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田
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寿

はじめに
吉岡博先生と栗山正憲先生にご推挙いただき、総会で会員の皆様の承認を受け、昨年の6月より京都
小児科医会会長を務め始めてから早１年が経過しました。平成31年6月に第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ので、頭の中はすでにそれで一杯です。準備に遺漏な
きよう務める所存ですが、会員各位のご協力をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
さて、京都小児科医会会長になったことで、吉岡前会長の後を継いで日本小児科医会の小児救急医療
担当理事となりました。ここで、会長あいさつの代わりとして、日本小児科医会での話題をお話しさせ
ていただきます。
進行する少子化
厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所によると、合計特殊出生率が今と変わらない場合、人口
は2053年に１億人を割り、65年には15年比３割減の8808万人となるそうです。政府はようやく「50年後
（2060年代）に人口１億人程度を維持する」との中長期の国家目標を設け、2020年ごろまでに集中的に対
策を進めて人口減少に歯止めをかけることになりました。人口減少に転じた大きな原因は深刻な少子化
です。高齢者に手厚い予算配分を現役の子育て世代に移し、経済・社会改革を進められるかが課題、と
指摘されていますが、国の役割が益々重要になります。
成育基本法
日本小児科医会松平隆光会長が委員として参加されている、日本医師会周産期・乳幼児保健検討委員
会は横倉義武会長からの諮問「母子保健法の課題とあるべき方向性（小児保健法の可能性も含めて）」に
ついて答申を取りまとめました。
本答申では、我が国の子どもの健やかな発育を目指すためには、成育環境の整備が必要であり、さら
に、健やかな子どもの育成は、国の責務であることの基本認識の下、成育過程にある者及びその養育者
のために必要とされる諸事業を一層推進するための基本法（理念法）である「成育基本法」の制定が提案
されています。
「成育基本法（案）」は、次世代を担う子どもが心身ともに健やかに成長していくための、養育者、国、
地方公共団体及び医療関係者の責務を明らかにし、子どもの健康を保持増進するための施策に関する計
画を策定、総合的かつ計画的に推進することを目的としており、具体的には、国の機関として「成育医
療等協議会」を設置し、法定の計画として「成育基本計画」の策定を提言しています。また、国が策定
する「成育基本計画」において、少なくとも、１．次世代を担う成育過程にある者に対する生命・健康
教育の充実２．社会、職場における子育て・女性のキャリア形成のための支援体制の構築３．周産期母
子健康診査と保健指導の充実４．周産期医療体制の充実５．養育者の育児への参画を支援する制度の充
実６．国際標準を満たす予防接種などの疾病発症予防対策体制の構築７．妊娠・出産・子育てへの継続
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的支援のための拠点整備及び連携―の７項目を盛り込むべきとして、その詳細について「（３）成育基本
計画に盛り込むべき事項」の中で説明しています。
その上で、今回の答申については、新たに成育基本法として制度の骨格を示したものであるが、あく
までも制度の骨格を規定する法律案とそれが前提とする理念の部分のみであるとして、「成育基本計画」
に盛り込まれる事項の具体的な実施方法については、引き続き検討すべきであると結んでいます。
現在、成育基本法制定に向けた国会議員による議員連盟が立ちあがっています。国会での審議を経て
法案が早期に成立することを期待します。
ネウボラ
フィンランドの子育て支援政策は、その成果が世界から注目されています。戦前に始まり、子どもと
家族の健康と幸せを支えてきたネウボラは切れ目のない支援の象徴です。
フィンランド大使館広報部の堀内登喜子さんによると、「ネウボラ
（neuvola）はアドバイス（neuvo）の
場という意味で、妊娠期から就学前までの子どもの健やかな成長・発達支援はもちろん、母親、父親、きょ
うだい、家族全体の心身の健康サポートを目的としている。フィンランドでは妊娠の時点でまずネウボ
ラに予約を入れ、健診に行く。ネウボラはどこの自治体にもあり、健診は無料、全員を対象とする」と
の事です。
そして、「健診では母子の医療的なチェックだけでなく、毎回、個別に出産や育児、家庭や夫婦関係
など様々なことを話し合い、１回の面談は30分から１時間かけて丁寧に行う。また、担当制になってい
るため、基本的に妊娠期から子どもが小学校に学校にあがるまで、同じかかりつけ職員（通称『ネウボ
ラおばさん』）が継続的にサポートをする。結果、お互いに信頼関係が築きやすく、問題の早期発見、予
防、早期支援につながっている。医療機関の窓口の役割もあり、出産入院のための病院指定、高度の検
査や医療機関、専門家の紹介もしてくれる」のだそうです。
日本とはやはり状況が違っていそうですが、日本小児科医会は①子どもを大切にする国づくりを、②
ネウボラを全国に、③小児科開業医は子どものかかりつけ医に、の３つを成育基本法の３本の矢として
います。
小児かかりつけ診療料について
平成28年度社会保障診療報酬改定の小児外来診療において「小児かかりつけ診療料」が新設されまし
た。しかし、施設基準や算定基準について現状にそぐわない点が多々あり、届出医療機関は全国的に少
ない現状です。その原因の中では「標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる
体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載し
た文書の配布、診察券への記載等の方法により患者に対し周知していること」とされているのが大きい
ようです。また、「対象は、継続的に受診している未就学児（３歳以上の患者にあっては、３歳未満から
当該診療料を算定しているものに限る。）であって、当該保険医療機関をかかりつけ医とすることについ
て同意を得ている患者」となっている事で、同意書をとる事の困難さや受診者の囲い込みにつながると
いう危惧もあるようです。このように問題の多い「小児かかりつけ診療料」ですが、診療報酬改定の時
期を迎えて、日本小児科医会では日本医師会診療報酬検討委員会の中で小児かかりつけ診療料の見直し
を要望しています。
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#8000とデータセンター事業について
「小児かかりつけ診療料」では、もともと「時間外対応加算１又は２を算定している」という前提が
あります。日本小児科医会の見解では、電話対応は＃8000でも可能としていますが、都道府県によって
担われている＃8000事業では対応に地域格差が認められています。地域における＃8000事業の充実を目
指して始まろうとしているのが日本小児科医会が中心となるデータセンター事業です。
＃8000相談件数は平成27年度において73万件（厚労省調査）あるいは85万件（研究班調査）と報告されて
いますが、どちらにしても年々相談件数は増加しています。この＃8000が保護者や事業者（国、都道府県）
にどんなメリット（期待される効果）があるかを明らかしようと、厚労省は小児救急電話相談情報収集分
析事業を開始することになり、公募の結果、これを日本小児科医会が担当することになりました。この
事業では全国データベースセンターを設置して、電子媒体で解析できるソフトウェアにより、現状では
埋もれている＃8000相談例の分析を行い、データ解析結果を活用することで都道府県格差がある＃8000
事業の地域格差の解消と質の向上を目指すとともに、より良い小児救急医療体制の構築も視野に入れて
います。また、＃8000事業は医療機関を受診するべきかどうかの判断に迷って保護者の相談を受ける事
業であり、病院勤務の小児科医の負担軽減および医療費削減効果があると言われていますが、全国的に
対応が標準化することにより、「小児かかりつけ診療料」の算定がやりやすくなるメリットも期待され
ています。
地域総合小児医療認定医制度
中立的な第三者機構として「日本専門医機構」が発足し、同機構を中心に運営することになる新たな
専門医制度においては、これからの医師は定められた基本領域のいずれか１つの専門医を取得すること
が基本とのことですが、小児科分野においては地域医療の基幹病院である大学附属病院小児科等が中心
となり、地域の連携病院と病院群を形成して、共通の育成プログラムで小児科医を育成することが求め
られ、共通のプログラムでの研修を終えて始めて日本小児科学会小児科専門医試験の受験資格ができる
ようになるとのことです。
一方、地域総合小児医療認定医制度は日本小児科医会が創設した制度で、専門医を取得した後、病院
勤めをして将来開業医を目指している次世代の小児科医を主として対象にするとのことですが、現在は
暫定期間で、地域総合小児医療認定医制度の規定案について日本小児科学会、日本小児保健協会、日本
小児期外科系関連学会協議会、日本外来小児科学会と規定案を協議中です。
おわりに
日本小児科医会では各種委員会の中でいろいろな問題や事業が討議されており、また北海道から九州
までの各ブロックの会議の中でも同様の事が行われています。そして、日本医師会、都道府県医師会、
日本小児科学会など各種団体と共同して、国や地方自治体に対する働きかけもしばしば行われています。
身近な地区を越えた組織になると何をやっているのか判らない事が多くなりますが、今後とも京都小児
科医会会員の皆様に情報を伝えていきたいと思います。
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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 29 年 6 月 3 日（土）
ところ：ホテル日航プリンセス京都

総 会：午後 4 時 30 分～5 時 10 分
１．平成 28 年度事業報告
      ２．平成 28 年度会計報告
      ３．平成 28 年度会計監査報告
      ４．平成 29 年度事業計画案
      ５．平成 29 年度予算案

講 演：午後 5 時 20 分～7 時 20 分
講演１、『アトピー性皮膚炎治療の勘どころ～ガイドライン 2015 を中心に～』
演者 独立行政法人国立病院機構 三重病院 
病院長  藤澤 隆夫 先生
     座長  京都小児科医会 理事 山内 英子 先生

講演２、『新専門医プログラムの導入による新たな小児科専門医像と資格条件』  
     演者 近畿大学医学部 小児科学
主任教授  竹村 司 先生 
座長  京都小児科医会 理事 木﨑 善郎 先生
懇親会：午後 7 時 20 分～

平 成   年 度 事 業 報 告
１．会員数 306 名（平成 29 年 3 月 31 日）
（入会）５名
杉峰啓憲（伏見）医仁会武田総合病院
 宮本良平（伏見）みやもとこどもクリニック
 甲原貴子（伏見）医仁会武田総合病院
 納富誠司郎 京都大学
 加藤 格 京都大学
4 ・・・
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（退会）６名
     魚住玄通 （東山）
 大内一孝 （船井）公立南丹病院
     石田 晟 （伏見）いしだ小児科医院 
     吉原明子 （山科）愛生会山科病院
     杉峰啓憲 （伏見）医仁会武田総合病院
 納富誠司郎 京都大学小児科
（物故会員）４名
小川悦子 平成 28 年 5 月 20 日
寺村 和 平成 28 年 7 月 7 日
林  茂 平成 28 年 12 月 22 日
平野謙二 平成 29 年 2 月 1 日
 ２．総会 平成 28 年 6 月 4 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  福井 聖子 先生
    講演２、演題：「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

           
３．新年会 平成 29 年 1 月 28 日（土）京都ホテルオークラ   
   講演１、「小児科医による『けが』の診療」
講師   京都第一赤十字病院 救急科 安 炳文 先生
  講演２、
「ワクチンで防ぐ感染症～近年の成果とこれからの展望～」
    講師   川崎医大 小児科学 教授 中野 貴司 先生

４．診療内容向上会 平成 28 年 3 月 26 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、「発達障害のある青年や親の生きにくさー生活の逸脱と子育てのつまずきを考える」
講師 花園大学心理学科 教授 橋本 和明 先生
  

・・・ 5

京都小児科医会会報No. 61

５．学術講演会（開催日順）
  平成 28 年
京都小児科フォーラム 9 月 3 日（土）16 時 30 分～ロイヤルパークホテル ザ 京都
平成 28 年度京都府予防接種研修会  9 月 8 日 府医会館
京都小児科医会学術講演会  9 月 26 日 ハートピア京都
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 29 年
    第  回 京都小児在宅医療研究会  1 月 15 日 京都第一赤十字病院
第 18 回京都アレルギークロストーク  2 月 16 日  メルパルク京都
    第 30 回京滋新生児成育研究会 2 月 25 日  京都府立医科大学新生児成育研究会
平成 29 年校医・小児科医感染症講演会 3 月 4 日 #0# クラウンプラザホテル京都
第  回 京都小児在宅医療実技講習会 3 月 5 日 京都府医療トレーニングセンター
平成 28 年度京都府在宅療養児支援体制検討委員会 3 月 27 日 京都ガーデンパレス

 ６． 感染症研究会
    第 21 回 京都小児科医会感染症研究会
          平成 28 年 5 月 28 日（土）京都ホテルオークラ
       一般演題  題
       特別講演：「国内や海外でみられる、話題の寄生虫感染症」
埼玉医科大学微生物学 准教授 前田 卓哉 先生
    第 22 回 京都小児科医会感染症研究会
          平成 28 年 10 月 22 日（土） ホテルグランヴィア京都
       一般演題  題
特別講演：「ヘリコバクターピロリの話について」
北海道医療大学 学長 浅香 正博 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 28 年 4 月 23 日（土） #0# クラウンプラザホテル京都 
「小児総合診療の  つの柱～UMKNNGFCECFGOKEVTCPUNCVKQPCN～」
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

８．子育て支援委員会



第 30 回子どものこころと身体懇話会
平成 28 年 10 月 15 日（土） 京都第二赤十字病院Ｃ棟  階多目的室 
テーマ：学習障害を理解する －勉強が苦手な子どもたち－
講演１：「学習障害のアセスメントと支援のあり方」－.& 事例を通して－


京都府立城陽支援学校



 地域支援センター「サポート ,1;1」コーディネーター、指導教諭、学校心理士

               玉村 先生
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講演 ：「学習障害の言語の問題について」




大阪芸術大学初等芸術教育学科 教授

                     田中 裕美子 先生
第 31 回子どものこころと身体懇話会
平成 29 年 3 月 11 日（土）  京都第二赤十字病院Ｃ棟  階多目的室 
テーマ：「学齢期の障害児のケア ～支援学校における医療的ケアの現状と課題～」
講演１：京都市立総合支援学校における医療的ケアの現状
       ～京都市立北総合支援学校の例を通して 
  京都市教育委員会事務局、指導部総合育成支援課 主任専門主事 江川 正一 氏
講演２：支援学校と病院間の遠隔診療の可能性について～第二日赤での試み～
  京都第二赤十字病院小児科 大前禎毅先生
特別講演：「京都府立特別支援学校における医療的ケアの取組」
京都府立向日が丘支援学校校長 山田 定宏 先生

９．子どもの健康週間事業 京都府医師会と共催
平成 28 年 10 月 22 日（土） こどもみらい館
テーマ：「おしっことウンチの悩み」
講演１：「トイレトラブルあれこれ」
皇子山こどもクリニック 院長 清水次子
講演２：「知ってほしいこどもの便秘」
京都府立医科大学小児外科学教室 講師 青井重善

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

１１．京都小児科医会会報第 60 号の発刊 平成 28 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  5 月 17 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 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 6 月 7 日（日） 京都ガーデンパレス 
  第 21 回京滋小児外科フォーラム  7 月 22 日（金）ホテル日航プリンセス
第 30 回洛筍会  7 月 28 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 9 月 5 日（土）京田辺商工会館
第  回京都・性の健康フォーラム  10 月 1 日（土）6-2 四条烏丸カンファレンスセンター
第 33 回京都府小児保健研究会 10 月 2 日（日）京都府立医科大学図書館ホール
京都子どもの皮膚病カンファレンス 10 月 27 日（木） 京都ホテルオークラ 
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京都府小児がん拠点病院公開シンポジウム 1 月 28 日（土） 京都烏丸コンベンションホール
「第  回近畿母乳育児フォーラム」 2 月 5 日（日） 京都リサーチパーク
第 22 回京滋小児外科フォーラム  3 月 10 日（金） 京都ロイヤルホテル＆スパ
第 34 回京都府小児保健研究会 3 月 25 日（土）京都府立医科大学図書館ホール

・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（米子）ポスターセッション２題（木﨑先生、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 （吉岡先生）
・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（吉岡先生）
・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 28 年 5 月 15 日 琵琶湖カントリー
 平成 28 年 11 月 20 日 宇治カントリー
 

 １５．テニス同好会
     平成 29 年 3 月 18 日（土）京都国際ローンテニスクラブ（伏見）

１６．旅行同好会  
平成 28 年 10 月 8 日（土）～10 日（月祝）
行先：信州駒ヶ根高原、早太郎温泉、横谷温泉 方面

１７．理事会
平成 28 年 5 月 6 日
平成 28 年 7 月 9 日
平成 28 年 9 月 9 日
平成 28 年 11 月 11 日
平成 29 年 1 月 13 日
平成 29 年 3 月 10 日
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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  回
   ２）第 33 回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
     平成 28 年 11 月 14 日（土） 奈良主管   登大路ホテル
   ３）日本小児科医会社会保険全国委員会
平成 29 年 2 月 26 日（日） 和光堂西新宿ビル
   ４）第６回地域小児救急全国協議会
     平成 28 年 6 月 12 日（日）
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平成 28年度 京都小児科医会決算
平成28年4月1日～平成29年3月31日
＜収入の部＞
項

目

予算額

会

費

㻞㻘㻢㻞㻜㻘㻜㻜㻜

㻞㻘㻠㻥㻤㻘㻜㻜㻜 （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

㻟㻡㻟 （３）

㻢㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻟㻝㻡㻘㻜㻜㻜 （４）

繰越金

㻠㻘㻣㻞㻜㻘㻢㻜㻜

㻠㻘㻣㻞㻜㻘㻢㻜㻜 （５）

計

㻤㻘㻞㻠㻡㻘㻢㻜㻜

㻣㻘㻤㻟㻟㻘㻥㻡㻟

広告収入

決算額

摘

要

（内訳）
（１） 平成28年度会費 15,000円×124 名＝1,860,000円
平成28年度会費 6,000円× 94名＝564,000円
平成28年度会費 1,000円× 3名＝ 3,000円
71,000円
過年度会費
（２） 府医助成金
（３） 預金利息
（４） 会報広告
（５） 平成27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

㻝㻘㻜㻞㻜㻘㻜㻜㻜 （１）

会 議 費

㻢㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻠㻟㻥㻘㻤㻠㻠 （2）

㻝㻘㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻢㻠㻜㻘㻢㻟㻣 （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

慶 弔 費

㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻝㻝㻘㻥㻤㻜

専門医会負担金

㻞㻟㻠㻘㻜㻜㻜

㻞㻟㻠㻘㻜㻜㻜

㻡㻜㻘㻜㻜㻜

㻤㻟㻘㻣㻤㻤

小児科医会基金へ

㻝㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜

予 備 費

㻟㻘㻟㻟㻝㻘㻢㻜㻜

㻜

計

㻤㻘㻞㻠㻡㻘㻢㻜㻜

㻟㻘㻡㻢㻡㻘㻞㻢㻞

雑

費

平成29年度へ繰越

㻝㻘㻞㻣㻟
㻟㻟㻘㻣㻠㻜 （4）

㻠㻘㻞㻢㻤㻘㻢㻥㻝 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28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
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400万円
10 ・・・
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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29年度京都小児科医会予算案
平成29年4月1日～平成30年3月31日

＜収入の部＞
項目
会費

摘要

予算案

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻞㻘㻡㻥㻠㻘㻜㻜㻜 15,000円×130名
6,000×106名
1,000×8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

京都小児科医会基金より

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

平成28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㻞㻢㻤㻘㻢㻥㻝

計

＜支出の部＞
項 目
事業費

㻤㻘㻣㻢㻣㻘㻢㻥㻝

予算額
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 子育て支援委員会､重症システ
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

日本小児科医会総会フォー 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
ラム準備金
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㻤㻡㻟㻘㻢㻥㻝
計

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻤㻘㻣㻢㻣㻘㻢㻥㻝

※ 京都小児科医会基金 ３,000,000円
※ 日本小児科医会総会フォーラム準備金 1,000,000円
・・・ 13
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■

