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矢嶋小児科小児循環器クリニック

矢嶋 茂裕

令和元年５月25日 岐阜

保険医協会講演会

風邪診療を考え直す

〜処方しない外来診療を目指して〜

矢嶋たえ子

本日のお話

1. 外来小児科学会の紹介

2. 日常よく出会う溶連菌感染症ですが

3. AMR対策 知ってますね？

4. 開業医の風邪診療と抗菌薬

5. 病院における抗菌薬処方

6. 食物アレルギー予防のための試み

7. ＣＲＰ高値をみたとき どうしたか

8. 当院のトラベラーズワクチンの紹介

9. HPVワクチンを復活させるために必要なこと

外来小児科学とは

 病院勤務医で長い間、小児科の外来診療をやってきました

 小児の外来診察はみなさんも日々、行っていることでしょう

 しかし、小児科外来と外来小児科とは別の物であることを教え
られました。

 日常診療のふとした疑問をまじめに学問すること、それが外来
小児科学です。

開業小児科医が外来で遭遇する重要疾病の経験数調査

対象疾患 第１期（2002～2003年） 690,853名 第２期（2013～2014年） 713,639名

経験数 1例あたりの受診者数 経験数 1例あたりの受診者数

腸重積症 ２２ 31,402 １７ 41,979

急性虫垂炎 ２３ 30,037 ２８ 25,487

尿路感染症 ２０２ 3,420 ９６ 7,434

細菌性髄膜炎 ９ 76,761 ０ ND

腸管出血性大腸菌感染症 ３ 230,284 ４ 178,410

川崎病 ８２ 8,425 １４０ 5,097

ムンプス難聴 ２ 345,247 ０ ND

ケトン性低血糖症 ４７ 14,699 ５７ 12,520

発作性頻拍・心筋炎 ０ ND １ 713,639

悪性腫瘍 １２ 57,571 １６ 44,602

絹巻宏、橋本裕美、藤岡雅司．外来小児科 20:3-7,2017

(近畿外来小児科学研究グループ）

医療者による診療のばらつき

ほぼ全員が行う医療

ほぼ全員が行わない医療 単なるポリシー？

本来は科学的であるべきだが、
外来診療は個人の経験によるところが大きかった
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昔の風邪診療は・・・・

 誰が診ても、熱、風邪症状にはセファクロル

 咳止め、抗ヒスタミン、去痰剤が基本

 当直は、体重あたりの薬を処方すればよかった

平成5年

とりあえず薬を出して
おいてください、と
言ってきた我々に責任

がありますね

溶連菌感染症

 診断

 治療の目的

 検尿の必要性

 家族内感染

 保菌者

 出席停止

 年齢

 おむつかぶれ

溶連菌迅速検査は何歳から行う？

たかが、溶連菌感染症ですが

 咽頭炎で抗菌薬治療が必要な疾患は溶連菌のみである

 検査は通常、３歳以上を対象とする

 健康保菌者は多く、治療を要しない

 咽頭所見が典型的であれば検査は不要である

 扁桃に白苔が付着している場合は他の疾患を疑う

 急性糸球体腎炎は臨床症状でわかるので一律の検尿は不要

 適切な抗菌薬で治療しても腎炎の予防はできない

 難治性のおむつかぶれの原因であることも
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抗微生物薬適正使用の手引き第一版(2017年6月1日）厚労省

第121回日本小児科学学術総会研究会 2018年4月22日

まえだ耳鼻咽喉科クリニック
前田雅子

日常診療での抗菌薬適正使用に向けた
耳鼻咽喉科クリニックの挑戦

総合シンポジウム12  プライマリケアでの抗菌薬適正使用
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不適切処方が減る
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ニューキノロン系
テトラサイクリン系

マクロライド系

ペニシリン系

セフェム系

2004年12月

グラム染色導入
2007年8月

患者へのリアルタイム説明開始

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000166612.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000166612.pdf
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削減対象

なんと、2005年

腸管からの吸収率
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• セフカペンxx
• セフジトレンxx
• セフテラムxx
• テビペネムxx

