
211

第
　29　

回
日
本
小
児
外
科
学
会
秋
季
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

特別講演





第29回日本小児外科学会秋季シンポジウム

213

第
　29　

回
日
本
小
児
外
科
学
会
秋
季
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

法医学からみた子ども虐待

杏林大学医学部  法医学教室

佐藤  喜宣

　家庭及び親密な関係者間に起こる暴力・虐待は連鎖しており、子ども虐待、DV、高齢者
虐待は包括的に研究並びに対応すべき重篤な社会病理と考えられる。パワーとコントロール
の均衡が変化すれば被害者は加害者へ、加害者は被害者へ容易に転換する。したがって、子
ども虐待に対応する場合には、その背景にあるDVに対応し、かつ、将来高齢者虐待への影
響を考慮した対策が重要である。虐待症候群の悪しき連鎖の根源は子ども虐待に有ると考え
られ、子ども虐待にきめのこまかい対応が必要である。
　医療機関における虐待症候群の発見及び対応はまぎれもない医療であり、虐待の診断・治
療・予後判定は予防医学の観点からも重要である。
　臨床法医学は、虐待の発見・診断に際して、臨床医が判断に窮する創傷の発生機序や作用
器の推定や加害者の意図を推測することなど、以後の診断・治療・予後判定を通して臨床医
に適切な助言と精神的な支援を行い、さらに、診断書や意見書の発行や法的手続、関係機関
との連絡に関しても助言することが出来る。
　子ども虐待の発見は虐待対応の最も重要なポイントである。発見が遅れれば子どもの被害
は重症化することは明らかであることから、だれでもが統一した手順により虐待の発見が可
能なチェック・リストを作成し、使用することが望ましい。
　本講演では、子ども虐待を中心として、臨床法医学の対応と問題点を解説する。
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1

鈍的気管損傷の一例報告

順天堂大学医学部附属順天堂医院  
小児外科・小児泌尿生殖器外科

矢崎 悠太、小笠原 有紀、中島 秀明、
高橋 俊明、岡和田 学、土井 崇、
古賀 寛之、山高 篤行

　鈍的外傷による気管損傷は致命率が高く、早期の診断・
治療が必要とされるが、手術適応や至適時期に関して一
定の見解は得られていない。今回我々は、小児では極め
て稀な鈍的気管損傷を経験したので、その治療について
文献的考察を加えて報告する。
　症例は6歳男児。キックボードのハンドルで前頚部を強
打後、顔面、頚部、前胸部、両側上腕に皮下気腫が急速
に出現した。胸部単純X線写真、CTにて気管後壁損傷と
縦隔気腫、両側気胸を認め、受傷7時間後に当院へ搬送さ
れた。全身麻酔下に気管支鏡検査を施行し、気管膜様部
に縦走する約3cmの裂傷を認めた。気管支鏡補助下に、先
端が裂傷部より遠位となるよう挿管チューブを留置し、
同時に胸腔鏡補助下に胸腔ドレーンを両側に挿入した。
術後、皮下気腫、縦隔気腫とも徐々に消退し、第6病日に
施行したCT、気管支鏡で損傷部の改善を認め、抜管した。
胸腔ドレーン抜去後も症状再燃なく、第12病日軽快退院
となった。

2

救急現場での不適切サイズの気管内
挿管による後天性声門下狭窄

茨城県立こども病院  小児外科

平井 みさ子、連 利博、矢内 俊裕、
川上 肇、松田 諭、中島 秀明、坂元 直哉

【はじめに】ドクターカー等の普及により救急現場で迅速
な救命処置が行われ重篤な事故における救命率は向上し
ているが、小児の専門医が現場に行くことは少なく、現
場に小児に適切な機材が無いという事態も生じている。
また、事故現場、搬送先ER、高度治療のために転送され
た病院と、重篤な状態の治療を短期間に複数の施設を移
動して受けるため、初歩的な問題点が見逃され易いこと
は否めない。我々は、救急現場で最初に気管内挿管され
たチューブが体格に不適切であったために後天性声門下
狭窄症となった2症例を経験したので、小児救命救急治療
に潜むピットホールとして報告する。【症例】症例①：3歳
男児。溺水事故にて他院ドクターカー出動、現場で気管
内挿管され当院へ搬送。脳浮腫や肺水腫に対する集中治
療を行い第4病日に脳低温療法から復温、第7病日に抜管
を試みたが上気道狭窄様の呼吸困難を認め再挿管。その
際に、現場で挿管された気管チューブがI.D.5.5mmカフ
付という不適切なサイズであったことが初めて問題とし
て認識された。神経学的予後は厳しいものの呼吸状態は
安定しており、その後2回抜管を試みたが果たせず第29病
日に気管切開。喉頭から声門下の荒廃を認め、第83病日
にGERDに対し噴門形成術・胃瘻造設術を施行した際の
再評価で声門から声門下のシビアな狭窄を診断。現在
4歳、気切のまま在宅ケア中。症例②：5歳女児。交通事
故 (頭部外傷・右大腿骨骨折など) にて他院ドクターカー
出動、現場で気管内挿管され県内総合病院ERにて初期治
療、第4病日他県小児専門病院へ転院。ERでも転院先で
も初めの現場での挿管のまま治療。抜管困難で第21病日
気管切開、受傷後4カ月時に気切閉鎖術。吸気性喘鳴が残
存したが安静な日常生活は可能であり、県内リハビリ病
院に転院後7カ月時に退院。8ヶ月時に労作時呼吸困難に
て近医小児科より当科紹介。硬性鏡精査にて後天性声門
下狭窄を診断、レーザー治療中。【まとめ】全身状態の安
定が得られた段階で、小児の専門医による現場やERでの
処置の確認を行うステップが提唱されるべきではないか
と考える。
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急性胃軸捻転による胃破裂を発症し
た1幼児例

長野県立こども病院  小児外科

山田 豊、好沢 克、田中 孝明、畑田 智子、
高見澤 滋

　小児における胃破裂は新生児期にはしばしば認められ
るが，乳児期以降，とくに幼児期以降の発症はきわめて
まれである．乳児期以降の胃破裂は，急速に症状の増悪
をきたし死に至ることもあるため，早急な診断と適切な
治療がその予後を大きく左右するが，特異的な臨床症状
を認めない症例が多く，診断に苦慮することがある．今
回われわれは，急性胃軸捻転から胃破裂をきたした2歳女
児に対し，胃縫合術および胃前壁固定術により良好な経
過を得ることができたので，文献的考察を加え報告する．
症例は生来健康であった2歳の女児．受診前夜より腹痛，
嘔吐を頻回に認め翌日近医を受診し，腹部CTにて腹腔内
遊離ガスと腹水を認めたため，消化管穿孔・腹膜炎と診
断され，同日夕方当院のPICUにヘリ搬送された．入院
時，腹部膨満著明で末梢循環不良を認め，CT所見から胃
穿孔または胃破裂と診断し，入院後40分で緊急開腹手術
を施行した．開腹時，腹腔内遊離ガスおよび腹水を認め，
胃は腸間膜軸性に時計回りに180°捻転し，大弯側に破裂
部を認めた．多量の胃内容物の貯留および遊走脾を原因
とした急性胃軸捻転による胃破裂を起こしたものと考え
られた．胃縫合術および胃前壁固定術を施行し，術後28日
目に退院した．術後45日を経過した現在，特に症状なく
経過している．

4

直腸杙創の1例

兵庫医科大学病院  小児外科1)

兵庫医科大学　救急科2)　泌尿器科3)

西宮市立中央病院  皮膚科4)

米山 知寿1)、奥山 宏臣1)、佐々木 隆士1)、
野瀬 聡子1)、阪 龍太1)、塚田 遼1)、
橋本 篤徳2)、寺嶋 真理子2)、中尾 篤典2)、
山田 勇2)、兼松 明弘3)、鬼木 俊太郎4)

　直腸杙創は比較的珍しい。われわれは、尿路系にも損
傷を認めた1例を経験したので報告する。
【症例】11歳、男児、椅子の上に立って作業中に椅子が破
損し、転落した。木片が会陰部に刺さり、前医に救急搬
送された。血尿を認めたため、膀胱造影を行われるも異
常指摘されなかった。大腸内視鏡で径2cmの腹膜外直腸
穿孔を認め、会陰部・肛門縁の1時方向から直腸Rbに連
続して裂創・穿通を認めた。加療目的に当院に転院となっ
た。来院時血液検査では、貧血認めず、白血球の軽度上
昇・核の左方移動を軽度認めた。バルーン留置すると少
量の血尿認めた。FAST陰性。バイタルサインに問題はな
く、下腹部の圧痛も軽度であった。受傷後8時間で手術施
行。全身麻酔下に膀胱鏡施行。左右の尿管口の間に損傷
を認めたが、保存的加療の適応と考えられた。次いで腹
腔鏡を用いて観察すると腹水は認めず、膀胱頂部に2cm
長の穿孔を認めたため、3ポートで損傷部位を直接縫合、
修復したのちにS状結腸ループ式人工肛門を造設した。
　術後経過は良好で術後2日目で経口開始、12日目に尿路
造影を施行し明らかなleakage認めず、バルーン抜去を
施行。13日目に注腸造影で損傷部位の修復確認し、29日
目で人工肛門閉鎖術を行った。経過良好で41日目で退院
となった。現在、術後3カ月で大建中湯、酸化マグネシウ
ム内服により毎日排便あり、狭窄、失禁などの合併症は
認めていない。退院後再び血尿認め、術後3カ月にMRIを
施行。精嚢内に出血を認めた。現在保存的に経過観察中
である。
【結語】直腸杙創とは刺杭創ともよばれ、鋭的な先端・刃
を持つ物体による下腹部への刺創で、機点上、偶発的な
ものを指す。泌尿器系など他臓器損傷を伴うこともある。
発生状況や受傷機転、刺入物の種類、刺入した長さなど
詳しく知る事が必要である。また、重大な臓器損傷を見
逃さないよう慎重な経過観察が必要である。
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#8000（小児救急電話相談事業）の現
状と小児外科医のかかわり

東京慈恵会医科大学  外科学講座  小児外科

吉澤 穣治、桑島 成央、黒部 仁、
田中 圭一朗、大橋 伸介、平松 友雅、
馬場 優治、梶 沙友里

【はじめに】平成16年に開始された小児救急電話相談事
業は都道府県が主体となっておこなわれている電話相談
事業である。こどものけがや病気で今病院を受診した方
がいいのか、しばらく様子をみていてよいのかを迷った
際に、全国どこでも#8000に電話をすると看護師が緊急
度を判断する事業である。しかし、その知名度は低く、小
児救急に携わる小児外科医でもその制度を知っているも
のは少ない。そこで、本制度についての実態を調査し、
その現状を小児外科医の立場から報告する。
【#8000事業】#8000事業は平成16年に厚生労働省の補助
事業として開始され、平成22年には全国の都道府県で行
われるようになった。知名度は30%と低いものの、年間
50万件の相談が寄せられ、年々増加している。しかし、
24時間体制でない自治体があること、単回線で話し中が
多いことなどの問題がある。また、対応が看護師の経験
に頼るところが大きく、対応レベルがまちまちであるこ
とも問題である。喫緊の対策として、24時間体制で事業
を展開することと、準夜帯の複数回線化することが必要
であることや、相談回答の標準化とさまざまな救急対応
情報との整合性を兼ね備えたプロトコールが必要である
こと、相談対応の質の向上のための教育テキストの作成
と講習会の開催をおこない相談回答の質の向上をはかる
ことも必要である。この中で、急な腹痛・下血・鼠径部
の膨隆・異物誤飲などは小児外科疾患として頻度が高い
ものあり、プロトコール作成においては、小児外科医の
役割は大きい。
【結語】#8000は患児、その家族ばかりでなく、医療者側
にとっても有益な事業であり、小児外科医もその制度を
よく理解し、事業の発展に協力していくことが重要で
ある。

6

当院における小児救急医療のこころ
みと現状

東京女子医科大学  八千代医療センター  
小児外科1)　小児科2)　脳神経外科3)

幸地 克憲1)、松岡 亜記1)、矢部 清晃1)、
白戸 由里2)、寺井 勝2)、川島 明次3)

【はじめに】当院は開院以来、小児救急診療を1次から3次
まで24時間体制で行う方針としてきた。小児救急患者の
受け入れは、日中は各専門科が受け入れる。時間外は小
児科が窓口となり、小児科医の判断で各専門科にコンサ
ルトが行われ、必要に応じ専門科による診療を小児科医
とともに行う体制としている。
【目的】当院における小児救急医療の現状を、外傷、虐待
の面から考察し、現状と問題点を検討する。
【対象と方法】2006年12月～2013年6月までの外傷症例
は、頭部5582例、腹部210例、胸部98例であった。頭部
外傷は、時間外は小児科が診察し、緊急性がないと判断
した場合、翌日早朝の脳神経外科医による頭部外傷外来
の受診とした。虐待は疑い例を含め187例であった。多職
種によるこども安全委員会を設置し、各症例についての
対応を協議した。
【結果】頭部外傷では、翌日の頭部外傷外来で問題となっ
た症例はなく、初期診療における見落とし等は認めな
かった。胸部・腹部外傷で入院を要した症例は16例で、
肝損傷6例、脾損傷6例、膵損傷1例、消化管損傷1例、腸
管膜損傷2例で、全例小児外科が担当科となった。この内、
外科的治療を要したのは、膵損傷1例、消化管損傷1例、
腸管膜損傷1例の計3例で、他は保存的治療で治癒した。
虐待は、年々症例数が増加しており、発見契機が頭部外
傷67例、熱傷6例、骨折3例と外傷を契機に発見されるこ
とが多かった。こども安全委員会での協議を経て、児童
相談所、保健所などに連絡を行った。
【まとめ】外傷における当院の小児救急医療体制は、十分
機能しており診療上問題となることはなかった。頭部外
傷は、他の外傷に比べ圧倒的に多く、親に対する啓蒙活
動が必要と思われた。肝・脾損傷では、保存的治療が奏
功した。虐待は、年々対応する症例数が増加しており、早
期発見と他職種を含めた患児、家族のサポート体制を充
実させることが重要と思われた。
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7

吸気性喘鳴を反復し、 診断に苦慮し
た気管異物の乳児例

順天堂大学医学部附属浦安病院　
小児外科1)　小児科2)　麻酔科3)

小笠原 有紀1)、澁谷 聡一1)、京戸 玲子2)、
鈴木 恭子2)、柏木 邦友3)、神山 洋一郎3)、
大日方 薫2)、岡崎 任晴1)

　乳児期に吸気性喘鳴を反復し、気管支鏡検査で気管異
物、肉芽形成が確認された一例を経験したので報告する。
【症例】生後8ヵ月時に咳嗽・嗄声が出現し、A病院に精査
目的で入院。デキサメサゾン内服・エピネフリン吸入で
加療するも、SpO2 70%台の低下がみられたため、翌日に
B病院へ転院。急性喉頭炎および急性呼吸不全の診断で気
管挿管・人工呼吸管理となった。胸部レントゲンおよび
CTでは明らかな上気道の狭窄病変は認められず、吸入・
抗菌薬投与で呼吸状態は改善した。4日間の人工呼吸管理
を行い呼吸状態は安定し、計8日間の入院加療を終えて退
院となった。
　その後も犬吠様咳嗽が頻回にみられることから、生後
10ヵ月時に当院小児科を紹介受診となり、気道精査目的
にて入院となった。入院翌日、ラリンジアルマスクによ
る全身麻酔下に気管支ファイバー検査を施行したとこ
ろ、声帯部から気管内にかけて淡白色の索状の異物を認
め、異物の下端に位置する気管内に径1cm大の肉芽形成
を確認した。喉頭展開し、直視下にマギール鉗子で異物
を把持して除去した。異物はプラスチック製の衣類を束
ねるタグであった。異物除去後、喉頭浮腫を考慮してプ
レドニゾロン静注とエピネフリン吸入を併用した。その
後は咳嗽・吸気性喘鳴を認めず全身状態は安定しており、
入院6日目に退院となった。半年後に気管支ファイバー検
査を再度施行し、肉芽の消失を確認した。
【考察】乳児の場合、誤嚥の契機が明らかでないことがあ
り、また、気道異物を早期に画像検査で診断することは
困難な場合が多い。乳児が原因不明の呼吸症状を繰り返
す場合には、気道異物を鑑別診断として念頭に置き、気
管支鏡検査を行うことが重要である。当科では、ラリン
ジアルマスクを用いた全身麻酔下に、気管支ファイバー
を用いて気道の観察を行うが、声門上から気管支まで容
易に観察可能であり、乳幼児の気道精査に有用と考えて
いる。

