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■

会長挨拶 
会長あいさつ
京都小児科医会 会長

吉

岡

博

３期目の会長職も6月から２年目となっています。昨年は新しい理事として女性二人を含め、三人の
先生方に加入していただきましたが、今年はこれまで第二日赤病院小児科部長だった清澤伸幸先生が退
職されたので、後任の小児科部長になられた長村敏生先生に新たに理事として参加してもらうこととし
ました。ただ清澤先生には名簿の作成など未完成の業務の支援などまだ協力していただきたいことが
多々あり、また日本小児科医会の小児救急委員会の委員の任期もまだ１年残っていることなどから残留
していただいています。
一方、これまで京都府医師会の理事としては本会からは二人、副会長の藤田克寿先生と理事の松田義
和先生が就任され、小児に関わる分野で腕を振るうとともに、小児科医会と医師会の連携に力を発揮し
てきてもらっていましたが、４期にわたって務めていただいた藤田先生が今回退任となりました。この
間、藤田先生は主に感染症対策と乳幼児保健対策を担当して、大いに活躍していただきました。本当に
お疲れ様でした。今後は小児科医会のために一層活躍していただきたいと思っています。藤田先生がやっ
と小児科医会専任に戻ってくれたと喜んだのも束の間で、今度は藤田先生の代わりに、本会理事の禹満
先生が新たに京都府医師会の理事に就任することになりました。小児科医会の理事が２人も府の医師会
の理事として参加するのは本人ならびに当会にとっても負荷は大きいものの、とても意義あることで、
医師会活動だけでなく京都府・京都市をはじめとする行政に対しても小児対策をアピールできる立場に
在籍し続けられることはとてもありがたいことであり、これも小児科医である森洋一会長のご理解のお
陰だと認識しています。今後は松田・禹ペアで学校保健・乳幼児保健・感染症対策など小児科医会に関
わりが大きい分野での更なる活躍が期待されるところです。
なお、京都府医師会には乳幼児保健委員会があり、現在その委員長を私が務めており、その委員の多
くは小児科医会の理事・会員です。すなわち、乳幼児保健委員会が小児科医会と医師会とのかけ橋の役
割を担っています。園医協議会も乳幼児保健委員会の下に置かれるようになり、この委員会を中心に保
育園の課題への対応を検討する努力が継続されています。過年度の乳幼児保健委員会の答申課題は「食
物アレルギーへの対応に係る医師（会員）への啓発」であり、今年6月に出された答申には府下の食物ア
レルギー診断可能施設ならびに食物アレルギー負荷試験可能病院の一覧をあげました。ここに許可を得
て転載いたしますので、詳細は答申をご一読いただければと思いますが、食物アレルギー診療の一助に
していただければ幸いです。
また最近本会からの推薦が途絶えていた京都府保険医協会理事に、今期から有井悦子先生に就任して
いただきました。当会と保険医協会とが長年にわたり年１回共催してきた診療内容向上会は共催製薬会
社の辞退のため、継続が困難となっています。有井先生には困難な時期に理事に就任していただくこと
になってしまったのですが、よい打開策を見出してくださることを期待している次第です。
さて、会員名簿についてですが、元来、会員名簿は基本的に２年に１回作っていたのですが、平成23
年7月に作成した後、その次の分が遅れ、発行したのは26年2月でした。したがって今年度中に作成する
予定ですが、相変わらず自宅住所やメールアドレスを記載していただいていない会員が多くおられます
・・・ 1

京都小児科医会会報No. 59

ので、できれば追加記入されることを期待しています。
今年1月の新年会における郷間英世先生の特別講演にもありましたが、近年発達障害の子どもが増え
てきています。京都市には児童福祉センターがあり、以前からその診療所の精神科ならびに小児科の先
生方が最終診断拠点として発達障害の子どもたちの診断や療育に奮闘されていますが、現在は精神科に
おける最終診断を受けるための診察は約２年待ちとなっており、なかなかすべての子どもたちに即時に
対応出来ない現状となっています。そこでこの状況をほんの少しでも打開できればと、京都市児童福祉
センター小児科の越智雅晴先生のお計らいで、この9月に、児童福祉センターの精神科・小児科の先生
方と小児科医会のメンバーとの意見交換会を開催する機会を得ました（この原稿は8月に記述しています
ので、ここではその様子を報告することはできません）。また改めて報告いたしますが、今後このよう
な機会は継続して開催できると思いますので、発達障害の子どもたちの診療で苦慮されている会員の先
生方にいずれ何らかの朗報を届けられるものと期待しております。
昨年から竹内宏一先生に代わって私が理事をしています日本小児科医会では、現会長の松平隆光先生
を中心に「成育基本法」制定に向けてこれまで長年にわたって粘り強い努力をされてきましたが、今、
成立が現実となろうとする重大な局面に至っています。会員の先生方には、国民の願望を国会に届ける
ための署名活動にご協力をいただき、誠にありがとうございました。「成育基本法」は子どもたちとそ
の親たちのための法律であり、私個人の希望としては、できるだけ早い成立と、極力、子ども主体の、
そして子どもの目線を重視した内容の法律となってほしいと願うところです。今後も会員の先生方の一
層のご理解とご協力をお願いします。
また今年6月に別府で開催された日本小児科医会総会フォーラムのポスターセッションでは30題の発
表がありましたが、そのうちの２題は京都小児科医会（川勝秀一先生「京都市学校検尿マニュアルによ
る検尿結果10年のまとめ」ならびに木崎善郎先生「京都 CDR スタディー」）からの発表であったことを
申し添えておきます。
最後になりますが、平成26年8月20日に、広島で大きな土砂災害が発生し、甚大な被害が出ました。
京都府下においても福知山などで水害による大きな被害が出ましたが、そのとき自宅と診療所の被害に
遭われながらも、広島県小児科医会会長の桑原正彦先生は当初から地域住民の診療に当られました。来
年1月30日（土）に京都ホテルオークラで開催予定の新年会では、その桑原先生にお越しいただき、「8・
20広島土砂災害：災害発生初期救急診療の経験」と題する特別講演をお願いすることとなっております。
災害早期の救急診療に関する貴重なお話を聴ける機会と存じますので、多数の会員の先生方のご参加を
期待しております。
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総会報告 
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庶務報告 
平成26年度 庶務報告
庶務担当

辻

幸

子

吉岡会長３期目となる平成26年度も、会員の御協力を得て順調に会務を行なうことが出来ました。
平成27年6月6日の総会では、幸道直樹先生に議長をお願いし、すべての議案に賛成多数で承認をいた
だきました。
学術講演会の共催については、昨年の会報でもお知らせしたように、製薬会社の諸事情により共催の
辞退や縮小が相次ぎ、新年会（懇親会）は医会単独での開催となりました。
保険医協会との共催で毎年4月第１土曜日（または3月最終土曜日）に行っている診療内容向上会、年２
回開催の感染症研究会についても共催メーカーの変更がありました。
年間に共催した学術講演会は18回で例年とほぼ同じ開催回数でした。
小児の在宅医療については、病院からの退院時にかかりつけ医を探すのに大変苦労しておられるのが
現状です。小児科医会でも京都府医師会と共催で「小児在宅医療実技講習会」を開催し、専門医による
講義、気管カニューレや胃瘻の管理については実際に人形を使っての実技実習、診療報酬の説明を行い、
小児の在宅かかりつけ医のサポートができるよう、今後も取り組んでいきたいと考えています。
水痘ワクチンの定期接種化に伴い、短期間の経過措置は取られたものの、自費で１回目の接種をした
児の２回目接種が対象外になるなど、不公平感のぬぐえない内容であり、小児科医会からは京都市・京
都府に公費負担の拡大を要望しました。今後も「子どもたちの健康を守る」という小児科医の原点に立っ
て、対外的な活動も行なっていく必要が有ると感じています。
会員数は319名で、前年度比６名減ですが、若い先生方の入会がなかなか増えません。会則で「会費
は診療所開設者は年額15,000円、勤務医師・居宅会員は年額6,000円である。但し医学部卒業後10年ま
では年額1,000円とする。」となっており、卒後10年までは年額1000円で入会いただけるので、研修医で
小児科に興味のある先生は是非入会いただきたいと思います。もちろん退会も自由です。病院の部長、
指導医の先生方は入会のお誘いをよろしくお願いいたします。
会員の親睦をはかるために、ゴルフ同好会、旅行同好会も活動しています。興味をお持ちの方はこち
らへの参加も御検討下さい。
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総会講演 
子どものアトピー性皮膚炎の対処法
神奈川県立こども医療センター 皮膚科

馬

場

直

子

私が現在いる神奈川県立こども医療センター皮
膚科に１人医長として赴任してきてから、22年経
過した。最初は今まで見てきた大人の皮膚科と子
どもの皮膚科のあまりの違いに驚き戸惑ったが、
おかげさまでアトピー性皮膚炎（AD）や母斑など
の長い経過を診ることができ、大変貴重な経験を
させていただいていると感謝している。振り返っ
てみると、AD 診療をめぐる状況は20年前と今と
では大きく変わってきたと感じる。アトピー性皮
膚炎診療ガイドラインの中で標準的な治療法が明
記され、昔多かった極端なステロイドフォビアや

しかしながら、アトピー性皮膚炎の治療にとっ

民間療法信奉者も減り、AD 患者のコントロール

て重要なスキンケアと軟膏療法を日常的に手を抜

が随分やりやすくなっている。

かずに行うことは、なかなか大変である。子ども

そして、それと並行して最近の10年ほどの間に、

の場合は、両親特に母親がほとんどその役割を

多くの優れた研究者によってアトピー性皮膚炎の研

担っているわけであるが、日々のきめ細かいケア

究がなされ、病態解明が格段に進んだ。もっとも画

を続けるモチベーションを保ってもらうようにい

期的だったのは、フィラグリン遺伝子の異常が発症

かに手助けするかが、我々医師の役割だと思う。

１）

因子の一つ として浮上したことだと思う。さらに、
表皮顆粒層直下のタイトジャンクションの存在と表

Ⅰ．子どものアトピー性皮膚炎の特徴と鑑別診断

皮ランゲルハンス細胞のダイナミックな機能が判明

日本皮膚科学会で作成されたアトピー性皮膚炎

２）

した ことによって、アトピー性皮膚炎のバリア機

診療ガイドラインでは、アトピー性皮膚炎の症状・

能異常とアレルギー的機序の密接な関連を示唆す

診断基準を次のように定義している。①瘙痒、②

ることとなった。これらの研究成果の積み重ねに

特徴的皮疹、③慢性・反復性の経過をたどる。

よって、アトピー性皮膚炎の病態には、バリア機能

年齢によって、皮疹の分布や症状に変化がみら

異常が不可欠であることが明確になり、経皮感作と

れるため、乳児期、幼小児期、思春期の３期に分

いう概念も登場した。今では、食物アレルギーや喘

けてみる。

息さえも経皮感作で発症する可能性が示唆されて

１）乳児期

いるし、新生児期からバリア機能を損なわないよう

早ければ生後１～２か月頃から始まり、２か月

に保護的に洗い、さらに強化するために徹底的に保

以上続く。この時期の乳児アトピー性皮膚炎は乳

湿することが、アトピー性皮膚炎の発症を予防でき

児脂漏性皮膚炎との鑑別が問題となる。鑑別点は、

３）

る可能性もあるとする報告 がなされつつある。

症状が２か月以上続くこと、顔だけでなく頸、軀
・・・ 13
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幹、四肢の特に関節部にも湿疹が広がっていくこ

性苔癬、加水分解乳を飲んでいるミルクアレル

となどである。

ギーの乳児にみられるビオチン欠乏症、乳児疥癬

はじめは顔、頭に紅斑、丘疹ができ、次第に融
合して浮腫性の紅色局面を作り、表面がびらんと

などがあげられる。
AD の乾燥皮膚との鑑別を要するのが、魚鱗癬、

なり浸出液や出血を伴う湿潤性の病変となる。と

高 IgE 症候群、減（無）汗性外胚葉異形成症など

くに頬、下顎、耳とその周辺など、凸部で刺激さ

である。

れやすい所は悪化しやすい。顔よりやや遅れて、

AD のコントロールが悪いと、湿疹が慢性化し、

頸、上胸部、腋窩、肘窩、手首、鼠径部、膝窩、

苔癬化を伴う紅斑ができるが、それと紛らわしい

足首などの関節屈曲部に、紅斑、丘疹、びらんな

ものに、乾癬、類乾癬、毛孔性紅色粃糠疹、体部

ど湿潤性病変ができる。

白癬などがある。

乳児期の AD では食物との関連性が認められ

また、AD の経過の中で炎症後の脱色素斑が現

る患児がいる点も、特徴の一つである。

れることがあるが、これは皮膚の表在性真菌感染

生後５～６か月の離乳食が始まる時期になると、鶏

症である癜風と鑑別しなければならない。

卵、牛乳、大豆など特定の食物摂取後、20分～２時

さらに、AD の紅斑と落屑を伴う湿疹病変と、

間後に顔面または全身にじんま疹様の浮腫性紅斑が

Netherton 症候群の皮疹とは、実際に皮膚科医

出現し、数時間で消失する。食物アレルギーの合併

にも鑑別が難しいことがある。

例は、通常は年齢とともに食物による影響は少なく

最初に AD としてフォローされてきたが、治

なりアナフィラキシーを起こすような特殊な例を除

りが悪いと紹介されてきたところ、実は AD で

いては、経口免疫寛容により減感作が成立する。

はなかった症例を紹介した。

２）幼小児期
乳児期の湿潤性の病変から、乾燥性の皮疹に移
行する。全身の皮膚は乾燥し白い粉をふいたように

Ⅱ．AD の病態
１）発症因子

なり、体幹を中心に毛穴が鳥肌様に目立つ、いわ

アトピー性皮膚炎（AD）では、角層内のセラミ

ゆるアトピー性乾燥肌
（atopic dry skin）がみられ

ドや天然保湿因子含有量の低下、角層内のフィラ

る。関節屈側部の湿疹は慢性的となり、次第に厚

グリン量の低下ないし消失、およびフィラグリン

みを増して硬くなり、色素沈着を伴う苔癬化病変

遺伝子の変異などの皮膚バリア機能異常と、肥

となる。肘窩、膝窩、手首、足首が好発部位である。

満細胞やランゲルハンス細胞の増加、血清総 IgE

３）思春期

値や TARC 値、末梢血好酸球数の上昇などの免

12歳以降の二次性徴が始まる頃になると、再び上

疫・アレルギー的異常の両方が複雑に絡み合って

半身に症状が強く出る傾向がみられる。顔面、頚部、

発症すると考えられている。しかし、この二つの

上胸部、上背部、肘窩などに、潮紅、紅斑、丘疹、

性質は、各々独立したものではなく、お互いに相

苔癬化、色素沈着などが目立つ。顔面に鱗屑と色素

互に関連しあっている（図１）。バリア機能が弱い

沈着を伴う著明な潮紅
（アトピー性赤ら顔）
を認める。

と、様々な刺激やアレルゲンが外界から皮膚の中

４）鑑別診断

に侵入しやすくなり、繰り返し反復刺激を受ける

AD の皮疹は実に多彩である。乳児から幼児、

と、遂にそのアレルゲンに対するアレルギー反応

学童と年齢による病型の差もあれば個人差も大き

が生じて、アレルギー炎症を起こし、皮膚炎を生

い。それだけに、鑑別しなければならない、小児

じる。一方で、アレルギー反応によって IgE 抗

独特の皮膚疾患もある。

体や Th2タイプのサイトカインが増えると、そ

例えば、乳児 AD との鑑別を要するのは、乳
児脂漏性皮膚炎、汗疹、BCG 副反応の中の腺病
14 ・・・

れによってさらにバリア機能異常を助長すること
も知られている。
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図１

アトピー性皮膚炎の病態

図２

皮膚乾燥に始まるアトピー性皮膚
炎発症のメカニズム

アトピー性皮膚炎の発症因子として、この二つ

３）フィラグリン遺伝子変異と皮膚バリア機能

とも必要なのか、あるいはどちらか一つだけが原

2006年、世界で初めて欧州の AD ではフィラ

因で、もう一つはその結果に過ぎないのか、それ

グリン遺伝子の変異があることが発見され、AD

に対する明確な答えはまだ見つかっていない。

の重要な発症因子であることが報告された１）。そ

２）バリア機能異常と AD

して翌年の2007年に日本人 AD においても、日

皮膚は表皮、真皮、皮下組織の三層からなって

本人特有のフィラグリン遺伝子変異があることが

いるが、表皮の一番外側の層にあるわずかラップ

発見され、日本人 AD の約27％にはフィラグリ

１枚分くらいの薄さの角質層が皮膚のバリア機能

ンの遺伝子変異があると報告された４）。それまで

にとって最も重要といわれている。

は、特定の遺伝子変異がアトピー性皮膚炎の原因

しかし、この角質バリアに関わる成分が少な
かったり欠損したりする異常があるとバリア機能

になっているという報告は全くなかったので、こ
れは非常に画期的な発見だった。

が弱まり、皮膚の内側から水分が外へ逃げやすく

フィラグリンは、表皮顆粒層のケラトヒアリン

なり、また外からの様々な刺激物質やアレルゲン

顆粒の主要な構成要素であるプロフィラグリンを

が角質層をすり抜けて表皮上層に達してしまう。

前駆蛋白とする。角化の過程で１本のプロフィラ

表皮に達したアレルゲンは、表皮顆粒層の２層目

グリンは切断されて10～12個のフィラグリン分子

にあるタイトジャンクション（TJ）と呼ばれる細

となり、ケラチンとともにフィラグリンは角質細

胞間の強い接着バリアに阻まれてそれ以上は中に

胞内を満たす。フィラグリンは角質細胞の中で、

入れないはずであるが、ここで表皮のランゲルハ

ケラチン線維を凝集して角質層細胞の頑丈な骨格

ンス細胞が活性化されると表皮 TJ を超えて角質

を形成し、物理的強度の維持に働いている。さら

層直下まで樹状突起を伸ばして抗原を補足するこ

に角質細胞の最上層では、垢として剥がれ落ちる

２）

とが知られている 。すなわち、角質バリアの脆

前にフィラグリンが分解されてアミノ酸になり、

弱化により角質層を通過して侵入した抗原、特に

このアミノ酸やその代謝産物が天然保湿因子とし

TJ バリアを通過できないようなサイズの大きい

て働き、角質層の保湿に役立っている。すなわち

蛋白抗原は、表皮 TJ により生体内への侵入を防

フィラグリンは、バリア機能を担う角質細胞を強

がれる一方、活性化したランゲルハンス細胞によ

固に保ち、かつ保湿作用も併せ持つ皮膚バリアに

り抗原取得され、免疫反応を Th2優位のアレル

とって欠かせない重要な蛋白であると言える。プ

ギー方向へ誘導していくため AD を生じるので

ロフィラグリンをコードする遺伝子である FLG

２）

はないかと考えられている （図２）。

の遺伝子変異によって、プロフィラグリン蛋白が
欠損、あるいは著明に減少すると、ケラトヒアリ
・・・ 15
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ン顆粒の形成不全、角化障害、角質層の脆弱化、

やアレルゲンとなる物質を取り除くこと、バリア

角質層の水分保持量の低下が生じ、その結果皮膚

機能の破壊されたドライスキンを改善することの

のバリア機能が極端に低下すると考えられてい

２点である。

る。

１日の生活の中で汗や汚れ、ダニやホコリ、細
菌などが皮膚に付着したままになっていると、そ

Ⅲ．治療の３本柱

れらが直接皮膚を刺激してかゆみを生じさせた

アトピー性皮膚炎治療の基本原則は、１）悪化

り、バリア機能の弱った表皮から真皮内に侵入し

因子の検索とその対策、２）スキンケア、３）薬物

てアレルゲンとして反応を起こし、皮膚炎を悪化

療法の３本柱である。

させる可能性がある。

１）悪化因子の検索とその対策

患児の皮膚表面を清潔にする上での注意点は、

乳児期に悪化因子として重要なのが食物であ

①最低でも１日１回のシャワーまたは入浴をす

る。特定の食物が患児にとって悪化因子となって

る、②汗をかいたり、外遊びで汚れた場合は、そ

いるかを見極め、本当に必要な患児にだけ必要最

のつどシャワーでさっと汚れを落とす、③タオル

低限の食物除去を指導するのが原則である。離乳

やスポンジでゴシゴシ擦ったり、液体石鹸を多量

食開始前に食物アレルギーの診断がされるのが理

に塗りつけたりしない、④よく泡立てた石鹸を手

想であるが、実際にはほとんどが離乳食開始後に

につけ、強く擦らずやさしくなでるように洗う、

蕁麻疹様の皮疹をはじめとする即時型反応が出現

⑤関節部やくびれなど、皺の奥まで忘れずに良く

して初めて診断される。

洗い、石鹸分が残らないように、ぬるま湯で丁寧

食物日誌、血中特異的 IgE 抗体、皮膚テスト、
除去試験、負荷試験などを参考に診断する。年齢
が上がるにつれて IgE 抗体が陽性のままでも自
然寛解することが多い。

にすすぐ、⑥湯船につかる際には、温度を低めに
（40度以下）、長湯は避ける（５分以内）
などが挙げられる。
次に、バリア機能を修復するためのスキンケア

食物制限は、小児の発育・発達にとって極めて

について考えてみる。洗ったあとは、皮膚表面の

重大な影響を及ぼすので、あくまで必要最小限に

皮脂はかなり洗い流され減少しており、一時的に

とどめ、年齢とともに寛解することを考え、半年

角層が水を吸って潤ったようにみえても、入浴後

～１年ごとに耐性がついたかをチェックし、でき

は急速に乾燥してしまう。入浴によって皮膚温が

るだけ早く解除する。保護者の素人判断で勝手に

上昇するために一層痒くなり、さらにこの後皮膚

食事制限を延々と行い、低栄養、脱水、発育・発

は入浴前よりも乾燥するために急激にかゆみが

達障害をきたす例もあるので、注意が必要である。

襲ってくる。

最近、食物アレルギーの患児に対して積極的に

ドライスキンでは外的刺激により角層直下まで

アレルゲンとなる食品を食べさせて、急速に免疫

侵入している神経が直接刺激されることもあるの

寛容を誘導しようとする試みが行われ、成功例が

で、その場合は抗ヒスタミン薬が効きにくく、む

５）

報告されている 。

しろ保湿薬などの外用が奏功する。

加齢とともにダニ、ハウスダスト、カビ、花粉

バリア機能を修復するためのスキンケアとして

などの環境抗原に対する IgE 抗体陽性率が高く

は、①入浴後できるだけ早く（15分以内に）保湿薬

なる。悪化因子対策は、個々の病歴をよく聴取し、

を全身に塗る、②湿疹がある部位には直接塗らず、

きめ細かいテーラーメイド医療が要求されるとこ

処方薬を優先する、③保湿薬は、皮膚の表面に油

ろである。

膜を作り水分の蒸散を防ぐワセリン、角層の水分

２）スキンケア

保持能を高めるヘパリン類似物質などがよく使わ

スキンケアの主な目的は、皮膚の表面から刺激
16 ・・・

れる、④入浴直後以外でも、朝の起床時、乾燥す
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る季節なら外出の前後などにも、露出部だけでも
複数回保湿薬を塗るとよい、夏期ではプールの後

図３

外用薬塗布量のめやす

に必ず塗る、などである。
３）薬物療法
第一選択となる薬は、皮膚の炎症を抑え痒みを
鎮めるステロイド外用薬とタクロリムス軟膏であ
る６）。補助手段として、痒みを軽減させ、アレル
ギー反応を抑える目的で抗ヒスタミン薬を内服す
る。
①ステロイド外用薬：
皮疹の重症度に応じて、重症→ベリーストロン
グ～ストロンゲスト、中等症→ストロング～ミディ

ステロイド外用薬は、長期間使っていると局所

アム、軽症→ミディアム以下、軽微
（乾燥症状のみ）

的な副作用が出る可能性があることを念頭に置き

→非ステロイド外用薬、保湿薬のみという具合に

ながら使用する。原則として１日２回、皮疹の重症

選択する。幼小児の皮膚は薄く、バリア機能が弱

度に応じた強さのステロイドを、適量塗れば、必

いため、薬の経皮吸収がより高く副作用が出やす

ずいったんは治るはずなので、まずは、いったん

いので、成人の皮疹の重症度に応じたステロイド

赤みがまったくない、触っても厚みがなく、ゴワゴ

６）

の選択より１～２ランク弱いものを使う 。

ワした感触もまったくない寛解状態にする。皮疹が

小児においてよく見られるステロイド外用薬の

まったくなくなったら、そこではじめて１日２回を

副作用は、皮膚の萎縮、多毛、毛細血管拡張など

１回に減らすか、またはステロイドのランクを下げ

である。

るか、あるいはタクロリムス
（プロトピック）
軟膏に

外用薬を処方するときは、正しい塗り方指導を

切り替え、維持療法に移行する。弱いランクのス

行うことが必須と考える。どんなに有効な薬でも、

テロイド外用薬やプロトピック軟膏を１日１～２回

塗る量が適切でないと無効になってしまう。患者

塗るだけでも、まったく皮疹が出ない状態を作れた

さんに適量塗る説明をするのによく使われている

ら、今度は保湿剤だけでその状態を維持する。良

のが、1finger-tip unit（ 図３）である。大人の人

くなったら何も塗らないというのでは、すぐにまた

差し指の指先から第一関節まで、軟膏チューブか

炎症が再燃してきてしまう。できるだけ、長くステ

ら押し出した１本線の量が0.5g に相当し、この

ロイドもプロトピックも塗らなくて済むようにする

量で、大人の手のひら２枚分くらいの面積に塗る

ためには、保湿剤を１日２回以上塗って保湿・保

のが適量と説明する。軟膏の塗り方は、すり込む

護して、バリア機能を補強することが大切である。

のではなく、皮疹の上に均一な厚さに乗せるよう

②タクロリムス軟膏

に塗ることも忘れずに指導する。すり込む力で皮

タクロリムス軟膏は顔面や頸部の皮疹に対し高

膚の中に入っていくわけではなく、皮膚の上に乗

い効果を発揮し、ステロイドのような皮膚の委縮・

せられた軟膏が、濃度勾配にしたがって少しずつ

多毛などの副作用がないため、顔面・頸部の病変

皮膚の中にしみ込んでいって効果を発揮するから

には第一選択とすることが推奨されている。２歳

である。塗り方、塗る量はなかなか口で説明する

以下の乳幼児にはまだ安全性が確立されていない

だけでは実感としてわかりにくいので、私は初診

ので使用できない。粘膜近くやバリア機能が破壊

の患者さんには、必ず母親と一緒に塗ってみる実

されているびらん面では、吸収が高まり刺激感も

践指導を行っている。

強く出るため使用しない。
まだ炎症が激しく、びらんや浸出液が出ている
・・・ 17
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ような状態の時は、まずステロイドで炎症を抑え
て、赤みがなくなった時点でタクロリムスに切り

図４

プロアクティブ療法

図５

プロアクティブ療法の実際

替えて、寛解維持療法とするのに適している。ど
うしても、刺激感が強い場合には、先にワセリン
やヒルドイドなどの保湿剤を塗ってからタクロリ
ムス軟膏を塗ると良い。
③プロアクティブ療法
炎症の激しい時には、強いランクのステロイド
軟膏を塗って炎症を抑え、赤みがなくなったらプ
ロトピック軟膏に切り替え、すっかり皮疹がなく
なったら保湿剤にするという基本的な寛解導入療
法に成功したとする。そこで、すぐに保湿剤だけ
にすっかり切り替えてしまうと、またすぐに炎症
がぶり返してくることが良くみられる。これは、
一見皮膚が正常に戻ったように見えても、激しい
炎症の後は、真皮ではまだわずかに炎症が残って
いるからだということが皮膚生検の病理組織検査
でわかってきた。また、痒みの神経が表皮内に伸
びてきているのもまだおさまっていないため、わ
ずかな刺激が加わっただけでも痒みが生じやすい
ということも再燃の一因だと思われる。ここでス
テロイドやタクロリムスを塗ることを完全にやめ
てしまうと、すぐに炎症が再燃してしまう。

このようにして行うプロアクティブ療法の方
が、従来のリアクティブ療法に比べて、再燃回数

そこで、すぐに再燃しないようにするための塗

が少なく、再燃するまでの期間が長く、結局トー

り方、プロアクティブ療法
（図４、５）
が生まれた。

タルで塗ったステロイドやプロトピックの総量が

従来からの、皮疹が再燃してから慌ててステロイ

少なくて済んだという多施設共同ランダム化二重

ドまたはプロトピックを塗って抑えるという方法

盲検比較試験の結果が海外でも国内でも複数報告

は、皮疹が出たらもぐらたたきのように抑えるや

されている。また、長期的な予後についても、プ

り方で、リアクティブ療法という。それに対して

ロアクティブ療法で治療した群の方が、リアク

プロアクティブ療法は、いったん皮膚炎を完全に

ティブ療法で治療した群よりも、１年後の血液検

抑えて寛解導入した後も、しばらく
（２～４週間く

査データで総 IgE 値も、卵白や牛乳に対する特

らい）
は２日に１回の頻度で塗り、それ以外の時は

異的 IgE 値も低くなっていたという報告がある。

保湿剤のみとする。そして、２日に１回塗ってい

つまり、長期間皮膚炎が出ない状態を維持するこ

ればまったく皮疹が出ない状態が２～４週間続い

とで、アレルギーの起こりやすさを示す検査デー

たら、次に３日に１回ステロイドまたはタクロリム

タまで良くなって、湿疹が出にくい状態になって

スを塗る次の段階に入る。このようにゆっくりと、

きている可能性があると思われる。

スレロイドやタクロリムスを漸減する。もし途中

プロアクティブ療法をステロイド軟膏で行う

で再燃したら、皮疹がなくなるまで、連日ステロ

か、プロトピック軟膏で行うか、どちらが優れて

イドまたはタクロリムスを塗り、まったく正常皮

いるかについてはまだ結論が出ていないが、筆者

膚になったら再度１日おきに塗る段階から始める。

は局所的副作用の点と、正常皮膚からは吸収され

18 ・・・
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にくい点を考えて、２歳以上ならプロトピック軟

て、自分で気にしたり劣等感を抱いたり、まして

膏で行った方が良いのではないかと考えている。

や友達からいじめられたりしないようにしてやる
こと、そういった目標をはっきりと示すことが、

Ⅳ．もっとも大切な母親教育
子どもの AD 治療が順調に行くかどうかは、

治療とスキンケアを継続していくモチベーション
を高める上で何より大切だと思う。

日々子どものケアをしている母親次第である。そ
のためには、母親が AD を正しく理解し、よき

文

治療者になってもらうように教育することが一番

１）Palmer CNA, Irvine AD, Terron-Kwiat-

大切である。

献
kowskyi A, et al: Common loss-of-function

母親の中には、ステロイドやタクロリムスなど

variants of the epidermal brrier protein

の薬に対する不安感が強いためにあまり使いたが

filaggrin are a major predisposing factor

らない人や、どうせ治らないからとか、一時的に

for atopic dermatitis. Nat Genet38: 441-446,

今だけよくしても仕方ないなどとあきらめてし

2006.

まっている方もいる。しかし、５段階のステロイ

２）久保亮治、天谷雅行；皮膚バリア機能とアト

ド軟膏、プロトピック軟膏、保湿剤、抗ヒスタミ

ピー性皮膚炎．実験医学29（10）増刊：1634-

ン薬などを組み合わせて、さらにプロアクティブ

1640, 2011.

療法を徹底させることができれば、まったく症状

３）Horimukai K, Morita K, Ohya Y.et al; Ap-

が出ない状態を維持して、完全にコントロールす

plication of moisturizer to neonate prevents

ることができるようになってきている。それも、

development of atopic dermatitis. J Allergy

できる限り早く、新生児期や乳児期早期から、ス

Clin Immunol 134(4): 824-830, 2014.

キンケアや治療を継続することが大切で、そうす

４）Nemoto-Hasebe I, Akiyama M, Nomura

ることによって、AD の発症を防ぐ可能性が有る

T et al; FGL mutation p. Lys4021X in the

こと、食物アレルギーさえもある程度は予防でき

C-ternimal imperfect fillaggrin repeat in

る可能性があること、プロアクティブ療法によっ

Japanese atopic eczema patients. Br J Der-

て皮疹のない状態を長期間維持することで、湿疹

matol 161: 1387-1390, 2009.

が起こりにくい状態になっていくこともあること
などのポジティブな面を強調したい。
乳幼児の場合は特に、皮膚のかゆみから解放さ

５）栗原和幸：食べれば、食物アレルギーは治る
－ True or wrong?．日本小児アレルギー会
誌22: 737-744, 2008.

