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■

会長退任挨拶 
６年間を振り返って
京都小児科医会 会長

吉

岡

博

平成22年6月から３期６年間、会長を務めさせていただきましたが、この度辞任し、後任として副会
長の藤田克寿先生に就任していただくこととなりました。６年間、無事に会長職を全うできましたこと
を、会員の諸先生方ならびに理事・役員の先生方、さらに事務職員の皆さんに感謝いたします。
この６年間を振り返ってみますと、まずは医会を取り巻く環境が大きく変化したことが挙げられます。
新専門医制度への移行に伴い、日本小児科学会の専門医の認定も日本専門医機構へ移行することとな
り、更新基準が変更されてきています。これまで京都小児科医会では総会や新年会をはじめ、多くの学
術講演会や懇話会を開催し、それらに日本小児科学会の認定単位が与えられていましたが、新制度では
これらがほぼすべて単位が付与されなくなります。また日本小児科学会の総会ですら、参加するだけで
は単位が取れず、教育講演などを聴講してはじめて単位が得られるようになります。当面は日本専門医
機構の基準に基づく更新単位と日本小児科学会の小児科専門医制度に基づく更新単位とが併存する形に
なり、日本小児科学会の小児科専門医制度に基づく更新単位は本年度分までの単位が有効とされるよう
ですので、これまでに参加された研修集会の参加証は保管しておいてください。
長年にわたって小児科学会京都地方会は土曜日に開催されてきたため、京都府北部や南部の会員は土
曜日の診療を終えてからでは時間的に地方会への参加が困難でした。そこで当医会から地方会事務局に
申し入れた結果、平成23年より9月開催の地方会は日曜日に実施されることとなったため、府下の会員
の単位獲得に少しは貢献できたと思います。
一方、本会主催の学術講演会の大部分は製薬メーカーと共催して行ってきましたが、近年、メーカー
が共催を辞退するケースが増えつつあります。北部の会員にとって重要な研修の場であった舞鶴小児科
懇話会は平成24年6月の例会を最後に、メーカーの共催が得られなくなり、休止状態となっています。
また京都府保険医協会と共催してきた診療内容向上会もメーカーの共催辞退により継続が困難となって
きました。その結果、平成27年度はメーカーの共催なしとなり、平成28年3月26日にこどもみらい館に
おいて懇親会なしで実施しました。このような傾向は今後も継続かつ増大すると思われますので、対応
を十分に検討する必要があります。
またこの６年間に予防接種が大きく変化しました。ワクチンの種類が増え、定期接種の種類も増加し、
スケジュールの都合上、同時接種が一般的となりました。ヒブワクチンと小児用肺炎球菌ワクチンは発
売当初は任意接種扱いでしたが、平成25年4月に定期接種となっています。また肺炎球菌ワクチンは平
成25年11月から PCV7が PCV13に変更されて今日に至っています。この結果、これらの細菌による髄
膜炎や重症菌血症の発生は減少しています。ロタウイルスワクチンも平成23年11月以降に発売されてい
ますが、今日まだ定期接種化されていません。しかしワクチン接種の結果、ロタウイルス腸炎による入
院数は減少してきています。このようにワクチンの普及によって乳幼児の感染症の内訳が大きく変わり
つつあり、それに伴って小児科医の役割も大きく変化しつつあります。
ワクチンの普及は小児の健康を守る大きな手段として一般市民にも認識されつつあり、ワクチンの認
識に追い風が吹いてきているというのに、ここに来てワクチンの供給トラブルが相次いでいます。供給
量の不足や注射器の不具合などトラブルの内容は多種多様です。
４種混合ワクチンは平成24年11月より導入され、ただちに定期接種とされましたが当初より供給は不
足していました。そこで京都小児科医会と京都府医師会（以下府医）は合同で25年3月に府下の４種混合
・・・ 1
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ワクチン接種協力医療機関を対象に４種混合ワクチンの供給状況に関する緊急アンケートを実施し、４
種混合ワクチンを入手できないとの回答が15.3％、やや不足、かなり不足を合わせると44％が不足との
回答を得ました。またその対応として24％が４種混合ワクチンの予約を断っていました。この結果を受
けて25年4月に府医と共同で「４種混合ワクチンの円滑な供給についての要望書」を京都府知事と京都
市長に提出しました。国や地方自治体のワクチン行政の向上、製薬メーカーの管理レベルなどの向上が
望まれるところです。
医会を取り巻く環境だけでなく、医会自体の体質の変化も重視しなければなりません。
会員数はここ数年300名余りで横ばいの状態ですが、会員の高年齢化があります。一方、若手小児科
医の入会数は増加していません。会員の老齢化とともに会費免除会員が増加する傾向にあったので、会
計的に当医会の運営が危ぶまれました。会費が長年にわたり6,000円に据え置かれていましたので、平
成22年に会費検討委員会を設置して会費の値上げを検討してもらい、委員会答申に基づいて23年6月の
総会において、開業医会員の年会費は15,000円に値上げすることとしました。ただし勤務医の年会費は
そのまま6,000円に据え置いています。また若い大学院生や専攻医などの会員数が少ない現状を打破す
べく、卒後10年以内の会員の年会費は1,000円としているのですが、十分に周知されていないようです。
今後の広報の一層の工夫が望まれます。
会長を６年間勤めてきて、府医との連携の重要性を改めて認識しました。
府医には乳幼児保健委員会がありますが、その委員は当会の会員が多数を占めます。また私が小児科
医会の会長になってからは乳幼児保健委員会の委員長も務めさせていただきました。この併任がワクチ
ン事業など乳幼児保健の推進にとても有用であったと痛感しています。さらに近年、府医に園医協議会
ができ、それの幹事長も小児科医会の会長である私が併任しました。これも府医と小児科医会の連携を
強化し、保育園の医療と保健の質を向上させる上で、大層有用であったと思います。ゆえに府医にはこ
れからも乳幼児保健委員会委員長や園医協議会幹事長には小児科医会会長を選んでいただきたく、お願
いする次第です。
最後に日本小児科医会との関係について述べたいと思います。
私は２年前から日本小児科医会の理事となりましたが、本年6月に京都小児科医会の会長の辞任を機
に、日本小児科医会の理事も辞任し、後任を藤田克寿新会長に託しました。平成31年には日本小児科医
会総会フォーラムが京都で開催されることが決まりました。私たち京都小児科医会会員はフォーラムの
成功に向けて藤田会長を中心に一致団結して協力しなければなりません。なお、京都小児科医会は日本
小児科医会とは別の独立した組織であり、決して地方会ではありません。そして当会の会員の約半数が
日本小児科医会の会員となっている状況です。京都を含め、各都道府県の小児科医会と日本小児科医会
は上手に連携し、全国の子ども達と小児科医のために有益な活動を展開しなければなりません。
しかし日本小児科医会の代議員や理事をしてみて、いろいろな面で課題があることに気づかされまし
た。例えば、日本小児科医会の代議員選挙の方法は全国統一されたものではなく、各都道府県の小児科
医会会長をその地区の選挙管理者に指定し、選挙方法も地域に一任しており、都道府県によりバラバラ
です。しかし最近、日本小児科医会は公益社団法人になっています。したがって日本小児科学会と同様、
医会の本部事務局から全国の会員に向けて選挙の案内をして立候補を受け付け、全国統一の方法で代議
員が選出されるのが最も好ましい方向と私は考えていますが、現時点ではそのような方向への転換は考
えられていません。公益社団法人となった今だからこそ、選挙方法も含めた運営方針と各都道府県小児
科医会との関係性の一層の整理が今後なされることを望んでいる次第です。
今後いろいろな課題・問題が出てくるでしょうが、京都小児科医会がそれらを解決しつつ、一層発展
していくことを期待しております。

2 ・・・
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■

庶務担当理事挨拶 
退任の挨拶
辻

幸

子

このたび、理事を退任させていただくことになりました。竹内会長、吉岡会長のもと10年にわたり大
変勉強させていただきました。吉岡会長の下では、庶務を担当させていただきましたが、何かと行き届
かないことばかりでご迷惑をおかけしました。
小児科医会はもちろん小児科医を会員とする小児科医のための会ですが、何よりも子どもたちの健や
かな成長を願って活動している会だと知りました。事故や病気だけでなく、子どもの貧困、虐待、いじ
めや自殺など、子どもを取り巻く現実は厳しく、小児科医にできることにも限界があります。これから
も子どもたちの笑顔のために活動していただくことをお願いして、退任の挨拶とさせていただきます。

就任のご挨拶
庶務担当 理事

松

尾

敏

この度、京都小児科医会庶務担当職を仰せつかりました松尾敏です。2019年には、藤田会長の下、日
本小児科医会総会フォーラムを京都で行うにあたり、準備などで重要なこの時期の大役に大変身の引き
締まる思いがしております。
私は昭和62年に京都府立医科大学を卒業し、母校の小児科学教室に入り小児科医となりました。今年
で30年目を迎えておりますが、患者さんの病気、とりわけ感染症は全く様変わりしています。沢山のワ
クチンが定期接種化されたため、長く熱の続く患者さんは殆どいなくなりました。麻疹の患者さんも10
年前に開業してからは一人も診ていませんし、そのうち水痘患者さんも診なくなるだろうと予想してい
ます。今の小児科医に求められているのは、いかに速やかに沢山のワクチンする事ではないかと思って
います。
京都小児科医会には、平成7年に京都第二赤十字病院に赴任した時に入会させてもらいましたから、
今年で20年目となります。小児科医会は非常に沢山の研究会を共催や後援されており、病院勤務の時も
開業してからも、案内をいただいた研究会には出来る限り参加させてもらい、多くの勉強をさせていた
だきました。先ほど述べた感染症やワクチンの勉強も、自分ひとりでは新しい知識を正しく身につける
ことは困難であったと思います。最近は発達障がいをはじめ、こころの問題に関係した研究会も多く主
催・共催されており、とても勉強になります。京都小児科医会に入って本当に良かったと思っています。
入会して20年間の感謝のお返しといっては大げさですが、庶務担当理事として少しでもお役に立てれ
ばと、微力ながら努力する所存ですので、ご指導ご支援の程を何卒宜しくお願い申し上げます。
・・・ 3
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■

会長就任挨拶 
京都小児科医会会長に就任して
京都小児科医会 会長

藤

田

克

寿

このたび吉岡博先生と栗山正憲先生のご推挙と総会の承認を受け京都小児科医会会長となりました藤
田克寿です。会員の皆様にはこの２年間に渉り医会の運営にご協力いただくことになります。非力です
が是非ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。なお役員につきましては吉岡前会長の役員の方々
にそのまま引き継いでいただきましたが、私に代って副会長に長谷川功先生、監事として清益英雄先生
に代って吉岡前会長にご就任いただいております。また、辻幸子先生が伏見医師会会長に就任されたた
め松尾敏先生に庶務担当理事になっていただきました。
私が医会の会員になったのは記憶が定かではありませんが開業医生活をはじめるために京都府医師会
に入会した平成5年のことだと思います。清益英雄先生が医会の会長に就任された際に庶務担当理事と
して働くよう申しつけられ、さらには副会長となり、その間に日本小児科医会の代議員も務めてまいり
ましたので医会との付き合いは長いのですが、途中に伏見医師会や京都府医師会の役員を務めたりした
こともあって医会活動からすこし引いた状態になっておりました。そのため医会関連の講演会など欠席
がちになってしまいましたが、その間に医会の方では会員の世代交代が進行し、今や私は浦島太郎で会
員の方々の顔と名前が一致しない状態になっております。今後は会員の皆様と気楽に声を掛け合いたい
と考えておりますが、その際には失礼ながらお名前を確認するようなことも起こると思いますがどうぞ
ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
なお、平成31年に第30回日本小児科医会総会フォーラムが京都で開催されることになりました。山中
祐一会長の時代の平成11年5月に第10回の総会フォーラムがこの京都で「こどもの病気

過去・現在・

未来」をテーマにして開催されましたが、それから20年ぶりの開催となります。新会長となった私の主
な任務は役員を中心とした会員の諸先生方とその下準備をすることですが、３年先の話とはいえ月日の
たつのは早いものです。準備に遺漏なきよう務める所存ですがこれについても会員各位に重ねてご協力
のお願いをすることになります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

4 ・・・
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■

副会長就任挨拶 
副会長重任のご挨拶
京都小児科医会 副会長

栗

山

政

憲

このたび就任された藤田会長のご指名により再度副会長の職を拝命いたしました。会長を助けて会務
の遂行に努力してまいりたいと存じます。
開業以来24年の大半を小児科医会と関わってまいりました。日本小児科医会には、その発足当時より、
所属しておりました大学の教授の勧めにより入会しておりました。京都小児科医会には開業時に入会し
山中会長の時に理事に加えていただきました。平成8年頃より広報を担当し、日本小児科医会の医療経
営委員会の委員もさせていただきました。その後、清益会長、竹内会長のもとで庶務担当となり、会長
の先生のご指導の下会の運営に参画して参りました。先代の吉岡会長の時に副会長を拝命し庶務の時よ
りは余裕を持って仕事をさせていただきました。
しかし今度はそうのんびりとはしていられないようです。というのは３年後に京都で日本小児科医会
総会フォーラムを開催することになりました。前回は平成11年、日本小児科医会総会セミナーと言って
いた時代、山中会長、清益、生田両副会長、森庶務担当理事らが中心となって、
「子供の病気―過去、現在、
未来」のテーマのもとホテルグランヴィア京都と京都テルサで開催されました。当時駆け出しの理事で
あった私は、椎間板ヘルニアを発症し激しい腰痛のため、途中で帰宅を命じられ詳しい内容はあまりお
ぼえていません。記憶にあるのは山中会長の写真を会場の前で撮ったことぐらいです。この後、何度も
各地の総会フォーラムに参加していますが、年々充実した会になってきています。今回は会長以下理事
全員一丸となって対応していかねばならないと思います。また会員の皆様のご協力あって初めてフォー
ラムの成功が望めるのではないかと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて子供たちを取り巻く環境は決して良くなっているとは思えません。今秋からＢ型肝炎ワクチンが
定期接種化されますが、ムンプスやロタはまだ定期化されていません。また保護者の中には予防接種の
必要性やスケジュールについて十分な理解がなされていない方もおられます。その啓蒙活動も必要なこ
とと思われます。保護者だけでは無く、全国民に啓蒙が必要と思われるような事が起こっています。大
きな広がりにならなければいいのですが…。また小児在宅医療をはじめ小児かかりつけ診療料などの保
険制度上の問題もその改善のため医会としてもかかわっていかねばなりません。
会員の皆様のご意見ご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
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副会長に就任して
京都小児科医会 副会長

長 谷 川

功

この度、副会長に就任することになりました長谷川です。藤田新会長から突然副会長就任を打診され、
あまり考えることもなく引き受けてしまい、あとになってその責任の重さに戸惑っております。思い起
こせば、今から８年前の平成20年に京都小児科医会の理事に加えていただきました。それも藤田会長か
らの声かけによるものでした。当時の理事就任の挨拶には、私が大学病院 NICU に長らく勤務してい
たことから、NICU を退院したハイリスク児達を病院と地域の開業医が連携して診ていくことができる
システムを小児科医会主導で構築できないか、ということを書いたように記憶しています。その背景に
は、最新医療を駆使して救命された重症の新生児達が退院後、自宅に戻ってどのような生活を送ってい
るかについて当時の NICU の現場では、十分考える余裕がなかったことがあります。開業医になって、
新生児科医であった自分たちにその視点が決定的に欠如していることに気づきました。そこから私の小
児科医会理事としての活動が始まりました。
理事就任早々、子育て支援委員会の委員に加えていただき、その中で「NICU 退院後の子どもと家族
への支援ネットワークづくり」に関するアンケート調査を会員に対し行いました。その結果から、京都
における小児在宅医療の推進という方向性を見いだしました。アンケートの回答の中に、小児在宅医療
の必要性は感じるが、具体的にどのように関われるかがわからないというものが多く見られたことがそ
のきっかけとなりました。
私自身、他府県の小児在宅医療先進地域の先生方から情報を得ながら小児在宅医療に関わりはじめま
した。医会の中でも吉岡前会長のご理解のもと少しずつすそ野を広げる努力をして参りました。いくつ
かをあげますと、
①病院中心で開催されていた京滋新生児成育研究会（旧 京滋未熟児新生児研究会）の世話人に、京都小
児科医会と滋賀小児科医会から世話人を送り、現役新生児科医と開業医との連携をとれるようにしま
した。
②京都府医師会と京都府の協力の下、小児在宅医療に興味のある医師を対象に京都小児在宅医療実技講
習会を平成26年から翌年にわたり２回開催しました。
③多職種の有志で始められた、京都小児在宅医療研究会の世話人として小児科医会から参加し、年１回
の多職種による小児在宅医療の勉強会を続けています。
④訪問看護ステーション、京都府歯科医師会さらに京都市、府下の保健師に対する講演や研修を通じ、
小児在宅医療について啓蒙活動を行っています。
新たに小児在宅医療に対応して頂ける小児科開業医の先生方も徐々にですが増えています。小児在宅
医療は個人の努力のみで実践できるものではなく、行政、医師会、医会をはじめ多職種の連携は不可欠
です。この与えられた機会を最大限に利用し、京都における小児在宅医療のシステム化を進めていきた
いと思っております。もちろん日本小児科医会総会フォーラムを３年後に控えておられる藤田会長を支
える大任も決して忘れておりません。どうかよろしくお願い致します。
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■

総会報告 
平成  年（平成  年度）京 都 小 児 科 医 会 総 会
と き：平成  年  月４日（土）
ところ：ホテル日航プリンセス

総 会：午後 4 時 15 分～4 時 50 分
１．平成 27 年度事業報告
      ２．平成 27 年度会計報告
      ３．平成 27 年度会計監査報告
      ４．平成 28 年度事業計画案
      ５．平成 28 年度予算案
      ６．会長改選の件
講 演：午後 4 時 50 分～7 時 00 分
講演１ 『子どもの病気における家庭力を育てるために 』
演者 ＮＰＯ法人小児救急医療サポートネットワーク 代表理事
大阪小児科医会 理事 福井聖子 先生
     座長  京都小児科医会 理事 清澤伸幸 先生
講演２ 『魚アレルギー診療におけるＱ＆Ａ 〜経皮感作と保湿剤の必要性〜』
     演者

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院
小児科/アレルギーセンター 教授 近藤康人 先生
座長  京都小児科医会 理事 川勝秀一 先生

懇親会：午後 7 時 00 分～

平 成   年 度 事 業 報 告
１．会員数 311 名（平成 28 年 3 月 31 日）
 

（入会）4 名
有本晃子（左京）左京保健センター
石岡千寛（西陣）佛教大学健康管理センター

    小林奈歩（上東）京都第二赤十字病院
大前禎毅（上京東部）京都第二赤十字病院
   （退会）10 名


三宅洋之介（西陣）三宅内科医院
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岡田豊子（宇治久世）岡田医院



村上博昭（中京西部）京都市立病院
金井創太郎（中京西部）京都市立病院
土井 拓 京都大学

   

上野たまき（綾部）綾部市立病院

   

森未央子（西京）京都桂病院

   

河内晋平（中京西部）京都市立病院

   

田中紀美子（山科）こたけ小児科

   

衣笠昭彦（東山）京都府東山血液センター
（物故会員）2 名
 古庄巻史 顧問
楠  智一（左京）平成 27 年 4 月 15 日

 ２．総会 平成 27 年 6 月 6 日（土）  ホテル日航プリンセス
事業報告・決算報告・会計監査報告・事業計画案・予算案の審議承認
講演１．演題：「子供のアトピー性皮膚炎の対処法」
        演者：神奈川県立こども医療センター 皮膚科部長 兼
横浜市立大学皮膚科非常勤講師  馬場直子 先生
 

講演２．演題：「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～」
演者：金子小児科 院長 金子淳子 先生
          
３．新年会 平成 28 年 1 月 30 日（土）京都ホテルオークラ  
   講演１、「8・20 広島土砂災害：災害発生初期救急診療の経験」
講師   広島県小児科医会会長 桑原正彦先生
  講演２、
「小児の皮膚疾患 アトピー性皮膚炎を中心に」
    講師   京都府立医科大学大学院 医学研究科 皮膚科学教授 加藤則人 先生
４．診療内容向上会 平成 27 年 3 月 28 日（土）
     講演１、「レセプト審査 最近の状況と留意点」
      

講師 社会保険支払基金診療報酬審査委員会委員 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？－」
講師 東栄病院 副院長 菊田英明 先生
 
 ５．学術講演会 （開催日順）
   平成 27 年
第 2 回 京都小児在宅医療実技講習会募集開始 6 月 28 日 京都府医療トレーニングセンター
第 15 回 「こどもの心とからだ」教育講演会 7 月 25 日 子どもみらい館
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      講演１、「夜尿症」
兵庫医科大学 服部益治教授 
      講演２、「ペアレントトレーニング」
奈良教育大学 岩坂英巳教授 
    第 54 回 京滋臨床アレルギー懇話会 7 月 25 日 からすま京都ホテル
    京都小児科医会学術講演会  9 月 26 日 ハートピア京都
平成 27 年度京都府予防接種研修会  10 月 1 日 府医会館
京都ワクチンフォーラム 11 月 21 日 京都ホテルオークラ
  平成 28 年
    第 3 回 京都小児在宅医療研究会  1 月 10 日 京都第一赤十字病院
    第 17 回京都アレルギークロストーク  2 月 18 日  メルパルク京都
    第 29 回京滋未熟児新生児研究会 2 月 20 日  京都府立医科大学基礎校舎
       「小児在宅リハビリにおける課題」
           訪問看護ステーションこころの木 理学療法士 磯矢めぐみ
「出生前診断を巡る倫理的考察、特にＮＩＰＴについて」
無侵襲的出生前遺伝学的検査(Noninvasive prenatal genetic testing
東京女子医大名誉教授 仁志田博司
発達障害に関する医師向け基礎研修（成人）  3 月 3 日  府医会館
平成 28 年校医・小児科医感染症講演会 3 月 5 日 ANA クラウンプラザホテル京都
   発達障害に関する医師向け基礎研修（小児） 3 月 17 日 府医会館
 ６． 感染症研究会
    第 19 回 京都小児科医会感染症研究会
          平成 27 年 5 月 23 日（土）京都ホテルオークラ
       一般演題 4 題
       特別講演「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
    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） ホテルグランヴィア京都
       一般演題 4 題
特別講演「次世代のインフルエンザワクチン」
国立感染症研究所 長谷川秀樹 先生
７．京都小児科医会専攻医・研修医合同研修会（研修医・専攻医交流会）
         平成 27 年 4 月 25 日（土） ANA クラウンプラザホテル京都
「no blame, share, partnership で学ぶこどもの“みかた”」
                 長野県立こども病院 笠井正志 先生
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８．子育て支援委員会
第 28 回子どものこころと身体懇話会
平成 27 年 10 月 3 日（土） 京都第二赤十字病院Ｃ棟６階会議室
テーマ：子どもの心の発達 その１（幼児期から学童期にかけて）
    一般演題  「発達障害類似の症状を呈する被虐待が疑われた一例」
                京都府立こども発達支援センター 平井 清 先生
特別講演
    

「心の理論と実行機能の定型発達と非定型発達」

       京都大学大学院教育学研究科・教育認知心理学講座
子安増生 先生

第 29 回子どものこころと身体懇話会
平成 28 年 3 月 5 日（土）  京都第二赤十字病院Ｃ棟６階会議室
テーマ：子どもの心の発達 その２（思春期を中心に）
教育講演：「子どもの心 －思春期とアイデンティティ－」
    京都府立こども発達支援センター 臨床心理士 武田和士氏
特別講演：「思春期のこころに向き合う －精神科臨床から－」
    国立病院機構 舞鶴医療センター 精神科部長 和田良久 先生
９．子どもの健康週間事業 京都府医師会と共催
平成 27 年 10 月 17 日（土） こどもみらい館
テーマ：「乳幼児の食育と歯の健康」
講演１：「みんなで育む楽しい食事 ～乳幼児の食事について～」
管理栄養士 三宅聖子 氏
講演２：「お口からの食育 ～小児歯科医の立場から～」
小児歯科専門医 なかおか小児歯科クリニック 院長 仲岡佳彦 先生
１０．京都市子育て支援総合センタ－こどもみらい館
健康相談事業協力 「すくすく教室」講師派遣
「乳幼児の病気について」：三菱京都病院小児科 長田加津子 先生
  「乳幼児の心の発達について」
：京都市児童福祉センター児童精神科 前田洋佐 先生
１１．京都小児科医会会報第 60 号の発刊 平成 27 年 10 月 31 日発行
１２．小児科感染症定点観測 37 年目
１３．各種後援、協力
  守ろう！健康！育もう！未来 子ども元気フェスタ 平成 27 年 5 月 16 日（土） こどもみらい館 
 （一般社団法人細菌性髄膜炎から子どもたちを守る会主催）
第 71 回 日本助産師学会 平成 27 年 5 月 23 日（土） 立命館大学朱雀キャンパス
  京都府警察と産婦人科医とのネットワーク研修会 平成 27 年 6 月 7 日（日） 京都ガーデンパレス
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  第 19 回京滋小児外科フォーラム 平成 27 年 7 月 3 日（金）京都ロイヤルホテル＆スパ
第 29 回洛筍会 平成 27 年 7 月 30 日（木） 京都センチュリーホテル
児童虐待未然防止研修会 妊産婦のメンタルヘルスケア 平成 27 年 9 月 5 日（土）京田辺商工会館
第 3 回京都・性の健康フォーラム 平成 27 年 9 月 12 日（土）京都府立医大図書館ホール
京都子どもの皮膚病カンファレンス 平成 27 年 10 月 15 日（木） 京都ホテルオークラ
第 20 回京滋小児外科フォーラム 平成 28 年 2 月 5 日（金） ホテル日航プリンセス京都
「第 7 回近畿母乳育児フォーラム」 平成 28 年 2 月 7 日（日） 京都リサーチパーク
京都府小児がん拠点病院公開シンポジウム 平成 28 年 2 月 28 日（日） メルパルク京都
・京都府医師会 委員会
（乳幼児保健・京都市急病診療所運営・学校保健・学術生涯教育・医療安全対策委員会）
・日本小児科医会フォーラム（大分）ポスターセッション２題（木崎先生、川勝先生）
・日本小児科医会小児救急委員会委員（清澤先生）
・環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）」への協力
・小児在宅医療地域コア人材養成講習会受講 長谷川功先生、西村陽先生、大前禎毅先生
・厚労省、京都府、京都市への「四種混合ワクチンについての要望書」提出
・京都府いじめ防止対策推進委員会委員（吉岡会長）
・京都府在宅療養児支援体制検討委員会（長谷川先生）
・京都少年鑑別所視察委員（吉岡会長）
・保育園保健協議会社員（禹先生・山内先生）
１４．ゴルフ同好会 ゴルフコンペ
平成 27 年 5 月 15 日
平成 27 年 11 月 29 日

 １５．テニス同好会
平成 28 年 3 月 19 日 （土）御陵テニスクラブ（山科）
１６．旅行同好会 
平成 27 年 10 月 10 日（土）～12 日（月祝）
行先：小豆島、四国方面
１７．理事会
平成 27 年 5 月 8 日
平成 27 年 7 月 4 日
平成 27 年 9 月 11 日
平成 27 年 11 月 13 日
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平成 28 年 1 月 8 日
平成 28 年 3 月 11 日
１８．日本小児科医会、その他
   １）・理事会  
  