8

ゴム風船による気管内異物に対し、
ECMO下に風船を摘出して救命しえ
た1例

大阪大学大学院医学系研究科外科学講座  
小児成育外科

中畠 賢吾、奈良 啓悟、山道 拓、
上野 豪久、上原 秀一郎、大植 孝治、
臼井 規朗

　乳幼児においては、気管内異物により致死的状態に陥
る危険性がある。われわれは気管内異物の摘出中に換気
が不十分となり、ECMO下に異物を摘出した症例を経験
した。本邦では小児の気管内異物に対し、摘出にECMO
を要した報告例はなく、文献的考察を加え報告する。
　症例は1歳女児。ゴム風船で遊んでいたところ誤って風
船を吸い込み、呼吸状態が低下したため当院に救急搬送
となった。来院時の意識レベルはJCS 300であり、循環
動態は保たれていたが奇異呼吸を呈していた。マスク換
気では胸郭の動きがみられないため、直ちに気管内挿管
を施行した。多量の血性痰を認め、用手的にバッグ換気
で陽圧をかけなければ換気が困難であった。気管支鏡を
施行したが多量の血性痰のため観察も非常に困難であ
り、観察中に呼吸状態が直ちに低下する状態であった。
胸部CTでは右肺優位に広範囲の無気肺および肺水腫を
認めており、右主気管支に風船と思われる異物が陥入し
ていた。その後も風船の摘出を試みたが、酸素飽和度が
維持できなくなったため緊急的にV-A ECMOを導入し
た。ECMO導入後に気管内チューブを抜去し、軟性気管
支鏡下に把持鉗子を用いて摘出した。換気困難による低
酸素脳症が危惧されたため、術後は低体温療法を施行し
た。その後呼吸状態は改善傾向にあったため、3日後に
ECMOを離脱した。右肺の肺水腫は残存していたため利
尿剤の投与を要したが、17日後に抜管した。抜管後に声
帯麻痺によると考えられる誤嚥と嗄声を認めたが、症状
は改善し39日後に退院となった。現在、明らかな低酸素
脳症の症状は呈しておらず、呼吸状態も良好である。
　本症例では挿管のみの呼吸管理では呼吸状態を維持で
きなかった。加えて肺水腫により気管内の痰が多く、気
管支鏡での観察や処置が困難であった。ECMOを導入す
ることにより呼吸状態が安定したため、確実に異物摘出
処置を行うことが可能となったことから、ECMO導入は
非常に有用であった。
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重篤な呼吸困難を呈し緊急処置を要
した乳幼児気道閉塞の3例

佐賀県医療センター好生館  小児外科

中堀 亮一、岩中 剛、伊崎 智子、生野 猛

　呼吸困難を主訴とする小児救急疾患において、緊急の
気道確保を要する場合は少なくない。今回緊急処置を要
し、救命した3例を経験したので報告する。
【症例1】日齢1より哺乳時の喘鳴を認めていたが、日齢4
にて呼吸状態が悪化、喘鳴、上気道閉塞症状が顕著と
なった。喉頭鏡及びCTにて喉頭嚢胞認め、緊急手術施行。
【症例2】7カ月女児。母親と買い物中、目を離した際に造
花を飲み込んだ。直後より嗄声と著明な陥没呼吸を認め
当院へ緊急搬送。全身麻酔下に気管支鏡にて円筒形の異
物 (造花の一部) を摘出。
【症例3】1歳男児。何かを口に含んだ直後に突然せきこみ
顔色不良となり、家族による人工呼吸行われ救急搬送。気
管支鏡にて左気管支異物 (ヤマモモの実) を摘出。
【まとめ】重篤な呼吸困難に対し緊急処置を要した3例を
経験した。症例1は耳鼻科による緊急喉頭鏡下手術を施行
し、症例2、3は呼吸器内科医による気管支ファイバーに
て摘出した。新生児の呼吸困難として喉頭嚢胞が原因と
なることは少ない。頻度は出生10万に対し1.8人といわれ
るが、新生児期は上気道が相対的に狭く、喉頭嚢胞によ
り容易に上気道閉塞を起こすため、迅速かつ的確な診断
とその治療が必要である。
　乳幼児の突然の呼吸困難に対しては、気道異物の可能
性も考慮し早期発見に努める必要がある。呼吸困難を伴
う気道異物の場合、救命には迅速な診断と適切な処置が
必要であり、救急部、麻酔科、耳鼻科、呼吸器内科等の
複数科との連携、協力が必要不可欠である。

10

異物による小児咽頭外傷の2例

筑波大学附属病院  小児外科

神保 教広、五藤 周、新開 統子、高安 肇、
田中 秀明、上杉 達、瓜田 泰久、
小野 健太郎、佐々木 理人、後藤 悠大、
青山 統寛、増本 幸二

　小児口腔内咽頭外傷では、歯ブラシや割り箸などの棒
状の異物を口に入れたまま、転倒・転落して受傷する患
児が多い。救急診療において経験される咽頭外傷症例は
比較的稀であり、その治療方針や経過についてまとまっ
た報告は少ない。当科で経験した2例を提示する。
　症例①は5歳4か月歳男児。歯ブラシを咥えたまま走っ
ている際に母親と衝突して受傷した。軟口蓋に1cm弱の
裂創を認めたが、翌日には創部は粘膜に覆われ、経口摂
取後も問題なく退院した。
　症例②は3歳9ヶ月歳男児。筒状の玩具 (口径1.5cm、長
さ30cm) を咥えたまま高さ50cm程の台より飛び降り受
傷した。受傷直後近医救急外来を受診したが、舌下に軽
度の裂創が確認されたのみで無処置で帰宅した。受傷翌
日は経口摂取可能であったが、頭痛と軽度の吸気性喘鳴
を認めた。吸気性喘鳴は自然軽快傾向にあったが、受傷
後2日より後頚部痛が出現し、夜間より頚部可動域制限が
出現したため受傷後3日に近医を再診した。頚部造影CT
にて縦隔気腫、咽頭後壁内の膿瘍形成を認め、当院搬送
となった。当院では中咽頭後壁に白苔を伴った潰瘍性病
変を喉頭ファイバーで確認し、抗生剤投与、絶飲食で経
過観察とした。受傷後11日に潰瘍性病変は再生性粘膜で
覆われ、炎症反応、頚部可動域制限の改善も認めた事か
ら経口摂取を再開し、その後症状再燃が無い事を確認し
て受傷後14日で退院となった。
　いずれの症例も保存的加療のみで軽快したが、小児咽
頭喉頭外傷では外科的に止血術・摘出術を要した報告や
遅発性の縦隔気腫、咽頭膿瘍を併発した報告がある。重篤
な合併症を認めた報告も散見される事から、当院では耳
鼻咽喉科と連携し受傷時に充分な評価と加療が行えるよ
うな体制を考慮している。文献的考察を加えて報告する。
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乳幼児食道異物の7例

土浦協同病院   小児外科1)   救急集中治療科2)

堀 哲夫1)、松宮 直樹2)

【はじめに】乳幼児の食道異物は救急外来で小児外科医が
対応する代表的疾患である。2011年1月から2013年5月の
間に7例の乳幼児食道異物を経験し合併症なく摘出でき
たので報告する。
【症例】年齢は10ヶ月から3才11ヶ月 (中央値2歳5ヶ月)、
性別は男5例女2例。異物の内訳は硬貨4例，トリの軟骨か
ら揚げ1例、ピアス1例、破損したキーホルダーの接続部
1例であった。主訴は硬貨とトリの軟骨から揚げ症例のす
べてにおいて嘔吐であり、破損したキーホルダー誤嚥例
では咽頭痛であった。誤飲の現場を家族が確認したもの
4例、自分で訴えたもの2例であった。来院時は、すべて
の症例で発熱なく全身状態は良好であった。
【診断と摘出術】確定診断は硬貨と金属製の異物6例では
単純X線写真にて診断、X線透過性のトリの軟骨から揚げ
例ではCTを施行し診断した。摘出術は硬貨とトリの軟骨
から揚げの5症例はいずれも無麻酔下にバルーンカテー
テルを用いて摘出術を試みた。バルーンには空気を注入
した。東日本大震災当日の1症例 (硬貨) は停電のため透視
なしにブラインドで摘出した。それ以外の4例は透視下に
施行した。トリの軟骨から揚げ例では摘出時に少量の水
溶性造影剤を使用した。4例は摘出に成功、1例 (硬貨) は
胃内に落ち6日後に自然排出を確認した。鋭利なピアスと
破損したキーホルダーの症例は全身麻酔下に内視鏡的に
鉗子を用いて、異物が食道粘膜に固定した箇所 (刺入部)
をフリーな状態とした後に、Roth Net®を用いて安全に
摘出できた。
【まとめ】乳幼児食道異物症例に対し、食道粘膜に対して
刺激がなく辺縁が平滑なものに対しては無麻酔下のバ
ルーンカテーテルによる摘出術、鋭利なものに対しては
全身麻酔下にRoth Net®を用いた内視鏡的摘出術がそれ
ぞれ安全で有効であった。

12

保存的治療にて軽快した内視鏡的膵
石除去時の膵管損傷と外傷性膵損傷
の経験

新潟大学大学院　小児外科1)　消化器内科2)

荒井 勇樹1)、窪田 正幸1)、奥山 直樹1)、
佐藤 佳奈子1)、仲谷 健吾1)、大山 俊之1)、
横田 直樹1)、塩路 和彦2)、青柳 豊2)

【はじめに】小児の膵管損傷においても，内視鏡を含めた
保存的治療の有用性が報告されている．今回，内視鏡操作
時の膵管損傷と外傷性膵損傷の保存的治療例を経験した．
【症例1】12歳，男児．2歳時に，前医にて先天性胆道拡張
症の分流手術を施行された．術後，9歳時のCTで膵石を
指摘された．12歳時，膵石が10 mm程度までの増大を認
め，当科紹介となった．全身麻酔下でERPによる排石術
を施行した．結石が大きかったため，破砕・排石時の操
作による乳頭部近傍の膵管を損傷し，CTにて右腎周囲腔
に造影剤の貯留とfree airを確認した．急性膵炎に対する
保存的治療にて軽快し，術後15日目で退院した．退院後
3か月時に，再度ERPを行い2 mmの遺残膵石と膵頭部膵
管の狭窄を認め，バルーン拡張を施行し，自然脱落型膵
管ステントを約24時間乳頭部に留置した．2回目目の
ERPより6か月経過した現在，膵仮性嚢胞や膿瘍形成の合
併なく経過している．
【症例2】12歳，男児．サッカーの練習時に相手の膝で鳩
尾を強打し，心窩部痛が持続するため当院救急外来を受
診した．CT検査で，膵頭部断裂と主膵管損傷を伴うIIIb
型外傷性膵損傷と診断した．保存的に経過をみたが，十
二指腸球部背側に膵仮性嚢胞形成を認め，経口摂取開始
すると膵炎症状が再燃するため，受傷後55日目，ERPに
よる5 Fr. Pig tail catheterを嚢胞内に留置した．その後，
経口摂取可能となり，受傷後82日目で退院となった．退
院後17日目，膵管ステントを抜去した．現在，受傷後7か月
を経過して，US上嚢胞は確認されず，尾側膵管の軽度拡
張を認めている．今後は，膵体尾部の萎縮，それに伴う
内分泌異常の有無などを慎重に経過観察する必要がある．
【結語】膵管損傷に対する保存的治療は，膵管狭窄などの
合併症があり，小児における適応と有用性は慎重に考慮
する必要があり，文献学的考察を加えて報告する．
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膵切除施行なしに加療した外傷性膵
損傷IIIb型の一例

京都府立医科大学  小児外科

曽我美 朋子、富樫 佑一、高山 勝平、
笹栗 由貴、千葉 史子、樋口 恒司、
文野 誠久、青井 重善、古川 泰三、
木村 修、田尻 達郎

【はじめに】主膵管損傷を伴うIIIb型膵外傷は、頻度が少
なく、とくに小児に関しては治療方針に関して一定の見
解はない。今回我々は、膵切除を施行することなく加療
したIIIb型の一例を経験したので報告する。
【症例】8歳、男児。自転車にて走行中に溝に落ちてハン
ドルで腹部を強打し、3日後に腹痛が増強したため近医を
受診した。腹部CTで膵体部損傷と膵仮性嚢胞を指摘され
入院となった。腹部症状が軽度なため保存的治療が選択
され、受傷10日後に精査加療のため当院へ転院となった。
転院後のMRCPで膵仮性嚢胞の増大を認めたが、患児家
族と話し合い、保存的治療を継続する方針とした。受傷
13日後に内視鏡的逆行性膵管造影 (ERP) を行い膵管造
影にて主膵管の損傷を確認した。膵管から逆行性に嚢胞
ドレナージを試みたが、カニュレーションできなかった
ため、損傷部より口側の主膵管にチューブを留置して終
了した。ERP術後2日 (受傷後15日) に、強い腹痛の訴え
があり、造影CTで腹水の著明な増加と嚢胞の縮小を認
め、仮性膵嚢胞破裂と診断し、緊急開腹術を行った。術
中所見では中等量の腹水を認めたが、腹腔内の癒着、周
囲脂肪織の鹸化はほとんどなかった。膵切除は施行せず、
仮性嚢胞内と直腸膀胱窩にドレーンを留置して終了し
た。術後腹部症状なく経過し、術後13日より水分摂取を
開始し、術後35日 (受傷後50日) の現在、仮性嚢胞の再発
なく経過している。
【考察】IIIb型膵損傷は、膵切除により病悩期間の短縮を
図れる可能性はあるが、合併症や遠隔期の糖尿病発症の
リスクなどがある。反面、非切除治療においては、入院・
絶食期間が長期化し、また本例のように経過中に合併症
を起こすことがある。本例では初発症状が軽度であった
ことと家族の希望があり、非切除治療を選択した。治療
後の生存期間の長い小児においては、症例ごとに十分検
討して治療方針を決定することが望ましいと思われた。

14

精神発達遅延児に発生した膵損傷
（IIIb）の保存的治療の経験

大阪府立母子保健総合医療センター  
小児外科1)

近畿大学医学部付属病院　
小児外科2)　消化器内科3)

松浦 玲1)、田附 裕子1)、米田 光宏1)、
曺 英樹1)、山中 宏晃1)、野村 元成1)、
出口 幸一1)、福澤 正洋1)、八木 誠2)、
坂本 洋城3)

　主膵管の損傷を伴う膵損傷 (重症度IIIb) の死亡率は
34.8%と高く、一般的に手術適応とされるが、小児例で
は保存的加療が選択されることもある。今回我々は、精
神発達遅延のため管理にやや難渋したが、保存的加療が
可能であった重症度IIIbの膵損傷の1例を経験したので
文献的考察を加えて報告する。
　症例は12歳女児。精神発達遅延 (自閉症の傾向) の既往
歴があり支援学級に通学中。自転車で階段より転落した。
同日近医を受診し頭腹部CTにて打撲以外の明らかな臓
器損傷はなく経過観察となった。帰宅後より嘔吐が出現
したため、翌日近医を再受診し、CTにて膵尾部の断裂を
認め当科紹介となった。CTにて膵尾部の完全断裂を伴う
膵損傷 (IIIb)、左腎損傷 (Ib)、左眼窩周囲皮下血腫を認め
た。腹部圧痛、嘔吐を認めるが腹膜刺激症状はなくバイ
タルサインは安定していた。また精神発達遅延のため末
梢点滴を縄跳びにするなど、本人の理解、協力が得られ
ない傾向が強く、保存的加療を先行する方針とした。中
心静脈カテーテルの留置は断念し、絶食、膵分泌阻害酵
素、抗生剤投与にて血中アミラーゼ・炎症反応は遷延し
ながらも徐々に改善を認めた。1日に900～1200mlの消化
態栄養剤 (エレンタール) の服用が可能であり栄養は維持
された。受傷後12日目のCTにて7cm大の仮性膵嚢胞が出
現したため被膜の完成を待ち、内瘻化を行う方針とした。
受傷後50日目に超音波内視鏡ガイド下膵嚢胞ドレナージ
術を施行し内瘻化を行った。術後5日目に食事を再開した
が腹部症状や炎症反応の上昇なく、経過良好であり術後
12日目に退院となった。
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胃膵断裂部内瘻化を試みた外傷性膵
損傷（IIIb型）の2例

兵庫県立こども病院  外科

横井 暁子、中尾 真、岩城 隆馬、
吉田 拓哉、岩出 珠幾、谷本 光隆、
園田 真理、大片 祐一、福澤 宏明、
尾藤 祐子、西島 栄治

　主膵管損傷を伴う膵断裂の治療法については確立され
た標準術式はない。今回、初回手術時に胃膵断裂部内瘻
化を試みた2例を経験したので報告する。
【症例1】14才男児
　同学年男児に腹部を蹴られた。腹痛が持続するため前
医で精査され2日後に膵損傷と診断し当院転院となった。
転院3日目に開腹術を施行。膵断裂部は膵被膜の破綻を認
めなかったため胃への内瘻化を試みた。経鼻的に挿入し
たブロビアックカテーテルを胃後壁より膵断裂部に誘導
しカテーテル周囲の膵被膜と胃壁を縫合した。カテーテ
ルからの膵液の排出不良のため1ヶ月後に再開腹、胃瘻を
作成しブロビアックカテーテルを胃瘻経由の腎盂バルー
ンに変更したところ良好に膵液ドレナージされた。2週間
後より経口摂取開始、さらに20日後腎盂バルーン先端が
膵断裂部から胃内に脱落したが、特に症状なく退院、3年
4ヶ月を経過し無症状であるがCT上膵体尾部の菲薄化を
認める。
【症例2】7才男児
　自転車で転倒し腹部打撲、膵損傷の診断にて当院転院、
CTで膵断裂を認めたため転院後2日目に開腹術を施行。
胃瘻を造設して胃瘻経由に腎盂バルーンを膵断裂部に留
置し、バルーン周囲の胃後壁と断裂部被膜を縫合した。
腎盂バルーンから膵液の排出は良好であった。術後27日
目にドレナージ不良となり透視下に位置調整した。ED
チューブを留置して経管栄養を開始、術後40日目に経口
開始したところ腎盂バルーン脱落、一旦膵酵素の上昇を
みたが経口摂取中止、EDチューブからの経管栄養とした
ところ軽快、膵体尾部の主膵管の拡張を認めたが、膵液
瘻は認めず無症状であったので術後68日目に経口を再
開、以後無症状で7ヶ月経過、画像上主膵管3.6mmまで拡
張し、膵体尾部が徐々に萎縮している。
　胃膵断裂部内瘻化を試みたが、チューブ脱落とともに
瘻孔閉鎖したと肝が選れ、膵体尾部の萎縮を認めてきた
ため、さらなる術式の工夫が必要である。

