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■

巻 頭 言
会長挨拶
京都小児科医会 会長

藤

田

克

寿

昨年の2018年6月に京都小児科医会総会でご推挙いただき、第２期目の会長を務めることになってか
ら、１年４か月が経ちました。その間に、「平成」天皇が平成31年4月30日に退位され、皇太子が翌5月1
日に天皇として即位され、新元号が「令和」と定められました。この稀有な年に、千年の都であったこ
の京都の地で、区切りの良い第30回の日本小児科医会総会フォーラムを令和元年6月8・9日に開催でき
たことは、京都小児科医会として至上の喜びでありました。
３年前に近畿ブロックとして京都の地で総会フォーラムを開催して欲しいと伝えられましたが、京都
での開催は平成11年に第10回日本小児科医会生涯教育セミナーを担当させていただいてから20年ぶりで
す。その時のテーマは「子供の病気 過去・現在・未来」でした。その後の平成の時代、少子化が急速
に進行し、疾病や予防・治療などの医療構造も変化して、我々小児科医を取り巻く環境は大きく変化し
ました。そこで、今回の総会フォーラムのテーマは「輝かそう未来」とさせていただきました。このテー
マに沿って、今回の総会フォーラムが会員の「未来を輝かす」よう、我々、京都小児科医会の総会担当
者一同は栗山政憲プログラム委員長の下で特別講演・特別企画・教育講演・シンポジウム・教育セミナー・
一般演題について、準備に努力を重ねて参りました。
開催日前日の7日は土砂降りの雨で、準備しながら翌日の天候について気が気でありませんでしたが、
幸いに開催中の２日間、快晴とは言わないものの、雨が降らず、傘の必要のない天気でほっといたしま
した。お蔭様で医師参加数932名、その他85名、合計1,017名のご参加をいただきました。最近の情勢な
のでしょうか、日本小児科学会専門医制度や日本小児科医会地域総合小児医療認定医制度、子どもの心
相談医制度など、単位取得のため多数の会員が講習を受けに来られる時代になり、今回も会場によって
は、あふれるほどの受講者が詰めかけられました。懇親会にも工夫を凝らし、京都先斗町の芸舞妓によ
る「一調一管」や京舞、鷹山保存会による祇園囃子など、懇親会にご参加いただいた230名を超える参
加者の方々には喜んでいただけたことと自画自賛しております。
今回はイベント会社を入れず、清澤伸幸運営委員長の下で総会フォーラムを運営いたしました。先頭
に立って運営に当たっていただきました清澤伸幸先生はじめ、京都小児科医会役員並びにクリニックス
タッフの方々、京都府医師会事務局職員並びに専門医会担当事務職員の方々にお礼を申し上げます。ま
た、今回の総会フォーラム開催について数年に亘り物心両面で支えていただきました京都小児科医会会
員の皆様に心よりお礼を申し上げます。第31回日本小児科医会総会フォーラムは北海道小児科医会が主
宰されて札幌で行われます。今回、各地から大勢の方々が総会フォーラムに参加していただいたことを
鑑み、次回札幌の総会フォーラムにも京都小児科医会会員が多数ご参加されることを期待しております。
ところで、時代が平成から令和に移る直前の平成30年12月8日の参議院本会議で、20年以上前から日
本小児科医会が成立を願っていた「成育基本法」が可決成立するに至りました。本総会フォーラムで、
永年にわたり本法案成立に精力を傾けられていた松平隆光名誉会長の「成育基本法の成立とこれから」
と題する特別企画講演を加えることが出来ましたのは望外の喜びでした。また、長年、「成育基本法」
の成立にむけてご尽力を賜りました「超党派成育基本法推進議員連盟」会長河村建夫衆議院議員、会長
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代行羽生田俊参議院議員、事務局長自見はなこ参議院議員に厚くお礼申し上げます。
さて、平成30年7月1日付けで滝田順子先生が京都大学大学院医学研究科発達小児科学教授に就任され
ましたことを昨年の京都小児科医会会報62号で紹介させていただきましたが、滝田教授には令和元年6
月1日の京都小児科医会総会でご講演をいただき、当医会の顧問にもご就任いただいております。滝田
教授におかれましては、京都府立医科大学細井創教授ともども京都小児科医会を宜しく御指導いただき
たいと思います。
最後になりましたが、辻幸子先生が「平成30年度厚生労働大臣表彰（母子保健家族計画事業）」、林鐘
声先生が「平成30年度文部科学大臣表彰（学校保健及び学校安全）」、増田淳司先生が「平成30年度第40
回母子保健奨励賞並びに毎日新聞社賞」を受賞されました。また、森洋一先生が令和元年春の叙勲で旭
日小綬章を受章されました。表彰並びに受賞されました各先生方に心よりお祝いを申し上げます。
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■

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

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

講 演：午後  時  分～７時  分
講演１ 『小児 #;# がんの治療の課題と今後の展望』
演者 京都大学 発達小児科学 
教授 滝田 順子 先生
    座長  京都小児科医会 理事 若園 先生

講演２ 『アトピー性皮膚炎の診療のポイント－ 年度診療ガイドラインの解説』  
     演者 京都府立医科大学 皮膚科学
教授 加藤 則人 先生 
座長  京都小児科医会 会長 藤田 先生

懇親会：午後  時  分～


平 成  年 度 事 業 報 告
１．会員数 ３００名（平成  年  月  日）
（入会）名






（退会）名 






（物故会員）名
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 ２．総会 平成  年  月  日（土）  ホテル日航プリンセス京都
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 『乳児アトピー性皮膚炎
～早期積極的治療により食物アレルギーを予防できるか（2#%+5VWF[）～』
演者 京都府立医科大学大学院医学研究科 小児科学 
講師 土屋 邦彦 先生
講演２ 『日常の小児科診療に役立つ小児整形外科疾患の知識』  
     演者 聖ヨゼフ医療福祉センター
副院長 小島 保二 先生 

３．新年会 平成  年  月  日（土）京都ホテルオークラ   
特別講演  「小児てんかん診療アップデート」
京都府立医科大学 小児科 学内講師 千代延 友裕 先生
特別講演  「国内で、海外渡航で、百日咳対策もお忘れなく！」
,# 静岡厚生連静岡厚生病院 小児科 診療長 田中 年博 先生

４．診療内容向上会 平成  年  月  日（土）メルパルク京都
１、解説「保険請求の留意点と最近の審査事情」 安野理事
２、講演 「妊産婦のメンタルヘルスと子どものそだち」
メンタルクリニックあいりす 院長 吉田 敬子 先生
、講演 「開業医が実施する舌下免疫療法 ―アレルギー診療を変える新しい風―」
成城ささもと小児科・アレルギー科 院長 笹本 明義 先生

 ５．学術講演会 （開催日順）
   平成  年
産婦人科・小児科合同研修会  月  日 京都医師会館 ・ 会議室
「診療科を超えて考える 子宮頸がんワクチン問題」
演者 ジャーナリスト京都大学医学研究科非常勤講師 村中 璃子 先生
平成  年度京都府予防接種研修会  月  日 京都府医師会館  階  会議室
京都小児科フォーラム   月  日 リーガロイヤルホテル京都
第 回京都こども皮膚病カンファレンス  月 日 京都ホテルオークラ
インフルエンザ治療フォーラム KP-[QVQ 月  日 6-2 京都四条駅前カンファレンスセンター
京都小科医会学術講演会   月  日 キャンパスプラザ京都 
   平成  年
第  回京滋新生児成育研究会  月  日 京都府立医科大学 臨床講義棟
第  回 京都小児在宅医療実技講習会  月  日 京都府医療トレーニングセンター
平成  年度京都府在宅療養児支援フォーラム  月  日 御所西京都平安ホテル
京都小児科医会ワークショップ若手医師向けの研修会  月  日 京都国際会館
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 ６． 感染症研究会
    第  回 京都小児科医会感染症研究会
 月  日（土）6-2 四条烏丸カンファレンスセンター

       一般演題 ３題
   特別講演「ワクチン普及により変化する感染症と今後の課題
                    基礎疾患を有する小児への対応も含めて」
  



石和田 稔彦 先生（千葉大学真菌医学研究センター  感染症制御分野 准教授）

    第  回 京都小児科医会感染症研究会
           月  日（土）京都ホテルオークラ
       一般演題  題
ミニレクチャー「ロタウイルス胃腸炎の動向と予防」


医療法人社団 嗣業の会 外房こどもクリニック 院長 黒木 春郎 先生

特別講演「日本の百日咳を考える～ワクチンの果たした役割とこれからの接種戦略～」



国立病院機構 三重病院 副院長 菅 秀 先生




７．子育て支援委員会



第  回子どものこころと身体懇話会
平成  年  月  日（土） 京都第二赤十字病院Ｃ棟  階多目的室 
テーマ：こどもの貧困について
講演１：「子どもの貧困 海外比較からみえる日本の問題」


佛教大学社会福祉学部 教授 武内 一

講演 ：「格差と貧困の広がりの中で小児科医療機関のはたす役割」




かどの三条こども診療所 所長 尾崎望

第  回子どものこころと身体懇話会
平成  年  月  日（土）  京都第二赤十字病院Ｃ棟  階多目的室 
テーマ：最近のいじめ問題
講演 「学校に求められているいじめへの対応と現状」 
立命館大学産業社会学部 教授 野田正人
特別講演 「ネット社会と子どもたちの実態」
佛教大学教育学部 教授 原 清治

８．子どもの健康週間事業 京都府医師会と共催
平成  年  月  日（土） こどもみらい館
テーマ：「安心の子育て ～子どもをじょうずにほめるには～」
講演 ：「何を、どうほめる？」子どものほめかた基礎知識  
京都府立医科大学小児科 全有耳
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講演 ：発達障害児が園や学校で楽しく過ごすために
 ―自己評価を高める関わり方・ほめ方―
姫路大学大学院看護学研究科 郷間英世

９．京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

１０．京都小児科医会会報第  号の発刊 平成  年  月  日発行
１１．小児科感染症定点観測  年目
１２．各種後援、協力
 
第３ 回京都府小児保健研究会  月  日 京都大学医学部付属病院臨床講堂
京都府在宅療養児支援連携体制検討委員会  月  日 ルビノ京都堀川
 第  回京都府小児保健研究会  月  日 京都大学医学部付属病院臨床講堂

・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（富山）
・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
・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）

１３．ゴルフ同好会 ゴルフコンペ
    平成  年  月  日 琵琶湖カントリー
 平成  年  月  日 宇治カントリー
 

 １４．テニス同好会
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１５．旅行同好会  
平成  年  月  日（土）～ 日（月祝）
日本平・伊豆蓮台寺 方面

１６．理事会
平成  年  月 日
平成  年  月 日
平成  年  月 日
平成  年 月  日
平成  年  月 日
平成  年  月  日

１７．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  回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
     平成  年  月  日（土） 和歌山主管 ホテルグランヴィア和歌山
   ３）日本小児科医会社会保険全国委員会
平成  年  月２ 日（日） 和光堂西新宿ビル
   ４）日本小児科医会中部近畿合同ブロック協議会
     平成  年  月  日（土祝）岐阜市 じゅうろくプラザ
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平成 ３０年度 京都小児科医会決算
平成３０年4月1日～平成3１年3月31日
＜収入の部＞
項

目

予算額

会

費

2,578,000

2,595,000 （１）

助成金

300,000

300,000 （２）

雑収入

5,000

15,002 （３）

600,000

295,000 （４）

繰越金

5,769,106

5,769,106 （５）

計

9,252,106

8,974,108

広告収入

（内訳）
（１） 平成30年度会費
平成30年度会費
平成30年度会費
過年度会費
（２） 府医助成金
（３） 預金利息等
（４） 会報広告

決算額

摘

要

15,000円×120 名＝1,800,000円
6,000円×97名＝582,000円
1,000円× 5名＝ 5,000円
208,000円

（５） 平成29年度繰越金
＜支出の部＞

項

目

予算額

決算額

摘要

事 業 費

1,500,000

989,000 （１）

会 議 費

600,000

429,760 （2）

1,300,000

509,946 （3）

通信印刷費
消耗品費

30,000

諸手当金

100,000

61,080 （4）

慶 弔 費

100,000

61,200

専門医会負担金

234,000

233,000

雑

費

1,915

50,000

72,564

日本小児科医会総会
フォーラム準備金

1,000,000

2,000,000

予 備 費

3,853,691

0

計

8,767,691

4,358,465

令和元年度へ繰越

4,615,643 円

（内訳）
(1) 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30年度京都小児重症患者診療情報システム管理費
(2) 府医会議室使用料、理事費用弁償費
(3) 会報作成費等
(4) 出張旅費等
京都小児科医会基金残高300万円
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令 和 元 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．子育て支援委員会活動
７．こどもの健康週間事業
８．病診連携に関する事業
９．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）
１０．小児死亡登録・検証 モデル事業
１１．京都小児科医会会報の発行
１２．会員名簿作成・発行
１３．感染症サ－ベイランス
１４．ゴルフ同好会
１５．テニス同好会
１６．囲碁同好会（楽碁会）
１７．旅行同好会
１８．日本小児科医会との連携
１９．その他




10 ・・・

京都小児科医会会報No. 63

令和元年度京都小児科医会予算案
平成31年4月1日～令和2年3月31日

＜収入の部＞
項目

摘要

予算案

2,632,000 15,000円×130名

会費

6,000×112名
1,000×10名

300,000 府医よりの助成金

助成金

5,000 預金利息

雑収入
広告収入

300,000

平成30年度よりの繰越金

4,615,643

計

7,852,643

＜支出の部＞
項 目
事業費

予算額
1,500,000 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
通信印刷費

600,000
1,300,000

消耗品費

30,000

諸手当金

100,000

慶弔費

100,000

専門医会負担金

234,000

雑費

50,000

日本小児科医会総会フォー
ラム準備金
予備費

1,000,000
2,938,643

計

7,852,643

※ 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 3,500,000円
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■

庶務報告 
平成30年度 庶務報告
庶務担当

松

尾

敏

平成30年度の報告をさせていただきます。京都小児科医会にとって、今年度はうれしいニュースが二
つありました。一つ目は令和元年6月8日、9日に行われた日本小児科医会総会フォーラムが大成功を収
めたこと。二つ目は、平成30年度の母子保健奨励賞を、京都小児科医会の推薦で会員である増田淳司先
生が受賞されたことです。
小児科医会総会フォーラムについては、藤田会長・栗山副会長・長谷川副会長はじめ、実行委員会の
先生方が、この一年間何度も準備のための会合を開かれました。また理事の先生方は、日常診療業務な
どで忙しいにもかかわらず、皆様とても協力的でした。中でも実行委員長の清澤理事、4月以降はほぼ
毎日フォーラムの準備のために働かれていた藤原理事、それに京都府医師会で小児科医会担当の飯田様
のお三方は、本当に大活躍していただきました。さらに沢山の京都小児科医会会員の皆様のご協力もあ
り、大成功を収めることが出来ました。皆様本当にご苦労様でした。そして、ありがとうございました。
沢山の先生方が、この会報に執筆されていますので、内容に関しては割愛しますが、素晴らしい学会で
した。
二つ目のニュースは、母子保健奨励賞の受賞です。実は、京都小児科医会の会員では今までに、第２
回で澤田淳先生が、第21回に浅野明美先生が、第28回に長村敏生先生が、受賞されています。今までの
３名の先生方は京都市からの推薦でしたが、今回は京都小児科医会の藤田会長の推薦で京都府から応募
した増田淳司先生が受賞されました。それだけでもとても嬉しい事ですが、さらに今回は毎日新聞賞も
同時に受賞されたことは、本当に素晴らしい事だと思います。毎日新聞の号外と、受賞後の記事を添付
させていただきます。
最後に、元号が平成から令和に代わりましたが、これからも京都小児科医会にとって良いニュースが
続きます事を祈っております。
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■

総会講演 
小児・AYA がんの治療の課題と今後の展望
京都大学大学院医学研究科 発達小児科学講座

滝

田

順

子

Key words
小児がん、AYA（若年成人）世代、急性Ｔ細胞
性リンパ性白血病、神経芽腫、分子標的薬
要

旨
小児期から15歳～30歳程度の思春期・若年成

人（Adolescents and Young Adults）世 代（ 以 下
AYA 世代）に発生するがんは稀ではあるものの、
この世代の主要な死亡原因になっている。従っ
て、小児・AYA がんの克服は少子高齢化が進行
する現代において重要な課題である。AYA がん
は小児病棟で診療されることが多く、その対応に

症するがんは小児科と内科領域の両者の間に位置

は様々な課題が山積している。これらの課題解決

するために、いずれの分野でも中心的に扱われて

には、多職種による情報共有や AYA 世代の特性

こなかった。また臨床試験への登録率も低く症例

に見合った療育環境の提供が重要である。また、

集積が困難であることから、生物学的特性の解明

小児がんの克服のためには、基礎研究を推進し、

は依然として不十分であり、治療成績の改善も乏

分子病態に立脚した新規治療法の開発が急務であ

しいのが現状である １）。AYA 世代のがんでは、

る。筆者らは、小児Ｔ細胞性急性リンパ性白血

希少肉腫が多く有効な薬剤が少ないことや、不妊

病（T-ALL）の統合的ゲノム解析により SPI1 遺伝

や二次がんなどの治療による晩期障害も深刻な問

子に関連する新規融合遺伝子を約４％に見出し、

題となっている。とりわけ、この世代は、思春期

SPI1 融合遺伝子は、高リスク T-ALL の新規予後

という多感な時期であると同時に修学、就職、結

予測因子となりうることを示した。SPI1 融合遺

婚および出産など人生のイベントと重なる時期で

伝子陽性例に対する治療の強化は、小児 T-ALL

もあるので、世代特有な社会的あるいは心理的問

の治療成績の向上につながるものと期待される。

題に対する対応が重要と考えられる１）、２）。
一方、近年の集学的治療の進歩により、小児が

はじめに

んは全体として約70％の治癒率が得られるように

小児期から15歳～30歳程度の思春期・若年成

なったものの、再発・非寛解例は依然として予後

人（Adolescents and Young Adults）世 代（ 以 下

不良であり、ほとんどの難治例において有効な治

AYA 世代）に発生するがんは、成人がんと比較

療法は確立されていない。また例え、救命し得た

すると稀ではあるものの、本邦におけるこの世代

としても、強力な化学療法や放射線治療による重

の主要な死亡原因となっている。AYA 世代に発

篤な晩期障害が深刻な問題となっている。すなわ
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ち、小児がんの克服のためには、分子病態に立脚

性の高い標準治療の開発が遅れていることが要因

した有効かつ副作用をできるだけ回避した新規治

と考えられる、特に AYA 世代がんで最も頻度が

療法の開発が有用と考えられる。

高い急性リンパ性白血病（ALL）に限ると治癒率

本稿では、AYA がんの概要、AYA がん患者

は50％程度であり、小児の ALL が90％の治癒率

の実態調査および小児がんの新規克服法の開発を

であることと比べると著しく劣っている。AYA

目指した基礎研究の成果に関して概説する。

世代の ALL では、小児期にみられる予後良好と
される染色体・遺伝子異常が少ないのに対して、

AYA 世代がんの特徴

成人型に多い予後不良にかかわる異常の頻度が高

本邦における AYA 世代のがん患者の発生数

くなることが要因の一つと推測されている。しか

は年間約5,000人と言われている。AYA 世代の

し、予後良好に関連する染色体・遺伝子異常を有

全人口が約２千万人とすると、頻度としては、

する例であっても、小児例と比べると治療成績が

0.00025％（1/4,000）と非常に稀である。にもかか

不良であることから、治療戦略の立て直しが必要

わらず人口動態統計では悪性腫瘍が AYA 世代の

とも考えられる。そういった背景から、国内外

死因の第３位となっていることから、がんの克服

の複数の臨床研究グループで検討がなされ、近

は、AYA 世代においても解決すべき重要課題と

年、AYA 世代の ALL では、小児型の治療レジ

１）

言える 。
AYA 世代のがんのうち最も頻度が高いのは、

メンが成人型よりも有効性が高いことが示され
た３）。その要因として、使用薬剤の投与量が多い

白血病やリンパ腫などの造血器腫瘍、次いで、脳

こと、また MTX の髄腔内投与の回数が多いこ

腫瘍、胚細胞腫瘍、甲状腺がんである。AYA 世

とがあげられる。また同じ治療内容を内科で受け

代のうち10台に限っては、胚細胞腫瘍や甲状腺

た場合よりも小児科で受けた場合の方が、有効性

がんよりも、骨肉腫や軟部肉腫の高頻度である。

が高いことも示されている。従って、最近 AYA

AYA 世代に発生するがん種は人種差があり、米

世代 ALL の治療は小児型レジメンで行うことが

国の調査では、胚細胞腫瘍や甲状腺がんよりも腎

推奨されているが、年長者では血栓症の治療合併

腫瘍や悪性黒色腫の方が高頻度である。卵巣の胚

症が増加することも報告されている。今後は支持

細胞腫瘍は、米国よりも本邦において約２倍頻度

療法の対応も含めて内科医と小児科医が連携し、

が高い。それぞれのがん種の性質としては、小児

AYA 世代に対する臨床試験を実施することが望

型に近いものや成人型に近いタイプのものが混在

まれる。

していることが特徴的であり、腫瘍の生物学的特
性に基づいた治療戦略を立てることが肝要であ
１）
、２）

る

。

小児科病棟のスタッフが AYA 世代がん患者と関
わる上での課題―質問調査の結果
前述のように AYA 世代のがん治療における小

AYA 世代がんの治療成績と現状

児科の優位性が示されてきたことに伴い、小児期

AYA 世代のがん全体における治療成績は、10

と成人期の間にあたる彼らが小児科で治療される

年生存率が70％程度と小児がん全体の治療成績が

機会は増えてきている。しかし、この年代の患者

約80％であることと比べるとやや劣る。しかし、

と関わる上で小児科スタッフが抱える問題につい

海外のデータでは５年生存率の改善は、小児がん

て、まとまった報告はない。そこで、思春期・青

や他の世代の成人がんよりも有意に低いことが明

年期がん患者と関わる小児科スタッフたちの現状

らかとなっている。これは主として、臨床試験へ

を把握し、課題を整理するために、AYA がん患

の登録率が低くかつ脱落者が多いこと、また希少

者の診療にあたっている小児科病棟をもつ施設を

疾患が多いことから症例集積が困難であり、有効

対象に調査を行った。方法は、筆者の前任地であ
・・・ 15
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表１．医師と医師以外の職種での困難感の割合の比較

体の調子のこと
心（こころ）の調子のこと
学業・勉強のこと
親子関係のこと
友人関係のこと
経済的なこと
将来のライフイベントへの不
安のこと
病気に関する理解
治療に関する理解
再発や合併症に関する理解

n
18
30
26
20
16
11

医師 n = 34
難しい
難しくない
(%)
n
(%)
(53)
16
(47)
(88)
4
(12)
(76)
8
(24)
(59)
14
(41)
(47)
18
(53)
(32)
23
(68)

n
36
54
48
46
44
36

医師以外
難しい
(%)
(63)
(95)
(84)
(81)
(77)
(63)

n = 57
難しくない
n
(%)
18
(32)
1
(1.8)
7
(12)
10
(18)
10
(18)
19
(33)

P値
0.26
0.068
0.25
0.026
0.001
0.004

28

(82)

6

(18)

54

(95)

2

(3.5)

0.050

13
14
17

(38)
(41)
(50)

21
20
17

(62)
(59)
(50)

38
41
48

(67)
(72)
(84)

17
14
6

(30)
(25)
(11)