れて夜間熟睡できて、翌日の遊びや活動に支障が

６）日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎診療ガイド

なく、健やかに成長できるようにすること、また

ライン作成委員会：アトピー性皮膚炎診療ガ

少し大きい子どもでは見た目の皮膚をきれいにし

イドライン．日皮会誌119: 1515-1534, 2009.
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小児科医による１か月健診－育児支援に視点をおいた健診を実践するために－
山口県小児科医会 金子小児科

金

子

淳

子

はじめに
山口県では、すべての１か月健診を公費で、主
に小児科医自身の病院や診療所で実施している。
１か月健診は本来発達評価の key month でない
とはいえ、先天的な異常を含めた疾病の早期発見
や予防接種個別スケジュール策定のほか、母乳栄
養の支援、産後うつ病など母親のメンタルヘルス
支援や母子の愛着形成支援という育児支援として
重要な意味合いを持つ。
また、産科退院直後から生後１か月の間は、多
くの親にとって「最も育児の手助けが欲しかった

いるのは約３割である。このことから、総合病院

時期」、「育児が最も不安だった時期」であると、

で出産しても開業小児科での健診を選択する保護

大阪レポートでは報告している。

者が少なからずいることがわかる。

ところが、最も支援が必要とされるこの期間は、
健診や家庭訪問などの実施主体が行政、産科、小
児科と様々で一貫性がないことに加え、１か月健
診までの間に、支援における「空白の期間」が存
在する。さらに、１か月健診には法的根拠がない
ため、現在でも分娩を取り扱った産科医により、
母親の検診と一緒に行われることが多く、充分な
支援の機会となっていない。
まずは１か月健診を公費健診とし、小児科で実
施する体制の構築が望まれる。
山口県の１か月健診の現状
１か月健診は、県内全ての市町で広域化されて
おり、委託料は5,720円で統一価格、県外の医療
機関で受けた健診に対しても償還払いが受けられ
る。健診担当医は主として小児科医で、受診率も
高率である。一方で、山口市、下関市で行われて
いたプレネイタルビジット事業は、受診率の低さ
からいずれも中止になった。
宇部市においては、総合病院での分娩が約４割
であるが、児の１か月健診を病院小児科で受けて
20 ・・・
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１か月健診公費化の歴史
山口県で最初に公費１か月健診を実施したの
は、昭和60（1985）年旧小郡町（現山口市）におい
てである。その後、県の乳児死亡率が全国平均を
大きく上回っていたことから、県小児科医会から
県に対して、１か月健診を小児科医が担当するこ
とを改善策として提案し、県から健診の標準化と
質の向上を目的とした助成金を受託することに
なった。この助成金は現在まで継続して支払われ
ている。各市町では、医師会に小児科医の理事を
配するようにし、個別に行政・産婦人科医会との

１か月健診の標準化と質の向上への取り組み

交渉を行った。産科分娩施設の健診に医師を派遣

山口県小児科医会では、小児科で行う健診をさ

していた山口大学小児科にも協力を求めた。以上

らに充実させるために、さまざまな取り組みを

のような経緯で、平成7（1995）年、他市に先がけ

行っている。

て宇部市で公費１か月健診が導入された。宇部市

・ビタミンＫ投与方法の統一

での実施にあたっては、医師会と行政（市）との申

平成24（2012）年8月から、新しいガイドライン

し合わせにより、健診担当医の要件を「予防接種

に基づくビタミン K2投与を、産婦人科医会との

の実施・指導ができること」としたため、産科で

連携のもと県内一斉に開始した。県外で里帰り分

の対応が難しくなった。宇部市での導入を皮切り

娩をする児に対しても同様に投与できるよう、母

に、近隣の市町から公費化が拡大し、平成22（2010）

子健康手帳交付時に投与スケジュール説明のチラ

年までに県内全ての市町で１か月健診が公費で行

シを配布している。

われるようになった。

・１か月健診ガイドブック
個別健診の内容については、実施方法や指導に

１か月公費健診の拡がり

ある程度違い生ずることは避けられないが、医療
者の中での意見や見解の相違は、親・家族の不安
や混乱を助長する。山口県小児科医会では、健診
の手順や実施手技のほか、よく見られる身体所見・
疾患やよく聞かれる質問への対応をまとめた「１
か月健診ガイドブック」を作成し、健診担当医の
ほかに産科分娩施設、行政などに配布し、健診内
容の標準化に努めている。
・母乳栄養支援
１か月健診において、母親の不安要因の最も多
くを占めるのは、母乳栄養についての悩みである。
ほとんどの母親は妊娠中に母乳で育てたいと考え
ている。母乳栄養の重要性を認識し、母乳育児を
希望する母親が安心して母乳で育てられるようサ
ポートをすることは、その後の納得できる子育て
につながる。山口県では「おっぱい都市宣言」を
採択している光市をはじめ、母乳栄養の割合が比
・・・ 21
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較的高く、生後１か月から３か月の間に母乳栄養

加を含めた発育の確認、育児支援の他に、母乳栄

の児の割合が増加する傾向がみられている。

養への不安解消や産後うつ病の早期発見への効果
が期待されており、その後の子育てがスムーズに
いくかどうかのキーポイントと考えられている。
一方で、現在行われている２週間健診の担い手は
助産師が多いことから、授乳に関する悩みは一定
程度解決できているようであるが、児や育児に関
わること、母親自身の身体や精神に関わることに
ついては、解決の度合いが低く、西巻は、２週間
健診をより母親の望むものとして充実させるため
には、小児科医の関与が望ましいとしている。
小児科医による生後早期からの関わりと、妊娠・
出産から乳児期早期の切れ目ない支援を実施する
ことを目的として、宇部市では平成27（2015）年4
月から、「地域少子化対策強化交付金」を利用し
た「産科・小児科つないで安心プロジェクト」事
業を開始した。事業の概要は、「赤ちゃんのおせ
わブック」の作成・配布、「産科退院時連絡シス
テム」と小児科での「生後２週間健診」である。
「赤ちゃんのおせわブック」は、母子保健に携

・母子のメンタルヘルスケア

わる保健師と小児科医が協力し、出産準備教育と

産後うつ病を含む母子のメンタルヘルス支援

して話しておきたい内容を冊子としてまとめたも

は、母親の精神疾患の予防、子どもの健全な成長・

ので、乳児の泣きや母乳の悩みへの対応、抱っこ

発達の保障、心身症の予防、児童虐待の防止など

のすすめ、産後の母親の体と心の変化、きょうだ

の観点から、重点的に取り組むべき課題である。

いへの対応など、乳児との生活の始まりによく経

山口県では、半数近くの小児科医がエジンバラ産

験する不安や心配事への対処方法や、小児科医か

後うつ病質問票（EPDS）を使用し、産後うつ病の

らのアドバイスがまとめられている。また、「産

スクリーニングを実施している。EPDS は簡便で

科退院時情報提供書」により産科医から提供され

短時間に記入することができ、初回でも使用しや

た妊娠・分娩に関する情報をもとに、小児科にお

すい。母親が自分の心理状態を語るきっかけにな

いて「生後２週間健診」を実施し、これまで以上

り、結果的に多くの情報が得られる。産後うつ病

に手厚い支援ができるよう努めているところであ

の出現頻度は10～20％と言われており、軽症患者

る。

の多くは見逃されている可能性がある。EPDS を
実施することで、気づきが生まれ、より手厚い支

おわりに

援を行うことができる。



～小児科での１か月健診の実現を目指して～
近年、子育て家庭が様々な困難を抱えているこ

宇部市における新しい試み

とが広く認知されるようになり、子育てを支える



～小児科医による生後２週間健診～

ためには、出産後だけでなく、妊娠が判明した時

平成23（2011）年度の調査によると、産後２週

点からの継続した支援が必要であると捉えられる

間健診は約７割の施設で実施されている。体重増

ようになっている。産科との連携は欠くことので

22 ・・・
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きない要件であるが、一方で親・保護者、特に母
親の育児不安を解消し、子育てのスタートを充実
したものにするためには、小児科医が生後できる
だけ早期に関わることが重要であると痛感する。
小児科で行う１か月公費健診の導入は喫緊の課
題である。その実現に向けては、「行政」のみな
らず「政治」に対しても、小児科医自身が積極的
に働きかけていくことが望まれる。
参考文献
西巻滋：よりよい２週間健診のために．助産雑誌
2014; 68: 694-699.
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■

京都府医師会会長より 
最近の医療情勢
京都府医師会 会長

森

洋

一

ご無沙汰をいたしております。今年も、会報発行の時期となりました。殊の外暑い夏となりましたが、
先生方にはご健勝のこととお慶び申し上げます。
最近は、背負う荷物が増えすぎて医会の総会や講演会への出席もままならず、先生方には忘れ去られ
ているのではないかと心配しております。小児科学会の専門医の更新も大変厳しい状況となり、3月ま
でには、単位を如何に確保するか、確保できるのか悩みが多い今日この頃です。
さて、少子化が進展する中で、子ども達を取り巻く環境は悪化の一途をたどり、悲惨な事件が増加し
ています。事件が起こるたびに、マスコミでも大きく取り上げられ、識者と言われる人達や教育評論家
も連日 TV でコメントを述べていますが、行政の対策、教育庁の対応も実効が上がっていないのが現状
です。国は、政治家は、票につながらない施策はとらないと言われ続け、実際に高齢者対策はそれなり
に取り組まれてきましたが、子ども達への配慮は全くといって取組が進んでいないのが現状です。その
ために、小児科医が取り組むべき課題は、減少するどころか増加の一途をたどっています。
国会では、安倍首相の悲願の安保法改正が、議論といえる程の内容ではありませんが、論戦が報じら
れ、野党の攻勢も強まっているようですし、多くの方々が反対の声を上げておられます。漸く若い人達
も自分のこととして考え声を上げ始めたという所でしょうか。その陰で、社会保障費の削減を目途とし
て、医療法の改正や医療の市場化が着々と進んでいます。医学部の新設も現実のものとなり、患者申出
療養制度が導入されますが、これも、混合診療の拡大を、一応体裁を整えて将来的には医療保険に導入
することを前提として導入されますが、下手をすると混合診療の全面解禁につながりかねません。
そもそも、社会保障費の増大が債務超過につながり経済成長を阻害するというのは、財務省と財政
再建論者の勝手な言い分で、医師会がしっかりと反対してこなかったことが大きな問題だと思います。
医療費財源の確保のために、対 GDP 費を、欧州並みに引き上げるべきとの意見は、経済成長が鈍化し
GDP が伸び悩むことで、自然に OECD 並となり、今や誰も言わなくなりました。そもそもが、医療費
を対 GDP 費でその多寡を比較するという考えは厚労省や財務省の官僚の発想であり、諸外国ではその
ような指標を使うことはないとも言われています。また、社会保障費は、基本的には GDP の大きな要
素であり社会保障費の増大は GDP の増加につながりますし、何より社会保障の確立は国民の将来への
大きな安心につながるものであり、将来に不安がなければ日常の消費増につながり内需の拡大につなが
ります。そもそも、社会保障費の比率、総額ともに高く、税率も高い北欧が経済発展をしてきたという
現実を学者や政治家はどう判断するのでしょうか？
相変わらず、小難しい話を書いておりますが、２年前から少子化対策に取り組むべしとして京都府、
京都市に働きかけてまいりました。漸く行政も、特に京都では少子化が進んでおり、合計特殊出生率も
全国ワースト２位と長年低迷していることに気づいたようです。遅いと言えば遅いのですが、改むるに
憚ることなかれですので、取組が始まったことは素晴らしいと思います。ただ、出生率は簡単に改善す
るものではありませんし、今までから言われているような保育所の待機児童ゼロ対策の様な対応だけで
は少子化対策とはなりません。病児保育や子育て世帯への財政支援が充実しないと働きながら子育てを
24 ・・・
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するのは無理です。少子化対策は、国の施策が必要な分野が７割以上ですので、安倍首相がどの程度真
剣に考えているのかということにつきるかも知れません。法制化も進む女性の労働力としての活用は、
自然な形で女性が社会進出し、正当に評価される社会になった結果としてのものであれば良いのですが、
正直申しあげて、男尊女卑の政治家が多い現状、衆参両院委員会で民主党の女性議員にヤジを飛ばす方
が首相で取り上げるような施策では、たかが知れていると言わざるをえないと思います。
女性の社会進出と言いますが、いわゆる専業主婦という形態は、戦後の経済成長期に男性は職場で働
き、女性は家庭を守るというパターンが作り上げられたことが要因ですし、このことが、女性の社会進出、
就労を阻害してきた要因でもあります。太古から、農業社会であるわが国は、農業は女性が中心に作業
を行い、男性とともに野良仕事を担ってきましたし、子育てをしてきました。男性はどちらかと言えば、
農作物を売りに出かけたりと外回りの仕事が多かった社会です。今更、女性の社会進出と唱えなくても、
女性を正当に評価するなら自然と社会進出が出来るはずですし、それが本来の姿ではないでしょうか。
残念ながら、男が威張るだけの亭主関白があたかも日本の社会の姿的な側面は、女性が男を手のひら
で操ってきた証ではなかったでしょうか？男もそれを認識しながら威張ってきたのが本当のような気が
します。男社会との誤った認識を大きく意識改革することが日本のこれからの将来には必要なことだと
思います。
社会の意識改革には、少子化対策も含めて、小児科医が声を大きく上げていかなければならないと思
います。若い世代が安心して子どもを生み育てていける社会にするためには、どうすれば良いのか、簡
単な問題ではありませんし速攻性のある解決策はありませんが、若い世代の笑顔が町中にあふれる社会、
京都にしていきたいと思います。京都小児科医会の先生方にも是非とも、声を上げていただきますよう
お願い申し上げます。併せて、生育基本法の成立にも取り組んでまいりたいと思いますのでご協力をお
願いいたします。
最後になりましたが、今年4月の日本医学会総会には、先生方のご協力をいただき有り難うございま
した。お陰様で、収支は大変厳しいものとなりましたが、無事成功裏に終えることが出来ました。滅多
に経験できない仕事を与えていただきました。心より感謝申し上げます。
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特 集 発達障害の診察 
神経発達障害群に対する神経心理学的アセスメントと今後の課題
花園大学 社会福祉学部臨床心理学科

はじめに
ア メ リ カ 精 神 医 学 会（American Psychiatric

小

海

宏

之

表１ DSM-5 における神経発達症群 / 神経発達障害群

Association：APA, 2013）に よ り、Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders,
Fifth Edition（DSM-5）が公表され、日本語版も
2014年に出版され、発達障害には、神経発達症
群 / 神経発達障害群（neurodevelopmental disorders：NDDs）という新しい診断概念が取り入れら
れました。この DSM-5における神経発達症群 /
神経発達障害群は、表１に示す通りであり、知的
能力障害群（intellectual disabilities： ID）、コミュ
ニケーション症群 / コミュニケーション障害群
（communication disorders）、自閉スペクトラム
症 / 自閉症スペクトラム障害（autism spectrum
disorder：ASD）
、 注 意 欠 如・ 多 動 症 / 注 意 欠
如・多動性障害（attention-deficit/hyperactivity
disorder：AD/HD）
、限局性学習症 / 限局性学
習障害（specific learning disorder：SLD）、運動
症群 / 運動障害群（motor disorders）の６つの障
害が分類されています。
この DSM-5における特色としては、様々な発
達障害の本質はそれぞれ異なりますが、高次脳機
能障害とそれに起因すると思われる認知機能と情

disorder）は原因遺伝子として Xq28に連鎖する

動の問題がこれまでも共通して指摘されてきまし

Methyl-CpG-binding protein2（MECP2）遺 伝 子

たので、高次脳機能障害を基盤とする精神科疾患

が特定されたためそれを除外した自閉性障害

として神経発達障害群とまとめられたことに大き

（autistic disorder）、 小 児 期 崩 壊 性 障 害（child-

な意義があります。

hood disintegrative disorder）
、アスペルガー

また、これまで長いこと使用されてきた広汎性

障害（Asperger’s disorder）
、特定不能の広汎性

発 達 障 害（pervasive developmental disorders：

発達障害（pervasive developmental disorder not

PDD）の 概 念 が 捨 て ら れ、 こ れ ま で の 下 位 診

otherwise：PDDNOS）の ４ つ の 下 位 診 断 カ テ

断 サ ブ カ テ ゴ リ ー に あ っ た レ ッ ト 障 害（Rett’s

ゴリーの全てが ASD に包括されました。なお、
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PDDNOS のうち、社会的コミュニケーション能

また、自閉症者に多く認められるオキシトシン

力が弱いが、明確なこだわりや感覚異常が認めら

受容体遺伝子多型と共感性およびストレス耐性

れない場合は、コミュニケーション障害群の下位

との関係として、オキシトシン受容体遺伝子多

診断サブカテゴリーに新たに創設された社会的

型 rs2254298A を多くもつヒトは、そうでないタ

（語用論的）コミュニケーション障害が想定されて

イプの遺伝子をもつヒトと比較して、共感の的確

います。

性や共感傾性が低く、恐怖予感時の心拍数やス

さらに、これまで子どもの問題行動として捉

トレス反応傾性が高いことが報告されています

えられていた AD/HD が神経発達障害群に入り、

（Rodrigues et al., 2009）
。さらに、自閉症者では、

ASD と AD/HD の併存が認められたことも大き

健常者と比較して、下前頭回弁蓋部の体積減少が

な特色です。

みられ、これが他者への協調や共感に関わる対人

そこで今回は、DSM-5の診断基準も踏まえて

コミュニケーションの障害に関与し、さらにオキ

神経発達障害群に対する神経心理学的アセスメン

シトシン受容体遺伝子多型 rs2254298A を多くも

トと今後の課題について述べたいと思います。

つヒトは、そうでないヒトに比べて、他者の表情
の理解や共感に関与する扁桃体が大きく、近年注

Ⅰ．神経発達障害群に対する神経心理学的アセス
メント
１．神経発達障害群に関連する近年の脳機能研究

目されているオキシトシンによる治療の可能性を
支持すると報告されています（Yamasaki et al.,
2010：Inoue et al., 2010）
。

神経発達障害群の神経心理学的アセスメントを

AS の脳画像研究としては、AS の一卵性双生

考えるうえでは、まず脳機能との関連を押さえて

児のどちらも左上側頭溝、左紡錘状回、右前頭前

おく必要がありますし、神経発達障害群に関連す

野の体積が有意に小さく、うつ病を合併していた

る近年の脳機能研究は、めざましく発展を遂げて

双生児のみ右扁桃体の体積が有意に小さかった

きていますので、そのうちのいくつかをここで取

と報告されています（Yamasue et al., 2005）。ま

り上げてみます。

た、成人 AS では、語流暢性課題成績は健常群

ま ず、「 こ こ ろ の 理 論 」
（Baron-Cohen et al.,

と変わらないのに、近赤外線光トポグラフィー

1985）に関する自閉性障害の研究では、自閉症者

（near-infrared spectroscopy：NIRS）で 前 頭 前

では「心の理論」課題を遂行中に前頭葉の機能障

野の活性化が認められないと報告されています

害が認められますが、上側頭回が代償している可

（Kuwabara et al., 2006）。

能性があり（Baron-Cohen et al., 1999）、健常者

AD/HD の脳機能研究としては、単光子放射

では「心の理論」課題を遂行中に陽電子放射コン

コンピュータ断層撮像（single photon emission

ピュータ断層撮像（positron emission tomogra-

computed tomography：SPECT）による研究で

phy：PET）
で左半球前頭葉内側面（Brodmann ８

は、前頭葉における血流の低下が指摘されてお

野と９野）が賦活される（Flecher et al., 1995）
、一

り、また中枢神経刺激剤の投与によって改善する

方、アスペルガー症候群（Asperger syndrome：

ことが報告されています（Amen & Carmichael,

AS）者では健常者と異なる部位である、前頭葉腹

1997）。また、ドーパミンを指標として行った

側部（Brodmann ９野と10野）が賦活されるなど

PET による研究では、前頭前野および線条体（尾

が報告されています（Happé et al., 1996）。した

状核、被殻）における代謝量が低下しており、特

がって、AS を含む PDD 児では、
「こころの理論」

に男性で顕著であるとされています
（Ernst et al.,

課題を全く受け付けないのではなく、健常児とは

1998）。 ま た、 機 能 的 磁 気 共 鳴 画 像（functional

少し異なる処理をしている可能性が考えられてい

magnetic resonance imaging：fMRI）に よ る

ます。

研究では、正常群に比べて AD/HD 群では前部
・・・ 27
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帯状回における活性化が低いと報告されており

る基礎知識も念頭においたうえで、神経発達障害

（Durstone et al., 2003）、AD/HD では、ドーパ

児・者の心理アセスメントを行うことが大切とな

ミントランスポーターが過剰な伝達障害により、

るでしょう。

多動や集中障害が生じるとの仮説が定説になりつ
つあります。そこで、メチルフェニデートの作用

２．神経心理学的アセスメントの目的

機序は、ドーパミンに対するリガンドとして作用

神経心理学的アセスメントの目的としては、①

して、過剰なドーパミントランスポーターを制限

高次脳機能障害のスクリーニング、②障害プロ

するので、効果が現れると考えられています。

フィールの把握、③法的手続きにおける能力判定

SLD のうち書字障害（dysgraphia）のほとんど
は読字障害（dyslexia）をともない、読字障害の基

の補助的資料、④より適切なケアを行うための一
助があります（小海，2015）。

底病態に左頭頂側頭移行部が深く関与する音韻処
理（文字を対応する読み方に解読）と両側紡錘状回

３．神経心理学的アセスメントの方法

が深く関与する単語形態の認知（単語や語句をひ

神経心理学的アセスメントの方法は、臨床心理

とまとまりとして認識）の困難さが想定され、左

学的アセスメントの方法と同様に、①生活史およ

下前頭回が発語、文法処理、音韻処理に関わり、

び病歴、②行動観察、③面接、④神経心理・臨床

解読の補充的な役割を持っていると報告されてい

心理テスト、⑤医学的テストなどの情報により総

ます（Seki et al., 2001）。また、fMRI による研究

合的に判断することが大切です（小海，2015）。

では、健常成人や健常小児では要請される音韻処

生活史や病歴に関しては、例えば、神経発達障

理のレベルに応じて大脳基底核の活動が変化する

害群の場合は周産期の経過、出生時の APGAR

のに対し、音読障害児群では要請されるレベルに

score（ 外観：appearance、脈拍：pulse、顔の歪

関係なく常に大脳基底核が活動しており、同部位

み：grimace、活動度：activity、呼吸：respira-

の音韻処理の効率性への関与が指摘されており、

tion）、身体発達状況、予防接種の受診状況など母

さらに、健常成人や健常小児では音韻処理の能力

子手帳の記録が重要な情報になる場合もあります

が高いほど左前上側頭回が活性化するのに対し、

し、知覚過敏、こだわり行動、チックなどのエピ

音読障害群では活動が低下しており、同部位の

ソード、家族関係や友人関係における社会性やコ

熟達性への関与が指摘されています（Kita et al.,

ミュニケーションの発達状況などの情報の聴取も

2013）。そこで、読字障害の音読指導として、ま

重要となります。

ずは解読指導を行い、次にひとまとまりの単語認

行動観察に関しては、例えば、神経発達障害群

識を高める語彙指導を行う二段階方式が提唱され

の場合はアイコンタクト、座位姿勢保持、持続性

たりしています（小枝，2014）。

注意力や注意の転導性などの観察が重要となりま

なお、心理アセスメントの報告書を作成する際

す。

に、私は神経心理・臨床心理学的アセスメントの

神経心理・臨床心理テストに関しては、まず全

結果から想定される脳と脳機能のマップの全体像

般的な認知機能や中核になると考えられる高次脳

をイメージしてから、所見作成を行うよう心がけ

機能障害の把握が大切となります。また、その他

てきました。そうすることによって、全体像を見

の認知機能や人格面の評価が大切となる場合もあ

失うことなく、また、細かい脳機能は連合機能と

り、被験者の負担をできるだけ少なくするととも

の関連も含めて考察することが可能となりますの

に、より有用なデータを聴取するための適切なテ

で、これらの神経発達障害群に関連する近年の脳

ストバッテリーを組むことが大切となります。

機能研究で取り上げた基礎知識だけでなく、成人

医学的テストに関しては、神経発達障害群の場

の精神疾患や高次脳機能障害などの脳機能に関す

合は脳画像診断的には問題がないことが多いので
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すが、例えば ID の場合、小児期に療育手帳の発

下と解釈されます。また、２標準偏差未満であ

行および療育を受けてきた者が、壮年期になり身

る FIQ70未満が精神遅滞域であり、重症度判定

体疾患などで初めて入院した病院で、偶然、脳梁

基準は表２に示す通りです。APA（2000）による

の部分欠損が見つかり、脳の低形成による影響を

DSM-Ⅳ-TR ではオーバーラップする点がありま

考える必要性が示唆された臨床経験もありますの

す が、 世 界 保 健 機 関（World Health Organiza-

で、ID の判断においても留意を要する場合がある

tion：WHO, 1992）
による ICD-10ではクリアカッ

でしょう
（小海ら，2004）
。また、AD/HD や ASD

トな判定が可能であり、判断に迷うことがなく準

の場合は脳機能画像診断的な問題が指摘されてき

拠基準にしやすいでしょう。なお、APA（2013）

ていますが、SPECT や PET などの脳機能画像

の DSM-5では、ID の重症度判定基準から IQ 値

診断を子どもに適用するには、検査時間が長く安

は削除されましたが、知能検査による測定を否定

静保持の困難さや放射線の侵襲性の問題などもあ

している訳ではなく、IQ は誤差を含めて判断す

り、適用しない場合がほとんどだと思います。

ることが必要とされています。また、必要とされ
る支援のレベルを決めるのは適応機能であるた

４．ウ ェ ク ス ラ ー 式 児 童 用 知 能 検 査（Wechsler

め、重症度のレベルはそれぞれ IQ の値ではなく、

Intelligence Scale for Children：WISC）の下

①概念的領域、②社会的領域、③実用的領域にお

位検査と脳機能との関連について

ける適用機能に基づいて臨床的な総合判断による

神経発達障害児の心理アセスメントを行う際に

ことになっています。

は、まず神経心理学的側面からの詳細な認知機能
に関する障害理解が重要となり、WISC による全
般的知的機能の評価がよくなされます。

表２

精神発達遅滞の重症度判定基準

WISC-Ⅲの特徴は、言語性検査が知識、類似、
算数、単語、理解、数唱（補助検査）の６下位検査
課題、動作性検査が絵画完成、符号、絵画配列、
積木模様、組合せ、記号探し（補助検査）、迷路（補
助検査）の７下位検査課題からなり、基準年齢群
における平均＝100、１標準偏差＝15とした偏差

WISC-Ⅳの第１の特徴は、WISC-Ⅲまで引き

知能指数（intelligence quotient：IQ）が算出でき

継がれてきた VIQ と PIQ が廃止され、言語理解

ます。また、言語性 IQ（verbal IQ：VIQ）、動作

指標（verbal comprehension index：VCI）
、ワー

性 IQ（performance IQ：PIQ）
、 全 検 査 IQ（full

キングメモリー指標（working memory index：

scale IQ：FIQ）を算出できるほか、群指数として

WMI）、 知 覚 推 理 指 標（perceptual reasoning

知識、類似、単語、理解の下位検査から言語理解

index：PRI）、 処 理 速 度 指 標（processing speed

（verbal comprehension：VC）、絵画完成、絵画

index：PSI）の４つの群指標とそれらの指標から

配列、積木模様、組合せの下位検査から知覚統合

FIQ を算出することになりました。第２の特徴

（perceptual organization：PO）、算数、数唱の

は、WISC-R や WISC-Ⅲで用いられてきた詳細

下位検査から注意記憶（freedom from distracti-

なプロフィール分析は、臨床現場で過剰な false

bility：FD）、記号探し、符号の下位検査から処理

positive の解釈になりがちであったため、それ

速度（processing speed：PS）
が算出できます。

を避けるためになくなりました。第３の特徴は、

各 指 数 の 評 価 は 最 優 秀130以 上、 優 秀120～

WISC-Ⅲの下位検査から、絵画配列、組合せ、迷

129、普通域上位110～119、普通域90～109、普通

路の課題が削除され、代わりに語の推理、絵の概

域下位80～89、境界域70～79、精神遅滞域69以

念、行列推理、語音整列、絵の抹消が追加され、
・・・ 29
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フルセットの検査時間は２時間を要するほどにな

となるでしょう。ただし、いずれも判定のための

りました。

基準年齢群データが小学生しかないため、今後、

また、全般的認知機能の評価をするうえでは、
脳機能との関連を考える必要性があり、WISC-Ⅳ

中学生用、高校生用、成人用などの開発が待たれ
ます。

の合成得点と構成および WISC の下位検査と脳
機能との関係は図１に示す通りです（小海，2012,

５．神経発達障害群の定性的アセスメント

2015）。ただし、WISC の各下位検査は、一般的

発達障害の定性的アセスメントが必要となるの

な神経心理学的課題とは異なり、複雑な課題が多

は、例えば標準データのない発達性読み書き障害

いため、各下位検査と脳機能との関連は連合野に

や特異な主訴があるような場合に、それらを検索

おける機能や、より全般的な脳機能が関与すると

するための定性的評価が大切となります。そこで、

考えられています。したがって、図１で示した各

定性的アセスメントを行った神経発達障害の症例

下位検査と脳機能との関連を１対１で解釈するこ

をとりあげてみます。

とは危険ではありますが参考にはなるでしょう。
【症例】14歳、男性。中学２年生。# 発達性読み
図１．WISC- Ⅳの合成得点と構成および WISC の下位
検査と脳機能との関係（出典：小海，2012, 2015）

書 き 障 害 を と も な う AD/HD（ 小 海 ら，
2012：小海，2015。一部改変）
症例の Brain MRI は、図２に示す通りです。
両側とくに右側海馬傍回における軽度の低形成も
しくは萎縮がうかがわれ、早期アルツハイマー
型認知症診断支援システム（voxel-based specific
regional analysis system for Alzheimer’s disease：VSRAD）ver.2.0（Hirata et al.,2005）を 使
用した海馬傍回の萎縮度（VSRAD 値）は1.42で、
「萎縮がややみられる」と判定されました。なお、
VSRAD 値の対照健常者群は、54歳から69歳の男
女40例であるため、対照を当該年齢群である中学
生とした場合、さらに VSRAD 値は多少、大き

ところで、神経発達障害には発達性読み書き障
害をともなう症例も多いのですが、WISC シリー
ズには、読み書きに関する課題がないのが欠点と
言えます。そこで、近年は宇野ら（2006）による小
学生の読み書きスクリーニング検査（Screening
Test of Reading and Writing for Japanese Primary School Children：STRAW）や、特異的発
達障害の臨床診断と治療指針作成に関する研究
チーム
（2010）による読み検査課題（単音連続読み
検査、単語音読検査、単文音読検査）および算数
障害の症状評価のための課題（数字の読み、数的
事実の知識、筆算手続きの知識）が開発されまし
たので、これらの課題によるアセスメントが大切
30 ・・・

図２．症例の Brain MRI（T1 強調画像 : 冠状断）
（出典：小海ら，2012：小海，2015）
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くなる可能性があります。このような海馬傍回に