16

待機的膵管 ・ 膵吻合術を施行した小
児主膵管断裂（IIIb型）の中期予後

自治医科大学附属病院  小児外科

河原 仁守、前田 貢作、小野 滋、
馬場 勝尚、薄井 佳子、辻由 貴、
福田 篤久、関根 沙知

　小児の外傷性膵損傷では保存的治療が中心だが，主膵
管損傷による膵液漏を伴う場合は外科的治療を要する．
今回我々は，自転車によるハンドル外傷で主膵管断裂を
伴うIIIb型膵損傷に対して，救命だけでなく長期膵機能温
存を目的に待機的膵管・膵吻合術を施行し，術後良好な
経過をたどった2例を経験したので、その中期的予後につ
いて報告する．
【対象および方法】最近の5年間に当科で経験した外傷性
膵損傷のうち、上記の術式を選択した2例を対象とした。
術式：手術に際して、ERPDにて内視鏡的経鼻膵管ドレ
ナージチューブを挿入．開腹操作に移り，直視下にチュー
ブを同定してガイドワイヤー下に膵管チューブと交換
後、膵管チューブを尾側膵管に誘導した．この膵管
チューブをステントとして膵管および断裂部膵組織を縫
合した．
【症例1】13歳男児．入院後保存的治療を開始．受傷14日
目に膵仮性嚢胞に対して開腹ドレナージ術を施行．ド
レーン排液が減少せず，残存した仮性嚢胞に対して受傷
57日目に待機的膵管・膵吻合術を施行した．現在術後4年
経過しているが，Amylase100台で推移し，HbA1c5.2
(NGSP)と耐糖能の異常は認めていない．画像上，体尾部
膵管の軽度拡張を認めるのみで膵体尾部の萎縮は認めて
いない．
【症例2】7歳男児．同様に保存的治療後、膵仮性嚢胞に対
して受傷14日目にドレナージ術を施行．仮性膵嚢胞は縮
小したが，Amylase高値が持続したため、受傷64日目に
待機的膵管・膵吻合術を施行した．現在術後3年経過して
いるが，膵機能の異常は認めていない．画像上、体尾部
の主膵管軽度拡張と軽度萎縮を認める．
【まとめ】主膵管断裂を伴う膵損傷の場合において，急性
期に膵液ドレナージ術を行った後に待機的膵管・膵吻合
術を安全に行うことが可能であった．中期的には良好な
膵機能を保てており、小児例においては本術式も選択肢
の一つになりうると考えられた。
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外傷性脾損傷後に発症した鼠径ヘル
ニアの1例

広島大学病院  小児外科

鬼武 美幸、檜山 英三、小倉 薫、上田 祐華

【はじめに】小児における鼠径ヘルニアの発症は，開存し
た腹膜鞘状突起に，過剰な腹圧や腹腔内の液体貯留など，
他の因子が加わることが原因と考えられている．脾損傷
による腹腔内出血とそれに伴う腹腔内圧上昇が原因と考
えられる右外鼠径ヘルニアの1例を経験したのでこれを
報告する．
【症例】5歳，男児．家で転倒した際にプラスチック製玩
具で左腹部を受傷し腹痛強く当院救急救命科入院となっ
た．入院時Hgbは5.3g/dlまで低下しており，腹部膨満を
強く認めた．造影CT検査にてIII型の深在性脾損傷と脾動
脈損傷を認め，インターベンショナルラジオロジーにて
脾動脈に対しコイル塞栓術を施行した．術後経過は良好
であったが，受傷後18日に右陰嚢の腫大を認めた．触診
にて右鼠径ヘルニアと診断され，鼠径ヘルニア根治術を
施行した．
【考察】腹膜鞘状突起の開存のほかに小児期に鼠径ヘルニ
アが起こるには何らかの要因が加わる必要があると考え
られる．本症例においては，出血量は約800mlと想定さ
れ，腹膜鞘状突起の開存に加えて脾損傷による出血とそ
れに伴う腹腔内圧の上昇により受傷後に初めて鼠径ヘル
ニアを発症したものと考えられた．
【まとめ】外傷後の実質臓器損傷による合併症として外鼠
径ヘルニアを考慮する必要がある．

18

交通外傷後の遅発性小腸狭窄の1例

長野県立こども病院  外科

好沢 克、高見澤 滋、畑田 智子、
田中 孝明、山田 豊

【症例】11歳、女児
【現病歴】乗用車 (ワンボックスカー 3列目、2点式シート
ベルト着用) に乗車中、対向車と正面衝突により受傷。腹
痛を認め近医受診、腹痛箇所にシートベルトによる圧痕
を認めた。腹痛軽快後帰宅するも、受傷5日目より嘔吐、
腹痛が出現、8日目に近医再診となった。腹部CTで小腸
の部分拡張、腹水貯留を認めたが、明らかな腸管損傷、腹
腔内遊離ガスは認めなかった。同院入院し経過観察され
ていたが、経口摂取開始後、嘔吐が出現したため、受傷
14日目に精査加療目的で当科転院となった。
【入院時現症】全身状態良好、腹部：平坦、軟。下腹部に
圧痛あり。反跳痛、筋性防御を認めず
【入院経過】腹部超音波検査では、小腸内腔に多量の腸内
容が貯留しto and froとなっており、器質的な通過障害が
疑われたが、狭窄部は同定できなかった。入院4日目に中
心静脈カテーテルを挿入、イレウス管を留置し、腸管内
の減圧を図った。入院9日目にイレウス管からの造影を
行ったが、通過障害を認めず、入院10日目にイレウス管
を抜去したところ、夜間に嘔吐を認めた。手術適応と判
断し入院15日目に手術を行った。
【手術所見】腹腔鏡にて観察すると、終末回腸より30cm
口側に幅1cmの狭窄部を認めた。臍部の創を延長し、狭窄
部を創外へ脱転、狭窄部の切除、腸管の端々吻合を行った。
【術後経過】術後経過は順調で、術後2日目に経口摂取を
開始、4日目に当科退院となった。
【病理組織診断】狭窄部に全周性の潰瘍形成を認め、内輪
走筋層まで破壊されていた。
【考察】外傷後の小腸狭窄は比較的まれな病態である。自
験例では狭窄範囲が狭小であったため画像検査で狭窄部
の描出が困難であり、手術に至るまで日数を要した。腹
腔鏡は病変部を確認する上で有用であった。
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緊急手術にて救命しえた高エネルギー
外傷の2小児例

亀田総合病院  外科1)

昭和大学横浜市北部病院  小児外科2)

湘南東部総合病院  外科3)

林 健太郎1)、渡井 有2)、太田 智之1)、
深澤 基児3)、加納 宣康1)、高賢 樹1)、
小池 能宣1)、武士 昭彦1)

【症例1】10歳女児で母の運転する軽自動車の後部座席に
シートベルトをして寝ていた。母の居眠り運転にて対向
車と正面衝突し救急搬送された。左横隔膜破裂と多実質
臓器損傷が疑われ緊急開腹手術となった。最終診断は横
隔膜破裂・肝損傷・胃完全断裂・膵は門脈左縁で完全断
裂していたためLetton-Wilson法に準じて再建した。術後
膵液瘻を形成したがドレナージにて改善した。胸椎圧迫
骨折も合併しており長期入院となったが3ヶ月後に独歩
退院した。
【症例2】1歳女児。母親が台所でオーブンレンジを使用し
ていた。母親が目を離した隙に女児がオーブンレンジの
前開き扉に体重をのせたところ、受け止める形で落下し
女児の胸腹部が下敷きとなった。児は体重10kg、レンジ
は23kgで高さ120cmの台の上に置いてあり固定されて
いなかった。直後より顔面蒼白となり呼吸苦、腹痛を訴
え当院救急センター受診となった。受傷時呼吸は陥没呼
吸で腹部膨満を認め、ショックバイタルであった。画像
検索では多量の血性腹水と肝鎌状間膜を挟んで左葉内則
区域と外側区域を肝損傷 (III a) が縦走し膵損傷に連続し
ていた。緊急開腹手術とした。上腹部横切開で開腹し止
血、肝は縫縮術を施行し、後腹膜は血腫を形成していた
が保たれていたため温存しドレナージのみとした。術後
経過は良好で第30病日に退院した。
【考察】高エネルギー損傷では搬送時間・手術のタイミン
グが予後を左右する。自験例2例では手術により救命でき
たが、製品情報を認知することで受傷を予防可能である
と考えられる。シートベルトでは装着部位のずれがない
ように体に合った3点式のシートベルトにすることでサ
ブマリン現象を予防可能で、オーブンレンジも後部の固
定具を使用することで落下予防が可能であったと思われ
る。今後医療側からも事故になりやすい製品の情報を認
知・警告する必要があると思われた。

20

小児重症肝損傷に対するDamage 
Control Surgeryの経験

沖縄県立中部病院  小児外科

福里 吉充

【背景／目的】Damage control surgery (以下、DCS) と
は、重症外傷患者の救命率向上のため、1980年代から普
及してきた概念である。DCSでは，最初の手術を致命的
な出血のコントロールと必要最低限の汚染の除去にとど
め、ICUでの徹底した蘇生の後で再建を含めた最終的手
術を行う。DCS小児例の報告は少ない。DCSにて救命し
た小児重症肝損傷の2例を提示し、文献的考察を加える。
【症例】症例1：4才男児。交通事故による多発外傷 (両側
血気胸、右動揺性胸郭、肝損傷、頭蓋骨骨折等)。出血性
ショックが持続するためDCSとなった。初回手術で肝周
囲をガーゼパッキング、2日後にTAEと再開腹ガーゼ除去
を行った。その後長期の人工換気を要し、胆汁嚢腫形成、
カンジダ感染症、腸閉塞、消化管出血などを併発したが、
なんとか乗り切り、約200日目に退院した。症例2：4才
男児。交通事故による肝損傷。持続する出血性ショックの
ためDCSとなった。初回手術で肝周囲ガーゼパッキング
をおこない、2日後に再開腹しガーゼを抜去した。約3週
間後に肝仮性動脈瘤の破裂を併発したが、TAEにて止血
し、49日目に退院した。
【考察】重症外傷では、出血とともに、低体温、凝固障害、
アシドーシスのいわゆる “死の三徴” が進行する。速やか
に手術を終了させ、この三徴の改善に全力を尽くすこと
がDamage Control (以下，DC) の考え方である。DCは
三段階に分けられる。DC1は必要最低限の短縮手術，
DC2はICUでの集中蘇生治療、DC3は全状態安定化での
再手術である。今日、DCは，腹部外傷のみならず，胸部
外傷，四肢血管外傷など幅広い領域へ応用され，重症外
傷の治療戦略として確立している。
【結語】DCSにて救命した重症肝損傷2例を報告した。小
児外科医がDCの意義を理解し実践することで、重症外傷
の救命率が向上するものと信じる。



第29回日本小児外科学会秋季シンポジウム

227

第
　29　

回
日
本
小
児
外
科
学
会
秋
季
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

21

当センターにおける小児多発外傷に
対する多科連携の取り組み

日本赤十字社医療センター　
小児外科1)　救急科2)　整形外科3)　
脳外科4)　小児科5)

武山 絵里子1)、中原 さおり1)、
林 宗博2)、増山 茂3)、伊地 俊介4)、
土屋 恵司5)、石田 和夫1)

【はじめに】多発外傷に対しては集学的治療が必要であ
り、夜間・休日を問わない救急医療体制が求められる。
当センターでは交通外傷、虐待などによる小児の多発外
傷については救急科がまずその初療に当たり、救急科よ
り関連各科に連絡が入り、各科が必要に応じた医療を提
供している。このような多科連携により治療に当たった
2例を提示し、小児救急医療のあり方について検討する。
【症例1】3歳男児。夜7時過ぎにマンション5階の窓辺にあ
るベッドで跳ねて遊んでいて、誤って2階部分の砂地に転
落した。救急車にて当センターに搬送され、画像診断の
結果、脾損傷IIIa、左腎損傷IIIb、腹腔内出血、上腕骨顆
上骨折、前腕骨折、右大腿骨頚部骨折が明らかとなった。
小児科当直によりルート確保、鎮痛・鎮静が行われ、整
形外科医、TAE施行医および小児外科医が応需した。輸
血により血圧が安定したため、腹腔内出血は保存的治療
の方針となり、整形外科手術が施行された。術後の肺炎
治療には小児科が協力し、抜管後一般病棟に転出可能と
なった時点で小児外科転科となり、腹腔内出血の保存的
治療および外来フォローに当たった。
【症例2】5歳男児。朝9時前に路上でしゃがんでいたとこ
ろ、右折してきたワゴン車の前輪に右胸部から左側腹部
に乗り上げられ受傷。　救急車にて当センターに搬送さ
れた。画像診断の結果、左横隔膜損傷IIIbSt (外傷性横隔
膜ヘルニア)、右気胸、肺挫傷、肝損傷Ibが明らかとなっ
た。救急科および小児科によりルート確保、鎮静・鎮痛、
挿管、胃管挿入、右胸腔ドレーン挿入が施行された。こ
の間に小児外科は手術の準備を整え、到着後3時間弱で手
術を開始した。術翌日抜管し、二日目に胸腔ドレーンを
抜去後、一般病棟に転出後は小児外科が主科となった。
【結語】小児多発外傷に際し、当センターでは24時間体制
で救急科が初療を担当し、多科連携により集学的治療が
可能となっている。

22

虐待が原因と推定される乳児胃破裂
の1例

愛知県心身障害者コロニー中央病院  
小児外科

新美 教弘、飯尾 賢治、加藤 純爾、
田中 修一、毛利 純子

【はじめに】小児の胃破裂の多くは新生児期に発症し、そ
の時期から外れることはまれである。今回、虐待が原因
と思われる乳児胃破裂の1例を経験したので報告する。
【症例】2か月、女児。
【家族歴】2歳年上の兄に原因不明の上腕骨骨折の既往が
あった。
【現病歴】生後順調に発達していたが、生後2か月のある
日の午前から活気がなくなってきた。午後8時の哺乳後に
著明な腹満と呼吸困難を認めようになり、近医を受診し
た。腹部単純レントゲンで腹腔内遊離ガスを認め、消化
管穿孔を疑われ当院に緊急搬送された。入院時の理学的
所見では著明な腹満と頻脈を認めた。血液所見では白血
球の減少、高クレアチニン血症、低ナトリウム血症を認
めた。単純レントゲン所見も合わせ消化管穿孔と診断し
緊急開腹術を行った。麻酔導入時に腹壁の臍周囲に小さ
な紫斑が観察された。手術所見では胃底部大彎に穿孔を
認めた。穿孔部の粘膜に虚血を認めなかった。穿孔部を
単純縫合閉鎖し腹腔内洗浄を行った。ブドウ球菌性の
敗血症を併発していたが回復した。術後40日で軽快退院
した。
【母のヒアリング】術後の母親との面談で胃破裂の原因が
不明であることを伝えた。母親は父親の虐待の可能性を
ほのめかし、腹部の鈍的外傷との関連を質問してきた。
兄も原因不明の上腕骨骨折の既往があり、虐待の可能性
も否定できなかった。自験例も母親不在時に、子供と父
親の二人きりの後に急に顔に皮下出血を認めたことが
あった。
【まとめ】推定の域を出ないが、この症例の胃破裂の原因
として虐待による腹部への鈍的外傷が疑われた。
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虐待を疑わせる受傷機転による小児
膵損傷の一例

久留米大学  小児外科

東舘 成希、小島 伸一郎、坂本 早季、
吉田 索、橋詰 直樹、古賀 義法、
七種 伸行、石井 信二、深堀 優、
浅桐 公男、田中 芳明、八木 実

　症例は8歳男児。格闘技の指導中に義父に腹部を踏みつ
けられ、受傷当日深夜に強い腹痛が出現したため前医を
受診した。腹部CTで膵損傷と診断され精査加療目的で当
科へ紹介搬送となった。当科搬送時は血清アミラーゼ、リ
パーゼの上昇、CRPの上昇を認めたもののバイタルサイ
ンは安定しており、腹膜刺激症状も認めないことから保
存的加療を行うこととした。絶食とし、抗菌薬、蛋白分
解酵素阻害剤を投与したところ、一過性の腹痛と血清膵
酵素の上昇を認めたものの全身状態としては安定して経
過した。受傷後2週間の腹部CTでは小さな膵嚢胞を認め
たが、主膵管の拡張は認めず、受傷後4週間のCTでは嚢
胞の縮小を認めたため保存的加療を継続した。受傷後8週
間頃より再度腹痛の増悪と血清膵酵素の上昇を認め、腹
部CTで嚢胞の拡大と、それより遠位部の主膵管の拡張を
認め、ERCPを施行したところ主膵管の断裂を認めたた
め外科手術を行うこととした。手術は開腹下に嚢胞空腸
吻合術を施行し、術後経過は良好であった。退院後外来
で経過観察しているが膵機能は正常に保たれている。近
年、小児腹部外傷については各種画像検査や非手術療法
の手技向上のため緊急開腹手術の適応はより厳格になっ
ている。また膵損傷については小児、成人問わずその治
療方針の決定については苦慮することが多い。さらに本
症例は受傷機転が虐待を疑わせるものであったため患児
の身体的治療だけでなく精神的ケアや再発防止に向けて
様々な側面から取り組む必要があった症例であった。