0.008
0.003
<0.001

る東京大学医学部附属病院、東京近隣の総合病院

小児がんの克服を目指した基礎研究―新規 SPI1

小児科あるいは小児専門病院、計６施設で、思春

融合遺伝子の同定

期・青年期がん患者と日常的に関わる機会のある

小児 T 細胞性急性リンパ性白血病
（T-ALL）は

多職種スタッフ（医師、看護師、薬剤師、院内学

小児 ALL のうち約20％を占め４）。小児 T-ALL の

級教師など）を対象として、思春期・青年期がん

治療成績は向上しているものの、非寛解や再発な

患者との関わり等について質問紙調査を実施し

どの難治例は極めて予後不良である。NOTCH1 経

た。計93名のスタッフから回答を得た。回答者の

路の活性型変異や CDKN2A の機能喪失型変異は

職種は、医師が34名（37％）、看護師が35名（38％）

T-ALL における高頻度なゲノム異常であるが、予

のほか、心理士や院内学級教師など多岐にわたっ

後を規定する分子マーカーは同定されていない。ま

た。特に、心（こころ）の調子のこと、将来のライ

た STIL-TAL1 をはじめとして染色体転座による

フイベントへの不安のことに関して、患者とのか

融合遺伝子が高頻度な異常として知られているが、

かわりが難しい（「かなり難しい」または「すこし

これらは、単独では白血病化を起こさないことが

難しい」）と感じている医療スタッフの割合が大き

判明している。そこで、小児 T-ALL の分子病態

かった（それぞれ95％、91％）。医師よりも他職種

を解明し、genotype に立脚した新規治療法を開発

のほうが患者との関わり方に難しさを実感してお

するために、121例の臨床検体を用いて次世代シー

り、特に心の問題やライフイベントに関する問題

ケンサーにより RNA-seq を行った５）。データ解析

が難しいと回答した者が多かった。また、妊孕性

は東京大学医科学研究所宮野研の解析パイプライ

に関する説明は施設間で勧奨度に相違があった。

ン Genomon2.3.0を 使 用し た。 そ の 結 果、STIL-

以上の結果より、中高生以上のがん患者を小児科

TAL1 をはじめとして、19種類の既知の融合遺伝

で診療する上で、病院スタッフが様々な問題を抱

子が同定された５）。興味深いことに新規の重複す

えていることが分かった（表１）。今後小児科で思

る融合遺伝子として、SPI1 に関連する融合遺伝子

春期・青年期がん患者の診療機会が増加すること

が５例で認められた
（STMN1-SPI1 もしくは TCF7-

が見込まれる中、多職種・多施設間での更なる情

５）
SPI1 ）
。新たに60例の小児 T-ALL 検体を用いて、

報共有により、患者が安心して闘病生活を送れる

RT-PCR によるスクリーニングを行ったところ、さ

よう心理社会的課題などに対するサポート体制の

らに TCF7-SPI1 を２例で同定し、計181例中７例

充実が望まれる。

（3.9％）
で SPI1 融合遺伝子が認められた５）。検出さ
れた全ての SPI1 融合遺伝子は、SPI1 の exon2ある
いは exon3で、STMN1 もしくは TCF7 の5’側に接
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DNA結合部位

合計
7/181
(3.9％)

図１．SPI1 融合遺伝子の構造と発現
左側に各遺伝子がコードする蛋白の構造を、右側に融合遺伝子の構造を示す。
STMN1-SPI1 、TCF7-SPI1 （２種類）の計３種類の SPI1 融合遺伝子を検出した。

a

SPI1融合遺伝子は
野生型SPI1と同様の機能

b

DNA結合部位を
欠損させると機能消失

c

図２．SPI1 融合遺伝子の T 細胞の分化停止と細胞増殖促進効果
ａ．SPI1 融合遺伝子を導入した幼若な造血細胞は、Ｔ細胞への分化が抑制される。この作用は、
SPI1 の DNA 結合領域を欠失させると消失する。
ｂ．融合遺伝子を導入した細胞は有意な細胞増殖効果を示す。
ｃ．TSt4/DLL1 細胞の共培養システムによる SPI1 fusions のＴ細胞の分化に対する影響。
DN1, DN2 stage に fusion positive 細胞の有意な集積が認められ、SPI1 fusion がＴ細胞の
分化を抑制することが示された。
・・・ 17
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a

b
SPI1 fusion
n=7

ETP
n=31

TAL1-RA
n=18

TAL1-RB
n=41

TLX-related
n=24

図３．小児 T-ALL の遺伝学的な全体図
ａ．SPI1 融合遺伝子陽性例は、他の例とは異なる発現プロファイルを有する特異的なサブグルー
プであることが判明した。
ｂ．SPI1 融合遺伝子陽性例７例中６例が３年以内に死亡しており、陰性例と比べて有意に予後
不良であった。
続する形をとり、これらの遺伝子のプロモーター

SPI1 融合遺伝子の機能解析

が SPI1 のプロモーターに置き換わる構造となる
（図

SPI1 融合遺伝子は DNA 結合領域である ETS

１）
。STMN1 は微小管の安定性に関与する分子で

ドメインを保持しているが、C 末端の一部の領域

あらゆる細胞にユビキタスに発現している。また

を失っているため、SPI1 融合遺伝子の転写因子

TCF7 は T 細胞に強く発現している転写因子であ

活性を評価するため、ルシフェラーゼアッセイを

ることから、これらの遺伝子のプロモーターの作用

行った10）。TMN1-SPI1 もしくは TCF7-SPI1 を導

により SPI1 の発現過剰が生じることが予測された。

入した細胞においては、野生型 SPI1 を導入した

実際に、SPI1 融合遺伝子陽性例では、陰性例と比

細胞と同等の活性を示し、それぞれの ETS ドメ

べて、有意な SPI1 の発現上昇が確認された。

インを欠失させた場合は活性が完全に消失する

SPI1 は PU.1としても知られる血球の分化に重

ことが判明した。SPI1 融合遺伝子蛋白は SPI1 蛋

要な転写因子であり、正常造血幹細胞の分化に

白と同様に転写活性を有することが示された（図

６）

必須とされる 。Ｔ細胞分化において、コミッ

2a）。

と同

次に、マウスの DN T 細胞に野生型 SPI1 fu-

様に、SPI1 は前胸腺前駆細胞や早期 T 前駆細胞

sion を導入したところ、顕著な細胞増殖効果が

（early T cell precursor, ETP）において強く発現

確認された（図2b）。また Tst4/DLL1共培養系を

している ７）。DN2から DN3にかけて TCF7 を含

用いた分化誘導実験においては11）、野生型 SPI1

む phase 2 gene の発現上昇とともに SPI1 発現は

を導入した細胞と同様に、SPI1 融合遺伝子を導

減弱し、phase 3 gene の発現へと移行する。す

入した細胞において、ダブルポジティブ（DP）細

なわち SPI1 の silencing がＴ細胞の分化に必須で

胞、シングルポジティブ（SP）細胞および DN4細

トメントの前段階に関わる phase 1 gene

あると考えられている
18 ・・・
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。

６）

胞の減少と DN1/2細胞の増加が確認され、分化
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停止が生じていることが示された（図2c）。また

おわりに

マウス造血幹細胞に野生型 SPI1 と TCF7-SPI1 を

小児・AYA がんの現状と課題、今後の展望に

導入した後に、マウスの骨髄へ移植を行い、in

つき概説した。AYA がん患者の関わりにおける

vivo の系においても T 細胞の分化の評価を行っ

様々な問題に対しては、多職種・多施設間での情

た。その結果、Tst4/DLL1共培養系での検討と

報共有、ピアサポートの場づくり、教育環境の整

同様に DN 細胞の増加と CD4＋ SP 細胞、CD8＋

備はもちろんのこと、個々の症例に応じた柔軟な

SP 細胞の減少が確認された。

対応が重要であると思われた。また小児 T-ALL
において、重複して同定された新規 SPI1 融合遺

発現プロファイルによる小児 T-ALL 症例のサブ

伝子例は他の T-ALL 症例と比べ、特徴的な発現

グループ

プロファイルを有し、極めて予後不良な臨床経過

SPI1 融合遺伝子症例の特徴をより明確にする

を呈した。再現性の確認は必要であるが、SPI1

ため、追加で同定された TCF7-SPI1 の２例を含

融合遺伝子例は、より強力な治療や代替治療が必

む123例における RNA-seq 結果を用い、発現プ

要であると考えられ、これらの症例を抽出する意

ロファイルによるクラスタリングを行った（図

義は大きいと言える。また、本研究によりこれま

3a）。まず、TAL1 クラスターと Non-TAL1 クラ

で見いだされていなかった小児 T-ALL の悪性度

スターに分類し、既報にある分類と同様に TAL1

に関与する遺伝子常が明らかとなり、SPI1 融合

クラスターは TAL1 -RA と TAL1 -RB の２群 、

遺伝子は、世界初の予後不良のバイオマーカーと

Non-TAL1 ク ラ ス タ ー は さ ら に ETP に 類 似 し

なりうることが示された。

12）

13）

た発現プロファイルを示す ETP クラスター 、

TLX1/TLX3 の 高 発 現 を 呈 す る TLX -related ク

謝

辞

、SPI1 融合遺伝子

本研究につき実際の解析に携わった東京大学の

７例のみで構成される１群も抽出され、計５群に

関正史先生、木村俊介先生、半谷まゆみ先生およ

分類された。

びご指導いただきました京都大学腫瘍生物学教授

12）、14）

ラスターに分類されたが

小川誠司先生、千葉大学細胞分子医学教授 岩間

SPI1 融合遺伝子症例の転帰

厚志先生、東京医科歯科大学小児科准教授 高木

SPI1 融合遺伝子症例の予後との関連性を検討

正稔先生、東京大学医科学研究所教授 宮野悟先

したところ、SPI1 融合遺伝子陽性例は陰性例と

生にも心よりお礼を申し上げます。また質問紙調

比較して有意に全生存期間と無再発生存率が短縮

査にご協力くださった６施設（国立成育医療研究

されていた。SPI1 融合遺伝子陽性例の生存期間

センター小児がんセンター、埼玉県立小児医療セ

中央値は2.2年で、6/7例は診断から３年以内に早

ンター血液・腫瘍科、聖路加国際病院小児科、東

期再発により死亡していた（ハザード比6.05、ロ

京医科歯科大学医学部附属病院小児科、順天堂大

グランクＰ値1.12×10 ）
（図3b）。SPI1 融合遺伝子

学医学部附属病院順天堂医院小児科、東京大学医

例をその他の融合遺伝子陽性例や他のクラスター

学部附属病院小児科）のスタッフの方々に深謝い

と比較した場合も同様に有意に生存期間は短かっ

たします。

-8

た。多変量解析においては、SPI1 融合遺伝子は
独立した予後因子として抽出され、SPI1 融合遺
伝子は高悪性度の病態に関与していることが示唆

著者の COI（conflicts of interest）開示：本論
文発表内容に関連して特に申告なし。

された。
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アトピー性皮膚炎の診療－2018年診療ガイドラインを中心に
京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科学

加

藤

則

人

はじめに
これまで、日本のアトピー性皮膚炎診療ガイド
ラインには、日本皮膚科学会が作成したものと日
本アレルギー学会が作成したものがあった。日本
皮膚科学会のものは、「プライマリーケアの段階
から高度の専門性が要求される段階までの患者を
診療する、皮膚科診療を専門とする医師」を対象
として作成され１）、日本アレルギー学会のものは、
「皮膚科以外のアレルギー疾患の診療に関わる医
師を対象として」作成されたもの２）で、関連領域
の医療従事者への解説的役割を有していた。しか
し、２つの診療ガイドラインの根拠となる臨床研

アトピー素因は、「①家族歴・既往歴（気管支喘

究論文は共通したものであり、アトピー性皮膚炎

息、アレルギー性鼻炎・結膜炎、アトピー性皮膚

の治療の方針は基本的に同じであることから、２

炎のうちいずれか、あるいは複数の疾患）がある

つの診療ガイドラインを統一して日本皮膚科学会

こと、または② IgE 抗体を産生しやすい素因」３）

と日本アレルギー学会で協調して１つの診療ガイ

だが、本診療ガイドラインでは「アトピー性皮膚

ドラインを作成することになり、厚生労働科学研

炎ではアレルギーの存在は必須でない」ことを明

究費の補助を受けて「アトピー性皮膚炎診療ガイ

記した。

３）

ドライン2018年」が作成、公表された 。本稿で

アトピー性皮膚炎の病態の形成には、角層を含

は、2018年版診療ガイドラインで改訂された点を

む表皮の異常（皮膚バリア機能の低下）のために、

中心に、アトピー性皮膚炎の診療の要点を紹介し

①汗や洗浄剤のすすぎ残しなどの非特異的な刺激

たい。なお、本診療ガイドラインの PDF ファイ

に対して敏感に反応して皮膚炎を起こしやすいこ

３）

ルは Web 上で 自由に閲覧やダウンロードがで

と、②バリア機能が低下した皮膚を介するさまざ

きるので、参照いただければ幸甚である。

まなアレルゲンに対する経皮感作とそれに続くア
レルギー炎症、③表皮内への知覚神経線維の伸長

アトピー性皮膚炎の診断と病態

による痒み過敏、の３点が重要と考えられてい

アトピー性皮膚炎の定義は、
「増悪・寛解を繰

る。さらに重要なことは、「アトピー性皮膚炎の

り返す、瘙痒のある湿疹を主病変とする疾患であ

病変部では、皮膚の炎症による皮膚バリア機能の

り、患者の多くはアトピー素因を持つ」で、
①瘙痒、

さらなる低下や被刺激性の亢進、掻破の刺激など

②特徴的皮疹と分布（湿疹病変が左右対側性に年

によって、湿疹がますます悪化する悪循環が生じ

代ごとの好発部位にあらわれる）、③慢性・反復

うる」ことであり、「薬物療法で炎症を制御する

性の経過
（乳児では２か月以上、その他では６か

ことは単なる対症療法にとどまらずアトピー性皮

月以上）を満たすものをアトピー性皮膚炎と診断

膚炎の悪化因子を減らすことになり、本疾患の治

３）

する 。

療においてきわめて重要」なことである３）。
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治療の要点と意義１）

鑑別診断
正しい診断は治療の成否に直結するが、特に皮

アトピー性皮膚炎の治療の３つの柱としては、

膚科専門医以外の医師等にとっては、皮膚疾患の

これまでと同様に薬物療法、生理学的異常に対す

診断は容易でないこともあると思われる。本診療

る外用療法・スキンケア、悪化因子の検索と除去

ガイドラインでは、接触皮膚炎（接触アレルギー）、

の３つである。治療を始める際には、アトピー性

脂漏性皮膚炎、皮膚リンパ腫、単純性痒疹、乾癬、

皮膚炎の病態、特に痒い湿疹が存在するために皮

疥癬、免疫不全による疾患、汗疹、膠原病（SLE、

膚の炎症（＝湿疹）を悪化させる因子がますます増

皮膚筋炎）、魚鱗癬、ネザートン症候群、皮脂欠

えていくことを患者や養育者に十分に理解しても

乏性湿疹といった、アトピー性皮膚炎と鑑別すべ

らい、彼らと治療の目標とゴールを共有すること

き疾患について詳しく説明するとともに、いくつ

で、抗炎症外用薬を中心とした薬物療法の意義が

かの疾患の典型的な臨床像を写真で示した。

明確になり治療アドヒアランスの向上につながる
と考える。

アトピー性皮膚炎のバイオマーカー
アトピー性皮膚炎の診断や病勢の評価の際に参

ステロイド外用薬

考になるバイオマーカーとして、これまでに知

2019年7月の時点において、アトピー性皮膚炎

られている血清総 IgE 値、末梢血好酸球数、血

の炎症を十分に鎮静するための薬剤で、有効性と

清 LDH 値、血清 TARC 値などがある。特に血

安全性が多くの臨床研究で検討されている薬剤

清 TARC 値は、血清総 IgE 値、末梢血好酸球数、

は、ステロイド外用薬とタクロリムス外用薬であ

血清 LDH 値と比べて、病勢をより鋭敏に反映す

る３）。

るため、患者への教育や治療方針の見直しなど

ステロイド外用薬はアトピー性皮膚炎の治療の

に活用できる。ただし血清 TARC 値の基準値は、

基本となる薬剤で、その抗炎症効果を最大限に活

小児では成人と異なり年齢によって違いがあるの

用しつつ、皮膚萎縮などの局所性副作用のリスク

で注意が必要である。

を最小限にするためには、適切な強さ（ランク）の
ものを適切な期間用いることが重要である。これ

治療の目標・ゴール

までアレルギー学会のアトピー性皮膚炎診療ガイ
３）

本診療ガイドライン では、アトピー性皮膚炎

ドラインでは、ステロイド外用薬のランクを決め

の治療の目標を、「症状がないか、あっても軽微

る目安として強い炎症を伴う皮疹の面積が10％

で、日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必

未満のものを中等症、10％以上30％未満を重症、

要としない状態に到達し、それを維持すること」、

30％以上を最重症と分類し、それぞれの重症度と

あるいは、「このレベルに到達しない場合でも、

年齢によってステロイド外用薬のランクを決める

症状が軽微ないし軽度で、日常生活に支障をきた

ことを提唱していた２）。しかし、適切な治療のた

すような急な悪化がおこらない状態を維持するこ

めには、皮疹の範囲は広くても軽微な炎症には弱

と」とした。アトピー性皮膚炎は、「適切な治療

めのステロイド外用薬を用い、狭い面積でも高度

によって皮疹が安定した状態が長く維持されると

な皮疹には十分に強力な外用療法を選択するな

３）

寛解が期待される疾患」 （ここでは“寛解”は

ど、「個々の皮疹の重症度」に応じてステロイド

薬物療法を必要としない状態を指す）であること

外用薬のランクを決めるべきであると考え、今回

を初診時に伝えて治療のゴールとし、ゴールに向

の診療ガイドラインでは、皮疹の面積ではなく個

かって段階的に目標を設定していくことが大切で

疹の重症度によってステロイド外用薬のランクを

ある。

決めることを提案した３）。この基準を実臨床の場
で適用するためには、患者の個疹の性状を的確に
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判断することが必要であることから、重症度ごと
３）

に典型的な臨床像を写真で示した 。

研究はこれまでに報告されていない。また、ラン
クの低いステロイド外用薬による局所副作用もわ

従来の日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎診療ガ

ずかながら報告されている。つまり、「ランクを

イドラインでは、乳幼児や小児に対しては、原則

下げてステロイド外用薬を連日塗布することの効

として、成人よりも１ランク低いステロイド外用

果は不明で、またこの治療を行う際には副作用に

１）

薬を使用することを推奨していた 。しかし、小

十分に注意する必要がある」３）。どちらの方法を

児に対して皮疹の重症度から必要と判断されるラ

選択するかは、重症度や患者・養育者の治療アド

ンクのものよりも１ランク低いステロイド外用薬

ヒアランスなどさまざまな因子も考慮して判断す

を用いたために、十分に皮疹を軽快させられず、

べきだが、臨床研究のエビデンスからは、ストロ

皮疹が次第に重症化・難治化する例が少なくない、

ングクラス（Ⅲ群）のステロイド外用薬の場合は、

という診療現場の声を反映して、今回の診療ガイ

塗布頻度を減らして保湿外用剤に移行する方法が

ドラインでは「特に乳幼児、小児において、年齢

より推奨される３）。

によってランクを下げる必要はない」３）と記載し
た。ただし、乳幼児、小児においては「短期間で
効果が現れやすいので使用期間に注意する」こと
５）

プロアクティブ療法
アトピー性皮膚炎に対する外用療法の基本は、

も忘れてはいけない 。乳幼児や小児においては、

ステロイドやタクロリムスを使用して湿疹が軽快

成人と比べてステロイド外用薬の効果とともに副

したところで、これらの抗炎症外用薬を中止して

作用が出現しやすいことが懸念されることもあ

保湿外用剤を継続して再燃を予防し寛解状態を維

り、特に頻回に診察して、皮疹が軽快すれば速や

持することである。しかし、抗炎症外用薬を中止

かにステロイド外用薬の中止や使用回数の減少、

して保湿外用剤に切り替えると、湿疹の再燃をし

弱いランクのステロイド外用薬やタクロリムス軟

ばしば繰り返す症例も少なからず存在する。この

膏（２歳以上の場合）への切り替えなどを行うべき

ようにステロイドやタクロリムスの外用で湿疹が

である。

軽快した後にそれらの抗炎症外用薬の使用を中止

再燃を繰り返す中等症以上の患者においては、

すると再燃を繰り返す皮疹に対して、急性期の治

ステロイド外用薬を継続して塗布せざるを得ない

療によって寛解に導入した後に、保湿外用剤によ

ことが少なくないが、その際、“隔日、週２回な

るスキンケアに加えて、抗炎症外用薬を週２回程

ど塗布する頻度を減らす”か“ランクを下げて毎

度継続して塗布し、寛解状態を維持する外用法を、

日外用する”かは、診療現場での重要な課題であ

プロアクティブ療法（図１）とよぶ４）。ただし、抗

る。現時点では、この２つの治療法を比較した臨

炎症外用薬の連日塗布から間欠塗布へはどの時点

床研究は報告されていないが、中等症以上の患者

で移行するか、どの範囲にプロアクティブ療法を

に対して寛解維持期にストロングクラス（Ⅲ群）の

適用するか、いつプロアクティブ療法を終了する

ステロイド外用薬を週２～３回程度継続して外用

かなど、プロアクティブ療法を実践するにあたっ

した臨床研究では再燃予防効果がみられるととも

ての指針などが現在のところないため、抗炎症外

に、数週間の外用では副作用のリスクは増加しな

用薬の使用量と塗布範囲、塗布終了時期について

いことが示されていることから、本診療ガイドラ

は個々の症例に応じた対応が必要である。プロア

インでは安全に再燃を予防するための治療法とし

クティブ療法の安全性に関しては、ステロイドで

て「塗布回数を減らしてステロイド外用薬を継続

16週間、タクロリムスで１年間までの観察期間に

３）

塗布することは推奨される」とした 。一方、ラ

おいては、多くの報告が基剤の外用と比べて有害

ンクを下げて連日ステロイド外用薬をすることの

事象の優位な差は無いとしており、比較的安全性

再燃予防あるいは寛解維持の効果を検証した臨床

の高い治療法であると考えられる３）、４）。しかし、
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Reactive management

Proactive treatment

皮膚炎の程度

抗炎症
外用薬

皮疹の軽快後も
週2回程度の外用を続ける

再燃

再燃

再燃

肉眼ではみえない炎症
図１．プロアクティブ療法とリアクティブ療法

それ以上の期間での検討がなされていないため、

クが高い乳児を対象にした検討６）、７）で、生後早

抗炎症外用薬の長期使用による副作用の発現につ

期から保湿外用剤を毎日塗布するとアトピー性皮

いては注意深い観察が必要である３）。なお、プロ

膚炎の発症がある程度予防できることが示された

アクティブ療法の間も保湿外用剤は毎日塗布する

ことを紹介した。

ことが望ましい。

汗をかくことはアトピー性皮膚炎の悪化には直

以上のことから、本診療ガイドラインでは、プ

接影響しないが、かいた汗を放置することで痒み

ロアクティブ療法を「湿疹病変の寛解維持に有用

や湿疹病変の悪化につながる可能性がある。「か

かつ比較的安全性の高い治療法」であり、「アト

いた後の汗は放置せず、シャワー浴、流水洗浄、

ピー性皮膚炎の皮膚症状の評価に精通した医師に

おしぼりによる清拭、濡れた衣類を着替えるなど

よる治療、あるいは皮膚症状の評価に精通した医

の対策を行う」よう推奨した３）。

師と連携した治療が望ましい」とした３）。
妊婦・授乳婦の食事制限について
スキンケア

妊婦へのアレルゲン除去食を2000年に推奨し

アトピー性皮膚炎は、皮膚バリア機能の低下が

た American Academy of Pediatrics は、その後

病態の形成に重要である。保湿外用剤は、低下し

（2006年、2012年）の妊婦・授乳婦へのアレルゲン

ている角質水分量を上昇させ、皮膚の乾燥の症状

除去食による無作為化比較試験のシステマティッ

やかゆみを軽減する作用があり、アトピー性皮膚

クレビューの結果、妊婦・授乳婦のアレルゲン除

炎の再燃予防に重要である。また、経皮感作の重

去による食事制限は、生後から18か月児までのア

要性が近年広く認識されるようになり、バリア機

トピー性皮膚炎の発症を抑制する効果はないとし

能が低下した皮膚から侵入したアレルゲンによる

た８）。さらに、妊娠中の食事制限が胎児の発育を

経皮感作がアレルギーマーチの始まりと考えられ

妨げる可能性も報告されたことから、「妊娠中の

５）

るようになってきた 。アトピー性皮膚炎の家族

食事制限はアトピー性皮膚炎の発症予防には有用

歴を有するなどアトピー性皮膚炎を発症するリス

でなく、推奨しない」３）とした。
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小児における注意事項３）

炎、おむつ皮膚炎など小児特有の皮膚疾患や先天

本診療ガイドラインでは、成長に伴う変化や学

性魚鱗癬、ネザートン症候群、色素性乾皮症など

校生活など小児アトピー性皮膚炎の診療において

の先天性皮膚疾患に注意が必要で、適宜皮膚科専

特に配慮すべきことについて、新たな項目として

門医への紹介を考慮する。

３）

まとめた 。
悪化要因については、乳児期には「食物アレル

専門医師への紹介３）

ギーが関与する乳児アトピー性皮膚炎」が多くを

本診療ガイドラインに沿って１か月程度治療を

占めるが、食物アレルギーがアトピー性皮膚炎の

しても皮疹の改善がみられない場合、鑑別診断や

原因であることを意味しない。食物アレルギーに

悪化因子の検索、薬物療法などのために皮膚科専

よる湿疹の悪化が疑われる場合は「食物アレル

門医に紹介する。強い炎症を伴う皮疹が体表面積

９）

ギー診療の手引き」 を参考にして、抗炎症外用

のおよそ30％以上にみられる場合、掻破痕やびら

薬による治療を十分に行った上でアレルゲン除去

んが多くみられる場合、強い苔癬化を伴う紅斑局

試験を行うべきである。年長児以降は、ダニ、イ

面が広い範囲にみられる場合や多数の痒疹を認め

ヌ・ネコなどの動物由来アレルゲン、スギ花粉な

る場合などには、初期の治療も含めて皮膚科専門

ど、吸入アレルゲンによる悪化がみられることが

医に紹介する。

ある。夏は汗によって悪化しやすいため、学校生

伝染性膿痂疹やカポジ水痘様発疹症などの感染

活においてはシャワーや水道水で汗を流すなどの

症を併発している場合にも、皮膚科専門医に紹介

指導をする。

する。食物アレルギーや接触アレルギーなど悪化

基本的な治療方針は成人と変わらないが、前述

因子に関する精査が必要なとき、鑑別診断が必要

のように小児は重症度に応じた治療によって、比

なときなどにも専門の医師への紹介を考慮する必

較的短期間で寛解状態に導入できる。低年齢と言

要がある。

うことで漫然と低いランクのステロイド外用薬を
続けていることがあるが、皮疹の改善が乏しい場

文

合には適宜ランクアップが必要である。逆にベ

１）加藤則人，佐伯秀久，中原剛士，ほか．アトピー

リーストロング（Ⅱ群）の外用でないと軽快しない

性皮膚炎診療ガイドライン2016年版．日皮会誌

ときやⅡ群のステロイド外用薬でも軽快しない場

126; 121-155, 2016.

