転写冗進に働き、ＮＯの産生から細胞

脳症では有意に血清中のIL-6が高く、これを時

組織レベルにおいてＤＮＡ鎖切断が起こり、これ
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により細胞死が起き、術環障害や細胞破壊が起こ

インフルエンザ脳症では、確定診断例に加え、

るとされる。インフルエンザ脳旅において血清中

疑い例の時点でも、比較的簡単、安全に実施でき

ＮＯ２ならびにＮＯ３の高価例が多いこと、髄液で

る治療法として、抗ウイルス剤、メチルプレドニ

も対照に比べ優位に高値を示し、特に死亡例は高

ゾロンパルス療法、ガンマグロブリン大量療法が

値を示す。また、脳症におけるアポトーシスの関

なされる。これらに加え、現在想定されている脳

与を動物実験においてインフルエンザ脳症モデル

症のメカニズムから有効'性を期待される、脳低体

を作成し、病態解明を行った。結果、急,性期にア

温、Ⅲ漿交換、シクロスポリン、アンチトロンビ

ポトーシスを海馬中心におきていることが確認で

ンⅢ、脳保護剤など特殊治療がある5)。

きた(図２）８１。今後はアポトーシスをターゲット
とした治療法も試みるべきと考える。

5．脳症の治療戦略

特に近年注目される治療として、脳低体温療法
が、過剰な免疫反応および代謝を抑制し、神経障
害の拡大を阻止するＨ的で行われる、しかしなが
ら十分なエビデンスは得られていない。実施方法

一般に行われるＰＡＬＳに基づく支持療法が急`性

はブランケット冷却加温システムを使用し、体温

脳症の治療の基本である。呼吸循環管理はもとよ

を33.0～35.0℃に維持し、４８時間を目安に冷却し、

り、痙撃の頓挫、血糖管理、体温管理、脳圧降下

以後、時期を見て復温する。脳低温療法施行中は

剤の使用を行う。加えて、高サイトカイン血症を

脳圧モニター下での袴理が望ましいが、当院では

鎮静化させることと神経保護を11標にした特異的

脳圧モニターは全例には施行していない。過剰な

療法を過不足なく行うことが肝要である。

免疫反応および代謝を抑制し、神経障害の拡大を
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表２痙箪を伴ったロタウイルス感染者の特徴と髄液の検査結果(痙禦持続群と痙箪群発群別）
痙箪持続群
年齢

髄液中サイトカイン

痙箪群発群

６か月～３歳

６か月～３歳

男＞女

男＝女

|L-6

高値

低ぃ

1L1-β

高値

低い

|Ｌ-17

優位に低い

優位に高値

髄液中ＮＯｘ

優位に高値

→

髄液中グルタミン酸

高値

回数が多し､と上昇

予後

不良

良好

阻止する目的で行われ、有効例も多く報告されて

謝するミトコンドリア内膜の安定に関与しており、

いる。

３～４度の体温上昇で熱失活する４種の熱不安定

近年使用され始めた薬剤として、脳保護剤（フ

性SNPsと考えられている。また、ＲＮＡウイルス

リーラジカル消去剤)9)がある。発症後早期に開

の初期防御機構であるＴＬＲ３遺伝子の変異があ

始されている。ＮＯは多彩な生理作用を生体内で

る発症患者や脳症患者において優位に高いSNPs

発現しており、当初知られた血管弛緩因子にとど

が見出されてきている。

まらず、感染防御反応や炎症反応のメディエー

ターや免疫反応の制御、アポトーシスの誘導など、

８．ロタウイルス関連脳症

多様な領域に及んでいることから病態に合致する

ロタウイルス感染に伴う神経症状は２歳以下で

治療法である。当院では症状遷延例において２週

おおよそ２％に認める。電解質に異常やＳＩＡＤＨ、

間以上使用することもある。

不適切な輸液によるもので脳浮腫と後遺症が説明

6．インフルエンザＡ(Ｈ１Ｎ１)pdm2009脳症

のつく症例もあるが、ウイルス(遺伝子)が髄液よ
り検出されるなど明らかに脳症と考えられる例も

インフルエンザＡ（ＨｌＮｌ）pdm2009流行時には

多い。中枢神経系合併症として現在まで、「下痢

急速に進行する呼吸障害が多数認められた．これ

の伴う良性痙撃｣、脳炎・脳症、急性小脳失調・

はＰインフルエンザＡ(ＨｌＮｌ)pdm2009が主にⅡ型

小脳炎、Ｒeye症候群、髄膜炎、出血』性ショック

肺胞細胞する`性質を持っていたためと考えられて

脳症症候群、壊死,性脳症、ギランバレー症候群な

いる。一方で、脳症患者も季節型と同様に認めた

どの報告がある。ウイルスが直接髄液より検出

が、脳梁膨大部病変を伴う年長児の軽症例も多数

されない例もあり、ウイルス学的には、感染力

発症した。また、一部の患者においてエコノモ脳

はウイルス表面のＶＰ４が重要で、非構造蛋白の

炎が疑われる異常行動・言動を伴う精神症状を感

segmentlOによりコードされるＮＳ４が形態的に

染後認めた。

も、enterotoxinとして強毒性を示すことがいわ

7．急性脳症における遺伝的背景
SNPs解析から多くの遺伝的背景（SＣＭＡ、

れ、これが中枢神経系に作用しているともいわれ

ている。「下痢の伴う良性痙撃｣ではリドカインな
いしテグレトールが有効である。

ＣＰＴ"、ＴＬＲ３、RAjVB〃、ADORA21A）が同定

我々の調査ではロタウイルス感染に伴う痙蟻を

された。SClVZAは熱性痙鑿プラスの原因遺伝子

詳細に検討すると、１５分以上の持続の長い痙鑿を

として知れられ、ＣＰＴ〃はアシルカルニチンを代

１回起こすタイプ(重積群)と５分以下の短い痙鑿

弓

表３ＲＳウイルス感染中に痙撃を認めた９症例のプロファイルと髄液中の検査結果
numberofcase

９

age

ｙｅａｒｓ

ｌｌｍｏｎｔｈｓ

ｙｅａｒｓ

ｙｅａｒ
■

ｙｅａｒｓ

４ｍｏｎｔｈｓ

gender

ｂｏｙ

ｂｏｙ

ｇｌｒ

ｂｏｙ

ｂｏｙ

Encephalopathytype

ｍｅｔａｂｏｌｉｃ

ｅｘｃｌｔｏｔｏｘｌｃ

ｅｘｃｌｔｏｔｏｘｌｃ

excltotoxlc

excltotoxic

cytokinestorm

ＣＨＡＲＧＥ

ｎｏｎｅ

febrileseizure

ＧＴＣａｎｄ

ＧＴＣ

ＧＴＣ

ｈｅｍｉｃｏｎｖｕｌｓｉｏｎ

５０ｍｉｎｕｔｅｓ

３minutes

diseasesbeforeonset

ｌＯｄａｙｓ

２７ｄａｙｓ

１４days

ｂｏｙ

girl

■

ｙｐｏｘｌａ

■

ypoxla

hypoxia

Hydro-nephrosis

ｎｏｎｅ

pneumonla

nuchal

GTC

convulsion

Apneaand

rigidity

aftersudden

aftercyanosis lethargy

syndrome
瀞砠幽奔聖一帳朕

ＣＮＳｓｙｍｐｔｏｍｓ

hemiconvulsion

ｌａｔｅｒ

arrest

ｕｎｃｏｎｓｃｌｏｕｓｎｅｓｓ

Ｂｒａｉｎｅｄｅｍａ

ｓｅquela
ＣＳＦ

mentalretardate

proteln

１６ｍｇ/ｄｌ

ＬＡＭＰ＊

＋ｔｙｐｅＡ

mentalretardate

ｎｏｎｅ

bedridden，

mental

quadriplegia

retardation
８５．６

＋ｔｙｐｅＡ

＋ｔｙｐｅＡ

３００

ｎｏｎｅ

1９

＋ｔｙｐｅＡ

＋ｔｙｐｅＡ

ｌＬ－６ｐｇｍ

４．５２

3.8
￣

国ｏ画く三。［、．○Ｚ弓．’○ン

ＮＯｘｐｍｏ
､ＬＡＭＰ:Loop-MediatedlsothermalAmplification
"aftertreatmentofsteroids

１０５．２

244.3

、．

832.9
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を頻回に起こすタイプ(群発群)とに分かれる。重

れていない。しかし、このような予後不良の疾患

積群では、４０℃以上の高熱、嘔吐．下痢が痙撃の

を前に、有効性が推測される各種の治療法が試行

出現前日から当日に急激に出現し、意識レベルが

錯誤きれている。生命的予後は改善してきている

200以上のcoma状態になる。群発群は嘔吐出現か

が多くの後遺症を残す児がいる。早期に積極的治

ら数日経過して痙撃が冊現し、痙撃出現時には発

療を介入することを[Ｉ的とし、脳症群の早期マー

熱がなく、意識レベルは30以下と諸岡らの提唱す

カーを探しているが、脳症確定群と否定群での差

る｢下痢の伴う良,性痙撃｣と分類される。重積群は

は認めるものの、グレイゾーンの患者を明確にわ

圧倒的に男児に多いが、群発群では男女差はない

ける有意なものはみつかっていない。今後の研究

か、やや女児に多い。サイトカインレベル、Ｎ・

が待たれる。

の上昇なども重積群において認められる(表２）10)。
その他に、近年はロタウイルス感染に伴う小脳炎
の報告が増えてきている(表２)。

9．ＲＳウイルス脳症
ＲＳウイルスは呼吸器感染症の原因ウイルスの
代表であるが、神経学的合併症も稀ながら認め

る。米国での４年間のRSウイルス入院患者の調
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成育基本法について
松平小児科松平隆光

1．成育基本法のあり方
わが国の新生児死亡率や乳児死亡率は世界的に

みても極めて低く、子どもの身体の健康、教育、
栄養状態のいずれの面でも良好な状況となってい
る。

ら医療まで幅広くその権利を保障している。また、

子どもの権利条約を遵守し、子どもを「人格を有
する権利主体」として認めるとともに、良い環境
で育てられる権利を子どもに保障してきた。
その一万で、わが国では急速に少子高齢化が進
んだために、子どもの健全な育成を保障するため

しかしながら、わが国の社会や家庭環境におけ

の社会的施策が立ち遅れ、子どもを産みにくく育

る人間関係は希薄となり、孤独感をもつ15歳の子

てにくい家庭、職場、社会環境を作ってしまって

どもの割合が他の先進国に比べ高い値を示してい

いる。

る。また、子どもの頃に｢群れて｣遊ぶ機会が減少

出生数減少と寿命の伸長により、わが国の2055

したことなどにより、子どもの身体能力や社会性

年の高齢化率は40.5％と予想されており、わが国

等の低下が懸念されている。ざらに、出生時体重

は世界でも類をみない高齢社会を迎えることにな

が2,5009未満の低出生体重児は全出生の１割を超

る。少子高齢化の影響は、経済や生活環境に大き

え、全出生児の平均出生体重が低下し3,0009を下

な影響を与えることになり、妊娠・出産や子育て

回り、先進諸国の中で唯一特異な現象を呈してい

の環境のさらなる悪化も懸念される。

る。一方、近年のわが国では20歳未満の子どもの

さらに、「地域格差の拡大｣も大きな課題となっ

ﾎ'１対的貧困率が'5％を超え、増力'１傾向にある。子

ている。景気や雇用、財政力という点において地

どもの貧困は子どもの健康維持の障害となるだけ

域間の格差が大きくなり、社会保障関連の施策に

でなく、社会的な排除をもたらすことにより子ど

おいて同じ'1本という国に居住していても、地域

もの将来に悪影響をきたすことが危倶されている。

ごとにさまざまな格差が生じてきている。子ども

多くの先進国では、年齢、性別、障害による差

の保健．医療分野に限ってみても、①乳幼児医療

別をできるだけ少なくし、子育てのためにふさわ

費助成制度、②定期および任意の予防接種、③乳

しい環境を整えてきた。それらの国では、子育て

幼児の健康診査等において、地域格差がみられる

を｢次世代育成のための社会全体の問題｣としてと

ようになっている。

らえ、社会的連帯の精神によって母子の保健か

安心して女性が妊娠・出産し、保護者が子育て
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を行い、子どもが地域・社会の中で健やかに成長

4５

形成のための支援体制の構築

し、次の世代を生み出す健康な成人に育っていく

３）周産期母子健康診査と保健指導の充実

ことが保障される社会を形成することは極めて重

４）周産期医療体制の充実

要な国家的課題である。周産期、小児期、思春期

５）養育者の育児への参画を支援する制度の充実

を経て次世代を育成する成人期までの成育過程と

６）llK1際標準を満たす予防接種などの疾病発症予

いうライフサイクルの中で、さまざまな医療、保
健上の問題が生じる。これらの問題に適切に対処

するためには、成育過程にある者およびその養育

者に対して、国や地方公共団体からの多様な経済
的、身体的、精神的な支援が必要である。

防対策体制の構築
７）妊娠・出産・子育てへの継続的支援のための
拠点整備および連携

今川、本委員会は平成20年１月の日本医師会小

児保健法検討委員会(プロジェクト)答申で示した

また、成育過程にある者に対する保健・医療・

小児保健法案をベースとして、あらたに成育基本

福祉に係る支援についても個別の法制度等が「縦

法として制度の骨格を示したものであるが、今回

割り」になっており、必ずしも施策間の有機的な

提示したのはあくまでも制度の骨格を規定する法

連携が取れているとは言いがたい。

律案とそれを前提とする理念の部分のみであり、

これらの問題を解決するためには、成育過程に
ある者およびその養育者のための保健・医療・福
祉を包含した総合的な支援制度が必要である。
このため、当委員会は、わが国の子どもの健や

｢成育基本計画｣に盛り込まれる事項の具体的な実
施方法については、引き続き検討すべきである。

2．成育基本法(案）

かな発育を目指すためには、成育環境の整備が必

第１章総則

要であり、さらに、健やかな子どもの育成は、国

(目的）

の責務であることの基本認識の下、成育過程に

第１条この法律は、我が国の次世代を担う成

ある肴およびその養育者のために必要とされる諸

育過程にある者を尊重し、その心身を健やかに育

事業を一層推進するための基本法(理念法)である

成していくための、国、地方公共団体及び医療関

｢成育基本法｣の制定を提案する。

係者の責務を明らかにし、成育過程にある者の保

この法律は、わが国の次世代を担う子どもが心

健、咲療、福祉(以下、「成育医療等｣という）を提

身ともに健やかに成長していくための、養育者、

供するための施策に関する計画の策定について定

国、地方公共団体および医療関係者の責務を明ら

め、もって国民の健康及び社会福祉の増進に資す

かにし、子どもの健康を保持増進するための施策

ることを目的とする□

に関する計画を策定し、総合的かつ計画的に推進

(基本理念）

することを目的とする。具体的には、国の機関と

第２条成育医療等を提供することを目的とし

して｢成育医療等協議会｣を設置し、法定の計画と

て国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国に

して｢成育基本計両｣を策定するという枠組みを定

おける急速な少子高齢化の進展や保健医療を取り

めるものである。

巻く環境の変化等に即応し、高度化及び多様化す

国が策定する｢成育基本計画｣においては、少な

る保健、衛生、生活環境等に関する需要に適確に

くとも以下の項１１を含むものとする。

対応することができるように、関連施策との有機

ｌ）次世代を担う成育過程にある者に対する生

的な連携と配慮の基に、総合的に推進されること

命・健康教育の充実
２）社会、職場における子育て・女性のキャリア

を基本理念とする。
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(定義）

第３条この法律において、「成育過程」とは、

胎児期、新生児期、乳幼児期、学童期、思春期を

2014ＭＡＲＣＨｖｏＬ３２Ｎｏ､３

第２章成育基本計画

(成育基本計画）
第９条政府は、総合的かつ計画的に成育過程

経て次世代を育成する成人期までに至る人の成長

にある者の健康の増進及び福祉の向上を図るため、

周期をいう。

成育医療等に関する基本的な計画(以下｢成育基本

２この法律において、「成育医療｣とは、成育
過程で生じる様々な健康問題等を包括的に捉え、
それに適切に対応する医療をいう。

(養育者の責務）

計画｣という。)を策定しなければならない。

２厚生労働大臣は、成育基本計画の案を作成
し、閣議の決定を求めなければならない。
３厚生労働大臣は、成育基本計画の案を作成

第４条父母その他の養育者は、子の健康につ

しようとするときは、関係行政機関の長と協議す

いて第一義的責任を有する者として、子の心身の

るとともに、第11条に定める成育医療等協議会の

調和のとれた発達を図るよう努めなければならな

意見を聴くものとする。

い。

(医療計画との関係）

(国の責務）

第５条国は、第２条の理念（以下「基本理念」

という）にのっとり、成育過程にある者の健康の

第１０条都道府県は、医療法第30条の４第一項
に基づいて医療計画を定めるに際して、成育基本
計画の内容に配慮しなければならない。

保持及び増進に努めなければならない。

２国は、基本理念にのっとり成育医療等に係
る負担の地域格差の是正に努めなければならない。

第３章成育医療等協議会

(成育医療等協議会の設置）

３国は、基本理念にのっとり健やかな成育過

第11条厚生労働省に、成育基本計画に関し、

程を促すよう健康教育の推進に努めなければなら

第９条第三項に規定する事項を処理するため、成

ない。

育医療等協議会(以下｢協議会｣という）を置く。

(地方公共団体の責務）

(協議会の組織及び運営）

第６条地方公共団体は、基本理念にのっとり、

第12条協議会は、委員二十人以内で組織する。

国との連携を図りつつ、成育医療等に関し、その

２協議会の委員は、非常勤とする。

地域の特性に応じた施策を策定し実施することに

３前二項に定めるもののほか、協議会の組織

努めなければならない。

(医師等の責務）

第７条医師その他の医療関係者は、成育過程
にある者に対し、良質かつ適切な医療を提供する
よう努めなければならない。

(財政上の措置等）

及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

成育基本計画に盛り込むべき事項
１．成育基本計画に盛り込むべき事項
（１）次世代を担う成育過程にある者に対する生

命･健康教育の充実。わが国では、人体の仕組み・

第８条政府は、成育医療等が健全かつ円滑に

人のこころと体の病気･人の遺伝等に関する生命・

実施されるよう財政上の措置その他の措置を講じ

健康教育などの内容の量と質は国際的にみて極め

なければならない。

て貧弱である。次世代を担う成育過程にある者の
心身を守り、健やかな妊娠･出産をするため､｢パー
トナーを大事にする｣、「妊娠の成立と生理｣、「避
妊の実際｣、「性感染症」等に関する教育を適切な
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時期に行う。
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また、周産期に発見される胎児の異常のうち、

具体的には、保育所・幼稚園では蛎託医・園医

臨床的に有効`性が示されている胎児治療を社会保

による健康管理と親への健康教育（受動喫煙の弊

険診療の対象とする等の病的胎児への医療制度を

害や食育や病気の時の対処法等を含む）を実施す

充実するための計画を立てる。

る。小学校・中学校・高等学校では学校保健会と

（５）養育者の育児への参1miを支援する制度の充

さまざまな職種の学校医・協力医などが協力して

実、母親だけでなく父親および祖父母や近親者な

健康の管理と教育の実施に関する計画を立てる。

どの養育者の育児への参画を充実させるための、

また、健康なこころと体をつくるための、適度
な運動と食育教育が重要である。保育所・幼稚園
からの口腔衛生を含めた食育教育を計画的に実施
する。

国、地方公共団体、地域、職場の施策を実施する
ための計画を立てる。

（６）国際標準を満たす予防接種などの疾病発症
予防対策体制の構築、予防接種法により定められ

さらに、成育過程にある者を対象に女`性のライ

ているわが国の予防接種は、先進国の実施状況

フステージを踏まえた適切な健康教育を充実させ

からはるかに遅れているだけでなく国際標準にま

る。

で達していない。米国の予防接種実施諮問委員会

具体的には、適切な出産年齢、多岐にわたる女

(ＡCIP）と同様な組織を主務省から独立した形で

性特有の健康イベントと疾病、それらのサインや

構成し、国際的に標準とみなされる予防接種を実

予防方法を成育過程にある者に正しく教える健康

施するための計画を立てる。さらに､マススクリー

教育を充実するとともに、女`性特有の疾患を予防

ニングなどによって診断された患者に対する適切

･治療する優れた医療体制を構築するための計画ｉ

な治療・管理体制を構築する。

を立てる。

（７）妊娠・出産・子育てへの継続的支援のため

（２）社会、職場における子育て・女'性のキャリ

の拠点整備および連携、これまでにも妊娠期から

ア形成のための支援体制の構築、子育てを支援す

子育て期にかけての支援は各種施策で行われてき

る制度、子育てをする女`性のキャリア形成を妨げ

ているが、総合的かつ継続的にすべての支援がワ

ない制度を地域・職場に構築するための計画を立

ンストップで受けられる拠点はなく、かような小

てる。

規模拠点の全国配置が必要である(外国の例では、

（３）周産期母子健康診査と保健指導の充実、周

フィンランドのネルポラなど)。

産期における妊産婦と胎児の健康診査を公費で行

これを整備することは、すべての子どもの育ち

う。妊産婦やその配偶者が育児不安を軽減する目

を支える次世代育成施策となり、「発生後の介入」

的で、かかりつけの医師を訪問し、必要な保健指

から｢予防的支援｣ヘの転換が可能となる。これら

導を受ける制度を整備するための計画を立てる。

の拠点整備および施策連携を効果的に実施するた

（４）周産期医療体制の充実

めの計画を立てる。

周産期医療体制において、総合周産期・地域周

２．その他の事項

産期、一次・二次病院、有床・無床診療所等と小

基本計画に位置づけるかについてはさらに検討

児科等関連科の役割分担を明確にし、良好な連携

を要する事項ではあるが、本委員会が「いずれも

体制構築と維持を図る。そしてそれらの中で、時

重要な政策課題である」と考えるものは下記のと

代の要請に応える検査（例えばタンデムマススク

おりである。

リーニングや新生児聴覚検査等）の全例導入とそ
の精度管理を実施する。

①出産育児一時金の充実：健康保険への加入の
有無に係わらず、Ｈ１産育児一時金を充実させるた
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めの財源を確保する。

②小児医療費助成制度の充実：小児に対する医
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査を実施する。さらに、思春期の子どものこころ

と体の健康審査体制を充実させる方策を識ずる。

療費助成は地域格差が大きく、大都市圏を中心に

⑥障害児(者）・発達障害児(者)とその家族への

15歳までの小児を助成する地域がある一方、助成

支援、障害児(者）・発達障害児(者)への医療・保

制度がない地域や所得制限がある地域もある。こ

健・福祉を充実させる体制の構築を目指した検討

のような地域格差を解消するための措置を講ずる。

を行う。障害児(者）・発達障害児(者)が自己充実

③小児健康手帳の導入：６歳までは母子健康手

感を持って社会生活を送ることができるために必

帳、就学児は学校での健康手帳があるが、６歳ま

要なトレーニングや就労支援などを充実させる。

でしか記載項目のない母子健康手帳は小学校に入

在宅において人工呼吸器を装着する重症心身障

ると紛失しやすく、中学生になると本人の成長記

害児(者)の家族を支援するためのレスパイトケア

録や予防接種歴が不明となることが多い。少なく

体制を充実させる。

とも出生時から成人に至るまでの本人の成長記録
を保存するための方策についての措置を講ずる。

⑦慢性疾患を持つ子どもの成人への移行体制の
整備、医療・保健指導・社会的支援が必要な小児

④子どもの健康相談体制の充実：子どものここ

期に発症した慢性疾患を持つ患者が増加している。

ろの問題、特別支援教育などを考慮した就学問題、

患者が成人に移行する際に成人の医療提供者に引

慢性疾患を持つ児の長期管理の問題などに関する

き継がれないまま、小児医療提供者が成人`患者を

相談等、子どもの心身の健康に関する相談に対し

診療している例が極めて多い。今後、小児医療提

て助言・指導体制を充実する。

供者と成人医療提供者とが協力して、患児の移行

⑤子どもの健康診査体制の充実、新生児期から

プログラムを整備し、さらに、小児期に発症した

乳児期を含めた小児の成長過程における発達や栄

慢性疾`忠を持つ`患者を診療する成人医療提供者を

養状態の把握および指導が必要である。何らかの

増やす体制を整備する。

発達遅延や異常の可能性があれば経過観察や専門

⑧その他：子どもの死因を評価する体制の整備、

医紹介も可能で、早期介入による改善が期待でき

事故の予防に対する研究･施策、長期入院児への

る。

配慮、入院環境の整備、保育所などの整備による
ｌか月、３．４か月、６．７か月、９．１０か月、

１歳、１歳６か月、２歳、３歳、５歳児に健康診

育児支援、専業主婦への育児支援、貧困家庭・片
親家庭への支援等を行う。
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東京女子医大における女Ｉ性医師支援について
東京女子医科大学附属女性生涯健康センター檜垣祐子

