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巻頭言

コロナ自粛中

長野県立こども病院
副院長　竹 内 敬 昌

　世の中コロナ禍に喘いでいる。
　私は当院の感染制御室長を務めているとはいえ，実のところ感染症に関しては門外漢であるが，今回巻頭
言執筆の命を受けてコロナ禍という事で感染症に関連して考えてみた。
　2019年12月に中国武漢市で初めて確認された新型コロナウィルス感染症 COVID-19はその後全世界で猛
威を振るっており，日本でも2021年10月末の時点で累計感染者数172万人弱，死亡者数18200人強といった状
況にある。夜を日に継いで（働き方改革の面からはこの慣用句も仕事においては好ましくないか）の研究に
より，膨大な知見が得られて様々な対策が取られ，ワクチンも異例の早さで開発された。PubMed で
COVID-19を検索すると，この１年間で13万件弱が hit する。こうした努力の結果と人々の忍耐により日本
では現時点でようやく第５波が治まり，いくぶんかは明るい見通しもついてきたと言えるところだろうか。
　かつて日本では結核が国民病とも言われていた。「胸部外科学会70年の歩み」には『30年の歩み』からの
抜粋記事が掲載されており，それによると日本胸部外科学会の前身は結核談話会という会であったとの事で
ある。胸部外科学会設立に関わられた宮本先生（どのような先生かも存じ上げないのだが）の文中から引用
させて頂くと，昭和21年度の死亡者数20万人，死亡率は人口１万につき28.4人であった。厚労省のホーム
ページでは昭和22年は死亡者数146241人，死亡率187.2（人口10万人対）。上記の COVID-19の死亡者総数
と比べても年間の死亡者数は桁違い，その甚大さは大変なもので，改めて驚きを禁じ得ない。第１回日本胸
部外科学会での演題は，総数24題のうち20題が肺結核に関する演題であったとの事である。演題数は現在と
は比較すべくもないのは当然であるが，その内容は時代を反映しているのがよくわかる。tuberculosis も
PubMed で検索してみると，１年間で１万件弱が hit する。現在においても非常に多くの研究，発表が続け
られているのである。因みに，結核は現在の日本でも年間１万数千人が発病し，2000人以上が死亡してい
る。決して過去の病気ではない。
　今後 COVID-19は世界の中でどのようになっていくのだろうか。以前には“without corona”と言う言葉
も聞かれたが最近は耳にしなくなったようだ。だいたい，人類が完全に根絶できた―without ○○が達成で
きた―感染症は天然痘のみである（天然痘を根絶するという偉業を成し遂げたとも言えるが）。ポリオは根
絶まであと一歩の所，麻疹も日本国内では制圧できたと言える状況であるが輸入感染の危険は無くなってお
らず，COVID-19では感染者の17～20 ％が無症状である事から，国内だけでも根絶するのは不可能に思え
る。しかしながらワクチンや治療薬の進歩などで，感染しても重症化しない，生命の危険は小さい，と言う
状況になればほとんど問題ない訳で，従来の corona virus 感染症の所謂風邪と同じ，あるいは季節性イン
フルエンザと同じように考えれば良いはずである。多くの研究成果の結果，そうなる日が近いのではないか
と思っている。
　長野県立こども病院医学雑誌が，そのような研究に匹敵する内容の発表の場となっている事を嬉しく思
い，発行に関わられた全ての方々に敬意を表しお礼を申し上げる。
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１．緒　　　言

　提供された母乳を処理したものをドナーミルク，それ
を安全に管理する施設を母乳バンクと呼ぶ。母乳バンク
では母乳提供者（ドナー）の選出，搾母乳の受け取り，
細菌検査・低温殺菌処理，冷凍保存，施設への運搬，ド
ナーとレシピエントの情報管理を行っている。2016年よ
り日本でも母乳バンク協会が設立され，日本の医療施設
に対してドナーミルクの提供が可能となった。母乳バン
ク協会より提供されるドナーミルクを利用する施設は
徐々に増加している。2021年より長野県立こども病院で
も，ドナーミルクの利用を開始した。また，母乳提供す
るためのドナー登録も長野県立こども病院を通して数例
実施した。母乳バンク，ドナーミルクは今後より一般的
なものになると思われる。母乳バンクの安全性や利点に
関して論じる。

２．母乳バンクの歴史

　母乳バンクの始まりは1909年にオーストリアのウィー
ンと言われており100年以上の歴史がある。19世紀の
ヨーロッパでは母親が何らかの理由で乳児に母乳を与え
ることができない場合，他人の母乳を与えることが広く
行われていた。それは安全な人工乳が存在しなかったか
らである。実際に Wet Nurse（乳母）という職業があ
り，他の職業よりも金銭を得ることができた。健康な
Wet Nurse を常に確保できるわけではないため，母乳
バンクが設立された。母乳バンクは搾母乳を集め，保管
し，母親の母乳が不足している乳児に配布する役割を
担った。当時のドナーは今日と同様，病院や地域医療セ
ンターの産科医から母乳バンクを紹介された女性達で
あった。ほどなくアメリカでもボストンに母乳バンクが
開設され，その後世界中で多くの母乳バンクが設立され
た。1960年代に入ると，新生児医療や高品質な人工乳を
中心とした乳児栄養の進歩により，母乳バンクは衰退し
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　提供された母乳を処理したものをドナーミルク，それを安全に管理する施設を母乳バンクと呼ぶ。母乳バンクでは
母乳提供者（ドナー）の選出，搾母乳の受け取り，細菌検査・低温殺菌処理，冷凍保存，施設への運搬，ドナーとレ
シピエントの情報管理を行っている。日本でも2016年に母乳バンク協会が設立され，ドナーミルクの提供が開始され
た。ドナーミルクは，母体のウイルス検査，提供された母乳の細菌検査，低温殺菌処理など万全の感染対策が講じら
れている。低温殺菌処理により生母乳と比較して細胞や酵素などが減少・失活するが，タンパク質，炭水化物，脂質
は大きな影響は受けず人工乳より優れている。世界保健機構などから，「乳児によって最良の栄養は母親からの母乳
であり，もし母親からの母乳が何らかの理由で得られない場合の最初の選択は，健康なドナーから提供された母乳で
ある」と声明が出されている。当院では極低出生体重児，消化管手術後の児などで，母親の母乳が不足している場合
に利用を検討する。極低出生体重児で母乳が十分に得られない場合，人工乳ではなくドナーミルクを利用して早期に
経腸栄養を開始することで壊死性腸炎，慢性肺疾患，子宮外発育不全のリスクを軽減することができる。母乳育児の
推進にもつながる。当院で2021年よりドナーミルクの利用を開始した。2021年11月現在９症例で使用したが有害事象
はなかった。
　

　要　旨　
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た。さらに1980年代に入ると新たな感染症として HIV
（Human Immunodeficiency Virus）が発見され，母乳
を介して感染することが明らかになった。母乳バンクを
継続するにはドナーになる母親のウイルス検査が必要で
経済的負担が大きいため廃業を余儀なくされる施設もあ
り，多くが閉鎖となった。衰退の一途ではあったが，そ
の後の多くの研究成果から母乳の利点が見直され，母乳
育児が推奨されるようになった。さらには母乳の低温殺
菌処理（パスツール化）や冷凍によるウイルスや細菌の
死滅に関する研究の進歩，技術向上により，再び母乳バ
ンクの活動が活発となった。2003年の WHO（World 
Health Organization ） と UNICEF（ United Nations 
International Childrenʼs Emergency Fund）の共同声
明1）では，「乳児によって最良の栄養は母親からの母乳
であり，もし母親からの母乳が何らかの理由で得られな
い場合の最初の選択は，健康なドナーから提供された母
乳である」とし，母乳バンク設立を支援した。
　米国小児科学会2），欧州小児栄養消化器肝臓学会3）な
どの大規模な小児科学会でも母親の母乳が得られない場
合は，ドナーミルクを推奨する声明を出している。世界
数十ヶ国で母乳バンクが設立される中，ようやく2016年
に日本でも母乳バンクが設立された。さらに2019年，日
本小児科学会と日本新生児成育医学会が共同して「早

産・極低出生体重児の経腸栄養に関する提言」を発表4）

しドナーミルクの必要性を訴えた。表１に要旨をまとめ
る。2017年時点で50以上の国で母乳バンクが存在してい
る。

３．母乳バンクの安全対策

　これまで日本では母乳が足りない場合に，いわゆる
「もらい乳」が行われてきた。「もらい乳」は日本で昔
からよく利用され，各施設で他人の母親の余剰な母乳を
確保し，殺菌処理をしないまま必要な児に与える方法で
ある。ドナーミルクと「もらい乳」の違いを表２にまと
める。2014年に国内を対象とした調査5）によると全国の
NICU（Neonatal Intensive Care Unit）の1/4の施設で
「もらい乳」が行われていた。しかし「もらい乳」は感
染のリスクがあり，年々「もらい乳」を利用する施設は
減少している。
　母乳は体液であり感染のリスクがある。ヒト免疫不全
ウイルスⅠ型，サイトメガロウイルス，Ｔ細胞白血病ウ
イルス，肝炎ウイルスといったウイルスや細菌は母乳を
介して感染症を生じうるため，母親以外からの母乳を与
える際には注意を要する。実際に「もらい乳」で院内感
染が広がった報告6）もある。
　ドナーミルクでは感染対策として，ドナーのヒト免疫

表１　「早産・極低出生体重児の経腸栄養に関する提言」　（要約）文献４より引用

１．早産・極低出生体重児においても自母乳が最善の栄養であり，早産・極低出生体重児を出産した母親に最新
の情報に基づいた母乳育児・搾乳支援を提供しなければならない

２．もし，十分な支援によっても自母乳が得られない，児に与えられない場合には，ドナーミルクを用いる
３．ドナーは，一般社団法人日本母乳バンク協会の運用基準を満たすことを条件とする
４．ドナーミルクの利用は家族の支払い能力にかかわらず，早産・極低出生体重児の医学的な必要性に応じて対

応しなければならない
５．将来的には，母乳と人乳由来の母乳強化物質を用いる EHMD※を早産・極低出生体重児に提供できるような

体制の整備が求められる

※ EHMD；exclusive human milk-based diet　母乳栄養に母乳由来強化物質を添加する栄養方法

表２　ドナーミルクと「もらい乳」の比較

ドナーミルク 「もらい乳」

供給元 他児の母親から提供 他児の母親から提供

使用状況 世界中で使用されている
かつてよく利用されたが

現在は推奨されない

提供 母乳バンク協会 自施設で調達

殺菌処理など 低温殺菌処理 なし

感染リスク なし あり

　4
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不全ウイルス，Ｔ細胞白血病ウイルス，Ｂ型肝炎ウイル
ス，Ｃ型肝炎ウイルス，梅毒の血液検査の抗体価が陰性
であることを確認している。ドナーは健康状態を確認さ
れ，搾乳の仕方，衛生的な取り扱い，搾乳ポンプの正し
い消毒法などについての教育を受ける。供与された母乳
は殺菌処理前に細菌検査を行い，病原菌が含まれていな
いことを確認する。そのうえで低温殺菌処理がおこなわ
れる。その後，細菌検査にて細菌が検出されないものを
冷凍保存しドナーミルクとしている。このような万全の
感染症対策が講じられており，この方法が取られている
母乳バンクのドナーミルクから感染症が生じた報告は１
件もない。
　ドナー登録の条件として，自身の乳児に必要とする以
上に母乳が出ること，輸血や臓器移植を受けていないこ
と，過去３年間に白血病やリンパ腫など悪性腫瘍の治療
歴がないこと，喫煙をしていないことなどがあり，医師
が詳細な問診をおこなう。さらに搾母乳提供の際に，薬
剤服用の有無，アルコール摂取量，感冒罹患の有無，乳
腺炎の有無，予防接種の有無の確認を毎回実施する7）。
なお，ドナー登録および母乳の提供に際してドナーへの
報酬はない。

４．ドナーミルクの成分

　ドナーミルクの普及の一つに低温殺菌処理，冷凍技術
の進歩が大きく影響した。ドナーミルクを作る上で，ウ
イルスや細菌を死滅させつつ，母乳の利点を損なわない
ことが求められる。低温殺菌処理では，提供された母乳
を62.5 ℃に加温し62.5 ℃±0.5 ℃で30分間維持する。
その後，小さな容器に分けて冷凍保存される7）。加熱す
ることで99 ％以上の細菌を排除し，ヒト免疫不全ウイ
ルスⅠ型やサイトメガロウイルスなどのウイルスも確実
に不活化できる。生母乳と比較して三大栄養素であるタ
ンパク質，炭水化物，脂質は大きな影響は受けない8）9）。
ビタミンはＡ，Ｄ，Ｅ，Ｂ２，Ｂ12は影響を受けない
が，Ｂ６，Ｃ，葉酸は低下する10）。胆汁酸刺激性リパー
ゼなど酵素は活性を失う11）。免疫グロブリンＭ，免疫グ
ロブリンＧ，分泌型免疫グロブリンＡは減少する12）。ま
た，白血球やリンパ球などの細胞成分は死滅する13）ため
免疫防御としては良くない点ではあるが，移植片対宿主
反応が起こらないという利点がある。栄養素に対する直
接的な影響は少ないが酵素活性の低下により消化吸収に

影響する可能性がある。ゆえにドナーミルクは失われる
成分はあるものの人工乳にない多くの栄養素や免疫成分
を有している点，さらには後述する壊死性腸炎などのリ
スクを軽減する点で優れている。

５．レシピエント

　すべての乳児にとって母乳が最優先である。母親から
の母乳が何らかの理由で十分に提供されない場合は，す
べての乳児はドナーミルクのレシピエントになりうる。
しかし，ドナーミルクの供給量に限度があるため，医療
者側でドナーミルクの恩恵が特に大きいと考えられる乳
児を選定しているのが現状である。当院では対象を極低
出生体重児，消化管手術後の児，腸管原性感染症のあっ
た児，人工乳では経腸栄養が進まない児，ミルクアレル
ギーのある児，担当医が必要と判断された児としてい
る。利用にあたり，母親にドナーミルクについて説明
し，文書による同意を得る必要がある。

６．早産児におけるドナーミルクの重要性

　早産児において母乳栄養は極めて重要である。母乳栄
養は早産児の壊死性腸炎，敗血症などの重症感染症，未
熟児網膜症，慢性肺疾患などの罹患率を低下させること
が報告されている14）15）。一方で早産となった母親が母乳
分泌を早期に得るには困難が伴うことが多く，その理由
として母体ステロイド投与，帝王切開，短い妊娠期間に
よる乳房の発育不全，児に直接吸啜してもらえないこと
による不十分な乳頭刺激，母子分離，ストレスなどが挙
げられる16）。
　近年母乳が早期に得られない場合，これまでは絶食で
母乳分泌を待つか，人工乳を使用することがほとんどで
あったが，母乳バンク設立以後，産児は母親の母乳が得
られるようになるまでの「つなぎ」としてドナーミルク
を用いることが広まりつつある。
　早産児における合併症で母乳による発症予防効果が報
告されている疾患について以下に述べる。

１）壊死性腸炎
　壊死性腸炎は死亡率が68.4 ％と高い疾患である17）。
また回復した場合も周術期の低栄養に伴い子宮外発育不
全のハイリスクとなり成長発達遅延の可能性が高くなる
ため，予防が何より重要である。予防方法の一つとして
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母乳による早期経腸栄養が推奨されている。母乳が得ら
れない場合，経腸栄養なしで静脈栄養のみを続けること
は，腸管粘膜の萎縮やバクテリアルトランスロケーショ
ン（腸管内細菌が粘膜バリアを通過して，体内に移行す
る状態）のリスクを高め壊死性腸炎の発症につながる。
　早産児で生後24時間前後の早期から母乳もしくはド
ナーミルクによる経腸栄養を開始するよう標準化したと
ころ，壊死性腸炎や敗血症の発症率が減少したという報
告18）がある。超低出生体重児を対象に，母親の母乳が十
分得られなかった場合に人工乳を使用するか，ドナーミ
ル ク を 使 用 す る か の RCT（ randomized controlled 
trial）では，外科手術を要する壊死性腸炎の罹患率はド
ナーミルクを使用した群で有意に低かった19）。ドナーミ
ルクによる経腸栄養は，人工乳に比べて壊死性腸炎の罹
患率を有意に低下させることがコクランレビューでも報
告20）されている。ドナーミルクによる早期経腸栄養開始
は早産児の壊死性腸炎の発症率低下に有用である。

２）慢性肺疾患
　母乳の抗酸化作用や免疫機能調整作用などにより慢性
肺疾患の予防効果があると考えられている。後方視的検
討では早期に経腸栄養をすすめることで慢性肺疾患の罹
患率が低下した報告がある21）。観察研究のメタアナリシ
スでは，母乳が十分に得られない場合にドナーミルクを
利用することで人工乳と比較して慢性肺疾患の罹患率が
減少した15）。エビデンスが十分とは言えないが，母乳が
十分にない場合でもドナーミルクを利用して早期経腸栄
養を開始することは慢性肺疾患の発症予防につながる可
能性がある。

３）子宮外発育不全
　早産児への経腸栄養，静脈栄養を含めた積極的な栄養
戦略が近年主流となってきている。生後24時間以内から
母乳もしくはドナーミルクで経腸栄養を開始することを
標準化したところ，壊死性腸炎の増加なく静脈栄養期間
の５日間短縮，出生体重への復帰期間が４日間短縮した
と報告された22）。早期に出生体重に復帰できることは，
子宮外発育不全の予防に繋がる。さらに静脈栄養期間の
短縮はカテーテル関連感染予防と医療費削減にもなる。

７．母乳バンクと母乳育児支援

　ドナーミルクを利用することが，母乳育児支援に与え
る影響に関しては次のような報告がある。イタリアの研
究では，退院時の完全母乳育児の割合は，母乳バンクの
ある NICU の方が母乳バンクのない NICU よりも有意
に高いことが示された23）。同様に米国のカリフォルニア
州でも母乳バンクの利用が母乳育児率の増加につながっ
たと報告されている24）。ドナーミルクの利用は，母乳育
児の動機付けにプラスの効果があると思われる。

８．当院での利用状況と課題

　ドナーミルクの利用にあたっては施設での倫理審査が
一般的に必要である。当院ではドナーミルクの利用・ド
ナー登録に関して「母乳バンクからのドナーミルク提供
システム構築に関する検討」（研究課題番号29-37）とし
て当院倫理委員会の承認を得ている。2021年１月より本
格的にドナーミルクの利用を開始した。ドナーミルクと
診療情報の利用に関して全例で家族より同意を得た。
2021年11月時点での利用症例の背景や状況を表３にまと
める。利用した症例は，出生体重1000ｇ未満の超低出生
体重児かつ在胎不当過小児（small for gestational age；
SGA）の５例と臨床研究の４例であった。SGA のある
超低出生体重児は壊死性腸炎のリスクが高く25），十分な
母乳が確保できない際には人工乳ではなくドナーミルク
を利用した。また，当院では，ドナーミルクが経腸栄養
開始時間や静脈栄養期間に対する効果を検討するため，
多施設共同研究を実施している（極低出生体重児の栄養
管理を標準化する利点に関する検討：研究課題番号29-
38）。臨床研究以外での利用５例中，帝王切開での出生
が全例，母体ステロイド投与が３例（60 ％）となって
おり早期の母乳分泌を困難にする要因を有していた。ド
ナーミルクを利用した症例で腹部膨満，胃残渣の増加，
壊死性腸炎など明らかな有害事象はなかった。今後，ド
ナーミルクの使用により，壊死性腸炎，慢性肺疾患，子
宮外発育不全，敗血症を減少することができるか検討し
ていく予定である。
　一方で課題もある。常時ドナーミルクを利用できるよ
うにするために常備しているが，使用期限が３ヶ月と短
く一定数の破棄が生じている。ドナーミルクは貴重であ
り，無駄なく利用できるように最小限のストックとする
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など対策が必要である。また対象者について，臨床研究
以外の利用症例は壊死性腸炎のリスクが高い児としてい
る。今後，極低出生体重児に対して生後24時間以内の早
期経腸栄養を標準化し，ドナーミルクを積極的に利用す
るか検討する必要がある。

利益相反：本論文について開示すべき利益相反なし。
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緒　　　言

　2019年12月に中国武漢市において確認され，2020年３
月11日には世界保健機関（WHO）により「パンデミッ
クの状態にある」と宣言された1）COVID-19は，世界中
の国々において感染者数・死亡者数を増加させてきた。
我が国においても，感染主流株を変遷させながら波状的
な流行を繰り返し感染者数を増加させてきたが，原因ウ
イルスである SARS-CoV-2そのものや病態・疾患に関
する知見の集積，治療経験の蓄積，感染伝播制御のため
の様々な取り組みに加えてワクチン接種率の向上によ
り，2021年12月現在において新規感染者数は低い水準で
推移している2）。しかし，他国における流行は継続して
おり，直近では WHO がオミクロン株（B.1.1.529）

を，病原性，感染性，ワクチンおよび治療法の効果等の
観点からクラス分けされる VOC（Variant of Concern： 
懸念される変異株）に位置づけ監視体制の強化を開始し
た3）。国内においても今後新たな感染拡大が生じる可能
性を視野に入れた継続的な感染対策と監視が必要であ
る。
　SARS-CoV-2の検出には様々な検査方法が開発され
ているが，高い感度と特異性により real-time RT-PCR
に基づく方法がゴールドスタンダードとみなされてい
る4）。多くの方法は，ウイルス RNA を DNA に逆転写
した後に行われる PCR で増幅された核酸の量に比例し
増加する蛍光シグナルから得られた増幅曲線が陽性判定
閾値（Threshold point）と交差するサイクル数（Ct
値）5）が40サイクル以内の場合に陽性と判定される定性

原　著

新型コロナウイルス real-time RT-PCR法における
Threshold Cycle（Ct）値の適切な活用に向けた
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【 背景】新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 2019，以下 COVID-19とする）の臨床的，疫学的判断に

おいて real-time RT-PCR から得られる Threshold Cycle（Ct）値の活用が注目されている。しかし Ct 値は，異
なった検査系における比較は慎重でなければならない。本研究では，Ct 値の性質を理解することを目的に，同一
検体における分析方法の違いによる Ct 値の乖離について検討した。

【 方法】新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）陽性コントロールを使用し，感染研法，Takara キット精製法，
Takara キット簡易抽出法における Threshold point の設定方法，検出試薬，核酸精製方法の違いによる Ct 値を比
較した。

【 結果】Threshold point の設定方法の違いにより，各バッチ間での再現性が異なっていた。検出感度においては感
染研法，Takara キット精製法が同等である一方で，Takara キット簡易抽出法は２法に比して1/100に低下した。
また Takara キット法は，簡易抽出試薬の添加により検出感度が1/100に低下した。

【 考察】PCR デザインの異なる感染研法と Takara キット精製法の検出感度はほぼ同等である一方，同一 Takara
キット法間であっても精製法と簡易抽出法では，データ乖離が認められた。従って，Ct 値を活用するにあたって
は核酸抽出方法も含んだ検査プラットフォーム情報を加味した解釈が必要である。

　

　要　旨　

長野県立こども病院医学雑誌　第５巻　９～16　2022
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検査である6）7）。Ct 値は検体含有ウイルス量に反比例し，
理論値どおりの反応系であれば，Ct 値の3.3倍の増大は
初期含有ターゲットウイルス量が約1/10であることを示
す。
　現在，SARS-CoV-2に感染した患者の重症度の判定，
予後予測，治療方針の決定，ウイルス伝播の抑制のため
に行われる隔離解除の決定等に，Ct 値をどのように利
用できるかについて関心が持たれている8）。しかし，Ct
値は検査プラットフォームに依存した数値であるため，
異なった検査系を直接比較することはできないことに注
意が必要である9）。
　本研究では，陽性コントロールを使用した疑似検体を
用いて，異なった検査方法間，核酸抽出方法を変えた同
一検査方法間で算出される Ct 値に関する検討を行い，
Ct 値の性質およびその取り扱いについて考察した。