合には、診断や悪化因子の検索などのため、専門
医に紹介することが望ましい。ステロイドは基本

献

２）片山一朗，監修．アトピー性皮膚炎診療ガイ
ドライン2015．協和企画．

的に外用のみで治療し、小児のアトピー性皮膚炎

３）加藤則人，大矢幸弘，池田政憲，ほか．アトピー

の治療のために全身投与することはしない。生後

性皮膚炎診療ガイドライン2018年．日皮会誌

数か月は沐浴剤を用いたベビーバスを用いること

128; 2431-2502, 2018. https://www.dermatol.

があるが、沐浴剤のみで石けんを使用せずに洗い

or.jp/uploads/uploads/files/guideline/atop-

流すだけでは、湿疹が悪化することがあるので注

ic_GL2018.pdf

意が必要である。

４）Schmitt J, von Kobyletzki L, Svensson A,

治療の主体、アドヒアランス向上のために働き

Apfelbacher C. Efficacy and tolerability of

かける対象は、患児の年代によって異なる。すな

proactive treatment with topical corticoste-

わち、乳児アトピー性皮膚炎ではおもに養育者が

roids and calcineurin inhibitors for atopic

対象となり、学童期から思春期にかけて次第に本

eczema: systematic review and meta-analysis

人に働きかける割合を高めていくことになる。

of randomized controlled trials. Br J Derma-

鑑別疾患として、新生児ざ瘡、乳児脂漏性皮膚

tol 164; 415-428, 2011.
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５）Kim BE, Leung DYM. Significance of skin
barrier dysfunction in atopic dermatitis.
Allergy Asthma Immunol Res 10; 207-215,
2018.

vents development of atopic dermatitis. J
Allergy Clin Immunol 134; 818-823, 2014.
８）Kramer MS, Kakuma R. Maternal dietary
antigen avoidance during pregnancy or lac-

６）Simpson EL, Chalmers JR, Hanifin JM, et

tation, or both, for preventing or treating

al. Emollient enhancement of the skin barri-

atopic disease in the child. Cochrane Data-

er from birth offers effective atopic dermati-

base Syst Rev CD000133, 2012.

tis prevention. J Allergy Clin Immunol 134;
824-830, 2014.
７）Horimukai K, Morita K, Narita M, et al.
Application of moisturizer to neonates pre-
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９）食物アレルギー研究会．食物アレルギー診
療 の 手 引 き．https://www.foodallergy.jp/
wp-content/themes/foodallergy/pdf/manual2017.pdf
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■

京都府医師会長挨拶 
最新の医療情勢
京都府医師会 会長

松

井

道

宣

京都小児科医会の先生方におかれましては、平素より府医の活動へご理解とご協力をいただいており
ますことに心より御礼を申し上げます。京都府医師会は6月16日に新執行部が発足し、私自身２期目を
迎えました。今後とも、先生方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
さて、医療を取り巻く環境はますますその変化の動きを速めてきました。地域医療構想、働き方改革
などが進められていく中で、平成30年7月、医療法及び医師法の一部を改正する法律が公布され、地域
間の医師偏在の解消、都道府県における医師確保に関する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研
修医定員の決定権限の都道府県への移譲が明確に示されました。これにより、都道府県において、三次
医療圏及び二次医療圏間の偏在是正による医師確保対策等を医療計画の中に新たに「医師確保計画」と
して2019年度中に策定することが求められることになりました。この偏在是正のための指標として、こ
れまで一般的に用いられてきた人口10万対医師数に代わって、新たに「医師偏在指標」が示されたとこ
ろです。
この「医師偏在指標」は全国ベースで医師の多寡を統一的・客観的に比較・評価する指標として①医
療需要（ニーズ）及び人口・人口構成とその変化、②患者の流出入、③へき地等の地理的条件、④医師の
性別・年齢分布、⑤医師偏在の種別（区域、診療科、入院 / 外来）の５要素を考慮したものとされてい
ますが、これまで医師不足地域とされていた地域が医師多数区域とされる例が多く見られ、現場に大き
な混乱をもたらしており、その計算根拠も明確にされていない状況です。例えば、京都府内の６つの医
療圏は人口10万対の医師数でみると京都乙訓医療圏の368.3人（平成26年）に対して168.6人の丹後医療圏
や130.8人の山城南医療圏は明らかに医師数が少ないにもかかわらず、山城南医療圏は医師多数地域に、
丹後医療圏は医師少数地域でなくなるなど、現場の肌感覚とかけ離れたものになっています。
わが国には52の３次医療圏と344の二次医療圏がありますが、それぞれに事情は違い、また同じ医療
圏内でも偏在の問題は存在します。今回示された「医師偏在指標」は全国ベースに画一的に求められた
ものであり、将来の医療提供体制をそれぞれの医療圏で検討する際の目標としては、今後、より精緻な
指標が示されるとしても適切なものではないと考えています。医師確保対策はそれぞれの医療圏におい
て医療の質並びに量の確保を検討されるべきものであって、全国画一的な数値によって規制されるもの
ではありません。
また、今回外来診療期の偏在を解消するため示された「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する
ガイドライン」は同じように外来診療機能の偏在を解消するため、「外来医師偏在指標」を定め、外来
医師多数地域を明示することによって開業しようとする医師の行動変容を図ろうとするものです。この
際用いられる「外来医師偏在指標」は、厚労省の示す計算式にのっとり画一的に求められるものであり、
地域の実情を考慮していないだけでなく、量的に全国標準化を目指すものであり、現在の医療提供体制
を後退させかねないものです。地域の医療提供体制の見える化によって不足している機能を明確にする
ことは有意義なことであり、それに基づいて自主的に医療提供体制は整えられるべきでありますが、
「指
標」による数合わせは、医療の質の確保の観点から適切ではありません。わが国の自由開業性と医療へ
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のフリーアクセスは、患者の選択権を保証し、二次的効果として、医療機関間の緩やかな競争原理が働
くことによって、医療の質の向上をもたらしてきました。外来医療に係る医療提供体制の確保はそれぞ
れの地域において医療の質並びに量の確保を検討されるべきものであって、全国画一的な数値によって
規制されてはならないと考えます。
6月19日発で近畿医師会連合として日本医師会を通じて、「医師偏在対策」並びに「外来医療計画」に
関して、「医師偏在指標」の根拠を明確にすることと、全国区ベースで示された「医師偏在指標」を政
策遂行の手段とするのではなく、あくまで、地位の実情を把握するための参考値という位置づけで各都
道府県へ周知することを求めたところ、「医師偏在指標、外来医師偏在指標とも医師の絶対的な充足状
況示すものではなく、あくまでも相対的な偏在を表すものであり、加えて各地域の医療連携の状況など
医療提供体制の違いなどを考慮したものではありません。したがって、指標の数値を絶対的な基準とし
て取り扱うことや指標のみに基づく機械的運用は避けなければならない。」という返答を得ました。
地域の実情に応じて、医師の偏在の解消、医師不足地域への対策を進めて行く役割を担えるのは、地
区医師会しかないと考えています。京都府医師会としては、地域に必要な診療科とその医師数について、
会員の先生方を始め地域のご意見を伺い、行政や大学病院等関連諸団体と協議を重ね、京都府全域にお
いて「必要な時に必要な医療を受けることができる」医療提供体制を確保するために力を尽くす所存で
す。先生方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。結びに当たり、京都小児科医会の益々の
ご発展と会員の皆様のご活躍を祈念申し上げます。
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特 集 第 30 回日本小児科医会総会フォーラム in 京都 

第30回日本小児科医会総会フォーラム総括
京都小児科医会 会長

藤

田

克

寿

３年前に近畿ブロックとして総会フォーラムを開催して欲しいと伝えられ
ました。京都での開催は平成11年に総会フォーラムの前身である第10回日本
小児科医会生涯教育セミナーを担当してから20年ぶりです。その時のテーマ
は「子供の病気 過去・現在・未来」でした。その後、少子化が急速に進行し、
小児科医を取り巻く環境も大きく変化しましたので、今回の総会フォーラム
のテーマは「輝かそう未来を」としました。会員の「未来を輝かす」よう、
栗山政憲プログラム委員長以下、京都小児科医会役員一同は特別講演・特別
企画・教育講演・シンポジウム・教育セミナー・一般演題の準備に全力を傾
けました。
2019年5月より「令和」という新年号の時代を迎えましたが、その直前の
平成30年12月8日開催の参議院本会議で、日本小児科医会が成立を願ってい
た「成育基本法」が可決成立し、本総会フォーラムでは、本法案成立に精力
を傾けられていた松平隆光名誉会長の「成育基本法の成立とこれから」と題
する特別企画講演を加えることが出来ました。
開催日前日の6月7日は土砂降りの雨で、準備しながら翌日の天候について気が気でありませんでした
が、幸いに開催中の２日間は雨が降らず、医師参加数932名、その他85名、合計1,017名の方々が参加さ
れました。最近の傾向で、日本小児科学会専門医制度、日本小児科医会地域総合小児医療認定医制度、
子どもの心相談医制度などの単位取得のため、多数の会員が講習を受けに来られる時代になりました。
会場によっては、あふれるほどの受講者が詰めかけられ、会場によっては会員各位にご迷惑をおかけし
た場面もありました。長崎啓裕先生の教育講演５では受講証を急遽追加印刷・発行することになりまし
たが、「更新単位ⅲ小児科領域講習１単位」とすべき所を「更新単位ⅱ専門医共通講習1単位」と誤記し
た受講証を一部の先生方に配布し、総会フォーラム
終了後に対応に追われました。
一方、懇親会にも工夫を凝らし、京都先斗町の芸
舞妓による「一調一管」や京舞、鷹山保存会による
祇園囃子など、ご参加いただいた230名を超える方々
には参加して良かったと思っていただけたことと自
画自賛しております。
今回はイベント会社を入れず、清澤伸幸運営委員
長の下で総会フォーラムを運営いたしました。昨今
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の社会情勢で製薬会社等の協力が得にくい時代になりましたが、清澤先生には会場の確保を始め、総会
フォーラムの運営全般に亘って言葉には言い表せないくらいお世話になり、お蔭で赤字を出さずに済み
ました。
ここに、清澤先生をはじめとして、共にご尽力いただきました京都小児科医会役員の方々、クリニッ
クスタッフの方々、京都府医師会事務局職員並びに専門医会担当事務職員の方々に、もう一度、心より
お礼を申し述べさせていただきます。

プログラム委員会・実行委員会
プログラム委員長

栗

山

政

憲

20年前第10回総会セミナーを主催した時には次回の予測など誰もしていなかったと思われますが、前
回近畿地区開催の大阪での総会フォーラム後から京都開催を意識するようになりました。2016年7月日
本小児科医会（日小医）より依頼があり京都開催が正式に決定しました。これより少し前から藤田会長と
清澤先生は会場や業者の選定に動いておられました。
約２年前の2017年8月9日に第１回プログラム委員会を開催しました。あらかじめメールで全理事に参
加を呼びかけ、藤田、清澤、長谷川、長村、木崎、西小森、若園、禹、松尾、栗山、の10名が集まりました。
テーマの決定、特別講演、特別企画、教育講演、シンポジウム、市民公開講座、企業セミナー、企業展
示を行い、会場の関係でポスター発表は口演発表にする予定としました。小児科医師連盟企画や日小医
委員会企画は例年申し込みが遅く、プログラム編成に困るとのことで早期より働きかけをしようと決定
しました。教育講演、特別講演は各委員より推薦していただくようお願いしました。当医会の子育て支
援委員会、感染症研究会にシンポジウムの企画を依頼しました。
第２回は2017年10月に行い「輝かそう未来を」のテーマを決定し府立医大の森本先生と京都市立病院
の清水先生にも委員会に参画していただくこととしました。特別講演は京都大学 IPS 細胞研究所の戸
口田淳也教授に、両大学小児科教授に特別企画での講演をお願いすることとしました。教育講演は京都
大学の奥野恭史教授（AI について）、新潟大学の長崎啓祐講師（甲状腺疾患について）、麻布大学の菊水
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健史教授（オキシトシンと母子の絆）、東大病院の能勢さやか先生（思春期の女子アスリート）、県立尼崎
医療センターの毎原敏郎先生（虐待について）の５名の推薦がありそれぞれの委員に交渉にあたってもら
いました。遠方の先生もあり連絡がつきにくい先生もありましたが、おおむねすんなりと受けていただ
きました。市民公開講座は京都鉄道博物館館長との交渉を藤田会長、清澤先生にお願いしました。
2018年に入りチラシのデザインの選定、ホームページの立ち上げを行いました。早朝に開催されてい
ました各種委員会は昼の企業セミナーのころに行うこととしました。これで主な講演や演題の時間割の
骨子が決まりました。この後は企業セミナー、企業展示、ポスター作製、抄録集作成、事前参加登録、
など運営面での問題を検討することが多くなり、清澤実行委員長の説明や議案の提示が多くなり、2018
年4月より準備委員会の名を加えています。6月の第６回委員会より毎月開催としました。
同6月の横浜での第29回総会フォーラムに視察を兼ねて会長以下委員が参加し、小児科専門医の単位
を取得できる講演へ多数の人が殺到するのを見て会場の準備や時間割の作成に注力する必要を感じ教育
講演を１題増やすため、医療安全に関する講演を京都大学の松村由美教授にお願いしました。またでき
るだけ多くの講演で単位を取得できるようにし、参加者を分散させようと工夫したのですが人の興味は
測りきれないもので、会場からあふれ出るほどの会場があり、会場の整理や単位の証明書を配布する方々
に大変な苦労をかけてしまいました。学会の単位の取得については長谷川副会長が日本小児科学会との
交渉に非常に努力してくださいました。
11月には５題のシンポジウムも救急委員会企画を除いて以下のように決定しました。
１）
「子育ての精神保健～子育てに悩む親とともに～」京都小児科医会子育て支援委員会
２）
「パリビズマブの適正使用について」京都小児科医会感染症研究会
３）
「保育所・幼稚園・こども園での感染症対策」公衆衛生委員会
４）
「ワクチン間違い接種の動向と対策を考える」予防接種リスクマネージメント WG
５）救急委員会
ポスター発表を廃して口演発表のみとした一般演題は締め切り近くになっても２題しか応募がなく、
藤田会長より各都道府県の小児科医会や学術教育委員会の藤岡理事らに働き掛けをお願いして、予想を
大きく上まわる37題の申し込みをいただき会場の割り振りに困るほどでした。また座長の先生方には急
に無理やりお願いしましたが快く受けていただき感謝しております。
2018年末には、突然、成育基本法が成立し、小児科医師連盟や日本小児科医会本部から講演の時間を
設けてほしいとの要請がありましたが、あまり大きな講演にならず安心しました。
2019年に入ってからは、企業との交渉、会場設定、各種委員会の部屋割りや時間調整、抄録集の作成
などこなさなければならない課題の検討がなされました。2月には小児整形外科に関する教育講演を１
題追加しました。3月頃より懇親会のプログラム、招待者などについても検討を行い先斗町の芸舞妓衆
による一調一管や京舞、鷹山保存会による祇園囃子を行うことしました。司会は松尾委員にお願いし計
画を進めていただきました。4月には２回、5月は毎週会議を行うこととして細部の準備を進めました。
この頃になって救急委員会のシンポジウムがやっとまとまり、全ての演目が決定し抄録集の印刷ができ
るようになりました。記念品としての京都の写真集も花ノ木医療福祉センターの神谷先生の写真提供に
より立派なものに仕上がりました。
最後に問題となったのは講師や座長の謝礼、宿泊費、交通費で、日小医には、はっきりと決まったも
のがなく、準備委員会でかなりの議論が行われなんとなく妥当な線に落ち着いたようです。今後のこと
を考えるときちんとした規定を日本小児科医会として持っておくべきだと思われました。最終的に理事
の役割分担、人員配置などを行い当日に進んでいきました。
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この準備の裏には藤田会長の日本小児科医会との交
渉、清澤実行委員長の実行力、決定力、事務局の献身
的な働きがあり、総会フォーラムを何とか成功裏に終
えることができました。
また理事の皆様の各方面への働きかけで忙しい演者
との交渉が進んだり、懇親会の進行などにも忘れがた
いエピソードがありました。
だらだらと経過を書いてきましたが、皆様のお力が
なければ本委員会の役割を果たすことができなかった
と思います。本当にありがとうございました。厚く御
礼申し上げます。

第30回総会フォーラム懇親会
京都小児科医会 庶務担当理事

松

尾

敏

6月8日（土曜日）に行われた、懇親会の内容をご紹介させていただきます。何年か後に再び京都で総会
フォーラムが開催される時に役立つように、時間経過などを細かく記載しておくこととします。
懇親会会場は17時まで特別講演があり、講演終了後、第一会場から一旦全員退席してもらい、会場ド
アオープン予定の18時15分までに、大急ぎで会場準備を行いました。入場入り口に、先斗町の芸妓さん
舞妓さんに並んでいただき、「おこしやす」と参加者を迎え入れていただきました。
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懇親会の司会進行は、わたくし松尾敏が、担当しました。
18時30分からオープニングセレモニーとして、先斗町からお招きした芸妓さんに京都の伝統「一調一
管」を披露していただきました。準備には、舞台中央に赤毛氈を引き、舞台の後ろに金屏風を立てても
らいました。本当は会場の照明を落として、真っ暗の中で、幻想的な雰囲気を作りだしたいと目論んで
いましたが、残念ながら会場の前のみ落ちて後方は明るいままとなってしまいました。鼓は市若さん、
笛は豆千佳さんに演奏していただきました。
続いて、京都小児科医会会長である藤田会頭の挨拶、主催者である日本小児科医会神川晃会長の挨拶。
さらに来賓紹介のあと、御祝辞を衆議院議員の河村建夫様、京都府知事代理 京都府健康福祉部部長の
松村淳子様、京都府医師会会長の松井道宣様の三名にお願いしました。

予定通りの19時10分に日本小児科医会名誉会長 松平隆光様の御発声で乾杯。続いて、食事とご歓談
が始まりました。食事とお酒で会場の皆様が落ち着かれた頃を見計らって、また幕の中で、二つ目のア
トラクションの準備が出来上がるのを確認できたの
が、これも丁度予定通りの19時30分でした。
鷹山保存会の山田純司理事長のご紹介に続いて、
鷹山保存会の方々に毎年7月に行われる祇園祭のお
囃子を演奏していただきました。コンチキチンのお
囃子に、会場からは拍手が鳴りやみませんでした。
この後、幕が下り、舞台を綺麗に拭いてもらって
いる間に、遅れてご来場され参加していただいてい
た、門川大作京都市長のご挨拶を頂きました。

・・・ 33

京都小児科医会会報No. 63

幕内の舞台を綺麗に拭いてもらった後、20時少し前から、会場でお相手をして頂いてた先斗町の芸妓
さん、舞妓さんによる「京舞」を披露していただきました。京の四季の春夏、祇園小唄、鴨川小唄、の
三つで約13分位、これも会場からは拍手喝采鳴りやまず、皆様楽しんで頂けたと思いました。
懇親会も終盤に差し掛かり、最後はビデオメッセージや挨拶が続きました。20時14分から、自見はな
子参議院議員のビデオメッセージを紹介し、20時17分から、第15回日本小児科医会生涯研修セミナーの
予告を愛知県小児科医会会長の岡田純一先生からお願いし、20時20分から、翌年札幌で開催される第31
回総会フォーラムの予告を、会頭の北海道小児科医会会長 渡部徹先生からお願いし、最後は20時25分
にプログラム委員長を務めた栗山政憲副会長に閉会の挨拶をして頂き、ぴったり20時30分に懇親会は終
了しました。
挨拶の時間を何分以内になどと、誰にもお願いすることはなかったのですが、誰一人長すぎる挨拶を
する方はなく、また会場をお借りしたテルサのスタッフの皆様も、嫌な顔を全くせずに色々なお願いを
聴いていただき、また速やかに舞台準備や進行の協力をして頂きました。
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総合受付
禹

満

会場入口に設けられた総合受付は、当日参加受付、抄録集販売、写真集引換の３つが主な業務で、準
備委員の医療機関の職員等がそれらの受付業務を担った。事前に簡単なマニュアルが送付されてきたが、
それでの事前説明は大凡のことしか分からず、初日の会場の開館時刻が早くないため、当日に詳細な説
明を得る時間が十分とは言ないまま、困惑の中で開館と同時に受付業務が始まりました。詳細なマニュ
アルが必要だと思いました。
初日の当日登録者数は270名、２日目は140名で、２日間で410名の当日参加受付がありました。わた
くしは、総合受付奥で金庫番として両替用の紙幣を受付担当者に渡し、同時に窓口での集金をおこない
ました。１日目で釣り銭用の五千円札が不足したが、何とか切り抜けた。各窓口担当者が別紙にメモし
た受付者数と参加証発行控えの照合をして、２日間の人数と金額の集計をしたが、幸い誤りはなかった。
しかしながら単なる金庫番だけでは済むはずもなく、種々のトラブル対応にも追われた。
総合受付ではあるが「総合案内」がないために、各会場の場所、交通機関の案内、タクシー配車の依
頼もあった。会場案内図が総合受付横の柱に掲示してあり、また抄録集にも記載されているにもかかわ
らず、会場の行き方を訊ねてくる参加者が比較的多かった。また抄録集に記載されているのでそれを見
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ればわかることではあるが、どの講演が「子どもの心」相談医の研修単位が付いているのかを訊ねる参
加者も少なからずおられた。企業展示の業者もどこに訊ねればよいのか混乱していた。懇親会にタクシー
で来て「すぐに戻るから」と言いながら車内に荷物を置いたまま一時間近く待たせた人、受付を締め切っ
たあとに無理矢理に参加申込みをする人、受付を閉めた２日目の教育セミナーの終わり頃（あとは市民
公開講座とシンポジウム３のみ）に当日参加申込みをしてそのまま会場をあとにした人、コングレスバッ
グが何故ないのかと受付の者にクレームをつける人、等など印象的な出来事は多々ありました。「人の
振り見て我が振り直せ」の言葉が何度も頭を過ぎりました。総合受付を担当したメンバーはプロの学会
スタッフではなく普段は医療機関の受付などで勤務している方々である故に、これらの参加者への対応
はかなりストレスフルだった、と後から聞いています。
愚痴が多くなったが、最後にあちこちと奔走していただいた専門医会室の飯田尚子さんには、この場
で感謝申し上げます。