る現代のわが国における多様化した女性医師のラ

はじめに

イフスタイルを考慮する必要がある。図１’１に示
すように、現代女性にはさまざまなライフコース

女性医師への支援を考える際に、その背餓にあ

再就職

ｒｌ
Ｌ」

－－－…＞
州みえない十天井

１１１１１ＩＩ

出産・子育て Ｏｍ》ミスの一 ｏｌＺ大の

医師を継続

EEii玲２０

一専業主婦

野

非婚で医師継続

職業としての医師

ＩＩＩＩＩＩｌ

医学生

■■￣“唾

………＞i■>IlT

４m

図１女性医師のライフコースの多様化

女性医師はどのライフコースにおいてもワーク・ライフ・バランスに関連し
た悩みがある。子育てにより離職した場合には、世の中に取り残されるように
感じたり、いわゆる空の巣症候群の問題がある。またＤＥＷＫＳで奮闘する女性

には、職業・母親の葛藤や、スーパーウーマン症候群がある。非婚で医師を継
続する女性にとっては、両立型にかなわないという思いや、孤独感に捉われる
可能性がある。ＤｌＮＫＳにとっては子どものいない人生でよかったのか、とい

う問いが付きまとう。さらに仕事を継続しても、その先には｢見えない天井｣が
存在する。
ＤＥＷＫＳ：ｄｏｕｂｌｅｅｍｐｌｏｙｅｄｗｉｔｈｋｉｄｓ、ＤｌＮＫＳ：ｄｏｕｂｌｅｉｎｃｏｍｅｎｏｋｉｄｓ

岡本祐子｢女性のライフサイクルとこころの危機｣')を基に作成

東京小児科医会報

5０

2014ＭＡＲＣＨｖｏＬ３２Ｎｏ､３

があり、女』性医師も例外ではない。結婚せずに仕

いう役割(あるいは観念)が女性医師のキャリア形

事を継続する、結婚した後、子どもを持たずに継

成の障害となっていることが推察される。

続する、子育てしながら継続する、あるいは結婚

このような背景からさまざまなキャリア支援が

や子育てを機に離職するという場合がある。離職

行われているが、ここでは、筆者の勤務先である

後には子育てを経て再就職を考えることになる。

東京女子医科大学での女`性医師キャリア支援につ

このほか配偶者の転勤などに伴って、離職するこ

いて述べたい。

ともある。医師といえども女性の就業状況は家族

など周囲の状況によって大きく影響されやすいと
いう特徴がある。

東京女子医科大学における女性医師の
キャリア支援

どのような立場になっても、当事者はワーク・

女性医師のキャリア支援には、仕事を継続する

ライフ・バランスをめぐる悩みを抱えている。た

ための支援､離職者の門研修システム(セイフテイ

とえば、子育てにより離職した場合には、世の中

ネット)、就労環境(過重労働･長時間勤務)の改善、

に取り残されるように感じたり、いわゆる空の

ワーク・ライフ・バランスの実現、支援システム

巣症候群の問題がある。またＤＥＷＫＳ（：double

の連携(大学・病院・医師会・自治体・地域など）

employedwithkids)で奮闘する女性には、職業・

のようなさまざまな仕組みが考えられる。

母親の葛藤や、スーパーウーマン症候群がある。

東京女子医科大学では、近年特に女`性医師の

非婚で医師を継続する女性にとっては、両立型に

キャリア支援のためのさまざまなプロジェクトが

かなわないという思いや、孤独感に捉われる可能

実施・運用されてきているが、これらを統括する

性がある。DINKS(doubleincomenokids)にとっ

組織として、平成21年、男女共同参画推進局が設

ては子どものいない人生でよかったのか、という

けられた。現在、この下部組織として、女性医師・

問いが付きまとう。さらに仕事を継続しても、そ

研究者支援センター、女性医師再教育センターが

の先には｢見えない天井｣が存在する。

女`性医師の支援のため機能している。支援のため

そこには、性別役割分担意識が男女ともに根強
いことに加え、女`性の社会進出に子育てなどを支

援する社会基盤が十分伴ってこなかった、などの
問題が大きく関与している。

わが国の女子医学生の割合は年々増加し、全国

の仕組みをいくつか紹介する。

仕事を継続するための支援
１）保育支援

院内保育・病児保育といった保育支援は必須で

平均で約40％に達する。女'性医師の割合も若い世

ある。

代では30％台になり、今後は女性医師が医療を担

２）ファミリーサポート

うことになる。一方で、現在女性医師の離職が深

本学でのファミリーサポートは派遣型家事・育

刻な問題として取り上げられている。全国的な実

児支援システムで、平成21年度文部科学省「周産

態調査がないため、限られた調査結果から推測せ

期医療環境整備事業（人材養成環境整備)」選定事

ざるを得ないが、泉らのアンケート調査（対象者

業男女共同参画型ＮＩＣＵ人材養成プログラムー地

1,423名、回答率50.0％）では、女性医師の55％が

域と支えあう周産期医療一として実施きれている。

離職(週40時間以上の勤務をやめること）を経験し、

女』性医師などに対し、地域と連携し、地域住民や

その大部分が、最初の１０年間に離職していた2)。

周辺学校、ＮＰＯからサポーター（提供会員）を募

｢家事・育児は女`性の役割｣という`性別役割分担の

り、保育所への送迎や子どもの預かりなどのサ

文化を背景としているわが国で、家庭の担い手と

ポートを受けられる仕組みで、より働きやすい環
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【神経精神科】1名(1%）
一】

矢縄

ロ竿斜】２午

【耳

二plNM座料】２午

＝ｆ陵

【内科系】36名(45%）

ﾖ昆木二Ｍ９キ

ア】8名(11%）

【小児科】10名(12%）

､＝80(研修者）

平成25年６月末現在

図２女性医師再教育センター申請者の研修先診療科
再研修先の希望は内科系が多い

境整備を目指している。

ンターでの研修システムは、研修者ごとにオー

３）短時間勤務制度

ダーメイドの研修計画を立てるよう企画されてい

短時間勤務制度については、特徴ある各種短時

る。このような研修システムを運用するには、研

間勤務制度を整備している。主に育児中の医師を

修受け入れ先の病院の協力が欠かせない。「女性

対象とした、週28～36時間の短時間勤務制度のほ

医師再教育一復職プロジェクト」では、日本赤十

か、育児の傍ら短時間勤務により研究を遂行する

字社、社会福祉法人恩賜財団体済生会の２つの公

女性研究者支援制度を設けている。これは毎年２，

的病院群とメディカル・プリンシプル社および女

３名の該当者があり、離職することなく研究を継

性医師再教育センターの４者が、「女`性医師の労

続し、その成果が上がっている。また、高度な臨

働条件や就業環境改善のための支援」という共通

床技能などの取得をめざした、キャリア形成のた

目標のもとに再研修システムを構築している。研

めの短時間勤務制度も実施されている。

修者にとっては、居住地に近い病院での研修が可

離職者の再研修システム
１）再教育一復職プロジェクト

能となるだけでなく、研修内容の選択の幅がさら
に広がり、より質の高い研修が可能になっている。

センターへの研修申請者は平成25年６月末まで

離職者の現場復帰を支援するのが女'性医師再教

で183名であり、そのうち、すでに研修を修了し

育センター（http://www,ｔｗｍｕ・acjp/CECWD/）

たのは68名、研修中12名、待機中35名などとなっ

で平成18年に設立された。医師にとっては一度離

ている。申請者の中には、離職期間が短く、また

職してしまうと、最新の医療情報や技術について

環境の整備により、すぐにでも常勤での復職が可

いくことが困難となるため、多忙な臨床の現場に

能と思われるケースや、研修の時間が取れないな

戻ることは容易ではない。また、離職した女`性医

ど、再教育センターの研修システムにはマッチし

師の経験や環境はさまざまであるため、画一的な

ないケースもあり、その場合は相談のみでいった

研修システムでは復職支援として十分に機能しな

ん終了する。

いという問題がある。そこで、女性医師再教育セ

申請者の出身は全国の医科大学に及ぶ。年齢は
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40歳代が最も多いのは、離職の理由はほとんどが

立つプログラムだと`思う」などがあった。キャリ

出産・育児であることを考えると、育児がやや落

アに関するコンテンツ「女性医師再教育センター

ち着いた、という世代に相当すると考えられる。

で学んだ女性医師の経験｣への感想としては、「と

離職期間中の勤務状況は、全く勤務していない

ても参考になった。家で悩んでいるだけではなく、

ケースのほか、非常勤で週ｌ～３日の勤務をして

－歩踏み出してみようという勇気をもらえた｡｣、

いたというケースも少なくない。研修先の診療科

｢復職を前に、仕事や育児への意欲と不安が入り

は図２のように内科系が多い。

混じるなか、実際に復職された先輩の女性医師の

当然のことながら、離職期間が長い再研修者で

体験談を聞き、とても参考になった。初めての育

は、離職前の経験が長いほど、再研修期間は短く

児で、視野が狭くなりがちだったが、これからも

て済み、その後も希望する方Ｆ１へ進みやすい。ほ

研鐵を続けようと思う。｣などが寄せられた。

とんど臨床経験がない場合は、フルタイムでの研

修か、相当な時間をかけて臨床復帰をする覚悟が
必要である。

２）教育・学習支援プログラム（e-learning）

就労環境の改善一医局長インタビューから
見直す勤務環境の改善
大学病院では勤務医の総労働時間や、診療外の

再教育センターでは、平成21年から、グラク

業務に費やす時間も長いことなどが指摘されてお

ソ・スミスクライン社の参画を得て、医療従事

り、勤務環境の改善策を講じるためには、まず勤

者であれば誰でも無料で視聴することができる

務の現状を明らかにすることが重要である。そこ

e-learningの配信を開始した（http://www・twmu

で野原らは、文科省科学研究費を得て、大学病院

acjp/CECWD/e-learning)。e-learningは離職し

の医局長を務める医師のインタビューを行った3)。

た女J性医師が、在宅で医学情報を得ることができ、

その結果、勤務時間制度および業務時''１１管理に

再研修に踏み出すまでの準備として利用すること

ついては全医局長の62％、業務内容および業務管

ができる。コンテンツは女`性医師のキャリアに関

理については81％が改善を必要と回答したものの、

する項目、臨床に必要な基本的項目、実践的項目

それらに対し、何らかの取り決めがあると回答し

の３つのカテゴリーに分類されている。

た医局長は、業務時間やその管理については24％、

配信開始以来、登録者数は4,000人を超えてい

業務内容や業務管理については48％にとどまった。

る。そのうち半数程度が医師で、女`性が67％とや

つまり、勤務時間や業務の内容、管理については、

や多く、年齢は30～50歳代が大部分を占める。勤

改善が必要なものの、取り決めや対策が不十分な

務状況は意外にも常勤医が多く、非常勤、休職中

現状にあるといえる。

の医師はあわせて約３分の１であった。

そこで、考えられる対策としては、個人、医局、

平成21年11月に登録者を対象に施行したアン

大学(病院)のそれぞれの立場での取り組みが考慮

ケート調査では、８４人の医師がlTI1答し、９２％

される。たとえば大学(病院)全体の取り組みとし

がe-learningは復職支援に「役立つ」と回答

ては、会議の効率化などが想定される。医局単位

し、全員が自己研讃に「役立つ」とllI1答している。

の取り組みとして、長時間勤務による疲労や意欲

e-learningへの意見としては、「このプログラム

の低下を改善するための対策が望まれる。大学病

に勇気づけられてⅥ研修に踏み出すことができた。

院では各専門科による勤務体制の違いが大きいこ

ほかの科の勉強もできるので有難い｡｣、「何をど

とから、それぞれの休養の重要‘性を医局全体で認

う勉強していいかわからなかったので、いろいろ

識し、「最低限、週にｌｐは完全な休日を確保す

な科の専門知識が盛り込まれていて、とても役に

る」など、各医局で具体的な基準を設定すること

vol､３２No.３２０１４ＭＡＲＣＨ
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などが考えられる。さらに個人の取り組みとして、

労形態を確保し、短時間勤務、多様な研修制度な

執務環境改善のために医局やロッカールームを整

どの整備も必須である。男'性医師の働き方につい

備し、適切な個人スペースを確保することなどが、

てもチーム医療の推進やシフト制など、長時間の

すぐに実行可能な対策として提案されている。

過酷な勤務に頼らずとも、安定した医療を長期的

意識の問題とワーク・ライフ・バランスの
実現

に提供できるような対策を講じる必要がある。

これらの対策を推進していくことにより、女』性
医師が一層活躍し社会貢献を果たすとともに、医

価値観が多様化した現代社会にあって、支援を

療全体の枠組みを考え直す機会とすることで、男

受ける側にも、医師としての使命感が薄いと言わ

性医師を含めた勤務医の就労環境を積極的に改善

ざるを得ない女`性医師もいることは否めない。特

することに結びつき、より安全で、質の高い医療

に若い世代ではパート医の方が高い満足度を得ら

の長期的、安定的な提供に貢献できるものと思わ

れると考えるものが少なくない。

れる。

また、従来から医療現場を担ってきた男性医師

の意識として、過重労働を当然のこととして受け
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が無理なく働けるような環境を目指す。柔軟な就

4）第２回全国小児科医師現状調査報告書（完全版）
平成21-22年度成育医療研究開発費事業「女性

医療従事者の支援に関する研究」班（社）日本
小児科学会女`性医師の職域での環境改善プロ
ジェクト委員会

5）米本倉基我が国における女性医師の現状：諸
外国との比較を踏まえて同志社政策科学研究
１３：109-125,2012
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第94回学術講演会

女Ｉ性医師支援の実体験１例
あきやま子どもクリニック宗像可枝

はじめに

復帰を困難にした背景

女性が医師となり、男'性と同様の仕事の継続や

私は地方出身で、研究職で東京に来たため、東

キャリアアップを望んでいる場合、出産や育児な

京の大学医局に所属していなかった。そのためも

どを伴う生活が発生すると、勤務が中断され、職

あり、臨床系の人脈に乏しかった。また、フルタ

場復帰やキャリアアップのための研修に困難を伴

イムの臨床を離れて１０年くらいたっておりブラン

うことが多い。この問題に対し、第94回東京小児

クがあった。研究職に関しても、離職前までに復

科医会学術講演会でシンポジウム「東京小児科医

職を可能にするほどの業績が十分ではなかった。

会の女子医学生・女性医師支援｣が行われ、出産．

また、高齢出産で、予想外の妊娠中のトラブル

育児を実際に抱えながら復帰の道をたどる具体的

により、出産前に、出産後の復職の見通しを考え

な例を取り上げる目的で、自分自身の経験を紹介

るのが困難となった。体力も、長期臥床生活によ

する機会をいただいた。本稿では、その概略につ

り低下し、出産後にどの程度働けるのか、見通し

いてご紹介する。

が立ちにくかった。さらに、子育てに関して、す

離職の理由
卒後18年の医師および研究医生活の後、４０歳台

で高齢妊娠となった。妊娠４か月、切迫流産で入

ぐに頼れる親族が東京近辺になく、一般の保育施
設を、出産前に十分検討する余裕もなかった。

復帰を可能にした環境

院となり、休職をとなった。さらに入院後の検査

Ｈ１産後半年くらいたったころ、あきやま子ど

で、妊娠継続を困難とする大きな子宮筋腫がみつ

もクリニックの秋山千枝子先生から、「そろそろ

かり、妊娠５か月に筋腫核出のため開腹手術を行

復帰できないか？」と打診があった。秋山先生は

う。術後も出産まで安静が必要で、帝王切開で出

東京へ来てからの数少ない臨床系の知人として、

産した。半年のうちの２度の開腹手術と長期の安

細々と長く付き合いがあった。出産前にも、あき

静生活は、著しい体力の低下を招き、州産後の任

やま子どもクリニックで代診をさせていただいた

期更新時期に、更新をやめ退職した。

ことがあった。

復帰当時、すでにあきやま子どもクリニックに

ｖｏＬ３２Ｎｏ､３２０１４ＭＡＲＣＨ
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'よ、２歳までの保育室、未就学児の－時預かり保

育室、さらに病児保育室を完備され、クリニック
勤務時には、心配なく子どもを見ていただける環
境が整っていた。

資格更新について

5５

復職後の問題点
出産後、高齢出産と長期臥床による体力低下の

ため、仕事を増やすのも、研修に通うのも、思う
ようには行きにくかった。また、子育ての面に関
しても、１歳過ぎまでは1時間おきの夜泣きに悩

高齢になって州産となったため、それまでに専

まされた。また乳幼児期は、一度保育室に預ける

門医を２つ取得することはできていた。小児科専

と発熱し、治ったころ次の仕事や研修という状態

門医と臨床遺伝専門医である。出産後、専門医の

を繰り返し、仕事のないＨでも子どもの看病に追

資格更新時期がどちらも別々にやってきたが、そ

われるという生活もあった。

れぞれ困難が付きまとった。まず、県外の全国集

また、保育所の待機児童の問題と私の勤務が非

会などには、出席が困難となった。上手にキャリ

常勤勤務であることで、保育所への受け入れ申請

アを積まれている先生方の中には、学会の託児を

も通らず、３歳よりは幼稚園に入園したが、幼稚

利用され、学会発表などもされている先生を、か

園の登園降園時間や幼稚園行事などと、私の出勤

つてお見かけしたこともあったが、私の場合は、

時間や帰宅時間との調整が難しくなることもしば

学会発表の予定などもなく、長距離乳幼児を抱え

しばで、配偶者の協力や、遠方の親族を呼び寄せ

て学会に行く体力や気力に乏しかった。

るなどのことも余儀なくされたこともあった。

小児科専門医に関しては、学会出席単位は、当

一方で、これらの経験が、現在のクリニックで

東京小児科医会に所属させていただき、学術講演

の外来診療の子どもさんやご家族の医療サポート

会への出席で、大変助かった。しかし、基本単位

をする上で、状況を身近に感じることができ、役

については、オンラインセミナーで取得するこ

に立っていることも否めない。

とになった。これにより遠方への学会出張は免れ
たが、オンラインセミナーでは視聴とテストがあ

るため、集中して勉強する時間を割く必要があり、

おわりに
女性ではあっても、医師となるには、それだけ

子育て中は時間が細切れにしか使えないことが多

の時間と費用がかかり、数多の諸先生方のご指導

く、困難を感じたのも事実である。

があったおかげであり、出産子育てというハン

臨床遺伝専門医に関しては、症例の提出を義務

ディはあっても、少しずつでも社会に還元できる

付けられており、出産後は、臨床的にも研究的に

環境があってほしい。また、そういう選択をする

も遺伝業務を離れていたので、更新１年半くらい

女`性医師の先生が一人でも多くいらっしゃること

前になって、対策に追われた。助けていただいた

を希望したい。私のｌ経験例での復帰のポイント

のは、東京女子医大の女性医師再教育センターで、

は､いまだ完全復帰ではないが､①個人的ではあっ

こちらの希望を言ってコーディネートしていただ

ても什事上の人脈を途絶えさせない人事にして

き、遺伝子医療センターの斉藤加代子先生をご紹

おいた人とのつながりが結果として役に立ったこ

介いただいた。斉藤先生が、資格更新の症例を取

と、②子どもの健康が思わしくないときでも、仕

得するために診療の陪席を許可して〈ださり、臨

事中は安心して働けるよう、育児をサポートして

床遺伝の再研修と症例取得が可能になった。

くれるシステムが存在したこと、③女性医師再教
育センターのように、出身医局に関係なくグロー
バルでニーズに合わせて}１１談に乗っていただける、
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支援システムが存在したこと、の３点であったこ

(よ、予想外の妊娠出産のトラブルや、それまでの

とを報告した。

人脈の形成などが、復帰のスムーズさを左右する

発表を終えて

要因となる叩能'性があるなど、女性特有の出産を

経ての仕事への復帰は多かれ少なかれ困難を伴う

結婚､出産を計画的にされ､うまくキャリアアッ

ものと,思われる。そんな中で、どんな問題が生じ

プされている女'性医師の先生方もいらっしゃい

うるのか、どんなサポートがあると出産を経ても

今回ご紹介した私のケースは、どちらかというと、

女』性医師が復帰への道を歩みやすいのか、という

一見計画性もなく、事前のビジョンがないために

問題を提起するのに少しでもお役に立てていたら

招いた結果とも捉えられかねない。また、医師と

幸いである。

いう職種の中にあっては、貢献度も低くキャリア
も中途半端であり、出身医局に対しても学会の諸
先生方に対しても失礼な気持ちがして、個人の経
験を学会で発表するのは、大変はばかられた。
しかし、若くして出産される場合には、臨床経

謝辞

仕事の復帰を可能にしてくださったあきやま子
どもクリニックの秋山千枝子先生、臨床遺伝の専

門医資格更新を助けてくださった東京女子医大遺

験や資格取得などが途上で中断されることもあり、

伝子医療センターの斉藤加代子先生、それをコー

出産後のキャリアアップには、臼分自身の頑張り

ディネートいただいた女`性医師再教育センターの

ももちろんであるが、周囲の理解やサポートを相

和田美周子さんに、この場をお借りして深謝いた

当必要とする。私のように高齢(1)産となった場合

します。
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薬剤,性ＱＴ延長とは
東京女子医科大学循環器内科志賀剛

合、このＱＴ延長効果が主効果であるため、治療

Ｌはじめに

上心電図や電解質など注意深く管理されるが、本

薬により元々ある不整脈が悪化、あるいは新た

に不整脈を引き起こすことを催不整脈作用とい
い、薬の心』性副作用のひとつでもある。催不整脈

は、心室性と心房性、刺激伝導系の異常（徐脈性

来主効果と全く関係ない非抗不整脈薬でこの現象
が起こることは重大な問題となる。

ⅡなぜＱＴ延長が問題なのか

不整脈）に分けられる。とくに心室性催不整脈の

ＱＴ間隔とは心電|又|にてQRSのはじめからＴ波

なかでもＱＴ延長を伴う多形性心室頻拍は血行動

の終末までの間隔をいい、心室興奮の開始から終

態の破綻から失神を来たし、心室ﾎﾟ''1動に移行しう

了まで、すなわち心室筋の活動電位持続時間を反

ることから突然死の原因となる。抗不整脈薬の場

映するといわれている(図１）’)。この活動電位持

Ｒ

男性：ＱＴ間隔≦0.41秒

女性：ＱＴ間隔≦0.43秒
割~し鐸一環

割－－－－－－つＩＱＴ間隔

０

膜電位

図１心電図のＱＴ間隔と心筋細胞の活動電位、イオン電流

最初、ナトリウムチャネルが開□して、Ｎａ+の細胞内流入（内向

･1００
０１００２００３００

きＮａ＋電流）し脱分極が開始→少し遅れてカルシウムチャネルが開

↑↓

電流量

口して、Ｃａ2千の細胞内流入（内向きＣａ2+電流）→カリウムチャネル
が開口して、Ｋ+の細胞外への流出(外向きＫ＋電流）し再分極過程を
形成する。
志賀剛．臨床薬理2006；３７：83-87より
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不応期延長
￣