 ・常任理事会
・通常総会 ・フォーラム
・臨時総会 2 回

   ２）第 32 回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
     平成 27 年 11 月 14 日（土） 京都主管 新都ホテル
   ３）日本小児科医会社会保険全国委員会
平成 28 年 2 月 28 日（日）
   ４）第 5 回地域小児救急全国協議会
     平成 27 年 6 月 14 日（日）
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平成 27年度 京都小児科医会決算
平成27年4月1日～平成28年3月31日
＜収入の部＞
項

目

予算額

会

費

㻞㻘㻢㻠㻢㻘㻜㻜㻜

㻞㻘㻣㻜㻝㻘㻜㻜㻜 （１）

助成金

㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜 （２）

雑収入

㻡㻘㻜㻜㻜

㻠㻟㻜㻘㻠㻡㻥 （３）

㻢㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻡㻤㻜㻘㻜㻜㻜 （４）

繰越金

㻟㻘㻤㻟㻝㻘㻝㻤㻞

㻟㻘㻤㻟㻝㻘㻝㻤㻞 （５）

計

㻣㻘㻟㻤㻞㻘㻝㻤㻞

㻣㻘㻤㻠㻞㻘㻢㻠㻝

広告収入

決算額

摘

要

（内訳）
（１） 平成27年度会費 15,000円×124 名＝1,860,000円
平成27年度会費 6,000円× 103名＝618,000円
平成27年度会費 1,000円× 3名＝ 3,000円
220,000円
過年度会費
（２） 府医助成金
山中祐一先生寄付金
（３） 預金利息
日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会会費
（４） 会報広告
（５） 平成26年度繰越金
＜支出の部＞

項

目

予算額

決算額

摘要

事 業 費

㻝㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻝㻝㻤㻘㻣㻣㻤 （１）

会 議 費

㻤㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻥㻤㻣㻘㻝㻟㻜 （2）

㻝㻘㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻢㻝㻞㻘㻥㻤㻠 （3）

通信印刷費
消耗品費

㻟㻜㻘㻜㻜㻜

諸手当金

㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻤㻡㻘㻞㻞㻜 （4）

慶 弔 費

㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻠㻞㻘㻜㻜㻜

専門医会負担金

㻞㻟㻠㻘㻜㻜㻜

㻞㻟㻠㻘㻜㻜㻜

費

㻡㻜㻘㻜㻜㻜

㻟㻡㻘㻤㻟㻟

予 備 費

㻟㻘㻞㻡㻤㻘㻝㻤㻞

㻜

計

㻣㻘㻟㻤㻞㻘㻝㻤㻞

㻟㻘㻝㻞㻞㻘㻜㻠㻝

雑

平成28年度へ繰越

㻢㻘㻜㻥㻢

㻠㻘㻣㻞㻜㻘㻢㻜㻜 円

（内訳）
㻔㻝㻕 子育て支援委員会事業費、ゴルフ・旅行、テニス同好会補助、会報原稿料
平成27年度京都小児重症患者診療情報システム管理費
㻔㻞㻕 府医会議室使用料、理事費用弁償費、日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
㻔㻟㻕 会報作成費等
㻔㻠㻕 出張旅費等
京都小児科医会基金残高300万円
・・・ 13
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平 成   年 度 事 業 計 画 案
 

１．総会・学術講演会
２．新年会・学術講演会
３．小児科診療内容向上会
４．学術講演会
５．京都小児科医会感染症研究会
６．専攻医・研修医合同講演会
７．子育て支援委員会活動
８．こどもの健康週間事業
９．病診連携に関する事業
１０．小児救急に関する事業（京都小児重症患者診療情報システム）
１１．小児死亡登録・検証 モデル事業
１２．京都小児科医会会報の発行
１３．会員名簿作成・発行
１４．感染症サ－ベイランス
１５．ゴルフ同好会
１６．テニス同好会
１７．囲碁同好会（楽碁会）
１８．旅行同好会
１９．日本小児科医会との連携
２０．その他
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平成28年度京都小児科医会予算案
平成28年4月1日～平成29年3月31日

＜収入の部＞
項目
会費

予算案

摘要

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻘㻢㻞㻜㻘㻜㻜㻜 15,000円×130名
6,000×110名
1,000×10名

助成金

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜 府医よりの助成金

雑収入

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻡㻘㻜㻜㻜 預金利息

広告収入

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻢㻜㻜㻘㻜㻜㻜

平成27年度よりの繰越金

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻠㻘㻣㻞㻜㻘㻢㻜㻜

計

㻤㻘㻞㻠㻡㻘㻢㻜㻜

＜支出の部＞
項 目

予算額
子育て支援委員会､重症システ

事業費

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻘㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜 ム・死亡登録事業費を含む

会議費

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻢㻜㻜㻘㻜㻜㻜

通信印刷費

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻘㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜

消耗品費

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻟㻜㻘㻜㻜㻜

諸手当金

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜

慶弔費

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜

専門医会負担金

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻟㻠㻘㻜㻜㻜

雑費

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻡㻜㻘㻜㻜㻜

小児科医会基金へ

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

予備費

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻟㻘㻟㻟㻝㻘㻢㻜㻜

計

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻤㻘㻞㻠㻡㻘㻢㻜㻜

※ 京都小児科医会基金 3,000,000円
16 ・・・
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■

庶務報告 
平成27年度 庶務報告
庶務担当

辻

幸

子

吉岡会長６年目となる平成27年度も、会員の協力のもと順調に会務を行うことができました。
平成28年6月4日開催の総会では、幸道直樹先生に議長をお願いし、すべての議案が賛成多数で承認さ
れました。
学術講演会の共催については、以前の会報でもお知らせしたとおり製薬会社の共催が難しくなってき
ていますが、会長はじめ担当理事の尽力でほぼ例年通り開催できました。3月に開催した診療内容向上
会（平成28年度事業）は、製薬会社の共催はなく、保険医協会との共催で子どもみらい館を会場とし意見
交換会は行わないことになりました。次年度以降の開催については会場・形式など引き続き検討するこ
とになります。
小児の在宅医療については、京都府在宅療養児支援体制検討委員会委員でもある長谷川理事が中心と
なり、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、小児在宅かかりつけ医のサポート
につとめました。在宅医療に取り組む小児科医が増えることを期待しています。
第32回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会は、今年度は京都が当番でした。11月14日（土）新都ホ
テルで開催し、近畿２府４県の小児科医会理事に参加いただきました。日本小児科医会理事会・委員会
報告、各府県小児科医会の活動報告、意見交換を行いました。次回の開催は奈良県です。
2019年の日本小児科医会総会フォーラムを京都で開催することになり、本年度から準備委員会を立ち
上げ準備に取りかかっています。多くの会員にフォーラムへの参加をお願いするとともに主催者として
お手伝いをお願いすることもあると思います。よろしくご協力をお願いいたします。
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。

平成 29 年の予定
新年会・学術講演会

1月28日（土）

診療内容向上会

4月 1日（土）

総

6月 3日（土）

会

・・・ 17
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■

総会講演 
魚アレルギー診療におけるＱ＆Ａ～経皮感作と保湿剤の必要性～
藤田保健衛生大学医学部小児科 坂文種報徳会病院アレルギーセンター

はじめに

近

藤

康

人

良く知られている。

最近、当院に医療施設から魚アレルギーに関す
る質問が増えてきている。魚アレルギーは複数の

②アニサキスアレルギー

魚種にアレルギーを有することが多く、魚全般の

アニサキスは海産魚介類の主に腹腔内に寄生し

除去を要するケースもある。また魚アレルギーは

ている。人は本来宿主ではないが、第２中間宿主

難治性と考えられており、魚全般の除去はビタミ

であるアジ、サバ、イカ、サケなどを摂取した際

ンＤ欠乏症状を引き起こすリスクがある。

に取り込まれる。アニサキスは宿主である魚やイ

しかし現時点では、食べられる魚種を探すため
の手立てがなく、診療に苦労する場合が多い。
本講演では、よく寄せられる魚アレルギーの質
問につき解説する。

カが死亡すると内臓から筋肉部位に移動するた
め、漁獲後速やかに内臓を除去することが重要で
ある。また熱に弱く60-70℃での加熱処理により
死滅する。ただしアニサキスアレルゲンの中には
熱に強いものがあり、いったん感作されると加熱

Ｉ．魚アレルギーとの鑑別が必要な疾患は？
魚アレルギーと診断する際に、類似した疾患の

調理後であってもアレルギーを起こしうるので注
意が必要である。

鑑別が必要である。
①薬理活性物質（ヒスタミン）による反応と、②
アニサキスアレルギーの２つの病態である。

Ⅱ．魚アレルギーに非 IgE 依存性のアレルギーは
あるか？
非 IgE 依存性の魚アレルギーの報告がある１）。

①薬理活性物質

発症年齢は１歳までの乳児に発症し、症状は食後

魚が死ぬと魚肉中でヒスタミン産生菌が繁殖

２時間までの嘔吐が多く、市販されている皮膚試

し、それにより、魚肉中のアミノ酸の１種である

験用魚アレルゲンキットは陰性、血中 IgE 抗体

ヒスチジンが分解されヒスタミンになる。魚肉

測定試験も陰性で、除去負荷試験の結果で診断が

100g あたり10mg のヒスタミンがあれば、ヒス

なされている。これら多くのケースは４歳までに

タミン中毒を起こす可能性があるといわれてい

寛解すると報告されている２）。

る。ヒスタミンの中毒は、摂取直後から３時間く
らいの間で発症し、その症状は、吐き気、顔面紅

Ⅲ．自然歴は？

潮、蕁麻疹などで、アレルギー症状と類似してい

我々の病院に受診した魚アレルギーの初診時の

る。また、ヒスタミンは加熱処理に強いため調理

年齢と症状を図１に示す。魚アレルギーは乳幼児

しても失活しない。

期に初診として受診する例が多く、症状は乳児期

ヒスチジン含有量が多い魚として、マグロ、ブ
リ、カツオ、カジキ、サバ、イワシなど赤身魚が
18 ・・・

に蕁麻疹や紅斑、幼児期になると嘔吐や下痢など
の消化器症状や喘鳴などの呼吸器症状が加わり、
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学童以上ではアナフィラキシーなどがみられるよう

Ⅴ．魚主要アレルゲンおよび、その特徴は？

になる。またアナフィラキシーで発症する成人例も

魚アレルギー患者の多くが複数魚種に反応して

あった。食物アレルギーガイドライン2012年度版の

いる理由として、魚の主要アレルゲンであるパル

「食後60分以内に症状が出現し医療機関を受診した

ブアルブミン（以下 PA と略）がほぼすべての魚の

原因食品」の内訳をみると、成人例で魚類の占め

筋肉中に存在する。それに加え、PA が熱や酸処

る割合が多いことが分かる。このことからも魚アレ

理に安定である特徴を有していることが挙げられ

ルギーは一般に難治性と考えられている。

る。PA は水溶性のタンパク質で1996年に Aas に

図１

魚アレルギー初診時の症状

よって報告された最初のアレルゲンコンポーネン
トである。
PA は魚肉の血合いの部分には含有量が少な
く、また尾側より頭側の筋肉に多く含有されてい
ることが報告されている。Ca 結合性タンパク質
で Ca を除くとアレルゲン性が低下することも知
られている。また魚種間で含有量に差があること
も報告されている。
Ⅵ．交差反応性はどのくらいあるの？

Ⅳ．原因魚種は？

PA は魚種間で50～90％アミノ酸の類似性があ

我々は、第62回日本アレルギー学会春季学術大

る。そのため交差反応性を起こしやすく、過去の

会において、魚アレルギー患者の魚種別摂取状況

報告では魚アレルギー患者が次に摂取する魚にア

３）

について発表した 。149名の魚アレルギー患者

レルギーを起こす確率が50％と報告されている

を対象にアンケート調査を行った結果、摂取経験

４）

のある魚種ではサケ、マグロ、タラ、サバなどが

あ る。 魚 の PA はβ-PA で あ り、 通 常α-PA と

多く、アレルギーを起こした魚種では、サケ、タ

の交差反応性はないといわれているが、タラ PA

ラ、タイが多かった。原因魚種として３種以上を

と蛙 PA の交差反応により蛙肉を食べたタラアレ

占める割合は約57％あり（図２）、多くの症例が複

ルギー患者がアナフィラキシーを起こした報告が

数の魚種にアレルギーを有していた。アレルギー

ある５）、６）。

。また蛙のα-PA とのアミノ酸の類似性が50％

を起こさず食べられる魚種または加工食品がある
と答えた患者が82％あり、魚種としてはカジキ類
の割合が高く、加工品としてはツナの缶詰の占め
る割合が高かった。
図２

症状をきたした魚種数

Ⅶ．感作経路は？
一般的に食物のアレルゲンの感作経路として、
①経腸管感作②経皮感作③経気道感作などが考え
られている。この中で②と③感作経路の可能性に
ついて過去の報告を調べてみた。
我々は以前、アトピー性皮膚炎を有する患者が、
魚を素手で扱う仕事に就き、初めは手のかゆみか
らアレルギー症状が出現し、最終的に魚を食べて
アナフィラキシーを起こした２症例を報告した
７）

。これらのケースから皮膚バリアの低下した個

体では経皮感作により魚の経口摂取でアレルギー
を起こしうることが考えられた。
・・・ 19
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Ⅷ．経皮感作の予防には？

ギーを起こしやすいのはタイ、サケ、タラなどの

慶応大学皮膚科の久保亮治先生の研究で、角層

白身魚に多く、カジキやカツオなどの赤み魚はア

の一部がダメージを受けると、タイトジャンク

レルギーを起こしにくい魚であることも分かっ

ションの内側に存在するラングハンス細胞が活性

た。

化し、角層を通り抜けた抗原はラングハンス細胞

このことから、多魚種にアレルギーを有する患

に取り込まれることが明らかにされた。このこと

者の場合は PA が関与することが多く、ツナ缶や、

から皮膚のバリア機構を低下させないことが重要

カジキ、カツオなどの赤み魚の煮魚から経口負荷

であり、そのために日ごろからしっかり保湿を指

試験を行うのが良いと考えている。尚、日本食品

導しておくことが重要であると考えられる。

成分表（七訂）によるとツナ水煮缶には100g あた
り3.0μg のビタミンＤが含有されている。

Ⅸ．経気道感作の可能性は？
魚抗原が魚市場で空中に浮遊していることを証

Ⅺ．耐性獲得を目指した治療

８）

明した論文がある 。加えて、サケ自動処理工場
９）

の職業性喘息 や、魚市場労働者における魚抗原
10）

我々は多魚種にアレルギーを有する患者を対象
に酵素処理でアレルゲンを低減化した魚エキスを

による喘息の症例報告 など、経気道感作が疑わ

用いて経口免疫療法を行っている。アレルギー学

れる職業アレルギーの報告例がある。

会でパイロットスタディの成果を報告している
が、副作用の発現もなく、魚の摂取閾値が約１年

Ⅹ．食事指導は？

で上昇し、かつ他魚種の摂取閾値も上昇した。今

アレルギーを起こす魚が複数あり、50％の確率
で他の魚種にアレルギーを起こすリスクがあるこ

後は多施設共同研究でこの成果を検証する予定で
ある。

とから、アレルギーを起こさない魚を選ぶ効率の
良い方法があれば食事指導に役立つ。そこで、魚

文
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子どもの病気における家庭力を育てるために
大阪小児科医会理事 NPO 法人小児救急医療サポートネットワーク代表

Ⅰ．はじめに
少子化・核家族化が進む中、親や祖父母世代ま

福

井

聖

子

図１．病気の時の役割分担

で子どもの病気やケガで困惑する時代となりまし
た。一方、子どもが病気のとき落ち着いて休める
のは家庭であり、最も信頼するのは保護者です。
保護者が子どもを看病するのは当然のことと捉え
られがちで、子どもを見守るための家庭力やその
育成の方法について十分に検討はされてこなかっ
たように思います。今回は家庭の役割について再
認識し、保護者が学ぶことの意義やそのために必
要な情報について考えてみましょう。

の家庭の役割を果たせなくなって医療を頼り、不
要不急の受診が増えた（図２）と考えられます。核

Ⅱ．病気の時の家庭の役割

家族化が数世代経過し祖父母の家庭看護力も多く

私は大学卒業後すぐ小児科医として働き始めた

を期待できない今、親として必要な力を育成する

ので、日常出会う多くの子どもは診察に訪れた子

学びの推進や、家庭の判断を支える電話相談など

どもでした。その後結婚出産を経て集合住宅に住

が必要です（図３）。特に小児医療の多くを占める

み専業主婦として３児の子育てに追われる中、健

軽症患者に対して、家庭力育成は広く一般診療に

康な子どもの生活を知らなかったと思うことがよ

関わる小児科医が核家族下の子育て対策と認識し

くありました。子どもが病気のときも、小児科医

て取り組む課題と思います。

時代は受診した子どもを診るので、受診の判断に
悩むことはなかったのですが、親はまず子どもの
体調の変化に気づいて、病気か、受診をするか決
めることになります。よく考えれば当然ですが、
子どもが病気と最初に決めるのは、古今東西家庭
の役割であることに気づいたとき、新発見をした
気がしました。子どもの病気のときの家庭の役割
を洗い出してみると、病気に気づく・体調を見分
ける・受診するかどうか決めるなどが挙げられま
す（図１）。養育者としての判断力が、親に求めら
れます。また、たいていの病気は治るまでに時間
がかかり、その間生活と折り合いをつけてどう過
ごすか工夫しなければいけません。これも大事な
役割で、医療知識とは異なる生活力が必要になり
ます。時代と共に知識や知恵が伝承されず、従来
22 ・・・

図２．少子化・核家族化による医療体制への期待 / 依存
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図３．子どもの病気に対する家庭と医療機関の体制

です。大阪府 #8000の統計では、夜間の電話相談
の約25％が相談の症状について日中医療機関を受
診しています（図５）。会話の内容から、もう少し
詳しく説明を聞いていたら電話しなくて済むので
はないかと感じることもよくあります。そこで大
図５．大阪府 #8000 の電話相談における日中の受診率
（平成 26 年度ｎ＝ 45、167）

Ⅲ．家庭力を育てるために
子どもが病気の時、家庭と医療機関の役割はあ
たかもコインの裏表の関係のようで、それぞれ意
匠は異なります。対側の保護者とはどういう集団
かを考えてみましょう。大半の保護者は医療的素
人で、医療の末端や最前線ではありません。保護
者は養育者として子どものそばに居ますが、乳幼

阪小児科医会の有志小児科医10名の協力で、クリ

児がいる期間のみ乳幼児の保護者で、数年後には

ニックを受診した保護者対象の理解度調査を行い

学童の保護者になり、十数年後は子どもとの関わ

ました。帰宅後郵送で回答を得た180名の結果は、

りがなくなります。ノールズの成人学習理論を平

医師や看護師からの説明について「よくわかっ

たく解釈すると、成人は体験的知識に基づいて今

た」65％「だいたいわかった」33％と良好でした。

の問題や自分の知りたいことや学ぶ価値のあるこ

興味深いのは、説明担当者は「医師のみ」で「よ

とについて学習するそうです。子育て経験の乏し

くわかった」が76％と最も多く、「医師＋看護師

い保護者は、わが子が病気になってはじめて自分

＋資料」は「よくわかった」50％とやや低かった

がどうしたらいいか学ぼうとし、また学んだこと

ことです。また、看護師が説明すると「先生に聞

が身につく良い機会でもあるでしょう。

きました」と言われ、同じ内容の繰り返しと思わ

保護者の役割のうち、病気に気づく・体調を

れると話を聞こうとしないという話題もありまし

見分けるためには「体の見方」、受診を決めるた

た。さらに同調査で、時間外の対応として保護者

めには「受診の目安」、過ごし方を工夫するため

が「すぐ受診」を選択する率が高いクリニックの

には「ホームケア」の知識が必要になります（図

医師は誰もが認める熱心な小児科医でしたので、

４）。しかし実際は、どの程度学んでいるか疑問

医師が多くを語ると保護者側は何かあれば自分よ

図４．保護者のニーズと学んでほしい知識

り医師にお任せした方が安心と思うのではないか
と推察されました。保護者の信頼関係を依存では
なく自立に向けることを意識して、保護者の学び
に取り組むことが重要と考えられました。
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Ⅳ．診察室で何をどう伝えるか

しがわかりやすいです。具体的には「今の熱は、

子どもが病気をした時、診察時は保護者が学ぶ

10人中８人までは２日で下がる。３日経っても下

機会としても重要と考えられます。多くの保護者

がらない場合は受診」とか「おたふくかぜは、最

が求める情報として、１．これからどうなるのか、

初の３日がピーク。熱が一旦下がったあとにまた

２．今何をすればいいか、３．数日後から先の見

熱が上がる・吐く・頭痛やその他気になることが

通しなどが挙げられます。たいていの医師は症状

あったら受診」といった言い方であれば、落ち着

を聞くと問診が始まり、診断や重症度判定をして

いて数日の経過を見ることができるでしょう。

から一連の説明を行います。医学教育では病気に
ついて、１．病因・機序

２．疫学

４．

の心配する点とかみ合わないこともあるようで

６．予後などを学び、

す。説明した直後に保護者から「本当に大丈夫で

医療関係者で知識は共有されています。しかし、

すか？」という質問をされる場合は再度同じ話を

医学的素人である多くの保護者は、病名を聞いて

するより「どういったことが、心配ですか？」を

も「なんとなくわかった」となりがちで、時には

聞き返すことをお勧めします。今後の保証を求め

過剰に心配したり、安易に受け止めることもあり

ている場合は、「今の状態だったら、大丈夫です。

ます。保護者には目に見える症状について話を進

今後については、子どものことをよくわかってい

めると通じやすくなります。診察時は、目の前に

るあなたが付いているから、もし急変しても対応

子どもがいるので、
「この子のこの顔色」
「息を吸っ

できるので、大丈夫です」と認め励ますのもいい

たときに、ここが膨らむ」「このような呼吸の音

と思います。

診断（診察・検査） ５．治療

３．症状

医師の説明は病気の説明に偏るので、保護者

に気をつけて」といった風に、観察点を確認し、

乳幼児において緊急性が高いときは全身状態が

どうなると早期受診が必要か、どの程度なら家庭

一番の決め手になりますが、この全身状態をよく

で見ていればいいかを解説するとわかりやすいで

わからない保護者も案外いて、親任せは危ないと

す。受診の目安として「心配だったら」といった

いう発想になりがちです。しかし、養育者として

抽象的な言い方を避け、「機嫌が悪くて、どうし

全身状態を把握することは今後の子育てにおいて

ても眠れないようなら」とか「母乳を全然飲もう

も大変重要なので、よくわからなくても「見よう

としないなら」などを、「様子を見て」ではなく

とする気持ち」が大事であることを説明し、見る

「機嫌や顔色が今と変わらないか」「よく眠ってい

ポイントを一緒に確認する支援の姿勢が判断力育

るかどうかを時々見て」「鼻の穴をふくらませて

成に有意義と考えられます。

いないか、肩で息をしていないか」など具体的に
保護者のわかる言葉で伝えるといいです。また、

Ⅴ．保護者の強みを生かして

現代の保護者には「様子を見て」というより、
「そ

保護者のみならず誰でも、病気の際はできるだ

ばで見て」「朝までは、横について」「同じ部屋で

け早期に診断し対処したいという願望がありま

寝て」といった踏みこんだ伝え方が必要と感じま

す。しかし現代日本の医療体制が整っている地域

す。伝える際は、家族がそばにいるだけで子ども

において、症状が明確になった段階で対応して手

は安心で、安心するとよく眠れるし、免疫力はほ

遅れになる可能性はかなり低いのではないでしょ

んの少し上がるという意義を伝えることも必要と

うか。保護者は長期間子どもに寄り添って過ごす

思われます。

ので、観察を怠らず症状が明確になった時点で動

病気の見通しは決めきれないことも多いので、

けば良いという発想を持てば、子どもの見守りに

ある程度の幅を持って伝えるといいと思います。

保護者を巻き込んでいくことができます。そのた

「○日ぐらいで△△になるはず、そうならずに気

めには、観察ポイント・目安・時間的見通しと見

になることがあったら、受診を」といった言い回

守りの重要性を伝えます。特に腹痛や頭部外傷で

24 ・・・
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は経過観察は大事ですので、一定の観察期限を明

事自体は改善する可能性があるぐらいの割り切り

確にして、具体的な観察ポイントを３点に集約し

も必要でしょう。言葉より行動を見せるとか練習

て伝えます。腹痛では、保護者が急性腹症の鑑別

も有効です。例えば薬の苦手な子どもは、１回分

をする必要はなく受診のタイミングがわかればい

はクリニックで飲ませるとか、座薬は実物を見せ

いので、①全身状態 ②お腹を触った具合 ③痛

て説明し、心配そうなら練習もいいと思います。

みの訴えについて、１～２時間続くまたは悪化す

「お母さんだったら、わかる」「親だったら、当

る場合受診と伝えます。頭部打撲では、観察点に

たり前」「長い目で見て」などと言いたくなる場

①顔（表情・顔色）、②元気さ、③繰り返す嘔吐を

合もあるでしょうが、イメージにズレがある場合

挙げ、要注意期間は24時間まで、要観察期間は３

も多いので、具体的に「この子のここを見て、○

日までと伝えています。保護者に伝える受診の目

○になったら」「親が○○することで、子どもは

安は、トリアージほど厳密である必要はなく、ま

☆☆とわかる」「○歳ぐらいになったら」など、

た期間限定の方が実行してもらいやすいです。

具体的な方が相手に伝わります。
子ども関係の職種は、こどもの味方になる気持

図６．病気の経過における医師と保護者の関わり方の違い

ちが強く、つい『親は当然』『親がしっかり』に
なりがちです。親が子どもを褒めてほしいと思う
なら、医師が親を褒めるなど見本を示すことも必
要です。保護者が自立するためには、自分にでき
ることとできないことを認識し、自分の行動に責
任を持つことも重要なのですが、情報化社会の
今、自分で行動を決めること自体が難しい人もい
ます。日常生活の営みが貴重であることや、子ど
もが病気のときに甘えたりぐずったりできるのは
信頼関係があるからと、従来当たり前だったこと