方　　　法

１．RNA 抽出
　１）精製法： 全自動核酸抽出システム magLEAD 
12gC（プレシジョン・システム・サイエンス）にて
magLEAD Consumable Kit（プレシジョン・ システ
ム・サイエンス）を用いて RNA 抽出を行った。サンプ

ル400 µL を用い，最終的に核酸は50 µL で溶出し核酸
精製抽出検体とした。
　２）簡易抽出法：Takara SARS-CoV-2ダイレクト
PCR 検出キット（タカラバイオ）にて簡易抽出試薬４
µL とサンプル16 µL を混合し，95 ℃５min の反応後，
氷冷した検体を核酸粗精製簡易抽出検体とした。

２．real-time RT-PCR
　 １ ） 感 染 研 法：QuantiTect® Probe RT-PCR Kit
（QIAGEN），N2 set PCR primer，probe（日本遺伝子
研究所）（Table 1）を用いて試薬を調整し，核酸精製
抽出検体５µL を加え反応液とした。StepOnePlusTM

（Thermofisher scientific）を用いて，Standard モード
で使用し，50 ℃30 min の逆転写反応，95 ℃15 min の賦
活化反応の後，95 ℃15 sec，60 ℃60 sec を45サイクル
繰り返し，増幅と蛍光測定を行った。
　２）Takara キット法：核酸精製抽出検体および核酸
粗精製簡易抽出検体それぞれ６µL をテンプレートと
し，Takara SARS-CoV-2ダイレクト PCR 検出キット
の反応液，２種のプライマーが含まれたプライマー・プ
ロ ー ブ 液（Table 2）を 用 い て 試 薬 を 調 整 し た 。
CronoSTARTM96（Clontech）を用いて，52 ℃５min の

Table 1　N2 set PCR primer， probe

primer, probe Sequence (5’ →3’) Position＊

Forward AAATTTTGGGGACCAGGAAC 29142-29161
Reverse TGGCAGCTGTGTAGGTCAAC 29299-29280
Probe FAM-ATGTCGCGCATTGGCATGGA-BHQ 29239-29258
Contami.Check probe VIC-ACGTAGTCGATGCACTCCAGTGGTGGT-BHQ 合成配列

＊MN908947.1 : Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1

Table 2　Takara SARS-CoV-2ダイレクト PCR 検出キット　プライマー・プローブ＊

primer, probe Sequence (5’ →3’)  Target gene

Forward(N1) GACCCCAAAATCAGCGAAAT
N gene

(28287-28358)
Reverse(N1) TCTGGTTACTGCCAGTTGAATCTG
Probe(N1) Cy5-ACCCCGCATTACGTTTGGTGGACC-Q

Forward(N2) TTACAAACATTGGCCGCAAA
N gene

(29164-29230)
Reverse(N2) GCGCGACATTCCGAAGAA
Probe(N2) Cy5-ACAATTTGCCCCCAGCGCTTCAG-Q

Forward(RP) AGATTTGGACCTGCGAGCG
RNase PReverse(RP) GAGCGGCTGTCTCCACAAGT

Probe(RP) FAM-TTCTGACCTGAAGGCTCTGCGCG-Q

＊2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-time RT-PCR Panal Primers and Probes (Effective : 24 Jan 2020)
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逆転写反応，95 ℃10 sec の賦活化反応の後，95 ℃５
sec，60 ℃30 sec を45サイクル繰り返し，増幅と蛍光測
定を行った。
　感染研法，Takara キット法ともに，各増幅曲線の
Threshold point は，定められたアルゴリズムにより測
定バッチごとに分析機が自動で算出する値を使用した。
この Threshold point に到達した増幅サイクル数を Ct
値とし，40サイクル以内を陽性とした。

３．Threshold point の設定の違いによる Ct 値の比較
　感染研法により，１×103コピー/µL の N2set 陽性コ
ントロール RNA（以下 N2-PC とする）を一度の測定
につき２回もしくは３回反復測定し（以下２重測定，３
重測定とする），それを計８回繰り返した。分析機のア
ルゴリズムに基づいて自動で算出された測定バッチごと
の Auto Threshold point（以下 Auto Threshold 法とす
る）と，別の測定バッチも含めた13回の測定においてそ
れぞれ自動で算出された Auto Threshold point の平均
値（ 以 下 Mean Threshold 法 と す る ） の ， ２ 種 の
Threshold point を用いて算出した Ct 値を比較した。

４．最低検出感度および Ct 値の比較
　不活化ウイルス粒子である SARS-Related Corona
virus 2 ExteRNAl Run Control（ZeptoMetrix）（以下
ERC-PC とする）を試料として，5.69×103コピー/mL
から5.69×101コピー/mL までの３段階の10倍希釈サン
プルを作製した。
　感染研法と Takara キット精製法では核酸精製抽出検
体を用い，感染研法では５µL，Takara キット精製法で
は６µL をテンプレートとして使用した。Takara キッ
ト簡易抽出法では核酸粗精製簡易抽出検体６µL をテン
プレートとして使用した。測定は全て２重測定を行っ
た。

５．real-time RT-PCR 反応系に与える簡易抽出試薬の
影響

　新型コロナウイルス遺伝子全長を含んだ精製 RNA，
AMPLIRUN SARS-CoV-2 RNA CONTROL（vircell）
（以下 Full-PC とする）を試料として，４×105コピー/
mL から４×102コピー/mL までの４段階の10倍希釈サ
ンプル，および２×105コピー/mL から２×103コピー/

mL ま で の ３ 段 階 の 10 倍 希 釈 サ ン プ ル を 作 製 し ，
Takara キット法を用いて各サンプル２重測定を行っ
た。
　簡易抽出を行った場合，real-time RT-PCR における
サンプルの理論的添加量は4.8 µL となる。簡易抽出試
薬を使用しない場合は，各希釈サンプル4.8 µL を使用
し，1.2 µL の精製水を加えることで同一サンプル濃度
になるよう調整した。

結　　　果

１．Threshold point の設定の違いによる Ct 値の比較
　２種の Threshold point を用いた Ct 値を Fig. 1に示
した。Auto Threshold 法を用いた場合の平均 Ct 値，
中央値はともに28.0，標準偏差（Standard Deviation，
以下 SD とする） は0.67， 変動係数（Coefficient of 
Variation，以下 CV とする）は2.4 ％，Mean Threshold
法を用いた場合の平均 Ct 値，中央値はともに28.2，SD
は0.25，CV は0.9 ％であり，Mean Threshold 法を用
いた場合は Auto Threshold 法を用いた場合に比して
データのバラつきが小さく，高い再現性を示した。
Threshold point の違いによる同一測定データ間での Ct
値比較では，最大1.6サイクル，最小0.2サイクルの差を
認めた。ただし，一方の Threshold point において低
値，もしくは高値となるような偏りは認めなかった。

２．最低検出感度および Ct 値の比較
　感染研法，Takara キット精製法，Takara キット簡
易抽出法における最低検出感度の検討結果を Fig. 2に示
した。感染研法，Takara キット精製法では5.69×103コ
ピー/mL から5.69×101コピー/mL までの全濃度におい
て陽性として検出され，同等の検出感度を示した。ま
た，5.69×103コピー/mL から5.69×101コピー/mL ま
での平均 Ct 値は， 感染研法が32.6，36.3，39.4，
Takara キット精製法が31.8，35.1，39.3であり，5.69
×103コピー/mL，5.69×102コピー/mL では精製法が
0.8 サ イ ク ル ，1.2 サ イ ク ル 低 値 と な っ た 。 一 方 ，
Takara キット簡易抽出法では5.69×103コピー/mL の
みが陽性として検出され，感染研法，Takara キット精
製法に比しておよそ1/100の検出感度であった。

３．real-time RT-PCR 反応系に与える簡易抽出試薬の
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影響
　簡易抽出試薬の有無による Ct 値の分布を Fig. 3に示
した。最終的な１test あたりの理論的ターゲットウイル
ス量は，1.92×103コピー，0.96×103コピー，1.92×102

コピー，0.96×102コピー，1.92×101コピー，0.96×101

コピー，1.92×100コピーである。簡易抽出試薬ありの
場合は1.92×103コピー/test から1.92×102コピー/test
までが陽性として検出され，簡易抽出試薬なしの場合は

26
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検査バッチNo.

Ct
値

Fig. 1　Threshold point の設定の違いによる Ct 値の比較
　N2-PC１×103コピー/µL を感染研法にて２重もしくは３重測定し，計８回測定したのち，Auto 
Threshold 法および Mean Threshold 法から得られた２種の Threshold point を用いて算出した Ct 値
を示した。Mean Threshold 法は Auto Threshold 法に比して高い再現性を示したが，どちらの方法に
おいても Ct 値は全て2SD の範囲内に収束した。◆：Auto Threshold 法，●：Mean Threshold 法

Fig. 2　最低検出感度および Ct 値の比較
　ERC-PC 5.69×103コピー/mL から３段階の10倍希釈間隔の系列を用い，感染研法，Takara キット
精製法，Takara キット簡易抽出法から得られた Ct 値を示した。■：感染研法，●：Takara キット精
製法，▲：Takara キット簡易抽出法
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全てのコピー数が陽性として検出された。簡易抽出試薬
の添加よって検出感度は１/100に低下した。また，簡易
抽出試薬ありと簡易抽出試薬なしの場合を比較すると，
1.92×103コピー/test，0.96×103コピー/test，1.92×
102コピー/test における平均 Ct 値は簡易抽出試薬あり
の場合が7.1，7.5，7.4サイクル高値を示した。これは，
PCR 効率が100 ％であると仮定したとき，初期含有ター
ゲットウイルス量がおよそ1/200以下であることを示す。
また，40サイクル以下の Ct 値が算出され，陽性と解釈
される検体において直線性を確認したところ，簡易抽出
試薬なしの場合の回帰式から得られる傾きは－3.5512，
簡易抽出試薬ありの場合の傾きは－4.1039を示し，PCR
増幅効率に換算すると92.9 ％，80.4 ％となった。

考　　　察

　COVID-19の世界的パンデミックは SARS-CoV-2検
出検査のニーズを急速に高め，多くの医療・検査機関に
て real-time RT-PCR を基本原理とする核酸増幅検査が
実施されるようになった7）。これらの検査法は定性検査
であるものの，反応過程で得られる Ct 値はサンプル中
のウイルス核酸量と相関することから，陽性もしくは陰

性の定性結果のみでなく，Ct 値自体を重症度判定や予
後予測といった臨床判断，隔離基準（解除基準）の設
定，接触者追跡プロトコルの策定等公衆衛生上の解釈に
活用できる可能性が注目されている8）10）11）。
　しかし，Ct 値は患者のウイルス量もしくはウイルス
濃度を絶対的数値として表すものではなく12），サンプリ
ング（検体種別，サンプリング方法，病期における採取
時期，サンプルサイズ，サンプル輸送 / 保管条件など），
分析方法（核酸抽出工程，cDNA 合成，PCR 増幅工程
など），結果の解釈（増幅曲線の確認に基づく結果解釈
など）といった，それぞれのステップを包括した検査プ
ラットフォームによって影響を受けるため13），異なった
プラットフォーム間における Ct 値の比較には慎重でな
ければならない。本研究では，分析方法に焦点をあて，
同一検体における分析方法の違いによる Ct 値の乖離に
ついて検討した。
　結果１（Fig. 1）では，同一の検査データにおいて，
異なった２種の Threshold point を設定した場合の Ct
値を示した。２法間の Ct 値を比較すると平均値，中央
値はほぼ同等である一方で，CV は Auto Threshold 法
が2.4 ％，Mean Threshold 法が0.9 ％を示し，Auto 

Fig. 3　real-time RT-PCR 反応系に与える持ち込み簡易抽出試薬の影響
　Full-PC４×105コピー/mL から４段階および２×105コピー/mL から３段階の10倍希釈間隔の系列を
用い，最終的な１test あたりの理論コピー数を1.92×103コピーから1.92×100コピー，0.96×103コピー
から0.96×101コピーとした場合の Takara キット法における簡易抽出試薬の有無による Ct 値の分布を
示した。◆：簡易抽出試薬なし，▲：簡易抽出試薬あり

◆ y = -1.542ln(x) + 40.444
R² = 0.9985

▲ y = -1.782ln(x) + 49.391
R² = 0.9507
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Threshold 法においてデータのバラつきが大きくなっ
た。本検討で使用した分析機における Auto Threshold 
point は，同一ラン・バッチ内の全検体のバックグラウ
ンド値，全陽性サンプルにおける蛍光増幅曲線が一定の
数値以上になるサイクル数等により決定される。つま
り，Threshold point の算出は，同時に測定された他検
体の性状等に影響されるアルゴリズムとなっている。そ
してラン・バッチごとに Threshold point が変動するこ
とは，測定バッチ内においては最適であるものの，他の
補正データが存在しない場合には，別の測定バッチと比
較した際にバラつきが大きくなると考えられる。一方，
Mean Threshold 法では，別の測定バッチも含めた13回
の測定毎に得られた Auto Threshold point の平均値を
Threshold point としているため，個々の測定バッチに
対しては最適でなかったとしても，PCR 効率が一定か
つ安定的に反応している場合では Ct 値の変動は小さな
範囲に収束するため，再現性の高い結果が得られたもの
と考えられる。ただし，どちらの方法においても，今回
示している８回の Ct 値は2SD の範囲内に収束した。
　 感 染 研 法 と Takara キ ッ ト 精 製 法 の デ ー タ 比 較
（Fig. 2）では，PCR デザインの違いによる Ct 値の違
いが示された。10倍希釈サンプルを用いた２法の感度は
同等であるものの，Takara キット精製法は感染研法に
比して5.69×103コピー/mL では0.8サイクル，5.69×
102コピー/mL では1.2サイクル低値，すなわち高感度
となった。１test あたりの理論的な初期含有ターゲット
ウイルス量は Takara キット精製法が感染研法の1.2倍
であるが，そこから推定される理論的 Ct 値の差はおよ
そ0.27サイクルであり，本検討結果とはやや乖離が生じ
る。real-time RT-PCR 法を用いた SARS-CoV-2の検
出に関する先行研究14）では，１test において複数のプラ
イマーセットを用いた multiplex-PCR では，単一のプ
ライマーセットを用いるよりも Ct 値が有意に低値とな
り，感度が向上したと報告されている。感染研法が単一
のプライマーセットを用いているのに対し，Takara
キット精製法は２種類のプライマーセットを用いている
ため，5.69×103コピー/mL，5.69×102コピー/mL にお
いては，初期含有ターゲットウイルス量の差から推定さ
れる以上に，Takara キット精製法の Ct 値が感染研法
よりも低値を示したと考えられる。
　また，Takara キット簡易抽出法を用いた場合，5.69

×103コピー/mL のみで陽性となり，Takara キット精
製法・感染研法に比して検出感度は1/100に低下するこ
とがわかった（Fig. 2）。Takara キット簡易抽出法と
Takara キット精製法の1test あたりの理論的な初期含有
ターゲットウイルス量を比較すると，Takara キット簡
易抽出法は Takara キット精製法の1/10となる。従っ
て，検出感度の10倍の差は含有ターゲットウイルス量の
違いに起因すると考えられるが，100倍の差は含有ター
ゲットウイルス量の違いのみで説明することはできな
い。PCR はサンプルや試薬に含まれる種々の物質に
よって反応阻害が生じる場合があることが知られている
ため，さらなる感度低下の原因として real-time RT-
PCR への簡易抽出試薬の添加が引き起こす増幅効率の
低下を推定した。Takara キット簡易抽出法で用いられ
る試薬の詳細な成分は公開されていないが，一般的な簡
易抽出試薬の組成には界面活性剤や蛋白分解酵素などが
含まれており，それらは核酸増幅反応に影響を及ぼす物
質であると考えられている15）。そこで，簡易抽出試薬の
添加による PCR への影響を確認するため，精製済みの
RNA コントロールである Full-PC を用いて簡易抽出試
薬の有無による Ct 値の比較を行った（Fig. 3）。簡易抽
出試薬ありの場合は，簡易抽出試薬なしの場合と比較し
て感度は1/100に低下し，陽性として検出された1.92×
103コピー/test，0.96×103コピー/test，1.92×102コ
ピー/test の Ct 値は約７サイクル高値となり，想定を超
えた感度差となった。また，それぞれの回帰式から算出
した PCR 効率を比較すると，簡易抽出試薬ありの場合
の PCR 増幅効率は80.4 ％となり，一般的に real-time 
PCR で許容される範囲90-110 ％を下回る結果となった。
簡易抽出核酸を用いた SARS-CoV-2 real-time RT-
PCR による先行研究では，含有ターゲットウイルス量
が一定濃度以上の場合には精製抽出核酸使用時とよく相
関した Ct 値が得られるものの，含有ターゲットウイル
ス量が低い場合には，Ct 値は増大し，偽陰性率が上が
ることが示されており16）-19），本検討においても同様の
現象が確認されたと考えられる。この他，より細分化し
たターゲットウイルス量を検出する検証や，簡易抽出試
薬の添加量を変化させた検証を行うことで，簡易抽出試
薬が PCR 増幅効率に与える影響について更なる確証が
得られる可能性があるため，今後の課題としたい。

　14

神田莉沙・小林　純・河西彩香・久保田紀子

003_原著-神田（長野県立こども病院医学雑誌_Vol.5 No.1）.indd   14 2022/08/22   9:46:09



結　　　語

　本研究によって， 同一検体における，Threshold 
point の設定方法，検出試薬，核酸精製方法の違いによ
り発生する Ct 値の乖離を明らかにした。
　特に，核酸精製方法の違いは，Ct 値を大きく乖離さ
せる可能性があることが分かった。よって，Ct 値を解
釈する際は，核酸精製方法も含んだ検査プラットフォー
ムの確認が必要であり，検査機関はデータ提供に際して
検査プラットフォーム情報を明記すると共に，情報提供
可能な基礎データを必ず保有する必要があると考えられ
る。また今後は，Ct 値乖離につながる核酸精製方法に
おける具体的な要因について検証を進め，より正確な
データ解釈およびデータ提示の一助となるよう努めた
い。

利益相反：本論文について開示すべき利益相反なし。
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緒　　　言

　先天性横隔膜ヘルニアの発生頻度は出生児2000～5000
人に１人である。そのうち，遅発性先天性横隔膜へルニ
ア（以下本症）は生後30日以降に診断される先天性横隔
膜ヘルニアのことをいい，その頻度は約10 ％である1）2）3）。
　本症は新生児期発症例と比較し良好な経過をたどるこ
とが多いとされている6）。しかし初期症状は多彩かつ非
特異的であるため，肺嚢胞，気胸，肺炎などとの鑑別が
難しい1）3）。診断や対応の誤りから致死的となりうる3）。
我々は早期に診断し救命し得た２例を経験したので文献
的考察を加え報告する。

症 例 １

　生後４ヶ月の男性。第１病日９時頃突然出現した嘔
吐・哺乳不良・不機嫌を主訴に前医を受診した。周産期
歴・既往歴に特記事項はない。受診時顔色不良，呻吟を
認め，経皮的動脈血酸素飽和度（以下，SpO2）は94 ％
であった。胸部レントゲン検査で左胸腔内に巨大嚢胞が
確認された（図１）。このため左肺嚢胞性疾患疑いとし
て同日20時に当院に救急搬送された。入院時現症では，

鼻翼呼吸，呻吟，頻呼吸を認め，肺音は左中下肺野で減
弱していた。酸素吸入下（鼻カヌラ１Ｌ/分）に呼吸数
44回/分，SpO2 100 ％であった。腹部は陥凹し軟，腸蠕動
は微弱であった。心拍数174回/分，血圧109/74 mmHg と
血圧異常はないが，心拍数の上昇を認めた。血液検査上

症例報告

当院で経験した遅発性先天性横隔膜ヘルニアの２症例
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 （受稿日：2022年１月11日）

　　
　遅発性先天性横隔膜へルニアは生後30日以降に診断される先天性横隔膜ヘルニアをいい，新生児期発症例と比較し
ても良好な経過をたどることが多いが，初期症状は多彩で診断や対応の遅れにより致死的となりうる。今回，早期に
診断，治療にいたり，良好な経過を得られた２例を経験したので報告する。症例１は生後４ヶ月の男性，哺乳不良と
呼吸困難を主訴に来院した。肺音は左中下肺野で減弱，腹部も陥凹しており，胸部レントゲン検査で当疾患を疑われ
た。症例２は生後７ヶ月の男性，不機嫌・嘔吐で受診した。腸重積症として注腸造影を実施したが，その際横隔膜を
超えて胸郭内に逸脱する腸管を認め，当疾患が疑われた。新生児期発症の先天性横隔膜ヘルニアと異なり，当疾患で
は呼吸器症状だけでなく消化器症状や不機嫌など非特異的な症状を呈することが多い。診断には，聴診などの入念な
身体所見，胸腹部レントゲン等から鑑別に挙げることが必要である。さらに診断の確定には CT 検査による解剖学的
評価が非常に有効である。
　

　要　旨　

図１　左胸腔内の巨大嚢胞性病変は縦隔や気管支を
圧排している。
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は大きな異常はなく，血球数16900/mm3，Hb11.0 g/dL，
PLT40.7万/mm3であり，生化学検査でも CRP0.09 mg/
dL，BUN16 mg/dL，Cre0.19mg/dL であった。胸腹部
CT 検査で胸腔内に逸脱する大きく拡張した胃を認め本
症と診断し，同日緊急手術を実施した。術前の胸腹部
CT 検査では脾臓脱出は胃の拡大により明らかではな
かった。（図２）
　術式は腹腔鏡下横隔膜縫合術とし，手術所見はヘルニ
ア門が３cm 大でヘルニア嚢はなく，脱出臓器は，胃，
脾臓上極で絞扼や壊死した臓器はなかった。（図３）
　術後経過は良好であり，術後３日目に退院した。

症 例 ２

　生後７ヶ月の男性。嘔吐を主訴に前医を受診した。周

産期歴・既往歴は特記事項無し。第１病日朝から不機嫌
であり，20時頃から下痢を伴わない頻回の嘔吐を認め，
第２病日１時半に前医を受診した。顔色不良であり，超
音波検査で右下腹部に target sign 様の所見があったた
め腸重積症疑いで注腸造影を施行された。その際撮像し
た胸部レントゲン検査で左横隔膜を超えて胸郭内に逸脱
する造影された結腸を認め，胸腹部 CT 検査でも同様に
胸腔内に脱出した結腸を認めたため本症と診断され６時
頃当院に転院搬送された。（図４，５）当院来院時，不
機嫌で室内気で SpO2は98 ％，呼吸回数36回/分と頻呼
吸で，軽度陥没呼吸を認め肺音は左肺野で減弱してい
た。脈拍157回/分，血圧105/63 mmHg で頻脈はあるも
のの血圧低下はなかった。腹部は陥凹しており軟，腸蠕
動音は聴取されなかった。血液検査では大きな異常はな
く， 白血球8480/mm3，CRP0.09 mg/dL，Hb11.9 g/
dL，PLT33.9万/mm3，BUN７mg/dL，Cre0.17 mg/
dL，LDH302 U/L であった。当院入院後，緊急手術を
実施した。
　手術所見：術式は腹腔鏡下横隔膜縫合術とし，ヘルニ
ア門は２cm 大でヘルニア嚢はなく脱出臓器は，結腸お

図２　左胸腔内の巨大嚢胞性病変は脱出している胃
であり，縦隔や気管支，肺実質を圧排している。

図４　左肺野は横隔膜陰影が追えず，網状影を示す
透過性低下領域があり，腸管ガスは横隔膜上まで
存在している。

図３　術中写真。白矢印（↑）がヘルニア門で，胃・脾
臓が陥入していた。
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よびほぼ全小腸であった。脱出臓器に浮腫を認めたが絞
扼はなかった。（図６）
　術後経過は良好であり，術後２日目に退院した。