０
、

1００
－５０

●

１

１

０００
ｓ

０

nＡ

正常
心電
iＮａ

F一吋
LQT1or2:ＱＴ延長症候群１型もしくは２型

|Ｋ:Ｋ･電流
|Ｎａ:Ｎａ,電流

旧弓〒￣Ｈ

図２カリウム電流の抑制と活動持続時間、不応期の延長(先天性QT延長症候群）

表１後天性QT延長症候群の主な原因

1）薬物
抗不整脈薬

’Ａ群(キニジン、ジソピラミド、プロカインアミド、シベンゾリンなど）
’ｃ群(プロパフェノン、フレカイニドなど）
Ⅲ群(ソタロール、ニフェカラントアミオダロンなど）
抗生物質(エリスロマイシン，ＳＴ合剤など）
抗真菌薬(イトラコナゾールなど）
抗アレルギー薬(テルフェナジン、アステミゾールなど）
抗高脂血症薬(プロブコールなど）

抗精神病薬(ハロペリドールクロルプロマジンなど）
三環系抗うつ薬(イミプラミン、アミトリプチリンなど）
抗癌剤（ドキソルビシンなど）
2)徐脈

房室ブロック、洞不全症候群
3)低カリウム血症、低マグネシウム血症
4)急性心筋梗塞

5）クモ膜下出血、頭蓋内出血、他の中枢神経疾患

続時間の延長・短縮により、ＱＴ間隔は延長・短

位置付けられる。心筋の活動電位形成には心筋細

縮を呈する。とくにＱＴ間隔の延長は心室興奮の

胞の種々なイオンチャネルが複雑に絡み、心筋細

再分極時間の延長による活動電位時間延長を反映

胞への内向き電流と外向き電流のバランスで成

し、不整脈発現との関連から注目されている。心

り立っている。ＱＴ間隔は年齢、‘性、心拍数、自

電図上のＱＴ間隔延長を特徴とするＱＴ延長症候

律神経系、基礎心疾患などにより影響を受けるが、

群は多形性心室頻拍、心室細動の発現により失神、

通常、男`性で470,sec未満、女性で480,sec未満

突然死を引き起こす危険性があるとされ、心電図

であり、５００，secを超えると明らかにＱＴ延長で

上のＱＴ間隔延長は突然死の予知マーカーとして

ある２)3)。
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カリウムチャネル
(HERＧ)を抑制

I

5９

麺IiiiI錘
、

外向きK+迂流減少による
活動電位持続時間延長

’

Triggeredactivity＋心筋不応期のばらつき
■０１ｍⅡ句ｕＨＩ

、間隔延長から
Ｔｄｐ

ｂＢｍ■｡e帥、■

図３薬物による
薬物による力Iノウムチャネル抑制からTorsadedepointes(TdP）

mQT延長と催不整脈機序

２つのコンポーネントから構成される。それぞれ

性質が異なり、ＩＫＳは交感神経活性やカテコラミ

ＱＴ延長症候群には先天`性と後天`性があり、先

ンの影響を受けやすく、頻脈時の再分極過程にお

天性は家族内発生が多く、ナトリウム（Ｎａ）チャ

ける外向きＫ+電流に大きく寄与する。一方、ＩＫｒ

ネルやカリウム（Ｋ)チャネルをコードする遺伝子

は心拍数に影響を受けないため、徐脈時の再分極

の異常が原因とされている。Ｎａチャネルの異常

過程における外向きｒ電流で相対的に1Ks＜IＫｒ

はナトリウムイオン（Ｎａ+）による内向き電流の

となり大きく寄与することになる。また、ＩＫｒは

持続的な増加を引き起こし、Ｋチャネルの異常

細胞外Ｋ濃度に影響を受け、Ｋ濃度が低いと外向

はカリウムイオン（Ｋ+）による外向き電流の減少

きＫ+電流が減少する4)。

を引き起こすことから活動電位持続時間が延長

一方、後天性の原因となる病態はさまざまであ

し、心筋の不応期延長をもたらす。これを心電図

る(表１）。そのなかでも薬物によるものは薬剤性

でみるとＱＴ間隔の延長として捉えることができ

ＱＴ延長症候群といわれる。抗不整脈薬に限って

る（図２)。ただ、過度に活動電位持続時間を延

は、このようなイオンチャネルを抑制することが

長するとかえって心室内の心筋不応期のばらつ

標的であり、「両刃の剣」ともいえる。後天`性ＱＴ

き（dispersion）を増大させ、その間隙を縫うよう

延長症候群を引き起こす薬のほとんどは抗不整脈

に電気興奮が旋回し多形性心室頻拍を惹起する’)。

薬でなくてもこのIkrを抑制することが主因とな

この多形`性心室頻拍はそのねじれるように変化

る。Ｋチャネルは61111膜貫通型の蛋白が構成して

する波形からトルサード・ドゥ・ポワンTorsade

いるが、そのporeregionの細胞内側(intracellular

depointes（Tdp）ともいわれる。TdPは血行動態

face）にdrug-bindingsiteがあり、多くの薬がこ

の破綻から失神を来たし、心室細動に移行しうる

こに付着する（図３）。このため、Ｋ+チャネルを

ことから突然死の原因ともなる。活動電位iij分極

阻害することで心筋細胞の外向きＫ+電流を抑制

過程での外向きｒ電流は、速いコンポーネント

し、活動電位持続時間の延長、不応期延長をもた

(IKS）と遅いコンポーネント（IＫｒ）という大きく

らし、多形'性心室頻拍を来たす。1969～1989年に
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服用前服用後

２３

ＱＴ５６０ｍｓｅｃ：

症状なくても中止、循環器医へ

ＶＶ

要注意、減量検討

蓮蕊

蠅エゴ軍記

ＱＴ５００ｍｓｅｃ：

曇i曇１１

(Ｓｌｌ

ＱＴ６００ｍｓｅｃ：

すぐ専門医へ(救急！）
｢だら～｣としたＴ波は要注意！

(i曼霊！

Ｖ４

V５

剛兆L4lZiL

((三ｓ

ＴＦ－Ｔ

ｉｌｊｉＩ
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図４ＱＴ間隔とトリアージ

ＦＤＡへ報告された2,194例の薬が関連したTdpの

と催不整脈作用の潜在的可能性に関する臨床的

調査によると、循環器薬が26.2％、中枢神経系薬

評価（ICHEl4ガイドライン)」が2005年に示され

が219％、抗菌薬・抗生物質が19.0％、抗ヒスタ

た6)。現時点で非臨床試験の結果から臨床におけ

ミン薬が11.6％と非循環器薬の割合が５割を超え

るＱＴ間隔延長のリスクを完全に除外することは

ていた。さらにその27.9％は生命にかかわる重篤

できず、新薬について適切な安全性評価のひとつ

な状態で、9.8％は死亡という転帰であった5)。こ

として健常人を対象に当該医薬品のＱＴ/QTc間

のため、市場から撤退した薬や二次選択薬へ格下

隔の影響について検討する「ThoroughQT/ＱＴｃ

げとなった薬もある。

試験｣の必要`性を挙げている。

Ⅳ．ＱT/QTc間隔延長に関する評価とｌＣＨ

V・「ThoroughQT/QTc試験｣とは

ガイドライン
この問題に対して、非抗不整脈薬における心筋

本ガイドラインで示されている心電図を用いた

薬物の心筋再分極過程遅延の可能性について評価

再分極遅延の可能性を評価するための臨床試験

する|臨床試験を「ThoroughQT/ＱＴｃ試験」といい、

デザイン、試験実施およびその評価に関するガ

要点は以下のことである。

イダンスを提供することを目的に、日米欧３極
から構成されるICH(InternationalConferenceon
HarmonizationofTechnicalRequirementsfor

registrationofPharmaceuticalsforHumanUse）
ExpertWorkingGroupによる会合が開かれ、「非
抗不整脈薬の開発におけるＱＴ/ＱＴｃ間隔の延長

① 新薬の開発早期に実施する臨床試験であり、
通常健常成人を対象とする。

試験デザインは無作為化、適切な盲検化のもと
プラセボ対照群をおく｡

② assavsensitivitv（試験系の感度）を証明する
ために陽`性対照群(薬理学的、または非薬理学的

ｖｏＬ３２Ｎｏ､３２０１４ＭＡＲＣＨ

東京小児科医会報

表２ＱＴ延長を招く薬を使用中にTorsadede

pointesを惹起するリスク因子
●女性

●低カリウム血症
●低マグネシウム血症
●徐脈
●心不全

●心房細動から除細動後

●高血中薬物濃度

6１

るため、多数回の心電図測定が求められている。

測定時間を一致させた差の最大値の95％信頼区間
上限がlOmsecを超える場合、試験結果は陽』性と
判断される。

Ⅵ．ＱT延長に対する注意と対応
心電図でのＱＴ延長はあくまでリスクマーカー

●方宕Mn大

である。大事なことはTdpから突然死を予防する

●急速静注

ことである。ただ、ＱＴ間隔が500,sec以上になっ

RodenDM,etalJClinInvest2005；１１５：2025-32より

たら要注意である。とくに560,sec以上では被疑

薬を即中止するとともに専門医による対応が必要
を設け、その場合常にＱＴ/ＱＴｃ間隔が５msecま
たはそれ以下の平均の変化を示すものでなくては
ならないこと。

な状況となる(図４）。

また、Tdp発現には高血中薬物濃度も原因とな
るが、必ずしも用量やⅢ中濃度ばかりで規定され

「ThoroughQT/QTc試験」では平均５，secと

ない．女性、徐脈、電解質異常（低Km症、低マ

いう極めて僅少のＱＴ間隔延長を検出できる精度

グネシウム血症)、心不全などが増悪因子となる

を求めている。このために、ＱＴ/ＱＴｃ間隔の平

(表２）2)。

均値を約５，sec変化させる薬理学的あるいは非

①徐脈

薬理学的陽性対照を用いることが求められている。

徐脈時の再分極過程ではIKrが外向きＫ電流に

一般に前者としてモキシフロキサシンが用いられ

大きく寄与するため、過度な徐脈となるとIＫｒ遮

る。

断作用と相まって過度なＱＴ延長を来たしかねな

③治療において予想される最大暴露量の数倍ま
で投与して試験を行うこと。

い迷走神経緊張による徐脈も誘因となりうる｡

②低K血症

この理由はチトクロムP450（CYP）に代表され

低Ｋ血症は、再分極過程でのIＫｒによる外向き

るような薬物代謝酵素活性の個人差、薬物代謝酵

Ｋ+電流を減少させることからIＫｒ遮断作用が加わ

素やトランスポーターを介した薬物相互作用によ

るとさらに顕著となる。血清Ｋ値を低下させる利

り臨床的に血中濃度が上昇しうる可能性があるか

尿剤や甘草はＱＴ延長の誘因となる3)。また、食

らである。

事が摂れない場合、下痢などでも低Ｋｍ症を来た

④非臨床試験の成績に関わらずほとんどすべ

すことは留意しておく。一方正血清Ｋ濃度を上昇

ての非抗不整脈薬における新薬開発（almostall

させることでこの効果を軽減させることも可能で

cases)で検討すること。

ある。

⑤ Thorou耳ｈＱＴ/ＱＴｃ試験｣が陰性とは、測定

③薬物併用（薬物動態学的相互作用）

時間を一致させたプラセボ投与時と実薬投与時

ＣＹＰ３Ａ４に代謝阻害を引き起こす薬は多く、エ

のＱＴ/ＱＴｃ間隔の差（平均）が５，sec以下、その

リスロマイシン、クラリスロマイシン、イトラコ

95％信頼区間上限がlOmsecを超えない場合を指

ナゾールやフルコナゾールなどのアゾール系抗真

す。

菌薬、ジルチアゼムなどが知られ、この酵素で代

ＱＴ/ＱＴｃ間隔の測定において、活動`性、姿勢、
日内変動など多くの要因により個人内変動を認め

謝される薬のⅢ中濃度を上げる。エリスロマイシ

ンはそれ自身にＱＴ延長作用がある。
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第94回学術講演会

子宮頸癌予防(HPV)ワクチン接種後の
後遺症の病態について
国立成育医療研究センター神経内科久保田雅也

はじめに

害者連絡会、文科省調査報告では241人（2.7/１０万

接種)存在する。世界保健機関(ＷＨＯ)ワクチンの

2013年６月１４日、厚労省の厚生科学審議会予防

安全性に関する諮問委員会による子宮頸がん予防

接種・ワクチン分科会副反応検討部会は、ＨＰＶ

ワクチンに関する声明では日本からの報告に対し

ワクチン接種後、長期的な癌痛などに苦しむ43人

子宮頸がん予防ワクチンの安全』性に疑問を呈する

の病例を検討し、「ワクチンとの因果関係を否定

理由はほぼ見当たらないとした（以上平成25年度

できない｣として、同ワクチンの定期接種の｢勧奨

第６回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会

の中11Ｊを決めた。この後遺症の本態は不明であ

副反応検討部会、平成25年度第７回薬事・食品衛

る。その後現在までこの｢勧奨の中止｣は継続され

生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の

ている。今回当院フォロー中の`患者の経過を提示

資料より)。

し病態を検討したので報告する。

ＨＰＶワクチンの副反応の現状
副反応報告制度によると発売から平成25年月

３０日までの２種のＨＰＶワクチンの副反応のうち

症例
〔症例〕１４歳、女児

［主訴】「寝入りに１１叩きながら騒いでいる｣、「名
前が言えない｣、「計算ができない」

医師が重篤と判断したものは538件（１００万接種あ

【周産期歴・既往歴・家族歴】特記事項なし

たり60.4）にのぼる。ただしこの因果関係は不明

【現病歴】１１歳11か月、ＨＰＶワクチン「サーバ

である。多いものの順に失神・意識レベルの低下、

リックス」２回Ⅱを左上腕伸側に接種直後から左

発熱、過敏症、アナフィラキシ－、四肢痛、筋力

上肢のしびれと痛み、腫れが出現した。

低下と続く。症状発現は接種１日以内が多かった。

近医Ａ病院入院。左上肢全体に痙痛があり、肩

運動障害発現も接種１日以内が多いが、ｌか月以

や足にも痛みが拡大しＢ病院ペインクリニック

上経ってからも認められた。広範な痙痛または運

を受診。CRPＳ(複合性局所癌痛症候群）を疑われ、

動障害を来したとして報告された症例は医療機関、

プレガバリン(PGB)とクロナゼパム(CZP)を処方

企業報告では130人（1.5/１０万接種)、保護者、被

されるが下肢の痛みとしびれのため、歩行不能と

東京小児科医会報
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ａ血流が低下した部位
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ｂ血流が増加した部位
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図１脳血流検査(ECD-SPECT)、easyZscorelmagingSystem(eZlS)の結果。
ａ血流が低下した部位ＭＰＦＣ:内側前頭前野、ＡＣＣ－ＰＣＣ:前部一後部帯状回、

V-ass＋Pre-cun：視覚連合野十模前部

ｂ血流が増加した部位Amygdala：扁桃体
Ｃ：小脳歯状核

なる。１４病日、Ｃ病院ペインクリニック受診。ノ

かな異常なし。

イロトロピンとＶｉｔＢｌ２を処方される。その後３９

（脳神経)光をまぶしがり追視は左右方向がつい

病日、Ｄ病院心療内科受診。ＰGB、ＣＺＲ桂枝加

てこれず、頭ごと動かす。その他の脳神経所見は

71t附湯を処方。４２病日、Ｅ病院受診。５０病日あた

明らかな異常なし。

りから味覚障害出現。手の痛みとアロデイニア症

（運動)筋力低下なし、筋緊張正常

状,下肢病も徐々に改善にあったか、複視や物忘

（反射)深部腱反射兀進・減弱なし、病的反射な

れも出現してきた。CZP減量。６４病ロより入眠時

し

に突然、手足をばたつかせたり、大量のよだれを

（感覚)左上肢、左下腿で脳痛覚・触覚低下あり

認めた。その後も入眠時の行動異常、認知障害が

（小脳)測定障害なし、構晋障害なし

進行し、lOO病日頃より起床困難で、白目をむい

（姿勢)立位は可能だがふらつきあり、片足では

ている状態が連日出現したため精査Ｕ的に入院。

【入院時現症】左利き、意識清明、従命１１J、表情
は感情表出に乏しい。頭頚部および胸腹部：明ら

立位不可

（高次機能)色を間違える、数字が数えられない、

計算できない、身体部位も間違える、数唱は逆唱

vol､３２Ｎｏ３２０１４ＭＡＲＣＨ

東京小児科医会報

6５

図２終夜睡眠ポリグラフの結果。総睡眠時間:450分,睡眠潜時:150分､ＲＥＭ潜時：
160分、non-REMatonia：27.3％、ｓｔａｇｅｌ：１６％，ｓｔａｇｅ２：４４％，stage
３＋４：２２％，stageＲＥＭ：２０％

３ケタ不可

検査所見

＝68、注意／集中力＝75、遅延再生＝６９

【終夜ビデオ脳波ポリグラフ】総睡眠時間は440

分（stagel：１６％，ｓｔａｇｅ２：４４％，ｓｔａｇｅ３＋

【頭部MRl・頭部CT】異常なし

４：２２％，stageＲＥＭ：２０％）だが入眠潜時150分、

【脳血流検査（ECD-SPECT)、easyZscore

REM潜時160分と著明な延長を認め、入眠したか

lmagingSystem(eZlS)、覚醒安静時]図１に示す

にみえた時期に足をバタバタさせて蹴るしぐさが

ように内側前頭前野の一部、前帯状回から後部帯

あり、起こすと｢猫と戦っていた」とのことであっ

状回、左優位で両側視覚連合野（模前部の一部を

た。その時の脳波は後頭部優位のα波が出ており、

含む）の血流低下と両側小脳歯状核、側頭葉内側

覚醒閉眼時の基礎波であった。明らかな突発』性異

部(扁桃体を含む)、右上側頭回の血流増加を認め

常波なし。non-REMatoniaは27.3％であった（図

た。

２）。

【神経伝導検査】異常なし
【体性感覚誘発電位】異常なし

【血液検査】一般血液・生化学検査に特記すべき
異常なし。

【脳波再検(発症１年５か月、解離症状頻発時)】
基礎波は正常、間欠期には突発』性異常波なし。

【その後の経過】
発症後４か月、睡眠相後退に対しラメルテオン

IgG/Ａ/Ml391/213/８９ｍｇ/dl、補体Ｃ３１４２

を処方し睡眠はやや改善した。学校に行こうとし

ｍｇ/ｄＬＣ４１８ｍｇ/dl、抗核抗体４０倍未満、抗

て、頭痛・認知障害悪化、視野狭窄や解離症状が

ＤＮＡ抗体２倍未満、リウマチ因子３１Ｕ/ｍ1以下

出現した。

【髄液検査】細胞数ｌ/3口Ｌ蛋白２１ｍｇ/dl、オレ
キシン300pg/ｍｌ

【知能検査】WISC-IVFSIQ66（言語理解66,知
覚推理87,ワーキングメモリ57,処理速度76）

発症後８か月、視覚障害は軽度残存するが、学
校に行き始めた。

発症後９か月、関節痛が出現し不登校になり計

算なども悪化。

【記憶検査】ＷＭＳ－Ｒ(ウェクスラー記憶検査法）

発症後１０か月、CZP漸減中止後水分の嚥下がで

言語`性記'億＝63、視覚』性記’億＝105、一般的記`億

きなくなり、その後固形物も附難になりとろみを

東京小児科医会報
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つけて水分摂取を促した。

発症後１１か月、食事は普通に摂取できるように
なった。軽い解離症状は残存しが、歩行可能とな
り、頭痛・関節痛も軽減していった。

2014ＭＡＲＣＨｖｏＬ３２Ｎｏ３

．早めに声をかけると反応が戻るが、１日数十回
起こることも

．長い時は30分～１時間ぼ－つとしているときも
ある

その後、解離症状、下肢痛、アロデイニア、葦

以上のようにワクチン接種を契機に皮膚変化を

麻疹、歩行困難、アカシジア、睡眠障害等の多彩

伴う痙痛が出現し拡大、認知障害・睡眠障害・解

な症状の再燃、軽減を繰り返し現在発症から３年

離症状など中枢神経系の機能不全が想定される合

になる。

併症状を併発し、薬物療法は奏効せず、症状は

【症状の特徴】

変動し、再燃・軽快を繰り返し、現在も持続し、

【痙痛】

QOLが著しく障害されている。

・ワクチン接種直後から左上肢のしびれ、痛み、
腫脹あり。

本症例の病態について

・癌痛が全身に広がることもある

多彩な症状を一元的に説明するのは困難であ

・アロディニアを伴うこともある

る。痙痛に注目して考えると現在の複合性局所

・デルマトームに合致しない分布

瘤痛症候群（CRPS）の定義に当てはまる')。しか

・慢性期には関節痛や筋肉痛症状もあり

し、この定義は感度はよいが特異度が低いことが

・頭痛は後頭部がずきずきする持続的な痛みで時

難点とされ、変動する認知障害、｜睡眠障害、解離

に嘔気を伴う

症状の説明にはならない。線維筋痛症の圧痛点を

【視機能障害】

16/18満たしたり、慢性疲労症候群の側面ももつ。

・視野狭窄(筒状視野）

またマクロファージ`性筋膜炎（ＭＭＦ)2）やＡＳＩＡ

・まぶしいいので家の中でゴーグルをつける

(Autoimmune/inflammatorySyndromelnduced

・複視：片眼だけで見てもぼやける

byAdjuvants)３）という疾`患概念が提唱され、死

・眼科受診：乱視あり

亡例の中枢神経系病理も報告ざれ4)、ワクチンと

【認知障害】

の関連が議論されている。しかし中枢神経系で何

・場所・住所・日時などが暖昧

事かが起こっているとしても不明な部分が多すぎ

・家族の名前が言えない

る。

・物の色が答えられない

解離症状や視覚症状の｢不可解さ｣や変動性に注

・割り算ができない

目すると身体表現`性障害の側面がある。ＤＳＭ－ＩＶ

・身体部位を答えられない

では身体表現性障害の中に転換性障害があり、定

・これらの症状が変動する

義に当てはまる。厚労省に報告された類似例もさ

【睡眠障害】

まざまな診断名がついているが、l1hi像や血液検査

・入眠困難による睡眠相後退症候群

所見はいずれも問題に乏しく決め手を欠く。この

・入眠時にけいれん様の動き

ことが｢心因性｣の根拠にされやすいが全く検査に

・入眠時に夢の中？で戦っており、実際に手足を

問題がないわけではない。

バタバタさせている

【解離症状】

本例ではこれまでに報告のない終夜ビデオ脳波
ポリグラフ（PSG）と脳血流シンチ（SPECT）に所

・急に目がうつるになり、反応しなくなる

見がえられたので検討してみる。PSGでは睡眠相

．時には横に倒れてしまう

後退症候群（ＤSPS）を示し、実際に入眠するまで

vｏＬ３２Ｎｏ３２０１４ＭＡＲＣＨ
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に150分かかった。その問、下肢をばたつかせる