都立小児医療センターの取り組み

• 近隣開業医の抗菌薬処方ランキング公表

• 3ヶ月ごとに地域の処方状況をグラフ化して開業医に

フィードバックしている

• 第3世代セフェムの使用報告

• キノロンの使用は許可制

• 院内採用から第3世代セフェムを削除

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/renkei/asp.html

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/renkei/asp.html
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今は加算ではあるが、算定率が上昇すれば減算へと向かうだろう

CRP高値を考える

矢嶋小児科小児循環器クリニック

矢嶋茂裕、矢嶋たえ子

第１０回岐阜免疫・感染・川崎病研究会

昭和50年代 赤沈、CRP定性
昭和60年代 CRP定量
平成10年代 全血CRP定量

2017年7月20日 岐阜グランドホテル

CRP 5.0 以上の症例
• 期間2016年1月～2017年6月末

• 対象矢嶋小児科で検査を受け、CRP ５以上の小児６７例

• 検討内容

CRP値、白血球数、顆粒球％、臨床診断、治療、転帰

• 主な疾患 67例中

川崎病 6例

菌血症、またはその疑い 3例

周期性発熱症候群の疑い 3例

血液培養 3例（PSSP1例）

鼓膜穿刺 1例

（クラブラン酸耐性肺炎球菌）
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６７症例のまとめ
診断名 症例数（入院）

抗菌薬不使用例 ３５例 川崎病 6例（6）

周期性発熱症候群 3例（2） （確定１，疑い１，検査中１）

アデノウイルス感染 4例

その他 22例

外来抗菌薬使用例 22例

クラブラン酸 7例 中耳炎など

クラリスロマイシン 3例

セフカペン 2例

セフジトレン 1例

ミノサイクリン 1例

セフトリアキソン 8例 血培陽性1例

入院して抗菌薬 尿路感染症 2例（2）

虫垂炎 2例（2）

肺炎 1例（1）

どんなときに抗菌薬を使うのか

• CRP高値だけで内服抗菌薬を処方することはない

•白血球増多、好中球増多は重要な判断材料

•特に3歳以下では血液培養の上、点滴することがある

•咽頭所見で使用するのは溶連菌のみ

•下気道感染の場合に使用することがあるが
セフェムの使用は極力,避けている

•中耳炎のみで処方することも少ない

抗ヒスタミン薬の薬理学 谷内一彦ほか、日耳鼻 112：99-103，2009

患者が受ける利益：

急性中耳炎に抗ヒスタミン薬は無効であり患者が受ける利益はない

患者が受ける害・不利益：

眠気、活動性の低下、けいれんに対する悪影響などの副作用。本来不要な薬剤費。

益と害のバランス：

急性中耳炎に抗ヒスタミン薬は無効でありかつ有害事象も明らかであることから害は益よりはるかに大きい

とりあえず、まとめ

 開業当時の常識が通用しなくなっていることが多い

 抗菌薬の適正使用のみならず、風邪薬処方も変わる

 感染症が激減する中で小児科の外来診療のあり方が変わる

 病院から地域医療機関への働きかけと、開業医と病院の活発

な交流が一段と必要になってくると思われる

アトピー性皮膚炎における除去食療法の意義

•◯後藤幹生1)，岩橋奈穂美1)，古庄卷史2)

