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この原稿を書いている7月中旬、 ilLi l l本を広

気で恩恵を受けられる家族だけでなく一般の家

く襲った豪雨災害では200名上の方々が亡くな

族からも支持されるのか、新潟市以外の医師の

られ、テレビではその後片付けに追われる映像

意見はどうか、

が映し出されています。 自然の圧倒的な力を見

でのコンセンサスの形成を図りたいという回答

せつけられ、人間の力のはかなさを思い知らさ

をいただいています。また当会の代表として参

れるような出来事でしたが、希望を持ち一歩ず

加させていただいた第7次新潟県地域保健医療

つでも前に進んでいくことが大切なのだと思い

計画（平成30年3月）の中には、 「全県を対象

ます。被災された方々に心よりお見灘いを申し

とした高度小児専￨''l l差療の提供体制を強化する

̲上げるとともに、一'三￨も早く元通りの生活が

ため、小児に関わる全ての診療科が連携した総

戻ってくるようにお祈り申し上げます。

合的な医療体制を描築する必要がある」という

といった懸念もあり、県内全体

笹川富士雄先生の後を受けて平成28年4月よ

文言や、 「PICUの整備について、人材の確保も

り、新潟県小児科医会会長に就任して、あっと

視野に入れ、検討を進める」との文言が入りま

いうIMIに2年間が過ぎてしまいました。何とか

した。行政が相手で大きな予算を伴うものでも

大過なく任期を全うできたのは、副会長の佐藤

あり難しい点もありますが、少しずつ前に進め

雅久先生、小川淳先生、総務の竹内菊博先生、

ていければと考えています。

佐藤昌子先生、会計の椛沢哲郎先生をはじめ、

3つ目のホームページの活性化については、

理事の先生方、会員の先生方よりご支援、ご協

笠原先生からもご協力いただき、予防接種や子

力をいただいたおかげと深く感謝申し̲上げます。

ども医療費助成のページを更新したり、柳本先
生が雑誌に書かれたメッセージを戦せたり、県

会長就任時には以下の3つの目標を立てました。

内｢lilllT村の任意接秘への助成状況や里帰り分娩

1つ目は勤務医の先生方の組織率を高めるこ

時の定期接種の対応などを載せていただきまし

とでした。三役の先生たちが若い先生を積極的

た。ぜひ先生方にもご覧いただき、発信したい

に勧誘して下さったこともあり、 この2年間で

ことがございましたらお知らせいただけますと

開業医4名、勤務医13名の入会があり、 30年4

幸いです。
その他、年2回の学術講演会・会報の発行、

月では201名の会員となりました。
2つ目の県立こども病院設立への協ﾉJです。

東北北海道連合会総会への参加、新潟県産婦人

一昨年、昨年と新潟県福祉保健部とのIili談で

科医会と協力して新潟日報に掲載している「つ

も、その設立を要望してきました。県からは小

なぐ命」の執筆など理事や会員の先生方に助け

児医療供給の偏在につながらないか、病院から

ていただいて無事行うことができました。

遠い地域の県民は不満に思わないか、特殊な病

蝿︑勾日■■

篭

また昨年は、新潟県の6歳未満のチャイルド

平成30年9 月

シートの使用率が一昨年49％と全￨:i<Iワースト3

第2に子ども雁療費助成についてです。今年

位であることからチャイルドシートの啓発に力

10月から三条市で、所得制限はあるものの子ど

を注ぎました。 「子と､もはチャイルドシートに、

も2人以下の家庭でも通院の子ども医療費助成

抜け出そうワースト3

1 」 という標語をつくっ

が中学卒業までとなります。子ども2人以下の

て当会の封書やメールに城せるとともに、保護

家庭での通院医療費助成が小学卒業までの' ij町

者への啓発のためチャイルドシートのアンケー

村はついに新潟ll丁だけになってしまいます。一

トを行いました。会員の先生方にはお忙しい中

方新潟IIjはご存知のように非常に財政が厳しく

アンケートにご協力いただきましたことを御礼

今年はラフオルジュルネをはじめいくつもの施

'l'し上げます。おかげさまで2110枚のアンケー

策を'li｣l己し、

トが集まり、その集計結果は当会ホームページ

す。一歩間違うと夕張｢hの二の舞ではないかと

に載せました。加えて第551111学術祇演会では県

懸念していますが、新潟'li小児科I災会、新潟市

警の小林照秀警部より

医師会などと協力し、 II1学卒業まで引き上げて

「チャイルドシートの重

要性について」と題してご術演いただきました。

もらえるよう柄動したいと考えています。

そのlli斐が少しはあったのか、昨年行われた

JAFと新潟県警の洲査で、

ようやく財政を健全化しておりま

第3に来年9〃28〜29H、ホテルオークラ新

6歳未淌のチャイル

潟で行われる第381111東北・北海道連合会総会を

ドシート使用率は52.3％へ微増し、全国下から

新潟県が主催します。理事の先生方だけでな

5位となんとかワースI､3位は免れました。 し

く、広く若手の先生方にもご参力Ⅱいただきたい

かし、全国平均の64.1%には遠く及ばないため

と考えておりますのでぜひよろしくお願いいた

今後も息の長い啓発が必要と考えます。

します。

また、

一

インターネットやスマホが子どもたち

の健康を損なっている問題に取り糸IIむため、新

最後に、 「子どものため、子どもの未来のた

潟日報と協働し、 「ネット依存は病気です」と

め、そして未来の子どもたちのために」頑張る

いう遠職美季様の冊子を会貝に配布するととも

所存でありますので、

に、第54回学術講演会では新潟日報読者局次長

力をよろしくお願い申し上げます。

の花沢康雄様より

また2年￨Hjご支援．ご協

「読者の声からみえるメディ

アリテラシー」と題してご講演いただいきまし

た。今後も第5711il学術講淡会では、腿岡赤￨≦字
病院のⅢ中篤先生より

タ屋

「子どもとメディアにつ

いて（仮)」と題してご講減いただく予定です。

第37回総会でご承認いただきましたので、
の4月から引き続き三役とも変わりなく、

こ
2期

目2年間を務めさせていただきます。今当会を
取り巻く状況として3つ述べたいと思います。
第1に会計の件ですが、会報広告や講演会の

協賛メー カーの減少で、徐々に厳しくなってい
ます。今 年から、会報の印刷をカラーから￨' ￨黒
にしたり 、連合会総会のための積立資金を少し

減額したり、様々な会合や委員への補助を多少
iill減した りしてできるだけ会費の仙上げをせず
にやりく りをしたいと考えております。
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以降の予約外来を行っており、初診のアレルギー疾

めに

現在の小ﾘJアレルギー疾忠の診療では、主に食物

患忠児も受け付けています。ご紹介いただいた方を

アレルギーと気管支喘息が中心であり、特に近年は

お待たせしてしまうこともあり申し訳なく思ってい

食物アレルギーの子どもたちが増えています。新潟

ますが、小規模な外来のため致し方なくご容赦いた

市での食物アレルギーの専門的な診療では新潟市民

だいています。

炳院小児科上l泉由美子先生が長年ご活躍されていま

気管支喘息に関する検査としては、 II乎吸機能検査

す。私は群馬大学小児科でのアレルギー疾,哩の研修

を取り入れていますc病院の生理機能検査室に主に

を終えた後平成21年10月当院に赴任し、そこから少

成人が使用する大型の検査機器もありますが、当科

しずつ小児アレルギー診療を始めました。市内で一

では外来に小型の機器を侭いて必要時にすぐ検査が

番小さな病院小児科ですが、妓近はl差院・病￨塊の諸

行えています。呼吸機能検在は自発的なll乎吸が必要

先生方からアレルギー症例をご紹介頂いており、 こ

であり、年少児は実施が￨水￨難ですが、小学校1年生

の場をお借りして感謝申し上げます。

からであればこちらが隣で一緒に呼吸動作を行うな

どの実技指導を交えることで測定可能です。

群馬大学小児科での研修は小児アレルギー疾想の

ユ里

高見

！
f

1回で

様々な分野について経験・研究をさせていただきま

上手に測定するのは難しく、

また再現性の確認も

した。基礎研究では、アトピー体質における気道粘

あって、

膜細胞の粘液分泌機構の解析、臨床研究では、正常

梢側の各パラメーターとフローボリュームカーブの

小児と気管支喘息児の呼吸機能、呼気一酸化窒素測

形から、喘息などの気流制限が客観的に評価できま

定や呼吸抵抗測定など新たな気道病態評価方法の検

す。慢性咳嗽で喘息のI II能性があるか否かの確認

討、アトピー性皮膚炎の生瑚学的評価方法に取り組

や、喘息症状は寛解を維持しているが長期管理薬を

みました。また学術面だけでなく、 アレルギー患児

中止できるかを判断する参考として気道狭窄病変の

を対象としたサマーキャンプとアレルギー教室の運

残存の確認などにも使川しています。

3回以上は行ってもらいます。 !￨!枢側、末

営や、食物アレルギーについて食物経口負荷試 験を

食物アレルギーに'4lする検査としては、 スキンプ

導入して本格的な診療を立ち上げるところに携わせ

リックテストと食物経口負荷試験に取り組んでいま

ていただくなど貴重で様々なアレルギー診療を研修

す。スキンプリックテストでは専用の抗原液と専用

することができました。

の検査針で行っています。抗原液が無い場合でも、
食占I1そのものに専用の針を刺したり浸したりして、

■当科での診療

その後皮府を穿刺することで検査が可能です。実際

当科は小児科医2人で外来・炳棟診療を行ってい

に特異的IgEが陽性とならず、 ようやくプリックテ

ます。外来は1人で急性期と定期受診に対応してい

ストで￨場性となってアレルケンが推定されたことも

るため、

あり、

アレルギーの診療は特別に枠を作れておら

またl i膝アレルギー症候群ではプリックテス

トの方が陽性になりやすいと言われています。検査

ず、一般外来の中で行っています。木曜日のみ17時

3

平成30年9月

針を見て注射と思われ泣いて逃げられてしまい困る

3月文部科学省から「学校給食における食物アレル

ことがありますが、経口負荷試験の前段階としても

ギー対応指針」等食物アレルギーに関する複数の資

有用です。

材が発行され、それを受けて新潟'li教育委員会は先

食物経口負荷試験は入院と外来で行っており、診

の手引きの改訂を行いました。改訂内容を検討する

'析確定よりも耐性独得の確認が目的の場合が多いで

会議に新潟市学校保健会会長佐藤塊先生、上原先生

す。過去にアナフイラキシーや重度のアレルギー症

と私が参加して、平成28年1月「新潟市幼児．児

状の既往がある場合や経口可能な摂取量を見極める

童．生徒食物アレルギー対応マニュアル」が完成

場合は入院で、家族が未摂取のものを自宅で摂取させ

し、新潟市立の隙l ・学校に配布されました。給食だ

るのが心配な場合や症状や諾検査結果から症状が出

けでなく、 瞳l ･学校生活全体の'l'での対応指針が示

ても軽症が予測される場合は外来で行います。アレ

されており、医師の診断に基づく学校生活管理指導

ルギー症状が出現した時のその後経過を追えるよう

表の提出を必弧とすること、各施設で食物アレル

に検査は午前中に、

1日に1人ずつ予約で実施してい

ギー対応委員会を立ち上げて園．学校全体で組織的

ます。上気道炎や胃腸炎など明らかな感染症や体調

に対応を検討すること、症状出現￨￨寺の緊急対応プラ

不良の時にはアレルギー症状が出た場合悪化するた

ンを個別に作成することなどが強調されています。

め検査を中止しますが、乳幼児が対象となることが多

また市教育委員会主催で「学校におけるアレルギー

いため、そのような理由で中止・延期になることも多

疾患への対応研修会」が年1回開催されており、佐

いです。負荷試験の結果がその後の自宅や瞳l ･学校

藤先生、上原先生と私が医師側として講演などに協

での食事生活の改善につながるように負荷食品や負

力しています。園・学校から数名ずつ参加しても

荷量を保護者と毎ImI相談して検討しています。

らってアレルギー疾患の現状を学んでもらっていま

ニー

す。マニュアルの普及と研修会を繰り返すことで、
新潟市の状況

徐々にですが園・学校での対応も整理されて充実し

新潟市での小児アレルギー疾患に対する取り組み

たものになってきています。

は、新潟市教育委員会による食物アレルギーに対し

1今後の課題

てのみです。新潟' i丁立の幼稚園・小'l!学校・特別支

援学校で平成29年度食物アレルギー対応者は1146人
で全人数の2.4％であり、

小規模な病院のためアレルギー診療に多くの時間

またエピペンの保有者数

をかけられないのが現状ですが、今後もご紹介患ﾘJ

は181人といずれも年々増加しています｡ l'1年度

をお引き受けできる状態ではありますので積極的に

￨亜￨ ・学校で食物アレルギー症状がHI現して救急搬送

取り組みつつ、呼気一峻化窒素測定や舌下免疫療法

事例は12件であり、今年度は4〜6ﾉ1で4件有りい

など新たな診療も導入できたらと思っております。

ずれも学校で初発の事例でした。

地域の裸題としては、市立以外の￨刺・学校でのアレ

市としての対応は、平成20年日本学校保健会と文

ルギー疾患対応は取りまとめている組織が無く、特

部科学省から「学校のアレルギー疾悠に対する取り

に多くのアレルギー患児が在籍する私立の￨刺では対・

組みガイドライン」 「アレルギー疾患用学校生活管

応が様々であるため、その辺りの整備が急務と考え

理指導表」が発行され、それを受けて新潟市教育委

られます。増加していくアレルギー疾患に対して今

員会が平成21年「学校給食における食物アレルギー

後も微力ながら貢献できればと思っておりますので

対応の手引き」を作成しました。その名の通り給食

ご指導．ご協力の程宜しくお願いlliし上げます。

対応のことが中心であり、管理指導表もその''1で紹

介されていましたが実際に現場で活用されることも
なく、担任と養謹教諭などアレルギー児と直接関係
する少人数で対応していたようです。平成24年12月

の東京都での給食誤食事故を契機として、平成27年
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展離鞭

I脈静驚笥診療に創癒
長岡中央綜合病院

江村菫仁

私は2013年から2015年まで￨玉￨立病院機櫛ｲ;l l棋原病

摂取できる量を積極的に継続棋収してもらうこと

院に￨玉￨内留学をさせていただきました。 2015年4月

で、食物アレルギーの改善を早めるよう、指導して

から長岡中央綜合病院に赴任し、アレルギー診療を

います。

行っております。

灘【アトピー性皮盧炎】
ｌ

食物アレルギーの改善のためにはアトピー性皮膚

【食物アレルギー

へ

まずは食物経口負荷試験について、同僚の先生の

炎のコントロールが必要不可欠であり、必然的にア

方々のご厚意により、現在では、週3日の入院負荷

トピー,性皮府炎の患者さんも多く診療させていただ

試験を、および、週1 1 1の外来負荷試験を行うこと

いております。また、

ができております。辿常は2人／口で負荷試験を

鶏卵アレルギー発症予防に関する提言が発表されて

行っておりますが、長期休みには学童向けにIHあ

から、近隣の開業小児科の先生方から、生後4‐5

たり3人にふやしております。相模原捕院の負荷試

か月くらいのアトピー性皮膚炎の患者さんをご紹介

験数（入院負荷試験12人/日、外来負荷試験4人/1]、

いただくことも増えてきました。湿疹をしっかりと

週5日）から考えると微々たるものですが、看護

コントロールしてから鶏卵をごく少量から摂取させ

部・栄養科も負荷試験に習熟してきており、順調に

ることにより、鶏卵アレルギーが重症化することが

体制を確立することができています。負荷試験項目

少なくなり、ほかの食物抗原の管理も非常に楽に

としては、卵・牛乳・小麦に代表されるメジャーア

なってきている感があります。

日本小児アレルギー学会から

』

レルケンはもちろん、そばやピーナッツ、ナッツ類、

【アレルギー性鼻炎・結膜炎】

甲殻類、軟体類、魚卵などのマイナーアレルケンま

通常の管理も小児科医が行える範囲で行っており

で、多ll皮にわたります。
亘屋

ますが、 スギとダニに対する舌下免疫療法を少しず

次に、経口免疫療法についてですが、現状、全く
行っておりません。私がアレルギーを專li'lにしよう

つ始める,世者さんが増えてきています。ただ、

3〜

と決意したきっかけとなった、非常に思い入れの深

5年きちんと休まず続ける必要があることを告げる

い治療法でもあり、 これを学ぶために国内fW学を決

と、二の足を踏まれる患者さんも多いです。適応年

意したといっても過言ではありません。しかし、経

齢が12歳以上から下限なしとなったことで、

口免疫療法中の自宅での即時症状ll}現をゼロにする

スギアレルギーの予後を改善させる可能性があり、

ことができないこと、

アナフイラキシーやエピペン

今後は数を蛸やしていきたいと考えています。まず

投'丁すら完全に予防できないことを知り、 これを安

は長男のダニアレルギーを治せるか、試してみてい

全に行うためにはl施設に複数のアレルギー専門医

ます。

ダニ．

が必要であると気づかされました（ちなみに、相模

遜【そのほかのアレルギー疾患】

原病院では経口免疫療法のために万全の体制を築い
ており、 24時間3651 1 、

アレルギー専門医が経口免

気管支llf,i,巳､や慢性葦麻疹、即時剛薬剤アレルギー

疫療法専用のPHSを桃梢して患者さんからの連絡を

などを、 アレルギーと名の付くものは一通り診療し

受けており、

ております。薬疹に関しては皮備科にお願いするこ

さらに経' 1免疫療法についての事故に

とが多いです。

対して保険に加入しています)。私は現在、安全に

÷｡

5
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L【今後の目標
一つには、県内にアレルギー専l 'il 1差教育研修施設
をつくり、新潟県内でアレルギー専門医が取得でき
るようにしたいです。

二つには、食物アレルギーに対する免疫療法の体
制を整えることです。昨今、閾値が非常に低い患者
さんが増えてきており、

こういった慰者さんたちが

誤食した時には命の危険性が伴います。現在は、食
物アレルギーの寛解をl l指したfulldoseの経l 1免疫
療法ではなく、重症なアナフイラキシーを起こさな

いことを目的としたlowdoseの経I I免疫療法などが

研究されております。新潟県でこういった重症の食
物アレルギー患者さんの管理ができるようにしたい
ここ

です。

最後に、 アレルギーエデュケーターの育成です。
現状、食物アレルギーに￨判する食事指導から、 アト

ピー性皮膚炎の外用療法、気管支喘息の吸入折導ま
で、すべて医Ⅲjが行っている形になっており、

これ

らをサポートしてもらえるコメディカルの方たちを
育てていきたいと思っています。

以上です。お困りの症例があれば、

どんなに軽症

であっても喜んで診察させていただきます。いつで
もご紹介．ごｲ:I I談ください。

へ

Ｉ︑

L

胃

』
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m111綜合病院のアレル零一診療
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寸川綜合病院小児科ノ