SPECT検査時のようにただ安静覚醒閉眼でいる

運動が断続的に続き、脳波上はα波が持続し覚醒

場合により活動する領域で、課題遂行時にはそ

していたといえるが、後で｢猫と戦っていた」と説

の活性を減じるという特異な状態を示す。頭頂

明したように不随意運動でもなく、てんかん発作

葉内側はヒトの皮質の中で覚醒閉眼安静時の糖

でもなく半覚醒（夢現）であったようにもみえた。

代謝率が最も高い部位である。ＤＭＮはエピソー

REM潜時の延長もあるが基本的な睡眠構造は保

ド記憶の処理や自己意識(self-awareness)、内省、

たれている。ＤSPSはラメルテオン(メラトニン受

mentalizingなど外界からの感覚情報によらない

容体のアゴニスト）でやや入眠が早くなり一時的

自己定位に関与する。本例の自我意識の水準の低

に改善したことから概日リズムを調整する視交叉

下としての解離症状、疲労感はＤＭＮの活動低下

上核を含む生体の恒常』性維持に関わるシステムの

と関連するかもしれない。ＤＭＮは他の注意シス

機能不全は推測された。

テムと連携して安静と課題遂行の切り替えにもか

脳血流シンチ（SPECT）ではeZIS解析で血流低

かわっており、この機能不全と種々の高次機能低

下および増加部位が同定された。ここでZスコア

下が関連するとされる7)。慢性痙痛自体がこの安

＝（｜正常群平均ボクセル値一症例ボクセル値｜）

静覚醒閉眼でのＤＭＮの活動を変容させるとする

/正常群標準偏差(ＳＤ)、つまり、Ｚスコア＝３とは、

報告もある8)。

被検者のポクセル値が正常群平均に比べて３ＳＤ
低下(もしくは増加)しているという意味になる。

今回、前部帯状回を含む内側前頭前野の血流低
下と扁桃体を含む内側側頭葉の血流増加がみられ
た。前部帯状回は辺縁系に含まれ扁桃体とは相互

以上のPSGSPECTの所見が特定の疾患を示す
ものではないが 中枢神経系の局在ではなくシステ

ムの病態の一端を示しているものと考えられる。

最後に

連絡があり、扁桃体を抑制的に調節する。心的外

ｌ例の解析で十分なことはいえないが、ＨＰＶ

傷後ストレス障害(Posttraumaticstressdisorder，

ワクチンに引き続き起こる病態を既存の疾`患概念

PTSD）では本症例と同様に前部帯状回ｍ流低下、

に無理に当てはめず、まずは筋注という行為や薬

扁桃体血流増加という相反する結果が知られてい

液そのものが個体側の要因と相俟って引き起こ

る5)。また前部帯状回は痛覚認知の重要なポイン

した稀だが深刻な状態と考える（ＨＰＶワクチン接

トでもある。元来痙痛は情動、記憶や注意の影響

種後症候群)。予防接種法第１条にはこの法律は、

を受け、痛覚認知はいわゆる体`性感覚系以外の辺

伝染のおそれがある疾病の発生およびまん延を子

縁系や注意のシステムに依存する部分が強い。痙

防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施

痛をはじめとするストレス応答に前部帯状回は深

その他必要な措置を講ずることにより、国民の健

くかかわっていることから前部帯状回血流低下、

康の保持に寄与するとともに、予防接種による健

扁桃体血流増加は本症例の病態に関与している可

康被害の迅速な救済を図ることを目的とするとあ

能性がある。両側小脳歯状核の血流増加は何らか

る。副反応のないワクチンはなく、稀にしる健康

の抑制的代償かもしれない。

被害が起こったら迅速な救済をすることと引き換

本例のSPECT所見は別の面からも検討できる。

えに個体および集団免疫の獲得を目指すという含

本例で低下した内側前頭前野、後部帯》伏回、両

意がある。しかしＨＰＶワクチンが「まん延を予防

側視覚連合野（模前部の一部を含む）はデフォル

する」（＝集団免疫獲得）ということに該当するか

トモードネットワーク（defaultmodenetwork

どうかは問題である。本ワクチンはあくまでも個

DMN）と呼ばれる部分である6)。ＤＭＮは本例の

体の子宮頸癌予防（しかも－部の）に目的があり、

6８
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他のＡ類疾病(麻疹、風疹など)とは異なる。副反

応が許容される範囲に関して他のワクチンと同様
の議論は妥当ではないと考える。本疾患に限らず

身体症状と高次機能の異常、精神症状が複雑に現
れる時、因果を能う限り科学的に問うべきではあ
るが、限界もある。Ｎｏｍａｎ，slandに置かれがち

な患者の救済と今後同様な患者を出さないという
方針は重要となるだろう。

2014ＭＡＲＣＨｖｏＬ３２Ｎｏ､３

４）TomljenovicLetaLDeathafterquadrivalent
humanpapillomavirus（ＨＰＶ）vaccination：

causalorcoincidentalPhαγｍαcc"ｔＲＣｇＡｳﾞｶ1ﾉバ
２０１２Ｓｌ２：００１．

５）LaniusRAVermettenE，LoewensteinRJ，
BranｄＢ,ＳｃｈｍａｈｌＣＢｒｅｍｎｅｒＪＤ,SpiegelD
EmotionmodulationmPTSD：Clinicalandneu‐

robiologicalevidencefOradissociativesubtype

A籾ノＰＳｙｃｈｉα/ry2010；167：640-647.

6）ＲａｉｃｈｌｅＭＥｅｔａｌ・Adefaultmodeofbrainfunc‐
ｔｉｏｎＰγｏｃＭｚｒ/ＡｃａｑｌＳｃｉＵＳＡ２００１；９８：６７６－
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医師となりＧＢ年の回想
～思い出すままに～
水野小児科医院水野幸治

まえがき
私が医師としての資格を得たのは昭和20年９月、

トと離れて新宿河田町の陸軍軍医学校に入校、そ

の３日後には山形市の旧山校(現山形大)の宿舎の
人となっていました。そこでわずか４か月という

卒業のあと自己申請し、同年10月20日付で正式に

短期間ではありましたが、主としていわゆる軍陣

免許が交付されました。いつのまにか今年で68年

医学の講義を受けていました。

現役であり、東京小児科医会の理事を辞めてから

終戦の玉音放送は軍医としての実践訓練のため

でも20数年経ちました。今になって、ふとしたこ

移動していた新潟県金塚村の小学校にて拝聴しま

とから寄稿を依頼されてしまいました。思考力の

した。それによってただちに軍医学校は放校とな

減退を強く感じながら、なかなか筆が進まなく参

り、８月１８日には東京に戻り、正式に卒業式は安

考資料もないので、ただただ思い出すまま記述い

田講堂で行われました。現在の医師国家試験制度

たしました。

なるものはなく、そこで医師免許が与えられたの

そこで、話は昔に戻りますが、当時(昭和14年）
旧制中学(５年)を卒業すれば受験できる国立大に
付属医専が付設されていて大変な人気であり、ま
た極めて難関でもありましたが敢えて挑戦したの
でした。そしてある朝、速達にて運よく合格通知

でした。

都立駒込病院(昭和20年10月～23年３月）
伝染科（現在の感染症科）入局

終戦直後は伝染病が大流行であり主として細菌

が知らされた時は人並みに生き残れ、人生これで

性のもの(腸バラ、赤痢、疫痢、ジブなど)が多く、

決まりとの感動と歓喜に浸ったのは今もって忘れ

駒込に特設された、人が５，６人は優に入れる大

られません。

きな孵卵器を利用しての培養試験で忙しい毎日を

その後、入学した付属医専は元来４年のところ

過ごしました。また私は病院の性格上、都の防疫

繰り上げ卒業が決まっていたので、授業時間は毎

課にも出張し検疫医として今では診られない天然

日、月曜から土曜の夕方５時までビッシリ詰って

痘や発疹チフスの診断認定や予防にも従事しまし

いて、厳しい学生生活が続いたものでした。しか

た｡東京駅乗車口に待ち伏せして､出勤途中の人々

し、在学中私は陸軍の依託学生に採用され、学費

を相手にその場で種痘したこともありました。わ

はもとより参考書などの費用すら一切親には迷惑

ずか２年半の在籍でしたが、いろいろご指導を受

をかけずにすみました。ただ、３年生になった途

け極めて有益な時間を過ごせました。

端、軍の司令(昭和20年４月）により、いきなり軍

将来開業の意向があったので小児科も必要かと

医見習士官として軍服に着替え、他のクラスメイ

考え、やむなく母校の東大分院小児科に入局する
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ことにしました。

東大分院小児科(昭和23年４月～31年12月）

2014ＭＡＲＣＨｖｏＬ３２Ｎｏ､３

に入会(当時会員数わずか50人程度、現在は150人

に及ぶ）しましたが、小児科単科標梼は私のとこ
ろ1軒のみでした。それに市としての公立保育所

分院小児科入局当時、小児科医長(東大助教授）

もなかったので、昭和37年、初めて南保育所が設

は学生時代の`恩師の瀬川功先生でありました。極

置された際、私が初代嘱託医となったわけです。

めて温厚な先生でしたが、３か月足らずで退職し

その後、医師会理事(昭和46年４月～60年３月）と

歴史ある瀬川小児科病院の跡継ぎとして院長にな

なり、公衆衛生事業として休日診療や平日夜間診

られたのでした。後任には三楽病院の澤田昌三先

療など、年中応急診療が可能となるように企画し、

生が助教授として着任し、我々医局員一同を基礎

医師会診療所として現在も継続されております。

から厳しく指導されました。大学病院としては医

なお、東京小児科医会には府中市医師会理事を

学生の教育に加え研究に臨床にと腰掛的な存在は

務めながら昭和56年１０月に松永嵩先生の推せんに

許されず、医局長までして８年８か月も在局する

より創設準備時代のメンバーに加わりました。当

ことになりました。

時、慶松会長のもと、天野･小池･塙･松永･須藤・

「BCG接種に関する研究」が教室の主たる"テー

村瀬・岡・小原・中尾・伊藤・木村・松田・臼井

マ"であったので、都内数か所の幼稚園、保育園、

などの諸先生と協議をかさね、私も微力ながら協

小学校、他に埼玉、長野の小学校までも「フィー

力いたしました。

ルドワーク」の対象として研究していました。昭

紙面の都合もあり、開業以来(昭36年)参加した

和20年代後半のことでした。その後、昭和31年４

主な事業名の一部を列記することと致します。

月以降は藤井良知助教授が着任されて教室の研究

＊府中市立保育所嘱託医(昭37～６年間）

テーマが変更になったので、私は国立習志野病院

＊府中市立第６小学校校医(昭24～33年間）

に転院しました。

＊府中市医師会理事(昭46～14年間）

国立習志野病院(昭和32年１月～36年３月）
昭和32年１月、医長として厚生省に出向、国立
病院小児科勤務となる。一般小児科外来・一般小

児病棟･小児結核病棟(当時結核患児は結構多かつ
た）などすぺてに係わり、それはそれは忙しい毎
日でありました。なお、付属高等看護学院の講師
も務めました。この病院でのユニークな点は、長
期に入院している小児結核学童のために療養しな

＊東京都小金井府中保健所大気汚染審査会委員
（昭47～32年間）
＊東京小児科医会理事(昭56～９年間）

＊東京都医師会結核感染症予防検討委員会委員
（昭58～26年間）

＊府中市身障児就園指導委員会(昭59～現在〔２９
年間〕）

あとがき

がら学ぶ､いわゆる｢療養学級｣なるものがあり小．

「小児科随想｣欄の記載は一流の教授たちやベテ

中学校の先生が各１名病棟にまで出張して補習授

ランの先生方が多くかかわっておられます。私は

業を行い、私も学校の先生方と協力し合いながら

ただ思い出すままに惰性的流れの拙文となりまし

診療を行っていました。

た。失礼いたしました。

水野小児科医院の開設と現状
(昭和36年４月～平成25年12月）
昭和36年４月、小児科医院開設、府中市医師会
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妙⑧
｢東京都版

食物アレルギー緊急時対応マニュアル」
について
～作成の経緯と活用方法～

東京都立小児総合医療センターアレルギー科古川真弓、赤澤晃

はじめに

れました。東京都では「食物アレルギー緊急時対
応マニュアル｣を作成し、健康安全研究センター、

食物アレルギーの,患者数は増加傾向にあり、彼

東京都教育委員会、生活文化局を通し各施設、職

らを取り巻く環境もここ数年で変化してきてい

員に配布しています。ここでは東京都版「食物ア

ます。そのひとつにアドレナリン自己注射製剤

レルギー緊急時対応マニュアル」を、その活用方

(エピペンE）の適応の拡大があります。アドレナ

法を含めて紹介させていただきます。

リン自已注射製剤（エピペン(R）は、1978年にアナ
フィラキシーショックの補助治療薬として米国で

食物アレルギー緊急時対応マニュアルの構成

開発されました。日本では、2003年に蜂毒に起因

このマニュアルは、食物アレルギーの緊急時の

するアナフィラキシーショックに限っての使用が

対応に重点を置いています。全８ページで以下の

承認されていましたが、その後2005年に食物・薬

ような構成です。各職員が携帯する、あるいは

物などに起因する場合にも適応が広げられました。

教室など各部屋のロにつくところに保管していた

2011年には薬価収載され健康保険の適応となり処

だきたいと考えています。東京都健康安全研究セ

方数が著しく増加しています。また教育現場にお

ンターのホームページ(http://wwwtokyo-eiken

けるアレルギー疾`患の子どもに対する対応指針と

gojp/kj-kankyo/allergy/to-public/）からＰＤＦと

して、2008年「学校のアレルギー疾患に対する取

してダウンロードして、携帯に適したサイズに印

り組みガイドライン｣、2011年「保育所における

刷することも可能です。各ページの構成は次のよ

アレルギー対応ガイドライン」がそれぞれまとめ

うになっています。

られました。

・アレルギー症状への対応と手順(おもて表紙）

このように食物アレルギー児を取り巻く環境が

・施設内での役割分担(Ａ）

変化している中、2012年に東京都調布市の小学５

・緊急IYtの判断と対応(Ｂ）

年生の女児が給食後にアナフイラキシーショック

・エピペンIijの使い方(ｃ）

により亡くなるという事故が起こりました。この

・救急要請(119番通報)のポイント(Ｄ）

事故を受けて教育現場・保育所・児童施設などで

・心肺蘇生とＡＥＤの手111頁(Ｅ）

の食物アレルギーの緊急時への対応について各方

・症状チェックシート(Ｆ）

面で見直しが行われ、2013年７月に小児アレル

・緊急時に備えるために（うら表紙）

ギー学会から「一般向けエピペン⑰の適応」が示さ
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１）アレルギー症状への対応と手順（おもて表紙）

また、エピベン③や内服薬など携帯していない児

食物が関与するアレルギー症状が現れた場合、

の場合には「エピベン⑧を使用する」や「内服薬を

または症状が現れる可能性のある状況が起きた場

飲ませる」などの項目は読み飛ばした対応も問題

合の対応の手順を、フローチャートにまとめまし

ないことを記載しています。

た。各ステップで、その詳細についてはどのペー
ジを見るかが表示されています（例えば囮了葹詔丙

でiIX露il翻胄､の詳細は、Ａページに記載きれていま
す)。

３）各施設内での役割分担（A）
学校や保育所などの施設では緊急時には複数人
で対応することになると思われます。その際に

まず大切なのは、できるだけ早く症状に気づく

｢チーム｣で対応することが重要です。優れたチー

ことであり「もしかしたらアレルギー症状では？」

ムワークを発揮するには、緊急時の適切な役割分

と疑うことです。そのために認識しておくべき即

担と有効なコミュニケーション、かつ普段からの

時型アレルギー症状について具体的に記載しまし

定期的なシミュレーションを行うことがカギとな

た(おもて表紙の右上の枠内)。

ります。

また症状はアレルゲンを経口摂取した場合だけ

緊急事態に必要な役割は主に｢チームリーダー」

でなく、吸い込んだり、皮膚・粘膜への接触でも

｢観察｣｢準備｣｢連絡｣｢記録｣などです。このように

起こりうるため「アレルギー症状がある」「原因食

役割を明確にすることで、複数人で同じことをし

物を食べた」以外に「原因食物に触れた」と記載し

たり、重要なことを見逃したりするなどのミスを

て注意を喚起しています。

減らすことができます。

これまでの多くのマニュアルでは、はじめに症

「チームリーダー｣は管理者が担うことが多いと

状を詳細に観察し３段階の重症度を判断した後に、

考えられますが、各職員の動きを含め全体の状況

重症度に応じた対処が求められています。しかし

を把握し適切に指示することが求められます。ま

このマニュアルでは、まず緊急`性の判断を行いま

た緊急時対応の全体の流れを理解していることは

す。緊急』性が高ければただちにその対応を開始し、

必須であり、エピペンEの使用方法や対応のポイ

緊急`性が低ければまず内服薬を飲ませてその後に

ントなど正しい知識がなければなりません。

さらなる詳細な観察（｢症状チェックシート」を用

第一発見者が「観察」の役割を担うことが多く、

いて）を行って対応を決定します。これは緊急`性

担任が行うことが多いと想定されます。「準備｣は

が高い場合の対応が遅れたり不十分となることを

緊急時の治療薬やエピペン③、マニュアルなどを

防ぐためです。

持ってくる役割です。すべての職員が｢準備｣の役
割を担えるよう薬剤やマニュアルの保管場所は全

２）緊急時に備えるために（うら表紙）

職員が把握しておくことが望ましいでしょう。｢連

このマニュアルを使用する上での留意点と実際

絡」は管理者やそのほか職員を呼ぶことの他、保

の状況を想起しやすいように想定される場面のイ

護者の連絡、そして必要時の救急要請を担当しま

ラストを記載しました。このマニュアルを使用す

す。さらに経時的な症状の変化、それに対する対

るにあたり、－度目を通していただきたいと思い

応を記録する｢記録｣係がいることが理想的です。

ます。あくまで緊急時対応に重点を置いたマニュ

これらすべての役割を担う人員がいなければ

アルであるため、各種ガイドラインや教職員向け

緊急時に対応できないというわけではありませ

の研修などで食物アレルギーに対する理解を深め、

ん。少なくとも｢観察｣｢準備｣｢連絡｣を行うことが

取り組み方針を各施設で決定する必要があります。

できる３人が集まれば適切な対応は可能ではない
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ださい。

また安静を保つ体位にも留意します。アナフイ
ラキシーショックが疑われる場合には急激な体位

ニケーションの質も重要です。明確な言葉でやり

変換(座位や立位)を避け、下肢挙上をすべきです。

とりし、リーダーからの指示が十分理解できない

移動が必要な場合にも決して歩かせたり、立たせ

ときは必ず聞き直して確認することを心がけま

たり、背負ったりすることはせず、担架や横抱

しょう。

きで移動する必要があります。アナフイラキシ－

そして緊急時にこれらの役割分担で効率良く対

に関連する死亡症例の検討では、症例数は少ない

応できるよう、日頃からシミュレーションを行っ

ものの急激な体位変換後、数分で死に至ってい

ておくことが必須です。

る症例があることが報告されています（JAllergy
Clinlmmunol2003；１１２（２）451-452)。その機

４）緊急性の判断と対応（B）

序としてアナフィラキシーショックでは末梢血管

2013年７月に日本小児アレルギー学会から『一

が大幅に拡張しており、体位変換を行うことで静

般向けのエピベン⑰投与の適応』が発表されまし

脈還流が途絶えてしまうことが考えられています

た。それによると「アナフイラキシーショックを

(emptyventriclesyndrome/emptyvenacava)。

疑う場合、以下の症状がひとつでもあれば、エピ

またこの状態ではアドレナリンを投与しても反応

ペン⑰を使用すぺきである」として、「全身の症状」

しにくい可能性が指摘されています。下肢挙上に

｢呼吸器の症状」「消化器の症状（強い症状)」の１３

よって静脈還流を増加させ、脳や主要臓器への血

個の症状をあげています(http://www・jspacijp)。

流を維持できることが期待できます。ただし効果

本マニュアルではこれらの症状を「緊急'性が高い

は限定的との報告もあることに注意が必要です。

アレルギー症状」と表記し、その有無でまず緊急
性を判断する手順としました。つまり、これらの

５）エピペン⑨の使い方（Ｃ）

症状が１つでもあてはまる場合には「緊急`性が高

患者やその家族はアドレナリン自己注射製剤を

い」と判断し、ただちに対応を開始します。エピ

使用するタイミングだけでなく、その手技にも不

ペン③を携帯している児にはエピベン⑧を投与し

安を感じているという報告は複数あります。当院

て救急車を要請し、エピベンを携帯していない場

で行っているエピペン⑰講習会（参加者はエピペ

合は前述したように「ただちにエピペン⑰を使用

ン⑧を預かっている施設の教職員）でのアンケー

する」を読み飛ばし､ただちに救急車を要請します。

ト調査でも、約半数がエピペン②の手技に自信が

気管支喘息を合併している児に呼気`性喘鳴がみ

もてないという結果でした。これらを踏まえ、今

られた場合、喘息発作であるのか食物アレルギー

回のマニュアルでは文字に加えて写真を掲載し、

の症状であるのかを区別することが容易ではない

よりわかりやすい手順の説明と注射部位の記載を

ことがあります。そのためこのマニュアルでは

心がけました。また教育現場などでは複数人で対

｢ゼーゼーする呼吸(ぜん息発作と区別できない場

応することが想定され、介助者による適切な固定

合も含む)」と記載してエピベン③の適応としてい

もポイントとなります。そのため介助の方法も具

ます。また、症状の現れ方や進行の速さは個人差

体的に指示しました。

があるため、１３個の症状以外にエピペン⑧を使用

エピベン⑧を携帯している場合には、必要時に

するタイミングがある場合には主治医の指示のも

正しい方法で注射することが不可欠であり、いざ

とに適応となる症状を追加することも考慮して〈

という時のためにｐごろから訓練が必須です。た
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とえば、家庭では毎週楽しみにしているテレビ番

『JRC蘇生ガイドライン2010』では、「市民救助

組の時に練習する、教育現場では職員会議の時に

者が小児に対して心肺蘇生を行う場合は成人と共

練習するなど、忘れずに定期的に練習できるよう

通のBLSガイドラインに従う。ただし、市民のう

な工夫をする必要があります。

ち小児にかかわることが多い人などでは小児BLS
(PBLS）ガイドラインを推奨する｡」と記載されて

６）救急要請（119番通報）のポイント（Ｄ）

います。現時点では東京消防庁が教職員へ指導す

救急要請のポイントと注意点を記載しました。

る際にBLSに準じて指導していますので、現場で

119番通報をすると指令員から救急車の出動にあ

の混乱を避けるため今回のマニュアルではPBLS

たって必要な,情報を順次聞かれますので、あわて

ではなくBLSガイドラインを採用しました。

ず、ゆっくり、正確に伝えましょう。実際には気

が動転してしまい、施設の住所や電話番号など

８）症状チェックシート（F）

とっさに思い出せないこともありますので、あら

「緊急性が高い｣13個の症状がいずれもなく、緊

かじめマニュアルに記載したり、電話のそばに掲

急性が低いと判断した場合は、まず内服薬を飲ま

示しておくと良いでしょう。

せて安静にできる場所に移動します。そしてこの
症状チェックシートに従ってその後の対応を判断

７）心肺蘇生とＡＥＤの手順（E）

します。

子どもの心肺停止には、怪我や窒息、溺水など

症状のチェックは「緊急`性の高い症状」を見逃

の事故と、心臓病などの病気などさまざまな原因

さないために赤色の症状から順に行い、赤色に

がありますが、アナフイラキシーショックも心肺

チェックがなければ黄色、さらに青色へと評価し

停止の原因となりえます。発見したときにすでに

ます。対応は大きく分けて３つあります。赤色の

ショック状態であったり、観察中に症状が進行し

症状(｢緊急`性が高い症状｣）が１つでもあれば｢た

てショック状態に陥ることもあります。どちらの

だちに救急車で医療機関へ搬送｣、黄色の症状が

場合においてもエピペン⑧があればその速やかな

１つでもあれば｢速やかに(救急車も考慮し）医療

使用と救急要請、そして適切な体位が必須ですが、

機関を受診｣、青色の症状が１つでもあれば｢安静

さらに必要となる可能性がある心肺蘇生について

にし、注意深く経過を観察」します。いずれの場

も記載しました。

合も症状が改善するまで、または医療機関に到着

心肺蘇生の方法は、『JRC蘇生ガイドライン

するまでくり返し観察することが大切です。思い

2010」に従って行います。大声で呼びかけたり肩

ついたときに観察するのではなく、「少なくとも

を叩いたりしても反応がなく、普段通りの呼吸

５分ごとに症状の観察を行う」と決めておくこと

をしていなければただちに心肺蘇生を開始しま

で定期的に観察ができ、症状の変化を見逃さない

す。前述したようにエピペン⑧を携帯している場

ようにします。５分ごとにアラームをかけるなど

合には速やかな使用が必要ですが、エピベン⑧の

の工夫をするとよりよいと思われます。ただし、

準備のために心肺蘇生の開始が遅れてはなりませ

進行が速い場合には５分ではなく絶え間なく観察

ん。つまり呼びかけに反応がなく普段通りの呼吸

をくり返すことが必要な場合もあるかもしれませ

をしていない状態では、エピペン③の到着を待た

ん。

ずに心肺蘇生を開始する必要があります。また下

このチェックシートを複数枚コピーすることに

肢挙止についても、その体位をとるために心肺蘇

より記録用紙としても活用できます。観察した時

生の開始の遅れや中断があってはなりません。

刻を記載して症状をチェックし、５分後にはまた

vｏＬ３２ＮＱ３２０１４ＭＡＲＣＨ
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新たな用紙に記載すれば時系列で振り返ることも