Ⅵ．生活力が弱い保護者への配慮を
生活が多様化しているので、行動目標を保護者

をあえて言葉にし、わが子の理解と子育ての自信
と誇りを持てるような配慮が必要な時代です。

に合わせることも大事です。例えば『消化の良い
食事』と言うより、まずどんなものを食べている

結語

か聞いた方がいい場合もあります。日ごろの食事

家庭は医療の末端ではなく、支えられるべき生

がどのようなものであってもとりあえず内容に応

活の場です。保護者の努力を認め、個々の保護者

じて良い点を認め、悪い点を説明するといいです。

に応じた情報提供や行動支援が家庭力向上に有効

料理の苦手な人には市販品紹介の方が子どもの食

と考えられます。
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■

京都府医師会会長より 
今後の医療制度の展望
京都府医師会 会長

森

洋

一

京都小児科医会の先生方、ご無沙汰をいたしております。皆様にはご健勝のことお慶び申し上げます。
毎年、余り面白くもないご挨拶ばかりで申し訳ありませんがご容赦ください。時々、松田理事にひっつ
いてゴルフ同好会に出席させていただくようになりましたが、相変わらず、医会の行事に出席できず、
申し訳ありません。
今年は、年初に自見はなこ先生の御紹介ということで出席をさせていただきました。府医師会として
も、かつてない取り組みで安達連盟会長を先頭に１年半頑張ってまいりました。お陰様で、7月10日に
は自民党比例代表候補の９番目、医療関係団体の候補者ではトップで当選を果たされました。京都府は、
３年前に比較して若干得票数を伸ばしましたが１年半というロングランで活動してきた割合には、得票
数が少なく残念に思っております。正直なところ、小児科医の代表を国会に送り届ける、生育基本法の
早期成立、小児医療の充実、子育て支援を始めとする少子化対策を強力に推し進めるためにも大変重要
な選挙であったのですが、小児科医の盛り上がりが低調であったことは残念な限りであります。国会議
員として大変有能な人物でありますので、引き続き皆様のご支援をお願いいたします。
さて、医療提供体制の議論からは、小児医療は距離をおかれたところにありますが、ここ数年が医療
にとって、わが国の医療提供体制にとっては大きな転換点となると思います。ポイントは、三点です。
第一点は、現在京都府もまとめつつありますが、地域医療構想の策定です。二点目は、数年前から問題
視してきた新専門医制度の導入です。最後に、京都府、京都市も本音は医療、介護費用の削減ですが、
健康寿命の延伸を目指した健康づくりへの取り組みが国を挙げてすすめられようとしています。
さて最初の地域医療計画ですが、都道府県の人口動態に会わせた地域医療のニーズを把握し、必要な
病床数を確保していこうという本来であれば妥当な対応であるはずのものが、国が目指す目標が病床削
減にあるものですから、病床機能そのものが、急性期病床を削減しようという目標に沿った議論になっ
ています。患者さんを、出来るだけ短期間に急性期から回復期病床に移し、慢性期から、高齢者住宅や
在宅に誘導しようというものです。しかしながら、今でもなかなか取り組んでいただける開業医が少な
い在宅医療に、更に多職種連携を担う、訪問看護ステーション、介護福祉士、療法士、ケアマネージャー
などまだまだ必要な医療・介護資源が確保できるのか、独居世帯が増加する中で在宅医療を家庭自身が
受け入れられるのか大きな問題です。正直なところ、介護関連の人材不足、訪問看護ステーションの絶
対数が不足していることから、2025年問題のクリアは大変厳しいものがありますが、この計画に、小児
科の視点は皆無です。
我々は、少子化対策の強化を強く訴えていく必要がありますが、府医の70周年の原稿をまとめながら、
20年少子化対策を担当理事として訴えてきた立場から、殆ど進展がなかったことについては反省ととも
に忸怩たる思いがありますが、小児科医会の先生方にも、地域での取り組みに是非とも積極的に参加を
していただきたいと思います。自治体の開催するイベントや、区民、市民の子育ての施設開放などに気
軽に相談が出来るような支援をおこなっていただけると、もっとかかりつけ医として小児科にファース
トチョイスで受診してくれる人達が増えると思います。都会では、小児科医がゲートキーパーで子供の
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総合診療を担っているとの認識は全くありません。はなが出れば耳鼻科、湿疹があれば皮膚科とわが国
の皆保険制度の恩恵を当たり前のように享受されていますが、大都会だからこその利便性で有り、過疎
地では困難であることを知って貰わなければなりません。小児医療には、小児の発達、成長と疾病を十
分に考慮した医療、ケアが大切であることをもっと PR していかなければなりません。下手をすると、
大手薬局チェーンなどに子育て支援の役割まで持って行かれます。子ども達の健やかな成長と医療提供
に真剣に取り組むとともに、地域への還元に取り組んでいただく事が少子化対策にも大きく貢献する方
策だと思います。
第二点目の新専門医制度への対応は大変重要な課題です。数年前からこの問題が取り上げられるよう
になり、私どもは、当初のサブスペシャリティー専門医の絞り込みをしたいとの専門学会の意向には一
定の理解をしていたわけですが、いつの間にか、総合医を基本領域に取り入れるという議論が推し進め
られ、かかりつけ医との差違の問題、わが国は、各診療科の専門医が更にサブスペシャリティーの専門
医を取得し勤務医として専門領域の診療に従事した後診療所を開設し、かかりつけ医としての幅広い診
療能力を習得し地域医療に貢献してきたという、世界でも類のないかかりつけ医機能を構築してきたわ
けです。これらを全く考慮せずに、いつの間にか全ての医師が基本領域を習得することや過疎地などで
の勤務が開業条件にされるまでに議論が誤った方向に流れてしまいました。日医の理事として理事会で
何度も意見を申しあげ、地区懇でも、また、近医連を始めた府県との交流でも問題視して再検討を求め
てまいりました。漸く、仕切り直しとなりましたが、よりよい制度にするためには、これからが本番で
す。府医でも議論を進め国に発信をして行きたいと思います。日本小児科学会は、いち早く新制度への
対応を進めてしまいました。恐らく、開業されている先生方には、５年ごとの更新が難しくなっている
のではないかと思われますので、学会の方にも見直しを進めるよう働きかけていただく必要があるので
はないかと思っております。医会でも十分ご検討ください。
三点目は、健康づくりへの取り組みです。京都府は、きょうと健康スタイル、のばそう健康寿命（きょ
うと健康長寿・未病改善センター事業）を京都市は、健康長寿日本一を目指した「健康長寿のまちづく
り京都市民会議」を立ち上げ、取り組みをすすめています。どちらも、府医師会が強く関与しないとい
けない分野ですので、私も府医会長として取り纏めに努めておりますが、医師会員全てが積極的に取り
組んでいただかないと成り立たない取り組みでもあります。正直申し上げて、いわゆる PPK で皆さん
人生を終えることは出来ません。寿命が延び健康寿命が延びても認知症になれば健康寿命にはカウント
されません。長生きすればがんに罹患する率は増加します。しかし、健康長寿は、全ての国民の願望で
あることは間違いありません。そのために医療関係者は日常的に取り組む必要があります。小児科医と
して出来ることは、赤ちゃんが生を受けてこの世におぎゃーと産声を上げてから以降、母親の育児、子
育て支援、子供の健康づくり、健康な食生活、正しい生活習慣の確立などに日常診療を通じ、また、地
域との交流を通じて推進していくことが、生活習慣病を減少させ、がんの発生や将来の介護予防などに
も大きく貢献できる第一歩であることを再認識して日常診療を通して取り組まなければならないと思い
ます。京都小児科医会の先生方には、是非とも今後の取り組みをすすめていただきますよう心よりお願
い申しあげます。
さて、この夏は、皆様も恐らく連日リオ五輪を見ておられたのではないでしょうか。若者の素晴らし
い活躍は目を見張るものがありましたし、マスコミらしい取り上げ方で鼻白みかねないものもありまし
たが、これだけのドラマが二週間余で次々に生まれてくるのかと感心するとともに、年齢の性でしょう
か久し振りに感激をしてしまいました。また、若者のインタビューで応える姿勢、言葉も素晴らしいも
のがありました。しかしながら、わが国のスポーツにかける予算は、今回の東京オリンピックに向けて
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の施設整備運営費に比べれば微々たるものです。その僅かな強化費ですら選手に十分に行き渡っている
とは思えない状況での大きな成果でした（もっとも昔より強化費はでていますし、一流のコーチをつけ
ていることは承知しています）。社会的な基盤整備を言えば常に公共事業という国でしたが、そろそろ、
スポーツや文化に、また、医療や科学技術に国家予算をつぎ込まないと国は衰退の一途をたどります。
現在、わが国は、安倍首相一強体制で経済再生を求められていますが、一将功なりて万骨枯る、安倍首
相は自分が偉い、強いのではなく、周囲が支えてくれているのだからという感謝の気持ちで国民のため
に取り組みをすすめて欲しいと思います。いまは、経済再生がなければ国の発展はないとしていますが、
喜んでいるのは一部の取り巻き連中だけだと思います。国民の大きな声を政策に反映させるような活動
を社会の基盤は小児から、小児科医から作り上げていただきたいと心より願っております。
最後になりましたが、藤田克寿新会長のもと、京都小児科医会が一層のご活躍をされますよう期待を
いたしております。また、平成31年の日本小児科医会総会フォーラムの成功を心からご祈念申しあげま
して、ご挨拶とさせていただきます。
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特 集 2016 年の話題 
学校で始まった「運動器検診」
京都市学校医会 会長

林

鐘

声

１）はじめに
児童生徒に対する定期健康診断は昭和33年の学校保健法（現・学校保健安全法）で規定され、その検査
項目は同法施行法及び施行規則において定められている。その中で、運動器の検査項目は脊柱検査を除
いて入っていなかった。
平成の頃より、児童生徒の体力の低下、運動不足による肥満やバランス機能の低下と運動過多に伴う
運動器の障害などの運動の二極化が問題として指摘されてきた。その中で、「運動器の10年」の「学校
における運動器検診体制の整備モデル事業」は児童生徒に運動器疾患や障害の多いことを明らかとした。
平成26年4月に文科省は「学校保健安全法の一部改正」の省令で、「児童生徒等の健康診断に四肢の状
態を必須項目に追加」し、実施は平成28年4月1日からとした。その検査手順は平成27年8月末の日本学
校保健会から発行された「児童生徒等の健康診断マニュアル」に示された。
四肢の状態の検診（運動器検診）は定期健康診断という限られた時間内に、運動器疾患を専門としない
内科系校医が行うことになったことから、具体的で効率よく見落しのない検診方法がないと検診現場の
混乱が危惧された。京都市では京都市学校医会、京都市養護教諭部会と京都市教育委員会とで検討を重
ね「四肢（運動器）の状態の検査マニュアル平成28年度版」を作製した。また、検診後の対応について京
都整形外科医会に協力依頼した。その概要と今後の課題について述べる。
２）運動器検診の意義
成長発達の過程にある四肢の骨、関節、筋肉の異常を早期に発見し治療することによって、運動器の
健全な発育発達につなげ、生涯に亘る健康づくりに結びつける。
３）運動器検診の流れ
（１）家庭における健康観察
家庭における日常の姿勢、歩行等の異常、関節痛の有無等の健康調査表の整形外科項目の質問に保護
者が回答し学校へ提出する。
（２）学校における健康観察
養護教諭は体育、クラブ活動等の日常の健康観察の情報を把握し、検診時に必要に応じて学校医に知
らせる。
（３）四肢の状態の検診（学校医による検査）
（ⅰ）全員に脊柱側弯検診を行う
（ⅱ）
（１）
 （２）に所見のある児童生徒、及び検診時の入室時の歩容の様子等から学校医が気になった児
童生徒に対して、所見のある項目に応じた検査を行う。
・・・ 29
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（ⅲ）学校医は「学業を行うのに支障のある疾病、異常等が疑われる」と判断した時には、専門医受診
を指示する。
４）事後措置
（１）専門医受診では整形外科医受診を勧める。
（２）経過観察では、１か月して改善のない時は専門医受診を勧める。姿勢注意や要指導には改善のため
の指導書の配布をするなど、家庭での健康指導に役立てる。
（３）健康診断票に検診結果を養護教諭は記載し、次年度に活かす。
５）四肢の状態の検査の留意事項
「児童生徒等の健康診断マニュアル」にあるように、健康診断はスクリーニングであり診断を目的と
していない。
（１）背骨が曲っている
側弯症をスクリーニングする。肩、肩甲骨、ウエストラインの左右差を診る。前屈による肋骨隆起、
腰部隆起が最も重要な所見となる。
（２）腰を曲げたり反らすと痛い
屈曲時に痛いは腰椎間板障害、伸展時に痛いは腰椎分離症のスクリーニング。
（３）腕を動かすと痛い

動きの悪い所がある

肩関節、肘関節の可動性の検査を行う。野球肩、野球肘、テニス肘のスクリーニングとなる。
（４）膝に痛みや動きの悪い所がある
痛みの部位の視触診。片脚立ち、しゃがみ込みテストを行う。オスグッド病のスクリーニング。
（５）片脚立ちが５秒以上できない

しゃがみ込みができない

太腿骨頭すべり症、ペルテス病、先天性股関節脱臼のスクリーニングとなる。
６）専門医受診の基準
児童生徒等の健康診断マニュアルでは「学業を行うのに支障のあるような疾病、異常等が疑れる場合」
となっている。これを基本として、より具体的には、
（１）痛み（１ヶ月以上続く場合は受診を促す）、
（２）
左右差がある、（３）関節の動きが悪い、（４）症状があるにもかかわらず整形外科を受診していない、の
（１）－（４）を判定基準に加えた。
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＜四肢の状態の検査 問診票＞

学校名（                ）
太枠の保護者記入欄（１）～（３）をお答えください。㻌 年 組 番名前（         ）
年齢
保護者
記入欄

（１）

今までに骨・関節
などで治療を受けた
ことがある場合は
記入してください。
※１

部位

病名等

才

保護者
記入欄

才

（２）

現在

現在取り組んで
いるスポーツが
あれば記入して
ください。（バレエ，
ダンス等を含む）

※１㻌 今までに骨・関節などで治療を受けたことが多数ある時は，現在の症状に関係すると思われるものを書くようにして
下さい。㻌
※２㻌 下記の質問の「医療機関」の中には整体，鍼灸，柔道整復は含みません。㻌

保護者記入欄 （３）㻌 㻌 あてはまる項目に○を記入ください。㻌
質問項目㻌

学校での様子

回答欄㻌

学校での検査

検査結果

㻌

全
員
実
施

せきちゅう

① 脊 柱（背骨）のゆがみが気になる

□両肩の高さに差㻌
□肩甲骨の高さ・位置に差㻌

□姿勢注意㻌

□両脇線に差㻌

□専門医受診㻌



□前屈時の背面に差㻌
㻌

②身体をそらしたり，曲げたり
したときに腰に痛みがある
【痛みがある場合のみ，お答えください。】
ａ．医療機関は受診していない※２



□前屈で痛い㻌

□経過観察㻌

□後屈で痛い㻌

□専門医受診㻌

ｂ．その痛みは一カ月以上続いている

③腕を動かすと痛い
□腕が耳につかない（左・右）㻌

【痛みがある場合のみ，お答えください。】

ａ．医療機関は受診していない※２

□バンザイで痛い（左・右）㻌

ｂ．その痛みは一カ月以上続いている



□経過観察㻌
□専門医受診㻌

④腕に動きの悪い所がある

□肘を曲げると痛い（左・右）㻌

【動きの悪い所がある場合のみ，お答えください。】

□肘が伸びない（左・右）㻌

ａ．医療機関は受診していない※２
ｂ．その症状は一カ月以上続いている

□手が肩につかない（左・右）㻌

⑤脚を動かすと痛い
□脚が痛い（左・右）㻌

【痛みがある場合のみ，お答えください。】
ａ．医療機関は受診していない※２

□できない（左・右）㻌



ｂ．その痛みは一カ月以上続いている

□経過観察㻌
□専門医受診㻌

⑥脚に動きの悪い所がある
【動きの悪い所がある場合のみ，お答えください。】

ａ．医療機関は受診していない※２
ｂ．その症状は一カ月以上続いている
⑦片脚立ちが５秒できない
⑧足の裏を全部床につけて，
しゃがみこむことができない
⑨その他気になることをお書き



□動きが悪い（左・右）㻌
□しゃがめない㻌


□できない㻌

□できない㻌
※足幅は肩幅程度㻌

□要指導㻌
□専門医受診㻌
□要指導㻌
□専門医受診㻌
㻌

ください。
（京都市学校医会・京都市教育委員会作成）
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７）四肢（運動器）の状態の検査問診票（図）及び検診の実際
保健調査表の整形外科項目の問診とそれに対応する検査を一体化した検査問診票を見ながら検診でき
るようにした。これは、卒後１年、転出後１年まで学校で保存する。
この用紙は、保護者、養護教諭、学校医が記入する三部構成となっている。保護者記入欄は太枠内で
まとめた。保護者は（１）
（２）に児童生徒の外傷や運動の履歴を記入するとともに、（３）の①～⑧の質問
には、該当すれば○で回答し、他に気になることは⑨に記入する。右上段の学校での様子の記入欄には、
養護教諭が集めた情報を整理して必要のある時に記入する。これらの記入が済んだ各自の検査問診票が
机の上にある状態で学校医は検診を始めるが、学校医の最初の仕事は入室時の歩容の様子の観察からで
ある。検査問診票に記載のない所見に気付けば、その項目をしるして検診対象者とする。
①の脊柱検査は保護者の回答にかかわらず全員に実施。視診、前屈テストに陽性所見があれば、学校
医がチェックを入れる。左右差が明確であれば、判定規準に従い専門医受診となる。学校での検査に所
見はなくとも姿勢に問題のある時には、姿勢注意となる。この用紙には学校での検査、検査結果に異状
なしの項目を作っていないので、チェックがなければ異常なしと判定したことになる。全員に行う脊柱
側弯検診では異常なしが殆どのことから、記入する学校医の労力を省き検診に集中してもらうことを重
視した。②～⑧については○があれば、それに対応する学校での検査をイラストに沿って行い、陽性所
見にチェックを入れる。②～⑥の保護者記入欄に○が３つ揃い検査所見陽性は専門医受診、○が２つ以
下でも検査所見陽性は専門医受診となるが、整形外科で治療中や所見が軽微で学業に支障をきたさない
ものならば、経過観察とすることは学校医の判断による。⑦⑧で膝や股関節に痛みがなく運動機能不全
に基くと考える時には要指導となる。⑨のその他の項目については、①～⑧のどれかの検査で対応でき
るものは対応し、対応できない時は学校医の判断による。
８）整形外科医会との連携
運動器検診の事後措置は整形外科医の出番となることから、京都整形外科医会に京都市学校医会と京
都市教育委員会から下記の要望を行った。（１）受診の際、「何でこんなんで来たんや」は禁句、運動器
検診の内容を理解し児童生徒、保護者に適切な対応をとること、事後措置の文書料は取らないことの広
報。（２）京都整形外科医会の会員のうち、協力できる医療機関名の公開。（３）姿勢注意や要指導となっ
た児童生徒への教育的な運動指導、そのために「姿勢のチェックと良い姿勢のつくり方」「からだの柔
軟性やバランス能力を改善するため」の指導書の作成。（２）
（３）については京都市教育委員会が京都整
形外科医会の資料をデータで管理し、各学校からその資料を必要とする児童生徒に手渡せる体制をとっ
た。今後、平成28年度の検診結果を踏まえて、次年度の対応を検討することになっている。
９）今後の課題
定期健康診断に運動器検診が加わったことで、小学校＜中学校＜高校と校種が進むにつれて、1.3～1.4
倍と時間を要することになった。今後の検診時間設定の基準となる。高校はカリキュラムの関係から検
診日程が厳しい学校もあるが、高校のみならず学校関係者としっかりと協議して次年度の時間設定を考
える必要がある。また、特別支援学校においては、四肢の状態の検査は時間を無駄にするばかりで良好
な効果のないことが、学校医の意見で明らかとなっている。今後の検診は弾力的に臨めるよう準備をす
すめる必要がある。
運動器検診は関節や筋肉の痛みや動きが悪いという自覚症状のある児童生徒が対象である。その内で
鍼灸、柔道整復に通っている場合は、診断のために整形外科受診を学校医が指示することになる。受診
32 ・・・
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した対象者は診断治療や障害を長引かせない、障害を未然に防ぐための指導に納得し満足することが必
要である。また、学校での運動器疾患の知識の普及を図ることは、医療機関への自発的受診を促し早期
発見早期治療に結びつくとともに、運動が続けられなくなることを惧れるあまり隠して運動器検診を逃
れる例を減らすことにつながる。今回の検診を整形外科医の仕事だと考えている学校医は少なくない。
整形外科医による教育的な活動は運動器検診の目的達成のためには欠かせない。
学校医は今回の検診を経験してグニャグニャしてまっすぐに立てない、猫背など姿勢が悪い、どこも
悪くないのにしゃがみこみができない児童生徒の多いことに驚いているようである。家庭での教育に期
待して、正しい姿勢や柔軟性を高めるための指導書を渡してはいるが、学校の体育などでも重点的な指
導が望まれるところである。
10）おわりに
今年度に始まったばかりである。京都市立学校のすべての検診結果を検討した上で、秋にマニュアル
の改訂を行う。より学校現場で使い易くなるように改善していくとともに、京都整形外科医会とも協議
を進め、児童生徒に役立つ検診としていきたい。京都市版のマニュアルについては、京都市学校医会に
問い合わせ下さい。（075－256－0351、gakkouikai@arrow.ocn.ne.jp）
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ジカウイルス感染症2016 in 京都
－日本の対応と当院での相談事例について－
京都市立病院 感染症内科

はじめに

清

水

恒

広

の「ジカウイルス病」と、母体から胎児への垂直

2015年から急に脚光を浴びたジカウイルス感染

感染により小頭症などの先天異常をきたした場合

症は、2016年にかけてブラジルを中心に中南米で

の「先天性ジカウイルス感染症」に分けられる。

流行し、8月から9月にかけては東南アジア特にシ

伝播経路

ンガポールやマレーシア、また米国の一部フロリ

多くのヤブカ（Aedes 蚊）の刺咬により媒介伝播

ダ州マイアミ市に流行が拡大している。日本との

する。中でも代表的な媒介蚊は、ネッタイシマ

行き来の多い米国や東南アジアでの流行は、現地

カ（Aedes aegypti ）とヒトスジシマカ（Aedes al-

で感染した旅行者により日本に持ち込まれる懸念

bopictus ）である。前者は現在の日本には棲息せ

があり、媒介蚊の活動がまだ活発な秋季での感染

ず、国内では媒介蚊とならない。その他の伝播経

者の動向を注意深く監視する必要がある。不顕性

路として、経胎盤、精液を通じての性的接触によ

感染も多いジカウイルス感染症は、他の蚊媒介感

る伝播、輸血を介した伝播が知られている。特に

染症と異なり、性行為感染症としての側面をもち、

感染した男性から女性パートナーないし男性パー

妊婦に感染すれば新生児小頭症など中枢神経系合

トナーへの感染は数多く報告されており、感染し

併症の発症が高まる。さらに、成人における感染

た女性から男性パートナーへの感染を示唆する報

でもギランバレー症候群の発生率増加が認められ

告もある。

ており、極めて社会的インパクトの強い感染症で

臨床所見

ある。幸い現時点では輸入例の報告のみで国内で
の感染例はない。

ジカウイルスに感染後の潜伏期間は２ないし３
日から12日間で、多くは２から７日間とされる。デ

本稿では、現在までのジカウイルス感染症につ

ング熱やチクングニヤ熱とほぼ同様である。直接

いて概説し、京都府内唯一のジカウイルス感染症

ウイルスが血液より検出できるウイルス血症の期

専門医療機関である当院に相談のあった事例も紹

間は短く、発症後３から５日とされる。症状は発疹

介する。

（掻痒感のある斑丘疹）
が主体であり
（図１）
、発熱
はない場合も多く、あってもほとんど高熱にならな

ジカウイルス感染症について

い
（38.5℃以下）
。発疹や発熱に加え、関節痛・関

背景

節炎、結膜炎
（眼脂のない充血）
（図２）
、全身倦怠

ジカ（Zika）ウイルスはフラビウイルス科のフ

感の症状を伴う。症状が出るとすると、発疹は90

ラビウイルス属に属するウイルスで蚊により媒介

～100％、発熱は35～65％という報告もある。しか

される。ウイルスの命名は、1947年ウガンダのジ

し、大半の感染は無症候でその頻度は約80％とされ

カの森で研究用に飼育されていたアカゲザルから

ている。日本で輸入感染症症例を複数例経験した、

最初に分離されたことによる。1948年ヤブカの一

国立国際医療研究センター病院国際感染症センター

種 Aedes africanus からも同じジカの森で分離さ

の忽那賢志医師によれば、患者は基本元気であるこ

れている。人からウイルスが分離されたのは1952

と、発疹が発症早期から見られ、その出現に驚き患

年ナイジェリアが最初である。

者は受診すること、眼脂のない眼球結膜充血の頻

ジカウイルス感染症は、人の症候性感染の場合
34 ・・・
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図１．ジカウイルス感染症の発疹（蚊媒介感染症の診療ガイドライン第３版より）

図２．ジカウイルス感染症の結膜炎（蚊媒介感染症の診療ガイドライン第３版より）
デング熱やチクングニヤ熱に比し一般に軽症で

一方、妊婦が妊娠初期にジカウイルスに感染す

あるが、鑑別診断としてこれら以外に、レプトス

ると小頭症児が生まれるという報告が増加し、疫

ピラ症、マラリア、リケッチア症など輸入感染症

学調査ならびに小頭症児脳組織の研究により米国

に加えて、国内でも見られるＡ群溶連菌感染症、

CDC 及び WHO は、ジカウイルス感染が小頭症

麻しん、風しん、パルボウイルス感染症、エンテ

等の先天性中枢神経系異常の原因となりうると結

ロウイルス感染症、アデノウイルス感染症などが

論づけている。

あげられる。

検査診断

合併症

まず、ジカウイルス RNA 検出目的に、急性

2013年から2014年にかけてのフランス領ポリネシ

期 の 血 液、 唾 液、 尿 を 用 い た RT-PCR が 行 わ

アでのジカウイルス病流行時に、ギランバレー症

れ、特に尿では発症14日後まで診断が可能とさ

候群
（GBS）症例増加が報告された。現在まで、ブ

れ米国 CDC も検査を推奨している。ジカウイル

ラジル、エルサルバドル、コロンビア、ベネズエラ

ス特異的 IgM 抗体の測定も行われるが、他のフ

などでも同様の報告がなされ、先のフランス領ポリ

ラビウイルス抗体との交差反応のため、PRNT

ネシアでの症例対照研究でジカウイルス感染症と

（Plaque-Reduction neutralization tests）で確認

GBS との関連性が明確となった。神経系合併症と

する必要がある。また、過去のワクチン接種や他

しては髄膜脳炎や急性脊髄炎も報告されている。

のフラビウイルス感染既往についても、結果解釈
・・・ 35
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時に考慮しなければならない。ペア血清を用いた