1)ＮＴＴ九州病院アレルギー科，2)京都大学小児科

• この演題は、1996年４月25～27日に横浜市で開かれた、

第８回日本アレルギー学会春季臨床大会のシンポジウム８

「アトピー性皮膚炎と食物アレルギー＜診断・検査・治療の工夫と問題点＞」

で口演発表したものです。
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抄録

【はじめに】 アトピー性皮膚炎（ＡＤ）の原因療法として、除去食療法（ＦＥＴ）による原因食物抗原の除去が有効

である症例が少なからず存在することは周知の事実である。除去食療法は、小児ＡＤ患者に対してもはや欠くこ

との出来ない治療手段となっており、成人ＡＤ患者に対しては未だ広く用いられるには至っていないが、その有

効率は決して低くないと我々は考えている。

しかし、除去食療法の実施方法は各施設で様々であり、適応決定から除去方法、効果判定、負荷試験（誘発

試験）、そして除去継続期間等にいたるまでの標準化されたガイドラインは存在しない。今回は、我々が行って

いる除去食療法によるＡＤ治療のアプローチの実際を具体的に示すとともに、その効果、意義等について言及

する。

【発表予定内容のダイジェスト】 当科では1993年３月より全年齢のアトピー性皮膚炎患者に対して除去食療

法を行っている。中等症以上のＡＤ患者は、説明会に出席してもらい、理論的背景と具体的なノウハウを十分に

説明し、質疑応答を経た後、原則として３大除去（卵・牛乳・大豆）を開始する。皮疹の改善が不十分な症例には

４大除去（３大＋小麦）や５大除去（４大＋米）を行い、自宅での除去食が困難な場合は、入院にて行っている。

【まとめ】 ＡＤをアレルギー疾患と考える限り、除去食療法・食物負荷試験は、原因抗原の決定と回避のため

に一度は試みて良い治療法である。本法に全く反応しない重症ＡＤには、多角的集約的治療が必要である。

食物微量投与で治療を行った乳児期発症
食物アレルギーの６例

にしむら小児科 西村 龍夫

食物アレルギーが増えたのは

IgE(RAST)検査の保険適応、普及と、

それに基づく除去食指導による

医原病の可能性が高い
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アレルギー対策基本法に基づく施策推進
平成26年6月27日にアレルギー対策基本法が公布されました。これは、アレルギー疾患が国民生活

に多大な影響を及ぼしている現状に鑑み、アレルギー疾患対策に関する基本理念を定めて、国な
どの責務として総合的対策を推進するものです。具体的な施策については、現在、各分野で検討が
進んでいるところではありますが、本学会としましても、関連学会（日本アレルギー学会など）と協力
して、国民のためになる施策作りに貢献していきます。

子どもたちに貢献する優れた臨床医、研究者の育成と国際化推進
さらに、本学会は、子どもたちがアレルギー疾患を克服して完全な健康を得ることを目指して、これ
をサポートする優れた臨床医や研究者の育成にも努力いたします。具体的には、若手小児科医を
対象とした小児アレルギー教育セミナーや臨床研究を志す若手のための臨床研究支援セミナーな
どの教育活動を行いますが、とくに、新たな専門医制度の下での総合アレルギー専門医を育成する
日本アレルギー学会に協力して、専門医の育成にも関わります。

食物アレルギーが増えた原因をプライマリー医療から取り組む研究がまったく欠如している

現在、開業医グループで早期負荷試験による臨床試験が進行中

症例は131例で, 年齢の中央値は11か月 〔四分位範囲（IQR）:2～92か月〕 であった。

外来治療は58例 （44.3％）, 入院症例は73例 （55.7％）, そのうち重症例は42例 （32.1％） であった。

重症例の年齢中央値は3か月 （IQR:1～9か月） で, 6か月未満の乳児が28例 （66.7％） を占めて

いた （図）。人工呼吸管理を要した患者は34例 （81.0％） で, 体外式膜型人工肺 （extra-corporeal 

membrane oxygenation: ECMO） 管理を要したのは6例 （14.3％）, 白血球除去療法を施行したのは

3例 （7.1％） であった。死亡例は3例 （7.1％） で, 3例とも肺高血圧症を合併し, 2例でECMO管理を

行った。

当院での外来治療例 （4例） も含んだすべての百日咳診断のついた生後90日未満の乳児での致

命率は8.3％ （3/36） と高値であった。

東京都立小児総合医療センター

なぜ百日咳が問題なのか

• 免疫のない赤ちゃんがかかると危険である

• ワクチンは数年しか効果がない

• 小学校以降で診断されていない百日咳の流行がしばしば
ある

• 就学前に四種混合を接種する
• 12歳の二種混合を三種混合にする
• 妊娠後期に接種して赤ちゃんを守る

http://www.ip.mirai.ne.jp/~yyy/link/Pertusis.mp4
http://www.ip.mirai.ne.jp/~yyy/link/Pertusis.mp4
https://www.niid.go.jp/niid/images/iasr/2019/01/467r03f01.gif
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当院での対策