考　　　察

　先天性横隔膜ヘルニアの中では Bochdalek 孔ヘルニ
アが最も発生頻度が高く，胎生期の胸腹膜孔の閉鎖が左
側で遅れること，また右側は肝臓があることから左側で
の発生頻度が右側に比して４-８倍多い4）。
　本症には２タイプあり，平常時はヘルニア門からの臓
器脱出がなくヘルニア嚢の破裂もしくは腹腔内臓器が急
激に胸腔内に脱出して発症するタイプと，元々ヘルニア
門から脱出していた臓器に穿孔・絞扼などが合併して発
症するタイプである4）。自験例の２例は発症以前のレン
トゲン写真の比較ができないため断定はできないが，術
中所見で脱出臓器とヘルニア門や胸腔内臓器との癒着は
なかった事から前者のタイプの可能性が示唆される。急
な腹腔内臓器脱出の誘因としては啼泣やイレウス，妊娠
などによる腹圧上昇が報告されているが大部分は原因不
明である。両症例とも外傷痕はなく，発症以前に腹圧上
昇をきたす出来事はなかった。自験例の２例では啼泣・
咳嗽・排便・嘔吐など日常的に生じうる軽微な腹圧上昇
が発症に関与した可能性は否定できない。胃・脾臓・小
腸・結腸が急に胸腔内に脱出・牽引されたこと，さらに
胃や小腸での通過障害を契機として反復する嘔吐を生じ
たと考えられる。この持続性嘔吐が著明な臓器内圧上昇
を誘発して，消化管穿孔をおこすこともあるとされる5）。

　新生児期に発症する先天性横隔膜ヘルニアでは呼吸器
症状が主症状である事がほとんどであるが，CHD 
Study Group の報告では，本症の初期症状において呼吸
器症状が40 ％，消化器症状が33 ％とあるように，消化
器症状から発症することも少なくない6）7）。自験例の２
例は，症例１では頻呼吸・鼻翼呼吸・呻吟・酸素化不良
と頻脈を認め，呼吸不全および代償性ショックを呈して
いた。症例２では主訴の頻回嘔吐に加え頻呼吸，頻脈の
呼吸窮迫および代償性ショックを呈していた。古川らの
報告では，嘔吐・腹痛で胃腸炎と診断された本症の児
が，左横隔膜欠損孔から胃が脱出して胃拡張を来したの
ち，胃穿孔に至ったことでショック状態を呈したとされ
ており，診断の遅れにより重篤化が予想される症状を有
していた8）11）12）。
　本症の診断に当たっては，Zedan らは，胸部レント
ゲンでの縦隔変位や肺陰影の消失，肺外 air 像を見た
時，全身状態が許せば経鼻胃管を挿入し胸部レントゲン
で胸郭内でのチューブの先端を確認し除圧することが有
効と論じた10）。古川らは発症してから診断までの日数が
平均４日であるとし，どの症例においても症状が改善さ
れずに数日経過して，レントゲン検査を施行することで
本症の診断に至ったと報告している8）。
　一方，自験例の２例においては，レントゲン写真のみ
からは症例１はブラや気胸，症例２では透過性の不均一
な浸潤影から肺炎が鑑別にあがり，症状と合わせても確
定診断は困難であった。しかし診断および外科的介入ま
での所要時間は，症例１が症状出現から診断まで約11時
間，診断から外科的介入まで２時間，症例２では症状出
現から診断まで約８時間，診断から外科的介入まで３時

図５　左肺野には造影された腸管・まだ造影されていな
い腸管が存在している。

図６　術中写真。矢印（↑）がヘルニア門で，小腸・結
腸が陥入していたが，絞扼や壊死腸管はなかった。
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間であった。既存の報告に比し短時間で確定診断，治療
に到達している9）。Hamid らの報告では平均入院期間は
9.58日を要したが，自験例では早期に手術介入でき，術
後合併症も有さず平均入院期間は3.5日と短かった13）。
この理由は，早期に撮像した胸腹部単純 CT 検査による
ものと考えられた。
　本症の中には急激に全身状態が悪化するものもあり，
Baglaj らは本症362例中14例（3.86 ％）が手術前に死亡
していると報告している9）12）。死亡理由は，胸部単純レ
ントゲン写真から肺炎や胸水などの他疾患と診断さ
れ12），それに対して医療的介入を開始するが改善がな
く，病状が悪化し死亡している。いずれの症例も病理解
剖をもって当疾患と診断されている。自験例でも胸腹部
レントゲン写真のみでは確定診断に至らなかったが，更
なる精査として胸腹部単純 CT 検査を早期に行ったこと
が良好な経過に結びついた一つの理由と考えられる。
　本症は原病による呼吸不全，ショックの進行だけでな
く，検査による消化管穿孔，造影剤漏出による胸膜炎や
腹膜炎から全身状態の悪化を来たしうる。このリスクは
診断までだけでなく決定的治療がなされるまでに要した
時間が長期化するほど増加する。自験例では診断後に迅
速に外科的介入が可能な当院への搬送が実施された。診
断から手術が実施されるまでの時間の短さも救命しえた
もう一つの理由と考えられた。
　本症は生後24時間内に生じるものと異なり初期症状は
軽度で非特異的なものが多いが，劇症化する要素が複数
ある。このため消化器症状を主訴とする場合にもその他
の呼吸や循環，神経の異常の検出に努め，症状の改善が
ない場合や診断を確定しえない場合は，胸腹部単純 CT
検査の追加が有効と思われた。さらに，診断確定時に
は，対応可能な高次医療機関との迅速な連携が必要と考
えられる。

結　　　語

　今回，当院で呼吸器症状，消化器症状を呈する本症２
症例を経験し，良好な転帰を得た。本症は初期症状とし
て多彩な症状を呈し特異的なものはない上に，胸腹部レ
ントゲン検査でも確定診断には至らないことも多い。こ
のため本症を疑った際には速やかに胸腹部単純 CT 検査
を施行し，対応可能な高次医療機関への連携を行うこと
が必要である。

利益相反：本論文について開示すべき利益相反なし。
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は じ め に

　胎児期に発見される副腎の嚢胞性病変の鑑別は，次の
３種類が報告されている。出血性や上皮性などの単純性
嚢胞，神経芽腫などの腫瘍性嚢胞，および包虫に代表さ
れる寄生虫性嚢胞である。出生前や出生後の検査によっ
てこれらを診断することは必ずしも容易ではない。最終
的に多くは副腎出血や出血性嚢胞と診断されるが，その
中で最も重要な鑑別診断は嚢胞性神経芽腫である1）。
　神経芽腫は小児固形腫瘍の中で最も頻度が高い疾患で
ある。乳児100万人当たりの神経芽腫の発生率は年間58
人であり，これは悪性新生物全体の223人の1/4強を占め
る。その約90 ％が副腎に発生するとされる2）。予後は診
断時の病変の進行度に依存するため，早期の発見・治療
が重要とされる。一方で自然退縮する症例や化学療法に
より良性の神経節腫へと分化する症例があり，臨床的に
多様性のある腫瘍である3）。
　今回，胎児期に発見され出生後縮小傾向にあった副腎
嚢胞性病変が３年経過後より急激に増大した NMYC 陽
性の神経芽腫を経験したので報告する。

症　　　例

【症例】３歳４か月，男児
【現病歴】妊娠38週の胎児超音波検査で右腎腹側に36.8
×27.3×35.1 mm の嚢胞性病変を指摘された。在胎40
週０日，出生体重3811ｇ，自然分娩で出生した。日齢４
の超音波検査で，嚢胞は腎臓ではなく副腎から発生して
いることが確認された（Fig. 1B）。神経芽腫が疑われた
が，血中 NSE32.6 ng/ml と軽度上昇に留まっており，
尿中 VMA11.7 µg/mg Cre（基準範囲8.6±4.1），尿中
HVA17.5 µg/mg Cre（基準範囲18.1±6.18）で正常で
あった。４か月後の超音波検査では14×16 mm まで縮
小を認めたため，出血性リンパ管腫が疑われ経過観察の
方針となった（Fig. 1C）。その後定期的な超音波検査で
腫瘍サイズは著変なく経過（Fig. 1A）していたが，３
歳２か月時の超音波検査で右副腎に38×34mm 程の腫瘤
性病変を認めた（Fig. 1D）。造影 MRI 検査を施行した
ところ充実性成分を伴う多房性嚢胞性病変を認め，右副
腎の神経芽腫が疑われ当科に入院となった。
【入院時現症】身長95.7 cm，体重13.75 kg。両側頸部
に軽度のリンパ節腫脹を認めた。腹部に腫瘤は触知しな
かった。

症例報告
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【入院時検査所見】入院時検査所見を Table 1に示す。
LDH737 U/L，NSE130.4 ng/mL と上昇していた。骨髄
中には異常細胞を認めず，Tyrosine Hydroxylase の
mRNA は PCR 法で陰性であった。
【画像診断】腹部造影 MRI において右副腎に内部に充
実性成分を伴う66×48×66 mm の多房状嚢胞性病変を
認めた（Fig. 2）。右腎静脈を下方に圧排していたが，

血管内浸潤の確実な所見は認めなかった。MIBG シンチ
グラフィでは充実性成分に相当する位置に軽度の集積を
認めた。
【術前診断】血液生化学検査および画像所見より，右副
腎原発の嚢胞性神経芽腫を疑い，腫瘍摘出または腫瘍生
検術を行う方針となった。
【手術所見】腫瘍は右腎動脈を巻き込んでおらず，腫瘍
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(
m
m
)

（A）腫瘍最大径の推移

（B）日齢4 （C）5 （時月ヶ D）40ヶ月時

Fig. 1　超音波所見　（A）腫瘍最大径の経時的変化。（B）生後４日目，内部エコーは大部分が嚢胞性成分だ
が，辺縁に充実性エコーを認める。（C）５か月時，縮小した嚢胞性腫瘤。（D）40か月時（３歳４か月時），充
実性成分を伴い増大。

Table 1　入院時検査所見

末梢血一般検査 生化学検査 凝固検査
wsc 5.05 ×103/µl TP 7 g/dl PT-INR 0.96

stab 1 ％ ALB 4.3 g/dl APTT 29.3 秒
seg 17 ％ BUN 9 mg/dl FIBG 302 mg/dl
eosino 4 ％ Cre 0.3 mg/dl FDP-D ダイマー 19.9 µg/ml
baso 2 ％ T-Bil 0.4 mg/dl
mono 5 ％ Na 139 mEq/l 腫瘍マーカー

Lymph 71 K 4.9 mEq/l NSE 130.4 ng/ml

RBC 4.23 ×106/µl Cl 105 mEq/l 尿中 VMA Cre 9 Ng/mg
Hb 12 g/dl Ca 9.9 mg/dl 尿中 HVA Cre 32.7 µg/mg
HT 35.8 ％ P 5.3 mg/dl
PLT 299 ×103/µl AST 46 U/l 骨髄検査

ALT 14 U/l NCC 3.49 ×104/µl
LDH 737 U/l TH＊PCR 検出せず
CRP 0.05 mg/dl

＊；Tyrosine Hydroxylase
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全摘を目指す方針となった。腫瘍は脆く，暗血性の内容
の嚢胞部と壊死部が混在していた。剥離の過程において
腫瘍背側で椎間方向へ腫瘍組織が浸潤しており，横隔膜
側・下大静脈背側の腫瘍を一部残して腫瘍を可及的に切
除した。腎動脈周囲のリンパ節も郭清できなかった。
【病理組織所見及び分子生物学的所見】組織学的には副
腎髄質に形成された病変であり，核小体明瞭な胞体の乏
しい小円形細胞の増生を認めた（Fig. 3）。分裂像やア
ポ ト ー シ ス が 目 立 ち ，Mitosis Karyorrhexis-Index
（MKI）は high MKI（約400/5,000 cells）であった。
免疫染色では CD56： 陽性，G0α：陽性，synapto-
physin：陽性，desmin：陰性，MIC：陰性であった。
以上より神経芽腫（undifferentiated subtype）と診断
した。分子生物学的検査において腫瘍細胞は diploidy
で，NMYC は FISH 法及び Real-time PCR 法で増幅を
認めた。

【術後経過】国際神経芽腫リスク分類で L2に相当し
NMYC 増幅を認めたことから高リスクに分類した。腫
瘍亜全摘出術後に日本神経芽腫研究グループハイリスク
プロトコールに従い化学治療を開始し，現在治療中であ
る。

考　　　察

　今回，胎児期に発見され出生後縮小傾向にあった副腎
嚢胞性病変が３年経過後から急激に増大した NMYC 陽
性の神経芽腫を経験した。胎児あるいは新生児時期に発
見される副腎の嚢胞性疾患は副腎出血，リンパ管腫，神
経芽腫の鑑別が重要である。しかし，その鑑別診断は非
常に難しいとされている1）。本症例の出生時点での NSE
は軽度上昇にとどまっており出血などでも容易に上昇す
ることから有意な所見とは捉えなかった。超音波検査で
縮小傾向であったため出血性リンパ管腫としたが，神経

Fig. 3　（A）６×４，５×４cm の摘出した右副腎腫瘤。（B）病理組織学的所見（HE 染色）。小体明瞭な胞体の
乏しい小円形細胞が密な胞巣を形成しながら増生している。

Fig. 2　入院時 MRI 所見　（A）T2強調像　右副腎に腫瘤を認める。大部分が中等度高信号で，前面に液体を疑わ
せる強い高信号を認める。（B）造影 T1強調像　充実性成分が不均一に濃染される。（C）拡散強調像　充実性成分
と推測される部分に高信号を認める。

（Ａ）Ｔ2強調像 （B）造影Ｔ1強調像 （C）拡散強調像

（Ａ） （Ｂ）
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芽腫の可能性も考慮しつつ経過観察を行った。結果とし
て３年後に増大傾向を示し，神経芽腫の診断に至った。
このように，副腎嚢胞性疾患の中には予後不良の神経芽
腫が含まれていることがあり，慎重な経過観察が必要と
考えられた。
　日本において1984年から2003年に行われた６か月乳児
の神経芽腫マススクリーニングや海外で行われたスク
リーニングにおいても，経過観察中に自然退縮する症例
が少なからず存在することが明らかとなった4）。また12
名の患者を対象に行われた単施設での前向き研究では，
胎児期または生後数ヶ月間に発見された副腎の神経芽腫
も含む嚢胞性病変は自然退縮する傾向があり，経過観察
により自然退縮が期待できると報告されている5）。さら
に，転移のない神経芽腫を含む副腎の嚢胞性病変を持つ
６か月未満の乳児を対象とした前向き研究では，観察対
象となった83名のうち67名が外科的介入なしに良好な結
果が得られている6）。一方で乳幼児期の外科的介入によ
り術後合併症等での死亡症例も報告されている7）。以上
のことから自然退縮を期待できる予後良好な神経芽腫を
含む副腎の嚢胞性病変については，手術介入による不利
益を考慮に入れると経過観察は許容される選択肢と考え
られる。その上で経過観察中に増大傾向を示し診断され
る神経芽腫5）8）や更には本症例のような NMYC 増幅例，
肝転移例などの高リスクの神経芽腫も含まれるため，慎
重な経過観察が求められる10）。
　近年， 非侵襲的に血清中の遊離 DNA を用いて
NMYC 増幅の診断をする手法が我が国から報告され
た9）。本症例のように乳児期に神経芽腫を否定できない
副腎の嚢胞性病変のある症例の管理方針，特に無治療経
過観察の是非を決定するために有用と考えられる。また
適切な経過観察期間については，Nuchtern らの報告で
は経過観察期間が90週間であった6）が，本症例では約３
年後の経過で増大傾向を認めたため経過観察終了とする
期間は90週では不十分である可能性が示唆された。また
Cossi らの報告では30か月から120か月の観察期間で経
過観察を行っており，これまでにどこまで経過観察すれ
ばよいのか明らかにした報告はない。現在日本小児がん
研究グループの神経芽腫委員会にて「初診時血清診断に
よる神経芽腫の無治療経過観察」の前方視的観察研究が
進行中である。この研究では画像診断で神経芽腫が否定
で き な い 症 例 に 対 し 初 診 時 に 遊 離 DNA を 用 い て

NMYC 増幅を診断し，非増幅症例に対して無治療経過
観察を行うものである。この研究により本例のような神
経芽腫を否定できない副腎嚢胞性病変例の経過観察期間
の問題が明らかになることを期待したい。

結　　　語

　胎児期に発見され出生後の経過観察中に増大傾向を示
し，摘出術後の病理所見から NMYC 陽性の嚢胞性神経
芽腫と診断された症例を経験した。
　胎児期に発見される副腎の嚢胞性病変は一般的には予
後良好とされ，自然退縮が期待でき経過観察される例が
少なくない。しかしその鑑別は難しく，本症例のように
予後不良とされる NMYC 陽性神経芽腫の場合もあるた
め，慎重な経過観察が必要である。

利益相反：本論文について開示すべき利益相反なし。
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１．看護部新人初期研修とは

　新たに業務に従事する看護職員（以下，新人看護師と
する）の臨床研修については，平成22年４月より各施設
の努力義務となったことから，当院看護部（以下，看護
部）ではキャリア開発室に教育担当看護師長を配置し，
各部署には教育担当者を配置して新人看護師の教育体制
を整えてきた。
　看護部には，毎年20名程の助産師を含む新人看護師が
入職している。新人看護師は，部署配属までの期間，新
たな人間関係の構築と看護の基礎的知識を学ぶことを目
的に看護部新人初期研修（以下，初期研修）を行ってい
る。初期研修では，演習・グループワークを通じ同期と
の交流を深め，新たな人間関係の構築をねらいとしてい
る。更に，講義・演習の中から基本的な看護技術・知識
を学ぶだけでなく，社会人基礎力に繋がるシミュレー
ションを行い，看護師としての各自のキャリアプランを
考え，１年後に向けた目標設定を考える場とし，現場教
育に入る前段階のOff-the-Job-Training としている。

２．コロナ禍における新人初期研修プログラムの検討

　看護部教育委員会（以下，教育委員会）は，教育担当
看護師長を委員長とし，その他メンバーにキャリア開発
室長，看護師長２名，各看護単位でスタッフ育成に貢献
できる副看護師長８名，看護スタッフ４名で構成されて
いる。教育委員会の役割は大きく分けて５つあり，①
新採用者初期研修の企画・運営，②新人看護師教育プ
ログラムの企画・運営，③看護職員のキャリアアップ

に関連した研修の企画・運営，④看護単位で集合研修
の成果が実践で活かせるような働きかけ，⑤看護研究
に関連した研修の企画・運営および指導的役割としてい
る。
　新型コロナウィルス感染症の流行に伴い，看護師・助
産師を育成している教育機関は，最終学年での実習中止
が増加した。看護部でも令和２年度の実習受け入れは，
11クールのうち３クールのみ実習ができた状況であっ
た。そのため，学生は学内でのシミュレーション学習や
紙上事例などで対応している状況となり，臨床実習で得
られる「自己洞察」「コミュニケーション」といった能
力が低いことが懸念された。そこで教育委員会の看護師
長を中心に，令和２年９月より新人看護師を受け入れる
為の検討を開始した。10月～11月にかけて素案を作成
し，教育委員会で検討を重ね，例年実施している初期研
修の内容の他に看護実践能力・患者とのコミュニケー
ション能力等に課題があることを想定し，看護現場のリ
アリティショックの緩和と患者の視点にたち学ぶことを
目的としたシャドウィング研修（以下，シャドウ研修）
を計画した。シャドウィングとは，ロールモデルの後ろ
を影のようについて同行する学習方法である。実際の現
場における経験からしか学べないことを学習するために
行われ，経験と知識を結びつけることで，学習が深まる
ことが期待されている。よって，これらの効果に期待を
し，シャドウ研修の開催は初期研修内での３日間とし，
12月の師長会で提案することとした。
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３．シャドウ研修開催までの準備

　シャドウ研修は新しい試みとなるため，研修のねらい
を①看護師の仕事を実際に見学することで，現場のリ
アリティショックの緩和を図り職場適応を図る。②
チームメンバー間の協力・連携・情報交換の見学を通
し，チームの一員として働くイメージを持つことができ
る。③新人看護師と先輩看護師が互いの理解を深め合
うこととした。更に，ファシリテーションにより，研修
での学びを実践に結びつける時間も必要と考え，具体的
な研修目的とタイムスケジュールを作成した（表１）。
12月に各部署の師長・教育委員に初期研修内にシャドウ
研修を行う経緯を説明し，更にその研修を行う為に，
シャドウされる先輩看護師（以下，先輩看護師）の条件
を提示し選出を依頼した（表２）。２月に先輩看護師対

象にシャドウ研修の説明会を実施し，初期研修内にシャ
ドウ研修を３日間行うことにした経緯と研修の目的を説
明した。そこで，先輩看護師には，患者・家族の目線で
安全面の視点や療養生活の場で看護を提供しているロー
ルモデルとして，経験と知識を結びつける役割を担って
欲しいと動機づけを行った。また，新人看護師に対して
は，入職後の初期研修期間にシャドウ研修に向けてのオ
リエンテーションを設け，先輩看護師の姿を見ながら，
患者さんにとってどうであるのかという視点で段階的に
観察をしてくることを伝えた。そして，新人看護師・先
輩看護師には，３日間の研修目的も記載された研修シー
トの説明も行った（表３・表４・表５）。

４．シャドウ研修の実際と今後の課題

　午前中は，各部署に２～３名の新人看護師を配置し，

表１　シャドウ研修の目的・目標・スケジュール

目的

①看護師の活動の実際を見学することで，リアリティショックの緩和を図り，職場適応を促進させる
②�チームメンバー間の協力・連携・情報交換の場面の見学を通して，チームの一員として働くイメージをもつことが
できる

③新人看護師，または新人看護師を受け入れる先輩看護師が，互いの理解を深め合う期間とする

目標

①新人看護師が，部署の流れや患者の生活環境，過ごし方について理解ができる
②新人看護師が，各部署での日常的に行われる処置やケアを見学する
③新人看護師が，複数の患者を受け持ち優先順位を考えて実践する看護師の動きを観察する
④新人看護師が，臨床の雰囲気を感じ，部署のスタッフと円滑なコミュニケーションを取るきっかけが作れる
⑤先輩看護師が，新人看護師との関わりを通して，新人看護師の特徴を理解し，職場でのOJTをイメージできる

スケジュール

１回目：部署配属が決定する前の初期研修開始後約１週間
２回目：部署配属が決定する前の，初期研修中盤
３回目：部署配属が決定してから，初期研修終了直前
実施回数：３回
実施時間：午前中各病棟でシャドウ研修
　　　　　午後に振り返りのGW２時間実施

表２　シャドウされる先輩看護師の条件

・看護実践において，根拠を言語化して伝えることが出来る看護師
・患者の目線になって，伝えることが出来る看護師
・新入職者の教育に関心がある看護師
・新入職者の質問に丁寧に答えてくれる看護師
・この研修に意図的に携われることによって効果（内省）を期待したい看護師
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 シャドウ研修①　　　　研修病棟名：
              　　　　　   氏名：

目的①看護活動の場である病棟・病室の特徴、雰囲気について
  ②患者の生活の場である病室がどのように整えられ工夫されているか
   （安全面・療養生活の場としての視点）
  ③看護師の看護・仕事を実際に見る（仕事の流れ、仕事内容、必要な物品等）

☆事前学習
 病棟の特徴
（病床数や対象
患者など）

病棟・病室環境
での気づき

看護の
仕事内容

「患者さんにとってどうか」

という視点で

見て考えてみましょう！

表３
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 シャドウ研修②　　　　　研修病棟名：
　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：
目的①看護師の看護・仕事の実際を知ることができる
   ・仕事内容 何人の患者を見ているのか  
   ・タイムスケジュールをどのように組み立てているのか
   ・看護師間、医師などの他職種との連携方法はどのようにしているか
   ・どのような患者を受け持っているのか