音読場面では行を抜かす誤りはなく、文章の内容

おける脳画像の形態的な問題の可能性が元々の発

もおおむね理解することができていました。課題

達形成上の問題としてあるのか、その後の障害に

の一つである「坊ちゃん」では、文章を音読しな

より問題として形成されてきたのかは不明であり

がら声を出して笑い、内容に興味を示す様子もう

ますし、発達性読み書き障害による影響であるの

かがえました。第２施行では音読の所要時間が短

か、AD/HD による影響であるのかも、本症例の

縮し学習効果がみられ、縦書きと横書きにおける

みで解釈することはできませんが、特記すべき点

音読速度に大きな差はみられませんでした。ただ

と考えられます。

し、文章の一部を読み飛ばすことや、
「二階」を「階

また、神経心理学的検査のテストバッテリー

段」、「親父」を「父親」と読字する意味的に類似

は、本症例の優位半球を推定するためにエディン

した漢字の読み誤り、「ちょっと」を「ちょうど」

バラ利き手検査（Edinburgh Handedness Inven-

と読字する視覚的形態が類似した平仮名の読み誤

tory：EHI）、全般的知的機能を多面的にみるた

りが散見されたことから、持続性注意力や注意の

めに WISC-Ⅲ、聴覚言語的指示に対する継時的

分配能力の弱さが考えられました。また、これら

動作の遂行機能をみるために WAB 失語症検査

の読み誤りに対して自発的に気づくこともありま

（Western Aphasia Battery：WAB）の「継時的

せんでした。

命令課題」、視覚的記銘力をみるためにベントン

その他、アルファベットおよび英語の自己紹介

視 覚 記 銘 検 査（Benton Visual Retention Test：

の書き取り課題では、形態の似ている「Ｍ」と「Ｎ」

BVRT）、漢字の読字機能をみるために日本版成

の順番を誤り、「Ｔ」の代わりに「Ｈ」と書字す

人 読 み テ ス ト（Japanese Adult Reading Test-

る誤りを認め、中学初級程度の英語検定５級を参

25：JART-25）を組んで実施しました。ただし、

考に作成した英語テストでは、4/14点で英語のつ

JART の適用対象は成人ですので、あくまでも

づりや英文の構成などで困難さを認め、漢字能力

参考値としての評価となります。

検定では、中学校１年生レベルの４級は58/200

さらに、上記の神経心理学的テストバッテリー

点、小学校６年生レベルの５級でも70/200点であ

でも、JART が読字課題である以外は、読字障

り、年齢に比して漢字の読み書きの困難さが認め

害や書字障害をみる検査が含まれていないため、

られました。とくに書き取りでは書字不可能な漢

「音読および内容読解課題」、「アルファベットお

字が多く、漢字を想起することが難しいと考えら

よび英語の自己紹介の書き取り課題」、「英語テス

れました。また、漢字の書き取りの誤りとしては、

ト」を、新たに作成するとともに、STRAW、
「漢

「暗示」を「案示」、「解熱」を「下熱」と表記す

字能力検定」も利用して実施しました。ただし、

る音韻処理に依存した誤り、
「危ない」を「険ない」

STRAW は対象が小学生ですので、あくまでも

と意味的に類似した漢字の誤り、「宇宙」を「宇

参考値としての評価ですが、小学校６年生用の課

寅」、「洗脳」を「洗胸」と表記する視覚的形態が

題を利用しました。

類似した誤りが認められました。書字の構成にお

これらのテストバッテリーのうち、音読および
内容読解課題として、表意文字である漢字と表音

いても文字の形や大きさ、向きが整いにくく、バ
ランスの悪さがうかがえました。

文字である仮名による読字障害の差、および視覚

このような標準データのない発達性読み書き障

走査の方向性による障害の差、さらに同時処理と

害の検索のためには、ここで紹介した「音読およ

して注意の分配機能も含めてアセスメントする目

び内容読解課題」、「アルファベットおよび英語の

的で、漢字仮名混じりの馴染みやすい小説の冒頭

自己紹介の書き取り課題」、「英語テスト」、「漢字

による課題を、文章の縦書き、横書きのバージョ

能力検定」などのような定性的評価を行うことも

ン２種類をそれぞれ新たに作成し施行しました。

大切になると考えられます。
・・・ 31
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Ⅱ．神経発達障害群に対する今後の課題
１．神経発達障害群の神経心理学的アセスメント
に関する課題

ところで、例えば WISC-Ⅲ・Ⅳなどは検査手
続きが煩雑ですので、臨床心理士を目指す大学院
生が施行するのを見ていると、マニュアルの教示

神経発達障害群の全般的知的機能検査として

を棒読みするのに必死といった様子もうかがえま

代表的な WISC については、やや詳しく述べま

す。これでは、重要な同時に行うべき検査時の行

したが、とくに ASD などの神経発達障害群に

動観察が全くできませんので、とくに近年は沢山

関しては、IQ には問題ないことが多いので、新

の新しい神経心理学的検査が開発されてきてお

しい知的機能モデルである、Luria（1980）の認

り、本当に大変なことではありますが、各心理検

知 処 理 に 関 す る 神 経 心 理 学 理 論（Luria 理 論 ）、

査を手に馴染むぐらい習得しておくことが、神経

Cattell-Horn-Carroll の広範的能力と限定的能力

発達障害児（者）に対する役立つ心理アセスメント

に関する心理測定学に基づく理論（CHC 理論）、

にするうえで、重要なことであろうとも考えられ

Naglieri et al.（1990）による Planning（プランニ

ます。

ン グ ），Attention（ 注 意 ），Simultaneous（ 同 時
処 理 ），Successive（ 継 次 処 理 ）theory（PASS 理
論）に基づくカウフマン式児童用アセスメント・

２．神経発達障害群に対する臨床心理学的アセス
メントに関する課題

バ ッ テ リ ー（Kaufman Assessment Battery for

以前、高機能広汎性発達障害児の神経心理・臨

Children-Ⅱ：KABC-Ⅱ ）や DN-CAS 認 知 評 価

床心理学的アセスメントの症例報告として、高い

シ ス テ ム（Das-Naglieri Cognitive Assessment

知能を有していても、母親は子どもの困難さに注

System：DN-CAS）などによりアセスメントする

意が向きやすく、このような点を明らかにするた

ことが重要になりますが、これらの日本語版はま

めには、例えば親の行動観察に基づく社会生活指

だ標準化されたばかりですので、神経発達障害群

数（social maturity quotient：SQ）を定量化でき

の診断名だけでなく重症度などに応じた知見の集

る S-M 社会生活能力検査をテストバッテリーに

積が課題であると考えられます。

組み、その後の母親に対するカウンセリングの中

また、DSM-5で ID は、発達期における知的機

で IQ と SQ の解離について話し合うことの有用

能と適応機能両面の欠陥を含む障害と診断基準が

性について報告しました（小海＆若宮，2010）。ま

変更されました。したがって、とくに ID を含む

た、同症例の絵画欲求不満テスト（Picture-Frus-

神経発達障害群の場合、IQ だけでなく適応機能

tration Study：P-F Study）の反応例は、図３に

をアセスメントすることが重要となります。この

示す通りで、欲求不満場面においては、大人でも

適応行動全般を半構造化面接法によりアセスメン

思いつかないような皮肉の言語表現や欲求不満場

トできる Vineland-II 適応行動尺度の日本語版も

面における他責的な傾向がみられ社会認知神経

2014年に標準化されたばかりですので、今後の知

ネットワークにおける機能の問題が示唆されまし

見の集積が課題であると考えられます。

たが、一通りの反応後、新たな反応を下に記述し

さらに、中学生や高校生、そして大学生の神経

直しており、気持ちが落ち着いた段階では、一定

発達障害群の場合は、労働省編一般職業適性検査

程度の社会的望ましさも認識できる可能性が考え

（General Aptitude Test Battery：GATB）を テ

られました。このような ASD に特徴的な社会性

ストバッテリーに組み、現実的なものごとの処理

の困難さは、WISC の理解
（社会的理解）の課題で

能力を把握しておくことも大切になりますが、意

は拾えないことも多いので、P-F Study を施行

外と研究報告が少ないので、より積極的に使用し、

したり、二次障害的な情動機能の問題や読み書

神経発達障害群に関する知見を集積することも課

きの問題を打診するために文章完成法
（Sentence

題であると考えられます。

Completion Test：SCT）を施行したり、臨床心

32 ・・・
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理学的アセスメントとして投影法の検査をテスト

短期間での習得は非常に難しいですし、領域特異

バッテリーに組み込むことも重要です。

的なテストバッテリーを組んだ症例の理解も非常

しかし、これまでの神経発達障害群の研究にお

に難しいのが実際です。

いては、やや知能検査や発達検査による認知面の

そこで、これまで以上に、各臨床心理士養成大

評価に偏りがちでしたので、臨床心理学的アセス

学院がリカレント教育として、修了生を時々は大

メントとしての投影法などを活用した人格面、情

学院に戻し、さらなる研鑽を積めるシステムを構

動面に関する知見の集積が課題であると考えられ

築することが課題であろうと考えられます。

ます。

また、医療領域における臨床心理士の役割に
は、①心理療法とケア（psychological treatment

図３．P-F study 反応例

& care）、 ② 心 理 ア セ ス メ ン ト（psychological
assessment）、③心理学的リエゾン・サービス
（他職種連携）
（psychological liaison service）
、
④心理学的コンサルテーション・サービス
（心理
相談援助・啓発活動や地域支援）
（psychological
consultation service）、⑤心理学的教育（患者に
対する心理教育・大学院生などに対する実習指
導）
（psychological education）、⑥心理学的研究
（psychological study）
があります。
さらに、とくに神経発達障害群に対する医療の
現状を考えると、健康保険法に基づく診療報酬が

３．神経発達障害群に対する臨床心理士としての
課題

算定できる関わりとしては、臨床心理・神経心理
検査は、医師の指示のもと、他の従事者が施行し

神経発達障害群に対する心理アセスメントツー

た場合、規定の検査は算定できることになってお

ルは、近年、本稿で紹介したもの以外に、沢山の

り、また、医師の指示のもと、理学療法士、作業

有用なツールが開発されてきています。それらを

療法士、言語聴覚士が障害児（者）リハビリテー

俯瞰するためには、辻井（監修），明翫（編集代表）

ションとして医行為を行った場合、算定できるこ

（2014）の発達障害児者支援とアセスメントのガイ
ドラインの成書が非常に参考となるでしょう。
ところで、本学も臨床心理士養成大学院Ⅰ種指

とになっています。
そこで、とくに神経発達障害群に対する臨床心
理士の役割を考えると、私が医療現場にいた際は、

定校として臨床心理士を目指す大学院生の指導を

①心理アセスメント（健康保険法に基づく神経心

行ってきております。元々、大学院のカリキュラ

理・臨床心理学的アセスメント）、②心理学的リ

ムのなかで臨床心理学的アセスメントに関する講

エゾン・サービス（患児（者）にリハビリテーショ

義や演習に割ける時間数は少ないのですが、それ

ンを施行する作業療法士との連携）、③心理学的

でも本学は近年、臨床現場で求められることが増

コンサルテーション・サービス（発達障害に関す

えた「神経心理学特論」の講義も行うことによっ

る啓発活動）、④心理学的教育（自費による保護者

て、実践に強い人材となれるように教育してきて

に対するペアレント・トレーニングなどのカウン

います。しかし、上記のガイドラインで取り上げ

セリング）、⑤心理学的研究を行っていましたが、

られている沢山のアセスメントツールについての

本来は、大学の心理カウンセリングセンターなど

教育は不充分とならざるを得ないのが実際です。

で行われている当事者に対するカウンセリングや

また、ロールシャッハ・テストのような投影法は、

認知リハビリテーションやメタ認知トレーニング
・・・ 33
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などの役割も担うべきで、それを医療領域にも導

神神経学会日本語版用語（監修），髙橋三郎，

入することが課題であろうと考えられます。

大野

裕（監訳）
（2014）
：DSM-5精神疾患の診

断・統計マニュアル．医学書院 .］
おわりに

３）Amen DG, Carmichael BD (1997): High-res-

神経発達障害群の神経心理学的アセスメントと
今後の課題を中心に、脳機能との関連や臨床心理

olution brain SPECT imaging in ADHD.
Ann Clin Psychiatry, 9, 81-86.

学的アセスメントや臨床心理士の役割などについ

４）Baron-Cohen S, Leslie AM, Frith U (1985):

て述べました。今回は特に神経心理学的な視点で

Does the autistic child have a“theory of

の心理アセスメントについて述べましたが、もち

mind”? Cognition, 21, 37-46.

ろんこれまでどおりの臨床心理学的な視点での心

５）Baron-Cohen S, Ring HA, Wheelwright

理アセスメントも重要であることに変わりはあり

S, Bullmore ET, et al. (1999): Social intelli-

ません。さらに、今後は、さまざま神経発達障

gence in the normal and autistic brain:an

害群との関連を明らかにするための基礎となる

fMRI study. Eur J Neurosci, 11, 1891-1898.

Bio-Psycho-Social なメカニズムの解明に関する
研究の集積が急務と考えられます。

６）Durston S, Tottenham NT, Thomas KM,
Davidson MC, et al. (2003): Differential pat-

なお、本稿を校正中に衆参両議院での審議を経

terns of striatal activation in young chil-

て、文部科学省と厚生労働省が共管となる公認心

dren with and without ADHD. Biol Psychi-

理師法が、2015年9月9日に成立しました。これま

atry, 53, 871-878.

で臨床心理士
（健康保険法上は、身分法のない臨

７）Ernst M, Zametkin AJ, Matochik JA,

床心理技術者）は国家資格ではないため医行為に

Jons PH, et al. (1998): DOPA decarboxylase

関する業務はほとんど何もできませんでしたが、

activity in attention deficit hyperactivity

国家資格である公認心理師になると医行為に関す

disorder adults:a [fluorine-18] fluorodopa

る業務をできるようになる可能性があります。し

positron emission tomographic study. J

かし、そのためには、神経発達障害群に対する心

Neurosci, 18, 5901-5907.

理的支援に関するエビデンスをしっかりと出すこ

８）Fletcher PC, Happé F, Frith U, Baker SC,

とがこれまで以上に重要になるとも考えられます。

et al. (1995): Other minds in the brain:a

最後に、神経発達障害を抱える当事者が人とし

functional imaging study of“theory of

て、本人らしく生きやすい社会になることを祈念

mind”in story comprehension.Cognition,

して稿を終えたいと思います。

57, 109-128.
９）Happé F, Ehlers S, Fletcher P, Frith U, et
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発達障害の診療について
花園大学社会福祉学部 臨床心理学科

第１章

はじめに

Ⅰ．はじめの一歩：知的障害＋てんかん＋自閉症
私が発達障害の診療を本格的に開始したのは、

小

谷

裕

実

Ⅱ．そして２例目：二次障害＋自閉症スペクトラム
しばらくして、‘登校しぶり’を主訴とする小
学生Ａちゃんがやってきた。私は、不登校は専門

医局から二次出張先の重症心身障害児
（以下重症

外なので、他の病院に紹介状を書くべく、ひとま

児）施設に勤務し、重症児医療にどっぷり浸かっ

ず会うことにした。彼女はことばも流暢だし、動

て５年が経過した90年代半ばである。重症児施設

作にも不自由さはないものの、どこかぎこちない。

では、入所者120名の体調管理のみならず、細々

‘not well being’であり、生きているのが辛そ

と外来診療も行っていた。そこに、知的障害のあ

うだった。保護者から聞くエピソードは、衝撃の

る小学生がてんかんのため通院していたが、ある

連続であった。忘れ物が怖いからと毎日全ての教

日同僚の精神科医師に「彼は自閉症ですか？」と

科の教科書をランドセルに詰め込み、通学してい

質問され返答に窮した。自閉症かどうか、皆目見

ること。他の生徒の飛ばした紙飛行機が、自分の

当がつかなかったのだ。自閉症のジの字も習った

机に落ちてきたことに激怒し、裸足で自宅に帰っ

ことがなければ、診療経験もなく途方に暮れた。

てきたことなど、初めて聞くことばかり。不覚に

幸い、障害児医療や自閉症診療の中核を担う児童

も、私は幾度となく彼女を泣かせてしまった。例

福祉センター診療所が身近にあるという、恵まれ

えば、髪飾りを‘かわいいね’とほめたつもりが、

た環境であった。早速、精神科での見学研修を許

‘心にもないことを言った’と号泣。発達検査を

され、診断と療育のノウハウを身近に学ぶ機会を

始めたところ、「財布さがし」で躓き、机を押し

得た。また、知能検査や発達検査の講習を見つけ

倒し号泣。今なら、これが発達障害に二次的な不

ては参加した。子どもの思考過程という‘見えな

適応を併発していると理解できるが、当時はこち

い・聞こえない’内面を調べる、診断への手がか

らも困惑した。IQ130という高得点と、学校での

りが欲しかったからだ。発達外来の診療は、一般

パフォーマンスの悪さとのギャップもみられた。

的な視診、触診、聴診が手がかりとなりにくい。

それでも何とか数回目の診察で高機能自閉症＋学

子どもの生育歴、行動観察、学校や暮らしの中の

習障害と暫定的に診断したものの、自分の診断に

エピソード、神経心理学的検査から、子どもの種々

確信が持てず、セカンドオピニオンをこちらから

の発達を評価する操作的診断を行う。同僚の一言

依頼した。１回限りの診察のつもりが、主治医に

がきっかけとなり、先の小学生には、新たに「自

なって15年余が経過したものの、彼女の生きづら

閉症」との診断名が加わった。それが後に大きな

さの支援は道半ばである。

意味をもつことになる。彼が思春期になり、送迎

その重心施設で学んだことは、以下の２点であ

バスを降りるなり学校の窓ガラスを割る、といっ

る。発達障害を初めとする障害児者に対し医師が

たパニックを頻発するようになった際、自閉症に

すべきは狭義の‘治療’ではなく、医療的観点か

伴う聴覚過敏が原因であると推測し、対策を講じ

らより良い生活環境や教育環境を提案すること。

て事なきを得たのだ。自閉症を認識してなければ、

病院外の世界へ広くアウトリーチするために、家

彼がスクールバスの騒がしさに耐えかねて苦しん

庭・教育・福祉との連携が欠かせないこと。これ

でいたとは思いが及ばなかったろう。

らは、現在発達障害児の診療を行うにあたっての、
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私の軸となっている。

る。医師にとって、‘診断’は重要な責務であり、

今回は、医療と教育の領域に視野を広げ、発達

特に初診に時間がかかる。専門医療機関や総合病

障害の診断に至るまで、および診断の実際、診断

院の専門外来では、１～２時間かけることもでき

後の対応についてまとめたい。

ようが、一般小児開業医では時間調整が容易では
ないだろう。近年は、心理職を配置して発達に特

第２章

発達障害を取り巻く状況

Ⅰ．診療を取り巻く状況

化した開業もみられ、子どもの発達への関心や
ニーズを反映していると推測される。

発達障害の診療は、ひたすら保護者や本人、時

しかし、数週間から数年に及ぶ初診までの待機が

に学校や保育所の先生方と話をしたり、子どもと

一向に解消されないのはなぜだろう。早期診断・早

玩具で遊んだりする。これに時間がかかるが、保

期療育は重要であるとの認識から、乳幼児健診の精

険点数は微々たるものである。子どもの問題は、

度が上がり、幼児期の受診者が増加したこと。教育

家庭や学校といった病院外で生じるので、保護者

機関においても発達障害への理解と体制整備が強

や教師の理解と協力のもと、環境調整や理解教育

化され、学校での不適応から受診を勧められるケー

が不可欠である。そのため、保護者同意の元、担

スが増加したこと。一般小児科外来からの紹介患者

任と直接話をする、時には文書でやり取りするな

が増加したこと。成人のうつ病や適応障害、摂食障

どして、情報共有する。子どもには自覚症状があ

害の中に、発達障害の存在が疑われる症例が増加

るのではなく、周囲に勧められて受診することが

したこと。発達障害の認知度が高まり、自己診断か

多く、本人はもとより保護者も医師に対して懐疑

ら医療につながる人が増えたこと。これらの要因が

的なことがある。時には、受診や診断を拒否し、

相まって、受診者の激増に医療提供体制が追いつ

なかったことにすることも可能であるし、保護者

いていないことが原因であろう。医療現場では、診

の満足度と信頼関係がカギとなる。保護者は、基

療そのものや、教育・福祉との連携、福祉手当や年

本的に育児不全感や疲労感、罪悪感を抱えており、

金申請の診断書作成のために必要な時間は膨大で、

ときに保護者も発達障害や二次障害の診療を要す

紹介患者の待機期間の長期化が一向に解消されず、

る場合がある。発達障害は生涯にわたり存在する

根本的な体制の見直しが必要な時期に来ていると思

ので、ライフサイクルに応じた助言を要する。

われる。例えば、初診での診断、投薬、二次障害の

これでは、一般小児科での診療は不可能である

対応方針決定等については医師が担うが、教育・福

し、専門医療機関が担うしかない。図１に示すの

祉との調整や、本人と家族へのカウンセリング、心

は、京都を拠点として活動する４つの発達障害の

理療法などについて積極的に心理専門職を活用す

親の会の保護者を対象とし、著者が実施した、診

れば、医師への受診回数を減らせよう。現在、この

断を受けた医療機関に関するアンケート調査であ

分野における臨床心理士など心理専門職の業務は、

図１

診断を受けた医療機関

知能検査、発達検査をとる心理判定が中心であり、
その他の分野への広がりが十分とは言い難い。しか
し、2015年９月第189回国会で公認心理師法案が可
決され、心理職の国家資格化が近い将来現実のも
のとなる見通しである。今後、ST、OT などのリハ
ビリと同様に、医療機関で公認心理師による SST、
ペアレント・トレーニング、認知行動療法などを積
極的に導入し、さらに病院に留まらず学校へのアウ
トリーチによるスキルの般化ができれば、発達障害
児とその家族の QOL 改善が期待できるであろう。
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発達障害は、医学的かつ心理社会的支援がなけ
れば、高等教育中退率、進学率の低さ、精神的健

図４

発達障害の気づきと診断の時期

康の弊害、失業率・不完全雇用率の高さ、低所得、
といった生涯にわたる負の連鎖につながることを
忘れてはならない。
Ⅱ．乳幼児健診と５歳児健診
先のＡちゃんは、学校不適応という二次障害を
きっかけにして小学４年生で ASD と診断された
が、幼児期の様子を尋ねると、すでに保護者も幼

図４は、著者が2009年に実施した発達障害児の保

稚園でも手を焼いていたことが判明した
（図２）。

護者アンケートであるが、
「何だかおかしい」と気

では、早期に診断につなげ対応することができな

づいてから診断を受けるまでに２～４年の歳月が流

かったのか、という疑問が生じる。

れている。この間、
「Ａちゃんの場合」に示すよう

図２

Ａちゃんの幼少期

に、うまくいかない手探りの育児にストレスを感じ、
過度な叱責をくり返す保護者も少なくない。保育所
でも、然りである。現在京都府下の一部地域では、
保育所・幼稚園に通う年中児を対象に、
「４歳児こ
ころとからだの健康観察表」を保育士および保護
者に配布し、気がかりな幼児を抽出し早期療育な
どの介入をすべく、いわゆる５歳児健診を実施して
いる。これは、保護者の育児不安を解消し、具体
的な対処方法を学べる、大変有効なシステムであ

乳幼児健診では、およそ１歳までには運動発達

ろう。また、３歳児健診の精度を上げて対応する地

の遅れ、３歳までに知的障害が発見され、療育や

域もある。診断につながれば、発達障害やその疑い

訓練のため専門機関に紹介される。発達障害は、

のある子どもに特化した療育、保護者へのペアレン

知的障害が伴わなければ１歳半健診では確定診断

ト・トレーニング、ピア・サポート
（親の会）
紹介な

は難しく、およそ３歳児健診以降になる。発達障害

ど、実施することも可能である
（図５）
。また、これ

の有無を見分けるには、人見知り、指さし、視線の

まで縦割り行政と揶揄されてきた就学に伴う支援の

合いやすさ、ことばの応答、などに特に注目すると

中断も、近年は学校と保育所・療育の関係者が一

良い
（図３）
。しかし、一般的には３歳児健診でこと

同に会して個別の支援計画を共有する機会が増え、

ばの遅れがなければ健診はスルーし、保育所・幼

保護者には支援ファイルを配布するなど、スムーズ

稚園入園での集団不適応が発見のきかっけとなる。

な就学への支援の移行に着手し始めている
（図６）
。

図３

乳幼児期の子どもたち
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早期診断のめざすもの

京都小児科医会会報No. 59

図６

健診後の流れ

しているものの、欧米では４～10％である。日本
をはじめ、アジアの国々では、一桁少ないのが実
態である。
図７

大学入試センター試験
－「発達障害への特別措置区分」

Ⅲ．教育界での動き
発達障害のある生徒たちの存在は、80年代後半
より教育現場で指摘されてきたものの、本格的な
文部科学省による実態調査は2002年の「発達障害
に関する全国調査」であり、通常の学級に6.3％、
2012年の再調査でも6.5％在籍していると報告さ

第３章

れた。これにより、障害のある生徒は通常学級に

Ⅰ．発達障害を構成する疾患

も存在し、特殊学級・学校のみならず、通常の学
級にも教育的配慮が必要であるという、インク

図８

発達障害児の診断

DSM-5 神経発達症（障害）群

ルーシブ教育へと発想転換がなされ、名称を特
殊教育から特別支援教育へと変更された。また、
2006年からは通級による指導が制度化され、通常
学級から週１回程度‘ことばの教室’や‘LD 通
級’に通い、専門的な教育支援を受けられるよう
になった。各学校には、特別支援教育コーディ
ネータの配置、校内委員会の開催が義務づけられ

発達障害は、知的障害はないものの、その知能

た。特別支援学級の柔軟な運用も導入され、普通

に期待される認知機能や社会性の発達などに課題

学級か特別支援学級かの二者択一ではなく、教科

があり、学習、行動、社会性、コミュニケーショ

によってより適切な学級で学べるという工夫がな

ンでの支援を要する疾患群をさす。診断名は、主

されている。大学入試センター試験でも、2011年

として自閉症スペクトラム ASD、注意欠如・多

からは「発達障害への特別措置区分」が導入され、

動性障害 ADHD、学習障害 LD、発達性協調運

利用する受験生も増加傾向にある（図７）。この際、

動障害 DCD である。これらの診断基準として用

診断書があるだけで措置が受けられるわけではな

いられるものに、米国精神医学会による DSM-5

く、高校で作成された個別の支援計画などの提出

と世界保健機構（WHO）による ICD がある。前者

も必要となる。2016年４月より、障害者差別解消

は ICD を米国の精神科診療に適するように改訂

法が施行されるに伴い、大学でも合理的配慮の実

を加えて編集されており、両者が別箇の疾病分

施が義務となるため、各大学では学生支援室等を

類を主張するものではない。DSM- Ⅳから19年ぶ

設置するなど教学支援を開始している。日本学生

りに改訂された DSM-5は、2013年に刊行され、

支援機構 JASSO の報告では、障害学生数は平成

2014年６月に日本語版が発行されたが、これをみ

25年度で13,449人（0.42％）、うち発達障害が2,393

るとそれまで「破壊的行動障害」に分類されてい

人であり、調査開始された８年前の約３倍に増加

た ADHD は、
「神経発達症（障害）群」に移行され、
・・・ 39
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発達障害として明確に位置づけられ、上記の４疾

関で様々な評定尺度の内容のほか、妊娠・分娩歴、

患が踏襲された（図８）。なお、disorder の和訳

発育・発達のマイルストーン、療育や教育歴など

は「障害」と「症」とが併記されている。しかし、

を盛り込み、独自のものを作成している医療機関

これまで使用してきた「学習障害」などの用語は、

も少なくない。本人との面接・行動観察は、幼児

教育行政などの法律用語でも汎用されており、
「限

であれば玩具を介して一緒に遊び、学齢期以降で

局性学習症」と言い換えても理解されにくいこと

あれば半構造化面接によって情報を得るなど、年

から、従来の用語が使用されていることも多い。

齢に合わせた方法をとる。保護者と面談中は、チ

また、実際には多くの患者でみられた、ASD と

ラチラと子どもの行動観察も欠かせない。また、

ADHD の併存診断も、今回の改訂で可能となっ

思春期以降の年長者に対する社会性の評価は容易

た。しかし、臨床上これまでの診断手順に大きな

ではない。学習された方法でマスクされているこ

変更を要するものではなく、現場の混乱はない。

とが多々あり、表面上集団に適応しているものの、
本人が過度なストレスを感じている、あるいは周

Ⅱ．発達外来での診断の実際

囲の人々が奇妙さを感じていることもある。この

初診時に保護者が子どもを連れて受診される

ような場合は、社会的状況をどのように把握して

と、単一の尺度のみで評価し診断したり、どれか

いるか、社会認知能力を評価するために、４コマ

ひとつの疾患に絞って見立てるのではなく、時

漫画や絵画、心の理論課題等を提示し、その解釈

間をかけて幅広くアセスメント情報を収集し、

について質問することがある。これには、ある程

ASD、ADHD、LD など可能性のある全ての診

度の言語発達を必要とするので、おおむね小学生

断基準に照らし合わせ、最終的に診断名をつけ

中学年以降に実施する。想像力を必要とする登場

る。患者に複数の疾患が併存していることが多々

人物の関係性や心情、絵には描かれていない文脈、

あるからである。例えば、診察室で「多動」の行

過去・未来の状況について、独特の解釈や読み誤

動特徴がみられても、それが社会的状況の解釈に

り、質問の意図が掴めず答えに窮することもみら

問題がある ASD のためか、衝動性の押さえられ

れる。

ない ADHD によるものか、両者が併存している

小児科医にとって LD の診断はなじみがなく容

のかは、その場で判断つきかねる。言動の観察の

易ではない。医学上の診断では、
「読み」
「書き」

みならず、その他の諸検査、家族や担任への問診

「計算」の３領域に絞って診断するが、教育上の

によるエピソード収集、質問紙による各種評価尺

LD ではそれに加え「聞く」
「話す」
「推論する」

度の情報を組み合わせて、総合的に判断する。ま

の５領域で習得と使用に著しい困難を示すと定義

た、最初からすっきり確定診断できるとは限らず、

されている。診断時期は、学習環境の始まる就学

ADHD として診療を進める中で ASD の特性が

後であるが、幼児期からことばの音韻への気づき

明らかとなり追加診断することや、境界域の知的

が不十分、文字への関心のなさ、不器用などの症

障害としてフォロー中に IQ が標準域に入り、知

状があれば、就学後に読み書き・算数に躓きがな

的障害を削除することもある。養育の工夫や、教

いかを確認するとよい。思春期以降に初めて受診

育的配慮など環境調整のみで不適応状態が改善す

につながるケースは、学習全般に意欲を失い、得

る場合は、もはや発達障害ではなく発達の凹凸に

意なこと
（友だちと遊ぶ、好きな科目、クラブ活動

留まるわけで、外来受診を一旦終了することもあ

etc.）
を心の支えとして学校に通うか、不登校にな

る。

る場合も少なくない。中学生以降になると、苦手

初診では、効率良く、もれなく情報収集するた

な授業中寝る、ぼんやりする、反抗的な態度をと

めに、事前に保護者に質問紙を送付し、当日記入

るなど、症状がマスクされ判断に困る。周囲の大

の上持参を依頼する。この質問紙には、各医療機

人は、やる気のなさが学業不振の原因と解釈して
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いるので、
“もっと勉強しなさい”
“怠けてはいけ

診断にあたっては、養育者からのヒアリング、

ない”と注意する。よって、適切な診断と支援は、

本人との面接・行動観察、質問紙を組み合わせ

子どもを窮地から救うことになる。診断には、ま

て、多様な情報を収集した上で、総合的に判断を

ずは問診・観察による学業不振の確認と、
知能検査、

くだす（図９）。DISCO は、ASD 概念を提唱した

発達検査を実施して、全般的な知能の遅れがない

Wing and Gould らが開発したツールで、精神症

ことを確認し、両者の乖離が診断の根拠となる。

状、司法的問題、ADHD や LD も網羅されており、

発達障害が疑われれば、WISC- Ⅳなどの知能

小児から成人まで幅広く評定ができる。臨床・研

検査、新版Ｋ式発達検査2001などの発達検査など、

究で使用するには、５日間（２回に分け週末開講）

基本的に全例に実施する。不器用さや書字の困難、

のセミナー受講とレポート発表によって認定を受

多動や姿勢の崩れ、自己刺激運動などがみられる

ける必要がある。著者は10年前に日本で開催され

場合には、作業療法士による深部感覚、前庭感覚、

た初回の講習会を受け、当時診断に苦慮していた

固有感覚、触覚など知覚や筋力バランスなどにつ

ケースの了解と協力を得て課題に取り上げた。保

いての評価を。読みで躓きのある場合は、学校か

護者面接は２回に分け、計４時間に及んだ。レポー

らの情報提供、ST、OT による読み・書きの評価、

ト課題はケースの評価と支援プログラム作成であ

視能訓練士による視機能検査を実施することもあ

り、なかなか厳しく著者は一発合格ならず、修正

る。その他、P-F スタディーやバウムテストなど、

後無事認定を受けた。かなりシビアであるが、間

子どもの心理を探る諸検査を組み合わせて実施す

違いなく診断技術を研鑽する良い機会になった

る。

（於：よこはま発達クリニック）。

Ⅲ．診断基準
１．自閉症スペクトラム ASD
DSM-5での変更点は、診断基準から言語コミュ

２．注意欠如・多動性障害 ADHD
図 10

DSM 改訂-ADHD 診断基準の変化

ニケーションの項目が削除され、感覚刺激への反
応亢進 / 低反応、環境の感覚面への異常な興味
が追加された。また、「症状は発達早期に出現す
るものの、本人の能力を超えた対人的状況となる
まで顕在化しないことがある」「その後に学習し
た方法で、マスクされることもある」の２点が注
意書きとして追加された。さらに、要支援度によっ
て３つの重症度 Level １～３に分類する。
図９