育所・乳児院・児童養護施設、学校、幼稚園等の

可能です。

全職員を対象に現在までに約22万部配布されてい

さいごに

ます。このマニュアルが今後十分に活用され、子

ども達の安全な学校生活のために役立つには医療

このマニュアルは、東京都アレルギー疾患対策

従事者、学校関係者、そして患者家族に周知され

検討委員会、東京消防庁、東京都教育委員会の監

ることが求められます。そして形骸化しないよう

修協力のもと平成25年７月24日に東京都健康安全

に必要に応じて改訂を加えていくことが望ましい

研究センターから発行されました。東京都内の保

と考えます。
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詞Ni吉之

今療部’白木ロ辻

はじめに

7価肺炎球菌結合型ワクチン(ＰＣＶ７）

小児の肺炎球菌感染症は、髄膜炎や菌血症など

日本で1980年代から使用可能であった23価肺

の侵襲性感染症と気管支炎、中耳炎などの非侵襲

炎球菌多糖体ワクチンは、２歳未満の乳幼児で

性感染症、両者の主要な原因菌である。７価肺

は十分な免疫が誘導できず予防効果は得られな

炎球菌結合型ワクチン（７－valentpneumococcal

かった。そこで、４，６Ｂ９Ｖ、１４，１８Ｃ、１９Ｆ、

conjugatevaccine：ＰＣＶ７）は、ワクチンに含

23Fの７つの血清型の茨膜多糖体に、Ｔ細胞依存

まれる血清型の侵襲性肺炎球菌感染症（invasive

性抗原であるジフテリア毒素の変異蛋白（ジフ

pneumococcaldisease：IPD)予防を目的に、２０１０

テリアCRMl97）を結合させたワクチンが開発さ

年２月日本に任意接種ワクチンとして導入され、

れ、乳児にも十分な免疫を誘導できるようになっ

予防接種法の改正により2013年４月から定期接種
ワクチンとなった。また、ＩＰＤは感染症法の５類

表１全国10道県の小児期侵襲性細菌感染症罹患率

全数届け出疾患となった。2013年１１月１日から

の推移

は、ＰＣＶ７に切り替わる形で１３価肺炎球菌結合

型ワクチン（l3-valentpneumococcalconjugate
vaccine：PCVl3）が定期接種として導入された。

Ｈｉｂ

本稿では、PCVl3の概要とＰＣＶ７との相違点を

髄膜炎

中心に解説したい。

Ｈｉｂ

肺炎球菌と肺炎球菌感染症
肺炎球菌は、グラム陽性の双球菌で、その多く
が外殻に莱膜多糖体を有している。芙膜は、好中

非髄膜炎
肺炎球菌
髄膜炎
肺炎球菌
非髄膜炎

球やマクロファージなどの貧食細胞が貴食をする

ＧＢＳ

際に抵抗J性を示すことから、病原性の主体となる。

髄膜炎

茨膜型は、血清型とも呼ばれ、現在94種類に分類
される。肺炎球菌は、小児から成人に至るまで幅
広い年齢層に感染し、菌血症を伴うIPDと、呼吸
器感染症を主体とした非侵襲`性感染症を惹起する。

iliiIげ

2008～20110 2011

ＧＢＳ

非髄膜炎

2012

減|少(率｣(％）
2008￣2010年?と

2012年'の比較

3.3

０．６

9２

5.1

3.0

0.9

8２

2.8

2.1

0.8

7１

22.2

1８．１

1０．６

5２

1.3

1.3

1.5

－１５

1.2

1.1

1.2

０

7.7

罹,患率：５歳未満人口10万人あたり

厚生労働科-学研究費補助全新しく開発されたHib肺炎球
菌、ロタウイルス、ＨＰＶ等の各ワクチンの有効性、安全
性ならびにその投与方法に関する基礎的・臨床的研究
平成22～24年度総合研究報告書Pl6から作成
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■ＰＣＶ７以外のＰＣＶ13血清型

■ＰＣＶ７血清型
■ＰＣＶ１３以外の血清型
100％
９０％
８０％

70％
60％

50％
40％
％％％％

００００

３２１

全国９県千葉県
189症例１２症例
2011年４月～2012年1２月2013年１月～2013年１０月

常彬他：IASR34(3)：64,2013を参考に作図

図１小児侵襲性肺炎球菌感染症の血清型分布

表２７価と13価肺炎球菌結合型ワクチンの相違点

略称

接種対象年齢

7価肺炎球菌英膜多糖体

13価肺炎球菌英膜多糖体

蛋白結合型ワクチン

蛋白結合型ワクチン

ＰＣＶ７

ＰＣＶ1３

２か月齢～10歳未満

２か月齢～６歳未満

計４回（０歳時３回十１歳時１回）

計４回（０歳時３回十１歳時１回）

但し接種開始時期により接種回数が異なる

但し接種開始時期により接種回数が異なる

接種回数

ワクチンの主成分 肺炎球菌の英膜中に含まれる多糖体にキャリ

ア蛋白（ジフテリアＣＲＭ197)を結合したもの
含まれる血清型

免疫誘導方法

日本での認可

４６Ｂ９Ｖ１４１８Ｃ１９Ｆ２３Ｆ

肺炎球菌の萸膜中に含まれる多糖体にキャリ

ア蛋白（ジフテリアＣＲＭ197)を結合したもの
１３４５６Ａ６Ｂ７Ｆ９Ｖ１４１８Ｃ１９Ａ１９Ｆ２３Ｆ

T細胞依存'性の免疫反応

T細胞依存性の免疫反応

2歳未満の乳幼児に対して免疫誘導可能

２歳未満の乳幼児に対しても免疫誘導可能

ブースター効果あり

ブースター効果あり

2009年認可

2013年認可

た。ＰＣＶ７は、2000年から米国で接種が開始され、

おいて、厚生労働省の研究班（研究代表者：国立

2010年２月からは日本でも使用可能となった。

三重病院庵原俊昭先生）によりＰＣＶ７導入前か

ＰＣＶ７の導入効果

ら、ＩＰＤの疫学調査が行われている。この調査に
おいて、ＩＰＤ腱,患率は2011年になり減少傾向が認

ＰＣＶ７は任意接種の形で導入されきLi初接種率

められており、公費助成によるワクチン接種率の

は低かったが、2011年になり、ワクチン接種緊急

上昇が、大きく影響していると考えられている

促進事業により一部の市町村を除き、全国的に

(表１）’)。なお、予防接種法の改正によりＰＣＶ７

PCV７に対する公費助成が決定されたことによ

は、2013年４月111より定期接種となった。一方、

り接種率は上昇した。千葉県を含む全lKllO道県に

IPDは感染症法施行規則改正に伴い、成人も含め
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表３ＰＣＶ７からPCV13への移行スケジュール
初回

初回

初回

１回目

２回目

３回目

追加接種

補助的
追加接種＊

４か月
１２～１５か月
標準接種月齢２か月４か月６か月１２～１５か月６歳未満
２か月
６か月
６歳未満
標準接種月齢
ＰＣＶ７

末接種者
ＰＣＶ７

１回接種者
ＰＣＶ７

２回接種者
ＰＣＶ７

初回接種完了者
ＰＣＶ７

接種完了者

ＰＣＶ1３

ＰＣＶ1３

ＰＣＶ1３

ＰＣＶ1３

不要

ＰＣＶ７

ＰＣＶ1３

ＰＣＶ1３

ＰＣＶ1３

不要

ＰＣＶ７

ＰＣＶ７

ＰＣＶ1３

ＰＣＶ1３

不要

ＰＣＶ７

ＰＣＶ７

ＰＣＶ７

ＰＣＶ1３

不要

ＰＣＶ７

ＰＣＶ７

ＰＣＶ７

ＰＣＶ７

ＰＣＶ1３

＊任意接種ワクチンとして実施（PCV７追加接種終了後８週以上あける）

５類全数届け出疾`患となった。全数届け出になっ

2013年の千葉県では、PCVl3含有血清型は50％

たことにより、成人も含め全国のIPD罹患状況が

で、そのうちＰｃｖ７含有血清型はlo％となって

明らかになることが期待される。発生届には、ワ

いる。このような状況のもと、含有する血清型

クチン接種歴を記載する項目が設けられており、

を13種類（ＰＣＶ７に含まれる血清型十１，３，５，

肺炎球菌ワクチン接種の有無を確認することが必

６Ａ、７Ｆ、１９Ａ）まで増やしたPCVl3が開発され

要となる。

た。海外ではPCVl3を認可し、ＰＣＶ７に代わり

13価肺炎球菌結合型ワクチン(ＰＣＶ13）
ＰＣＶ７接種が普及した米国においては、

ＰＣＶ７に含まれる血清型のIPDが減る一方、血

清型19Ａを中心にＰＣＶ７でカバーされない血清

型によるIpDが増加し問題となった2)。この現

使用する国が主体となっており、PCVl3変更後、
小児のIPDがさらに減少していることが報告され

ている5)。日本においてもPCVl3は、2013年１１月
１日からＰＣＶ７に切り替わる形で導入された。

ＰＣＶ７とＰＣＶ１３の相違点

象は、ＰＣＶ７を導入した他の国々でも認められ

表２にＰＣＶ７とPCVl3の相違点を示す。両ワ

ており、韓国では、ＰＣＶ７導入前の2004～2006

クチンの基本的な構造は同じであり、含まれる血

年の段階ですでに19ＡによるIPDの増加が報告さ

清型が異なることとなる。PCVl3の接種対象年

れている3)。国内における調査でもＰＣＶ７導入

齢は２か月齢～６歳未満となっており、ＰＣＶ７

後、全体の症例数は減少してきているものの、相

に比べ対象年齢が限定される。なお、定期接種と

対的にＰＣＶ７でカバーされない血清型によるIPD

しての対象年齢は両ワクチンとも「２か月齢～５

が増加してきており、海外と同様に19Ａの割合が

歳未満」である。また、初回接種開始が生後７～

増えてきている４)。図１に最近の国内の小児IPD

11か月の者の初回および２回目接種時期について、

の血清型分布を示す。先述した厚労省研究班の

これまで「生後12月に至るまで」とされていたが、

2011年４月から2012年12月までの調査では、分

生後１１か月で１回目の初回接種を行った場合、２

離菌の70％がPCVl3に含まれる血清型で、そ

回目の初回接種が出来なくなっていたため、今回

のうち45％がＰＣＶ７に含まれる血清型であった。

の切り替えに伴い｢生後'３月に至るまで｣と改訂ざ
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に特異的なものではなく、成人も`罹患する可能性

のある感染症であり、PCVl3を１回接種するこ
とは将来的なIPD予防という見地からも意味があ

副反応に関しては、ＰＣＶ７とPCVl3の免疫原

る、という点である。なお、ＡCIPは、免疫不全、

性・安全性を比較した国内の臨床試験において、

機能的または解剖学的無脾症、髄液漏、人工内耳

局所反応、発熱を主体とした全身反応は、ともに

を伴う19歳以上の者に関して、PCVl3接種を勧

同じ程度の頻度であったと報告されている。なお、

奨する方針としている8)。

インフルエンザワクチンとPCVl3の同時接種後
に、熱性けいれんの発現頻度が高くなるという報

おわりに

告が米国からなされている６)。しかし、米国の予

ＩＰＤの血清型解析はワクチンの有効性をはかる

防接種の実施に関する諮問委員会(TheAdvisory

うえ、また今後の予防戦略を考えるうえで重要で

CommitteeonImmunizationPractices：ACIP）

ある。しかしながら、血清型の解析にはコストと

は、両ワクチン接種を遅らせることのリスクを考

時間がかかるため、一般的には行われておらず一

え、両ワクチンの同時接種をしないことと、スケ

部の研究機関において実施されているのが現状

ジュールどおりに接種しないことは推奨しないと

である。今後はIPDから分離された菌株を保存し、

している。

血清型解析を積極的に行っていく体制を整えてい

ＰＣＶ13補助的追加接種の必要'性

く必要がある。

また、肺炎球菌は、小児から成人まですべての

ＰＣＶ７からPCVl3への具体的な切り替え方

年齢層において重要な細菌である。長期的な感染

法を表３に示す。ＰＣＶ７４回接種完了者への

予防の観点から、PCVl3は小児科医と内科医が

PCVl3の補助的追加接種（supplementaldose）に

連携を持って対応方法を考えるべきワクチンとし

関しては、米国のACIPで推奨されている。日本

て位置づけられるべきであろう。

においては費用対効果の観点からsupplemental
doseは定期接種としては認められなかった
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はじめに

が、ワクチン接種のみでは渡航者の受診理由は満
たせないどころか、渡航医療を提供したとは言い

海外渡航者における感染症予防の重要`性が、日

がたい３１４１。渡航者は年齢・`性別・職業・健康状

本でもやっと注Hされるようになり、トラベルク

態に制限はないうえ、感染症以外の健康リスクも

リニック受診やワクチン接種が海外赴任者や海外

勘案するため多科にまたがる領域であるとともに

留学生のみならず一般渡航者からも認識される

季候・風土・地形など医療以外の知識も共有する。

ようになってきた。熱帯医学や渡航医学（トラベ

さらに政治的国境は必ずしも健康リスクの境界線

ルメデイスン）は欧州では１００年以上の歴史があ

とも限らず内戦や口然災害までもがダイナミック

り、現在においては欧州から途上国への渡航者の

にそのリスクを変化させる。これらもワクチン接

35.3％が何らかの形でトラベルクリニックなどの

種だけが渡航対策ではない所以である。

専門家から渡航中の健康維持のための情報を収集

日本国内の小児領域で接種可能なワクチンのう

したり予防接種を受けている’)。日本で認識度が

ち定期接種外で、いわゆる「トラベラーズワクチ

高まったとは言え、トラベルクリニック受診率は

ン」として呼べるものは、インフルエンザ、黄熱病、

渡航者のおよそ２％に留まる２)ことからも渡航者

狂犬病、Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、おたふくかぜ、ロ

への周知を図る必要』性がうかがえる。今年はサッ

タウイルスなどが挙げられるのではないだろうか

カーのワールドカップがブラジルで開催されるこ

(出版時点では水痘、肺炎球菌23価の各ワクチン

ともあり、感染症予防ならびに帰国者から発症者

の定期接種導入見込みのため)。もっとも、Ｂ型

がでた時の対策を十分周知したい。渡航医学に

肝炎や破傷風・ジフテリア・百日咳、麻疹・風疹

｢リスクゼロ｣はありえないと考えるので、ワクチ

などは渡航に関係なく国内生活でも全年齢に継続

ン接種回数は少なめではなく多い方の選択をする。

推奨されるため、トラベラーズワクチンの接種を

また、ワクチン接種だけでは完全なリスクlll1避に

機会に接種を促す。また、ワクチン事情は日進月

はならないのでしっかりとしたコンサルテーショ

歩にて、数年前の活字は現在ではoutdatedのこと

ンが軸となる。

もあるので常に原文で情報収集をする必要がある。

トラベラーズワクチンとトラベルクリニック

海外製舶では腸チフス、渡航者下痢・コレラ、ダ
ニ媒介'性脳炎、髄膜炎菌などもトラベラーズワク

熱帯地域や途上'五1に限らず、人気の観光地や先

チンとされる（国によってはこれらも定期接穂で

進国への渡航においても感染症対策や渡航''１の健

ある)。海外のワクチンは個人輸入することによ

康維持知識は肝要である。日本では一般的にワク

り接種可能であるので、曝露リスクがある場合は

チン接種が渡航医療の中心と誤解されがちである

取り扱い医療機関との連携が肝要となる｡効果発
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有効年数（推定値）

’

〃

〃

３回接種後

５～８年

００．５

’

２回接種後

２０年以上

四Ｊ

18醤ヶ月

’

データなし

〃

互換性不明

００５

’

データなし

互換性不明

ケ月以降

図Ａ型肝炎ワクチンの接種スケジュールと有効年数
*製品による

現までタイムラグがあるので曝露リスクを勘案す

ティヘの｢持ち帰り伝播｣を防ぐ目的でも重要であ

ると｢現地での接種｣はのぞましくない。

る。Ａ型肝炎の蔓延率はその地域の経済状態と相

最近、適応年齢が拡がったＡ型肝炎ワクチンと

関している６)と言われているため、ロ本のような

昨今世界で流行している麻疹に関して下記で簡単

先進国出身者のＡ型肝炎罹患者は激減しておりワ

に触れるが、与えられた本稿の字数での解説は困

クチン接種が肝要となる。なお、欧州製品は曝露

難なのでほかのトラベラーズワクチンについては

後１４日以内の接種により発症予防があると明記さ

著者の他の著作や講演などを参照されたい。

れているが、抗体上昇が非常に緩徐な日本製品で

国内では日本独自のワクチンであるエイムゲ

は確認されていない。

ン⑰が流通しており、海外での知名度は皆無に近

麻疹は近年、西アフリカや欧州・米国を中心に

い。過去には年齢制限が16歳以上のみの適応で

世界中で流行している。2011年の麻疹流行では、

あったが、現在は添付文書上の年齢制限は明記さ

米国国内222症例、うち感染者の86％は麻疹ワク

れなくなったことは特筆すべきである。しかし、

チン未接種、または接種歴不明であったと報告さ

海外の製品では一般的に生後12か月児以降への接

れている７)ことからも、邦人に対する麻疹ワクチ

種が有効5)とされ、使用されている。なお、エイ

ン接種の徹底も重要である。最近は１歳未満から

ムゲン③の接種スケジュールは０，２～４週日、

定期接種とする国も増えている。最新の感染症情

６か月月で、接種経路は筋注、皮下注とも選択可

報を海外から入手し、必要と判断した場合生後６

能であり、３回目の接種で５～８年の抗体維持が

か月以降なら麻疹ワクチン接種を勧奨していただ

期待できるとされており、追加接種は必要に応じ

きたい。ただし、この接種は｢麻疹０回目」なので

て投与した方が無難であろう（図)。

12か月以降に初回の麻疹として再接種がのぞまし

リスクのある環境に行く場合は、滞在期間に関
係なく接種が推奨される。また、地域は関係なく、
感染リスクの高い個人には強く推奨される。小児

においては、不顕`性感染による家族やコミュニ

い。

>毎ﾀﾄの小児定期接種
基本となるもの：ポリオ、Ｂ型肝炎、破傷風・ジ
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表１ポリオワクチンの接種回数・スケジュールと注意点
･経ロ弱毒生ポリオワクチンは３回完了していること。

･不活化ポリオワクチンは４回以上完了していること。４回目が４歳未満の
場合は、４歳以降に１回追加接種が必要。

･経ロ弱毒生ボリオワクチンと不活化の併用の場合、｜||自序は関係なく、合計
４回以上の接種、かつ、４歳以降に１回の接種が行われていること。

･弱毒生ボリオワクチン接種歴がある場合には１価、２価、３価のいずれか
の明記があるとよりよい。

・４歳以降に不活化ポリオワクチン接種が行われていても、総計４回以上の
接種が完了しており、最後の２回が６か月以上間隔があいていること。

表２帰国子女のワクチン接種で問題となりうる事象
･現地で記載された記録がない。

･ワクチン接種記録・母子手帳の記載が判読できない。
･現地で受けてきたワクチンを継続するべきか：ダニ媒介性脳炎、髄膜炎菌

各種、コレラ、腸チフス。

･現地で受けてきたワクチンと日本国内で流通しているワクチンの互換性：
Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、日本脳炎。

･今まで受けてきたワクチンの回数や時期が日本と異なり混乱する。

表３米国留学の注意点

･DPT/Td/Tdapの回数とタイミング（３週間間隔は無効）
･Ｂ型肝炎３回(通常接種）

･麻疹・おたふく．風疹・水痘→２回完了ｏｒ定量で証明（英語）（最近は
ＭＭＲ指定が増えている）

･髄膜炎菌４価(最近はコンジュゲート指定）
．ときにポリオ４回以上(４歳以降に１回）
･ツ反陰性、胸部レントゲン、ときにQFTで結核のないことを証明

フテリア・百日咳、麻疹、おたふく、風疹、水痘、

接種項目・回数も異なるので、細心の注意が必要

ロタウイルス、ＢＣＧ（結核蔓延率による)、ヒブ、

となる。

肺炎球菌

地域･流行･経済状況により：日本脳炎、Ａ型肝炎、

ダニ媒介性脳炎、髄膜炎菌性髄膜炎各種、コレラ、
ヒトパピローマウイルス、インフルエンザ、腸チ
フス

海外赴任者の子どもたちへの予防接種
１．渡航前

日本の定期接種が完壁に完了しているか確認す
る。ＤＰＴなどの数が足りないときには自費で回

海外駐在帯同に伴い、現地の定期接種との帳尻

数の帳尻を合わせる。例として、目安とするのが

合わせが必要になることも多いだろう。特に、米

(日本よりも通常は多い）小学校就学までのＤＰＴ

国系の学校に入学する際にはその接種歴・接種回

全量を５回以上接種していること、ポリオが表１

数・接種間隔・製品などまでチェックされること

の要項を満たしていることなどである。

がある。欧州連合では、連合内であっても国や地

破傷風入りワクチンの接種は日本独自の３週間

域、カナダや米国では州によってスケジュールや

間隔接種は海外では認められないので注意が必要

東京小児科医会報

8４
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留学における予防接種：米国を例に

象が話題となっている。必ず年齢と受け入れ先に

日本育ちの小児が直面する問題は往々lこして、

合わせＤＴａＰまたはTdapの全量接種にしたほう

経口ポリオ世代の回数不足（表１）、Ｂ型肝炎の未

がよい（ポリオの接種回数が不足している場合は

接種、コンジュゲートではないポリサッカライド

Tdap-IPVという製品も活用できる)。このとき

髄膜炎菌４価（例、MencevaxACWY）接種で受

忘れてはならないのは「日本の事情は現地に対す

け入れられなかったケース、６歳未満における肺

る言い訳にはならない｣ことである。

炎球菌13価未接種、ＭＭＲの代わりにＭＲ＋おた

ふく単価の接種などが問題になることも著者は耳
２．帰国後

帰国子女のワクチン接種で問題となるものを表
２にまとめた。

にしている。米国行き以外は大抵厳しく見られる
ことは少ないと思われるが、米国行きの際は盲点
などもあるので、学校からの説明書類も熟読し接

「記載がない」「公式の記録がない＝お母さんの

種する必要がある。必要項目は州法で大まかに決

メモ、レシート」は｢未接種と判断し、年齢相応の

められており、それに各学校の追加項目が見受け

キャッチアップを自費で最大限に接種する。「多

られるケースが多いのでその都度確認が必要であ

分大丈夫だろう」と判断するのは本人のためにな

る(表３）。

らない。記載が判読できない場合は有識者と相談

Ｂ型肝炎ワクチンの海外のスケジュールには緊

するか、製品名に関してはCDCPinkBook8）など

急接種スケジュールがあるが、学校入学では認

にある程度記載されている（逆をいうと、渡航前

められないので、通常の０，１，６Ｍを厳守する。

の接種記録も英語のタイプ・ハンコなどで明確に

３回終わらない場合には丁重に手紙を添える。

標的疾患と製品名・ロット番号など判読可能であ
ることが記載でいかに大切かわかるだろう）。

Ａ型肝炎とＢ型肝炎の混合ワクチンTwinrix⑰
Adultのティーンエイジャー以下での使用だと回

表２に表記したワクチンではＢ型肝炎ワクチン

数が少なく済むことが添付文書などに記載されて

以外は国内流通製品との互換性は証明されていな

いるが、入学に際しては、学校がそれを認める旨

いので｢理論的想像による楽観視｣で｢互換性あり」

を明記していない場合は無効となる。

と結論づけるのは予防医学・感染制御・公衆衛生
としてはのぞましくない。

ブラジルワールドカップ2014に関して

回数やタイミングの調整、国内未承認ワクチン

ブラジル開催のワールドカップ観戦に際しても

の接種に関しては、今後の駐在．渡航や家庭状

渡航前医療相談とワクチン接種は欠かせない。こ

況・年齢などをはじめ、多くの因子で影響を受け

こで考えておきたいワクチンを列挙する。

るため対応法はケースバイケースで、煩雑である

すべての定期接種（日本脳炎はブラジルの風土

ため専門家へのコンサル(受診)を勧める。鉄則は、

病ではない）

わからなければ、最初から再接種。少ないよりも、

Ａ型肝炎

多い接種回数を選択することが肝要である。

破傷風・ジフテリア(百日咳）

最後に、「このワクチンは未承認で当院に在庫

Ｂ型肝炎

がないから､接種しなくて良いですよ」は１００％「リ

狂犬病

スクゼロ」を自負できる場合以外は回避し、取り

腸チフス

扱い医療機関への受診を促すことが重要である。

黄熱病（入国には不要だが、リスク地域に入る

ｖｏＬ３２Ｎｏ､３２０１４ＭＡＲＣＨ
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可能性があるなら必要）