☆事前学習
 病棟の特徴
（病床数や対象
患者など）

患者層

仕事内容

仕事の計画の立
て方

他職種との
連携

「患者さんにとってどうか」

という視点で

見て考えてみましょう！

表４
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 シャドウ研修③　　　研修病棟名：
      　　　　　　　　　　　 氏名：
目的①看護の実際を学ぶ
  ・臨床の場面でどのような看護実践が行われているか
  ・バイタルサインの測定、患者とのコミュニケーションなど
  ・全身清拭、食事介助、排泄など日常生活援助の技術について
  ・点滴管理、内服管理（安全確認の仕方）
 ②患児の月齢、年齢、発達状況に合わせた看護について学ぶ
 ③報告の仕方
 ④先輩看護師とコミュニケーションをとり、各場面での判断・アセスメントなど思考過程に触れる

☆事前学習
 病棟の特徴
（病床数や対象
患者など）

患者に合わせた
看護の工夫

報告の仕方

安全管理

日常生活援助

患者とのコミニ
ケーション

「患者さんにとってどうか」

という視点で

見て考えてみましょう！

表５
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その日の目的に沿った研修を先輩看護師が中心になり進
めていった。教育委員の看護師長は，午前中に各部署を
ラウンドしながら，先輩看護師がどのようなことに対し
て具体的に説明しているのかといった点や，新人の表情
や研修を受ける姿勢を含め観察をした。午後は教育委員
の看護師長がファシリテーターとなり，グループワーク
を中心に学びの共有を行った。ファシリテーターは，そ
の日の学びが感想だけとならないよう，患者・家族の立
場で先輩看護師はどのような看護を提供していたか，そ
して自分はどう行動したらいいかが考えられるような発
問を通し，気づきに結びつけるようにした。新人看護師
は研修中，先輩看護師が受け持っていた患者の急変対応
の場面に立ち合い，患者の状況に応じた仕事の優先順位
の変更や，チームでの協働を目の当たりにしたという発
表があった。これらより，先輩看護師の患者対応を直接
観察することで，患者への接し方や看護行為上の意思決
定の過程を学び取り，新人看護師は今後働く上でのイ
メージ化やリアリティ体験につながったと考えられた。
一方先輩看護師は，今回のシャドウ研修を通し，自分の
看護を言語化し伝えることで，自己の看護に対する姿勢
や看護行為の根拠を改めて振り返ることができたという
意見が多く聞かれた。新人看護師は，学生時代の臨床実
習を通し，実際の医療現場という環境の中で，患者や家
族と直接かかわり，自分の行う看護行為が双方向性であ
るか否かを生で感じるとともに，教科書上での学びとの
乖離に気付くことができる貴重な場となる。しかし，コ
ロナ禍により，それらの環境を直接的に体験する機会が
減ったため，配属部署に入る前に体験する機会をつくっ
たことは，リアリティショックの緩和に繋がったといえ
る。
　今回のシャドウ研修導入の取り組みは，新人看護師だ
けでなく，先輩看護師も普段行っている看護業務におい
て，あらためて意味づけを考える良い機会になったとい
えることから，シャドウ研修のねらいは達成できたと考
える。今後は，実際に臨床に慣れてきた段階において，
初期研修内でシャドウ研修を行う意義やねらいに沿った
効果があったか追跡調査を行い，次年度以降の研修計画
に反映していく必要があると考える。

５．結　　　語

　コロナ禍の中，集合研修を行うことへの懸念もあった

が，研修開催への会場確保及び各講義において，感染制
御室・事務部・薬剤部・医療技術部の方々にも大変なご
協力をいただきながら，無事に15日間の初期研修を行う
ことができた。この場をお借りし，謝辞を述べたい。今
後も看護部では，私たちはどのような看護師を育成した
いのかといった原点に立ち戻りながら，看護学生の教育
カリキュラムの改正や社会情勢の流れをみながら，新人
看護師の育成と研修の在り方について考えていきたい。

利益相反：本論文について開示すべき利益相反はなし。
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は じ め に

　極低出生体重児は，長期的に全身管理が必要なことか
ら正期産児と比べ両親が早期に育児ケアを経験すること
が難しい。このため，児との接触が遅れると，両親の育
児への満足度が減り育児不安が生じやすくなると考え
た。また，退院後も児の未熟性により医療的ケアが必要
となる場合もあり，育児ケアの他に医療的ケアも覚える
必要があるため，退院後の不安は一層大きくなると考え
る。実際に，極低出生体重児の両親へ退院指導を行った
際にも，退院時に育児ケアや医療的ケアの実施に対し不
安を訴えるケースがあった。育児ケアや医療的ケアの手
技獲得には個人差があると考えるが，「NICU 及び GCU
に入院した低出生体重児を持つ母親の育児に対する自信
は育児経験があるほど高い1）」と述べているように，入
院後早期から退院を見据えた指導の介入ができれば両親
の育児に対する経験値が上がり，退院後に自信をもって
育児をしていけるのではないかと考えた。NICU では，
プライマリー看護師を始めリーダー看護師や受け持ち看
護師が退院指導の必要性や介入時期を判断し退院指導を
行っているが，看護師が何に視点を置いて退院指導の必
要性や介入時期を判断しているのか，看護師の認識につ
いて調査したので報告する。

対象および方法

対象：�NICU 及び GCU での臨床経験３年以上の看護師
39名。（NICU及び GCUに勤務している看護師64
名のうち全体の61 ％）

期間：2020年９月から2020年10月まで

方法：�独自に考えた退院指導に関するアンケート用紙を
用いた質問紙調査。質問内容は，15項目の育児ケ
ア及び医療的ケアの退院指導を開始している時期
について選択式質問（複数回答可）を行った。ま
た，退院指導を開始する時期や内容で区別してい
ることや正期産児や正出生体重児への退院指導と
区別していること，退院指導を行う時に意識して
いることについての考えを自由記述にて質問を
行った。得た回答は，量的データは単純集計を行
い，質的データは著者がカテゴリー分けしてまと
めた。

用語の�定義：退院指導とは，本研究では沐浴や授乳，
抱っこ，おむつ交換など両親が児に対して行う生
活上の世話の他に経管栄養や浣腸などの医療的ケ
アを含める。

倫理的�配慮：研究対象者に研究説明書を添付した質問紙
を配布し質問紙の提出をもって研究への参加の同
意とした。質問紙は無記名とし個人が特定されな
いよう配慮した。なお，本研究は長野県立こども
病院看護部研究審査会の承認を得て実施した。

結　　　果

１．属性
　　NICU 及び GCU での臨床経験のある看護師39名に
質問紙を配布し25名より回答を得た。回収率は
64.1 ％。有効回答率は100 ％。
２．対象者の概要
　　看護師の経験年数は，５年未満は６名24 ％（ｎ＝
25），５-10年未満は５名20 ％（ｎ＝25），10年以上は
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14名56 ％（ｎ＝25）で，NICU・GCU の経験年数は，
５年未満が11名44 ％，（ｎ＝25），５-10年未満が４名
16 ％（ｎ＝25），10年以上は10名40 ％（ｎ＝25）で
あった。

３．退院指導開始時期は図１の通り，育児ケア及び医療
的ケアの15項目を３つの時期に分けてまとめた。退院
指導を開始する際に事前に必要な情報は表１の通り，
両親の意思や心身状態（72 ％），退院時に予測される
医療的ケア（68 ％），児の病状（56 ％）であった。極
低出生体重児の両親へ退院指導を行う際に意識してい
ることについて自由記載で得た回答は，表２の通り
《両親が児の理解を深められるように関わる》《両親
が家庭での生活をイメージできるように関わる》《両
親の精神状態に合わせて関わる》《両親が育児経験を
積めるように関わる》の４個のカテゴリーと10個のサ
ブカテゴリーに分類し，まとめた。退院指導で意識し
ていることや困っていることについて自由記載で得た
回答は，表３の通りにまとめた。

考　　　察

　結果より，退院指導の開始時期は入院直後の急性期，
人工呼吸器離脱後から新生児コットへの移床までの安定
期，新生児コット移床後から退院までの退院準備期の３
つの病期に分けることができた。以降，急性期，安定

期，退院準備期とする。急性期は，治療と安静が優先さ
れ入院早期から両親に育児ケアを実施してもらうことが
難しいため，親子の接触や退院指導開始が遅延しやすい
という現状がある。表３の結果から看護師は，低出生体
重児を持つ両親は児へ触れることやケアに抵抗感や恐怖
感を抱きやすいと感じ，入院早期から児の安静が保てる
範囲内で両親に対してタッチングやおむつ交換などを
行ってもらうことで児に慣れ，児に対して肯定的な感情
を持てるように親子の愛着を意図的に深めていた。「母
親の児への肯定感情を育むために母子接触を勧めること
が子どもへの肯定感情や親としての児が出生したことに
納得することとなり退院への確執たる意思を持つ2）」と
述べているように，急性期は両親が親となったことを受

図１　退院指導開始時期

表１　退院指導に必要な情報

人数（％）（ｎ＝25）

両親の思いや心身の状態 18人（72 ％）

退院時に予想される医療的ケア 17人（68 ％）

児の病状 14人（56 ％）

治療方針 ６人（24 ％）

退院の目安 ４人（16 ％）

両親への育児支援者 ４人（16 ％）

退院後の生活や生活場所 ４人（16 ％）

父母の面会頻度 ２人（８％）
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け入れ，児を肯定的に捉えられるようになる必要があ
り，親子の接触が重要な時期であると愛着形成の促進と
親子関係の確立の重要性を認識していたと考える。
　安定期は，両親の心身の状態を見ながら直接両親に沐

浴や直母などの育児ケアと浣腸といった医療的ケアの退
院指導が開始されていた。「両親の不安が軽減するきっ
かけは児の回復や成長を感じるとき3）」と述べているよ
うに，全身状態が安定し児に触れやすい療養環境となる

表２　極低出生体重児の退院指導で意識していること

カテゴリー サブカテゴリー コード

両親が児の理解を
深められるように
関わる

児の病状は両親がケアをで
きる状態かを確認する

・児の全身状態を確認する
・両親ができる日常的ケアを確認する

今後，児に必要なケアを確
認する

・今後どのような医療的ケアが必要になるかを確認する
・今後の方針を確認する

両親が児の病状と今後の経
過について理解できている
か確認する

・児に必要なケアについて両親がどのように理解しているかを確認する
・児の経過と今後の成長発達について，両親がどのように理解しているか
を確認する

両親が児の今後の成長発達
と正期産児との違いについ
て理解できているか確認す
る

・両親が極低出生体重児の特徴や正期産児との成長発達の違いをどのよう
に理解しているかを確認する

・両親が児の様子に合わせて育児ケアや医療的ケアを実施できているか手
技を確認する

・両親が児を修正月齢で捉えられているかを確認する

両親の児に対する愛着を確
認する

・児に対する両親の受け止めや気持ちを確認する
・母子父子がどれくらい児と関われているかを確認する
・両親が育児ケアや医療的ケアを実施できるタイミングを確認する

両親が家庭での生
活をイメージでき
るように関わる

両親の退院後の生活に対す
る思いを把握する

・両親が退院後の生活をどのようにイメージしているか確認する
・退院までにすべき事を両親が理解できているかを確認する
・両親へ退院後の生活に関する情報を提供し退院準備ができているか確認
する

退院後の生活の場とサポー
ト体制を確認する

・退院後の生活の場，家族背景，支援者等の環境を把握する
・家族や地域のサポート体制及び退院後のフォロー体制を確認する
・育児支援者への退院指導の必要性を確認する

両親の精神状態に
合わせて関わる

両親の心身の状態を確認す
る

・育児ケアや医療的ケアの実施に対する両親の思いや認識を確認する
・両親の健康状態，既往歴，精神疾患の有無，性格などを把握する

両親が育児経験を
積めるように関わ
る

両親の育児ケアや医療的ケ
アの経験値を確認する

・両親がケアに対して不安や心配事はないか確認する
・両親の特性やケアの実施状況，理解度に合わせて指導内容や方法が適切
か確認する

指導に必要な期間を確認す
る

・両親の性格と指導実施状況を踏まえて必要な指導期間を評価する
・両親の面会頻度と退院の目安を把握する

表３　退院指導で感じていること，困っていること

【急性期】
・入院直後は，両親はタッチングなどの児に触れることに抵抗を感じている
・両親のケア中に児の状態変化が起こると育児ケアにマイナスイメージがつきやすく，今後の育児に
影響する

・愛着形成ができていなければ退院指導が始められない
【安定期】
・NICUでは，ゆっくり家族と関わって退院指導をする時間がない
・スタッフにより介入時期や方法がバラバラで介入が遅い
・浣腸の指導時期が患者それぞれである程度必要性がわかっているなら始められるようになればいい
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安定期は，成長していく我が子を見て両親が安心できる
頃であり，育児ケアに参加しやすい時期であると考え退
院指導を開始していたと考える。また，看護師は極低出
生体重児の両親は育児ケアに対し不安が生じやすいと感
じており，表２のように意識して両親と関わり，両親が
安心して育児ケアを行える時期と内容を見極めていたと
考える。このため，安定期は両親の受け入れや負担を考
慮して両親が不安を感じることが少ない育児ケアや簡単
な医療的ケアから退院指導を始めていた。
　一方で，病状が安定する安定期から両親へ退院指導を
行う事が望ましいと感じながらも「スタッフによって退
院指導の介入時期や方法がバラバラ」「NICU では，
ゆっくり家族と関わって指導をする時間がない」と，退
院指導開始時期の遅さや退院指導を行う時間的余裕のな
さの訴えがあった。退院指導の必要性が評価された後，
速やかに退院指導を開始したほうが良いと認識していて
も，実際には両親へ退院指導を行えていない現状がある
と考える。さらに，NICUでは一人の患者への処置の回
数も多く面会時に必要な指導ができないと感じていたと
推察される。退院指導の必要性や退院指導開始時期は看
護師一人一人によりアセスメントや判断が様々である。
このため，退院指導開始時期が統一されていないといっ
た認識になっていたと考える。面会頻度や時間に関係な
く，両親が面会される時間を貴重な時間と捉え退院指導
の実施状況について看護師間で情報を共有し，必要に応
じて調整する必要があった。看護師が統一した認識を
持って必要な時期に適切な退院指導が行えるように指導
方法及び内容について検討する必要性が考えられた。
　退院準備期は，退院後の生活と育児支援者を確認しな
がら両親に繰り返し育児ケアと医療的ケアを実施しても
らっていた。「新生児コット移床後には，母親としての
自信・役割が芽生え，肯定的感情が見られ育児への自信
も出てくる4）」と述べている。また，「育児経験によっ
て親としてのいいイメージを持つことが育児への自信を
高めるためには重要5）」と述べているように，退院準備
期は育児経験や成功体験を積み重ねる時期と認識してい
たと考える。また，育児ケアや医療的ケアの指導に加え
て緊急時の対応やフォローアップの説明を行い，両親へ
の退院指導の最終調整に移行し，退院後に自信をもって
児への対応ができるように関わっていた。
　看護師は，急性期・安定期・退院準備期の各病期にお

ける児の病状や両親の心の動き等，親子の特徴を捉え両
親の状況に合わせた指導の必要性をアセスメントして各
病期に合わせた指導内容を調整していた。また，退院指
導を通して両親が育児経験を積み重ねられるように早期
からの育児指導介入の必要性を認識し，退院指導の開始
時期を検討していた。

結　　　論

１．入院後早期は，親子の愛着形成の促進と親子関係の
確立に向けて関わっていた
２．退院指導開始時期の認識の違いと退院指導を行う時
間的余裕のなさを認識していた
３．急性期・安定期・退院準備期の各病期に合わせて病
状と家族背景をアセスメントし退院指導内容を調整し
ていた

利益相反：本論文について開示すべき利益相反なし。
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Ⅰ．は じ め に

　医療技術の進歩に伴い，医療的ケアを受けながら在宅
で生活する医療的ケア児が増加している。中村の報告に
よると，平成30年の医療的ケア児の全国総数は19,712人
であり，10年前から２倍に増加している1）。その中で重
症心身障害児（以下，重症児）は濃厚な医療的ケアを要
することが多いが，重症児の健康問題として身長の伸び
や筋痙縮に伴う麻痺性側弯症の進行，および呼吸・嚥下
障害等の二次障害が知られている。これら二次障害の進
行に伴い，一旦在宅で生活していたものの入院して新た
な医療的ケアを導入し，再び在宅生活を目指している重
症児やその家族は多い。これまでの在宅での生活が確立
していたところに，新たに必要になった医療的ケアを習
得し，その医療的ケアを組み込んだ生活を作り直すこと
は困難である。特に気管切開術後の医療的ケアの導入
は，重症児の生命に直結するため家族の負担が大きいと
いえる。
　今回われわれは，もともと在宅で生活していたもの
の，呼吸障害の進行で気管切開術を受けた重症児とその
母親の在宅移行支援を行った。わが子に気管切開術を受
けさせることを決断し，その後再び在宅生活を送る中
で，母親らの気持ちがどのように変化したかを振り返っ
た。

Ⅱ．対象と方法

１．対象
　もともと在宅で生活していた重症児で，呼吸障害の進
行により気管切開術を受け，再び在宅生活へ移行した重

症児の母親２名。今回，気管切開術を受けた当時のこと
を想起して質問に答えてもらう必要があるため，あまり
年数が経っていると想起しづらいと考え，気管切開術後
３年未満の重症児の母親を対象とした。

２．期間
　2020年８月～９月

３．方法
　重症児が呼吸・全身状態の評価目的で入院した際に，
母親にインタビューガイド（表１）を用いた50分程度の
半構成的面接を実施した。面接はプライバシーを保てる
環境を確保し，面接内容については許可を得てボイスレ
コーダーで録音するとともに，研究者が必要に応じてメ
モをとった。面接後，録音したデータから逐語録を作成
し，意味内容を損なわないように文脈をコード化して質
的に分析した。分析の過程においては，研究者間で十分
に検討を重ね，信頼性の確保に努めた。
　本研究は長野県立こども病院看護研究審査会の承認を
得て行った。対象となった母親には研究の目的，方法，
倫理的配慮について説明し，書面で同意を得た。

Ⅲ．結　　　果

１．重症児および母親の概要（表２）
　面接時の母親の年齢はともに40代であり，重症児の年
齢は５歳と15歳であった。気管切開術からは１年２か月
と１年５か月が経過していて，気管切開術後の在宅生活
期間は10か月と２か月であった。Ａさんの重症児は地域
サービスを利用して自宅で生活しており，Ｂさんの重症
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児は施設入所となっていた。

２．母親の気持ちの変化（表３）
　データを分析した結果，18のコードが抽出された。文
章中の〈　〉はコード，「　」は母親の言葉を表してい
る。（　）はインタビュアーが補足した内容を示した。
１）Ａさんの気持ちの変化
　将来的に気管切開術が必要になる可能性について，主

治医から何度か聞いていた。しかし，気管切開術につい
ての知識がないため恐怖が強く，ただ漠然と気管切開術
をしなくても大丈夫だろうと考えており〈気管切開術の
必要性から目をそむける〉様子があった。その中で気管
切開術を受けるか決断を迫られた時，答えを出すまでに
２週間しかなかった。同じ境遇にある児をもつ親の言葉
を聞いたり，主治医から気管切開孔を閉じることが出来
る可能性を聞いたりする中で，最終的には「“気管切開

表１　インタビューガイド

質問内容

～気管切開術まで

・気管切開術が必要になる可能性について聞いていましたか

・いざ気管切開術が必要になった時にどのくらい考える猶予がありましたか

・最終的に気管切開術を受ける決断をしたのはどのような思いからですか

・気管切開術を受ける決断をしてから実際気管切開術が行われるまでに準備したことは
ありますか

気管切開術～退院まで

・気管切開術後のお子さんをみてどのようなことを感じましたか

・気管切開術後に医療的ケアを習得していく中でどのような思いを持っていましたか

・気管切開術後に医療的ケアを習得していく中で支えになったことはありますか

・在宅移行を目指した準備をしていく中でどのような思いを持っていましたか

・在宅移行を目指した準備をしていく中で支えになったことはありますか

在宅生活を送る中で
・気管切開術後にお家で再び生活してみてどのような思いを持っていますか

・お家で生活する中で支えになっていることはありますか

表２　重症児および母親の概要

Ａさん Ｂさん

年齢 40代 40代

重症児の年齢 ５歳 15歳

重症児の性別 男 男

疾患名
21トリソミー

上気道閉塞症・喉頭軟化症
脳形成異常・脳室拡大
喉頭軟化症・気管軟化症

気管切開術施行時の重症児の年齢 ４歳 14歳

気管切開術を決断するまでの期間 ２週間 １週間

気管切開術からの期間 約１年２か月 約１年５か月

気管切開術後の在宅生活期間 約10か月 約２か月

家族構成 両親と重症児
母親と重症児

母方祖父母　　母の兄弟

気管切開術前の医療的ケア
口鼻腔吸引　経管栄養

投薬
口鼻腔吸引　経腸栄養

浣腸　投薬

気管切開術後の利用サービス
訪問看護（週２回）

医療型発達支援センター
施設入所
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をしないとお家には帰れません”。毎日回診の度に言わ
れてしょうがないと思った。」と〈医師の勧めを受け入
れる〉形で気管切開術を決断していた。
　気管切開術が行われ，気管切開孔が開いた重症児を見
てショックを受けながらも〈現実として受け止める〉様
子があった。また，ケアの方法について説明を聞き，見
学する中で〈気管切開部への恐怖〉を感じながらも，重
症児を〈自分がケアしていかなければならないという自
覚〉を持ち，ケア習得に励んでいた。退院の話が出てく
ると〈退院が見えてきたことへの喜び〉を感じていた。
しかし，この時期になって重症児の病状から姿勢の制
限，「（最初の話では）呼吸器を使わなくてすむ。この辺
で呼吸器持ち帰る話になった。“呼吸器ないと退院でき
ない”今度は呼吸器について覚えなきゃ。」と呼吸器導
入になり〈気管切開術を決断した時とは状況が変わる出
来事に適応していく〉ことも求められていた。
　気管切開術を終え，再び在宅生活を送る中では〈気管
切開術前の生活との変化への戸惑い〉を感じていた。し
かし「１年前には考えられない生活。具合が悪くて外に
は出せなかったのに，毎日センターに通ってる。そう
いった面でもやってよかったんだ。」と〈気管切開術を
受けたことにより重症児の体調が良いことへの喜び〉を
感じていた。
２）Ｂさんの気持ちの変化
　将来的に気管切開術が必要になる可能性について，主
治医以外の医療者から聞いたり，学校に気管切開術を受

けた友達がいたりしても「まさか（重症児の名前）が気
切（＝気管切開）するって思ってなかったし，お友達
だったけどそこに気になってみることはなかった。」と
〈気管切開術が必要になることに現実味がない〉様子が
あった。その中で気管切開術を受けるか決断を迫られた
時，答えを出すまでに１週間しかなかった。重症児の病
状の変化を母なりに感じており，楽にしてあげたいとい
う思いもある中で最終的には〈重症児が急変することへ
の恐怖〉から気管切開術を決断していた。
　気管切開術が行われ，気管切開孔が開いた重症児を見
てショックを受けながらも〈現実として受け止める〉様
子があった。また，ケアの方法について説明を聞き，見
学する中で〈気管切開部への恐怖〉と重症児を〈自分が
ケアしていけるのか不安〉を感じていた。退院の話が出
てくると〈退院への不安〉を感じていた。加えて，この
時期になって重症児の病状から喉頭気管分離術が必要に
なり，「分離（＝喉頭気管分離）にする時も急だった。
自分の気持ちについていけなくなった。」と〈気管切開
術を決断した時とは状況が変わる出来事に動揺〉してい
た。
　喉頭気管分離術を終え，施設入所となってからは〈新
たな人間関係の構築が重荷〉になっていた。その中で
「（重症児の名前）が学校に通えるってことは（重症児
の名前）にとって一番の良かったことなのかな。」と元
気に学校に通えている〈重症児の様子への喜び〉を感じ
ていた。