ASD/PDD 評価尺度

DSM-5における変更点は、発症年齢（７歳以前
→12歳以前）、17歳以上での項目数減（６→５）、
場面の拡大、ASD との併存診断、サブタイプの
廃止等である（図10）。
ASD と同様に、各種評価尺度を用いるが、保
護者と学級担任など２つ以上の場所に依頼する。
ADHD Rating Scale- Ⅳ、Conners 3日本語版な
ど、成人には CARRS 日本語版が使用されている。
ADHD は、コンサータR、ストラテラR の薬物
療法が可能であるので、医師にとって診断が治療
・・・ 41
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に直接つながる感触が持ちやすい。剤型、服用回

大人になれる」
「パソコンできれば字を書く必要は

数、効果発現までの期間、副作用、等考慮して選

ない」
「勉強はあきらめ手に職つければ良い」など

択し、保護者には製薬会社の作成したリーフレッ

と教育方法の検討なしに極論を保護者に振りかざ

トも渡して丁寧に説明する。しかし、患者が小学

してはいけない。逆に、
「知的な遅れはないので支

生の場合、著者は本人への説明と同意を簡素化し

援があれば何でもできるはず」と過度な期待を抱

がちであることを反省している。成人になっても

かせるのも困る。適切な支援と適切な課題が与え

服用が必要な場合を想定して、子どもに理解可能

られることで自分に自信をもち、生涯学ぶ意欲を

な方法で、きちんと説明したい。

失わない人に育てるのを目標としたい。

３．限局性学習症（学習障害）SLD（LD）

Ⅳ．診断その後

DSM における学習障害の名称は、Learning

発達障害の診断は、診療の入口であって、決し

Disorders（DSM-Ⅳ）から Specific Learning Dis-

てゴールではない。診断後には、様々な仕事が待

order（DSM-5）に 変 更 さ れ、DSM- Ⅲ -TR ま で

ち受けている。これらは、病院スタッフ（医師、

用いられていた‘Specific’が復活し、限定的な

看護師、心理士、ST、OT、薬剤師、視能訓練士、

能力障害であることを示された。また、読字と書

医療事務、社会福祉士、精神保健福祉士ほか）で

字に限定された障害である失読症 Dyslexia は、

閉じた支援をするのではなく、子どもの生活環境

DSM とは異なる流派として診断に用いられる用

である家庭と学校に支援をつなげてこそ、病院で

語であるが、これが Dyscalculia と共に DSM-5

の診療・訓練・支援が意味をもつ。下記に診断後

にも代替用語と明記された。

に実施されている支援内容を列挙する。

日本では、学業不振を評価するための標準化さ

《診療》

れた検査はないが、小学校低学年までは１学年以

家族への説明と同意、本人への説明と同意（６

上の遅れ、高学年では２学年以上の遅れが目安と

～15歳：インフォームド・アセント、16歳～：

されている。また、「特異的発達障害 診断・治療

インフォームド・コンセント）、定期的な面談

のための実践ガイドライン」
（2010）には、読み書

（カウンセリング、認知行動療法など）、神経心

きの症状チェック表、短音連続読み検査、単音速

理学的検査や評価尺度のフォロー、脳波など諸

読検査、単文音読検査と、その評定方法が掲載さ

検査、リハビリ（ST、OT、視能訓練士など）に

れているので、活用している。

よる評価・訓練、薬物療法、ほか

しかし、実際の臨床上、LD の診断はかなり迷

《本人支援》

う。例えば、IQ70代後半の場合、学業不振があり、

自己認識の支援、進路相談、対人関係（対：親、

知能検査の下位項目のプロフィールに多少の凹凸

親族、友人、同級生、教師、恋人など）相談、

があったとしても、知的障害（境界域）と LD のど

当事者グループの紹介、他

ちらを選択すべきか判断しがたい。このような場

《家族支援》

合、家族の受け入れ、活用できる福祉制度、適切

具体的な養育のアドバイス、ペアレント・トレー

な教育的支援、これらを加味して、心理社会的環

ニング、カウンセリング、ピア・サポート（親

境の調整に有利に働く診断名を著者は選択してい

の会）の紹介、福祉制度の紹介、両親の関係調整、

る。

家族自身の発達障害、他

LD については、ADHD や ASD の併存が多い

《教育機関との連携》

ものの、適切な教育的支援が最大の治療となる。

療育機関や学校との情報共有と支援方向性の共

医療でできることは限られているが、
「学校なんて

通認識、サポートチーム委員としての教育相談、

行かなくてもよい」
「因数分解できなくても立派な

医療職派遣事業等での教員研修、他
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《福祉制度の活用》

ての総合支援学校に「育（はぐくみ）支援センター」

療育手帳申請、自立支援医療診断書、特別児童

を、京都府教育委員会では宇治支援学校スーパー

手当診断書、年金診断書、他

サポートセンター（SSC）をはじめ、各支援学校に

《その他》

支援センターを設置している。ここでは、巡回し

社会への啓蒙活動、ボランティア養成、親の会

て実際に生徒の様子を観察できる場合もあれば、

支援、研究、他

直接生徒との接触はなく、アセスメントシートな
どの書類、事前に委員が作成した授業の観察記録、

Ⅴ．病院外での“みなし診断”
学校現場では、生徒の様子から発達障害が疑わ

作文や絵画、工作などの作品、担任のコメントな
どを参考にすることもある。以上から、‘みなし

れても、医療につなぐことは容易でない。いじめ

診断’や‘診断仮説’を立てて、医療、教育、福祉、

や孤立などの対人関係の問題、学習困難と意欲喪

心理などの専門職が具体的な方略について話し合

失、不登校、暴言・暴力など生徒指導上の問題な

いをする。ここで重要なことは、子どもの発達特

ど、二次的な問題が発見のきっかけであるため、

性のみならず、自尊感情の低下など心理・情緒を

診断以前に教育的対応が優先される。また、わが

解釈した上で、子どもを取り巻く社会的要因に効

子は‘障害’や‘病気’とは無縁であり、ただや

果的なアプローチを行うことである。つまり、正

る気がなく怠けているだけ、教師や同級生の対応

論を振りかざすのではなく、目の前の保護者や学

に原因がある、と信じる保護者に、「専門の病院

級担任が、その日から‘やってみたい’と思える

に行って診断を受けてください」とは言いにくい。

具体的なアドバイスを行うことが求められる。そ

病院のお墨付きがあれば、生徒を通常学級か特別

うでなければ、家庭や学校は扉を閉ざし、発達障

支援学級へ学籍を移す根拠となるとの態度で学校

害はなかったことと封印され、子どもに支援は届

側が対応すれば、保護者の態度は膠着し、学校と

かなくなる。

トラブルに発展することもある。貧困、虐待、片
親など養育上の問題を抱えていれば、まずは家庭
支援が優先する。このような場合、診断の有無に

おわりに
発達障害は、要支援度のレベルが変わっても、

関わらず、発達障害があると‘みなし’て教育的

生涯にわたり存在する特性である。学齢期までは

配慮を実施することが必要となる。そこで、各地

保護者や学校などの本人を取り巻く周囲の理解と

域の教育委員会は特別支援学校などを拠点として

支援が重要であるが、青年期以降は本人による自

専門家チームをつくり、ここに小児科医・児童精

己理解と自己支援が欠かせない。然るべき時期に

神科医に委員を委嘱し、学校からの相談や巡回教

は、本人に診療の説明と同意を得る必要があろう。

育相談を実施している。京都市教育委員会では全

発達障害児が成長するにつれ、困った状況を言語

図 11

見立ての３つのポイント

化し、支援につながり、自分の時間・情報・空間
をマネージメントし、自己実現を目指して欲しい。
小児科診療においても、年齢に応じて本人と会話
する時間を暫時増やし、われわれが、発達障害児
者のよき支援者のひとりと認識されることを願っ
てやまない。
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（2010）
診断と治療社
５）小谷裕実「特別支援教育と早期発見・早期
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「發達障碍児」の診察で留意すること
京都桂病院精神科

１．發達障碍は診断名ではないということ

石

坂

好

樹

のなんらかの障碍があるであろうと思うのは自然

今わが国では發達障碍ということがば頻繁に用

ではあります。しかし、「發達障碍」とされてい

いられています。また私たちの外来へも「發達障

る病態のいづれにしても、現在までどのような脳

碍といわれたのだが、そうかどうか診断してほし

の障碍があるのかは判明していません。それゆえ、

い」とか「どうも自分は対人関係がうまくいかな

「脳機能の障碍」と明記することは、現時点では

い。ネットで見ると發達障碍のチェック項目に該

勇み足といわねばなりません。あるいは何の意味

当する」といわれて、数多くの方が受診されます。

も持たない字句と言えましょう。

しかし、精神医学の領域では「發達障碍」という

發達障碍に類似する概念として、かつて微細脳

診断名はありません。このことばは、2004年に制

機能障碍（以下 MBD とします）という用語があり

定され、2005年4月から施行された「發達障碍者

ました。Wender（1971）によると、MBD は、多

支援法」の第二条に「この法律において『發達障碍』

動や協調障碍などの運動障碍、集中力や注意の持

とは、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広

続に問題がある注意の障碍、衝動性、社会的に必

汎性發達障碍、学習障碍、注意缺陥多動性障碍、

要とされることへの抵抗や情動不安定などの行動

その他これに類する脳機能の障碍であって、その

特性を示す状態を意味します。Clements ら（1962）

症状が通常低年齢において發現するものである」

は、特異な学習障碍、感覚－運動障碍、多動、衝

とあるように、法律で定められた用語であります。

動性、情緒不安定、注意の持続の問題や転導性、

あくまでも法律で定められた状態を指すのであっ

はっきりしない神経学的徴候、境界線のあるいは

て、医学的に厳密に定義された用語ではないこと

異常な脳波所見などの特徴のいずれかを、いくつ

に留意してなければなりません。この法律で述べ

か示す状態を MBD としています。Clements ら

られている、自閉症やアスペルガー症候群やその

は脳に何らかの障碍があると想定していますが、

他の広汎性發達障碍は、自閉症スペクトラム障碍

Wender は脳の異常を示すのは半数ぐらいしかい

（American Psychiatric Association, 2013）の 部

ないと論じています。これらを見ると、發達障碍

分集合ですので、結局自閉症スペクトラム障碍（以

は MBD と多くの重なりを有する概念であること

後自閉症とします。必要に応じて自閉症スペクト

が分かります。もっとも MBD といわれる状態で

ラム障碍も用います）と学習障碍と注意缺陥多動

は、脳機能の障碍が見つかっていないこと、そし

性障碍（以下 ADHD とします）が發達障碍である

てあまりにも多様な症状を一つの症候群としてま

とされることになります。

とめるには、その根拠が缺けているとの批判があ

ところで、この条文で見逃せないのが、脳機能

り（例えば Rutter, 1982）、結局この用語は用いら

の障碍であるとされていることであります。これ

れなくなります。その反省に基づいて、DSM-Ⅲ

らの状態に対して、これまで数多くの研究があり、 （American Psychiatric Association, 1980）に み
いろいろな仮説が出され、研究者はなんらかの脳

られるように、言語の發達の障碍、特定の学習能

の機能の異常があるだろうと推測しています。ま

力の發達障碍および ADHD といった症候群に区

た、思考や行動には脳が主要な役割を担っている

分された、分類されることになった歴史がありま

のですから、それらが異常であればその背後に脳

す。そして今もこの区分は踏襲されています。結
・・・ 45

京都小児科医会会報No. 59

局「發達障碍」はこの区分をもう一度取り外し、

した。おおよその有病率は１％前後といわれてい

これらをもう一度一括するとともに、自閉症をも

ましたが、２％を越えるとする論文（Kim et al.,

取り込んだ一層幅広い、それゆえに雑多な症状群

2011）まであります。また、国や地域によって有

をひとまとめにした概念になっています。

病率は異なり、アメリカにおいてさえ、地域によっ

自閉症と ADHD そして学習障碍は、それぞれ

て千分の4.2から12.1までの幅広い範囲の違いが

明らかに違った症状を持つ状態ですし、多分違っ

あります。診断には文化や診断の様式の影響があ

た病態と考えられ、そのために対処の方法が違い

ると推測されます（Norburg et al., 2013）。また、

ます。これらを同じ呼び名で扱うのは道理にか

自閉症は重篤な状態からほぼ正常に近い状態まで

なって居ないというのが私の考えであります。行

の幅広い範囲で存在しているとされていますので

政的な対応をするためにある障碍のグループを形

（Wing, 1997）、スペクトラムのどのあたりまで

成するための便宜的な用語であるとすれば、それ

を病態とするかによって、有病率は異なります。

は致し方がありません。しかし、「發達障碍」は

判定者の主観が影響することが考えられます。安

一つの病態としては存在しませんので、それを診

易に症状のチェックリストに頼らないで、診断を

断することはできないのです。

せねばなりません。そのためには、自閉症の有す
る特有の対人関係障碍を把握できるかどうかが重

２．自閉症の診察の留意点
「發達障碍」と一括りにされた状態のなかで、

要となります。DSM-5では、対人関係とコミュ
ニケーション障碍があると判断するために診断基

日々の診療上重要なのは、自閉症と ADHD であ

準として、１）社会・情緒的相互交流の障碍、２）

ろうと思われます。学習障碍も無視できませんが、

非言語的コミュニケーションの障碍、３）関係を

この状態の診断を目的として受診する子どもは少

發展させ維持し理解することの障碍、の三つの症

ないようです。もっとも鑑別診断や合併症の問題

状をすべて満たす必要があるとされています。情

を考える際に常に念頭に置かねばならない状態で

緒的な相互交流が見られず、場面によってことば

す。

の意味が異なることを理解できず、相手の意図や

そこでまず、自閉症の診察に際しての留意点に

考えに気づかないような対人関係の様式が自閉症

触れます。自閉症はこれまで三つの症状、つまり

の特徴であると思われます。しかも、この状態は

対人関係の障碍とコミュニケーションの障碍と儀

幼少期にすでに症状がみられますので、詳細な生

式的行動や常同行動あるいは興味の限局によっ

育歴の聴取とともに、さまざまな場面での対人関

て診断される状態でありました。しかし、2013

係の様式を聴取することが必要です。

年 に 発 行 さ れ た DSM-5（American Psychiatric

一般に自閉症の子どものほとんどはことばの發

Association, 2013）では、診断名が広汎性發達障

達に問題がありますので、ことばに関連する学習上

碍から自閉症スペクトラム障碍に変更になり、診

の問題を持っていますが、中には特有の学習障碍、

断基準も変わりました。対人関係とコミュニケー

例えば日本語は読み書きできるが英語の読み書き

ションの障碍、及び儀式的行動や常同行動あるい

はとても困難といった障碍を合併する子どももい

は興味の限局の二つの症状を持つ状態と定義され

て、それらを特定することが必要です。そのために

ました。しかも、他に特定できない広汎性發達障

は、神経心理学的な検査は缺かせないでしょう。

碍はこの中に含まれなくなりました。他に特定で

自閉症の診断は大体３歳とか４歳でなされます

きない広汎性發達障碍はとても問題が多い概念で

が、学童期にあっては、自閉症の診断目的ではな

したので（例えば石坂，2014）、この概念が廃止さ

く、子どもの示すさまざまな問題行動や精神症状

れたのはいいことでした。

の診断と対処のために受診する子どもがほとんど

広汎性發達障碍の過剰診断が問題視されてきま
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は、自閉症の診断やそれへの対処もさることなが

も（Simonoff et al., 2008）にも見られると報告さ

ら、それに合併する症状の診断および治療が必

れています。知的障碍の子どもにも多動を示す子

要になります。Simonoff ら（2008）によりますと、

どもはいます。

自閉症の子どもは約70％が少なくとも一つの精神

ADHD を 単 一 の 疾 患 単 位 と す る 際 に 一 番 問

科的症状を持ち、社会不安が29.8％、ADHD が

題となる点は、非常に高い確率で合併症が存在

28％、不安障碍が13.4％といった具合に、さまざ

することです。Barkley（2006）の総論によると、

まな精神障碍を合併するようです。また、まれで

ADHD の 子 ど も の45％ か ら84％ に 反 抗 挑 戦 性

すが、精神病様の症状を示す場合もあります（長

障碍（oppositional defiant disorder）や素行障碍

倉ら，2014）。ADHD を除けば、これらの精神症

（conduct disorder）が合併するとされています。

状はそのほとんどが自閉症特有の対人関係障碍を

また10％から50％に不安障碍が合併するそうで

基として、環境との相互作用で生じていると考え

す。ADHD は数多くの特定の病態によって引き

られますので、子どもを取り巻く状況の把握と出

起こされる症状群にすぎないとの意見（Weinberg

現している症状の関連を分析することが、対処へ

et al., 1992）もあります。發熱や痛みは様々な病

の手がかりになります。

態に伴う生体のもっとも基本的な反応としての症
状ですが、それと同じように、多動や注意の問題

３．注意缺陥多動性障碍の診断の留意点
「發達障碍」で一番高い有病率を示すのは
ADHD です。学童期の子どもの、おおよそ５％

は、特に子どもの精神障碍の症状としてしばしば
出現するありふれた症状の一つと考えるべきなの
かも知れません。

から10％ぐらいの比率でみられると言われてい

この点は治療に関する角度からもいえるよう

ます。アメリカのバージニア州のある調査では

です。ADHD の子どもにはかつてアンフェタミ

（LeFever et al., 1999）、子どもの７％から10％が

ンが使用されていました（Bradley, 1950; Laufer

ADHD と診断されて薬物療法を受けていたそう

et al., 1957）。そもそも Bradley が子どもにアン

で、しかもその９割がメチルフェニデートを服薬

フェタミンを使用したのは、子どもに気脳写を

していたとのことです。この論文では、服薬して

行ったときの副作用である頭痛を抑えるためであ

いない子どももいるであろうから、ADHD の子

りました。アンフェタミンは頭痛には無効であり

どもはこの２、３倍いることになろうと述べてい

ましたが、彼らの予想に反して、子どもは穏やか

ます。この論文の著者らは、実は過剰診断と過剰

になり彼らの学習力が改善したそうです。この事

治療を警告しているのです。

実に注目して、多動の症状を改善するために、こ

ADHD ははたしてきちんとした疾患単位をな

の薬物が使用されたのでした（Lange et al., 2010;

すのかどうかという根本的な問題が、昔から提起

Laufer, 1975; Smith, 2012）。Bradley ら が 対 象

されてきました。その論の一つの根拠は ADHD

とした子どもは、脳の器質的要因を有する子ども

を単一の神経行動障碍とする特異的な遺伝的、あ

や情緒的問題を有する雑多なグループでした。

るいは神経学的所見がまだ見つかっていないこと

メチルフェニデイトはアンフェタミンと同じよ

です（例えば Furman, 2005; Lange, K.W. et al.,

うな効果を持つ薬物として開発されましたが、最

2010）。これと関連しますが、もう一つの論拠と

初は慢性疲労や抑うつ状態、老人の行動障碍、ナ

して、さまざまな要因で多動や注意の障碍が出現

ルコレプシーなどの治療に使用されていました。

することがあります。多動や注意の障碍は被虐待

1970年代のアメリカでは、メチルフェニデイトは

児（Famularo et al., 1992）にも見られるし、もち

けたたましい都会の生活で気力を維持するための

ろん学習障碍の子どもにも、トゥレット症候群の

薬として、宣伝されていました
（Herzberg, 2010）
。

子ども（Kadesjo et al., 2000）にも、自閉症の子ど

しかし、ナルコレプシー以外にはさしたる効果
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もなく、結局製薬会社の強力な宣伝効果により、

がこれまで時に主張されたことがありましたが、

ADHD の治療薬としてアメリカで爆発的に使用

大人の ADHD に使用可能になったこと、さらに

されるようになった薬物です
（Smith, 2012）
。そし

は諸外国の大学生が試験前に注意力を高めるた

て、今や ADHD の世界的流行に伴って、世界中

めにこの薬物を使用しているとする報告（Diller,

で莫大な量が使用されています。長らく ADHD

2006; Forlinic et al, 2009; Maier et al., 2013）が

の診断やメチルフェニデイトの使用に慎重であっ

相次いでなされているのをみると、ADHD の治

たあのイギリスでも2003年に比べると、2008年に

療薬ではなく、アンフェタミンと同じように、一

ADHD と診断された子どもの数は２倍になってお

般的に注意力や集中力を増す効果のある薬物と言

り、この子どもたちの90％以上にメチルフェニデ

うべきでしょう。そして、現在大人にも使用可能

イトが処方されていたそうです
（McCarthy et al.,

となっていますので、今後は依存性の問題や能力

2012）
。日本では、ある統計によると、2007年の

増強（enhancement）薬としての問題が大きくな

ADHD 治療薬の売上高と比較すると2011年の売

るに違いありません。

上高は12倍ぐらいになっているようです。

さて、ADHD の状態を診察するに際して、い

ところで、メチルフェニデイトを最初に子ども

くつかの留意すべき点があります。一つは、多動

に使用したのは Conners ら（1963）のようですが、

や注意の障碍は、教師や親の評価に基づいて行

彼らが対象にしたのは、アンフェタミンの使用し

われることです。ADHD を評価するに適した評

た例に鑑みて、脳障碍や精神病でないいわゆる情

価尺度はまだない、よく使用される Conners の

緒的な障碍のある子どもでした。彼らがよくなっ

評価尺度は ADHD の症状を評価しているとは証

た症状として挙げているのは、トラブルを起こし

明されていないとの批判（Furman, 2005）があり

やすい、自分本位で要求しすぎる、不従順、嘘、

ます。事実 Sandberg（1978）らの研究では、Con-

ぼんやりと元気がない、未熟、喧嘩ぱやいなどで

ners の教師用の尺度と親用の尺度および検査室

あって、決して多動を主標的としたのではなかっ

での客観的な評価の間には有意の相関はみられな

たようです。また、多動に関する治療薬としては、

かったそうです。ADHD の診断は、現在のとこ

イミプラミン（Rapoport et al., 1974）やアミトプ

ろ印象診断の域をでないといわざるをえません。

チリン（Krakowski, 1965）でも、メチルフェニデ

ですから、子どもの症状を評価するには、子ども

イトほどではないものの、効果があったとの報告

の置かれている環境をよくよく調べねばなりませ

があります。多動とドパミンの関連を主張する根

ん。さらに詳細な生育歴も必要でしょう。症状の

拠は薄いようです。

出現とその時の状況に注意しなければなりませ

現在 ADHD 治療薬として使用されているアト

ん。なによりも被虐待の有無の確認に留意してお

モキセチンは、ノルアドレナリンの再取り込み阻

かなければなりません。もっともこれは簡単にお

碍剤ですが、当初抗うつ剤として開発されたも

こなえることではないのですが。そして、診断は

のの、臨床試験で評価が思わしくなく、尿失禁

だれのためにそして何のためにするのかを、心に

治療薬に切り替えられ、最終的には ADHD の治

留めておくべきなのかもしれません。

療薬として、居場所を見つけたのでした（Healey,

すでに述べましたが、この状態に合併症はつき

2009）
。このように、もともと作用が違う薬があ

ものです。特に学習障碍がしばしばみられます。

る程度効果を表すのを見れば、ADHD が単一の

読みの問題や書字の問題がしばしば見逃されてい

疾患単位であると考えることはいよいよ疑わしく

て、多動や不注意で受診する子どもがしばしばい

なります。

ます。子どもが学校やその後の社会に適応する能

ところで、メチルフェニディトは大人には興奮

力を改善するためには、学習障碍の評価は缺かす

効果を持ち、子どもには鎮静効果を持つという説

ことができません。そのためには、神経心理学的
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な検査が是非とも必要となります。

いるのは当然で、そのため、周囲の者はその子ど
もの問題を具体的に把握し、その子どもとのコ

４．子どもへの対応

ミュニケーションの様式を工夫せねばなりませ

「發達障碍」の子どもを診察し、診断を行った

ん。また、学童期のことばをかなり自由に使える

あと、医療は何ができるでしょうか。子どもが現

ようになった子どもでも、国語の学習に多大に困

在表出している個々の症状への対応はもちろん

難を有しています。そのために援助を工夫しなけ

必要です。自閉症はもとより、ADHD にしても、

ればなりません。ADHD の子どもでもしばしば

注意の障碍や多動は薬物によって改善されること

学習障碍を合併していて、書字の困難や読みの困

が多いようです。しかし、薬物を中止すると再び

難、時には計算の困難を有していて、それぞれに

症状は現れます。薬物を日常的にどのように使用

対応しなければなりません。これらの状態の把握

するのか、いつまで使用するのかが大きな問題と

は医療者が行う必要があるでしょうが、診察室で

なります。また、薬物療法が心理的、社会的ある

の対応は困難な場合が多いでしょう。学校との密

いは情緒的成長を促したとする証拠はないと言わ

接な連携が必要とされます。

れています（Furman, 2005）。

情緒不安定や攻撃的行動や破壊的行動などの問

学校や家庭での子どもの過ごし方や周りの対応

題行動に対して、抗精神病薬や抗てんかん剤など

の仕方が重要になります。そのために、親や学校

の薬物が有効なことがあります。しかし、これは

との協力が必要です。そして、それぞれ特性に応

根本的な解決法ではなく、一時的な症状緩和の一

じた対応を工夫しなければなりません。さらに、

方法であるとの認識が大切です。また、薬物には

学習の援助やそのための工夫などの特別の援助も

副作用があります。メチルフェニディトの副作用

必要になります。

には、食思不振がよく知られていますし、不眠を

自閉症では、環境の構造化が重要であることが

生じさせることもあります。行動の抑制ではな

示されており、またコミュニケーションの改善の

く、興奮や焦燥感を引き起こす場合があるとも言

工夫が必要とされます。家庭や学校での対応の仕

われています。また、まれにではありますが、精

方に一貫性がないといけないでしょう。そのため

神病様の症状が見られることが報告されています

には、家族と学校と医療者が時に応じて、症状や

（Lucas et al., 1971; Ross, 2006）。抗精神病薬は

子どもの特性について理解を共有して対応を相談

錐体外路症状を引き起こすために注意が必要です

することが大事でしょう。

が、それ以外に行動を抑制し眠気を引き起こし、

ADHD では、子どもが一度に受容する刺激の
量を制限し、また指示は抽象的ではなく具体的に
しかも短い単位に区分して行うことが有効である

意欲の低下をもたらすことがありますので、注意
が必要です。
「發達障碍」の根本的は治療法はありません。

かもしれません。これらの子どもの問題行動への

子どもの示す症状への対応と子どもの成長を援助

対処の仕方も工夫せねばなりません。そのような

する工夫が大事であり、そのためには的確な状態

行動は子どもが意図していないことを理解したう

の把握と医療だけでなく、親や学校や福祉関係の

えで、個々の行動に具体的に対応する様式を見つ

人々との連携による、適切な養育環境を設定する

けなければなりません。そのためには周囲の耐性

ことが必要でしょう。

を強めることが必要で、子どもの持つ特性と現れ
ている「症状」と環境との相互作用を分析して、

５．まとめ

周囲の者によく理解していただかねばなりません

「發達障碍」は医学的概念ではないことを述べ

し、環境設定の工夫が必要であるかもしれません。

ました。そして、自閉症と ADHD の診断に関して

自閉症の子どもがことばの發達に問題を有して

留意すべきことを概略的に論じました。また、治
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療に関してもいくつか留意すべき点に触れました。
「發達障碍」は、
かつてはほとんど問題にされなかっ

and learning in disturbed children. American
Journal of Psychiatry, 120, 458-464.

た領域の行動を人々が問題視するようになって出

７）Diller, L.H. (2006). The last normal child:

現した概念です。その背景には、私たちが暮らし

Essays on the intersection of kids, culture,

ている社会構造の変化があるでしょうが、それら

and psychiatric drugs. Westport, Connecti-

を問題とする諸事情があると考えられます。子ど

cut, Praeger.

もが持っている能力を少しでも成長させる工夫と

８）Famularo, R., Kinscherff, R. & Fenton, T.

十分に発揮できる環境設定を試みることが必要な

(1992). Psychiatric diagnosis of maltreated

のですが、そのためには子どもの状態とそれによっ

children: Preliminary findings. Journal of

て生じている症状を、子どもの有する本来の障碍

the American Academy of Child and Ado-

と環境との相互作用の力動として理解することが

lescent Psychiatry, 31, 862-867.