一﹂

蕊はじめI

魑醤

騎琶

砿翻畷

ハ柳舅人太田匡哉

レルギー症候群の多地域での疫学調査や気道上皮細

識

胞のウイルス感染時のムチン産生と自然免疫機構の

新潟県小児科医会の先生方、 このような機会を与

基礎研究を行いました。

えていただきありがとうございます。新潟大学アレ
ルギー班として長岡市の立川綜合病院で勤務してい

どちらも基礎ｲﾘ￨究をやったことが無い状況から丁

る太田匡哉と申します。今￨｢I1は立川綜合病院のアレ

寧に指導していただき大変勉強になりました。現在

ルギー診療について報告させていただきます。

の勤務先では基礎研究をする環境はありませんが留

！

学先での経験が現在の論文抄読でも生きています。
へ

野立川綜合病院でのアレルギー専門外来立ち上げ

麹

4寸川綜合病院ア レルギー外 来の診療内容

平成24年に小柳先生が群馬大学病院小児科での国
内留学から戻ってこられてから立川綜合病院でアレ

現在アレルギー専門医（小柳・太田）のどちらか

ルギー專￨ '1外来を立ち上げました。戻ってこられた

が連日一般外米に立っている状況を維持しています。

年に私も立川勤務であったことから一緒に食物アレ

また事前に連絡をいただいた紹介患者さんに関して

ルギー診療に必要な食物経口負荷試験の開始と試験

は今年度から木llf･金曜の午前中にアレルギー疾患

の流れを確立したあと、気管支喘息の評1llliに有用な

の紹介患者用に初診外来を立ち上げて対応していま

呼気一酸化窒素(NO)検査を呼吸器内科の医師と

す。アレルギー疾患は初回のl川診が重要になるため

共に病院に導入し、皮間テストのためのプリック液

一般外来と別枠を設けて長めに時間を取って,患者さ

などを徐々に揃えていきました。平成29年からは私

んの要望に対応できるよう環境を整えています。

も群馬大学病院小児科での研修から立川綜合病院へ

アレルギー疾患の検査としては食物経'」負荷試

戻りアレルギー專門医を収得したため現在は専門医

験、呼気NO検査、呼吸機能検査、皮層プリックテ

2人体制となっています。

スト、中学生以降に多い食物依存性運動誘発アナ
フイラキシーに対しての食物十運動負荷試 験などを

。里

積極的に行っております。検悔結果については専門

13群馬大学病院での研1 参

,差が2名いるためお互いの慰者についてディスカッ

新潟医療センターの高見先生が群馬大学小児科に

ションが出来るのも当院の強みとなっております。

国内留学した縁で平成22‑23年に小柳先生が、平成
27‑28年に太田がアレルギーの研修のため群馬大学

昨年度からアレルギー性,}炎に対して通年性のダ

病院小児科に国内留学をしました。それぞれアレル

ニアレルギー、春花粉のスギ花粉症に対して舌下免

ギーの臨床研修も行いながら、気道上皮糸lll胞を使っ

疫療法を始めました。舌下免疫療法は従来の対症療

た気管支喘息病態についての基礎研究も並行して学

法であった抗アレルギー薬ではなく根本的な体質改

んできました。どちらも群馬大学小児科教授の荒川

葬の可能性がある治療です。今までの皮1､免疫療法

浩一先生の指導の下、食物アレルギーの食物経口負

に比べれば個別性が無く画一的な治療にはなってし

荷試験、喘息の気道過敏性試験や呼気NO試験など

まいますがアナフイラキシーなどの大きな副作用が

臨床研修を学び、小柳先生は食物アレルギーの急速

ほとんど無いなどの利点もあります。小児の12歳以

免疫療法に関わりながら基礎研究として気道上皮細

上という年齢制限も撤廃されて小児科でも導入しや

胞の疾の主成分であるムチンの産生機柵についての

すくなりました。今後は症例集積がなされ鼻炎だけ

基礎研究を行いました。私は臨床研修として口腔ア

でなく喘息の発症予防などにもエビデンスが確立さ

7
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れるか注'三'されております。治療期間が最低2‐3
年間と長くなるためコンブライアンスが重要になり
ますが鼻炎でお困りの患者さんで今までの対洲i;療法
ではなく体質改善できる治療について興味がある患

者さんがおりましたらぜひ紹介をお願い致します。

圃おわりに（今後の展望）
地域のアレルギー患者さんにアレルギーの治療を

行いながら、講演会などを￨刑いて知識の啓蒙を続け
ていきたいと思います。現在当院は昨年度から新潟

県内の小児科で唯一日本アレルギー学会のアレル
ギー研修認定施設となっておりますので、将来アレ

ルギー專￨ !11医の取得を目指している先生や、 アレル
一

ギー疾患について勉強したいという先生がいらっ
しゃいましたら病院見学の体制を整えていますので

当院外来までご連絡ください。自施設や県内での研
修でアレルギー専門医を輩出できればと願っており
ます。

与匡
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，ア肌零‑科壷の
鮭
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遡

鯉蕊

篭蕊

■

里麓擢簿圏睡固

■鱈顛蹴漂野轌田

魚沼基幹病院

あいち小児保健医療総合セン ター（以下あいち小

へ

田嶋直哉

リスクが高い患者さんは少なくはありません。緊急

児）は愛知県立のこども病院です。その中でアレル

時の対応も勉強になりましたが、

ギー科は刑センター長でもある伊藤浩明先生を筆頭

OFCを経験させていただいたこと、その1I!で本人

に、特に食物アレルギー(FoodAllergy,以下FA)

やご家族のお話を聞いていると、

の診療に力を入れており、

ようなことに困っていて、

H本でも有数の施設とし

とにかく数多くの

日々の生活でどの

どのような気持ちで毎日

て知られています。東海地区はもちろん、北は北海

を送り、専門病院にどのようなことを期待して通院

道から南は沖繩まで、全￨王I各地から多くの若手医師

しているのかなど、切実な想いをたくさん感じるこ

が食物アレルギー診療を学びにやってきています。

とができました。それはどれも私にとっては新鮮

その中で私も2016年4月から2018年3月までの2年

で、生ける教科書そのものでした。

￨州、

フェローとして所属していました。

OFC以外にも急速継口免疫療法(RushOral

あいち小児には愛知県内や￨嫌県から紹介されて重

Immunotherapy,以下ROIT)の患者さんを2年間

症のお子さんが集まってきます。入院での食物経口

で10人強担当させていただいたり、緩徐微量経口免

負荷試験(OralFoodChallenge｡以下OFC)は、 と

疫療法(SIowLow‑doseOral lmmunotherapy,以

もすると半年待ちという状況も日常的でした｡

下SLOIT)

l[￨

を始めとする様々な臨床研究にわずか

月百数‑l‑

ながら￨典lわらせていただいたり、栄養士さんに食事

件、年間1500件前後の入院OFCをしていてもその

指導・栄養指導について教えていただいたりしてい

状況です。私が在籍中に外来のOFCが本格的に始

ました。その他にも2年l lから1年間外来を1コマ

まりましたので、

さらに多くのOFCを行うように

預けてもらったり、名I I｢膝第一赤十字炳院の小児ア

なったにもかかわらず、それでもなお非常に多くの

レルギー外来を担当させていただいたりと非常に貴

需要が常にある状態でした。

重な経験を数多くさせていただきました。

に入院で8人のOFCを行っているので、

一

醤閣篭藤爵

その' ￨'で強く感じたのは、ありきたりではありま

そんなH々の診療の中でも、OFCを行うにあたっ
慎重に計画を立てて

すが看謹師さん、栄養士さん、薬剤師さん、学校や

いました。基本となるプロトコールはあるのです

園の関係者の方々、行政のﾉ々、そして本人やご家

が、直近の血液検査の結果やこれまでの推移、過去

族との連携、協力が不可欠かつ非常に重要であると

の誘発症状の有無や現在の摂取状況、OFCのl l的

いうことです。代替の栄養摂取や調理法の工夫など

や以前のOFCの結果、ご家族および本人の希望な

は恥ずかしながらこれまであまり意識をしていな

ど様々な背景や情報を踏まえ、摂取量や摂取￨Hj陥を

かった部分でした。給食の現場での対ﾙ世の実際な

都度設定し、皆で確認していました。これはあいち

ど、

小児のFA診療の大きな特徴と言えると思います。

多くの課題があり、それがいかに重要なことである

ては一人一人の患者さんに対し

日頃自分が直に見る機会が少ない部分にいかに

入院のOFCは医師一人で4人部屋を1つ1l l当し

かを知りました。様々な職種・立場の人がそれぞれ

ます。必ずしも外来で担当している患者さんばかり

の視点から情報を収集することで、患者さんや取り

ではありませんので、そこで初めて会うお子さんが

巻く周￨井lの現状や課題などが浮き彫りになってくる

ほとんどです。垂症な誘発症状、いわゆるアナフィ

ことを実感しました。具体的に患者さんの今をとら

ラキシーやアナフイラキシーシヨックになってしま

え、その上で治療に取り糸llみ、社会的な対応にまで

うことはそれほど多くはありませんでしたが、その

幅を広げていくためには多くの人の力が必要であ

9
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り、そのﾉJに支えられて日頃の診療が成り立ってい

(PediatricAllergyEdLIcator (PAE)) との連挑や

るのだと感じました。

さらなる育成推進のための活動など、課題はたくさ

軽症例から重症例まで、それぞれの背景を抱える

んあると感じています。しかし、それは同時にｲII IUf

数多くの症例を経験させていただいたことで、小児

しろでもあり、やりがいのある仕事だとも思ってい

食物アレルギー診療における￨川題点や課題を感じる

ます。必ずしも愛知と同じ道を歩めるわけではない

ことができ、その梢療の実際に触れることでその後

と,I&いますが、

の展開や道筋を見せていただくことができました。

ずです。新潟という地域に合わせた方法、新潟だか

治療を進める上では1 1標から逆算し、OFCや治療

らこそできることが激多くあると思います。生まれ

の計画を立て、現状に向き合っていかなくてはいけ

育った新潟県の小児アレルギー診療の今とその未来

ません。その中でいくつかの選択肢、引き出しを

のために、私などにどこまでのことができるか￨'￨信

もって患者さんと一緒に取り組んで行くことは非常

はありませんが、幾許かでも力になれればと願いな

に大切なことと感じています。

がらこれからも毎日の診療に収り組んでいきたいと

縁あってこの4月から魚沼基幹病院で診療にあた

どうしても同じである必要もないは

思っています。

らせていただいています。これまで諸先輩方が職み

最後になってしまいましたが、先生方のご厚'li1iに

上げ、築いてこられた新潟県のアレルギー診療の発

あずかって2年間愛知に勉強に出させていただいた

腱や向上に、わずかでも寄与できればという想いを

こと、そしてこれまで小児科￨ｸ《とは何なのか、その言

忘れずに、

日々目の前にいる一人一人の患者さんの

動をもってご教示いただいてきたことに改めて深く

ために仕事をしていければと思っています。当院で

御礼申しl:げます。合わせまして、 これまで新潟県の

も少しずつOFCの数を増やしてはいますが、継続

小児医療に携わってきた、そして現在携わっているす

ⅡJ能な体制づくりやその後の治療方針の確立、当院

べての医療関係者の呰さま、地域の宝である子どもた

にはまだいませんが小児アレルギーエデュケーター

ちに関わるすべての侍さまに感謝申しkげます。

全

要里
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新潟市民病院小児外科

トー

はじめに

平山

た、その小さな侵襲性に集約される

姉斗胸（以下、本疵）は800〜1000人に1人の頻

裕

（図2）。ちな

みにわが国では、 1998年、植村（現川崎医科大学小
児外科教授）

度で見られる胸郭変形であり、一般的には胸骨の過
へ

■

らが初めて導入している｡ 《

形成変化に伴う胸壁支持組織（胸骨・肋軟骨・肋

骨）の獺斗状陥凹が原因と考えられているが! )、胸

蕊治療開始の至適年齢と至適時期

郭の強度不足や大胸筋の形成不全を病因として指摘

わが岡における本法初回手術時の至適年齢は、 10

する意見もある。性別では3対1で男児に多い。約

歳前後（8〜12歳） を一つの目安とする考え方が一

30%の症例では家族歴を有しており、

また人種差も

般的である！ )。ただし、施設によっては患児や家人

見られることから （比較的白人層に多い)、何らか

の希望から幼児期の手術施行を選択するケースや、

の遺伝的素因の存在が示唆されている! )。

逆に｢￨!高年齢の成人例も手術対象としているケース

一方、診療面に関しては、美容上のニーズはもち

もあり、従来の術式に比べれば選択の1幅は格段に広

ろんのこと、近年は縦隔スペースの狭小性を背獄と

がってはいる。一方、現在欧米では胸郭自体の'U塑

した呼吸・循環障害（約10〜20%の肺機能低下や右

性とバー抜去後の再発リスクの観点から、原則1O代

心系の機能不全など）の側面からも治療適応とする

になってからの手術(10〜15歳）が推奨されている。

のが好ましい胸郭異常疾患として認識されるように

ただ,'&!春期以降や成人例の場合、 Ifj郭の硬化や変形

なってきた2)o

の度合に左右差が生じているケースも多くなるた

rL

め、矯正効果は小児期の時に比べ若干不良となりや
ﾛｰ

…蕊

すい（その分、骨の成促は停止するのでバー抜去後

Nuss法の登場

の再発リスクは低くなるが…)。

本症の治療は、 1990年代後半まで肋軟骨を切除す
るRavitch法や胸骨を切断する胸骨測転法といった

当科は2010年より本法を導入してきたが、概ね小

比較的侵襲度の高い術式が主体であったが、 1997年

学校入学後の「7〜1O歳の冬期￨Al」を初回バー挿入

に矯正用金属バー(pectusbar)を胸壁に一定期IHI

の至適時期と考えている6)。その主な理由は、 まず

挿入・留置するNuss手術（以下、本法）が発表さ

思春期前の方が骨端線は閉鎖しておらず矯正効果の

れたことで、状況は一変する。外科治療の歴史にお

上でも有利なこと

いても、数少ない1lt紀の大発見手術（技術革新）の

患児や周囲の友人も身体内にバーが留置されている

幕開けである本法は1997年の米国小児外科学会に

という自覚・病織を持って生活できること

おいてDonaldNuss氏により初めて報告され、翌

安静を確保)、

1998年の論文発表以降3）

れるためクラブ活動などにも思い切り参加できるこ

)、その良好な治療成緬と

（美容形態的な利点)、年齢的に

（術後の

またバーを抜去いた上で中学生にな

優れた整容性から急速に世界各匡Iへ普及した（図

と

l)。本法が画期的だった点は、それまで必然とさ

して寒冷地の新潟という土地柄、冬期間の方が退院

れていた肋軟骨の切雛を一切行わず)1m壁を矯正し

後の身体的活動制限が自然と担保され、術後早期の

11 1

（運動制限の解除時期）にあり、更には季節に関
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合併症リスクを極力減らせるのではないか
スクを極力減らせるのではないかと考える

ものを持ったり体幹を捻ったりすることすら極力避

に至ったため（早期合併症の￨' 'l避）である。 その他、

けてもらう。更に術後急性期以降も、患児の成長と

術後の感染率についても、冬場の方が夏に 比べその

ともにバーの寸法が体格に合わなくなって浦みが出

発生頻度が低いといった報告も見られ参考にしてい

たり、連動制限の継続など,世児自身が心的．身体的

る7)。このような季節性も考慮した手術時期の設定

ストレスを受け続けている状況は変わりなく続いて

は当科独自の考えかもしれないが、退院後の忠児ら

行く。よって最終的には、留置期lHjや運動の許容範

の声を聞いてみると確かに冬場は運動制限が受け入

囲について本人と保護者、学校担任らと随時相談し

れやすい期IIMであったようで、今のところ手術時期

ながら過ごしているのが実情である。それでも通常

の選択としては適切であると判断している

であれば、術後4〜6ヶ月以降には軽い運動や体育

（もちろ

授業への参加程度は許可できることが多い。

ん、夏休みなどの災期休暇に合わせた入院を希望す
る際には、 ili'il別に保護者とよく相談してから決めて

その他、やはり感染(1.1%)には注意が必要であ

いる)。いずれの場合も、入院期間は概ね2週間で

る。基本的に人工物が体内に留置されているため、

ある。

一度バー周￨＃￨に感染を起こすと若干長期化するケー

なお、最近は手術以外の治療法として陰圧吸引療

スが多い。当科でも約1年以上に渡って難治化した

法(VacuumBell'Mと呼ばれる大きな吸盤状装具を

例を経験している。加えて、現在バーの素材はチタ

陥凹胸部に当て、陰圧をかけて持ち上げる）の有川

ン製とステンレス製の2種類が流通しているが、特

性も報告されてきたため8)、積極的に手術適応には

にステンレス製では金属アレルギー（3.2％）

ならないような軽症例や低年齢児の場合には、今後

ることがあり、予め慎重な問診が必要となる。

へ

を生じ

検討の余地が出てくるかもしれない。

患児、家族の声
合併症対策の進歩

全国的な報告を踏まえても、本法術後の満足度は

Dr.Nussの発表以降3） ;' 1， 2000年代に入ると本法

高いと言える。ただ本症と診断された後、術前本当

は瞬く間に漏斗胸治療の主流となっていく。当初は

に治療を受けさせた方がいいのか悩まれる保護者ら

本法が世界各￨通lの多くの施設で施行されるように

は意外と多く、 「男の子だから見た'1は気にならな

なったことで、心穿孔や大動脈出血、肺損傷など重

いけど…」といった声をよく耳にする。それでも、

篤な術' I｣合併症も経験されていたが、それでも最近

逆に沿療機会を得ないまま成人に至った男性患者か

は手術手技の習熟と安全面に配慮した数々の工夫か

らは、 「子どもの頃から何となく友達の視線は気に

ら術I ￨ 1 ･周術期に発/￨皇する合併症の報告は大ll旧に減

はなっていたけど…」というような'且'想を￨1Hかれる

少しているようだ。当科でも、植村らが考案したケ

ことがある。確かに男児の方がむしろプールや海水

ント牽引開創器をjl1いたcranetechnique (図3)

浴などで上半身裸になる機会が圧倒的に多く、本症

を取り入れることで1m骨下剥離操作時の術野確保が

の捉え方には本人しか分からない一面（ボデイイ

格段に安定化し9)、幸いこれまでのところ重篤な術

メージの偏lhjとコンプレックス）があるのも事実な

中合併症を経

のであろう。一方、女児では軽度のものなら思春期

験していない。

に皮下脂肪が付くことや乳房が発育することで、一

蕊バー留置期間中の注意点

見Ⅱ立ちにくくなることもあるが、骨格の変形自体

バーは通常約3年を目安に抜去する。裏を返せば

は手術以外では決して改善されない。

また、一般的

そのlNj、忠児らはいつ胸部に直接衝撃が力l lわって

には,'と1春期を迎えた本症女児の乳頭は、乳房の発育

バーがずれたり

とともに内側を向いてくる傾向にあるためド着の着

（5.3％)、胸腔内・縦隔臓器を損傷

してしまうか分からない不安を抱えながらI I常生活

脱の際に違l l感を持つこともあるようだ。

を過ごすことになる!o)。特にバー挿入直後の術後
3ケj1はバーがずれやすいため、

本症は男女を問わず一人一人の感性と受け止め方

日常生活でも重い

が異なるうえ、各''1の変形の度合いも微妙に違って
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いる。ゆえに、実際治療に進むべきかどうかは、

も

PediatrSurgl998:33:545‑552.

4)NussD,KellyRE,CroitoruDP,etal. :Repairof

ちろん心肺機能など医学的評価の結果と保護者の意
向を踏まえつつ、

しかし最終的にはやはり患児の本

pectusexcavatum.PediatrEndosurglnnovative

心を｣寧に汲み取った先の判断として結論を出して

Techn1998; 2:205‑221.

5)UemuraS,NakagawaY,YoshidaA. etal. :

いく姿勢が求められるだろう。

Experience inlOOcaseswiththeNLIss
一﹂

おわり↓

procedureusingatechniqueforstabilizationof

本法は歯科領域などの矯正治療に比べれば、決し

thepectusbar.PediatrSurglnt2003: 19: 186‑

て安易に実施されるべき術式・術後管理でない反

189.

面、適切に運用されると非常に満足のいく成績が得

6)平山裕，飯沼泰史， 東舘成希，他：漏斗胸Nuss

られることが分かっている。まずは身近にいる小児

手術術後に遅発性胸水貯留を発症した7歳男児

科医・小児外科医が積極的に情報提供を行っていく

のl例．新潟市民病院誌2016;37:51‑55.

7 臼井規朗神lll雅史. : 【小児外科と感染症】

ことが重要になる。
へ

Nuss手術後の感染に対する治療．小児外科2012;
参考文献

44: 1166‑1170.