過去に流行した地域なのか、現在流行中の地域な

中和抗体法も可能だが、現時点では限られた研究

のかなどの情報も含め、最新の流行地域情報の入

機関でのみ実施可能である。神奈川県衛生研究所

手が必要となる。9月6日現在の流行地域は中南米・

の高崎智彦所長によれば、デング熱と同様のジカ

カリブ海地域、オセアニア太平洋諸島に加え、日

ウイルス感染症診断用 NS1抗原検出キットを開

本の渡航者も多いインドネシア、マレーシア、フィ

発中とのことである。

リピン、シンガポール、タイ、ベトナム、米国フ

治療とワクチン

ロリダ州の一部に及んでいる。

軽症であることが多く特別な治療は必要としな

ジカウイルス病を疑う妊婦への対応

い。水分摂取と安静に努め解熱鎮痛にはアセトア

「ジカウイルス感染症の検査の対象となりうる

ミノフェンを使用する。現時点ではワクチンも特

妊婦」も前述のガイドラインに定められている。

異的抗ウイルス治療も開発されていない。

ポイントは、「妊婦または胎児の症状」と「渡航

予防

歴と性交渉歴」の２つの条件をともに満たすこと

蚊の発生場所を減らすだけでなく、感染伝播を

であり、胎児の先天性ジカウイルス感染症の所見

抑制するには蚊の刺咬から身を守ることが重要で

として、小頭症又は頭蓋内石灰化がある。胎児に

ある。ヤブカの刺咬は、屋内屋外を問わず日中に

小頭症や頭蓋内石灰化を来す疾患には他の感染症

起こるので、日中における個人防御手段を講ずる。

（梅毒、風疹、トキソプラズマ、サイトメガロウ

流行地では適切に昆虫忌避剤（DEET、イカリジ

イルス感染症、単純ヘルペス、パルボウイルス感

ンなど）を用い、長袖長ズボンを着用する。忌避

染症、水痘など）や非感染性疾患があり、慎重に

剤の使用は製品ごとに指示された使用方法を厳格

鑑別していく必要がある。

に守り使用する。

ジカウイルス検査が陽性となった妊婦ではその
胎児の発育を慎重に経過観察し、一方、通常の抗

日本での対応

体検査で陰性と判断された場合でも、ジカウイル

一般的対応

ス感染を否定するものではなく、中和抗体法を併

日本では2016年2月15日に四類感染症、検疫感
染症に追加された。「ジカウイルス病を疑う患者」

用して判断することが望ましいとされている。
先天性ジカウイルス感染症を疑う新生児への対応

は、蚊媒介感染症の診療ガイドライン（第３版）に

2015年8月～10月にブラジルで集積された小頭

定められている。ポイントは、症候として「発疹

症児症例35例の調査では、その71％において頭

又は発熱（ほとんど38.5℃以下）」及び「関節痛、

囲が－3SD 以下の重症小頭症で、先天性内反足、

関節炎、結膜炎のうち少なくとも一つ」を満たす

先天性関節拘縮、網膜異常等を合併し、半数に神

こと、さらに、曝露歴として「厚労省が公開して

経の画像で異常が認められている。

いる流行地域への渡航歴があり、流行地域からの

先天性ジカウイルス感染症を疑う新生児を診療

出国後概ね12日以内の発症であること」、または

する場合も、その手順が前述のガイドラインで示

「発症前概ね２～12日の間に症候及び渡航歴のあ

されており、母体の評価ならびに新生児の評価を

る男性との性交渉歴があること」が条件となって

行いながら、同様の検査を用い確定する。診断が

いる。これらを満たせば PCR などの行政検査の

確定した場合には、包括的な身体検査を行うとと

対象となるが、無症候の場合は対象とならない。

もに、頭蓋内超音波検査、聴力検査、眼科的評価

流行地域情報は厚労省のウエブサイトに掲載

などを行い、必要に応じて小児科各領域の専門家

されている。しかし、やや更新が遅く通常米国

と連携し包括的に診療ケアを進めていく。

CDC 情報を参考にしている。流行地域の判断に

性感染症としての対応

は、WHO やヨーロッパの CDC 情報も参考に、
36 ・・・
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よりパートナーも感染した事例が数多く報告され

頭違和感、受診当日に寒気、頭痛、筋肉痛あり、

ている。男性から男性へ感染した事例や、流行地

38℃台で紹介受診となる。前医でインフルエンザ

から帰国後無症候であった男性からパートナーへ

検査は陰性。

の感染事例の報告もある。また、本年7月には、

体温は38.6℃、咽頭発赤軽度、結膜充血なし、

米国から初めて性行為により女性から男性へ感染

関節炎所見なし、日焼けによると思われる皮膚の

した事例も報告された。性行為感染事例の中で、

紅潮あり。デング熱 NS1抗原陰性、血液塗抹マ

ジカウイルス病発症後41日間まで精液の感染性が

ラリア陰性。

認められ、感染性の有無は不明だが PCR 法でウ

【対応】渡航歴と発熱（ただし38.5℃以上）はある

イルス RNA は発症62日後まで検出されている。

が、発疹は合わず、関節炎、関節痛、結膜炎もな

このような事実を受けて厚労省では、性行為感染

いためジカウイルス病とはせず、経過観察とした。

及び母体から胎児への感染のリスクを考慮し、流

症例２

行地域に滞在中は症状の有無にかかわらず、性行

主訴：発熱、皮疹？

８か月男児

為の際にコンドームを使用するか性行為を控える

ブラジルのポルトアレグレで出生し在住、母は

こと、流行地域から帰国した男女は、症状の有無

日本人、父はブラジル人。受診３日前に現地を出

にかかわらず、最低８週間、パートナーが妊婦の

発し日本へ向かう。２日前の午前1時、サンパウ

場合は妊娠期間中、性行為の際に、コンドームを

ロからドバイに向かう機内で発熱し38℃、比較的

使用するか性行為を控えることを推奨している。

機嫌は良好。２日前の午後5時に関空到着し検疫

しかし、WHO は9月6日に改訂した「性行為に

で39.6℃、その後40℃前後が続く。到着前の機内

よるジカウイルス感染予防」暫定ガイダンスにお

で腹部に紅色の微細な皮疹あり。受診当日39～

いて、「ジカウイルス感染症の流行地域ではない

40℃の発熱続くため紹介受診となる。既往歴には

地域では、ジカウイルスの伝播が発生している地

特記事項なく、ワクチン接種も月令相当に済ませ

域から帰国した男女は、性行為によるジカウイル

ている。

ス感染を防ぐため、帰国後少なくとも６か月間は

体温は40℃、咽頭軽度発赤、眼球結膜わずかに

より安全な性行為を行うか、性行為を控えるべき

充血（涙目）、腹部に紅色の微細斑状疹丘疹が数個。

である」との推奨に変更した。今後日本でも同様

鑑別診断としてインフルエンザ、蚊媒介感染症、

の推奨に切り替わる可能性がある。

突発性発疹、川崎病などがあがった。
【対応】やや不機嫌だが飲水、摂食は十分可能、

ジカウイルス感染症疑いとして当院に相談された症例
当院は、京都府で唯一、ジカウイルス感染症
専門医療機関として名乗りを上げている関係上、

尿量も確保されている。腹部の皮疹は非特異的、
熱が高いのでジカウイルス病ではないと判断。検
査も行わず４日後に再診とした。

2016年に入りジカウイルス感染症の疑いとして、 【結果】受診２日後朝より解熱とともに全身に発
既に10例近く相談を受けている。最終的にどの症

疹が出現し、突発性発疹と診断した。

例もジカウイルス感染症ではないと判断したが、

症例３

診療に役立てていただくため代表的な３症例を紹

主訴：ジカウイルス感染についての検査希望

介する。
症例１

30代女性

2016年 X 月5日に妊娠判明、X 月24日（妊娠14
20代男性

主訴：発熱、咽頭違和感、頭痛、筋肉痛
受診９日前から３日前までメキシコ、主として

週頃）から X＋2月4日（妊娠20週頃）までブラジル
バイーア州サルバドールに観光旅行のため滞在。
欧州経由で X＋2月30日に帰国。ブラジル滞在中、

カンクンに滞在。受診７日前と６日前は山道を歩

X＋1月10日から熱感、咽頭痛、咳、関節痛、筋

き、何かの虫による刺咬を受けた。受診前日に咽

肉痛があり、X＋1月20日まで熱感が続いた。X
・・・ 37
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＋1月17日に現地で受診するも検査はされず。帰

ない。しかし、不顕性感染が多いということに注

国後産婦人科では胎児の発育に異常はないといわ

目すると、国内での蚊の活動が盛んな間は十分な

れたが、ジカウイルス感染症が心配で X＋3月13

監視が必要と思われる。医師として海外渡航者に

日紹介受診。

は常に防蚊対策の徹底を指導し、小児科医として

【対応】来院時は中絶ができない妊娠26週であっ

産婦人科医とともに、挙児希望の成人には特にこ

た。本人とパートナーに対し２度にわたり面接を

の感染症について理解を深めてもらうよう指導を

行い、もし検査で感染が判明し、生まれた子供に

していきたい。

何らかの異常があった時に受容して養育する意思
があるか確認。その後国立感染症研究所に相談し、

主な参考文献

最終的に３週間間隔のペア血清提出を条件に中和

１）蚊媒介感染症の診療ガイドライン第３版 国

抗体を測定することになる。
【結果】ペア血清のどちらも中和抗体は陰性で、
ジカウイルス病は否定された。

立感染症研究所
２）ジカウイルス感染症のリスクアセスメント第
８版 2016 年 8 月 10 日更新
http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/2358-

最近は、流行地から帰国した20代、30代の女性
で、症状はないが近い将来妊娠を考えているので
感染がないかどうか検査ができないか、との相談

disease-based/sa/zika-fever/6681-zikara-8-160810.html
３）Zika virus disease

やご紹介がある。しかし、現時点では地方衛生研

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/

究所や感染研での検査能力には限界があるので、

zika_virus_infection/zika-outbreak/

流行地域からの無症候の帰国者は検査対象となら

documents/zika-general-presenta-

ない。母児感染の予防には、帰国後８週間
（ないし

tion-24-mar-2016.pdf#search＝％27Zika-

６か月間）
の避妊が現実的な対応であると考える。

generalpresentation24Mar2016％27
４）ジカウイルス感染症の流行地域 2016 年 9 月

おわりに
ジカウイルス感染症は、蚊媒介感染症の中でデ
ング熱、チクングニヤ熱などと異なり、性感染症
としての側面をもち、母児感染もするという社会

6 日更新
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000113142.html
５）All Countries & Territories with Active

的インパクトの強い特異な感染症である。感染し

Zika Virus Transmission

ても軽症であること、また不顕性感染がおよそ

http://www.cdc.gov/zika/geo/ac-

80％もあること、また、簡単な診断方法がないこ

tive-countries.html

とが、感染者の診断をさらに困難にしている。流

６）Current Zika transmission

行地域から帰国した発熱、発疹のある患者では、

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/

ジカウイルス感染症以外にもさまざまな感染症を

zika_virus_infection/zika-outbreak/Pag-

鑑別にあげる必要があり、その中には日本でもお

es/Zika-countries-with-transmission.aspx

なじみの、Ａ群溶連菌感染症、麻しん、風しん、

７）Prevention of sexual transmission of Zika

パルボウイルス感染症、エンテロウイルス感染症、

virus Interim guidance update

アデノウイルス感染症などがあることを是非銘記

6 September 2016

していただきたい。

http://apps.who.int/iris/bit-

リオデジャネイロのオリンピック終了後の現時
点では、国内でのジカウイルス病発症者の報告は
38 ・・・
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子宮頸がんの日本の現状
京都府子宮がん検診委員長

藤

田

宏

行

子宮頸がんの発生率は先進国では検診の普及に

とも陰性であれば検診間隔を延長でき効率化にも

より年々減少していますが、わが国では検診受診

寄与します。日本では細胞診で先ずスクリーニン

率が欧米先進国の80～90％に比し約40％と低く、

グをしていますが、海外では HPV 検査（25～30

20～30歳代の若年層に罹患者が急増しています

歳以上が対象）を最初に行い、陽性者を細胞診で

（図１参照）。日本の子宮頸がんの死亡者数は1993

トリアージする方法への転換が進んでいます。日

年頃までは減少傾向でしたが、以後横ばい状態で

本でも全国で約２万人の30～49歳の女性を対象

年間3,000人強と推定されます。さらに、子宮頸

に、細胞診と HPV 検査の併用検診により検診の

がんは罹患しても初期には全く症状がなく、早期

精度が高まるかどうか、2013年度から研究が行わ

に発見しなければ妊娠出産の機会が奪われる可能

れています。

性があり、前がん状態で発見し生殖年齢にある罹
患者を減らすことが重要な課題です。

欧米では女児の月経が始まると母親は産婦人科
に連れて行き、子宮頸がんについての正しい知識

子宮頸がん発生の原因のほとんどはヒトパピ

や予防と検診の重要性を産婦人科医が伝えていま

ローマウィルス（HPV）です。15種の HPV 型が

す。日本ではそのような慣習はありません。小児

発がん性（ハイリスク型）に分類され、子宮頸がん

科医や学校医を通じて教育啓発がなされることを

の約70％は16型と18型によるといわれています。

望みます。１次予防として HPV ワクチン接種が

HPV 感染はごくありふれたことで、性交相手が

本来効果的ですが、日本では副作用（紛れ込みと

１人だけでも子宮頸部 HPV 感染の累積リスクは

考えられる）の問題で事実上なされていません。

50％近いとされ、欧米先進国では20歳を過ぎて性

海外では従来の２価、４価ワクチンに比べより予

交経験のある女性は子宮頸がん検診を受けるのが

防効果の高い（理論的には子宮頸がんの90％以上

当然と認識されています。日本では若年層の検診

が発症予防できる）９価の HPV ワクチンが承認

率を上げるべく、2009年より20歳以上を対象に無

され接種されていますが、日本では昨年申請が出

料クーポン券と検診手帳の配布が始められまし

されたまま認可の見通しは立っていません。

た。若い世代が検診の意義と必要性を理解し、抵

HPV ワクチン接種が事実上ストップしている

抗なく検診を受けられる環境作りが求められてい

日本の現状では、将来先進国の中で日本だけが子

ます。また、検診対象者に対する受診勧奨通知や

宮頸がん発症率の高い国にならないよう、若い世

Call/Recall システムの導入なども今後の課題で

代に正しい知識を広め検診受診率を上げていかね

す。

ばなりません。子宮頸がん検診は他のがん検診に

近年ハイリスク HPV 検査と細胞診の併用検診

比べると負担が少なく短時間でできます。子宮頸

が推奨されています。細胞診は特異度が高いが感

がんを発症前の段階で発見し妊娠出産の機会が奪

度が低く、分子診断である HPV 検査は特異度低

われないよう、先ずは若い世代の検診受診率を高

いが感度が高いため、両者を併用すると前がん病

めていくことが重要です。

変の見逃しがほぼゼロに近づきます。また、両者
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図１．上皮内がんを含めた1985年と2008年の子宮頸がんの年代別罹患者数
（独立法人国立がん研究センターがん対策情報センター；がん情報サービス）
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■

医局紹介 
京都桂病院 病院紹介
京都桂病院 小児科

澤

田

眞智子

京都桂病院は昭和12年に結核療養所「松尾病院」としてスタートしました。その後昭和39年に総合病
院に性格を変え、昭和50年以降は呼吸器センター、消化器センター、心臓血管センターが設置され、京
都西南部地域の基幹病院としての役割を担っています。小児科は昭和46年に開設されました。これまで
から地域のニーズに応え急性期医療に対応してきましたが、近年は特に救急部門の充実を図っています。
また、社会福祉法人運営の病院であることから無料定額医療の提供を行っており、生活困窮者には社会
福祉士が対応しています。同じ法人運営の児童養護施設「つばさ園」、情緒障害児短期治療施設「もも
の木学園」
（平成28年4月開設）が隣接していることも特徴です。
小児科は院長を含む常勤医師４名と非常勤医師とで診療にあたっています。外来は、午前２診、午後
１～２診体制で、午前は原則受付順（8:30～11:00受付）、午後は予約制で発達・心理、アレルギー、内分泌、
乳児健診、ワクチン等の外来を行っています。午前診は急性疾患が大半ですが発達やアレルギーの相談
窓口にもなっており、専門外来につなぎます。感染症との接触を避けることができる午後診では、当科
で過去に治療した小児血液悪性疾患患児 / 患者のフォローアップも行っています。午前の受付時間終
了後は19:45まで時間外対応となり、土日（祝日を除く）の8:30～13:00も当番医が院内待機しているため
時間外対応が可能です。これまで平日の小児救急搬送患者は小児科外来で診ていましたが、8月から原
則救急初療室で対応することになりました。今後、小児の受け入れについてさらに救急科との連携を強
めていきたいと考えています。
入院は、一般小児10床、新生児３床で、年間入院患者数は400名程度、うち新生児入院は80名程度で
す。新生児は産婦人科病棟で診療しており、在胎34週、1,500g 以上を受け入れています。一般小児は
血液内科との混合病棟で、感染症などの急性疾患が大半を占めるため数日程度の短期入院がほとんどで
す。子どもを１日も早く家に帰してあげるのが
私たちの責務ですが、働く母親が増加している
昨今、入院が休みをとって子供とゆっくり関わ
る機会になっている場合もあります。親子関係
や家庭環境が見えて、退院後の支援につながる
こともあります。短期入院でも単に病気を治す
にとどまらず、親子ともに心身をリセットして
次の一歩を踏み出せる、そんな機会になり得る
と考えて診療しています。日頃子どもたちの健
康を守っておられる地域の先生方と連携し、病
院としてできることを考え、これからも地域の
子どもたちの健康と育ちを支えていきたいと思
います。
・・・ 41
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京都第二赤十字病院 病院紹介
京都第二赤十字病院 小児科部長

長

村

敏

生

京都小児科医会の先生方には平素より何かと御世話になり、厚く御礼申し上げます。平成27年の当院
の時間内入院患者の45.2％、時間外入院患者の39.8％は他医療機関から紹介いただいた患者さんであり、
特に時間外の紹介入院患者数はこの３年間連続して増加傾向にあります。これも京都小児科医会の先生
方のご支援の賜物と感謝申し上げ、今後も医会の先生方との病診連携を緊密にしていきたいと考えてお
りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、本稿では当科の近況を報告させていただきます。今年度の医局スタッフは常勤医７名、後期
研修医４名の計11名です（写真）
。常勤医は長村敏生（部長：S57年卒）、大前禎毅（副部長：H6年卒）、藤
井法子（副部長：H8年卒）、小林奈歩（医師：H14年卒）、東道公人（医師：H15年卒）、浅井大介（医師：
H16年卒）、木村

学（医師：H17年卒）の７名です。また、後期研修医は井上

聡（H23年、奈良医大卒）、

加藤大吾（H25年、徳島大卒）、松岡太朗（H25年、奈良医大卒）、三野耕平（H26年、金沢大卒）の４名で、
全員が当院で２年間の初期研修を終えて当科に入局した“第二日赤生え抜き”の小児科医です。
当科スタッフの subspeciality としては、長村：小児神経、小児救急、事故防止、大前：小児神経・
在宅医療・虐待、藤井：新生児・小児アレルギー・小児保健、小林：小児循環器・川崎病、東道：小児
腎臓・免疫・栄養消化器・血液・感染症、浅井：小児血液・腫瘍・小児救急、木村：小児循環器・小児
救急・新生児・医学教育・虐待といった領域が中心となります。また、松尾

敏先生（内分泌・代謝）、

大野邦彦先生（腎臓）、渡部玉蘭先生（小児神経・保健）にも非常勤医師として協力いただき、今後も専門
外来の充実を目指して整備を進めていきたいと考えています。なお、表には当科の出務表をお示ししま
した。
当科では病診連携促進の一環として、梅屋小児症例検討会を年に３回（3月、7月、11月の原則第３木
曜日）院内のＣ棟１階多目的室で開催しております（PM6:00～7:40）。このカンファランスは診療所の先
生方の日常臨床充実の一助になることを願って、毎回当科で経験した教訓的な臨床症例３演題を医局ス
タッフが発表するとともに折々のトピックスに関連して多領域から講師を招いて特別講演を拝聴すると
いう構成になっています。過去の提示症例と特別講演のタイトルは当院ホームページの「診療科・部の
ご案内（医療関係者向け）」に掲載しておりますので、御笑覧いただければ幸甚に存じます。なお、
「梅屋」
という名称は、以前当院の南隣接地にあった京都市立梅屋小学校が廃校となり、その跡地に当院Ａ棟が
建設された経緯から、「梅屋」の名前を残しておきたいという清澤伸幸前部長の発案によるものです。
前々部長の故水田隆三先生が創設者の１人でもある２つの学会（日本小児救急医学会、日本 SIDS・
乳幼児突然死予防学会）の発展に貢献し、当院に隣接する京都市こども保健医療相談・事故防止センター
（京あんしんこども館）の運営に寄与することもまた当科の大きな使命であります。中でも日本 SIDS・
乳幼児突然死予防学会については、第24回学術集会を2018（H30）年2月23・24日に京都（京都市国際交流
会館：地下鉄東西線蹴上駅から北へ徒歩６分）で開催することになりました。京都小児科医会の先生方
におかれましては、是非ともご参加いただきますようお願い申し上げる次第です。
最後に、京都小児科医会では小児重症患者を対象とした病院間ネットワークの構築を目指した「京都
小児重症患者診療情報システム」を2010年11月から稼働中ですが、この５年８か月間に計713名の重症
患者さんの情報が登録されました。システム管理を担当する当科としては情報提供施設（20施設）で御活
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躍中の先生方の献身的な御尽力に感謝するとともに、京都小児科医会会員の先生方の今後も変わりのな
いご理解とご支援をどうかよろしくお願い申し上げます。

前列（向かって右から）小林、大前、長村、藤井、東道
後列（向かって右から）井上、三野、松岡、加藤、浅井、木村
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他科専門医会よりの

寄稿

シリーズ



こどもたちをタバコから守るために
京都胸部医会

京都胸部医会は呼吸器疾患の専門医集団であ
り、会員はタバコの害を一番良く知っています。

田中

善紹、安田

雄司、浅本

仁

し状態です。
こどもを含む多くの人が共有する「公共空間（パ

日本呼吸器学会は他の学会より先んじて、専門医

ブリックスペース）はすべて禁煙」とするのが当

の資格として非喫煙者であることを条件としたこ

然で、法的規制が必要でしょう。

とは有名な話です。
京都胸部医会も長らく NPO 法人京都禁煙推進
研究会（理事長

小児科との接点では、喘息などの呼吸器疾患と
保護者の喫煙との因果関係が知られています。喫

安田雄司）と連携をとり、禁煙運

煙しない親に比べ喫煙する親のこどもの喘息は２

動をすすめてまいりました。現在では、医師がタ

～５倍に増え、コントロール不良から重症化しや

バコを吸わないのは当然のこととなっています

すくなります。

が、昔は、講演会場ですら喫煙可能な状況であり、
今から思うと信じられない光景でした。

ある程度タバコの害の知識のある保護者は、換
気扇の下やベランダに出て吸いますが、それでも、

タバコは、吸っている本人はもちろん、まわり

タバコに含まれるガス成分は室内に流れてきま

の方にも悪影響を及ぼすことは医師だけでなく多

す。こどもの気管支に影響がないタバコの吸い方

くの一般市民の方々もすでにご存知です。タバコ

はありません。こどものことを考える親なら先ず

の煙には今話題の PM2.5をはじめ、多くの有害

禁煙する心がけが大事です。まして、こどもがい

物質が含まれています。

る車の中でタバコを吸うなどもってのほかです。

でも、まだまだ、タバコの本当の怖さをしらな

親が喫煙していると、こどもが喫煙する率が高

い若者や、こどもたちがいっぱいいることも現実

くなり喫煙の開始年齢が下がります。その結果、

で悲しいことです。おとなでも、これは嗜好の問

依存性が高くなりおとなになってもやめにくくな

題だとか、個人の自由だとか言って、まわりへの

ります。禁煙外来にくる方の多くは、こどもの頃

健康被害をないがしろにする方々がおられるのも

から喫煙しています。

悲しい現状です。

人の命を守るために、法律や条例により喫煙を

一般社会を見ても、列車、バス、タクシー、飛

厳しく規制することが必要ですが、残念ながらわ

行機などの公共交通機関の禁煙はもう当然となり

が国ではなかなかすすんでいません。喫煙所を

ましたが、まだまだ公共施設の中には喫煙スペー

作ったり、分煙と称してコーナーを分けても、結

スが残っているところがあります。完全禁煙レス

局、タバコ煙の有害物質は広がっていきますので

トランは大分増えてきましたが、わが国では法的

意味がありません。また、親の喫煙に関しては、

規制がともなっていないため、なかなかすすんで

こどもに影響のない安全な喫煙はないことをしっ

いない現状です。こどもの前でも平気でタバコを

かり啓発していかねばなりません。

吸う無神経なおとながいっぱいいますし、路上喫

WHO はタバコ規制枠組み条約で各国に厳しい

煙も条例はあっても罰則規定がない場所では野放

タバコ規制を求めています。わが国も行政が本気
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になってタバコ対策にとりくみ、一人でもタバコ

すめています。平成27年度には学校での喫煙防止

被害者が減って欲しいものです。

教育が106回実施され、対象生徒・学生がのべ約

一方、タバコから卒業する「卒煙」については、

12,700名となりました。小児科医会の会員は学校

喫煙は「ニコチン依存症」という病気として公認

医をされている先生も多いと思いますので、是非、

され、わが国では2006年4月から禁煙治療が保険

学校での喫煙防止授業へご参加頂きたいと思いま

適用となりました。タバコの怖さを「知り」
「卒煙」

す。

する新しい時代が来ています。

NPO 法人京都禁煙推進研究会の活動内容や入

NPO 法人京都禁煙推進研究会では、このよう

会の情報は下記ホームページをご覧下さい。小児

な禁煙の啓発活動や卒煙支援、学校での喫煙防止

科の先生方も是非一緒に活動して頂くようお願い

授業などの活動をしています。特に、学校での喫

したいと思います。

煙防止教育には行政とも連携をとり、積極的にす

http://www.tobacco-free.jp

・・・ 45

京都小児科医会会報No. 60

■

専攻医交流会 
平成28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23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・府下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、国立成育医療研究センター総合診療部長の窪田満（くぼたみつる）先生にお願いし「小児総合
診療の３つの柱～ skilled, academic, translational ～」と題してご講演いただきました。座長は、木崎
が務めさせて頂きました。
窪田先生は、先天代謝異常症、特に高アンモニア血症治療の分野では、わが国の第一人者で、先生が
北海道大学小児科におられたときには、京都での研究会に来ていただき講演していただいたこともあり
ます。現在は、国立成育医療研究センターの総合診療部長として、日々若い先生方とともに診療、教育
に従事されています。その中で、診療のコツ、患者・家族対応についてのピットフォール、臨床研究の
重要性（常にリサーチマインドを持つこと）と研究デザインの構築に当たってのポイント（PECO）、小児
科から内科へのトランジッションの問題点などについて約１時間熱く当たっていただきました。
当日は、約80名の先生方の出席があり、内、専攻医は10名、研修医は21名、指導医13名、小児科医会
の先生27名でした。講演後は、藤田副会長、栗山副会長、ご出席いただいた京都府立医科大学細井創教
授、小児科医会の多くの先生方、またご講演いただいた窪田先生にも加わっていただき、食事をしなが
ら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マイラン EPD 合同会社に深謝いたします。
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28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）、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）
子育て支援委員会が最も力を入れている活動の一つに「子どものこころと身体懇話会」があります。
年に２回定期的に開催していますが、それが今年の10月に第30回の節目を迎えます。平成14年3月に第
１回が開催されましたが、その経緯については平成26年度の本会報に有井悦子先生がくわしく書かれて
います。今回は本委員会の貴重な活動記録となるよう全30回の懇話会の概要を一覧表にして掲載しまし
た。
2003年から長らく本委員会の委員として活躍されてきました菅野知子先生が、病院業務が多忙になら
れたため本年3月で委員を辞退されました。長い間ありがとうございました。菅野先生の送別会を兼ね
て8月20日（土）に当委員会の懇親会を開催しました。いつも大変お世話になっている小児科医会事務の
飯田さんにもご出席頂き、楽しいひとときを過ごすことができました。
今年度の子育支援リレーエッセイは幸道直樹先生にお願いしました。子育て支援には新しい知識を常
に取り入れようとする姿勢が不可欠である、という幸道先生のお考えには感銘を受けました。ぜひご一
読ください。