プ2014など、渡航者だけではなく来ロ者に対する

さらに、その他の感染症対策も忘れてはならな

対応にも応用できる柔軟`性が重要となる。個々人

い（細菌』性下痢症、パラチフス、デング熱、マラ

の健康被害予防のみならず、ヒトという媒介生物

リア、レプトスピラ症、住Ⅲ吸虫症、マヤロウィ

が日本に感染症を伝播しないよう努力する必要が

ルス感染症、クラミジア・淋病、HIV/ＡＩＤＳ、ハ

ある。対応が困難な場合は最寄りのトラベルクリ

ンタウイルス、結核、寄生虫感染症、ブルセラ症、

ニック＊などとの病診・診診連携を是非i舌用して

リーシュマニア〔内臓型〕、リケッチア､オロプチェ

いただきたい。

ウィルス感染症などが中等度～高リスクとされて
いる)。

＊

＊

＊Ⅱ本渡航医学会公式ホームページより検索可

能http://www､tramedjsthjp

マラリアや黄熱病の高リスク地域以外の開催都

市はデング熱などの高リスク地域であることを忘
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小児急Ｉ性中耳炎のガイドライン
～小児科医としての考え方～

川|崎医科大学小児科学講座尾内一信

ない状況である。小児を診療するすべての医師が、

はじめに

常に抗菌薬の適正使用について考えて抗菌薬の処

近年、市中感染症の原因菌の耐性菌が増加し憂

方をする必要がある。本稿では、抗菌薬の適正使

慮される。特に肺炎球菌、インフルエンザ菌、マ

用の基本的考え方と欧米の急性中耳炎のガイドラ

イコプラズマ、黄色ブドウ球菌などの薬剤耐性化

インを紹介しながら小児科医として考え方を述べ

が問題となっている(表１）。この中で急性中耳炎

たい。

や副鼻腔炎の主要原因菌である肺炎球菌やインフ

ルエンザ菌の耐性化も著しい。日本を含む東アジ

アは世界でも耐`性菌が多い地域である'１。しかし、

抗菌薬適正使用の基本的な考え方
抗菌薬の使用量が増えると当然耐`性菌が増加す

世界的な傾向として新規抗菌薬の開発は乏しく、

る。国別の抗菌薬処方量と耐性菌の比率は正の相

本邦においても今後新規抗菌薬はあまり期待でき

関をする2)(図２）。必ずしも抗菌薬処方の少ない

ない。このような状況下で院内感染症に対しては、

国が、感染症において特に問題が多いわけではな

感染制御と抗菌薬の適正使用ともに重要であるが、

い。したがって、安易な抗菌薬投与は慎む必要が

市中感染症に対しては抗菌薬の適正使用が最も重

ある。不必要な抗菌薬を使用しないということが

要である(図１）。安易な抗菌薬投与は、看過でき

最も重要な抗菌薬適正使用の基本的な考え方であ

表１最近世界で問題となっている病原微生物の耐性化
市中感染症院内感染症

･肺炎球菌(PRSP）

･ブドウ球菌(MRSAVRSA）

･インフルエンザ菌(BLNAR）

･腸球菌(VRE）

・ブドウ球菌(ＣＡ－ＭＲＳＡ）

･大腸菌(ＥＳＢＬＮＤＭ－１）

・マイコプラズマ

･Emerobacわｒ

･大腸菌(ESBL）

･緑膿菌などのブドウ糖非発

・ＮＤＭ－１

．淋菌

･結核

酵菌（ＭＢＬ,ＭＤＲＰ,アシネ
トバクター）
･真菌

・マラリア

キーワード：急性中耳炎、副鼻腔炎、ガイドライン、抗菌薬適正使用
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抗菌

新しい耐性菌を増やさないために１．耐性菌を広げない対策を行う
不必要な抗菌薬を投与しない

耐'性菌を考慮した有効な治療法を

２

選択する

図１市中細菌の耐性菌対策

Ｏ
６
Ｏ
５
ｏ

４

ｏ
３
ｏ
２
Ｏ

１

四割

ｏ

｛承一①厘皀。＆。の堂Ｑ・的の一二一一二舌望窒Ｃ二⑨垣一一一一○一霊」

認

ＯＴＯＺＯ３０４０

ＴｏｔａＩａｎｔｉｂｉｏｔｉＣｕｓｅ（ＤＤＤ/1,ＯＯＯｐｏｐ/day）
図２抗菌薬使用量と肺炎球菌耐性化(文献２）

ろが、これ以外にも重要なポイントがある。筆者

表２抗菌薬の適正使用の基本的な考え方

が考える耐性菌を増やざない抗菌薬の適正使用を

･不必要な抗菌薬の使用をしない

表２に示す。それぞれ重要な項目であるが、実臨

.有効な抗菌薬を使用する

床の場では、ガイドラインに基づく治療が最も現

実的で具体的である。以下に小児科医を対象とし
た欧米の急性中耳炎のガイドラインについて概説
する。

･高用量・短期問治療

･ミキシング(同じ系統の薬ばかり使わない）
･ガイドラインに基づいた治療

東京小児科医会報
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急性中耳炎診療ガイドライン2004

2014ＭＡＲＣＨｖｏｌ３２Ｎｏ３

急性中耳炎診療ガイドライン2013

1．急性の発症

1．急性の発症（48時間以内）

2．中耳貯留液の存在

2．中耳貯留液の存在

・鼓膜の膨隆
・鼓膜の可動制限
・水庖形成
・耳漏

3．中耳炎症所見と症状
・鼓膜の明らかな発赤または耳痛

・鼓膜の膨隆
・耳漏

3．中耳炎症所見と症状
・鼓膜の明らかな発赤または耳痛
（１～３をすべて満足する診断確
定例のみ治療対象）

（１～３をすべて満足する診断確
定例ばかりでなく、診断不確定例

も治療対象）
図３米国小児科学会の急性中耳炎診療ガイドラインにおける急性中耳炎の

治療対象(文献３，４）

亡．[寵T藥墓F写］

年齢
６～23か月

２歳以上

□

蕊鱸i蝋!i鱸;}
霧i蝋灘1jlillii蕊鑿 灘蕊溌溌瀧

抗菌薬投与あるいは注意深

い経過観察と症状悪化時、あ
るいは48～72時間後に改善

＊：痛みに対する評価を行い、痛みを軽減させる

がない場合は、抗菌薬投与

治療に努める

【重症】中等度～重度の耳痛あるいは≧39℃の発熱

【非重症】上記以外
図４米国小児科学会の急性中耳炎診療ガイドライン2012における初期治療(文献４）

急'性中耳炎ガイドライン

症状悪化時、あるいは48～72時間後に改善がない

場合は、抗菌薬投与」に分けている（図４）。急`性

本項では、米国小児科学会の急性中耳炎診療ガ

中耳炎は、自然治癒傾向が強いので、非重症に関

イドライン2004版（GL2004）が2013年に改訂され

しては必要に応じて抗菌薬を投与しないで経過観

た（GL2013）ので、この改訂のポイントについて

察することを推奨している。ただし、不安を増長

おもに触れる３)4)。GL2004では、診断不確定例

しないために、痛みを軽減させる治療（鎮痛薬投

も治療対象になっていたが、GL2013では診断確

与）の重要`性を強調している。抗菌薬の選択に関

定例のみが治療対象としている(図３）。診断不確

しては、初期治療からアモキシシリン80～90ｍｇ／

定例と診断確定例の評価に関しては、やはり鼓膜

kg/日、分２、すなわち高用量治療を推奨してい

所見を的確に評価できるように鼓膜の観察に研鐙

る。抗菌薬の移行の悪い中耳炎の治療で常用量投

を積むことが重要である。また、２歳未満と２歳

与は基本的に考えられないという考え方に基づい

以化に分けて、また、重症か非重ｿil了かと片側か両

ている。また、３０１１以内にＡＭＰC使用歴や結膜

側かを考慮して｢抗菌薬投与」あるいは「家族の了

炎を伴う場合は、耐`性菌の関与を考慮してアモキ

解を得て抗菌薬を投与せず注意深い経過観察行い、

シシリン・クラブラン酸１４：ｌ製剤96.4ｍｇ/kg/日、

東京小児科医会報
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表３米国小児科学会の急性中耳炎診療ガイドライン2012における推奨治療薬(文献４）
初期治療無効時

初期治療
下記の耐性菌リスクなし

30日以内にＡＭＰＣ使用
結膜炎を伴う場合

(48～72時間後）

ＡＭＰＣ

ＡＭＰＣ/ＣＶＡ１４：１

80～90ｍｇ/kg/日、分２

96.4ｍｇ/kg/日、分２

ＡＭＰＣ/ＣＶＡ１４：１

ＣＴＲＸ

96.4ｍｇ/kg/日、分２

50ｍｇ/kg/日、３日間

抗菌薬投与期間：重症６～23か月：１０日間、２歳以上：７日間、６歳以上：５～７日間

表４米国小児科学会を参考にした111崎医科大学小児科における小児急性中耳炎の治療方針
重症度

初期治療

非重症

[軽い耳痛かつ24時間
以内の発熱がく39℃］
重症

[中等度～重度の耳痛
あるいは≧39℃の発熱］

初期治療無効時

２次治療無効時

(48～72時間後）

(48～72時間後）

ＡＭＰＣ/ＣＶＡ１４：１

ＴＦＬＸ

AＭＰＣ

96.4ｍｇ/kg/日あるいは

12ｍｇ/kg/日あるいは

80～90ｍｇ/kg/日

ＣＤＴＲ－Ｐｌ

ＴＢＰＭ－Ｐｌ

18ｍｇ/kg/日

８ｍｇ/kg/日

ＡＭＰＣ/ＣＶＡ１４：１

ＴＦＬＸ

96.4ｍｇ/kg/日あるいは

12ｍｇ/kg/日あるいは

ＣＴＲＸ

ＣＤＴＲ－Ｐｌ

ＴＢＰＭ－Ｐｌ

50ｍｇ/kg/日、３日間

18ｍｇ/kg/日

８～12ｍｇ/kg/曰

抗菌薬投与期間：重症あるいは６～23か月：１０日間、２歳以上：７日間、６歳以上：５～７日間
急性中耳炎の治療には高用量が必要と考えています

分２を推奨している(表３）。

対しては、不必要な抗菌薬は使用せず、投与する

米国小児科学会ガイドラインを参考に川崎医科

場合はPK/ＰＤに基づいた有効な治療法（高用量）

大学小児科では、日本の耐`性菌の現状や米国では

により抗菌薬の適正使用に心掛けることが重要で

未開発のため日本だけで使用できる抗菌薬や新規

ある。そのためには、鼓膜所見を的確に評価でき

経口抗菌薬２剤（トスフロキサシン、テビペネム・

るように鼓膜の観察に研鐇を積むことが重要であ

ピポキシル）のPK/ＰＤ、臨床データを考慮して治

る。鼓膜所見を正確に把握することは、小児科医

療を行い良好な成績を得ている(表４）。また、以

としての基本的な技量と考えられる。是非とも既

前はしばしば見られた難治性中耳炎による入院例

存薬を大事に使用することを心掛けたい。

は、表４の治療方針を導入してから４年間はｌ例
も経験していない。参考にしていただければ幸甚
である。

おわりに
近年、市中感染症の原因菌の耐'性菌が増加し憂
慮される。一方、新規抗菌薬は、今後あまり期待

できない。日常診療で良く経験する急性中耳炎に
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Ｊ）塾

西ｌＩ目

1．Ｈｉｂワクチン導入前の侵襲性インフル
エンザ菌感染症
侵襲`性インフルエンザ菌感染症は、血液や脳脊

あたり7.7(2008～2010年)と報告されており３)、全
国で年間約700人の`患者が発生していると推定さ
れていた。全国のアンケート報告では後遺症．死

亡例の割合が18％であり４)、鹿児島県の集計でも、

髄液など本来無菌的な部位から同菌が検出された

死亡例２％、神経学的後遺症・合併症例18％の重

感染症と定義され、食細胞の貧食から逃れる働き

篤な疾患である。髄膜炎以外の侵襲'性感染症の』罹

をもつ芙膜多糖体を持つ株が原因となることが多

患率も５１と報告されており、侵襲性インフルエ

い。芙膜多糖体の血清型にはa～fの６種類が存在

ンザ菌感染症の疾,患負担は大きい。

するが、重症感染症からの分離株のほとんどはｂ

型を保有するＨｉｂ（Htzcm”ﾙﾉﾉ"ｓノノ坂zZe"ｚａｅｔｙｐｅ

２Ｈｉｂワクチンの導入と普及

ｂ）である。ワクチン導入前には健常小児のHib鼻

侵襲'性インフルエンザ菌感染症の防御因子とし

咽腔保菌率は約３～５％であった。本菌は鼻Ⅱ因腔

ては、抗芙膜多糖体抗体が最も重要である。生後

では病原`性を発揮しないが、血中に侵入し脳脊髄

２か月頃までは、母体からの移行抗体で守られ

液や諸臓器に至ると重症感染症を起こす。わが

ているが、その後急速に抗体価が減衰する。莱

国の小児Hib感染症では、髄膜炎が約70％と多く、

膜多糖体抗原はＴ細胞非依存`性抗原であり、Ｂ細

喉頭蓋炎、蜂巣炎、敗血症、肺炎がそれぞれ６～

胞のみで抗体が作られるが、免疫系が未発達な

８％を占めている')。乳幼児の細菌'性髄膜炎は発

２歳未満の児では多糖体抗原に対してB細胞が

熱以外に特徴的症状がなく、項部硬直もみられな

反応できない。したがって、Hibの自然感染で

いため、早期診断は困難である。とくにHib髄膜

も抗体上昇がみられず、多糖体に蛋白質を結合

炎は、発熱のみられた第１病日では白血球数が

した抱合型ワクチンの接種で初めて抗体産生が

15,000/αL以上となる割合は25％にすぎず正血液

誘導される。日本で使用されているアクトヒブ⑧

検査をしても過半数が見逃される２)。内服抗菌薬

(PRP-T）は、ｂ型莱膜多糖体抗原（polyribosyl-

には予防効果がなく、ワクチン以外に予防法はな

ribitolphosphate：PRP）と破傷風トキソイドを

い。

結合した抱合型ワクチンである有効率（efficacy）

インフルエンザ菌による髄膜炎は乳児期にもっ

は95％と高い5)。1987年に導入された米国のCDC

とも多くみられ、次いで1歳代に多い。日本にお

ActiveBacterialCoresurveillance（ＡＢＣＳ）によ

ける罹`患率は、厚生労働省班研究｢庵原・神谷班」

ると、2012年の侵襲性Hib感染症の５歳未満人口

が行ったｌ道９県の調査で、５歳未満人口１０万人

１０万人あたりの罹`患率は0.2に留まっている。
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Hib髄膜炎Hib非髄膜炎
｢庵原．神谷班｣調査による１道９県の小児侵襲性Hib感染症の罹患

率（５歳未満人口10万人あたり）(文献3)より作成）

Hibワクチンは、わが国では2008年12月１９日に

(0.7％）にみられた。３９℃以上の発熱がもっとも

任意接種として導入された。当初は供給量が不

多かったが、すべて一過性に軽快した。入院を必

十分で、費用の問題もあり接種率は低かったが、

要とした例やけいれん重積などの神経症状も数例

2008年に鹿児島市・宮崎市等で始まった公費助成

みられたがすべて他の疾患が証明され、ワクチン

が全国的にも広がり接種が進んでいった。2010年

との直接的関連は認められず、後遺症を残す重篤

11月には「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事

な健康被害もみられなかった。また、単独接種群

業」（｢ワクチン接種緊急促進事業｣）によって、５

と同時接種群で、対象とした有害事象の頻度を比

歳未満の小児に対する公費助成が全国的に開始さ

較したが、同時接種群で発熱にやや高い傾向がみ

れ、接種率の上昇が期待された。

られたものの、両群で有意な関連は認めなかった

ところが、2011年３月２日までに、Hibワクチ

(単独接種群0.6％、同時接種群0.8％、ｐ＝0.11)6)。

ンと小児用肺炎球菌ワクチンを含む同時接種後の

その後接種は順調に進み、2013年４月には定期接

死亡事例報告が相次ぎ、３月４日に厚生労働省は

種に組み込まれた。

両ワクチン接種の－時見合わせを指示した。その

後の調査により、「ワクチン接種との直接的で明

確な因果関係は認められない」とされ、同年４月

３．ワクチン導入後の侵襲性インフルエン
ザ菌感染症の減少

から接種が再開されたが、この影響は大きくしば

「庵原・神谷班｣が2008～2012年にかけて調査し

らくは保護者のあいだで両ワクチンの安全`性に対

たHib髄膜炎およびHib非髄膜炎（髄膜炎以外の侵

する不安が継続した。

襲`性Hib感染症）の５歳未満人口１０万人あたりの

われわれは日本でのHibワクチンの安全`性を

罹患率の推移を図１に示す。髄膜炎で92％、非髄

監視するために、鹿児島県の29医療機関の協力

膜炎で82％の減少がみられ、Hibワクチンのきわ

のもと、２年間にわたりHibワクチンの重篤な有

めてい高い有効性が示された。また、厚生労働省

害事象について前方視的調査を行った。対象は

院内感染対策サーベイランス(JANIS)事業検査部

lLl97接種で、３９℃以上の発熱（２日以内)、けい

門データの解析でも、髄液検体よりインフルエン

れん、入院症例などを対象とした有害事象は76例

ザ菌が分離された５歳未満の,患者数は2011年以降

東京小児科医会報
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図２鹿児島県の小児侵襲性インフルエンザ菌感染症患者数の年別推移
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図３小児侵襲性感染症由来インフルエンザ菌の芙膜型別頻度(文献'1)より作成）
ＮＴＨｉ,non-typableHM"c"zａｃ（型別不能株）

激減している7)。
2013年も減少傾向は続いており、いくつかの県
では侵襲』性Hib感染症はゼロとなっている。図２

に鹿児島県の小児侵襲`性インフルエンザ菌感染

が、無莱膜型を含む型別不能株（non-typableH
j城zJc"zac,ＮＴＨｉ)も１０％みられている。

４．接種後の発症例

症患者数の年別推移を示す。疾,患内訳は髄膜炎

Hibワクチン接種後に侵襲性インフルエンザ菌

85％、菌血症（急性喉頭蓋炎ｌ例を含む）１５％で

感染症に催`患した例が、2010～2012年の「庵原・

ある。2010年には減少傾向がみられ始め、２０１３

神谷班｣の調査で１８例みられている。原因菌はＨｉｂ

年にはサーベイランスを開始した2001年以来初

が１３例、non-typableHj城"c"zａｃ（ＮＴＨｉ）が４

めてゼロとなった。原因菌はHibが88％を占める

例、型不明ｌ例であった。Hibを原因とする場合
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図４米国５歳未満人口10万人当たりの侵襲'性インフルエンザ菌感染症の英I莫型別罹患率の推移
ＣＤＣのActiveBacterialCoresurveiUanceデータを基に作図

'よ、ほとんどがHibワクチンの通常のスケジュー

意接種開始後、全国公的補助開始後の３期に分

ルが終了していない段階での発症（breakthrough

けて計20例が報告されている'')。それをもとに作

infection）であるが、なかには初回接種を３回終

図した小児侵襲』性感染症由来インフルエンザ菌の

了の生後12か月女児の菌血症例（vaccinefailure）

莱膜型別頻度を図３に示す。全国的な公的補助が

もみられている。この例では、抗PRP抗体価は高

開始されて以後、Hibによる症例が減少する一方

値であったが、血清殺菌活性(serumbactericidal

で、ＮＴＨｉによる侵襲`性感染症の割合が大幅に増

activity：ＳＢＡ）が比較的低値であった8)。ＳＢＡ

えていることがわかる。ＮＴＨｉ感染症の20例の内

は、抗体による補体依存`性の殺菌作用を定量化

訳は、肺炎・中耳炎・副鼻腔炎を伴った菌血症が

したものであるが、抗PRP抗体の抗原との親和性

18例、髄膜炎が２例であったu)。

(avidity）を反映しているとされており、抗体価

このような侵襲`性インフルエンザ菌感染症にお

は高くてもその機能が不十分であるためvaccine

けるＮＴＨｉ原因菌の増加はpathogenshiftと呼ばれ、

failureにつながった可能性が考えられる。Hibワ

海外でも報告されている'2)'3)。ＮＴＨｉ以外にも芙

クチンのvaccinefailureが考えられる症例では、

膜型aやfの株による感染症もみられている。図４

血清抗体価ならびにSBAの確認が必要と考えら

にＣＤＣのデータを基にして作図した米国５歳未

れる。

満人口１０万人当たりの侵襲性インフルエンザ菌

5．侵襲性ＮＴＨｉ感染症
ＮＴＨｉは乳幼児の20～50％が鼻咽腔に保菌し、

中耳炎や下気道感染症の原因菌である。菌血症や

感染症罹`患率の推移を莱膜型別に示す。ＮＴＨｉや
non-b莱膜株がHibを上まわり漸増していること
がわかる。わが国でも今後全国規模での莱膜型別

のサーベイランスが重要である。

髄膜炎などの侵襲‘性感染症の原因となることはま

インフルエンザ菌の莱膜型検査は、特異的血清

れであるが、これまでにわが国でもいくつかの報

による凝集反応で行われることが多いが、保険適

告がみられる9)'0)。Hibワクチンの普及によりＨｉｂ

応がないため通常の臨床検査ではほとんど実施さ

感染症が激減した一方で、国内外とも相対的に

れていないのが現状である。侵襲』性インフルエン

侵襲`性ＮＴＨｉ感染症が漸増してきている。「庵原・

ザ菌感染症は、2013年４月から感染症法の５類全

神谷班」の調査では、Hibワクチン未導入期、任

数把握疾`患となったが、地方衛生研究所等を通じ

ｖｏＬ３２Ｎｏ､３２０１４ＭＡＲＣＨ
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て国立感染症研究所で爽膜型を決定する病原体

tionofpneumoniaandmeningitisinGambian

サーベイランスも一部で導入されている。なお

infantsLancetl997；349(9060）：’191-1197.