' ）植村貞繁：漏斗胸と鳩胸の新しい概念と治療
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図1
Nuss手術のシェーマ（文献1より引用)。
肋軟骨を切離することなく、金属性の矯正バーを左胸腔から右胸腔経由で誘導する。
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漏斗胸患児の術前・術後の胸郭例。

初診時の胸部所見（5歳7ケ月時)。実際の手術は7歳0ケ月時に施行。
初回術後の胸部所見（8歳9ヶ月時)。よく矯正されていてバーも安定している。
この後、バー抜去術は9歳6ケ月時に施行したが、現在に至るま‑で再発所見なし。
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図3 Cranetechniqueを用いたNuss手術。
A:ケント鉤吊り上げ用アームでクレーンのように胸骨が持ち上がっている （白矢印： リフティングフック)。心臓と胸骨の間
が広がり格段に視野が良くなると共に、縦隔の剥離操作の安全性が高まる。
B :胸腔鏡で確認しながら胸骨背側と心外膜境界を剥離し、右胸腔内から左胸腔内へルートを作製している （黒矢印；剥離に
用いるベクタス用クランプ、白矢印： リフティングフック、黒矢頭：心外膜)。
C:ペクタスバーの左端にリムービングフックを掛けて翻転させる （黒矢印)。 リフティングフックはこの後に外す（白矢印)。
D:術直後の胸部レントゲン仰臥位正面像：本例では、 スタビライザーをバーの左端にのみ装着したが、両端に使用すること
も多い。
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回砺延彊溌候群 臨尿像塵診断 淫浩IEの注意
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新潟大学医歯学総合病院小児科小澤
QT延長症候群(longQTsyndrome,LQTS)は、

へ

唾

、q

■

、言一

ﾉ子

性ではQTc>470msとする場合もあります。

torsadedepointes (TdP) といわれる特徴的な多

HRS/EHRA/APHRSExpertconsensus

形性心室頻拍や、それに引き続く心室細動により、

statement2013に従いますと以下の3つのいずれか

失神や突然死を来たし得る遺伝性疾患です。今回、

である場合にLQTSと診断されます。①LQTSの臨

一般診探で問題となり得る、 LQTSの診断と生析上

床診断スコアであるSchwartzスコアが3.5以上、②

の注意点について述べさせていただきます。治療に

原￨火lとなる遺伝子異常が同定される、③補正QT時

つきましては今胴l省lll舟致します。

W(Bazettの補正式を使用）が500ms以上。
注意点としましては、 Schwartzscoreの感度は決

蜜疾患頻度

して高くはないと考えられていることです。特にl

型の中に安静時のQT延長が￨ﾘlらかでない症例がい

2000人に1人の方が本疾患であると考えられてい

ますが、 これらは②でしか診断できないことになり

ます。

ます。そこで、以下のようにT波形態や連動負荷試

￨ I

遺伝子異常と型

験による変化にも注意が必要と考えています。下記

の特徴があれば、遺伝子検査も考慮されると思われ

現在、原因となる辿伝子異常は少なくとも10以上

一

あると考えられており、 これはLQTSの患者さんの

ます。

75％程度で同定されます。これらの同定された異常

も、

のうち40％がKCIVQZ (1型)、 40%がKCIVH2(2

な変りi↓もlil時にある場合があります。

型)、 15%がSCjVa4 (3型） という遺伝子の異常で

も、やはり遺伝子型と表現型（下記の臨床的特徴）

あり、

が一致するのか

l〜3型が本疾想の多くを占めています。さ

しかし逆に、遺伝子検査で変異が同定されて

これがQT延侭の原因でない場合、あるいは別
この場合に

￨真重に検討することが重要となりま

す。

らに近年、 CACjVAIC(8型,Timothy症候群）に

T波の形態と運動負荷による変化は以下の通りで

異常を認める患者さんがこれまで考えられていたよ
りも多いことが指摘され始めています。新潟県内で

す。

は、

横に延ばされたような形態をしています。

これまでl型、

2型、

8型と診断された,IJA者さ

l型はbroad‑basedTとll乎ばれ、正常のT波が
しかし、

んがいます。遺伝子検査は、特定の医療機関にて保

安静時心電図ではQT延長がなく全くの正常にみえ

険診療で行われています。

る場合があります。こういった症例を含めl型では

連動負荷試験が診'析的価値を持ち、運動￨州始後から
診断：安静時心電図の特徴と、運動負荷試験へ

速やかにQTcが延災し、 この変化は少なくとも運動

の反応

' '1止後4分まで持続します。我々の検討では、運動

一般的には、 15歳未iil'iでは補正QT時間(QTc,

前後で40ms以￨えの延長があれば、

l型の1り．能性が

Bazettの袖1弓式を使川)>460msを延長と考えます。

高いと考えられました。なお、正常例ではQTcは運

さらに、 15歳以上では、男性ではQTc>450ms、女

動前後でほぼ変化しません。

盤
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2型は安静時心髄￨xlに特徴があり、 notchedTと

く必要があります。

呼ばれます。この"notch'' は、小児 期では胸部誘

以ﾄｰ、特に疾患頻度の高い1 ，

導V3‑4では正常例でもそれらしく見 えて紛らわし

2型について解説

致します。

いのですが、 LQT2の典型例ではV5‑6誘導でも観察
され、正常例との違いと思います。 また、必ずしも

＝心イベントの契機

全例がnotchedTになるわけではなく、二峰性T波
であったり、特に思春期以降の女児では､Iz定T波に

LQTSl型(LQTl) :運動や緊張により心拍数が

なることもあります。運動負荷試験では、運動の

上昇するような状況で心イベントを起こします。水

ピークではQTcは短縮傾向となり、運動後4分程度

泳（プール、海）は特に危険性が高く、必ず避ける

でIII度延長します。

必要があります。

3型と8型の安静時心電図は、非常に似ており、

LQTS2型(LQT2) :安静時に急な緊張や運動に

いずれもlate‑onsetpeakedTとなります｡ 7型では

より急に心拍数が上昇する状況で心イベントを起こ

U波の増強があります。他のタイプ°では、安静時の

します。具体的には、 アラームや携帯電話の着信、

T波の形態について特定の傾￨fﾘははっきりしていま

急な体位変換などが契機となり得ます。

己司

せん。

■性別と年齢による変化

またQT延長症候群の患者さんは、TdPを起こし
失ﾈll1することがありますが、特に運動でTdPを起こ

LQTl ( Ixl l ) :運動強度が上がる小学校入学醜

しやすいl型でも、連動負荷試験中にTdPを起こす

から、心イベントの頻度が高くなります。特に男児

ことは稀です。連動時の失神の精査で連動負荷試験

でその傾向がありますが、

を行い、TdPのような多形性心室頻拍を起こした場

が活動的であるからと考えられています。

合は、QT延長症候群よりさらに予後不良な、

カテ

LQTlではテストステロンが保護的に働き、思春期

コラミン誘発性多形性心室頻拍の可能性を念頭にお

以降の男児で心イベントの危険性が低下する可能性

これはり]児より女児の力
また、
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図2.

LQT2の初発症状の年齢

ら、 LQTS患児が心イベン1､を避け、かつ可能な限

があります。

LQT2 (図2) :思春期以降の女児で心イベント

り希望に合う生活を送るために、正確なタイプの診

の頻度が高くなります。特に、初潮後にその危険性

断を行うことが重要です。また、心イベントを完全

が高くなると推察されます。これには、エストロゲ

に抑制することは現'1寺点では￨利難ですので、特に心

ンが催不整脈的に、逆にプロゲステロンが抗不整脈

イベントの既往のある児では、緊急時の対応につい

的に働くことが￨典I係していると考えられています。

て、ご家族や学校の協力が不ﾛI欠です。

さらに、我々はLQT2女児の一部では、短時間に
−

TdPを繰り返すことを指摘し、 これには性周期が関
連しているのではないかと推測しています

生〉 舌kの注意点

QTを延長する薬剤を避けます。特にLQT2で注
意が必要です。

急性胃腸炎罹,胆時等に低KIⅢ症に注意します。

LQTlでは水泳は原則禁止です。その他の運動
は、少なくとも管理下で行うことが望ましいと思
われますし、場合により制限を検討する必要があ
ります。

LQT2では、基本的には連動制限は不要です。

上述の通り、頻度の多い1 ，

2型でも、それぞれ

性別、年齢による注意点が異なります。このことか
＃
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新潟大学医歯学総合病院の総合周産期母子医療セ

れてくることが多くなっています。実際に、近年の

ンターには、軍篤な妊産婦を対･象とした母体胎児集

当院NICU入院症例の内訳を見ると、約20%は先天

中治療室(MFICU6床)、集中治療を要する児を対

性心疾患の児で、他の合併症も含めると全入院症例

象とした新生児集中治療室(NICU9床、GCU12床）

の約30‑40％は、何らかの合併推を有する児が占め

が併設されています。県内の総合周産期母子医療セ

ています。そのような忠児の集中治療では、小児科

ンター（新潟市民病￨塊、長岡赤十字病院)、地域周

の他のグループや小児外科、小児循環器外科、脳外

産期母子医療センター（新潟県立新発田病院、済生

科、整形外科など、多くの専門科との連携が必要不

会新潟第二病￨塊、長岡中央綜合病院、魚沼基幹病院、

可欠です。こども病院や小児専門医療機関がない本

新潟県立中央病院)、

県における唯一の大学病院内NICUとして、

さらには、県外の鵺岡市立荘

当院

内病院など、他の周産期センターと連携を取りなが

NICUの果たすべき重要な役割一つは、他の専門科

ら、昼夜を問わず患児や家族のケアを行っていま

と連携が必要な児の集中治療と考えております。

す。2018年の当センターの体制は、センター長であ

様々な合併症を抱える児は、在宅酸素療法や気管

る高桑好一教授を中心とした産科部門、庄司圭介、

切開管理などの呼吸管理、経管栄養や人工肛門管理

星名潤、楡井淳、林雅子、桑原春洋、産婦人科から

といった栄養管理など、医療的ケアを必要とする場

新生ﾘJ研修に来ている医師、筆者らの新生児部門と

合が少なくありません。そのような医療的ケアを必

なっています。

要とする児では、合併症に対する治療だけでなく、

一般的なNICUは、様々な理由で早く生まれた早

自宅での育児に向けた家族の準術などで、入院が長

産児や小さく生まれた低出生体重児が、入院患児の

期化する傾向があります。一方で本県では、急性期

大半を占めています。一方で当院のNICUは、様々

を過ぎて'￨曼性期に移行した児のケアを行う医療施設

な合併症を抱えた児の入院が多いという特徴があり

が不足しています。このような状況のため、

ます。近年、胎児超音波診断や母体血を用いた出生

の医療的ケアの準備や支援体制が整わずに自宅に戻

前遺伝学的検査(NIPT)などの診断技術が向上し、

れない、慢性期のケアを行っていただく医療施設も

胎児期に心臓の構造異常などの疾患や染色体異常が

空きがなく転￨塊できないといったいわゆる"NICU

診断される例が少なくありません。当院において

出口問題

も、連携病院からの紹介による胎児超音波診断依頼

センタ −でも常にNICUベッドが埋まっている状態

は、年間100件を超えており、胎児期に何らかの疾

で、病 床稼働率が高止まりしており、他の医療機関

患を疑われる例が増えてきています。さらに、本県

からの 紹介に十分に対応できていないのが現状で

では一部医療の集約化が進んでおり、複雑心奇形な

す。こ れらの問題を解決するためには、様々な合併

どの先天性心疾患の児や脊髄髄膜瘤など脳外科疾患

症を抱える児は、当院で他の専l i'l科と連携しながら

の児、重篤な検隔膜ヘルニアなど小児外科疾患の

急性期 治療を行い、患児の長期的なケア、在宅への

児、 lill液浄化探法を要する児などは、当院へ紹介さ

準備な どは、ご家族の生活拠点がある地域の医療機

18
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自宅で

が、大きな問題となってきています。当
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：

関で進めていただくなど、地域全体で患児や家族を

数回は県内外の新生児科医が一堂に会して、

リサー

支える体制を整備する必要があると考えています。

チミーティングを開催するなど、研究にも積極的に

このような医療的ケアを必要とする児は、今後さら

取り組んでいます。 「母体胎盤や新生児腸内細菌叢

に増えていくことが予想され、地域での患児、家族

と周産期予後の関連｣、 「早産児におけるI齊帯遅延結

を支えていただく小児科かかりつけ医、 ｜矢療機関の

紮の効果｣、 「早産児の腸内フローラ形成に￨奥lわる因

先生方とは、

さらに連携を深めて、協力体制を構築

子と予後への影響｣、 「極低出生体重児のメタボリッ

していただければと思いますので、今後ともよろし

ク症候群の発症機序の解￨ﾘl」などのテーマで臨床研

くお願い申し'2げます。

究を進めており、いくつか成果が表れてきていま

E

l

最近の新生児グループは、 I玉￨内の専門施設で、臨

へ

す。また、感染症グループとのコラボレーションに

床や研究の研修を積んできた医師も多くなってきま

より

した。東京女子医科大学東医療センターで、小児の

クス効果解明研究」が行われております。今後も皆

気管支鏡検査の手技を学んできた星名潤は、当院だ

で協ﾉJして、新潟発の研究結果を発信できるよう

けでなく、他の医療機関へ出張検査に赴き、專I!1的

に、一生懸命取り組んでいきたいと思います。

な観点から診療をサポートしています。新生児仮死

大学の新生児グループを紹介させて頂きました。

に対する低体温療法、新生児神経分野で有名な埼玉

若手から中堅まで、和気あいあいとした雰囲気の中

県立小児医探センターで学んできた楡井淳、新生ﾘJ

で、

の呼吸管理やlill液浄化療法で有名な倉敷中央病院で

診療やｲﾘ￨究を行っています。我々が拙当している

学んできた林雅子は、それぞれの研修先で得た知識

NICUに入院した児は、その後の生活でも多くの場

や経験を当院NICUの児の治療に還元しています。

面で医療を必要とします。彼ら、彼女ら、そしてそ

神奈川県立こども医療センターで新生児の術環管理

のご家族を含めて、新潟県小児科医会の先生方に

について学んできた田中岳、名古屋大学で新生児の

は、大変お世話になると思いますので、その際はよ

低酸素性虚血性脳症について、 ｜臨床以外に研究而で

ろしくお願いいたします。また、新生児グループも

も学んできたⅡ1中雅人は、それぞれの地域周産期セ

様々な1mでお世話になると思いますので、今後とも

ンターで活雌しています。現在は、神奈川県立こど

ご指導いただきますよう、 よろしくお肌いIIIし上げ

も医療センターで齋藤朋子が、 familycentered

ます。

careについての研究を続けております。さらに、東
一

「早産児呼吸器感染症に対するプロバイオテイ

京女子l美科大学東医療センターで篠原健が、小児の
気管支鏡検査について学んでおります。いずれ本県
の児のために、その知識や技術、経験を還元してく
れると思います。

以前より、新生児蘇生法の普及には力を入れてお
り、新生児グループは皆インストラクターとして、
l」本周産期・新生児医学会の新生児蘇生法
(NCPR)講習会を開催しています。県内でもイン
ストラクター数、認定者数が増えてきております
が、NCPRの1II1念である「すべての分娩に新生児蘇

生法を習得した医療スタッフが、新生児の担当者と
して立ち会うことができる体制」の確立に向けて、

さらにNCPRの普及に取り組んでいきたいと考えて
います。

日々の臨床が中心の新生児グループですが、年に

19
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曇

うおいま小児クリニック

高橋秀雄

理由は第一にすいていること。そして清潔である

7年程前より友人達からの誘いでフェイスブック
(以下FB) を始めました。

こと。アメニティーが充実していることです。

同門の多くの小児科の先生方にもFB友達になっ

一般の共同浴場は土日は家族連れでイモ洗い状

態。洗い場も順番待ちなんてこともあります。

ていただいており、ありがたい限りです。

二

平日は平日でお年寄りたちの社交の場と化してい

最初の頃は人の投稿を読むばかりでしたが、徐々
に自分の￨ ￨常の出来事を投槁するようになり、最近

ることが多いです。

の私の投稿頻度は平均以上かもしれません。

ホテルや旅館は料金が高いのではと思われるかも
しれませんが意外とそんなことはありません。

タオル持参であれば多くは5001'1から1000円で入

さてではどんなことを投稲するかと言うと、投稿
していくうちに3つのコーナーができました。

浴できます。

私のクリニックは水II泄日の午後が休診です。

平日の午後2時ころを狙えば、貸し切り状態なん

そこに健診などの外勤が入ることも多いですがフ

てことはしょっちゅうです。

リーの日もあります。そんなとき私は迷わず外に出

ホテル旅館は、泊り客がチェックアウトしてから

かけます。

浴場の清掃を行うので、

多くはl l帰り温泉巡りと安くておいしい食事処探

2時から宿泊客がチェック

インし始める3時（と言っても多くは夕方ですが）

訪です。

まではまさに状態のいいお湯です。
へ

3つのコーナーとは『ヒデのさすらいの温泉放浪

記｣、 『江頭六郎の孤高のB級グルメ』 （｢孤独のグル
メ」新潟でも放送してくれないかな)、

では私はどういう州1I泉が好みか。基本的には

『ヒデの蕎麦

100%源泉かけ流し、 力II水・加温なし、循環なし、

紀行」です。

塩素消毒なしがいいに決まっていますが、そんなそ
ろい踏みの侃泉はほとんどないです。

今回は「ヒデのさすらいの温泉放浪記」について

100%でなければ源泉が実はほんのちょろちょろ

ご紹介します。

しかでていなくて後は加水加温されているだけでも

当地魚沼地区は県内でも温泉の宝庫です。

源泉かけ流しと言うことができます。

小千谷から南北魚沼・湯沢の中に温泉名だけで3(）

100%の表記がなければとてもファジイーな世界

か所以上あります。無料の足湯も10か所以上です。

です。
また浦潔なお湯を保つためには換水率がとても大

そんな中、

事になってくるため、 1Nが多くオーバーフローが

二1帰り温泉、それもホテル・旅館の￨ ｜

帰り温泉について書きます。
私は日帰りの共同温泉浴場より断然、

充分あることは大事です。
￨ I帰り入浴

あと大きな浴槽は気分がいいものですが、お湯が

'ﾘｰの旅館・ホテルが多いです。

入れ替わるのには時lNlがかかります。
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ですので大きい浴槽の場合は人があまり入ってい

妙高の燕温泉あたりまで行かないとありません、月

ない早い時間のほうが清潔であるのは言うまでもあ

岡温泉のエメラルドグリーンも好みです。魚沼地区

りません。

の温泉はだいたい無色透明ですが、小千谷のちぢみ

厚労省は浴槽を清潔に保つために換水率を1時間

の里、川口のキャンパス川口のように鉄分の多い土

に1回そっくりお湯が入れ替わるlターン以上を指

色のお湯もあります。

針としていますがそういった理想的なかけ流しの温

先日長岡の三島谷撒泉のコーヒー・紅茶色のモー
ル泉に初めて入りましたが、透明度は10cm位の濃

泉は日本全体の1割しかないそうです。

い色ですが一度経験してみる価値はあります。

次に泉質ですが私はPH8.5以上のアルカリ性泉が
好みです。肌に優しくツルツルすべすべ感がありま

では最後に最近のFB投稿レポートを紹介します。

す。

『ヒデのさすらいの温泉放浪記」です。

塩沢の大沢111温泉の「自遊人」クリエイティブ・

一昨日長女が帰ってきたので、昨日午後温泉へ行

ディレクター、岩佐十良氏によってプロデュースさ

くことへ。

れた「里山十'岾」はオープンして4年がたちあっと
へ

家内は所用なので部活が午前で終わる二女を途中

いう間に高級人気ホテルになり日帰りやっていませ

で拾い、石打丸山伽,{泉「古城館」へ。

んが、その手前の幽谷荘はひなびた昭和の雰囲気あ

その前に同じく石打の「天心」さんで「ぶいこつ

ふれるレトロな温泉旅館です。

塩麺」を食す。野菜が多く出汁も効いている。量多

実はこちらが大沢山温泉の元湯で歴史も古いので
すが、

い。満腹で温泉へ。

日帰り入浴もやっています。

お肌のツルツルすべすべ感（私が言うとキモッと

言う天の声は無視します）はハンパなく、湯上りは

[l曜午後の旅館・ホテルの日帰り入浴はねらい目だ｡

全身がコーティングされたような錯覚を覚えます。

お湯は清掃後で新鮮・清潔その日の泊り客は
チェックインは多くは夕方。

私の好きな流泉の一つです（難点は狭いことと不

2時半過ぎ到着。 タオル持参で1人700円でした。

定期体なので平l lは電話確認が必要です)｡
湯沢の川端康成が「雪国」を執筆した宿として有

泉質はナトリウムー塩化物泉（弱アルカリ性低張

名な高半旅館や隣の源泉を同じくする共同の湯「山

性低温泉PH8.1)｡

の湯」もアルカリ泉ではお勧めです。
一

加温循環濾過補泉方式の源泉100%の天然温泉だ
そして高張や低張と言った浸透圧による分類、

そうです。

こ

れは簡単に言うと溶存物質合計が89/K9未満を低

加温はされているが加水はされていない。

張、

男湯は先客1人いたが私と入れ替わりに出ていか

8‑10を等張、 10以上を高張と言うのだそうで

れ、貸し切りに。

す。

娘2人の女湯も貸し切りだったそうだ。ホテルの

ざっくりいえば「低張の湯は水分が体内に浸透し

温泉はやはりアメニティーが充実している。

やすく、肌に優しいがふやけやすい｡」 「高張の湯は

特徴はないがいい温泉でした。娘たちも満足、

温泉成分が肌に浸透しやすいが湯あたりしやすい｡」

ロ

ビーで待ち合わせ、瓶のコーヒー牛乳飲んで帰途に

と言う感じです。

つきました。

私は気分が滅入った時は、低張の湯に入り優しく

新潟では珍しい重曹泉（緩和性低張冷鉱泉）だ。

いたわってもらい、好調でいい気になっているとき

ナトリウムー炭雌塩素塩冷鉱泉。

は、高張の湯に入り戒めてもらいます。たぶん。

PH8.l弱アルカリ性。源泉温度21.5℃（使用位置
4()℃）加水なし、加温あり。

色はやはり好きなのは秋田の乳頭温泉や長野の白

泉質はナトリウムー塩化物泉（弱アルカリ性低張

骨温泉に代表される乳白色が好みですが、新潟では
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申

平成30年9月
r

性温泉)。源泉温度34.1℃・湧出量l40L/分。PH

す。PH3未満は酸性、 3‑6未満は弱酸性、 6‑7.5未満

83･若干のツルスベ感があり、です。湯は力1l水な

は中性、 7.5‑8.5未満は弱アルカリ性、 8.5以上がアル

し、加温あり、術環あり、塩素消毒あり、入浴剤な

カリ性です。やったことありませんが、温泉にリト

し。

マス試験紙を持って行って入れてみると楽しいかも
オーバーフローもかなりあ

です(100均やアマゾンで買えます)。アルカリ性は

り、 まして空いているので、鮮度はよいです｡ 11時

お肌にすべすべ感をもたらします。私はアルカリ性

から入れるが私が入った3時でもふるおけとブラシ

が好みです。

循環式ではあるが、

の痕跡は1人のみでした（なので清潔感重視の私は
大満足)。

写真は魚沼の大湯温泉「ホテル湯元」 （日帰り

E

入浴タオルなし500円）の岩石露天風呂と石打
さて、

この辺で温泉豆知織。

丸山温泉「古城館」 （同700円）の露天風呂です。

よく泉質でPHが表

示されています。こちらはPH8.3の弱アルカリ性で

二
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六日町こどもクリニック

白井崇準
岡
溌

§

面積（新潟県の総面積の約20%)