萬重にて
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２．子どものこころと身体懇話会の開催記録
回数

日付

テーマ

演題

演者

コメント

第１回 平成14年
3月30日（土）

「 ア ス ぺ ル ガ ー 症 候 武田総合病院小児科
群の二症例」
増田恭男

第２回 平成14年
10月19日（土）

「“不登校”はチャン ありい小児科
スであることを教え 有井悦子
てくれた高１女子」

第３回 平成15年
4月12日（土）

「 身 体 か ら の 来 談 者 京大病院小児科心療
中心療法－河合流解 外来
決志向療法高尾風味 高尾龍雄
－」
京都府立医科大学小 京都宮津保健所
児科「子ども診療外 平竹晋也
来」から学ぶこと

第４回 平成15年
10月25日（土）

は じ め に：「 桃 陽 病 医師
院の医療の紹介」

中尾安二

事例１：喘息児と不
登校「重症喘息と不 医師
登校・自傷行為の合
併した１例」

中野

例 ２：「 当 院 入 院
桃陽病院の子どもの 事
後、対人関係と社会
第５回 平成16年
心とからだの医療に
4月24日（土） ついて
生活の改善を認めた 医師
高機能広汎性発達障
害の一例」

裕

別處力丸

カウンセラーから： 桃 陽 病 院 カ ウ ン セ
「 入 院 治 療 に お け る ラー（非常勤）
カウンセリング」
脇野満寿美
病弱養護学校から： 京都市立桃陽養護学
「訪問教育から」
校教諭 藤井なをみ

第６回 平成16年
10月16日（土） 発達障害

第７回 平成17年
4月9日（土）

第８回 平成17年
10月22日（土）

第９回 平成18年
3月2日（木）
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初期に適切な対応が
なされていなかった こうどう小児科
と思われる中学２年 幸道直樹
LD 男児例
AD ／ HD ？ 高 機 能 京都市児童療育セン
自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ター 宮野前由利
ム？

京都市児童福祉セン
ター
門眞一郎

様々な困難を持つ
ADHD の 一 男 児 例 京都府舞鶴こども療 京都少年鑑別所児童
～学童期の成長を通 育センター
精神科医
して小児科医が学ん 四方あかね
定本ゆき子
だこと～
「思春期やせ症」軽快
と悪化を繰り返し、慢
性の経過で長期療養
中の女子。若年発症 京都桂病院小児科
し、回復後身長が伸 中沢由美
びないことを悩む例。
～早期治療の必要性、
園芸療法を含めて～
自閉症の人の特性―
なぜ診療が困難なの
か－

村 松 陽 子（ 京 都 市 児
童福祉センター・よ
こはま発達クリニッ
ク 児 童 精 神 科 医 師、
NPO 法人生活支援セ
ンターあすく理事）

学校検診での工夫

平 井 か よ 子（ 京 都 市
立呉竹総合養護学校
養護教諭）

自閉症の医療におけ
るバリアフリー
～自閉症の人が診療
をうけやすくなるた 診療場面でのかかわ 北村佳世子・百田美
恵 子（ 京 都 市 児 童 福
めに～
り方
祉センター看護師）

京都大学小児科
高尾龍雄
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回数

日付

テーマ

演題

演者

コメント

幼児期の広汎性発達 広汎性発達障害の幼 京都府立こども発達
第10回 平成18年
支援センター診療所
9月30日（土） 障害
児期の特徴
小児科 平井 清
開業小児科で診る小 大久保クリニック
児心身症
大久保秀夫
てんかん発作様の症 京都市立病院小児科
状が心因反応として 岡野創造
出現した症例

第11回 平成19年
3月17日（土） 小児心身症を中心に

京都第二赤十字病
院小児科 伊藤陽
里、長村敏生、清沢 京都市児童福祉セン
不定愁訴にて頻回の 伸幸、心療内科 大 ター診療療育科
長期入院を要した女 原 毅、京都市子ど 市川澄子
児の一例
も保健医療相談・事
故防止センター 澤
田 淳、こうどう小
児科 幸道直樹
心理的側面からのサ
ポートが必要な成長
障害例

第12回 平成19年
9月29日（土） 不定愁訴などの症例

京都第一赤十字病院
小 児 科 木 﨑 善 郎、
徳弘由美子、濱田裕
之、足立晋介

不登校児に多くみら 京都桂病院小児科
れる不定愁訴とその 武内治郎
鑑別

京都大学医学部附属
病院小児科
子どもに対する心理 独立行政法人国立病 神港園診療所
療法を考える神経性 院機構宇多野病院小 高尾龍雄
食思不振症児の絵画 児科
療法例をもとに
白石一浩
京都市の母子保健～ 京都市上京保健所
育児支援・虐待予防 濱頭直子
を中心に～

京都府南部の障害児 京都府立こども発達
療育の現状―京都府 支援センター診療所
立こども発達支援セ 小児科
ンター診療所外来患 平井 清
京都の母子保健のい 者からの検討―
第13回 平成20年
3月15日（土） ま
５歳児健診におけ
る「集団の苦手な子」 京都府中丹西保健所
のスクリーニングと 弓削マリ子
フォロー
新生児聴覚スクリー よしおかこどもクリ
ニングの意義と問題 ニック
点
吉岡 博
下垂体機能低下症と 京都第一赤十字病院
の鑑別に苦慮したネ 小児科
グレクトの一乳児例 足立晋介
キリスト教原理主
義？にもとづき下痢
の積極治療を拒否さ
れ脱水により脳梗塞 京都医療センター地 京都市児童福祉セン
ネグレクト
いかに
平成20年
第14回 10月11日（土） 見つけ、どのように をきたし、集中治療
ター診療所小児科
を要した１例：退院 域医療部
対処するか
越智雅晴
後手術傷に重篤な感 秋山祐一
染症を生じ児童相談
所に介入を依頼した
事例
医療機関から通告の 京都市児童福祉セン
あ っ た ネ グ レ ク ト ター診療所小児科
ケースについて
越智雅晴
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テーマ

演題

演者

コメント

総合周産期母子医療 京都第一赤十字病院
セ ン タ ー に お け る 新生児科副部長
フォローアップ健診 木原美奈子
の現状
NICU を卒業したこ
どもと家族のその後
第15回 平成21年
4月11日（土） －一般小児科医にで
きること－

開 業 医 に で き る にしむらこどもクリ
NICU 卒業児とその ニック
家族へのかかわり
西村康孝
ミ ニ レ ク チ ャ ー
「 ど う す る？ NICU
卒 業 児 の フ ォ ロ ー はせがわ小児科
アップ－開業小児科 長谷川功
医はどこまでかかわ
れるか－」
５ 歳 児 健 診（ 京 都 府
年中児発達サポート
事業）について

京都府中丹広域振興
局健康福祉部 部長
京都府中丹広域振興
局健康福祉部 部長

保護者向け支援メ
５歳児健診とほめ上
ニュー「ペアレント・ 京都府中丹西保健所
第16回 平成21年
手の子育て風土つく
トレーニング」につ 全有耳
10月24日（土） り
いて
ほめかた絵本

京都府中丹西保健所
全有耳、京都府中丹
広域振興局健康福祉
部・中丹東保健所
弓削マリ子

京都市学校医会精神 京都市学校医会前副
衛生班のフィールド 会長
ワーク 学校医とワ 平位喜七郎
ンポイント相談室

学校保健における小 小学校でのスクール ス ク ー ル カ ウ ン セ
第17回 平成22年
4月10日（土） 児科医・学校医の役
カウンセラーの役割 ラー
割
と連携
椙山彩子
事例を通して考える
学校医（病院）との連 養護教諭
携
AD/HD の一男子例

第18回 平成22年
11月6日（土） AD/HD 再考

金澤真弓

京都市児童療育セン
ター
宮野前由利

宇治武田病院リハビ
当院における感覚統 リテーション科作業
合療法の実際
療法士
梅谷敬子
AD/HD 単 独 診 断 群
における自閉症状の
検討

宇治武田病院小児科
発達外来、京都女子
大学
佐藤益子

ミ ニ レ ク チ ャ ー
「AD/HD の診断・治 花園大学社会福祉学
療の実際―小児科医 部臨床心理学科
がすべきこと・気を 小谷裕実
つけるべきこと」
在宅医療の経験

小山医院

小山栄子

退院調整看護師の立 京都府立医科大学地
域医療連携室看護師
重症児の在宅医療を 場から考えた重病児
の退院支援
光本かおり
考える…子ども・家
第19回 平成23年
族・関わる人々の心
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
4月23日（土） 身 の QOL を よ り よ
「 当 院 か ら 在 宅 へ 移 京都第二赤十字病院
くするために
行した後天性脳障害 小児科
児－わが子の鼓動を 大前禎毅
傍らで感じるその幸
せのために」
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青少年自立援助ホー
自立の支援は医療と ムセルフサポートセ
福祉の連携から
ンター東樹
龍尾和幸
心身症や発達障害の ９年間経過観察した
平成23年
こうどう小児科
第20回 10月29日（土） 自立―大人になって のちドロップアウト
した学習障害の１男 幸道直樹
いく子どもたち
児例

京都府立こども発達
支援センター 副所長
（精神科）
山下達久

ひたすら傾聴するこ ひらたけこどもクリ
とにつとめた、社会 ニック
不安障害を訴える高 平竹晋也
校生男子の1例
子どもと家族に寄り 京都大学小児科
添いながら、寄り添 高尾龍雄
いすぎないように

思春期の患者を診る
平成24年
思春期の課題と支援
第21回 4月14日（土） ときに気をつけたい
こと・知っておきた 的関わりのポイント
いこと その１
思春期の入院治療－
構造と枠について－
若年妊娠の一例

京都少年鑑別所
定本ゆきこ（精神科）
京都府立こども発達
支援センター
山下達久（精神科）
こうどう小児科
幸道直樹

婦人科の遭遇する思
思春期の患者を診る 春期性の諸問題－性 田村秀子婦人科医院
ときに気をつけたい 感染症、妊娠を中心 田村秀子（産婦人科）
第22回 平成24年
10月20日（土） こと・知っておきた として－
いこと その２
つおこどもクリ
思春期症例の検討～ ま
ニック、長岡京駅前
主訴・精神症状の見 メンタルクリニック
立てと薬物療法
大原 毅（精神科）
子どもを取り巻く環 京都教育大学教育支
援センター
境の変化とその対応 （元
京都市教育相談
―パトナの教育相談か 総合センター所長）
学校で何が起こって ら見えてくるもの―
桶谷 守
第23回 平成25年
3月16日（土） いるのか
京都市第二児童福祉
学齢児の児童虐待対 センター・第二児童
応事例について
相談所
藤田 庄
院内学級から試験的 京都第二赤十字病院
登校を繰り返して不 小児科
登校を克服した下肢 米田堅祐
不全麻痺児の1例
第24回 平成25年
10月5日（土） 教育現場での問題

パトナにつながって 京都民医連太子道診
いる、当院こころ外 療所小児科
有井小児科医院
来の子どもたち
菅野知子
有井悦子
子どもを取り巻く環境 京都教育大学大学院
連合教職実践研究科
の変化とその対応Ⅱ （元
京都市教育相談
―パトナの教育相談か 総合センター所長）
ら見えてくるもの―
桶谷 守

子どもがちからをつ
け、ちからを発揮す 有井小児科医院
る手立て～親や先生 有井悦子
方と～
平成26年
多様な不登校とその
第25回 3月15日（土） 手立て
洛風の実践から不登
校を考える～つなが 京都市立洛風中学校
りを大切にした環境 須崎 貫
とかかわり～
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回数

日付

テーマ

発達障害基礎講座
第26回 平成26年
10月4日（土） その１

発達障害基礎講座
第27回 平成27年
3月14日（土） その２

演題

演者

コメント

一般開業医が遭遇し はせがわ小児科
た発達障害の事例と 長谷川功
対応
発達障害にまつわる 京都市児童福祉セン
子どもと親の困りに ター 精神科
どのように応えるか 田中一史
発達障害児に対する 坂田医院
漢方薬処方の経験
坂田耕一
発達障がいの子ども 京都市児童福祉セン
のこころとからだを ター 精神科
育む
前田洋佐
発達障害類似の症状 京都府立こども発達
を呈する被虐待が疑 支援センター
われた一例
平井 清

子どもの心の発達
その１
第28回 平成27年
10月17日（土） 幼児期から学童期に 心の理論と実行機能 京都大学大学院教育
かけて
の定型発達と非定型 学研究科・教育認知
心理学講座
発達
子安増生

第29回 平成28年
3月5日（土）

子どもの心の発達
その２
思春期を中心に

子どもの心
－思春期とアイデン
ティティ－

京都府立こども発達
支援センター 臨床心
理士
武田和士

思春期のこころに向 国立病院機構 舞鶴医
き合う－精神科臨床 療センター 精神科
から－
和田良久

京都府立城陽支援
学 校、 地 域 支 援 セ
学習障害のアセスメ ン タ ー「 サ ポ ー ト
ントと支援のあり方 JOYO」 コ ー デ ィ
学習障害を理解する － LD 事例を通して－ ネーター、指導教諭、
平成28年
第30回 10月15日（土） －勉強が苦手な子ど
学校心理士
もたち－
玉村総枝
学習障害の言語の問 大阪芸術大学初等芸
術教育学科
題について
田中裕美子

３．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28回子どものこころと身体懇話会
今年度は、「子どもの心の発達」をテーマとしました。１回目は平成27年10月3日（土）に幼児期か
ら学童期にかけての心の発達に関連した内容で、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52人でした。
一般演題は「発達障害類似の症状を呈する被虐待が疑われた一例」を私が報告し、特別講演は京
都大学大学院教育学研究科教授の子安増生先生に「心の理論と実行機能の定型発達と非定型発達」
という内容で話して頂きました。特に後者では発達障害に関連して頻出する「心の理論」や「実行
機能」についてわかりやすく説明して頂き、好評でした。
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一般演題：発達障害類似の症状を呈する被虐待が疑われた一例
京都府立こども発達支援センター 診療所 小児科

平

井

清

症例は４才５か月の男児。祖父母、叔母、叔父（共に高校生）との５人家族。
一方的な対人関係、誰にでも馴れ馴れしく人との距離感が近い、友達と関わって遊べず一人遊びにな
る、会話が噛みあわない、言葉の理解力が低い、助詞が上手く使えないなど言葉使いが未熟、切りかえ
の悪さ等広汎性発達障害を疑う様子があった。また、常に動いている、常に喋っている、気が散りやす
い（過敏に反応する）、すぐに興奮するといった注意欠陥多動性障害を疑う様子もあった。新Ｋ式発達検
査2001（４才７か月）では認知・適応 DQ76、言語・社会 DQ71、総合 DQ74であった。
生育歴では、未婚の母から生まれ、１才頃には母が交際相手から暴力を受けるという環境であった。
本児が直接暴力を受けていたかは不明であるが、暴力行為を見る機会や暴言を聞かされる機会はあった
と思われ、後に本児がそのような記憶を語ることがあった。
発達障害と虐待の影響（反応性愛着障害）両方を想定し、発達障害に対する一般的注意と支援、本児が
安心して生活できる場（家庭、保育園、学校）の保障をすすめてもらったところ、次第に行動は改善した。
虐待は、反応性愛着障害という広汎性発達障害や注意欠陥多動性障害類似の症状をひき起こし、広汎
性発達障害や注意欠陥多動性障害の症状は、子どもと保護者との愛着形成を阻み虐待につながりやすい。
虐待があったから発達障害（様）の症状が見られるようになったのか、発達障害があったから虐待に進展
したのかはニワトリと卵のような関係でどちらが先かわからないことも多い。
発達の問題を診る場合、本人の特性だけでなく、保護者との愛着形成を考えることは、原因を考える
上で重要、かつ、支援としても必須であると思われる症例であった。

特別講演：「心の理論と実行機能の定型発達と非定型発達」
京都大学大学院教育学研究科 教授

子

安

増

生

１．特別なニーズをもつ子どもたち
2007年施行の学校教育法改正により、特別支援教育が導入された。器質的な障害（視覚障害、聴覚障
害、運動機能障害、知的障害等）に加え、LD、ADHD、高機能自閉症等も特別支援教育の対象にされ、
子どもたち一人一人の教育的ニーズを把握し、特別なニーズをもつ子どもたち
（children with special
needs）に支援を届けることが重要な課題となった。
子どもたちは、かつて「正常／異常」、その後は「健常／障害」と分類されたが、現在では「定型／
非定型」
（typically developed/nontypically developing）と分類されるようになった。非定型発達は、定
型発達の発達の順序性の理解をベースとしてその理解が深まっていくことを、具体的事例をあげながら
示した。
２．神戸少年Ａ事件から
1997年のいわゆる「神戸少年Ａ事件」の経過をたどり、この少年が他者の心を理解することが困難な
「心の理論」の障害を抱えた子どもではなかったかという仮説を検討した。
事件は、神戸市の14歳の不登校の中学生が小学６年生の知的障害の男児（弟の同級生）を山に誘い出し
て殺害し、首を中学校の校門に晒したうえ、神戸新聞社に「酒鬼薔薇聖斗」名で犯行声明をするという
・・・ 53
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劇場型犯罪であった。その２か月あまり前、小学４年女児の頭をかなづちで殴って死に至らしめ、小学
３年女児の腹部をナイフで刺した（重傷）ことも判明した。少年Ａの成育歴や両親の養育態度に格別異常
な点を見つけることはできないかもしれないが、少年の飲酒、喫煙、アダルトビデオ視聴、万引き等に
対する両親の態度は寛容に過ぎた。猫を殺し、舌をビン詰めにする等、動物に対する残虐行為があった
が、直観像素質を有する少年が父親のホラービデオ趣味の影響を受け、小さいころから残酷映像を見せ
られたことも遠因と考えられる。いずれにしても、被害者に対する少年の接し方は「物」に対する仕方
であり、「心」を持つ存在として扱っていないことが特徴的である。
2004年6月の佐世保小６女児同級生殺害事件、2014年7月の佐世保女子高生殺害事件とも関連づけなが
ら少年事件について発達心理学的に検討した。
３．「心の理論」の発達
世界を、「物の世界」と「心の世界」に二分したとすると、人は物が物理的法則にしたがって運動す
ることを理解し、物の物理的特性についての知識を利用して生きると同時に、他者の「心の動き」を知
覚したり予測したり説明したりする時には、
「物の動き」とはまた違った動き方をするものとして考え
ていると言えよう。
「心の理論」の発達研究は、オーストリアのパーナーら（Wimmer & Perner, 1983）が誤った信念課題
を考案したことに始まる。
「マクシはチョコレートが元の棚にあると思い込んでいる」といった誤表象（思
い込み）の理解は、３歳までは困難であり、４～６歳で理解できるようになる（定型発達の小学１年生な
ら必ず通過する）ことが示されている。
「心の理論」の獲得の前後で幼児の行動がどのように変化するかを、子安増生・服部敬子・郷式徹著『幼
児が「心」に出会うとき』
（有斐閣、2000年）から、年長児の協力関係発生の事例と、年中児の葛藤関係（意
地悪）の事例を検討した。
平均11歳の高機能自閉症児が誤った信念課題の通過率20％というデータを示したイギリスのバロン
＝コーエンら（Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985）の自閉症＝「心の理論」欠如仮説と、それを補完
するウタ・フリス著『自閉症の謎を解き明かす』
（東京書籍，1991年）等に示された弱い中枢統合（weak
central coherence）仮説を検討した。後者は、自閉症児が断片的・分析的情報処理は得意だが、包括的・
総合的情報処理が弱いという実行機能の障害、特にプランの実行よりもプラニング自体の困難さを示唆
している。
４．実行機能の発達
実行機能（executive function）とは、目標に至る行動に含まれる次の要素をいう。
・プラニング（planning）
：行動目標の設定。例：玉さがし
・抑制（inhibiting）
：攪乱に負けずに目標維持。例：赤／青課題、ハンドゲーム
・切り替え（switching）
：目標自体の変更。例：DCCS
・ワーキングメモリ（working memory）
：例：単語逆唱スパン課題、８ボックス課題
「心の理論」と実行機能の関係を調べた小川絢子・子安増生の研究（『発達心理学研究』、2008年、19巻、
171-182頁）を紹介した。この研究では、年少児23名（平均３；10）、年中児21名（平均４；11）、年長児24名（平
均５；10）を対象に、「心の理論」２課題と実行機能６課題、および WPPSI の語彙理解テストを個別に
実施した。その結果、抑制（赤／青課題）、切り替え（DCCS）、ワーキングメモリー（単語逆唱スパン課題、
８ボックス課題）と「心の理論」との間には一定の程度の相関があること、言語発達（WPPSI 語彙理解
テスト）と「心の理論」との関係も重要であることが明らかになった。
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５．自閉症スペクトラムの特徴
DSM- Ⅳから DSM-5にかけて、自閉症のとらえ方が変わってきているが、DSM-VI-TR では、①言
語障害、②社会的相互作用の障害、③常同行動と限局された興味の３条件を併せ持つのが自閉性障害と
定義された。この３条件は、ａ．言語の障害、ｂ．「心の理論」の障害、ｃ．実行機能の障害と対応す
るとも考えられる。
関連して、イギリスのドロシー・ビショップのモデルを検討した。ビショップは、語用性言語障害
（pragmatic language impairment; PLI）というサブグループを分離している。DSM-IV-TR のアスペ
ルガー障害の診断基準では、「行動・興味・活動が限定的、反復的、常同的」かつ「対人的相互反応の
質的な障害」が大きな特徴とされるが、他方「言語には臨床的に著しい遅れがない」とされた。しかし、
言語のどの側面を取り扱っているかについて詳しく見る必要があり、話者の意図を理解する失言（faux
pas）の検出や比喩の理解などでは、自閉症スペクトラム児は言葉の「文字通りの意味」に引っぱられ、
話し手の「意図」を推測することが難しいので、理解に困難が生ずることが示されている。
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２）第29回子どものこころと身体懇話会
「子どもの心の発達」についての２回目は、思春期を中心とした内容で行いました。平成28年3月
5日（土）に京都第二赤十字病院Ｃ棟６階会議室で行い、参加者は38人でした。
教育講演として京都府立こども発達支援センター、臨床心理士の武田和士先生に「子どもの心－
思春期とアイデンティティ－」を、特別講演として国立病院機構舞鶴医療センター、精神科部長の
和田良久先生に「思春期のこころに向き合う－精神科臨床から－」を話して頂きました。困ってい
る子どもを前にすると何とかしなければとついつい力んだり（説教したり？）、結果を焦ってしまい
がちですが、思春期の心の発達、揺れを理解し、本人や保護者を支えていけば、自ずとその子ども
本来の姿に戻っていく、それに任せていけばよいのではないかと感じました。

教育講演：子どもの心―思春期とアイデンティティ―
京都府立こども発達支援センター臨床心理士

武

田

和

士

Ⅰ．思春期・青年期の変化
成人期に向けての変化は、思春期の体の変化から始まり、青年期の心理・社会的な成長の中でゆっく
りとアイデンティティを確立するまで進んでいく。この時期は、子どもにとって大人の部分と子どもの部
分の心が入り混じる複雑な時期である。この時期の体の変化は個人差が大きいため、その変化をめぐる
子ども達のこころの動きにも差が大きい。また性的な成熟は周囲の大人との関係性にも変化をもたらすた
め、子ども達は両親から心理的に距離をとるようになる。しかし、その変化に対する不安や葛藤は一人で
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抱えきれるものでもなく、子ども達は同じ体験を共有する仲間集団を強固にし、理想的な他者への同一化
を促進させながら、社会性を育み、アイデンティティの確立へ向けて歩みを進める。そのため、この時期
の心理的な問題は、子どもの個人的な要因に留まらず、周囲との関係性が大きなポイントとなっている。
Ⅱ．思春期の発達段階
心理的な発達理論はいくつかあるが、今回は Freud と Erikson の発達論を基にその経過をまとめた。
その過程で中心的な役割を担うものとして、親子関係と仲間関係があげられる。
まず親子関係については、思春期以前の発達として初めは親密な親子関係から、生活の場が家庭から
学校へ移行していく中で、教師などの第三者への同一化も進み超自我が再編されることで親に対して反
発するなどの心理的な距離が生じる。その過程で親とは違う独自の価値観も形成され、思春期の体の変
化に伴うエディプス葛藤の再燃により思春期以前とは質の違う形で親との距離がとられる。
仲間関係については、幼児的な万能感の世界から、集団での体験や知識の共有を通して有能感を育ん
でいく。そして、“同じように”という共有の世界から、思春期を迎え変化する自己の揺らぎを共に探
索する同一性の高いより親密な仲間として関係性を変化させていく。
Ⅲ．思春期にテーマとなる心理的課題
上記してきたように、内的にも外的にも揺れる思春期のこころは様々な問題や課題を顕わにする。例
えば、思春期は身体共に不安定であるため、幼児的な心性に退行しやすく、自己愛的、万能的な思考で
防衛しやすい傾向が見られる（思春期心性）。そして、親離れや友人関係などを課題として、いじめや引
きこもり、喫煙などの非行といった問題、また現代に特有のインターネット上でのトラブルも起こりや
すくなっている。発達障害など周囲とのコミュニケーションに質的な障害をもつ場合、他者との体験共
有が難しく二次的な問題に陥る場合も見られる。
Ⅳ．思春期と性
身体的に成熟しはじめ、潜伏期に抑圧されていたリビドーが再び活性化される思春期の時期は、性を
テーマにした課題も表面化されやすい。性に対する課題な空想はデート DV（恋人関係の中での DV）や
安易な性行為につながる場合も見られる。この場でも互いに警笛を鳴らしあえる友人関係が重要になる。
そして身体の変化は、性同一性の揺らぎを招きやすく、セクシャルマイノリティの子ども達は他者との
体験の共有がし難くなるため、対人関係上の問題や内的な葛藤を抱きやすい。
Ⅴ．思春期の理解と支援に向けて
親子関係や友人関係の間で問題を抱えやすいこの時期は、親や周囲も当人の思春期的な様相に翻弄さ
れている場合も多く、居場所の提供などの周囲への介入や、親への心理的援助によって問題が収束に向
かう場合もある。
本人に対して介入する際は、
“正しいこと”を伝えるのではなく、本人の話を理解しようとする、受容、
共感的態度が大切である。そして、比較的健康度の高いケースは、継続的な支援ではなく、“必要な時
に必要な分”の介入で解決へ向かう場合も多く、支持的な対応が望ましい。
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特別講演：思春期のこころに向き合う－精神科臨床から－
舞鶴医療センター精神科