医療者の役割でしょう。そして、子どもの成長の

９）Forlinic, C. & Racine, E. (2009). Disagree-

ためのさまざまな領域の人たちとの連携を仲立ち

ments with implications: Diverging dis-

することも、現時点では医療者の大切な役割であ

courses on the ethics of non-medical use of

ります。
これらのことについても簡単に述べました。

methylphenidate of performance enhancement. BMC Medical Ethics, 10; 9.
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他科専門医会よりの

寄稿

シリーズ



老精神科医のぼやき
京都精神科医会 会長

例年8月の最終土曜日は精神科医会の夏の特別
講演会開催日です。今年の演題は「夏目漱石－精

中

嶋

章

作

ものではまったくないので、誤解無きようにして
ください。

神医学的考察－」。講師は筑波大学高橋正雄教授

紙面の関係もありますので象徴的な部分から話

でした。夏目漱石に関する著作では数百編の専門

題に挙げたいと思います。大体、今から20～30年

論文を著しておられる方でもあります。講演内容

前を思い起こしてしてください。まずは精神科診

は誠に興味深いもので、漱石の幻覚妄想体験が彼

断、診断法です。皆さんも学生時代などに経験さ

の文芸作品にどのような影響を与えたのか、漱石

れたように授業、ポリクリで精神科が嫌になる要

の言動と創作時期、書簡などの検証を踏まえ、そ

因のひとつだったのではないでしょうか。診断は

の仔細周到な論理展開から、例えば「草枕」の有

実際に難しかったのです。誤解を招く表現かもし

名な冒頭の部分の解釈も見事に腑に落ちて、改め

れませんが診断は治療も含めて職人芸的な要素が

てこれを機会にまた漱石文学に浸ってみようかと

強かったのです。例えばうつ病とはこういうもの

思う良質な講演でした。このようないわゆる天才

という疾患概念が先にあり、これに患者の語り、

と精神疾患との関連性を探る分野を「病跡学」と

表情、態度、性格、行動などの様態描出に多くの

言いますが、主にドイツ、日本で発展して来た精

エネルギーを注ぎ、そこに経験と勘とを駆使して

神医学の一分野でもあります。

診断に結びつけていくといったものです。その記

この講演会の後席、数人の仲間内での会話です。

述は極端に例えていうならワインのソムリエ風表

「なんで今時の若い精神科医はこういうのに興味

現でもあったのです。ソムリエには大変申し訳な

を持たないんだろうか、不思議やね。…」…出ま

いのですが、ソムリエのいうことは何を言ってい

した、世代間ギャップ、年寄りの苦言です。なる

るか私どもにはチンプンカンプンです。しかし、

ほど聴講者は多かったのですが、その中に若手の

経験、修練を積んだひとであれば共感を得ながら

精神科医の姿は数えるほどでした。今、この講演

ひとつのワインについて一定の評価、認識へと進

会に奇しくも象徴されるように、我々精神科医の

んでいくものと考えられます。精神科診断でもこ

間で紛れも無く世代間ギャップが広がっていま

のソムリエ風表現により、精神科医同士が議論し

す。これは精神科の診断、治療にまで及び臨床現

ながら診断を進めていたと考えればお分かりいた

場での混乱要因のひとつともなっています。
（もっ

だけるでしょうか。外からみるとこいつら何言っ

とも、老精神科医は確実に生物学的に駆逐され早

てんのというレベルです。しかもそこでは大学学

晩解決をみるので心配する必要もないといえばな

派によって疾患概念が微妙に違うこともあり、診

いのですが）

断結果が学派はもとより国の違いによっても異な

前置きが長くなりましたが、まずはこのギャッ

るという弊害が生まれ、永らく精神医学は科学で

プについて少し話題提供をしたいと思います。た

はないと非難される要因であったことも事実で

だし、我々老年世代の言が正しいなどと主張する

す。これを伝統的診断あるいは従来診断と呼んで
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います。

精神疾患概念、例えばうつ病とはなんぞやという

そこに精神科診断を科学にしろ、できないな

原点回帰が求められると痛感しています。もうお

ら医学会から閉め出すと迫られて現れたのがア

分かりいただけたと思いますが、漱石の病跡学の

メリカ精神医学会の DSM 診断です。既にどこか

講演会に若手精神科医の出席が少なかったことを

で聞かれたことがおありだと思います。これは誤

嘆いたのは若手精神科医が正にこのような視点、

解を恐れずに言うなら各疾患に見られる主要な症

関心に興味を失っているのではないかという危惧

状を羅列してそれがいくつ以上あればその疾患と

のことだったのです。

診断できるというものです。うつ病を例にとれば
自己評価もできるうつ病のチェックリストが広く

閑話休題

流布されていますが、この簡便な DSM を引用し

児童、思春期専門の精神科医が少しずつ増えて

たものです。これが30年程前から日本にも診断の

はいるようですが、とても時代の要請には適わず

参考にと導入されはじめました。当初は「こんな

多忙を極めている現状のようです。実際、特に発

つまらんもん作ってどうするの」といいながら、

達障害が俄に話題になり、診断についての啓発が

症例検討会などでは従来診断と DSM 診断とを並

進むにつれて、我々の外来でも大人の（大人になっ

記していたものです。しかし、今や時代はこの

た）発達障害と診断せざるを得ないケースが増え

DSM が診断の主流になり、もはや論文、学会で

てきました。また、同時に発達障害児を持つ親が

は DSM 診断がないと受理されなくなったことも

疲弊して我々のもとを受診するということも多

この流れに拍車をかけたのでしょう。結果、「従

く，その広がり様に困惑しているというのが現状

来診断？？」という若手精神科医が増えて来てい

です。また、発達障害児への虐待まがいの対応を

るのです。

してしまう親も散見され、受診しているその親を

一般に現代ではうつ病患者が増えたと言いま

よくよく診るとこの親自身が発達障害と考えざる

す。ややこしい時代になってきていますから何と

を得ないケースもあります。さらに幼少期に被虐

なくそうかとも思われますが、伝統的診断学とそ

待体験を経たおとなの発達障害の対応は難渋を極

れに基づく臨床経験が背景にある老精神科医から

めます。それぞれのケースへの対応には積極的な

みると、発症率なんか昔とかわらないなというの

解決策も乏しく無力感に苛まれますが、精神科の

が正直な話です。しかし、若手精神科医からみる

看板を挙げている以上は避けては通れないものの

と一定症状さえ揃っていればうつ病と診断できま

ようです。ただし、これも発達障害の疾患概念を

すから、たとえ治療中に海外旅行していようがう

しっかりと把握していないと、軽症化した統合失

つ病だということになります。DSM 診断では真

調症すらもが、なんでも発達障害にみえてきてし

性のうつ病患者を見逃すことはないでしょうが、

まう過剰診断に陥ってしまう可能性を秘めた病態

従来ではとてもうつ病とされない「普通のひと」

でもあるようです。

をうつ病としてしまう危険性を孕んでいます。し

ぼやきをまだまだ続けたいのですが、もう余白

かし、時代はもはや DSM を捨てることができな

が無くなったようですので、ぼやきがぼけになる

くなっています。であれば改めて現代に通じる各

前に失礼いたします。
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■

特別寄稿 
児童養護施設の子どもたちと出会って
カトリック京都司教区カリタス会理事

１．はじめに

井

上

新

二

由が、保護者による虐待です。全国的な資料で

38年間の教員生活を終え、2008年4月、児童養

は、児童虐待による入所が６割を超えます。施設

護施設・京都聖嬰会の施設長として就任いたしま

によっては、８割を超えることもあるようです。

した。京都聖嬰会での子どもたちとの出会いは、

しかし、資料や保護者との面接から児童虐待だ

教員として永く子どもたちと関わってきたわたし

けが単独で入所理由になっているのではなく、並

にとっても驚きと感動の連続でした。時には、戸

行していくつかのことが同時に理由となっている

惑うことや心痛めることも数多くありましたが、

ことが垣間見られます。しかも、これらのことが

苦痛と感じることは一つもありませんでした。子

何か特別な家庭で起こっているわけではないとい

どもたちの何気ない一言やしぐさから、子どもた

うことです。歯車がうまく噛み合わないと、どこ

ちの温かく深い思いに触れ、思わず目頭を熱くし

の家庭でも児童虐待は起こり得ることだと思われ

たり、施設職員の子どもたちに対する温かい思い

ます。

や姿勢に感動したりすることも何度もありまし
た。しかし、脊柱管狭窄症の治療のために頸椎と
腰椎の手術をしなければならなくなり、熟慮の末
に残念ながら2012年3月31日に急遽退職いたしま
した。
わずか４年間でしたが、児童養護施設・京都聖
嬰会での子どもたちとの出会いは、わたしが教員

児童養護施設の主な入所理由
・保護者による虐待
・保護者の疾病
・経済的な理由
・養育困難

生活の中で体験してきたことや、学んできたこと
を問い直さなければならないほどのものでした。

児童虐待の背景にあるもの

京都聖嬰会の子どもたちの姿を通して、改めて「家

児童養護施設に入所している子どもたちの保護

庭」の大切さや教育の果たす役割と責務を改めて

者との面接や資料から児童虐待の背景としていく

捉え直すことができました。また、同時にわたし

つかの傾向が見えてきます。

自身の生き方を根本から問い直さなければならな
いものでした。

その一つの傾向としてあげられるのは、保護者
の社会的孤立です。子育てに対する悩みや不安を
気軽に相談できる相手が身近におられないという

２．児童養護施設の入所理由から見えてくること

ことがよくあるようです。そのため、未熟なまま

入所の主な理由

子育てをされたり、自分自身の被養育経験の中だ

児童養護施設に入所してくる子どもたちは、

けで偏った子育てをされたりすることもあるよう

様々な理由で入所してまいります。その主な理由

です。時には、「力」による子育てがエスカレー

は図に示した通りです。その中でいちばん多い理

トしてしまい、虐待となってしまうケースもあり
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ます。もちろんそのような社会的に孤立した子育

なってしまいます。マスコミを通じて伝えなけれ

ての中で保護者自身も悩み、苦しんでおられるこ

ばならないのは、児童虐待は特別な家庭で起こっ

とが多いのです。

ているのではなく、どこの家庭でも起こり得ると

また、もう一つの傾向としてあげられるのは、

いうことです。また、児童虐待をしてしまった保

貧困です。貧困の中でゆとりのない生活や見通し

護者も子どもたちと同様に十分なケアと支援が必

の持てない生活を送っておられることも多いよう

要なのだということもマスコミが伝えなければな

です。その中での過度なストレスは、わたしたち

らないことだと思います。

の想像を超えるものだと思います。見通しの持て

もうひとつ気掛かりなのは、児童虐待を受けた

ない生活の中での過度なストレスが、時には虐待

子どもたちの中で児童養護施設に措置される割合

の背景となっていることもあります。

です。保護者から虐待を受けて児童養護施設に措

このような状況の中で起こっているのが児童虐

置される子どもは、わずかに全体の４％台です。

待です。虐待を受けている子どもたちは、当然心

虐待をしてしまった保護者に対する児童相談所等

も体も傷ついています。一方虐待をしてしまって

の指導により、約95％の親子関係が改善され虐待

いる保護者も悩み、苦しんでいるというのが児童

が解決したのなら、それは評価すべきことです。

養護施設に入所している子どもたちやその保護者

しかし、現状はそればかりではないようです。厳

と出会った実感です。虐待を受けた子どもたちに

しい児童虐待があっても、保護者がそのことを認

十分なケアと支援が必要だということは、言うま

めないこともあります。また、児童虐待を保護者

でもないことです。一方で虐待をしてしまった保

が認めたとしても、児童養護施設入所を保護者が

護者に対しても、虐待を責めるのではなく十分な

拒否するということもあります。もちろん法的な

ケアと支援が必要だと思います。

手段で虐待を受けた子どもを親から強制的に切り

児童虐待について、少し気掛かりなこと

離し、児童養護施設に入所させることもあります

児童虐待について気掛かりなことがあります。

が、全体としては一部にしかすぎません。保護者

その一つは、新聞、テレビ等のマスコミの児童

を説得し、保護者の納得を得て子どもたちが児童

虐待の扱い方です。児童虐待が社会の中で問題と

養護施設に入所するということが基本となってい

されていく中で、新聞、テレビ等も児童虐待を積

ます。家庭で過ごす子どもたちの中に児童相談所

極的に取り上げるようになってきました。児童虐

が保護者に対して指導をした後も虐待を受けてい

待を社会的な問題として社会全体で受け止めてい

る子どもたちがいることは、いろいろな事例から

く上でマスコミが大きな役割を果たしていること

も明らかなことです。時には、そのことが子ども

は事実です。
「虐待から子どもたちを守りたい」
「虐

たちの生命にかかわるほどの事態となっているこ

待で苦しんでいる子どもたちを救いたい」「虐待

ともあります。

は許されない」という視点で報道されていること
は大切なことだと思います。しかし、一方で「虐

３．子どもたちに見られる気掛かりな課題とその
背景

待をする親は許せない」という思いもマスコミの
報道から伝わってくることも事実です。中には、

今から述べることは、児童養護施設に入所して

「虐待をする鬼のような親…」
「虐待をするなんて、

いる子どもたち全員に例外なく見られる課題では

人間とは思えない。…」という週刊誌やテレビの

ありません。ただ、児童養護施設に入所している

コメンテーターの言葉に出会うこともあります。

子どもたちの現状を見つめると、一部の子どもた

虐待をしてしまった保護者を断罪するだけでは、

ちに以下のような気掛かりな課題があります。

保護者はますます孤立してしまいます。また、虐

①周囲の人たちに対する基本的な信頼感を持てない。

待をしてしまっていることを誰にも相談できなく
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②見通しが持てない。…希望、意欲の喪失

ている子どもたちの姿をいくつか紹介します。

③家族に対するイメージがうまく描けない。

アジサイの花の向こうに

④自分に自信が持てない。…低位な自尊感情

京都聖嬰会でお世話になった初めての6月のこ

⑤気掛かりな「学力」…一部に見られる「低学力」

とでした。いつものように私は、登校する子ども

紙面の都合で、一つひとつを詳しく述べること

たちを朝の挨拶を交わしながら見送っていまし

はできません。子どもたちのプライバシィーに十

た。すると小学三年生のＡちゃんが、「園長先生。

分配慮しながら上記のいくつかについて述べてみ

このアジサイの花をください。」と大きな声で私

たいと思います。

に話しかけてきました。アジサイの花は、まだ白っ

ある高校生が児童養護施設に入所してきたこと
を思い返して、次のように話してくれました。
「家族と離れて、児童養護施設に入所したとき、

ぽい色でした。
「アジサイの花がきれいな色になっ
たら、切ってあげましょう。もう少ししたら、き
れいな青い色になるから」と私は、答えました。

真っ暗闇のトンネルにある日突然放り込まれたよ

やがて、アジサイの花が白っぽい色から美しい

うな気持ちやった。このトンネルがどこに繋がっ

青い色に変化してきました。いつものように登校

ているか分からない。どこまで続いているか分か

していく子どもたちと朝の挨拶を交わしながら私

らない。いつまでこのトンネルの中にいるのかも

は、「アジサイの花がきれいな青い色に変わって

分からない。出口がどこにあるのかも見えてこな

きたね。」と話しかけました。するとＡちゃんは、

い。不安で一杯やった。見通しが全然、持てなかっ

「今日は、まだいいです。次の時にお願いします。」

た。そんな中で、目標を持ってがんばれと言われ

と答えました。少し物足りない気持ちでしたが、

ても、目標なんか持てるはずがない。」

そのままＡちゃんたちの登校を見送りました。

ある高校生の言葉は、児童養護施設に入所した

ある朝、登校するＡちゃんに「今日は、アジサ

子どもたちの不安と切なさ、見通しのなさをダイ

イの花を切ってあげるからね。今日切らないとア

レクトに伝える言葉です。また、自分の置かれて

ジサイの花の色がきれいでなくなってしまうよ。」

いる状況を受け止めきれず、混乱している姿も良

と、少し押しつけるように話しかけました。する

く伝わってきます。さらに、目標が持てず、自暴

とＡちゃんは、少し困ったような顔をして、黙っ

自棄になりがちな子どもたちの気持ちをよくあら

てしまいました。「切ってあげるから、今日、学

わしている言葉だと思います。

校に持っていったら。」と、もう一度Ａちゃんに

このような状況の中では、その高校生が言うよ

話しかけました。するとＡちゃんは、私の耳元で

うに「目標を持ってがんばれと言われても、目標

「お父さんが面会に来た時に切ってください。」と

なんか持てるはずがない。」と思います。目標を

小さな声で少し悲しそうに答えました。私は、し

持つこと自体が困難なのです。「希望」を奪われ、

ばらく声が出ませんでした。Ａちゃんがアジサイ

「意欲」を喪失させられているのです。刹那的に

の花をプレゼントしたい人は、お父さんだったの

なったとしても、誰も責めることはできないと思

です。私は、Ａちゃんは学校にアジサイの花を持っ

います。

ていきたいのだ、とかってに思い込んでいたので
す。

４．懸命に生きようとしている子どもたちの姿

それから何日かの後、面会の日が決まり、Ａちゃ

色々な事情で、家族と離れて児童養護施設に入

んのお父さんが面会に来られました。しかし、そ

所している子どもたちの中には、気掛かりな課題

の時は、お気に入りのアジサイの花の色は、既に

を持たされていることがあります。しかし、その

くすんだ色になっていました。園内を探し回り、

ような厳しい状況の中でも、懸命に生きようとし

きれいに咲いているアジサイの花を担当の先生に

ている子どもたちの姿に出会いました。心に残っ

花束にしてもらいお父さんへのプレゼントを用意
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することができました。「このアジサイの花、本

人立ちできる力は、不十分です。18歳で児童養護

当は父の日にプレゼントしたかったんや。」その

施設を退所していく子どもたちに社会的な支援も

時のＡちゃんの顔は、とても印象的でした。

ネットワークも不十分です。「子ども貧困対策法」

色々な事情でお父さんと離れて児童養護施設で
生活していたＡちゃん。アジサイの花の向こうに
見えていたのは、いつもお父さんの笑顔だったと
思います。お父さんとどんなに離れていても、い

の一日も早い具体化が望まれています。
「マイナスの連鎖」
危惧される中で一番大きなものは、図に示した
ような「マイナスの連鎖」です。

つもお父さんへの思いでいっぱいだったのです。
児童養護施設で育ったことを力に
児童養護施設に入所したときの気持ちを「児童
養護施設に入所したとき、真っ暗闇のトンネルに
ある日突然放り込まれたような気持ちやった。」
と話してくれたある高校生は、退所後保育の専門
学校に進み、現在児童養護施設の職員として活躍
しています。
「目標を持ってがんばれと言われても、目標な
んか持てるはずがない。」と話していた彼が、「児
童養護施設で生活した自分だからこそ、施設で生
活している子どもたちの悲しさや切なさ、苛立ち
を共感できる。施設で生活したことを生かして、
児童養護施設の職員になり、子どもたちに寄り添
える職員になりたい。」という目標を見つけ、児
童養護施の職員となったのです。まだ、社会人と
して歩みは初めて数年です。多くの困難が待ち受

この「マイナスの連鎖」は、決して固定的なも

けていると思いますが、児童養護施設で育ったこ

のではありません。恵まれない状況の中で自らの

とを自らの財産として力に変えることで、誰より

進路を開き、社会的に素晴らしい活躍をしておら

も入所児童の心に寄り添うことのできる施設職員

れる方々もおられます。

として活躍してほしいと願っています。

しかし、生まれ育った環境が子どもたちの将来
にマイナスの影響を与えていることも事実です。

５．今後、危惧されること

時には、その影響は、次世代をも巻き込むほどの

子どもたちの将来が不透明なこと

リスクを持ったものです。「子どもの貧困対策法」

児童養護施設に入所している子どもたちのこと
で、いくつか危惧されることがあります。

もそのことを課題として取り上げています。子ど
もたちだけの力でこの「マイナスの連鎖」に立ち

先ず第一に子どもたちの将来が不透明なことで

向かうことは、困難なことです。教育の力、福祉

す。中でも退所後の自立については、見通しが持

の力を最大限に生かし、社会的なネットワークを

てないのが実情です。子どもたちは18歳で施設を

生かしながら子どもたちとともに「マイナスの連

退所していきますが、経済的にも社会的も極めて

鎖」に立ち向かいたいと思います。

不安定です。わずか18歳で社会の荒海の中に出て
いく子どもたちにどれだけ多くの困難が待ち受け
ているかは、想像に難くありません。まだまだ一
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６．子どもたちと出会って学んだこと、大切にし

られることでもあります。「厳しいけれど、怖く

たいと思っていること

ない指導」「優しいけれど、甘くない指導」そん

誕生日の意味と意義を問い直す

な指導を求めています。簡単なことではありませ

児童養護施設の子どもたちと出会い、誕生日の

んが、大切にしたいと思ってきたことです。

意味と意義を改めて問い直しました。いろいろな

もちろんこの考えの背景には、虐待を受けてき

事情で児童養護施設に入所している子どもたちに

た多くの子どもたちをこれ以上傷つけたくないと

こそ、誕生日は重要な意味をもっています。

いう思いもあります。また、子どもたちを「力」

まず大切にしたのは、誕生日を単に「プレゼン

や「恐怖心」によってコントロールしようとする

トの日」にしないということです。子どもたちと

限り、常に児童虐待の「芽」や「牙」を孕んでい

ともに誕生日をともにお祝いすることを大切にし

るという思いもあります。しかし、それ以上に「京

ました。そして、何よりも「生まれてきたこと」

都聖嬰会の願い」に掲げた、子どもたちと「とも

をお祝いすることを大切にしました。子どもたち

に生き、ともに歩む」道は、そこにこそあると思

の中には、生まれてきたことを積極的に受け入れ

うからです。また、子どもたち一人ひとりをあり

られない子どもたちもいるからです。子どもたち

のままに受け入れ、かけがえなのない存在として

に誕生日のプレゼントを手渡しながら「これは単

一人ひとりと尊敬のうちに出会うことのできる道

なる誕生日のプレゼントではありません。あなた

は、そこにしかないと思うからでもあります。

が生まれてきたことへのお祝いの品です。」と子

また最近、家庭における児童虐待だけではなく、

どもたちに伝え、また多くの子どもたちや職員か

学校での部活動やスポーツの世界での「体罰」や

らもお祝いのメッセージを伝えながら、子どもた

「暴力」による指導が取りざたされています。指

ち一人ひとりの誕生そのものをお祝いすることを

導という原点に立ち返ったとき、
「恐怖心」や「圧

大切にしてきました。

力」で子どもたちを指導しようとする姿勢そのも

小声で叱ること

のに大きな「矛盾」を孕んでいます。「恐怖心」

最後に京都聖嬰会で常に大切にしてきたことに

や「圧力」では、子どもたちの深い内面からの気

ついて、述べてみたいと思います。それは、「小

付きによって子どもたち自身が、変容していくこ

声で叱る」ということです。様々な場面で子ども

とにはならないからです。また、
「恐怖心」や「圧力」

たちを指導しなければならないことがあります。

で子どもたちを指導しようとすることは、一人ひ

時には、厳しく指導しなければならないこともあ

とりを「かけがえのない存在」として受け止める

ります。そのような場面でも、決して、怒鳴った

ことでもありません。時には、子どもたちを「も

り、激しく声を張り上げて指導しないということ

の」として扱うことでもあります。「恐怖心」や

です。もちろん体罰も行いません。子どもたちに

「圧力」そのものが、「指導」そのものを根底から

「恐怖心」や「圧力」を与えて、子どもたちをコ

破壊してしまいます。「指導」の中で求められて

ントロールするのではなく、わたしたちの願いを

いるのは、人生の同伴者として、子どもたちとと

穏やかに伝えたり、時には、わたしたちの悲しさ

もに生き、ともに歩もうとする指導者の生き方だ

を子どもたちに伝えたりすることにより、子ども

と思います。改めて、「小声で叱る」ことの意味

たちとの深い信頼関係の中で子どもたちの変容を

と意義を強調したいと思います。

図ろうとするものです。子どもたちに対する深い
思いと高い指導力を必要とするものです。指導者

最後に「児童養護施設の子どもたちの現状と課

自身の日々の振り返りと「小声で叱る」ことに対

題」についてお話をさせていただく機会を与えて

する深い認識と指導力が常に求められます。さら

いただいた京都小児科医会の先生方に心からお礼

に子どもたちとの深い人間関係の構築が日々求め

と感謝を申し上げます。
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略

歴

井上

新二（いのうえ

昭和22年4月20日誕生
昭和46年3月 京都教育大学理学科Ⅱ類卒業
同年4月
京都市立第三錦林小学校赴任
昭和57年3月 兵庫教育大学大学院修了
平成7年4月
校長昇任（京都市立第三錦林小学校）
平成16年4月 京都市教育委員会京都市総合教育センター異動
平成20年3月 定年退職
同年4月
児童養護施設・京都聖嬰会施設長

しんじ）

平成24年3月
現在

同施設退職
社会福祉法人カトリック京都司教区カリタス会理事


著書：
『わたしを解放するもの』女子パウロ会
『文字を奪われた人々』女子パウロ会
『授業力向上に向けて大切にしたい視点』京都市総合教育センター
『児童養護施設の子どもたちの思いと願い』明石書店

編集者註
京都小児科医会新年会での「児童養護施設の子ども達と出会って」と題する講演がありました。
その講演内容を寄稿していただきました。

京都府立医科大学小児外科教室のご紹介
医局長

平素より、京都小児科医会のみなさまにはご厚
情を賜り誠にありがとうございます。

文

野

誠

久

外科学講座が開設され、当教室は1988年に開講し、
以来、小児外科学の普及、発展に尽力して参りま

吉岡会長、禹先生のご高配により、このたび誌面

した。2015年現在、国公立大学で小児外科単独の

をいただけることになりましたので、
この場を借りて、

講座が存在するのは10大学であり、そのなかで公

小児外科および教室の紹介をさせていただきます。

立大学は本学のみです。
現在の教室のスタッフ構成は以下の通りです。

１．小児外科とは
小児外科学は、外科学から派生した学問であり、

教

授：田尻達郎（昭和63年卒）

０才から15才までの小児
（新生児期・乳児期・幼児

講

師：古川泰三（平成７年卒；診療主任）

期・学童期・思春期）
の心臓外科、脳神経外科以外

学内講師：青井重善（平成８年卒；教育主任）

の外科疾患の診断、治療、研究を行う臨床医学です。
16才以上でも小児外科特有の疾患の場合は治療を
行っており、また近年では胎児診断の普及に伴い、

文野誠久（平成９年卒；医局長）
助

教：東

真弓（平成12年卒；研究主任）

坂井宏平（平成15年卒；外来主任）

胎児治療もその対象として含まれるようになりつつ

他、専攻医５名、大学院生６名の計17名が教育、

あります。取り扱う主な疾患としては、新生児疾患

診療、研究に従事しています。

（食道閉鎖、小腸閉鎖、鎖肛、横隔膜膜ヘルニア）
、
消化器疾患
（胃食道逆流症、
Hirschsprung 病、
便秘、

２．臨床活動

虫垂炎、腸重積）
、固形腫瘍、日常疾患
（鼠径ヘル

臨床に関しては、平成26年診療実績として手術

ニア、臍ヘルニア、停留精巣）
、救急疾患
（消化管

総数は381例であり、新生児手術数が47例と全国の

異物、気道異物、外傷）
などがあります。

小児外科施設のなかではトップクラスの成績でし

1967年に我が国初の小児外科医局が順天堂大学

た。これはひとえに先生方からの紹介のおかげで

で開講され、それを皮切りに全国の大学で次々と

あり、この場を借りて深謝いたします。主な手術症

小児外科学教室が設立されるようになりました。

例では、胸部疾患として食道閉鎖根治が３例、噴

国公立大学では、1979年に九州大学に最初に小児

門形成９例、横隔膜ヘルニア７例、肺切除が２例、
・・・ 59
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漏斗胸手術が６例でした。消化器疾患として、鎖

教育面に関してですが、学生教育では５年生

肛根治が４例、Hirschsprung 病根治が６例、腸

より始まる臨床実習にて小児外科のなんたるか

回転異常４例、小腸閉鎖11例、虫垂炎が４例でし

を initiation し、６年生でのクリニカルクラーク

た。肝胆道疾患としては、胆道拡張症根治が４例

シップにて専攻医にマンツーマンでついてもら

で、胆道閉鎖手術が２例で、悪性腫瘍では、神経

い、小児外科臨床を肌で感じてもらうという方針

芽腫３例、Wilms 腫瘍１例、肝芽腫２例などがあ

で行っております。小児外科学が講義あるいは実

りました。鼠径ヘルニア・停留精巣・臍ヘルニア

習である医学部は実は全国でそれほど多いわけで

は、合計で180例以上ありました。マイナー手術は、

はございません。したがって本学学生には、小児

大学病院という性質上、医療安全のために現在は

外科に触れることができる機会は貴重であること

二泊三日でさせていただいており、一泊二日で行っ

を常に強調し、指導をおこなっております。

ている施設も多いことを思うと、患者さまを含めて

医師教育については、小児外科では疾患の病態

みなさまにはご迷惑をおかけしております。しかし、

や小児の生理は成人と著しく異なります。また、

今年からマイナー手術に限り日曜入院が可能となり

各疾患の希少性からも、正しい診断と治療を行う

ましたので、そのあたりもお含みいただき、ご紹介

には、小児外科に特化した専門のトレーニングが

いただければ幸いです。また、手術症例のみではな

必要となります。それと同時に、小児外科専門医

く、便秘、虫垂炎などの小児外科疾患疑診例に関

を取得するためには、一般外科の専門医を先に取

しても積極的に受入をおこなっておりますので、す

得する必要もあります。当科ではこの２点について

こしでも疑わしい場合はお気軽にお声がけ下さい。

バランスがとれるよう個々の医師に応じた研修プ

教室関連の研修施設では、日本小児外科学会認

ログラムを行っております。新専門医制度が2017

定施設を２施設
（本学附属病院、京都第一赤十字病

年から開始するため、現在新プログラムを策定中

院）
、教育関連施設を４施設
（滋賀医科大学、近江

ですが、基本的なスタンスは変えず、継続して後

八幡市立総合医療センター、宇治徳洲会病院、岐

進の育成に当たっていきたいと考えております。

阜県総合医療センター）
有しております。その他の

医局行事としては、京滋小児外科フォーラムを平

主な関連病院として、大阪医科大学、公立南丹病院、

成17年より年１－２回の頻度で開催しています。こ

市立福知山市民病院、京都山城総合医療センター、

れは、京都滋賀の小児医療に携わる小児科医、小児

岐阜県総合医療センターに常勤医を派遣していま

外科医で小児外科疾患の日常診療について、ざっく

す。研修協力病院としては、自治医科大学および

ばらんに討論することを目的とし、第19回を7月3日

筑波大学小児外科と連携しており、また、舞鶴医

（金）
に開催いたしました。毎回京都医報に広報させ

療センター、田辺中央病院、長浜赤十字病院、高

ていただいておりますので、ぜひお時間がございま

井病院で小児外科専門外来を開設しています。そ

したらご参加いただけましたら幸いです。

ちらの方にもご紹介いただけましたら幸いです。

もう少し詳しく教室についてお知りになりたい
場 合 は、 教 室 HP（http://www.f.kpu-m.ac.jp/

３．研究・教育活動

k/pedsurg/index.php）をご参考下さい。外来日

研究面ですが、現在教室の主な研究の方向とし

は、火・木・金の週３日を小児医療センター外

て、①先天奇形と②悪性固形腫瘍が挙げられます。

来（075-251-5043）で、それ以外は当直（PHS 070-

①先天奇形としては、主に先天性横隔膜ヘルニ

6507-4698）で24時間対応しております。

アに対する胎児治療および再生医療研究を行っ

京都小児科医会の先生方には、今後とも変わら

ております。②悪性腫瘍としては、神経芽腫 cell

ぬご指導をいただきますようお願いいたします。

line および TH-MYCN マウスを用いた新規治療

なにかお気づきの点がございましたら、いつでも

法の開発研究を行っております。

ご連絡いただければ幸いです。
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■

新理事挨拶 
新理事就任あいさつ
京都第二赤十字病院 小児科

長

村

敏

生

京都小児科医会の会員の先生方におかれましてはますますご清栄のことと存じ
上げます。2015年3月末日をもって定年退職された清澤伸幸先生の後任として、
京都第二赤十字病院小児科部長に昇任しました長村敏生です。この度は京都小児
科医会の理事にご推挙いただきまして、誠に有難うございました。大変光栄なこ
とであるとともに、その責任の重さに身の引き締まる思いです。
当科には故水田隆三先生、清澤伸幸先生という歴代部長の時代から小児救急医
療の整備・充実と子どもの事故防止をリサーチテーマとして歩んできた経緯があ
り、病院間ネットワークの構築を目指して京都小児科医会が2010年11月から開始された「京都小児重症
患者診療情報システム」の運用におきましても情報管理を担当させていただいて参りました。本システ
ムの稼働開始より４年８か月間に登録された救急由来の小児重症患者は実に595名に上り、情報提供施
設（20施設）で御活躍中の先生方の献身的な御尽力に感謝するとともに今後も変わりない御理解、御支援
を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
一方、最近では子どもを取り巻く医療情勢、社会環境が急速に変貌しています。わが国の少子化は欧
米諸国に例をみない速度で急速に進行したのですが、小児人口が少なくなった分だけ子ども達は社会か
ら今まで以上に大事にされているかというと、子どもの事故死亡数が予想以上に減少するわけでもなく、
いじめ・不登校や虐待はむしろ増加傾向にあります。新生児医療、小児救急医療の進歩と医療工学の発
達の結果、在宅で人工呼吸管理を行う重症心身障害児への対応がある種の切迫感をもって求められるよ
うになってきました。各種定期ワクチン接種の急速な普及により急性感染症は激減したけれども、発達
障害児や食物アレルギー児は逆に増加しています。つまり、今後の小児科医に求められるのは子どもの
病気の治療だけにとどまらず、従来の臨床の現場ではあまり注目されてこなかったような課題にも迅速
に対応し、様々な脅威から子ども達を守って健全に育成することへの支援ではないかと考えられます。
京都小児科医会の今後の多彩かつ精力的な活動に、微力ながらも貢献していきたいと思いますので、
会員の先生方におかれましてはどうぞよろしくお願い申し上げます。
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■

専攻医交流会 
平成27年度 京都小児科医会 専攻医・研修医合同講演会 報告
京都第一赤十字病院 小児科

木

崎

善

郎

今年度の京都小児科医会 専攻医・研修医合同講演会は、4月25日（土）午後5時45分から、ANA クラウ
ンプラザホテル京都に於いて開催されました。この会は、京都市内・府内の病院で勤務されている初期
研修医および後期研修医（専攻医）を対象に、若手の先生が特に興味を持たれている分野、最も旬な話題
についての講演を聞き最新の知識を得ていただくとともに、研修病院の枠を越えて若い先生方同志の交
流、小児科医会の先輩の先生方との交流を通して、一人でも多くの若い先生に小児医療の面白さを知っ
て欲しいとの思いから、京都小児科医会の主催で、数年前から毎年１回この時期に開催されて来ました。
今年は、長野県立こども病院小児集中治療科の笠井正志（かさい まさし）先生にお願いし「no blame,
share, partnership で学ぶこどもの“みかた”
」と題してご講演いただきました。座長は、元京都市立
病院小児科部長で、京都小児科医会理事の川勝秀一先生にお願いしました。
笠井先生は、
「happy ！こどものみかた」などの著書で、よく知られた先生です。先生は小児科の魅力、
小児の病歴聴取や身体所見の取り方について、具体的に若い先生向けに熱く講演いただきました。先生
は全国各地で、小児病歴聴取と身体診察のためのワークショップを開催され多くの研修医が受講されて
いるそうです。「一人でも多くの若い先生に小児医療の面白さを知って欲しい」という本会の目的に合
致した講演会であったと思います。
当日は、70名の先生方の出席があり、内、専攻医は７名、研修医は25名、指導医５名、小児科医の先
生33名でした。講演後は、吉岡会長、小児科医会の多くの先生方、またご講演いただいた笠井先生にも
加わっていただき、食事をしながらの楽しい雰囲気の中で交流会が行われました。このような交流会が
契機となり多くの若い先生が小児科医として京都に残り立派な臨床医・研究者を目指していただけたら
と願っています。
これまでこの会に参加していただいております小児科医会の先生方は言うまでもなく、今まで参加さ
れなかった先生方も次回（平成28年4月に予定）の会には是非ともご参加いただき、若い先生方と年代を
越えて交流していただければ幸いです。
いつもこの会をサポートしていただいておりますアボットジャパンに深謝いたします。
なお、来年以降のこの交流会の講演で、
「この先生のこの話が聞きたい」などのご要望がありましたら、
木崎までご連絡ください。
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■