2017年10月から、南魚沼市（旧六日町）に開業さ
せていただきました。出身は加茂市であり、五十嵐

人規模（年少人口は2万人、高齢化率は30%以上。

隆夫先生がかかりつけ医でした。大変お世話になり

この中で南魚沼市の人口は5.7万人、出生数は現在

ました。患者としての経験が、アレルギー診療への

年間約400人であり、 この10年間で20%減少しまし

興味の始まりになっております。新潟大学小児科医

た）です。豪雪地域であり冬は平場でも2〜3mは

局に入局させていただいたのち、魚沼の地に赴任し

雪が積もりますが、公道の除雪、雪下ろしはまさに

．

§ ． ←#
開

︒説唱我

へ

と、人口は約17万

＄

全

六日lll]病院、小出病院勤務を経験させていただきま

職人芸です。雪対策として消雪用の井戸も掘りまし

した。その後地域の医療再編と魚沼基幹病院の立ち

たし、冬場はクリニックの除雪は業者も入ってもら

上げに関わり、そのままこの地に開業するご縁をい

いますが、それだけでは日々の降雪に対応しきれな

ただきました。開院には様々な諸先輩にアドバイス

いため自分でも行います。朝晩良い運動になりま

をいただき、今に繋がっております。この場をお借

す。周囲には裏山感覚で素晴らしいスキー場がたく

りして先生方に深謝申し上げます。

さんあり、 スキーやスノーボードをするには恵まれ

当院では主に一般小児診療を行っております。そ

た環境です。ガイド付きのスノートレッキング、

の他にも予防接種・乳児健診を行なっております。

バックカントリースキーなどもあります。春には雪

この地域では初めてインターネットでの予約を導入

解けとともに梅桃桜など花々が一気に咲き誇り、豊

しました。地域柄、受診する際には天候等も障害に

富な山菜、美しい山々と田の景色や雲海、温泉、夏

なると考え、病気の子供と自宅にいながら受診の順

のホタルの乱舞、裸押し合い大祭やしねり弁天、 フ

番を取り、受診の順番が近くなってからクリニック

ジロック、雪まつりなどお祭りやイベントの数々、

に来られるようにと考えました。当初は中々地域に

代表的な米や酒以外にも地域の特色を出した本気丼

浸透しませんでしたが、徐々にネットでの予約の利

やホルモンなど美味しい食べ物が数多くある、はっ

便性を感じていただけるようになってきていると思

きりした四季と豊かな自然に囲まれた地域です。人

います。電子カルテも導入しております。病院時代

は礼儀正しく素朴で忍耐強い方が多く、医療の仕事

のものと比べても大変便利ですが、費用がかかり数

としても医療機関が少ないため結果がダイレクトに

年毎の更新もあり、支払いが大変です。要領が悪

わかりやすく、やりがいの多いところです。新潟市

く、 まだまだ診察も時間がかかりご不便をかけるこ

からも関東からも車で2時間、新幹線では1時間足

ともありますが、地域での自分の役割を全うしてい

らずと交通アクセスも充実しております。

q&

f

きたいと思います。
マイクリニックのページではありますが、当地の

この地域に2015年、二つの県立病院の統廃合と市

医療事情について述べさせていただこうと思いま

への移譲1つの市立病院の分割・移転という大規

す。当地魚沼・越後妻有地域は、佐賀県、神奈川

模な医療再編で新潟大学地域医療教育センター魚沼

県、沖縄県、東京都、大阪府、香川県よりも広域な

基幹病院（通称魚沼基幹病院）が誕生しました。

識鐸一

一一

…:､

一驚学

γ拭

苓

､噌轤
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｢魚沼地域が一つの病院」 という櫛想の元、魚沼基

があります。一次診療や予防接種乳幼児健診など

幹病院は地域の既存医療施設と連携しながら、広大

小児保健に関しても、心ある内科等の先生方にも

な地域で1次医療も担いながら、

これまで長岡など

担っていただいている現状があります。医療は人￨M1

他地域に依存することの多かった2.5〜3次医療に

の生活のインフラであると考えておりますが、今

も対応していくことを使命にしております。小児科

後、超少子化・超高齢化社会を迎えるなか、若者を

でもちょっと風邪気味という軽症から、 ‐l−H川病院

中心とした人口減が著しい地域で、 この地で育つ子

を除けば魚沼地域唯一の小児科入院施設として、そ

供達がもっと大事にされ、たくましく健やかに育っ

してICU入院症例、産科で年間700件以上の分娩（里

ていけるには、小児科医が子供の総合医として

帰り出産も多いです）

もあるNICU症例まで、大学

advocateとなり子供の幸せへの貢献とサポートをす

医師による専ド!l外来のサポートも受けながら頑張っ

ることが必要と考えております。地域の子供のこと

ております｡ IM業医としては、主に一次診療や病診

は小児科医が十分に￨11わっていける環境ができるよ

連携での貢献をさせていただいております。この地

う、魚沼基幹病院を中心としてさらに若い小児科医

での生活と仕事は新潟らしさを満喫でき、そのまま

が増えてくれることを願っております。そのような

地域医療研修にもなり、近隣医療機関のみならず保

'1'で、私自身も地域に密着し、子供達が安心して安

育施設や学校、行政とのつながりも直に実感できる

全に暮らして故郷を愛し、成長するお手伝いができ

地域医療の齪州味が味わえ、新潟大学本院とのつな

たらと考え精進と尽力をしていく所存です。若輩者

がりも強いです。近くに国際的な大学院大学である

ではありますが、今後とも皆様のご指導の程よろし

国際大もあり、保育園から国際色豊かです。魚沼基

くお願いいたします。

全

幹病院開院後から、県立時代の小出病院、六'三1 111]病
院小児科の頃に比べて入院数は増加し、対応可能な

出典

重篤な患者さんの範囲も増えました。在宅医療に移

H29年度南魚沼1 l1年齢別人￨ I集計表

行する患者さんも少しずつ増えております。

｢新潟県魚沼地域の医療再編における小児医療

医療再編に伴い県職の看護師のり￨き上げで看護師

の変化の検討」板垣成孝第64回小児保健協会

数の大幅な減少により、地域全体の看護師数が激減

学術集会

し、魚沼基幹炳院は病床が1≦分稼動できない状況で

｢魚沼地域の医療再編に伴う小児医療の変化の

苦境に陥っております。当院含め、看護師の碓保は

検討」井口英幸日本小ﾘJ科学会新潟地方会

地域の大きな課題です。

2017

。両

｢医療再編と周産期医療の変化一新生児を中心
当地域は、人口当たり医師数で全￨卦43位の新潟県

に−」小￨嶋絹子新潟周産期母子研究会学術誰

の中でも医療過疎の地域であり、医師数は全￨玉I平均

演会2017

数の約半分です。冬場は入広瀬、湯沢や津南からは

｢魚沼基幹病院小児医療体制」鈴木博2016

魚沼基幹病院までl〜2時間かかることもありま

｢魚沼基幹病院の取り組み−新潟県で最も医師

す。小児科領域は特に人手不足であり、 ｜巻I域内で魚

数が少ない地域にもたらしたもの」

沼基幹病院を除けば、小児科の専￨III医は3〜4人程

Medical

NotelO/28.2016株式会社メディカルノート

度です。このため新潟大学や他地域から、各病院に
↓

外来等の応援をいただいてなんとか成立しておりま

ぐ

〆︑

す。夜間の小児救急のファーストタッチまで人手は
f

回らず、休日夜間の小ﾘ｡救急医療では魚沼基幹炳院

&

等近隣病院の救急外来への負担も大きいです。遠く

、

長￨川方面へ受診に行かれる方もおり、ご迷惑をお掛
、

ル

けしております。魚沼基幹病院も毎日のNICU当直
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直

社会保険部

識

平成30年4月に診療報酬の改定が行われました。

改定の基本方針は、

の評ｲllliとして新設されました。小児かかりつけ診療

ニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の

料も、地域包括診療加算、認知症地域包括診療加算、

高い医療の実現・充実

在宅時医学総合管理料等と共に、

3．

医療従事者の負fⅡ軽

この点数を算定で

4．効率化・適正化を通じ

きる施設基準の中に入り、初診を行った場合に80点

た制度の安定性・持続可能性の向上となっており

が加算されます。小児かかりつけ診療料について

ます。直近の問題である2025年問題に対応するため

は、

や、医療従事者の働き方の負担軽減問題、増え続け

しかありませんでした。都道府県によっては届出数

る医療費への対応などが目標と思われます。

にかなりの差がみられるようで、今後の新潟県内の

全体の方向性の中で、小児科にも

この3月まで新潟県内においての届出数は一桁

動向が注目されます。

かかりつけ医．

への評価が入ってきております。以前から、

日本小

児科医会は「小児かかりつけ診療料」の算定条件の

図。妊婦加算

緩和に取り組んでおりましたが、今回の改定で算定

妊婦の外来診療において、妊娠の継続や胎児に配

まだまだ届出

慮した診療に対しての評価から妊婦加算が新設さ

するには跨踏する要件があり、今後どのように変化

れ、初診時75点、再診時38点が加算されます。この

していくのか興味が持たれるところです。

加算については産婦人科の標楴がなくても算定可で

条件が少し変更されました。

しかし、

す。

また、以前から改定の度に、小児在宅医療への評
価が少しずつ取り入れられて来ているように思われ

ます。今回も、小児科療養指導料に医療的ケア児の

麺。小児特定疾患カウンセリング料

対象への追加や長時間訪問看護加算の'二1数の拡大、

算定要件が拡大されて、心療内科標傍の医療機関

訪問看護の乳幼児加算の増点等があります。まだま

でも算定可能となりました。 また、対象年齢が15才

だ不備な点が多いと思われますが、少しでも小児在

未満から18才未満へと年齢拡大され、現状に少しず

宅の環境が整備されていくことを願っております。

つ合わせるように変りIしてきているように感じま

基本方針2で調われている「質の高い医療の実

す。

しかし、算定期￨H1は2年間のままで据え置かれ

現・充実」として、小児医療・周産期医療・救急医

ており、撤廃の要求も出ておりますが、

療の充実（内容的には？ですが）や、感染症対策・

しいようです。

なかなか厳

薬剤m･性対策が入っており、遠隔診療の導入もIxIら

41

れて今後の動向が注目されます。

以下、今I可の改定で小児科に関連した個別事項に

小児科療養指導料
医療的ケア児（人工呼吸器を装着している障害

ついて報告致します。

児、その他の日常生滴を営むために医療を要する状

鱒
A

もダ

醐瀦鋸

かかりつけ医機能を有する医療機関における初診

2．新しい

減、働き方改革の推進

＝＝

橋本謹也

機能評価加算

l . 地域包括ケアシステム描築

と医療機能の分化・強化、連携の推進
へ

■悪關星
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態にある障害児）が対象に追加されました。 また、

していること。病院においては、データ提出加算2

以前は小児科医が説明をした場合のみの算定でした

を算定していること｡」となっておりますが、届け

が、今￨Ⅱlの改定で、小児科医が作成した治療計画に

出は不要な扱いです。

基づいて小児科医以外の医療従事者が指導を行って

図.小児かかりつけ診療料

も算定可能となりました。

平成28年より新設された項目ですが、算定要件が
一部変わりました。算定要件の項目にある、 「患者

画．人工呼吸器導入時相談支援加算
小児科療養指導料に上記加算（500点）が新設さ

からの電話等による緊急の相談等に常時対応」に関

れました。算定要件としては、小児科療養指導料及

して、 (1)地域での夜間休日の小児医療に定期的

び難病外来指導管理料において、人工￨￨乎吸器管理の

な協力( 1回/月）や、 (2) #8000事業に定期的に

適応となる患者に対して、患者及び家族の心理状態

協力（直近1年間に1回以上）のいずれかを満たせ

に十分に配慮された環境で、人工呼吸器による管理

ば、夜間休日担当医療機関（急患診療センター等）

が適応となる病状、治療方針等について十分に話し

や＃8000への案内を認める扱いとなりました。

合い、その内容を文書により提供した場合に、当該

施設基準や算定要件等の条件の厳しさから、新潟

内容を文耆により提供した日の属する月から起算し

県においては届出する医療機関が少ない現状でした

て1月を限度として、

1回に限り加算算定ができま

が、算定要件の一部変更と機能評仙加算及び小児抗

す。なお、説lﾘl等の内容の要点を診療録等に記載す

菌薬適正使用支援加算の新設が加わって、今後の新

る必要があります。

潟県内の動向が注目されます。

回小児抗菌薬適正使用支援加算

8 ・特定疾患処方管理加 算2

小児科外来診療料及び小児かかりつけ診療料を算

。、

長期投薬加算が特定疾患処方管理加算2と名称変

定している医療機関に対して、抗菌薬の適正使用を

更されて、 65点が66点と1点増点されました。

推進するために新設された加算(80点）です。現在、
抗菌薬の不適切な使用を背景として、薬剤耐性菌が

9．一般名処方加 算

世界的に増加する一方、新たな抗菌薬の開発は減少

一般名処方加算lが3点から6点に、一般名処方

傾向にあり、国際社会でも大きな課題となっていま

加算2が2点から4点に増点されました。
匁司

す。医療機関としては、厚労省作成の「抗微生物薬
適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正な使用

1側血液採取料

の普及啓発に資する収り組みを行っていることが必

静脈採血が25点より3()点に、加えて6才未淌の加

要です。

算が20点より25点に増点されました。乳幼児から採

算定要件は、 「急性気道感染症又は急性下痢症に

血する雌しさからすると、

まだまだ少ない加算点数

より受診した基礎疾患のない患者であって、診察の

と思いますが、少しでも評価されるのはよいことと

結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないために

思いますc

抗菌薬を使用しないものに対して、療養上必要な指

睡生体検査の加 算について

導及び検査結果の説明を行い、文書により説￨ﾘl内容
を提供した場合に、小児科を担当する専任の医Wiljが
診療を行った初診時に￨恨り算定する。なお、

生体検査（心電 図や超音波検査など）の加算割合

インフ

が以下ように期点されました。

ルエンザ感染の患者又はインフルエンザ感染の疑わ

新生児80/100

=>

100/100

れる患者については、算定できない｡」となってお

乳幼児50/100

=>

70/100

ります。

幼児

=>

40/100

施設基準は、 「感染症の研修会等に定期的に参加

26
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鰹。

ヒトメタニューモウイルス 抗原定性
、

、算定し易くなりま
検査の適応が一部変更されて、算定し易くなりま
した。本検査は、 「当該ウイルス感染症が疑われる
6歳未満の患者で、凹像診断より肺炎が強く疑われ

る患者に測定した場合に算定」となっておりました
が、今回変更されて、 「画像診断により」から「画
像診断又は胸部聴診所見により」と変更されまし

た。不必要なレントゲン検査がなくなり患者さんに
とってもよいことと思われます。
しかし、傷病名については、今後も「lili炎」や「肺
炎疑い」の記載が必要ですので、ご注意ください。

1圖・ ヒトパルボ
へ

ウイルスB19におけるグロブリンク

ラス別ウイルス抗体価の算定について
ヒトパルボウイルスB19については、以I)1は「紅
斑が出現している妊婦について、

このウイルス感染

が強く疑われ、 IgM抗体1111iを測定した場合に算定」
となっておりました。今回の改定で、 「紅斑が出現
している妊婦」から「紅斑がH}現している15歳以上

の成人」となり、算定要件の緩和がIxIられました

一三

一

I
釦

蝋

蕊

《,
，
唱 鴫

鴬 認

噌

i

， 鴬 ：．
"#
鱗色

:： 静 藍

， ..
y③

。

"蕊

鷲

騨

27

"令

、悪､
電

撫

¥
串

､

"、 : ､

輔

#
¥

#

も
孔

唱

fJ

髭

｣

平成30年9月

第55回新潟県恥児科医雲学術講演雲要旨
学術部小林武弘
第55回新潟県小児科医会学術講演会が平成30年4

である。わが国における2011年のマイコプラズマ

月14日に新潟東映ホテルにおいて開催されました。

肺炎の流行では耐性率は86％であった。耐性株は

若葉こどもクリニック院長･ l l l lll奇勉先生をお迎えし

東アジアに多く、中国では90%を占めていた。一

て「非定形微生物に関する最近の話題」との演題で

方で欧米の多くに陸lでは1O%未満の低い耐性率で

ご講演いただきました。山l1l奇先生は昭和57年に千葉

あった。

大学医学部をご卒業、 ￨' rl大学小児科学教室に入局さ

②マイコプラズマ遺伝子型別法

れました。感染症研究班でインフルエンザ菌、 クラ

Pl遺伝子型別法、MLVA法、MLST法がある

ミジア感染症の研究に従事されました。平成元年米

が、 Pl遺伝子型別法が一般的である｡Pl遺伝子

国ワシントン大学病原微生物学教室に留学されクラ

産物はマイコプラズマの吸着に関して重要な働き

ミジア感染症の研究に携わられました。千葉市立海

をしている。遺伝子多型により8型に分類され

浜病院新生児科医長を経て、平成4年埼玉医科大学

る。オリンピック年の1982年にはl型、 1986年に

小児科助手、次いで誰￨11ijに就任されました。平成19

は2型と流行の度に入れ替えが起こってきた。

年から中川の郷療育センター感染症対策室長を務め

2000年以降、

られ、平成22年に埼玉県で若葉こどもクリニックを

在ではほぼ100%のⅢ性率になっている。一方で

開業されています。 日本クラミジア研究会幹事、小

2c型ではほとんど耐性株はみられていない。

児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会委員な

2011〜2012年の大流行はl型のⅢ性化によりもた

どの役職も務めておられます。以下に講演要旨を記

らされたものであり、今後2型のマクロライドⅢ

します。

性が進み大流行を起すことが危 ￨具される。

l型のマクロライドⅢ性が進み、現

③診断法
1

培養、抗体検査、遺伝子診断法(PCR法、

非定型微生物

非定型肺炎の原￨火￨となるもので、非定型菌、非定

Lamp法)、抗原検在法がある。抗体検査はわが

型病原菌と同じ意味であり、マイコプラズマ、 クラ

'進￨ではPA法が用いられるが、海外ではELISA法

ミジア、

も併用されている。Lamp法は培養に対して感

レジオネラ、百￨ I咳菌などが該当する｡ lliij

度、特異度とも95％以上の一致率を示すが、抗原

炎だけでなく、気管支炎、咽頭炎の原因にもなる。

検査法に比べ結果が得られるまでの時間を要す
る。

図． マイコプラズマ感染症

抗原検査法には気道擦過標本が必要であるc岐

①マクロライド耐性マイコプラズマ
マクロライドⅢ性は23SリボゾームRNAドメイ

も陽性率が高いのは￨'榊炎であり、次いで鼻IIII"