第１会場印象記
森

本

昌

史

第１日目は、他の会場に先駆けて午前8時55分から開会式が行われました。会頭である京都小児科医
会会長の藤田克寿先生より、第30回日本小児科医会総会フォーラムを20年ぶりに京都で開催する意義や
参加の皆様を歓迎するご挨拶をいただきました。引き続き、午前中は、京都大学医学部附属病院医療安
全管理室教授の松村由美先生による「リスクマネジメント：基本の考え方」と京都大学大学院医学研究
科教授の奥野恭史先生による「ビッグデータ・AI が拓く医療の未来」の二つの教育講演が行われまし
た。松村先生の講演では、ヒューマンエラーを低減するために、より安全な医療チームを運営するため
のツールを紹介するなど、最近の医療安全に対する考え方がよくわかりました。奥野先生の講演では、
ビッグデータから創薬・医療が進化していくことや精密医療につながることなど、近未来の医療につい
てお話しいただきました。午後は、先ずは特別企画として、京都府立医科大学大学院医学研究科小児科
学教授の細井創先生による「難病の子どもたちを道標に」と京都大学大学院医学研究科発達小児科学教
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授の滝田順子先生による「小児がんのトランスレーショナルリサーチ」の講演が行われました。細井先
生の講演では、専門である小児がんの診療のみならず、長く小児医療に関わられていた経験から、包括
的・全人的な医療を行っていく大切さなどお話しいただきました。滝田先生の講演では、難治性小児が
んの分子病態の解明から新規治療薬の開発に至る最新の研究についてご自身の研究成果を交えてわかり
やすく解説していただきました。第１日目の最後には特別講演として、京都大学ウイルス・再生医学 /
iPS 細胞研究所教授の戸口田淳也先生による「疾患特異的 iPS 細胞を活用した病態解明から創薬」の講
演が行われました。患者由来の iPS 細胞を作製し、in vitro で病態を再現、解明することで創薬につな
がることを進行性骨化性線維異形成症などの例でお話しいただきました。
第２日目は他の会場より少し遅めの午前9時30分から兵庫県立尼崎総合医療センター小児科の毎原敏
郎先生による「虐待を見たとき あなたの頭に起こる10のこと」と麻布大学獣医学部教授の菊水健史先
生による「母子間関係性の内分泌制御」の二つの教育講演が行われました。毎原先生の講演では、虐待
に長く関わられた経験から、医療者が客観性を保つために有用なことを10のパターンを挙げてわかりや
すくお話しいただきました。菊水先生の講演では、オキシトシンが作る母子間の絆についてヒトを含め
た哺乳類に通じる興味深いお話をいただきました。２日目の午後は、本総会の目玉企画の一つである市
民公開講座として、京都鉄道博物館館長の三浦英之様に「京都鉄道博物館で発見！」というタイトルで
講演をいただきました。博物館の中の様子をたくさんの写真で紹介していただき、博物館に行っている
かのようで、是非行ってみたいと感じる講演でした。
第１会場は市民公開講座後、他会場の終了を待って、閉会式が行われました。藤田会頭から、参加者
への謝辞などのご挨拶をいただき、日本小児科医会総会フォーラム in 京都は閉会いたしました。
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第２会場印象記
長谷川

功

筆者は今回、日本小児科学会専門医制度の更新単位が取得できる４つの講演が開催される第２会場の
責任者を任されました。入室時に引換券を参加者に手渡し、講演終了後に引換券と受講証を交換する作
業をいかにスムーズに行うかが運営上最大の課題でした。新専門医制度の研修会が始まってまだ２年ほ
どであり、過去の全国規模の学会でも単純に入り口で交換する方法、係員が参加者の席まで赴いて交換
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する方法など、講演会の規模、参加者数などでそれぞれに工夫されています。前日には清澤事務局長の
案に沿って頭の中ではシミュレーションを繰り返していましたが、会場でお手伝いしていただける方々
との顔合わせは当日であり、その手順も現場で二転三転していきました。
不安を抱えたまま１日目、最初の講演「シンポジウム１：保育所・こども園・幼稚園における感染症対策」
を迎えました。会場の定員は168人でしたが、感染症関連であり多数の参加者が見込まれるため、200席
準備しました。ところが、開始直前には長蛇の列が生じ、いすを追加し席数を増やしたものの、準備し
た受講証の引換券が足らなくなりました。出席者からの数々の叱責を受けながら、講演中に受講証を増
刷することで対応しました。このシンポジウムは結局300人程度の参加者となり、出足そうそう悔いの
残る結果となりました。
２日目の「シンポジウム２：子育ての精神保健」では想定内の参加者数でしたが、日本小児科医会「子
どもの心」相談医の単位証が不足し、急遽増刷する必要が生じました。このような結果になった原因は、
本来この単位証を必要とされていない多くの方が事情のわからないままに受け取られたからであろうと
推察され、会場での参加者への説明が不十分であったことが反省点となりました。引き続き行われた「教
育講演５：新しく始まった成長曲線を用いた学校保健の現状と取組」も定員以上の出席者で受講証の増
刷が必要となりました。１時間の講演であったため、増刷された受講証が届いたのは講演終了直前で、
その間、心中おだやかではありませんでした。次の「シンポジウム３：パリビズマブの適正使用につい
て」は、単位が取得できる最後の講演あり、多数の参加者に対応すべく、急遽隣に同時中継用の会場を
設営することになりました。しかし、参加者は定員内でおさまり、通常の対応で事なきを得ました。
参加者数が想定以上となった講演が多かった第２会場ですが、実際プログラムはとても充実したもの
でした。私自身もじっくり拝聴したかったのですが、とてもそれどころではなく、受講証に振り回され
た運営となりました。来年度以降の総会フォーラム
事務局には、受講証の印刷はくれぐれも多めに（少
なくとも会場定員の1.5倍くらい）準備されること、
そして引換証と受講証の増刷が会場でスムーズにで
きる体制を確立しておくことが必須であることをお
伝えしておきたいと思います。最後に、第２会場の
運営に関わっていただきました多くの方々に心より
深謝いたします。
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第３会場印象記
川

勝

秀

一

１日目は午後から「一般演題１」が行われました。
全国の診療所から咳や鼻汁、抗菌薬の適正使用、こ
どもの食や鉄欠乏、むし歯予防についてのご報告が
ありました。またサルモネラの保菌状態の追跡、地
域による百日咳の流行状況、マイコプラスマの新し
い検査キットの使用経験、速報性を重視したインフ
ルエンザ分離株報告についてなど、小児科医会なら
では発表が多く、活発な質疑・討論が行われました。
２日目は午前9時から「シンポジウム４

♯8000

報収集分析事業から見えてくること」が行われました。2004年に広島から始まった♯8000事業は現在47
都道府県すべてで行われており、2018年度から情報分析事業が開始されています。桑原医院の桑原正彦
先生、総合病院土浦協同病院小児科の渡辺誠一先生を座長に、収集した全国データの分析が報告されま
した。東京慈恵会医科大学の吉沢譲先生から「♯8000情報分析事業と小児かかりつけ診療料」、NPO 法
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人小児救急医療サポートネットワーク・大阪小児科医会の福井聖子先生から「♯8000電話相談員の立場
から♯8000情報収集分析事業を見つめる」、豊橋市民病院小児科の小山典久先生から「小児救急医療機
関の立場から♯8000情報収集分析事業を見つめる」、渡辺誠一先生から「♯8000情報収集分析結果と小
児救急医療提供体制について（小児かかりつけ医も含む）」の報告がありました。
午前11時からは「教育講演６

思春期女性アスリートの無月経と骨粗鬆症」が行われ、東京大学附属

病院女性診療科・産科の能勢さやか先生のお話をお聞きしました。視床下部性無月経・利用可能エネル
ギー不足・骨粗鬆が女性アスリートの三主徴であり、10代の時期にいかにエネルギー不足を改善し、無
月経に伴う低エストロゲン状態を回避するかが、障害予防や生涯にわたる女性の健康を考えるうえで重
要であることを教えていただきました。
午前12時半から東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科の堀向健太先生の「教育セミナー７

皮

膚バリア機能異常から見た小児アトピ－性皮膚炎の治療」が行われ、スケジュールが終了しました。

第４会場印象記
松

田

義

和

初日は小児科医領域における救急現場の状況につ
いて各地域からの報告がありました。事故・救急疾
患・死亡例調査などについて発表が相次ぎました。
京都からは京あんしんこども館の現状について主に
事故防止の観点から京都市独自のとりくみとして市
民向けの講習会・見学会について、また救急重症例
の報告、チャイルドデスレビューの報告などがあり
ました。この中で個人情報の取り扱いが年々厳しく
なっている現状が、詳細なレビューを作成する妨げ
になりつつあることが問題として挙げられた。また救急現場の疲弊を少しでも緩和するために軽症例の
相談取り扱いがどの地域でも問題になっています。小児救急に対する保護者の理解を少しでも進めるた
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めに日常の小児科医の役割はまだまだ大きいと思われました。
さらに学童保育事業・病児保育事業などについては年々ニーズが高まっているが、行政の取り組みは
明らかに不十分で、一部の熱心な施設の努力に依存している点、また民間委託をすすめる中で保育の質
的な担保がどこまでなされているのかという点が問題として挙げられました。そのほか学校健診（運動
器検診）の問題点・発達障害の問題などが発表されました。
二日目教育講演では、京都府立医大から乳児股関節検診の取り組みについて発表がありました。かつ
ては大きな問題となった乳児股関節疾患について、近年ふたたびやや発見の遅れが問題になっています。
地域による発見率の差があり、一般小児科臨床医の検診精度について課題が浮き彫りになりました。ま
たシンポジウムにおいてはワクチンの打ち間違い接種の動向について弁護士の先生をまじえたユーモア
あふれる対談があり参加者の興味を誘っていました。
全体をとおして、整理券の発行の必要な番組がなかったことからおおむねスムーズな進行であり、熱
心な討議がなされ、参加者の満足度は高かったと思われました。
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第５会場印象記
岸

田

憲

二

第五会場は初日の午後だけ一般演題が組まれた会場です。小生、午前中診療のため、午後より会場手
伝いに入りました。何をどうするのか、まったくわかっていなかったのですが、午後1時前に会場につき、
本部で『まあ、おったらええんや。役割分担決めてるし云々』と分担表を渡されました。私は第五会場
の進行責任者兼照明係とのことで、会場に入りましたところ、まだ誰もおらず、照明スイッチだけは確
認、しばらくして女性陣が入室。分担表を見ながら、アナウンスやスライド、進行補助など、それぞれ
配置についていただき、何とか態勢は整ったかと思っていたところ、スライド係が、やり方が分からな
いとのことで行くと、どうもやっぱりこのデスクに本来あるべきパソコンが置いてないのではないかと
いう話になり、本部に連絡、数分後設備担当技術者が来られて、パソコンを設置、必要な接続の後、ス
ライド係のパソコン、演者モニター、スライド映写機がやっと連動。その後、操作方法をレクチャして
いただき、最後にデスクトップ上の、演題フォルダを示され、この中にファイルが入っているから、後
はこれを開いてくださいといって、退室されました。これでやっと開始できると、一安心していましたが、
やはり、パワーポイントを起動して最終確認してみようということになり、午後の演題フォルダを開い
てみますと、なんとそこには何も入っていないではないですか。急遽また本部に走っていただき、最終
的には、時間までにスライドファイルをすべて送っていただくことができたのですが、13時30分の開始
時間までに間に合わないこともあるかと思い、
『会場の皆さん、会場運営事務局ですが、まだスライドファ
イルが届いていません。急遽準備しておりますので、今しばらくお待ちください』というアナウンスま
で考えていました。結局ファイルの準備ができ、パワーポイントのテスト上映ができたのは、開始数分
前でした。
その後は予定通り13:30から一般演題３を開始、前半は主に感染症とワクチンの演題で、藤原先生が
座長を担当、後半は在宅医療、かかりつけ紹介事業などの演題で、長谷川先生が担当されました。一般
演題は発表６分、討論３分ということで、発表５分でベル１回、６分でベル２回と事前に決められてい
たのですが、前半は感染症ということもあり、演者の皆さん、かなり熱い方や発表が多く、発表時間も
あまり気にされる様子もなく、討論も熱を帯びて長くなる傾向となり、進行係としては、かなり焦りま
した。このペースでは、最終的には15分程度遅れてしまうのではないかと計算、危惧しましたので、会
場責任者と相談、３回目のベルも鳴らそうかという
ことになり、座長に相談しましたところ、この案は
明確に却下、その後は座長の見事な手腕のおかげと、
会場におられた熱い先生方も徐々に少なくなり、討
論も減少、最終的には10分近く時間の余裕をもって
終了となりました。あとから、ベル３回という会場
の熱い発表や議論に、変に水を差すことなく終了し
て本当によかったと反省しています。
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■

医局紹介 
独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター小児科
母子保健小児医療センター部長

小

松

博

史

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター小児科は、先々代の院長で京都府立医科大学小児科学教
室の大先輩小西清三郎先生から脈々と受け継がれた「北の砦」としての矜持を保ち、福知山以北の小児
医療のために頑張っています。小西清三郎先生がいつも口にされておられた「老ノ坂を越させたらあか
ん」という言葉の意味である「この地の小児医療はこの地で守るんだ」という気概が当科の原動力です。
京都府北部の地域小児医療を守る「砦」と呼ばれている所以をお話しましょう。砦の本丸は NICU です。
認可の NICU としては亀岡以北の京都府北部および福井県嶺南地方で唯一です。正直なかなか厳しい
時期もありましたが、ともかく時間との勝負の事が多い新生児医療にとってはベビーを守る最後の砦、
セーフティーネットの最後の最後だと思ってやってきました。脳低温療法や NO 療法もそれぞれもう
10例前後に達しています。当 NICU での最小体重児は394g で、この子は今元気に外来に通院していて
担当医とおしゃべりなんかをしています。この子をここまで元気に大きくしたのは今北部医療センター
で頑張っている森元英周先生です。そしてこの子が育っていくのを見て看護師の道を選んでくれた男の
子もいたり、またおかげさまで当科 NICU から新生児医療にたくさんの人材を輩出できていて人を育
てる“成育医療”の真骨頂だと感じています。現在府立医大の NICU でチーフをしている長谷川龍志
先生もその一人です。NICU は代々神経グループに引っ張ってもらっていて、短田浩一先生、森田高史
先生にも頑張ってもらいました。今当科 NICU は瑞木匡先生に引っ張ってもらっていて、精力的に様々
なことに取り組んでもらっています。その一つは舞鶴共済病院産科への病院の垣根を超えたプレネイタ
ル・ビジットです。これまで完全に産科側のセンターであった舞鶴共済病院産科とは二人三脚でやって
きましたし、これからもそういう関係性を維持したいと思っています。舞鶴の地域住民には未だに共済
派と国立病院派の二つの住みわけがあります。前者は船員の、後者は士官の病院なのです。戦時中みた
いな話ですが、確かにそういう意識は存在します。医療センターは敷居が高いみたいなのです。そんな
中で出生前からご両親との顔の見える関係性づくりを目指しています。二の丸は血液腫瘍です。だいた
い年間１～２例の新規発症白血病の子が入院してきます。今は北区で開業している中谷拓也先生に始ま
り、坂本謙一先生、藤木敦先生、矢野未央先生、友安千紘先生、そして今金山拓誉先生と来ていただい
ていて、なるべくご両親に近いところで治療できるという仕事ができています。二の丸の二は、当院の
大きな特徴でもある精神科領域との連携です。神経性食思不振症が多いのですが、いろんな意味ですご
く勉強になる分野なので、大変ですが若手にとってはかけがえのない経験になるものと考えています。
この領域は全国的に見てもまだまだ人材不足だと思うので、今後当科からそういう人材を輩出できるこ
とを目標にしています。二の丸の三は、在宅医療に向けてのキーステーションとしての役割です。昨今
都市部の高度専門病院で治療を受けた子が在宅医療として帰ってくるケースが増えています。在宅医療
は決して画一的なものではなくその子・その家族・その土地柄で全然違ったものとなりますので、その
辺の調整がものすごく大事です。当科は地域の拠点として在宅の子を支えるために様々な取り組みをし
ています。瑞木匡先生を中心に年に１～２回家族会的な集まりを催しており、先日は「ふるるファーム」
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という地産地消を実践している牧歌的農村レストランで開催されました。しかし残念ながら最近十分な
調整なしに帰ってくるケースがままあります。いろんな所との軋轢を生み、最終的にはご家族・患児の
利益になりませんので、この場を借りて十分な調整のお願いをさせていただきます。二の丸の四は、当
院隣に移転してきた舞鶴こども療育センターとの連携です。療育センターはもともと肢体不自由児メイ
ンの施設ですが、今は発達障害の診療も積極的にされていて、当科を入り口に療育センターを紹介させ
てもらうという流れが確立しています。前田裕史先生が舞鶴医療センター、北部医療センター、舞鶴こ
ども療育センターと帰ってきてくれてうれしい限りです。建物的には垣根のある両センターですが、ス
タッフや患者さんには垣根のないようにしていきたいと頑張っています。そして三の丸は、北部では唯
一様々な年齢層の人工呼吸器管理ができることです。これもひとえにやる気に溢れた若手がいてこそで
す。実はここの部分も大事なセーフティーネットだと考えています。当科が無理だとなると京阪神まで
行かなくてはいけなくなるのです。内分泌代謝疾患は今は北部医療センターの中島久和先生にお世話に
なっています。今大学で活躍中の森潤先生や杉本哲先生も当科の出身です。腎疾患では実は舞鶴市は京
都府内では京都市以外で唯一学校検尿がシステム化できている市なのです。５年前に舞鶴市の教育委員
会に働きかけ、京都市のシステムを移植する形で導入しました。次第に成果が目に見えるものとなって
きています。またここ10年位の間当科は自治医大出身の小児科医や専攻医の登竜門となっていると自負
しています。自治医大としては、杉本洋平先生に始まり、松原大輔先生、青井輝希先生、北村一将先生、
そして今年度からは松村うつき先生、鶴川慎一郎先生と脈々と続く優秀な若手に支えられ、また彼らを
育ててきました。
読者の方は既にお気づきだと思いますが、当科は若手を育てていくことを最大の使命としてきました。
その結果部長のロートル小松と若手の年齢差は拡がるばかりで、体力的にはもちろん知識・技量的にも
付いていくのは大変です。問題は２～３年周期で交代していく若手医師の中で、地域の小児科医療をど
う継続していくかですが、当科で力を付けた人材が将来必ず北部の小児医療の礎となるために帰ってき
てくれると信じています。地方都市で腰を据えて診療していく大変さは身に染みていますが、それでも
病気で苦しんだ子供たちが丈夫に元気に育っている姿を見届けるという小児科医としての最高の喜び・
達成感を感じるにはやはり10年とか、最低６年とかいう年月が必要だと感じます。そういう小児科医を
育てるのがこれからの舞鶴医療センター小児科の仕事です。
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花ノ木医療福祉センター 小児科
花ノ木医療福祉センター 医療部次長

永

井

秀

之

当センターは亀岡市にあり JR 嵯峨野線並河駅と千代川駅のほぼ中間に位置しています。山々や田畑
に囲まれ四季の移ろいの豊かなところです。昭和43年に４人の入所者の世話を行う施設として始まり（創
成期）、昭和51年に障害児学級が誕生（成長期）、緊急一時保護事業として短期入所事業が開始され（成長
期）、平成5年より地域事業が始まりました。平成9年より発達障害外来が開始され現在に至っています。
入所または在宅の重度の障害を持つ方の診療、および、発達障害や先天性染色体異常などの障害を持
つ方の検査診断診療を主軸としております。前者は小児科、後者は精神科と小児神経科が担当していま
す。ともに医師、看護師、リハビリ、心理判定員との連携のもとに業務を行っております。
入所者は平成12年より150名
（定員）
となり、また障害の重症度も高くなってきています。平成に入り経管栄養、
平成8年より気管切開者、平成17年より人工呼吸管理の利用者のケアーが始まっています。これらの重症度の高
い利用者の受け入れのみならず、医療介入の少なかった方々も機能の低下を来し呼吸器や消化器疾患が増加し、
医療的な介入が増加しています。看護・生活支援のスタッフによる注意深い観察と世話、機能温存のためのリ
ハビリテーションは欠かすことができません。その中、呼吸器感染、消化器疾患、尿路系疾患、けがが生じた
際に治療に当たるとともに、その原因や要因を分析して今後に生かす役目を医師が担っております。現在当院
で特別に実施していることとして
（他の医療機関には通常しないこと）
、カフアシストや肺内パーカッションベン
チレーター
（排痰促進）
、膀胱内尿量を見るためのブラダースキャンで肺炎や尿閉・尿路感染の予防に取り組み、
効果が見られています。高齢化や障害の重度化のため重症肺炎、腫瘍性病変が増加しています。予防や早期
発見に努めるとともに高次の医療機関と連携して対処するとともに、利用者の QOL や倫理的課題に配慮した
慎重な対応がより必要になってくると考えられます。重度の障害を持つ方の整形外科的な疾患
（関節の拘縮、側
弯、易骨折性など）
について非常勤の先生にお世話になっていますが、今年から小児整形外科の岡安医師が赴
任されました。ボツリヌス療法や神経ブロック治療を手掛け
てこられ、利用者の生活の改善のため取り組んでおられます。
発達障害等の医療については、患者さまやその家族の
希望、保健センターや他院からの紹介を受け、予約制で
診療に当たっています。南丹圏域外の方にはその地域の機
関を紹介するなどして南丹圏在住の方への診療を多くする
ようにしています。医師・心理検査員・看護師による行動
観察、及び、保護者からの成育歴の聞き取りと発達検査
結果を総合的に判断して診断を行い、必要に応じて療育、
リハビリ、生活指導、薬物治療を行い、関係機関と連携し
て安定した生活をめざして支援しています。啓発活動とし
て保護者を対象とした学習会、ペアレントトレーニングと
サポートブック作成などを行っております。
障害を持った方々の医療、生活の向上をめざして、今
後とも努力していく所存です。どうぞよろしくお願いい
たします。
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■

感染症研究会 
2018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回開催しています。今年度も会員の先生方を中心に第26回、第27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
も多数口演され、何れも興味深い話題を提供して頂きました。
第26回ではミニレクチャーとして医療法人社団嗣業の会、外房こどもクリニック院長の黒木春郎先生
に、特別講演では国立病院機構三重病院、副院長の菅秀先生にご講演頂きました。黒木春郎先生にはロ
タウイルス胃腸炎の動向と予防についてご講演頂きました。ロタワクチンの接種率向上が発症予防にい
かに大切であるかを、自治体がワクチン助成を行った地区において発症率が確実に現状した具体例を挙
げて説明して頂き、今後定期接種化される事が望ましいという事を再認識させて頂きました。菅秀先生
には百日咳についてこれまでのサーベイランスによる日本の百日咳患者の減少に関する最新の疫学研究
をご紹介頂き、そこで判明した種々の問題に基づいた新しい診断基準をご紹介頂きました。今後のワク
チン接種戦略についてもご教示頂き、百日咳についての認識理解が深まった貴重な時間になりました。
第27回では九州大学大学院医学研究院小児外科学分野教授の田口智章先生にロタウイルスワクチンと
腸重積症との関連を外科医の立場からご講演頂きました。現行のロタワクチン導入より注目されてきた
合併症としての腸重積症について、詳細に解説して頂きました。腸重積症の発生率はごく軽度上昇して
いますがいずれも重症例ではなく、急性胃腸炎による入院症例が顕著に減少している点から、ロタウイ
ルスワクチン接種によるベネフィットはリスクを大きく上回っている事を、世界各国からの多数の報告
も交えて示していただきました。
また、一般演題のいずれもが大変興味深い内容ばかりであり、諸先生方からもたくさんの質問やコメ
ントを頂き、熱心な意見交換で盛り上がりました。
次回第28回京都小児感染症研究会は10月12日（土）に開催予定です。沖縄県で“麻疹ゼロプロジェクト”
を展開されている具志一男先生に麻疹の感染管理対策について、そして東京済生会中央病院

藤野元子

先生にロタウイルスワクチンについてそれぞれ特別講演をお願いしております。会員の先生方の沢山の
ご参加を心よりお待ち申し上げます。
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第26回京都小児感染症研究会（平成30年10月6日