表３　対象の気持ちの変化

気管切開術まで 気管切開術～退院まで 在宅生活を送る中で

Ａさん

気管切開術の必要性
から目をそむける

現実として受け止める
気管切開術前の生活との変化

への戸惑い
気管切開部への恐怖

自分がケアしていかなければならないという自覚

医師の勧めを受け入れる
退院が見えてきたことへの喜び 気管切開術を受けたことによ

り重症児の体調が良いことへ
の喜び

気管切開術を決断した時とは状況が変わる出来事
に適応していく

Ｂさん

気管切開術が必要になるこ
とに現実味がない

現実として受け止める

新たな人間関係の構築が重荷気管切開部への恐怖

自分がケアしていけるのか不安

重症児が急変することへの
恐怖

退院への不安
重症児の様子への喜び気管切開術を決断した時とは状況が変わる出来事

に動揺
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Ⅳ．考　　　察

　２名の母親はともに，気管切開術の必要性に対する認
識が薄い中で気管切開術を受けるか決断しなければなら
なくなっていた。気管切開術後には，ショックや恐怖を
感じながらも現実を受け止め，新たに必要となった医療
的ケアの習得に励んでいた。一方で，気管切開術を受け
ることを決断した時とは状況が変わる出来事が起き，改
めて決断したり受け入れたりすることを求められてい
た。十分に考え，納得した上で気管切開術を決断したと
は言えなかったが，再び在宅生活を送る中で重症児の様
子に喜びを感じ，気管切開術を受けたことを肯定的に受
け止められるようになっていた。
　小倉らは“呼吸障害に伴う医療的ケア（気管切開な
ど）の導入では，生命に直結する処置であることから，
時間的余裕がない場合も想定される”と述べている2）。
実際に今回の母親らも，気管切開術の必要性に対する認
識が薄い中で，時間的余裕もない状況で答えを出さなけ
ればならなかった。母親らの言葉から，医師からの説明
に納得して自分自身で決断を下す余裕はなく，医師の説
明にすがる思いで気管切開術を受けることを決断してい
たことが明らかとなった。また，金子らは，突然病気を
発症し医療的ケアが必要になった子どもの親に“どんな
になってもやっぱりこの子の親としてできることをした
い”という思いがあると述べている3）。今回の母親ら
も，気管切開術後にショックや恐怖を感じていたが，気
管切開術後に必要となった医療的ケアの習得に消極的な
様子は見られなかった。これは，医療者が母親に医療的
ケアへの参加を促したことも影響していたと考えられる
が，金子らの研究の親と同様に，重症児の母親として気
管切開術後もわが子をケアしていかなければならないと
いう意思の表れでもあったと考えた。橘らは，医療的ケ
アを必要とする子どもの在宅生活を継続している母親の
思いに“地域のサービスを利用しながら家族そろって生
活ができる喜び”があると述べている4）。今回の母親ら
も，気管切開術を受ける決断をする段階では十分納得し
ていたわけではなかったが，再び在宅生活を送る中で重
症児の体調の良さや元気に学校に通っている様子に喜び
を感じ，気管切開術を受けたことを肯定的に受け止めら
れるようになっていた。このような気持ちの変化が生じ
た１つの要因として，地域のサービスが重症児と家族の

在宅生活を支えている可能性を考えた。

Ⅴ．結　　　語

　本研究の結果から，母親は時間的余裕があまりない中
で医師の説明にすがる思いで気管切開術を受ける決断を
していた。気管切開術後は，わが子をケアしていかなけ
ればならないという意思をもって新たな医療的ケアの習
得に励んでいた。一方で，気管切開術を受けることを決
断した時とは状況が変化し，改めて決断したり受け入れ
たりする必要があり揺れ動く気持ちを抱えていた。実際
に再び在宅生活を送る中では，気管切開術を受けたこと
で改善された重症児の生活の質に喜びを感じ，気管切開
術を受けたことを肯定的に受け止められるようになって
いた。

利益相反：本論文について開示すべき利益相反なし。
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長野県立こども病院　臨床医学研究助成制度

　長野県立こども病院医学研究助成制度は，小児期および周産期の先進高度チーム医療に貢献する臨床
医学研究の推進を目的とし，２年間の研究期間において，その研究に必要な経費を助成することを目的
として設立された。

＜平成31・令和１年度，令和２年度　臨床医学研究助成制度報告＞
１）リンゴ花粉―食物アレルギー症候群患者に対する二重盲検プラセボ対照食物負荷試験による，症状出現予測因子

とリンゴ品種間での症状出現の差異の検討　　小池由美　他
２）クリニカルシーケンスにおける遺伝カウンセリングの評価　　荒川経子　他
3）小児急性脳炎・脳症における免疫学的プロフィール解析　　河西彩香　他
4）非典型的な生化学的性状を示す Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis の菌種同定方法の検討　　久保田

紀子
5）早産児，極低出生体重児における経母乳サイトメガロウイルス感染児の長期予後　　小川　亮　他
6）Protocadherin (PCDH) 17に着目した新規白血病治療薬の開発　　坂下一夫
7）薬剤感受性試験を利用した臨床試験に向けた若年性骨髄単球性白血病の治療法の開発　　内田恵理子　他
8）長野県における小児緩和ケアネットワークの形成，発展に関する研究　　矢野恵理　他
9）次世代シークエンサーを用いたヒルシュスプルング病および同類縁疾患における原因遺伝子および Phactr 

family 遺伝子変異の検討　　樋口　司
10）新生児および小児における高比重リポタンパク（HDL）のコレステロール引き抜き能の評価　　二木亜希子　他
11）気管切開患児のグラム陰性桿菌伝播における病院の水回り環境と気管切開孔ケアとの関連　　寺島憲治　他
12）Ｔ細胞免疫異常に関連する骨髄不全症候群における遺伝子異常とその臨床的意義の解明　　小林　純　他
13）小児神経筋疾患に対するロボットスーツ HAL®（Hybrid Assistive Limb）の臨床効果の検討　　丸山　求　他
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１．研 究 目 的

　近年，花粉―食物アレルギー症候群（PFAS）の患者
が増加している。バラ科果物であるリンゴは PFAS の
中でも主要な原因食物である。PFAS は皮膚テスト
（SPT）が診断に有用とされている［１］が報告によっ
ては関連が少ないとするものもあり［２］，実際に食べ
てみて症状出現があるかどうか判断する必要がある。ま
た，リンゴ PFAS と診断された患者の中にはリンゴを
食べたいという希望がある患者も多く，品種間で症状出
現に差異があるのかを明らかにすることはリンゴ PFAS
患者にとってメリットが大きい。今回，リンゴの二重盲
検プラセボ対照食物負荷試験（DBPCFC）による品種
間での症状出現の違い，及びリンゴ PFAS の症状出現
予測因子の検討を行った。

２．方　　　法

　医師による診断を受けたリンゴ PFAS 患者6名を対
象として10種類のリンゴの DBPCFC を施行し，症状の
程度をビジュアルアナログスケール（VAS）で測定し
た。対象の各種特異的 IgE 値の測定，SPT を施行，リ
ンゴ品種間の Mal d １タンパク質量を ELISA で定量し
た。

３．結　　　果

　結果：各対象の品種による陽性率は，対象の6名のう
ちリンゴ２品種で VAS 陽性となったのが3名（3/6
名，50 ％），3，4，5品種で陽性となったのがそれぞ
れ１名ずつ（１/6名，17 ％）であった。SPT と VAS
との関連は，VAS 陽性かつ SPT 陽性となったのは，
12/18 種 類（ VAS 陽 性 か つ SPT 陽 性 /VAS 陽 性 ，
67 ％）であり，VAS 陰性かつ SPT 陰性となったのは，
21/37 種 類（ VAS 陰 性 か つ SPT 陰 性 /VAS 陰 性 ，

57 ％）であった（p＝0.103）。Mal d １特異的 IgE 値と
VAS は，今回の症例数では明らかな相関は認められず
（r＝0.5，p＝0.27），Mad d １定量と VAS にも関連は
なかった。

４．ま　と　め

　リンゴ PFAS 患者であっても， 品種によっては
DBPCFC で症状出現のないリンゴが複数存在した。ま
た，PFAS の診断方法の一つとされている皮膚テスト
は，PFAS 患者における症状誘発の指標とはならなかっ
た。Mal d １定量と症状出現とに明らかな相関はなかっ
たことより，PFAS 発症には他因子の関与が示唆され，
今後更なる研究を進めていく予定である。

１．C.Ortolian, M.I., A. Pastorello, R. Ansaloni, C. Mari, 
Comparison of result of skin prick tests (with fresh 
foods and commercial food extracts) and RAST in  
100 patients with oral allergy syndrome. Journal of 
Allergy and Clinical Immunology, 1989. 83 : p. 683-
690

２ ．Vlieg-Boerstra, B.J., et al., Identification of low 
allergenic apple cultivars using skin prick tests and 
oral food challenges. Allergy, 2011. 66 (4) : p. 491-
498

リンゴ花粉―食物アレルギー症候群患者に対する二重盲検プラセボ対照食物
負荷試験による，症状出現予測因子とリンゴ品種間での症状出現の差異の検討

研究代表者名（所属）：小池由美（アレルギー科）
研究分担者名（所属）： 徳永　舞（アレルギー科），沖嶋直子（松本大学） 

小林克彦（小林耳鼻咽喉科）
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１．背　　　景

　近年の難病医療拡充に伴い現在約80疾患で遺伝学的検
査が保険収載され，臨床現場の遺伝子解析の重要性が高
まっている。当院では信州大学医学部附属病院遺伝子医
療研究センターと協働し保険収載された遺伝性・先天性
疾患を中心に臨床的遺伝子解析（クリニカルシークエン
ス）を実施している。今回クリニカルシークエンスをめ
ぐる遺伝カウンセリングに対するクライエントの理解と
結果の受け止めについて19例で調査した。

２．方　　　法

　対象者は2018年４月～2020年２月にクリニカルシーク
エンスを提出し，結果開示後２カ月～10カ月経過した児
の親に記述式一部選択式アンケートを行い回答があった
19例を対象とした。アンケート記載内容および診療録よ
りデータを抽出し分析考察した。

３．結　　　果

　クリニカルシークエンスの受検に同意した主な目的は
児の診断・治療・健康管理に役立てることであった。遺
伝子変異が同定された９例ではクライエントの疾患に対
する理解に繋がり納得に至った症例もある一方で，家系
内への影響や患児への説明等についての不安，求めてい
た情報が得られない事で釈然としない感情や，親自身の
精神的な不安などが認められた。変異が同定されなかっ
た10例では原因不明である不安を感じると同時に，原因
が特定されなかった事への安心感も認められた。

　変異が同定された症例もされなかった症例も，今後も
継続した診療・関わりや，本人への遺伝カウンセリング
を希望していた。

　本研究の成果は，第44回日本遺伝カウンセリング学会
学術集会において発表した。

クリニカルシークエンスにおける遺伝カウンセリングの評価

研究代表者名（所属）：荒川経子（医療技術部こころの支援科）
研究分担者名（所属）：武田良淳（遺伝科，生命科学研究センター），近藤由佳（看護部）
研究協力者名（所属）：�久保田紀子（生命科学研究センター）�

山口智美（信州大学附属病院　遺伝子医療研究センター，�
　　　　　信州大学医学部　遺伝医学教室）�
髙野亨子（信州大学附属病院　遺伝子医療研究センター，�
　　　　　信州大学医学部　遺伝医学教室）�
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【は じ め に】

　小児急性脳炎・脳症は，さまざまなウイルスや細菌な
どの感染症や，自己免疫を原因とし，重症な後遺症を残
す，または死亡する可能性がある極めて重要な小児救急
疾患である。その中でもけいれん重積型急性脳症（以
下，AESD）は，国内でも最も多い病型であり，生命予
後は良好ではあるが，多くの症例で後遺症を残す。病態
としては，発熱当日または翌日にけいれん（１相目）で
発症し，一旦意識障害は改善するが，3～7病日目にけ
いれん（２相目）や意識障害の増悪を認める疾患であ
る。１相目のけいれんの時点では，熱性けいれん（以
下，Fs）との区別することは困難であるが，侵襲的な
治療が必要な AESD と不要な Fs とを区別することは治
療上重要であり，バイオマーカーの同定が望まれてい
る。

【対象・方法】

　2014年4月4日～2020年7月7日の期間に長野県立こ
ども病院で治療を受けた，AESD 患者17名，および Fs
患者8名を対象とした。血清・髄液中のサイトカイン・
バイオマーカーを，Enzyme-Linked Immuno Sorbent 
Assay 法もしくは Cytometric Bead Array 法で測定し
た。

【結　　　果】

　AESD 患者の１相目・２相目のけいれん時に採取さ
れた検体，Fs 患者のけいれん時に採取された検体を比
較したところ，血清中 Tissue inhibitor of metallopro-
teinase-1（以下，TIMP-1）について，AESD 患者の１
相目の検体が，２相目・Fs 患者検体と比較して有意に
高値であった。血清中 Matrix metalloproteinase-9（以
下，MMP-9）や，TIMP-1/MMP-9比の上昇は見られ

なかった。

【考　　　察】

　TIMP-1は，細胞外マトリックスを分解する MMP-9
の内因性阻害剤として知られており，TIMP-1/MMP-9
比がインフルエンザ脳症で上昇し，血液脳関門の破綻し
やすい状態になっていると報告がある。今回の結果では
血清中 MMP-9の上昇は，既報告と比較すると顕著では
なかったが，血清中 TIMP-1濃度上昇と相関していた。
AESD は，遅発性細胞死を伴うけいれん毒性が病態の
中心とされているが，今回の結果より血液脳関門の破綻
も AESD 病態に関与している可能性が示唆された。

【業　　　績】

・Kasai A, Shimizu J, Sato M, Kitamura M, Inaba Y, 
Motobayashi M. Reduced impact of viral load of 
HHV-6 in liquor on severity of AESD due to exan-
thema subitum : A case report and literature review. 
Brain Dev 2021 ; 43 : 879-83.

・河西彩香，本林光雄 他：HHV-6感染による AESD 患
者における脳脊髄液中 HHV-6ウイルス量の検討；第
63回日本小児神経学会学術集会，2021.5.29

小児急性脳炎・脳症における免疫学的プロフィール解析
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【目　　　的】

　Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis （SDSE）
は，ヒトの皮膚や上気道の常在菌であるが，皮膚・軟部
組織感染症および毒素性ショック症候群などの侵襲的な
病態を起こし得る菌種である。細菌学的には，Strepto-
coccus pyogenes に よ く 似 た コ ロ ニ ー 形 態 を 示 し ，
LanceField 分類でのＣ，Ｇ群，まれにＡ群抗原を保有
する。一般的には pyrrolidonyl arylamidase （PYR）試
験陰性であるため S. pyogeses との分別が可能である。
　 本 研 究 で は ， 血 液 培 養 検 体 よ り 検 出 さ れ た
LanceField A 群陽性，PYR 陽性を示した Streptococcus 
sp. の正確な菌種同定を行い，PYR 陽性を示す β 溶血連
鎖球菌の同定フローについて検討し，確定検査の方法を
確立することを目的とした。

【結　　　果】

　16S rRNA 遺伝子相同性解析と，Ｍタンパク遺伝子
emm による型別結果は，両法ともに S. dysgalactiae と
同定されたが，亜種の決定はできなかった。コロニー形
態とヒト由来分離株であることから総合的に SDSE と
同定した。これらの方法は有効な同定法であるが，所要
時間と経済的には問題があった。そこで，S. pyognes の
みが有する speB 遺伝子1）と syp1258遺伝子2），SDSE の
みに特異的な16S rRNA 配列3），A 群 SDSE のみに認め
られる特異的配列3）を増幅する conventional PCR によ
り，PCR 増幅の有無のみで S. pyogenes を否定し，
SDSE であることを確定できる系を作成し，当該株を解
析したところ，LanceField A 群 SDSE であると確定で
きた。
　本研究の過程において特に注目するべき新たな知見が
得られ，論文投稿準備中である。

【考　　　察】

　SDSE と S, pyogenes とは，種間の有意な組み換えが

報告されており，水平遺伝子移動によってさまざまな遺
伝子を共有しているとされるため，単座配列での同定は
困難である4）。本研究にて用いられた S. pyogenes 特異
的 PCR２種，SDSE 特異的 PCR１種，LanceField A 群
SDSE 特異的 PCR１種は，それぞれ分子疫学的な観点
からセレクトされており，同時に検索することで菌種同
定の正確性を高めることが可能になると考えられる。最
終的には生化学的性状も加え，より正確な菌種同定を行
うことで疾患との関連性についての知見を蓄積していく
ことが臨床検査において求められる。

【参 考 文 献】

1）Louie L et al. doi : 10.1128/JCM. 36.6.1769-1771.1998
2） Kerdsin A et al. doi : 10.1016/j.mcp.2017.06.007
3） Ishihara H et al.. doi : 10.1099/jmm.0.001322
4） Jensen A et al. doi : 10.1128/JCM.05900-11

【業　　　績】

第31回日本臨床微生物学会総会・学術集会　2020/１/30
大塚彩香，小出将太，久保田紀子　非典型的な生化学的
性状を示す S. dysgalactiae subsp. equisimilus による菌
血症の１例

非典型的な生化学的性状を示す Streptococcus dysgalactiae subsp. 
equisimilisの菌種同定方法の検討

臨床検査科　久保田紀子
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【研 究 目 的】

　近年，早産児の後天性サイトメガロウイルス（CMV）
感染症が問題となっている。CMV は既感染の母親の母
乳中に含まれ後天性感染を引き起こす。赤血球輸血も感
染経路となりうるが，当院では CMV 陰性血を使用して
いるため感染は生じない。後天性感染の一部は敗血症様
症候群をきたし致死的になりうる。敗血症様症候群をき
たさない場合でも，長期的な認知機能や運動機能に影響
を与える可能性が指摘1）されているが報告は少ない。
　これまで，我々は「早産児，極低出生体重児における
経母乳サイトメガロウイルス感染の感染率とその影響」
という臨床研究を行い，経母乳 CMV 感染の感染率・発
症率ならびに主に退院までの短期的な予後に関して研究
を行ってきた。今回，こうした児を対象に学童期を含め
た長期的な発達予後への影響を評価することを目的とし
た。

【方　　　法】

　当院で出生した出生体重1500ｇ未満もしくは在胎32週
未満の新生児で家族の同意が得られた児を対象とした。
出生後3週間以内（１回目）と修正35週以降（２回目）
の２回尿を採取し尿中 CMV DNA 検出キットを用いて
感染の有無を調べた。１回目陽性を先天性感染，１回目
陰性２回目陽性を後天性感染と定義した。検査を行った
児のうち，後天性感染のあった児，感染のなかった児の
２群に分け周産期情報や臨床経過などを診療録から収集
し比較を行った。長期予後の評価に際しては，当院の極
低出生体重児のフォローアップに準じて発達評価を行っ
た。

【結　　　果】

　対象は146例であった。同意なし10例，早期死亡3例
など15例を除外し検査実施できたのは131例であった。

現在長期予後データを追跡・収集中である。
　本研究の成果は第123回日本小児科学会学術集会にお
いて報告した。

【参 考 文 献】

１）Bevot A, Hamprecht K, Krägeloh-Mann I, et al. 
Long-term outcome in preterm children with 
human cytomegalovirus infection transmitted via 
breast milk. Acta Paediatr. 2012 ; 101 : 167–72

早産児，極低出生体重児における経母乳サイトメガロウイルス感染児の長期予後
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１．は じ め に

　若年性骨髄単球性白血病（JMML）の根治的治療は造
血幹細胞移植であるが，その治療成績は5割前後で，難
治性の白血病の一つである。造血幹細胞は胎生初期に
AGM 領域で発生，増殖し，胎児肝さらに骨髄へと移動
すると考えられている。AGM 領域を胎生10.5日のマウ
ス胚から採取し樹立したストローマ細胞株が AGM-S3
である。JMMLCD34陽性細胞の幹細胞を AGM-S3と

サイトカインで共培養すると CD34＋CD38-細胞の増殖
が認められ，ストローマ細胞を OP-9（新生児マウス骨
髄由来ストローマ細胞株），MS-5（成人マウス骨髄由
来ストローマ細胞株）に替えて検討を行ったところ，
CD34＋CD38-細胞の増殖割合は減少あるいは消失した
ことから JMML 白血病幹細胞の増殖には未熟な造血環
境が非常に重要な役割を担っているとこが推察された
（Sakashita et. al Leukemia, 2015）1）。以上のことから
造血幹細胞ニッチと JMML 白血病性幹細胞の細胞間作

Protocadherin (PCDH) 17に着目した新規白血病治療薬の開発

研究代表者名（所属）：坂下一夫（血液腫瘍科）
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図１
（a）発現解析を行なった白血病細胞株の中で最高レベルの mRNA 発現を示した KU812細胞における
PCDH17発現は，lenti-PCDH17-shRNA particles を導入によりノックダウンされた。PCDH17発現の
減少により，細胞増殖が増加した。 （b）PCDH17-ORF-expressing retroviral particles を，PCDH17
発現を欠く Kasumi1細胞にトランスフェクトした。PCDH17を発現する Kasumi1細胞は，コントロー
ルと比較して有意に増殖抑制を示した。（Uyen, Sakashita et al, Int J Hematol, 2020）［3］

平成31・令和１年度，令和２年度　臨床医学研究助成制度報告

　50

009_臨床医学研究助成制度報告（長野県立こども病院医学雑誌_Vol.5 No.1）.indd   50 2022/08/22   10:12:04



用が JMML 白血病性幹細胞の増殖に与える影響を解析
することにより JMML の発症および治療に結びつく可
能性があり解析を開始した。この研究の過程でカドヘリ
ンスーパーファミリーに属する PCDH17に注目した。
これまでに急性リンパ性白血病においては PCDH17遺
伝子のプロモーター領域のメチル化が予後に関連してい
る こ と を 報 告 し た（ Uyen, Sakashita et al, Pediatr 
Blood Cancer 2017）2）。今回さらに白血病細胞株を使用
し，PCDH17の機能について解析を行なった。

２．方法と結果

　PCDH17の高発現している細胞株 KU812を用いて
shRNA 法を用いて遺伝子をノックダウンし，細胞増殖

を検討したところ細胞増殖は増強した。次に PCDH17
の発現のない細胞株 Kasumi1を用いて PCDH17を過剰
発現させたところ，細胞増殖が抑制された（図１）。さ
らに正常臍帯血 CD34陽性細胞を使用し，PCDH17を
ノックダウン及び過剰発現させ，細胞増殖及びコロニー
形成能を検討した。ノックダウンをすると細胞増殖とコ
ロニー形成能が増強し，過剰発現させるとそれらが抑制
された（図２）これらの結果から PCDH17はがん抑制
遺伝子としての働きがあることが示唆された（Uyen, 
Sakashita et al, Int J Hematol, 2020）3）。さらに JMML
と同様に RAS 遺伝子経路に変異を持つ THP1細胞株に
PCDH17を過剰発現させその機能について解析を進め
ている。過剰発現させることにより細胞増殖は抑制さ