24

虐待が疑われた乳児胸腹部多発外傷
の一例

自治医科大学付属病院  小児外科

福田 篤久、前田 貢作、小野 滋、
馬場 勝尚、薄井 佳子、辻 由貴、
河原 仁守

【はじめに】小児外傷のうち虐待に起因するものは頭部外
傷や四肢骨折などが多く胸腹部外傷の頻度は少ないと考
えられるが、重症の経過をとって致死的結果に至る症例
も報告されている。今回、我々は虐待が強く疑われた乳
児胸腹部多発外傷の一例を経験したので報告する。
【症例】症例は11ヵ月男児。自宅にて3歳の兄が転倒した
際に下敷きとなり胸部に圧挫傷を受けた。その後顔色不
良が出現したため母親により近医を受診。胸腹部CTにて
右肺挫傷および肋骨骨折を認めたため当院へ救急搬送と
なった。当院搬入時、意識清明でバイタルサインは安定
していた。前胸部に皮下出血を認めた。全身検索目的に
造影CTを再度施行し右肺挫傷、肝損傷、右副腎損傷、右
多発肋骨骨折を認めた。全身状態が落ち着いていること
から保存的治療を行う方針としPICU入院とした。家庭内
での受傷にも関わらず臓器損傷が広範囲であること、受
傷機転が不自然なこと、またCTにて体側の左第6-8肋骨
にも陳旧性骨折を認めたことから虐待の可能性を考慮し
て、当初より小児科併診とした。第2病日に施行したフォ
ローのCTでは腹水の増強や実質臓器損傷の増悪所見は
認めず、第3病日より経口摂取を開始した。また同時に
1回目の虐待検討員会を開催した。以後、全身状態は安定
し第5病日には一般病棟へ転棟。第7病日に小児科転科と
した。第8病日に2回目の委員会を開催し、虐待の可能性
が高いと判断したため、児童相談所に介入を要請した。現
在、今後の方針について検討中である。
【まとめ】近年、わが国でも小児への虐待が社会問題と
なっており、小児外科医が係わる症例も増加してきてい
る。小児の胸腹部外傷においては虐待の可能性も念頭に
おき、受傷機転、全身状態を正確に判断するとともに、早
期から小児科医を含めた他職種との連携による注意深い
経過観察が重要である。
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代理ミュンヒハウゼン病が強く疑わ
れた嘔吐 ・ 下痢 ・ 敗血症を繰り返し
た1例

兵庫県立こども病院  小児外科1)

静岡県立こども病院  小児外科2)

福澤 宏明1)、福本 弘二2)、 三宅 啓2)、
矢本 真也2)、宮野 剛2)、納所 洋2)、
森田 圭一2)、金城 昌克2)、漆原 直人2)

　症例は2歳男児。嘔吐，下痢で前医入院となる。入院後、
絶食・点滴管理となるが腸内細菌による敗血症を繰り返
した。上部・下部内視鏡、カプセル内視鏡など行われた
が異常は見つからなかった。また、敗血症も治療抵抗性
であり前医入院から4カ月目に当院に転院となった。当院
入院後、上部・下部内視鏡、CT、免疫系の検査など行う
も異常は見つからなかった。しかし、嘔吐・下痢は続き
敗血症も繰り返した。時に赤色の嘔吐・下痢便を認める
ものの消化管内視鏡では異常はなかった。不自然な点は
母親が面会した後に限り症状が起こるため、このころか
ら母親の代理ミュンヒハウゼン病を強く疑うようになっ
た。患児の姉も原因不明の血尿の既往があった．そこで
敗血症を発症していたがあえて点滴 (抗生剤) を中止した
ところ，それ以降発熱はみられなくなった。また外泊時
に発熱・点滴漏れのような手の腫れを繰り返し児童虐待
の疑いがあるため当院転院後3カ月目に児童相談所の介
入により保護となった。その後は、発熱・下痢・嘔吐の
症状は消失した。

S1-1

口腔咽頭歯ブラシ外傷 ： 膿瘍合併例
の検討

大分こども病院　外科1)　小児科2)

大野 康治1)、藤本 保2)、石原 高信2)、
神薗 慎太郎2)、光武 伸祐2)、久富 真由美2)

【緒言】大分こども病院は大分市内に位置する小児救急支
援病院であり、年間35,000人前後の休日・夜間外来患者
を受け入れている。当院において平成23年1月以降の
約2年半の間に経験した、膿瘍を合併した口腔咽頭歯ブラ
シ外傷症例を検討した。
【症例】4例の膿瘍を合併した口腔咽頭歯ブラシ外傷を経
験した。全例男児で、月齢は26－41 (平均33.3) ヵ月で
あった。これら4例の臨床経過を、診療録をもとに後方視
的に分析した。
【結果】受傷機転：歯磨き中の転倒3、転落1。全例歯ブラ
シで口蓋粘膜を損傷していたが、受傷直後に歯ブラシ
は回収されていた。2例は受傷後自宅にて経過観察して
いた。1例は受傷後近医を受診するも経過観察となり、
1例は近医受診し抗菌薬内服治療を受けていた。症状：受
傷後1－8病日目に発熱2、頬部腫脹1、頚部腫脹1にて発
症していた。CT検査にて3例に咽後膿瘍、1例に頚部膿瘍
を合併していた。治療および転帰：全例に抗菌薬静注療
法を行い、2例は保存的に改善した。他の2例は膿瘍に対
して切開ドレナージを行った。
【考察】歯磨きはむし歯予防のための大切な生活習慣の一
つである。一方、乳幼児が歯磨き中に歯ブラシをくわえ
たまま転倒し、口腔内に歯ブラシを突き刺す事故が問題
となっている。顎下腺などの周囲臓器、主要血管、中枢
神経系を損傷する危険性があり、また、折れた歯ブラシ
の遺残や合併した膿瘍に対して外科的処置を要すること
もある。何よりも予防が第一で、1) 保護者に対する啓蒙、
2) 乳幼児が一人で歯磨きをする際には保護者がそばに付
き添い注意を払う、3) 安全具付き歯ブラシを使用する、
などが重要である。



第29回日本小児外科学会秋季シンポジウム

230

第
　29　

回
日
本
小
児
外
科
学
会
秋
季
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

S1-2

シートベルト損傷4例の経験

大分県立病院  小児外科

竜田 恭介、岡村 かおり、飯田 則利

【はじめに】本邦では2008年より全席のシートベルト着用
が義務化され、これにより頭部・胸部外傷などの致死的
な交通外傷は減少したものの、シートベルトによる鈍的
損傷が増加したとされる。今回、当科におけるシートベ
ルト損傷4例について、文献的考察を加えて報告する。
【症例】症例1：3歳、女児。受傷後より腹痛、炎症所見の
亢進、CTでの小腸壁の浮腫状肥厚、拡張を認めた。保存
的治療にて軽快し、受傷後5日目に退院した。症例2：
6歳、女児。受傷後より腹痛を認めたが、CTでは異常を
認めなかった。翌日のCTでfree airを認め、受傷後22時
間で開腹手術を行った。十二指腸水平脚後壁に1.5cmの穿
孔を認め、縫合閉鎖、Tチューブ留置を行い、受傷後16日
目に退院した。症例3：11歳、男児。右第5-8肋骨骨折、
右気胸、右肺損傷、右腎損傷を認めた。保存的治療にて
軽快し、受傷後8日目に退院した。症例4：8歳、男児。受
傷後より腹痛、嘔吐を認めていたが、CTでは小腸の軽度
拡張を認めるのみであった。翌日のCTで腹水の増加、小
腸壁の肥厚、壁内気腫を認め、消化管穿孔の診断で、手
術を行った。トライツ靭帯から35cmの空腸に5mmの穿
孔、上行結腸漿膜の損傷を認め、縫合閉鎖を行った。受
傷後8日目に退院した。
【まとめ】シートベルト損傷では実質臓器よりも腸管損傷
の頻度が高いとされ、その発生機序は腸管がシートベル
トと椎体に挟まれ直接外圧が加わり、また内圧が上昇す
ることによる。当科の症例でもシートベルト損傷4例のう
ち、3例が腸管損傷であった。手術を行った2例では受傷
翌日の画像検査で異常を認めており、シートベルト損傷
では身体所見および画像検査の経時的な追跡が重要で
ある。

S1-3

脾臓損傷患者の保存治療における造
影超音波検査の使用経験

熊本赤十字病院  小児外科

吉元 和彦、寺倉 宏嗣、小山 宏美、
関 千寿花

【はじめに】当院では脾臓損傷の保存的治療適応患者に対
して初回検査はCTを用いているが、2012年から造影超
音波検査を併用している。
【目的】各使用症例で得られた造影超音波所見について検
討し、脾臓損傷部位の評価における造影超音波検査所見
の意義について考察する。
【対象】脾臓損傷に対して造影超音波検査を行った4人を
対象とした。内訳は、11歳男児、6歳女児、9歳男児、5歳
女児で、3人は低所からの墜落/転落、転倒、1人は事故車
の同乗者であった。
【方法】造影CTで実質の造影不良域を認めた部分を脾臓
の損傷部と診断した。初回の造影CTと造影超音波検査の
所見を比較検討した。また経時的に造影超音波検査を行
い、損傷部の変化について検討した。
【結果】受傷当日に造影超音波で損傷部位を検索したが、
いずれもCTよりも損傷部位が小さい印象であった。また
造影CTで指摘できなかった小さな損傷部位も造影超音
波では描出された。経時的な観察では、受傷7日以内に造
影不良域が縮小する例があることが確認できた。
【考察】超音波検査は広範囲の検索には向かないが、小児
の脾臓は小さく、また保存的に治療できる損傷部は広範
囲でないことが多いため、超音波での描出が適している
と考えた。さらに造影CTで比較的均一に描出された損傷
部を造影超音波で描出すると内部は不均一であることが
多く、経時的な観察では損傷部の一部は数日以内に血流
の再開が見られたことから、造影CTよりも内部の状態に
ついて詳細に評価できるのではないかと考えた。
【まとめ】造影超音波は造影CTよりも脾臓の損傷部を詳
細に評価でき、また放射線被曝もないことから経時的に
フォローアップできる可能性が示唆されたが、使用経験
が少ないため多施設で使用経験を集積する必要があると
考える。
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S1-4

小児外傷性肝損傷9例の臨床経過に
関する検討

大阪大学医学部医学研究科  小児成育外科1)

大阪大学医学部附属病院  高度救命センター 2)

梅田 聡1)、上野 豪久1)、山道 拓1)、
奈良 啓悟1)、上原 秀一郎1)、大割 貢1)、
大植 孝治1)、姜 晋求2)、嶋津 岳士2)、
臼井 規朗1)

【はじめに】外傷性肝損傷において開腹術を行うことなく
軽快し得た症例の報告はあるものの、小児外傷性肝損傷
における保存的治療とその経過および合併症についての
報告は多くはない。今回我々が経験した小児外傷性肝損
傷について検討した。
【対象と方法】2004年から2013年にかけての過去10年間
に当院で経験した15歳未満の外傷性肝損傷9例を対象に
診療録より後方視的に検討した。以下中央値 (範囲) で表
した。肝損傷の程度は日本外傷学会肝損傷分類2008に
従った。
【結果】性別は男児6例、女児3例であった。年齢は8 (2-
14) 歳であった。受傷機転は対自動車の交通事故が3例、
転倒が3例、転落が3例であった。肝損傷のGradeはI型
(Ib型) が3例、II型が1例、III型が5例 (IIIa型：4例、IIIb
型：1例) であった。9例のうち4例に他の腹腔内臓器損傷
の合併を認め、重複を含め腎損傷が3例、副腎損傷が1例、
脾損傷が1例認められた。9例のうち2例で輸血を必要と
したが、2例とも輸血及び輸液に対する反応は良好であっ
た。開腹術を要した症例はなく、肝損傷の治療について
は全例で保存的治療が選択された。9例のうち7例は安静
臥床のみで改善した。残りの2例は胆汁漏が疑われたため
経皮的腹腔ドレナージを行った。1例は血腫のみであった
が、1例で胆汁漏が認められた。経過観察中に胆汁漏、仮
性動脈瘤およびA-Pシャントがそれぞれ1例ずつ認められ
た。胆汁漏を呈した1例は受傷後1ヶ月以上にわたり胆汁
の漏出が続いたが、時間経過とともに減少し、ドレナー
ジのみで軽快し得た。仮性動脈瘤、A-Pシャントを呈した
2例についても、経過観察のみで軽快した。
【結語】当院で経験した小児外傷性肝損傷9例のうち1例で
経皮的腹腔ドレナージを要したが、全例が開腹術を行う
ことなく軽快した。小児外傷性肝損傷においても保存的
治療は有用であると考えられた。

S1-5

当院における肝外傷の経験-治療法
の選択を中心として

近畿大学医学部　
外科学教室小児外科部門1)　救急医学講座2)

澤井 利夫1)、木村 浩基1)、前川 昌平1)、
吉田 英樹1)、八木 誠1)、平出 敦2)

【はじめに】外傷性肝損傷は小児腹部外傷における代表疾
患であり、保存的治療が奏功するといわれる。しかし、止
血処置を要する重症例もあり、治療法の選択に苦慮する場
合もある。そこで今回当院で経験した小児外傷肝損傷症例
を検討し肝損傷に対する治療法の選択について報告する。
【対象】2000年1月から2013年6月までに当院で経験した
肝外傷症例15歳以下26例について検討した。平均8歳
(3－13歳)、男：女＝16：10であった。
【結果】受傷機転は交通外傷13例、転落6例、その他7例で
あった。
　入院時の日本外傷学会肝損傷分類ではI型17例 (Ia2例、
Ib15例)、II型1例、III型5例 (IIIa2例、IIIb3例+V (内1例))、
画像上肝損傷無く肝酵素上昇のみが3例であった。ただし
入院時Ib1例は6時間後IIIbに増悪した。III型での受傷機
転は自転車事故転倒1例 (IIIa) を除いて高エネルギー外
傷に該当した。
　入院時に保存的治療22例 (肝酵素上昇例3例、I型及び
II型、IIIa1例)、血管造影塞栓術2例 (IIIa、IIIb)、開腹2例
(IIIb) が選択された。IbからIIIb増悪例には血管塞栓術が
施行された。血管造影及び塞栓術は、造影CTにて造影剤
の血管外漏出を適応とした。開腹術2例の内1例は右肝静
脈損傷合併例で、いずれもガーゼパッキングが為された。
　死亡例2例 (IIIb) は、病院到着時にショック状態で、大
量輸液、輸血にてもショック状態からの離脱不能であっ
た。1例は損傷肝のガーゼパッキングが施行された。1例
は右肝動脈分岐部損傷にTAEを施行した。同部は止血で
きたが、他からの出血が継続した。
【結論】I型及びII型損傷では、保存的治療が極めて有効で
あった。ただし、増悪例もあるため厳重な経過観察が必
要である。III型、特に高エネルギー外傷では、高率に止
血処置を要した。ただし、肝静脈・門脈系の損傷を合併
例では躊躇無く開腹止血術を試みる必要がある。しかし、
病院到着時にショック状態にあり、大量輸液輸血にても
反応不良の場合には予後不良である。
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S1-6

小児肝外傷の検討

弘前大学医学部付属病院  小児外科

須貝 道博、小林 完、袴田 健一

　小児では成人と比較して肝臓の占拠率が高いため、肝
損傷の発生頻度は15～20%と比較的高率である。
　画像診断の進歩により肝損傷の程度の把握が可能とな
り治療法が変化している。我々は過去10例の肝損傷を経
験し、その特徴について検討したので報告する。
【対象】過去20年間に当科で経験した肝損傷は10例で男
児5例、女児5例、年齢は5日から13歳であった。
　内訳は交通外傷6例、腹部打撲によるもの3例、分娩外
傷は1例であった。
　10例に対し、臨床的検討を加え、特徴について検討
した。
【結果】肝損傷分類はIIIb  6例、IIIa  1例、II2例、Ia  1例
でIIIb症例が最も多かった。主訴は腹痛が6例、嘔吐が
2例、ショックが1例で無症状が1例みられた。
　治療は腹部打撲による腫瘍破裂に対し、腫瘍切除術、開
腹ドレナージ術。肝破裂に対し、肝縫合術1例と開腹施行
術が3例みられた。その他経皮ドレナージ術、IVR1例と
保存的治療例が5例であった。併存疾患として胸部外傷に
よる血気胸が3例、肝芽腫1例、副腎出血1例、肝嚢胞2例
みられた。肝芽腫の1例を除き全例、生存例であった。
【まとめ】小児肝外傷の特徴として入院を要する重症例が
多い。好発年齢は5～7歳で受傷機転は交通外傷例が多
かった。CT、IVR、USにより損傷形態は損傷程度の正確
な把握が可能であった。死亡率は成人に比較して低く、
手術成績もよい。保存的治療により治療する例が多い。

S1-7

外傷性肝損傷および脾損傷の保存的
治療におけるプロトコール作成の
試み

兵庫県立こども病院　
小児外科1)　小児救急医療センター 2)

福澤 宏明1)、岩城 隆馬1)、吉田 拓哉1)、
谷本 光隆1)、園田 真理1)、岩出 珠幾1)、
大方 祐一1)、尾藤 祐子1)、中尾 真1)、
横井 暁子1)、西島 栄治1)、山口善道2)、
竹田 洋樹2)、上谷 良行2)