庶務報告 
平成28年度 庶務報告
庶務担当

松

尾

敏

庶務担当理事をさせていただき一年経ちましたが、平成28年度の報告をさせていただきます。昨年の
総会で吉岡会長のあとを受けて、藤田新執行部が誕生しました。副会長に長谷川理事がなられ、庶務担
当に私がなった以外は、ほとんど同じ担当理事が留任し、この一年間とてもスムーズに事業が進行して
いたと感じました。
まず小児科医会での三つの大きな事業である、6月4日の総会（ここまでは前任の辻前庶務担当理事に
担当していただきました）、1月28日の新年会、3月26日の診療内容向上会は、全て盛会に無事とり行う
ことができました。ここ数年、共催メーカーが付かない事があり、懇親会を縮小したり無くしたりと、
勉強だけで懇親できないのも味気ないなと感じていました。今年度は何とか協賛会社がついてもらえ助
かりました。子育て支援委員会の事業は引き続き長谷川副会長が中心になり担当して下さり、安定した
運営が行われています。
一つ問題があり、小児科医会の会員数が少しずつ減少し306名となっていることです。300人を切ると、
医師会から小児科医会への補助金が減ってしまうので、何とかもう少し増えてくれればと思っています。
大学病院や基幹研修病院の先生には、若い小児科希望の先生の入会を薦めてもらえるようお願いします
し、ベテランの先生方には他の団体は辞めても、小児科医会だけは辞めないようにお願いいたします。
希望や不満がございましたら、遠慮なくお申し付けください。頼りない庶務担当ですが、ご期待に沿え
るよう努力したいと思っています。
最後になりましたが、再来年に藤田会長が会頭になり、京都テルサで開催される予定の日本小児科医
会総会フォーラムです。栗山副会長がプログラム委員長をお引き受け下さり、準備が少しずつ始まって
います。沢山の先生に参加していただき、また参加していただいた人に満足してもらえるように知恵を
しぼっております。今年は会員の皆様に色々とお願いやご迷惑をおかけするかと思いますが、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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■

総会講演 

新専門医プログラムの導入による新たな小児科専門医像と資格条件
近畿大学医学部小児科学教室

竹

村

司

先日の私の講演の内容の多くは、小児科学会
ホームページや学会誌に詳しく記載されておりま
すので、それをお読みになられれば理解していた
だけると思います。この稿では、これから求めら
れる小児科専門医像とその達成目標について、現
在の小児科学会の見解を、私の考えを交え記した
いと思います。
専門医とは、「認定医よりさらに高度な知識や
技量、経験を持つ医師・歯科医師として学会が認
定した医師・歯科医師」と定義されています。も
ともと、医療機関（医師）の広告活動が禁止されて

てまいりました。そこで多くの葛藤がありまし

いたのですが、「専門医資格」については規制が

た。日本専門医機構による新研修制度が発足する

緩和され、広告してよいことになりました。取得

以前では、専門医を継続させるために学会認定の

方法は、学会登録医として登録し、学会認定教育

学会や研究会に出席し、必要な単位を取得するシ

施設等で一定年数研修を行い、その分野について

ステムでした。その中には、明らかに製薬業者が

の実習や講義を受け所定の単位を取得し、試験（筆

自社商品の宣伝のために呼んできたと思われる医

記や実技）に合格することで認定をする学会が多

師の特別講演のみで、業者丸抱えの研究会も少な

く、小児科専門医も同様です。近年、書店で、○

からず含まれていました。これはてっとり早く単

○疾患に強いベスト〇〇病院など、取り扱う症例

位を取得したい医師側と製品の宣伝のため、少し

数や手術件数から、そのランク付けを記載した書

でも多くの医師の動員をしたい業者側の利害関係

物が発刊されていますが、各病院の医師の臨床の

が一致するため、とめどなく数が増している状況

レベルを個々に評価する方法があまりにも少ない

でした。それがすべてよくないということではあ

現状では、専門医は一つの目安にはなると思いま

りませんが、業者からのタクシーチケットで会場

す。少なくとも「足の裏の米粒」と揶揄されるよ

にやってきて、わずかな参加料を支払い、講演が

うな医学博士よりは間違いがありません。しかし

終われば、情報交換会と銘打った豪華な立食パー

専門医は、ある程度は医師の専門性や経験豊富さ

ティーを食べて帰る…。このような状況が世間一

を客観的に裏付ける制度といえますが、逆にいえ

般の方々から見ればどう眼に映るのか、社会的評

ば、条件さえ満たせば「どんな医師でも」取得で

価に耐えられるのか…、新制度整備に携わる者と

きます。

して苦しんできました。専門医の継続のための単

私はこれまでに、日本小児科学会認定専門医制

位取得が先走りし、肝心な診療のための知識や技

度の理事や地区資格認定委員会の委員長を務め

能の習得が置いてきぼりにされているのではなか
・・・ 15
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ろうかと危惧してきました。専門医ライセンスは、

にもよく登場します。それではリサーチマインド

いつか、それが保健診療報酬に反映されることを

とは何のために必要なものであり、またどのよう

目標に、各医師が知識、技能を研鑚してゆかねば

なトレーニングにより養われてゆくのでしょう

ならないはずです。

か？

日本小児科学会は、他の基本領域学会と同じく、

Hamannらは、
Am J Med
（2006）
「Clinical research

専門医評価機構の指導の基に、プログラム制によ

during internal medicine residency」において、リ

る新専門医研修制度に移行しました。先日のお話

サーチマインドとは、“A spirit of inquiry and

しさせていただきましたように、これからは専門

scholarship”であると述べています。すなわち、

医評価機構が認定した学術集会のみが専門医の単

“探求心と学識を追及する精神”と訳すことがで

位取得の基本となります。また、実際に practi-

きます。米国では、臨床研修の質の保証として、

cal な実務的業務の継続も評価基準となっていま

Accreditation Council for Graduate Medical

す。図に日本小児科学会が目標とする専門医の役

Education（ACGME：卒後医学教育認可評議会）

割を示します。すなわち小児科専門医は、
「子ど

が求めた研修プログラムを持つ機関でないと研修

もの総合診療医」のみならず、
「育児・健康支援者」

医を教育できない制度になっています。そのプロ

「子どもの代弁者」「学識・研究者」「医療のプロ

グ ラ ム の 中 に、Residents’ Scholarly Activities

フェッショナル」といった、従来よりもウィング

が含まれています。また学会レベルにおいても、

を広げた役割が要求されます。このことを踏まえ、

医学教育に関わる人や若い研究者を奨励し、成し

専門医取得のための試験も、医学的知識のみなら

遂げられた業績を讃える Scholars Program にも

ず、これらの５つの要素を包括した内容へとシフ

力を入れています。

トしています。今後の資格認定委員会は、日本専

リサーチの手順には、問題提起→仮説→検証方

門医機構と協同して「小児科専門医の質」の担保

法の選択→結果→考察というプロセスがあり、そ

を重要視してゆくことになります。

れを自ら考えて進めていくことです。言い換えれ
ば、自分自身で問題点を発見し、それを解決して
いく力であり、考え方を学ぶ訓練に他なりません。
この訓練は自身の臨床能力を向上させるために必
要なだけでなく、問題を抱える患児に最善の医療
を提供するために必要な要素です。診療は科学的
な考察プロセスに基づいて行われるものであり、
そのヒントは患児自らが提起してくれているとい
う意識を持つことが必要です。すなわち、一連の
診療プロセスの中で、深く考える、リサーチをす
るといった行動なくしては臨床現場には立てない
（立ってはいけない）のです。その精神を養ってゆ
くためには何が大切かと考えると、それは患者さ

医師は生涯にわたりリサーチマインドを持ち続

んから学んだことを Case Report などにまとめ

けなければなりません。リサーチマインドは、日

る、意義のあるものは報告し論文にするといった

本小児科学会から提唱された小児科専門医に求め

習慣づけが重要であると私は思っています。特に、

られるスキルの一つにも取り上げられています。

稀な症例、診断に苦慮した症例、新しい観点で治

リサーチマインドという言葉は、医療関係のみな

療した症例、経過が予想外であった症例だと思い

らず、他の職種（学校教育、経済など）の教育方針

ますが、上級医に指導を受けながら、得た知識を

16 ・・・

京都小児科医会会報No. 61

文字化して広く公表するというマインドを持つこ
とが Residents’ Scholarly Activities であると思
います。

1909 年「Golden treasury readers」に描か
れた挿絵を改変した図

川崎病を発見した川崎富作先生の回想録の中に
は非常に印象深い記述があります。「臨床医の日
常は、診察した患者の一人一人に正しい診断をつ
け、合理的治療を行うべく努力する点にあると思
う。しかし、すべての患者に正しい診断をつける
ことはまず不可能である。筆者のような凡医には、
しばしば診断のつけられない症例に遭遇する。こ
のような場合には、経過を観察したり、各種の検
査を行ったり、教科書や文献を調べたり、同僚や
先輩あるいはその道のエキスパートに相談したり
して、なんとか解決に至ることもあるし、それで

2017年から、小児科専門医試験の受験資格に筆

も解決できず、遂には剖検に追い込まれて、しか

頭論文を執筆していることが追加されました。研

も未解決な症例も存在している。事程左様に臨床

修医や上級医の中には、鬱陶しいな、面倒だなと

の現場は難しいことが多い。さらに、一見わかっ

感じておられる方もおられるかもしれません。し

ているようなことでも、よくよくつきつめて行く

かしその目的は、リサーチマインドを意識した専

と結局はよくわかっていないことにつき当たる。

門研修がなされてきたかどうかを問うものである

しかし多忙ゆえ、筆者もかつてはこれらの疑問を

と理解していただきたく思います。最良の医療を

いちいち明らかにできないから、ほとんどは流し

提供するためには、リサーチマインドは必要不可

て平然として日々を過ごしてきた。恥ずかしき限

欠な要素であることをしっかりと念頭に置いて、

りである。」…どう感じられたでしょうか？リサー

研修、指導を続けていただきたいと願っています。

チマインドの精神、プロセスをみごとに表現した

現在、日本小児科学会の生涯教育委員会から提供

文章になっています。記述の最後には、
「恥ずか

されているオンデマンドのビデオ録画をウェブ上

しき限りである」と自責の念まで述べられていま

で勉強し、達成度を評価できる制度もあります。

す。すなわち、最善の医療を提供するためには、

必須研修である「医療安全」「感染」「倫理」につ

リサーチマインドは不可欠な要素であり、それを

いても聴講できます。一度、HP をご覧いただけ

大切にしない医師は失格である、と読み替えるこ

たらと思います。変わり始めた学会認定制度に少

とができます。リサーチマインドを疎かにする者

しとまどう方もおられると思いますが、名実とも

は、「群盲象を評す」の状態にあります。すなわ

に社会から認められる真の小児科専門医を目指

ち目が見えないから考える力がない、経験のみを

し、研鑚を続けていただきたいと願っています。

頼りにするから多様な見方ができない、結果、患
児に多大な負利益を与えてしまいます。だから、
リサーチマインドを持たない医師は実に「恥ずか
しき限りである」のです。
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■

京都府医師会会長より 
ご

挨

拶
京都府医師会 会長

松

井

道

宣

この度、森洋一前会長の後任として京都府医師会会長に就任い
たしました松井道宣と申します。小児科医会の先生方におかれま
しては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。府医執行部に
は、小児科医会から禹満先生、松田義和先生に今期も理事をお務
めいただいております。禹先生は庶務を、松田先生には感染症対
策、乳幼児保健対策、学校保健対策そして、ICT 推進といった大
変重要な役割を担っていただいておりますし、小児科医会の先生
方には府医の活動に深いご理解と多大なご協力をいただいており
ますことに心より感謝を申し上げます。
さて、平成29年度は医療界にとって大変重要な年になります。
平成28年3月に京都府でも地域医療構想が策定され、ただちに発
効されました。平成25年から始まった京都府の保健医療計画が本
年度で終了し、平成30年度からは新しい保健医療計画が始まりま
すがその策定作業が現在進行中です。また、平成30年は診療報酬と介護報酬の同時改定が行われます。
今回の改定は2025年の超高齢社会を控えて、これまでとは違う将来に向けての改定になると言われてい
ますが、高齢化に伴い増大する医療費・介護費用に歯止めをかけるための改定ではなく、超高齢社会に
相応しい医療・介護提供体制を支えるための診療報酬体系・介護報酬体系でなければなりませんし、そ
のことを医師会としてもしっかりと主張しなければならないと思っています。京都府の地域医療構想は、
「京都府地域包括ケア構想」
（地域医療ビジョン）と名付けられました。これは単なる病床の数合わせでは
なく、それぞれの医療圏で、どのような機能を持った医療が、どのくらい必要かを検討し、実現させて
いくことが大切という考えからです。そして、超高齢社会に対応するためには、在宅医療を中心とした
地域包括ケアシステムも同時に構築していくという視点を併せ持っています。いよいよ、その地域医療
構想の実現に向けて各医療圏でも調整会議が始まりますが、地域にはそれぞれの事情があります。これ
からの医療、介護提供体制を議論する際に、各地区の会員の先生方には、是非、議論の中心的役割を果
たしていただかなければなりません。京都府医師会といたしましては、先生方に正確な情報を提供する
とともに、京都府をはじめとする各自治体との調整もしっかりとサポートする所存です。
新しい専門医制度がいよいよ来年4月から始まる予定です。専門医制度はもともと昨年4月からスター
トする予定でしたが、指導医や専攻医が都市部の大病院に集中し、医師の地域偏在をますます助長する
のではないかという地域医療への影響や若い医師のキャリア形成に大きな制限が加えられるのではない
かなど、多くの問題点が指摘され、京都府医師会をはじめ多くの都道府県医師会や病院団体は、さらに
十分な検討、あるいは抜本的な見直しが必要との見解を示し、その結果、開始が延期された経緯があり
ます。１年を経過しましたが、われわれから見て未だ十分な議論が尽くされたとは見えてきませんが、
今年の秋には登録（仮）が始まります。京都府医師会は「京都で良医を育てる」という理念から、若い医
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師が高い理想と夢を持って、医師としての人生を過ごせるような環境を守ることも重要な役割と考え、
研修医を対象とした各種事業に力を入れており、「新臨床研修医総合オリエンテーション」や「臨床研
修屋根瓦塾」など、全国的にも先進的な取り組みを展開しているところです。見切り発車といってもい
い新専門医制度の開始にあたって、地域医療を守るということを前提に、若い先生をしっかりサポート
していきたいと考えています。
医師の世界でも、近年女性の進出は目覚ましいものがあります。全医師に対する女性医師の割合は年々
増加し、女性医師の割合は約20％、29歳以下においては35.5％に達しています。今後も女性医師の増加
が推測されますが、女性医師が働ける環境を整えなければ、医療提供体制の維持が困難になると言って
も過言ではありません。医師会は、将来の医療を支える若手医師に対して、一人一人が持つ能力を最大
限に発揮できる環境を整える責任を持たなければなりません。性別・年齢に拘わらず、個人の価値感や
生活実態にきめ細かく対応するための検討は医師会の最重要課題であると認識しています。
超高齢化と同時に少子化が社会的問題であることはご承知の通りです。我が国の合計特殊出生率は
1.45です。国立社会保障・人口問題研究所の推計では平成60（2048）年には１億人を割って9,913万人と
なり、平成72（2060）年には8,674万人になるものと推計されています。合計特殊出生率というのは、一
人の女性が一生のうちに出産する子供の平均数を示しており、計算対象を「総人口」ではなく、「一般
的な出産可能年齢である15-49歳の女性」に限定しています。単純計算でこの値が2.0なら、夫婦２人か
ら子供が２人生まれるので、その世代の人口は維持されることになります。実際には、いろんなアクシ
デントによる減少があるため、人口維持のための合計特殊出生率は2.08が必要といわれています。ただ、
近年少子化対策が効を奏したといわれているフランスでも2.01に留まっています。
これまで、京都府医師会も少子化対策の必要性を訴えてきましたが、少子化対策には、いかに出生率
を高めるかということと、出生率が低く人口が減少する中で、どのように社会を維持していくかという
２つの課題があります。出生率の低下には、様々な理由が指摘されていますが、どれも社会の成熟に伴っ
て人々の価値観が変化した結果と言えます。これ以上の人口の減少は絶対避けなければならないとする
なら、将来に向けて時間をかけて新しい価値観の醸成が必要なのでしょう。易しいことではありません。
医師は人々の健康を守りたい気持ち、命を大切に思う気持ちに寄り添ってきました。同じく医師会は
子供が安全に生まれ、無事に育ち、やがて一人前の大人になり社会で活躍してくれることに貢献をして
きました。本当に難しい時代を迎えますが、どんな社会でも医療の大切さは変わりません。京都府医師
会は小児科医会の先生方とはじめ、会員の先生方とともに医療界、そして社会に正しい情報を発信し、
地域の皆さんとも議論を重ねつつ、未来に貢献したいと思います。先生方のご指導とご支援、そしてご
協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
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■