京都ホテルオークラ）

【一般演題】

（座長

洛和会音羽病院 小児科部長

前田真治）

①発熱以外の症状に乏しく診断に難渋した日本脳炎ワクチン接種後 ADEM 症例
市立福知山市民病院 小児科

足立晋介、鶴川慎一郎、加賀山早苗、奥村能城、新田義宏
国立病院機構舞鶴医療センター 小児科
京都府立医科大学 小児科

北村一将

大阪市立総合医療センター 小児神経内科

千代延友裕
九鬼一郎

②反復する肺炎を契機に診断された CPAM（Congenital pulmonary airway malformation）
症例
京都大学医学部付属病院 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
【ミニレクチャー】

（座長

洛和会音羽病院 小児科部長

前田真治）

ロタウイルス胃腸炎の動向と予防
医療法人社団 嗣業の会 外房こどもクリニック院長
【特別講演】

（座長

市立福知山病院 小児科医長

黒木春郎
足立晋介）

日本の百日咳を考える～ワクチンの果たした役割とこれからの接種戦略～
国立病院機構 三重病院 副院長

菅

秀

第27回京都小児科医会感染症研究会
（令和元年5月18日 TKP 京都四条駅前カンファレンスセンター）
【一般演題】

（座長

宇治徳洲会病院 小児科 副部長

篠塚

淳）

①皮膚病変が急激に拡大したブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群の新生児例
京都第一赤十字病院 小児科

長 千春、一瀬栄佑、古川奈央子、木下大介、西村

陽

② GBS を保菌している母体から出生した新生児髄膜炎の一例
京都市立病院 小児科

佐々木真之、松下浩子、石田宏之、岡野創造、黒田啓史、清水恒広

③質量分析法が治療方針決定に有用であった硬膜下膿瘍の一例
洛和会音羽病院 小児科 徳永千恵美、前田真治、宇留野圭、宮崎直樹、岡本 茂、島川哲郎
洛和会丸太町病院 総合内科

加賀史尋

④抗生剤が著効した壊死性潰瘍性歯肉口内炎の１小児例
医仁会武田総合病院 小児科
口腔外科

岸田憲二、甲原貴子、神谷一郎
中谷友恵
宇治武田病院 小児科

【特別講演】

（座長

京都桂病院 院長

菊池 顕
若園吉裕）

腸重積症とロタウイルスワクチンについて～小児外科医の立場から～
九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 教授

田口智章

【今後の予定】
①第28回京都小児科医会感染症研究会
令和元年10月12日（土） 京都ホテルオークラ
◎特別講演1『沖縄県麻疹ゼロプロジェクトについて（仮）』

ぐしこどもクリニック

具志一男

◎特別講演2『ロタウイルスワクチンについて（仮）』

東京都済生会中央病院

藤野元子

②第25回京都小児科医会感染症研究会
令和2年5月23日（土）
◎詳細未定
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他科専門医会よりの

寄稿

シリーズ



京都整形外科医会より
京都整形外科医会 会長

大

友

啓

資

京都整形外科医会は京都府で開業している整形

からは整形外科医院でよくみられ、また小児科医

外科医及び医療機関に勤務する整形外科医の会で

院にも受診する可能性の高い小児疾患についてご

す。現在の会員数は約160名、関係病院数は約60

紹介します。

です。会長の任期は２年で私は前任の辻丈夫先生

幼児の訴えで最も多いと思われるのは、歩き方

から平成30年4月末に会長職を引き継いでいます。

がおかしいという歩容異常、いわゆる内股歩行で

本会の目的は会員相互の連携協力と親睦を図る

す。これに対し、幼稚園児の歩容を調べたところ

とともに、学術講演会を開催して最新の医学知識

30％に内股歩行が見られたという報告がありま

を取り入れ、整形外科医療の質を維持向上させる

す。ですからこれは発達段階で良く見られる歩行

ことにあります。

の状態で、成長とともに改善する割合が高いと言

ここ数年の新しい活動としては、学校保健安全

えます。特に治療は必要ないですが、運動が骨の

法に基づき新しく加わった「運動器検診」に積極

捻れの正常発育に有効と考えられ、膝が外向くよ

的に関与するようになったことです。しかし検診

うなスケート、スキー遊びやクラッシックバレー

の問題点として、整形外科医の学校医が少ないた

などがいいでしょう。またよく転ぶという訴えも

め、検診技術の甘さがあることに加え、検診後に

多いですが、２・３歳ごろまではよく転ぶもので

精査が必要な子供の整形外科受診率（二次検診率）

すし、転んでバランスを取ることを覚えていくと

が非常に低い（約30％弱）ことにあります。そこで

言われています。内股歩行のためにつま先がぶつ

本年6月から当会と京都市学校医会との連携会議

かって転ぶ子供は少ないと思います。しっかり走

を開催し、受診率向上を目指して問題点を割り出

りだせば自然と転ばなくなりますが、６歳以降で

しているところです。

も内股歩行が強い場合は専門医紹介が必要です。

組織内としては昨年、「京都整形外科医会」と

次にＯ・Ｘ脚ですが、ご存知のように乳児のこ

「京都臨床整形外科医会：京都 COA」が一体化し、

ろの子供は O 脚です。成長に伴って下肢の弯曲

新組織としての「京都整形外科医会」が誕生しま

は変化していきます。２歳ごろまでに一時的にス

した。このことにより今まで以上に日本医師会、

トレートになり、その後はＸ脚に向かい、３・４

京都府医師会、日本整形外科学会、日本臨床整形

歳ごろがＸ脚のピークで、以後徐々に大人の状態

外科学会と連携がとりやすくなりました。学校医

に近づきます。ですから弯曲は生理的範囲内と考

活動、「暮らしと健康展」での健康相談、「市民公

え、経過観察でいい例がほとんどです。３歳過ぎ

開講座」の共催、「京都市小学校大文字駅伝」の

の強いＯ脚、Ｘ－Ｐで脛骨々端に異常所見
（ブラ

事前検診など、様々な事業活動を行っています。

ント病）があれば小児整形外科専門医に紹介しま

ところで小児科医と整形外科医は府立医大病院

す。また最近では食物アレルギーによる食事制限、

の整形外科学講座に小児整形外科があることでお

過度の紫外線対策によるビタミンＤ欠乏性くる病

分かりのように、強い結びつきがあります。ここ

が散見されるようです。特に母乳栄養児にリスク
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が高いので注意が必要です。

６か月ごとにチェックします。25°以上で進行性

次は「発育性股関節形成不全（先天性股関節脱

なら装具療法（主にアンダーアームブレイス）の適

臼）」です。乳児健診から紹介されることが多い

応です。手術は骨成熟していて45°以上の場合に

ですが、臨床症状やＸ－Ｐで異常があれば専門

行います。運動療法やマッサージ、牽引療法、カ

医に紹介します。最近の標準的治療体系は３段

イロプラクティックなどは治療効果が認められま

階で①リーメンビューゲル（Rb）法②牽引後徒手

せん。

整復③観血的整復術の順に行われます。Rb 法で

最後にいわゆる「成長痛」についてです。好発

整復が得られれば３か月ほど装着しますが、２・

年齢は３～12歳です。診断は、夕方から夜間に突

３週間で整復が得られなければ次のステップと

然発症する下肢痛で両側性のことも多いです。数

して入院の上、牽引治療とします。水平牽引や

分から数時間以内に自然に軽快し翌日には無症状

overhead traction 法を３・４週行い、その後全

であり、来院時には何も所見はなく、Ｘ線所見で

身麻酔下に徒手整復します。

も異常が認められないものをいいます。治療は特

最近のネット上の話題として、学校検診で側弯

別なものはなく、疼痛部位をさすったり温めたり

症が見落とされたとして20代の女性が秋田県で訴

するような、親のスキンシップが大切といわれて

訟を起こしています。学校医の苦労も知らずに

います。患児はいわゆる甘えん坊で、親は過保護

…。側弯症のチェックポイントで最も大切なの

の傾向にあり、母親の妊娠や転居・転校など環境

は前屈検査での肋骨隆起（rib hump）
、腰部隆起

の変化がきっかけになりやすいようです。症状が

（lumbar hump）です。しかし学校検診で学校医

長期化し日常生活に支障が見られる場合や、痛が

が、女子学生を着衣のまま背中を出してこれを短

る場所に腫脹、発赤、熱感がある時には整形外科

時間に正確に診るのは、整形外科医であっても至

を受診したほうがいいでしょう。以上整形外科と

難の業と思われます。立位での肩の高さや肩甲骨

関わりの深い種々の小児疾患について書いてまい

の高さの左右差、ウエストラインの非対称はさら

りましたが、京都整形外科医会の会員は近くの小

に見逃し易いでしょう。これを防ぐには、少しで

児科医院との連携を大切にしたいと思っています

もおかしいと思われた例は躊躇なく、２次検診に

ので、京都小児科医会の皆様、何か変だなと思わ

送る以外にないと思います。２次検診では立位で

れたら近くの整形外科医院に気軽に紹介して頂く

全脊柱を撮影して Cobb 角を測定します。治療で

ようお願い申しあげます。

すが、Cobb 角25°未満は経過観察として４から
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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

【令和元年度 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（京都府南
山城保健所）、山内英子（山内医院）

第30回日本小児科医会総会フォーラムではシンポジウム「子育ての精神保健～子育てに悩む親ととも
に～」を、当委員会で企画しました。どの講演も非常に興味のある内容で、講師の先生方も熱が入った
ため、質疑応答に十分時間がとれなかったのが残念でしたが、参加された先生方には十分満足していた
だけたと思っています。
今回の子育支援リレーエッセイは京都府南山城保健所所長の三沢あき子先生による「母子保健と子育
て支援」です。子育て世代包括支援センターの設置が法律で定められ、妊娠期から子育て期にわたる切
れ目のない包括的支援が実現されるようになりました。保健師による予防的支援や寄り添い支援も定着
し、母子保健と子育て支援は新たな時代を迎えつつあるようです。

夏の懇親会（ぎをん森幸にて）
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２．子どものこころと身体懇話会
大前禎毅、平井

清、幸道直樹

１）第34回子どものこころと身体懇話会
第34回子どものこころと身体懇話会は「子どもの貧困」をテーマに平成30年10月13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。参加者は35人でした。
佛教大学社会福祉学部教授の武内一先生に「子どもの貧困～海外比較からみえる日本の問題～」
というお話しを、かどの三条こども診療所所長の尾崎望先生には「格差と貧困の広がりの中で小児
科医療機関のはたす役割」というお話しをしていただきました。裕福な国とされている日本にも子
どもの貧困や健康格差といった問題があることは、臨床の経験がおありになる先生方であればどな
たも感じておられることと思います。会後に集めさせていただいたアンケートにも多くの共感的な
感想が寄せられていました。
お二人の先生からサマリーをいただきましたので、以下に記します。（平井 清）

講演１：子どもの貧困～海外比較からみえる日本の問題～
佛教大学社会福祉学部

武

内

一

私の研究の目標は、子どもの貧困を日本からなくすことです。そのために、医療から独自の調査に基
づくデータを積み上げると共に、日本と他の先進国の統計資料などを比較しながら研究しています。ス
ウェーデンで2017年度一年間、客員研究員として生活した体験も踏まえ、日本の進むべきよりよき方向
をみなさんと一緒に考えたいと思い、お話させていただきました。
お話の冒頭で私は、子どもの貧困を減らすのではなく「なくす（撲滅する）」ことを目標に掲げている
と述べました。その理由は３つあります。一つは、国連の「子どもの権利条約」です。国際法を批准し
た以上、誠実に条約を行動にうつす責任が国にあります。スウェーデン政府は、政策に条約を反映させ、
その履行を前提に政策決定しています。条約の第３条「児童に関するすべての措置をとるに当たって（中
略）児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」と第４条「締約国は、経済的、社会的及び文
化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で（中略）これらの措置を講ずる。」
（いずれも UNICEF 訳）から、子どもたちの最善の利益のために貧困をなくす最大限の措置を講じる責
任は、国にも私たちの社会にもあると読み取れます。第二に WHO は、2030年に向けての17の持続可
能な開発目標（SDGs）の最初に貧困なき社会を掲げました。特に UNICEF は、日本を含む裕福国に関
するレポートの中で「貧困の撲滅」を大きくとりあげています。そして第三番目が、日本の子どの貧困
の相対的な割合が、その統計を取り始めた1985年以降概ね常に上昇を続け、2012年のデータによると裕
福な41か国中34番目と他の国との比較でも極めて厳しい状況にある事実です。
子どもの貧困の撲滅に向けて、世界の動きと日本の現状を知るために、スウェーデン、イギリスとい
う２つの国と日本を比較することにしました。スウェーデンは、日本のような選別的福祉制度ではなく、
誰もが使えるユニバーサルな制度を広く取り入れています。イギリスは、日本同様、経済活動は新自由
主義のただ中にありながら、子どもの貧困を減らす政策で成果を上げています。同じヨーロッパの国で
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も、そのアプローチの仕方には随分違いがあります。この海外比較は、スウェーデン・ウメオ大学「疫
学とグローバルヘルス・ユニット」の前の責任者のアネリ・イヴァルソン教授とイギリス・ダービー大
学ソンヒ・リー講師との共同研究です。
子どもの貧困問題を考える場合、子どものケイパビリティーを最大限発揮できる社会づくりが重要だ
と、三人でのなかで考えてきています。ケイパビリティーには適切な日本語訳がないようなのですが、
子どもには「こうありたい」「こうなりたい」そういった力が秘められています。社会経済的な状況で
そうした力が制約されることなく、一人一人のそうした思いの実現を応援できる社会づくり、それをケ
イパビリティー・アプローチと位置づけ、その意義について言及しました。
子どもの貧困を根絶する道筋を、海外との比較とケイパビリティーの視点から述べ、少し元気のでる
お話をさせていただけたかと思っています。

講演２：格差と貧困の広がりの中で小児科医療機関のはたす役割
かどの三条こども診療所

尾

崎

望

日常臨床において貧困の実態は見えにくいものであるが、私が臨床の現場で貧困と健康格差について
実感した経験から話を始めさせていただきました。１例は両親の DV から避難してきて、ほとんど孤
立した状態におかれ、また自ら精神科疾患を患っている女性のケースを呈示しました。このケースでは
望まない妊娠ののち助産制度のある、当診療所の連携病院にたどり着き、子癇前症、重症高血圧のため
緊急帝王切開で出産に至りました。しかし生後の母子の愛着がみられず、また非常に疲労がきつそうな
ど、気がかりな点がスタッフから共通して指摘され、身近に支援体制も不十分なもとで自宅退院後の養
育能力について不安材料が多く退院が危ぶまれました。関係者でカンファレンスを持ち試験外泊を重ね、
友人の支援も依頼して結果的には入院期間を延長したのち退院し、様々な福祉資源を活用して自宅での
育児を継続しています。しかし子どもの病状について相談したり情報を得る存在が乏しく、受診が手遅
れになって後遺症を残すという残念な結果となりました。私どもと連携をしている病院の分娩をめぐる
状況を見ると生まれる前から貧困、孤立、家族の精神疾患など様々な負荷を背負っている子どもたちは
稀ではありません。また別の例では経済的困難により治療の継続が危ぶまれていた家族例を呈示しまし
た。この家族は３人の子どもが発達障害と慢性疾患を持っており、母親自身も精神科疾患のために仕事
を禁止されていました。子どもの進学や慢性疾患治療にかかる費用がかさみ、ぎりぎりのところまで追
いつめられる中で、当診療所で採用している医療費の無料制度にたどり着いて治療を継続することがで
きました。現代社会においては食事すらままならないという、いわゆる絶対的貧困が問題となることは
稀だと思われます。しかし一方で、経済的困難や保護者の疾患などによって地域から孤立し、健康に悪
影響を及ぼし、時に虐待や文化的・教育的刺激・子どもの成長にとってこのましい環境のはく奪、に至
るなど、経済的困難を中核に子どもたちの発達の可能性をつみとってしまうことが問題となります。
小児科医にできることは何かという点で、私たちの診療所での取り組みを報告しました。一つは無料
低額制度を採用して、医療費の自己負担分を免除することで医療の継続を保障しています。子どもの医
療費助成が極めて不十分な京都市においては社会保障の合間を埋めて医療費の自己負担を軽減する制度
が求められています。また地域で子どもたちを支えるネットワークについて触れました。当診療所では、
すでに10回を数える山ノ内学区京都市地域子育て支援ネットワーク会議に参加するなど、地域で子ども
を支えるつながりを広げています。こうした基盤がある中で気になる家族について、はぐくみ室、養護
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教諭などと連携し、また地域子育てセンターに紹介するなど具体的な対応を行っています。
最後に以下のようにまとめさせていただきました。
・地域には貧困と格差の広がりによる「健康格差」が存在している
・経済的困難、孤立、精神科疾患などが重なっていることが稀でなく、家族の力（＝自己責任）のみに
頼っていては安心して子育てできない状況が存在している
・私たちにできることは
１．私たちは貧困を発見する最前線で活動している
２．一方で「医療」だけで解決することは困難
３．必要な制度につなぐこと＝社会的処方
４．地域にネットワークを築くこと、あるいは参加していくことは極めて重要なことだと考えます

２）第35回子どものこころと身体懇話会
第35回子どものこころと身体懇話会は「最近のいじめ問題」をテーマに平成31年３月16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。参加者は53人でした。
立命館大学産業社会学部教授の野田正人先生からは「学校に求められているいじめへの対応と現
状」というタイトルで、いじめ防止対策推進法に沿って、いじめの定義やいじめへの対応、その課
題等を解説していただきました。佛教大学教育学部教授の原清治先生からは「ネット社会と子ども
たちの実態」というタイトルで最近の子ども達の人間関係を話していただきました。「へーっ、そ
うなのか」といった感想をもたれた先生方も多かったと思います。いじめは古くからあるとはいえ、
時代によって変わってきているところもあり、それを知ることができたことは有意義でした。
講演内容についてまとめていただいたものを記します。（平井 清）

講演１：学校に求められているいじめへの対応と現状
立命館大学産業社会学部

野

田

正

人

１）子どもたちの非行については、刑法犯検挙数で、1983年が32万人だったのが、2017年では約５万人
と激減。一方、小学校の校内暴力は急増し、この10年ほどで約10倍に増加。そのような中で、いじめ
については、京都府は５年ほど前から全国１位を３年連続で確保、最新のデーターは宮崎に抜かれて
２位だが、それだけいじめを発見していることになる。
２）いじめの定義は悩ましい。事例として、給食のおかずを素早くたいらげて、追加を取りに行ったＡ
子が、同じく食器が空になっていたＢ子にもつぎ足してあげた。その夜、Ｂ子の母から、担任に電話
でいじめられたと主張。これもいじめにあたる。
以下の三点があればいじめにあたる。
①双方が児童生徒（学籍がある）で、何らかの人間関係があること
②何らかの影響を与える行為（不作為やネットを含む）があること
③被害者が苦痛を感じていること（推察を含む）
３）いじめの４層構造とは、被害者の周りを、加害者、観衆、傍観者が取り巻くと考えた概念。傍観者
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を仲裁者に変化させる取り組みなど、指導の参考として使われる。
４）いじめ防止対策推進法（平成25年）は、学校にいじめの基本方針を定めるよう求め、いじめの可能性
があれば、学校内に必ず置かれるいじめ防止対策の組織が対応すること。
いじめで命が奪われたり、大けがをするなど心身や財産に大きな被害が出たりする場合、またいじ
めにより、一定期間学校に来ることができなくなっている場合などは、いじめの重大事態とされ、調
査委員会が始動するなど、首長や議会を巻き込んで大きなことになる。
５）この法律は、いじめ被害の子どもを守ろうとする方向性が強く、被害者と加害者とが最初からはっ
きりしている前提であることや、定義がひろく日常生活で起こりそうな軋轢のすべてがいじめとなり
うること、加害者への支援の視点が無いことなど、課題の大きな制度だと考える。
６）いじめ対応の難しさの一つは、いじめの見つけにくさにあるが、その本質は、
「いじめは誰もが隠す」、
つまり加害者が隠すだけでなく、被害者も周囲（観衆）もが隠すという点にある。そのため、本来の指
導は、見つけることに力を注ぐのではなく、被害を受けたり、辛かったりすればそのことを訴えるこ
とが正しいことなのだということをしっかり教えることだと考えている。このことは、ストレスへの
対応など人が生きる上での様々なところで必要となる態度であり、スキルでもある。
７）子どもの中には、いじめや虐待のつらさを身体症状だけでなく、みえみえの病的訴えとして表出す
る子どもと出会うことが多くなってきた。子どもはもとより、保護者や学校からも、医学的には奇妙
な申し出があったおり、その背景に潜む課題に目を向けていただき、判断つきにくい場合は、継続し
た連携を是非お願いしたいと思います。

講演２：ネット社会と子どもたちの実態
佛教大学教育学部

原

清

治

０）近ごろ都に流行るもの
・スマートフォンで気軽にネットゲーム
・15秒で印象に残る動画作成⇒手軽に承認欲求を満たす
・大学の学生食堂でみられる「ぼっち席」⇒大学生の「ぼっち」化
１）最近の子どもたちの人間関係
・少人数化
・同質化、島宇宙化
（自分と同じ価値観を持つ者としか友人関係を築かず、他のグループにほとんど関心が向かない）
⇒みんなの前で「恥」をかかされることへの忌避
・いじり／いじられ…笑いをともなう関係性
・スクールカースト
・二面性をもった生徒が増加⇒「21世紀型の力」に逆行
２）ヴァルネラビリティとは何か
ヴァルネラビリティ（vulnerability）
…攻撃誘発性、脆弱性、傷つきやすさ
①身体や行動が他者と異なる。
②集団の評価基準から外れている。
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③嫉妬
『つながりを煽られる子どもたち』
（土井隆義、岩波ブックレット、2014年）
つながりや「絆」の重要性は認識しているものの、具体的なつながり方がわからない
例）レポート作成のために自由にグループを作らせた場合
同調圧力が強くなると、グループに入れない若者の存在
自分が悪いことはわかっていても、教室で怒られると反発したり、つぶれたりする若者たち
３）まとめにかえて

つながりと「社会関係資本」

「つながり格差」と学力の関係…親の社会関係資本⇒子どもの社会関係資本⇒子の学力へ。パットナ
ムの提唱する「橋渡し型」の社会関係資本の形成

３．日本小児科学会「子どもの健康週間」行事
有本晃子、山内英子
今回は「安心の子育て～子どもをじょうずにほめるには～」というテーマで、平成30年10月27日
（土）にこどもみらい館において開催しました。参加者は106人と過去最高で、保護者および保育、
教育関係の方などの参加が多く、テーマに関する関心の高さがうかがえました。
まず京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学教室の全有耳先生に「何を、どうほめる？－子
どものほめかた基礎知識－」というテーマでご講演いただきました。全先生は府下保健所において、
発達障害児支援として育てにくさを感じる親支援のための「ほめ方教室」を実施されてこられまし
た。ご講演では「ほめかた」の８つのポイントをあげ、どうすれば怒らずにほめることができるのか、
具体的にどうほめるのか、そしてほめることがなぜ大切なのか、を大変わかりやすくお話ください
ました。
二つ目のご講演は、姫路大学看護学研究科教授郷間英世先生の「発達障害児が園や学校で楽しく
過ごすために－自己評価を高める関わり方・ほめ方－」でした。郷間先生は障害児の診療や教育に
携わってこられました。ご講演では、ご自身の「ほめられた」経験や発達障害児に対する乗馬療法
の体験を通して、「ほめられること」「楽しいこと」によって自己肯定感が高まり楽しく生活できる
こと、また逆に虐待、子ども時代の精神的ストレスが脳の発達に影響を与えること、そして発達障
害児の親は子の障害を受容することがしばしば困難であるため、発達障害児はほめられる経験が少
ないことが多く自己評価が低くなり二次障害が起こる、さらにペアレントトレーニング、ソーシャ
ルスキルトレーニングについてご説明くださいました。多岐に渡る内容を具体例をあげながらお話
しいただいたので、医療関係以外の方も理解しやすかったのではないかと思います。
会場からも「クラスの子どもの言動で困っているが、どのように対応すればよいか」など実際に
発達障害児と関わっておられる方々からの質問があり、改めて子どもの健康な発育発達を支援して
いくために、今回のテーマは大変重要であると感じました。（司会担当：有本晃子）
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講演１：何を、どうほめる？－子どものほめかた基礎知識－
京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学