ンVの遺伝子変異で起こる。2000年以前には報告

(咳をして疾が上ってきた突き当り。具体的には

はなく、 2000年以後増加している。平均有熱期間

口蓋垂の裏側｡)、雌も低いのがIIIkl頭である。鼻IIII

はマクロライド感受性菌で1.4日、耐性菌で4.3日

頭から直接検体を得るために綿棒を曲げるなどの
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工夫も必要である。感度、特異度は旧型のキット

におけるクラミジアI1j炎の割合は減少傾li'jにあ

でそれぞれ64％、 92％、改良型で87％、 85％、銀

り、以lliは10%程度であったが、最近は1%程で

増幅法（富士ドライケム）で95.8％、 100%であっ

ある。クラミジアではマクロライドⅢ性はほとん

た。ただ、

どないので、マイコプラズマ流行時にマクロライ

この検査法はあくまで臨床の補助的診

断として用いられるべきものである。

ドが投与されたことが影響しているのかもしれな

④治療

い。一方で、慢性咳嗽中では6％程度を占め、減
少はみられていない。

2017年に小児呼吸器感染症診療ガイドラインが

診断では、micro‑immunoHLlorescence法が標準

改訂された。肺炎マイコプラズマでの治療の鋪一
その無効例に

であるが、煩雑であり、酵素抗体法が一般的であ

TFLX、MINOを投与するが、MINOは8歳未満

る。酵素抗体法ではヒタザイム法、エルナス法が

では原則禁忌である。TFLX、MINOともMICが

あり、感度が高いのは前者、特異度が高いのは後

比較的高いため、治療終了後も気道から除菌され

者である。大手検査会社ではBMLがヒタザイム

ていないことがある。そのため投与は比較的長め

法、 SRLがエルナス法を採用している。

になりl〜2週間は必要である。

ム法では、小児においてインデックス値1.10以上

選択はマクロライドであり、

へ

ヒタザイ

をIgM陽性としているが、 カットオフ値が低すぎ
喝

ると考えられる。標準法との比較からすると、

クラミジア

①クラミジアの基本

イ

ンデックス値2.00以上を￨場性とすべきである。

グラム陰性非運動性球菌であり、宿主細胞に寄
生し封入体を形成し増殖する。ヒトに病原性があ

一一

4

S/mka/7/an egevens/s

るものに、Cｶﾉα"zyffop伽･〃αp〃2〃班0〃zae、

クラミジア科の新しい属に分類される微生物で、

C〃/α加氾/αか 加加α"s､ Cﾙﾉα"Z̲y("α，s/mzciがあ

増殖周期がクラミジアの2〜3日に比べ、 12〜15H

る。C.p"2z""01""はヒトーヒト感染で肺炎、気

と長く、培養による同定に時間を要する。市中肺炎

管支炎を起し、 C.かαc加加α"sは母子感染で封入

や急性細気管支炎などの呼吸器感染症と関連してお

体結膜炎、乳児肺炎の原因となる｡C. "s"α は

り、海外からは急性制l11気管支炎の15〜25%で同定さ

人獣共通感染症のオウム病を起こす。なお、分類

れたとの報告もある。わが圧lでは小学校入学頃から

学上Cﾙﾉα加湿

ﾉz〃/αP"2""zo""2に一旦なった

抗体価が上昇してくる。クラミジア同様にマクロラ

が、近年は元のcﾙﾉα加J'"α，" 加0"Z."2に戻す方

イド系、テトラサイクリン系、キノロン系の抗菌薬

向になっている。

が有効である。

②C.〃αc〃0'"α"sについて
以前クラミジアの病原性が明らかでなかった頃
の研究によると、

演題名から｣WI￨染みのないようなお話を予想してい

クラミジアを保有する妊婦から

たのですが、 ｜臨床的でとても興味深い内容のご講演

生まれた子どもの50％で12カ月時に鼻ll剛空からク

でした。ご講演や識W1Ijを￨111む会でのお話からは、

ラミジアが分離された。現在、妊婦の2％がクラ

｢クラミジア愛」がひしひしと伝わってきて、好事

ミジアの保菌者であり治療を行うが、生まれた子

家という言葉を,I&い浮かべてしまいました｡ (先生

どもの2％からクラミジアが同定される。なお、

はオタクと評されていましたが｡）同好の士を求め

10代の妊婦の40〜50%がクラミジアを保有してい

ておられるとのこと、ご與味のある先生はご一報さ

る。

れてみてはいかがでしょうか。

③肺炎クラミジァ
欧米では思春期から感染することが多いが、わ

が圧lでは小学校入学頃から感染がみられる。全国
的にみて、新潟からの定点報告が多い。市i ￨ i llilj炎
：噂
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総務部

塊

件藤昌 子

2018年度も川崎会長のもと、竹内菊博先生と佐藤

｜ ￨頃、会員の先生方には大変お1廿話になっており
ます。

昌子が引き続き総務を担当し、活動しております。

例年の業務である三役会、理事会、学術識演会、

2017年度は川l11奇琢也先生の会長1期目の2年'二Iで
した。竹内菊博先生と佐藤昌子で総務の仕事を継続

総会、新潟県福祉保健部との会合の準備と運営、

いたしました。

本小児科￨差会、東北・北海道小ﾘ凸科医会連合会から

￨ l

2017年4月8日の学術講演会では、川lll奇医科大学

の連絡やアンケートの対応、新潟小児科医情報ネッ

小児科教授の中野貴司先生に「ワクチンで防ぐ感染

トワーク (NPMLC)への情報提供、会報発行の手

症〜近年の成果とこれからの展望」と題してご識油

伝い等を引き続き行っております。

また、 2019年9月28日 （土)、 29日 (H)

Ⅸきました。最新の興味深い話題をわかりやすく術
演して頂き、

には、

東北北海道連合会総会が新潟市のホテルオークラ新

フロアからの質問も多数あり、活気の

潟で開催される予定です。特別講演では齋藤lli{彦教

ある術減会となりました。

10月14日の学術講演会は、島田療育センターはち

授にお話して頂き、懇親会のアトラクションとして

おうじ所長の小沢浩先生から「家族・地域・心

古町芸妓の演舞を予定しております。多くの先生方

を紡ぐ、〜連携のかたち〜」 と題してご講演頂きまし

にお運び頂けるようにと企画を考えております。

た。子どもの診療にかける小沢先生の熱意と、話術

会員動向としましては、昨年の秋以降新会員4名

だけでなくマジックも駆使した講演に大いに刺激さ

を迎えまして、 2019年7月現在会員数は203名とな

れた先生もいらっしゃったのではないでしょうか。

りました。今後も、若い先生方、女性医Wilj、新潟大

その他の活動といたしましては、新潟県のチャイ

学小児科医局以外の出身の先生方、現在NPMLCの

ルドシー1､の装着率が全国ワースト3という事態に

み参加されている先生方など、積極的に勧誘してい

対して、新潟県小児科医会としては初めての試みと

きたいと考えております。お知り合いで入会希望の

して、チャイルドシート装着に関してのアンケート

先生がおられましたら、 いつでも総務ll l当の二人ま

洲盗を行いました。川ll1奇会長が作成されたアンケー

でご連絡下さい。また、勤務先が変更になられた場

甲

合も、総務までご一報頂けますと幸いです。

ト川紙を県内の会員の先生方に配布して、受診され
た保護者にl可答して頂き、 アンケート用紙F1収の際

アンケート、会報の原稿、会場での述営など、三

には保護者に「回答と解説」を渡し、チャイルド

役や理事の先生方はもちろんのこと、多くの会員の

シートの重要性を理解してもらえるようにしまし

先生方よりご協力いただき、あらためて感謝II1し上

た。協力して頂きました先生方、ありがとうござい

げます。来年9月の東北北海道連合会総会新潟開催

ました。

については、会員の先生方にご協力をお願いする機
会が増えるかと存じますが、引き続き宜しくお願い

また、 「子どもはチャイルドシートに。抜けだ
そう

ワースト3 1 」という標語を作成し、

ここ

IIIし上げます。

メール

や邸便物に掲載し、啓蒙活動を継続しております。
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笠原多加幸
平素は、各地の感染症担当の先生方から情報をお
送りいただき、大変ありがとうございます。紙面を
おかりして御礼申し上げます。今後ともよろしくお
願いいたします。

昨年から、子育て支援・子どもの事故の項目に、
新潟市小児科医会会長の柳本利夫先生がフリーペー

､ 麓
o

賢嬬 . ､ ＃

f

雛

¥

パーCouLeurに連載していた記事を掲載させていた

亀

串

へ

,！

だいております。引き続き更新していこうと思いま

す。今年の10月13日 (=t) 14n (日）には、その柳
本先生が会頭の第24回日本保育保険学会が朱鷺メッ
セで行われます。会を盛り上げていけるように、情
報を掲載していきます。
また、川崎会長の「家庭看護力向上を目的とした、

保護者のためのup‑to‑dateな情報を発信していきた
い」との方針を念頭におき、情報を公開していきた
いと思います。そのためにも、会員の先生方からの

情報アイデアをinfo宛までご連絡いただければ幸
いに存じます。
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山崎
です。

2010年5月より管理を担当しております、阿賀野

Gmailアドレスをご利用の場合、投稿自体はML

市の山崎と申します。

当メーリングリストNiigataPediatricMailing

に配信されますが、投稿者ご自身のGmailアドレス

ListConference (NPMLCと略）は新潟県内の小児

で受信ができません。これはGmail側の｛I様による

科医を中心に運営されています。発足は1998年4月

ものですのでご了承下さい。

人会および退会希望、配信アドレスの変更やご質

で事務局は発起人の庄司義ﾘil先生が扣当されていま
した。 2002年3月から長沼賢寛先生にかわり、 2010

￨川、

年5月より山崎￨亘にかわりました。 2000年4月より

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

新潟県小児科医会の組織に組み込まれています。

レスの変更の際は必ず古いアドレス （削除すべきア

ご要望がありましたら山l啼宛にメール
声巳

ドレス）がわかるようにご連絡いただけると助かり

2018年6月現在の登録アドレス数は224です。

ます。登録外アドレスからの投稲は出来ません。複

2017年1年間の総投稿数は167件でした。

数のアドレス登録も可能ですのでご希望があればご

メーリングリストは1つの発言が参加者全員に配

連絡下さい。

信される電子メール交換システムです。 メーリング

リスト宛に送信することで参加者全貝に面倒な手続

投稲形式に指定はありませんし添付ファイルも可

きなく情報を発信することができ、様々なコミュニ

能ですが、送信、受信に際してはウイルス等の対策

ケーションツールが新たに利用されている現在で

をお願いいたします。また、○囲み文字、特殊記号

も、有用、簡便で効率のよいシステムです。これか

および一部の漢字（例：私の姓のIIW)は機枕依存文

らもより多くの方にご発言いただき、情報伝達と意

字のためすべてのパソコンで正確には表示されず、

見交換の場として活用していただければ幸いです。

文字化けの原因になる可能性があります。一般的な

文字、数字、記号の使用をお勧めいたします。

なお、 2016年4月よりNPMLCは大学病院医療情

融

恒

報ネットワークUniversityhospitalMedical

当メーリングリストに関する山111肺宛のメールは、

InformationNetwork (迪称:UMINhttp://www.

件名にnpmlcを付していただくと見藩としを防げま

uminacjp)が提供するサービスを利用しています。

すので、ご留意いただければ幸いです。

これに伴い投稿先アドレスがnpmlc@umin.ac・jpに
変更されています。これまでのサービスでは添付

経，験も知識もないまま管理させていただいている

ファイルが利用できない、HTMLメールが一部環

のが現状です。ご迷惑をおかけいたしますが、参加

境で文字化けする、

されている先生方にご指導いただきながら引き続き

といったIM1題でご不便をおかけ

管理の任にあたりたいと存じます。

しておりましたが、サービス変更によりこれらの問

今後とも何卒よろしくお願いl＃'し上げます。

題は解消されています。引き続きNPMLCを利用し
て活発な情報交換をお願いいたします。また、 これ

を機に未参加の先生方には積極'''9にお声がけいただ
き、少しでも多くの先生方にNPMLCをご活用いた
だきたいと存じます。

以下、既知の問題と参力Ⅱ及び投稿に関するお願い

32

口司

'"鰯蝉翻.

篭宅
．．

弾

…

却恥蝉も

鐸 弔

!
驚＃蒋
¥母

撰i
母

剤

f鷺

新潟県小児科医会会報

斬落F

平成29蕊度新潟県か児科
羅畷

I

部活動報晉

掴

松永雅道
（2）昨年の流行状況等より考えて、

日本小児科学会より、 シナジスの投与に関するガ

7月からの

イドラインの変更がありました。新潟県においては

投与が必要と判断された場合は、

計6回の縛りがあり、困っている施設があるのでは

必要理由の詳細を記載（必須）いただくことで、

ないかと考え、新潟県下の刷産期医療施設8施設に

症例ごとに判断させていただきます。また、必要

アンケート調査を行いました。最終的にすべての施

理由については単に「RSウイルス流行のため」

設より、 10名の先生から代表して御￨ⅡI答をいただき

などの記載ではなく、個々の症例に応じた王ll!lllを

ました（新生児、循環器別)。

詳記願います。

へ

レセプトにその

（3） シーズン毎の第1回目の投与H (初1回￨接祁

【ガイドラインの変更について】
「'二￨本におけるパリビズマブの仙川に関するガイ

ドライン (H児誌106巻、

日）が重要な薬剤です。

レセプト毎に必ずその

シーズンの「初'且I接種目

（年月日)」を明記して

ください。

9号、 2002年)」の用量と

投与計画には、 「初lnI投与はRSV流行が開始する前

（4）前(1)の期間外に投与を必要とする症例

に行い、流行が終了するまで継続する。 日本の多く

であっても、投与終了月は翌年3月までとし、

の地域では、 RSV流行期は通常10〜12月に開始し、

月以降の算定は認められません。

3〜5月に終了する。

（5）流行期の変動が認められた際には、投与期

しかし、地域差があり、各都

道府県において各年度のRSV流行開始時期にばら

4

間について再検討いたします。

つきがあることから、入手し得るデータを参考に、

【○△病院で困った事例】

パリビズマブの投与開始時期と終了ll寺期を決定する
ことが重要である」 と記されていました。

症例1''

2018年4月のガイドライン改定
戸込

2018年1月30日、在胎31週5日、 17109,入￨塊時

(https://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/

IgMll8mg/dlo診断はWilsonMikity症候群。

index・php?content̲id=2)では、 「初回投与はRSV

DPAP (directionalpositiveairwaypressure)管

流行が開始する前に行い、流行が終了するまで継続

理で何とかしのぎ、在宅酸素療法で4月28日に退

する。各年度のRSV流行IIf期は年度によって変動

院。地域でのRSV感染症の患者様が大勢いる￨I寺期

している。さらに、地域差があり各都道府県におい

だったため、退院前の4月25口にシナジスを筋注。

て各年度のRSV流行開始時期にばらつきがあるこ

当然の如く、審査にかかりました（院内の報告会で

とから、感染症発生動li'j洲査等、入手し得るデータ

弁明を要し、□△先生に御迷惑をかけました)。

を参考に、

（以ﾄｰ￨司文)」と変更されました。

症例2､，

2018年4月18FI、在胎34"3日、 1786g｡ ll乎吸障
【新潟県社会保険診療報酬請求書審査委員会より

害なく、

（平成30年5月）−部省略1
1

シナジスの投与は月1回、

6月l[￨に上の子がRSV

に罹患。かかりつけの先生から、

投与期間

(1)

5月26日に退院。

シナジスについて

○△病院の先生と相談してみようかと．……． ．。○△
lシーズンに計

61可までとし、その期￨川は原則として、

病院は、平成30年度8月からの予定であり、一般的

8月〜翌

な感染予防を指示したが、

年1月、 9月〜翌年2月又は10月〜翌年3月まで。

6月12日、呼吸障害で紹

介され、重度の無呼吸発作を繰り返すため、 ICUで
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挿管管理（在胎週数的には適応症例であり、割り切

から、回数制限も仕方ないかと思いますが、新

れない思いが残ります)。

潟県と他県で地域差がでるのは変かもしれませ
ん。

【アンケート項目と結果】

lシーズンに計6Iml接種は妥､'1なところだと思

います。質問lのl''l稗と被りますが、接種回数

すべての項￨訓に「適切」とお考えの先生はいませ
んでした。

が少ない場合は感染リスクが上がるため、終了

l )新潟県のシナジス接種の期￨Ⅲについてのお考え

月は指定せずに、

3〜4ノlに接種を開始した者

には複数回の接種を認めて欲しいと思います。

→不適切（9名）

9月

高価な薬なので、接種'' 1￨数に上限があるのは仕

〜2月、 10月〜3月からの選択と思います。昨

方がないと思っています。また、期間か回数とﾞ

年度からの流行状況と投与後の1m中波度上ｹ￨期

ちらかに限りがないと、年中接種し続けないと

間を考慮すると、現在のルールでは、

いけなくなりそうで…。一方で、期間や回数に

・平成30年度シーズンは、原則8Ⅱ〜1 11，

7月〜12

縛りのない地域から紹介されてきたお子様に、

月も選択肢にしてほしかったと思います。

新潟の事情により接種できない場合、回数の縛

・流行期間はその年によって異なり、新潟県Iﾉ1で

りは不便だなと思う時があります。

も上・巾・下越で流行￨淵始時期が異なる。

今のところ厚労省が定義する流行の注意報、警

・投ﾗ期間についてはガイドラインの遵守が原則

報の基準はない。 インフルエンザの場合、定点

だと,I&!います｡

当たり10 (ピークの約l/5)で注意報発令し、

・流行を定義し得る客観性をもった折標が必要と

考えます。小児科地方会、小児科医会、保険審

定点当たり10 (ピークの約l/5)

査委員会と共同で流行の定義を考えるのが肝要

終息としている。それに習えば、RSの全国定

かと思います。

点報告数でピークのl/5

となったら

(約1.600)以上を流

7

行期とすると、 2014年は6ケ月間、 2015年は

月接種開始が望ましいと思います。一方、終了

6ヶ月間、 2016年は5ヶ月II1, 2017年は6ヶ月

時期はその年の流行に応じて、終了Hは不定に

間であった。流行に入る1ヶ月前からの投与が

した方がいいと思います。

望ましいので、流行期間+1 1mの71n1投与が適

・通年、特に夏からの流行をカバーするには、

一

切と思われる。

・各施設で接種期間を決められても良いのかなと

回数制限はしない（少なくとも61nlは少ない)。

思います。

流行をみて対応。

・投与開始と終了の月は一律に決められない。施
設ごとに決めるのでなく、誰かが決定し、保険

3）新潟県のシナジス接種開始時期についてのお考

審在はそれを認めるようにして欲しい。

え→不適切（9名）

・投与開始については、予約の外来で投与してい

2）新潟県のシナジス接種回数についてのお考え→

るので、流行の定義が決まったとしても、

不適切（8名）

タイ

・全国的には上限を7凹とする都道府県が最多と

ムリーに対応できるかと､うかは別な問題になり

のことです。新潟県の事情となれば仕方ないと

ます。現実的には昨年の状況から今年の対応を

思いますが、全体の分配を、在胎週数や在宅酸

前もって決めておかざるを得ません。毎年流行

素療法など、基礎疾患の重症度により設定（追

状況を把握することが必要だと,ILIいます。

・感染状況やウイルス疫学'''9なデータを基に、毎

加接枕）できればいいのかと考えます。

年、接種開始の検討が川来れば1111想です（○△

･ 6LIで概ねよいとは思うが、龍症例については

口県方式)。ただし、現場は少々混乱します。

l〜2回の追加は認めるべき。

・流行時期が、新潟県Iﾉ1でもだいぶ異なるため、

・医療費の分配の公平性にも配慮が必要でしょう
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実際の流行に応じた形に適応してほしい。