京都府医師会顧問より 
退任のご挨拶と御礼
京都府医師会 顧問

森

洋

一

京都小児科医会の先生方、永年にわたりご支援、ご指導ご鞭撻を
賜り有り難うございました。心より御礼申し上げます。本年6月18
日の府医代議員会において松井新会長にバトンタッチをいたしまし
た。21年５か月にわたり府医理事、副会長、会長として多くの先生
方にご支援を賜りましたこと心より御礼申し上げます。本当に有り
難うございました。
年配の先生方は京都の医師会の歴史をご存じだと思いますが、恐
らく現在50歳前後より若い先生方は全くご存じないと思いますが少
しだけ京都府医師会の歴史をお話ししておきたいと思います。詳細
は、先日府医会員の皆様にお送りいたしました京都府医師会70年史
に記載されておりますのでご一読下さい。
京都府では平安時代からの施薬院の歴史もありますが、市民の要
請や寄付により明治5年に青蓮院に設置された仮療病院が設置され明治36年に京都府立医学専門学校と
なり145年を経過し現在に到っています。京都大学医学部も明治32年7月に設置され118年を経過してい
ます。このように100年を遙かに超える歴史を持つ医学部医科大学を持つ府県は我が国にはありません。
誇るべき歴史だと思います。
一方で、京都においては、革新的な思想を持つ知識人が多かったことや東京と一定距離を置く意識の
強い市民、革新的な思想も受け入れる気質が色濃くあり戦後革新的な政治家が多く排出されました。中
でも蜷川革新府政は28年間継続、社会党や社民党、共産党の国会、府会議員が多く誕生しましたがその
中に多くの医師の議員がいたことも特筆すべき事であったと思います。その革新府政を支える大きな支
持団体として京都府医師会がその政治力を発揮していたことは知っておいていただきたいし、小児科医
会にも支援者が多くおられたということも知っておいていただけたらと思います。昭和53年に林田自民
党参議院議員が府知事に選出され、時代は大きく変わりました。府医師会の執行部も昭和55年2月に有
馬会長が選出され、革新府政を支える人達から自民党府政を支える執行部へと変わったのです。
私が、小児科医院を開業し京都府医師会に入会したのが昭和56年で、府医の執行部の激変の最中であ
りました。そんなことは微塵も知らずに、気楽な気分で開業しましたが、入会した乙訓医師会では小児
科医は向日市の加藤先生、故花安先生、長岡京市の遠藤先生と野々下先生そして私の５人しかいません
でした。個人的には、医師会は遠い存在であるはずだったのですが、乙訓地域での休日診療所の開設や
済生会病院移転問題が突如わき起こり、診療後の会議や意見聴取などで弥が上にも参加せざるを得なく
なると共に当時は珍しい若手小児科医でしたので小児科医会の理事にも参加させていただいてお世話を
させていただくことになりました。
前置きが大変長くなり申し訳ありませんでした。漸く、これから本題へと入りますのでもう少しお付
き合い下さい。その後、医会のお手伝いをすることになり、昭和63年に医会から推薦され支払基金の審
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査委員に就任しました。医会から推薦をしますが審査委員は府医からの推薦が基本ですので結果として
医師会との連携が必要となります。色々な立場で審査委員に就任されておられますが基金、国保とも審
査内容については学術的にもまた診療にも大きく影響しますので是非、医師会、医会、学会としっかり
連携をお願いします。審査委員業務は結構大変ですが、先輩の先生方のご指導をいただき勤めてまいり
ましたが、どうも、この辺りからのんびりと開業をするということは噴き飛んでいってしまいました。
平成7年の12月に、故横田府医会長から診察中に突然電話があり、府医理事への就任を要請されました、
と言うよりほぼ命令のようでしたね。毎週木曜日理事会があるので出席できますかと問われ、午後は休
診していますと応えると何日に説明をするから夕方に来るようにと言われて終わりでした。
その後、当時の庶務担の故吉岡先生（国立京都病院で一緒に勤務していたことがあり窮地でしたので
心強かったですが）の説明を受け、翌平成8年2月から理事に就任しました。聞くと見るとは大違い。人
使いは荒いし前任は何も教えてくれない、というより辞めた先生からは申し送りも無し。事務局は旧体
制の職員が多く新しい執行部には反抗的でやりづらいことこの上なし。加えて、突然他府県の役員の先
生方が来られて府医の広報について説明を求められたり予算の説明することになりしどろもどろ、唯一
良かったのは、相手持ちの接待で祇園で当時花形、超売れっ子の佳つ乃の踊りが間近に見れたことでし
た。時代ですね！今はそんな良い話はない。翌年には、堺での O-157の発生、IT 化への取り組み、HP
の開設。そして IT がらみで２期目から日医の IT 関連委員会の委員に就任と目まぐるしい日々となり
ました。それと同時に、先にお話をした府医の歴史と政治の関わりを十二分に叩き込まれました。多く
の先輩方は、一番困難な時代を日々驚異的な努力で新しい医師会執行部を創りあげようとしてこられた
と言うことを再確認しました。
さて、横田会長は、ワンマンで独裁傾向が強くまさに強いリーダーでした。一方、西副会長は陽気で
お酒と祇園が大好き、福田副会長はご存じの方もおありかと思いますが穏やかでいつもにこにこ我々の
話に耳を傾けていただける先生で三者三様のリーダーでした。ただ、横田先生は独断専横が強く個人的
には好きにはなれず当時の地区懇や代議員会でもアンチ横田の先生方が多く、けんか腰の議論になった
りすることもあり、必要なければ出席しない理事も多かったように思います。
当時は府医師会長は、京大と府医大が３期６年ごとに交替することになっており（今でも47都道府県
医師会長が２期ないし３期で交替するところもあります）府医では次期は京大出身の吉岡副会長という
事になっていたのですが病気療養ということで横田会長が４期目続投となりました。ただ、時代も移り
変わり、古い体質ではこれからの医師会は保たない、大きく変わらなければならないと思っていた私を
中心に（吉岡先生が病に倒れなければ出番は無かったのですが）やはり府医を変えていこうという声も大
きく、横田先生に退いていただこうとしたのですが調整は付かず、保険医協会から当時の山田理事長が
出馬することが明瞭であり、横田、山田、森の三つ巴となる状況でした。三つ巴だと山田有利との予測
から、府医も揉めに揉めて私と横田先生が出馬せず油谷前会長が立候補していただくということで一本
化し勝利しました。油谷先生は素晴らしい先生でしたが、私が大いなるご迷惑をおかけしたのが大変ご
負担であったことは間違いないと思います。
油谷先生の後を受けて私が平成18年4月から府医会長に就任することとなりました。今年6月18日に松
井会長にバトンタッチするまでの11年３か月という長きに渡り府医会長としての職責を果たすことが
出来ましたのも油谷前会長のご指導の賜と心より感謝しております。会長時代も含め小児科領域では
O-157、SARS や新型インフルエンザの発生。また、各種感染症対策、ワクチン不足による供給体制の
確保など小児科医会の先生方にはご心配やらご負担をおかけしましたことお詫び申しあげます。
さて、会長11年の間には大きな課題が沢山ありました。会長に就任した当時は小泉改革がもたらした
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医療崩壊の時にどう対処するのか小泉退陣を受けた安倍首相が誕生し、社会保障の更なる後退が懸念さ
れる中、当時の民主党が大きな力を持ち始めておりました。政治に大きく翻弄されるように日本医師会
も会長選挙が鮮烈を極め、府医もその影響を大きく受けてきました。しかしながら、武見会長が長期政
権から退いて以降、全国の勢力闘争ばかりが目立ち、今の政治と余り変わりませんが政策論争に到るこ
とは無かったと思います。都道府県幹部の談合・思惑で選挙が実施され、多くの医師には日医役員や会
長の名前さえ知らない中で役員が選出され、国との交渉が行われ医療制度診療報酬が決定されていたと
いうのが実情でしょう。今でも同じようなものです。
小泉首相の毎年2,200億円の医療費削減策が医療の特に地方の医療を崩壊寸前に追い込み医師不足が
顕著になりましたが日医も有効な対応策が打てず切羽詰まった状態でした。旧来の日医のあり方に限界
を感じ、政治に左右されない日本医師会、透明性の高い若い医師も参加できる体制を作り上げ、医療政
策を提言して国民の支持を得て制度改革を行うべしとして、府医会員の先生方の厚いご支援をいただき
日医会長選挙に二度出馬させていただきました。正直２度目の時には確実に勝利できると思っており
ましたので職員も退職しても良いといい閉院するつもりで臨んだのですが破れて帰ってまいりました。
パートのベテランの皆さんに残留をお願いしてその後１か月は午前診のみという厳しい状況も体験しま
した。思い出せばまあよくやったなと思います。選挙戦の敗北は、権力欲、執着心が足りなかったと悔
やんでおります。敗因を上げれば他にもいくつかありますがやはり日医会長への執着心が決定的に不足
していたと思います。二回目の選挙に敗れたときは正直府医会長も退任し医師会活動を止めるという選
択肢も頭をよぎりましたが、屈辱に耐え機会を待つという選択肢もないことはない。また、府医の会館
建設と将来にも安定した権力闘争の場にならない京都府医師会の体制を築いて後進にバトンタッチをす
べきと再考しました。機会があればこの辺りもお話しさせていただきたいなと思います。
お話は山ほどありますが、長すぎると（充分長くて申し訳ありません）叱られるといけませんし年寄り
の繰り言は最悪ですので、今年は此処までにしておきます。皆様のご厚情に心より感謝申しあげ稿を終
えさせていただきます。有り難うございました。
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特 集 2017 年の話題 
平成29年度京都市子ども若者はぐくみ局創設と
区役所保健業務の変更について
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部

有

本

晃

子

京都小児科医会の諸先生方には、平素より乳幼児健診、予防接種を始め、京都市保健衛生行政に御理
解、御協力を賜り、誠に有難うございます。
今回、藤田会長、禹先生のご高配により、紙面をお借りして京都市保健福祉行政の組織再編につき御
紹介できる機会をいただきましたこと感謝申し上げます。
なお本稿については、旧保健センター（旧区役所保健部）の業務の変更に焦点を当て、またできるだけ
読みやすくすることを優先しましたので、すべての変更点を網羅しておらず端折った説明になっている
部分がありますのでご了承ください。京都市からの説明は、京都医報（第2102号平成29年6月1日発行）に
記載されていますのでご参照ください。
１

京都市における保健所体制の変遷（表１）
平成6年に保健所法が地域保健法に改正され、都道府県型保健所の業務は専門的、技術的業務、市町

村の業務は住民に身近な対人保健サービスとされ、全国的に保健所の統廃合が進んでいった。政令指定
都市保健所においては、業務内容に大きな変化はなかったが、同じく市内一保健所に統合する都市が増
えていった。京都市の保健所体制は、表１に示す通りの変遷をたどった。
表１
時期

変更内容

目的

平成 10 年

各区の 11 保健所３支所が区役所組織に 区役所機能を強化し、区行政の総合性を
移管
高める

平成 22 年

京都市保健所を本庁に設置し、各区保健 広域な健康危機事案に対し、全市統一的
所が保健センター（地域保健法上の支所） な迅速な対応する
となる。（１保健所 11 保健センター３支
所体制）
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２

平成29年度京都市機構改革について
京都市では、平成19年に「子どもを共に育む京都市民憲章」を、さらに平成23年にその市民憲章推進

に関する条例を制定し、子どもを市民ぐるみ、地域ぐるみで育むまちづくりに取り組んできた。そして、
こうした子育てと人づくりの伝統を活かすとともに、成長段階に応じた切れ目のない取組を推進するた
め、子どもや青少年に係る施策を融合し、総合的に担う「子ども若者はぐくみ局」を今年度創設した。
また、区役所・支所においては、これまで保健センターと福祉事務所がそれぞれ担当していた、子ども
に関する業務を一括して取り扱う部署を「子どもはぐくみ室」として設置し、市民からの子どもに関す
る相談に対してワンストップで一元的に対応できるように再編した。この子どもはぐくみ室の設置に伴
い、従来の保健センター、福祉事務所の体系は、大きく形を変えることになった。
①区・支所保健福祉センターの設置（図１）
これまでの区役所の保健センター（保健部）、福祉事務所（福祉部）の体制は、
「保健福祉センター」
として一体化した
保健福祉センターは子どもはぐくみ室と健康福祉部から成り、子どもに関することは一元的に子ど
もはぐくみ室が担当する（子ども、子育てに関する問い合わせ、相談の窓口ということで、子どもは
ぐくみ室職員を「子育て支援コンシェルジュ」と名付けている）。子どもはぐくみ室は、子育て推進
担当と子育て相談担当から成るが、大まかに言えば、子育て推進担当は申請受付等事務、子育て相談
担当は、種々の事業や相談等の業務を主として受け持つ。これまでの保健センターの母子保健担当保
健師は子育て相談担当に所属しており、区役所の母子保健事業全般を担っているが、児童虐待ハイリ
スクケースや要支援ケース等については、新たに同じ所属となった、旧福祉事務所子ども支援センター
の地域活動員、育児支援活動員、相談員も一体となってケース支援を行う。なお、栄養士、歯科衛生
士は健康長寿推進課の所属であるが、子どもはぐくみ室兼職として、乳幼児健診等の事業や各種相談
に従事する。
健康福祉部は障害保健福祉課、健康長寿推進課、生活福祉課、保険年金課から成る。
これまで保健センターで扱っていた、精神保健福祉や難病に関する業務は障害保健福祉課が担当す
る。健康長寿推進課には、地域支援担当、健康長寿推進担当、高齢介護保険担当があり、地域支援担
当は従来の保健センターの管理部門の業務を担当しており、地区医師会や保健センター運営協議会等
関係機関の窓口である。健康長寿推進担当は、従来の健康づくりやがん検診に関する事業を担当し、
専門職として保健師、栄養士、歯科衛生士が所属する。介護保険制度開始以来、高齢者保健について
は保健センターの関わりが少なくなっていたが、新体制では健康長寿推進担当の業務として取り組ん
で行く。なお、健康長寿推進課は保健、医療、福祉、まちづくり等の地域の幅広い関係団体と連携し、
地域の健康課題やニーズ、地域特性を踏まえた、アウトリーチ型健康づくり事業の推進を目指してい
る。健康長寿推進担当課長には保健師が配置されており、統括保健師として所属を超えた連絡調整、
助言指導、事業推進の企画立案、保健師の人材育成を行う。
なお感染症、衛生業務については、保健福祉局に属する医療衛生コーナーが担当し、保健福祉セン
ターとは別組織になっている。
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図１
区役所・支所保健・福祉の組織体制
ᅗ㸯
 ༊ᙺᡤ࣭ᨭᡤಖ࣭⚟♴ࡢ⤌⧊యไ

ಖ⚟♴ࢭࣥࢱ࣮
ྛ༊࠾ࡅࡿᏊࡶ⟇ࢆ୍ඖⓗᢸᙜࡍࡿ㸻Ꮚ⫱࡚ᨭࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗ
Ꮚ⫱࡚᥎㐍ᢸᙜ
Ꮚ

ࡶ
ࡣ
ࡄ
ࡃ
ࡳ
ᐊ

༊
ᙺ
ᡤ
ಖ

࣭
⚟
♴
ࡢ
⤌
⧊
య
ไ

 ་⒪㈝ຓᡂཬࡧᏊ⫱࡚㛵ࡍࡿྛ✀ᡭᙜࠊࡦࡾぶᐙᗞ➼ᨭ୪ࡧಖ⫱タࡢ
⏝➼㛵ࡍࡿົ
㸦ࡇࡶ་⒪ࠊᮍ⇍ඣ㣴⫱་⒪ࠊ⫱ᡂ་⒪ࠊᑠඣ៏ᛶ≉ᐃ་⒪ࠊዷ⒪㈝➼ຓᡂࠊ
ඣ❺ᡭᙜࠊඣ❺ᢇ㣴ᡭᙜࠊࡦࡾぶᐙᗞ་⒪ࠊಖ⫱ᡤධᡤ➼㸧

Ꮚ⫱࡚┦ㄯᢸᙜ
 ẕᏊಖࠊඣ❺ᚅ➼ࡢࣁࣜࢫࢡᐙᗞᨭ୪ࡧᆅᇦᨭ㛵ࡍࡿົ➼
㸦ẕᏊᗣᡭᖒࠊẕᏊಖᣦᑟࠊஙඣᡞᐙᗞゼၥࠊஙᗂඣデࠊண㜵᥋✀ࠊ㞳ங
㣗ㅮ⩦ࠊஙᗂඣṑ⛉┦ㄯࠊ⫱ඣᨭᐙᗞゼၥࠊᏊ⫱࡚ᨭㄪᩚ㆟➼㛵ࡍࡿົ
➼㸧

㞀ᐖಖ⚟♴ㄢ

㞀ᐖ㞴ᨭᢸᙜ
 㞀ᐖඣ⪅㸦㌟య࣭▱ⓗ࣭⢭⚄㸧㛵ࡍࡿᴗົࠊᣦᐃ㞴㛵ࡍ
ࡿᴗົ➼㸦㞀ᐖ⪅ᡭᖒࠊ⚟♴┦ㄯᨭࠊ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᨭ⤥ࠊ⢭⚄
ಖ⚟♴┦ㄯࠊ⮬❧ᨭ་⒪ࠊ㞴ᝈ⪅ゼၥ┦ㄯࠊᣦᐃ㞴≉ᐃ
་⒪㈝➼㸧

ᗣ㛗ᑑ᥎㐍ㄢ

ᆅᇦᨭᢸᙜ
 ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࣭㛵ಀᶵ㛵㸦ᆅ༊་ᖌࠊಖ༠㆟ࠊᆅᇦ



⊩⾑ࠊಖࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀ༠㆟ࠊẸ⏕ጤဨ࣭ඣ❺ጤဨࠊ⪁ே

ᗣ

⚟♴ဨ➼㸧༠ാࡋࡓࠕᗣ㛗ᑑࡢࡲࡕ࣭ி㒔ࠖࡢྲྀ⤌⤫ᣓ➼
ᗣ㛗ᑑ᥎㐍ᢸᙜ

⚟

 ᗣ㛗ᑑࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᴗᐇ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ㧗㱋⪅



♴

㛵ࡍࡿ┦ㄯᨭࠊᡂேಖ➼
㸦ᗣᩍ⫱ࠊᰤ㣴┦ㄯࠊᡂேṑ⛉┦ㄯࠊᗣ࡙ࡃࡾࢢ࣮ࣝࣉ⫱ᡂࠊ

㒊

་ᖌࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㆟ࠊᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮ㄪᩚᨭࠊᡂே
ಖᣦᑟࠊࡀࢇ᳨デ➼㸧

㧗㱋ㆤಖ㝤ᢸᙜ
 ⪁ே་⒪ࠊㆤಖ㝤➼㸦⪁ே་⒪ࠊㆤಖ㝤ࠊ㧗㱋⪅ࣥࣇ࢚ࣝ
ࣥࢨ࣭⫵⅖⌫⳦ண㜵᥋✀ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸ༊ศド᫂᭩➼㸧

⏕ά⚟♴ㄢ

⏕άಖㆤᴗົ

ಖ㝤ᖺ㔠ㄢ

ಖ㝤ᖺ㔠ᴗົ

ಖ⚟♴ᒁ┤㎄
་⒪⾨⏕ࢥ࣮ࢼ࣮

་⒪ᢸᙜ
⤖᰾ᑐ⟇㸦Ⓨ⏕ㄪᰝࠊデࠊ᭹⸆ᨭࠊබ㈝㈇ᢸ⏦ㄳ᭩ཷ➼㸧ࠊ
ឤᰁࡢ┦ㄯࠊ⫢⅖་⒪㈝ຓᡂ➼
⾨⏕ᢸᙜ
⏕ά⾨⏕ࡢ⡆᫆࡞┦ㄯࠊᶍᨃᗑᒆฟࠊ㣫࠸≟Ⓩ㘓ࠊ㣗ရ㛵ಀタ࣭
⏕ά⾨⏕㛵ಀタࡢႠᴗチྍ➼㛵ࡍࡿ⡆᫆࡞⏦ㄳ࣭ᒆฟᴗົ➼

・・・ 25

京都小児科医会会報No. 61

②医療・衛生業務について（図２、表２）
保健福祉局の医療衛生センターの感染症対策部門、衛生部門の区役所の窓口が医療衛生コーナーと
して各区、支所に設置されている。職員は、医療担当として保健師、放射線技師、衛生担当として薬
剤師または獣医師が配置されている。
医療関係業務についての医療衛生コーナー（区役所、支所）と医療衛生センター（集約部門）の業務分
担は表２のようになっている。例えば、結核患者発生時届出は医療衛生センター、それを受けた後の
訪問調査（積極的疫学調査）は医療衛生コーナー、治療のための公費負担申請書の受付は、患者からの
申請書はセンター・コーナー両方が行い、病院からの申請書はセンターが受け付ける。
この集約化は、専門性を高め、効果的・効率的な業務運営を目的としており、対応方針については、
健康危機対策チームを中心とした医師の意見に基づき決定する。なお、感染症の集団発生や緊急対応
が必要な場合はセンターとコーナーが一体となって対応する。
図２ 医療センター及び区役所・支所医療衛生コーナーの組織について

図２
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表２

医療衛生センター業務における医療関係業務分担
医療衛生コーナー業務
（区役所・支所窓口）

結核

両方で行う業務

積極的疫学調査（訪問調査、指導） 公費負担の申請書の収受（病院） 公費負担申請書の収受（患者）
入院勧告・就業制限通知書発行 各種届出（発生届、入退院届等） 積極的疫学調査に基づく検討会
服薬支援（DOTS）及び保健指導、 受理
公費負担承認期間の管理
服薬終了後の患者管理
登録票作成
コホート検討会
患者定期病状調査
結核診査会開催・運営
遺伝子解析事業の疫学まとめ
結核健康相談（接触者健診、管理 他都市からの依頼による接触者対 予防啓発
健診等）
応、調整
結核定期健康診断実施報告書
胸部検診（一般）
結核対策推進プロジェクト

模擬店開設検便受付・結果発行
性感染症の予防啓発
結核以外感染症
肝炎治療費助成申請

26 ・・・

医療衛生センター業務
（集約部門）

感染性胃腸炎等集団発生受付
就業制限通知書等発行
消毒通知（命令）書等発行
性感染症以外の感染症の予防啓発

エボラ、MERS 等の緊急対応
感染性胃腸炎等集団発生事例の調査
麻しん風しん接触者健康調査
感染症の相談一般
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③医師職の体制について（図３）
平成22年以降京都市保健所長以外の医師は各区保健センターに所属していたが、今回の機構改革に
より、図３に示すように医師職はチーム制となり本庁組織の所属となった。
健康危機対策チームは医療衛生推進室、健康長寿チームは健康長寿のまち・京都推進室、母子保健
チームは子ども若者未来部に所属している。
なお、各医師は担当区を受け持ち、担当区役所の医務統括を行う。区での役割は図３に示す通りで
あるが、医師はそれぞれの業務担当部署との兼職として業務に従事している。従来は各区保健センター
で実施していた医療監視については、今年度からは医療衛生推進室医務衛生課の業務となり、各医師
は担当区の医療監視に従事している。
図３ 医師職の体制
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・診療所としての保健センター管理業務
・結核対応
・各区における健康課題の抽出およびその特性に応じた地域保健の推進
・地区医師会をはじめとする関係機関との調整 
・医療監視（医務衛生課兼職）等
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④京都市の保健福祉行政組織と京都市保健所組織（図４、５）
今回の機構改革によって、京都市本庁の保健福祉行政組織は図４のようになった。
また、その中で保健衛生行政に関わる部分は、京都市保健所の組織となっている。（図５）。
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図４ 京都市保健福祉局、子ども若者はぐくみ局組織図（部単位、事業所除く）
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図５ 京都市保健所組織図
図５
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京都市保健所組織図
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⑤保健センター実施事業の変更について（表３）
今回の機構改革に伴い、いくつかの事業の実施方法が見直されたが、主な変更について表３に示す。
表３

保健センター実施事業の変更
保健事業名

青年期健康診査
（18 ～ 39 歳）

HIV、性感染症検査

変更内容
・各保健センター実施から個別医療機関委託実施へ
・各保健センター実施から下京区医療衛生コーナーに
集約（平日毎日実施）
・夜間即日検査、休日即日検査の実施日を拡充
・夜間および休日即日検査時に性感染症検査追加

肝炎ウイルス検査

・各保健センター実施から下京区医療衛生コーナーに
集約（木曜を除く平日実施）
・個別医療機関委託実施追加

保菌検査（検便）

・各区役所・支所の医療衛生コーナーでの受付日を、
週３回から平日毎日に拡大
・検査項目の拡充（赤痢菌に加え、O157 及びサルモ
ネラ菌を追加）

風しん抗体検査

・個別医療機関委託に一本化

禁煙相談・支援
骨粗しょう症健診

・各区役所での定期的な実施は中止するが、地域に積
極的に出向くアウトリーチ型事業として実施

BCG 接種

・個別医療機関委託実施追加

ふれあいファミリー食セミナー
・各保健センター実施を廃止し、休日実施している民
（わんぱくクッキング・マタニティクッキ
間料理教室での実施回数を拡充
ング）
健康診断書の発行