子育て支援委員会 
子育て支援委員会活動報告

１．はじめに
委員長

長 谷 川

功

【平成27年度 子育て支援委員会委員】
長谷川 功（はせがわ小児科）、浅野明美（こどもみらい館）、有井悦子（有井小児科医院）、大前禎毅
（京都第二赤十字病院）、幸道直樹（こうどう小児科）、坂田耕一（坂田医院）、菅野知子（かどの三条
こども診療所）、鍋田淑華（京都市山科保健センター）、平井 清（京都府立こども発達支援センター）、
三沢あき子（京都府乙訓保健所）、山内英子（山内医院）
私が子育て支援委員会に関わり始めた時から、NICU 卒業児を地域で支えるネットワークづくりをめ
ざして活動してきました。今回その一つの結果として、多くの当委員会の先生方にお手伝いいただき、
京都小児在宅医療実技講習会を開催することができました。京都府医師会が主催、京都小児科医会と京
都府が共催という形で平成26年12月と平成27年6月の２回、医師向けの初心者講習会として開催しまし
た。第１回目は京都での初めての試みであったこともあり、在宅診療をされている内科開業医の参加が
目立ちました。第２回目は歯科医師会から２名の参加がありました。歯科医師会でも小児在宅医療は差
し迫った課題となりつつあることを知るとともに、新たな連携構築の可能性を感じました。
昨年から始まった子育支援リレーエッセイですが、今回は山内英
子先生に病児保育室運営の現状に関して書いていただきました。病
児保育には多くの問題があるが、その現場を支えているのは小児科
医の情熱であることをはじめて知りました。今回のエッセイが、子
どもたちの保育状況改善のきっかけになることを期待しています。

小児科
内科
その他
計

開業医
勤務医
行政（保健所）

第１回 第２回
12
4
3
11
0
2
16
6
1
3
32人 26人

表：参加者の内訳

２．子どものこころと身体懇話会
平井

清、大前禎毅、幸道直樹

１）第26回子どものこころと身体懇話会
平成26年度は発達障害の基礎を学びなおしたいという意見から、２回にわたって発達障害基礎講
座と称して行いました。
平成26年10月4日（土）の第26回子どものこころと身体懇話会では、「発達障害基礎講座 その１」
として京都第二赤十字病院Ｃ棟６階会議室で行い、69人の参加がありました。一般演題として「一
般開業医が遭遇した発達障害の事例と対応」をはせがわ小児科の長谷川功先生にお話し頂き、特別
講演では「発達障害にまつわる子どもと親の困りにどのように応えるか」を京都市児童福祉センター
児童精神科の田中一史先生に話して頂きました。参加者数はこれまでにない程の多さで、発達障害
への関心の高さが感じられました。
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一般演題１：一般開業医が遭遇した発達障害の事例と対応
はせがわ小児科

長 谷 川

功

当院では発達障害に関して親から相談の要望があれば、可能な限り予約診療の枠で面談を行うことに
している。今回、３症例を提示し、一般の小児科開業医として発達障害の相談にどこまで対応できるか
について考察した。
【症例１】：11歳男児
母親が、息子が ADHD ではないかと思い診察を希望し、受診した。本人へのインタビューでは的確
に質問に答え、面談中も ADHD を思わせる所見は確認できなかった。母親には児が ADHD では無い
ことを丁寧に説明し、納得して頂いた。
【症例２】：10歳男児
児の理解の悪さがめだつため、近医心療内科で IQ テスト受けたところ、発達障害では無いがグレー
ゾーンといわれた。今後どのように対処したらいいかと母親が児とともに受診した。母親と児へのイン
タビューで学習障害の印象を受けたが、持参された IQ テストの結果を専門医に問い合わせるというこ
とで一旦帰宅して頂いた。IQ テストからは LD は否定でき無いとの返事を受け、京都府下在住であっ
たため地域の施設の受診を勧めた。あらかじめその施設にも当院から連絡を入れ、事情を説明し、スムー
ズな受け入れができるように配慮した。
【症例３】：８歳男児
約１年前から言動がおかしいことに気づかれ、パトナから京都市児童福祉センターを紹介され、発達
検査を受けたところ自閉症スペクトラム障害の疑いと説明された。児童精神科を予約されたが診察が２
年半先ということで、家族が当惑して当院受診した。当院では実際的な対応は困難であり、児童福祉セ
ンター小児科でしばらくフォローして頂くことになった。
【考

察】

保護者が、自分の子が発達障害では無いかと思い込み受診するケースは少なくないが、当院を受診さ
れる約半数は発達障害では無く、十分時間をかけた説明で対応している。また、通常の対応のルートか
らはずれて、保護者が途方に暮れているのが症例２であるが、このようなケースでも本来のルートに戻
す手助けは私たちでも可能である。症例３のようなケースは少なからず遭遇するが、最も対応に苦慮す
る。今後、児童福祉センターと小児科医会との綿密な連携が望まれる。

特別講演：
「発達障害にまつわる子どもと親の困りにどのように応えるか」
京都市児童福祉センター 児童精神科

田

中

一

史

京都で子どもを中心とした地域医療に関わる先生方に、子どものこころ、とくに発達障害に関する問
題について、何を知っていれば日常診療の中で有効な助言ができるようになるのか。専門である児童精
神科医としては以下のことをお伝えすれば、その一助になるのではないかと考えます。
１）京都市児童福祉センターとはどのようなことを担当しているのか。その中の児童精神科医はどんな
仕事をしているのか。
２）発達障害（とくに自閉症スペクトラム、注意欠如・多動性障害、学習障害）について、教科書的な診
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断基準だけではなく、根本的な認知特性をイメージできるための捉え方と、診断することの心理社
会的意味について。
３）発達障害が疑われる子どもが小児科を受診したときの、生活の中でよくある問題についての対処方
法と、二次障害あるいは医療を要する問題についての対処方法。
第１回では、１）についてと、２）３）について自閉症スペクトラムのことを中心にお話しします。第
２回では、注意欠如・多動性障害や学習障害について、前田先生よりお話しします。
京都市児童福祉センターは、児童相談所、療育、発達相談、医療が１か所に集約された巨大センター
であり、保健所健診からの精密検査のみならず、児童相談所で受ける性格行動相談、学校からの相談な
ど非常に多くの相談が持ち込まれ、その多くが発達障害についての鑑別診断を希望される。鑑別診断に
は、直接観察だけではなく心理検査や社会調査、生育歴など多くの情報を必要とし、対応の助言も含め
ると非常に手間と時間がかかるものとなっている。
発達障害とは、発達の遅れである知的障害と、先天的な違い、偏りである自閉症スペクトラムなどに
大別され、これまで診断名や診断基準は ICD、DSM とも変遷が続いているが、自閉症については当セ
ンターではローナ・ウイングの自閉症スペクトラム概念を採用しており、DSM-5でも自閉症スペクト
ラム障害の診断名に統合される動きとなっている。
自閉症スペクトラムは、「人との相互交渉」「コミュニケーション」「想像力」の質的異常の三つ組の
特徴を持ち、その特徴の表れ方は個人差が大きいため正確な鑑別診断には手間がかかる。ただ、正確な
鑑別に基づいた「診断名」はあくまで子どもを理解しその特性を共有するためのキーワードとしての意
味合いが強く、スクリーニングの段階で自閉スペクトラムの類型（対物志向性、自分のペースや関心を
優先させる、物事の関係性より狭く部分的なところに注目する認知特性など）が見いだせれば、かなり
の助言や対応の工夫ができる。また、とくに困難を生じやすい対人コミュニケーションの特徴や感覚特
異性の特徴を理解していれば、子どもの「一見、問題に見える行動」の理由が推測でき、
「構造化」や「視
覚的支援」など特性に沿った支援を助言することで改善が見込める。
注意すべきこととして、子どもの発達についての捉え方や、診断や支援の考え方については専門家や
支援者の中でも意見の相違があったり、保護者や家族の中でも食い違いがあることが多く、保護者に対
して子どもの発達特性を見て支援する視点を共有するためには、家族背景を理解しておく必要がある。
相談をうける問題への対応として、幼児期に多い「かんしゃく（パニック）」「こだわり」「多動」「睡
眠障害」「偏食」「言語発達などコミュニケーション全般」などについては、特性に沿った支援で改善す
るものや、多動のように時期がくれば改善するものが多い。一方で睡眠障害の一部などは子どもと周囲
の負担を考慮すると薬物療法を用いざるを得ないし、偏食などのように過剰な指導をすると逆効果にな
るものもある。
思春期前後からは、二次障害による精神症状や問題行動についての相談が多くなるが、このような相
談の「入り口」となることが多い地域の小児科の先生にお願いしたいこととしては、不調を伝えるのが
苦手な自閉症児の身体的なしんどさへの鑑別と治療をしっかり行った上で、周囲との連携について助言
することで本質的な不適応を改善する方向に導いていただきたいということである。
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２）第27回子どものこころと身体懇話会
前回に引き続き、「発達障害基礎講座 その２」として平成27年3月14日（土）に京都第二赤十字病
院Ｃ棟６階会議室で行いました。参加者は53人でした。
一般演題は「発達障がい児に対する漢方薬使用経験」として坂田医院院長の坂田耕一先生にお話
し頂き、漢方薬の有効性について報告して頂きました。特別講演は前回同様、京都市児童福祉セン
ター児童精神科の先生にお願いし、
「発達障がいの子どものこころとからだを育む」という内容で
前田洋佐先生に話して頂きました。

一般演題：発達障がい児に対する漢方薬使用経験
小児科 坂田医院

坂

田

耕

一

〔はじめに〕
近年、一般開業医においても発達障がい児との関りは無視できない程に多くなっており、補完的治療
として漢方７薬が注目されています。今回、発達障がいの診断を得ている兄とその弟に対して漢方薬を
処方した経験を報告させて頂きました。
〔症

例〕

Ａ君：９歳

自閉症スペクトラム、反抗挑戦性障害、注意欠陥多動性障害

２歳頃より易興奮性に対して小建中湯を処方。幼稚園年長組になってもお母さんがせっせと薬を取り
に来られる。よくよく聞くと突然、機嫌が悪くなると暴力行為、暴言など全く手がつけられない状態と
なる。更には弟に対する暴力が酷く悩んでいたと言う。ところが小建中湯を飲むとスッと落ち着き、穏
やかになるのだと言われる。多ければ自ら３～４包一度に飲むこともあるとのこと。『家族も苦しいが、
当の本人はもっと苦しんで、楽になりたがっている。』そう感じました。
Ｂ君：４歳

慢性難治性下痢症、反復性扁桃症

４歳頃から下痢が続き、近医で整腸・止痢剤など処方されるも効果なく当院受診。過緊張状態にあり
脾気虚・肝鬱が著しいと判断し、抑肝散合小建中湯で軽快。その後は、小建中湯のみで管理、小康を得
ていましたが、兄Ａ君からの日常的な暴力によるストレスが影響していたことが判明しました。
児への症状寛和に小建中湯は有効でありましたが、それ以上に兄への介入が重要であった症例でした。
〔ま と め〕
漢方薬には小児癇症や夜泣き、易興奮性などに適応があるものが多く、薬理学的にもアドレナリンや
セロトニン、ドーパミンなどの神経作動性物質の受容体に対する調整的作用を持つことが報告されてい
ます。臨床的にも心身症や認知症などへの有効性が確認されています。これらのことからも小児の発達
障がいや不登校などへの介入手段の一つとして一考の価値があると思われます。

66 ・・・

京都小児科医会会報No. 59

特別講演：発達障がいの子どものこころとからだを育む
～注意欠如多動性障害
（ADHD）
、発達性読み書き障害
（dyslexia, LD）
、
発達性協調運動障害
（DCD）
を中心に～
京都市児童福祉センター 児童精神科

前

田

洋

佐

発達障がいとは、先天的な脳の素質と環境との相互作用の中で形作られる、「発達の偏りによって、
生活場面で様々な困難を伴う状況」を指します。発達障害者支援法による、自閉スペクトラム症（広汎
性発達障害）
、注意欠如多動性障害、学習障害、その他（発達性協調運動障害等）、知的障害福祉法によ
る知的障害を含めると、人口の概ね10％程度が、発達障がいといわれるカテゴリーに該当し、法的に要
支援と判断されている状況にあります。米国において CDC の報告する ADHD の診断数の多さを見る
だけでも、良し悪しは別として、日本においても発達障がいとされる人の数は更に増える可能性があり
ます。
ADHD については、多動・衝動性・不注意といった困りごとを外側から眺めると「やる気の問題」「我
慢の問題」とされがちです。この際、認知心理学的な観点から“実行機能障害”として理解してみるこ
とが、本人視点で何がうまくいかないのかを掴むうえで重要になります。「困った人ではなくて、困っ
ている人として捉えること」が可能になり、支援策のイメージが湧きやすいように思います。
DCD は他の発達障がいとの併存が多いものの、単独でも３－４％以上の有病率であることが推測さ
れています。一般的に「単なる不器用」というイメージで捉えられがちですが、周囲が見過ごすことに
より、学習面、社会性、コミュニケーション等、広範囲にわたっての問題が成人になっても続く可能性
が示唆されています。臨床の上では、標準化された方法での見立てを、医療・福祉・教育・家族で共有
できておらず、適切な関わりを得る機会を逃す結果になるケースは多いです。幼児期から学童期にかけ
て、どのような関わりのコツがあるのか、何に注目すればよいのか、について、例えば作業療法士によ
る感覚統合療法の視点を導入するなど、不必要な“医療化”は避けつつも、啓蒙される必要があるよう
に感じます。
LD に関しても DCD と同様、要支援児童の裾野は広いですが、適切に見立てられ対応がなされてい
る児童は少ない状況です。何とか文字を音に変換できるけれども、意味を拾うことが出来ていない児童
に対し、
「わかるまで何度も読みなさい」と指導するのは、一般的にはありそうな対応ですが、実際は「読
み聞かせて内容理解を優先して、音読作業の負荷は減らす」方が、結果的に読みの能力が向上する、と
いうことが示唆されています。今の常識的な（ありがちな）指導方法が、非常識である可能性を頭におい
て、個々の児童に合った指導方法はどんなものであるのか、を考えていくことは必要です。しかし、読
みに関してだけでも、音韻を認識する力、視覚的な情報を扱う力、意味を頭の中で処理し蓄える力、こ
れらを難なく自動的に扱えるようになる力が必要ですし、書く場合には、筆記作業を遂行するための運
動機能（DCD の要素や、眼球運動の問題）も関係しますので、見立てには専門的な知識と経験を要します。
現場の教員の皆さんが抱えておられる負荷を考えると、医療のみならずあらゆる分野の人材が、現状の
課題を共有して知恵を出す必要があるように思います。
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３．日本小児科学会「子どもの健康週間」行事
三沢あき子、山内英子、浅野明美
平成26年度の「こどもの健康週間」行事は、
「子どもの成長と運動発達～整形外科の視点から～」をテー
マとして、10月18日（土）午後にこどもみらい館にて開催されました。
講演１では、服部裕子先生に理学療法士として子ども達の運動発達を支援してきたご経験から、講演
２では、日下部虎夫先生に小児整形外科医としての豊富な臨床経験から、とてもわかりやすいご講演を
いただきました。
参加者は83名におよび、講演後のフロアからの質問にも丁寧にご回答をいただき、盛況のうちに終了
しました。

【講演１】こどもの豊かな発達のために～発達の個人差と気がかりな運動～
京都府立こども発達支援センター 理学療法士

服

部

裕

子

子育てをされる中で、親御さんは多くの不安や様々な悩みを持たれることがあるかと思います。お子
さんの日々の様子や、お子さんに関わられた時の反応が正常なのか、それとも何か問題があるのではな
いか…など、色々な気がかりを感じながら、子育てをされる場面があるかと思います。
自分では何もできず、大人の関わりが必要不可欠と思われている赤ちゃんですが、実は生まれてから
の様々な環境の変化に適応する力や、周りからの関わりを受入れ、反応する力を持っています。赤ちゃ
んは周囲からの多くの刺激を土台にして、自ら発達していきます。赤ちゃんの発達には、様々な要素・
要因が必要であり、一人一人で発達する過程やスピードは異なります。親御さんの目からは気がかりな
行動として感じられることがあっても、同じ時期に他にどのような行動をしているのか、環境が変わる
ことで行動に変化はあるのかなど、様々な角度から子どもさんの行動を観察していくと、大きな問題に
はなりにくい行動も実は沢山あります。母子手帳や数ある育児書には、各月齢で可能となる発達段階が
記載されていますが、全ての赤ちゃんが発達段階どおりに変化していくのではなく、実際にはかなり個
人差があります。
子どもさんの発達には、その時期に合った遊びを経験することがとても大切です。人間らしい発達の
ためには、単に運動ができるようになるだけではなく、動くことを通して、子どもさんが色々なことを
感じ取り、周りの環境を捉える経験を積み重ねることが必要です。それらの経験を通して、子どもさん
は得られた沢山の情報を記憶・学習していき、それが発達に大きな影響を与えています。
母子手帳や育児書と目の前のお子さんを比較されるのではなく、お子さんへ愛情を沢山注いで頂きな
がら、お子さんの変化に気づき、変化に合わせた関わりを持って頂くきっかけになるお話ができれば…
と考えています。
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【講演２】子どもの成長と運動発達－整形外科医の立場からー
京都第二赤十字病院

日下部

虎

夫

整形外科は神経や血管を含めた骨、関節などの運動器官の不具合（疾患や障害）を診断して治療する診
療科です。その中で、子どもに特化した領域が小児整形外科であり、小児の運動発達における異常や筋
肉、骨・関節などの病気・ケガを診断して治療します。整形外科そのものの始まりは、先天性の運動器
の変形や発育異常を矯正して治すことでした。
小児の運動発達は、背が伸びる、体重がふえるなどの体格的な成長と立って歩く・走る、投げる、書
くなどの機能的な発達に分けて考える必要があります。子どもの身長・体重などの成長は経年齢的な発
育曲線で評価されますが、体型の変化もあり、個人差も大きいことから子どもが標準曲線からはずれる
と両親の心配も少なくありません。また、身長・体重の増加は一律な成長速度でなく、ある一定の時期
にグロースパート呼ばれる急速に成長する時期があり、スポーツ障害発生との関連で重要です。機能的
特性では乳児期からの頸定、寝返り、お座り、立位、歩行といった発達は、それぞれが出来る標準的な
時期はありますが個人差があり、その過程を跳ばして先に行くこともあります。しかし、その発育の順
序が入れ替わることはなく、全体的なバランスがとれたハーモニックな発達が基本になっていることが
重要です。なかなか頸が座らない。寝返りが出来ない。お座りが出来ない。伝い歩きしない。１歳にな
るのにまだ歩けないなど、子育て中の両親にとっては発達の悩みが少なくありません。歩き出しても、
下肢のかたちがおかしい、歩き方が変だ、よくこける、などの不安がつきまといます。これらの悩み事
について解説したいと思います。
また学童期以降になるとスポーツ活動の中でのケガや障害などいろいろな問題点が発生します。最近
の子どもたちは運動嫌いで全く運動に興味を示さないグループと運動が大好きで、親や指導者の期待し
すぎのために、過剰なスポーツ活動によって故障するグループの二極化が進んでいます。この問題と解
決法にも言及します。
その他、小児整形外科の代表的な先天性および後天性の小児整形外科疾患（先天股脱、筋性斜頸、内
反足、ペルテス病など）についてもお話ししたいと思います。

４．こどもみらい館「すくすく教室」
山内英子、浅野明美
平成26年度も、こどもみらい館主催による、生後６か月未満の乳児の保護者を対象とした連続講座が
開催されました。26組の参加申し込みがあり、子育てに不安な保護者の方たちにとって、子どものここ
ろとからだについて学びあい，子育てを楽しむために非常に有意義なものであったと思っています。講
師としてご協力をいただいた先生方にはありがとうございました。
今後も続けて開催いたしますので、講師のお願いをしました際には、ご協力のほど、よろしくお願い
申し上げます。
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26年度開催状況
回

月日

内容

講師

第１回

9月29日（月）

乳幼児の病気について

京都第２日赤病院 小児科医

第２回

10月6日（月）

乳幼児の食生活について

京都市保育課 管理栄養士

第３回

10月15日（水） 乳幼児の事故の予防について

京あんしん子ども館 センター長 澤田 淳 先生

第４回

10月20日（月） 乳幼児の歯の健康について

京都市保健医療課 歯科医
歯科衛生士 小澤陽子 氏

第５回

10月27日（月） 乳幼児の心の発達について

京都民医連中央病院 小児科医 出島 直 先生

第６回

10月31日（金） 子育て座談会

こどもみらい館館長

大前禎毅 先生
三宅聖子 氏
三宅達郎 先生

浅野明美 先生

※小児科医会の先生方にお願いしますのは、このうち
第１回「乳幼児の病気について」と、第５回「乳幼児の心の発達について」の２回です。

５．子育て支援リレーエッセイ（第２回）
37.5℃の涙 ～病児保育室運営の現状～
YAMAUCHI KID’S DAYCARE ROOM

山

内

英

子

7月に始まったテレビドラマのタイトルです。病児保育士（訪問型）が主人公。原作は椎名チカという
人の漫画。病児保育はここまで認知度が上がっているのですね。とはいえ、このドラマで初めて病児保育、
というものを知った人達も多いかもですが。因みに私は、テレビは見ていません（漫画は読みました）。
最近は保育園でも37.5℃を超えたからといって、すぐに親に連絡してお迎えに来させる…という所は
ちょっと減ってはいます。けれども、病児保育室をよく利用されているお母さんは、子どもより仕事を
優先していると思われるのか、預けてすぐに37.6℃でお迎え要請。仕方がなく迎えに行って、家では熱
が下がる。それを子どもが熱を出して、母に家にいて欲しいと訴えているのだ！と言うような所がまだ
あったりします。
病児保育室を開設して（いつまで続けられるか自信が無かったので看板はあげず、すぐ外すことので
きるような表札にして…）12年が経ちました。隔離が必要なお子さん達も預かりつつ院内感染も事故も
なく、なんとか運営しています。最近の利用者は年間延べ約650名、１日平均３～４人といったところ
です。12年の間に消費税は５％から８％に上がり、保育士の時給は年々上げないといけないのに、保育
料はずっと１時間600円のままで変更していません。収入は支出の半分以下です。預かる子が増えれば
増えるほど、赤字が増える…という現状です。
病児保育は予防接種と同じく保険外になるので、収入は消費税の課税売上額に加算されてしまいます。
利用者が増えれば、赤字にも関らず更に支払うべき税金が増えるという事実。逆に赤字になりすぎれば、
社会保険診療報酬から引かれている所得税が、払い過ぎになるので還付で返ってくるという事実。→こ
れは良いこと？？
病児保育が厚労省の保育所保育指針により正式に定義づけられたのは平成12年です。公的補助の枠も
年々拡大してきています。京都市では認定の病児・病後児施設は西の地域には無かったので、平成24年
の秋に京都市に病児保育施設認定の申請をしてみました。すると了解しました、という返事で市の担当
の職員の方が説明に来られました。当時の利用状況を見られ、利用者数当たりの補助金の額やら、利用
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できる対象者、必要な書類等の説明をされ、京都市の予算に申請いたします、只、万が一予算がおりな
いという可能性も無いことはないので確約はできませんが、と言って帰られました。なので、これでやっ
と認定されたら赤字も解消されるし、減免措置もあるからもっと気軽に保護者の皆さんが利用できるよ
うになるので良かった！と喜んでいました。が、結果は…。予算は通りませんでした、次年度以降も認
定施設を増やす予定はありません、待っていても認可はおりません、という返事。期待させておいたく
せに！！と非常に腹も立ちましたが、まあ、仕方がないので今まで通り続けていこうと…。
これで終われば良かったのですが。
平成26年3月から西京区に京都市認定病児保育施設ができました。以前からあった病院内の病児保育
室です。これには驚きよりも怒りしか感じませんでした。何故ならそこは院内職員
（女性医師、看護師）
専用で、しかも特定の科が優先されるので、今までも受け入れてもらえずに、うちの病児保育室を利用
されていた職員の方が結構おられたからです。職員外の京都市民が利用できるとはとても思えません。
なのに、京都市認定施設？！案の定、電話してもいつも断られます、と当病児保育室を利用される方は
多いです。赤字であることはわかりきって始めていることなのですが、
この差は一体なんなんでしょう…。
公的補助はいったい何の為にあるのでしょうね。
年々、ドライでルールを守らなくても平気な人が増え、施設が増えた分掛け持ち予約のドタキャンも
あり…。保育士達がこれはもうビジネスと割り切らねば…と嘆く中、子ども達がゆっくりできることと、
保護者の方からの「ありがとうございます、助かりました！」の声に励まされて、保育士ともどもなん
とか頑張って続けて行こう、と思っている毎日であります。
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■

感染症研究会 
2014年度 京都小児科医会感染症研究会 活動報告
ふじわら小児科内科医院

藤

原

史

博（世話人会事務局）

本研究会は2006年より春と秋の２回、一般演題４題と特別講演１題の構成で開催しています。今年度
も会員の先生方を中心に第18回は82人、第19回は101人と多数のご参加を頂き活発な研究会となりまし
た。世話人の先生方の多大なるご協力で、一般演題各４題も口演され、何れも興味深い話題を提供して
頂きました。
第18回の大楠先生の特別講演では、遺伝子検査が感染症の診断にいかに応用されているかが、熱く
語られました。はじめに適切な検体採取（ナイロン製フロックスワブの使用、改良された輸送培地）と
DNA 増幅法の導入により感度が劇的に改善されたことを示され、つづいて全国から依頼された診断に
苦慮した症例の様々な検体について、遺伝子検査を駆使して病因病原体を特定していく過程を詳細に提
示されました。病原体を特定することが、迅速で最適な抗菌薬治療、適切な感染管理予防を可能にし、
その結果、質の高い疫学情報が蓄積され、効率的な診療に貢献しているという結論は大変説得力のある
ものでした。
第19回では、ケニア、ベトナムを拠点に蚊など節足動物が媒介する感染症の研究を続けられている森
田先生に日本脳炎とデング熱の講演をして頂きました。日本脳炎は依然としてアジア中心に年35,000－
50,000例の発症があり（超低流行域である日本でも2005－2009年のワクチン勧奨中止で抗体保有率の低
下時期をみとめ数例の小児の発症あり、中国では北京オリンピック時のワクチン無料化以降で激減）、
ウイルスは熱帯アジアで活発に変異しながら、中国を経て日本各地に頻繁に渡来、一部は日本で越冬し
ているため、継続的なワクチン接種の重要性を指摘されました。デング熱は年間5,000万－１億人発症
する最も重要な蚊媒介感染症で、４つの血清型全てが流行中。ウイルスはヒト⇔蚊で感染環を形成し効
率よく増幅されるとのこと。初感染はほとんど軽症化するものの、その後異なる血清型に二次感染する
と、共通抗体による感染増強の関与によりデング出血熱を発症、血漿漏出の重症化がその病態であるた
め、適切な補液管理が予後を決めることなどを示され、現在開発中の有望な CYD-デング４価弱毒性生
ワクチンの詳細にも言及されました。
各回とも講演後の懇親会には多数の先生方にご参加頂き、熱心な意見交換で盛り上がりました。なお、
今後秋は MSD 株式会社、春は新たにアステラス製薬株式会社が共催して頂くことになりました。次回
11月7日（土）は国立感染症研究所の新進気鋭の研究者、長谷川秀樹先生の特別講演「インフルエンザと
次世代ワクチン」を予定しています。会員の先生方のご参加をお待ち申し上げます。
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第18回京都小児感染症研究会（平成26年10月25日

ホテルグランビア京都）

【一般演題】

（座長

宇治徳洲会病院小児科

篠塚

淳）

①ロタウイルス感染症重症例の実態調査 第３報
京都小児科医会感染症研究会（京都府医師会感染症委員会との共同研究） 伊藤陽里
②当院小児科で経験した小児急性肝不全７例の検討
京都大学小児科

大音泰介、本田吉孝、下寺佐栄子、日衛嶋栄太郎、
田中孝之、河合朋樹、八角

高裕、西小森隆太、平家俊男

③当院で出生し退院後に新生児 TSS 様発疹症を発症した１例
三菱京都病院小児科
新生児科

田中篤志、長田加寿子、美馬隆宏、野崎浩二
北村直行

④Ｇ群溶連菌 SDSE による壊死性筋膜炎を来した１例
京都府立医科大学小児科
皮膚科
【特別講演】

（座長

秋岡親司、前田裕史、細井

創

野見山朋子、加藤則人

京都市立病院小児科部長

黒田啓史）

症例から学ぶ 小児感染症の診断－遺伝子検査の活用術－
東京医科大学微生物学分野教授
第19回京都小児科医会感染症研究会（平成27年5月23日

大楠清文

京都ホテルオークラ）

【一般演題】

（座長

京都大学小児科

河合朋樹）

①乙訓地域での保育園サーベイランスの導入
京都府乙訓保健所
乙訓医師会

三沢あき子、西條

毅、内海和代、竹原智美

窪田小弓

②自己導尿で感染再発防止につとめ早期に手術しえた異所性尿管を伴う膀胱尿管逆流症の一例
石鎚会田辺中央病院小児科 辻 桂嗣、近江園善一、松尾憲典、高岡正明、上原久輝、宮垣知史
京都府立医科大学泌尿器科 内藤泰行
③網羅的細菌遺伝子検査が有用であった MRSA 骨髄炎の１例
京都大学小児科
京都医療センター小児科

本田吉孝、河合朋樹
秋山祐一

④当院で経験したデング熱の一例
宇治徳洲会病院小児科
検査科
【特別講演】

篠塚

淳、田原潤子、粟国仁志、田中慎一、牧野

茂、丸山立憲

今宿晋作
（座長

京都医療センター小児科

秋山祐一）

蚊が媒介する感染症－デング熱と日本脳炎の現状と対策について－
長崎大学熱帯医学研究所所長

森田公一

【今後の予定】
①第20回京都小児科医会感染症研究会 平成27年11月7日（土） ホテルグランビア京都
◎一般演題

４題（予定）

◎特別講演 「インフルエンザと次世代ワクチン」国立感染症研究所感染病理部部長

長谷川秀樹

②第21回京都小児科医会感染症研究会 平成28年5月23日（土） ホテルオークラ京都
◎詳細未定
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■

ゴルフ同好会 
小児科医会ゴルフ同好会活動報告
花安小児科医院

花

安

肇

小児科医会ゴルフ同好会では、1980年の第１回以来年２回のゴルフコンペを開催してきました。
2010年に林・長井両先生から、松田先生と私が世話人を引き継がさせて頂きました。幹事の力不足が
大きいとは思われますが、同好会会員の高齢化もあり参加人数が少ないのが悩みの種となっています。
そこで、他のゴルフコンペと出来る限り重ならない様日程の調整をし、さらに優勝機会の公平性を考
え、ダブルぺリア方式からオフィシャルハンデを使用した競技への変更を考えているところです。
また、第13回以降は遠藤・清益・高安・林先生のご厚意により琵琶湖カントリー倶楽部を会場として
参りましが、少しでも多くの同好会の先生方がメンバーになっておられるゴルフ場での開催が望ましい
と思われ、次回は11月29日（日）に宇治カントリークラブに会場を変更し、開催予定となっております。
１人でも多くの先生方のご参加を期待しています。
ここ１年間の成績は以下の通りです。
優勝
第２位
第３位
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第69回（2014. 11. 30）
花 安
肇
林
鐘 声
大 野 邦 彦

第70回（2015. 5. 10）
林
鐘 声
清 益 英 雄
花 安
肇
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■

旅行同好会 
歴史をたどる旅：高岡・大牧温泉・世界遺産白川郷
京都逓信病院 小児科

大

内

能

子

平成26年11月2日（日）～3日（月、祝）
参加者は他に、田中芳一、山中祐一、福原宏一、京子ご夫妻、吉岡博、森本博子先生です。
2～3日前から毎日行き先の天気をチェックしていましたが、当日まで日本海側は曇りと雨、太平洋側
は晴れマークのままでした。
7時50分京都駅中央改札口集合、8時11分特急サンダーバードで高岡へ出発。湖西～敦賀間列車は霧の
中を走りました。10時52分高岡着、高岡交通株式会社の運転手、島文之さんが出迎えてくれました。９
人乗りのジャンボタクシーで最初の目的地へ。途中ホテルニューオー
タニの傍を通りました。（高岡にホテルニューオータニがあるのは、
ホテルの創業者大谷米太郎氏が隣りの小矢部市の出身だからとのこ
と。ドラえもんの生みの親、藤子不二雄Ｆ先生は高岡の出身、藤子不
二雄Ａ先生は氷見の出身です。）
曹洞宗高岡山瑞龍寺は加賀二代藩主前田利長公の菩提を弔うため三
代藩主利常公によって建立されたお寺です。厳粛且つ整然たる伽藍構
成で、造営は約二十年の歳月を要し、当時は３万６千坪の広さだった
とのことです。地元ボランティアの方に隅々まで案内して頂きました。
次に訪れた高岡大仏は奈良、鎌倉と並ぶ日本三大大仏のひとつで地
元の銅器製造技術の粋を集め、1907年より26年の歳月をかけて完成さ
れました。腐食を防ぐために緑の着色が施されています。与謝野晶子
がこの大仏を「鎌倉大仏より一段と美男」と評したとか？端正な顔立
ちの大仏といわれています。