ローカルルールではなく、新ガイドライン、提

開始時期については、

言に基づいた接樋方法にするよう、保険審査に

1)

とlr1様で、各施設の

判断で良いのではと思います。里帰りなどで、

対して要望して欲しいと思います。

途'l'で別の地域に移動した場合に、多少捉乱し

現場での思いを、保険委員に伝え、協議してほ

そうですが…。

しい。

i'j言年流行開始時期が異なるので、投Ij. ￨刑始と終

大変恥ずかしながら、小児科医会がどのような

了の月は一律に決められない。上記のごとく流

組織で、

行期に入りそうなときに投与開蛉できるとよ

良く分かっておりません。そのため、特に望む

い。定点報告数1,600になる1ヶノj前は例年

こともありません。

1,400〜1,500なのでその辺を投与￨州始の￨訓安に

シナジスのInl数制限を解除し、接種に関して}Ⅱ

するとよいかもしれない。これもl:記のごと

当l矢の裁量ll'l,iを増やしてほしい。現場で適応旭

く、誰かが決定して号令をかけてくれるとやり

者を診ている￨幻'llljの意見を方針に反映させてほ

やすい。

しい。

・夏場に流行が始まっていることを考慮すると、
今よりも早く開始してもいいのではないかと考

5）その他（他の県の情報に詳しい方がいらっしゃ
れば教えてください）

える。

l)新潟県小児科医会に望むこと

へ

どのようなお仕事をされているのか、

．○△口県：□○先生（○△口子ども病院)、△

シナジス投与時期に関しては、審査委員会と話

○県：○△◇先生（県立○◇病院）

し合ってもらい、早めに実施する人￨III (小児科、

今年のシナジスイリ￨究会でも、○△口県や◇▽県

新生児科）に通知してもらえると助かります。

でのケースのfli告がありました。 「接種に'1lわ

｣'1院への通知は「△口炳院御中」のため、事

る勤務￨災の意見を汲んでもらっているな」と感

務に行き、 「当院の投与方法がヤバイから敢え

じました。新生児科医の声が小さい？忙しくて

て連絡が来たのかもしれないので気をつけるよ

発言の場に出られない？などの問題があるので

うに」のような感じで通知されました。

しょうか。

しか

も、事務から連絡が来るまでに少々時間がかか

シナジス関連の情報は、いつもアッヴイさんか

ります。

ら伺っているだけです。ただし、製薬会社の情

重洲花児(RSV感染で死亡のリスクが高い忠者）

報を鵜呑みにして良いのかは、良く分かりませ

については回数を増やす、期￨H1を超えての接種

ん、

など特例を認めてもらえるなど、意兇を集約し
て保険審査委員と交渉してほしい。 まだシナジ

以上、ある秘度の取捨選択をしましたが、ほぼ原

スがない時代ですが、重症先天性心疾患の子供

文のまま記載しました。シナジスを必要とするお子

でRSV感染のために死亡、

様たちが、生死に関わるような大変な思いをしない

もしくは肺が悪く

なって手術が困難になるような症例を何例か経

よう、小児科医会、地方会、保険審査委員の皆様が、

験しています。

協力しあえるようになることを願います。また、勤

に

6回接種したのに4月にRSV

務医部としては、

脈,患して死亡するようなことがあってはなら

このアンケート結果を基に新潟ﾘ,↓

ないと,'ﾑ!います。データがあると説得ﾉJが増す

小児科医会の要望として、パリビズマブの投与ﾉj法

と.l&!いますので、○△病院で経験したような現

を改善できるように努力したいと思います。

行の方法で問題があった症例を集めるのもよい

お忙しい' ' 1，

と思います。

1とi分の知らない貴重なご意見を多数

戴き、ありがとうございました。

小児科医会にもこの問題に積極的に￨災lわっても
らいたいと思います。

文責：新潟県立新発￨Ⅱ炳院小児科松永雅道
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感染瀧．
須藤正二・林三樹夫・奥川敬祥
12月にAHlpdmO9亜型が、

はじめに

2〜3月にAH31(型

感染症流行状況や予防接種に関する情報や問題点

がそれぞれ大流行しました｡B型ではl〜3月に山

について報告します。本年も引き続き、各種予防接

形系統が大流行しました。全国的にはビクトリア系

柾勧奨キャンペーンの主樅や、勧奨記事を新潟県小

統も少数みられました。

児科医会ホームページに掲載し、接種率向'二に努め

園､麻疹の散発流行

ました｡2017/18シーズンはインフルエンザワクチ

ン製造量が昨年度より少なくなり出荷も遅延したた

2015年の患者報告数が35例と全数報告開始後最低

め、全'五￨で接種時期に混乱が生じました。また全国

を記録しましたが、①2016年8月〜秋、②2017年冬

でインフルエンザ患者数が現在の統計方法で過去雌

2018年春にかけて地域的に集団発生が全国数か所

高数を記録するなどインフルエンザが大流行しまし

でみられました。これらは予防接種率の向上と関係

た。 また、 2016年WHOから根絶宣言された麻疹が

各部署の迅速な対策により比較的早期に終息宣言が

帰国者や海外からの旅行者などの持ち込みから全国

なされました。③2018年4ﾉl 、沖縄県を旅行中の台

的に散発しました。

湾籍の男性を発端とした麻疹が発生。その後沖繩県
内で約100名弱の患者が発生し、

1 .

日本国内各地（禰

岡、愛知、東京など）へ感染が拡大し160人余りの

感染症

比較的大きな感染流行がみられました。これも2018

新潟県小児科医会のホームページ上には、県内感
染症流行情報を公開しています。全県を県北、阿賀

年6月中旬頃には各地で終息宣言がなされました。

北、新潟市東地区および凹地区、県央、長岡、魚沼、

これらの流行で検出された麻疹ウイルスの遺伝r

k越、佐渡の10地域に分け、各地域の小児科

型はすべて海外流行の遺伝子JMです。最も多いのが

医（計17名）から報告を受けています。 日常の小児

D8で、次いでHlやB3が多くなっています。い

科外来診療では、地域の感染症流行状況の把握が不

ずれもアジア諸国で流行している型です。2016年か

可欠であり、ご報告を頂いた地域の諸先生にこの場

らヨーロッパ各地でも大規模流行が報告されていま

を腓りまして深謝申し'竜げます。

す。 ヨーロッパ地域53か国巾14か国はまだ麻疹'}棚．在

柏￨￨'奇、

国とされていますが、特にルーマニアとイタリアで
1 ．

全

の流行規模が大きく目立ちます。

インフルエンザ

H本土着株のD5

2017/18シーズンは全世界的にもインフルエンザ

は2010年5月を最後に国内では検出されていませ

が大流行したシーズンでした。米国でも[l本でも現

ん。 ｜玉￨内での報告例では海外渡航者の割合が31!;II11

在の統計方法になってから旭者数は過去最高数を記

後を占めており、渡航先の￨韮￨ではインドネシアやタ

録しました。国内（県内でも）での流行は全l玉l的に

イが多く、次いでその他の東南アジア諸国、韓阿、

立ち上がりが早く11年月上旬（第45ja)には各地で

中国、モンゴル等となっています。一方、感染者の

流行期に入りました。 12年月中旬（第51")で注意

年齢層をみると、成人が7〜8割を占めており、小

報基準の定点当たり10を超えました。さらに

ﾉ]' ￨ 1

児例は少ない傾向です。近年、定期のワクチン接椰

旬〜2ノl上旬（第3〜6週）で警報基準である定点

率は高く維持されており、多くの小児は発症防御レ

当たり30を超えました。全￨玉I (県内でも）でピーク

ベルの抗体を保有しているものと考えられます。

は第5週でした（県全体でピークは55.7)｡A型では
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た。小児科を含まない耳鼻咽喉科単独の調査で短期

3．風疹の流行状 況

（届

間に300人以上の難聴の発症を報告したことは大き

出数〜2012年：全国/県内(2386/8)、 2013年：全

なインパクトがありました。今回の調査結果では、

国/県内(14344/51)、

このため先天性風疹症候群

学童期だけでなく20代から30代の世代にも発症者が

(congenital rubellasyndrome :CRS)の発生増加

多く二l11条性の発症傾向が示されました。難聴の最終

も危 ￨典されました。CRSは、 2012年に4名、 2013年

レベルは一側難聴となった287人のうち91%の261人

は9都府ﾘ『↓で31名が報告されました。その後は風疹

は高度以上であり、両側難聴となった16人のうち13

の流行は減少側lhjが続いています。ここ3年では

人はl'ljillll i'i'j度以上の難聴後遺症を認め、

(届川数〜2016年：全国/県内(126/2)、 2017年：

器を、

全国/県内(91/0)、 2018年5月末まで：全国/県内

児でも平衡機能障害の合併が多いことが示されまし

(22／2））

と比較的少ない状況です。新潟県内での

た。今lul洲査では確定診断例のみを対象としており

流行は特に低く、麻しん風しん混合ワクチンの高い

実際にはもっと多くの発症例がいるものと予想され

定期接種率の維持が流行抑制に貢献しているものと

ます。わが国は先進国中で唯一おたふくかぜワクチ

考えられます。

ンが定期接種化されておらず、接種率は30‑40%程

2012年から2013年にかけて大きな流行があり

へ

6人が補聴

7人が人工内耳を装用していること、

また小

度と低迷しています。抗体保有率も70％程度であ
4．

ムンプス難聴全国調査

り、全￨玉I的な流行を抑制できない状況であり、早期

の定期接種化が望まれるところです。

流行性耳下腺炎（ムンプス）は多様な合併症を呈
する疾患であり、特異的な治療法は存在しません。

＋

ムンプス難聴はおたふくかぜに比較的高頻度で合併

へ

百日ロ 災

する感音性靴聰です。 自然感染によるムンプス難聴

｜韮￨内のifil ￨咳の感染症動向発生調査は、小児科定

の発生率は0.01〜0.5%程度との報告があります。耳

点医療機関からの報告にもかかわらず、昨今15歳以

下腺あるいは顎下腺の腫脹の4日前から18日以内に

上の慰者割合が増加していました。乳児への感染源

急性発症し、平衡機能障害（めまい）を伴うことが

となる成人の,盟者数も正確に把握できるサーベイラ

あります。多くは一側性ですが、

まれに両側性にも

ンス体制の確立の必要性が高まっていました。全国

みられ、難聴の程度は高度〜重度です。初診時に軽

の小児科定点約3000施設からの定点当たりの患者報

度難聴であった小児が、

告数字は、過去30年で約l/10に減少してきていま

l〜2週間後に高度難聴に

進行悪化するようなケースもみられます。多くの場

したが、 2002年に15歳以上の増加が見られ、 2008

合、治療による改善は難しく、突発性難聴の治療に

2010年には全￨玉I的な流行が見られました。この原因

準じたステロイド療法が行われますが、改善の程度

として現行の百￨]せきワクチンの免疫効果が4〜12

は軽微であり完全に￨同I復することはほとんどありま

年で減衰することや、

せん。おたふくかぜは約4‐5年の周期での大きな

効果が得られにくくなったことが挙げられていま

流行を繰り返しており、 2015年から約2年間に渡り

す。

自然感染が減少しブースター

国内では比岐的大きな流行のピークがみられまし

こうした状況から百H咳は2018年1月から感染症

た。こうした' ' 1で2015年1月から2016年12月末まで

法に基づく5類感染症の全数把握疾患に指定され、

の2年の期iHlについて日本耳鼻咽喉科学会がムンブ

サーベイランス体制が強化されました。医師は百H

ス難聴の大規模全国調査を行った結果が報告されま

咳と診断した場合は、臨床症状、診断方法、転帰、

した。耳鼻IIIM喉科を標傍する全国3536施設からの回

感染経路、

答が得られ、

2年間に少なくとも348人がムンプス

ことが義務づけられました。検査診断には2016年か

難聴と診断され、詳糸lllな2次調査で回答が得られた

ら保険適川なったLAMP法も有用な診断方法と考

336人中、約8割の274人が高度以上の難聴が残り、

えられます。今回の変更により小児科定点医療機関

最終的に16人が1'lj側難聴となったことが判明しまし

のみならず、すべての診療科の医師から届け出が行

ワクチン接種歴などを7日以内届け出る
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われることから乳児から成人・高齢者までの発生を

量（2642万本）

正確に把握できることが期待されます。

ました。当初インフルエンザHAワクチン(H3N2

と比べても114万本ほど少なくなり

11UM）の製造株として選定されていた株の増殖率が

認その他のウイルスの流行状況

想定より悪く、再検討の末、昨シーズンとl' rl型の株
にかけて例

を使川することになり、製造開始が遅れたことが原

年以上に手足口病の流行がみられました。ピークは

因でした。このため年内のワクチン出荷本数が大II1H

8月上旬（第31ia)でした。2017年の県内では、

コ

に不足し、 10月からの接種シーズンに各医療機関で

クサッキーウイルス（以下CA)のCA6が一番多く、

大きな混乱が生じました。年末から年初めにかけて

次いでライノウイルス

（？）、エンテロウイルス

ようやく供給が安定しましたが、その時にはすでに

(EV71)、 CA4などが検出されました。 また7月下

国lﾉ1でのインフルエンザの流行は拡大しており、接

fﾘから全国で（県内でも) RSウイルスの報告数が

櫛希望者の数は減少傾向になっていました。

7月上旬から10月下ｲリ （第27〜43im)

急増し、

8月末から9月上ｲﾘにかけてピークを迎え

園.麻しん風しん混合ワクチン(以下MRワクチン）

ました。これで県内では3年連続の夏季の大きな流

一

行になりました。最近はRSウイルスの流行は通年

2016年度のMRワクチンの全I王￨各県の接穂率で

性になりつつあるといえそうです。近年のわが国へ

は、新潟県は1期97.5％（全国18位)、 2期95.4%(同

の外国人観光客の増力￨ ￨なども背景にありそうです。

6位）でした。接種率は全国的には、東高西低で、

特に日本海側の各県で高い傾向です｡2016年度も例
￨￨･

年の辿り各期とも新潟県の接種率は全￨亜Iと比較して

ワクチン

も尚率でした。 H頃の県内の先生〃のご尽力に対し

まず初めに日本小児科学会、予防接種・感染症対

策委員会から一般の保謹群、 ，世背lhlけの予防接種に

て深謝￨ ￨ 'し上げる次第です。

￨判する啓発資料〜予防接枕教育ツール「知っておき

｜玉I内での麻疹の散発的流行のニュースが伝えられ

たいわくちん情報」 （日本版Vaccinelnformation

るたびに、成人などの接種希望者が増加し、全国的

Statement)が刊行されました。新潟大学小児科斉

に「ワクチンの入手が困難」という状況が繰り返さ

藤昭彦教授らが中心となりアメリカ小児科学会との

れています。厚生労働省からはいつも「現時点では

共同プロジェクトで作成されたとのことです。

5月

MRワクチンの全国的な不足は生じない見込み」と

中には日本小児科学会雑誌に同封され、会員のみな

の見解が示されますが、実際の医療現場ではワクチ

さまの元に郵送されたと思いますので臨床現場で活

ン納入には規iliIがかかり、

用が期待されます。以下のホームページからも閲

のとなっています。こうしたなか1 1本小ﾘJ科学会の

覧、印刷が可能ですのでどうぞご利用ください。

予￨坊接種・感染症対策委員会は￨測￨ﾉ1で麻疹の感染報

ワクチン不足は現実のも

f!ﾃが相次いでいることから、同学会の公式サイト

http://www.ipeds.or.jp/modules/activity/index

で、MRワクチンの接種推奨対象者に￨塊lする情報を

phD?content id=263

提示し、 「第1期定期接種対象者」と「第2期定期
1

接種対象者」を最優先にしたワクチンの接秘を推奨

インフルエンザワクチン

しています。なお風疹の排除達成をl l指す観点から

2017/2018シーズンワクチンの製造株は、A型が

も、 )%(1!llとして乾燥弱毒生MRワクチンを川いるこ

A/シンガポール/GPl908/2015 (HIN1) pdmO9

と、

とA/香港/4801/2014 (H3N2)、B型がB/プーケッ

1歳以上で2回の接種記録（輔2川定"l接枕の

I､/3073/2013(山形系統）とB/テキサス/2/2013(E

対象となる以前の幼児は1歳以上で1 11 11の接種記

クトリア系統）でした。

録）があれば、免疫を有するとの兄解を示していま
す。

今シーズンは国内4社のインフルエンザワクチン

製造量が昨シーズンの製造量（2784万本） より256
ﾉ本ほど少なく、昨年度の医療機関での実際の使用
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3．

日本脳 炎ワクチン

熊本地震の影響による減産と2016年4月から北海
道での定期接磁化などに伴い、一時的にはワクチン

が大ll'冊に不足しました。その後現在では状況は改善
しています。
…:

4．

ヒトパピローマウイルス ワクチン（以下HPV
夢

ワクチン）
HPVワクチンは、 2013年4月に定期接種となり
ましたが、

[l本陸I内でワクチンを接種した人の中に

ﾘ墓痛、連動障害、不随意運動などの症状が報告され

たため、開始直後の6月からすでに5年以上の推奨
差し控えが続いています。報告されたような有害事
へ

象（いわゆる副反応）

とHPVワクチンとの因果関

係は誰￨ﾘ1されておらず、WHO(世界保健機関）

を

はじめ、 111界中で安全なワクチンとして認められて
います。 l l本産婦人科学会などからも積極的勧奨を

引き続き求めていく方針が表明されています。接枕
を継続してきた匡￨々では子宮頚部病変の減少が報告
されており、

ロ本とのギャップが拡大しています。

おわりに

今後もさらにムンプスワクチン、

ロタウイルスワ

クチンなどの早期の定期接種化、 B型肝炎ワクチン
の接種年齢の拡大、早期のHPVワクチン推奨再開
を要望したいと考えます。
F昼
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平成30年9月

』

謡成29輔薦 第2回

鯏醸
撫霞

謹譲

譲襲西藤困越

,

薗露窪副雷圃因

総務部

■単
■■

■■

録

図

体藤昌 子

，新潟県県福祉保健部との面談（平成29年9月5

つ

日時：平成30年3月17日（土） 16 ： 30〜

■■

瀞

ひ

会場：新潟'li医Wilj会理事会室

1二l 、火曜日午後1時30分から）
川席者：川11時琢也会長、佐藤雅久副会長、小川淳

出席者

五‑'一嵐隆夫、梅沢哲郎、大塚岳人、小川

副会長、柳原俊雄県医師会理事、竹内菊

淳、奥川敬祥、上村孝川、川ll時琢也、小西

博総務

徹、小林武弘、笹川富士雄、佐藤男、

下記の内容について要望し回答をいただいた。

伽朧IUI子、佐藤雅久、庄il義與、鈴木博、

また、その内容についてnpmlcを通じて会員の先

須朧正二、竹内菊博、塚野真也、仁出原義

生方へ報告した。

之、楠本謹也、松永雅道、水沢一郎、柳本

l)県立子ども病院建設の推進

利夫、柳原俊雄

2）各種予防接種について

（五十音順、敬称略）

夕司

①ロタウイルスワクチン、おたふくかぜワクチ
報告事項
1 .