和

田

良

久

１．思春期について
思春期とは、子どもから大人に向かって変化する時期であり、身体的変化だけでなく精神的変化も来
す時期と言えます。心理的発達論からみると、思春期は親からの分離と同一性の確立が課題であると指
摘されていますが、同時に思春期は、疾風怒濤の時代と表現されるように、変化が大きく不安定で混乱
しやすい時期とも言えます。
２．思春期をどう乗り切るか
混乱の多い思春期を支えるものとして、親からの支援、仲間集団体験、自己愛の高まりが挙げられま
す。思春期になると、子どもの親に対するイメージが変化し、親に秘密を持ったり親へ反発したりする
ようになり、少しずつ分離していきます。しかし外に向かって踏み出そうとするものの不安な時はまた
親元に戻ってくるように、親に適度に依存することがみられます。また同世代の仲間たちと親密な関係
をもち、不安の解消や仲間との一体感による自尊心の高まりなどにより、親からの分離が促進されます。
さらに、思春期には万能感を持ったり、高い理想を掲げて突き進んだりすることで、思春期の混乱を乗
り越えようとします。
３．近年の思春期の変化
近年の思春期の変化として、親子関係については、母親との２者関係に留まりやすくなっていること、
仲間関係については、同世代の仲間をつくることが難しくなっていることが挙げられ、大学でも友達が
作れないことや、友達レンタルが普及していることが指摘されています。また、自己愛については、近
年 IT 世界などでの現実離れした自己愛の高まりの反面、傷つきやすさが指摘されています。さらに、
近年の社会状況も、先行きが見えず価値観も多様化していることから、同一性獲得が難しくなっている
ことも指摘されています。
４．思春期の問題について－精神科外来から－
精神科外来では、思春期によくみられる疾患・病態として、摂食障害、リストカット、不登校、家庭
内暴力、引きこもりなどがあります。彼らに対応するときには、上述の思春期特有の心理の理解に加えて、
思春期を支える３つの体験と、思春期の近年の変化を理解する必要があります。精神科外来を受診した
場合には、親からではなくまず本人の話に耳を傾け、受診したことをねぎらい、治療者が上から目線で
説教する態度とならないことなど、大人の場合と同様に本人に敬意を払うこと重要な点と思われます。
また、思春期の彼らは、治療者に対して拒否的、反抗的、挑戦的な態度を取ることが少なくありません。
これら態度には、拒否的態度には依存したい思いが、挑発的・尊大な態度にはさみしさ、心細さ、自信
のなさという裏返しの気持ちが潜んでいるという思春期特有の依存と反発の心理を理解したうえで、彼
らのこのような態度に対して感情的にならずに対応するという、冷静さと寛容さが求められると思われ
ます。
思春期で挫折体験などを契機に２者関係に退行すると、自立と依存の葛藤が強まり、母子間で緊張し
た状況になることがしばしばみられます。ひきこもり、家庭内暴力、拒食、過食などはこれらの問題の
一つの表現型としてあらわれると考えられ、背景の思春期の問題は共通している部分があると思われま
す。
治療的支援としては、思春期前半の仲間体験の再体験、社会活動の挑戦や試行錯誤を保証しながら、
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やせやひきこもりに頼らない自分作りを進めるといった思春期の発達過程をなぞるような支援が必要に
なります。一方、親も治療者も、反発、攻撃されても見捨てずに受けて立ち生き残る（survive する）こ
とが大切です。そして臨床場面では、治療者が本人にとって親からの分離を促進する対象として機能す
るように努めるとともに、同世代グループへの参加の橋渡しをするなど、同一性が形成されるような環
境作りを進めることが必要になります。
５．最後に
思春期は混乱が多く、混乱の中の一つの表現型として様々な問題が出現します。本人だけでなく親や
治療者・支援者も混乱することが少なくありません。思春期の近年の変化に伴い、混乱を乗り越えてい
くことが難しくなってきている印象はありますが、混乱が大きいことは逆に思春期は変化の可能性を十
分に秘めている時期とも言えます。支援者は混乱した中でも希望を持ち続けることが大切であると思わ
れます。

４．日本小児科学会「子どもの健康週間」行事
大前禎毅、山内英子、浅野明美
子育て支援シンポジウム（子どもの健康週間（日本小児科学会）行事）を平成27年10月17日（土）にこども
みらい館に於いて開催しました。
「乳幼児の食育と歯の健康」をテーマに、前半は京都市保健福祉局子育て支援部保育課の管理栄養士
の三宅聖子先生に「みんなで育む楽しい食事」と題してお話しいただきました。①乳児の月齢毎の特徴
と食事形態、②食べさせ方や食べる環境の工夫、③自ら「食べる」ための環境整備や手掴み食べの必要
性、④好き嫌いについてわかりやすくお話しいただきました。後半はなかおか小児歯科クリニック小児
歯科専門医の仲岡佳彦先生に「お口の食育～小児歯科医の立場から～」と題してお話しいただきました。
齲歯や歯列の問題は咀嚼不足が大きな要因ですが、実は乳児期の「吸啜」、離乳食に始まる「捕食」な
どの口の動きを獲得できていないことを豊富なデータより示めされ、その重要性を示されました。
参加者は55名で例年に比べるとやや少なかったのですが、お母さんや保育士の方から活発に質疑があ
り、日ごろから感じておられた疑問や不安についても十分解消されたようでした。

【講演１】みんなで育む楽しい食事～乳幼児の食事について～
管理栄養士

三

宅

聖

子

１．海外でも注目されている和食
平成25年に和食が世界無形文化遺産に指定されました。四季折々の旬の食材を、だしのうまみを生か
して調理した、一汁三菜の日本型食生活が世界に認められたのです。しかし現在の日本では和食離れが
進んでいると言われております。食の嗜好は遺伝ではなく、習慣や環境によって作られますので、ぜひ
毎日のお子さんの食事に和食を取り入れていきましょう。
２．食事の大切な３つのポイント
①いつ：子どもは食のリズムで生活リズムが整いますので、生活時間帯にあわせて、大体同じぐらいの
時間に食べることが大切です。
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②なにを：量やバランス、味付け、盛付けにも留意しましょう。嗜好や体の大きさ、運動量等により個
人差がありますので、お子さんの食べるいつもの量を把握し、急な体重の増減がある時は気をつけて
みてあげましょう。
③どのように：食事は栄養をとったりお腹を満たすためだけのものではなく、一緒に食べる人がいるか
（共食）、どんな雰囲気や環境で食べるかも大切にしたいものです。
３．お子さんの年齢別の姿
●０～１歳半：離乳食のころ
液体から固体食へ。飲み込んだりかみつぶす練習をしています。お子さんの摂食機能に合わせた調理
形態にし、あせらず丁寧にすすめます。
●１～２歳：自分で食べる意欲を育てましょう
離乳の完了：３回の食事で必要な栄養がほぼとれるようになること（卒乳とは異なる）自分でやりたい、
食べたい気持ちを大切に。「食べたくない」など自己主張も。スプーン、フォークや時には手づかみで、
しっかり食べましょう。
●３歳～就学前：いただきます、ごちそうさまなどの食事のマナーも身につけます。
入園して、給食をみんなと食べる経験をしたり、お箸もそろそろ練習するお子さんもいます。少しず
つ調味料や新鮮な生野菜、お刺身などもすすめていきましょう。
４．食事はみんなで楽しく育んでいきましょう。
楽しい食事には、美味しさ、食べやすさ、まわりの環境など様々な理由があります。乳幼児期は食習
慣の土台作りの時期とも言われます。授乳期から食の大切さを意識し、みんなで分かち合う楽しい食の
体験を重ねることで、お子さんが食べることが楽しいと感じられるように育んでいきましょう。

【講演２】お口の食育～小児歯科医の立場から～
なかおか小児歯科クリニック院長

仲

岡

佳

彦

普段私たちは何気なく食事をしていますが、これは産まれてからおっぱいを飲み、お口の周りの筋肉
を鍛え、筋肉の使い方を覚え、そして物を噛む能力を身に着け、口だけでなく目や手を使い、食べ方を
学習していきています。特に３歳までに覚えた食べ方を大人になってからでもしており、「三つ子の魂
百まで」と昔の人はよく言ったものです。
そこで今回、産まれてからおっぱいを飲みそして離乳から離乳食、普通食までの乳幼児に対するお話
をしたいと思います。
育児書などを見てると○か月から○○を始めましょうと書いてあります。もちろんこれらは間違いで
はありません。しかし個人差というものがあります。育児をしていると隣の○○ちゃんはできているの
に、うちの子は…。と悩まれるお母さんがおられます。個人差があると頭ではわかっていても心配にな
ります。そこで、今回はこの個人差を、もう少しわかりやすくするために、物を噛むためには欠かせな
い歯の生え方を追加し、無歯期・前歯が生えてきた時期・奥歯が生えてきた時期・乳歯が全部生えた時
期のそれぞれの食事の与え方や注意点を中心に、お話を致します。
最初赤ちゃんは反射を使っておっぱいを飲みます。この時に赤ちゃんはお口の周りの筋肉をフルに
使って一生懸命に飲み、どんどんと飲むのが上手になり、筋肉も鍛えられ成長していきます。この反射
が消える頃に離乳が始まりますが、ここからの離乳食の与え方が特に重要となります。どうしても生活
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が忙しいと、赤ちゃんにも大人のペースで与えてしまいがちですが、吸啜（おっぱいを飲むこと）、捕食
（食べ物を口の中に入れること）、咀嚼（噛むこと）、嚥下（飲み込むこと）など、これらの動きをひとつず
つ確実にステップアップし、子どもさんに合わせた子育てが重要となります。また、親御さんの体調が
悪いとお子さんにも影響をします。しっかりと母子ともに健康管理を行い、ご家族一緒に楽しい食事を
してください。

５．こどもみらい館「すくすく教室」
山内英子、浅野明美
平成27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。34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。
27年度開催状況
回

月

日

内

容

講

師

第１回

9月28日（月）

乳幼児の病気について

三菱京都病院 小児科医

長田加寿子 先生

第２回

10月5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14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19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26日（月） 乳幼児の心の発達について

京都市児童福祉センター
児童精神科医 前田洋佐 先生

第６回

10月30日（金） 子育て座談会

こどもみらい館館長

三宅聖子 氏

橋野恵衣 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。
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子育て支援リレーエッセイ（第３回）
子育て支援ってなんだろう
こうどう小児科

幸

道

直

樹

リレーエッセイの依頼を受けて毎日ぼんやり考えていたのですが、考え出すとなんだか分からなくな
ります。ちょうどそのとき京都新聞に「子育て支援」というコラムが載っていました。タイムリーだな
あと眼を通しますと、子育て支援＝財源支援が急務とありました。教育費軽減、保育園拡充のための施
策など。一般的に考える子育て支援は確かにこういう事なのかと理解しました。医療費も地方行政はこ
ぞって助成をしています。確かに実施されてみるとうれしいのでしょうが、そういう財源があるのなら
別の使い方もあるのではないかと、内心思っています。それでは小児科医である自分にとっての子育て
支援とは何なのでしょうか。
曲がりなりにも小児科医を40年近くやってきました。子育て支援委員会委員も結構長くなりました
（い
つからだったか覚えていないので…）
。平成13年に“小児科医は育児支援をどう考えているか”というア
ンケート調査を同委員会で行っています。
診療中の育児相談や健診、
予防接種、
園医・校医活動、
地域やサー
クルでの講演などをあげて“これらを育児支援と考えますか”という質問をしています。それら全ての
質問に60～70％の小児科医会会員の先生方がそうだと回答している一方、30％前後の先生方はいいえと
回答しています。全てにいいえと回答している先生もおられました。アンケートではそれ以上は聞いて
いないのですが、だからといってその先生が“育児支援”の意識がないわけではないはずです。もう15
年くらい前のアンケート調査ですが、このことをよく覚えています。そして今の私にはそういう回答を
された先生の気持ちが少し分かる気がするのです。小児科医だから、子どもさんの相談に乗ってあげる
のは当たり前、子どもの病気だろうと発達や育児の事だろうと、それをことさらに“育児支援”なんて
おこがましい、自分は自分の仕事をしているだけなのだ、という先輩医師の言葉が聞こえてくるようです。
ちょうどその頃から小児科医にとってもアドボカシーという言葉が少しずつ浸透してくるようになりま
した。子どもの代弁者とも言われます。小児科医は子どものことを最もよく知っている職業の一つだから、
「子どものように弱く発言力がない人たちに代って、一肌ぬいで仕事をする」
「単に奉仕をするだけでは
なく、その人に代わって訴える」と言う意味でボランティアを超えた言葉として定着しています。しか
し私自身は実はこういうのがとても苦手です。子どものためにできることは何でもしてあげたい、でも大
きい声を上げるのは苦手、人前で正論を述べるのは苦手、できるならこっそりとしたい。私はどうも自
分中心に考えるところがあるようで、まず目の前にいる子どものために自分ができることをしたい、その
次、その次はあるのですが、最初から視野を広く持って行動する考え方ができていません。唯一の例外
が京都府における予防接種広域化です。10年ほど前ですが、いろいろな講演会や研究会の質疑応答の中
で予防接種の広域化について質問をしていたのですが、その後で医師会長の森先生から、医師会内に広
域化の委員会を作るから参加してほしいと頼まれました。他府県の状況も調査して、京都方式を作成し
ました。その後紆余曲折はありましたが現在では京都府内であれば全ての行政区で定期接種が可能とな
りました。今から考えてもあれが私にとっては唯一のアドボカシーで、いまだもって２番目はありません。
開業して20年になりますが当所“より良い外来小児科を目指して”として
１：より良い医療を提供する
２：予防接種や健診を充実させる
・・・ 61
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３：育児支援の視点を大切に
を医院の三本柱と位置づけてきました。しかし５年、10年たつとこれが如何に難しいかも分かってきました。
開業以来ずっと強く信じていることがあります。それは小児科医としてよく学び、知識を広げそれを
子どもさんに還元することがもっとも大事な自分の仕事だと言うことです。保護者への丁寧な言葉かけ
A4ハーフ
1c／枠（枠サイズ：H126×W174mm）
や傾聴の姿勢など育児支援のあるべき態度がよく指摘されますが、どんなに丁寧に医療を行い、優しく

接しても、提供している医療・情報が陳腐であってはいけません。40年前とは言わず、５年前の知識も
否定される時代です。食物アレルギーは制限から食べて治す様になりました。離乳食指導でもこの考え
方を無視しては指導できません。医療と育児支援は密接に繋がっています。またそうでなくては小児科
医が実践する育児支援とはなり得ません。
最近、園医をしている保育園や幼稚園で保育士・保護者向けにせっせと予防接種や風邪診療の話しを
しています。診療所で一人に話しをするよりもその方が本音を話せると思ったからです。最近こそ外来
でむやみに抗菌薬を希望する保護者は少なくなりましたが、咳が続くと貼付薬を希望する保護者は未だ
多くいます。鼻が出て薬を求める保護者に対して、外来でどんなに説明しても無投薬では何か不満げで
す。小児科医はいつも何を考えて診療しているのか、風邪とは何なのか、薬はどういう時に必要なのか
…外来ではないところで自分の話をすることで、少なくとも話しを聞いてくれたところから小児医療が
変わらないかなあと願うこの頃です。

効能・効果、用法・用量、警告・禁忌を含む
使用上の注意等につきましては製品添付文書をご参照ください。

2016年3月作成
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■

感染症研究会 
2015年度京都小児科医会感染症研究会 活動報告
伊

藤

陽

里（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20回、第21回ともに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20回特別講演では国立感染症研究所 感染病理部部長の長谷川秀樹先生にインフルエンザと次世代
ワクチンについてご講演頂きました。日本ワクチン学会の理事もされている先生は、インフルエンザウ
イルス感染は上気道の上皮細胞表面におこるが、皮下接種によるワクチン抗体は血中にのみ存在するた
め中和抗体の効果が弱く、重症化は予防するが感染は防げないため、むしろ IgA 抗体を誘導するワク
チンが望ましい事を示されました。そして、経鼻ワクチンは鼻腔粘膜上皮に分泌型 IgA 抗体を誘導す
ることが既に判明しており、この臨床治験が今後予定されているという非常に興味深い情報を聴講させ
て頂きました。今後のインフルエンザ流行、あるいは重症化予防に対する期待が大変高まりました。
第21回では埼玉医科大学准教授の前田卓哉先生に、寄生虫感染症について様々な症例を多くのわかり
やすいスライドでご提示頂きました。寄生虫は種類の多い高等生物感染症である、という印象深い定義
から始まり、寄生虫の検査は検便検査を出して寄生虫スクリーニングを行うだけでは交差反応が多く診
断がつきにくいという事、南米のカメムシが媒介するトリパノソーマによるシャーガス病は慢性の経
過をたどり母子感染も起こりうる事、難治性皮膚潰瘍をおこすリーシュマニア症の確定診断には Lamp
法が優れている事など日ごろ見慣れない多彩な内容で、先生の寄生虫学に対する熱い情熱が伝わってく
るご講演でした。個人的には腸管内で発育する条虫のうち日本海裂頭条虫は体節が切れにくく、無鉤条
虫、有鉤条虫は切れやすい事で見分けられる事、さらに運動性があれば無鉤条虫、運動性がなければ有
鉤条虫と整理して頂けた事が大変助かりました。
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
10月22日（土）は世界的にも御高名な北海道医療大学 副学長 浅香正博先生による「ヘリコバクターピロ
リについて（仮）」の特別講演を予定しています。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20回京都小児感染症研究会（平成27年11月7日
【一般演題】

（座長

ホテルグランヴィア）

京都府立医科大学付属北部医療センター 小児科医長

小川

弘）

①繰り返す誤嚥性肺炎に対して当院で行った喉頭気管分離術の５症例についての検討
京都府立医科大学付属北部医療センター 小児科
耳鼻咽喉科

小川

弘、松井史裕、吉田秀樹、浅井大介

信原健二、齋藤敦志

京丹後市立久美浜病院 小児科

岩見

均、今井朝彦

②Ａ群β溶連菌の子宮内感染の１例
京都医療センター 小児科

阿水利沙、秋山祐一、豊田有子、北
黒須秀雄

浅井康一

河田

誠、石塚哲也

興

③超遅発型Ｂ群溶連菌（GBS）性髄膜炎の１例
京都第二赤十字病院 小児科 松岡太郎、加藤大悟、井上

聡、河辺泰宏、木村

学

東道公人、小林奈歩、藤井法子、大前禎毅、長村敏生
④経鼻式噴霧生インフルエンザワクチンのインフルエンザ予防効果に関する検討
－不活化ワクチンを対照とした観察研究－
こうどう小児科
【特別講演】

（座長

幸道直樹

川勝小児科内科医院 院長

川勝秀一）

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
第21回京都小児科医会感染症研究会（平成28年5月28日
【一般演題】

長谷川秀樹

京都ホテルオークラ）
（座長

公立南丹病院 小児科

伊藤陽里）

①当院 NICU 入院患者に対するワクチン接種の現状把握と課題調査
京都第一赤十字病院 新生児科

田邉裕章、木下大介、山田勇気、菅原由実菜、山村玲理
古川奈央子、小谷

牧、小森友貴、短田浩一、西村

陽

②当院で６か月間に集中して経験した小児急性骨髄炎の３例
福知山市民病院 小児科

足立晋介、加賀谷早苗、浅井大介、諸戸雅治

小児外科

古川泰三

整形外科

金村

斉、中村紳一郎

③妊娠中に梅毒血清反応が陽転化した妊婦から出産した児の経験
京都民医連中央病院 小児科

【特別講演】

（座長

国内や海外でみられる、話題の寄生虫感染症

松原為人

感染症科

山田

産婦人科

藁谷深洋子

京都市立病院 感染症内科部長
埼玉医科大学微生物学 准教授

豊

清水恒広）
前田卓哉

【今後の予定】
①第23回京都小児科医会感染症研究会
平成28年10月22日（土） 京都ホテルオークラ
◎一般演題

４題（予定）

◎特別講演「ヘリコバクターピロリについて（仮）」
②第24回京都小児科医会感染症研究会
平成28年5月13日（土） 京都ホテルオークラ
◎詳細未定
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■

ゴルフ同好会 
ゴルフ同好会報告
松

田

義

和

１．71回ゴルフコンペは2015年11月29日（日）に宇治カントリークラブで開催されました。ひさしぶりで
森洋一府医会長、遠方久美浜から岩見均先生にご参加いただき総勢14名と盛会でした。スコアはプ
ロ並みの先生方から大たたきの筆者までさまざまですが、和気あいあいと開催できました。参加の
先生方ありがとうございました。
結果）優

勝

岩見

均

41 39（NET 74）

準優勝

松本

良文

41 39（NET 74.4） 順位はハンデ

３

位

日比

成美

53 67（NET 74.4）

ブービー

松尾

敏

51 54（NET 79.8）

（ハンデはダブルぺリア）
２．72回ゴルフコンペは2016年5月15日琵琶湖カントリーにて７名の参加で開催されました。非常な晴
天で絶好のコンディションの中、いつもの常連メンバーで楽しく無事にラウンドできました。琵琶
湖カントリーの池に住む白鳥がひなを連れて散歩しており可憐でした。優勝は林鐘声先生。筆者は
またしても、最悪のスコア（123）で最下位でした。（涙）花安先生、幹事ありがとうございました。
結果）優

勝

林

鐘声

41 40（NET 71.4）

準優勝

松尾

敏

51 58（NET 76.6）

３

位

大野

邦彦

45 57（NET 76.8）

ブービー

花安

肇

49 49（NET 78.8）

（ハンデはダブルぺリア）
次回は11月20日宇治カントリークラブで開催予定でございます。またふるってご参加くださいませ。
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■

テニス同好会 
小児科医会テニス大会の報告
吉田小児科内科医院

吉

田

昭

平成27年度の小児科医会テニス大会を平成28年3月19日土曜日の午後、山科にある御陵テニスクラブ
で行いました。東日本大震災で中止して以来、５年ぶりの開催でした。
当日は雨の予報で、前日の夜から当日の午前中まで雨が降っていましたが、次第に小雨となりました。
予定通りに午後2時からテニスを開始した所、天気が回復して、テニス日和りとなりました。おかげで
爽快な気分でゲームを楽しむ事ができました。
当日の参加は清益先生夫妻、館石先生、幸道先生、吉田の５名でした。
当日の戦績は以下の通りです。
幸道先生・清益夫人

６－３

清益先生・吉田

館石先生・吉田

４－３

清益先生・幸道先生

清益夫人・吉田

４－２

館石先生・幸道先生

清益先生・清益夫人

４―２

館石先生・幸道先生

清益先生・清益夫人

４―１

館石先生・吉田

以下４ゲーム先取で

上記の結果より、４勝０敗の清益夫人が優勝され、優勝トロフィーを贈呈しました。
28年度も開催予定ですので、参加希望される方は下記までご連絡ください。
若い先生方で、テニスをされている先生も参加をお願いします。
南丹市園部町

吉田小児科内科医院

TEL 0771-63-1458
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■

旅行同好会 
讃岐路と小豆島への旅
福

原

京

子

平成27年10月10日～12日、讃岐路ビュースポット、美しい島、癒しの楽園というテーマで京都小児科
医会の旅行が行われました。参加者は、田中芳一、若泉悟、吉岡博、大内能子、森本博子先生と福原宏
一、京子の７名です。10月10日13時45分、京都駅に
集合。お世話していただいた京阪津ツーリストの森
川さんに見送られて、14時10分発、のぞみ109号に
乗車。吉岡壽々子先生差し入れの鶴屋𠮷信やガトウ
ハラダの名菓にみかんや祇園小石のあめ等を加えて
お茶と配布。毎年、小学生の修学旅行のような華や
いだ気分です。15時15分、岡山下車後マリンライナー
43号に乗り換え16時37分、高松に到着。送迎バスで
80ｍの高台にある「花樹海」に向かいました。温泉
にゆっくり入り宿のゆかたに着換えて、18時30分か
らの懇親会に出席。大きな窓から見える高松の夜景
は息をのむほど素晴らしかったです。山海の珍味や
地酒も大変美味しかったです。
10月11日朝食時、遠くに屋島や女木島（鬼ヶ島）も見
えました。地元では桃太郎より鬼の方が英雄のよう
な感じでした。９名乗りのジャンボタクシーで、9
時に出発。直前まで降っていた雨もあがり、まず栗
林公園へ行きました。400年の歴史を誇る大名庭園
で23万坪の広さとの事でした。京都御所内のような
立派な松が約1,000本もあるようです。松の雨の水
滴が美しく、空気も美味しく心身が洗われる気がし
ました。１時間の滞在でしたが又ゆっくり来てみた
いと思いました。次は高松城（玉藻城）の見学です。
堀の水が海水のため水門があり、黒鯛や河豚などの
魚が泳いでいるのが不思議な気がしました。次に満
濃池を見学しました。地理で香川は少雨のため、た
め池がたくさんあると習いましたが湖のように広い
のにはびっくりしました。昔の人々の農業用水に対
する知恵と努力はすごいと思いました。次は旧金丸
座の歌舞伎小屋の見学です。1835年に建てられ現存
する最古の芝居小屋です。740席、役者と観客の距
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離が近いです。舞台裏や花道の装置も色々工夫され
ていてびっくりしました。4月の芝居では全国から
ファンが押しかけ、チケットが入手しにくいようで
す。昼食時となり、運転手さんに金刀比羅宮参道の
讃岐うどん店に案内していただきました。「てんて
こ舞」です。客が多く、てんぷら入りぶっかけうど
ん660円をまさにてんてこ舞でいただきました。食
後、善通寺へ行き参拝し、私は家族の健康を祈りま
した。次に五色台で、瀬戸大橋が良く見える展望を
楽しみました。15時30分、高松港から小豆島へ向か
いました。16時20分、土庄に到着。送迎バスで「小
豆島国際ホテル」に行きました。すぐに、ホテルか
ら見えている沖ノ島に通じる「エンジェルロード」
に向かいました。好きな人と歩くと願いがかなうと
いうスポットです。ホタテ貝や絵馬などに願い事を
書いてぶら下げてありました。引き潮で歩けて満ち
潮で水につかる…そんな道です。皆で仲良く歩きま
した。18時30分より懇親会で、瀬戸内の魚中心のオ
リーブ会席を楽しみました。10月12日早朝、日本対
米国のラグビーの試合を TV で見ました。ワールド
カップで日本は南アフリカ、サモアに勝ち善戦。温
厚な森本先生が大ファンと判明。「行け！」とか言う応援の作法まで教えていただき楽しかったです。
日本は勝ちました。9時にホテルを出発。東大出身の俳人、尾崎放哉の記念館を見学。地元で今も尊敬
されている方です。次に大阪城石切場での残石を見学しました。精密に作成する日本人の能力は昔から
すごいなあと思いました。次に寒霞渓に行きました。1,300万年前の火山活動で誕生し200万年の歳月が
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創造した渓谷です。空、海、奇岩の絶景をロープウェーで楽しむ事が出来ました。次はオリーブ園です。
小豆島は人口３万人、地中海を想わせる温暖な気候で1919年より100年の歴史をもつオリーブ発祥の地。
オリーブの原木がありました。10月は同じ木に緑と赤の実がある収穫の時との事でした。昼食に美味し
いオリーブランチをいただきました。次にマルキン醤油記念館で、江戸時代からの醤油製造の歴史を知
る事が出来ました。次に壺井栄記念館と二十四の瞳映画村へ行きました。高峰秀子さんが大石先生役の
映画を見た事を思い出しました。昔の学校生活を懐かしく思い戦争はどんな理由でも良くないと考えま
した。福田港へ行き15時30分発のフェリーで姫路に到着。神姫タクシーで JR 姫路へ行き、ひかり480
号に乗り換え、京都駅に18時56分に無事到着。又、お互い元気に旅行できます事をお祈りしながら解散
となりました。私は、幸道先生がお世話されましたソウル旅行から、毎年、参加させていただいており
ます。個人では企画しにくい楽しい旅行ばかりです。ご多忙の日々とは存じますが、ご体調と日程が合
いますようでしたらぜひご参加下さい。