　当院では損傷の程度が大きい肝脾損傷であっても、血
行動態が安定していれば保存的に加療している。過去7年
間に外傷性肝損傷もしくは脾損傷で当院に入院し保存的
化療を行った症例を振り返り、適当な入院期間について
検討した。また、それに基づき「保存的治療のプロトコー
ル」を作成した。
【対象・方法】当院で過去7年間に外傷性肝損傷と脾損傷
で入院管理を行った24例につき、損傷分類、輸血を要し
たか否か、血管塞栓術や外科的治療施行の有無、入院期
間について検討した。
【結果】24例のうち5例は、入院途中で転院となったなど
のため対象外とした。残る19例のうち、肝損傷は13例、
脾損傷6例で年齢は2～13歳、男児14例、女児5例であっ
た。受傷機転は転倒時に柵などで腹部を打撲、転落、自動
車で轢かれたなどであった。損傷の程度は日本外傷学会
臓器損傷分類2008に準じて造影CT所見によって分類し、
肝損傷はI型6例、II型1例、III型6例で、脾損傷は6例の全
例がIII型であった。入院中に外科的治療や血管塞栓術を
要した例はなく、輸血を要したのは肝損傷III型の1例のみ
であった。平均入院期間は肝損傷の場合III型で14.5日、
II型で8日、I型で10日、脾損傷III型では12.6日であった。
【考察】小児でも遅発性出血などの合併症の報告があり、
積極的に血管塞栓術を行うべきとする考えもあるが、自
験例からは、画像上は損傷の程度が大きくとも、血行動
態が安定していれば保存的治療が可能であると考えられ
た。また入院期間短縮の試みとしてアメリカ小児外科学
会の指針などを参考に2012年に、肝損傷、脾損傷とも保
存的治療が可能な例において、I、II型はベッド上安静を
2日間行った後に徐々に行動制限を解除して退院を6日目
に設定、III型ではベッド上安静を4日間行い、退院を8日
目とする当院でのプロトコールを定めた。これに基づい
て入院を行った例について、まだ数は少ないが併せて報
告する。
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S1-8

当院で経験した外傷性膵損傷の検討

静岡県立こども病院  小児外科

三宅 啓、福本 弘二、宮野 剛、矢本 真也、
納所 洋、森田 圭一、金城 昌克、漆原 直人

【はじめに】外傷性膵損傷は，損傷の程度，部位により治
療法も異なり，また急性期の治療方針も多岐にわたり議
論のあるところである．当院で経験した外傷性膵損傷に
つき検討を行った．
【対象】2000－2012年までの外傷性膵損傷の13例．平均
年齢は7.0歳 (0.9-14.3) で，受傷原因は全例が鈍的外傷で
あった．日本外傷学会の膵損傷分類2008ではI，II型8例
(頭部3例，体部5例)，IIIa型2例 (体部2例)，IIIb型3例 (頭
部2例，体部1例)であった．
【結果】腹腔内出血を合併した2例 (I型とIII型各1例) で緊
急開腹止血術が，他の11例で受傷直後は保存的治療が選
択された．I型の症例では，2例で仮性嚢胞を形成しドレ
ナージ (開腹1例，経皮1例) を行った．平均絶食期間は
7.1日，平均入院期間は22.6日であった．IIIa型の2例では
経過観察を行い，1例で仮性嚢胞の形成があり，受傷11日
目に経皮ドレナージを行った．他の1例は受傷2か月後に
膵炎で再入院したが，保存的に軽快した．IIIb型の症例で
は，1例が腹腔内出血にて緊急開腹術が行われたが，他の
2例は経過観察が行われた．全例で仮生嚢胞に対して受傷
後2，9，12日に経皮ドレナージが行われた．2例はドレ
ナージのみで軽快し，いずれも損傷部位付近の膵萎縮は
認めたものの，膵機能に問題はなくそれぞれ受傷後37日、
62日で退院となった．体部損傷の1例では膵瘻が改善せ
ず，受傷後68日目にLetton-Wilson手術を行い受傷後
105日目に退院となった．
【考察】主膵管損傷を伴わない症例では保存的治療を行
い，経過中の仮性嚢胞形成例に対しドレナージを行うこ
とで全例良好な結果を得ることができた．主膵管損傷を
伴う場合でも，保存的治療が可能な症例もあり，症状に
あわせて治療方針を慎重に検討する必要がある．

S2-1

当科における外傷性腸穿孔症例の
検討

九州大学大学院  小児外科学分野1)

九州大学病院  救命救急センター  小児科2)

林田 真1)、家入 里志1)、宗崎 良太1)、
永田 公二1)、木下 義晶1)、賀来 典之2)、
李 守永2)、原 寿郎2)、田口 智章1)

【はじめに】小児腹部外傷では、小児は腹壁が薄く、肋骨
も軟らかく高い位置にあるため、腹壁外傷が軽微でも腹
腔内臓器が損傷している可能性がある。消化管損傷は腹
部外傷の中で5～9.3%であり、診断はCTが有用である。
今回当科で経験した腸管穿孔の4例を呈示し文献的考察
を加える。
【対象と方法】2007年1月から2013年6月まで当科で経験
した外傷性小腸穿孔症例に対し、診療録をもとに後方視
的に検討した。
【結果】受傷時の年齢は6～10歳、受傷機転は全例腹部鈍的
外傷であった。初診時の画像所見では、腹部単純撮影で
は全例free airを認めず、腹部CTでfree airを認めたのは
2例のみであった。腹部CT上free airを認めなかった2例
は、症状や検査データの経過より再検査を行い、再検時
の腹部CTでfree airを認めたため消化管穿孔の診断に
至った。手術までの時間は5時間～56時間で、初回CTで
free airを認めなかった症例は診断に難渋するため、手術
までの時間を要する傾向にあった。手術は開腹手術1例、
腹腔鏡補助下に行ったものが1例、腹腔鏡下に穿孔部単純
閉鎖を行ったものが2例であった。損傷部位は空腸3例、
回腸1例であった。術後は1例で癒着性腸閉塞にて再手術
が必要であったが、他3例は合併症なく経過した。
【まとめ】小腸穿孔においてfree airの検出率は低く、診断
目的のCTで初回free airがない場合でも、複数回の撮影
でfree airが判明することも多く、症状や検査データの経
過から穿孔を疑う場合は検査を繰り返すことも必要であ
る。free airを認めた場合、近年では穿孔部の検索や消化
管穿孔の診断目的の審査腹腔鏡は有用であり、手術侵襲
も開腹術に比べ小さく、考慮されるべきで術式あると考
えられる。
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S2-2

外傷性腸管損傷の4例

秋田大学医学部附属病院　
小児外科1)　小児科2)

吉野 裕顕1)、蛇口 琢1)、渡部 亮1)、
上野 知尭1)、山形 健基1)、野口 篤子2)

　最近10年間に腹部外傷に起因する腸管損傷の4例を経験
した。
【症例1】11歳男児、乗車していた車が対向車と正面衝突し
受傷。下顎骨折あり、当院口腔外科に緊急入院し、同日手
術施行。術後、腹痛、嘔吐出現、十二指腸穿孔の診断にて
緊急開腹手術施行。十二指腸水平部の完全断裂を認め、横
行結腸間膜を開き、十二指腸を授動し、挫滅した十二指腸
断端をトリミング後、十二指腸十二指腸吻合、チューブ空
腸瘻造設術施行した。術後、吻合部の縫合不全や狭窄は認
めなかったが、腸瘻造設部の癒着、屈曲による通過障害を
生じ、術後1か月時に癒着剥離、腸瘻チューブの抜去を行い、
その後の経過は良好である。
【症例2】6歳男児、自転車で転倒し、ハンドルで腹部を打撲
し、当院に緊急搬送、十二指腸穿孔の診断で同日緊急開腹
術施行。十二指腸下降部前壁に直径3cm大の大きな穿孔認
めた。胃瘻を造設し、経胃瘻空腸チューブを挿入後、穿孔部
を横縫合した。術後の経過は良好で受傷後18日に退院した。
【症例3】1歳4か月男児：発熱、食欲不振、嘔吐、吐血を主訴
に近位入院。入院後、胸水、腹水なども認めるようになり、
精査のため当院に入院した。入院後は症状の改善と増悪を
繰り返し、精査で両側多発肋骨骨折、血性胸水、乳糜腹水、
肝臓挫傷、右副腎出血、腸間膜浮腫、十二指腸壁内血腫、十
二指腸水平部での通過障害と胃食道逆流と多臓器にわたる
異常を認めた。当初、診断に苦慮したが、最終的に母親に
よる虐待が原因であると判断、児童相談所に介入を依頼し、
母子分離を施行。その後症状は改善、十二指腸壁内血腫に
よる通過障害は保存的治療で徐々に改善した。
【症例4】5才男児、腹痛、胆汁性嘔吐にて近医入院、CT検査
で腹腔内嚢胞を指摘され、精査、治療目的に当院に緊急搬送
された。当初、前医の画像検査からは空腸の重複腸管や腸管
膜嚢胞などを疑ったが、入院時の問診で発症3日前に転倒に
よる腹部打撲の既往があることが判明、外傷性空腸壁内血
腫による腸閉塞と診断。胃管による持続吸引と中心静脈栄
養による保存的治療を選択した。その後、胃管からの排液は
徐々に減少、上部消化管造影でも空腸の通過を認めるよう
になり、受傷後24日より経口摂取開始、症状の再燃なく、ま
た、画像上も嚢胞の縮小認め、受傷後34日に退院となった。
　症例を提示し、外傷性腸管損傷の診断、治療上の問題点
について言及する。

S2-3

小児腹部鈍的外傷による消化管損傷
例の臨床的検討

日本大学医学部  小児外科

花田 学、杉藤 公信、池田 太郎、
大橋 研介、星野 真由美、後藤 博志、
細田 利史、浅井 陽、川島 弘之、
古屋 武史、越永 従道

　小児腹部外傷の損傷臓器として実質臓器が多く，消化
管損傷は比較的稀とされている．そこで当科で経験した
消化管損傷例について検討した．当科で入院加療した腹
部鈍的外傷例 (1996～2012年) 70例で臓器損傷が明らか
なもの：49例 (50臓器) のうちわけは肝臓16例，副腎1例
脾臓13例，腎臓10例，膵臓3例，十二指腸3例，小腸2例，
肺2例であった．消化管損傷は全体の10%であった．3例
は十二指腸壁内血腫で保存加療により軽快し，2例は小腸
穿孔で手術にて縫合閉鎖，1例は腹膜炎を併発していたた
め一時的に回腸瘻造設を行った．全例軽快し，生存して
いる．
　消化管損傷では、損傷臓器別に穿孔性損傷と非穿孔性
損傷に分類される。小児では報告例の多くが、十二指腸
の非穿孔性損傷、いわゆる十二指腸壁内血腫であった。穿
孔性損傷と非穿孔性損傷においても外傷機転でもっとも
多かったのは自転車のハンドル外傷であった。穿孔性損
傷は比較的症状が強く、受傷後来院までの時間が短いが、
診断までに時間がかかる傾向がある。非穿孔性損傷は初
期の症状は比較的弱く、受診までに時間がかかる傾向が
ある。小児においては消化管損傷があっても症状が軽微
で、種々の検査においても診断確定が困難なこともある
ので、総合的な判断と経時的な観察が重要と考える。
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S2-4

小児会陰部外傷の検討

昭和大学医学部外科学講座  小児外科学部門

中山 智理、土岐 彰、千葉 正博、
鈴木 淳一、杉山 彰英、菅沼 理江、
小嶌 智美、大澤 俊亮、石井 理絵、
渡井 有

【はじめに】小児会陰部外傷は偶発的な受傷機転で生じる
ことが多く、日常診療で経験することも多い。羞恥心や
恐怖心から診察に抵抗を示すことがあり、診療上注意が
必要である。当院で入院加療を要した小児会陰部外傷症
例の受傷機転や臨床像について検討した。
【対象と方法】1990年4月～2013年6月までに入院加療を
要した会陰部外傷の12症例について、診療録をもとに後
方視的に検討した。
【結果】年齢は日齢0～14歳、男児7例、女児5例であった。
1)尿道損傷は2例で、全例男児であった。受傷機転は2例
とも転倒転落によるもので、尿道カテーテルを留置し、
保存的にみた。退院時、尿道狭窄は認めなかった。

2)陰嚢損傷は1例で、腹部・陰嚢を蹴られ陰嚢血腫をきた
した。保存的処置で軽快した。

3)女児外陰部損傷は4例で、いずれも打撲によるもので
あった。小陰唇裂傷は2例で、うち1例は縫合を行った。
会陰部後交連・膣裂傷の2例も縫合を行った。

4)肛門損傷は2例で、1例は日齢0の男児であり、経腟分娩
の母体会陰補助切開の際に胎児の肛門に裂傷をきたし
た医原性損傷であった。この患児は、肛門括約筋損傷が
あり、縫合を行った。もう1例は杙刺創で縫合を行った。

5)直腸穿孔は2例で、ともに経肛門的杙刺創による直腸穿
孔で人工肛門造設を行った。うち1例は腹部を蹴られた
ことによる腹痛を主訴に来院し、CTで腹腔内遊離ガス
と門脈ガス像を認め、緊急手術で直腸穿孔がみつかっ
た。術後、肛門から枝を入れられ受傷していたことが
分かった。

6)臀部刺創は1例で、壊れたパイプ椅子に座り、尾骨と肛
門の間にパイプが穿通した。CTで腹腔内遊離ガスが疑
われたため、開腹したが腸管損傷はなく、ドレナージ
のみを行った。

【考察】会陰部外傷は、受傷機転の聴取や診察に際し、患
児の精神面の配慮が必要である。また、多くは偶発的な
受傷であったが、虐待やいじめの可能性も常に考慮する
必要がある。

S2-5

当院で経験した、 小児腹部外傷の経
験 ～よりシンプルな保存的加療を目
指して～ 

茨城県立こども病院  小児外科

坂元 直哉、中島 秀明、松田 諭、川上 肇、
平井 みさ子、矢内 俊裕、連 利博

【はじめに】小児の鈍的腹部外傷治療においては保存的加
療が奏功する可能性が高いと言われているが適切な入院
期間、入院中の管理方法について一定のコンセンサスは
ない。今回我々は鈍的腹部外傷を伴い入院を要した症例
について検討し、当院で実践している外傷プロトコール
の有用性について報告する。
【対象と方法】2008年1月から2013年12月までに当院で
経験した鈍的腹部外傷の症例で入院加療を要した13例を
対象とし、受傷機転、損傷臓器、入院期間などについて
後方視的に検討した。なお、来院時死亡例、および入院
はしたものの明らかな臓器損傷が認められなかった症例
は除外した。保存的治療の管理はピッツバーグ小児病院
の外傷ガイドラインを参考にし、腹部の各臓器損傷の重
症度に応じた治療プロトコールに準じて治療した。重症
度はAAST分類を用いた。
【結果】平均年齢は7.4歳、受傷機転は自動車乗車中4例、
車と衝突2例、自転車で転倒4例、転倒2例、電子オルガン
の下敷き1例であった。損傷臓器は脾臓6例 (GradeIV  1例、
GradeIII  3例、GradeII  1例、GradeI  1例)、肝臓5例
(GradeIV  2例、GradeI  3例)、膵臓3例 (GradeI  3例)、
腎臓1例 (GradeI  1例)、胆道1例、空腸1例であった (重複
臓器含む)。このうち搬送時に緊急手術を必要としたのは
空腸損傷の1例のみであった。全体の平均入院期間は10.3日
であるが、非手術例は6.5日、遠隔期の観血処置例では55日、
緊急手術例では8日であった。遠隔期の観血的処置が必要
となった症例は1例で、電子オルガンの下敷きとなり、
GradeIVの肝損傷となった症例であった。保存的加療で
安定したが，受傷後7日目に腹水が著明となり、胆汁漏と
診断し、腹腔鏡下にドレーン挿入を行い自然閉鎖した。
【考察】鈍的腹部外傷に対して止血目的に緊急手術が行わ
れた症例はなく、止血術や動脈塞栓術などはかなりの範
囲で不要であった。保存的治療については、どこまで入
院期間や検査など縮小できるか検討されるべきである。
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S2-6

当院で経験した腹部外傷の検討

国立成育医療研究センター　
外科1)　集中治療科2)

高橋 正貴1)、渡邉 稔彦1)、佐藤 かおり1)、
大野 通暢1)、右田 美里1)、竹添 豊志子1)、
清水 隆弘1)、六車 崇2)、中川 聡2)、
渕本 康史1)、金森 豊1)

【はじめに】当院はヘリポートと20床のICUを有し、重症
管理を要する患児の受け入れを積極的に行っている。当
院で経験した小児腹部外傷について検討した。
【対象・方法】当院開設の2002年3月から2013年7月まで
の間に、画像診断で明らかに腹腔内臓器損傷を伴う小児
腹部外傷 (以下本症) 71例に対して後方視的検討を行っ
た。外傷機転、損傷臓器、治療内容、入院期間、ICU滞
在期間、抗生剤投与期間を検討した。
【結果】受傷時年齢は1～16歳 (平均6.7±3.6歳)、男児
45例・女児26例であった。1例のみ鋭的外傷で、他の70例
は鈍的外傷であった。受傷機転は交通外傷28例、打撲
18例、転落・墜落15例、転倒3例、スポーツ外傷1例、不
明・その他4例であった。当院へ直接受診したのは56例
で、3例がヘリによる転院、12例が救急車での転院であっ
た。腹部の単独損傷臓器は肝臓31例、脾臓15例、腎臓
12例、膵臓4例、その他3例で、2臓器以上の腹部損傷は
6例で あった。日本外傷学会分類でI度は14例、II度は
4例、III度は50例、分類不能3例であった。多発外傷は
25例で、16例に手術を要したが、そのうち腹部手術例は
10例であった。単独損傷は46例でそのうち5例に外科的
治療を要した。単独損傷に関しては入院期間は平均
15.6日、ICU入室期間は平均3.5日であった。抗生剤投与
期間は2.3日であった。1例は死亡したがそれ以外は生存
し、外科的な腹部後遺症は認めていない。
【まとめ】本症は小児では比較的まれで、我が国では
American Pediatric Surgeon Association (APSA) の作
成したガイドラインに基づいて治療を行っているのが現
状である。当院での経験をもとに、小児腹部外傷につい
て考察を加えて報告する。