・廃止

さいごに
今回の機構改革は、行政内部でその準備に大変な労力を要したことはもちろん、市民にとっても、窓
口の大幅な変更など直接的な影響のあるものであった。今のところ幸い大きな混乱は生じていないが、
多方面に大きな影響を及ぼした今回の機構改革の目的である、子どもはぐくみ憲章の推進、健康長寿の
まち・京都の推進、健康危機管理機能の強化等を、新しい組織で実現していくためには、進む方向を見
極めながら、日々の業務を一つずつ着実にこなしていかなければならない。そのためには地域の医療を
担っておられる先生方との連携が不可欠である。
京都小児科医会の諸先生方には、今後とも変わらず、ご指導賜りますようお願い申し上げます。
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■

医局紹介 
京都第一赤十字病院 小児科
京都第一赤十字病院 小児科 部長

木

﨑

善

郎

写真：年２回、琵琶湖畔で BBQ をしています。医師、看護師、その家族など30～40名集まって、賑やか
に楽しんでいます。

京都第一赤十字病院は、昭和9年11月に開設されましたが、小児科は病院設立当初から独立した診療
科として設置されました。
初代部長は、京都大学出身の和田咲三郎先生でしたが、当院が一般公的病院として機能を発揮できた
のは僅か３年間ほどで、その後、戦争の影響を受け京都陸軍病院京都赤十字病院、舞鶴海軍病院京都第
一赤十字病院として傷病兵を受け入れ治療にあたりました。戦後は、兵站病院として進駐軍に接取され
たそうです。昭和30年になり返還され、京都第一赤十字病院および小児科の新しい歴史が作られること
になります。
当院の特徴は、京都で唯一の総合周産期母子医療センターがあることです。当院での未熟児・新生児
医療の歴史は古く、昭和29年に京都府立医大の三宅廉先生が部長待遇の嘱託医として就任された時にさ
かのぼります。三宅先生は、当時日本における新生児学の第一人者で、その後、神戸にパルモア病院を
設立され、生涯新生児医療に大きな足跡を残されたことは有名な話です。平成9年11月の総合周産期母
子医療センターの開設は、当時の能勢修院長、生田治康部長、京都府立医科大学小児科の澤田淳教授を
はじめ多くの先生方、職員、行政の方々の尽力により実現したと聞いています。現在は、NICU ９床、
GCU 18床で運営されていますが、NICU は、ほとんど毎日満床が続いています。西村陽部長以下、新
生児科の12名が、日々の診療に当たっていますが、毎日の当直業務、自宅待機、ドクターカーでの新生
児搬送と多忙な日を送っています。
30 ・・・
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一般小児科は、私を含め14人の小児科医が、外来診療、入院診療、救急当直業務を行っています。外
来診療は、午前中は一般外来、午後は専門外来を開いていますが、内分泌代謝外来、神経外来、循環器
外来、腎臓外来、フォローアップ外来、血液外来、アレルギー外来、予防接種外来、慢性疾患外来、思
春期外来などがあり、小児期の様々な疾患に対応できる体制を整えています。一般小児科の入院患者数
は、1,300人前後ですが、人工呼吸器管理を要する脳症、脳炎などの神経疾患、呼吸器疾患、重症感染
症など幅広い疾患を経験させていただいています。
一般小児科、新生児科の間では、専攻医、職員がローテートし、様々な小児医療について広く学べる
ようにしています。
京都南部の小児医療の基幹病院として、京都小児科医会の先生方と連携を密にして、地域の方々に信
頼される病院でありたいと願っています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

・・・ 31
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■

医局紹介 
石鎚会田辺中央病院 小児科
副院長 小児科部長

近江園

善

一

平素より京都小児科医会の先生方には大
変お世話になり、ありがとうございます。
石鎚会田辺中央病院は近鉄新田辺駅前に
あり、また JR 京田辺駅からも徒歩３分と
アクセスの良い病院です。その開設は昭和
55年で、当時周辺はまだ田園風景の残る地
域であり、京田辺市が京都府田辺町と呼ば
れていた時代です。同志社大学京田辺キャ
ンパスが開設されたのもその後ですし、近
郊の松井ケ丘、大住ケ丘、花住坂が順に開
発され、JR 学研都市線の松井山手駅が完成したのも病院開設後のことです。
石鎚会田辺中央病院は現在188床（うち広義の ICU が４床、NICU ４床）、28診療科を擁する総合病院
です。また石鎚会の関連施設として、主に健診業務を行う田辺中央病院健康管理センター、透析センター
も備えた回復期リハビリの田辺記念病院、地域医療を担う石丸医院、松井山手クリニック及び三山木中
央クリニック、介護老人保健施設やすらぎ苑、やすらぎ保育園、そして訪問看護ステーション、訪問介
護センターも開設しております。
小児科は京都南部で唯一24時間365日救急診療を提供し、『地域の子どもの医療はできる限り地域で』
を実践しております。従って周辺地域でご開業の先生方の紹介はいつでもお受けしており、また所属す
る山城北医療圏はもちろん山城南医療圏の輪番の一部も担い、京都府のみならず他府県からの患者も含
めた広い周辺地域からの時間外患者を積極的に受け入れております。一方高次医療機関との連携も密に
行っておりますし、逆に高次医療機関から地域に戻られる患者のかかりつけ病院或いは地域医療機関の
バックアップ病院としての対応もさせて戴いております。
石丸尚子会長、石丸庸介理事長とも小児科医ですが、医局スタッフとしては近江園善一（副院長、部
長：昭和63年卒）、松尾憲典（医長：平成10年卒）、高岡正明（平成13年卒）、上原久輝（平成14年卒）
、藤
木

敦（平成15年卒）、伊藤育世（平成17年卒）、久保

裕（平成22年卒）の７名が在籍しています。それぞ

れの専門分野は、近江園：アレルギー（特にアトピー性皮膚炎）、ワクチン、夜尿症、虐待、松尾：代謝
内分泌、高岡：小児新生児医療全般、上原：アレルギー、乳幼児発達、藤木：小児血液、伊藤：代謝内
分泌、久保：小児新生児医療全般です。さらに京都府立医大から非常勤医師を招聘して、小児外科、小
児神経、小児循環器の専門外来を担当していただいております。これらの布陣で、28年度外来患者数１
日平均73.3人、同年度入院患者数572人となっております。
一方で小児医療の現場環境は厳しいものがあり、24時間365日小児救急体制を含めた診療体制を維持
しながら長く地域に貢献するために様々な方策もとっております。そのひとつとして、時間外診療に対
32 ・・・
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して京都府立医大小児科医局からも非常勤医師のご支援いただいております。また、小児科医の疲弊を
さける方策として、『休む時はしっかり休む』方針をとっております。具体的には、午後5時過ぎたら帰
宅可能ですし、当直明けの午後はオフ、子どもの学校行事でもお互い助け合って休暇取得を可能にして
います。それとは別に研究日もとれますので、現役で研究室に所属して活躍している先生も複数おられ
ます。このようにメリハリをつけた日常診療や研究学会活動など充実した仕事ができる病院としての機
能を維持しつつ、今後も地域医療に貢献できる京都南部の基幹病院小児科として発展を続けていきたい
と考えております。
小児科医会の諸先生方には今後とも相変わりませぬ御指導御鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
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他科専門医会よりの

寄稿

シリーズ



先天色覚異常について知っておきたいこと
京都府眼科医会 学校保健委員

新

井

真

理

先天色覚異常の殆どを占める赤緑色覚異常は、

平成5年の文科省通達により、進学時調査書か
ら色覚の項目が削除され、色覚による入学制限が

日本人男性の５％、女性の0.2％にみられ、女性

ほぼなくなり、平成13年の労働安全衛生規則改正

の10％は保因者で、Ｘ連鎖劣性遺伝をします。生

により、雇入時健康診断での色覚検査の義務も廃

来の感覚のため、自分から気付くことは少なく、

止されました。

親や教師など周囲も必ず気付くというものではあ

京都市では、学校健診で色覚異常が疑われた京

りません。強度異常の子の保護者の４割、軽度異

都市立校児童生徒の希望者に対して、平成7年よ

常の子の９割は、検査を受けるまで全く異常に気

り色覚相談事業を開始し、京都府眼科医会が検

付いていないという報告もあります。
平成17年に、表のように用語が改訂され「色盲」

査、診断、保護者に対するアドバイスを担当して
きました。わが子の色覚異常を知らされて不安で

「色弱」という表現がなくなりましたので、現在

いっぱいの保護者も、相談の後は前向きな考えと

診断書に記載する際は改訂された用語を使用して

なり、明るい表情で帰られています。保護者が色

います。

覚異常を前向きな気持ちでとらえることが、児童
本人の健やかな成長には大切です。色覚異常につ
いて知っておきたいことを、少しお話しさせてく
ださい。
表

色覚用語の新旧対照表
新名称

旧名称

L- 錐体
（旧赤錐体）

M- 錐体
（旧緑錐体）

S- 錐体
（旧青錐体）

３色覚

正常３色型色覚

○

○

○

１型色覚異常

第１色覚異常

１型２色覚

第１色盲（赤色盲）

―

○

○

１型３色覚

第１色弱（赤色弱）

△

○

○

２型色覚異常

第２色覚異常

２型２色覚

第２色盲（緑色盲）

○

―

○

２型３色覚

第２色弱（緑色弱）

○

△

○
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L-（旧赤）錐体視物質が欠損（―）
・
変化（△）したもの

M-（旧緑）錐体視物質が欠損（―）
・
変化（△）したもの
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色覚異常の検出には、仮性同色表（石原色覚検

目する習慣をつけることで、色の感覚の不足を補

査表Ⅱ国際版38表あるいは石原色覚検査表コンサ

うようにします。軽度の人は、普段は問題なくて

イス版14表・標準色覚検査表第１部先天異常用等）

も、条件の悪い時に色の混同・誤認をする可能性

を使用しますが、照明、呈示時間、検査距離等の

があると認識して、色以外の情報に注目すること

条件を守ることが大切です。最近はインターネッ

です。

トで色覚検査ができるサイトがありますが、条件

自動車運転免許は、信号は点灯している位置で

もまちまちで解説も正しくないことも多く、あく

区別できるので、取得できます。ただし、天候、

まで参考に留めておくべきもので、異常の疑いが

街路樹、ネオン等のため判別しにくい時もあり、

あれば眼科を受診するきっかけにするために利用

ひとつの点滅信号の場合は赤と黄の判別がしづら

するのであればよいでしょう。

い場合があるので、常に赤のつもりで行動するこ

色覚異常の程度判定には、パネル D15色相配列

とが望ましいです。

検査を行います。この検査は、日常生活上の注意

以上は本人のとるべき対策ですが、周囲、社会

や配慮、進路を考える上でたいへん参考になりま

も、色覚異常の人の存在を常に意識しておくこと

す。

が必要です。たとえば、
「色だけで説明しない」
「使

確定診断をするにはアノマロスコープによる検

用する色は混同色の組み合わせを避け（例：赤と

査が必要ですが、備えている眼科医療機関は少な

緑を同時に使用しない）、３、４色程度までにと

く、生活指導や進路指導には、アノマロスコープ

どめる」「必ず色以外の区別できる情報を付加す

による検査は必須ではなく、パネル D15色相配列

る」等です。

検査による程度判定が参考になります。

職業について、電車の運転士やパイロット等の

強度色覚異常の人は、正常色覚の人が明確に区

就業できない職種はありますが、職業選択の際に

別している赤～黄～緑の差が少なく同系色に感じ

は、本人の希望と色覚以外の能力を生かすことを

たり、うすいピンク色を無彩色と感じやすいため、

第一に、ただし色覚を無視せず条件の一つとして

赤と緑、オレンジと黄緑、緑と茶、ピンクと白・

考慮することが大切です。自ら微妙な色合いを判

灰、青と紫、緑と灰・黒、を似ていると感じます。

断しなければならない職業（染色業など）をあえて

１型異常では赤を暗く感じることから、以上に加

選ぶ必要はありませんが、色誤認を予測し、対策

え、赤と黒、ピンクと水色を似ていると感じ、見

を講じる不断の努力をすることで、大抵の業務は

誤ることがあります。そのため色の名前を正しく

強度の異常でも従事可能といわれています。

充てるのが難しい、複数の配色の区別がしにくい、

色覚異常のシミュレーション画像というものが

区別するのに時間がかかる等ということがおきま

ありますが、光源色の実験に基づく理論上の数値

す。

で作成したもので、日常生活の実際の状態と異な

軽度色覚異常の人は、大抵は問題なく過ごせま
すが、暗い所、逆光、色の面積が小さい、ごく短
時間見る、高速移動中、急いでいる、疲れている、

り、色覚異常者の見え方を過小評価しているので
注意が必要です。
以上お示ししてきたように、色覚異常があって

不注意等、条件の悪い時には強度色覚異常の場合

も自分の色の感じ方の特徴を知って適切な対処法

と同様の色の混同・誤認をしやすくなります。

をこころがければ、色の混同・誤認による失敗や

しかし、自分の色の感じ方の特徴を知って次に

誤解を回避することが可能です。色覚異常がある

述べるような注意をすれば、色の混同・誤認によ

ことで人生のすべてが決まってしまうわけではな

る失敗を回避できます。すなわち強度の人は、色

いということを、本人はもちろん、周囲、社会も

だけで見分けず、形や大きさ、順序、表面の状態、

理解しておくべきであると思います。

文字情報、知識や経験等、常に色以外の情報に注
・・・ 35
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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29年度 子育て支援委員会委員】
長谷川功（はせがわ小児科）、有井悦子（有井小児科医院）、有本晃子（京都市子ども若者はぐくみ局）、
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
都市子ども若者はぐくみ局）、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）
本年3月で長らく当委員会の中心的存在でありました浅野明美先生が委員をご退任されました。有井
先生がまとめられた子育て支援委員会の記録によりますと、浅野先生は平成13年の子育て支援委員会発
足当時からの委員ですので16年の長きにわたりお世話になったことになります。委員会では厳しいご意
見を、懇親会では楽しいお話をたくさん聞かせていただきました。今後は長年の夢であった「ギャラリー
の女主人」をされるとのことです。先生の第二の素敵な門出を心からお祝いいたしたいと思います。浅
野先生の後任として、京都市子ども若者はぐくみ局の有本晃子先生に加わっていただきました。今後の
ご活躍を期待しています。
今回の子育支援リレーエッセイは京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課

鍋田淑

華先生に「行政からの子育て支援」というタイトルでお願いしました。一般小児科医の目にとまりにく
い領域ですが、行政では多方面から子育て支援に関わる事業が行われていることを教えていただきまし
た。ぜひご一読ください。

浅野先生送別会
36 ・・・
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２．子どものこころと身体懇話会
平井

清、大前禎毅、幸道直樹

１）第30回子どものこころと身体懇話会
30回目となる節目の会は「学習障害を理解する －勉強が苦手な子どもたち－」というテーマの
もと、平成28年10月15日（土）に京都第二赤十字病院Ｃ棟１階多目的室１、２で行われました。昨今
の小児科外来では、「学校での勉強の困難さ」の相談を受ける機会が増えており、その中に含まれ
る学習障害は小児科医にとってどう対応すればよいのかわかりにくい分野ということで、このテー
マを取り上げました。参加者は49人でした。
演者の先生には京都府立城陽支援学校 地域支援センター「サポート JOYO」コーディネーター、
指導教諭、学校心理士の玉村総枝先生と大阪芸術大学初等芸術教育学科 教授の田中裕美子先生に
お願いし、以下のような内容で講演をして頂きました。

教育講演：学習障害を理解する

ー勉強が苦手な子どもたちー

京都府立城陽支援学校 地域支援センター「サポート JOYO」

玉

村

総

枝

１．学習障害（LD）とは何か？
普通に会話ができて理解力もあり、幼稚園、保育園の先生方にも気づかれていない子どもの中に、学
校で学習が始まってから、困難さが見えてくる子どもたちがいます。知的に遅れがないのに、
「読み」「書
き」「算数」に困難さがある学習障害（LD）と言われる子どもたちです。通常学級の子どもの4.5％くら
いにあると言われていますが、“読みはできるけど書けない”“書き写せるけど、読みからは意味がとれ
ない”、そして、トム・クルーズやスティーブン・スピルバーグのような、特に読み書きの困難さの大
きい LD の中核群（Dyslexia）
と、個々によって幅広い症状を表します。
日本語は、「LD に最もやさしい言語」と言われており、教師でも LD に気づかず、「家庭学習ができ
ていない。」「怠けている。」と誤解されてしまうことも多く、特性に合わせた指導につながっていない
こともあります。しかし、英語学習が始まると、「pq」「bd」の違いが、パッと見てわからない、英単
語が覚えられない等の問題が大きくなり、一気に学習へのモチベーションを下げ、不登校という二次的
な障害につながってしまうこともありますので、二次障害の予防という点でも早期診断が必要です。
２．学習障害（LD）のアセスメントについて
「サポート JOYO」では、不登校相談の中に、他の発達障害と学習障害が併存している子どもが多い
ことに気づき、大阪 LD センター等で取り組まれている「LD スクリーニング検査」等を実施していま
す。LD は、WISC Ⅳ発達検査等、知能検査だけではわかりにくいことも多いです。特に、「読み書き
が、全くできないわけではないけれど、覚えられない。」「意味がとらえにくい。」という音韻障害のあ
る LD は、学校では見逃しやすいタイプですので、読み速度検査等を使ってアセスメントし、それを元
に、医療機関で診断していただいています。
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３．学校での支援（合理的配慮）
知的に遅れのない LD の子どもは、早期に特性に合わせた指導をすることで、自分なりの方略を見い
だし、自己肯定感を下げずに学習を積み上げることができます。PC 教材や読み上げソフト等を活用す
ることで、読み書きの負担を減らして学習内容の理解を上げることもできます。また、周囲の大人が理
解をしてくれるだけでも、学習意欲が上がることも有り、学習場面での合理的配慮が必要不可欠です。
全国的にも、高校受験やセンター入試等で、主治医の意見書を元に、別室受験や試験時間の延長、試
験官による問題文の読み上げや口述筆記等、個々の状況に合わせた合理的配慮が受けられた実績が報告
されて来ています。特に、平成28年4月1日からは、障害者差別解消法が施行され、合理的配慮の提供が
今まで以上に重視されていますので、今後、ますます、医療と教育分野の連携が必要になって来ると思
われます。

特別講演：学習障害の言語の問題について
大阪芸術大学 初等芸術教育学科

田

中

裕美子

LD（学習障害）の言語の問題のうち、特に、聞く・話すという音声言語の問題は、聞こえ（例えば、軽
度難聴）や話し方（例えば、吃や構音障害）の問題ではないため、周囲には気づかれにくい。また、日常
会話やコミュニケーションに支障があるわけではないし、外国人が話す日本語のように目立った誤りが
あるわけではない。そのため、書字言語（読む・書く）の習得に躓きがない限り、LD であるという判断
も含め、言語の問題があるかどうかを判断するには手だてが必要である。
言語の問題を理解するには、そもそもことばの遅れと言語発達障害を区別する必要がある。近年、知
的な遅れや対人関係などに問題がなく、ことばが遅れている２歳児（２語文が認められず、表出語彙が
50語以下）をレイトトーカー（LT）と呼ぶ。この LT 児のほとんどは３歳までに追いつくが、１～２割
は幼児期後半に SLI（特異的言語発達障害）に至るという。英語圏の SLI には語想起の悪さ、文法障害、
音韻記憶の弱さなどが認められ、言語の問題は長期にわたること、読みの問題が併発するリスクが高い
ことなど、いわゆる、単なる遅れではなく言語の発達障害であると示唆されている。その発現率は通常
級の７％であるため、日本でも発見と支援の対策が必要であるが、語の省略が多い日本語の日常会話で
は英語の文法障害のような症状が明らかにならない。そのため、知的な遅れ、言語理解、対人関係に問
題がない SLI 児の多くは、
「様子を見ましょう」
「集団に入れば追いつく」と判断されていると推測される。
ところで、ここでいう言語の問題はコミュニケーションのための言語ではなく、学習や思考の道具で
ある学習言語である。幼児期から始まる学習言語には、リテラシー、音韻意識、ナラティブなどがあり、
LD であるか、学習言語の習得はどうかを評価するにあたり、指導するとどの程度学習できるかという
視点から評価する RTI（Responsiveness to Intervention）やダイナミックアセスメント法が推奨されて
いる。筆者らもダイナミックアセスメント法を用いた早期発見法（日本版 PEARL）の開発を進めており、
協力者を募っている。
LD の 中 で も、 特 に 音 声 言 語（ 聞 く・ 話 す ）や 書 字 言 語（ 読 む・ 書 く ）に 問 題 を 持 つ 場 合、LLD
（Language-based Learning Disabilities：言語学習障害）というが、周囲には書字言語の問題の方が気
づかれやすいため、読み障害やディスレキシアとして捉えられていることが多い。読みのプロセスを単
純化すると、「文字を音に変える」と「読んだ内容を理解する」の２つの構成要素から成る。ディスレ
キシアは言語の音韻面にのみ障害があるため、前者の文字―音変換が困難で、表音文字であるかな習得
38 ・・・
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でつまずく。しかし、後者の理解には問題がなく、読んでもらうと理解できる。一方、読み障害は、語
彙や文法など言語全般の弱さから後者の理解に問題が出やすい。そのため、かな習得は躓かないが、言
語の意味や文法に関係する漢字や熟語の習得に困難を呈するようになるため、小３～４年ぐらいから学
習のつまずきが浮き彫りになることが多い。ただ、ディスレキシアも読み障害も学年が上がるに従い、
書字言語を通じた学習言語の習得が難しいため、２つの構成要素（音読と理解）とも困難になる。
読みの指導については、①授業に沿った個別指導でその効果をクラス内で反映させること、②読みや
書きの繰り返し練習より、内容や概念の理解を優先させること（トップダウン・アプローチ）、③子ども
とのことばでのやりとりを大切にし、音声言語と書字言語の両方を伸ばすこと、④メタを意識させるこ
と、などの原理に基づいた方法を提案している。