高岡大仏

高岡は746年国司として大伴家持が赴任した歴史があります。1615年高岡城廃城後、商工都市として
発展し銅器の鋳物の生産が盛んで現在に至っています。又アルミニューム工業も発達しています。鋳物
産業は火災の危険があったため、金屋町に工場と宅地が集約されたそうです。その歴史ある町の石畳通
り（平成の初めに整備され、御影石が敷き詰められ銅がちりばめられています。同時に無電柱化しガス
灯風の街灯が設置されました。）を散策し、高岡鋳物資料館や創業万延元年の商家を訪ねたりしました。
昼食後、南砺市井波へ向かいました。
井波は日本一の木彫りの街です。瑞泉院
（北陸随一の大伽藍、歴史的木造建築物で井波彫刻の粋が集
められています）の門前町である八日町通を、たくさんの彫刻工房から聞こえる木槌の音を聞きながら
散策しました。傍の“いなみ木彫りの里には天神様（一般的に菅原道真公とされています）を作成、販売
している工房がたくさんありました。富山県地方は長男が生まれると母親の実家から天神様を贈り、正
月の期間、床の間に祭り祝う風習が今も根強く残っているそうです。値段は10万以上します。お雛様や
五月人形の感覚でしょうか？井波彫刻総合会館では素晴らしい木彫りの欄間を鑑賞しました。
高岡から薄曇りだったお天気はこの会館を出るあたりから雨になりました。その後小ぶりになること
・・・ 75

京都小児科医会会報No. 59

もありましたが、翌日の高山近くまでずっと雨でした。
16時に小牧船着き場から汽船（定員約120名、行きも帰り
もほぼ満員）で大牧温泉（唯一の宿は大牧温泉観光会館、交
通手段は船のみ）へ出発。庄川（岐阜県の山間部を源流とし、
岐阜県から富山県に注いでいます）の緑色の川面、錦織な
す山々の紅葉を眺めながら約30分の船旅を楽しみました。
到着後早速温泉で疲れを取り、地酒の三笑楽を酌み交わし
つつ豪華な夕食をいただき、その後は早々に床につきまし
庄川沿いの大牧温泉

た。
翌日早朝小雨の中、落葉を踏みしめ館外の露天風呂（熊
が出るとか？）へ行き、白々と明けゆく空を眺めながらお
湯に浸りました。朝食後小牧船着き場へ戻り、10時頃タク
シーで庄川を遡って世界遺産菅沼合掌集落につきました。
（道路から集落までに降りるエレベーターがあったのには
驚きました。）この集落は現在９戸の合掌造りの家屋が残っ
ています。養蚕の他に、加賀藩が幕府に内密で300年以上
行ってきた火薬の原料である塩硝づくりがこの五箇山地方

宿の前にて

の一大産業でした。

高山へ向かう途中、展望台から白川郷を一望しました。（残念なが
ら時間の関係で白川郷は触りしか散策出来ませんでした）高山に着く
と直ぐに角正（建物、庭とも200年以上の歳月を経ており、高山市指定
の文化財）で素敵なお庭を眺めながら、一位の木（名前の由来は昔、位
の高い人の笏をこの木で作成したことから起こっています）のお箸（お
持ち帰りできます）でおしゃれな精進料理を頂きました。
その後古い街並み上三之町（観光客で溢れかえっていました）を散策
し、皆さん沢山のお土産を買い求められたようです。
16時44分発特急ひだで一途帰路へ。車中で夕食の駅弁をいただき、
名古屋でのぞみに乗換、京都着20時5分。お疲れ様でした！
旅行会には２回目の参加です。
かなり以前、小児科医会の会合で同席した好地利栄子先生（北区）か
世界遺産管沼合掌集落

らこの旅行会について“自分の行ったことがない土地へ行けるので参

加したら良いですよ”と伺った事がありました。数年前、知己の森本博子先生が小児科医会会報に掲載
された旅行記を読んだことがあり、チャンスがあれば参加したいと思っていました。昨年、福原京子先
生よりお誘いいただき、日程の都合がついたので参加しました。
今回も幹事の福原夫妻先生、顧問格の田中先生、同行の諸先生方のおかげで楽しい旅になりました。
ありがとう御座いました。
読んだり聞いたり間接的にしか知らなかったその土地の歴史や現在の姿に、直に触れる機会を得、感
慨深いものがありました。
（掲載の写真は山中祐一先生に提供して頂きました。）
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高岡～高山俳句紀行
秋深き山門威風堂々と
露坐仏の半眼露の世を眺め
晩秋の霊気震わす寺の鐘
錦秋のダム湖を巡る船の旅

福原 宏一

飛び込んでみたきダム湖の碧き水
辻風に食らひし雨の平手打ち
枯葉吹き湯気吹く風や露天風呂
露天風呂狐狸に熊出ると
大椀の旅の朝餉の茸汁
合掌の屋根裏広き蚕部屋
山里の祭太鼓に祝ひ膳
里の秋構へて重き火縄銃
陳列の古き農具や秋深む
冬告げる雨茅葺きの屋根高し
日の射して錦秋の庭華げり
我妹子よソフトクリームなめてみよ
旅疲れ癒す甘酒城下町
皆とはぐれさまよふ城下秋の暮
暮れてなほ賑はふ城下秋深し
ほつこりと帰路の駅弁缶ビール

平成 28 年の予定

新年会・学術講演会

1月30日（土）16時～

ホテルオークラ京都

京都小児科医会総会

6月 4日（土）16時～

ホテル日航プリンセス京都

日本小児科医会総会フォーラム 6月11日（土）、12日（日） 米子コンベンションセンター
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山中 祐一 先生

第 12 回内藤壽七郎記念賞受賞

2015年6月13日に別府市で開催された日本小児科医会総会フォーラムでの定時社員総会の席上で、
山中祐一先生の内藤壽七郎記念賞の授賞式が行われました。
松平隆光日本小児科医会会長から、山中先生に表彰状と記念品が授与されました。

山中祐一先生 日本小児科医会役職歴
理

事

1997年6月～2002年6月

員

1987年1月～1997年2月

予備代議員

1984年5月～1987年3月

京都小児科医会会長

1994年6月～2000年6月

代
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「内藤壽七郎記念賞」を受賞して
京都小児科医会顧問

山

中

祐

一

私はこのたび、第12回内藤壽七郎記念賞を受賞することになり、平成27年6月13日に別府市で開催さ
れました第26回日本小児科医会総会フォーラムの総会の席上で、松平会長より賞を授与される光栄に浴
しました。これはひとえに関係の皆様方の温かいご指導、ご支援、ご協力のおかげと感謝し、心よりお
礼申し上げます。
14年間の勤務医生活の後、昭和44年5月に京都市の東部地域で小児科医院を開設しました。その後、
学校医、保育園医、京都市医としての予防接種、乳幼児健診や健康教室への出務、休日急病診療所への
出動などの地域医療、小児保健事業などに関係してきました。
その頃、京都市では感染症対策のため市医の制度を作り、一定数の開業医を市医に委嘱し、予防接種
は集団接種で専ら市医が担当していました。全国的に個別接種の機運が高まった頃、京都小児科医会で
も京都市に対し何度も個別接種を要望しましたが、確立した市医制度があったので、なかなか実現しま
せんでした。そこで小児科医会では京都府医師会の協力を求めて、市長に直接面談して要望することに
なりました。当時、私は京都小児科医会の副会長の任にあったので、市医のメンバーでもありましたが、
加藤小児科医会会長と府医師会副会長とともに市役所で市長と面談し状況を詳しく説明した結果、市長
も了承してくれて、やっと個別接種が実現しました、
平成11年に私が会頭となって京都小児科医会が第10回日本小児科医会生涯教育セミナーを担当しまし
た。その時に一般の人々も参加してもらって討論する公開フォーラムには育児支援を取り上げました。
「21世紀の子育てには父も母も」と題していろいろな立場の男性、女性に育児の経験、問題点について
発表してもらって討論しました。その結果、これまで女性の理事に担当してもらった子育て支援活動に
男性理事も協力してくれるようになり、活動が一層活性化して現在に至っています。これに伴い医会の
メンバーで小児の心の問題や病児保育、在宅医療を扱う人が増加し、小児科医としての新しい分野が開
けてきました。
最後になりましたが、今回の受賞を決定していただいた松平会長をはじめとする日本小児科医会の役
員、選考委員の皆様方に厚くお礼申し上げます。
編集者註
日本小児科医会ニュース No.60・2015、11頁に掲載された記事を同会広報部の許可を得て転載しました。

・・・ 79

京都小児科医会会報No. 59

■

休診閑話 
あ れ か ら 30 年
林小児科循環器科

林

鐘

声

1985年は、夏には日航機事故、秋には阪神優勝

すると国内産ワインとするような業界の自主基準

があった年。ワイン不正事件のことも記憶に新しい。

を発表したが、まやかしのような基準であった。

オーストリアのワイン化学者が安物ワインにラジ

日本は雨と台風とカビの国、土は火山灰系の酸

エターの不凍液であるジエチレングリコール
（DEG）

性土壌のため、良いワインを生むワイン用ブドウ

を添加すると甘味、とろ味のあるリッチなワインに

の育成に苦闘してきた。大きなワインメーカーは、

変身することを業者に教えた。規制外のワイン添加

農地解放後に法人が農地を所有できなくなったた

物であったため、不凍液入りワインは10年間見逃さ

め原料ブドウを農家から買わなければならなくなっ

れてきた。ドイツではテーブルクラスのワインに、こ

たが、農家にとってはワイン用ブドウへの転作は

のワインを混ぜて、ベーレンアウスレーゼやトロッケ

割りに合わないことが多かった。そのため国産ブ

ンベーレンアウスレーゼという最高級ワインに仕立

ドウだけでは十分量のワインが供給できず、外国

て上げて販売していた。1985年、ついに悪事が露見。

ワインを混合することになったが、むしろ、均一

ドイツのワイン法では、肩書きのある高級ワインは

で安定した質の良いワインが低価格で提供できた。

他のワインとの混合はそもそも許可されていない。

このような背景があっての自主基準であった。
また、

その上、DEG は半数致死量が g/kg の有毒物質で

生食用のブドウは生で売った方が高く売れるもの

あったことから大きな社会問題となった。

をわざわざワインにしても高級なワインとならずに

“高級”ドイツワインは日本に輸入されていたが、

経済効率が悪く、生で売れない傷ブドウがワイン

健康被害なく販売中止となった。しかし、話はそれ

の原料となり、外国ワインとも混合したものが、地

で済まず、日本の三大ワインメーカーの１つが国産

方のみやげワインとなっていたし、今も見かける。

の貴腐ワインと称して３万円程で販売したワインに、

そんな中、国産ブドウで本格的ワイン造りに挑

DEG が1.2g/ℓ検出された。くだんのオーストリアワ

戦し、
“日本ワイン”として世界に誇れるものを造

インを混合したものであった。日本では外国ワイン

ろうと誇りと夢をもつ人達が、日本ワインを変えて

と混合すること自体は不正ではないが、DEG が入っ

いった。2006年、改訂した自主基準は、輸入原料

ていれば話は別となる。
「輸入ワインに有害物質が

を使った場合は、量の多い順にエチケットに記載、

入っていたとはつゆ知らずに混合した」と正直に発

国産ブドウ100％の表示、アメリカに倣って75％以

表すれば良かったものを、隠蔽工作までして墓穴を

上の使用で産地、ブドウ名、年号の表示など、日

掘り逮捕者を出す事態へと進行していった。

本ワインの質の向上を反映したものとなった。

この事件を契機に、日本のワイン業界の公然の

あれから30年、国産ワイン用ブドウ100％のワ

秘密が公けとなっていった。日本ワインは国産ブ

インは、優れた醸造家のものとなると入手困難と

ドウのみで造っているのは少数で、大多数は当時

なるものも出ている。なかでも甲州種の白ワイン

はブルガリアなどの東欧から、現在はアルゼンチ

は、うすい、乏しい香り、後味の苦味などの初期

ンなどから輸入したワインを混合しているという

の欠点が修正されて、現在は日本ワインのエース

ことである。ワイン法がない日本のこと、1986

として世界に提供できるところまで来ている。こ

年、国産ブドウを50％以上使用していると国産ワ

れから10年、日本ワインの目覚ましい変革を私達

イン、輸入した濃縮ブドウ果汁からワインを醸造

は見ることになるのは間違いない。
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■

理事会報告


第１回 理事会（平成26年度 第１回）議事録
平成26年5月9日（金）午後2時～ 医師会館

出席：清益、竹内、吉岡、栗山、有井、禹、川勝、木崎、岸田、
清沢、黒田、 天 満、 東 道、 長 谷 川、 林、 藤 原、 松 尾、
松田、森本、若園、辻
欠席：藤田、秋山、西小森、若園
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．入会・退会 平成26年3月14日以降
（退会）玄
茉莉（中京）京都市立病院
（異動）足立 晋介（東山）京都第一赤十字病院
→（福知山）市立福知山市民病院
（入会）小竹 武志（山科）こたけ小児科
（死亡）迫田 周一（北）
平成26年5月9日現在の会員数 324名
２．会長選挙
立候補は吉岡 博会長 １名
３．共催・後援の会
①平成25年度京都府小児がん拠点病院連携シンポジウム
（京都府健康福祉部）後援
3月21日（祝）13時30分～ ホテルグランヴィア京都
患者の方の報告もあり盛会であった。（黒田）
②診療内容向上会 平成26年3月29日（土）国際ホテル
Meiji Seika ファルマ 共催
講演１．
「保険点数の留意事項と最近の審査事情」
川勝先生
講演２．「小児科気道感染症の起因菌について」
新潟大学 助教 大石智洋先生
座長：講演１、２ 木崎善郎先生
今回は懇親会費ではなく参加費1,000円とした。参加●名。
③専攻医・研修医合同講演会 4月19日（土）18時～
京都ブライトンホテル
「がんと遺伝疾患のゲノム解析：最近の話題」
東京医科歯科大学 難治疾患研究所 分子細胞遺伝学 教授
稲澤譲治先生
座長：黒田先生
参加約70名、盛会であった。
４．府医 乳幼児保健委員会 会長
除去食指示書の書き方等、医師への働きかけを行っていき
たい。
５．京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
特に問題なし。
６．学校保健委員会 川勝理事
眼科 色覚異常について議題になっている。
７．学術生涯教育委員会 川勝理事
学生の発表も行われる予定である。
８．日本小児科医会代議員の件
吉岡会長が代議員を辞し、栗山副会長が就任。
９．小児科学会「新たな財政支援制度（基金）事業計画」
（資料）
清澤理事
応募締切が迫っていたため「長期 NICU 入院患者の在宅
に向けた一般病院への移送にかかる事業」と在宅小児患者

をみるための医師向け研修会事業」「小児の虐待に関する
講習会とネットワーク作り」を京都小児科医会として提出
した。
10．第４回地域小児救急全国協議会開催案内（資料）
11．「京都府いじめ防止対策推進委員会委員について」
澤田淳先生から吉岡会長に就任依頼が有った。

12．子育て支援委員会 長谷川理事
4月28日（月）14時 京都府医師会館
【報告事項】
１）第25回子どものこころと身体懇話会
平成26年3月15日（土）15時～17時30分
京都第二赤十字病院Ｃ棟１階多目的室１，２
『多様な不登校とその手立て』
・症例報告「子どもがちからをつけ、ちからを発揮す
る手立て～親や先生方と～」
有井小児科医院 有井悦子先生
・特別講演「洛風の実践から不登校を考える～つなが
りを大切にした環境とかかわり～」
京都市立洛風中学校 須崎 貫先生
参加者 38人
（小児科医会25人、学校医会８人（うち６人は学校医
会のみに所属）、その他７人）
【協議事項】
１）すくすく教室の講師決定
第１回 9月29日（月）「乳幼児の病気について」
京都第二赤十字病院 大前禎毅先生
第５回 10月27日（月）「乳幼児の心の発達について」
民医連中央病院 出島 直先生
２）こどもの健康週間
日時：平成26年10月18日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
メインテーマ：『子どもの成長と運動発達

～整形外科の視点から～』
講演１．「子どもの豊かな発達のために

～発達の個人差と気がかりな運動について～」
京都府立こども発達支援センター理学療法士 服部裕子
講演２．「子どもの健やかな成長のために

～小児整形外科医の立場から～」
京都第二赤十字病院院長 日下部虎夫
３）第26回子どものこころと身体懇話会
日時：平成26年10月4日（土）15時～17時30分（予定）
場所：京都第二日赤会議室（予定）
テーマ：発達障害への対応（仮題）
講師：京都市児童福祉センター発達相談所 児童精神科
田中一史先生

13．その他
チャイルドデスレビュー 京都パイロットスタディー2013
のまとめを行った。（木崎）

・・・ 81

京都小児科医会会報No. 59

協議事項
１．総会（資料）
総会での報告・協議事項について
決算報告・決算監査報告・予算案について
理事会費用弁償は諸手当であったが、会議費で予算案を作
成する。
京都小児科医会基金へ190万円入れる。
議長：会場からの立候補がなければ杉山先生にお願いする。
懇親会参加費について：今回は参加費を徴収しない。
総会でたんぽぽ手帳を紹介したい。（長谷川）承認。
旅行同好会からの案内もしてもらう。
２．今後の予定 共催（主催）予定の会について
①感染症研究会
5月24日（土）16時30分～ 京都ホテルオークラ
ファイザー共催
「乳幼児の呼吸器ウイルス感染に惹起された無呼吸発作
および突然死」
多摩北部医療センター 小保内俊雄先生
②総会
6月7日（土）16時～ ホテル日航プリンセス
演題１ 国立成育医療研究センター アレルギー科 二
村昌樹先生
座長：岸田先生
演題２ 京都府立医科大学 小児外科 田尻達郎教授
座長：吉岡会長
③「こどもの心とからだ」教育講演会
7月26日（土）15時～17時30分 こども未来館
①講演１「（仮）SGA 性低身長の早期発見・早期治療の
ために」
上京保健センター 徳弘由美子先生

座長：木崎善郎先生
②講演２「子どもの自尊感情を育てるには

～学校と家庭における工夫～」
山陽学園大学 総合人間学部 生活心理学科
近藤 卓教授
座長：森本昌史先生
開会挨拶：吉岡会長（閉会は学校医会）
３．共催・後援依頼（資料）
①第14回京都「こどもの心とからだ」教育講演会
ファイザー 共催予定 承認
４．第４回地域小児救急全国協議会 出席者
竹内監事 清澤理事は委員として出席
５．第４回地域小児救急全国協議会開催に関するアンケート調
査（資料）
回答期限が5月15日であったため、清澤理事が回答。
６．保育園問題ワーキンググループについて 禹理事
小児科医会を中心に保育園側と現場の保育士さんと定期的
な話し合いの場を持ち、保育園における健康問題などを話
し合う。
７．講演会共催製薬会社の辞退について
藤原理事、吉岡会長
今年度は従来通りの開催予定だが、小児科医会単独での開
催を検討することも必要。
会場、意見交換会の持ち方など検討を要する。
８．日本小児科医会代議員・予備代議員の件 吉岡会長
代議員 栗山理事、予備代議員 禹理事、辻理事
９．第２回理事会の日程について（7月5日？）
7月5日（土）ホテル日航プリンセス
10．その他

第２回 理事会（平成26年度 第２回）
平成26年7月5日（土）午後6時～ ホテル日航プリンセス
出席：清益、竹内、吉岡、栗山、藤田、有井、禹、木崎、岸田、
黒田、東道、長谷川、藤原、松田、辻、小谷、安野、山内
欠席：秋山、川勝、清沢、天満、西小森、林、松尾、森本、若園
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．新理事 安野哲也先生、小谷裕美先生、山内英子先生
２．入会・退会 平成26年5月9日以降
（入会）田畑 千尋（中京東部）足立病院
（異動）弓削マリ子（舞鶴）京都府中丹東保健所
→（亀岡）花ノ木医療福祉センター
川勝 秀一（山科）山科保健センター
→（伏見）伏見保健センター
大内 一孝（府立医大）京都府立医科大学
→（船井）公立南丹病院
梅田
斉（相楽）梅田小児科医院→閉院
（退会）田中 哲郎（中京東部）居宅会員
田中 義枝（左京）左京保健センター
（死亡）中原 百枝（東山）居宅会員
平成26年7月5日現在の会員数 322名
３．総会
試みに、参加費を無料とした。質疑応答も多く盛会であった。

82 ・・・

４．共催・後援の会
①感染症研究会
5月24日（土）16時30分～ 京都ホテルオークラ
ファイザー共催
「乳幼児の呼吸器ウイルス感染に惹起された無呼吸発作
および突然死」
多摩北部医療センター 小保内俊雄先生
乳幼児の突然死について事例の紹介や知見が聞けて大変
よかった。
５．府医 乳幼児保健委員会 会長
食物アレルギーについて、医師のレベル向上に役立つ取り
組みを考えている。
６．京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
小児科については特に問題ない。内科受診者が増えてお
り、重症例もある。開設当初には想定していなかった状況
になっている。
７．学校保健委員会 川勝理事
特に報告事項なし
８．学術生涯教育委員会 川勝理事
・ワクチンセミナーを企画（協議）
・京都医学会（9月28日 日曜日開催）小児科学会専門医
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３単位
９．第４回地域小児救急全国協議会 6月14日（土）
、
15日（日）
盛岡 竹内監事
救急対応のレッベルアップを目的として、市民対象の講演
会を開催していこうとのこと。厚労省の基金の利用も考え
られている。大阪小児科医会では、リーフレットを作成し
て利用している。北海道では、地域特性もありトリアージ
が進んでいる。
10．会報：原稿依頼について
特集記事には「小児在宅医療」予定している。原稿依頼は
すでに済。入稿された原稿もあり。
新理事にも挨拶をお願いする。

11．子育て支援委員会 長谷川理事
平成26年6月23日（月）14時 京都府医師会館
【報告事項】
１）こどもの健康週間（山内、浅野）
日時：平成26年10月18日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
メインテーマ：子どもの成長と運動発達

～整形外科の視点から～
司会：乙訓保健所 三沢あき子先生
講演１．
「子どもの豊かな発達のために
～発達の個人差と気がかりな運動について～」
京都府立こども発達支援センター

理学療法士 服部裕子
講演２．
「子どもの健やかな成長のために

～小児整形外科医の立場から～」
京都第二赤十字病院院長 日下部虎夫
・ポスター作成中
２）第26回子どものこころと身体懇話会（幸道、平井、大前）
日時：10月4日（土）15時～17時30分
場所：京都第２日赤会議室（予定）
テーマ「発達障害基礎講座 その１」
演 題「発達障害にまつわる子どもと親の困りにどの
ように応えるか（仮）」
京都市児童福祉センター精神科 田中一史先生
演題を２題に変更する。
３）
第28回 京 滋 未 熟 児 新 生 児 研 究 会 の 世 話 人 会 開 催
（平成26年5月17日、京都府立医科大学）
日時：平成27年2月28日（土）15時～18時
場所：ぱ・る・る プラザ京都
内容：
【一般演題】
【ミニ講演】訪問看護ステーション
【特別講演】黄疸
共催：ノーベルファーマ株式会社（ただし１回限り）
【協議事項】
１）京都小児科医会会報執筆
①子どものこころと身体懇話会（平井）
②こどもの健康週間（幸道）
③すくすく教室（山内）
④子育て支援委員会の歴史 その２（有井）？
⑤委員による「子育て支援リレーエッセイ（仮）」

12．その他

協議事項
１．新年会について
平成27年1月31日（土）
①宴会費用分担の件（資料）
新年会の宴会費用について、参加費と医会からの支出で
「着席」での開催を検討する。
②共催メーカーについて（明治？）
平成27年1月は小野薬品、平成28年は未定。
③演者
次回理事会までに、候補を挙げる。
２．感染症研究会について
①次回は10月25日（土）ホテルグランヴィア京都
「感染症の遺伝子診断」
東京医科大学 微生物学講座教授 大楠清文先生
一般演題４題の予定
②共催メーカーについて
平成26年10月は MSD の共催、平成27年は未定、武田？
田辺三菱？
３．こどもの心とからだ教育講演会共催メーカーについて
今回までファイザー、次回からについてはフェリング
ファーマ＋協和発酵に打診。
４．診療内容向上会共催メーカーについて
平成27年3月開催は明治製菓、平成28年以降については未
定。
５．共催・後援依頼（資料）
①第28回洛筍会（後援）承認
7月24日（木）14時～15時 京都センチュリーホテル
②第53回京滋臨床アレルギー懇話会（共催）承認
8月2日（土）15時30分～18時 からすま京都ホテル
③平成26年度 京都府予防接種研修会（共催）承認
9月18日（木）14時30分～16時30分 京都府医師会館
④京都小児臨床セミナー フェリングファーマ（共催）承認
9月27日（日）17時～19時10分 からすま京都ホテル
⑤京都ワクチンフォーラム ジャパンワクチン（共催）承認
10月11日（土）16時～18時30分 京都国際ホテル
６．府医生涯教育セミナー（京都府医師会学術生涯教育員会で
企画）11月22日（土）講師の件
「ワクチン」子宮頸がんワクチン
風疹ワクチンの産褥期や不妊外来での接種
小児科における新しいワクチン（Ｂ型肝炎ワクチンを含む）
高齢者の肺炎球菌や帯状疱疹のワクチンについて
講師：産婦人科２人、内科１人、小児科１人
講師は禹理事にお願いする。
７．名簿作成について
本体の作成は２年ごととし、今年は追補版を作成する。
８．日本小児科医会演題発表者・委員会委員（勤務医）の交通
費の件
理事会の承認を得た「京都小児科医会」の推薦演題の場合
は、演者の交通費を負担する。
委員会への交通費も負担する。
９．会報58号 印刷所と広告募集について（資料）
昨年どおりこだま印刷。広告の募集も昨年通り。
特集記事の会員外の執筆者には、原稿料を支払う。（今回
は訪問看護師に15,000円）
10．平成26年小児救急市民公開フォーラム in Kyoto への後援
依頼について（資料）承認
11．その他
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第３回 理事会（平成26年度 第３回）
平成26年9月12日（金）午後2時～ 医師会館

出席：清益、吉岡、栗山、藤田、禹、川勝、木崎、岸田、清沢、
黒田、小谷、天満、西小森、長谷川、林、藤原、松尾、
松田、森本、安野、山内、若園、辻
欠席：竹内、秋山、有井、東道
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．入会・退会 平成26年7月5日以降
なし
平成26年9月12日現在の会員数 322名
２．共催・後援の会
①第28回洛筍会
7月24日（木）14時～ 京都センチュリーホテル
参加は少なかったが、面白い内容だった。
②「こどもの心とからだ」教育講演会
7月26日（土）15時～ こども未来館

日時：平成26年10月4日（土）15時～17時30分
場所：京都第二赤十字病院Ｃ棟６階会議室
テーマ：発達障害基礎講座 その１
一般演題「一般開業医が遭遇した発達障害の事例と対応」
はせがわ小児科 院長 長谷川功先生
特別講演「発達障害にまつわる子どもと親の困りにど
のように応えるか」
京都市児童福祉センター 精神科 田中一史先生
【協議事項】
１）小児在宅医療実技講習会開催（資料１）
日時：平成26年12月21日（日）13時～16時
場所：京都府医療トレーニングセンター（京都府医師
会館内）
内容：気管カニューレ、胃瘻チューブ交換などの実習主体
対象：小児在宅医療に興味のある医師（または開業医）

100名近い参加が有り盛会だった。来年度以降も開催続
行できることになった。
③第53回京滋アレルギー懇話会 8月2日（土）15時30分～
からすま京都ホテル
３．府医 乳幼児保健委員会 会長
アレルギー対応について医師の認識の統一をはかりたい。
学校保健委員会と合同の会議も考えている。
４．京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
小児科に関しては特に問題ない。
５．学校保健委員会 川勝理事
学校における健康教育について検討
６．学術生涯教育委員会 川勝理事
・京都医学会（9月28日 日曜日開催）小児科学会専門医
３単位
11月22日 生涯教育セミナー（予防接種について）禹理
事講演予定
７．会報について 禹理事
予定の原稿集まり、ゲラ出来上がった。9月24日印刷開始
予定。10月31日発行。
８．京都府北部等豪雨（8月16日、17日）による会員の被害状
況について
福知山市で被害の報告あり。
９．次期診療報報酬改定に関する要望事項（日本小児科医会
社会保険委員会）9月6日締め切り
10．地域総合小児医療認定医制度について

11．子育て支援委員会 長谷川理事 平成26年8月23日（土）
出席：浅野、大前、幸道、坂田、菅野、鍋田、平井、三沢、
山内、長谷川
欠席：有井
【報告事項】
１）こどもの健康週間（山内、浅野）
日時：平成26年10月18日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
メインテーマ：子どもの成長と運動発達

～整形外科の視点から～
ポスター図案決定
２）第26回子どものこころと身体懇話会（幸道、平井、大前）

募集：定員30名
主催：京都府医師会、共催：京都小児科医会、京都府
２）
「洛風中学校の Kiseki」
の広報
（有井→長谷川）
（資料２）
承認
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12．その他
協議事項
１．新年会について
平成27年1月31日（土）
①宴会費用分担の件と形式について
学術講演会は小野薬品、新年会は立食で、小児科医会負
担とする。会費5,000円。
新年学術講演会の案内はメーカーから、「新年会（立食
パーティー）」の案内は小児科医会から別に出す。
②共催メーカーについて
平成27年1月は小野薬品、平成28年以降は明治製菓ファー
マ。
③演者
京都教育大学 郷間英世先生「発達障害はふえているか
（仮題）」に決定。
座長は小谷理事
もう１題は小野薬品から提案ある予定。
２．感染症研究会について
①次回は10月25日（土）ホテルグランヴィア京都
「感染症の遺伝子診断」
東京医科大学 微生物学講座教授 大楠清文先生
一般演題４題の予定 すでに決定している。
②共催メーカーについて
平成26年10月は MSD の共催
平成27年は、春：武田ワクチン事業部 ホテルオークラ
ワクチン関連の話を入れる。
秋：MSD（11月7日予定）
３．こどもの心とからだ教育講演会共催メーカーについて
今回までファイザー、次回からについてはフェリング
ファーマ＋協和発酵に打診。
来年度はフェリングファーマ共催で開催。
４．診療内容向上会共催メーカーについて
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平成27年3月開催は明治製菓、平成28年以降については未
定。
５．共催・後援依頼（資料）
①京都こどもの皮膚病カンファレンス 後援依頼 承認
10月16日（木）18時45分～ 京都ホテルオークラ
②京都小児科医会学儒知講演会 共催依頼 承認
11月15日（土）17時～18時30分 キャンパスプラザ京都
③小児在宅医療実技講習会 共催依頼 承認
12月21日（日）13時～16時
京都府医療トレーニングセンター（京都府医師会館内）
６．災害被害に対するお見舞いについて（資料）

①会員が被災した場合
京都府医師会の規定に準じて医会から見舞金を支給する。
②会員外の場合（他県の小児科医会関係者など）
会としては行なわず、有志者が個人としてお見舞いする。
今回の広島県小児科医会会長へは、会長にとりまとめを
お願いする。
７．その他
日本小児科医会近畿連絡協議会について、まだ案内は来て
いない。
11月15日（土）学術講演会と重なっているので出席者の調
整が必要。

第４回 理事会（平成26年度 第４回）

平成26年11月14日（金）午後2時～ 医師会館
出席：清益、吉岡、栗山、藤田、有井、禹、川勝、岸田、清沢、
黒田、小谷、東道、長谷川、林、松田、安野、山内、若園、

学校検尿の見直しを行っている。
６．学術生涯教育委員会 川勝理事

辻
欠席：竹内、秋山、木崎、天満、西小森、藤原、松尾、森本、
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．入会・退会 平成26年9月12日以降
（入会）加藤亜依子（乙訓）加藤小児科
（異動）鍋田 淑華（中京）中京保健センター