全

有

耳

昔から子どもはほめて育てましょうと言われてきましたが、いざほめようとしても、どうほめたらい
いか悩んでしまうことも少なくありません。今回は子どもをほめることで、よい行動を引き出すための
ポイントをお伝えします。
まずは「行動」に注目し、具体的な言葉でその行動が望ましいことを伝えるようにします。その際、
「ス
モールステップ」を意識することが大切です。ほめる場面が少ないと感じている親御さんの中には、親
が達成してほしいゴールと子どもの現在のできる力がマッチしていない場合もあります。まずは今でき
ていることから、言葉にして伝えてあげることからはじめましょう（例：
「自分で服が脱げてすごいね。」）。
また、ほめるためには、どうすれば子どもが達成できるかを考え、環境を整えてあげることも大切です。
朝の準備をするよう指示した場面で、テレビがついていたら、なかなかスムーズには行動できません。我が
子の得意なこと、苦手なことを理解した上で、ほめられる場面が増えるような親のしかけづくりが大切です。
当日は、もう少し詳細にポイントを紹介し、皆さんと一緒にほめるとはどういうことなのかについて
考えたいと思います。

講演２：発達障害児が園や学校で楽しく過ごすために
－自己評価を高める関わり方・ほめ方－
姫路大学看護学研究科

郷

間

英

世

私は、子どもの頃ほめられるのが好きでなかった。「人前でおとなしくしていること」や「テストで
いい点を取ること」を、大人がニコニコしながらほめてくれても、照れくさいだけでどう応ええていい
かわからす、むっとした表情をしていた。当たり前のことをしているだけで、ほめられることとは思っ
てなかったのである。ところが、最近はほめられるのが好きになってきている。孫のため衰えてきた体
でがんばったとき「ありがとう」といってもらうと嬉しいし、仕事仲間から「よかったです」といわれ
ると、自分が認められた気持ちになり満足するようになった。
人は「ほめられたとき」だけでなく、「楽しいことをしているとき」「目的を達成したとき」「恋愛感
情やときめきを感じているとき」「美味しいものを食べているとき」などに、脳の中からドーパミンが
分泌されるという。ドーパミンが放出されると喜びを感じ、繰り返しそれを求める。つまり、ほめられ
ると脳がドーパミンで溢れ、嬉しくなりまたやりたくなるのである。この働きは報酬系（ご褒美脳）と呼
ばれ、社会的報酬としては「評価」「信用」「信頼」「尊敬」などがある。
さて、発達障害児は社会性や行動などの課題、すなわち同年齢の子どもと比べた未熟さのため、「ほ
められて」感じる喜びの経験も少なく、園や学校生活で適応できず困っていることが少なくない。しかし、
私たちは幼児期・学齢期には未熟な子どもたちも、楽しんでできる継続的な活動の中で次第に成長して
くる姿を保護者とともに経験してきた。また、近年は「ペアレントトレーニング」もよく行われる。こ
れは、保護者が障害の特徴を理解し、子どもの持っているよい点を見つけほめることで望ましい行動を
育て、その結果として子どもの自己評価を高めるものである。本講座では、発達障害の子どもが楽しく
生活し、成長していくことができるようなほめ方やかかわり方について、私自身の経験も含め話したい。
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４．こどもみらい館「すくすく教室」
山

内

英

子

平成30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。29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。
30年度開催状況
回

月

日

内

容

講

師

第１回

9月26日（水）

乳幼児の病気について

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
担当部長 有本晃子 先生

第２回

10月3日（水）

乳幼児の食生活について

子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
三宅聖子 氏

第３回

10月10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 大矢紀昭 先生

第４回

10月17日（水）

乳幼児の心の発達について

京都第一赤十字病院 小児科医 西村 陽 先生

第５回

10月24日（水）

乳幼児の歯の健康について

保健福祉局健康長寿企画課
歯科衛生士

第６回

10月31日（水）

子育て座談会

小児科医

西村実奈美 氏

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４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６回）
母子保健と子育て支援
京都府山城南保健所

三

沢

あき子

京都府の保健所で仕事をするようになり10年となりました。当時は、京都府保健医療対策監となられ
た糸井利幸先生が言われている「保健所での医師の役割は、地域全体を見据えた総合医」との崇高な志
はなく、私自身の子育てとの両立を上司の細井創先生からご配慮いただいた赴任で、正直なところ、前
向きではなく後向きの気持ちでのスタートでした。
最初の山城北保健所では、保健師さんたちとともに、母子保健と感染症対策に従事しました。今振り
返ると、私自身も同じ乳幼児の母親として当事者目線で思うこともたくさんあり、よいタイミングで母
子保健に従事できたのかもしれません。小児科臨床の経験があるからこそできることもたくさんあり、
地区医師会や小児科医会の先生方の応援をいただき、行政のやりかたを保健所で教えてもらいながら、
児童虐待の１次予防・２次予防、医療的ケア児の支援、小児慢性特定疾病児童等の相談支援などに取り
組み、医療との連携に基づいた地域保健にやりがいを感じるようになりました。
平成29年4月から、改正母子保健法により「子育て世代包括支援センター」
（法律における名称は「母
子健康包括支援センター」）の設置が市町村の努力義務として法定化されたことにより、母子保健・子育
て支援は大きな充実に向かっています。妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない包括的支援を提供す
るワンストップ拠点である子育て世代包括支援センターの主な業務としては下記となっています。
①すべての妊産婦、乳幼児等の実情を継続的に把握すること
②妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと
③必要に応じて支援プランを作成すること
④保健、医療、福祉、教育等の関係機関との連絡調整を行うこと
市町村において妊娠届出で母子手帳を手渡す際に、すべての妊婦さんに保健師や助産師が面談するとこ
ろも増えてきました。市町村が中心となり関係機関と連携した妊娠期からのていねいな関わりで支援体制を
作ることにより、それまでは、親子になにか問題が起こってからの後追いの支援であったのが、妊娠期から
の関わり・支援により、なにか起こる前に母親が自ら相談に来てくれるようになり予防的支援に手ごたえが
感じられています。保健指導という上から目線ではない当事者目線での寄り添い支援も根付いてきています。
子育てとの両立ができたのは、保育園と同僚の方々のおかげです。ベテラン保健師さんからの「先生
は子どもさんが小さくて、今が一番幸せなときやね」という声かけで、目の前の灰色の霧がとれたこと
は今も忘れません。10年前、４歳だった長女は中学生に、０歳だった長男も先日11歳になりました。当
時かけてもらった声かけを私も自然にできるようにと心がけています。
保健所長のお話しをいただいた際には、保健所への恩返しの思いもあり、前向きな気持ちで、お引き受
けしました。京都府保健所は福祉事務所を持っており、当時施行となった障害者総合支援法や障害福祉・
児童福祉を福祉職から教えてもらいました。福祉室は町村の生活保護のケースワークも担っており、出生
からの成育歴や家庭に含まれる子どもたちの負の連鎖など一筋縄の支援ではうまくいかない現状も知りま
した。高齢者の方への地域包括ケアシステムの地域づくりは、子育て包括支援の地域づくりにつながるこ
とを感じています。最初の「母子保健」の枠を超えましたが、地域全体が見える立ち位置で幅広の視野を
持ち、保健福祉の専門地域機関として機能し、地域全体がうまくいくようにと日々考えているところです。
京都小児科医会の子育て支援委員会は、私にとって、通常の地域・圏域や行政の枠組みではなく、小
児科的なことはもちろん、保健・福祉・教育におよぶ子どもの様々なことを学び視野を広げる貴重な場
となっています。今後とも、よろしくお願い申し上げます。
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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
おおの小児科

大

野

邦

彦

ゴルフ同好会では例年、年に２回、5月と11月にコンペを開催しています。
これまで幹事は、2010年に林鐘声、長井隆夫両先生から引き継がれた花安肇、松田義和両先生がご尽
力、ご活躍されていましたが、2018年から新しく松尾敏先生と大野に交代しました。
秋のコンペは2016年から宇治カントリーで開催しており、第77回は13名の先生方にご参加いただきま
した。春は琵琶湖カントリーでの開催が恒例でしたが、第78回は第４回以来２度めとなる京都近郊の京
都ゴルフクラブ上賀茂コースで開催しました。病院勤務の先生方や若手の先生方にも参加いただければ
と考えての変更でしたが、新米幹事である私の不手際もあり、９名の参加にとどまりました。ただ、数
年ぶりに私より若手の京都第二赤十字病院の東道公人先生にご参加いただけことは、たいへんうれし
かったです。77回、78回とも参加された先生方は、皆さん思い思いに楽しい時間を過ごされ、成績は下
記の通りで、令和初の優勝は実力通り林鐘声先生、準優勝は前幹事の花安肇先生でした。
今年のゴルフ界は、よりわかりやすく、親しみやすくルールが改訂され、渋野日向子さんの日本人42年
ぶりの海外メジャー制覇、タイガー・ウッズの復活などの話題もあり、少しゴルフに興味を持ったり、も
う一度ゴルフクラブを握ってみようかなと思われた先生方もおられると思います。スコアは気にされず、
気軽にご参加ください。日程などお聞きになりたいことがあれば、松尾先生か大野までご連絡ください。
これからも世代や、勤務医、開業医の垣根を越えた、気軽に楽しくコミュニケーションがとれる情報
交換、親睦の場になるよう、より多くの先生方のご参加をお待ちしております。
第77回（2018.11.25）
優勝

濱口

幸三

第２位

若泉

悟

花安

肇

第３位

松本

良文

西村

康孝

ベストグロス

若泉

悟

林

鐘声

東道

公人

新人賞
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■

旅行同好会 
日本平・南伊豆下賀茂温泉
大

内

能

子

京都はすっきりしないお天気が続いていましたが、旅行中は汗ばむほどの好天気に恵まれました。参
加者は田中芳一、福原宏一、福原京子、宇田裕子先生と私の５名です。
平成30年9月22日（土）
12:58ヤサカ観光の森川さんに見送られて“ひかり”で出発。（12:35京都駅八条口改札口前集合）毎回
お世話になる森川さんはこれまで赤を基調としたネクタイを締めていましたが、今回は黄色地にミッ
キーの絵柄のネクタイでした。本場ディズニーで購入したとか。
14:50静岡駅到着、タクシーで遺跡へ。
登呂遺跡：昭和18年プロペラ工場建設の折に発見され戦争中の短期調査後、昭和22年再度発掘が行われ
ました。約2000年前の弥生時代後期の集落跡でその発見は敗戦後の日本に明るい話題をもたらしまし
た。タクシーの運転手さんによると最近はこの遺跡を訪れる人は少なくなり近所の人々の憩いの場に
なっているとのことです。確かに周辺の住宅との境界物がなく、出入り自由な大きな公園といった感
じでした。古代の建造物の向こうに水田がはるか彼方まで広がり、古米、赤米、黒米の稲穂が波打っ
ていました。昔小学校の社会科の教科書で見た風景が眼前にあり感激でした。
芹沢銈介（せりざわけいすけ）美術館（静岡市立）
：遺跡博物館に隣接しています。芹沢は静岡市で生まれ、
「型絵染」で人間国宝に認定されました。
17:00静岡駅に戻り、シャトルバスでホテルへ。
日本平ホテル：夕食はフレンチのフルコースでフルートと電子ピアノの生演奏を聴きながら頂きました。
温泉はなく、部屋のバスルーム使用でした。
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9月23日（日）
このホテルは標高308m の日本平山頂付近に位置し、風景美術館として知られています。ホテルの前
には広大な芝生が広がり（田中先生によると、以前は子ども達がゴーカードで走り回っていたとか）、
眼下に駿河湾、遠くに伊豆の山々、正面に富士山を望む絶好のロケーションが眺められます。（ホテ
ルの約８割のお部屋でこの光景が見られます。もちろん私たちのお部屋も。しかし、この朝は雲がか
かっていて富士山は見れませんでした。）
8:40三島のタクシー会社の小泉運転手さんがジャンボタクシーでホテルまでお迎え。運転手さんに“そ
うり”というニックネームがつけられました。
三保の松原：
「富士山－信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産として
2013年に世界文化遺産に登録されました。７km に及ぶ海岸線には約
３万本の松（太く曲がりくねった幹が印象的でした。）が生い茂り、砂
浜が広がっています。
「羽衣伝説」の舞台としても有名です。現在の「羽
衣の松」は三代目です。富士山は雲がかかり、ぼんやりとしか見えま
せんでした。
東海大学海洋博物館：単なる水族館ではなく、
“海の科学”をテーマに
まとめた博物館で、世界で初めて“カクレクマノミ”の繁殖に成功し
ました。時間が無かったので隣接の自然史博物館（恐竜、古生物）は行
けませんでした。
10:45清水港を出発。
エスパルスドリームフェリー：このルートは観光振興目的で2013年（平
成25年）清水県道223号清水港土肥線（番号は富士山「ふじさん」にち
なんだ語呂合わせ）となりました。しかし、採算性の問題で、現在の
会社は来年3月で廃止を発表しました。現在継続会社を探していると
か。甲板から、やっと富士山のお姿を見ることができました！！
11:45土肥港着、西伊豆観光へ。
土肥（とい）金山：1370年足利幕府時代に金の採掘が始まり、江戸時代一
時休山し、1906年（明治39年）再開され、1965年（昭和40年）鉱量枯渇の
ため閉山となりました。佐渡金山に次ぐ生産量を誇った伊豆最大の金
鉱です。坑道は観光用に整備され、江戸時代の採掘作業の風景を等身大の電動人形が再現しています。
昼食はコンビニで各自調達しました。
黄金崎クリスタルパーク（黄金崎ガラスミュージアム）
：西伊豆は、ガラスの原料「珪石」の産地として
数十年にわたり日本のガラス文化を支えてきました。ここは現代ガラス専門です。
黄金岬：夕陽を浴びて岩肌が黄金色に輝くこの岬は駿河湾と富士山の眺望のすばらしさ、落日の美しさ
で知られています。まだ陽が高いうちからシッターチャンスを狙って大勢のカメラマンが待機してい
ました。
堂ヶ島：海岸で一休み。海岸線はリアス式で島々が点在し伊豆の松島と称され、
「海蝕洞」が幾つかあり、
その中で有名なのが「天窓洞」で天井の穴から太陽の光が差しこみ海面がエメラルド色に染まるので
日本の「青の洞窟」と言われています。
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松崎町
明治商家中瀬邸：呉服問屋として財を成した豪商依田直吉の邸宅（中瀬は屋号）です。
なまこ壁通り：なまこ壁は壁面に四角い平瓦をならべて張り、そのつぎ目
を漆喰でかまぼこ型に盛り上げる技法です。防火、防風に優れています。
伊豆の長八美術館：入江長八は1815年松崎村に生まれ、12才で左官棟梁に
弟子入りし19才の時江戸へ出て狩野派の絵を学び、漆喰を以て絵を画き
あるいは彫塑して華麗な色彩を施し、独特の芸術を完成させました。彼
の作品はなんとも独特の世界でした。
岩科（いわしな）学校：明治6年岩科村戸長佐藤源吉が中央の教育に負ける
なと私財を投じ開設し、その後寄付金が集められ明治13年に現在の校舎
が完成しました。なまこ壁や唐破風などの日本の伝統的様式にアーチ型
の窓や半円形のバルコニーといった洋風を取りいれた伊豆地区最古の小
学校で、重要文化財に指定されています。庭の売店で桜餅を買い車中で食べました。
桜餅に使われる桜葉漬けは全国の約７割が松崎町で生産されています。
蛇石（じゃいし）峠：名の通りぐねぐね道を走って南伊豆へ。
下賀茂温泉（ホテル河内屋）
：こじんまりとしたお宿ですが、竹製温泉冷却装置「湯雨竹」で加水せず
100％の源泉かけ流しの温泉です。夕食は食前酒のみかん酒、近郊でとれた金目鯛のお料理等、海の
幸満載でした。
9月24日
9:00ホテルを出発し、下田へ。
唐人お吉の墓：宝福寺にあります。お吉の写真を見ると目元のぱっちりした西洋風の顔立ちでした。領
事館に召された給仕女は５人いましたが、お吉（当時17才）がハリスに気に入られたのもうなずけるよ
うな気がしました。なぜか境内に坂本竜馬の像があります。前土佐藩山内陽堂と勝海舟がこの寺で会
い、坂本竜馬の脱藩の罪が許されたそうです。
玉泉寺：安政3年（1856年）ハリス総領事はこの寺に米国総領事館を開設し、以来２年10か月間、星条旗
が掲揚されました。ハリスは栄養をつけるため牛乳を所望したといわれ、それが日本での牛乳飲料の
始まりとされています。私たちも寺で牛乳を美味しく頂きました。又境内には牛肉を得るため日本で
初めて屠殺が行われた杉の木が残っています。下田の地も幕末開国の激動の中にあったのだなーと実
感させられました。
河津（かわづ）バガテル公園：パリ市にある『パリ・バガテル公園』の姉妹園としてオープンし、ブロー
ニュの森にあるローズガーデンを忠実に再現しています。残念なことにバラの花が殆ど咲いていない
時期でした。パリ市から寄贈されたモネゆかりの睡蓮を鑑賞しました。
河津桜：下賀茂温泉がある南伊豆町、河津町の桜は早咲きで2月初旬～3月初旬が見頃です。桜と周辺の
菜の花畑のコントラストは絶景とのことです。その河津桜の原木（昭和30年偶然発見されました）を見
に民家の庭先に寄りました。

・・・ 63

京都小児科医会会報No. 63

河津七滝ループ橋：天城山系は土砂崩れで道路が寸断される
ことが多く、この橋を建設しました。高低差45m、２回転
の間円形ループ橋です。
河津七滝（ななだる）
：河津では滝のことを「水が垂れる」と
いう意味で垂水（たるみ）と呼んでいたため「ななだる」と
呼びます。７つの滝（奥から釜、エビ、蛇、初景、カニ、出合、
河津大滝）がありますが、少々お疲れだったので後半３つ
の滝のみ見学しました。お昼は滝の近くの食堂で天城そばを食べました。天城を超え、伊豆中央道に
入る手前でリクエストがあり、小戸橋製菓本店に寄って“うりぼう”最中を買いました。
狩野川放水路：狩野川（天城山系にその源を発し、北流します。）は度々氾濫し水害の被害が多かったので、
放水路が建設されました（1965年完成）。この開放水路（約３km）は伊豆の国市で狩野川から分流し（通
常は分流堰のゲートは閉鎖）、途中２つのトンネルを経て沼津市の江浦湾につながっています。水路
に沿って走り海側の排水口を見学し、その後三島に向かいました。
佐野美術館：創立者佐野隆一の日本刀コレクションで有名ですが、この日は葛飾北斎と歌川広重の東海
道をたどる浮世絵の比較展示をしていました。隣接の回遊式の日本庭園「隆泉苑」を散歩しました。
柿田川湧水群：柿田川公園内にあります。富士山や御殿地方
に降った雨や雪は約8500年前の富士山爆発により噴出した
溶岩流（三島溶岩流）の層で濾されて地下水となり地表に湧
き水として現れます。第一展望台では大小の数か所の湧き
間がみられ、第二展望台の湧き水は依然紡績工場が井戸と
して利用していたもので、陽の光と砂により美しい青緑色
を呈しています。大いなる自然の恵みに感動です。柿田川
は１日百万トンの水量を誇る東洋一の湧水を水源とし、周辺地域に飲料水と工業用水を供給していま
す。公園内のお豆腐屋さんでお豆腐を買いました（この湧水を使っているので美味しいはずです。）
17:48三島駅を“ひかり”で出発、19:45京都駅着お疲れさまでした。
今回も見どころ満載（予定外の行程が多かった？）又運転手さんから地元ならではのエピソードの数々を
聞くことができ楽しい旅になりました。

静岡、伊豆俳句紀行
福原 宏一

旅立ちや弁当に添へ冷凍茶
野辺に立ち旅人迎ふ曼珠沙華
高き穂や豊かに実る古代米
火錐びゆんびゆん竃ぱちぱち燃え上り
弥生土器新米ふつくら蒸し上り
神殿に五穀奉げて秋祭
ハンカチの絵文字楽しきいろは歌
玄米リゾツト腹も心も暖まり
大皿に色模様成す秋野菜
秋愁ひ提灯鮟鱇とぼけ顔
野分幾度傾ぎし浜の松並木
秋の冨士天女の飛翔してみたや
いつの間の出船か秋の航静か
湧き水の坑道の池水を汲む
地の底に行水使ふ坑夫達
万華鏡長老好奇の団栗眼
漆喰の左官の神の秋景色
忠孝の掛軸子等の学ぶ秋
欄間より秋空へ翔つ千羽鶴
陳列の古き麗具や秋たけなわ
群咲いて花束となる曼珠沙華
錦秋や漆喰厚き倉屋敷
森深き間道を行く秋の暮
せいろ蒸湯気香ぐわしき秋野菜
彼岸花お吉の墓は風化石
冷えし乳ハリスの寺で一休み
高き天丸み帯びたる海の涯
旅に会ふ伊豆の踊子黄の薔薇
山装ふしやれた二重のループ橋
岩滑り滝に飛び込み水潜り
甘酒や山の茶店の味自慢
白秋や枯れてわびしき分水路
浮世絵の雨雪人の暮しぶり
富士湧水噴きてたちまち清き川
夕富士に送られ月に迎へられ
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■

休診閑話 
1973年の昇格
林小児科循環器科

林

鐘

声

小松左京の日本沈没が出版された1973年は、ニ

年に弱冠20歳の時にシャトー元詰めを提言し、24

クソンショックによる相場変動制に日本経済がよ

年にはそれを実施することで自らのワインを品質

うやく対応しつつあった矢先に追い打ちをかける

保証し、それを記念してワインのエチケットに画

ように中東戦争によるオイルショックが加わり物

家の絵を載せた。画家の絵を載せることは酒商の

価が狂乱し、1970年の大阪万博が日本の高度経済

反対にあってしばらく中断したが、45年以降は毎

成長の最後の象徴であったと多くの人が考えた年

年違う画家によるエチケットは続いている。全て

であった。

のシャトーワインがシャトー元詰めとなったのは

同じ年、フランスではボルドーワインの値崩れ

70年代後半である。早くから不正を危惧し品質保

が生じた。1970年の世紀の当たり年にあやかって

証に努めてきたシャトーが、品質保証を裏切る不

71年、72年の値付けを高くしたために消費者か

祥事が明るみに出る直前の6月に昇格を認められ

ら疑問が呈されていたにもかかわらず、73年も性

ていたのは奇縁があったという他にない。

懲りもなく高い値付けをしていたところ、オイル

1855年の格付けでムートン・ロートシルトは本

ショックに加え、売りに出していた酒商
（ネゴシア

来１級と見做されていたにもかかわらずに２級と

ン）
の不正が発覚したためであった。ボルドーの酒

なった表向きの理由はブドウ畑が荒れていたため

商は巨大な企業であり、シャトーを所有している

とされているが、英国の金融業者であるロートシ

か、あるいは販売を請け負い、その一方で、農家

ルト家（ネイサン・ロートシルトの息子）が53年に

から樽買いしたワインをブレンドしてジェネリッ

買ったことへの反発によるというのが大方の見方

ク
（地域）
ワインや村名ワインを売り出すことを商

である。ネイサンはワーテルローの戦いで、ナポ

売としている。南仏の格安ワインをボルドーワイ

レオンが英国連合軍に勝ったかのように英国公債

ンにブレンドし、政治家を巻き込んでのスキャン

の全てを売り払うというフェイクな動きを見せ、

ダルとなり、ウォーターゲイト事件ならぬワイン

周りが同調して値下がりした公債を大量に買い占

ゲイト事件と呼ばれた。廃業に追い込まれた酒商

め大儲けした金融業者である。

も出る中、ジネステ社は１級のシャトー・マルゴー

格付けが決定した時の当主ナサニエルの言葉は

を、クルーズ社は５級のシャトー・ポンテ・カネ

「われ１級たりえず、されど２級たることを潔し

を手放さざるを得なくなった。かたや、
２級のムー

とせず。われムートンなり。」昇格した時の当主

トン・ロートシルトが１級に昇格した。初代当主

フィリップはピカソに描かせたエチケットに「わ

以来４代に亘って昇格のためにロビー活動を展開

れは１級なり、かつては２級なりき、されどムー

し、最終的にはロートシルト家と縁のあったポン

トンは変わらず。」という言葉を添えた。この２

ピドゥーが1969年から大統領となったことが大き

つの強い自尊心に溢れた言葉を知った時の背筋が

く有利に働いた。この時の当主フィリップは、22

伸びる思いは忘れられない。
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■

理事会報告


第１回 理事会（平成30年度
平成30年5月11日（金）14時～

出席：藤田、竹内、吉岡、栗山、長谷川、有井、禹、木﨑、黒田、
小谷、天満、東道、林、藤原、松尾、松田、若園、長村、
西小森、安野
欠席：秋山、山内、川勝、岸田、清澤、森本
会長挨拶：藤田会長