２）第31回子どものこころと身体懇話会
第31回子どものこころと身体懇話会は「学齢期の障害児のケア ～支援学校における医療的ケア
の現状と課題～」というテーマで平成29年3月11日（土）、京都第二赤十字病院Ｃ棟１階多目的室１、
２で行われました。48人の参加があり、教育関係や訪問看護関係の参加者が多く見受けられ、関心
の高さが伺われました。
京都市教育委員会 総合育成支援課 主任専門主事の江川正一先生に「京都市立総合支援学校に
おける医療的ケアの現状 ～京都市立北総合支援学校の例を通して～」というタイトルで現場の状
況をお話し頂き、それに応じる形で京都第二赤十字病院小児科副部長の大前禎毅先生に「支援学校
と病院間の遠隔診療の可能性について ～京都第二赤十字病院での試み～」という内容で話して頂
きました。特別講演として京都府立向日が丘支援学校長 山田定宏先生に「京都府立特別支援学校
における医療的ケアの取組」というタイトルで講演して頂きました。現場の大変さを感じると同時
に、今後もますます増えていくであろう医療が必要な子どもさんの教育をすすめていくための大切
な取り組みと、多くの先生が感じられたものと思います。第二赤十字病院のネットワークを使った
先進的な取り組みも今後の医療のかかわり方を考える上で参考になるのではないでしょうか。

講演１：京都市立総合支援学校における医療的ケアの現状
～京都市立北総合支援学校の例を通して～
京都市教育委員会 総合育成支援課

江

川

正

一

（１）京都市立総合支援学校での医療的ケア
京都市立の総合支援学校（特別支援学校）８校の中で、京都市を４分割する地域制の北、西、呉竹、東
の総合支援学校に医療的ケアが必要な子どもが在籍している。
平成17年度には医療的ケアが必要な児童が44人でケア数が67であったのが、28年度には67人237ケア
と増えてきている。子どもの増加以上にケア数が増えているということは一人当たりのケアの数が増え
ていることを表しており、ケアの内容も胃ろうや気管切開部の管理等、酸素療法、人工呼吸器が増加し
ている。それに合わせて、看護師（常勤、非常勤）の増員や認定特定行為業務従事者の資格を持つ教員の
養成で対応してきている。学校看護師の役割は医療機関と異なり、看護師しかできないケアの実施だけ
でなく教員への指導や支援が大きな役割である。
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（２）北総合支援学校の医療的ケアの現状
北総合支援学校が町中にあるとともに近くに府立医大、京大、二赤といった大きな病院があることも
あり、他校に比べ重症の医療的ケアがある子どもが多く在籍している。ケアの推移をみると経管栄養は
大きな変動が少ないが、平成21年度以降呼吸系のケアの増加が見られる。25年度からは人工呼吸器も増
えてきている。重症度スコアによる超重症児、準超重症児は今年度13名で、23年度以降超重症児が年々
増えている。このように北総合支援学校の特徴として、重症の子どもが多い。医ケアについては教員に
認められている注入と吸引は担任が実施している。また保健管理教室という体調を整える部屋がある。
預かっている酸素ボンベの数も多く、毎週業者が交換に来ている。
安全なケアを支えるために、看護師、教員、養護教諭、管理職等がチームとしてあたることが大切だ
と捉えている。校内の委員会として医療的ケア安全管理委員会を設けて医療的ケアにかかわる事項を協
議、確認している。全体会だけでなく、関係者が集まり縮小医ケア委員会としてケアの内容、活動への
参加等を話し合い共通認識を持つようにしている。また担当者の研修をテーマを決めて月１回行ってい
る。小児神経の校医の先生に医療的ケアの指導医を兼務してもらい、月１回来校して担当者や管理職の
相談指導に当たってもらっている。今年度より教育委員会嘱託として看護学の大学教授に巡回しても
らって看護師等の相談支援に当たってもらっている。そして主治医の先生方の存在も欠かせない。
（３）課題
重症化に伴ってケアの高度複雑さがみられ看護師でなければできないケアが増えているとともに、
個々の子どもによって状態の把握からケアの方法など個別に対応する必要がある。過去に同じ子を毎週
緊急搬送をしなければいけないこともあった。そのようなときには複数の看護師等が対応する必要があ
り、同じような緊急事態が同時に起こった場合も予想され、担当者の不安につながっている。体調のと
らえ方やケアの方法など保護者と食い違うこともよくみられ、その対応に苦慮することも多い。一方保
護者や医療関係者の中には，看護師がいるからできるのではないかという意見もよく聞くが、家庭や病
院と異なり、学校は多くの子どもたちが活動する場であり、登校から下校まで６～７時間過ごすことと
医師がいない中でのケアということで看護師の負担感が強い。看護師がいたずらに不安がっているので
はなく、危険性を熟知した専門家だからこそ慎重にならざるを得ないことも多いが、なかなか理解して
もらえないことも多い。
学校担当者として「安定した体調で登校してほしい」という思いが強い。安定した体調だと、医ケア
のリスクは低いが、現実には発熱、おう吐、排痰不良、頻回の吸引などがあっても、体調不良ではない
ということで登校されることもある。子どもを間におき保護者をはじめ関係する方々と、十分理解しあ
いながら安全なケアを行っていきたいと考えている。そのためにも、主治医の先生や福祉関係の方々と
連携を進めていきたいと考えますので、今後ともご協力をお願いしたいと思います。
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講演２：特別支援学校と病院間の遠隔診療の可能性について
～京都第二赤十字病院での試み～
京都第二赤十字病院 小児科

大

前

禎

毅

医療技術の進歩と医療機器の小型・軽量化、簡便化と小児を担う訪問看護師、居宅介護士が増え、超
（準）重症児の自宅での生活は向上しつつある。しかし、教育現場では、家族の要望と学校で可能な医療
的ケアのギャップに戸惑い、解決策を見い出すことが困難な状態にある。
平成26年度の文部科学省の調査では、7,774人の医療的ケアを必要とする児童に対して学校看護師は
1,385人、認定特定行為業務従事者は3,524人である。つまり児童１人当たりの平均看護師数は0.18人、
認定特定行為業務従事者数は0.45人で、合わせて0.63人が児童１人に関わっている。京都市では児童１
人当たりの平均看護師数は各々0.34人、認定特定行為業務従事者数は0.17人で児童１人当たりに0.52人
であり、京都市では児童１人に関わる人員は全国平均より少ない。一方、これまでの調査・研究による
と保護者は、医療的ケアは生活の一部であり学校でできないことに疑問を抱き、強く要望しているが、
学校は校内で行うことが安全で妥当な行為であるかに悩み、人員配置や緊急体制を整えることに苦慮し
ている。さらに、より重症度の高い児童の体調変化を把握することは難しく、予め病院主治医と作成し
た指示書を持ってしても保護者への受診勧告や救急搬送の判断には苦慮している。
そこで当院では平成28年6月より当院から月１回午後に約３時間、北総合支援学校に出向き、担当児
のケアの確認と指導、看護師、教諭の疑問や課題を現場で協議・検討するといった試みを始めた。事前
に保護者に学校訪問について了解を得て、学校側と協議してほしい内容を聴取し当日検討し、後日保護
者にも報告を行うようにしている。また、健康状態が悪化し、指示書に記載されたケアを行っても改善
が認められない場合に、京都市教育ネットワーク（「光京都ネット」）テレビ会議システムを利用した遠隔
診療支援を開始した。看護師、学校職員が Web カメラ付きモバイル PC で児童の様子を撮影し、小児
科外来、医局、病棟の PC で専用インターネット・ブラウザから映像を確認し、電話でケアの追加や受
診や搬送の指示を出すといった試みである。
今回はその試みの一端と効果を紹介し、今後更なる小児在宅の充実に欠かせない教育分野と我々医療
者が連携することの必要性を共有したい。
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特別講演：京都府立特別支援学校における医療的ケアの取組
京都府立向日が丘支援学校 校長

山

田

定

宏

医療的ケアに関しては、その歴史を知ることが大切です。特に学校における医療的ケアに関しては、
それぞれの自治体により大きな差異があり、その差異の背景には歩んできた歴史の違いがあります。京
都府立特別支援学校の中で医療的ケアを必要とする児童生徒が一番多く在籍していた向日が丘支援学校
における医療的ケアの歴史は、障害の重度化の進行への対応でした。重度化の進行の背景には、医療の
進歩があります。ポスト NICU の課題です。
保護者による医療的ケアを在宅で行いながら生活している子供たちが学齢期となり就学してきまし
た。また、在学中に障害が進行し医療的ケアが必要となる子供も増加してきました。そのような子供た
ちの医療的ケアを、保護者付き添いによる保護者責任での実施ではなく、教育の一環として教員が実施
していました。平成16年の「医政局長通知」による法的な整理がされる以前から、専門医の先生方の献
身的な御支援を得ながら組織的に実施していたということが、京都府立特別支援学校の医療的ケアの特
徴です。
命を守るための教育として、
「発達」という概念から「安楽」
「安心」
「安全」という概念に転換しました。
また、そのために必要な教室環境整備や機器の整備等も行いました。その中でも大きな役割を果たした
のは「看護師配置」でした。医療専門職と教員が連携して子供の教育にあたるという新たな時代となり
ました。また、重症児医療の専門性を有する医師との連携も医療的ケアを支える大きな力でした。
制度面では、「京都府立特別支援学校医療的ケア実施要項」「府立特別支援学校における医療的ケア等
体制充実事業」に基づく様々な取組を実施してきました。組織的・計画的な「研修」、「ヒヤリハット」、
各校での医療的ケアをバックアップする様々な関係者で組織する「運営会議」等です。中でも「看護師
後補充」の制度は、校外学習における安心・安全な医療的ケア実施にとって重要な役割を果たしており、
他府県から羨まれる制度です。
平成23年度に「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が成立したた
め、特別支援学校における教員による医療的ケアの実施もこの法律に基づいて行うこととなり、「３号
研修」を実施し対応してきました。新たな法の下での実施となりましたが、10年以上にわたる組織的な
取組実績があったため、混乱することなく、新たな制度の下での医療的ケアを実施することができてい
ます。研修においては、専門医の先生方や京都府看護協会の方々の御支援が果たす役割は大変大きなも
のがあります。
現在、特別支援学校では、世代交代が大きく進んでいます。理念や概念の継承、専門的な知識や技術
の継承等が大きな課題となっています。学校における医療的ケアには、専門医の先生方によるサポート
が必須です。今後も御支援のほどよろしくお願いします。
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３．日本小児科学会「子どもの健康週間」行事
坂田耕一、山内英子、浅野明美
今回は「おしっことウンチの悩み」というテーマで、平成28年10月22日（土）にこどもみらい館に
おいて開催しました。会場はほぼ満員で関心の高さを伺わせるテーマでした。
ウンチの悩みについては京都府立医科大学小児外科 青井重善先生、おしっこの悩みについては
皇子山こどもクリニック院長 清水次子先生にご講演いただきました。
おしっこの悩みは夜尿症ということになりますが、新しい夜尿症ガイドラインの紹介から治療方
法についてかなり具体的にわかりやすく説明していただきました。夜尿症は保護者の間で話題にな
ることが少なく、自分の子だけがと思いがちであるが、結構な％の方が悩んでおられるという事実
に力づけられた親御さんたちも多かったと思います。また、冷えが腎血流量を増やし、結果として
尿量を増やしてしまうため保温が重要であることや便秘の改善がなければ夜尿症の克服が困難にな
ることなども大変参考になったようです。最後に、成人期への持ち越しリスクを減らすためにも適
当な時期に治療を開始したほうが良いというお話をいただきましたが、その中で最も印象に残った
一言は「本人にその気がなければ治療はうまくいかない。言い換えればこどもたちがオネショを治
したいと思った時期が治療開始時期である」でした。まさしく外来で痛感している点でありました。
ウンチは便秘が主な話題でした。便秘は日常診療において最もよく相談を受ける疾患の一つです
が、青井先生が提示された症例の多くはいずれも私の経験したものを遥かに凌ぐもので、場内の親
御さんたちもショックを受けられたようでした。具体的には数か月に渡り排便がなかった例では
15kg を超えるような糞便が貯留し、外科的摘除術を要したことなどです。また、一見規則的に排
便されているようでも十分に排泄されておらず、隠れ便秘と言うべきものが相当数あることから
排便頻度だけではなく量や性状を注意深く観察しなければならないこと、便秘は長引くほど排便困
難の悪循環に陥るため適切な浣腸や排便補助など具体的なアドバイスも頂けました。ただ、参加者
の多くが乳幼児の母親であったことから、ヒルシュスプルング病などに代表される器質的疾患以外
の便秘、特に乳幼児機能的排便困難症についてもっと言及いただければより良かったかと思われま
した。
質疑も活発で、講演後も多くの方が演者に質問されていたようで大変有意義な会であったと思い
ます。文末になりますが、ご講演いただきました両先生にはこの場を借りて深謝申し上げます。（司
会：坂田耕一）

講演１：トイレトラブルあれこれ
皇子山こどもクリニック

清

水

次

子

赤ちゃんは好きなときに頻回におしっこをしています。オムツをきちんと交換してもオムツかぶれに
悩まされ、なかなかオムツがとれずトイレトレーニングに悩まされ、昼のおもらしや頻尿に悩まされ、
夜尿に悩まされとトラブル続きの子どもさんもいます。今回のシンポジウムでは、夜尿症を中心にお話
ししたいと思います。
今年の夏には日本夜尿症学会が「夜尿症診断ガイドライン」を改訂して、夜尿症専門医でなくても適
切な治療ができるようになりました。以前は一般医に相談しても「そのうち治ります」とか「とりあえ
ず様子を見ましょう」と言われる場合もありました。ひどい場合は「親のトイレトレーニングが悪かっ
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たから」とか「精神的な問題だ」と言われたりして、親は大変にショックを受けました。夜尿症は親も
子どもも心理的な負担が大きく、学校の宿泊行事も気になります。まずは生活指導で水分の取り方など
を適切にするだけで、２～３割は夜尿症が改善します。その後、抗利尿ホルモンを中心とする薬物療法か、
下着にセンサーをつけ、濡れると鳴るアラーム療法を行います。両者を併用することもあります。治る
までの期間には個人差がありますが、７割は治療効果があると言われています。夜尿があっても楽しく
宿泊行事には参加してほしいと思い、いろいろな方法を提案しています。「夜尿症は病気ではないので
病院に行かなくても…」と考えず、小学校に入っても夜尿が続く場合は受診しましょう。
トイレトレーニングの適切な開始時期は２歳を過ぎてからで十分と言われています。子どもの個性に
合わせて開始し、焦らず、子どもにトイレや便器に対する恐怖心を持たせないようにしましょう。どう
しても自立できない場合は病気がかくれている場合もあるので受診してください。
夜尿はなおります。本人のなおそうという意欲、まわりの暖かいサポートが必要です。

講演２：知ってほしいこどもの便秘
京都府立医科大学小児外科

青

井

重

善

こどもの便秘は、どの年齢のお子さんでも日常的に経験します。しかし、便秘という状況は軽症から
重症まで幅が広いです。時には医療機関を救急受診したり、継続的な治療を受けなければならないこと
もあれば、治療によく反応し治ってしまうものから、長期的な治療が必要なもの、そして時には隠れた
小児外科疾患が発見されて手術が必要になることもあります。たかが便秘と思って、様子をみていて時
間が経過するうちに、事態が非常に重症化して、日々の家庭・学校生活に大きな支障が生じたり、時に
は生命の危機に陥ることもあります。
小児外科は、こどもの病気を手術で治療することを専門とする診療科ですが、腸の病気が多くを占め
ています。そして手術をうけた後のこどもの腸の機能、とくに排便機能の向上のために、手術以外の治
療をいろいろな手法を取り混ぜて行っています。こどもの便秘の診療を通して、実は潜んだ病気がない
か、思った以上に重症ではないか、長期的にはどのような管理を行うとよいのかという心配を解消でき
るように心がけています。
小児外科医が携わっているこどもの便秘の実際や、重症の便秘がどのような状態を引き起こすのか、
また隠れた病気にはどのようなものがあるのかを、実例を挙げながら解説させて頂きます。

44 ・・・

京都小児科医会会報No. 61

４．こどもみらい館「すくすく教室」
山内英子、浅野明美
平成28年度も、こどもみらい館主催による、生後６か月未満の乳児の保護者を対象とした連続講座が
開催されました。26組の参加申し込みがあり、子育てに不安な保護者の方たちにとって、子どものここ
ろとからだについて学びあい，子育てを楽しむために非常に有意義なものであったと思っています。講
師としてご協力をいただいた先生方にはありがとうございました。
今後も続けて開催いたしますので、講師のお願いをしました際には、ご協力のほど、よろしくお願い
申し上げます。
28年度開催状況
回