讃岐、小豆島俳句紀行

旅立ちの天地清めて秋時雨

時雨晴れ松の葉先の雨雫

福原 宏一

手入れ良き松しやく景の高きビル

芸術の秋や蘇鉄の並び立ち

黒鯛の泳ぐ堀水碧く澄み

大いなる満濃池や鳥渡る

江戸よりの仕掛けを凝らす芝居小屋

秋遍路参る古殺に母供養

一望の瀬戸大橋や秋うらら

秋の海母鎮魂の鐘を打ち

小島暮れ秋風に鳴る貝の絵馬

お勧めはオリーブ油の冷や素麺

神輿組むよいやよいやと綱を引き

切り立てるもろき岩肌草紅葉

まだ青きオリーブの実をそつと摘み

ワヰウヱヲ燈下親しむ分教場

映画セットの古き駄菓子屋ソーダ水

帰路の船デツキを濡らす夕時雨

砕石の岩の屏風の夏帽子

体育の日や釣船に飛ぶ鴎

秋の航夕日に染まる長き水尾

秋夕焼日矢海を越え陸に射し

秋の灯を高く点せる船の群

燈台の早や灯を点す秋の暮
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■

休診閑話 
カビがつくるおいしいワイン
林小児科循環器科

カビといっても酵母の話ではなく、ボトリティ
ス・シネレアのことである。

林

鐘

声

る。ドイツの貴腐ワイン＝ TBA（トロッケン・ベー
レン・アウスレーゼ：乾燥した選びぬかれたブド

このカビはごくありふれている。温度と湿度に

ウの実）は、アルコール度数が６％程度と低いこ

よってはどこにでも発生し、200種類以上の宿主

とから220g/ℓ前後の糖分を持つが、リースリン

生物をもち、花や茎ばかりでなく果実にとりつき、

グの豊かな酸のおかげで、セミヨンを中心とする

トマトや苺の実にも寄生し灰色カビ病（プリティ

ソーテルヌと比べても甘すぎるということはなく

エール・グリゼ）を起こす。ブドウにとっても大

繊細である。ロワールのボンヌゾーやカールド

敵で、成育期に発生するとブドウ果実は育たなく

ショーヌはシュナンブランの貴腐ワインとして名

なることから忌み嫌われている。

高い。アルザスではリースリング、ピノグリ、ゲ

ところが、秋も深まり温度と湿度と陽光の条件が

ヴェルツトラミネールの貴腐ワインが僅かに生産

そろい、完熟した白ブドウの果皮の表面にこのカビ

されていて、産地、ブドウ品種、気候、つくり方

が附着すると話が違ってくる。果皮に現れた赤紫色

の違いなどが多様性をもたらしている。シャルド

の斑点は、やがて全体に及んで「無精ひげ」に被

ネも貴腐ブドウはできる。発酵時に数％の貴腐ブ

われた紫色の乾しブドウ様になっていく。カビは菌

ドウが混ざると、ブルゴーニュの高級辛口白ワイ

糸を果皮に貫通させて孔をあけ、果汁の水分、糖

ンに微妙なニュアンスが加わる。

や酸をむしゃぶり食い、グリセリン、ペクチン、酢

世界で一番最初の貴腐ワインはハンガリーのトカ

酸を遺す。同時に孔からは水分が蒸発し、1／2ほ

イで造られ、1650年とされている。共産主義政権下

どになった果汁はドロッとして貴腐
（高貴なる腐敗

でその名声にかげりが出たものの民主化後に大きく

＝プリティエール・ノーブル）
が成就する。

変わってきたという嬉しい報告も出てきている。

房全体が同時進行に貴腐ブドウとなることはなく

味、香り、舌触りや後口のことは触れていな

一粒一粒に生じるため、その日その日に発酵に適し

い。野暮な表現よりも、まずは一口どうぞ。辛口

た貴腐ブドウを選り分けて収穫しては、別々の樽で

指向で価格が押えられていることを考えると、10

発酵させていく。世界最高の折り紙つきのソーテル

年以上経ったシャトー名のあるソーテルヌはどう

ヌの Château d’ Yguem. では、この作業が１～２か

でしょう。そして、20年以上したイケムはどんな

月続く。従って、気候の条件が整わず出来の悪かっ

ことをしても一度はお試し下さい。飲み物の世界

た年はイケムを出していない。私の生まれ年の1951

が変わります。

年もそれに当り、最近では1992年、2012年のイケム

ところで、貴腐の赤ワインは極めて稀ではあるも

はない。手間暇をかけた貴重なワインである。１本

ののあるらしい。赤ワイン用の黒ブドウの果皮は厚

の樹のブドウの房数を少なくしていることもあって、

く丈夫なことからカビがつきにくく、それが珍しさ

ワイングラス一杯分はブドウの樹一本分である。

の一因ともなっているのかも知れない。果汁に果皮

イケムでは糖分が360g/ℓとなるまで待って収

を浸漬してつくるのが赤ワイン。カビまみれでしか

穫する。発酵が進みアルコール含有量が13.5度で

もカビのせいでタンニンの一部は破壊されている果

酵母の活動は自然と停止し、その時までに糖分の

皮やカビは、色に味にどんな影響を与えていること

2/3強が消費され、残存糖分は120g/ℓ前後とな

だろう。誰か手に入ったら連絡下さい。
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■

理事会報告


第１回 理事会（平成27年度 第１回）
平成27年5月8日（金）午後2時～ 府医会館

出席：清益、竹内、吉岡、栗山、有井、禹、長村、川勝、木崎、
岸田、小谷、天満、東道、西小森、長谷川、林、藤原、
松田、森本、安野、山内、若園、辻
欠席：藤田、秋山、黒田、松尾
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．入会・退会 平成27年3月13日以降
（異動）諸戸雅治
（与謝）
京都府立医科大学北部医療センター
→ （福知山）市立福知山市民病院
徳弘由美子（伏見）伏見保健センター深草支所
→ （東山）京都市東山保健センター
（死亡）高柳博（右京）高柳医院 平成27年3月26日ご逝去
平成27年5月8日現在の会員数 319名
２．共催・後援の会
①子どものこころと身体懇話会 3月14日（土）第２日赤
②診療内容向上会 3月28日（土）
ANA クラウンプラザホテル
約60名の参加。ヒトメタニューモウイルスの話。
次年度の共催は決まっておらず、開催するかどうか、形
式はどうするか今後検討。
③日本外来小児科学会 第15回 園・学校保健勉強会
3月28日（土）、29日（日） 京都商工会議所（後援）
70名参加。活発なやり取りが時間いっぱいまで行なわれ
た。来年は町田市で開催。
④京都小児科医会専攻医・研修医合同研修会 4月25日（土）
アボットジャパン共催
ANA クラウンプラザホテル京都
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”
」
臨床の話が主であった。約70名の参加。うち研修医・専
攻医は30名。
３．府医 乳幼児保健委員会 会長
食物アレルギーへの対応について医師のレベル向上に役立
つ情報をまとめている。
先日行なったアンケートの結果をまとめて答申を作成。
４．京都市急病診療所運営委員会 木崎理事
小児科は特に問題はない。内科受診者が増えている。
５．学校保健委員会 川勝理事
「学校における健康教育」について間もなく答申書がでる。
６．学術生涯教育委員会 川勝理事
７．保険医協会理事 有井先生
８．保険医協会 審査通信委員
東道先生
９．子ども医療費助成の対象拡大の件
9月1日から対象が拡大されるが、すでに市民新聞などで広
報されたため医療機関への問い合わせがあるかもしれない
ので、注意いただきたい。

10．子育て支援委員会

平成27年4月27日（月）14時 京都府医師会館
【報告事項】
１．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
参加者数53名（小児科医会34名、学校医会15名、両
方12名、その他16名）
２回分を収録した DVD 完成し、理事と本委員会委
員に配布
２．第２回京都小児在宅医療実技講習会募集開始
日時：平成27年6月28日（日）13:00～16:00
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）
３．平成27年度のすくすく教室
第１回 9月28日（月）「乳幼児の病気について」
三菱京都病院小児科 長田加津子先生
第５回 10月26日（月）「乳幼児の心の発達について」
京都市児童福祉センター児童精神科 前田洋佐先生
【協議事項】
１．子どもの健康週間
日時：平成27年10月17日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
テーマ：「乳幼児の食育と歯の健康」
講演１：栄養士
講演２：歯科医師→京都府歯科医師会に講師派遣を依頼
ポスターは例年どおり有井先生を通じ京都造形芸術大学
の学生さんに依頼
２．第28回子どものこころと身体懇話会
日時：平成27年10月3日（土）15時～17時30分
場所：京都第二日赤会議室
テーマ：乳幼児の心の発達
講師については検討中

11．その他
・乙訓版「お父さんお母さんのためのわかりやすい医療・
保健・福祉制度ガイドブック（改訂版）」
・日本小児科医会理事会報告
山中祐一先生の内藤壽七郎賞受賞が決定した。授賞式は
6月の別府での日本小児科医会総会フォーラムにおいて
行われる。
成育基本法の成立に向けて超党派で取り組むこととなっ
ている。
次の参議院選挙で、日本小児科医連盟は自見はな子氏を推
薦する事になった。小児科医とのことで協力の依頼があった。
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・次回から、京都府医師会からの報告（藤田副会長・松田
理事）日本小児科医会からの報告を加える
協議事項
１．日本小児科医会 平成27年度 定時社員総会（6月13日 別府）
出席者
代議員：栗山、予備代議員：禹
２．平成28年の新年会について
平成28年1月30日（土）京都ホテルオークラ
共催：田辺三菱
今後３年間の共催は決まった。立食に戻るのかどうかなど、
詳細は今後つめる。
３．診療内容向上会について
今後の診療内容向上会の実施、共催について
共催メーカーは未定。実施するかどうかを含め今後の検討
課題。
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 今回１回だけの共催
②次々回 秋：MSD 共催 11月7日
ホテルグランヴィア京都
③平成28年度の開催について
平成28年5月は アステラス共催予定
５．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
講演１．「子供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 皮膚科部長兼横浜市立
大学皮膚科非常勤講師 馬場直子先生
座長：安野哲也先生
講演２．「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～」
金子小児科 院長 金子淳子先生
座長：長谷川功先生
総会 議長

会計監査報告 竹内監事
決算 予算 事業報告 事業計画
日本小児科学会専門医単位３単位
６．こどもの心とからだ教育講演会 フェリングファーマ共催
7月25日 子どもみらい館
①「夜尿症」
兵庫医科大学 服部益治教授 座長：松尾先生
②「ペアレントトレーニング」
奈良教育大学 岩坂英巳教授 座長：森本先生
７．共催・後援依頼（資料）
①第54回京滋臨床アレルギー懇話会 共催依頼（こどもの
心とからだ教育講演会と同日）
共催承認
②一般社団法人細菌性髄膜炎から子どもたちを守る会主催
守ろう！健康！育もう！未来 子ども元気フェスタ
後援依頼 承認
③京都産婦人科医会主催 京都府警察と産婦人科医との
ネットワーク研修会 後援依頼承認
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）16時～協議会 18時～懇親会
場所：新都ホテル
準備係：栗山、松田
各府県医会に回答をお願いするテーマについて
①過去１年間の活動報告
②③これまでのテーマを見て検討する
当日の役割分担
受付 司会 開会挨拶 閉会挨拶
懇親会司会 懇親会開会挨拶 乾杯 懇親会閉会挨拶
中央からの報告
９．次回理事会（納涼理事会）
7月の土曜日は4日、11日、18日、25日
日時：7月4日18時 場所：ホテル日航プリンセス 翡翠苑
10．第37回（平成27年度）母子保健奨励賞の受賞候補者の推薦
について（資料）
吉岡会長 松田理事に一任
11．その他

第２回 理事会（平成27年度 第２回）
平成27年7月4日（土）午後6時～ ホテル日航プリンセス「翡翠苑」
出席：竹内、吉岡、藤田、栗山、有井、禹、長村、木崎、清澤、
東道、長谷川、松尾、安野、若園、辻
欠席：清益、秋山、川勝、岸田、黒田、小谷、天満、西小森、林、
藤原、松田、森本、山内
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．入会・退会 平成27年5月8日以降
（退会）三宅洋之介（西陣）三宅内科医院
（死亡）楠 智一（左京）平成27年4月15日ご逝去（5月23
日連絡受）
平成27年7月4日現在の会員数 317名
２．総会 6月6日（土）ホテル日航プリンセス
約90名参加があり、議事はすべて承認された。
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講演は２題、小児科医による１か月健診は京都ではむずか
しいと思われた。
アトピー性皮膚炎の話は臨床的な話で診療に役立つ話で
あった。
３．共催・後援の会
①ワクチン啓発イベント「守ろう！健康！育もう！未来
子ども元気フェスタ」
5月17日（土）こどもみらい館 後援
②感染症研究会 5月23日（土）京都ホテルオークラ
③第71回日本助産師学会 5月23日（土）立命館大学朱雀
キャンパス 後援
④京都府警察と産婦人科医とのネットワーク研修会
6月7日（日）京都ガーデンパレス 後援
⑤第２回京都小児在宅医療実技講習会 6月28日（日）
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京都府医療トレーニングセンター
４．日本小児科医会総会フォーラム
（大分）
6月13日
（土）
14日
（日）
京都からは木崎先生と川勝先生が２題ポスターセッション
に参加。
全体の参加者は900名。
５．府医 乳幼児保健委員会 会長
答申を提出した。府医から近日中に送付される。
６．京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
７．学校保健委員会 川勝理事
８．学術生涯教育委員会 川勝理事
９．京都府医師会から 藤田副会長 松田理事
今期府医委員会委員
・救急委員会 長村理事（留任）
・学術生涯教育委員会 川勝理事（留任）
10．日本小児科医会から 吉岡会長
学校医についてのアンケートは府医松田理事にお願いす
る。
小児救急研修会 生涯研修センターの案内
11．内藤壽七郎賞受賞山中先生よりの寄付について
大分で授賞式が行われた。小児科医会に10万円寄付いただ
いたので一般会計に入れる。
12．中部近畿ブロック小児科医会会長合同会議について
9月に京都で開催予定。
13．京都少年鑑別所視察委員会について
弁護士、医師、地域代表、行政担当者が委員として参加。
14．保険医協会から（資料）有井理事
理事の担当分掌の報告（有井理事は総務担当）総会の案内
15．旅行同好会
日程：平成27年10月10日（土）～12日（月・祝）
行先：小豆島、四国方面の予定
費用：約８万円
福原先生にお世話いただいている。

16．子育て支援員会 6月22日（月）
【報告事項】
１．第28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10月3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：子どもの心の発達（その１）
１）一般演題「未定」
京都府立こども発達支援センター 平井 清先生
２）特別講演「未定」
京都大学大学院教育学研究科・教育認知心理学講座
子安増生先生
２．子どもの健康週間（山内、浅野）
日時：平成27年10月17日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
テーマ：「乳幼児の食育と歯の健康」
講演１：
「みんなで育む楽しい食事～乳幼児の食事につ
いて～」
京都市保健福祉局保育課 嘱託 管理栄養士
三宅聖子先生
講演２：「未定」
京都府歯科医師会学校歯科委員 仲岡佳彦先生
ポスターは例年どおり有井先生を通じ京都造形芸術大学
の学生さんに依頼
３．第２回京都小児在宅医療実技講習（長谷川）
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）
応募者30名、当日参加は26名、小児科医17名（開業医４名）
【協議事項】
１．小児科医会会報
子育て支援リレーエッセイ：山内英子先生

17．その他
協議事項
１．平成28年の新年会について
平成28年1月30日（土）京都ホテルオークラ
共催：田辺三菱
講演２題のうち、１題はアトピー性皮膚炎関連、１題は「災
害時の子どものケアー」について
広島小児科医会の桑原先生にお願いする。
２．診療内容向上会について
今後の診療内容向上会の実施、共催について
共催メーカーがなければ、懇親会なしで会場を探すことも
考える。
4月2日（土）を第１候補に。講演は、交通費：宿泊費のか
からない演者を検討する。
３．感染症研究会について
①次回は11月7日（土）ホテルグランヴィア京都
MSD 共催
②平成28年度の開催について
平成28年5月は アステラス共催予定 ホテルオークラ
４．次年度総会 について
会場は6月4日（土） ホテル日航プリンセス
５．こどもの心とからだ教育講演会 フェリングファーマ共催
7月25日 子どもみらい館
①「夜尿症」兵庫医科大学 服部益治教授 座長：松尾先生
②「ペアレントトレーニング」
奈良教育大学 岩坂英巳教授 座長：森本先生
６．共催・後援依頼（資料）
①平成27年度京都府予防接種研修会 10月1日（木）
14時30分～16時30分
府医会館 共催承認
②第15回京都「こどもの心とからだ」教育講演会
7月25日（土）14時～
フェリングファーマ 共催承認
③第19回京滋小児外科フォーラム 7月3日（金）18時30分
京都ロイヤルホテル＆スパ 後援承認
④第29回洛筍会 7月30日（木）14時～16時
京都センチュリーホテル
Meiji Seika ファルマ 後援承認
⑤京都ワクチンフォーラム 11月21日（土）
京都ホテルオークラ 16時～18時
ジャパンワクチン 共催承認
⑥第３回京都・性の健康フォーラム 9月12日（土）
京都府立医大図書館ホール 15時～
京都産婦人科医会 主催 後援承認
⑦児童虐待未然防止研修会 妊産婦のメンタルヘルスケア
9月5日（土）京田辺商工会館
京都府主催 後援承認
７．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
場所：新都ホテル
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準備係：栗山、松田
各府県医会に回答をお願いするテーマについて
①過去１年間の活動報告
②日本小児科医会の代議員の決め方について
当日の役割分担
受付 司会 開会挨拶 閉会挨拶
懇親会司会 懇親会開会挨拶 乾杯 懇親会閉会挨拶

中央からの報告
８．理事の追加・増員について
勤務医を増やす方向で検討。
９．会報に掲載する企業広告の依頼書について 禹理事
10．総会フォーラムポスター発表者の交通費の支給について
京都小児科医会として演題を出した場合は、勤務医限り医
会から交通費を負担する。

第３回 理事会（平成27年度 第３回）
平成27年9月11日（金）午後2時～ 府医会館
出席：清益、吉岡、藤田、栗山、禹、長村、川勝、木崎、岸田、
黒田、天満、東道、西小森、長谷川、林、藤原、松尾、
松田、安野、山内、若園、辻
欠席：竹内、秋山、有井、清澤、小谷、森本
会長挨拶：吉岡会長

員をお願いすることになる。
９．京都府医師会から 松田理事 禹理事
高齢者インフルエンザワクチンの価格について、ワクチン
の納入価が高騰しており京都市との委託料は500円アップ
になったが、実質２倍近い値上げになっており医院のふた
んが大きい。

報告事項
１．入会・退会 平成27年7月4日以降
（入会）有本晃子（左京）左京保健センター
（異動）鎌田航也（伏見）医仁会武田総合病院
→ （下京西部）自宅会員
（退会）岡田豊子（宇治久世）岡田医院 閉院
村上博昭（中京西部）京都市立病院 府外転出
平成27年9月11日現在の会員数 316名
２．こどもの心とからだ教育講演会 フェリングファーマ共催
7月25日 子どもみらい館
①「夜尿症」
兵庫医科大学 服部益治教授 座長：松尾先生
②「ペアレントトレーニング」
奈良教育大学 岩坂英巳教授 座長：森本先生
88名出席
３．共催・後援の会
①第29回洛筍会 7月30日（木）14時～16時
京都センチュリーホテル
②第54回京滋臨床アレルギー懇話会
7月25日（土）15時30分～ 烏丸京都ホテル
③児童虐待未然防止研修会 妊産婦のメンタルヘルスケア
9月5日（土）京田辺商工会館
京都府主催 後援
４．府医 乳幼児保健委員会 吉岡会長
委員長：吉岡 博 副委員長：藤田克寿
今期諮問事項「園における保健環境の整備と医療との関わ
り」について
５．府医 京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
特に小児科では問題はない。シルバーウイークも医師１名
増員で対応予定。
６．府医 学校保健委員会 川勝理事
今期は未開催
７．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
10月4日 京都医学会 小児科医も多数参加をお願いしたい
８．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
医療事故調査制度について
10月から新しい事故調査制度が始まる。
府医も医療事故調査等支援団体として小児科医会に調査委

10．日本小児科医会から 吉岡会長
研修会の案内が来ているので、希望される方は参加下さい。
近畿・中部ブロックの会長会議が京都で9月19日（土）に
開催予定。
11．保険医協会から
診療内容向上会について、協議へ
12．「成育基本法制定推進」署名活動の集計
京都から7,181人分の署名が集まった。
13．「こころのわ」事業の講演会案内（資料）

14．子育て支援員会 平成27年8月29日（土）18時
リストランテ美郷
【報告・協議事項】
１．第28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10月3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：子どもの心の発達 その１（幼児期から学童期
にかけて）
１）一般演題「発達障害類似の症状を呈する被虐待が疑
われた一例」
京都府立こども発達支援センター 平井 清先生
２）特別講演「心の理論と実行機能の定型発達と非定型
発達」
京都大学大学院教育学研究科・教育認知心理学講座
子安増生先生
２．子どもの健康週間（山内、浅野）
日時：平成27年10月17日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
テーマ：「乳幼児の食育と歯の健康」
講演１：
「みんなで育む楽しい食事～乳幼児の食事につ
いて～」
管理栄養士 三宅聖子氏
講演２：「お口からの食育～小児歯科医の立場から～」
小児歯科専門医 なかおか小児歯科クリニック
院長 仲岡佳彦先生
３．小児科医会会報原稿提出
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～」
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YAMAUCHI KID’S DAYCARE ROOM 山内英子

15．その他
事務局 飯田尚子さんの父上が御逝去され、医会から供花
させていただいた。
児童福祉センターとの懇談を昨日開催した。有意義であっ
たので、今後も開催したい。
協議事項
１．平成28年の新年会について
平成28年1月30日（土）京都ホテルオークラ
共催：田辺三菱
演題１：アトピー性皮膚炎関連 皮膚科 加藤教授の予定
演題２：講演２．「8・20広島土砂災害：災害発生初期救急
診療の経験」
広島県小児科医会会長 桑原正彦先生
会費は3,000円
座長：演題１ 吉岡会長 演題２ 清益監事
演題の順序は演者の都合で調整する
２．診療内容向上会について（資料）

10月15日（木）18時50分～ 京都ホテルオークラ
②第３回京都小児在宅医療研究会 共催依頼 承認
平成28年1月10日（日）13時～15時30分
京都第一赤十字病院
６．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
場所：新都ホテル
準備係：栗山、松田
各府県医会に回答をお願いするテーマについて
①過去１年間の活動報告
②日本小児科医会の代議員の決め方について
③各府県小児科医会 独自の事業・取り組みがあれば
当日の役割分担
受付：飯田＋理事 司会：辻
開会挨拶：吉岡会長 閉会挨拶：藤田副会長
懇親会司会進行：栗山
中央からの報告：会長に確認をお願いする
アトラクション？：なし
準備・資料の最終確認：11月初めに
理事はなるべく多数出席してください。

有井理事からいろいろと案を出していただき、準備を進め
ていただいている。
会場費、懇親会の費用を医会で負担するのはむずかしい。
会場費の負担を保険医協会にお願いできるなら懇親会なし
で開催してはどうか。
開催できない場合は、その他の総会や講演会開催時に、少
し時間をとって保険診療の注意点をつたえてはどうか。
３．感染症研究会について 藤原理事
①次回は11月7日（土）ホテルグランヴィア京都
MSD 共催 17時～
一般演題４題と特別講演「次世代のインフルエンザワク
チン」
国立感染症研究所 長谷川秀樹先生
②平成28年度の開催について
平成28年5月はアステラス共催予定 ホテルオークラ
5月28日
４．次年度総会 について
会場は6月4日（土）ホテル日航プリンセス
特別講演について 家庭看護力（大阪小児科医会 福井先
生）はどうか。
５．共催・後援依頼（資料）
①京都子どもの皮膚病カンファレンス 後援依頼 承認

７．会報発行について 禹理事
原稿料の支払いについて
今年度は会員外医師３名、医師以外１名に原稿をお願いし
ており、105,000円の支出。
承認
昨年より広告料が減っている。
８．名簿作成の件
変更がないか内容確認の書類を送付する。他の郵送物とは
別に。
９．保育園 WG について
禹理事から素案を出していただく。
10．来年度日本小児科医会総会フォーラム
2016年6月11・12日米子
ポスター発表
京都小児科医会の発表をする勤務医には宿泊（１泊１万円）
と交通費を費用弁償する。
11．その他
会員から「幼稚園に入園希望したがエピペンを預かること
はできないといわれ、入園を断られた。
エピペンを預かってくれる幼稚園について、何か情報はな
いか」との問い合わせがあった。
関係団体に問い合わせてみる。

第４回 理事会（平成27年度 第４回）
平成27年11月13日（金）午後2時～ 府医会館
出席：清益、吉岡、藤田、栗山、秋山、有井、禹、長村、川勝、
岸田、清澤、黒田、小谷、天満、東道、長谷川、林、松
尾、松田、安野、山内、辻
欠席：竹内、木﨑、西小森、藤原、森本、若園
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．入会・退会 平成27年9月11日以降
（入会）石岡千寛（西陣）佛教大学健康管理センター

小林奈歩（上東）京都第二赤十字病院
（異動）桒原康通（府立医大）小児科 → 分子生化学教室
平成27年11月13日現在の会員数 318名
２．共催・後援の会
①第３回京都・性の健康フォーラム
京都産婦人科医会主催 後援
9月12日（土）15時～ 京都府立医大図書館ホール
②京都小児科医会学術講演会（大塚製薬）
9月26日（土）16時～ ハートピア京都
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③府医 平成27年度京都府予防接種研修会
10月1日（木）14時30分～16時30分
④第28回子どものこころと身体懇話会
10月3日（土）15時～ 京都第二日赤会議室
⑤子どもの皮膚病カンファレンス 後援
10月15日（木）18時50分～ 京都ホテルオークラ
⑥子どもの健康週間
10月17日（土）14時～ こどもみらい館
⑦感染症研究会
11月7日（土）17時～ ホテルグランヴィア京都
３．府医 乳幼児保健委員会 吉岡会長
４．府医 京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
５．府医 学校保健委員会 川勝理事
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
10月4日 京都医学会
７．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
第２回医療安全講演会
「えっ、本当 !? 他科に学ぶ事故事例～日常外来診療で注意
すべき疾患 PART ４～」
12月3日（木）14時30分～16時30分 医師会館３Ｆ大会議室