Hibの一部には芙膜脱落株が存在し、血清型では

無莱膜型と判定されても莱膜遺伝子を保有する場

合があるため、ＰＣＲによる確認が必要である'4)。
われわれもNTHi髄膜炎の１歳児例を2012年に
経験したが、発症３か月前に規定通りHibワクチ

ンを接種していたため、莱膜型検査を行うまでは
vaccinefailureと考えられていた。Hibワクチン

の効果を正しく評価するためにも、全国的にイン
フルエンザ菌の莱膜型検査の普及が必要である。
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Ⅲ禾斗一。

■■■■

NPO法人HANDSはアジア、アフリカなどの途

ンググループ(委員長：中村安秀・大阪大学教授、

上国で人々の健康を守る仕組みづくりと人づくり

副委員長：松石豊次郎・久留米大学教授）からの

の活動を行っている国際協力ＮＧＯです。東日本

発案でした。

大震災後は、岩手県陸前高田市を中心に、地域の

本助成事業は、ロタウイルスによる乳幼児の急

子どもたちの健康と子育てしやすいまちづくりを

』性重症胃腸炎の蔓延を防止することを第一の目的

テーマに、行政、医療機関、民間団体などと連携

に、そして地域医療機関の負担軽減や子育て支援

して復興支援活動も実施しています。その活動の

も大きな目的と考えていました。特に被災地では

一環として始めたのが、ロタウイルスワクチン接

生活環境の悪化に伴い流行し、さらに重症化する

種の全額助成事業です。

ことが懸念されています。また任意接種のロタウ

本助成事業は、岩手県気仙地区（大船渡市、陸

イルスワクチン無料化の先駆例として、その効果

前高田市、住田町）の生後６週から24週までの全

を検証して広く発信し、公的助成に結びつけてい

乳幼児を対象に、１回14,000円の予防接種２回分

くことも期待されています。

を全額助成するというものです。気仙地区の小児

本事業の大枠については同ワーキンググループ

保健医療支援を実施していた「日本小児科学会気

が考え、その後、具体的な調整や実施について

仙地区小児保健医療支援プロジェクト・ワーキ

ＨＡＮＤＳに依頼がありました。そこでＨＡＮＤＳで

表１気仙地域ワクチン接種基金委員会
委員長中村安秀(大阪大学大学院人間科学研究科国際協力論教授／
特定非営利活動法人ＨＡＮＤＳ代表理事）
委員(50音'１頁）

岩田欧介(久留米大学医学部小児科学）
江原伯陽(エバラこどもクリニック院長）
大木智春(岩手県立高田病院小児科）

篠原都(特定非営利活動法人ＨＡＮＤＳマーケティング・オフィサー）

千田勝一(岩手医科大学小児科教授）
西原三佳(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻助教）
渕向透(岩手県立大船渡病院小児科）
松石豊次郎(久留米大学医学部小児科学教授）
横田雅史(特定非営利活動法人ＨＡＮＤＳ事務局長）
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は本助成事業を円滑に進めていくために、同ワー

に関する啓発活動なども行えるように体制を整え

キンググループの協力の下、2011年12月に任意団

ました。また並行して、対象地域である２市１町

体｢気仙地域ワクチン基金｣(基金委員会メンバー：

の行政機関、医療機関との調整を進め、一方、助

表１）を創設し、助成事業以外にもワクチン接種

成事業を行っていくための募金活動の準備も進め
ていきました。

それらの結果、行政など関係機関とともに無料

行政

接種を実施するための仕組み(図１）を構築し、予

（大船渡市、陸前高田市、住田町）

定より早く2012年１月から全額助成事業を開始す

ﾙ鯛。

ることができました。その後、必要な資金の確保
には常に苦労していますが、多くの協力者の力添

接種対象者・保護者

えによって、2013年11月までの23か月間で1,370

鵬榊か③繩

件の無料接種を行うことができ、現在も継続する

医療機関

ことができています(表２）。

（県立病院、クリニック）

なお、県立大船渡病院・渕向透副院長により、

し献汀⑤支払｝

本助成事業は被災地支援策として以下のような効
果が考えられることが日本小児科学会などで発表

仙地域ワクチン接種某今

されています。

･ＮＰＯ法人ＨＡＮＤＳ

・日本小児科学会気仙地区小児保健医療支援

・気仙地区ロタウイルスワクチン無料接種事業

プロジェクト・ワーキンググループ

行
１－１

は92％と高い接種率で行われており、本事業

ｲ、

,子

開始後、気仙地区のロタウイルス感染症によ

１－」

る入院`患者は減少している。

（さまざまな団体、企業、個人からのご寄付）

・入院`患者数が減少したことにより、子ども、

図１ロタウイルスワクチン無料接種実施の仕組み

表２ロタウイルスワクチン接種件数

2012年１月～2013年１１月まで(23か月間)／計1,370件(月平均60件）
（１）2012年月別市町別接種件数
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

1０月

1１月

1２月

接種件数
合計

4３
4１
4１
6０
3０
3７
4４
4７
4７
大船渡市
4９
4２
大船'度市４３６０４１３０３７４１４４４７４７４９４２４５５２６
4５
526
1４
2１
1１
８
1２
1８
1１
2４
陸前高田市
1８
1５
1４
睦月｣局田市１４２１１１８１２１８１１２４１８１５１８１４１８４
1８
1８４

４
５
２
２
３
３
３
６
４
４
住田町
３
４
住田町４５３２２３３６４３４４４３
4３

合＋
合計

6１

8６

5５

4０

5１

6２

5８

7７

6９

6７

6４

6３

７月

８月

９月

1０月

1１月

1２月

753

（２）2013年月別市町別接種件数（ｌ～11月まで）
１月

２月

３月

４月

５月

６月

接種件数
合計

4４
3２
3４
3４
3１
3９
3５
3１
3５
3３
4３
大船渡市３２３４３４３１３９３５４４３１３５３３４３－３９１
391
大船渡市

1２
８
1８
1３
2０
1９
2７
1２
1１
2２
陸前昌田市８１２１８１３２０１９２７１２１１２６２２－１８８
2６
陸前高田市
1８８
４
１
３
３
２
２
２
０
３
９
９
住田町３３４２０２２３９９
住田町

合計

4３

4９

5６

4６

5９

5５

7３

4５

4９

6８

7４

3８
617
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:減÷

ｊｉｉ１Ｉ》，
ｉｉｉｉＦｉ瀞｢::：皿'麩趨

写真２被災した市街地の様子

'よ、さまざまな団体、個人の方々からの暖かい支
写真１

｢かかるとひどいロタ感染の予防が無料で

援のおかげです。しかし、震災から月日が経つに

できるのはとても助かる」との声が多くあ

つれて、資金が集まりにくくなってきていること

がっています

も事実です。2013年12月末時点では、2014年５月
までの接種費用はほぼ確保できていますが、それ

家族、医療機関それぞれの負担が軽減したと
考えられる。

以降はまだ見通しがたっていません。

公的助成の予算が確保できるまで、もう少し時

、ロタウイルス胃腸炎関連費用（ワクチン接種

間が必要かと考えられますので、できるだけ多く

と非接種を比較）に関する医療経済学的検討

の方のご支援をいただきたいと考えております。

においても、気仙地区において有効と推定さ

したがいまして、もし本助成事業に寄付を検討し

れる。

ていただける場合は、ＮＰＯ法人ＨＡＮＤＳ宛に「気

また、本助成事業をすでに２年近く継続してき

仙ワクチン寄付」と明記のうえ、ＦＡＸ：03-5805-

たことにより、地元の気仙医師会をはじめ多くの

8667またはE-mail：info＠hands､orjpまでご連絡

市民から、できるだけ早く公的予算によって無料

をお願いします。寄付方法の詳細を折り返しご連

接種を継続して欲しいとの要望が各行政に出され

絡させていただきます,，被災した子どもをもつ家

ており、それぞれの行政で本格的な検討が始まっ

庭への支援を続けるために、皆様方のご協力を心

ています。

からお願いする次第です。

いままで23か月間、無料接種が継続できたこと

vol､３２Ｎ０．３２０１４ＭＡＲＣＨ
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病院小児科

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科・診療部長齋藤義弘

平成24年１月５日、「東京慈恵会医科大学附属

名（小児科専門医７名、小児科レジデント３名）

青戸病院｣は、「東京慈恵会医科大学葛飾医療セン

で、富田和江(夜尿症)、櫻井謙(代謝)、堀向健太

ター」としてリニューアルオープンレはや２年

(アレルギー)、齋藤亮太(循環器)、鈴木ことこ(神

が経過しました。建物は地上９階建、一般病床数

経)、掛川大輔(腎臓）と齋藤義弘(感染)が午前の

356床で、病室の窓からは中川や東京の新名所・

一般外来を担当しています。午前の外来は３～４

東京スカイツリー、平成25年、世界遺産に登録さ

名の医師で対応し、予約のない患者さんの診察も

れた富士１１１などが眺望できます｡免震構造が施さ

行っていますが、予約の,患者さん、ＦＡＸ予約の

れ、災害拠点病院として診療機能が継続できるよ

,患者さんの診察が優先されます。ただし具合の悪

う設計されています。

い患者さんを長時間お侍たせすることがないよう

葛飾医療センターは地域の皆様の医療ニーズに

トリアージナースを置いて対応しています。

答えることができる病院、来院された患者さんを

午後は、神経、腎臓、代謝、内分泌、血液、ア

全人的に診る病院、医療者の卒前、卒後教育の実

レルギー、感染・免疫、発達、心理相談（臨床心

践にふさわしい病院を目指しています。当セン

理士による）など専門外来を開設し、患者のニー

ターの特徴の一つとして、１階にプライマリーケ

ズに答えるようにしています。また乳幼児健診や

アユニットを設けて、救急で来院された患者さん

基礎疾`患のある,患者さんの予防接種も行っていま

を救急医、総合内科医、小児科医が、迅速かつ適

す。午後の専門外来は完全予約制をとっています

切に対応できるようなシステムを構築しました。

ので、‘患者さんを受診させたい場合には、一度午

プライマリーケアユニットの一翼をになう小児科

前の一般外来にご紹介ください。平成24年度の外

の使命は、葛飾区を中心とした区東北部医療圏に

来患者数は延べ24,516人、紹介患者数1,396人でし

住む小児のプライマリーケアから専門医療まで'幅

た。１日平均`患者数は84人でした。

広い患者ニーズに応えることと、二次を主体とし

た小児救急医療に貢献することにあると考えてい
ます。

外来診療
平成26年１月現在、小児科の常勤スタッフは1０

入院
小児科病棟は、建物の６階にあり、水泡や水紋

をデザインした床やドアなど子どもの気持ちを和
ませるような配慮が施されています。病棟は、新
生児３床、乳児６床、幼児４床、学童男児４床、

東京小児科医会報
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学童女児４床、個室７床（感染隔離個室３床を含

医が１名で－次、二次救急患者と入院患者の対応

む）の計28床(小児内科系24床、小児外科系４床）

をしています。平成24年度の救急車で搬送された

からスタートしましたが、平成26年１月１日から

患者数は863名で、救急患者は延べ5,068名でした。

小児内科は２床増床となりました。また、預かり
入院だけでなく付き添い入院も可能で、患者さん

医療連携

とその家族に優しい病棟になりました。さらに葛

葛飾区内で小児科を標傍している医療機関は８１

飾区立青戸小学校の院内学級(ひまわり学級)が旧

あります。周辺の医療機関から入院、専門医療を

青戸病院から引き続き病棟内に設けられ、入院中

必要とする患者を多数紹介していただいています。

の児童の学習支援を行ってくれています。入院疾

平成24年度外来患者における紹介率は、保険法で

患の内訳は、肺炎、気管支喘息、けいれん性疾患、

54.6％でした。白血病や脳腫瘍、小児外科的な疾

川崎病などcommonな疾患が多くを占めています

患は、当科では対応困難なため東京慈恵会医科大

が、ｌ型糖尿病、溶血性貧血、炎症性腸疾患など

学附属病院(新橋)に紹介させていただいています。

さまざまな疾患の入院もあります。平成24年度の

また、当科では地域の先生方との連携強化のた

退院患者数は延べ931名で、平均在院日数は７２日

め、症例検討会(青戸小児科医会)を年６回、第２

でした。

月曜日の夜に開催しています。本会は、日本小児

救急
葛飾区内の東京都指定二次救急医療機関（小児
科）は、当センターと東京都保健医療公社東部地

域病院のみで、２４時間体制で救急を受け入れてい

科学会専門医集会として認可きれ、参加すると２
単位が取得できます．昭和63年からこれまで225

回を数えていますが、今後も継続して行きます。

教育・研修

ます。また葛飾区で開設している平日夜間こども

葛飾医療センターは毎年６名の初期臨床研修医

クリニック(平日、１９：３０～２１：４５)と葛飾区休日

を受け入れています。小児科は選択制ですが、小

応急診療所などとも連携して時間外の救急患者を

児のcommonな疾』患を多数経験できるため、小児

診療しています。ただし休日夜間帯は小児科当直

医療の研修には最適な施設と考えています。

vol､３２ＮＱ３２０１４ＭＡＲＣＨ
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今後の展望
葛飾医療センターと名前が変わってもこれまで
築き上げられてきた病・診、病・病連携を大薑切に

1０１

し、地域から信頼される小児医療を提供できるよ

うこれからも取り組んで行きます。引き続きご支
援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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著しい体重減少を来たし、母乳不足が
原因と考えられた新生児の１例
日本大学医学部附属板橋病院小児科学系小児科学分野

高橋智子、米沢龍太、春曰悠岐

村井健美、宮下理夫、高橋昌里

に特に異常指摘なく、児は在胎39週６日、体重

はじめに

3,2369,頭位自然分娩で出生した。身体所見に異

母乳には、栄養、感染防御、母子間の愛着形成

常なく、出生後の新生児マススクリーニング検査

など、人工乳では補えない利点が報告されている。

や自動聴性脳幹反応は正常であった。

一方で、母乳不足により脱水症や重篤な合併症を

助産院の指導のもと、日齢ｌから母乳栄養が開

呈した症例報告が過去に散見される。このたび、

始された。授乳回数は１日７～８回と適正であっ

助産院で母乳栄養を指導され、著しい体重減少と

たが、１回の授乳に１時間以上要していた。また、

活気の低下を認め、母乳不足が原因と考えられた

日齢ｌ以降排便を認めていなかった。日齢４に体

新生児の症例を経験したので報告する。

重2,8509（-12％）で退院を許可され、排便不良に

【症例】日齢15、女児。

対し同日から就前に人工乳50ｍl、糖水を補足す

【主訴】活気不良

るよう指導された。その後も授乳時間は短縮せず、

【現病歴】母親は25歳、初妊、初産婦。妊娠経過

排便も認められなかった。母乳不足を心配した母

表１入院時血液検査所見

64.6×１０４／ｌｕｌ
ｌｌＯＵ/’

１３６Ｕ／’

３
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母乳育児に関する妊娠中の考え
､考え授乳について困ったこと
竃その他鍬体重増ｶﾛ不良
・母乳が出ない■母乳が不足気味

蝋ぜひ母乳で育てたい
日出来れば母乳で育てたい

3.1％

jw人工乳で育てたい

離特に考えなかった

…鯉雪U､ｎJ．
鍵蕊繍鍵擬鯛繍繍蕊溌議蕊｜

■不詳

翻鰯灘

産後1か月時の栄養方法

混合栄養群

■■■■■■■
判母乳栄養
「混合栄養

52.5％'１

i1ii人工栄養

母乳栄養群

Ⅱ■■■
０１０２０３０４０５０６０７０

図１厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課；平成17年度乳幼児栄養調査

親が、退院後も同助産院に相談していたが、経過

観察を行った。また、児の哺乳状況から母乳不足

観察を指示されていた。日齢15に活気不良を呈し、

が考えられたため、家族の了解のもと、入院２１Ｉ

最寄りの保健所相談室を受診した。体重が2,5309

目よりllnlの母乳の授乳時間を１０分とし、それ以

(-22％）と著しく減少しており、精森加療ｐ的に

後は人工乳を｢]律的に哺乳させた。その結果、ｌ

当科を紹介ざれ入院した。

ロ当たり550～600ｍlの人工乳が補足された。次

【入院時身体所見】身長49.2ｃｍ、体重2,5509、体

第に活気良好となり、体重増力11も認めたことから

温364℃、収縮期血圧78ｍｍＨｇ、心拍数120Ｍ/分、

入院３ｐＨに補液を中止した。また入院後は連日

呼吸数48回/分。胸腹部に異常所見なく、Moro反

排便を認めるようになった。入院８日目に体重

射は正常であったが、活気不良あり、大泉門は陥

が3,0809(入院後からの体重増加率789/日）となり、

凹、皮膚ツルゴールの低下を認めた。その他、明

混合栄養を維持したまま同日退院を許可した。退

らかな外表奇形や皮疹などは認めなかった。

院後に外来を再診時も体重増加を含めた身体発育

【入院時検査所見】入院時の血液検査所見を表１
に示す。採血手技の影響と思われるＡＳＴやＬＤＨ

の上昇を認めたが、電解質異常や炎症b(応の上昇

は良好であった。

考察

はなく、甲状腺機能も正常であった。血液濃縮の

母乳には、栄養学的側面以外にも人工乳と比較

影響か、Ｈｂや蛋白の値が高く、Ｃｒ値も高値であっ

してさまざまな利点があり、乳児にとって最適な

たが、入院後の介入により各検査他は改善した。

栄養法であると考えられる’)。ＷＨＯ/ＵＮＩＣＥＦの

また胸部Ｘ線所見では心陰影、肺野に異常所見は

共同声明文である「母乳育児を成功させるための

なく、心臓超青波所見でも心収縮力はl[常であっ

１０か条」や、厚'１ﾐ労働省の「健やか親子21」で母乳

た。

哺育が推進されている。平成17年度の厚生労働省

【入院後経過】生理的範囲を大幅に超える体重減

による乳幼児栄養調査2)(図１）では、妊婦の96％

少と身体所見、検査所見から、重度の脱水がある

が母乳哺育に積極的であり、母乳哺育の重要`性は

と判断し、母乳栄養に一般的な補液を併川し経過

広く知れ渡っていると考えられる。
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授乳時間

、基潭E■蟹好、、.．
,.､:､:｡:耀卵i:鎌ii:i｣r､､へ斜、へA（、、

繊lIili4%{;)|i､斜､、､､､w､Ａ対、

､,体重増加不良
、30分以上

’発育曲線に沿っていない

Z6％

蚕40分以上

ｉ体重増加≦159/Ｂ

鞍60分以上

:.:体重増加≦ZOg/曰

１０％

■長い(基準なし）

醸体重増加≦309/日
,Ｕ

児の様子

蕊

。、２･軍.：J＜くず４｡/ｂ

投機嫌
も排泄

･で脱水、皮膚の状態
藩睡眠

会活気

･`授乳間隔

図２人工乳補足の判断につながる児の要因

それに対し、出産後ｌか月時の完全母乳での

に正の相関があったと報告している'4)。母乳分泌

哺育率は42.2％と乖離が見られていた。同調査

が不十分な場合、本来低下するはずの母乳ｌＴｉＮａ

で、授乳にあたり困ったことについて、混合栄

濃度が低下せず、さらに体液喪失も加わることか

養、人工栄養を行っている母親の約64％が母乳不

ら、体重減少率の高い児の血清Ｎａ濃度は高くな

足を、約１０％が体重増加不良を挙げていた。また、

りやすいと考えられる'5)。

育児支援を行っている保健師への調査3)(図２）で

体重減少に高Ｎａ血症性脱水を合併した場合に、

は、母親へ人工乳の補足を促す判断に、１日あた

腎不全、血栓症、ＤＩＣなど重篤な合併症を併発し

りの体重増加が209以下としているものが最多で

た例が見られる。なかでも両下肢のamputation

あった。１回あたりの授乳時間については、３０分

を要した症例'4）や、脳室内出血で死亡した症

以上かかるものは母乳不足と判断するものが半数

例4)６)14)の報告もあり、早期発見、早期介入が重

以上であった。本症例では、体重増加はなくむし

要であると考えられる。

ろ著明な体重減少を呈しており、１回の授乳に１

しかし高Ｎａ、症性脱水の場合、皮膚turgorの

時間以上要するなど、母乳不足が示唆された。ま

低下や大泉門の陥凹が見られず、脱水がある程度

た母乳不足が考えられる児の様子については、機

進行するまで排尿も保たれるため、早期の検出は

嫌、排泄、皮膚所見、睡眠、活気、授乳間隔の６

困難なことがあり16)、Laingらは、体重測定が単

症状が主に挙げられており、本症例では授乳間隔

純かつ信頼できる指標であるとしている'7)。アメ

以外の５症状を認めていた。

リカ小児科学会は、出生体重の７％を超える体重

母乳不足に対し適切な介入がなされず、重篤な

減少が見られる場合は、母乳栄養に問題がある可

合併症を呈した新生児例が過去に報告されている。

能性があり、授乳状況の精査と介入を考える必要

過去１０年間の報告例を表２に示す4)-16)。多くの報

があると勧告している'8)。

告で、体重減少と高Ｎａ血症性脱水の関係が指摘

＿方で、ｌか月健診時に体重増加不良を認めて

されており、Unalらは、体重減少率と血清Ｎａ値

いても次第に母乳の分泌が回復し、最終的な児の
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①予防接種の効用と副反応
国立感染症研究所感染症疫学センター室長多屋馨子
俸可鯵ひ劫に…・
・盛鵺症pDaC1BRD6ぱし録

･ウイルスうて円？網■って国７

.予防何租ＣＤごど老償28鯵しあう
･どしてＲｻﾞtfどのﾛ６９Kかちぅ飛徳織司e守ol危いのか
ぜぎえ五羽●しみろ
．がかつに７５１Ml良い摘胤3座鯵凡て.秘lど愚O昨可

`予防でご愚侭拭鯵&群予輪しザしよう

ｎJ②予防接種の種類(定期接種｡任意接種）とスケジュール
国立成.青医療研究センター生体防御系内科部感染症科医長宮入烈
本日のメッセージ

適切な時斯に必要な予防接種をうける
ことが大切です

！
第二沼

パネルディスカッション

～参加申込害記入の事前質問への回し答～

ｿ内気にかかった後はワクチン接種はどのくらい期間をあけたほうが良いでしょうか。

座長：五十嵐隆
パネリスト：/多屋馨子

宮入烈

海外と日本の違いは？日本はワクチン後進国？海外から帰国した場合の接種は？
同時接種して副反応か出たら、どのワクチンのせいかわからなくなるのでは？
その場合の補償は？
日本脳炎ワクチンは必要ですか？
ワクチンを受けない事を選択している保護者はどのくらいの比率でしょうか？
BCG接種後の針痕と免疫がついたかどうかの効果は一致するのでしょうか。

接種時、適切な手技で行われていれば、免疫はつくと考えてよいのでしょうか。
早産や低体寵児の場合、予防接種は遅らせた方がよいのか？
できるだけ早めに接種款べき？判断蕊準があれば教えてください。