S2-7

当院における過去12年間の小児体幹
部鈍的外傷症例の検討

昭和大学  小児外科診療グループ1) 
昭和大学藤が丘病院  救命救急センター 2)

川野 晋也1)、眞田 裕1)、千葉 正博1)、
中神 智和1)、渡井 有1)、土岐 彰1)、
佐々木 純2)、林 宗貴2)

　当院における2000年4月から2012年3月まで、過去12年
間の小児体幹部鈍的外傷 (来院時CPA症例を除く) での入
院患者64人についてレビューした。患者の年齢は1か月齢
から15歳、男女比は48対16であった。受傷機転は交通外
傷35例、自転車による自傷9例、転落外傷15例、暴力行為
3例、その他2例であった。受傷臓器別 (重複を含む) には、
肝損傷19例、肺挫傷 (血気胸を含む) 17例、脾損傷9例、
腎損傷6例、骨盤骨折4例、膵損傷2例、腸管破裂2例で
あり、打撲や外傷性腸管麻痺での観察入院が17例であっ
た。開腹手術または経カテーテル治療 (IVR) を必要とし
た症例は8例あり、その内訳は肝 (門脈、下大静脈) 破裂
1例、脾破裂4例、腸管破裂2例、脾・腎破裂1例であった。
　実質臓器損傷 (グレードIII) 症例でIVRまたは手術介入
を要した6例についてさらなる検討を加えた。全症例のう
ち救命し得なかったのは、交通外傷による肝破裂 (IIIb)、
脾破裂 (IIIb) 各1例、計2例であった。2例とも死因は出血
性ショックで、経カテーテル動脈塞栓術を試みたが奏功
しなかった。肝破裂の一例は開腹術に移行したが術中に
心停止し、脾破裂の一例は塞栓術中に心停止した。脾破
裂 (IIIb) の一例は輸血と塞栓術で救命しえた。塞栓術を
行わずに開腹術を行った脾破裂 (IIIa)、脾破裂 (IIIc)、脾
(IIIb)・腎破裂の各一例、計3例は大量輸血を必要とした
ものの、救命することができた。
　成人と比較し、小児では循環血漿量が少なく、鈍的外
傷においても腹腔内大量出血に対する予備能は低い。そ
のため、止血にいたるまでのわずかな時間差が生命予後
を左右すると思われる。救命できなかった2例ならびに
IVRまたは開腹手術により救命し得た脾・腎破裂症例に
ついて受傷から治療までに要した時間や全身状態の経緯
を検討し、小児の実質臓器損傷に対する治療方針を再考
したい。
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S2-8

当院における腹部外傷治療の現状と
課題

東京都立小児総合医療センター　
外科1)　救命救急科2)　集中治療科3)

下島 直樹1)、狩野 元宏1)、緒方 さつき1)、
山本 裕輝 1)、東間 未来 1)、小森 広嗣 1)、
井上 信明2)、清水 直樹3)、廣部 誠一1)

【背景と目的】当院における腹部外傷に対する救急治療は
救急外来における救命救急科、総合診療部と、PICU、
HCUにおける集中治療科の下、外科、泌尿器科など各診
療科が合同で治療に当たるチーム体制を取っている。当
院開設から3年間に経験した腹部外傷症例を振り返り、現
状の把握と今後の課題を明らかにすることを目的とした。
【対象と方法】当院が開院した2010年3月から2013年6月
までの期間に腹部外傷にて救急外来を受診した患者を対
象とし、電子カルテより後方視的にデータを集積した。
【結果】総患者数は338名で、受診時の5段階によるトリ
アージでは蘇生17名、緊急70名、準緊急111名、準々緊
急136名、非緊急4名の内訳であった。初診時に疑診例も
含めて臓器損傷が指摘された症例の外傷部位の内訳は、
肝臓35名、脾臓13名、膵臓13名、十二指腸2名、その他
消化管6名、腎臓38名、副腎1名、膀胱2名、尿道14名、後
腹膜腫瘍1名であった。
　外科的治療を施行した症例は4例で、3例は交通事故に
よる多発外傷で出血性ショックの状態で他院から搬送さ
れてきた。1例は虐待による外傷性消化管穿孔で、他院搬
送中に心肺停止となり蘇生後に当院に搬送された。肝損
傷の1例は動脈塞栓術を施行し後遺症なく救命できた。
ほかの3例はガーゼパッキングによるダメージコンロ
トール手術を施行し、腹部コンパートメント症候群のた
めopen abdomenの管理を施行した。1例は救命しえたが
重度の中枢神経障害を残し、2例は急性期の循環、呼吸が
保てず死亡した。
【考察】腹部外傷で救急外来を受診した症例のうち、緊急
で外科的治療を必要とした症例は4例に過ぎず、ほとんど
の症例が保存的に治療可能であった。一方で多発外傷、
出血性ショック、腹部コンパートメント症候群のような
緊急性の高い最重症例に対する治療を迅速、的確に対処
していくための準備、訓練が今後の課題と考えられた。

S2-9

腹部実質臓器損傷に対する治療戦略
の変遷

聖マリアンナ医科大学　
小児外科 1)　放射線科2)　救急医学3)

島 秀樹1)、脇坂 宗親1)、長江 秀樹1)、
小山 真理子1)、藤川 あつ子2)、森本 毅2)、
平 泰彦3)、北川 博昭1)

【はじめに】近年、小児の外傷性腹部実質臓器損傷に対する
治療は、非手術的療法 (Nonoperative management：以
下、 NOM) が標準的な治療戦略となっている。NOMの有
効な手技としてIntervention Radiology (以下：IVR) によ
る塞栓術が行われる。当院における症例をもとにIVRの適
応と外傷に対する治療戦略を述べる。
【対象と方法】当院開院 (1974年) より2013年6月までに当
院で経験した腹部実質臓器損傷を年代別に検討した。
A群：1974～1983年、B群：1984～1993年、C群：1994～
2003年、D群：2004～2013年6月とし、各々の期間の手術
症例とIVR症例の変遷を調査した。

　開腹手術は減少傾向にあり、IVR症例が増加していた。
IVRの初回例は1985年に行われた脾損傷に対するもので
あった。また受傷7日目に出現したdelayed ruptureに対す
るIVRによる塞栓術も1例経験した。
【考察とまとめ】1985年にIVRを初めて行い以後、循環動
態の安定している外傷症例の標準的な治療となり、その成
功率は90%以上と高率であった。これは画像診断の進歩や、
IVRの小児症例に対する適応の拡大による恩恵と考えられ
る。当院での現在の小児外傷性腹部実質臓器損傷に対する
治療戦略はPrimary Surveyで循環動態を維持しながら同
時に腹部造影CTを施行し、臓器の損傷形態及び血管損傷の
合併の有無を確認する。急速輸液や輸血を行うも、循環動
態が安定しないものには緊急開腹手術を選択する。以前は
extra vasationを認める症例をIVRの適応としていたが、
delayed rupture症例以後はpseudo aneurism症例も適応
に追加した。それ以外の症例は、安静による保存的加療を
選択している。初期輸液療法で循環動態が維持できても、
循環動態が不安定な状態に移行する症例や貧血の進行を見
る症例では、開腹手術へ変更も考慮するがその症例数は激
減した。

結果 A群 B群 C群 D群
腹部外傷
症例数 15例 46例 49例 44例

平均年齢 8.73 7.26 7.52 8.28
開腹手術 9 (60%) 11 (24%) 7 (14%) 2 (4.5%)
IVR症例 0 4 (8.7%) 2 (4.1%) 7 (16%)
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S3-1

当院における小児胸腹部外傷症例の
臨床的検討 －小児外傷の特徴とその
strategyおよび小児外科医の役割－

雪ノ聖母会聖マリア病院  小児外科

田中 宏明、靍 知光、豊原 貴之、
板垣 有亮、朝川 貴博

【目的】小児の胸腹部外傷は小児特有の受傷機転や症状を
呈することが多い．今回当科における過去17年間の小児
胸腹部外傷症例に関してその臨床的特徴を検討したので
報告する．
【対象と方法】1996年1月から2012年12月までに当院ER
に搬入された胸腹部外傷患児のうち，入院加療を必要と
した111例．検討項目は損傷臓器・受傷機転・検査と治療
法等である．
【結果】年齢は，1歳～4歳が25例，5歳～9歳が54例，10歳
～15歳が32例であった．性別では男児84例 (75.7%)，女児
27例 (24.3%) で男児が多かった. 受傷機転は交通外傷が
最も多く52例 (46.8%) で，転落16例 (14.4%)，自転車事故
12例 (10.8%)，転倒13例 (11.7%)，運動中7例 (6.3%)，暴行
5例 (4.5%)，虐待3例 (2.7%)，その他3例 (2.7%) であった．
臨床上胸腹部臓器損傷と診断したのは84例 (75.7%) で，
損傷109臓器の内訳は肝38例，脾21例，肺21例，腎10例，
膵5例で消化管損傷は8例に認めた．治療は17例 (肝7例，
脾5例，腎4例) にIVRが施行され、16例が止血成功例で
あった．開腹手術は8例 (7.2%) のみで、膵損傷と脾摘を
除けば6例が全て小腸損傷であった．また肝・脾・腎に
限ってTAE症例と保存症例を比較検討したところ，ISS，
Hb，RTS，在院日数でTAE例が有意に重症であった．
【結語】小児胸腹部外傷は実質臓器の保存的治療やIVRが
中心だが、消化管穿孔の診断等には難渋する点もある．
データをもとに、総合的strategyと小児外科医の役割を
考察・報告する．

S3-2

小児救急（外傷）への対応と小児外科
医の役割

聖マリアンナ医科大学　
小児外科1)　救命救急講座2)

脇坂 宗親1)、島 秀樹1)、長江 秀樹1)、
小山 真理子1)、平 泰彦2)、北川 博昭1)

【目的】当院の小児救急 (外傷) への対応システムを述べ、
その治療経験を基に、小児外科医の役割を考察する。
【対象と方法】夜間急患センターを受診した外傷患児は、
初診医 (研修医・救命医) により専門治療が必要と判断さ
れた場合は隣接する救急センターに搬送し、小児外科医
が呼び出しに応じた。直接、救命センターに搬送された
3次対応の外傷患児の初期治療はセンター常勤医と、事前
連絡を受けた小児外科医とで行われた。初期治療と同時
にセンター専属の放射線科医と共に画像診断を進め、小
児外科医がチームリーダーとして統括し治療方針を立て
た。更に必要に応じて他科にコンサルテーションを行っ
た。治療の実際に当たっては、外傷治療・画像診断のア
ルゴリズムや緊急IVR施行のフローチャートなどを作成
し、治療に遅延が起きないようにした。
【結果】過去37年間に小児外科医が関与し入院治療を行っ
た外傷は463例で、手術症例は73例であった。腹腔臓器
手術は肝損傷8例、脾損傷9例、腎損傷3例、膵損傷6例、
消化管損傷9例などで、全例、小児外科医が手術を行った。
保存的治療例は、センター常勤医と小児外科医が協働で
管理を行った。IVRは15例で、放射線科医が施行し、術
前・術後の管理は小児外科医が行った。他科外傷患児に
おいても全身管理が必要な場合は、小児外科医がその任
を務めた。
【考察とまとめ】小児外傷は成人にも増して迅速で適切な
初期治療が必要である。軽症では小児外科の専門性を必
要としないが、重症・特殊外傷においては小児外科医の
対応が必要で、当院のシステムは有効に運用されている。
重症小児外傷の頻度からは小児外科医の救命センター常
駐は必要ないと考えるが、重要なのは救命医・放射線科
医との連携であり、小児外科医がチームリーダーとなり
得ることである。小児救急 (外傷) においては小児科医・
救急医などの緊急依頼に対応可能な体制を構築し、他科
とも協働した治療を行うことが、小児外科医に求められ
る責務と考える。
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S3-3

ICU入室が必要であった小児外傷患者
治療における小児外科医のかかわり

九州大学大学院医学研究院  小児外科学分野1)

九州大学病院  先端医工学診療部2)

九州大学病院  救命救急センター 3)

宗﨑 良太1,2)、永田 公二1)、林田 真1)、
家入 里志1)、木下 義晶1)、賀来 典之3)、
李 守永3)、橋爪 誠2)、前原 喜彦3)、
田口 智章1)

【はじめに】本院は平成25年5月に小児救命救急センター
が開設され、今後、救急患者数の増加が予想されている。
今回、小児救命救急センター開設前に当院ICUへ入室し
た小児外傷患者について後方視的に検討を行い、今後の
小児救命救急センターにおける小児外科医の役割を検討
した。
【対象】小児救命救急センター開設前の2006年8月から
2011年12月までに当院ICUへ入室した15歳以下の小児
救急患者を対象とした。当院では小児外科に直接要請が
あった患者でも、救命救急センター医師 (ER医師) との相
談の上ICU入室が可能であり、そのような症例と、ER医
師が主治医としてICUで治療を行っている患者で小児外
科にコンサルトがあった症例を連携症例と定義した。
【結果】ICUへ入室した小児救急患者は、469例であった。
うち外傷症例は119例 (25%) であり、主な受傷部位は頭
部65例、胸部10例、腹部16例、四肢7例、熱傷21例であっ
た。それらの症例の中で、小児外科・ER医師連携症例は
16例 (16.3%) であり、内訳は、胸部外傷症例1例 (10%)、
四肢外傷症例1例 (14%) であったが、腹部外傷症例16例
においては、開所当初の1症例と骨盤骨折のみ認めた症例
を除く14例 (87.5%) が連携症例であった。14例の腹部外
傷連携症例は、脾損傷5例、肝損傷3例、膵損傷2例、腎損
傷1例、肝脾損傷1例、腹部刺傷1例、後腹膜血腫1例で、
小児外科主治医であったのが9例、ER医師主治医が5例で
あった。治療は肝損傷2例と脾損傷1例に対してTAEが施
行され、膵損傷1例に対して穿刺嚢胞ドレナージ、腹部刺
傷1例に対して腹壁閉鎖が施行された。他の症例はいずれ
も保存的に加療を行い、14例全例救命できた。
【まとめ】当院では小児外傷患者、特に腹部外傷において
は、小児外科医師、ER医師、放射線科医師などで十分検
討を行い治療方針決定がなされており、良好な結果が得
られていた。小児救命救急センターが開設後、このよう
な各科横断的な医療及びコメディカルとの連携がさらに
重要となってくるものと思われる。

S3-4

小児外傷 ・ 熱傷診療21年間の経験と
その課題

東海大学医学部付属病院  小児外科1)

東海大学医学部付属八王子病院  小児外科2)

東海大学医学部付属病院  高度救命救急セン
ター（救命救急科） 3)

上野 滋1)、平林 健1)、平川 均2)、
鄭 英里2)、中川 儀英3)、猪口 貞樹3)

【背景・目的】わが国では不慮の事故に対する効果的な診
療が求められる。1999年にドクターヘリが導入された当
院における小児外傷・熱傷診療経験を振り返り、課題を
考察する。
【対象・方法】小児外科が標榜された1992年以降の15歳
未満の外傷・熱傷入院症例を対象に、診療の変遷と課題
を検討した。
【結果】全科2392症例中、当科が関わった初療例は515例
(21.5%) で、外傷352、熱傷163例であった。ヘリ導入前
後の患者数は全体では24%増であったが、当科患者数は
倍増し (15 vs 30例/年)、外傷例は有意に増加 (8 vs 22)
(p<0.05)、年平均死亡数も増加した (0.25 vs 0.63)。患者
数は脳神経外科、整形外科に次いだが、研修医数減少に
伴い、最近は救命救急科が最大である。診療内容として
は、①外科的治療は39例に行われ、創縫合17 (会陰肛門部
14、その他3)、開腹術12 (肝切除又は縫合4、腸切除4、脾
摘又は部分切除3、ドレナージ2、膵尾部切除1)、動脈塞
栓術 (TEA) 10、内視鏡的ステント留置1、穿刺ドレナー
ジ、膀胱瘻造設・閉鎖各1、膀胱膣形成術1で、救命救急
科、消化器外科など各科と協力して行った。②熱傷患者
では、当科が初期治療を行い、状態の安定後形成外科と
協議された。③死亡7例は、失血4 (腹部刺創、脾および肺
損傷、腹部会陰損傷各1)、気道熱傷2、頸髄損傷1、びま
ん性脳挫傷1、虐待 (疑い含む) は4例であった。
【考察】救急医療集約化の結果、重症例を含む患者数が増
加した。小児外科を含む各科の連携と協力により診療を
行ってきたが、最近は救命救急科を中心とする診療を支
援することになった。
【結語】小児救急診療には、外因性傷病が多く、外科系各
科協力による診療体制が望まれるが、外傷熱傷診療では、
小児外科医を含む小児専門医療従事者をどのように育
成、配置し、チーム医療を行っていくかが課題である。
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S3-5