ンについて

②B型肝炎ワクチン公費接種対象年齢の拡大

会員動liij (1え成30年3月17H現在）

③日本脳炎ワクチンの供給不足の懸念

退会：泉理恵先生(29.8.11)

入会: fll l l l有子先生(29.5.18)、

高田彰先生

（29.6.5)、仁田原康利先生（296.7)、

3）子ども医療費助成の拡大

白井

4）子どもの心診療体制への支援

崇準先生(29.11.21)徳力lil子先生(30.3.5)

5）小児在宅医療体制推進について

会員数203名
4．

会報59号：平成29年10月発行：特集発達障害

5．

第36回東北・北海道小児科医会連合会総会

2．各地区小児科医会への参加
平成29年6月1日 ：県央小児科IMi床研究会川崎

会長、佐藤刑会長、小川副会

平成29年10月211 1〜22日於福島

長参加

シンポジウムテーマ「小児の発達￨境害：地域の小

平成29年7)111H ：上越小児科￨災会川崎会長、

平成30年1月22日

児科医にできること」

佐藤副会長、小川副会長参加

新潟県シンポジスト ：佐藤内科小児科医院佐藤

シオノギセミナー川崎会長

昌子先生

参加

演題名「家庭機能が低￨､ している現在、小児科医

平成30年3ノ13日 ：阿賀北小児科臨床研究会川

が外来でできることとは？」

｜暗会長、 〃,職刑会便、竹内総
6．

務

第54回学術講演会

平成29年10月14H

40
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後援

一般演題

平成29年4月22日

識師：新潟日報社読者局次長兼ふれあい事業

（土）

部長花沢康雄様

小児がんフオローアップ研究助成発表シンポジ

波題： 「読者の声から見えるメディア・ リテラ

ウム

シー」

ﾒヂｨｱｼｯブ

平成29年9月16日

特別術淡

（土）

講川j :社会福祉法人日本心身障害児協会島l l1

第7回予防接種の市民公開セミナー

療育センターはちおうじ所長小沢浩先生

新潟市総合保健医療センター

平成29年9月18日 （月・祝l l)

演題： 「家族・地域・心を紡ぐ〜連携のかたち〜」

ゴールドリボン・小児がんチャリティー「小野
毎Ｊ﹄

．

リサ＆上妻宏光ボサノバ＋三味線スペシャル

｣本小児科医会社会保険全国委員会開催

平成30年2月25日

（日）和光堂西新宿ビル2階

コンサート」
りゅ−とぴあ

204会議室にて新潟県からは橋本謹也先生が出
へ

平成29年9月15〜16n

席。

(金・土）

Asshママ＆ベビーフェスタ2017

新潟日報メディアシップ

会報発行時期の変更：従来の4月、 10)lから3

8

)1，

9月へ。医局人事などで勤務先が変更になる

平成29年度新潟県周産期医療研修会（新生児蘇
生法講習会）

ことを考慮して。製薬会社への了承済。

「専門」コース=Aコース
Q

．

チャイルドシート啓蒙

「スキルアップ」コース=Sコース

①標語の作成

新潟県立新発￨LI病院：
A9月9日

新潟県警の平成28年の調査によると新潟県の6

S11月25日

で全I工￨ワースト3位とのことで、チャイルド

声邑

標語を作成し、

ワースト3

1 」

A10月8日

という

メールや郵便物に載せた。

（土)、 A3月101ZI

（日）、

SH30年2月4日

（日）

Al2月9日

SH30年3月3日

（土）

(H)、

SH30年3月17日

（土）

（日）、

Sll)111日

（土）

(iz)、 All月18H

(土）

（土）

できるだけ保護者が主体的に参加してくれるよ

長岡赤十字病院：

うに、保護者からアンケートに答えていただ

Al0月28日

き、それを回収する際に「回答と解説」を渡し

（土)、

長岡中央綜合病院：

た。理事及び会員よりのべ2110枚のアンケート

Al0月1日
魚沼基幹病院：

を実施していただき、そのまとめをnpmlcに戦

A7月9日

せた。

6歳末iil'iの

新潟県立中央病院：

S9月16H

チャイルドシート使用率は52.3％へ微増し、全
｜玉「l､ から5位。

第297回新潟市小児科医会集談会

しかしながら、全国平均の

64.1%には遠く及ばず、今後も保護者への啓蒙

平成29年5月27日

は必要。

新潟市総合保健センター

（土）

第298回新潟市小児科医会集談会
10

共催、後援

平成29年7月8H

□

f
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ず

,
弾

禽

(土）

済生会新潟第二病院：

②アンケート

昨年のJAFと県警の調査では、

(H)

新潟市民病院：

シート啓蒙のため「子どもはチャイルドシー
抜け出そう

S2月25日

新潟大学医歯学総合病院：

歳未満の子供のチャイルドシート使用率は49％

トに。

（士)、

(土）
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開催場所ホテルオークラ新潟

第299回新潟市小児科医会集談会

②準備委員会の立ち上げとメンバー選定。

平成29年9月30日 （士）

本年7月に第一回準備委員会予定

新潟東映ホテル

以下の先生方に準備委員として依頼することを

第3回保育園と幼稚園の保健を学ぶ会

考えている。 （順不同、敬称略）

平成29年6月4日 （日）

大久保総一郎、櫻井守、小林武弘、松永雅道、

新潟市総合保健医療センター

須藤正二、関東和成、廣川徹、奥川敬祥、上村孝

「事故予防とけがの対応」

則、大塚岳人、朴直樹、山崎恒、小野塚淳哉

第4回保育園と幼稚園の保健を学ぶ会

当日受付：

平成29年10月29日 （日）

大橋美奈子、荒川啓子、福島愛、五十嵐幸絵

③シンポジウム特集（案） ； トランジッション、

内野まちづくりセンター
「食物アレルギー〜症状が出た時の対応〜」

小児科医の育児支援、小児医療の変遷、小児医
療とメディア、事故防止、小児科とパラメデイ

第5回保育園と幼稚園の保健を学ぶ会
▲

%ず

平成30年2月4日 （日）

カル、在宅医療、健診、事故予防・疾患予防、

於内野まちづくりセンター

小児科のプライマリケア、虐待など

/ ､

P

第5回全国てんかんセンター協議会総会

吟今後、準備委員会で検討することとなった。

④講演会; 1 :斎藤昭彦教授、

平成30年2月10， ll日

2 :ハートリンク

林さん

於朱鷺メッセ

⑤懇親会アトラクション（案） ；新潟芸妓、アル

予防接種公開セミナー

平成30年3月4日 （日）

ビレックスチアリーダー、東京学館新潟高校書

於クロスパル新潟

道部のパフォーマンスなどが案として出され
た。新潟芸妓に内定。
二次会は、最上階スターライトの一部を借りて

ll.平成29年度小児在宅医療人材養成研修会：平成
G

f

30年2月25日 （日)

行う予定。

9 :00〜16:00於日本医

師会館佐藤雅久副会長参加

3．平成30年度新潟県小児科医会役員改選について
・川崎会長以下、三役は全員、現職継続を了承

検討事項
弓

叫

aJ

､剣

・監事は庄司先生、笹川先生に引き続きお願いす

l.第37回東北・北海道小児科医会連合会総会
平成30年9月29日〜30日於山形

る。顧問については、定数が決められていない

シンポジウムテーマ「学校保健における小児科医

ので、現在の太田先生、廣川先生に加え、新た
に柳原俊雄先生にお願いする（了承済み)。

の役割」
＝＞新潟県シンポジストについて、佐藤雅久先

・仁田原義之先生から日本小児科医会公衆衛生委

生より早川広史先生を推薦。検討の結果、早

員を辞任したい旨の申し出があり、大塚岳人先

川先生に川崎会長から依頼して頂いた。内諾

生に後任を依頼し、了承頂いた。

を得、早川先生をシンポジストとすることに
4．会計：支出軽減策、増収対策

出席理事全員の賛同を得て、その後、早川先

・平成29年度の会計報告、平成30年度の予算案に

生より正式に引き受けていただいた。

ついて梅沢先生から報告。

・川崎会長から、収支の説明。

2．第38回東北・北海道小児科医会連合会総会新潟

・具体的な支出軽減策について、三役会からの提

開催について

案

①日程2019年9月28日 （土)、 29日 （日）

42
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案1 ． 61号から、

6.npmlcと災4割#迪信網

カラー印刷をやめて白黒にす

る。 （表紙十本文）

新潟県の災害対策本部内でマネージメントする
役割である「災害時小児周産期リエゾン」である

案2．配布方法について、県内会員はバイタル

和田雅樹先生より三役会の時に、地震等の災害発

ネットに配布してもらう。

案3．理事会の交通費について、開業医は自己

生時に情報収集するために、 npmlcを使うことが
出来ないかと打診があった。

負l1lとする。おやつはやめてお茶のみと

理事会で様々な意見を出していただき、今後検

する。

案4．

講師を￨川む会は当会負担5万と上限

討を続けることとなった。

案5．連合会総会や総会フォーラムの発表者に
は交通賀のみ、
案6.

今後の予定

日当はj1!!し。

1 .

H本小児科医会の委員会も総会フォーラ

域の検診

ムなどと同様で法人から出せる時は補助

2．

しない。
へ

第55回学術諦演会ならびに第37回総会

勤務医の先生には交通群を出す。法人か

1え成30年4月141 1

ら出せない時は開業￨差の先生にも交通費

共催メーカー：アルフレッサ株式会社

を出す。

特別講演: ;fiilj :若葉こどもクリニック

(土) :新潟東映ホテル

【理事の先生方からのご意見】

山lll奇勉先生

．積立資金を年額50万円から減額したらどう

演題：非定型微生物に関する最近の話題

一般演題：満￨'lilj :新潟県警察本部交通部交通企而

か。

・会費の値上げも必要ではないか。

課課長補佐小林照秀警部

・開業医の会費の値上げについては、半数以上

演題：チャイルドシートの重要性について

3．

の先生が賛￨可された。

第29回小児科医会総会フォーラム横浜

平成30年6月231 1 , 24日

・勤務医の会登は据え置きについては、半数以

4．

上の先生が賛￨司された。

第37回東北・北海道小児科医会連合会総会

平成30年9月291 1〜30日於

・メーリングリストの参加費として会費を徴収

の役割」

・会報のデジタル化による経我削減を図っては
5．

どうか。

第56回学術描油会

平成30年10月271 1 (土) :新潟東映ホテル

今多数のご意見を頂いた。貴重なご意見を今
後の運営に反映させていくこととする。

111形

シンポジウムテーマ「学校保健における小児科医

してはどうか。
。里

会報60号：平成30年3月発行：特集小児科領

共催メーカー：第一三共、

ま

ジャパンワクチン

た、平成30年度は、積立資金を年額40万円に

特別講演：講師：東京大学医科学研究所ウイルス

減額することとした。

感染分野特任教授山下誠先生
演題：未定感染1l'liに関する内容の了定

5．

6．

三役会では、新生児期の聴力検査の無料化を来

第14回生涯教育セミナー

平成30年10月8日

年度の県福祉保健部への要望に入れてはどうか、
と意見が出た。すでに96.6％以上が有料（分娩費

7．

（月、祝日）

第24回日本保育保健学会

の中に含まれている）でも施行している。このた

平成30年10)113 (=t)〜14n

め各市町村では無料化に積極的に動いていない

柳本利夫先生会頭

（現在出雲崎町のみ)。今後新潟県から協議会が招
集される予定。
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広島

( IZI )

朱鷺メッセ

平成30年9月

第3Z回新潟県恥児獄医雲総譽議嘉録
認闘

蕊翻罰

■鬮翻錨蒸

濁

潔

蕊認畷

■■■密畷蟻螺魑擢固

■

閣蕊露翻

蕊

麹蕊鍾鐙溌輝

総務部

平成30年4月141 1

電醗

灘

灘蝿蕊

竹内菊榑

感染症・予防接種委員会：林三樹夫、

(土）於：新潟東映ホテル

会長挨拶：川lll断琢也先生

須藤正二、

議長選出： ' '崎徳先生

奥川敬祥

＊会員201名、出席54名、委任状提出者78名で総

地域ネットワーク委員会：
佐藤勇、林三樹夫、須藤正二、梅澤哲

会は成立

郎、奥川敬祥、 ！',恩5橋秀雄
会務報告
1 .平成29年度新潟県小児科l玉会役員（敬称略）

二両

救急委員会：塚野真也

会長：川l1吋琢也

新潟ﾘI↓麻しん対策会議：佐藤雅久

刑会長：佐藤雅久、小川淳

理事：五十嵐隆夫、梅澤哲郎、

日本小児科医会関係

大久保総一郎、大塚岳人、

代議員：川崎琢也、佐藤雅久

奥川敬祥、笠原多加幸、上村孝l!ll、

予術代議員：佐藤

郡司哲己、小西徹、小林武弘、

予防接種委員会委員（ブロック推薦） ：仁田原

桜井守、佐藤勇、佐藤昌子、

義之

鈴木

地域小児科総合医検討委員会委員（ブロック推

｜#、須藤正二、竹内菊博、

，' '1子、竹内菊￨＃

田中篤、塚野真也、千葉高正、

薦） ：佐藤勇

仁田原義之、橋本謹也、林三樹夫、

救急担当理事（各県より一名） ：佐藤雅久

平野春伸、松永雅道、水澤一郎、

一般社団法人日本保育￨刺保健協議会：佐藤勇

柳本利夫、柳原俊雄

2．会員動向（平成30年4月1日現在）
監事：庄司義與、笹川富士雄

退会：泉理恵先生(29.8.11)、雅楽川隆先生

願問：廣川宏、太田裕

(30.3.31)、清水美恵子先生(30.3.13ご逝去）

総務部：佐職昌子、竹内菊博

入会：和lu有子先生(29.5.18)、高uI彰先生(29.6.5)

会報編集委員会：櫻井守、大河原信人、

仁田原康利先生（29.6.7）

白井崇準先生

朴直樹、小川洋平（大学)、

(2911.21)徳ﾉJ周子先生(30.3.5)

廠川徹

会員数201名

総理部：梅澤街郎

HP管理者：笠原多加幸
ML管理者: 1 1 1 1崎

3.

′￨ロ

第36回総会平成29年4月8H
新潟東映ホテル

社会保険部：橘本謹也

学術部：小林武弘、大塚岳人、塚野真也

4．理事会
平成29年度第1回理事会

子どもの心対策委員会：佐藤昌子

平成29年7月22日（￨こ）

勤務医部：平野春伸、松永雅道

新潟'1j医師会51W1￨!事会室
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歳未満の子供のチャイルドシート使用率は49％

F成29年度第2Iml理事会
平成3()年3月17｢I

で全国ワースト3位とのことで、チャイルド

(zt)

シート啓蒙のため「子どもはチャイルドシー

新潟市医師会5階理事会室

トに。抜け出そう
語を作成し、

会報

5

第58号
特集
第59号
特集
第60号

特集

ワースト3

1 」という標

メールや郵便物に載せた。

2)アンケート

平成29年4月19日発行
卜ランジッション

できるだけ保護者が主体的に参加してくれるよ

平成29年10月16日発行

うに、保護者からアンケートに答えていただ

発達障害

き、それを回収する際に「lul答と解説」を渡し

平成30年3月161 1発行

た。理事及び会員よりのべ2110枚のアンケート

小児科領域の検診

を実施していただき、そのまとめをNPMLCに

載せた。昨年のJAFと県警の調査では、
6．学術講演会
へ

6歳未

満のチャイルドシート使用率は52.3％へ微増

第53回学術識演会

し、全国下から5位。しかしながら、全国平均

平成29年4月8H

(｣z)

の64.1%には遠く及ばず、今後も保護者への啓
蒙は必要。

新潟東映ホテル
「ワクチンで防ぐ感染症」

川l1l奇医科大学小児科教授

10.新潟県県福祉保健部との面談（平成29年9Ⅱ5

中野貴司先生

日）

第541口￨学術講演会

平成29年10月141 1

(=t)

出席者：川崎琢也会長、佐藤雅久・小川淳副会長、

新潟東映ホテル

柳原俊雄理事（県医師会理事も併任)、

ー般演題

竹内菊博総務

「読者の声から兇えるメラ
メデ ィア・ リテラシー」

1 ．県立子ども病院建設の推進

新潟日報社読者局局
局次長兼ふれあい事業

2．各種予防接種について

①ロタウイルスワクチン、おたふくかぜワク

部長花沢康雄様
特別講演
へ

チンについて

「家族・地域．心を紡ぐ 〜連携のかたち〜」
｢家族・地域・心を紡ぐ、

②B型肝炎ワクチン公費接種対象年齢の拡大

社会福祉法人日本心身￨環害児協会島田療育

③日本脳炎ワクチンの供給不足の懸念
3．子ども医療費助成の拡大

センターはちおうじ所長小沢浩先生

4．子どもの心診療体制への支援
7．

日本小児科医会社会保険全l玉I委員会開催

平成30年2月25n

5．小児在宅医療体制推進について

( I I )和光堂

新潟県からは橋本謹也先生がIIWir。

以上の要望をお話し、回答が得られた。その内容
をNPMLCを通じて会員の先生方へご報告した。

8．

会報発行時期の変更：医局人事などで勤務先が

変更になることを考慮して従来の4月、 10月から
3月、

9．

9月へ変更することとした。

チャイルドシート啓蒙

①標語の作成

新潟県警の平成28年の調査によると新潟県の6

45

平成30年9月

新潟県産婦人科医会との共同コラム「つなぐ命

l]

シンポジウムテーマ「小児の発達障害：地域の小

産婦人科・小児科医WIIjからのメッセージ」

}ILl科医にできること」

新潟日報に連載（第一金曜）
掲赦'三I

担当科

2017

産科

新潟ﾘiLシンポジスト ：佐藤内科小児科医院
佐朧昌子先生

担当医師

テーマ

演題希「家庭機能が低l､ している現在、小児科医
4／7

2017

小児科

ワンストッ

小林真紀子先生

プ支援セン

（小林真紀了・ レ

ター

ディースクリニック）

ピロリ菌

小川淳先生

と子ども

5／5

が外来でできることとは？」

13.各地区小児科医会への参加

(県立がんセンター

平成29年6月1日県央小児科￨臨床研究会

新潟病院小児科）
2017

産科

6／2

2017

小ﾘ凸科

7／7

2017

産科

8／4

途上￨玉￨と

鈴木美奈先生

日本の川

(魚沼基幹病院産婦

産

人科）

子どもの

小川洋平先生

生活習慣

(新潟大学医歯学総

捕

合病院小児科）

新型出生

生野寿史先生

前診断

(新潟大学医歯学総

川lll断琢也会長、佐朧雅久刑会長、小川淳M1会長
参加
平成29年7月11日上越小児科医会
川崎琢也会長、佐藤雅久M1会長、小川淳刑会促
戸司

参加

平成30年1月22日 ：シオノギセミナー（長￨i'1)
川lll断会長

平成30年3月3日 ：阿賀北小児科臨床研究会（新

合病院総合周産期母

発Ⅱl)

子医療センター助教）
川lllif会隆、佐藤雅久副会長、竹内総務参力ll
2017

小児科

川111奇ｿi)j

梅沢哲郎先生

(梅沢こども診療所）

9/l
2017

産科

不育症

14.

能仲太郎先生

後援

(新潟大学医歯学総

10/6

合病院産婦人科助教）
2017

小児科

11/3

2017

産科

12/1

2018

小児科

1/5

2018

産科

2／2

平成29年4月22日

小児科

3／2

（土）

RSウイ

l l l lll奇琢也先生

小児がんフォローアップ研究助成発表シンポジ
ウム

ルス感染

(かわさきこどもク

症

リニック）

10代の望

大野正文先生

まない妊

(県立中央病￨塊産婦

娠

人科）

発達隙が

赤坂紀幸先生

い

(県はまぐみ小児療

ﾒヂｨｱｼｯブ

平成29年9月16H

男司

(=t)

"7111I予防接種市民公￨＃1セミナー
新潟i1j総合保健￨昊療センター

平成29年9月18日

（月・祝日）

育センター所長）

ゴールドリボン・小児がんチャリティー

分娩と子

加勢宏明先生

「小野リサ＆上妻宏光ボサノバ＋三味線スペ

宮脱、尿

(長岡中央総合ｿi)j院）

シャルコンサート」

漏れ
2018

共惟、後援

りゅ−とぴあ

ヒトメタニ

竹内菊博先生

マー千Tｴﾌ,イ

(たけうち小ﾘJクリ

ルス! 染旋

ニック）

ー

ｰ／

I

平成29年9月15〜16日

（金・土）

Asshママ＆ベビーフェスタ2017

新潟￨]報メディアシップ

12.