保育園に勤務しています。全ての子ども達にＢ型肝炎ワクチンの接種を勧めたほうがい
いのでしょうか？保育所職員にＢ型肝炎ワクチンは必要で心ようか（鼻血やxln液に触れる
可能'性かあります肌Ｂ型肝炎ワクチンについては、唾液や汗等を介した水平感染も起
こりうるとのことですが、保育園や学校等における（性交渉を除いた）水平感染はどの
稗度あるのですか？

子宮頚がん予防〈ヒトバビローマウイルス)ワクチンの効果と副反応は？このワクチンは
2種類のウイルスに対する効果かあるとのことですが、そもそも日本人には、このウイ
ﾉﾚｽによる子宮頚かんの割合はどのくらいですか？

賛助会員ご加入のお願い
当財団は、小児医学研究を支援するため、日本小児科学会創立100周年記念事業の一環として平成20年に創設いたしました。
小児科医及び小児医学研究者の研究助成は賛助会費により賄われており、多くの方々のご支援をお願いするものです。
なお、ご加入に際しましては、大変恐縮ですが、事務局にお申し出頂ければ、「加入申込書」を送付させていただきますので
よろしくお願い申し上げます。

個人:１口／年10,000円法人:１ｐ／年100,000円
申込み・問い合せ先：（公財）小児医学研究振興財団事務局〒110-0015東京都台東区東上野3-32-2廣瀬ビノレ４Ｂ

ＴＥＬ:O3-5818-Z601:FAXO3-5818-Z60Z:E-mail:shouni-iken＠jfpedres・orjp
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園・学校でみられる子どもの病気百科
内海裕美監著、川上一恵、松田幸久箸
少年写真新聞社定価2,200円十税

園や学校に通う年齢の子どもたちはよく感冒や

で触れ、病院で行われている標準予防策の家庭、

胃腸炎などの病気にかかります｡アレルギー性の

施設での応用にもふれています。予防接種の解説

咳|嗽や胃腸炎症状の場合を除くと、そのほとんど

もこの章に含まれています。

が感染性のものです。従って獲得免疫がほとんど

第２章では疾患別の各論となります。感染症が

できていない年齢の子どもが集団生活をすると感

主ですが、アレルギー疾,患、貧血、川崎病などこ

染が急速に広まる場合があります。学校保健安全

の年代の子どもがかかりやすい病気の説明が丁寧

法あるいは、保育所における感染症ガイドライン

に記載されています。登園、登校規定についても

がありますが一般の方にはなじみが薄いようです。

詳細に記載されています。保護者と園、学校との

また園では出席に関するガイドラインがあるにも

間でのコンセンサスの形成に有用でしょう。

かかわらず、施設ごとに登園基準に対する理解が
異なるときもあります。

本書は実際に園医、学校医に携わる医師が保護

このガイドブックはお医者さんにとっては多少

物足りないかもしれません。しかし、保護者の方
とお話しをする際にお見せしながら説明をすると、

者の方、学校や園の先生方を対象に書かれた病気

容易に理解していただけるような期待が持てるで

に関する案内書、ガイドブックです。本の構成は

しょう。そして優しい説明を読んでいると、私た

保護者がわが子を健康面から観察するポイント、

ち医師の口調も親しみやすいお話に変わっていく

先生方への衛生環境で注意すべき点がわかりやす

のが感じられそうです。座右に－冊ではなく、ク

い挿図をふんだんに使って説明しています。

リニックに－冊ご)Ⅱ意されることをお勧めします。

第１章では症状からわが子の状態をどう読み取
るかというプロセスの解説です。同時に対応にま

（理事大川洋二）
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障害児保育ワークブック
星山麻木編集萌文書林1,900円

2012年１０月17日初版

小児科外来で困った行動、知恵の発達などさま

尊感情形成など)、②時間とともに伸びていく

ざまな子どもの相談を受けることが多いが、本当

木の高さである発達論による支援（らせん階段イ

に保護者が必要とした対応に真に答えているかは

メージして支援する時はらせん階段をゆっくり上

毎回反省するところであるが、皆様はどうであろ

るように、やさしいほうから難しいほうへ小さく

うか？

課題を区切って支援する)、③木の切り株(行動を

この本は保護者をはじめ保育、教育、医療、保
健、福祉にかかわる方に役立つ本である。

本は、１）特別支援の意味発達の基礎障が
い特性､２)具体的な方法について構成されている。

支える)、困った行動の意味を考え対応する、④
木の育つ環境（環境調整による支援)場所、時間、
課題、視覚的な構造化することで対応、⑤木を支
える人々の連携(周囲の人の連携)である。

ｌ）には1974年の旧厚生省による｢障害児保育事

支援の対象に家族があり、支援者同士の関係を

業実施要綱」が施行ざれ障がい児だけを対象とす

大切にする、専門家の育成など欧米の支援システ

る場合と障がい児と健常児を合わせて保育する形

ムについて解説されており、日本の現状の問題点

態が始まり、後者は加配といった制度によって保

についても警鐘を鳴らされている。確かに一般小

育者の増員が定められていること、また、2003年、

児科外来で困った行動など相談を受けた場合、多

文部科学省が｢障害児教育｣から｢特別支援教育｣へ

くは診断目的で専門病院を紹介することが多いが、

移行する考えを打ち出し、障がい児ではなく「特

その後の支援者同士の連携はほとんどなく、保護

別な支援必要とする子ども」と称するようになり、

者ならびに保育者など同じ子どもを見ているのに

さらに日本の特別支援に対する認識はまだ発展途

別々な問題点を観察しており支援が十分機能して

上にあることが記載されており、我々一般小児科

いるとは言えず、保護者が支援関係者の間を走り

医も再認識する必要性を感じる内容であった。

回り疲弊しているのが現状と思われる。この本は

２）については特別支援の５つの視点を１本の

木を子どもに見立て解説されている。①木の根っ
こである心の支援（愛着形成、母子相互作用、目

相談者である保護者への具体的な対応に必ず役立
つものと思われるので是非お勧めします。
（広報部沼口俊介）
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放射能は取り除ける
(本当に役立つ除染の科学）
児玉龍彦幻冬舎新書860円
2013年７月１３日

著者は東京大学最先端科学技術研究センターシ

れいにする第７章放射性ゴミを保管する終

ステム生物医学教授の方で、2011年４月より東京

章森・水・士を取り戻すという形で構成されて

大学アイソトープ総合センター長併任されておら

います。

れる科学者の方です。児玉先生のご講演を直接伺

被災から今年は３年経ち私達の意識の中には被

う機会が昨年ありましたが、科学に携わる方とし

災地の方々のご苦労、悩みが薄れているのも事実

て研究のみならず、ご専門の研究されている科学

ですが、今回の福島原発事故は広島原爆の20個分

をいかに今回被害に会われた福島の方々に還元す

以上の放射性物質が放出された事実は忘れてはな

るかを真筆に取り組んでおられるご講演内容は集

らず、また、原発からの放射性物資流出はまだ続

まられた方々皆様が感動されたかと存じます。

いていること、ならびに汚染の問題点、その除染

2011年３月１１日の福島原発事故直後に除染活動

そして保管の具体的な方法を理解して私ども臨床

に積極的に関わられ、７月27日の衆議院厚生労働

医の出来る援助の仕方を模索するのに役立つ本か

委員会での参考人演説がユーチューブで流れ、ご

と存じます。ご講演の中でも強調されていました

覧になられた多くの方がおられたかと存じます。

が福島での生活再建のための除染でなければなら

2011年９月１０日に同会社より「内部被爆の真実｣の

ず、その効果のほどを十分理解し農作物の購入な

本を出され、今回紹介しますものはその後での重

ど支援の必要,性、また今同の不信を招いた政府関

要な`情報が満載されています。

係者のデータ公開に関する在り方の反省に基づい

本は序章環境問題としての原発事故第１章

た被災住民の方々の求めていることに対して行政

放射能汚染はどう広がったか第２章放射線は

と科学が協働し取り組む必要｣性は今後益々重要な

なぜ危険か第３章放射性セシウムは人体にど

課題になると存じます。是非一度お読みいただき

う蓄積するか第４章本当に効果のある除染と

たく存じます。

は第５章士をきれいにする第６章水をき

（広報部沼口俊介）
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東京小児科医会理事会議事録要旨
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平成25年度第３回理事会議事録
日時：平成25年１１月30日(土曜日)午後５時30分～
場所：西新宿和光堂ビル２Ｆ会議室

（出席16名欠席９名）
出席：高橋系一、神川晃、佐藤徳枝、保科情、

支援の効果的実施に関する研究…承認

５．禁煙活動調査依頼岩手県小児科医会…承認
６．侵襲性インフルエンザ菌・肺炎球菌感染症調
査(日本小児科医会)依頼…承認

松平隆光、塙佳生、高木英行、伊藤隆一、

７．ＣＤISC標準入門セミナー広報依頼…承認

大川洋二、林泉彦、津田隆、佐藤光美、

８．ＮＩＣＵ等入院児在宅以降研修周知依頼東京

武隈孝治、荻原正明、澤田雅子、牧田郁夫
欠席：沼口俊介、秋山千枝子、和田紀之、泉田直
己、柴田雄介、稲見誠、川上一恵、諏訪
美智子、森蘭子

都医師会より…承認

９．子どもの食育『第８同子どもの食育を考える
フォーラム｣後援依頼の件…承認
１０「乳幼児学校保健研修会｣パンフレット会報へ
の同封依頼日本小児科医会より…承認

『報告事項」
Ｌ会長報告
２．副会長報告
３．日本小児科医会報告

４．各部報告(学術、公衆衛生、社会保険、調査、
広報、経理、総務）
５．その他

11．福島県小児科医会よりロタワクチン事業終了
周知…承認

１２２０日の中野区から学術講演会でのパンフレッ
ト配布…承認

13．東京都医師会ではグループ研究賞の募集参加
…承認

14．平成25年度東京都麻しん対策会議委員の派遣
について

『協議事項』
’第３回小児診療多職種研究会後援依頼…承
認

沼口俊介副会長の派遣承認依頼
１５．東京小児科医会公開フォーラム進捗状況につ

いて…秋山理事より報告

２．東京小児科医会報１０８号チラシの同封依頼

16.および臨時総会開催について（東京小児科医

および95回学術講演会プログラムの同封依頼

会の定款・定款施行細則・規約の変更）…承

と当日の配布依頼和光堂より…承認

認

３．周産期乳幼児保健検討委員会答申周知依頼(成

育基本法制定に向けて)…承認

４．後期早産児～早期正期産児の保健指導・育児

１７．第57回関東ブロック小児科医会について…
2014年２月22日開催
18．八王子市夜間救急診療所小児初期救急平日
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25．保育園与薬依頼書について…持続検討事項と
した

19．［１本小児救急医学会教育セミナーへのご協力

26．その他

27．新入会・退会の件

（資金援助)…辞退
20．ワクチン現物支給につき東京都医師会への要

退会逝去：岩坪秀樹
希望退会：

望書について…承認

21．東京都各地区小児科医会調査一覧作成につい

新入会：田崎ゆき、山岡光子、代田道彦
28．今後の理事会開催予定について

て…承認

22．小児科学会東京地方会資格認定委員会委員の
選出について林理事へ

２５年２月１１１
２９．その他

23．小児科医会報価格年間6000円（26年度より
配送費込）

議長高橋系一

２４インフルエンザ調査…承認

議事録署名人伊藤隆一、津川隆

平成25年度第４回理事会議事録
日時：平成26年２月１日(土曜日)午後５時30分～
場所：西新宿和光堂ビル２Ｆ会議室
（出席19名欠席６名）

出席：高橋系一、神川晃、佐藤徳枝、松平隆光、

生依頼の件…ＭＬで承認

2．東京都福祉保健局小児救急普及啓発事業告
知…ＭＬで承認

3．母子愛育会より成育疾`患克服等次１１t代成育基

塙佳生、高木英行、伊藤隆一、泉田直己、

盤研究事業講演会

林泉彦、津田隆、和田紀之、佐藤光美、

発達協会より2014年春のセミナー告知依頼

武隈孝冶、荻原正明、秋山千枝子、澤田雅

…ＭＬで承認

子、川上一恵、諏訪美智子、森蘭子

欠席：沼口俊介、保科清、柴、雄介、稲見誠、
牧田郁夫、大川洋二

4．ターナー講習会案内用の東京小児科医会会員
宛名シール提供要請…ＭＬで承認

5．葛飾赤十字産院からの『小児救急市民公開
フォーラム」チラシを学術講演会プログラム

｢報告事項』
1．会長報告
２．副会長報告
３．日本小児科医会報告

４．各部報告(学術、公衆衛生、社会保険、調査、
広報、経理、総務）
5．その他

発送時に同封…ＭＬで承認

6．日本小児科医会総会フォーラムの一般演題募
集…ＭＬで承認
７．早産児フオローアップ講習会のお知らせ…
ＭＬで告知

8．東京都版の食物アレルギー緊急時対応マニュ

アルの解説と冊子(添付ファイル)会報同梱に
ついて…承認

｢協議事項』
ｌ東京都地域医療対策協議会委員商橋系一先

９．和光堂の学術講演会プログラムの広告と講演

会場の飲み物、展示ブースの件…承認
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１０．第57回関東ブロック小児科医会（東京主催）

２月22日開催１０名参加
ｕ東京都各科医会協議会での小児科の発表につ
いて…調査部と広報部で行う

12．日本小児科医会名誉会員推薦の件…伊藤和雄
先生推薦

１３．日本小児科医会ブロック推薦委員について(資
料あり）…承認

１４．東京小児科医会の臨時総会(３月１６日)開催…
承認

15．東京小児科医会の定款・定款施行細則の変更

2014ＭＡＲＣＨｖｏＬ３２Ｎｏ､３

した

１８．ワクチン現物支給の件…公衆衛生委員会で検
討
19．その他

20．新入会・退会の件
退会逝去：なし

希望退会：なし

新入会：田崎ゆき、山岡光子、代田道彦
21．今後の理事会開催予定について
２６年５月17日１７：３０
２２．その他

について…承認

16．元東京小児科医会会長の天野先生を偲ぶ会の
開催…４月29日に決定

17．保育園与薬依頼書について…持続検討事項と

議長高橋系一

議事録署名人泉田直己、佐藤光美

vol､３２Ｎｏ３２０１４ＭＡＲＣＨ
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小児科関連学会予定（2014年４月～８月）
学会名：第117回日本小児科学会学術集会

学会名：第96回東京小児科医会学術講演会

会期：４月11ｐ～13日

会期：６月22日

会場：名古屋国際会議場

会場：東京医科大学講堂

会長：駒田美弘(三重大学）

主催：東京小児科医会

学会名：第56回曰本小児神経学会学術集会

学会名：第50回曰本小児循環器学会総会・

会期：５月29日～31日

学術集会

会場：アクトシテイ浜松コングレスセンター

会期：７月３日～５日

会長：杉江秀夫(自治医科大学）

会場：岡山コンベンションセンター

会長：佐野俊二(岡山大学）

名期場長

〈玄

学会会会

第49回曰本小児腎臓病学会学術集会
６月５日～７日

秋田ビューホテル

高橋昌里(日本大学）

学会名：第50回日本周産期・

新生児医学会学術集会
会期：７月１３日～１５日

会場：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・

学会名：第28回日本小児救急医学会
会期：６月６日～７日

ホテル

会長：楠田聡(東京女子医科大学）

会場：パシフィコ横浜

会長：上野滋(東海大学）

学会名：第24回曰本外来小児科学会年次集会
会期：８月30日～31日

学会名：第111回日本小児精神神経学会
会期：６月１３日～１４日

会場：東京大学伊藤国際学術研究センター
伊藤謝`恩ホール

会長：金生由紀子(東京大学）

●●●●●●

銘期場長

学会会会

第25回曰本小児科医会総会フォーラム
６月１４日～１５日

盛岡市民文化ホール(マリオス）
三浦義孝(岩手県小児科医会会長）

会場：大阪国際会議場
リーガロイヤルホテル大阪

会長：藤岡雅司(ふじおか小児科）
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学会報告
公鶏

第95回東京小児科医会学術講演会
日場

時：平成26年３月１６日（日）午後１時～５時

所：東京医科大学病院本館６階臨床講堂
東京都新宿区西新宿６－７－１

＊プ□グラム
ｌ：００ビデオ(MSD提供）
「ムンプス難聴の現状と課題』
北海道大学耳鼻咽喉科福田論

ｌ：１５教育講演６０分(50分＋質疑１０分）
『乳幼児健診復習シリーズ１－１カ月健診、３．４カ月健診』
座長：東京小児科医会秋山千枝子

演者：RabbitDevelopmentalResearch平岩幹男

２：３５教育講演３５分(30分十質疑５分）
『外来でよくみる小児外科疾患の対応』
座長：東京小児科医会関口進一郎
演者：かみざきキッズクリニック大谷俊樹

３：１０トピックス３５分(30分十質疑５分）
『視機能の発達と弱視』
座長：東京小児科医会岡田和子

演者：平和眼科富田香

４：ｌＯトピックス５０分(45分十質疑５分）

『ワクチン同時接種の有効性と安全性～なぜ免疫ができるのか？～』
座長：東京小児科医会武隈孝治

演者：北里生命科学研究所中山哲夫
５：００閉会

東京小児科医会報
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|編蘂 陵記
朝夕の寒さのなかにも春の気配を感じる候とな

ら｢子宮頸癌予防(ＨＰＶ）ワクチン接種後の後遺症

りました。本号が皆様のお手元に咄〈頃は、春も

の病態について｣を、視点では、「東京都版食物

たけなわの頃でしょうか。久しぶりに｢編集後記」

アレルギー緊急時対応マニュアルについて｣、「１３

を担当することになり、皆様より早く読む機会に

価肺炎球菌結合型ワクチンについて｣、「海外赴

恵まれました。

任・留学における予防接種」「Hibワクチン導入に

楊先生の巻頭言を拝読し、，患者さんの膨大な電

よる侵襲'性インフルエンザ菌感染症の変化｣｢被災

子化情報を、コンピューター端末から簡単にしか

地(岩手県気仙地区)におけるロタワクチン無料接

も迅速に得ることで、おおよその診断が可能にな

種事業について」の論文を掲載しています。自分

り、情報の電子化システムによる医療の質への恩

の知識の抜けている部分を補い、疑問を解消して

恵を蒙る一方で、そのことが、芳手小児科医師が、

全体を整理する機会となりました｡松平先生の｢成

目の前の子どもの病態を能動的にかつ理学的に診

育基本法」を初めとし、研究臨床、視点、症例に

察するという、医師としての基本的な姿勢を訓練

学ぶなど、いずれも内容の濃いものです。

する機会を奪っていることの危機について改めて
考えさせられました。

特集の｢母乳をめぐる諸問題｣では、異なる５つ

今回もまた、読み応えのある、タイムリーな、

そして皆様の多くが知りたいと望まれている論文
をお届けすることが出来たかと存じます。

の側面から、それぞれのエキスパートの先生方に

（渋井展子）

ご寄稿をいただきました。
また、ワクチンの問題は、小児科領域でますま

す重要になりつつありますが、臨床の場で役立つ
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最新の情報、あるいは気になる予防接種の諸問題
を取り上げています。まず、第94回学術講演会か
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■原材料名
ニーエン・－エスワン

【オーエスワン】
糖類(ブドウ糖､果糖､コーンシラッブ)､食塩､乳酸Ｎａ､塩

／Ｌ

化Ｋ､乳酸､硫酸Ｍｇ､リン酸Ｎａ､グルタミン酸Ｎａ､香料(－
部にオレンジ由来の成分を含む)､甘味料(スクラロース）

HII1;1111■11壁露1１
印忠一

【オーエスワンゼリー】
ブドウ糖､食塩､ゲル化剤(増粘多糖類)､乳酸Ｎａ､塩化Ｋ、
乳酸､硫酸Ｍｇ､リン酸Ｎａ､グルタミン酸Ｎａ､甘味料(スク
ラロース､アセスルファムＫ）、香料(－部にオレンジ由来

の成分を含む）

くオーエスワンが許可を受けた表示内容〉

<摂取上の注意〉

●オーエスワンは､電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です｡軽度から中等度の脱水状態の方の

下記の１日当たり目安量を参考に､脱水状態に合わせて適宜増減してお飲み下さい。

水･滝解質を補給･維持するのに適した病者用食品です｡畷染性68炎､畷■による下痢･咽吐･発熱を伴う脱水状態、

●学立～成人(高齢者を含む):500～1000ｍL(9)／曰
●幼児:300～600ｍｕｇ)／日
●乳児:体重1ｋｇ当たり３０～50ｍL(9)／日

高齢者の経口摂取不足による脱水状態､過度の発汗による脱水状態等に適しています。

<オーエスワンゼリーが許可を受けた表示内容〉
●オーエスワンゼリーは､電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です｡軽度から中等度の脱水状態の
方の水･電解質を補給･維持するのに適した病者用食品です｡感染性M､炎､感冒による下痢･岨吐･発熱を伴う脱水状
態､高齢者の経口摂取不足による脱水状態､過度の発汗による脱水状態等に適しています｡そしやくえん下困難な
朝合にも用いることができますが､医師とご相駿の上､ご使用下さい。

※ｇは､オーエスワンゼリーのみに適用する。

医師から脱水状態時の食事療法として指示された場合に限りお飲み下さい｡医師､宕旗廓、

薬剤師､管理栄養士の指導に従ってお飲み下さい食事療法の素材として適するもので
あって､多く飲用することによって原疾患が治癒するものではありません。

個別呼価型病者用食品とは、特別用途食品のうちで特定の疾病のための食事療法上の期待できる効果の根拠が医学的、栄養学的に明らかにされている食品として消費者庁が許可した食品です。

識 httP:〃ＷＷＷ,OS-1.ｊＰ■os-1に関するお問い合せ先:(株)大塚製薬工場お客様相談ｾﾝﾀｰ画ol20-872-873
詳しくは店頭ﾘｰﾌﾚｯﾄまたはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。販売者株式会社大塚製薬工場販売提携大塚製薬株式会社

２０１１年S月作成

東京小児科医会会長殿
年月曰

状況変更届
下記のように変更しますのでお届けします。

(ご氏名、および変更箇所のある部分のみ、□に､/印をつけご記入下きい｡）

氏名
(生年月日）

(明・大・昭・平年月日生）

□自宅住所変更など

(電話、ＦＡＸなど）
□勤務先変更

勤務先、診療科名
勤務先住所等

(郵便番号、住所

、

電話番号などを

ご記入ください｡）
文書郵送先

小児科専門医資格

会員名などの

HomePageへの掲載

□自宅□勤務先
あり

なし

□希望する□希望しない

□その他

(その他の役職などの
変更、追加があれば

ご記入ください｡）
ご記入の上、下記の東京小児科医会事務局宛に送付して下さい。

東京小児科医会事務局：〒l60-8306新宿区西新宿5-25-1ｌ和光堂内新宿ビル２階
㈱日本小児医事出版社内
ＴＥＬ：03-5388-5220ＦＡＸ：03-5388-5193

投稿のお願い／
会員通信
氏名

｢Voice(声)」欄原稿募集：
ご意見、症例、診療上の工夫、研究報告など会員の診療に有益となるような論文または短
報を幅広いテーマで募集します。原稿枚数は、論文は400字詰め原稿用紙12枚以内、短報は
４枚以内（いずれも図表を含む）とします。東京小児科医会事務局宛にお送りください。なお、
査読を経た上での採否および掲載形式の決定は編集委員会に一任させていただきます。また、
原稿が受理された時点をもって、投稿された論文等の著作権（著作権法第21条から第28条まで
に規定されるすべての権利を含む)については､原則として当医会に帰属するものといたします。

会員通信：
会員相互交流です。内容・形式は問いません。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ご意見．ご要望に関する内容については執行部から出来るだけ回答をしていただきます。
匿名希望の方は氏名の欄に匿名とご記入下さい。
東京小児科医会広報部TELO3-5388-5220FAXO3-5388-5193