→（山科）山科保健センター
酒井
修（西京）第二酒井診療所

→（西京）嵐山さかい医院
（退会）木原美奈子（東山）京都第一赤十字病院
矢野 郁宇（西京）矢野小児科循環器内科医院
平成26年11月14日現在の会員数 321名
２．共催・後援の会
①平成26年度京都府予防接種研修会
9月18日（木）府医師会館
多数の出席が有った。
②京都小児臨床セミナー からすま京都ホテル
夜尿症とチックの話、盛会であった。
③第26回子どものこころと身体懇話会
10月4日（土）第二日赤会議室
④京都ワクチンフォーラム 10月11日（土）京都国際ホテル
144名の参加があった。タイムリーな話であった。
⑤京都こどもの皮膚病カンファレンス 10月16日（木）
京都ホテルオークラ
⑥子どもの健康週間 10月18日（土）こどもみらい館
⑦感染症研究会 10月25日（土）ホテルグランヴィア京都
MSD 共催
「感染症の遺伝子診断」
東京医科大学 微生物学講座教授 大楠清文先生
一般演題４題
盛会であった。
３．府医 乳幼児保健委員会 会長
園医協議会開催が決まった。
４．京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
小児科では、特に問題はない。処置室増室のため、職員休
憩場所が移動になった。
５．学校保健委員会 川勝理事

①京都医学会 学生の参加もあり、盛会であった。来年の
内容について検討に入っている。
②11月22日 生涯教育セミナー（予防接種について）禹理
事講演予定
７．会報について 禹理事
広告が昨年より減った。来年は郵送ではなく、直接手渡し
で依頼する。
８．エコチル 10月23日
リクルートは3月に終了した。全国で10万３千人、京都で
は3984人で予定数に達している。
９．小児科学会近畿代議員会 10月30日
新専門医制度について報告が有った。小児科専門医は認定・
更新ともかなり厳しい基準。
10．府医食物アレルギー小委員会 11月4日
乳幼児保健委員会から出て立ち上がった小委員会。指示書
の統一を検討。
11．旅行同好会 11月2日・3日
富山 大牧温泉 ７名の参加。
12．桑原先生（広島）お見舞いの件
15名の有志からお見舞いをした。広島小児科医会として子
どものために使うとのこと。
13．日本小児科医会水痘要望書（資料）
定期予防接種料金についての見解（資料）
京都市・京都府への要望を検討する。

14．子育て支援員会 平成26年10月27日（月）14時
京都府医師会館
【報告事項】
１）第26回子どものこころと身体懇話会（幸道、平井、大前）
日時：平成26年10月4日（土）15時～17時30分
場所：京都第二赤十字病院Ｃ棟６階会議室
テーマ：発達障害基礎講座 その１
一般演題「一般開業医が遭遇した発達障害の事例と対応」
はせがわ小児科 院長 長谷川 功先生
特別講演「発達障害にまつわる子どもと親の困りにど
のように応えるか」
京都市児童福祉センター 精神科 田中一史先生
参加者：69名
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京都小児科医会37名 京都市学校医会16名（重複11名）
小児科医会に入っていない勤務医（と思われる）15名
２）こどもの健康週間（山内、浅野）
日時：平成26年10月18日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
メインテーマ：子どもの成長と運動発達

～整形外科の視点から～
講演１．
「子どもの豊かな発達のために
～発達の個人差と気がかりな運動について～」
京都府立こども発達支援センター

理学療法士 服部裕子
講演２「子どもの健やかな成長のために

～小児整形外科医の立場から～」
京都第二赤十字病院院長 日下部虎夫
参加者：83名（医師15名、一般68名）
参加人数が徐々に増えているので、保育の定員を増や
すのはどうであろうか。
⇒来年度の検討課題とする。
３）京都小児在宅医療実技講習会の募集開始（長谷川）
（資料）
日時：平成26年12月21日（日）13時～16時05分

担とする。会費5,000円。
新年学術講演会の案内はメーカーから、「新年会（立食
パーティー）」の案内は小児科医会から別に出す。
②共催メーカーについて
平成27年1月は小野薬品、平成28年以降は明治製菓ファー
マ。
③演者
特別講演１．京都教育大学 郷間英世先生
「発達障害はふえているか（仮題）」
座長：小谷理事
特別講演２
座長：安野理事
２．診療内容向上会について
平成27年3月28日（土）
共催：明治製菓、平成28年以降については共催未定。
講演１．「保険点数の留意事項と最近の審査事情」
講師：天満理事
講演２．「ヒトメタニューモ」の話の予定
３．感染症研究会について
①次回は5月23日（土）京都ホテルオークラ

場所：京都府医療トレーニングセンター（京都府医師
会館内）
内容：気管カニューレ、胃瘻チューブ交換などの実習主体
対象：小児在宅医療に興味のある医師
募集：定員30名
共催：京都府、京都府医師会、京都小児科医会
12月10日（水）府医トレセンに関係者が集まり打合会
開催予定。
４）第28回京滋未熟児新生児研究会
日時：平成27年2月28日（土）15時～18時
場所：メルパルク京都
一般演題：
ミニ講演：
「こども・家族を支える訪問看護の実際－
地域での連携を目指して－」
訪問看護ステーション「虹」看護師 大西ゆかり
特別講演「早産児黄疸管理のチェックポイント」
パルモア病院 副院長 横山直樹
【協議事項】
①第27回子どものこころと身体懇話会
（幸道、平井、大前）
日時：平成27年3月14日（土）15時～17時30分（予定）
場所：京都第二赤十字病院Ｃ棟６階会議室（予定）
テーマ：発達障害基礎講座 その２
一般演題「 」30分：一般開業医
特別講演「 」120分：AD/HD や LD
京都市児童福祉センター 精神科 前田洋佐先生
今回、講師の承諾を得て講演の様子を VTR 収録し
た。次回の懇話会と合わせで２枚組 DVD を作成し、
会員希望者に配布してはどうか。→理事会に諮る。
なお DVD 作成費用は１枚200円程度

「デング熱」講師長谷川先生を予定
共催は武田ワクチン事業部 ワクチン関連の話を入れる
次々回 秋：MSD 共催（11月7日予定）グランヴィア
その次の春については未定
４．総会について
6月6日（土）ホテル日航プリンセス マルホ共催
特別講演の演題について
「学校検尿で発見された腎疾患のその後について」はどうか
川勝先生より提案
５．こどもの心とからだ教育講演会
次回からはフェリングファーマ・協和発酵共催
7月頃を予定
６．京都小児科医会専攻医・研修医合同研修会
4月？
７．共催・後援依頼（資料）
①「子育て応援！府民公開フォーラム」後援承認
平成27年2月8日（日）京都府立医科大学 図書館ホール
主催：府立医大男女共同参画推進センター
②第16回京都アレルギークロストーク 共催承認
平成27年2月19日（木）18時15分～
③第28回京滋未熟児新生児研究会 共催承認
８．日本小児科医会近畿連絡協議会 11月15日（土）
於 神戸
藤田、栗山、清澤、辻出席予定
９．平成27年度の日本小児科医会近畿連絡協議会について
日時：11月14日（土）？
会場：グランヴィア？
京都駅近くのホテルを検討してみる。
10．「水痘ワクチン」２回目の要望書の件
府医と相談の上京都府・京都市へ要望する。
11．京都新聞「こころのわ」の Web 特設サイトにおける医会
の紹介欄の作成について
松田理事にお願いする。
12．日本小児科医会総会フォーラム（大分）のポスター演題
平成27年6月13日（土）14日（日）
「デスレビュー」「学校検尿」についてはどうか。
13．その他


15．その他
協議事項
１．新年会について
平成27年1月31日（土）
①宴会費用分担の件と形式について
学術講演会は小野薬品、新年会は立食で、小児科医会負
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第５回 理事会（平成26年度 第５回）

平成27年1月9日（金）午後2時～ 府医会館

出席：清益、吉岡、栗山、有井、禹、川勝、木崎、岸田、清沢、
天満、西小森、長谷川、藤原、松尾、松田、森本、安野、
辻
欠席：竹内、藤田、秋山、小谷、黒田、東道、林、山内、若園
会長挨拶：吉岡会長
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願
いします。
報告事項
１．入会・退会 平成26年11月14日以降
（入会）榊原 敏記（乙訓）済生会京都府病院
中谷 拓也（北）なかたにキッズクリニック
（死亡）滝本 恒夫（右京）滝本医院

平成26年11月6日ご逝去
立石 恭子（伏見）平成26年12月9日ご逝去
平成27年1月9日現在の会員数 321名
２．共催・後援の会
①京都小児科医会学術講演会
11月15日（土）17時～ キャンパスプラザ京都
出席者は少なかったが、内容はわかりやすくよかった。
②小児救急市民公開フォーラム in Kyoto
11月22日（土）13時半～16時30分 こどもみらい館
長村先生が中心となって開催された。家庭看護力の話。
99名の参加が有り盛会であった。
③小児在宅医療実技講習会
12月21日（日）13時～ 京都府医療トレーニングセンター
後述（子育て支援員会）
３．府医 乳幼児保健委員会 会長
除去食指導がどの程度できるか、アンケートを実施する予
定。
４．京都市急病診療所運営委員会 木崎理事
年末年始 内科小児科を合わせて5600人の受診者が有っ
た。１日あたりの最高は995人。
26年2066人、25年1700人に比べて激増。内科の受診者がか
なり増えていて、小児科の診療にも影響が有る。「内科を
何とかしてほしい」と小児科医会からも申し入れる。
５．学校保健委員会 川勝理事
学校における健康教育について協議している。
６．学術生涯教育委員会 川勝理事
①11月22日 生涯教育セミナー（予防接種について）
禹理事講演
急病診療所のスペース拡張に伴い、図書館が４階に移転
した。
７．園医協議会 12月11日（木）府医会館
伊藤先生、土屋先生の講演。150名の参加が有り盛会であっ
た。
８．日本小児科医会近畿連絡協議会 11月15日（土）15時～
ホテルオークラ神戸
特に問題となる協議事項はなかった。来年は京都での開催
となる。
９．日本小児科医会理事会（地域総合小児科医制度）資料①
京都小児科医会が開催している講演会は、小児科医会専門
医単位は10単位では、と申し入れた。
10単位になるとのことを確認した。

10．保育園保健協議会社員交代の件
藤田、有井両先生には長く社員を務めていただいた。
禹先生、保育園関係の山内洋子先生に交代をお願いする。
11．日本小児科学会 京都小児科医会総会学術講演会の専門医
制度研修集会認可 ３単位
2020年3月31日まで

12．子育て支援委員会 12月22日（月）14時 府医会館
長谷川理事
【報告事項】
１）第１回 京都小児在宅医療実技講習会
日時：平成26年12月21日（日）13時～16時05分
場所：京都府医療トレーニングセンター（京都府医師
会館内）
参加者：32名（小児科16人、内科10人、外科３人、耳
鼻科１人、その他２人）
参加者のアンケートでも好評であった。来年度も開催
を予定している。
訪問看護ステーション向けの講習会も府医で予定され
ている。
２）第２回 京都小児在宅医療研究会
日時：平成27年2月1日（日）13:00～15:30
会場：京都第一赤十字病院 多目的ホール
１．在宅リレー検討
①地域医療連携
～訪問看護ステーションとの連携について～
・病院連携室の立場から 京都府立医科大学附属
病院 地域医療連携室 光本かおり
・訪問看護師の立場から 訪問看護ステーション
あおぞら京都 松井裕美子
②母親が養育拒否を示したケース

～地域連携による支援のあり方について～
・病院連携室の立場から 京都第一赤十字病院
医療社会事業部 藤原久子
・訪問診療医の立場から 小山医院 小山栄子
２．講演
「シームレス、ボーダレスな小児医療を目指して」
愛仁会 高槻病院 副院長・小児科部長 南 宏尚
【協議事項】
１）第27回子どものこころと身体懇話会 資料②
日時：平成27年3月14日（土）15時～17時30分
場所：京都第二赤十字病院Ｃ棟６階会議室
テーマ：発達障害基礎講座 その２
①一般演題「発達障害児に対する漢方薬処方の経験」
坂田医院 坂田耕一先生
②特別講演「発達障がいの子どものこころとからだを育む」
京都市児童福祉センター 精神科 前田洋佐先生
２）発達障害基礎講座の DVD 作成の件
２回分の講座を DVD ２枚組にして理事と子育て支援委
員会委員に配布する方向でいく。
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13．その他
水痘ワクチンについての要望書は12月25日に京都府・京都
市に提出。
厚労省には本日付けで届ける。
協議事項
１．新年会について
平成27年1月31日（土）16時～
①学術講演会：小野薬品から往復ハガキにて案内済み
新年懇親会：医 会から封書で案内済み FAX での返信
返信状況
懇親会への参加は現在まで、21名の申込み。
会費5,000円で不足分は医会から支出する。
②共催メーカーについて
平成27年1月は小野薬品、平成28年以降は明治製菓ファー
マ。
明治製菓ファーマは共催出来ないと申し入れてきた。
医会独自での開催も検討する必要がある。
③演者
特別講演１．「新型副鼻腔炎の実際と One airway、one

夜尿症の話とペアレントトレーニングの話を予定
６．京都小児科医会専攻医・研修医合同研修会
4月25日（土）ANA クラウンプラザホテル京都
アボットジャパン共催
長野県立こども病院 笠井正志先生
７．共催・後援依頼 資料③
①第２回京都在宅医療研究会 共催依頼 承認
平成27年2月1日（日）13時～16時半
京都第一赤十字病院 多目的ホール
②第71回 日本助産師学会 後援依頼 承認
平成27年5月23日 9時30分～16時30分
立命館大学 朱雀キャンパス
③日本外来小児科学会 第15回 園・学校保健勉強会
後援依頼 承認
平成27年3月28日（土）、29日（日）京都商工会議所
④平成27年校医・小児科医感染症講演会 共催依頼 承認
平成27年3月7日（土）16時30分～18時30分
ANA クラウンプラザホテル京都
閉会挨拶 吉岡会長 または 栗山副会長
⑤第18回京滋小児外科フォーラム 後援依頼 承認

disease の観点から見た治療戦略」
関西医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 准教授
朝子幹也先生
座長：安野哲也理事
特別講演２．「発達障害はふえているか」
京都教育大学 郷間英世先生
座長：小谷裕実理事
２．診療内容向上会について
平成27年3月28日（土）共催：明治製菓、平成28年以降に
ついては共催未定。
講演１．「保険点数の留意事項と最近の審査事情」
講師：天満先生
講演２．菊田英明先生にヒトメタニューモの話をお願いす
る予定。
座長は１，２とも川勝理事にお願いする。
３．感染症研究会について
①次回は5月23日（土）京都ホテルオークラ
「デング熱」を予定「蚊を介した感染症」で日本脳炎の
話も加える。
長崎の熱帯医学研究所所長 森田公一先生の予定。
一般演題４題を予定している。
共催は武田ワクチン事業部 ワクチン関連の話を入れる
次々回 秋：MSD 共催（11月7日予定）
４．総会 について
6月6日 ホテル日航プリンセス マルホ共催
特別講演の演題について
候補として以下の３つ
①山口 金子先生「１か月健診」
②大阪 藤井先生「家庭看護力」
③川勝先生「学校検尿」
①②③の順に依頼する。
５．こどもの心とからだ教育講演会
次回からはフェリングファーマ共催
7月25日 子どもみらい館

平成27年2月6日（金）18時30分～20時
京都センチュリーホテル
⑥平成26年度京都府小児がん拠点病院公開講座
後援依頼 承認
平成27年1月31日（土）13時30分～16時 稲盛記念会館
８．平成27年度の日本小児科医会近畿連絡協議会について
日時：平成27年11月14日（土）
会場：新都ホテル？ ハイアットリージェンシー？
京都駅からの利便性を考慮、新都ホテルに決定
９．内藤壽七郎賞候補者推薦の件
山中先生を推薦
10．日本小児科医会代議員・予備代議員選出の件
現在の代議員で継続
11．小児科医会総会フォーラムポスター演題の件
6月13日、14日（別府）
デスレビュー（木崎理事）
学校検尿（川勝理事）府医に確認の上（府医 OK 交通費
負担も可とのこと）
12．会報49号への「京都チャイルドデスレビュースタディー
2013」についての執筆依頼
日本小児科医会広報より
木崎理事にお願いする
13．ASPR2015のアナウンスについて 西小森理事
ASPR2015 平家教授主催
場所：大阪国際会議場
日時：平成27年4月15日～18日（小児科学会は4月17日～19日）
小児科専門研修単位８単位取得（小児科学会出席で18単位
です）。
なお、当日受付は小児科学会が開始する4月17日以降は不
可です。
4月17日以降にご出席予定のかたは、事前登録をご検討下
さい。
事前登録3月6日まで
14．その他
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第６回 理事会（平成26年度
平成27年3月13日（金）14時～

出席：益、吉岡、栗山、藤田、有井、禹、川勝、木崎、清沢、黒田、
小谷、天満、長谷川、林、藤原、松尾、松田、森本、山内、
若園、辻
欠席：竹内、秋山、岸田、東道、西小森、安野
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．入会・退会 平成27年1月9日以降
（異動）徳弘由美子（伏見）伏見保健センター深草支所

→（上東）京都市上京保健センター
田中紀美子（山科）田中小児科

→（山科）こたけ小児科
（退会）奥原 賢二（西京）京都民医連かみの診療所
平成27年3月13日現在の会員数 320名
２．共催・後援の会
①新年学術講演会・新年懇親会 1月31日（土）16時～
特別講演１．「新型副鼻腔炎とは？？ One airway、one
disease の観点から見た治療戦略」
関西医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 准教授
朝子幹也先生
座長：安野哲也理事
特別講演２．「発達障害はなぜ増えているのか？」
京都教育大学 郷間英世先生
座長：小谷裕実理事
懇親会
出席者 43名（事前申込35名、当日申込６名、事前申込
後欠席２名、講師２名）
会費 5,000円×41＝205,000円 経費 354,661円
②平成26年度京都府小児がん拠点病院公開講座
1月31日 稲盛記念会館
③第２回京都在宅医療研究会 2月1日 京都第一赤十字病院
④第18回京滋小児外科フォーラム 2月6日
京都センチュリーホテル
⑤「子育て応援！府民公開フォーラム」 2月8日
府立医大図書館ホール
⑥第16回京都アレルギークロストーク 2月19日
メルパルク京都
⑦第28回京滋未熟児新生児研究会 2月28日
ぱるるプラザ京都
約60名参加（うち開業医10名）次回の共催は アッヴィ
の予定
⑧平成27年校医・小児科医感染症講演会 3月7日
ANA クラウンプラザホテル京都
約110名参加。長崎大学 森田公一先生の講演「ワクチ
ンが病気を歴史に変える」
３．府医 乳幼児保健委員会 会長 資料①
「食物アレルギーの診断・食事指導の実施状況についての
アンケート」集計もついて。
食物経口負荷試験対応可との回答18機関あった。
４．京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
小児科は特に問題ない
５．学校保健委員会 川勝理事
「学校における健康教育について」答申書が出来上がった。
６．学術生涯教育委員会 川勝理事

第６回）

府医会館

10月4日（日）京都医学会、ポスター発表を追加する予定。
７．日本小児科医会社保委員会
京都からは社保委員会に委員は出ていないが、担当を決め
ておきたい。
８．京都鑑別所視察委員
ML で委員立候補を募ったが、どなたもなかったので吉岡
会長が就任。年４回の会議に出席予定。
９．小児科学会近畿資格認定委員会委員
これまで京都から３人であったが、６人に増えた。（栗山、
西小森、若園、森本、木崎、長谷川）
10．小児科学会代議員会 資料②
11．小児科医会総会フォーラムポスター発表
6月13日、14日別府で開催。デスレビュー（木崎）腎臓健診・
検尿（川勝）の２題を出している。
12. 医学会総会展示
神戸でのプレ展示「食育」多くの参加者をと兵庫からのお
願いがあった。

13．子育て支援委員会 平成27年2月23日（月）14時
京都府医師会館
【報告事項】
１）第２回 京都小児在宅医療研究会
日時：平成27年2月1日（日）
場所：京都第一赤十字病院会議室
参加者：約70名（半数以上はコメディカル）
２）第27回子どものこころと身体懇話会）
日時：平成27年3月14日（土）15時～17時30分
場所：京都第二赤十字病院Ｃ棟６階会議室
テーマ：発達障害基礎講座 その２
①一般演題「発達障がい児に対する漢方薬処方の経験」
坂田医院 坂田耕一先生
②特別講演
「発達障がいの子どものこころとからだを育む」
京都市児童福祉センター精神科 前田洋佐先生
３）第２回 京都小児在宅医療実技講習会
日時：平成27年6月28日（日）13時～16時
場所：京都府医療トレーニングセンター（京都府医師会館内）
講師：
①京都府立医科大学小児科 講師
徳田幸子先生（総論）
②国立病院機構南京都病院小児科 医長
徳永 修先生（気管カニューレ）
③京都大学肝胆膵・移植外科／小児外科 准教授
岡島英明先生（胃瘻）
④京都小児科医会
長谷川功（診療報酬、たんぽぽ手帳）
チューター：小山栄子先生、横林文子先生
【協議事項】
１）来年度の計画
①子どもの健康週間
日程：平成27年10月17日（土）14時～
場所：こどもみらい館
テーマ：未定
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②すくすく教室
③子どものこころと身体懇話会
年２回開催予定
④会報への執筆
子育て支援委員会リレーエッセイ
⑤京都府在宅療養児支援体制検討委員会
たんぽぽ手帳、小児在宅医療実技講習会、訪問看護
師向けの研修会

14．その他
協議事項
１．小児科学会専門医試験 面接委員（５名）
9月6日国際会議場。木崎、川勝、禹、山内、小谷 各先生
に面接委員をお願いする。
２．平成28年の新年会について
今回の反省 着席はよかったが、食事が少なかった。苦情
はなかったが。
次回の実施と共催
明治製菓ファルマからの返事待ち。
1月30日（土）で念のため京都ホテルオークラ、ANA ク
ラウンプラザ、烏丸京都ホテルを仮予約する。
３．診療内容向上会について
①平成27年3月28日（土）共催：明治製菓ファーマ
講演１．「レセプト審査 最近の状況と留意点」
講師 天満先生
講演２．
「呼吸器感染症の中のヒトメタニューモウイル
ス感染症－迅速 hMPV 抗原検査をどのように使用す
るか？－」
東栄病院 副院長 菊田英明先生に
座長は１，２とも川勝理事
②来年の診療内容向上会の実施、共催について 資料③
来年の共催については未定。診療内容向上会は現在５専
門医会が開催している。
保険医協会の負担は講師料・原稿料のみ。会場費、懇親
会費は出ない。
４．感染症研究会について
①次回は5月23日（土）京都ホテルオークラ
「蚊が媒介する感染症 デング熱と日本脳炎の現状と対
策について」
長崎大学熱帯医学研究所 森田公一先生
共催は武田ワクチン事業部
②次々回 秋：MSD 共催（11月7日予定）グランヴィア
その後の共催については未定。アステラス、田辺三菱に
も打診。
５．総会 について 資料④
6月6日 ホテル日航プリンセス マルホ共催
特別講演の演題について
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金子淳子先生（17時には京都駅に到着可：特別講演２をお
願いする）
座長は長谷川先生。
講演１のアレルギー関連演題の座長は安野先生にお願いす
る。
６．こどもの心とからだ教育講演会
次回からはフェリングファーマ共催
7月25日 子どもみらい館
夜尿症の話とペアレントトレーニングの話を予定
①兵庫医科大学 服部益治教授 座長：松尾先生
②奈良教育大学 岩坂英巳教授 座長：森本先生
７．京都小児科医会専攻医・研修医合同研修会 資料⑤
4月25日（土）17時45分～
ANA クラウンプラザホテル京都
アボットジャパン共催
長野県立こども病院 笠井正志先生
「no blame, share, partnership で学ぶこどもの“みかた”
」
座長：川勝先生
８．共催・後援依頼 資料⑥
①京都小児科医会学術講演会 共催依頼 大塚製薬
平成27年9月26日16時～17時30分
ハートピア京都第五会議室
「急性胃腸炎ガイドラインについて（仮）」
神戸市立医療センター中央病院小児科 上村克徳先生
共催承認
９．平成27年度の日本小児科医会近畿連絡協議会について
日時：平成27年11月14日（土）
16時～協議会 18時～懇親会
会場：新都ホテル
準備係：栗山、松田
10．保険医協会理事
有井先生にお願いし承諾いただいた。任期は6月から２年
間。
11．保険医協会 審査通信検討委員会委員
天満先生にお願いする。お忙しく困難なようであれば川勝、
東道、若園先生と協議。
12．京都小児科医会の歴史
50年誌が発行されているので、確認する。
13．次期診療報酬改定に対する要望事項」（府医への提出3月24
日締め切り）
情報提供料の範囲の拡大。電話相談料の新設。同日再診料
を「まるめ」からはずす。
発 達 障 害 指 導 料 の 新 設。 カ ウ ン セ リ ン グ 期 間 の 延 長。
アトピー指導料の新設。
14．その他
次 回 の 理 事 会 は5月8日（ 金 ）。 会 計 監 査 を 理 事 会 前 に
お願いする。

京都小児科医会会報No. 59

小児科関連学会
開催日
〈2015年10月～〉
2015.9.29～10.1
2015.10.3～4
2015.10.3～4
2015.10.8～10
2015.10.9～10
2015.10.9～11
2015.10.16～18
2015.10.17～18
2015.10.21～23
2015.10.23～24
2015.10.23～25
2015.10.30～31
2015.11.12～14
2015.10.31～11.1
2015.11.5～6
2015.11.14
2015.11.14～15
2015.11.15
2015.11.20～21
2015.11.21～22
2015.11.12～14
2015.11.14～15
2015.11.21～22
2015.11.27～29
2015.11.27～29
2015.12.4～5
〈2016年～〉
2016.2.5～6
2016.2.14
2016.2.14
2016.2.20～21
2016.3.4～5
2016.3.5～6
2016.4.3
2016.4.15～16
2016.4.21～23
2016.4.29～5.1
2016.5.13～15
2016.5.24～26
2016.6.3～5
2016.6.4～5
2016.6.11～12
2016.6.17～19
2016.6.23～24
2016.6.25～26
2016.7.1～2
2016.7.6～8
2016.7.7～9
2016.7.16～17
2016.7.16～18
2016.8.27～28
2016.10.27～29
2016.10.28～29
2016.11.16～20
〈2017年～〉
2017.4.20～22
2017.4.14～16
2017.6.15～17
2017.6.16～18
2017.7.16～18
2017.6. ？
〈2018年～〉
2018.4.20～22
〈2015/16年開催日程未定〉
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定

回

学会・研修会

開催地

第56回
第114回
第30回
第49回
第35回
第25回
第42回
第21回
第43回
第48回
第60回
第49回
第57回
第47回
第23回
第26回
第42回
第31回
第21回
第52回
第57回
第19回
第13回
第62回
第56回
第26回

日本児童青年精神医学会総会
日本小児精神神経学会
日本母乳哺育学会学術集会
日本小児内分泌学会学術集会
日本川崎病学会
日本小児リウマチ学会総会学術集会
日本小児栄養消化器肝臓学会・学術集会
日本保育園保健学会
日本救急学会総会学術集会
日本小児呼吸器学会
日本未熟児新生児学会学術集会
日本てんかん学会学術集会
日本先天代謝異常学会総会
日本小児感染症学会総会学術集会
日本胎盤学会学術集会
日本成長学会学術集会
日本小児臨床薬理学会
小児保健セミナー
日本子ども虐待防止学会学術集会
日本小児アレルギー学会
日本先天代謝異常学会総会
日本ワクチン学会学術集会
日本胎児治療学会学術集会
日本学校保健学会学術大会
日本小児血液・がん学会学術集会
日本小児整形外科学会学術集会

横
浜
市
仙
台
市
東京都千代田区
東京都江戸川区
鹿 児 島 市
金
沢
市
広
島
市
鹿 児 島 市
東京都千代田区
倉
敷
市
盛
岡
市
長
崎
市
大
阪
市
福
島
市
東京都千代田区
西 東 京 市
熊
本
市
東京都台東区
新
潟
市
奈
良
市
大
阪
市
犬
山
市
川
崎
市
岡
山
市
甲
府
市
岐
阜
市

第34回
第16回
第32回
第7回
第22回
第17回
第26回
第90回
第89回
第27回
第119回
第53回
第58回
第57回
第27回
第65回
第44回
第115回
第30回
第52回
第51回
第33回
第52回
第26回
第58回
第49回
第50回

日本周産期・新生児医学会周産期学シンポジウム
食物アレルギー研究会
京都府小児保健研究会
日本 ADHD 学会総会
日本 SIDS・乳児突然死予防学会学術集会
日本子ども健康科学会学術集会
日本外来小児科学会年次集会春季カンファレンス
日本感染症学会学術集会
日本内分泌学会総会
日本発達心理学会
日本小児科学会学術集会 ※
日本小児外科学会学術集会
日本小児神経学会総会
日本心身医学会総会学術集会
日本小児科医会総会フォーラム ※
日本アレルギー学会学術大会
日本小児神経外科学会
日本小児精神神経学会
日本小児救急医学会
日本小児循環器学会総会学術集会
日本小児腎臓病学会学術集会
日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会
日本周産期・新生児医学会学術集会
日本外来小児科学会年次集会
日本先天代謝異常学会総会
日本小児呼吸器学会
日本小児内分泌学会学術集会
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第90回
第120回
第59回
第66回
第53回
第28回

日本内分泌学会総会
日本小児科学会学術集会 ※
日本小児神経学会総会
日本アレルギー学会学術大会
日本周産期・新生児医学会学術集会
日本小児科医会総会フォーラム ※
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第121回

日本小児科学会学術集会

福

第39回
第11回
第34回
第44回
第63回
第22回
第43回
第6回

※

日本小児遺伝学会学術集会
日本小児耳鼻咽喉科学会総会学術集会
日本小児心身医学会
日本小児東洋医学会
日本小児保健協会学術集会 ※
日本胎児心臓病学会総会学術集会
日本マス・スクリーニング学会学術集会
日本小児科学会専門医インテンシブコース
※小児科学会専門医基本単位該当
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編 集 後 記

毎年、自然災害のことを書いている。今年は台風だけでなく、爆弾低気圧、突風や竜巻、ゲリラ豪雨
による被害が多かった。特に、関東東北豪雨では３県で甚大な被害がもたらされたことは記憶に新しい。
鬼怒川氾濫で堤防が決壊した常総市の様子はテレビで生々しく映し出されていた。5月に各地で地震が
多発し、鹿児島県口永良部島の爆発的噴火、桜島の活発な噴火、箱根大涌谷周辺の火山活動の活発化な
ど、不安材料が多い。
方や、血生臭い事件が相次いでいる。特にマスコミを賑わしている殺傷事件は毎月のように起こり、
徐々に増えているのは何故か。増えているといえば、児童虐待の報告件数が増え続けている。2014年で
一気に89,000件になったのは、目の前で DV が行われた子どもが心理的虐待として報告されたためであ
る。2013年に児童虐待で死亡した子どもは69人、5.3日に一人が亡くなっている。０歳児が４割強を占
めている。
自然災害は防ぐことは困難だが、予測と防災対策により被害が軽減できる可能性がある。殺傷事件、
家庭内暴力、児童虐待はどうすれば軽減できるのであろうか。「189」に電話して虐待の届出をするだけ
では減らない。各地で児童虐待に関する対策委員会や協議会が持たれているものの、一向に減らないの
は事実であり、その理由はかなり根が深いものである。虐待を受けた子どもたちが、その後どのように
なるのか、を考えさせるのは、本号での井上氏の特別寄稿である。
子どもの体力は徐々に落ちていること、姿勢が悪くなっていること、コミュニケーション能力が低下
していることなどは、ネット社会とテレビゲームが関与していないとは言えないはずである。人は死ん
でも生き返ることができると答えた中学生が15％いるというのは、リセットできるゲームと関連がない
とも言えない。スマホの画面を見て子どもの顔を見ていない、スマホに夢中で子どもの行動を見ていな
いという親、家族団欒のはずがゲームに夢中の子どもとスマホに夢中の親などなど、が増えている。こ
のあたりに小児科医の関与と切り込みは必須である。
何だかとても暗い陰鬱なことばかり書いている。ここで転じて明るい話題は、十五夜とスーパームー
ン。今年は天候に恵まれて夜空を見上げた人が多かったようである。ちなみに次のスーパームーンは
2016年11月14日とのこと。来年のスーパームーンは昨年と今年よりも地球に近づくので、迫力がさらに
増すようである。スーパームーンのように明るく大きな未来を期待したい。
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