図２
PCDH17発現が正常な造血細胞に及ぼす影響を調べるために，lenti-PCDH17-shRNA particles を CB 
CD34陽性細胞にトランスフェクトし，GM-CSF＋SCF で培養した。細胞増殖は（a）対照細胞と比較
して有意に増加したが，PCDH17発現の低下はコロニー形成能の能力に影響を与えなかった（b）。
PCDH17-ORF-expressing retroviral particles を CB CD34陽性細胞にトランスフェクトし過剰発現さ
せた。これらの細胞は，対照細胞と比較して明らかに増殖阻害を示し（c），GM コロニー形成能の低下
を示した（d）。（Uyen, Sakashita et al, Int J Hematol, 2020）［3］
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れ，ERK のリン酸化は抑制された。さらに PCDH17を
高発現させた THP1は MEK 阻害剤に対する感受性が増
強した。現在そのメカニズムについて RNA シークエン
スを用い現在解析中である。

３．結　　　論

　PCDH17はがん抑制遺伝子の可能性が示唆された。
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目　　　的

　若年性骨髄単球性白血病（JMML）の発症関連遺伝子
は約90 ％の症例で同定されるようになった。 また
JMML は均一な疾患ではなく，治療抵抗性の症例から
経過観察のみで血液学的に軽快する症例など様々な臨床
経過を示すことが明らかとなった。根治的治療は造血幹
細胞移植であるが，その治療成績は5割前後で，難治性
の白血病の一つである。最近の医療の進歩により期待さ
れる分子標的治療薬が次々登場してきている。MEK イ
ンヒビターである trametinib の臨床試験が米国で実施
されているが，その結果が出るのが数年先になると予想
される。JMML の新薬導入に関する問題としては，有
望な分子標的治療薬が登場しても希少であるため症例の
リクルートに時間を要する。今後も新薬の登場が予想さ
れるが，希少疾患であるがゆえにその一つ一つに対して
臨床試験を行い，その有効性を調べ臨床導入までとなる
と莫大な労力と時間が必要である。臨床試験の実施前に
JMML に対する有効性について薬剤感受性を利用して
スクリーニングができれば，かなりの時間の節約が可能
である。最近，我々は JMML の白血病性幹細胞を末梢
血から大量に増殖させる培養法を確立した（Sakashita 
et al. Leukemia 2015）。この培養系を改変して JMML
の白血病幹細胞に対する薬剤感受性試験の系を確立し
た。この実験系を利用し薬剤個々の感受性のみならず，
組み合わせでの検討を行い，JMML に対して有望な治
療法となりうるか基礎的検討を行なった。

方　　　法

１．JMML 白血病性幹細胞（CD34陽性細胞）をター
ゲットとした薬剤感受性を検討する系を確立した。検
討した薬剤剤は MEK 阻害剤，JAK 阻害剤，PI3K 阻
害剤，mTOR 阻害剤，HDAC 阻害剤，DNMT3阻害
剤，移植前処置（BU，FLUD，LPAM，CY）16種類

である。JMML 白血病性幹細胞をマウスストローマ
細胞である AGM とサイトカンで培養することにより
幹細胞を増幅させた後，薬剤感受性を測定した。Cell-
Titier Glo Luminescent Cell Viablity Assay（Prome-
ga）を用い，ルミノメーターを用いて発光シグナル
を測定した。Grafphad Prism Software を用い増殖抑
制を50 ％阻害する値を求めた。

２．RAS 経路遺伝子変異を持つ造血器腫瘍の細胞株を
用いて薬剤Ａと薬剤Ｂにおける IC50を求め，その薬
剤濃度を１：１で混合し，併用効果は解析ソフト
CalsuSyn 2.0を用い，Combination Index（CI）を評
価した。CI＝0.8～1.2ならば相加であり，CI＜0.8は
相乗的であるが CI の値が小さいほど相乗効果が強
く，CI＞1.2であれば２剤併用は拮抗的と評価され
る。

結　　　果

　RAS 経路遺伝子変異を持つ細胞株を用いて薬剤Ａと
薬剤Ｂの組み合わせは細胞増殖抑制について相乗効果が
あることを証明した（現在追加の実験と論文化を進めて
おり，使用薬剤の非公表）。薬剤Ａ及び薬剤Ｂ共に ERK
のリン酸化を低下させ，併用効果によりさらにリン酸化
を低下させた。またこの併用効果は増殖抑制のみでな
く，アポトーシスをより誘導していることを証明した。
以上の結果から RAS 経路遺伝子変異を持つ JMML は
薬剤Ａと薬剤Ｂの併用療法に効果的な治療法である可能
性が示唆された。この結果に基づき JMML 白血病性幹
細胞（CD34陽性細胞） を用いて検討を行なった。
JMML 白血病性幹細胞（CD34陽性細胞）を用い，CI を
求めたところ相乗効果を持って細胞増殖を抑制し，
ERK のリン酸化を抑制した。メチルセルロース法を用
いて幹細胞のコロニー形成能を検討したところ併用によ
り強力にコロニー形成能を抑制した。さらにアポトーシ
ス誘導能を検討したところ併用によりアポトーシスを強

薬剤感受性試験を利用した臨床試験に向けた
若年性骨髄単球性白血病の治療法の開発
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力に誘導した。

結　　　論

　以上の結果から薬剤Ａと薬剤Ｂの併用療法は JMML
の新規薬剤療法となり得る可能性があることが示唆され
た。この結果をもとに新たな臨床試験に向けた取り組み
を行いたい。
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【は じ め に】

　小児がんの終末期や遺伝性疾患などで，症状緩和や精
神面のサポートなど緩和ケアが必要な小児患者・家族が
在宅療養を選択するケースが増えている。在宅療養を支
えるためには，診療を行ってきた病院のみならず，地域
の基幹病院，訪問看護ステーションなど多くの医療資源
が必要である。しかし様々な課題から支援が十分に得ら
れず在宅移行がスムーズに進まないことも少なくない。
そこでネットワークの形成や課題解決を目的とした第一
回長野県小児緩和ケアカンファレンスを開催した。

【結　　　果】

　緩和ケアが必要な小児がん患者の在宅療養に携わる長
野県内の基幹病院，在宅医，訪問看護ステーション等を
対象にアンケートを送付し，集計後に第一回小児緩和ケ
アカンファレンス：2020年２月１日長野県立こども病院
にて開催（以下カンファンレンスとする）を行った。ア
ンケートは計15施設から回答が得られた。過去10年間に
おける小児の在宅支援症例数は10症例以上という施設が
全体の7割近くを占めていたが，予後不良な小児がん患
者の症例数は２割が経験がなく，7割以上が5症例未満
だった。予後不良な小児がん患者を支援する上での課題
として「治療が難しくなった時点で支援を開始する時に
患者，家族との信頼関係をどう築くか」，「治療施設との
連携」，「経験が少ない中で緩和ケアを上手く行っていけ
るか」などが挙がった。カンファレンスでは，行政に所
属する看護師を含めた長野県内の17施設から40名の医療
者の参加があった。在宅輸血を行った症例，在宅医が精
神的ケアを行った AYA 世代の終末期患者の症例報告，
予後不良な小児がん患者の支援を行う上での困難感や必
要な連携に関する小グループでのディスカッションを
行った。ディスカッションでは「薬の使い方や評価の仕
方が分からない」，「地域で関わるスタッフも病院での大
事な話し合いの場に同席したい」，「文書以外での情報共

有方法が大切」といった意見や「小児の場合は使える資
源が少ない」，「レスパイト先が少ない」といった医療資
源に関する意見も聞かれた。開催後のアンケートからは
「予後不良な小児対応の経験がほぼない中で事例につい
て聞けて良かった」，「継続的なプログラムを企画してほ
しい」との声が聞かれた。

【考　　　察】

　アンケート調査，カンファレンスを行ったことで，長
野県における緩和ケアが必要な小児患者・家族を支援す
る上での課題が明らかになった。多くの医療者は経験が
少ない中で困難感を抱えながら支援を行っているのが現
状で，知識や技術の向上，治療施設との密接な連携を求
めていることが分かった。ネットワークを形成していく
ためには顔の見える関係づくりは不可欠であり，カン
ファレンス開催は非常に有効であったと考えられた。ま
た小児は医療資源に関する課題も多く，今回行政の職員
の参加を得られたことは今後の連携を考えていく上でも
貴重な機会になったと考えられる。第１回目は予後不良
な小児がん患者に焦点を当てたが，今後は非がん患者を
含めた支援や，小児患者支援の経験のない施設との連
携，オンラインを活用したネットワーク形成についても
検討を行っていきたい。本内容は，第17回長野県緩和医
療研究会および第125回日本小児科学会学術集会で発表
予定である。

長野県における小児緩和ケアネットワークの形成，発展に関する研究
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目　　　的

　ヒルシュスプルング病は5,000人に１人と言われ，肛
門側腸管の神経節欠如により腸管蠕動運動障害を生じ
て，慢性便秘や拡張腸管（巨大結腸）などを呈する疾患
である。原因遺伝子として RET や EDNB3などが判明
しているが，特定できるのは患者の3割程度である。原
因遺伝子変異と重症度との関連について言及した報告は
ほぼ皆無である。
　 phactr family 遺 伝 子 は 信 州 大 学 で 発 見 さ れ た
scapinin を発端とする4つの相同遺伝子であり，神経系
に発現が認められるが個々の機能についてはまだ不明な
点が多い。このうち phactr4では変異マウスにおいて腸
管神経の伸長障害が認めてられており，ヒルシュスプル
ング病の病態を説明しうるが，ヒトでの変異の報告はま
だない。
　本研究ではヒルシュスプルング病および同類縁疾患患
者において，既知の原因遺伝子の異常の有無を解析し，
それぞれの患者における原因遺伝子と重症度との関連を
検討する。また Phactr4遺伝子を含む phactr family 遺
伝子の変異の有無を解析し，病因の一つと考えられるか
どうかを明らかにする。

方　　　法

　当院においてヒルシュスプルング病および同類縁疾患
と診断された患者およびその両親の末梢血から DNA を
抽出し，次世代シークエンサーを用いて既知の原因遺伝
子51種と Phactr family 遺伝子4種の遺伝子変異を検索
した。

結　　　果

　ヒルシュスプルング病の患者およびその両親を含め，
14家系42名で解析をほぼ終了した。
　Ｈ27-28年度に確定した家族例3名の RET 遺伝子新
規変異については，うち１名の重症化の原因考察も含め

た論文「Novel Causative RET Mutation in a Japanese 
Family with Hirschsprungʼs Disease : Case Report and 
Factors Impacting Disease Severity 」 が Journal of 
Pediatric Genetics に accept された。
　孤発例のうち２名（Hirschsprung 病，同類縁疾患各
１名）では RET 遺伝子の新規点変異が判明した。いず
れも既報の病原変異アミノ酸が別のアミノ酸に置換され
る missence 変異であった。うち１名では先天性腎低形
成も合併しており，この原因も RET 遺伝子変異である
ことが強く示唆された。

ま　と　め

　RET 遺伝子の新規変異を3家系5名で認め，一部は
英文論文として報告できた。phactr family 遺伝子変異
は解析した患者・家族には認められなかった。

次世代シークエンサーを用いたヒルシュスプルング病および
同類縁疾患における原因遺伝子および Phactr family遺伝子変異の検討
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【目　　　的】

　疫学的に抗動脈硬化作用が明らかにされている高比重
リポタンパク（HDL）は広く臨床検査で測定されてい
るが，近年はその量だけではなく質の評価が重要だと考
えられている。現在，コレステロール逆転送における
HDL のコレステロール引き抜き能（cholesterol efflux 
capacity：CEC）は質を評価する主要な機能検査とさ
れ，CEC に関する多くの研究が報告されているが，小
児における CEC に関する報告はほとんど見られない。
成人期の冠動脈疾患発症危険度の一部は胎児期の栄養に
関連があるという報告があることから，本研究では様々
な出生時体重の新生児および小児について CEC を測定
することによって，出生時体重，在胎週数と CEC の関
係を解析する。また，総コレステロール，中性脂肪，
HDL- コレステロール，LDL-コレステロールを測定し，
新生児および小児のリポタンパク profile と CEC を合わ
せて解析し，関係を明らかにする。

【対　　　象】

　当院で診療を受けた新生児，乳児，幼児および学童の
生化学検査終了後の残余血清を用いた。本検討は当院の
倫理委員会の了承を得て行った。

【方　　　法】

　CEC 測定は蛍光標識コレステロールを含むリポソー
ムをゲルろ過用樹脂に固定化したリポソーム固定化ゲル
ビーズ（immobilized liposome-bound gel beads：ILG）
を培養細胞の代わりとする方法で行った。異なるロット
の ILG を用いた分析においては十分な再現性が得られ
ないことがあるため，測定結果は冷凍保存した POOL
血清の CEC を毎回測定し，それに対する比率（相対
値）として評価した。また，同一検体の総コレステロー

ル，中性脂肪，HDL-コレステロール，LDL-コレステ
ロールの測定を行った。

【結果と考察】

　新生児および小児検体50件の CEC 測定と脂質項目の
測定を実施した。CEC 測定においては蛍光標識コレス
テロールを従来法より増量し，さらに CEC 測定検体の
蛍光強度からブランク検体の蛍光強度を差し引いて
CEC を算出することで，ビリルビンの影響を軽減する
ことが可能であることが確認できた。CEC の前処理を
含めた同時再現性と CEC 測定のみの同時再現性（CEC
の異なる２種類のサンプルを各々10回測定）は全て
CV10 ％以下であり，良好な結果であった。また，非抱
合型ビリルビンは20 mg/dL まで CEC に影響を認めな
かったが，抱合型ビリルビンは濃度が高くなるにした
がって，CEC が低値化する傾向を認めた。抱合型ビリ
ルビンが CEC の測定に何らかの影響を与えている可能
性が考えられたため原因について検証している。脂質項
目の結果は CEC の結果や患者情報と合わせて解析中で
ある。

新生児および小児における高比重リポタンパク（HDL）の
コレステロール引き抜き能の評価
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背　　　景

　気管切開をした小児が再入院となる原因の１つに緑膿
菌（Pseudomonas aeruginosa）の保菌がある。シンク
などの水周り環境は，気管切開を有する小児患者へのグ
ラム陰性桿菌の伝播の原因となり得る事が示唆されてお
りシンクを用いた清潔ケアによる伝播が懸念される。
　本研究の目的は，気管切開術を行った小児から検出し
た緑膿菌と水回りを中心とした患者周辺環境から検出し
た同菌種の関係性を，分子疫学的手法を用いて明らかに
する事である。

方　　　法

対象：2020年10月から2022年１月までに，当院第5病棟
に気管切開もしくは初回喉頭気管分離術を目的に入院し
た患児のうち同意の得られた者とした。
調査方法：患者の頸部皮膚，気管分泌物，気管切開孔等
から試料を採取した。環境からは，居室内のシンク，頭
部周辺のシーツ，人工呼吸器の回路，ステーション内の
調乳シンク等から試料を採取した。採取時期は，入院
時，術後 PICU からの転棟時，居室転室時，１週間後，
退院日とした。対象菌は緑膿菌とし，PCR-based ORF 
Typing 法（POT 法）を用いて伝播経路の探索を行っ
た。シカジーニアス分子疫学解析 POT キットを用い
て，PCR を行い，電気泳動によるバンドの有無を数値
化することで POT 値を算出した。

結　　　果

　2020年10月から2021年3月までに２名の患者及び患者
周辺の水回り環境から試料採取を行った。術前に１名の
患者の気道分泌物，枕周辺から P. aeruginosa が検出さ

れた。この患者の術後には，気道分泌物，気管切開孔，
枕周辺，人工呼吸器回路から P. aeruginosa が検出され
た。いずれも術前に検出されたものと同一株（392-16）
であった。また経過中に緑膿菌による創部蜂窩織炎のた
めに抗菌薬治療を必要とした。もう１名の患者から P. 
aeruginosa は検出されなかった。2020年10月から11月
まで１例目の患者の入院期間に，術後の患者居室内シン
ク排水溝から P. aeruginosa が検出され，患者と遺伝子
型が同一であった（392-16）。ナースステーション内の
調乳シンク内，シンク上及び排水溝から P. aeruginosa
が検出された。患者から検出された P. aeruginosa とは
遺伝子型が異なり同一シンク内や排水溝であっても採取
時期毎に遺伝子型が異なった（575-24,559-16,574-
16,367-16, 575-16）。

考　　　察

　１名の患者において手術前から緑膿菌の保菌が認めら
れ経過中に創部の蜂窩織炎による治療を要した。緑膿菌
の気道内保菌や気管切開部位への伝播により気管切開後
の術後感染の要因となりうる事が示唆された。寝たきり
の患者の枕元や人工呼吸器回路の一部ならびに居室内シ
ンク排水溝に患者由来の緑膿菌が検出された事からは，
患者ゾーンならびにエリア内は，患者固有の細菌フロー
ラで汚染される事が示唆される。更には，患者居室内シ
ンク排水溝とナースステーションの調乳シンク排水溝か
ら検出された緑膿菌が同一株であった事からは，緑膿菌
がスタッフの手指や物品を介して病棟内に拡散している
可能性が示唆される。
　今後，論文投稿を行う予定であり，二重投稿に当たる
可能性があるため，詳細なデータの公開は差し控える。

気管切開患児のグラム陰性桿菌伝播における病院水回り環境と
気管切開孔ケアとの関連
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１．背　　　景

　骨髄不全症候群（BMF）には再生不良性貧血（AA），
骨髄異形成症候群（MDS），赤芽球癆（PRCA）などが
含まれ，これら疾患の一部では発症に免疫病態が関与し
ているとされる。
　BMF における遺伝子異常としては，AA の7％，
MDS の 2.5 ％ ，PRCA の 43 ％ に Ｔ 細 胞 に お け る
STAT3の体細胞変異を認めたとの報告があり，BMF
の病態に STAT3変異陽性Ｔ細胞が関与している可能性
が示唆されるが，その詳細は不明である。また，BMF
における STAT3以外の体細胞遺伝子変異像は明らかで
ない。BMF のＴ細胞における遺伝子変異プロファイル
と臨床像との関連を明らかにすることは，BMF の分子
病態の解明とそれに基づく新たな治療戦略の開発につな
がる可能性がある。
　本研究では，BMF における体細胞遺伝子変異を網羅
的に解析し，その臨床的意義を検討するための遺伝子パ
ネルを確立した。

２．方　　　法

１）全エクソンシークエンス（WES）
　PRCA 10例を対象に，末梢血単核球を分離後 CD4，
CD8陽性Ｔ細胞を分取してそれぞれ DNA を抽出した。
Ion Ampliseq Exome RDY kit にてライブラリを作成
後，Ion Chef にて540chip にローディング，Ion S5シー
ク エ ン サ ー で シ ー ク エ ン ス を 実 施 し た 。 解 析 は
Ampliseq Exome tumor-normal pair ワークフローを用
いて CD4，CD8陽性Ｔ細胞それぞれ遺伝子変異を抽出
した。
２）アンプリコンシークエンス

　PRCA 24例の末梢血単核球から DNA を抽出し，
WES の結果を元に作成した遺伝子パネルを用いて Ion 
S5シークエンサーにてディープシークエンスを実施し
た。

３．結　　　果

　PRCA 10例の WES にて検出された遺伝子変異の中央
値は CD4陽性Ｔ細胞で5（範囲0-8），CD8陽性Ｔ細
胞で14（範囲6-23）であり，102の遺伝子で変異が検出
された。その中からリンパ系腫瘍において重要と考えら
れる遺伝子を中心に52遺伝子をターゲットとしたプライ
マーセットを構築した。本研究にて構築した BMF の遺
伝子解析用パネルを用いた PRCA 24例の解析では，
STAT3に加え TET2，MUC17，KMT2D などの遺伝
子変異を検出した。

４．ま　と　め

　BMF での網羅的遺伝子解析パネルを構築し，PRCA
において複数の遺伝子変異を検出した。今後は AA や
MDS も解析に含め，BMF における疾患群別の遺伝子
変異プロファイル，および病態との関連について解析し
ていく。

Ｔ細胞免疫異常に関連する骨髄不全症候群における
遺伝子異常とその臨床的意義の解明

研究代表者名（所属）：小林　純（臨床検査科）
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１．は じ め に

　ロボットスーツ HAL®（Hybrid Assistive Limb：以
下，HAL）は2015年，緩徐進行性の神経筋疾患8疾患
を対象に「生体信号反応式運動機能改善装置」として薬
事承認されたが，18歳以上を対象としており小児神経筋
疾患患者に対する有効性と安全性のデータはない。そこ
で，小児神経筋疾患患者に対して HAL を用いて歩行運
動を行った際の安全性，効果を検証した。

２．対象と方法

　当院で HAL 医療用下肢タイプＳサイズを用いた症例
を対象とし，診療録から後方視的に検証した。
　HAL 治療は原則月１回，3泊4日の入院で行った。
入院中に評価１回，HAL を用いた歩行・運動プログラ
ムを２回実施した。プログラムは，立ち上がり動作，院
内の廊下で50 m から100 m 往復歩行，座位で膝関節の
反復屈伸運動等を行った。運動中は脈拍と経皮的動脈血
酸素飽和度をパルスオキシメーターでモニターした。評
価は，身長，体重，周径，関節可動域，筋力，座位バラ
ンス，運動機能評価，歩行機能評価，日常生活動作評
価，記述式アンケートを行った。解析は，ビデオ動作解
析システム（Flame-DIAS Ⅴ：DKH 社），簡易歩行分
析システム（Reha Gait：キッセイコムテック社）を用
いた。なお，HAL 治療の実施に際しては，成人が対象
の治療として承認されており小児での経験が少ない点を
説明の上，同意を得て行った。

３．結　　　果

　対象は Duchenne 型筋ジストロフィー２名，肢体型
筋ジストロフィー１名，脊髄性筋萎縮症２型１名の計4
名。男児２名，女児２名。平均年齢17.0歳であった。介

入期間は6ヵ月から14ヵ月，HAL 治療の回数は延べ98
回となった。
　身体・運動機能の変化では，体重が8.4 kg 増加した
症例では，運動機能評価，日常生活動作評価で低下がみ
られた。ほかの症例では運動機能評価，日常生活動作評
価は維持から向上がみられた。関節可動域では膝関節で
は制限の改善・進行が混在していたが，足関節では維持
から改善がみられた。筋力は，体重が増加していた症例
では部位によって低下や増加が混在していたが，ほかの
症例ではおおむね向上がみられた。HAL を用いた歩行
運動が可能な3症例では全員に歩行機能の維持・向上が
みられた。
　アンケートからは，体力の向上，日常生活の意欲向上
等がみられたと肯定的な感想が聞かれた。
　安全面では，実施中に医師が中止を判断するほどの脈
拍の上昇，経皮的酸素飽和度の変化等はみられなかっ
た。また，実施後も翌日まで持ち越すほどの疲労感・筋
肉痛といった有害事象はなかった。HAL 本体が背部に
接触したことによる背部痛が１度発生したが，HAL を
装着する角度を調整することで解決できた。男児におい
ては，スリングによる圧迫で大腿内側および陰部に疼痛
を生じることあったが，ベルトにクッションを巻いた
り，位置を調整することで改善できた。足関節の可動域
制限にたいしては，踵を補高するインソールを追加して
対応した。

４．考　　　察

　関節可動域・筋力は各症例で低下・維持・向上が混在
した結果となった。HAL を用いた歩行運動が可能だっ
た3症例全員において，歩行機能の維持または向上がみ
られた。特に体重が増加した症例では運動機能，日常生
活動作が低下していたが，歩行機能は維持できていたこ

小児神経筋疾患に対するロボットスーツＨＡＬ®（Hybrid Assistive Limb）
の臨床効果の検討
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とから，HAL 治療が歩行機能の維持・向上に効果があ
り，機能低下の進行を遅らせることが小児においても認
められることを示唆する。アンケートからは，本人や家
族から，歩行できた喜びだけでなく，自立動作への積極
的な姿勢や意欲の向上などもあったということから，心
理的な効果も大きいことが明らかとなった。さらに，安
全面では，四肢の可動域制限などに対しては，インソー
ル等の工夫は必要であるが，循環器系に過剰な負担とな
らずに行えることが分かった。