第１回）
医師会館

報告事項
１．入会・退会 平成30年3月9日以降
（入会）太田武志（府立医大）
多加喜望（府立医大）
（異動）
（退会）荒井信美（西陣）

4月22日にシンポジウム行った。
「安全な医療とは？」がテーマ。
310名参加あり。
８．京都府医師会から 松田理事
麻疹流行もワクチン単独ない状態であると。
９．日本小児科医会から 藤田会長
来年の準備のために、横浜のフォーラムに参加してほしい。
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
栗山副会長
4月25日に第５回プログラム委員会を開催（資料）
11．保険医協会から 有井理事
定期総会のあとの講演会は、京都大学総長の山極先生の予定。


（死亡）飯田久代（左京）平成30年2月3日ご逝去
平成30年5月11日現在の会員数 300名
２．共催・後援の会
①京都 RS ウィルス感染症学術講演（後援）
日時：平成30年3月10日（土）
場所：アランヴェールホテル京都
特別講演「RS ウィルス感染症に対しての取り組み」
横浜市立大学付属市民総合医療センター
小児総合医療センター 助教 清水博之先生
10名程の参加であった。
②京都府がん拠点病院公開シンポジウム（後援）
日時：平成30年3月17日（土）
場所：京都烏丸コンベンションホール
主催：京都府
③診療内容向上会（共催）
平成30年3月31日（土）メルパルク京都
解説「保険点数の留意事項と最近の審査事情」安野理事
特別講演１「妊産婦のメンタルヘルスと子どものそだち」
メンタルクリニックあいりす 院長 吉田敬子先生
特別講演２「開業医が実施する舌下免疫療法
－アレルギー診療を変える新しい風－」
成城ささもと小児科・アレルギー科 院長 笹本明義先生
参加は90名で、精神科、内科、耳鼻科の先生も来られて
いた。
④産婦人科・小児科合同研修会（共催）
日時：4月21日（土）
場所：京都医師会館212・213会議室
特別講演
「診療科を超えて考える 子宮頸がんワクチン問題」
演者：ジャーナリスト京都大学医学研究科
非常勤講師 村中璃子先生
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田会長
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 林理事
運動器検診の実態調査に対し、京都府の協力をとれたので、
6月にアンケートをする予定。
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

12．子育て支援委員会
平成30年4月23日（月）14時 京都府医師会館会議室
【報告事項】
１．第４回京都小児在宅医療実技講習会
日時：平成30年3月3日（土）14時～17時
場所：京都府医師会館
参加者：医師15名、看護師等18名、その他2名
２．平成29年度京都府在宅療養児支援フォーラム
日時：平成30年3月24日（土）13時30分～15時30分
場所：ルビノ堀川２階 加茂の間
基調講演：講師 社会福祉法人むそう 戸枝陽基氏
厚労省科研事業前田班研究協力員・
永田町子ども未来会議メンバー
パネルディスカッション 座長：宮野前健
パネリスト：京都府医師会
訪問看護ステーション協会
京都府障害者支援課
参加者：約80名
３．第33回子どものこころと身体懇話会
（平井、
幸道、
大前）
（資料１）
日時：平成30年3月17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：母乳育児支援を考える
（母子にやさしい育児支援とは？）
症例検討「母乳育児支援の関わり方の実際（助産師訪問
の事例から）」
（公社）京都府助産師会・なこ助産院 東野直美
特別講演「母乳育児支援のための基礎知識（小児科医の
立場から）」
舞鶴共済病院 臨床検査科 部長 増田淳司
参加者：28名（小児科医23、
小児科以外医師１、
行政関係４）
【協議事項】
１．日本小児科医会総会フォーラム
日時：令和元年6月9日（日）9時～11時
場所：京都テルサ
テーマ：子育ての精神保健～子育てに悩む親とともに～
１）周産期の精神保健
精神科の立場から：メンタルクリニックあいりす
吉田敬子先生
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小児科の立場から：独立行政法人国立病院機構
長崎病院小児科 錦井友美先生
２）乳児期の愛着形成
（子どものこころの診療所 山崎知克先生）
３）親の発達症（発達障害）（花園大学 橋本和明）
２．平成30年度すくすく教室
第１回乳幼児の病気について 9月26日
京都市こども若者はぐぐみ局子ども若者みらい部
部長 有本晃子先生
第４回乳幼児の心の発達について 10月17日
京都八幡病院 小椋香苗先生
３．第34回子どものこころと身体懇話会
日時：平成30年10月13日（土）15時～17時30分
場所：第二日赤
テーマと講師：検討中
４．平成30年度子どもの健康週間
日時：平成30年10月27日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
テーマと講師：検討中

13．その他

協議事項
１．次年度総会 について（資料）
6月2日（土）ホテル日航プリンセス
16時
受付開始
16時30分 総会
議長
平成29年度 事業報告、会計報告、会計監査報告
次期会長選挙
平成30年度 事業計画案、予算案
17時10分 情報提供 マルホ
17時20分 特別講演
「乳児アトピー性皮膚炎～早期積極的治療により食物ア
レルギーを予防できるか（PACI Study）～」
京都府立医科大学 小児科 土屋邦彦先生
（座長 安野理事）
「日常の小児科診療に役立つ小児整形外科疾患の知識」
聖ヨゼフ医療福祉センター 副院長 小島保二先生
（座長 林理事）
19時20分 意見交換会
会費：無料
２．共催・後援依頼
３．平成30年度（第40回）母子保健奨励賞の受賞候補者の推薦
について（資料）

第２回 理事会（平成30年度 第２回）
平成30年7月21日（土）18時～ 日航プリンセス「翡翠苑」
出席：藤田、吉岡、栗山、長谷川、浅井、川勝、木﨑、岸田、黒田、
小谷、松尾、松田、若園
欠席：竹内、秋山、有井、禹、長村、清澤、天満、東道、西小森、
林、藤原、森本、安野、山内
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 平成30年5月11日以降
（入会）土屋邦彦（府立医大）
山田武彦（下西）清水医院
石田宏之（中西）京都市立病院
早野尚志（左京）小児科早野医院
浅井康一（伏見）京都医療センター
上杉まどか（上東）京都第二赤十字病院
山村玲理（西陣）聖ヨゼフ医療福祉センター
（異動）三沢あき子（乙訓）乙訓保健所

→（相楽）山城南保健所
（退会）井川千代子（東山）
（死亡）大久保雄二郎（左京）平成30年7月1日ご逝去
平成30年7月21日現在の会員数 305名
２．共催・後援の会
①総会（共催）
6月2日（土）ホテル日航プリンセス
特別講演「乳児アトピー性皮膚炎～早期積極的治療に
より食物アレルギーを予防できるか（PACI
Study）～」
京都府立医科大学 小児科 土屋邦彦先生
（座長 安野理事）

「日常の小児科診療に役立つ小児整形外科疾患の知識」
聖ヨゼフ医療福祉センター 副院長 小島保二先生
（座長 林理事）
②第25回京都小児科医会感染症研究会
5月19日（土）TKP 四条烏丸カンファレンスセンター
特別講演「ワクチン普及により変化する感染症と今後の課題
－基礎疾患を有する小児への対応も含めて－」
千葉大学真菌医学研究センター 感染症制御分野 准教授
石和田稔彦先生
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田会長
小児科での在宅医療の問題点の検討をした。
8月には保育園の意見聞く予定。
４．府医 京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
インフルエンザの新しい薬採用となる。
５．府医 学校保健委員会 松田理事
運動器検診、熱中症の注意点などの通達出した。
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
京都医学会が9月30日にある。
７．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
５年ぶりにアンケートする予定。
８．京都府医師会から 松田理事
尿検査と蟯虫検査をプール前にしてる私立の幼稚園あり。
９．日本小児科医会から 藤田会長
横浜で理事会あり、松平会長から上川会長に変更。
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
栗山副会長
6月14日に第６回プログラム委員会を開催（資料）
7月10日に第７回プログラム委員会を開催（資料）
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次回は8月8日の予定
11．保険医協会から 有井理事

12．子育て支援委員会
平成30年6月25日（月）14時 京都府医師会館会議室
【報告事項】
１．平成30年度すくすく教室
講師変更
第４回乳幼児の心の発達について 10月17日
小椋香苗先生 → 西村 陽先生（京都第一日赤新生児科）
２．日本小児科医会総会フォーラム
日時：令和元年6月9日（日）9時～11時
場所：京都テルサ
テーマ：子育ての精神保健～子育てに悩む親とともに～
１）周産期の精神保健
（ア）精神科の立場から：
メンタルクリニックあいりす 吉田敬子先生
（イ）小児科の立場から：独立行政法人国立病院機構
長崎病院小児科 錦井友美先生
２）乳児期の愛着形成：
子どものこころの診療所 山崎知克先生
３）親の発達症：花園大学 橋本和明先生
【協議事項】
１．平成30年度子どもの健康週間
日時：平成30年10月27日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
テーマ：
「安心の子育て～子どもをじょうずにほめるには～」
講演１：
「何を、どうほめる？」子どものほめかた基礎知識
京都府立医科大学小児科 全 有耳
講演２：発達障害児が園や学校で楽しく過ごすために
－自己評価を高める関わり方・ほめ方－
姫路大学大学院看護学研究所 郷間英世
共催：日本小児科学会京都地方会、京都小児科医会、
京都府医師会
２．第34回子どものこころと身体懇話会
日時：平成30年10月13日（土）
場所：第二日赤会議室 15時～17時30分
テーマ：こどもの貧困
講演１：
「子どもの貧困－海外比較からみえる日本の問題」
佛教大学社会福祉学部 教授 武内 一
講演２：格差と貧困の広がりの中で小児科医療機関のは
たす役割
かどの三条こども診療所 所長 尾崎 望
各講演に対し専門医研修単位申請予定

13．その他
①第1回抗 RS ウイルス薬適正使用検討委員会
日時：平成30年7月4日（水）14時
場所：京都府医師会館会議室
出席者：川勝秀一（国保連合）、木崎善郎（支払基金）
、
天満真二（支払基金）、伊藤陽里（京都中部医療
センター）、河井昌彦（京都大学）、長谷川龍志
（京都府立医大）、木下大介（第一日赤）、山川
孔（バプテスト）、岡野創造（京都市立病院）
、
松田義和（京都府医師会）、長谷川功（京都小
児科医会）
１．RS ウイルス感染症の現状と今季の流行状況について
（伊藤）
２．病院側からの要望
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３．審査側の事情
４．討論
RS 感染の流行は、今年の京都は7月からあり。
8月から3月はシナジス打って良い。
7月と4月は症状詳記を書けば査定されない。
小児科医会のメーリングリストで流し広報するのが
良いのでは。
②京都市立総合支援学校等における医療的ケアの安全管理
に関する会議（資料）
日時：7月9日
場所：京都市総合教育センター１階 第２研修室
③小児科医会旅行の件
9月22日（土）～24日（月祝）日本平・伊豆蓮台寺方面
④会報
原稿の締切は8月末。
理事の先生方に会報の広告掲載の依頼を企業に引き続き
お願いしていただきたい。
協議事項
１．来年新年会について
平成31年1月26日（土）京都ホテルオークラ
田辺三菱共催
「百日咳の話？」
新潟大学 小児科 斎藤昭彦先生に依頼予定
「小児科医会での希望演題」
２．第26回京都小児科医会感染症研究会
10月6日（土）ホテルオークラ
一般演題は２題
ミニレクチャー：ロタワクチン関連で
黒木春郎先生（外房こどもクリニック 院長）
特別講演：百日咳関連で
菅 秀先生（国立病院機構三重病院 副院長）
３．来年の診療内容向上会日程、共催社について
3月30日か4月6日にメルパルクで行う方向で準備を。
４．共催・後援依頼（資料）
①京都小児科フォーラム2018ジャパンワクチン（共催依頼）
9月29日（土）17時～19時10分
リーガロイヤルホテル京都
「安全なワクチン接種のために－アレルギーの視点から－」
国立病院機構三重病院 アレルギー疾患治療開発研究室長
長尾みずほ先生
（座長 藤田会長）
「ロタウィルス感染症とロタウィルスワクチン」
北海道済生会西小樽病院緑の里院長代行 堤 裕幸先生
（座長 竹内監事）
②第37回京都府小児保健研究会（後援依頼）
9月9日（日）13時～16時
京都大学医学部付属病院臨床講堂１階 第一臨床講堂
テーマ「遠隔医療とオンライン診療」
第一部は長谷川高志先生の講演
第二部はシンポジウム形式で行う予定
③平成30年度京都府予防接種研修会（共催依頼）
9月27日（木）14時30分～16時30分
京都府医師会館３階310会議室
「予防接種に関する最近のはなし（仮）」
ふじおか小児科 院長 藤岡雅司先生
全て承認された
５．平成30年度地域エコチル調査運営協議会メンバーの交代に
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ついて（資料）
左京区の先生のご交代を検討。
小児科医会からは藤田会長、北区は禹先生、左京区はいま
まで有井先生。
運営協議会 平成30年10月4日（木）14時～15時頃

場所：キャンパスプラザ京都２階第一会議室
川勝先生に依頼
６．日本小児科医連盟「成育医療等基本法成立に向けた議員連盟」
国会議員様方への入会働きかけのお願い（資料）

第３回 理事会（平成30年度
平成30年9月14日（金）14時～
出席：藤田、竹内、栗山、長谷川、浅井、有井、禹、長村、木﨑、
岸田、清澤、黒田、天満、東道、林、松尾、松田、森本、
安野、山内、
欠席：吉岡、川勝、小谷、西小森、藤原、若園
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会

平成30年7月21日以降 305から

（入会）原島知恵（中京東部）御所南はらしまクリニック
松井史裕（亀岡）まついこどもクリニック
（異動）平家俊男 京都大学→尼崎総合医療センター
榊原敏記（乙訓）済生会京都府病院
→（綴喜）男山病院
福原正太 府立医大
→（舞鶴）京都府立舞鶴こども療育センター
平成30年9月14日現在の会員数 307名
２．共催・後援の会
①第37回京都府小児保健研究会
9月9日（日）13時～16時
京都大学医学部付属病院臨床講堂１階 第一臨床講堂
テーマ「遠隔医療とオンライン診療」
第一部は長谷川高志先生の講演
第二部はシンポジウム形式
②京都産婦人科医会9月学術研修会（後援依頼 もれ）
9月8日（土）14時30分～
京都府医師会館211会議室
開催テーマ：働き方改革を見据えたキャリアアップ
【招請講演】
演題：『働き方改革がめざすもの～堀場製作所の取組』
堀場製作所理事 管理本部 CSR 担当
HORIBA COLLEGE 学長 野崎治子氏
【特別講演】演題：『女性医師のライフプラン』
九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学（婦人科学産
科学）教授 加藤聖子氏
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田会長
在宅医療の委員に、辻先生、京大河合先生、ヨゼフ吉田先生
になってもらう。
４．府医 京都市急病診療所運営委員会 長村理事
５．府医 学校保健委員会 林理事
脊柱側湾症の検査で、京都府で上半身裸にならない学校７
割あり。
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
9月30日に京都医学会あり。
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
インフルエンザワクチン４価に代わってから製造遅れてい

第３回）
医師会館

る。総本数は昨年以上の予定。
９．日本小児科医会から 藤田会長
9月9日（日）第３回通常理事会（資料）
就学時健診に関するアンケートのお願い（資料）
日本小児科医会会報広告掲載要項（資料）
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
栗山副会長
8月8日に第８回プログラム委員会を開催（資料）
9月11日に第９回プログラム委員会を開催（資料）
開催準備業務に関する委託契約書（資料）
11．保険医協会から 有井理事
垣田理事長脳出血の後リハビリテーション中である。
7月29日に総会あった。

12．子育て支援委員会
平成30年8月19日（日）18時
出席：有井、有本、大前、幸道、坂田、鍋田、平井、三沢、
山内、長谷川
【報告事項】
１．日本小児科医会総会フォーラム（長谷川）
日時：令和元年6月9日（日）9時～11時
場所：京都テルサ
テーマ：子育ての精神保健～子育てに悩む親とともに～
日本小児科医会「子どもの心」研修単位の申請
座長：有井、長谷川
【協議事項】
１．平成30年度子どもの健康週間（山内、有本）
日時：平成30年10月27日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
テーマ：
「安心の子育て～子どもをじょうずにほめるに
は～」
講演１：
「何を、どうほめる？」子どものほめかた基礎
知識
京都府立医科大学小児科 全 有耳
講演２：発達障害児が園や学校で楽しく過ごすために
－自己評価を高める関わり方・ほめ方－
姫路大学大学院看護学研究科 郷間英世
共催：日本小児科学会京都地方会、京都小児科医会、
京都府医師会
＊司会：有本先生
２．第34回子どものこころと身体懇話会（平井、大前、幸道）
日時：平成30年10月13日（土）
場所：第二日赤会議室
テーマ：こどもの貧困について
講演１：子どもの貧困－海外比較からみえる日本の問題
佛教大学社会福祉学部 教授 武内 一

・・・ 69

京都小児科医会会報No. 63

講演２：格差と貧困の広がりの中で小児科医療機関のは
たす役割
かどの三条こども診療所 所長 尾崎 望
日本小児科学会／日本専門医機構 専門医小児科領域講
習各講演１単位承認済み

13．その他
①RS ウイルス流行期間の広報について（長谷川副会長）
今年度は8月から4月を流行期とし、7月と5月は症状詳記
書けば審査通る。
病院には病院ネットワークで知らせるが、開業医への広
報は難しい。
②第35回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会（資料）
日時：平成30年11月17日（土）
協議会 15時30分～17時30分
懇親会 17時30分～19時30分
場所：ホテルグランヴィア和歌山
活動状況報告資料について
③小児科医会会報の進捗状況（禹理事）
④小児リハビリテーション関連施設一覧（資料回覧）
協議事項
１．次年度新年会について（資料）
平成31年1月26日（土）京都ホテルオークラ
田辺三菱共催
「国内で、海外渡航で、百日咳対策もお忘れなく！」
JA 静岡厚生連静岡厚生病院 小児科 診療長 田中年博先生
座長は浅井理事に決定
「（仮）小児のてんかんの最新治療」
京都府立医科大学 小児科 助教 千代延友裕先生
座長は長村理事に決定
２．診療内容向上会について
平成31年3月30日（土）メルパルク京都
鳥居薬品共催
みやぎ心のケアセンターの福地 成先生を第一候補にしたい。
災害、事故、いじめの PTSD のファーストエイドの話。
第二候補はいじめの話を教育委員会の弁護士を検討。
もう一題は鳥居薬品の推薦に任せる。
３．感染症研究会について（資料）
平成30年10月6日（土）京都ホテルオークラ
MSD 共催
症例報告２例
ミニレクチャー「ロタウイルス胃腸炎の動向と予防」
医療法人社団 嗣業の会 外房こどもクリニック 院長
黒木春郎先生
特別講演「日本の百日咳を考える～ワクチンの果たした役
割とこれからの接種戦略～」
国立病院機構 三重病院 副院長 菅 秀先生
第27回研究会 詳細は未定ですが例年通り5月頃の開催。
共催はジャパンワクチンの予定。
第28回研究会 MSD 共催で10月12日（土）ホテルオークラ
の予定。
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４．共催・後援依頼（資料）
①インフルエンザ治療フォーラム in Kyoto 第一三共（共
催依頼）＜資料なし＞
12月1日（土）15時～16時30分
TKP 京都四条駅前カンファレンスセンター
「インフルエンザ治療の最新の話題（案）」
東京大学医科学研究所 感染・免疫部門 ウィルス感染分野
教授 山下 誠
座長とクロージングを小児科医会からと依頼あり
②日本保育保健協議会生涯研修システム平成30年度近畿
（第５）ブロック研修会
平成31年1月20日（日）10時～16時
京都府医師会館
講演１（座長 辻 幸子）：
「『保育所における感染症対策ガイドライン2018』の改
訂点」
三沢あき子（京都府山城南保健所）
講演２（座長 辻 幸子）：
「子どもの耳・鼻・のどについて」
京都府耳鼻咽喉科専門医会 平杉嘉平太（耳鼻咽喉科
平杉クリニック）
ランチョンセミナー（座長 吉岡 博）
「保育現場における感染症対策とワクチンについて」
高屋和志（高屋こども診療所）
講演３（座長 禹 満）
「子どもの眼の健康について」
京都府眼科医会 柏井真理子（柏井医院）
講演４（座長 禹 満）
「哺乳から捕食へ～口の役割～」
京都府歯科医師会 岸本知弘（きしもと歯科医院）
③第11回京都こども皮膚病カンファレンス（マルホと共催
依頼）
平成30年10月25日（木）18時50分～20時35分
京都ホテルオークラ
講演１「小児アトピー性皮膚炎の“難治例”への対応」
名古屋医療センター小児科医長 二村昌樹
講演２「アトピー性皮肩炎の予防と治療の考え方～角層
pH のお話から日常診療まで～」
大分大学医学部皮膚科学講座教授 波多野豊
全て承認
５．京都府周産期死亡症例検討会委員の件
健康福祉部医療課が主体となり、第一日赤に調査を委嘱
死産と出生後の死亡について、中部医療センターの伊藤先
生に依頼
６．次回診療報酬改定要望事項の日本小児科医会への提出につ
いて（資料）
日本小児科医会社会保険全国委員会
平成31年2月24日（日）、場所未定
長谷川副会長に依頼
７．基金・国保審査委員会連絡会の検討事項についての照会
尿沈渣および染色標本加算について
①取り扱いを成人と小児で分けるかどうか
②分ける場合はその理由や対象年齢について
川勝理事に依頼
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第４回 理事会（平成30年度
平成30年11月9日（金）14時～

出席：藤田、吉岡、栗山、長谷川、長村、木﨑、岸田、清澤、黒田、
天満、東道、林、松尾、松田、若園
欠席：竹内、浅井、 有 井、 禹、 川 勝、 小 谷、 西 小 森、 藤 原、
森本、安野、山内
会長挨拶：藤田会長

第４回）
医師会館

報告事項
１．入会・退会 平成30年9月14日以降
（入会）
（異動）髙木寛敬（中京東部）高木小児科医院 閉院
（死亡）樋垣泰伸（亀岡）ひがき小児科医院

平成30年11月7日ご逝去
平成30年11月7日現在の会員数 306名
２．共催・後援の会
①平成30年度京都府予防接種研修会 京都府医師会館

今年の京都医学会は台風のため中止になった。
来年の特別講演は新たに考える（医療と AI を考えていま
す）ことになりました。
シンポジウムは府立医大に新たに出来た陽子線治療等につ
いて、生涯教育セミナーにシフトすることになりました。
一般演題については、京都医学会雑誌に投稿していただく
ようお願いすることになりました。
７．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
アンケート調査をするのでぜひ出してほしい。
８．京都府医師会 松田理事
BCG ヒ素混入の件について。
９．日本小児科医会から 藤田会長
平成30年11月3日（土祝）
第４回日本小児科医会中部近畿合同ブロック協議会
会議場：岐阜市 じゅうろくプラザ

9月27日（木）大阪小児科医会の藤岡先生の話、開業医
の立場で実際的で役に立った。
②京都小児科フォーラム2018
9月29日（土）17時～19時10分
リーガロイヤルホテル京都
「安全なワクチン接種のために－アレルギーの視点から－」
国立病院機構三重病院 アレルギー疾患治療開発研究室長
長尾みずほ先生
（座長 藤田会長）
「ロタウィルス感染症とロタウィルスワクチン」
北海道済生会西小樽病院緑の里院長代行 堤 裕幸先生
（座長 竹内監事）
③第26回感染症研究会
10月6日（土）京都ホテルオークラ
症例報告２例
ミニレクチャー「ロタウイルス胃腸炎の動向と予防」
医療法人社団 嗣業の会 外房こどもクリニック
院長 黒木春郎先生
特別講演「日本の百日咳を考える～ワクチンの果たした
役割とこれからの接種戦略～」
国立病院機構 三重病院 副院長 菅 秀先生
参加者75名。
④第11回京都こども皮膚病カンファレンス
10月25日（木）京都ホテルオークラ
講演１「小児アトピー性皮膚炎の“難治例”への対応」
名古屋医療センター小児科医長 二村昌樹
講演２「アトピー性皮肩炎の予防と治療の考え方～角層
pH のお話から日常診療まで～」
大分大学医学部皮膚科学講座教授 波多野豊
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田会長
４．府医 京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
来年のゴールデンウイーク10連休の運営について。
小児科医会でも協力する。
５．府医 学校保健委員会 林理事
夏あけにアンケートとり70％返ってきてる。11月に委員会
で解析し答申出す予定。
就学時検診で発達障害の子を見つけるように。
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事