• 四種混合ワクチンはフランス方式で接種

 3ヶ月、4ヶ月、10ヶ月、4歳

• 海外渡航者、成人への破傷風接種は三種混合を基本とする

• 妊娠27週以降での三種混合接種の勧奨

現在、四種混合スケジュール見直しの臨床試験進行中

小児科診療所における
トラベラーズワクチン

矢嶋小児科小児循環器クリニック

矢嶋茂裕、矢嶋たえ子

COI : 開示すべき利益相反はありません

渡航医学会学術集会

2017年11月26日 東京

中部７県のトラベルクリニック
（輸入ワクチン対応）

渡航医学会 FORTH 日本小児科医会

愛知県 ８（７） 16（6） ８

岐阜県 １（１） ３（２） ４

三重県 １（０） ０ ２

石川県 ０ ２（０） １

富山県 １（０） ０ ３

福井県 ０ ０ ６

長野県 ３（３） ３（３） ３

日本小児科医会では輸入ワクチン情報がない

子宮頸がんワクチンの報道は、なぜ科学的な事実を軽
視した形で突っ走ったのか。なぜ遺伝子組み換え作物
はいまなお社会的に理解が進んでいないのか。なぜ太
陽光発電は夢のエネルギーかのように報じられるのか。
そうした報道の偏り（バイアス）の正体は何なのか。その
謎は記者たちの「心」の中にあった。

目次
第１章 子宮頸がんワクチン報道の大いなる失敗
（ＨＰＶワクチン報道をめぐる新聞記者と村中璃子さん；なぜ新聞は市
民に弱いか ほか）

第２章 遺伝子組み換え作物報道はなぜいつも偏るのか（組み換え作物のトンデモ報
道；組み換え作物を正しく知るＱ＆Ａ）
第３章 トンデモ報道の法則と特徴―ニュースのゆがみは記者のゆがみ（週刊誌を撃
退する武器）
第４章 メディアの「リスク報道」と安全・安心の科学（なぜ報道のスタンスは不変なのか
；過去の報道は「ハザード報道」（怖いもの報道） ほか）
第５章 世の中を動かす力は何か―「メディアのメディア」をどうつくるか（「安全」よりも「
安心」が重視される社会；「安全」よりも「安心」が王様 ほか）
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• 実際に副反応症状とワクチン接種の間に関連性があるのか確認するために，2015年1月に名古屋市はワクチ

ン接種の対象となった世代に無記名アンケート形式の調査を実施した。これは子宮頸がんワクチン被害者連絡

会の要請もあって施行されたものであり、質問の内容については，被害者連絡会の意見も含めて設定した．

• ワクチン接種後に24の症状についての有無，病院受診をしたか，学校の出席に影響したか，などの質問に答

えてもらった．

• ワクチン接種した群と接種していない群を比較し、24すべての症状において，ワクチン接種後にその発症が増

える結果は得られなかった．さらにワクチン接種後に自覚した症状の数が増えても，ワクチン接種との関連性

は認めなかった．

子宮頸がんは年間約１万人が罹患し、約2,900人が死亡しており、患者数・死亡者数とも近年増加
傾向にあります。特に、20歳～40歳台の若い世代での罹患の増加が著しいものとなっています。

10万人あたり20人

HPVワクチンを推奨するのは医師の努めです

• 当院では二種混合ワクチン接種に来院した女子には必ずHPV
ワクチンの話をします

• 同時に、HBワクチンの必要性も話します

• 可能であれば９価ワクチンを勧奨したいところです

最後のまとめ

•小児科外来も薬を処方する時代ではなくなりました

•抗菌薬を処方するには、しっかりとした理由が必要です

•第三世代セフェムを処方することは、もはや許されないのかもしれま
せん

• まして、キノロンは大切にとっておくべき薬剤でしょう

•開業医の診療も、予防に勝る医療はありません

•今日の話は極端きわまりない話でしたので、明日からの診療には役
立たないかもしれませんが、いつか普通の話になることでしょう