５．結　　　語

　小児の神経筋疾患患者4例に対し，HAL 医療用下肢
タイプ S サイズを用いた歩行運動を行った結果，筋力
や関節可動域，歩行機能などに効果があり，原疾患の自
然経過による歩行機能の低下進行を遅くする効果がある
と考えられた。また，小児神経筋疾患に対しても安全に
実施できることが確認された。

６．主な発表等

　本研究の詳細な成果は，西川良太氏により長野県立こ
ども病院医学雑誌第4巻（2021）に投稿された。
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背　　　景

　こどもが健やかに育つためには，何が必要だろうか。
数ある中で最も大切なものは，母親あるいは父親との関
わりである。両親と子は，胎児期から親子としての関わ
りを持ち，出生や発育を経て家族として成長する。そし
てこの親子相互作用は，新生児集中治療室（NICU）で
も変わらず必要不可欠である。
　残念ながら旧来の NICU では，親子相互作用が必ず
しも重視されなかった。NICU は治療を行う場所であ
り，両親は治療を邪魔しない範囲で乳児と関わるべき，
という考え方が多くあった。しかし20年前頃から徐々
に，両親の力が NICU でも必要であることが科学的に
証明されるようになってきた。NICU に入院する乳児は
発達に問題を抱えることが多く1）-4），両親が NICU の治

療やケアに関与することで発達を改善できる可能性があ
る。家族とともに NICU で乳児の治療やケアを行う概
念を Family Centered Care（家族と一緒のケア）と呼
ぶ。
　Family Centered Care は，乳児・両親・医療のいず
れにも良い影響を与える。母児の長時間の抱っこやカン
ガルーケアは，乳児が将来に優れた運動能力を持つこと
と関連している5）。NICU に両親が毎日面会に来た乳児
は，学童期の行動・情緒面での問題が少ない傾向にあ
る6）。更に，Family Centered Care の広まりとともに，
家族を治療やケアに巻き込むための総合プログラムも作
成された。フィンランドの Close Collaboration with 
Parents training は，医療従事者のコミュニケーション
能力を改善させることで，両親の面会時間を増やし，母
の産後うつを減らした7）8）。カナダ発祥の Family Inte-

研究紹介

新生児病棟における Family Centered Care の現状および効果の検討

糸島　亮1）2），小田　新1），柳沢俊光1），深尾有紀3），百瀬弓子3），岡部稔枝3）

長野県立こども病院　新生児科1）　
University of Turku, Paediatrics2）

長野県立こども病院　新生児病棟3）

キーワード：新生児病棟，NICU，Family Centered Care，家族と一緒のケア，前向きコホート研究

 （受稿日：2021年12月１日）

　　
　こどもの健やかな発育のために，両親の存在が必要である。新生児集中治療室へ入院を必要とする乳児は，少なか
らず両親から隔絶される。しかし，新生児集中治療室で両親がケアや治療に関わることで，両親にも乳児にも良い影
響が出ることが，研究で明らかになってきた。家族とともに NICU で乳児の治療やケアを行う概念を Family 
Centered Care（家族と一緒のケア）と呼ぶ。
　本研究は，両親の病棟滞在時間，カンガルーケア，育児ケア，児との関わりの時間と，児や母の予後との関係を検
討するための，前向きコホート研究である。病棟滞在等の時間を日記として記録する。対象は，当院で日本人の両親
から出生し，NICU への入院が必要であった在胎34週以下の早産児である。一次アウトカムは，エジンバラ産後うつ
病質問票（両親の産後うつ病の指標）と赤ちゃんへの気持ち質問票（乳児に対する気持ちの指標）である。二次アウ
トカムは，児の入院期間，成長，母乳栄養と授乳，長期発達予後である。研究期間は2021年２月から2023年12月を予
定する。目標症例数は110例である。
　本研究は，両親の滞在が両親自身の精神的健康に与える影響を調べる，初めての研究となる。また，父が児に与え
る影響を調べる数少ない研究の一つでもある。本研究をきっかけとして，特に日本における Family Centered Care
の研究が促進されることを願う。
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grated Care は，院内感染を減らし，退院時の直接母乳
を促進し，医療費を削減した9）。
　一方で Family Centered Care には，分かっていない
ことも多い。両親の面会やケアへの関与が，両親自身の
心の健康にどう影響するかは，明確に示されていない。
NICU で父がどれほど大切かについても，十分には検討
さ れ て い な い 。 ま た ， 特 に 日 本 に お け る Family 
Centered Care は，科学的な研究が不十分である。
　当院の新生児医療は，生きるか死ぬかという観点から
言えば，間違いなく世界トップレベルである。在胎22週
あるいは300ｇ未満で生まれても，助かる可能性が十分
にある。しかし，新生児医療の真の目的は，児の救命だ
けではない。児の成長発達を支え，家族全体を幸福にす
ることを目指すべきである。当院の新生児医療に必要な
次のステップは，Family Centered Care を科学的な側
面から検討し，家族全体を支えるために何が必要かを，
病院全体で考えることである。本研究はその第一歩とし
て，当院における Family Centered Care の現状を把握
し，両親の面会やケアへの関与が両親や児に与える影響
を前方視的に調査することが目的である。

研 究 課 題

・当院 NICU において，早産児の両親は，どれほど病
棟へ滞在し，カンガルーケアを行い，児のケアに参加
し，赤ちゃんとの相互作用を行っているか。

・これらの行為が，両親の産後うつ病やボンディング
（つながりの気持ち）へどのような影響を与えるか。

・これらの行為が，児の修正36週や退院時において，母
乳栄養や直接授乳へどのような影響を与えるか。

・これらの行為が，児の入院期間，成長，発達予後にど
のような影響を与えるか。

研 究 仮 説

・両親の滞在，カンガルーケア，育児ケア，相互作用の
時間が長いほど，早産児の両親の産後うつが減少し，
親子のボンディングが改善する。

・両親の滞在，カンガルーケア，育児ケア，相互作用の
時間が長いほど，早産児の入院期間が短縮し，成長が
促進され，母乳栄養や直接授乳が促進され，発達が改
善する。

研 究 方 法

　両親の病棟滞在時間，カンガルーケア，育児ケア，児
との関わりの時間と，児や母の短期 / 長期予後との関係
を検討するための，前向きコホート研究である。両親の
病棟滞在時間，カンガルーケア，育児ケア，児との関わ
りの時間を記録し，FCC の量的評価を行う。同時に，
家族背景，分娩や診療の経過，児や両親の検査結果を取
得する。本研究は介入研究ではない。

倫理的配慮
　両親のうち少なくとも一方が，医師から口頭および書
面による説明を受け，同意することが必要である。両親
へ十分な検討時間が与えられるが，日齢７以内に同意す
ることが研究への参加に必要である。研究参加者へは匿
名番号を付与し，個人情報の保護に留意する。
　本研究は当院倫理委員会の承認を得て実施している
（Board Approval Number : S-02-68）。また，研究開
始前に www.clinicaltrials.gov へ登録を行った（registry 
number : NCT04761419）。

対象患者
　当院で日本人の両親から出生し，NICU への入院が必
要であった在胎34週以下の早産児が対象となる。除外基
準は，出生時に染色体異常の疑いを含む大奇形を持つ
児，NICU 入院中に死亡した児，両親の少なくとも一方
が日本人でない児，日齢７を超えて同意が得られないこ
とである。また，家族背景，児や両親の状態によって研
究の提案を行わないこともある。
　エジンバラ産後うつ病質問票の点数の差2.5を検出す
るためのサンプル数計算を行い（検出力： power 0.8，
有意水準：α 0.05），その結果から症例数は両親の数で
110例を予定した。多胎家族も含まれる可能性があるた
め，児の症例数としては130-140程度を想定している。
研究期間は２年間の予定だが，目標症例数に届かない場
合は延長する可能性がある。

評価と情報収集
　時間記録，その他の評価やデータ収集は，図１に示し
たスケジュールに沿って実施する。
時間記録：同意が得られた児の両親は，同意取得翌日か
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ら退院前日まで，「病棟滞在」「カンガルーケア」「育児
ケア」「その他の赤ちゃんとの関わり」の実施時間を時
間記録日記（図２）へ日々記録する。多胎児に対して同
時に実施したものがあれば，その全てを記録する。開始
と終了は５分刻みで記入する。カンガルーケアとは，父
や母が児を裸の胸元で抱き，スキンシップを行うことで
ある。近年は skin-to-skin contact と呼ばれることが多
い。育児ケアは，授乳・瓶哺乳・搾乳・栄養注入・おむ
つ交換・清拭・沐浴など，児のために実施するケア全般
と定義した。その他の赤ちゃんとの関わりは，抱っこ・
ホールディング・タッチング・見守り・語りかけ・読み

聞かせ・おもちゃでの遊び・日記作成など，赤ちゃんへ
の働きかけ全般と定義した。
日本語版エジンバラ産後うつ病質問票：母の産後うつ症
状に対するスクリーニング検査である10）。周産期領域で
広く利用され，日本語版の信頼性および妥当性も示され
ている11）。自己記入式の質問が10項目あり，それぞれ
0-3の４段階で評価する。合計点は0-30点であり，高い
ほどうつ症状が強いことを示す。本研究では，分娩後１
か月以内と児の退院時に２回測定する。
日本語版赤ちゃんへの気持ち質問票：出生した児に対す
る母の気持ち（ボンディング）を評価する検査である12）。

除外
• 大奇形
• 染色体異常の疑い
• 両親の少なくとも一方が日本人でない
• 日齢7までに研究同意なし

在胎34週以下の院内出生の早産児

周産期の情報収集
• 児、家族の周産期情報
• 家族、両親の背景情報

臨床経過の情報収集

修正36週での評価
• 身体計測
• 直接授乳の頻度
• 栄養種類

退院/転院/転棟時評価
児の評価
• 身体計測
• 直接授乳の頻度
• 栄養種類
両親の評価
• エジンバラ産後うつ病質問票
• 赤ちゃんへの気持ち質問票

長期発達評価 (修正6, 18か月、歴3歳)
※出生体重1500g未満の児のみ
• 新版K式発達検査

除外
• 入院中の死亡

両親の周産期評価 (分娩後1か月内)
• エジンバラ産後うつ病質問票
• 赤ちゃんへの気持ち質問票

両親の時間記録
同意翌日～退院前日

図１　評価やデータ収集の日程
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図２　本研究で時間記録のために使用する日記

研究参加番号

■注意事項
※ 開始と終了の時間は、5分刻みの線の最も近い時間としてください (例 8:03～8:39→8:05～8:40に線を引く)
※ 実施時間が5分以内など短い場合、最も近い5分間に線を引いてください (例 8:07～09→8:05～10に線を引く)
※ 「カンガルーケア」「育児ケア」「その他の赤ちゃんとの関わり」は、重複しての記載はできません。

※ 双子・三つ子では、複数の子に同時に行っていれば重複で記載してください

※ その日の滞在が終わり帰宅する際に、用紙を所定の場所へ提出してください

父

病棟滞在

カンガルーケア

育児ケア

その他の赤ちゃんとの関わり

0時
0 3010 20

母

病棟滞在

カンガルーケア

育児ケア

その他の赤ちゃんとの関わり

2時
10 20 30 40 50040 50

1時
10 20 30 40 500

3時 4時 5時
10 20 30 40 50 0 10

6時 7時 8時 9時 10時 11時

20 30 40 500 20 30 40 50 0 10

0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50

12時 13時 14時 15時 16時 17時

母

病棟滞在

カンガルーケア

育児ケア

その他の赤ちゃんとの関わり

父

病棟滞在

カンガルーケア

育児ケア

その他の赤ちゃんとの関わり

0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50

18時 19時 20時 21時 22時 23時

母

病棟滞在

カンガルーケア

育児ケア

その他の赤ちゃんとの関わり

父

病棟滞在

カンガルーケア

育児ケア

その他の赤ちゃんとの関わり

0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50

母

病棟滞在

カンガルーケア

育児ケア

その他の赤ちゃんとの関わり

父

病棟滞在

カンガルーケア

育児ケア

その他の赤ちゃんとの関わり

●病棟滞在：赤ちゃんのそばに滞在している時間。5分以上離席する場合は空欄にする

●その他の赤ちゃんとの関わり：抱っこ、ホールディング、タッチング、見守り、語りかけ、読み聞かせ、おもちゃでの
遊びなど、赤ちゃんへの働きかけ全般。赤ちゃんのための制作や日記の記載なども該当する。ただし、カンガルーケアや
育児ケアと同時に赤ちゃんと持った関わりについては、この項目に含めないでください。

●育児ケア：授乳、瓶哺乳、搾乳、栄養注入、おむつ交換、清拭、沐浴など、赤ちゃんのために実施するケア。ただし、
カンガルーケア中に行った育児ケアはこの項目に含めないでください。

「新生児病棟におけるFamily Centered Careの現状および効果の検討」記録用紙

202　 年記録日時 月 日
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日本語版の信頼性および妥当性も示されている13）。自己
記入式の質問が10項目あり，それぞれ0-3の４段階で評
価する。合計点は0-30点であり，高いほど母児の結びつ
きに問題があることを示す。本研究では，分娩後１か月
以内と児の退院時に２回測定する。
新版 K 式発達検査：乳幼児の発達検査手法であり，日
本で広く使用されている。「認知・適応 （Cognitive-
Adaptive, C-A ）」「 言 語・ 社 会 （ Language-Social, 
L-S）」「姿勢・運動 （Postural-Motor, P-M）」３つのサ
ブスケールで構成される。世界的に最もよく使用される
発達検査である Bayley III とよく相関することが知ら
れている14）。本研究では，出生体重1500ｇ未満の児に対
して，修正６か月，１歳半，歴３歳の時点で評価を行
う。

アウトカム
　一次アウトカムは，両親それぞれのエジンバラ産後う
つ病質問票と赤ちゃんへの気持ち質問票である。滞在時
間の分布に基づいて，両親それぞれを長時間 / 短時間滞
在群に分け，両群における差を検討する。
　二次アウトカムは，⑴ 児の入院期間，⑵ 修正36週の
身体計測と出生時から退院時の成長率，⑶ 修正36週お
よび退院時の栄養種類と直接授乳回数，⑷ 修正６か月，
1.5歳，歴３歳での発達スコア（出生体重1500ｇ未満の
児のみ）である。

統計解析手法
　混合効果モデル，線形回帰モデル，ロジスティック回
帰モデルを用いて，交絡因子の補正を含めた解析を行う
予定である。

研究期間と進捗状況

　研究期間は承認日（2021年２月）から2023年12月の予
定である。同意取得症例数の目標は，両親換算で110例。
予定期間内に目標数に達しない場合は，延長の可能性を
検討する。対象患者が全員退院した時点で入院中のデー
タ収集は終了するが，出生体重1500ｇ未満の児は長期予
後も記録する。データ収集，論文執筆は2023-2026年に
予定する。
　2021年11月18日現在，35児，26家族が登録済みであ
る。

研究の重要性と今後の展望

　NICU において Family Centered Care は必要不可欠
であり，これ関しては疑問を挟む余地はない。現在議論
され研究が進んでいるのは，Family Centered Care を
実際の現場でどう実践すべきか，という点である。両親
が長く病棟に滞在しケアに関わるだけで良いのか，ある
いは Family Centered Care の総合プログラムで積極的
に関与を促すことが必要なのかは，結論が出ていない。
両親が長く病棟に滞在することが，両親自身の心の健康
にどう影響するかを調べた先行研究もない。本研究の結
果が Family Centered Care の今後にもたらす影響は大
きいと予想される。また，本研究では父の現状や効果も
検討する。近年特に，父の育児参加が議論されており，
父の効果を検討する意義は大きい。更に，本研究をきっ
かけとして，日本における Family Centered Care の研
究が促進されることを願いたい。
　2020年以降，COVID-19の流行によって，世界中の多
くの NICU は両親の面会を制限する方向へ舵を切った。
Family Centered Care の視点からは，明らかな後退で
ある。しかし一方で，この方針転換によって，両親が
NICU に必要であることを改めて実感したスタッフも多
いと思う。本研究も，研究を行っていること自体が少し
でもスタッフに良い影響を与えられればと考えている。
なお，本研究は面会制限の影響を受けにくい研究であ
り，NICU の面会制限中も問題なく研究を継続してい
る。
　計画段階であるが，2025年頃を目安に，フィンランド
の Close Collaboration with Parents training を日本へ
導入する予定である。これは新生児医療に関わる医療者
に対するプログラムであり，Family Centered Care の
知識や意識を変え，家族を尊重するコミュニケーション
方法を学ぶことができる。異文化のプログラムを導入す
る，また世界最高レベルの早産児救命率と共存させる必
要があるなど，課題は多い。しかしこれからの新生児医
療は，家族が NICU でも当たり前のように育児を行い，
親子関係を育むことができる環境を整えるべきであり，
これが当院が次に進むべきステップであると考える。

著者の利益相反 conflict of interest （COI） 開示

　本研究は長野県立こども病院臨床研究助成金の支援を
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受けて実施している（2020年９月）。
　本論文について開示すべきその他の利益相反なし。
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センター設立の背景・目的

　近年，アレルギーを有する方は増加傾向にあり，日本
国民の２人に１人は何らかのアレルギー疾患（気管支ぜ
んそく，アトピー性皮膚炎，食物アレルギー，アレル
ギー性鼻炎・結膜炎，花粉症）を有していると言われて
います。また，気管支喘息やアトピー性皮膚炎の治療は
最近大きく進歩し，コントロールも可能になってきまし
たが，重症・難治性の方もいます。
　また，アレルギー疾患に関する様々な情報はネットや
SNS で飛び込んできますが，正しくない情報も多く存
在しています。
　アレルギー疾患医療は地域格差がかなりあることが指
摘されています。例えば，食物アレルギーでは正しい診

断，食事指導に活かすために食物経口負荷試験が必要で
すが，検査が受けられない地域もあり，他県まで何時間
もかけて検査を受けに行く地方も存在しています。
　そのような現状を鑑みて，平成26年に「アレルギー疾
患対策基本法」が成立しました。この法律は，アレル
ギー疾患対策に関し，国や地方公共団体，医師その他の
医療関係者及び学校関係者の責務を明らかにし，アレル
ギー疾患対策を総合的に推進することを目的としていま
す。
　特に，アレルギー疾患医療提供体制の整備に関して，
各都道府県にアレルギー疾患医療拠点病院を設置し地域
格差を解消することを目指しています。（図１）2021年
４月に当院が長野県のアレルギー疾患医療拠点病院に指
定されたことを受けて，小児アレルギーセンターが設置

トピックス
～院内で行っている新たな取り組みや最新の医療を紹介するコーナーです～

小児アレルギーセンター

小児アレルギーセンター長　伊藤靖典

� （受稿日：2021年11月19日）
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アレルギー疾患医療提供体制の全体イメージ
○ 平成29年3⽉に策定された「アレルギー疾患対策基本指針」において、国は、アレルギー疾患医療の提供体制について検討を⾏い、そ

の検討結果に基づいた体制を整備すること等とされたことを受け、平成29年4⽉に「アレルギー疾患医療提供体制の在り⽅に関する
検討会」を設置し、平成29年７⽉に報告書がまとまり、都道府県が、住⺠の居住する地域に関わらず適切な医療や相談を受けられる
体制を整備する上で、参考となる考え⽅を⽰し、都道府県に対して局⻑通知を発出した。

●中⼼拠点病院の役割
・診断が困難な症例や標準的治療では病態が安定しない重症及び難治性ア
レルギー疾患患者の診断、治療、管理を⾏う。

・国⺠や医療従事者に対してウェブサイトや講習会を通じたアレルギー疾
患に関する適切な情報提供

・都道府県拠点病院の医療従事者の育成、研修や講習会で活⽤できる教材
などの作成、提供

・国の疫学調査、臨床研究への協⼒
・全国拠点病院連絡会議を開催し、都道府県拠点病院との情報共有、意⾒
交換等を⾏い、均てん化に向けた取り組み等につき協議を⾏う

●都道府県拠点病院の役割
・診断が困難な症例や標準的治療では病態が安定しない重症及び難治性ア
レルギー疾患患者の診断、治療、管理を⾏う

・患者やその家族、地域住⺠に対する適切な情報提供、講習会や啓発活動
に主体的に取り組む

・都道府県の医療従事者、保健師、栄養⼠や学校、児童福祉施設等の教職
員に対する講習

・都道府県のアレルギー疾患の実情を継続的に把握するための調査・分析
・都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会で検討されるアレルギー疾患対
策に、主体的に取り組む

●かかりつけ医、薬局の役割
・科学的知⾒に基づく適切な医療に関する情報に基づき、適切な治療等を
⾏う

・診療所と⼀般病院との連携、または薬局・薬剤師とも連携し、必要に応
じて、都道府県拠点病院との連携を図る

（原則 1-2箇所）

診療連携

診療連携
研修

図１　アレルギー疾患医療提供体制のイメージ
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されました。

センターに求められる役割（図２）

１．重症・難治性アレルギー患者の診療・治療・管理
　診断が困難な症例や標準的治療では病態が安定化しな
い重症及び難治性アレルギー疾患がある方に対し，関係
する複数の診療科が連携し，診断，治療，管理を行いま
す。アレルギー疾患は内科・小児科・耳鼻科・眼科・皮
膚科など複数の科に関わる事が多いのが特徴です。当院
アレルギー科では小児ではありますが，気管支ぜんそ
く，食物アレルギー，アトピー性皮膚炎，アレルギー性
鼻炎・結膜炎などの疾患を総合的に診療しています。
　長野県では食物アレルギーの診断のために必要な食物
経口負荷試験を実施している施設は多くはなく，また，
特に微量でも症状が誘発されてしまうような重症な方を
対象とした負荷試験ができる施設はこども病院を含めて
限られています。
　このような方を受け入れ，負荷試験に基づいた指導が
できるようにしています。

２．地域住民への正しい情報提供
　アレルギー疾患の重症化の予防には，平時からの自己

管理が重要です。患者やその家族，地域住民に対するア
レルギー疾患に関する適切な情報の提供に取り組む必要
があります。これらは，行政と連携した活動に協力する
ことが必要です。
　コロナ禍で市民公開講座なども開催できない状況が続
いていますが，いずれは市民公開講座などを開催し，ア
レルギー疾患に関する正しい情報を普及・啓発に協力で
きればと思います。
　また，インターネットや SNS は極めて情報拡散能力
の高いツールです。ホームページや SNS を通じて最新
の情報，特に地域に関連した情報などを発信することも
検討課題です。

３．医療従事者の人材育成
　アレルギー疾患医療に携わる医療従事者の知識や技能
の向上に資する研修，保健師，栄養士や学校，児童福祉
施設等の教職員等に対する講習の実施に橋梁区すること
で，各地域のアレルギー疾患に関わる方の知識の底上げ
に協力します。今年度は，長野県と連携し，養護教諭，
保健師，学校栄養教諭などの方に対して食物アレルギー
に関する研修を実施しました。
　医師に対しては食物経口負荷試験の研修の受け入れな