月

日

内

容

講

師

第１回

9月26日（月）

乳幼児の病気について

京都桂病院 小児科医

澤田眞知子 先生

第２回

10月3日（月）

乳幼児の食生活について

第３回

10月12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17日（月）

乳幼児の歯の健康について

きしもと歯科医院 院長

第５回

10月24日（月）

乳幼児の心の発達について

京都府立こども発達支援センター診療所
小児科医 青山三智子先生

第６回

10月31日（月）

子育て座談会

京都市保育課 管理栄養士

こどもみらい館顧問

三宅聖子 氏
岸本知弘 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４回）
行政での子育て支援

京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部育成推進課

鍋

田

淑

華

わたしが京都市に入った平成18年、乳幼児健診の後のカンファレンスで子どもの病気や発達を中心に
話していました。けれども保健師さんたちの関心は子どももさることながらお母さんにもあって、虐待
の早期発見の場というような感じでした。そのころ濱頭先生のお話に子どもの虐待による死亡数が毎年
100人を超えていて１週間に２人が虐待で死亡していると聞き驚きました。そして虐待を未然に防ぐべ
く、あるいは虐待による死亡を防ぐべく、訪問をくりかえしたり、福祉事務所と協力して生活保護や保
育所入所につなげたり、あるいはお母さんや子どもの受診について行ったりと勤務医時代には知らな
かった保健師の仕事というものを知りました。まさに子育て支援こそが保健所の母子保健の肝心かなめ
の仕事だったのです。
ところがその後、濱頭先生が子育て支援がやっと法的に保健所の仕事として認められたとお話されま
した。その頃わたしは行政機関に勤めているにもかかわらず、法律に全く関心がありませんでした。え、
どういうこと？と思ったのを覚えています。実際には平成20年に子育て支援に関する事業が児童福祉法
に制度上明確に位置づけされたのでした。乳幼児健診後のカンファレンスでは気になる親子が挙がって
きます。子どものあつかいがぎこちなかったり、乱暴だったり、お母さんの受け答えがなんとなく普通
とは違ったり、そういった親子の気になったところをいろいろな職種がかかわった場面ではどうだった
かをすりあわせます。なんらかの問題を抱えていると判断すれば、電話や、訪問などのかかわりが始ま
ります。この親子はどんな問題を抱えていてどういう風にかかわっていけばいいのか、何が一番必要な
のかを考えながら関係を作っていきます。こんなことをしているのにそれに法的根拠が無かったとは！
また、同年7月から乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）も始まり、ますます子育て支援
に重きがかかってきました。これは生後４か月までの乳児の家庭に訪問するというものです。しかも全
員に！もちろん母子手帳を交付した全員ということです。ひそかに自宅で産んで育てている母子がいる
とすれば訪問できません。この事業も児童福祉法が改正され明記されています。
平成22年に始まった育児支援ヘルパー派遣事業は産後の育児不安や体調不良があるお母さんの家庭に
家事や育児のヘルパーを派遣し安心して子育てできるようにするものです。
平成23年からはこんにちはプレママ事業も始まりました。市内に住んでいる初妊婦さんや継続して支
援をしたほうがいい妊婦さんを訪問するというものです。
また、平成23年には京都市児童虐待未然防止にかかわる医療機関と保健センターの連携実施も始まり
ました。以前から各保健センターで医療機関との連携はありましたが、新たに支援が必要な妊産婦や家
庭を定義し、対応手順、情報提供の書式などをマニュアルとしてまとめました。妊娠・出産・育児期に
支援を必要とする家庭を早期に発見し、適切にかかわって子どもの虐待を未然に防止しようとするもの
です。医療機関からの情報提供があった場合、保健センターからその妊婦さんあるいは産婦さんに面接
をして、以後の支援につなげます。保健センターから情報提供やお願いをしたりすることもあり、これ
まで様々な母子の支援に大変役に立っています。
平成26年にはスマイルママ・ホッと事業が始まりました。これは産後体調不良や育児に不安があり、
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家族などから支援が受けられないお母さんが安心して子育てできるよう病院などでの一時宿泊・通所を
通じてお母さんの心身のケアや育児のサポートをするものです。
こういう事業を成り立たせているのは母子手帳交付時の面接です。京都市では全数保健師が面接して
います。ここで支援を必要とする妊婦さんをピックアップしてこんにちはプレママ事業につなげ訪問し
ます。家庭を訪問することで見えてくることもたくさんあります。継続支援が必要となったら、係の中
で情報を共有し、さらに必要な支援を提供できるところ、医療機関や生活保護の係、児童相談所や保育
所・学校などと連携しながら妊婦さんと赤ちゃんに最善のことはなにかを考えて支援していくことにな
ります。何回か関係機関が集まってカンファレンスを持ち、出産後を見据えてスマイルママ・ホッと事
業や育児支援ヘルパー派遣事業も使って体制を整えます。いざ出産となるとここからは赤ちゃんとお母
さんを支援していくことになるのです。こんにちは赤ちゃん事業、４か月健診・８か月健診などを通し
て親子の様子をうかがいながらその時に必要な機関と連携して子育て支援が続きます。
行政ではこのような子育て支援をしていますので先生方もお気づきの点がございましたら、ぜひ区役
所の子どもはぐくみ室子育て相談担当までお声がけください。
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■

感染症研究会 
2016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、一般演題と特別講演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22回、第23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22回特別講演では北海道医療大学学長の浅香正博先生に小児科医に必要なピロリ菌の知識について
ご講演頂きました。先生は日本ヘリコバクター学会理事長も務められ、Marshall & Warren 賞（欧州ヘ
リコバクター会議最高賞）を受賞された、まさに世界のオピニオンリーダーです。ご講演では、慢性活
動性胃炎から胃がん（スキルス）、IDA、ITP など多くの疾患の危険因子となるピロリ菌は酸に弱いため、
実は小児期の胃酸が弱い時期に初感染しているという点から、若年期に除菌を行ってピロリ菌による白
血球浸潤を防ぐことは将来の胃炎、胃がんの発症予防対策となること、そして既に北海道の中高生に対
して尿素呼気試験を導入されているという非常に興味深い内容を聴講させて頂きました。とても理解し
やすく、そして熱意のこもったご講演に大変感銘を覚えました。
第23回では山形県の山辺こどもクリニック院長の板垣勉先生に、「風邪ってなんだろう」というタイ
トルで感冒症状をおこす原因ウイルスについてご講演を頂きました。ご開業以来山形県衛生研究所との
共同臨床研究を長きにわたり継続され、研究結果を発信され続けている先生のご講演は、まさに臨床研
究はこうあるべきという貴重なデータに溢れていました。「風邪」という便利な診断名に頼ることなく、
その発生時期、症状、年齢から病原体を推定し、正しい検体採取と適した検査を行う事により診断精度
が向上するという、日常診療で忘れがちな大原則をご教示頂きました。夏場の筋痛症は HPeV-3感染の
可能性がある事、EV-D68感染による喘鳴は遷延しないが、弛緩性麻痺の発症には注意が必要である事、
マイコプラズマ感染症では耐性化を防ぐために流行初期に確実な診断とマクロライドの一括処方が重要
である事など臨床データに基づく内容の豊富なご講演でした。
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 株式会社に共催して頂きます。次回11月4日（土）は国際基準の小児感染症治療を実践さ
れている東京都立小児総合医療センター

堀越裕歩 先生による「賢い小児感染症診療～今、行動を起

こさなければ、明日の治療はない～」の特別講演を予定しています。またミニレクチャーとして、一青
会 あおき小児科

青木才一志 先生に『開業医におけるロタワクチンの有効性評価と遺伝子型について』

のご講演をお願いしております。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22回京都小児感染症研究会（平成28年10月22日
【一般演題】

京都ホテルオークラ）

（座長

市立福知山市民病院 小児科医長

足立晋介）

①急性副鼻腔炎の眼窩合併症と思われた、眼窩骨膜下膿瘍の３幼児例
医仁会武田総合病院 小児科

岸田憲二、神谷一郎、杉峰啓憲、甲原貴子

②生後２週以降に発症した Streptococcus bovis 髄膜炎の極低出生体重児
京都医療センター 小児科

阿水利沙、秋山祐一、北

誠、黒須秀雄、河田

興

石塚哲也、豊田有子、浅井康一
③海外渡航ワクチン接種外来における小児の接種状況―狂犬病・Ａ型肝炎・Ｂ型肝炎ワクチンについて―
京都市立病院 小児科 / 感染症内科
小児科

清水恒広
岡野創造、黒田

啓

④鉄剤不応性貧血が診断のきっかけとなった H.pylori 感染症の中学生の１例
洛和会音羽病院 小児科

徳永千恵美、宇留野圭、宮崎直樹、岡本

茂、島川哲郎

前田真治
【特別講演】

（座長

社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 院長

小児科医に必要なピロリ菌の知識

北海道医療大学 学長

第23回京都小児科医会感染症研究会（平成29年5月13日
【一般演題】

（座長

浅香正博

京都ホテルオークラ）

京都医療センター小児科 診療科長

①2016/17シーズンのインフルエンザ考察と脅威について
②2015－2016年

若園吉裕）

浅井康一）

デンカ生研株式会社 学術科 竹内紀彦

年長児のロタウイルス感染入院数の増加

済生会京都府病院 小児科

小坂喜太郎、大矢

暁、小西

亮、後藤幸子、勝見良樹

③マイコプラズマ肺炎後に片側性外転神経麻痺をきたした１例
京都第二赤十字病院 小児科

高田

礼、三野耕平、松岡太郎、井上

聡、渡辺幸典

木村

学、浅井大介、東道公人、小林奈歩、藤井法子

大前禎毅、長村敏生
④2015年以降当院で経験したヒトメタニューモウイルス感染症について
京都桂病院 小児科
【特別講演】

（座長

田中宏美、吉岡耕平、澤田眞智子、若園吉裕

京都中部総合医療センター 小児科 部長

伊藤陽里）

風邪ってなんだろう－呼吸器検体1000/ 年をもとにした臨床疫学と診断－
山辺こどもクリニック 院長

板垣

勉

【今後の予定】
①第24回京都小児科医会感染症研究会
平成29年11月4日（土） 京都ホテルオークラ
◎一般演題

２題（予定）

◎ミニレクチャー『開業医におけるロタワクチンの有効性評価と遺伝子型について』
一青会 あおき小児科

青木才一志

◎特別講演「賢い小児感染症診療～今、行動を起こさなければ、明日の治療はない～」
東京都立小児総合医療センター

堀越裕歩

②第25回京都小児科医会感染症研究会
平成30年5月19日（土）
◎詳細未定
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■

ゴルフ同好会 
小児科医会ゴルフ同好会活動報告
花安小児科医院

花

安

肇

ゴルフ同好会ではここ数年、春は琵琶湖カントリー、秋は宇治カントリーにおいて年２回コンペを開
催しています。一時は参加人数が少なく同好会の存続が危ぶまれる？状況でしたが、最近では10数名の
先生方に参加して頂いています。最高齢は、79才の小田部榮助先生で前回は見事に準優勝されています。
ご多忙のところ、前京都府医師会会長森洋一先生、小児医会会長藤田克寿先生にも出席して頂き、更に
久美浜から岩見均先生にもお越し頂いております。
最年少の大野邦彦先生も、53才 !! 当同好会にも高齢化の波が押し寄せています。気楽にゴルフを楽
しめ、情報交換の場としても有用な会と思われます。是非、若手の先生方の御参加をお待ちしています。
次回は、11月26日（日）宇治カントリーで開催予定です。
第73回（2016.11.20）
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優勝

若泉

悟

安田美希生

第２位

松田

義和

小田部榮助

第３位

西村

康孝

花安

肇
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■

テニス同好会 
平成28年度 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

全豪オープンでは全盛期をすぎたと思われた、フェデラーとナダルが復活、決勝戦を盛り上げました。
小児科医会テニス愛好家もレベルは遠く及ばないものの、年齢では、はるかに越えながら、健康・体
力維持のために日々、練習に励んでいます。
今年のテニス大会は3月18日土曜日の午後に、京都国際ローンテニスクラブで開催しました。このク
ラブのコートは現在では、めずらしいアンツーカコート（赤土のコート）であり、足腰の負担が少ない利
点があります。
参加者は６名ですが、最高齢は80歳を越えていました。４時間くらいコートを駆け回り、怪我なく無
事に大会を終えることができました。
スコアは下記の通りです
幸道先生・館石先生

４―０

片岡先生・清益先生

清益夫人・吉田

３―４

幸道先生・館石先生

清益先生・清益夫人

２―４

片岡先生・吉田

清益先生・幸道先生

４―０

館石先生・吉田

清益先生・清益夫人

４―１

片岡先生・館石先生

清益夫人・幸道先生

４―３

片岡先生・吉田
南丹市園部町

吉田小児科内科医院

TEL 0771-63-1458

吉田

昭

FAX 0771-63-5751
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■

旅行同好会 
信州、馬籠俳句紀行
福

原

宏

一

10月8日（土曜日）
昼過ぎに京都駅八条口の MK タクシーの貴賓室に田中芳一先生、山中祐一先生、大内能子先生およ
び福原宏一、京子が集合する。旅行社の森川さんの説明を受け、クーポン券を受け取る。ジャンボタク
シーに乗り、松川ドライバーの運転で名神、中央高速道路を通り、夕方に信州駒ケ根高原早太郎温泉の
二人静旅館に無事到着する。
お茶と豆のお菓子をいただいて一服した後、入浴して疲れを癒す。露天風呂は二つあり、うち一つは
鉄分の多い赤茶けた少しぬるいお湯である。
夕食は食前酒の山葡萄を加えた甘いお酒で乾杯し、二種類の地ビールと地元の蔵の冷酒をいただく。
岩魚と信州サーモンの刺身、しんじょうと松茸の入ったお吸物などお腹一杯いただく。

地ビールの苦みまろやか酔心地
秋の夜や酒の五体を駆け巡る
松茸の香りいただくお吸物
10月9日（日曜日）
早朝に入浴し、露天風呂に入る時雨が降っているのに気付く。湯上りにアルプスの伏流水を飲む。酔
い覚ましには最高である。
売店で医局、外来、リハビリ室の職員用に土産を買う。
朝食はバイキングで色々な料理、飲み物など各種取り揃えてある。卵だけでも温泉卵、卵焼き、だし
巻卵、スクランブルエッグがある。
雨のため駒ヶ岳に登っても景色は見えず、雨に濡れるだけなので、本日と翌日の日程をほぼそっくり
入れ替えることにする。
北向観音に参拝し、拝殿に安置してある撫佛も拝む。思わず坐骨神経痛の右のお尻を撫でる。二又に
なった夫婦杉や愛染桂の大きな木が生えている。
戦没画学生の遺作を収集した無言館を見学する。自画像や家族の肖像画が目を引く。
安楽寺に参拝し、国宝の八角三重塔や高野槇に見とれる。
日程を変更したため予定の木の子料理は食べられなかったが、手打ちの信州蕎麦の店に入り、盛り蕎
麦と野菜の天ぷらをいただく。林檎の天ぷらは甘酸っぱくてなかなかの味である。
山中先生の一押しの御射鹿池に行き、池の面に映る逆さまの秋景色を楽しむ。
横谷峡の清流荘に泊る。夕食には雉肉入りほうとう鍋や牛肉、玉葱、木の子の陶板焼きなどをいただく。
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野天風呂清水を口に雨を頭に
願はくば老の青春観世音
桂大樹注連縄の帯黄のマント
精悍なにきび花咲く画学生
無言館木彫り筍旨さふな
高野槇長円錘の秋空へ
林檎の天ぷら酸いも甘いも噛みしめて
向日葵の真黒き首を垂れにけり
森の道天地も左右も秋の色
果実熟れ高原の秋たけなわに
深き森化け粧へる蔦紅葉
池の面に極彩色の秋景色
10月10日（月曜日）体育の日
早朝に入浴した後に味噌汁を一杯いただく。和風の朝食にも味噌汁が付いており、固形燃料の火にか
けてあったので、生卵と納豆を加えておいしくいただく。
茅野市の尖石縄文考古館へ行く。縄文のビーナスと呼ばれる国宝の土偶と仮面をかぶった土偶が展示
品の双璧である。様々な縄文土器のうちで甕の口の附近に数個小さな穴の開いているものがあり、皮を
張って太鼓にしたということで、どんなリズムで打っていたのか興味深い。
館外には数軒の草葺家が復元してある。草の戸を閉めると中は昼でも真っ暗である。
諏訪神社に参拝する。御神体は鏡である。横の急峻な崖は神域として人の手が入らない太古の森である。
お昼は駒ケ根にまた戻り、前日予定のやまなかでグラタンのパイ包みなどをいただく。
食後駒ヶ岳に登ろうと行くと行きも帰りも４時間待ちと言われ、行くのは断念する。
代わりに馬籠に寄る。陣屋跡の資料館では青米や砕け米を粉にした石臼など様々な生活道具と鎧兜、
日本刀などの武具などを見学し、端正な六角形の石垣を見物する。
島崎藤村の生家跡の藤村記念館では原稿、絵画、写真、全集など多くのゆかりの品が陳列してある。
藤村の作ったいろはカルタは異色である。
中津川市の川上屋で随分並んで栗きんとんを買う。
中津川から中央、名神ともに渋滞し、夜9時頃に京都駅に着く。

朝湯あと汁暖かきおもてなし
豊満な土偶豊穣の秋の野辺
囲炉裏火を焚け縄文の草葺家
悠久の父祖の天地や栗拾ふ
耳澄ませ社の杜の秋の音
薄の穂賑やかに咲く高速路
藤村のいろはカルタや老いの旅
夕焼や火達磨となり飛ぶジェット
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■

休診閑話 
ワインは香りから
林小児科循環器科

林

鐘

声

イクラ、数の子とワインは合いません。生臭く

は良いにおいも臭いにおいも含まれていて、カメ

て堪りませんが、鼻を摘むと生臭さが消えること

虫のにおいであるアルデヒドや足の裏のにおいの

から、その正体は味ではなくにおいなのです。魚

イソ吉草酸などの臭いにおいが、隠し味となって

貝類に含まれる多価の不飽和脂肪酸とワインに含

奥行きのある香りを作ります。臭いにおいもおい

まれる鉄が反応して E’Z-2, 4- ヘプタジエナール

しさに貢献しているということです。

という化学物質が生成されることによります。刺
身を醤油と山葵ではなく、塩と柑橘類を搾って食
べることも多くなってきましたが、柑橘類の酸が

次に、ワインを知る手がかりとなるいくつかの
香りを紹介します。
浅葱やハーブの香りが目立つのは、ロワール地

鉄をキレート化することで化学反応が起こらず、

方のソーヴィニヨンブランです。何回か経験すれ

ワインとも合わせ易くなっているようです。刺身

ば、直ぐにそれと判るようになります。ライチー

のカルパッチョとワインが合うのはレモン汁の効

の香りはアルザス地方のゲヴュルツトラミネル、

果だけでなく、油に溶け易い先の化学物質がオ

赤ワインで青ピーマンの香りがあれば、ロワール

リーブオイルに溶けて揮発しないことで、生臭み

地方のガベルネフランです。バナナの香りはマ

が抑制されるのが大きいようです。とはいえ、生

セラシオンカルボニックという醸造法に由来し、

魚が本来持つ香りを楽しむには、日本酒が良いよ

ボージョレーにバナナの香りがするのはこのため

うに思います。

です。ヨーグルトやバターの香りはマロラクテッ

コルク臭（ブショネ）もワインに大敵のにおいで

ク発酵に由来し、シャルドネや赤ワインに認めら

す。その成分の TCR（トリクロアニソール）は、

れることの多い香りです。熟成したリースリング

競技用50m プールに一滴垂らすだけでにおうほ

にはペトロール香（心地よい灯油のような、キュー

ど、人間の感知閾値が極めて低いにおい物質です。

ピー人形のようなにおい）、熟成したシャルドネ

コルクの中で細菌やカビが生成したリグニンやス

には蜂蜜香やノワゼット香（シェリー香）が出てき

テリンに塩素が反応して出来ます。塩素は塩素系

ます。赤ワインの熟成香は、なめし草や腐葉土（そ

殺虫剤やコルクの漂白に使うことに由来すること

の究極はトリュフ）の香りです。樽熟成によるバ

から、外来性の塩素を除去すれば TCR の生成は

ニラ香やトースト香は、一時期、厚化粧が目立ち

防止できるわけで、コルクを採る森林の近隣の畑

ましたが、最近は自制しているようです。

に塩素系殺虫剤を使用しないこと、コルクの漂白

ところで、ピーマンやタマネギの嫌いな子どもは

を止めるか、塩素系以外の漂白剤とすれば避けら

料理に僅かでも入っていると気付くように、私は小

れるということになります。この10年ほど、ブショ

学生時代に脱脂粉乳に苦しんだせいで、今は苦手

ネに当っていないのは、たまたまというよりは対

ではないもののミルキィーな香りに鋭敏となってい

策の結果と信じているところです。

ます。ボルドー地方のメルローが入っていると直ぐ

香りがあるからワインはおいしく、その香りは

に判ります。そのトリッガーとなるのは、母乳を飲

ブドウ、醸造法、熟成の３つに由来します。500

んでいる健康な赤ちゃんのウンチのにおいです。小

～600種類のにおい物質が知られていますが、１

児科医なら、その秘められた香りに気付くこともあ

つの香りは色々なにおいの複合臭であり、そこに

るかと思い披露しました。賛同を頂けるでしょうか。
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■

理事会報告


第１回 理事会（平成28年度 第１回）
平成28年5月6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、天満、西小森、長谷川、林、松田、森本、山内、
辻
欠席：竹内、秋山、長村、黒田、小谷、東道、藤原、松尾、安野、
若園
会長挨拶：吉岡会長
報告事項
１．入会・退会 平成28年3月11日以降
（入会）杉峰啓憲（伏見）医仁会武田総合病院
宮本良平（伏見）みやもとこどもクリニック
（異動）諸戸雅治（福知山）市立福知山市民病院

いる。
９．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
次回報告
10．京都府医師会から 松田理事 禹理事
11．日本小児科医会から 吉岡会長
米子でフォーラムが開催される。救急委員を清澤先生、裁
定委員を清益先生にお願いしている。
12．日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について
2019年開催、準備委員会を立ち上げた。6月8日、9日「テルサ」
を仮予約した。
13．日本小児科医会 予防接種広域化状況調査について
回答すみ。