平成29年度新潟県周産期医療研修会（新生児麻

第361' '1東北・北海道小児科医会連合会総会

生法誰習会）

平成29年10月21日〜221 1

「専l '11」コース=Aコース

於柵烏

「スキルアップ」コース=Sコース
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朱鷺メッセ

新潟県立新発田病院：
A9月9日

（土)、

S2月25日

（日）

平成30年3月4日 （日）

新潟大学医歯学総合病院：

S11月251 I

第8回予防接種公開セミナー

(土)、 A3月10日

（土）

クロスパル新潟

新潟市民ｿi)j院：

Al0月8H

(日）、

SH30年2月4日

(H)

15.平成29年度小児在宅医療人材養成研修会平成

30年2月251] ( l l ) 日本医師会館佐藤雅久副会長

済生会新潟第二病院：

Al2月9日

（土）

参加

長岡赤十字ｿi万￨塊：
A10月281=I

(土)、

SH30年3月3日

（土）

16.今後の予定
l)会報60号：平成30年3月発行：特集小児科

長岡中央綜合病院：

Al0月1日

(H)、

SH30年3月17日

（士）

領域の検診

2）第29回小ｿJ科医会総会フオーラムin横浜平

魚沼基幹捕院：
へ

A7月9 1 1

(n)、

Sll)1111=I

(土）

成30年6)]231 ￨

（士)、 All月18日

（土）

成30年10月8日

第297回新潟市小児科医会集談会

（月・祝l l )

広島

4）第561I]￨学術講演会平成29年10月27日

平成29年5)1271=I (土）

新潟東映ホテル

新潟市総合保健センター

共催：第一三共、ジャパンワクチン

第298回新潟市小児科医会集談会
平成29年7月8日

（土）

テーマ:抗インフルエンザ薬、

ワクチンのお話。

5）第371ul東北・北海道小児科医会連合会総会
平成30年9月29日

(土）

新潟東映ホテル

（土）〜30日

（日）

於山

形

シンポジウムテーマ「学校保健における小児科

第3回保育￨刺と幼稚園の保健を学ぶ会

平成29年6)14日 （日）

医の役割」

新潟県シンポジスト ：早川広史先生

新潟市総合保健医療センター
「事故予防とけがの対応」

（早川小児科クリニック）
6）第241ulⅡ本保育保健学会平成30年10月13

第4回保育￨刺と幼稚園の保健を学ぶ会

平成29年10)129日

1

特任教授山下誠先生

第299回新潟市小児科医会集談会
平成29年9月30R

（土）

講師：東京大学医科学研究所ウイルス感染分野

イタリア軒

へ

( I=I )

3）第14回日本小児科医会生涯研修セミナー平

新潟県立L￨二I央病院：
S9月16日

(土)、 24[1

（日）

14日新潟巾柳本利夫先生会頭

内野まちづくりセンター
「食物アレルギー〜症状が出た時の〕
「食物アレルギー〜症状が出た時の対 応〜」

第37回新潟県小児科医会総会協議事項

後援

1 .

第5回保育￨刺と幼稚園の保健を学ぶ会「子ども

第24回日本保育保健学会に対する寄付金につい

て

の発達からみる『気づき」のポイントとその対応」
平成30年2月4日

（日）

役員改選

内野まちづくりセンター

川崎琢也会長、佐藤雅久副会挺、小川淳副会長、

講師福島県立医大教授樅l ll

1え成30年2j110〜llLI (土、

監事庄司義興先生、笹川富士雄先生は継続する。顧

浩之先生

￨ I)

問は太田裕先生、廣川宏先生に力￨ ￨え、新に柳原俊雄

第5回全国てんかんセンター協議会総会

先生にお願いする。
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錘

平成30年9月

第29回日燕小児科医雲総雲謬溺一露汲i藤 MOKH弾硴識
第8回地域】､児救慧空国協議雲報告
騨騨■

串

唾鍵画

■■霊園義

■■感鯛藻悪■

墨霧

翻躍翻

謝覇蟻劉

壕

佐藤雅久
て13都道府県で￨)M始され、平成22年に全国で実施さ

平成30年6月2311, 24[￨に総会フォーラムが開樅
され、

れるようになりました。その問題点と解決への提案

2日目の241 1に第81'il地域小児救急全国協議

会が開催されました。小児科医会救急委員、全I玉￨都

です。

道府雌1，児科医会の小児救急担当委員が参加し、活

l)相談件数：開始された平成16年には34,162件

発な討論が展開されました。例年、 開催前にアン

であったが、年々増加し、平成28年度には

ケート調査が行われ、その結果報告が行われます。

864.608件に垪加した。このように滞要が増し

今回のアンケートの内容の一部と、当りTlの回答を報

ているが、準夜帯だけしか実施していない自沿

告します。

体があるため、深夜帯での実施も働きかけて行
きたい。

①#8000全￨王￨システム(NDS‑8000:小児救急電話
相談の情報をcloudに入力して、その情報を全

2）相談内容：医療機関に受診すべきか、それと

｜玉￨で共有し、今後の運営に活用するシステム）

も様子を見て良いかという判断に￨判すること以

への参加希望はあるか。

外に家庭での看護方法や薬に関する事など、 IIIM

②小児救急医療研修会を開催しているか。

広い質問があった。加えて、夜泣きや気になる

③家庭看護ﾉJ雌成セミナーを行ったことがある

行動等、医療相談か育児相談か判断が難しいも
のも28％あった。

か。

この#8000事業の相談内容が救急医療のみで

④ことﾐも救急ガイドブックを作成、活用している

はなく、広く医療全般に関するものになってい

か。

るため、いままで使われていた、 「小児救急電

⑤小児かかりつけ診療料算定医療機関の増加のた

稲相談事業」から「子ども医療電話相談事業

めには何が￨川題か。

(#8000事業）

⑥各自治体で、小児救急医療体制で￨水￨っている地

と改称し、広報を行っていく事

にしたとのことです。さらなる利川を得て、小

域があるか。

等の質問項ﾄ￨でしたが、 §､'1県の回答は、①が説￨ﾘl

児科￨矢の負担嚥減を目折してもらいたいと.I&!b,
ます。

を聞いてから決める。②、③は開催したことはない

し、今後も計画していない。④は、既に活用してい

3）相談対応者：事業開始当初は、小児科医が対

る地域が多い。⑤は、時lNj外対応等で、ハードルが

応していましたが、現在は、ほとんどの自治体

高い。⑥は、各地の基幹病院が夜間救急を担ってお

で、小児科医による助言をいつでも受けられる

り、その負担が勤務医を疲弊させている。 と回答い

体制下で、看護帥、保健師が相談対･応をしてい

る。その電話相談対応看護師の約63％、 314名

ナ．1士1ナ手

ﾉ−し一レノ､−○

を対象にした調査では、対応が適切であったか

今￨Ⅱ'一番話題になったのは、小児救急電話相談事

不安になることがあるとlul答した看護帥が51%

業（以下#80001I業）でした。
総会のシンポジウムにも取り上げられ、

今

であった。このため、研修会への参加の促進、

これまで

内容充実が望まれます。

の実態調査報告などが行われました。

また、将来的には

E‑learningの整備等も必要になると思われまし

その内容を報告します。…シンポジウムで報+Iﾃさ

た。

れた内容と重なっています。

認知度：平成26年度に内￨淵府が実施した「母子保

＃8000事業は、 1え成16年に厚労省の補助事業とし

48

毎巳

新潟県小児科医会会報No.61

健に関する世論調査」では、#8000事業の認知度は、

3)相談者は、 30歳代、 4()歳代が多く、父親からの

20歳以上の男女1,868人のうち、 「知っている」と回

相談が13%であった。

⑳相談時間は、

答した人が10.8%と極めて低かった。特に男性では

3〜5分間が多い。20分以上を要
F 乱鋸

5％以下であった。平成29年7月に実施された調査

することもあり、その長い相談は、すべて母親

でも認知度は11.6%であった。

からのものであった。

また、利用率は、

⑤相談分類では、医療機関案内のニーズが高かっ

3.73％であった。厚労省は、平成30年4月に、各自
治体衛生主管部（局）長当てに、同事業の充実と認

た（40％)。

晶

知度向上のため、体制整備と普及・啓発活動の実施

⑥主訴は、発熱、嘔気嘔吐、外傷が多かった。

を通達している。また、認知度や利用率の向上を図

⑦33％が医療機関受診後に＃8000を利用してい

るため、最近利用できるようになった「それいけ1

⑧相談対応者の判断は、 「何かあれば受診を勧め
た」が最多（34％）であった。対応者の経験年

働きかけをお願いしていくことでした。
5道県で#8000小｝
§#8000小児救急電話相

数別判断では、経験5年未満では、マニュアル

談情報分析事業を行い、 6327件のデー
27件のデータを収集し

を用いて「受診する必要はない」と判断する事

解析 しました。相談対応者 (看護師、医師）が、対

が多く、経験年数が増すと、 「翌日に受診を勧

応時の情報をPCに入力し

めた」と判断することが多くなっていた。

平成30年2 月に、

謹

た。

アンパンマン」を活用し、厚労省から都道府県への

へ

品Y

それをクラウド環境へ

備蓄 し、 管理者がデータ分析をおこなうシス テムで
す。

このように、

そ れによると、下記のよ うな情報が集まっていま

#8000はその情報が分析され、

さら

に発展していくと思われます。これが、我々の救急
対応への負担軽減につながるとことを信じていま

す。

､相談対象児の年齢は3 歳未満が54％であった。

す。

②子ども一人家庭の方が より多く利用していた。

＝

や

聾
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日瀬小児科医雲王成30年麗定磯祇員総会 報筈
溌雷画

#咽

■翻醤■■■

畷魔■

廠譲壁

■

鴎闇篭

画露蕊

■

露鶏酋

喪繋識嘘

■露霞翰捲

日本小児科医会代議員

6月23, 241｣、パシフイコ横浜で「子どもたちの

■麓鉾■

川￨暗琢化，

成人先生より行われ、承認されました。

すこやかな未来のために今できること」をテー

第3号議案の役員選出では、東京の神川晃先生が

マに第29回日本小児科医会総会フォーラムが行われ

次期会長となることが承認されました。また新潟県

ました。その第1日目23日10時より日本小児科医会

にも打診のあった東北地区の新理事として岩手の三

､￨え成30年度定時社員総会に佐藤雅久先生と川席して

浦義孝先生が選任されました。

第4号議案では裁定委員に、菊田英明先生、古川

参りました。出席者は82名で、会議の成立が確認さ

和秀先生、西牟'11敏之先生、佐藤得枝先生、志水哲

れました。

冒頭に松平隆光会長が挨拶され、

也先生、清益英雄先生、矢追公一先生、内田正志先

6月221 1には河

村建夫衆議￨塊議員を会長とした超党派議員による

生、

｢成育医療等基本法成立に向けた議員連盟」総会が

承認されました。

匁司

H浦恭一先生、馬場常嘉先生、出口忠澄先生が

第5号議案では西牟田敏之先生、大林一彦先生、

開かれ80数名の参加が得られたこと、秋のl臨時国会

木野稔先生が顧￨川に承認されました。

での成立を￨￨指していることなどを話されました。

続いて九州地区副会長の柳忠道先生、北海道・東北

第6号議案では、名誉会員として北海道の多米豐

地Ⅸ副会長の奥村秀定先生、中部・近畿地区副会長

先生、大阪府の末職文彦先生が、名誉会長には東京

の武知哲久先生より、各ブロックの活発な活動につ

都の松平隆光先生が粛々と承認されました。

審議事項に続いて30年度事業計画及び予算の報告

いて報告がされました。

がなされました。運営方針として、①厚生労働省・

その後審議に移り、第1号議案の平成29年度事業
報告では、乳幼児学校保健委員会の稲光毅先生、学

日本医師会の「かかりつけ医制度」推進の動きに本

術教育委員会の藤岡雅荷l先生、子どもとメディア委

会会員が更に対応できるように学術教育委員会を含

員会の内海裕美先生、国際委員会の進藤静生先生、

めて啓発・支援をすすめること、②新専門医制度の

小児救急医療委員会の渡部誠一先生、公衆衛生委員

開始が、未来の小児科選考希望者の減少など地域小

会の及川薫先生、社会保険委員会の田山正伸先生、

児医療崩壊のシステムにならないよう各方面に要望

少子化対策子育て支援委員会の伊藤隆一先生、広報

していくこと、③疾病構造が変化する巾、小児科医

委員会の林泉彦先生、ホームページ委員会の藤谷宏

が地域医療において学校医￨刺医・乳幼児健診・予防

子先生、地域総合小児医療検討委員会の佐藤好範先

接種・心の対応・初期救急など地域医療を支えてき

生より、各々細かく活動について報告がありまし

たことを踏まえ、上述の小児医療を統合した諸技術

た。事業報告の最後で、先日新潟市の高橋克明先生

を醸成継続するための地域総合小児医療認定医制度

よりご意見のあった「小児抗菌剤適正使1l1支援加

を開始するとともに、今後も小児科学会はじめ関連

算」につき、川崎が社会保険委員会に、出来高制の

学会と協力しながらその指導医の認定と育成をリ￨き

診療所でも加算できるように行政に働きかける予定

続き行い、スキルアップをはかること、④昨年度初

はないかと質IM1した所、小児かかりつけ診療料の見

めて行われた日本記者クラブにおける記者懇談会

直しと合わせて考えていきたいという回答でありま

を、本会のメッセージ発信の有益な場として本年度

した。

も継続することなどが述べられました。

第2号議案では平成29年度収支決算について細か

その運営方針にのっとって、乳幼児学校保健委員

な報告があった後、監査報告がi葡橋系一先生と石黒

会では、乳幼児学校保険にl典Iするアンケート調査を

50

今

動静
ぞ常

新潟県小児科医会会報No.61
可

今年9〜12月にかけて行う計画としました。同際委

最後に第15回内朧壽七郎記念賞の発表があり、東

員会ではモンゴル調査・研究事業として年2胆￨子ど

京都の内海裕美先生が「子どもの心」相談医の育成

ものための循環器検診チームを派遣すること、台湾

へのご尽力と「子どもとメディア」問題への取り組

交流事業として平成30年度は台湾・高雄小児科医会

みなどが評価され、受賞されました。

と合同シンポジウムを開催する予定であること、

この会に出席すると、

日本小児科医会が非常に幅

ミャンマー小児科医会との親睦交流・学術講油事業

広い分野で様々な活動をしていることが分かり、会

のためヤンゴン小児科医会会長のDr.Yeと面談予定

長以下理事の先生方を含めた執行部のご尽力に自然

であること、

インドでのポリオワクチン投与活動の

と頭が下がる思いでした。新潟県小児科医会の会員

支援日1体としての協力することなどが発表されまし

の先生方にもその柄動をご理解いただけるよう今回

た。社会保険委員会では小児科診療報酬体系の問題

は少し糸lllかな点まで載せさせていただきましたがご

点と今後の在り方の研究を行い、次回診療報酬改定

r承いただけますと幸いです

へ「小児かかりつけ診療料」見直し、診療情報料

(1)の見直し、病児保育への診療報酬導入の検討
へ

などが証われました。少子化対策子育て支援委員会
からは生育基本法成立に向け、

1

'1見はなこ議員と

「自見はなこ先生と小児医療を考える会」を開催す
ることが述べられました。地域総合小児医療検討委
員会からは暫定認定制度の申請が平成30年9ﾉ1〜11

L

月を受付期間とすること、平成31年度からの正式な
地域総合小児医療認定医制度の策定を行う旨が発表
されました。 「子と．もとメディア」委員会からは講
演資料集の内容をリニューアルし、会員専用ページ
で配信することが発表されました。
学術集会としては、第8回日本小児科医会乳幼児
学校保健研修会が平成30年9月161｣に三井住友銀行

東館ライジングスクエア
へ

SMBCホールで、第14回

日本小児科医会生涯研修セミナーが平成30年10j18
日にホテルグランヴィア広島で、第20回「子どもの

心」研修会の後期が7月15〜16日にベルサール新宿
セントラルパークで、第18回思春期の臨床講習会が
平成30年11月4口に東京都墨田区KFCホールで、

第6回「子どもの心」研修会（導入編）が平成30年
10月141 1に東京都墨l ll区KFCホールで、第41! 'l予

防接種・海外渡航合同研修会が平成30年12月211に
青森県弘前パークホテルで、第41ul小児救急研修会
が平成30年9月23nに全国町村会航で、第41' '￨家庭

看護力砿成セミナーが平成30年10"28日に山形ili保
健センター大会議室で、 「子どもとICT、子どもた

ちの健やかな成長を願って」市民公￨｝Mシンポジウム

が平成30年7月7日に￨]本医師会館で行われること
などが発表され、予算案とともに承認されました。

『
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今援の
盗醤

■

卿鱈

国醸宙■

〔b

■■

国濫醤

学会の お彌濯鞍

竃

■国密

■露

醤

■轟華

■

圏■

鷹醤

■蔦

総務部竹内菊博
1

第37回東北・北海道小児科医会連合会総会

スH31.2.3 (H)

平成30年9月29日 （士)、 301 I

済生会新潟第二病院:AコースH30.12.2 (日）

於

(H)

長￨川赤十字病院:AコースH30.11.3 ( I I )、

I｣I形

S

シンポジウムテーマ

コースH31.3.2 ( 11)

｢学校保健における小児科医の役割」

長岡中央綜合病院:AコースH30.11.18 (日）、
SコースH30.12.5 (日）

2

第141i'1生涯教育セミナー

魚沼基幹病院:AコースH30.7.22 (日）、

平成30年10月8 1=I

ス未定

(月・祝）

Sコー
へ

新潟県立中央病院:Aコース:H30.11.17 (iz)、

ホテルグランヴィア広島

SコースH30.9.15 (土）
つ

0

第24凹l l本保育保健学会

平成30年10月13日

（土)、 141 1

(日）

8

朱鷺メッセ柳本利夫先生会頭

第4回予防接種・海外渡航合同研修会
平成30年12月2[I

(日）

弘前パークホテル
4

第6IIil 「子と､もの心」研修会（導入制,,i)
平成30年10月14日

（日）

9

地方会

平成30年12月8日

KFCビルKFCホール

（士）

新潟大学人材育成センター
5

第561ul学術講演会

平成30年10月27日

（土）

10.

東映ホテル

2019年6月8日 （土) ･ 9日 ( I])

イルス 感染分野
講師：東京大学医科学研究所ウイルノ
抗インフルエ
特任教授山 ﾄﾞ誠先生抗刻
ンザ薬、

京郁テルサ

ワクチンのお話。
l]

6

第38回東北・北海道小児科医会連合会総会

第l81''l思春期の臨床溝習会

2019年9月28日 （土)、 29H ([1)

平成30年11月4日

於新潟ホテルオークラ

( I=I)

KFCビルKFCホール

7

日本小児科医会総会フオーラム

平成30年度新潟県周産期医療研修会（新生児蘇
生法講習会）

新潟ﾘ,↓立新発IH病院:AコースH30.9.22 (gl2)、
SコースH31.1.27 (日）
新潟大学医歯学総合病院:AコースH30.9.2

（日）、

SコースH30.12月以降開催予定

新潟市民病院:AコースH30.10.21 (日）、 Sコー
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新潟県小児科医会入会 ･変更申請害
必要な方に丸をお付けください

平成

年

月

日

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

注)変更の際は､変更部分のみ記載してください。
ふりがな

氏

名

一

昭和･平成

生年月日

年

月

日

勤務先名

勤務先住所

〒

勤務先TEL
勤務先FAX
自宅住所

T

自宅TEL
メールアドレス
ご里

勤務形態

口開業医

口勤務医

送付先

口勤務先

口自宅

□その他

新潟県小児科医会メーリングリストへの登録口登録する

口登録しない

入会･変更を申請される方は､新潟県小児科医会総務佐藤昌子
〒959‑0130新潟県燕市分水桜町2丁目4番21号佐藤内科小児科医院
TEL: 0256‑97‑2355、 FAX:0256‑98‑3572、

email : smasako@xpost・plala.or. jp
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にご連絡ください。

平成30年9月

今回の特集はアレルギーについてでした。

高見先生を中心とするアレルギー勉強会の先生方からご執筆いただきました。
先生J.はそれぞれ国内のアレルギー研究をリードする大学に陸￨内留学されたと伺い、そこ
で学ばれたことをご教授いただきたいとの思いからお願いした次第です。

それぞれの勤務先でアレルギー診療に従事されている中でのご苦労がしのばれました。

トピックスとして、市民柄院小児外科平l l l先生から小児の漏斗胸についてご執筆いただき
ました。私たちがお願いするばかりの漏斗胸の治療につき詳しく解説されており大変勉強に
なりました。今後外来でも具体的に説明することができそうです。

ダ両

学術は大学C班（循環器班）小澤先生からQT延長症候群について解説いただきました。
生活管理について具体的に言及いただき役に立つ先生もいらっしゃったように思います。

マイクリニックは六日町でご開業された白井先生からご寄稿いただきました。先生のプロ
フィールをはじめ、地域医療に対する思いが伝わり襟を正す思いです。

高橋秀雄先生からは楽しい余暇の過ごし方を教えていただきました。温泉やおそばなど今
まで私が知らなかった新潟の魅Jについて書かれていて、 自分も体験した気持ちになりまし
た。

￨亡しい中ご執筆いただいた先生方にこの場を借りて感謝申し上げます。今後もご指導ご鞭
燵のほどよろしくお願いI:￨Iし上げます。
（朴

直樹記）
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