⼩児アレルギーセンターのビジョン

（１）アレルギー疾患に対する管理・治療を⼩児アレルギーセンターが総合的なマネジ
メントを⾏い、患者にとって効率的な医療を提供する

（２）成⼈期への移⾏期医療の提供を円滑にする
（３）⼩児アレルギー疾患に関わる医師、看護師、薬剤師、栄養⼠、保育⼠、学校教職

員等の育成・研修を⾏い、当院ならびに⻑野県全体の医療⽔準の向上、保育園・
学校での適切な対応の周知を図る

（４）かかりつけ医との連携のもとで、⻑野県における重症・難治性アレルギー疾患患
者に対する診断、治療、管理を最新の知⾒に基づき実施する

（５）患者やその家族、県⺠に対するアレルギー疾患に関する適切な情報の提供をおこ
ない、アレルギーに関する⼀般的な知識の啓発に寄与する

（６）アレルギー疾患の治療に関する臨床研究を推進し、国が実施する疫学調査や臨床
研究に協⼒する

かかりつけ医

⼀般病院 ⻑野県⽴こども病院
⼩児アレルギーセンター

診療⽀援

情報提供
講習会、啓発活動

重症、難治性患者の⽀援

⼈材育成

患者、地域住⺠

最新の知⾒に基づく研修
HP,SNSの活⽤

成⼈アレルギー
対応拠点病院診療連携

移⾏期医療の⽀援
⾷物アレルギー診療⽀援

図２　小児アレルギーセンターのビジョン
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どもおこなっています。
　また，医療従事者や学校関係者の方のためにアレル
ギー相談対応メールを開設しました。（mail : allergy-
center@nkodomo-hsp.jp）　学校関係者や医療関係者の
方から，アレルギー疾患に関する相談を受け入れており
ます。

４．研究
　学校現場でのアレルギー疾患対策の状況や地域的特性
等，都道府県におけるアレルギー疾患の実情を継続的に
把握するための調査・分析を行い，都道府県によるアレ
ルギー疾患対策の推進を支援します。また，国が長期的
かつ戦略的に推進する全国的な疫学研究，臨床研究等に
協力します。
　今年度，長野県の小児アレルギー診療の課題を把握す
る目的で，小児科標榜している病院・診療所に小児アレ
ルギー診療の実態調査を実施しました。
　また，厚生労働省科学研究で実施される全国のアレル
ギー疾患医療拠点病院の職員を対象としたアレルギー疾
患の有病率調査にも協力させていただきます。（図３）
　職員の方にアンケートをお願いしますが，今後とも宜

しくお願い申し上げます。
　このアレルギー疾患医療拠点病院は，行政と連携する
点が大きな特徴です。センターでは，病院と行政の橋渡
しをスムーズに，そして長野県全体のアレルギー疾患医
療の推進に協力していきます。

図３　アレルギー疾患有病率調査
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　今回医学書院から発刊された助産学の教科書の編集，
執筆をさせていただきました。看護とケア・助産分野を
千葉県立保健医療大学看護科石井邦子教授が，新生児の
適応生理，成長・発達，疾患やケア分野を私が編集いた
しました。また，胎児から新生児期の適応生理，成長・
発達に関しては私自身で執筆させていただきました。非
常に多くの方々に執筆協力していただき，こうして教科
書という形にできたこと非常に感謝しております。
　医学書院の教科書作成の依頼が来たときには，身に余

る光栄ではありましたが，正直期待に応えられる内容を
刊行できるか不安で，当初お断りをしようと考えており
ました。医学書院は医学分野で非常に権威のある出版社
です。医療関係では誰もが最初に参考にする書籍，教科
書を数多く発刊しています。医学書院関連では今日の治
療指針等の執筆を行ってきましたが，執筆内容の校正作
業は非常に厳格で，最新の内容とその根拠が正確に求め
られ，非常に大変な仕事です。
　全国の助産を目指す人たちが学校で学ぶのに使用する
教科書を作成するという途方もない話しは私には過分す
ぎると思いました。しかし，今回の依頼は私個人への依
頼だけではなく，長野県立こども病院が培ってきた業績
に対する依頼でもあり，今回のお仕事を断るという選択
はありませんでした。
　教科書は学生が国家試験等に合格するための必要な内
容が全部そろっていないといけません。しかし，新生児
医療の臨床医師として20年以上働いてきた思いから，臨
床医療で役立つような観点での執筆・編集を行い，現場
で役立つ教科書に仕上がったと自負しております。実
際，初版は好評ですぐに増刷となりました。
　各分野を担当・執筆していただいた先生や看護師・助
産師の皆様，こうした機会を与えてくれた長野県立こど
も病院という器，様々なアドバイスをいただいた医学書
院の皆様，なにより私を臨床医師として育てていただい
た数多くの赤ちゃんやそのご家族の皆様に深く深謝いた
します。

書籍紹介

助産学講座
助産診断・技術学Ⅱ

［３］新生児期・乳幼児期

編者　石井邦子，廣間武彦　　　　　　　　　　　　　　　
医学書院　2021年２月１日発刊，258ページ　定価　3,600円

総合周産期母子医療センター長　廣間武彦

� （受稿日：2021年９月21日）
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　「人それぞれに育つペースが違う」ということです。
発達がゆっくりの人もいれば，成長が遅れている人もい
る。そうした背景をふまえたうえで，ひとりひとりが
育っていくことを，信じ，期待し，ひとりの人間として
尊重する。そのような姿勢を持つことが，周りの人々を
助け，ひいては自分自身を助けることに繋がっていくの
でしょうね。

―恩師の言葉より―

　みなさん，今まで大変お世話になりました。専攻医の
増田です。小児科専門研修を終えるにあたって記事投稿
の機会をいただきましたので，今までお世話になったス
タッフのみなさんへ感謝の気持ちを込めながら，今まで
の研修生活での学びを記録したいと思います。

同じ視点に立ち，同じ目線になって考える
　「こどもたちそれぞれが『何』を大切にしているの
か」について焦点を当てていく。小児科医として非常に
重要なスキルのように思います。今，目の前に向き合っ
ているその子は何をしているときが一番幸せで，どんな
食べ物が好きで，どうやって日々を過ごしているのか。
「価値観」とひとことで言ってしまえば簡単なのかもし
れませんが，そうした情報ひとつにしても，実際にこど
もたちから教えてもらうことは簡単ではありませんでし
た。泣いたり笑ったり怒ったり。そうやって感情をむき
出しにして全力で生きているこどもたちを身体的にも精
神的にも助けるために，はたして今の自分には何ができ
るのか。日々の診療の中で自問自答し続ける日々でし
た。「何度もこどもたちの元へ通い，何度もご家族と情
報共有するなかで，少しずつこどもたちが大切にしてい
るものが見えてくる。こどもたちと同じ視点に立って，
同じ目線になって考えてみることで初めて，今までとは
全く違った『ものの見かた，考え方』ができるように

なってくる。」そうしたプロセスの繰り返しにより形成
された判断軸が，今，自分自身を構成している倫理観に
繋がっているのかなと思います。実際に医療の現場で起
きている「事実」をどのように「解釈」しているかに
よって，人それぞれに感じ方・受けとめ方が違っている
ようにも思いますが，そうした正解のない状況の中で
も，会話や触れ合いを重ねながら，こどもたちやご家族
それぞれが大切にしている「今」に向き合っていけたら
と考えています。

元気になってくれてありがとう，回復してくれてありが
とう
　こどもたちと日々同じ時間を過ごしているうちに，机
上の勉学では発見できないような不思議な変化を感じと
る機会がありました。摂食障害の診断で入院しているお
子さんを受け持たせてもらっていた時のことです。治療
日数が進む中でその子との交流時間が増え，お互いの考
え方を共有することで関係性が深まってきた頃，日を経
る毎にその子の全身状態が改善していき，治療効果をよ
り一層感じられるようになったのです。最初は気のせい
かなとも思っていたのですが，体重推移のグラフ，血液
検査のデータトレンド，リハビリテーションの際の活動
性増加など各種検査結果も顕著に改善しており，見た目
上だけでなく数値上も回復していることが分かりまし
た。なかなか治療が進まないケースもあるだけに，着実
に回復していってくれたことに対して嬉しく思ったこと
を今でも覚えています。その時はじめて，「こどもたち
に真摯に向き合うことで，こどもたちが医療者の思いに
応えてくれる。こどもたちが元気になることで，治療し
ている医療者のこころも救ってもらっている」というよ
うな感慨深い思いに包まれ，改めて現代の医療現場で小
児科医療に携わることができることへの感謝の気持ちで
満たされました。考えてみれば自然なことで，普段使っ

研修の窓

小児科専門研修からの学び

小児科専攻医　増田智幸

� （受稿日：2021年12月16日）
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ている薬剤ひとつをとっても，はたしてその薬が本当に
効いてくれるかは実際のところ誰にも分からないところ
であり，効果が得られることを信じることしかできませ
ん。現在は医療も進歩して多くの薬剤やデバイスが使え
ていますが，それは紛れもなくかつての先人たちが開発
に奮闘し，効果があるというエビデンスを積み重ねてく
れたからこそ使用できるものであり，数えきれないほど
多くの人々が紡いできた努力の結晶なのだと思います。
だからこそ，抗菌薬や抗がん剤など幅広くの薬剤が使え
ることにも感謝ですし，実際にその効果を信じてこども
たちが自分たち医療関係者の提案する治療を受け入れて
くれたことにも感謝です。さらに言えば，その薬剤が実
際に奏功してこどもたちが元気になっていってくれたこ
とにも感謝ですね。治療にしても何一つとして保証ので
きない厳しい環境の中ではありますが，病気や不慮の事
故により満足に日常生活を送ることができないことを余
儀なくされてしまったこどもたちやそのご家族が，希望
を見失わずに生活していくことができるよう，寄り添い
ながら，こまめに手を差し伸べながら関わっていくこと
ができたらと思っています。また最近の話題で言えば，
今はAI（人工知能）が台頭してきたこともあり多くの
場面で機械化が進んでいますが，人と人の繋がりを大切
にできる医療者となれるよう，身体的な治療と精神的な
ケア，心と身体の両方に意識を向けながら，人にしかで
きない医療を実践していけたらと思います。

「天は自ら助くる者を助く」　自分なりの方法で自分を
助け，自分なりの方法で人を助く
　クリアカットに割り切ることのできない難しい医療現
場ではありますが，これからも自分にできることを自分
なりに精一杯続けていくことができたらと考えていま
す。「人それぞれに与えられた自分の持ち場で全力を尽
くしながら，より良い明日に繋げていくこと。」それが
私の目標です。自分が休みの時は，誰かが頑張ってくれ
ている。誰かが休みの時には，自分が務めを果たしてい
く。それで十分なのだと思いますし，持ちつ持たれつの
関係性の中で，微力ながらもひとりの医療者として機能
していくことができたらと思っています。
　最後になりますが，私は長野県立こども病院で小児科
を専攻することができ，心から幸せでした。今，この文
章を読んでくださっているスタッフの皆さん。様々な場

面で連携させていただき，ありがとうございました。こ
の場をお借りして，深く感謝申し上げます。
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長野県立こども病院医学雑誌投稿規程

１．目的
　　長野県立こども病院の機関誌（「以下本誌」とする）として，小児医療・周産期医療に関する総説，原著論文，

症例報告，CPC 報告，短報，論策，業績記録，院内学会セミナー等の報告や各部署での医療面での取組みや最新
の治療・検査技術等を掲載・発行し，小児医療・周産期医療の発展に寄与することを目的とする。

２．投稿資格
　　本誌への投稿は，投稿時に長野県立こども病院の職員であることを原則とするが，他院等の所属であっても投稿

内容が長野県立こども病院在職時のものであり，編集委員会が認めた場合はその限りではない。また，編集委員会
から投稿を依頼する事が出来る。

　　なお，国内外を問わず，他誌に掲載済み，投稿中または掲載が決定している論文等は投稿できない。

３．投稿内容
　　長野県立こども病院において行われた医学研究・医療・看護・講演会ならびに病院運営等に関する研究を対象と

し，以下のように大別する。また，編集委員会は必要に応じて，著者に倫理委員会に諮問することを要請すること
ができる。

１）総説（特定の分野や主題について，関連文献，資料に基づいて総括的に論評した論文）
２）原著論文（医学・医療上の諸テーマに関する論文）
３）症例報告（臨床上興味ある症例や事例，研修医論文）
４）CPC 報告（臨床病理検討会の報告論文）
５）短報（学会発表を論文様式で報告したもの等）
６）論策（アンケート調査等に基づき著者の意見を述べたもの）
７）研究紹介（臨床医学研究助成，研究発表等助成）
８）学会・講演・セミナー等の報告
９）その他，書籍紹介，病院の運営，活動紹介など編集委員が掲載に値すると認める文書

４．投稿方法
　　原稿は電子メールまたは電子媒体を用いて電子ファイルとして提出する。
　　投稿原稿は400文字詰め原稿用紙に換算して以下の規定ページ数以内とする。

１）総説　　　　　20枚（8000文字）程度（図表10点程度）
２）原著論文　　　20枚（8000文字）程度（図表10点程度）
３）症例報告　　　15枚（6000文字）程度（図表６点以内）
４）CPC 報告　　　10枚（4000文字）程度（図表６点以内）
５）短報（学会発表を論文様式で報告したもの等）
　　　　　　　　　10枚以内（抄録は不要4000文字）（図表６点以内）
６）論策　　　　　20枚（8000文字）程度（図表10点程度）
７）研究紹介　　　15枚（6000文字）程度（図表６点以内）
８）臨床医学研究助成，研究発表等助成
　　　　　　　　　Ａ４サイズ１枚程度の報告書
９）学会・講演・セミナー等の報告　10枚以内（4000文字）（図表６点以内）
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10）その他，書籍紹介，病院の運営，活動紹介など編集委員が掲載に値すると認める文書
　　　　　　　　　10枚以内（4000文字）（図表６点以内）
　　　※文献も上記枚数に含む

５．投稿書式
⑴　使用するワープロソフトは MS Word（.doc，docx）に限定し，印刷原稿一部とファイルをメールに添付し担

当まで送信する。
⑵　本文の書式は A4サイズ，横書き１段組とし，各ページ下段に必ずページ番号を記載する。
⑶　図表は MS Power Point（.ppt，.pptx）または MS excel（.xls,.xlsx）で作成し，本文の文中に図表は記載しない。
⑷　図表の挿入個所は編集作業の工程で調整するが，特に指定がある場合は提出する印刷原稿の右欄外に朱書きで

記入する。
⑸　データ容量が大きくなる場合は，USB メモリや CD-R などにデータを入れて提出する。なお，USB メモリを

使用する場合は，総務職員が貸与する専用のものとする。また，提出するファイルは暗号化し，パスワードを別
途提出先に通知するものとする。

１）タイトルページに記載する事項
・論文タイトル（和文表記）
・ショートタイトル（タイトルを短縮したもの，25字以内，和文）
・著書名と所属（和文表記）
・キーワード（５つ以内）
・連絡先（名前，所属，住所，TEL，FAX，E-mail　等）
・要旨（600字以内，和文）

２）本文，図表の表記
・研究論文は，要旨（目的，方法，結果，結語），本文（はじめに，方法，結果，考察，結語），文献，表の説

明，図の説明の順に記述する。
・症例報告は，はじめに，症例，考察，結語，文献，図の説明，表の説明の順に記述する。
・やむを得ない場合を除き，和文表記を原則とする。
・日本語化した外国語はカタカナで書き，人名，地名，薬品名などは原語を使用する。
・単位は mg，kg，min などメートル法表記に従う。
・算用数字と外国語文字（病名，一般薬品名等）は，固有名詞と文頭の場合を除き，すべて半角小文字を使用

する。
・日本語文末の句点は「．」ではなく「。」を用いる。読点は「、」点ではなく「，」全角コンマを用いる。
・日本語フォントは MS 明朝に，英文，数字フォントは Century に限定する。

３）略語について
　　可能な限り略語は使用しない。やむを得ず使用する時には，初出箇所で内容を明記する。

４）文献
・引用順に記載する。本文中では右肩に番号を付け，文の最後に例に準じて記載する。
　例）である1）。，である1）2）。，である1）3），である1）-5）。
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・著者，共著者４名までは全員記載する。５名以上の場合は３名まで記載し，「他」「et. al.」とする。ページ
数は最初と最後のページを記載する。英文文字，記号は全て半角文字を使用する。和文雑誌，和文書籍の文
字間には大角記号（「,」や「：」等）を使用する。

・英文雑誌（執筆者，タイトル，雑誌名，発行年，巻，頁の順）
　例）Herman R, Mayer N, Mecomber SA, et. al. Clinical pharmacology of dantrolene sodium. Am J Phys 

Med. 1972 ; 51 : 296-311
・英文書籍（章の執筆者，章のタイトル，編集者，書籍のタイトル，出版社の所在地，出版社，発行年，頁の順）
　例）Franz MR. Monophasic action potential mapping. In Shenasa M, Borggrefe M, Breithardt G, eds. 

Cardiac Mapping. New York :  a ;  1993 ; pp565-583
・和文雑誌（執筆者，大角コロン，タイトル，雑誌名，発行年，巻，頁の順）
　例）斎藤典子，尾上紀子，田中光昭，他：アナフィラキシーショックによって誘発された冠動脈攣縮の１例

　呼吸と循環2008；56：1071-1075
・和文書籍（編集者，大角コロン，書籍のタイトル，出版社の所在地，大角コロン，出版社，発行年，頁の順）
　例）宮村実晴編：運動と呼吸 東京：真興貿易医書出版部2004 ; pp66-67
・Web サイト（著者（組織）名，ページタイトル，http アドレス，Futur 参照日時）
　例）World Health Organization. WHO Statistical Information System
　　(WHOSIS). http : //www.who.int/whosis/en/ : 8 Dec 2010
　例）中條武志： ものづくり・サービス提供おけるヒューマンエラーの防止
　http : //www.indsys.chuo-u.ac.jp/~nakajo/open-data/pokayoke.pdf : 12 Jan 2011

６．引用，転載，著作権について
　　他の文献から文章・図表などを引用転載する場合は，前もって著作者の了解を得ること。
　　著作者との交渉は，投稿者の責任において行う。本誌に掲載された著作物の複製品・翻訳権・上映権・譲渡権・

公衆送信権（送信可能化権を含む）は，長野県立こども病院に譲渡されたものとする。

７．倫理性への配慮ならびに個人情報保護
　　人を対象とする研究においてはヘルシンキ宣言（2013年10月）を遵守し，原則として原著及び症例報告等につい

ては，研究を実施する施設の倫理委員会において承認を得ていることとし，論文中に承認番号などを明記する。
　　臨床研究を論文として投稿する際は，特に患者の人権を損なうことのないようにインフォームド・コンセントを

得るなど，患者の個人情報保護に十分配慮し執筆する。
　　患者の顔写真は原則として掲載しない。顔写真の掲載が必要である場合は，個人が特定できない様に処理を施

す。集団で写っている場合も個人が特定できないように配慮する。
　　上記いずれの場合もすべての個人の写真掲載の最終的な可否は編集委員会で審議する。身体的特徴などで，個人

が同定できると編集委員会で判断した場合は，患者あるいは家族の同意書の添付を求める。
　参考： 日本小児科学会倫理委員会「論文や学会・研究会等で使用される患児の顔写真その他の取扱いについてのガ

イドライン」

８．利益相反
　　論文投稿にあたっては，論文の研究について，医学雑誌編集委員会が必要と認めるときは，他者※との利害関係

の有無を記載した利益相反（COI）自己申告書を提出するとともに論文内に利益相反状態を明示する。利益相反が
ない場合も，論文の本文末尾，文献の前にその旨明記する。
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⑴　利益相反がない場合は，本論文の研究内容に関する他者との利害関係について「本論文について開示すべき利
益相反なし」と記載する。

⑵　研究内容に関わる助成や支援があった場合は，例として「著者の利益相反 conflictof interest（COI）開示：東
医太郎：研究費・助成金（××製薬）」などと記載する。

①　医学的研究を依頼し，または，共同で行った関係（有償無償を問わない）
②　医学的研究において評価される治療・薬剤・機器等に関連して特許権等の権利を共有している関係
③　医学的研究において使用される薬剤・機材等を無償もしくは特に有利な価格で提供している関係
④　医学的研究について研究助成・寄附・役務等をしている関係
⑤　医学的研究において未承認の医薬品や医療器機等を提供している関係
⑥　寄附講座等のスポンサーとなっている関係

９．採否の決定
　　論文の採否は，原則として２名以上の査読者による査読を経た上で，編集委員長が決定する。

10．査読結果通知・再投稿決定
　　査読結果はメールにて執筆者に連絡する。
　　再投稿の場合は，４週間以内に再投稿原稿の修正箇所にアンダーラインを引く，赤字にするなど，どのように修

正したのかわかりやすく明示する。
　　執筆者は査読者に対して修正・削除・加筆個所の説明，および査読者から質問に対する返答を記載する。なお，

査読結果の連絡後，２カ月を経過しても執筆者からの再投稿または連絡がなかった場合は不採用とする。

11．校正要領
　　採用決定後，印刷業者が作成した初稿原稿を執筆者に印刷原稿あるいは電子メールで配送し，著者校正を依頼す

る。著者校正後，編集委員会の責任により修正を行うことがある。

12．カラー図表
　　本誌は紙印刷版と Web 公開版（PDF）の両者を出版する。紙印刷版は白黒図表だけを掲載するが，Web 公開版

（PDF）はカラー図表を受け付ける。

13．投稿原稿の送り先
　　事務部総務課総務係担当

平成28年（2016年）１月８日施行
平成31年（2019年）３月１日改訂

職員研修管理委員会
令和２年（2020年）６月30日改定

医学雑誌編集委員会
令和２年（2020年）９月11日改定

医学雑誌編集委員会
令和３年（2021年）１月７日改定

医学雑誌編集委員会
令和３年（2021年）12月９日改定

　医学雑誌編集委員会
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編集後記

　先日，東京で開催された日本小児外科学会学術集会に３年ぶりに現地参加してきました。過去２年間はコロナ禍の
ため，学術集会が中止や延期，Web 開催になった学会も多かったと思います。小児外科学会学術集会も過去２年間
は現地とWeb 配信のいわゆるハイブリッド開催でしたが，開催地がともに東京であったため，現地参加を見合わせ
Web 配信を視聴する形で参加しました。Web 配信による学術集会はコロナ禍で始まった新たな学術集会の形で，今
後ますますこの形式が進み，従来の現地参加型の学術集会は減っていくだろうと思っていました。しかし，今年度に
なり，学術集会は従来の現地開催形式のみとした学会も増えてきています。今回久しぶりに現地で参加してみて感じ
たのは，学術集会に参加するというのは発表を聞いて新知見などの情報を得るだけではなく，他の病院の医師と情報
交換をしたり，症例の相談をしたりできる，大事な機会であるということを改めて感じさせられました。また，個人
的には現地参加はWeb 参加より刺激が多く，今後の学術活動や日常診療に対するモチベーションが高まる場である
と感じました。新型コロナウイルス禍が落ち着き，これまでと同じように現地での学術集会が開催されるようになる
ことを願います。
　第５巻となる本号へは　原著１編，症例報告２編，総説１編，短報３編，研究紹介１編，医学研究助成報告12編の
投稿をいただきました。またトピックスとして小児アレルギーセンターに関する内容を小児アレルギーセンター長の
伊藤先生に，また総合周産期母子医療センター長の廣間先生にはご自身が編集された助産診断学に関する書籍の紹介
をご投稿いただきました。投稿いただいた部署も，診療部，医療技術部，看護部，療育支援部と多岐に渡り，バラエ
ティーに富んだ内容の雑誌になりました。普段はなかなか知ることができない他部署の活動内容を知ることができる
ため，多くの方に読んでいただければ幸いです。本号の発刊にあたり，貴重な内容の論文を投稿いただいた筆者の皆
さま，丁寧に査読をしていただいた査読者の方々に深く御礼申し上げます。また，編集作業に慣れていない新編集長
を支え，編集に多大なるご尽力をいただいた事務部総務課の山形康吉氏に感謝申し上げます。

編集委員長　高見澤　滋
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新型コロナウイルス real-time	RT-PCR 法におけるThreshold	Cycle（Ct）値の適切な活用に向けた
　　　検査動作環境（プラットフォーム）情報共有の必要性	 臨床検査科：神田　莉沙　他　（９）
【症例報告】
当院で経験した遅発性先天性横隔膜ヘルニアの２症例	 小児集中治療科：大西　健仁　他　（17）
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≪平成31・令和１年度，令和２年度　臨床医学研究助成制度報告≫	 （43）
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