→中丹西保健所
（死亡）古庄巻史顧問
平成28年5月6日現在の会員数 313名
２．診療内容向上会 有井理事
3月26日（土）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
72名参加 経費（24万円）については保険医協会が全額負
担、「時間が早すぎる」との意見あり。
今後のテーマについて「新専門医制度について」「発達障
害の長期予後」などの希望があった。
次年度スポンサーについて、あたっているところ。
３．専攻医・研修医合同講演会 木﨑理事
4月23日（土）ANA クラウンプラザホテル京都
【特別講演】
「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
80名の参加があり盛会であった。今後のメーカーについて
検討中。
４．共催・後援の会
発達障害に関する医師向け基礎研修（小児）共催
3月17日（木）15時～17時 京都府医師会館
５．府医 乳幼児保健委員会 吉岡会長
9月1日（木）ワークショップ開催予定。食物アレルギーに
ついて保育士・栄養士も参加予定。
６．府医 京都市急病診療所運営委員会 木﨑理事
特に問題はない。
７．府医 学校保健委員会 林理事
「学校医の手引き」の改訂にとりかかった。
てんかんの座薬使用について、運動器検診が話題になって
いる。
８．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
9月25日 京都医学会開催、「新たな卵巣がん治療」につい
て、京都医療センターの小西郁生先生の講演が予定されて

14．日本小児科学会第10回専門医試験の面接試問委員の推薦に
ついて
9月4日（日）５人の先生方にお願いした。
15．日本小児科学会からのアンケート
「乳幼児におけるスポーツ飲料・イオン飲料に対する保護
者の意識調査」
伊藤節子先生方の依頼があった。ご協力をお願いする。
16．保険医協会から
10月9日、10日 保団連の第31回保団連 医療研究フォー
ラムが京都国際会館で開催される。
第５分科会（小児）の演題も11題集まった。
17．名簿発行

18．子育て支援員会 4月25日（月）14時 京都府医師会館
【報告事項】
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
参加者：38名
【協議事項】
１．平成28年度「こどもみらいすくすく教室」について
（山内、浅野）
２．平成28年度 子どもの健康週間（山内、浅野）
日時：平成28年10月22日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
テーマ：「おしっことウンチの悩み（仮）」
講師：夜尿症を中心に小児科 Dr、便秘を中心に小児外
科 Dr で調整中
清水次子先生、府立医大 青井先生
３．第30回子どものこころと身体懇話会（幸道、平井、大前）
日時：平成10月15日（土）15時～17時30分
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場所：京都第二日赤会議室の予定
テーマ：学習障害の実際と対応（仮）
１）検討中
２）特別講演：
「言語の問題としてとらえる学習の障害・
読みの障害（仮）」
大阪芸術大学初等芸術教育学科 教授 田中裕美子

協議事項
１．会長選挙について
吉岡会長、栗山副会長両氏の推薦を受け、藤田副会長が立
候補された。他に立候補者はない。
総会で、承認いただくことになる。
２．総会について（資料）
6月4日（土）ホテル日航プリンセス
講演Ⅰ：座長：京都小児科医会 理事 清澤伸幸先生
『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

ホテルオークラ 5月28日 アステラス共催
10月22日は MSD ホテルオークラ
４．共催・後援依頼
なし
５．児童福祉センター
5月26日（木）18時から 児童福祉センター資料室
地域支援について、発達相談所担当係長、岡崎さんからレ
クチャー
６．2019年の日本小児科医会総会フォーラム 今後の準備予定
について 藤田副会長
７．専門医会会長と京都府医師会との懇談会
5月21日（土）
児童福祉センター増改築について、府医を通じて要望を伝
える。
８．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
９．理事の退任・就任について
清益監事退任、辻理事退任。
10．次回の理事会の開催日程
7月9日（土）18時～ 日航プリンセス

講演Ⅱ：座長：京都小児科医会 理事 川勝秀一先生
『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
事業報告、決算、事業計画、予算、左記の案について承認
議長：幸道先生にお願いする 会見監査は清益先生に。
事務局、飯田さんにも出勤してもらう。
３．感染症研究会について 藤原理事

11．京都市予防接種協力医療機関の契約見直し案について（資
料）禹理事
京都市予防接種協力医療機関について、接種医の質の担保
確保のため京都市への要望を考えている。ご意見をいただ
きたい。
12．その他
自見はなこ先生を応援する有志の会 茶話会
5月13日（金）14時～15時 京都ブライトンホテル
奮ってご参加いただきたい。


19．その他

第２回 理事会（平成28年度 第２回）
平成28年7月9日（土）午後6時～ ホテル日航プリンセス「翡翠苑」
出席：清益、吉岡、藤田、栗山、長谷川、秋山、禹、川勝、黒田、
小谷、東道、松尾、松田、安野、山内、辻
欠席：竹内、有井、長村、木﨑、岸田、清澤、天満、西小森、林、
藤原、森本、若園
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 平成28年5月6日以降
（入会）甲原貴子（伏見）医仁会武田総合病院
（異動）安 炳文 京都府立医科大学救急医療学教室
→ （東山）京都第一赤十字病院救急科
（死亡）小川悦子 平成28年5月20日ご逝去
平成28年7月9日現在の会員数 313名
２．新理事会 理事役員の分掌について 藤田会長
変更は、清益監事と辻理事が退任、吉岡監事、長谷川副会
長、松尾庶務担当となる。
それ以外の分担はそのまま継続となる。
３．総会
6月4日（土）ホテル日航プリンセス
講演Ⅰ：座長：京都小児科医会 理事 清澤伸幸先生
『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
講演Ⅱ：座長：京都小児科医会 理事 川勝秀一先生
『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
事業報告、決算、事業計画、予算
議長：幸道先生
会見監査：清益先生
議事はすべて承認された。
４．感染症研究会 5月28日
ホテルオークラ京都
寄生虫の話で盛況であった。
５．児童福祉センター
5月26日（木）18時から 児童福祉センター資料室
地域支援について、発達相談所担当係長、岡崎さんからレ
クチャー
30名位の参加で、地域でどうするかという話があった。
６．専門医会会長と京都府医師会との懇談会 5月21日（土）
吉岡前会長が出席し、児童福祉センターの改築でレベルダ
ウンの無い様に申し入れた。
７．専門医会長と保険医協会との懇談会 5月14日（土）
藤田会長が出席し、診療内容向上会は例年通り行う方向で
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申し入れた。
８．府医 乳幼児保健委員会 吉岡監事
９．府医 京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
当直室のシーツの交換を定期的にしてもらうよう申し入れ
ることとした。
10．府医 学校保健委員会 林理事
11．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
9月25日の京都医学会の案内があった。
12．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
講演：7月19日（火）14時30分～
村中璃子先生「子宮頸がんワクチンの副反応」
13．京都府医師会から 松田理事 禹理事
少子化対策条例が動いていると報告があった。
14．日本小児科医会から 吉岡会長（資料）
第33回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
11月12日（土）奈良
協議会：大和会議室 懇親会：登大和ホテル
15．日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について
2019年6月8日、9日に行う予定で、会場は京都テルサをお
さえている。
16．保険医協会から
10月に京都で全国大会があると案内があった。
17．第27回日本小児科医会総会フォーラム
平成28年6月11日、12日
米子コンベンションセンター
藤田会長が出席された。
18．京都市障害支援区分判定等審査会における委員の推薦
（資料）
京大 横山淳史先生に依頼。

19．子育て支援委員会
【報告事項】
１．京都小児在宅医療実技講習会参加者に対する事後アン
ケート実施
【協議事項】
１．平成28年度 子どもの健康週間（山内、浅野）
日時： 平成28年10月22日 ( 土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館 第１研修室
テーマ：「おしっことウンチの悩み」
司会：坂田耕一先生
14時～16時：講演
講演１：「おねしょの話」
皇子山こどもクリニック 院長 清水次子
講演２：「知ってほしいこどもの便秘」
京都府立医科大学小児外科学教室 講師 青井重善
16時～16時30分：ディスカッション（質疑応答）
ポスター：造形大の学生さんに依頼
２．第30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10月15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：「学習障害を理解する（仮）」
１）教育講演：
「学習障害を理解する－勉強が苦手な子
どもたち－」
京都府立城陽支援学校 玉村総枝先生
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２）特別講演：「学習障害の言語の問題について」
大阪芸術大学初等芸術教育学科 教授 田中裕美子先生
３．小児科医会会報
子どもの健康週間：大前
子どものこころと身体懇話会：平井
すくすく教室：山内
子育て支援リレーエッセー：幸道

20．その他
自見はなこ先生サポーター名簿について（資料）
協議事項
１．新年会について
平成29年1月28日（土）京都ホテルオークラ
共催は田辺三菱に依頼し演題１題は任せる。１題は小児科
医会で決める。
２．感染症研究会について
10月22日（土）
京都ホテルオークラでヘリコバクターピロリの話の予定。
３．共催・後援依頼（資料）
①第21回京滋小児外科フォーラム（後援依頼）
7月22日（金）18時30分～ ホテル日航プリンセス
共催承認
②第30回洛筍会（後援依頼）
7月28日（木）13時45分～ センチュリーホテル
後援承認
③平成28年度京都府予防接種研修会（主催依頼）
9月8日（木）14時30分～ 京都府医師会館 主催承認
④第４回京都・性のフォーラム（後援依頼）
10月1日（土）14時～
TKP 四条烏丸カンファレンスセンター 後援承認
⑤京都小児科フォーラム（共催依頼）
9月3日（土）16時30分～ロイヤルパークホテル ザ 京都
共催承認
４．自見はなこ先生 推薦の件 藤田会長
５．2019年の日本小児科医会総会フォーラム 今後の準備予定
について 藤田会長
６．会報の発行について 禹理事
７．京都市子どもの事故サーベイランス委員会委員の推薦につ
いて（資料）
藤田会長を推薦。
８．京あんしんこども館電話相談への出務医師の募集について
メンバーが固定しているので、出務医師を募る。
９．日本小児科医会報の査読者推薦について（資料）
栗山副会長と川勝理事を推薦。
10．その他
診療内容向上会をどこでするか？昨年度はホテルでなく、
こども未来館でした。
いつするか？
平成29年4月1日（土）
ホテルを仮押さえしておく。
３歳未満の日本脳炎ワクチンについて 禹理事
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第３回 理事会（平成28年度 第３回）
平成28年9月9日（金）午後2時～ 府医会館

出席：竹内、吉岡、 藤 田、 栗 山、 長 谷 川、 禹、 川 勝、 黒 田、
小谷、東道、松田、安野、山内、長村、木﨑、清澤、天満、
林、有井、森本、若園、松尾
欠席：秋山、西小森、岸田、藤原
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 平成28年7月8日以降
（入会）
（異動）水嶋康浩（西京）京都桂病院
→（中西）みずしま小児クリニック
（死亡）寺村 和 平成28年7月7日ご逝去
平成28年9月9日現在の会員数 312名
２．府医 医療安全対策委員会
講演：7月19日（火）14時30分～
村中璃子先生「子宮頸がんワクチンの副反応」
３．共催・後援の会
①第21回京滋小児外科フォーラム（後援）
7月22日（金）18時30分～ ホテル日航プリンセス
②第30回洛筍会（後援）
7月28日（木）13時45分～ センチュリーホテル
③京都小児科フォーラム（共催）
9月3日（土）16時30分～ロイヤルパークホテル ザ 京都
④平成28年度京都府予防接種研修会（主催）
9月8日（木）14時30分～ 京都府医師会館
４．府医 乳幼児保健委員会 藤田会長
食物アレルギーについての検討会があった。
５．府医 京都市急病診療所運営委員会 木﨑理事
平成29年1月4日は開くが、平成30年1月4日は未定。
眼科と耳鼻科の後送病院問題あり。
６．府医 学校保健委員会 林理事
校医の手引き10年ぶりに改訂となる。
７．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
9月25日京都医学会あり。
８．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
10月15日採血時の疼痛問題の会あり。
９．京都府医師会から 松田理事 禹理事
予算関係として、在宅医療は継続、病児保育の必要性を具
体的に出す方針であるが、京都市は現状５施設を10施設に
増やすように働きかける。
10．日本小児科医会から 藤田会長
小児かかりつけ診療報酬に対する意見をまとめたいので、
メールを希望。
11．日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について
藤田会長
再来年6月に京都テルサで行う予定。
実行委員長 清澤理事、プログラム委員長 栗山理事。
12．保険医協会から
10月9、10日 第31回保団連医療研究フォーラム（京都）
（資
料）有井理事
小児科関連の分科会あり、内容の紹介あり。

13．子育て支援委員会

平成28年度 第３回 子育て支援委員会
8月20日（土）18時 萬重
【報告事項】
１．平成28年度 子どもの健康週間（山内、浅野）
日時： 平成28年10月22日 ( 土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館 第１研修室
テーマ：「おしっことウンチの悩み」
司会：坂田耕一先生
14時～16時：講演
講演１：「トイレトラブルあれこれ」
皇子山こどもクリニック 院長 清水次子
講演２：「知ってほしいこどもの便秘」
京都府立医科大学小児外科学教室 講師 青井重善
16時～16時30分：ディスカッション（質疑応答）
ポスター完成
２．第30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10月15日（土）15時～17時30分
場所：京都第二赤十字病院Ｃ棟１階多目的室１、２
テーマ：
「学習障害を理解する－勉強が苦手な子どもた
ち－」
１）講演１：
「学習障害のアセスメントと支援のあり方」
－ LD 事例を通して－
京都府立城陽支援学校 地域支援センター「サポー
ト JOYO」コーディネーター、指導教諭、学校心
理士 玉村総枝先生
２）講演２：「学習障害の言語の問題について」
大阪芸術大学初等芸術教育学科 教授 田中裕美子先生
１．２．ともに藤田会長の挨拶を依頼。
３．小児在宅関連
１）京都府より第３回小児在宅医療実技講習会の開催を
府医に打診
乳幼児保健委員会で検討の結果、第３回を実施する
方向で考える。
【協議事項】
１．第31回子どものこころと身体懇話会
（幸道、平井、大前）
日時：平成29年3月
場所：京都第二赤十字病院Ｃ棟６階会議室
テーマ：「医療的ケア児の教育現場での問題点（仮）」
養護学校に通学できる重症の患者さんが増え、教育現
場が困っているので、養護の先生と教育委員会の先生
が、小児科医と対話をできる会を希望されている。必
要性高く開催の方向でと承認。

14．その他
自見はなこ先生選挙結果について（資料？）
協議事項
１．新年会について
平成29年1月28日（土）京都ホテルオークラ 16時～18時
特別講演１：未定
候補として、発達障害関連の話を、小谷理事推薦の信州
大学の本田先生や、吉岡監事推薦の先生。
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子供の外傷の話を第一赤十字病院の安先生。
特別講演２：「ワクチン全般のご講演」
川崎医大 小児科学 教授 中野貴司先生
２．感染症研究会について
10月22日（土）
北海道医療大学学長の浅香先生にヘリコバクターピロリの
講演依頼。座長は若園理事。
３．共催・後援依頼（資料）
①第33回京都府小児保健研究会（後援依頼）
10月2日（日）13時～16時
京都府立医科大学図書館ホール
承認
②京都新聞主催事業の「こころのわ」の記念イベント
（後援依頼）

10月2日（日）13時30分～17時
立命館大学朱雀キャンパスホール
承認
③第９回京都こどもの皮膚病カンファレンス（後援依頼）
10月27日（木）18時50分～ 京都ホテルオークラ
承認
４．次年度総会について
6月3日（土）で決定。会場はホテル日航プリンセスで決定。
５．会報の発行について 禹理事
６．その他
第33回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
11月12日（土）奈良
第12回生涯研修セミナー参加申し込みの受付期間延長

第４回 理事会（平成28年度 第４回）
平成28年11月11日（金）午後2時～ 府医会館
出席：吉岡、藤田、栗山、長谷川、禹、川勝、黒田、東道、松田、
安野、長村、木﨑、清澤、天満、林、藤原、森本、岸田、
有井、松尾
欠席：竹内、西小森、小谷、山内、秋山、若園
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 平成28年9月9日以降
なし
平成28年11月11日現在の会員数 312名
２．共催・後援の会
①第33回京都府小児保健研究会（後援依頼）
10月2日（日）13時～16時
京都府立医科大学図書館ホール
②京都新聞主催事業の「こころのわ」の記念イベント
（後援依頼）
10月2日（日）13時30分～17時
立命館大学朱雀キャンパスホール
③第９回京都こどもの皮膚病カンファレンス
10月27日（木）18時50分～ 京都ホテルオークラ
今回で終了になるかもしれない。
④第22回感染症研究会
10月22日（土）16時30分～ 京都ホテルオークラ
ヘリコバクターピロリの話。
３．府医 乳幼児保健委員会 吉岡監事
食物アレルギーのワークショップ、好評であった。
４．府医 京都市急病診療所運営委員会 木﨑理事
内科医の手配が難しいが、1月4日は例年通り行う。
５．府医 学校保健委員会 林理事
学校医の手引きの改訂あり、原稿。
1月15日近畿学校医連絡協議会で川勝理事報告。
運動器検診のアンケートしている。時間は1.3倍かかった。
生徒数900名で学校医２人から700名で２人にするよう提案
している。
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
７．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
10月8日に事故調査はじまり、年間388件あり、そのうち17
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件（５％）が小児科関連。
11月24日医療安全シンポジウムが、JR 大阪駅近くのサン
ケイホールである。
８．京都府医師会から 松田理事 禹理事
保健センターの業務が子供青年はぐくみ局に変更となる。
９．日本小児科医会から 藤田会長
10．日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について
藤田会長
11月18日に準備委員会する。
11．保険医協会から 有井理事
10月9、
10日 第31回保団連医療研究フォーラム（京都）
（資料）
600名の出席（23年前京都で開催したときは200名の出席）
子供の分科会は37名の出席
12．大阪小児科医会設立40周年（法人化25周年）記念式典
藤田会長
9月17日 帝国ホテル大阪（資料）
13．京都府少子化対策府民会議への参画について 藤田会長
設立総会11月22日 メルパルク京都（資料）

14．子育て支援委員会
平成28年10月24日（月）14時 京都府医師会館会議室
【報告事項】
１．第30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10月15日（土）15時～17時30分
場所：京都第二赤十字病院 C 棟１階多目的会議室１、２
テーマ：
「学習障害を理解する－勉強が苦手な子どもた
ち－」
１）講演１：
「学習障害のアセスメントと支援のあり方」
－ LD 事例を通して－
京都府立城陽支援学校、指導教諭、
学校心理士 玉村総枝先生
２）講演２：「学習障害の言語の問題について」
大阪芸術大学初等芸術教育学科 教授 田中裕美子先生
参加者：49人 うち小児科医会28人 学校医会７人
両方６人
２．平成28年度 子どもの健康週間（山内、浅野）
日時： 平成28年10月22日 ( 土）14時～16時30分
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場所：こどもみらい館 第１研修室
テーマ：「おしっことウンチの悩み」
14時～16時 講演
講演１：
「トイレトラブルあれこれ」
皇子山こどもクリニック 院長 清水次子
講演２：
「知ってほしいこどもの便秘」
京都府立医科大学小児外科学教室 講師 青井重善
16時～16時30分：ディスカッション（質疑応答）
参加者：75人（うち医師12人）
３．第３回京都小児在宅医療実技講習会の開催が決定
（資料）
日時：平成29年3月5日（日）13時～16時40分
場所：京都府医師会館トレーニングセンター
【協議事項】
１．第31回子どものこころと身体懇話会
（幸道、平井、大前）
日時：平成29年3月11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
テーマ案：
「支援学校における医療的ケアの現状と課題
（仮）」
＊京都市教育委員会事務局、指導部総合育成支援課：主
任専門主事 江川正一氏
＊支 援 学 校 と 病 院 間 の 遠 隔 診 療 の 可 能 性 に つ い て
～第二日赤での試み～
＊京都府立向日が丘支援学校 校長 山田定宏先生

13．その他
小児科専門医について 禹理事
来年度の総会で企画する。
協議事項
１．新年会について
平成29年1月28日（土）京都ホテルオークラ 16時～18時
共催：田辺三菱
特別講演１：
「小児科医による『けが』の診療」
京都第一赤十字病院 救急科 安 炳文先生
特別講演２：
「ワクチン全般のご講演」
川崎医大 小児科学 教授 中野貴司先生
会費は０から3,000円
座長：講演１：長谷川理事