当科における小児高エネルギー外傷
症例の臨床的検討

近畿大学医学部奈良病院  小児外科

山内 勝治、米倉 竹夫、石井 智浩、
神山 雅史、森下 祐次、大割 貢

【はじめに】当科では小児3次救急における実質臓器損傷
症例の治療方針はバイタルの安定が得られた症例では保
存的治療を第一としている。今回、当院における小児高
エネルギｰ外傷症例を後方視的に検討し、小児特有の臨床
的特徴を検討した。
【対象】2012年12月までの12年間で画像検査にて実質臓
器損傷を認めた小児高エネルギー外傷症例31例を対象と
した。
【結果】年齢1～14歳 (中央値；8歳)、男児22例、女児9例。
外傷起点は交通事故22例、転落8例、重量物の下敷き1例。
損傷臓器は肺14例 (I a；5例、I b；2例、II a；5例、II b；
2例)、肝11例 (I b；8例、IIIb；3例)、脾10例 (I b；1例、
IIIa；1例、IIIb；8例)、腎8例 (I a；3例、IIIb；5例)、膵
3例 (I；3例)、消化管3例 (I b；1例、II a；2例) で、この
うち重複損傷は16例であった。
　消化管損傷のII aの2例を除き、来院時血行動態が安定
していた27例にベッド上安静・輸液・抗生剤投与などの
保存的治療が行われた。この内、肝損傷I bの1例はBilioma
を形成し受傷後32日目にPTCDチューブを挿入した。緊
急手術は脾損傷のIIIb (MU) HVに脾摘出術、消化管損傷
のII aの2例に対して施行された。CPA症例は3例 (CPAOA
2例、CPAAA1例) あり、CPAOAの1例は全肝破裂を認め
開胸大動脈クランプを行ったが、他の2例は外科治療に至
らず、3例とも救命できなかった。
【考察】当科での小児高エネルギー外傷は51.6% (16/31)
に重複臓器損傷を認めた。特に胸部及び頭頸部損傷では
単独損傷は見られず、他の合併臓器損傷を伴っていた。小
児腹部損傷はIII度 (深在性損傷) であっても、その多くは
保存的治療にて軽快した。来院時CPAを認めた高エネル
ギー外傷の救命は困難であった
【まとめ】小児高エネルギー外傷は来院時に血行動態が安
定していれば、臓器温存の観点からも保存的治療が第1選
択となると考えられた。

S3-6

当院での小児外傷診療における小児
外科医、 小児科医の役割について

熊本赤十字病院  小児外科

吉元 和彦、寺倉 宏嗣、小山 宏美、
関 千寿花

　当院は、2012年1月からドクターヘリ基地局、同年5月
からPICUを有する施設となった。開設前から、特に重症
の小児外傷は小児外科、小児科が初期の段階から診療す
べきとのコンセプトで体制を整備しているが、未だ課題
も多い。
【目的】当院での小児外傷における小児外科医や小児科医
が果たしている役割について検証し、さらに現在の課題
について明らかにする。
【対象】PICU開設後の2012年5月から2013年3月までに
当院で診療した小児外傷患者のうち入院が必要であった
126名を対象とした。
【結果】受傷部位は頭部と四肢の骨折がほとんどで、小児
外科医が治療する対象と考えられる胸腹部の外傷は、胸
部3名、腹部4名とわずかであった。初期診療は基本的に
救急科が全例行っていたが、小児科は50例、小児外科は
42例 (重複あり) で初期診療から参加していた。入院担当
科は、小児外科29名、小児科27名、脳外科13名、整形外
科42名、その他15名であった。退院後の外来担当は、骨
折のみの患者以外は、小児外科と小児科が担当した。
【考察】当院では、小児外科、小児科が直接治療に関わる
ことは多くないが、小児外科は初期診療での外科処置、
多発外傷での診断治療の優先順位の判定、急性期の全身
管理や遅発性の損傷の出現のチェック、小児科は頭部外
傷の全身管理、集中治療管理を行うことで成人領域での
Acute care surgeonのような役割を担っていると考え
た。さらに退院後のフォローアップにおいても関係科を
つなぐ調整役として、退院後に必要な他科へのコンサル
トなどを行っていた。現在の当院の体制により身体的な
損傷に関しては、入院から退院後の社会復帰まで一貫し
た診療を行うことができるのではないかと考えている
が、児童精神科がいないため、精神的なフォローアップ
ができないことが課題として残されている。
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S3-7

小児重症外傷の現況と課題 －集約拠
点施設における検討

国立成育医療研究センター  集中治療科

西村 奈穂、六車 崇、篠原 真史

【緒言】受傷により救急受診する小児は多いが、一方で重症例
は少なく、本邦における小児重症外傷の検討は不充分である。
【目的】小児重症外傷の予防－病院前救護－診療に至るまでの
課題の抽出。
【方法】2009-12年の16歳未満の当PICU入室3910例につき、
診療録を後方視的検討した。
【結果】対象の7.6% (297例) が外因系傷病で入室。うち外傷
239例 (80.5%)。月齢中央値53 (最小0-最大191)。
(以下「*」はp<0.05を示す)
［1. 受傷状況と重症度］受傷機転は、墜落/転倒/転落115(63/
31/21)・交通外傷86・機転不明10例。交通外傷は高月齢 [98(4-
181)*]、機転不明は低月齢 [3(1-5)*]。墜落/転倒/転落は、家
庭内57・屋外38・幼稚園/保育園/学校 17例で発生。家庭内受
傷は第3者目撃が少なく (1.8%*)、PIM2 [1.1(0.3-76.6)*] が高
かった。交通外傷は 歩行者-車46・自転車-車18・乗車中6例。
自転車-車は高月齢 [120(39-181)*] で、頭部損傷が9 (うち6例
≧AIS3) 例・多発外傷が2例であった。
［2. 集約化/診療経過と転帰］搬送手段は 独歩51・救急車167・
ヘリ21例。転送106例は他県からも越境搬送され直送 (133例)
より広域 [15(1.2-55.6)km*] であり交通外傷が多く (21:42%*)、
またヘリ例は救急車直送例よりISS高値であった [17(1-50)*]。
損傷部位は 頭部単独112 (47%)・多発25 (10%) 例。人工呼吸
139・胸腔ドレーン10・手術71 (ICPセンサ挿入43/開頭25/開
腹8/開胸1/TAE_3) 件が施行された。死亡は7例 (交通外傷3・
墜落/転倒/転落4)。うち3例は第3者目撃なし。超過生存15.53
(6.87/100例) で予測外死亡なし。ΔPCPC0は196例・3～4は
14例。8例で気管切開。
【考察】本検討からは、学童期の交通安全教育と自転車ヘルメッ
ト普及の重要性が示唆される。また低月齢の家庭内受傷では、
第3者目撃なく交通外傷と同等の重症度を呈する例など、虐待
など聴取内容とは異なる受傷機転の想定が求められる。
　診療体制としては、ヘリも有効に機能し集約は進んでいる。
良好な転帰は集約化の効果を示唆するものと考える。しかし
開胸・開腹例は相対的に寡少であるなど、診療実績の向上に
は更なる集約化が必要である。
　また神経学的転帰不良例における慢性期管理も課題となる。
【結語】寡少な小児重症外傷例の救命には、予防－初期診療－
集約化～慢性期までの一連の体制整備が不可欠である。さら
なる症例集約から定量的検討をもって具体的方策を見いだし
ていく方針である。

S3-8

小児外傷 ・ 熱傷治療の集約化を進め
るうえでの課題 ～千葉県での経験
より～

千葉大学医学部附属病院　
小児外科1)　救急部2)

齋藤 武1)、吉田 英生1)、安倍 隆三2)、
織田 成人2)

【はじめに】千葉県は小児救命集中治療ネットワークを組
織し救急患者の集約化を目指している。連携病院の選定
にあたっては立地場所や治療実績を根拠とするが、外傷・
熱傷治療の実態は把握が困難である。
【目的】千葉県の小児外因死の現状を明らかにし集約化の
参考とする。また当院が属する千葉 (二次) 保健医療圏で
の小児外傷・熱傷治療の現状と当院の役割を検討する。
【対象と方法】①県衛生統計年報 (平成19～23年度) を基
に、県内9二次保健医療圏の外因による小児死亡率の特徴
と推移を検討した。②千葉医療圏 (小児人口130,953人)
における入院を要した小児外傷・熱傷の発生頻度と搬送
先を、2009～2012年の千葉市消防局データより解析し
た。③当院救急部・小児外科に入院した小児外傷・熱傷
の過去6年間の治療成績を関連各科の協働という観点か
ら分析した。
【結果】①県内の小児外因死は年30人 (中央値) で小児人
口10万人当たり3.7人発生した。一貫して死亡率が高いの
は山武長生夷隅 (7.9人)・君津 (7.1人)・安房 (6.9人) の各
二次医療圏であった。②4年間の全搬送176,450人中小児
外傷・熱傷患児は6,634人 (3.8%) を占め、中等症以上は
各347人・23人であった。搬送先は48施設におよび、中
等症以上の13%が年間小児収容数平均2例以下の施設に
搬送された。③入院した小児外傷・熱傷患者は101例で
29%に手術が施行された。胸腹部外傷に限ると57例中
16%に手術が行われていた。他科コンサルテーションは
66例65%で行われ100例94%が治療を当院で完結した。
【まとめ】1. 外因死発生状況の把握は医療資源の分配に有
用だが、拠点病院の選定には死亡例の治療経過の詳細を
把握すべきである。2. 千葉医療圏でも症例の分散が生じ
ており、各施設の治療成績や提供可能な高次医療の開示
が望まれる。
【結語】小児外傷・熱傷患者を集約するにはデータに基づ
き既存体制を厳密に評価する必要がある。各科が協働し
得る当院は、小児重症外傷・熱傷治療の県の拠点病院と
なりうる。
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S4-1

一般病院における小児救急医療 －特
に外傷と虐待の現状

長野赤十字病院  小児外科1)

信州大学  保健学科2)

北原 修一郎1)、寺田 克2)

【目的】第3次救急指定病院となっている当院で、小児救
急医療－特に外傷と虐待の現状がどうなっているか検討
する。特に小児の死亡原因の1位を占める不慮の事故に注
目する。
【方法】2003年から2013年3月までの約10年間における
外傷による入院について、小児外科および小児科入院患
者のカルテから検討する。
【結果】39名が入院しており、年齢は2ヶ月から15歳、平
均6.4歳 (±4.3)、外傷の原因は、交通外傷が12例、転落
7例、虐待によるものが5例、転倒4例、箸または竹串を咥
えて転倒3例、スキーやそりなど遊戯中2例、マムシによ
る蛇咬傷2例などがあった。死亡例はなかったが、交通事
故による礫創のため肺挫傷・呼吸不全となった2歳児は
ドクターヘリによる県立子ども病院への搬送を必要とし
た。手術またはIVRを必要とした症例は3例あった。虐待
児は1歳から5歳、平均年齢3.2歳 (±2.0) と低年齢であり、
体表の観察や親の態度で疑われ、診断されていた。いず
れも小児虐待担当の小児科医師から児童相談所に通告さ
れていた。3例は児童相談所入所、1例は祖父母宅へ、1例
は自宅へ退院して、治療されていた。痙攣を認めた1歳男
児例では硬膜下血腫が判明した。
【考察】平成20年より初期救急を担当していた長野市急
病センターが当院内から他院へ移転し、第2次救急医療よ
り重症な患者を受け入れる病院の体制となった。病院全
体では、平成24年の救急患者は14874名 (救急車搬送
5969名)、うち緊急入院患者4118名あった。小児の外傷に
よる入院は外傷を専門とする、整形外科21名、形成外科
11名、脳神経外科7名などの入院が多かった。小児科2名、
小児外科1名と患者数では多くはなかったが、虐待児や合
併疾患のある患児は小児科または小児外科が担当してい
た。救急外来での死亡例はあったが、入院できた患児は
救命できていた。
【結論】外傷のため、小児科と小児外科に最近10年間で緊
急入院した患児は39名あり、うち虐待児は4名あり、児童
相談所との連携で治療されていた。

S4-2

医療ネグレクトにより緊急一時保護
となった1症例と当院での対応

杏林大学  小児科

牧野 篤司、中村 由紀子、保崎 明、楊 國昌

　当院では子ども虐待に対して平成10年より院内虐待防
止委員会 (childe abuse prevention system： CAPS) が
主治医チームとは独立した組織として存在し、「子ども
虐待対応マニュアル」を作成し虐待の早期発見、対応に
つとめている。
　今回、当院で経験した医療ネグレクトの1症例を提示し
当院での対応を紹介するとともに、医師の立場での子ど
も虐待への介入について考察する。
　症例は21トリソミーの11歳男児。10歳時より特別支援
学校を欠席することが多くなり、11歳になる頃よりほと
んど登校しなくなっていた。健康診断では9歳で20kg
あった体重が11歳時には18kgに減少していた。不登校の
期間に独歩可能な状態から寝たきりへ移行するも、病院
を受診することなく自宅で様子をみていた。学校も問題
意識を持って関わり家庭訪問や地域への連絡などを行っ
ていたが、保健師の訪問などは拒絶されていた。その3か
月後、母からの連絡で教員が自宅訪問したところ、衰弱
し自発運動がほとんどないため病院を受診させた。ネグ
レクトの疑いとなり当院当科紹介受診となった。受診時
体重15.9kg (－2.6SD)、るいそう、衰弱が著明であった。
入院にて食事摂取と補液を行い、「子ども虐待対応マニュ
アル」に沿って医療相談室に連絡をとった。入院翌日に
は座位が可能となり、その後手引き歩行ができるまでに
全身状態が改善した。この間に医療相談室が地域保健施
設や学校に情報収集を行った。母は精神疾患の疑いがあ
り、「空気中の毒にさらされないように家の中にいた」
「ダウン症児は生活習慣病を来しやすいため食事量を制
限していた」と話すなど故意の虐待とは考えにくいGray
zone症例であったが、自宅での不適切な食事による低栄
養が疑われたため児童相談所へ通告した。その後、緊急
一時保護となり他院へ転院した。医師の立場では、地域
との連携、情報の共有が大切だと思われた。
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S4-3

当院における虐待疑い症例の骨X線
の特徴

都立小児総合医療センター  救命救急科

安田 幹、時田 裕介、野村 理、森 崇晃、
中山 恵美子、光銭 大裕、萩原 佑亮、
池山 由紀、関谷 恭介、井上 信明

　当科は平成22年3月の開院以来、東京都多摩地区を中心
とした1次～3次の小児救急患者を受け入れている。その
数は内科的疾患、外科的疾患合わせて年間3万件以上にの
ぼるが、その中には身体的虐待を疑われる症例が少なか
らず存在する。
　一般的に身体的虐待が疑われる児に対しては、2歳以下
であれば全例で全身骨X線スクリーニングを、2～5歳で
は診察所見で骨損傷の疑いのある症例のみ全身骨X線ス
クリーニングを行うべきとされている。また、初回検査
時に見逃しやすい微細な骨折を見落とさないために、
1～2週間後に再度スクリーニングを行うべきとされてい
る。しかし、我が国の小児科医は虐待に対しての系統
立ったトレーニングを受けていない事が多く、虐待が疑
われた症例に対してどの程度きちんとしたスクリーニン
グが行われているかは定かでない。
　今回われわれは開院以来ERを受診した患者のうち、身
体的虐待を疑われ骨X線スクリーニングを受けた症例に
対する検討を行った。文献的考察を交えて報告する。

S4-4

家庭内暴力を理由に転居を繰り返し
た症例における治療介入の経験から

獨協医科大学越谷病院  小児外科

長谷川 真理子、藤野 順子、五十嵐 昭宏、
畑中 政博、田原 和典、石丸 由紀、池田 均

　家庭内暴力 (DV) では、児が直接の暴力の対象とならな
い場合でも、児に対する負の心理的・身体的その他の影
響は計り知れない。今回、DVを理由に転居を繰り返した
ことが児の治療遂行に少なからず影響を与えたと考えら
れる症例を経験したので、そのような事例における医療
者の対応に関し考察した。
【症例】5歳7か月、男児。日齢0で食道閉鎖症 (Gross C型)
根治術、および1歳5か月で先天性食道狭窄症 (気管原基迷
入型) に対する食道部分切除術を施行された。1歳10か月
および2歳3か月時に父親のDVを理由に転居、転院。この
間に食道の食物通過障害が頻回にあり、2歳10か月、胃食
道逆流 (GER)と診断され保存的に治療を開始された。
5歳7か月、3回目の転居に伴い当科を紹介受診。5歳10か
月時にコーヒー残渣様嘔吐が出現し、その後6歳4か月ま
でに計3回、食道内に食物を詰まらせたため、7歳6か月、
GERによる逆流性食道炎を原因とする食道通過障害の診
断で腹腔鏡下噴門形成術 (Nissen法) を施行した。術後は
通過障害が改善しQOLの著明な改善をみた。
【考察】本例は転居の都度、担当する小児外科医が変更に
なり、手術後の十分な継続的フォローアップと対処が施
行し得たか疑問がある。一方、当院では前医の方針を尊
重し保存的治療を開始し、患児の身体的ならびに家族、
家庭の状況を見極めることとした。しかし、過去のDVの
実際と現在に残る影響を確認することはしばしば困難
で、母親の精神状態や母子関係の把握に時間を費やした。
【結語】DVでは児が直接の虐待の対象とならない場合に
おいても、患児の継続的なフォローアップと必要な医療
介入を速やかに実施するためには、行政や多職種の関わ
りによる患児・家族の社会的状況の把握や医療者間同志
の情報共有が必要と考えられた。
(本例の経過は第46回日本小児外科学会関東甲信越地方
会、2011年10月、前橋で発表)
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S4-5

東北大学病院におけるCPT（Child
Protection Team）による小児虐待
の組織的対応の試み

東北大学病院　
小児外科1)　児童虐待防止委員会2)　
医療安全推進室3)　地域連携室4)

田中 拡1)、藤森 啓成2,3)、大竹 茜2,4)、
和田 基1)、佐々木 英之1)、風間 理郎1)、
西 功太郎1)、中村 恵美1)、工藤 博典1)、
鹿股 利一郎1)、仁尾 正記1,2)