13．その他

８．京都府医師会から 松田理事 禹理事
ワクチン不足
９．日本小児科医会から 吉岡会長
10．保険医協会から
診療内容向上会について（協議へ）
第４回開業医フォーラム「単科開業医と新専門医制度」
11．平成27年度エコチル調査運営協議会
吉岡会長・禹理事・有井理事
11月5日（木）14時～ キャンパスプラザ京都

12．子育て支援員会 平成27年度 第４回（第93回）子育て支
援委員会
10月26日（月）14時 京都府医師会館
【報告事項】
１．第28回子どものこころと身体懇話会
日時：平成27年10月3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：子どもの心の発達 その１（幼児期から学童期
にかけて）
１）一般演題「発達障害類似の症状を呈する被虐待が疑
われた一例」
京都府立こども発達支援センター 平井 清先生
２）特別講演「心の理論と実行機能の定型発達と非定型発達」
京都大学大学院教育学研究科・教育認知心理学講座
子安増生先生
参加者52人 小児科医会34 学校医会11（全て小児科医
会と重複）
２．子どもの健康週間
日時：平成27年10月17日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
テーマ：「乳幼児の食育と歯の健康」
講演１：
「みんなで育む楽しい食事～乳幼児の食事につ
いて～」 管理栄養士 三宅聖子氏
講演２：「お口からの食育～小児歯科医の立場から～」
小児歯科専門医
なかおか小児歯科クリニック 院長 仲岡佳彦先生
参加者55名
３．第３回京都小児在宅医療研究会（三沢）

加藤則人先生
会費は3,000円
座長：演題１ 清益監事 演題２ 吉岡会長
２．診療内容向上会について 有井理事
（案）3月26日（土）15時～ こども未来館
１．点数改訂の要点 講師 座長
２．講演 花園大学心理学科 橋本和明先生 座長
３．感染症研究会について 藤原理事
平成28年度の開催について
平成28年5月は アステラス共催予定 ホテルオークラ
5月28日
４．次年度総会について
会場は6月4日（土）ホテル日航プリンセス
特別講演について 家庭看護力（大阪小児科医会 福井先
生）はどうか。
５．共催・後援依頼（資料）
①第29回京滋未熟児新生児研究会 共催依頼
平成28年2月20日（土）15時～18時
京都府立医科大学基礎校舎１階 第１講義室
【一般演題】15時～16時20分
【ミニ講演】16時30分～17時
「小児の訪問リハビリテーションについて（仮）」
訪問看護ステーション「こころの木」理学療法士
磯矢めぐみ
【特別講演】17時～18時
「出生前診断を巡る倫理的考察、特に NIPT について」
東京女子医大名誉教授 仁志田博司
＊無侵襲的出生前遺伝学的検査（Noninvasive prenatal
genetic testing）
＊日本小児科学会専門医３単位
②京都小児科医会新年学術講演会 共催
平成28年1月30日（土）16時～18時
京都ホテルオークラ
③第17回京都アレルギークロストーク 共催
平成28年2月18日（木）18時30分～20時30分
メルパルク京都６階会議室Ｃ
６．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
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日時：平成28年1月10日（日）13時～15時30分
場所：京都第一赤十字病院 多目的ホール
【協議事項】
１．第29回子どものこころと身体懇話会
日時：平成28年3月5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：子どもの心の発達 その２（思春期を中心に）
１）一般演題
２）特別講演

協議事項
１．平成28年の新年会について
平成28年1月30日（土）京都ホテルオークラ
共催：田辺三菱
講演１「8・20広島土砂災害：災害発生初期救急診療の経験」
広島県小児科医会会長 桑原正彦先生
講演２「小児の皮膚疾患 アトピー性皮膚炎を中心に」
京都府立医科大学大学院 医学研究科 皮膚科学教授
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７．会報発行について 禹理事
８．名簿作成の件
９．2019年の日本小児科医会総会フォーラム 開催について
吉岡会長
10．京都新聞社主催「こころのわ」事業への後援依頼について

（資料）
（平成27年12月1日～平成28年10月31日）
11．小児在宅医療地域コア人材養成講習会の受講者推薦につい
て（資料）
12．その他

第５回 理事会（平成27年度 第５回）
平成28年1月8日（金）午後2時～ 府医会館
出席：清益、吉岡、藤田、栗山、有井、禹、川勝、木﨑、岸田、
清澤、黒田、東道、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、長村、小谷、天満、西小森
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．入会・退会

平成27年11月13日以降

（退会）金井創太郎（中京西部）京都市立病院 府外転出
平成28年1月8日現在の会員数 317名
２．日本小児科医会近畿連絡協議会 11月14日（土）新都ホテル
多数の参加を得、有意義な情報交換ができた。
３．共催・後援の会
①京都ワクチンフォーラム
2015年11月21日（土）京都ホテルオークラ
４．府医 乳幼児保健委員会 吉岡会長
保育園の環境整備について検討している。園医、小児科医
への講演依頼などが今後増えると思うが、協力をお願いす
る。2月4日には京都府医師会園医協議会が開催され、食物
アレルギーをテーマに伊藤先生土屋先生の講演がある。
５．府医 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。
６．府医 学校保健委員会 林理事
「校医の手引き」の改定を予定している。
７．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
9月25日に京都医学会が開催される。テーマは遺伝関係の
予定。
８．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
第２回医療安全講演会
「えっ、本当 !? 他科に学ぶ事故事例～日常外来診療で注意
すべき疾患 PART ４～」
12月3日（木）14時30分～16時30分 医師会館３Ｆ大会議室
盛会であった。小児科は市立病院から意識消失発作を主訴
とし心疾患であった症例を紹介した。
９．京都府医師会から 松田理事 禹理事
インフルワクチンは特に混乱なし。４種混合ワクチン「ス
クエアキッズ」は、今のところあまり流通していない。
10．日本小児科医会から 吉岡会長
小児救急：家庭看護力セミナーが つくばで開催。
感染症対策委員会：ワクチンの効果について（例 おたふ
くかぜ）検討予定
6月11日・12日 総会フォーラムが米子で開催予定。
11．保険医協会から
診療内容向上会について
第４回開業医フォーラム「単科開業医と新専門医制度」
11月29日（日）に開催された。

久先生、種田先生 小児科からは長谷川先生が演者として
参加。参加者は約20名であった。

12．子育て支援員会
平成27年度 第５回（第94回）12月21日（月）14時
京都府医師会館
【報告事項】
１．第29回京滋未熟児新生児研究会（長谷川）
日時：平成28年2月20日（土）15時～18時
場所：京都府立医科大学基礎校舎１階 第１講義室
【一般演題】15時～16時05分
【ミニ講演】16時20分～16時50分
「小児在宅リハビリにおける課題」
訪問看護ステーションこころの木 理学療法士 磯矢め
ぐみ
【特別講演】17時～18時
「出生前診断を巡る倫理的考察、特に NIPT について」
東京女子医大名誉教授 仁志田博司
共催：京滋未熟児新生児研究会、京都小児科医会、滋賀
小児科医会、アッヴィ合同会社
２．小児在宅医療地域コア人材養成講習会への受講者派遣
の件（長谷川）（資料）
日時：平成28年2月7日（日）8時45分～17時30分
場所：国立成育医療研究センター
受講対象：都道府県より選出された医師
長谷川（はせがわ小児科）、西村陽（第一日赤）、大前禎
毅（第二日赤）
【協議事項】
１．第29回子どものこころと身体懇話会（幸道、平井、大前）
日時：平成28年3月5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：子どもの心の発達 その２（思春期を中心に）
１）教育講演：「子どもの心 －思春期とアイデンティ
ティ－」
京都府立こども発達支援センター 臨床心理士
武田和士
２）特別講演：「思春期のこころに向き合う －精神科
臨床から－」
国立病院機構 舞鶴医療センター 精神科部長
和田良久
遠方から来られるので交通費は実費支給する。
２．その他
京都府が発達障害についての医師向けの勉強会を3月に
２回予定している
（こども発達支援センターの精神科医と小児科医が１回
ずつ担当）。（平井から）
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次回


平成27年度第６回委員会
平成28年2月22日（月）14時～

協議事項
１．平成28年の新年会について
平成28年1月30日（土）京都ホテルオークラ
共催：田辺三菱
講演１「8・20広島土砂災害：災害発生初期救急診療の経験」
広島県小児科医会 会長 桑原正彦先生
講演２「小児の皮膚疾患 アトピー性皮膚炎を中心に」
京都府立医科大学大学院 医学研究科 皮膚科学教授
加藤則人先生
会費は3,000円（懇親会出席者）
座長：演題１ 清益監事 演題２ 吉岡会長
自見はな子氏が桑原先生の講演を聞きに来られる予定。懇
親会でひとこと挨拶を。
２．診療内容向上会について 有井理事
3月26日（土）14時30分～ こども未来館

会場は6月4日（土）ホテル日航プリンセス
特別講演について 家庭看護力
（大阪小児科医会 福井聖子先生）
５．共催・後援依頼（資料）
①平成28年校医・小児科医感染症講演会 共催依頼 承認
3月5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 藤田副会長
②「第７回近畿母乳育児フォーラム」後援依頼 承認
2月7日（日）13時～17時 京都リサーチパーク
③発達障害に関する医師向け基礎研修 共催依頼 承認
ⅰ）3月3日15時～17時
ⅱ）3月17日15時～17時
京都府医師会館
④京都府小児がん拠点病院公開シンポジウム 後援依頼 承認
2月28日 13時30分～16時 メルパルク京都
⑤第20回京滋小児外科フォーラム 後援依頼 承認
2月5日 18時30分～20時 ホテル日航プリンセス京都
６．名簿作成について
７．第13回内藤壽七郎記念賞候補者推薦依頼

１．点数改訂の要点（20分）
講師：天満理事 座長：藤田副会長
２．講演
花園大学心理学科 橋本和明教授 座長：藤田副会長
案内には懇親会なしを明記する。
３．感染症研究会について 藤原理事
平成28年度の開催について
平成28年5月（第21回）はアステラス共催予定
ホテルオークラ 5月28日
防衛医大 前田先生に寄生虫の講演をお願いしている。
10月22日は MSD ホテルオークラ
４．次年度総会 について

今回は推薦者なし
８．2019年の日本小児科医会総会フォーラム
開催について 吉岡会長
準備委員会を作り、会場の確保などにとりかかる。
９．自見はな子 応援について
10．京都府小児がん拠点病院公開シンポジウムのパネリストの件
東道先生にお願いする。
11．その他
東道理事「レセプトの審査について小児科独特の特性もあ
るが理解されない。」
栗山副会長「審査委員の意見をまとめて、医会として要望
として出してはどうか」

京都府医師会館


13．その他

第６回 理事会（平成27年度 第６回）
平成28年3月11日（金）午後2時～ 府医会館
出席：清益、吉岡、藤田、栗山、有井、長村、川勝、木﨑、岸
田、黒田、天満、東道、長谷川、林、松尾、松田、山内、
若園
欠席：竹内、秋山、清澤、禹、藤原、森本、安野、小谷、西小
森、辻
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．入会・退会 平成27年1月8日以降
（入会）大前禎毅（上京東部）京都第二赤十字病院
（退会）土井 拓 京都大学 府外へ
上野たまき（綾部）綾部市立病院 府外へ
森未央子（西京）京都桂病院 府外へ
河内晋平（中京西部）京都市立病院 府外へ
田中紀美子（山科）こたけ小児科 退職
衣笠昭彦（東山）京都府東山血液センター 退職
平成28年3月11日現在の会員数 312名
２．新年会 1月30日（土）京都ホテルオークラ
共催：田辺三菱
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講演１「8・20広島土砂災害：災害発生初期救急診療の経験」
広島県小児科医会会長 桑原正彦先生
講演２「小児の皮膚疾患 アトピー性皮膚炎を中心に」
京都府立医科大学大学院 医学研究科 皮膚科学教授
加藤則人先生
会費は3,000円
座長：演題１ 清益監事 演題２ 栗山副会長
懇親会 自見はな子氏 挨拶
３．第29回子どものこころと身体懇話会 3月5日（子育て支援
員会）
４．共催・後援の会
①第３回京都在宅医療研究会
1月10日（日）13時～ 京都第一赤十字病院
110名 ３割医師 その他コメディカル
②第20回京滋小児外科フォーラム 後援
2月5日 18時30分～20時 ホテル日航プリンセス京都
③「第７回近畿母乳育児フォーラム」後援
2月7日（日）13時～17時 京都リサーチパーク
④京都府小児がん拠点病院公開シンポジウム 後援
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2月28日 13時30分～16時 メルパルク京都
院内学級や高校時発症での教育の問題など
⑤発達障害に関する医師向け基礎研修 共催
京都府主催
（ⅰ）3月3日15時～17時
（ⅱ）3月17日15時～17時 京都府医師会館
⑥平成28年校医・小児科医感染症講演会 共催
3月5日（土）16時30分～18時30分
ANA クラウンプラザホテル京都
５．府医 乳幼児保健委員会 吉岡会長
６．府医 京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
1月4日の内科の出務について議論があった
７．府医 学校保健委員会 林理事
学校健診の手引き―運動器健診について
８．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
医療事故調について―報告数が少ない。
4月24日医療安全シンポジウム
９．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
10．京都府医師会から 松田理事 禹理事（資料）
京都市からお知らせ 予防接種券、予診票の新様式の導入

【ミニ講演】16:20～16:50
「小児在宅リハビリにおける課題」
訪問看護ステーションこころの木 理学療法士 磯矢めぐみ
【特別講演】17:00～18:00
「出生前診断を巡る倫理的考察、特に NIPT について」
東京女子医大名誉教授 仁志田博司
67名参加 開業医は11名
次年度より名称変更「京滋新生児成育研究会」になります。
２．小児在宅医療地域コア人材養成講習会（長谷川）
日時：平成28年2月7日（日）8時45分～17時30分
場所：国立成育医療研究センター
受講対象：都道府県より選出された医師
長谷川（はせがわ小児科）、西村陽（第一日赤）、大前禎
毅（第二日赤）
厚労省事業 ワークショップ形式（講義、グループディ
スカッション、発表）で行われた。
今後の活動、特に府医にどのようにつなげていくかを府医
禹理事と相談していく
３．平成27年度京都府在宅療養児支援体制検討委員会
日時：平成28年2月22日（月）14時～16時

11．平成27年度近畿ブロック小児科医会 会長会議
（藤田副会長）
日時：平成28年3月6日（日）
場所：ホテルグランヴィア大阪21階「葵の間」
12．日本小児科医会から 吉岡会長
ホームページ リニューアルの案内
13．保険医協会から
診療内容向上会について（協議へ）
第31回保団連 医療研究フォーラム（資料）
2016年10月9日（月・祝）京都国際会館
分科会（第５）子どもの医療と健康問題
演題募集締め切り 3月31日
14．HTLV- １母子感染予防に関する調査への回答（資料）
15．テニス同好会
28年3月19日（土）14時～17時
御陵テニスクラブ（山科）御陵駅下車徒歩10分くらい
オムニコート
16．日本小児科医会 第５回乳幼児学校保健研修会 2月14日
17．日医かかりつけ医機能研修制度説明会
3月10日、14時30分から 府医会館
18．平成27年度京都府在宅療養児支援体制検討委員会委員の推
薦について
平成28年2月22日（月）御所西京都平安ホテル 長谷川理
事出席
19．近畿ブロック小児科医会会長会議
平成28年3月6日（日）藤田副会長出席
20．日本小児科医会 全国社会保険委員会
平成28年2月28日（日）栗山副会長出席
小児かかりつけ医について―♯8000、時間外対応加算、提
携医療機関

21．子育て支援員会
平成28年2月22日（月）14時 京都府医師会館
【報告事項】
１．第29回京滋未熟児新生児研究会（長谷川）
日時：平成28年2月20日（土）15:00～18:00
場所：京都府立医科大学基礎校舎１階 第１講義室
内容：
【一般演題】15:00～16:05

場所：御所西京都平安ホテル２階 嵯峨の間
『たんぽぽ手帳』の活用の実績、今後の課題、過去２回行っ
た医療的ケア講習会など
を今後どうするかを検討の予定
【協議事項】
１．第29回子どものこころと身体懇話会（幸道、平井、大前）
日時：平成28年3月5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：子どもの心の発達 その２（思春期を中心に）
１）教育講演：
「子どもの心－思春期とアイデンティティ－」
京都府立こども発達支援センター 臨床心理士
武田和士
２）特別講演：「思春期のこころに向き合う－精神科臨
床から－」
国立病院機構 舞鶴医療センター 精神科部長
和田良久
38名
２．菅野知子先生委員辞退
３．その他
次回の子どものこころと身体懇話会は記念すべき第30回
となる。
①北部の先生方のため、北部での開催
②日曜開催
③医師会館での開催。

22．その他
協議事項
１．診療内容向上会について 有井理事
3月26日（土）14時30分～ こども未来館
１．点数改訂の要点（20分）講師：天満理事
座長：藤田副会長
２．講演
花園大学心理学科 橋本和明教授 座長：藤田副会長
「小児科点数早見表」
小児科医会からは、「なくてもよい」と伝えましたが、協
会理事会で必要との結論に。
前回は350枚21,200円。今回は50枚位増やしておきたい。
（保
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険医協会 樋下氏から）
費用負担は小児科医会？保険医協会？
費用負担は保険医協会で
２．専攻医・研修医合同講演会（資料）
4月23日（土）17時45分～19時
ANA クラウンプラザホテル京都
【特別講演】 18時～19時
座長：未定 → 木崎
「小児総合診療の３つの柱～skilled, academic, translational～」
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
総合診療部長 窪田 満先生
マイラン EPD 合同会社 共催
３．感染症研究会について 藤原理事（資料）
平成28年度の開催について
平成28年5月はアステラス共催予定
ホテルオークラ 5月28日
11月は MSD ホテルオークラ
４．次年度総会について
会場は6月4日（土）ホテル日航プリンセス
特別講演について
家庭看護力（大阪小児科医会 福井聖子先生）
座長１（福井先生の講演）→ 清澤
座長２（マルホ推薦の演者の講演）→ 川勝
会長選挙 公示 締め切り
５．共催・後援依頼（資料）
①
６．児童福祉センター越智雅晴先生より
5月26日（木）18時～
児童福祉センター資料室において
小児科連携医の先生方（ヨゼフ、太子道、有井先生、平井
先生）に、現在京都市で取り組んでいる地域支援について、
発達相談所担当係長の岡崎さんにレクチャーして貰い、そ
れについてのご意見を伺う機会を持ちたいと思っています。
小児科医会の理事の先生方にも案内をしたい。
７．名簿作成について
８．2019年の日本小児科医会総会フォーラム 開催について
藤田副会長
９．専門医会長と保険医協会との懇談会
5月14日（土）17時 京都府保険医協会会議室
10．京都府いじめ防止対策推進委員会委員の推薦（資料）
11．その他
会計監査について
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小児科関連学会
開催日
〈2016年10月～〉
2016.9.30～10.1
2016.10.2
2016.10.7～9
2016.10.8～9
2016.10.15～16
2016.10.21～23
2016.10.22
2016.10.22～23
2016.10.23～27
2016.10.27～29
2016.10.27～29
2016.10.27～29
2016.10.28～29
2016.10.28～29
2016.11.11～12
2016.11.12～13
2016.11.13
2016.11.16～20
2016.11.17～19
2016.11.18～20
2016.11.18～20
2016.11.19～20
2016.11.19～20
2016.11.25～26
2016.11.25～26
2016.12.1～2
2016.12.1～3
2016.12.9～10
2016.12.15～17
〈2017年～〉
2017.2.10～12
2017.2.19
2017.3.3～4
2017.3.4～5
2017.3.17～18
2017.3.25～27
2017.4.6～8
2017.4.14～16
2017.4.14～16
2017.4.20～22
2017.5.11～13
2017.6.2～3
2017.6.2～3
2017.6.10～11
2017.6.15～17
2017.6.15～17
2017.6.16～18
2017.6.16～18
2017.6.29～7.1
2017.7.7～9
2017.7.16～18
2017.7.16～18
2017.7.22～23
2017.9.2～3
2017.9.16～17
2017.9.28～30
2017.10.12～14
2017.10.12～14
2017.10.24～26
2017.10.27～28
2017.11.3～4
2017.11.18～19
2017.12.7～8

回
第36回
第33回
第50回
第53回
第22回
第26回
第27回
第20回
第44回
第58回
第49回
第56回
第50回
第49回
第43回
第115回
第32回
第50回
第44回
第63回
第63回
第48回
第14回
第24回
第22回
第27回
第61回
第39回
第57回
第35回
第17回
第23回
第8回
第23回
第28回
第90回
第59回
第120回
第90回
第54回
第45回
第12回
第28回
第66回
第58回
第53回
第66回
第64回
第53回
第28回
第53回
第34回
第27回
第32回
第51回
第62回
第59回
第45回
第37回
第51回
第54回
第28回

学会・研修会
日本川崎病学会学術集会
京都府小児保健研究会
日本てんかん学会学術集会
日本小児アレルギー学会
日本保育園保健学会
日本小児リウマチ学会総会学術集会
日本成長学会学術集会
日本ワクチン学会学術集会
日本小児神経外科学会
日本先天代謝異常学会総会
日本小児呼吸器学会
日本児童青年精神医学会総会
日本小児内分泌学会学術集会
日本小児呼吸器学会
日本小児臨床薬理学会
日本小児精神神経学会
小児保健セミナー
日本小児内分泌学会学術集会
日本救急医学会総会学術集会
日本学校保健学会学術大会
日本学校保健学会学術大会
日本小児感染症学会総会学術集会
日本胎児治療学会学術集会
日本胎盤学会学術集会
日本子ども虐待防止学会学術集会
日本小児整形外科学会学術集会
日本新生児生育医学会＊学術集会
日本小児遺伝学会学術集会
日本小児血液・がん学会学術集会
＊日本未熟児新生児学会改め
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
日本胎児心臓病学会総会学術集会
日本 ADHD 学会総会
日本 SIDS・乳児突然死予防学会学術集会
日本発達心理学会
日本感染症学会学術集会
日本小児神経学会総会
日本小児科学会学術集会 ※
日本内分泌学会総会
日本小児外科学会学術集会
日本小児神経外科学会
日本小児耳鼻咽喉科学会総会学術集会
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
日本小児神経学会総会
日本周産期・新生児医学会学術集会
日本アレルギー学会学術大会
日本小児保健協会学術集会 ※
日本小児循環器学会総会学術集会
日本小児科医会総会フォーラム ※
日本周産期・新生児医学会学術集会
日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会
日本外来小児科学会年次集会
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
日本未熟児新生児学会学術集会
日本先天代謝異常学会総会
日本救急医学会総会学術集会
日本川崎病学会学術集会
日本てんかん学会学術集会
日本小児アレルギー学会
日本小児整形外科学会学術集会

開催地
横
浜
市
京
都
市
静
岡
市
前
橋
市
岩 手 県 滝 沢 市
千
葉
市
米
子
市
東 京 都 新 宿 区
神
戸
市
東 京 都 新 宿 区
富
山
市
岡
山
市
東京都千代田区
富
山
市
東 京 都 港 区
宇
部
市
東 京 都 台 東 区
東京都千代田区
東 京 都 港 区
つ
く
ば
市
つ
く
ば
市
岡
山
市
浜
松
市
和
歌
山
市
大
阪
市
仙
台
市
大
阪
市
東 京 都 港 区
東 京 都 港 区
大
阪
市
東
京
都
東京都千代田区
横
浜
市
津
市
広
島
市
東 京 都 新 宿 区
大
阪
市
東 京 都 港 区
京
都
市
仙
台
市
神
戸
市
宇
都
宮
市
富
山
市
東京都千代田区
大
阪
市
横
浜
市
東京都千代田区
大
阪
市
浜
松
市
富
山
市
横
浜
市
大
津
市
津
市
東
京
都
大
阪
市
さ い た ま 市
川
越
市
大
阪
市
東
京
都
京
都
市
宇
都
宮
市
東
京
都
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開催日
〈2018年～〉
2018.2.16～17
2018.4.20～22
2018.5.31～6.2
2018.6.14～16
2018.6.22～24
2018.7.8～10
2018.7.28～29
2018.10.20～21
2019.4.19～21
2019.6.20～22
〈2016／2017年開催未定〉
2017.4. 未定
2017未定
2017未定
2017未定
2017未定
2017未定
2017未定
2017.6.16～17
2017未定
2018未定

回
第24回
第121回
第59回
第65回
第67回
第54回
第35回
第55回
第122回
第66回
第27回
第18回
第52回
第35回
第45回
第7回
第44回
第58回
第44回
第24回

学会・研修会

開催地

日本胎児心臓病学会総会学術集会
日本小児科学会学術集会 ※
日本小児神経学会総会
日本小児保健協会学術集会 ※
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
日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会
日本小児アレルギー学会
日本小児科学会学術集会 ※
日本小児保健協会学術集会 ※

さ い た ま 市
福
岡
市
千
葉
市
米
子
市
千
葉
市
東京都千代田区
福
岡
市
岡
山
市
金
沢
市
東京都江戸川区

日本外来小児科学会年次集会春季カンファレンス
日本子ども健康科学会学術集会
日本小児腎臓病学会学術集会
日本小児心身医学会
日本小児東洋医学会
日本小児科学会専門医インテンシブコース
日本小児栄養消化器肝臓学会・学術集会
日本心身医学会総会学術集会
日本マス・スクリーニング学会学術集会
日本 SIDS・乳児突然死予防学会学術集会
※小児科学会専門医基本単位該当

津
未
未
未
未
未
未
札
未
京

幌
都

市
定
定
定
定
定
定
市
定
市

編 集 後 記
毎年、編集後記を書く時期には、各地での天災について触れている。今年は台風１号の発生が例年より
遅い7月であったが、遅れた分だけそのあとの台風の勢力の強さに、日本国内だけでなく台湾や中国本土で
も大きな被害を被った。また4月に発生した熊本地震は本震と数多くの余震のために、被害を大きくした。
一方、昨年発覚したワクチンメーカーＫの一連の不正は、ワクチンのみならず血液製剤全体に広く影
響した。営業自粛が解除される直前の熊本地震は、稼働ができないほどのダメージをワクチン生産工場
に与え、今年10月から定期接種化されたＢ型肝炎ワクチンに不安を与えた。もうひとつのＢ肝ワクチン
メーカーＭが何とかすべてをカバーするようである。これは天災と人災が一緒になった結果であり「ま
るで天誅やね」という人もいるが、我が国の予防接種体制の脆さが再び浮上することとなった。
…と、ここまで書いたところで、メーカＫの日本脳炎ワクチンが承認と異なる方法で製造していたこ
とが発覚したとの報道が出た。営業自粛の前には血液製剤の不正は明らかにされたものの、ワクチン製
造には大きな問題はなかったとされた（信じ込まされた）ので、そのままになっていたのであろう。厚労
省は、またもや騙された感があろうが、見破れなかったことにも問題ありと思われる。果たして悪いの
はＫだけなのか…。
さて、本号で医局紹介を復活させた。今後、２病院ずつ紹介記事を書いていただきたいと考えているので、
他の病院小児科医局の先生方は、いつかは順番が回ってくるだろうと、その心づもりをお願いします。
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