講演２：川勝理事
２．診療内容向上会について
平成29年4月1日（土）メルパルク京都
共催は鳥居薬品
１）点数改訂の要点 講師：川勝理事 座長：なし
２）講演：①講師（鳥居薬品）座長：安野理事
②講師：長尾圭造先生 座長：有井理事
②は小児のうつ病の話の予定
会費は０から3,000円
３．共催・後援依頼（資料）
①第15回京都救急医療研究会（共催依頼）
11月12日（土）14時～17時
京都府立医科大学図書館２階ホール
②平成28年度 京都府小児在宅医療フォーラム（共催依頼）
平成29年1月15日（日）13時～ 京都第一赤十字病院
③京都府がん拠点病院公開シンポジウム（後援依頼）
平成29年1月28日（土）14時～16時
京都烏丸コンベンションホール
パネルディスカッションのパネリストに推薦する人選
（新年会と同じ日）
京都市立病院の田村先生に依頼する
④第18回アレルギークロストーク（共催依頼）
平成29年2月16日（木）18時30分～ メルパルク京都
⑤第30回京滋新生児成育研究会（共催依頼）
平成29年2月25日（土）15時～
京都府立医科大学臨床講義棟
４．次年度総会について
6月3日（土）会場はホテル日航プリンセス
小児科専門医について、近畿大学小児科竹村教授に依頼。
５．会報第60号発行の収支等 禹理事
赤字となっている。
６．その他
第33回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
11月12日（土）奈良
第34回日本難治喘息・アレルギー疾患学会
平成29年7月22日（土）、23日（日）
ピアザ淡海 滋賀県立県民交流センター
寄付（個人）を含めた協力の要請あり

第５回 理事会（平成28年度 第５回）
平成29年1月13日（金）午後2時～ 府医会館
出席：吉岡、藤田、栗山、長谷川、川勝、黒田、東道、松田、安野、
山内、長村、天満、岸田、有井、小谷、松尾
欠席：竹内、清澤、秋山、林、木﨑、森本、若園、禹、西小森、
藤原
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 平成28年11月11日以降
（入会）納富誠司郎 京都大学
（異動）千代延友裕 京都府立医大
→（与謝）京都府立医科大学附属北部医療センター
（死亡）林 茂先生（東山）12月22日ご逝去

平成29年1月12日現在の会員数 312名
２．共催・後援の会
①第15回京都救急医療研究会
11月12日（土）14時～17時
京都府立医科大学図書館２階ホール
北九州こども病院 市川光太郎院長のプライマリケアの話。
出席者は救急隊員のほうが多かった。
３．府医 乳幼児保健委員会 吉岡監事
園医協議会あり、6月に答申出す予定。
４．府医 京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
インフルエンザ流行時内科の患者さんを小児科医が診察す
ることが多かった。
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５．府医 学校保健委員会 川勝理事
手引きの原稿集まっている。
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
京都医学会が9月に京都である。救急の問題をシンポジウ
ムで行う予定。
７．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
4月に医療安全シンポジウムがある予定。
８．京都府医師会から 松田理事 禹理事
「ワクチン等流通検討会」報告 MR ワクチンはまだ不足気
味である。
京都市の「子ども若者はぐくみ局」創設に伴う BCG の個
別接種に関する申し出について
京都市からアンケートがある予定。来年度から個別化の予定。
９．日本小児科医会から 藤田会長
第33回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
11月12日（土）奈良
10．日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について
藤田会長
会場は京都テルサに予約した。
11．保険医協会から 有井理事

協議事項
１．新年会について
平成29年1月28日（土）京都ホテルオークラ 16時～18時
共催：田辺三菱
特別講演１：
「小児科医による『けが』の診療」
京都第一赤十字病院 救急科 安 炳文先生
特別講演２：「ワクチンで防ぐ感染症」
川崎医大 小児科学 教授 中野貴司先生
会費：3,000円
２．診療内容向上会について
平成29年4月1日（土）16時～19時
メルパルク京都７階スタジオ１「オリオン」
19時から懇親会あり
共催は鳥居薬品
１）解説「保険請求の留意点と最近の審査事情」川勝理事
２）講演１：「子どものうつ病 その診断・治療・予防」
長尾こころのクリニック院長 長尾圭造先生
３）講演２：「アレルゲン免疫療法（アレルギー性鼻炎・
気管支喘息）～治癒を目指すステージへ～」
藤田保健衛生大学小児科 助教 犬尾千聡先生

診療内容向上会について

12．子育て支援委員会
平成28年12月19日（月）14時 京都府医師会館会議室
【報告事項】
１．厚労省小児在宅医療に関する人材養成研修会
日時： 平成28年11月13日 ( 日）9時～16時
場所：国立成育医療研究センター
出席者：長谷川、糸井（中丹西保健所）、大路（京都府
健康福祉部子育て政策課）
行政とうまく連携して小児在宅医療するのが大切。
【協議事項】
１．第31回子どものこころと身体懇話会
日時：平成29年3月11日（土）15時～17時30分
場所：京都第二赤十字病院Ｃ棟１階多目的室１、２
テーマ：
「学齢期の障害児のケア ～支援学校における
医療的ケアの現状と課題～」
講演１：京都市立総合支援学校における医療的ケアの現
状～京都市立北総合支援学校の例を通して～
京都市教育委員会事務局、
指導部総合育成支援課 主任専門主事 江川正一氏
講演２：支援学校と病院間の遠隔診療の可能性について
～第二日赤での試み～
京都第二赤十字病院小児科 大前禎毅先生
特別講演：
「京都府立特別支援学校における医療的ケア
の取組」
京都府立向日が丘支援学校校長 山田定宏先生
挨拶は長谷川副会長。
２．浅野明美先生の委員退任
後任には有本晃子先生（左京保健センター）
浅野前委員には一度講演を依頼する予定。

13．第２回日本小児科医会中部・近畿地区ブロック合同会議
（資料）藤田会長
平成28年11月19日（土）名古屋
14．第６回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会
平成29年2月11日（土祝）東京（資料）
申込期限を1月22日までに延長

会費：1,000円 なし
講師の著書を受付で展示販売許可
３．次年度総会について
6月3日（土）会場はホテル日航プリンセス
「小児科専門医について」
近畿大学小児科教授 竹村先生
座長：木﨑理事
「アトピー性皮膚炎治療の勘どころ」
国立三重病院 藤澤隆夫先生
座長：山内理事
会費：無料
４．感染症研究会について
平成29年度開催について
5月13日（土）アステラス共催で 京都ホテルオークラ
特別講演は山辺こどもクリニックの板垣 勉先生
呼吸器感染症を起こすウィルスについての話
11月4日（土）MSD 共催で
５．共催・後援依頼（資料）すべて承認
①平成29年校医小児科医感染症講演会（共催依頼）
3月4日（土）16時30分～18時30分 ANA
②第22回京滋小児外科フォーラム（後援依頼）
3月10日（金）18時30分～20時
京都ロイヤルホテル＆スパ
③第34回京都府小児保健研究会（後援依頼）
3月25日（土）13時～16時
京都府立医科大学図書館ホール
④小児科診療内容向上会（共催依頼）
4月1日（土）16時～19時 メルパルク京都
⑤小児科医会学術講演会（共催依頼）
6月3日（総会の日）17時10分～19時20分
ホテル日航プリンセス京都
６．その他
①日本小児科医会次期代議員および予備代議員の選出につ
いて
京都の代議員定数は２名。回答は3月末日まで。
栗山副会長と禹理事。予備代議員は長谷川副会長と松尾
理事の予定。
②第14回内藤壽七郎記念賞候補者推薦について（資料）
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1月20日までに。
③日本小児科医会社会保険全国委員会出席者について（平
成29年2月26日）（資料）
ご出席される先生を2月3日までに。松田先生が出席。
④京都新聞社事業「こころのわ」
（資料）
今年も3月から１年間誌面掲載、イベント開催等を実施。
後援依頼あり。承認。協賛はなし。
⑤京都市障害支援区分判定等審査会の委員推薦の件（資料）

障害のある方の保険、医療、福祉に関する学識経験を有
する医師
小児科からは８名、可能な限り２名以上は難病に携わっ
ていること
継続で依頼する。
⑥Ｂ型肝炎ワクチンに関する要望書（資料）
承認。

第６回 理事会（平成28年度 第６回）
平成29年3月10日（金）午後2時～ 府医会館
出席：竹内、吉岡、藤田、栗山、長谷川、東道、有井、川勝、林、
木﨑、禹、山内、岸田、天満、西小森、松田、森本、松尾
欠席：藤原、黒田、長村、若園、小谷、安野、清澤、秋山
会長挨拶：藤田会長

入所前検診をセンターではしない方針。BCG も個別にす
るため、6月に研修会行い、7月から開始する予定。おたふ
くかぜの調査研究をする予定。
９．日本小児科医会から 藤田会長
10．日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について

報告事項
１．入会・退会 平成29年1月12日以降
（入会）加藤 格 京都大学
（異動）徳田幸子 京都府立医大
→ （宇治久世）とくだ小児科内科 開業
徳弘由美子 京都市東山保健センター
→（右京）とくひろこどもクリニック 開業
（退会）魚住玄通（東山）廃業のため
大内一孝（船井）研修会に出席が難しいため
平成29年3月11日現在の会員数 311名
２．共催・後援の会
①京都府がん拠点病院公開シンポジウム
1月28日（土）14時～ 京都烏丸コンベンションホール
②新年会
1月28日（土）16時～ 京都ホテルオークラ
80名出席、20名のみ懇親会出席。3,000円から1,000円に
するのも一法か。
③第18回アレルギークロストーク
2月16日（木）18時30分～ メルパルク京都
盛会であったが、今回で終了。
④第30回京滋新生児成育研究会
2月25日（土）15時～ 京都府立医科大学臨床講義棟
70－80名の参加。来年も今年と同様にできるよてい。
⑤平成29年校医小児科医感染症研究会
3月4日（土）16時30分～18時30分 ANA
103名参加。竹内先生のワクチンの話。
３．府医 乳幼児保健委員会 吉岡監事
園医協議会アンケートの話。
４．府医 京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
来年1月4日は行わない。内科が忙しく大変なのと、耳鼻科
後送の話あり。
５．府医 学校保健委員会 林理事
学校医の手引きがほぼ完成。
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
７．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
８．京都府医師会から 松田理事 禹理事
京都市は保健福祉局と保健センターを改変し、保健福祉セ
ンターとしたのに伴い、様々なことが変わる予定。保育所

藤田会長
今年は富山で6月にある。来年は神奈川で開催予定、500人
参加の予想。京都は更に多くの参加がみこまれる。
11．保険医協会から 有井理事
5月20日に社会保険研究会で奈良の佃先生の発達障害の講
演会あり。

12．子育て支援委員会
平成29年2月27日（月）14時 京都府医師会館会議室
【報告事項】
１．京都小児在宅医療フォーラム
日時：平成29年1月15日 ( 日）13時～16時
会場：京都第一赤十字病院 多目的ホール
１）基調講演
「医療的ケア児と普通の暮らし～熊本小児在宅医療
ネットワークと熊本地震から ～」
熊本小児在宅ケア・人工呼吸研究会 会長 緒方健一
氏（おがた小児科・内科医院）
２）ミニ講演座長
「当センターにおける在宅重症児者への支援～現状
と課題～」
聖ヨゼフ医療福祉センター小児科
診療部長 吉田菜穂子氏
３）パネルディスカッション
「地域での小児在宅医療へ支援取組と今後展望」
①京都府医師会乳幼児保健委員会 長谷川功氏
②京都府看護協会理事 長谷川泰子氏
③京都府乙訓保健所保健師 宮田淳子氏
④ NPO 法人てくてく 理事長 尾瀬順次氏
参加者100名
（医師23、看護師・助産師29、保健師18、リハ職10、行政６、
歯科医師２、その他12）
２．第３回京都小児在宅医療実技講習会
日時：平成29年3月5日（日）13時～16時40分
場所：京都府医療トレーニングセンター
（京都府医師会館内）
30名参加、１名欠席。
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【協議事項】
１．第31回子どものこころと身体懇話会（幸道、平井、大前）
日時：平成29年3月11日（土）15時～17時30分
場所：京都第二赤十字病院 C 棟１階多目的会議室１、２
テーマ：
「学齢期の障害児のケア～支援学校における医
療的ケアの現状と課題～」
講演１：京都市総合支援学校における医療歴ケアの現
状～京都市立北総合支援学校の例を通して～
京都市教育委員会事務局、指導部総合育成支援課
主任専門主事 江川正一先生
講演２：支援学校と病院間の遠隔診療の可能性について
～第二日赤での試み～
京都第二赤十字病院小児科 大前禎毅先生
講演３：京都府立特別支援学校における医療的ケアの取組
京都府立向日が丘支援学校校長 山田定宏先生

13．その他
協議事項
１．次年度総会について
6月3日（土）会場はホテル日航プリンセス
16時 受付開始
（原則的には総会の小児科医会でする体制で、飯田さん
にお願い）
16時30分 総会
17時10分 情報提供
17時20分 特別講演
「アトピー性皮膚炎治療の勘どころ～ガイドライン2015
を中心に」
国立三重病院 藤澤隆夫先生（座長：山内理事）
「新専門医プログラムの導入による新たな小児科専門医
像と資格条件」
近畿大学小児科教授 竹村 司先生（座長：木﨑理事）
19時20分 意見交換会
会費：無料
２．次年度新年会について
平成30年1月27日（土）でよい
場所は京都ホテルオークラで
後援は田辺三菱にお願いする
３．感染症研究会について
平成29年度開催について
5月13日（土）アステラス共催で京都ホテルオークラ
11月4日（土）MSD 共催で
４．共催・後援依頼（資料）
①小児科医会学術講演会（共催依頼）
7月1日（土）17時15分～19時 メルパルク京都
５．その他
①京都府の「発達障害診断医師養成事業」に対する協力要
請について（資料）
地域で診れる医師を養成するための研修を実施（500万）
小児科医会としては様子見とする。
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小児科関連学会
開催日
＜2017年10月～＞
2017.10.5-7
2017.10.6-8
2017.10.7-8
2017.10.7-8
2017.10.12-14
2017.10.20-22
2017.10.21-22
2017.10.24-26
2017.10.27-28
2017.11.3-4
2017.11.3-4
2017.11.3-5
2017.11.9-11
2017.11.10-11
2017.11.18-19
2017.11.18-19
2017.11.24-25
2017.11.28
2017.12.2-3
2017.12.2-3
2017.12.7-8
＜2018年＞
2018.1.12-13
2018.2.16-17
2018.2.23-24
2018.3.3-4
2018.3.23-25
2018.4.20-22
2018.4.26-28
2018.5.30-6.1
2018.5.31-6.2
2018.5.31-6.2
2018.6.1-3
2018.6.8-9
2018.6.14-16
2018.6.22-24
2018.6.23-24
2018.7.5-7
2018.7.8-10
2018.7.14-15
2018.7.28-29
2018.10.4-6
2018.10.20-21
2018.10.25-27
2018.11.8-10
2018.12.8-9
2018.12.14-15
＜2017／2018年開催未公開＞
2018.8. ？
2018.9. ？
2018？
2018？
2018？
2018？
2018？
2018？
2018？

回

学会・研修会

開催地

第58回
第27回
第44回
第23回
第62回
第44回
第49回
第45回
第37回
第51回
第118回
第64回
第15回
第50回
第54回
第15回
第25回
第28回
第21回
第23回
第28回

日本児童青年精神医学会総会
日本小児リウマチ学会総会学術集会
日本小児臨床薬理学会
日本保育園保健学会
日本新生児生育医学会学術集会
日本小児栄養消化器肝臓学会・学術集会
日本小児感染症学会総会学術集会
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
日本小児精神神経学会
日本学校保健学会学術大会
日本小児血液・がん学会学術集会
日本小児呼吸器学会
日本小児アレルギー学会
日本胎児治療学会学術集会
日本胎盤学会学術集会
日本成長学会学術集会
日本ワクチン学会学術集会
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

奈
良
市
京
都
市
静
岡
市
高
知
市
さ い た ま 市
福
岡
市
金
沢
市
大
阪
市
東
京
都
京
都
市
札
幌
市
仙
台
市
松
山
市
東京都千代田区
宇
都
宮
市
川
越
市
長
崎
市
東京都千代田区
福
岡
市
千
葉
市
東
京
都

第40回
第24回
第24回
第９回
第29回
第121回
第90回
第55回
第92回
第60回
第32回
第46回
第65回
第67回
第29回
第54回
第54回
第42回
第35回
第52回
第55回
第52回
第60回
第22回
第15回

日本小児遺伝学会学術集会
日本胎児心臓病学会総会学術集会
日本 SIDS・乳児突然死予防学会学術集会
日本 ADHD 学会総会
日本発達心理学会
日本小児科学会学術集会
日本内分泌学会総会
日本小児外科学会学術集会
日本感染症学会学術集会
日本小児神経学会総会
日本小児救急医学会学術集会
日本小児神経外科学会
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
日本小児科医会総会フォーラム
日本小児循環器学会総会学術集会
日本周産期・新生児医学会学術集会
日本小児皮膚科学会学術集会
日本小児臨床アレルギー学会学術集会
日本小児内分泌学会学術集会
日本小児アレルギー学会
日本てんかん学会学術集会
日本先天代謝異常学会総会
日本ワクチン学会学術集会
日本小児整形外科学会学術集会

東 京 都 新 宿 区
さ い た ま 市
京
都
市
東 京 都 新 宿 区
仙
台
市
福
岡
市
宮
崎
市
新
潟
市
岡
山
市
千
葉
市
つ
く
ば
市
東京都千代田区
米
子
市
千
葉
市
横
浜
市
横
浜
市
東京都千代田区
東 京 都 豊 島 区
福
岡
市
東 京 都 江 東 区
岡
山
市
横
浜
市
岐
阜
市
神
戸
市
名
古
屋
市

第８回
第33回
第28回
第19回
第13回
第36回
第53回
第46回
第45回

日本小児科学会専門医インテンシブコース
京
都
市
日本母乳哺育学会学術集会
東京都世田谷区
日本外来小児科学会年次集会
？
日本子ども健康科学会学術集会
？
日本小児耳鼻咽喉科学会総会学術集会
？
日本小児心身医学会
？
日本小児腎臓病学会学術集会
？
日本小児東洋医学会
？
日本マス・スクリーニング学会学術集会
？
※小児科学会専門医基本単位該当
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NEW

全血全自動・血液19項目測定

全自動血球計数器
セルタック α

さらに進化した使いやすさ
白血球3分類を含む19項目を迅速検査！

立ったままでもらくらく操作
高精度で安定したデータを提供
自社開発の試薬で、
低ランニングコストを実現
簡単・豊富な測定モードで、
柔軟に対応

クローズドモード
（MEK-6500 のみ）

オープンモード

キャピラリモード

3 種類の測定モードで、容器の形状にかかわらず、採血困難な患者さん
にも柔軟に対応。わずか１０μＬの微量血から測定可能です。

シリーズ
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編 集 後 記

過去６年の編集後記を読み返すと、毎年災害のことに触れている。今年も例外ではなく、国内外を問
わず大きな災害がいくつも発生した。大地震、巨大台風・ハリケーン、豪雨に伴う山崩れ・地滑りなど
で亡くなられた方々のご冥福を祈り、被災された方々の悲嘆に想いを寄せる。
また国内では血生臭い事件がいくつも起こり、青少年の自死も後を絶たない。短絡的に相手を傷つけ
る、あるいは殺めることに走るのは、対人関係の希薄さやコミュニケーションの能力の低下が関与して
いるかもしれない。中高生がいじめを苦に自殺するのは、悩みを全面的に受け入れてくれる窓口の少な
さ、また受け入れる側の器が小さいからか、まだ成熟していない心で独り悩んだ結果ではなかろうか。
寄り添う、傾聴する者が周囲に多ければ、若い命は救われる。
今年もワクチンの流通問題が起こっている。MR、日本脳炎、おたふくかぜワクチンと、小児科医は
ワクチンのトラブルに慣れっこにさせられている。毎年生じるトラブルを回避できるような根本的なシ
ステムが不在であるが、慣れっこだからと諦めムードでは何も解決はされない。現場からの声をもっと
大にしなければならない。
6月に京都府医師会の新執行部が発足し、11年にわたって会長職を務められた森先生に府医での振り
返りをお書きいただいた。昨年、本会が新執行部となったが、これからも府医松井新体制との関わりを
保ちつつ専門医会としての立場から府医へはしっかりと意見を申し述べるよう、また日本小児科医会に
も京都から発信した意見が通るよう、さらには２年後に京都で開催される日本小児科医会総会フォーラ
ムが成功するためにも、本会が一枚岩になるべく我らが執行部のリーダーシップに期待するところであ
る。
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