【背景】こどもの虐待対応は予防の時代に入り、虐待にな
る前に介入や支援を行う必要がある。当院では平成21年に
小児外科医などで構成された児童虐待防止委員会 (委員
会) が設置された。同時に、虐待対応マニュアルが整備さ
れ、虐待発見時またはこれが疑われた際は、直ちにゼネラ
ルリスクマネージャー (GRM) に状況が報告され、GRM
は医師、看護師、MSW等から編成されたCPT (Child
Protection Team) を召集して、その緊急性に応じ適切に
対応するフローが示された。
【目的】CPTの活動開始から4年間に当院で経験した虐待
症例およびその疑い症例への対応を解析し、CPTの有用
性と問題点を検討した。
【対象と方法】虐待が疑われた例は計12例で、CPTが対応
したのでこのうち11例であった。虐待あり群 (P群)、虐待
疑い群 (S群)、虐待なし群 (N群) に分類し、対応状況を検
討した。
【結果】P群は6例 (身体的虐待4例、ネグレクト2例)、S群
は2例、N群は4例。P群の2例は極低出生体重児で、周産
期にリスクありと判断され、予防目的にケアしたが後に
虐待が発生した。対応は、7例で児童相談所 (児相) 通報が
行われ、さらに警察への通報 (3例)、学校・地域との連携
(4例) などであった。被虐待死亡例はなかった。S群2例
はケア継続中である。GRMを介さず主治医が直接児相に
通報した例が1例あり、その後主治医と家族との間に問題
が生じたことが委員会に報告された。
【結論】現在の当院のシステムは、虐待の可能性に対し早
期に対応することができ、かつその対応を発見者に委ね
ないことで、医療者と家族との信頼関係が崩れることを
防止する点でも、おおむね有効に機能していた。一方、
予防目的に介入していたにもかかわらず虐待が発生した
事例もあり、ケアの質を向上させる必要があるものと思
われた。またこのシステムから外れた例で問題が生じて
いることから、職員に対してマニュアルの周知をさらに
徹底することの重要性が感じられた。

S4-6

虐待事例から考える医療機関のすべ
きこと

杏林大学医学部付属病院　
医療福祉相談室1)　小児外科2)

加藤 雅江1)、渡邉 佳子2)、韮澤 融司2)

【はじめに】平成19年、小児外科において虐待を疑わせる
児の入院を体験した。その際の通報から児童相談所・警
察の介入、児の保護に至る経過及びその後の報告を受け
る中で様々な学びがあった。反省すべき点も多く、医療
機関において何ができるのか、何をすべきなのかを検討
したことがその後の委員会活動に大きな影響を与えてい
る。今回事例を振り返り、また、新たな試みについて、そ
の効果を分析することで、医療機関において子ども虐待
防止のために何ができるのかを再考したい。
【事例の概要】3歳の女児。背中の外傷により当院に救急
搬送。小児外科にて手術。入院日数3日。MSWとして入
院日から介入。退院後の関係機関との連携も含め30日間
の対応を行った。
【方法】本事例の振り返りを行うとともに、平成24年度か
ら試行している、「外傷により救急外来を受診した児」に
対する介入の結果、地域関係機関への情報提供を行った
事例20例の分析を行う。
【考察】当院では、平成8年より準備を始め、平成11年に
児童虐待防止委員会が発足した。平成17年からはDVや高
齢者虐待等を含めすべての暴力被害者を対象とした活動
を行うため名称を虐待防止員会と改めた。現在では年間
464件 (内、子ども虐待は405件) の対応を行っている。
　これまで、医療機関に対しては、けがや養育者の態度
から子ども虐待を疑わせる症例を見逃すことなく対応
し、関係機関へつなぐことが求められ、そのスキルアッ
プやその際の連携方法に子ども虐待防止の焦点が当たっ
ていた。しかし、本事例を体験することにより、医療機
関の果たすべき役割は、子ども虐待を見つけることでは
なく、虐待をさせない母子関係形成のサポート、養育支
援であると考えた。
【倫理的配慮】本事例においては個人が特定されないよう
配慮した。



第29回日本小児外科学会秋季シンポジウム

245

第
　29　

回
日
本
小
児
外
科
学
会
秋
季
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

S5-1

小児ERで診療した身体的虐待症例の
背景因子に関する検討

東京都立小児総合医療センター　
救命救急科1)　集中治療科2)　
総合診療科3)　子ども家族支援部門4)

杉中 見和1)、池山 由紀1)、井上 信明1)、
清水 直樹2)、榊原 裕史3)、寺川 敏郎3)、
園部 正恒4)

【背景】当センターでは、傷害を負った子どもに虐待の関
与が疑われる場合、院内子ども家族支援部門の協力のも
と児童擁護委員会 (以下CA委員会) と称する関係者会議
を開催し、子どもの安全を守るための社会的対応方針を
協議する。開院から3年、CA委員会で協議した症例は
150例近くにのぼり年々増加傾向だが、中には虐待か不慮
の事故か判断に迷うケースも少なくない。
【目的】子ども虐待か不慮の事故かを見極める上で、どの
ような背景因子が判断の参考になっているか調査する
こと。
【方法】平成23年4月から平成24年12月までに、当セン
ターで身体的虐待を疑いCA委員会を開催した80症例を
対象とした。診療録を後方視的に検証し、症例の転機を
追った。また、CA委員会や地域連携における記録をもと
に、最終的な判断に関与したと思われる因子を抽出した。
【結果】対象期間中に当センターから児童相談所へ通告し
た症例は38例、うち22例が職権保護された。保護されな
かった13例も児相職員を中心として地域での見守りが継
続されたが、その過程で虐待の可能性が否定されたもの
が1例あった。一方、児相へ通告しなかった42例は、地域
施設との連携により再発防止に繋げることができてい
た。背景因子としては、病歴上の不審点 (受傷機転と外傷
程度の不一致、病歴が不明・曖昧)、特徴的な外傷所見
(新旧混在、複数、不自然)、保護者や養育環境に関する因
子 (保護者の精神疾患、家庭内暴力、複雑な夫婦関係や家
族構成) など一般的に虐待のリスク因子といわれる項目
が目立つものの、これらは保護群に限らず非保護群でも
該当する症例が多数みられた。
【結論】一般的なリスク因子はどれも単独で子ども虐待を
裏付ける要素とはなり得ず、不慮の事故と明確に区別す
ることは困難である。しかし、注意深い診療と密な地域
連携からこうした背景因子を的確に捉えることは、社会
的支援に繋げて安全を守るべき子どもを看過しないため
に有用といえる。

S5-2

われわれの施設における小児虐待対
策チームの活動状況ならびに現状の
報告

公益財団法人田附興風会医学研究所 
北野病院  小児外科1)

北野病院2)

佐藤 正人1)、虐待対策チーム こども班2)

　当院は大阪市北部に位置し、26名の小児科医が24時間
365日救急搬送を受け入れている。近年、虐待を疑う患児
の症例数が増加しつつある現状から、当初小児科看護師
を中心に看護部虐待対策委員会が設置された。しかしな
がら、看護師だけでは対処困難な症例がふえ、また、救
急外来での初期研修医を含む現場の医師にも混乱が生じ
る様になってきた。
　2010年から看護師を中心に小児虐待患児のスクリーニ
ングを開始し、2012年には医療安全管理室を事務局とす
る、多職種参加型の虐待対策小児チーム (その他、高齢者
虐待、DV対策、障害者虐待対策チームが同時に設立) が
立ち上げられた。チームの構成は小児科医・小児外科医・
整形外科医・形成外科医・脳神経外科医・産婦人科医・
看護師・ケースワーカー・保安係・事務職で構成される。
内因性疾患については小児科医が中心となり患者管理を
行い、外科疾患が絡んだ場合は小児外科医が中心となり
外科系医療チームが介入する。
　2009年より2013年5月までに370例が小児虐待症例
(疑いをふくむ) としてチームの介入を受けた。性別は男
児177例、女児193例であった。介入時年齢は1歳未満が
169例、1−3歳が104例、4−6歳が33例、6−12歳が44例、
13歳以上が20例であった。うち、外傷を伴う症例は80例
であり、受傷部位 (一部重複) は頭部・顔面が43例 (骨折・
SBS含む) と最多で、四肢・体幹・会陰の順であった。なお
死亡症例は2例認められた。370例のうち138例 (37%) が
児童相談所 (含む、関連施設) への通報症例であり、22例
(6%) が警察通報症例 (搬送時よりの介入例含む) であっ
た。また、当初児童相談所による一時保護の説明が小児
病棟で行われるなどの問題が発生したが、現在では一時
保護の際の手順を改正し、スムーズな流れで保護が行わ
れるようになってきた。しかしながら、救急医療の現場
では、こどもの虐待に加え、保護者がうけるDVなど複雑
に絡み合った症例があり、病院としての対応が望まれる。
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S5-3

子ども虐待対応の組織化

総合病院土浦協同病院　
小児科1)　小児外科2)

渡部 誠一1)、渡辺 章充1)、黒澤 信行1)、
堀 哲夫2)

【緒言】2000年児童虐待防止法制定から10年が経過し、子
ども虐待相談件数は年間6万件に増加、毎年50例以上の虐
待死報告がある。子ども虐待診療では虐待病変の医学的
診断・治療だけでなく、様々な部門との連携と長期間の
対応が必要になる。茨城県内で行ってきた子ども虐待対
応の組織化を総括する。
【子ども虐待対応の組織化】《小児科医の連携》当院は
1989年から子ども虐待事例を経験し、学会報告と日本子
ども虐待防止学会参加にて小児科医の連携を目指した。
児童相談所 (児相) との協力体制はなかなか進まず、虐待
対応に難渋した。《民間ネットワーク》1999年取手市虐待
死亡事件を契機に県内に「児童虐待防止をめざす医師と
弁護士の集い」が出来、さらに心理・母子保健分野が加わ
り、2000年に民間ネットワーク「いばらき子ども虐待防
止ネットワークあい」が発足した。児相と協定を結び、定
例会議を行っている。《虐待対策チーム (Child Protection
Team、CPT)》個人対応は虐待診断、院外機関との連携、
保護者対応の点で限界がある。そこで2005年に院内CPT
を作り、組織的対応を開始した。現在は県内の基幹病院
小児科でCPTが活動している。《医療機関と行政の子ども
虐待対応・連携ガイドライン》2005年全国調査、2008年
茨城県内の調査で、医療者が虐待に対応しにくい背景が
あることが明らかになった。その改善のため、県子ども
家庭課と小児医療機関が協議を重ねて、2009年に表題の
ガイドラインを作成した。病院間情報交換が可能になっ
た。《行政・医療・教育・警察の連携、産婦人科・新生児
科・小児科の連携》2011年第17回日本子ども虐待防止学
会 (宮本信也会長、つくば市) の企画・準備から開催まで
を県内の様々な機関と共同して行なった。その学会準備
委員会での繋がりから諸機関の相互理解と連携が深まっ
た。児相・医療機関・教育委員会・警察の4部門が一堂に
会する要保護児童対策地域協議会を2012年に初めて開催
した。新生児虐待死亡が問題になってきて、産婦人科・
新生児科・小児科の連携を始めている。
【考察】子ども虐待対応は、個人ではなく組織で対応する
こと、連携の場を広げていくことが重要である。民間ネッ
トワークとCPTが鍵になる。

S5-4

当院における虐待防止の取り組み

横須賀市立うわまち病院  小児医療センター  
小児外科

毛利 健、宮本 朋幸

　虐待による子どもの死亡の報道を多く目にする現在、
児童虐待への対応は小児医療の中で重要かつ緊急度の高
い課題である。
　当院は横須賀・三浦二次医療圏の小児医療 (小児科・小
児外科・周産期医療) において中心的な役割を担ってい
る。児童虐待への対応は、子どもやその家族を支援する
ための取り組みの一つとして位置づけ、病院として組織
的に対策を行っている。
　その方法・手順を述べる。
1  虐待が疑われる事例が発生した場合は原則として小児
科に入院とし、診察と並行して、事実確認を行う。他科
医師スタッフが疑いを持った場合は小児科にコンサルト
し、小児科医が判断する。小児科が医療相談室のメディ
カルソーシャルワーカー (MSW) と連携し、地域の保健
師・児童相談所から情報を収集する。虐待の可能性が高
い場合、小児科医、看護師、MSWらで構成される児童虐
待対策委員会を臨時に開催し、児童相談所への通告を検
討する。通告がなされない｢予防レベル｣と判断された場
合、地域の保健師へ情報提供を行い支援の検討を行う。
2  定期的に児童虐待対策委員会を開催している。既事例
の経過や、児童相談所・地域の保健師・助産師の介入例
などが話し合われる。また児童虐待への院内の対策が検
討される。
　当院の方式は、虐待の発見から管理、通報の責任を一
人の医師が負うのではなく、病院として対処するという
点に特長がある。
　以上の対策を行っているが、当地域の児童虐待死は0に
なっていない現実がある。横須賀市の子ども虐待相談受
理件数は年300前後であるが、当院がかかわる症例はその
一部分である。一病院の取り組みでは限界があるのは当
然であり、防ぎ得る子どもの死を無くすために、子ども
を取り巻く全ての大人が子どもを守るための意識を高く
持つことが重要であると考える。
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S5-5

院内における児童虐待予防の取り組
み ～アセスメントチェックリストの
作成と有用性の検討～

北里大学病院　
小児病棟看護師1)

患者支援センター部  MSW 2)

佐藤 翼1)、柴田 純子1)、早坂 由美子2)

【はじめに】当院の小児虐待予防委員会は、1993年児童虐
待防止法施行に伴いそれまで有志で行われていた検討会
を病院内の正式な委員会として発足させた。主な活動内
容は、事例検討、院内・地域との連携強化活動とシステ
ム作り、学生教育である。2011年から外来でスクリーニ
ングシートを導入し、身体的・性的虐待の早期発見に繋
がっている。しかし、ネグレクトは「静かなる虐待」と
称されるように発見が難しいため、病棟ではネグレクト
事例の早期介入を課題に掲げ、2012年にアセスメント
チェックリストを作成した。事例検討を通し有用性と課
題について考察したため報告する。
【方法】外傷で緊急入院となった全事例と、入院時生活環
境や家族の養育能力に問題がある思われた計20例に対
し、病棟経験年数3～7年目の看護師10名がアセスメント
チェックリストを活用し事例検討した。
【結果】全20例中、外傷9例、養育環境に問題がある事例
6例、どちらも含まれる事例5例であった。養育者に受傷
機転や養育環境の聞き取りがしやすい時期は、アナム
ネーゼ聴取時であった。突発的な事故だと思われた事例
にも退院後地域支援が必要な事例が存在した。外傷全例
を児童虐待の対象とすることに疑問の声があった。
【考察】外傷に至った背景に生活環境の問題がある事例が
半数以上であった。受傷機転の確認や養育者の育児状況
は、アナムネーゼ聴取時に情報収集することが多いため、
アセスメントチェックリストを用いることで事前に情報
収集の視点を持ったことが、聴取に役立った。またアセ
スメントチェックリストで根拠になったことが、早期に
地域支援に向けた援助の実践に繋がった。しかし、外傷
の中には第3者の目撃があるなど児童虐待の可能性が低
い事例も含まれており、使用対象をより明確にする必要
がある。
【今後の課題】外傷の中でも明らかに除外される症例を抽
出し、ネグレクト支援強化としてシステム化する。

S5-6

大学での児童虐待防止への取り組み
とその成果

聖マリアンナ医科大学　
小児外科1)　法医学2)　小児科 3)　
産婦人科4)　ソーシャルワーカー 5)

北川 博昭1)、脇坂 宗親1)、 向井 敏二2)、
山本 仁3)、田中 守4)、福田 羽衣5)

【はじめに】児童虐待防止に関する法律は2000年に施行さ
れた。虐待に至る過程には、子育てに苦悩し解決策が見
つからず、わが子に手をあげてしまう保護者、母親が精
神疾患のため養育不能な家庭、離婚後金銭的・時間的な
余裕がない場合など、種々の状況が存在する。我々は医
師、看護師、心理士、ソーシャルワーカー (SW) で構成
されるMarianna Child Abuse Prevention (MCAP) 委
員会を発足し10年間の取り組みについて報告する。
【対象と方法】2003年3月から2013年3月までにMCAP委
員会で取り上げられた症例をMCAP委員会報告書、診療
録、SW記録等から分析し検討した。
【結果】 163例の内訳は男児86例、女児77例で年齢別には
1歳未満が44例、1−5歳56例、6−10歳30例、11−15歳が
21例、16歳以上12例であった。診療科は小児科が83例と
最も多く、次いで脳外科20例、整形外科18例、小児外科
14例であった。虐待発見のきっかけは打撲跡や皮下出血
が36例と最も多く、次いで頭部打撲、骨折などであった。
虐待が疑われた場合の児童相談所の介入は59例であった
が年々増加傾向を示し、警察の介入事例も14例認めた。
また虐待を疑ったが、その後、否定された症例も15例認め
た。死亡事例は7例で、6例が1歳以下であった。虐待を受け
る患児のリスクファクターは、粗暴な養育者が65例、家族
の精神科受診歴が39例、子供の発達障害、先天疾患を認め
る場合が25例、片親が28例などであった。また近年、中学、
高校生の未婚での出産、性的虐待等の問題も浮上した。
【考察と課題】虐待は早期発見と介入が重要である。当院
ではMCAP事例は電子カルテ上にその旨表示され、緊急
受診時にも認識される。それにより他科医師・co-medical
間による情報共有が可能となり見逃しの防止となってい
る。また過去の事例からは未婚者・未成年者の妊娠、出
産、育児は虐待の大きなリスクファクターとなり、周産
期母子医療センターなどでのシングルマザーや胎児診断
例では、早期介入が虐待予防になる可能性が示唆され、産
婦人科医もMCAP委員に加わり情報共有を開始した。