司会進行：日本小児科医会中部ブロック長 嶋尾 智
１．日本小児科医会副会長挨拶 武知哲久先生
２．日本小児科医会近畿ブロック長挨拶 藤田克寿先生
３．協議事項
１）各府県小児科医会の活動について
（各県５分×11（２県欠席）：55分）
２）今年度診療報酬改定に関する意見交換（15分）
３）予防接種関連事項に関する意見交換（25分）
富田林市の同時予防接種料金に関する裁判判決報告
藤岡雅司先生
４）その他（10分）
今後の合同ブロック協議会運営方針について
４．報告事項
日本小児科医会委員会報告（15分）
５．閉会（18時00分）
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
栗山副会長
10月10日に第10回プログラム委員会を開催（資料）
11月6日に第11回プログラム委員会を開催（資料）
11．保険医協会から 有井理事（資料）
12月2日（日）14時 こどもみらい館
講演：安心して子育てできる京都に「小児科医が語る子ど
もの貧困と医療費」

12．子育て支援委員会
平成30年10月22日（月）14時 京都府医師会館
出席：有井、有本、大前、幸道、坂田、鍋田、平井、三沢、
山内、長谷川
【報告事項】
２．日本小児科医会総会フォーラム（長谷川）
日時：令和元年6月9日（日）9時～11時
場所：京都テルサ
テーマ：子育ての精神保健～子育てに悩む親とともに～
１）周産期の精神保健
①「精神科の立場から（仮）」
メンタルクリニックあいりす 吉田敬子先生
②「小児科の立場から（仮）」
独立行政法人国立病院機構長崎病院小児科
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錦井友美先生
２）乳児期の愛着形成 子どものこころの診療所
山崎知克先生
「愛着の機能とその状態について」
３）親の発達症 花園大学 橋本和明先生
「発達障害のある保護者の子育て支援」
３．第34回子どものこころと身体懇話会（平井、大前、幸道）
日時：平成30年10月13日（土）
場所：第二日赤会議室
テーマ：こどもの貧困について
講演１：子どもの貧困－海外比較からみえる日本の問題
佛教大学社会福祉学部 教授 武内 一
講演２：格差と貧困の広がりの中で小児科医療機関のは
たす役割
かどの三条こども診療所 所長 尾崎 望
参加者：35名
４．平成30年度子どもの健康週間（山内、有本）
日時：平成30年10月27日（土）14時～16時30分
場所：こどもみらい館
テーマ：
「安心の子育て～子どもをじょうずにほめるには～」
講演１：
「何を、どうほめる？」子どものほめかた基礎知識
京都府立医科大学小児科 全 有耳
講演２：発達障害児が園や学校で楽しく過ごすために
－自己評価を高める関わり方・ほめ方－
姫路大学大学院看護学研究科 郷間英世
参加者：107名（うち医療関係者10人）
過去最高の参加者数であった。
【協議事項】
１．第35回子どものこころと身体懇話会
（平井、大前、幸道）
日時：平成31年3月16日（土）
場所：第二日赤会議室
テーマ：検討中
講師：

13．その他
①京都府医療課から、若手医師向けの研修会の企画がない
かとの問い合わせあり。
現在、来年度の予算を作成されているところで、将来に
小児科・産婦人科になる人材を確保するためのリクルー
トのような企画に予算付けするとのこと。
年300万円予算おりてる。医師会と小児科医会で協力す
るか検討中。
②第35回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
日時：平成30年11月17日（土）
協議会 15時30分～17時30分
懇親会 17時30分～19時30分
場所：ホテルグランヴィア和歌山
③母子保健奨励賞の受賞の件（資料）
④会報第62号発刊と収支の報告（禹理事）（資料）
⑤京都府第２回病児保育事業検討会（回覧資料）
一般保育園の中に、病児室をつくる方向も検討中。
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協議事項
１．次年度新年会について（資料）
平成31年1月26日（土）15時50分 京都ホテルオークラ
田辺三菱共催
「小児てんかん診療アップデート」
京都府立医科大学 小児科 学内講師 千代延友裕先生
「国内で、海外渡航で、百日咳対策もお忘れなく！」
JA 静岡厚生連静岡厚生病院 小児科 診療長 田中年博先生
会費 1,000円
２．診療内容向上会について（資料）
平成31年3月30日（土）メルパルク京都
鳥居薬品共催
解説「（仮）保険点数の留意事項と最近の審査事情」
講演１「（仮）災害、緊急時にかかりつけ医は？」
なる
みやぎ心のケアセンター 児童精神科医 福地 成先生
講演２「（仮）小児科領域におけるアレルゲン免疫療法の
実際（鳥居薬品推薦）」
来年6月1日の総会で京大小児科教授に就任された滝田教授
に講演依頼をする。
３．感染症研究会について
第27回は令和元年5月18日（土）
TKP 四条烏丸駅前カンファレンスセンター
ジャパンワクチン共催。特別講演は検討中。
４．共催・後援依頼（資料）
①インフルエンザ治療フォーラム in Kyoto 第一三共
（共催依頼）
12月1日（土）15時～16時30分
TKP 京都四条駅前カンファレンスセンター
「より有効なインフルエンザの治療と予防を目指して」
東京大学医科学研究所 感染・免疫部門 ウィルス感染分野
教授 山下 誠
座長とクロージングを小児科医会からと依頼あり
座長松尾理事、クロージング藤田会長
② EA ファーマから、モビコール配合内服剤発売に向けて
研究会を企画したいと申し出あり。
（資料なし）
③第32回京滋新生児成育研究会
平成31年2月2日（土）15時～18時
全て了承
５．京都腎臓医会設立記念学術講演会（資料）
日時：平成30年12月9日（日）10時30分～12時30分
場所：京都府医師会館６階
パーティー：ANA クラウンプラザホテル京都
川勝理事に会長代理で依頼
御祝い金？は他の医会の様子を見て検討
６．第５回京都小児在宅医療実技講習会への小児科医会からの
参加者派遣について（資料）
（長谷川副会長）
府医地域医療課よりの依頼。
参加者に偏りがないよう広く募りたいとのことで、小児科
医会からは５名依頼
藤田会長、天満理事、松尾理事を推薦
７．厚労省平成30年度「小児在宅医療に関する人材養成講習会」
の受講者推薦について（資料）
（長谷川副会長）
亀岡の松井先生、府立医大の長谷川先生、松田理事を推薦。
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第５回 理事会（平成30年度
平成31年1月11日（金）14時～

出席：藤田、吉岡、栗山、長谷川、浅井、長村、川勝、木﨑、
岸田、小谷、清澤、黒田、天満、東道、西小森、林、藤原、
松尾、松田、森本、安野、山内、若園
欠席：竹内、有井、禹
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 平成30年9月14日以降
なし
平成31年1月10日現在の会員数 306名
２．共催・後援の会
①インフルエンザ治療フォーラム in Kyoto 第一三共
（共催依頼）
12月1日（土）15時～16時30分
TKP 京都四条駅前カンファレンスセンター
「より有効なインフルエンザの治療と予防を目指して」
東京大学医科学研究所 感染・免疫部門 ウィルス感染分野
教授 山下 誠
３．府医 乳幼児保健委員会 長谷川副会長
１．第５回小児在宅医療実技講習会
日時：平成31年3月2日（土）15時～18時
場所：京都府医師会館
参加者：府医から各地区医師会、小児科医会に参加者派
遣依頼
２．医療的ケア児の地域別実数把握に関するアンケート調査
（資料）
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 林理事
答申が来週に出る予定。
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
京都医学会の特別講演は AI の話の予定。シンポジウムは
災害の話の予定。
７．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
2月26日に講演会あり。在宅医療の話。
８．京都府医師会から 松田理事
国が成人男性の MR ワクチンを推奨し、4月1日から始め
る予定。
９．日本小児科医会から 藤田会長
成育基本法が通った。
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
栗山副会長
12月4日に第12回プログラム委員会を開催（資料）
1月8日に第13回プログラム委員会を開催（資料）
11．保険医協会から 松尾理事

12．平成30年度 第５回（第112回）子育て支援委員会
平成30年12月17日（月）14時 京都府医師会館
【報告事項】
１．日本小児科医会総会フォーラム（長谷川）
日時：令和元年6月9日（日）9時～11時
場所：京都テルサ
テーマ：子育ての精神保健～子育てに悩む親とともに～
１）「周産期からの精神保健における小児科医の役割」

第５回）
医師会館

演者：錦井友美（国立病院機構長崎病院 小児科）
２）「周産期精神医学の最新の知見」
演者：吉田敬子（医療法人風のすずらん会メンタルク
リニックあいりす）
３）「愛着の機能とその状態について」
演者：山崎知克（浜松市子どものこころの診療所）
４）「発達障害のある保護者の子育て支援」
演者：橋本和明（花園大学社会福祉学部臨床心理学科）
【協議事項】
１．第35回子どものこころと身体懇話会
（平井、大前、幸道）（資料）
日時：平成31年3月16日（土）15時～17時30分
場所：第二日赤Ｃ棟１階多目的室
テーマ：最近のいじめ問題
講演１：「学校に求められているいじめへの対応と現状」
立命館大学産業社会学部 教授 野田正人
講演２：「ネット社会と子どもたちの実態」
佛教大学教育学部 教授 原 清治
日本小児科学会専門医小児科領域講習それぞれ１単位申
請中

13．その他
①京都府医療課から、若手医師向けの研修会の企画がない
かとの問い合わせあり。（資料）
将来に小児科・産婦人科になる人材を確保するためのリ
クルートのような企画に予算付けされている（今年度3
月末までに執行の必要あり）。
3月の近畿小児科医会の時に、京都で小児科希望の研修
医向けの会をする方向で、担当の府立医大の森潤先生に
依頼し、話を進めている。京都府から以下のような依頼
あり。
・添付のプログラム案「第④会場ルームＩ」のアフタヌー
ンセミナーの枠に小児科医会の企画を想定
・現時点では、森先生としては、企画アイデアをお持ち
でないようでした。プログラムの〆切まであまり時間
がないとのことでしたので、可能でしたら、進め方等
を御相談させていただけないでしょうか。
※事務的な動きが必要であれば、できる限り京都府で対
応させていただく所存です。
協議事項
１．次年度新年会について
平成31年1月26日（土）15時50分 京都ホテルオークラ
田辺三菱共催
特別講演１：座長 長村理事
「小児てんかん診療アップデート」
京都府立医科大学 小児科 学内講師 千代延友裕先生
特別講演２：座長 浅井理事
「国内で、海外渡航で、百日咳対策もお忘れなく！」
JA 静岡厚生連静岡厚生病院 小児科 診療長
田中年博先生
会費 1,000円
２．診療内容向上会について（資料）
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平成31年3月30日（土）メルパルク京都
鳥居薬品共催
解説「（仮）保険点数の留意事項と最近の審査事情」
講演１ 座長 有井理事
「緊急時の子どものこころの反応とその支援」
公益社団法人 宮城県精神保健福祉協会 みやぎ心のケア
センター 副センター長 福地 成先生
講演２ 座長 浅井理事に決定
「舌下免疫療法の病診連携～病院だからできること、開
業医だからできること」
神戸市立医療センター中央市民病院 小児科 医長
岡藤郁夫先生
３．感染症研究会について
京都小児科医会感染症研究会は現在、春はジャパンワクチ
ン（JV）、秋は MSD の共催で運営開催しています。
今回ご存知の通り、JV が3月で解散されることとなり、
JV が5月18日開催予定の第27回研究会が協力できないと
言ってきました。突然のことで、今回担当の京都中部総合
医療センターの伊藤先生も大変困りましたが、何度も JV
と粘り強く交渉してくれて、次のような合意が得られまし
た。
①これまで JV にお願いしていた事務作業、つまり特別講
演演者との連絡、案内はがき郵送（通信費含む）、プロ
グラム案内の作成および配布、当日の会場運営、会場費
についてはそのまま第一三共（親会社？）に引き継いで
頂けることになりました。
②ただしその他の費用、すなわち特別講演の先生への謝礼
（講師は九州大学小児外科教授 田口智章先生）当日の交
通費および宿泊費については支出できない。
そこで申し訳ありませんが、②の費用については、小児科
医会の方でご負担いただけないでしょうか。総会などの開
催で大変な時にこのような話を持ち込んで申し訳ありませ
んが、次回理事会でのご検討をよろしくお願い申し上げま
す。
なお、秋は今のところ、MSD が協力してくれます。次々
年の春の研究会については共催メーカー探しを含めて今後
の検討課題となっています。
（藤原、浅井、若園）
４．共催・後援依頼（資料）

①第32回京滋新生児成育研究会
平成31年2月2日（土）15時～18時
日時：平成31年2月2日（土）15時～18時
場所：京都府立医科大学２階 臨床講義棟 南臨床講義室
参加費：医師2,000円 研修医・看護師など医師以外 無料
プログラム
１）一般演題 15時10分～16時10分
（発表８分、討論４分）
２）特別講演 16時20分～17時20分
＊日本小児科学会専門医 小児科領域講習 １単位
「おうちのような NICU を目指して
～個室利用と Family Centered Care を目指した提案」
愛仁会 高槻病院 新生児科 岸上 真先生
３）ミニ講演 17時20時～17時50時
「在宅療養児の地域生活を支える保健所の取り組み
～在宅人工呼吸器の先天性心疾患の事例を通して～」
京都府中丹西保健所 保健師 松本早織さん
②平成30年度京都府在宅療養児支援フォーラム
平成31年3月9日（土）14時～16時
御所西京都平安ホテル
１．講演「医療的ケア児と地域でともに生きる」
～家で暮らすために大切なこと～
ひばりクリニック院長 髙橋昭彦氏
全て了承。
５．第５回京都小児在宅医療実技講習会への小児科医会からの
参加者派遣について（資料）
藤田会長、天満先生、松尾先生に加え、早野尚志先生（左
京区）、徳弘由美子先生（右京区）を推薦
６．京都市の障害支援区分判定等審査会の委員の件（資料）
例年通りで依頼する。
７．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。任期は平成31年4月1日から令和
3年3月31日まで。
８．第16回内藤壽七郎記念賞候補者推薦依頼（資料）
今回は推薦なし。
９．京都府保険医協会と専門医会会長との懇談会（資料）
3月16日（土）懇談会 17時（京都府保険医協会会議室）
懇親会 18時45分（京都瓢斗）
栗山副会長に依頼

第６回 理事会（平成30年度 第６回）
平成31年3月8日（金）14時～ 医師会館
出席：藤田、吉岡、栗山、長谷川、浅井、有井、禹、長村、木﨑、
清澤、天満、林、藤原、松尾、松田、森本、安野、山内、
若園
欠席：竹内、川勝、岸田、黒田、小谷、東道、西小森
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 平成31年1月11日以降
（入会）滝田順子 京都大学大学院医学研究科発達小児科学
（異動）澤田 淳（中京西部）京都市子ども保健医療相談・
事故防止センター京あんしんこども館

→（左京）自宅会員
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（退会）安元優輝子（宇治久世）宇治徳洲会病院

府外へ異動のため
佐野みどり（下京西部）髙木小児科医院

廃止のため
越智京子（左京）越智医院 高齢のため
（死亡）酒井 修（西京）嵐山さかい医院

平成31年1月24日ご逝去
林 玲二（上東）自宅会員 平成31年2月1日ご逝去
平成31年3月7日現在の会員数 302名
２．共催・後援の会
①新年会（田辺三菱共催）
平成31年1月26日（土）15時50分 京都ホテルオークラ
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特別講演１：座長 長村理事
「小児てんかん診療アップデート」
京都府立医科大学 小児科 学内講師 千代延友裕先生
特別講演２：座長 浅井理事
「国内で、海外渡航で、百日咳対策もお忘れなく！」
JA 静岡厚生連静岡厚生病院 小児科 診療長
田中年博先生
②第32回京滋新生児成育研究会
平成31年2月2日（土）
京都府立医科大学２階 臨床講義棟 南臨床講義室
特別講演「おうちのような NICU を目指して
～個室利用と Family Centered Care を目指した提案」
愛仁会 高槻病院 新生児科 岸上 真先生
ミニ講演「在宅療養児の地域生活を支える保健所の取り組み
～在宅人工呼吸器の先天性心疾患の事例を通して～」
京都府中丹西保健所 保健師 松本早織さん
③日本保育保健協議会生涯研修システム平成30年度近畿
（第５）ブロック研修会
平成31年1月20日（日）京都府医師会館
講演１「『保育所における感染症対策ガイドライン2018』
の改訂点」
三沢あき子（京都府山城南保健所）
講演２「子どもの耳・鼻・のどについて」
京都府耳鼻咽喉科専門医会 平杉嘉平太（耳鼻咽喉科
平杉クリニック）
ランチョンセミナー
「保育現場における感染症対策とワクチンについて」
高屋和志（高屋こども診療所）
講演３「子どもの眼の健康について」
京都府眼科医会 柏井真理子（柏井医院）
講演４「哺乳から捕食へ～口の役割～」
京都府歯科医師会 岸本知弘（きしもと歯科医院）
３．府医 乳幼児保健委員会 長谷川副会長
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 林理事
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
９．日本小児科医会から 藤田会長
9月7日に成育基本法の成立記念パーティーする予定。
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
栗山副会長
2月5日に第14回プログラム委員会を開催（資料）
3月5日に第15回プログラム委員会を開催（資料）
今後の予定
4月2日（火）、4月24日（水）、5月9日（木）、5月16日（木）
、
5月23日（木）
、5月30日（木）
11．保険医協会から 有井理事

12．平成30年度 第６回（第113回）子育て支援委員会
平成31年2月25日（月）14時 京都府医師会館
【報告事項】
１．日本小児科医会総会フォーラム（長谷川）
日時：令和元年6月9日（日）8時45分～10時45分
場所：京都テルサ
テーマ：子育ての精神保健～子育てに悩む親とともに～
１）「周産期からの母子の精神保健」
演者：錦井友美（国立病院機構長崎病院 小児科）

２）「愛着の機能とその状態について」
演者：山崎知克（浜松市子どものこころの診療所）
３）「発達障害のある保護者の子育て支援」
演者：橋本和明（花園大学社会福祉学部臨床心理学科）
２．第５回京都小児在宅医療実技講習会
平成31年3月2日（土）15時～16時
京都府医師会館
３．平成30年度 京都府在宅療養児支援フォーラム
平成31年3月9日（土）14時～16時30分
御所西京都平安ホテル
【協議事項】
１．平成31年度子どもの健康週間
日時：平成30年10月未定（土）
場所：こどもみらい館
２．第36回子どものこころと身体懇話会（平井、大前、幸道）
日時：令和元年10月未定（土）
場所：第二日赤会議室

13．その他
①若手医師向けの研修会の企画（資料）
②2月24日に東京で開催された日本小児科医会社会保険全
国委員会の報告（長谷川副会長）
③京都少年鑑別所視察委員の推薦依頼の件
東道伸二郎先生から長谷川功先生に交代
協議事項
１．次年度総会について（資料）
令和元年6月1日（土）16時30分 日航プリンセス
マルホ共催
特別講演１：座長 藤田会長に決定
「アトピー性皮膚炎の話」
京都府立医科大学 皮膚科 教授 加藤則人先生
特別講演２：座長 若園理事に決定
「小児がんの話」
京都大学 小児科 教授 滝田順子先生
２．感染症研究会
令和元年5月18日（土）
TKP 京都四条駅前カンファレンスセンター
第一三共共催
特別講演「腸重積症とロタウイルスワクチンについて～小
児外科医の立場から～」
九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 教授
田口智章先生
３．今季の抗 RS ウイルス薬適正使用検討委員会の開催について
（長谷川副会長）
４．共催・後援依頼（資料）
①第38回京都府小児保健研究会（後援）
平成31年3月3日（日）
京都大学医学部附属病院臨床講堂
基調講演「小児期における口腔内」
京都府歯科医師会 学校歯科部会委員長 仲岡佳彦先生
シンポジウム
「学校における食育と食物アレルギー対応」
京都府立医科大学小児科 土屋邦彦先生 他２名
承認する。
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小児科関連学会
開催日

回

2019.10.2-4
2019.10.4-6
2019.10.24-26
2019.10.25-26
2019.10.26-27
2019.10.31-11.2
2019.11.1-3
2019.11.2-3
2019.11.2-3
2019.11.14-16
2019.11.16
2019.11.21-23
2019.11.23
2019.11.27-29
2019.11.29-12.1
2019.11.30-12.1
2019.12.5-7
2019.12.7-8
2019.12.21-22
2020.2.21-22
2020.2.28-29
2020.2.29-3.1
2020.3.2-4
2020.3.7-8
2020.3.13-14
2020.4.10-12
2020.4.16-18
2020.5.9-10
2020.5.21-23
2020.5.23-24
2020.5.28-30
2020.5.29-30
2020.6.4-6
2020.6.5-6
2020.6.6-7
2020.6.26-28
2020.7.9-11
2020.7.10-12
2020.7.11-12
2020.8.29-30
2020.9.17-20
2020.9.25-27
2020.10.22-24
2020.11.21-22
2020.11.28-12.1
＜2019年開催未公開＞
？
？
？

第47回
第29回
第61回
第39回
第51回
第53回
第46回
第56回
第122回
第61回
第30回
第30回
第50回
第64回
第66回
第23回
第60回
第17回
第25回
第26回
第42回
第11回
第31回
第21回
第26回
第123回
第94回
第36回
第57回
第26回
第62回
第55回
第93回
第48回
第31回
第67回
第56回
第34回
第44回
第30回
第69回
第46回
第54回
第52回
第56回
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第48回
第38回
第15回

学会・研修会

日本救急医学会総会学術集会
日本小児リウマチ学会総会学術集会
日本先天代謝異常学会総会
日本川崎病学会学術集会
日本小児感染症学会総会学術集会
日本てんかん学会学術集会
日本小児栄養消化器肝臓学会・学術集会
日本小児アレルギー学会
日本小児精神神経学会
日本小児血液・がん学会学術集会
日本成長学会学術集会
日本小児整形外科学会学術集会
全国学校保健・学校医大会
日本新生児生育医学会学術集会
日本学校保健学会学術大会
日本ワクチン学会学術集会
日本児童青年精神医学会総会
日本胎児治療学会学術集会
日本子ども虐待防止学会学術集会
日本 SIDS・乳児突然死予防学会学術集会
日本小児遺伝学会学術集会
日本 ADHD 学会総会
日本発達心理学会大会
日本子ども健康科学会学術大会
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
日本感染症学会学術集会
日本小児臨床アレルギー学会学術集会
日本小児外科学会学術集会
日本保育保健学会
日本小児神経学会総会
日本小児腎臓病学会学術集会
日本内分泌学会総会
日本小児神経外科学会
日本小児科医会総会フォーラム
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
日本小児救急医学会学術集会
日本小児皮膚科学会学術集会
日本外来小児科学会年次集会
日本アレルギー学会学術大会
日本小児臨床薬理学会
日本小児内分泌学会学術集会
日本小児呼吸器学会
日本周産期・新生児医学会学術集会
日本小児東洋医学会
日本小児心身医学会
日本小児耳鼻咽喉科学会総会学術集会

開催地

東京都千代田区
札
幌
市
秋
田
市
東京都千代田区
旭
川
市
神
戸
市
奈
良
市
千
葉
市
福
井
市
広
島
市
東京都豊島区
大
阪
市
さ い た ま 市
鹿 児 島 市
東京都渋谷区
東京都千代田区
沖
縄
県
岸 和 田 市
神
戸
市
東京都新宿区
沖
縄
県
東京都世田谷区
大
阪
市
東京都渋谷区
さ い た ま 市
神
戸
市
東 京 都 港 区
東京都千代田区
東京都千代田区
下
関
市
新
潟
市
金
沢
市
浜
松
市
長
野
市
札
幌
市
久 留 米 市
京
都
市
奈
良
市
豊
中
市
京
都
市 *
京
都
市
前
橋
市
横
浜
市
福
井
市
東京都千代田区
？
？
？

註 *：会頭、幸道直樹先生

ワクチン＆抗菌薬
A4 横 1/2（天地 121×182）

要返却

注）注意ー医師等の処方箋により使用すること

※「効能・効果」、
「用法・用量」、
「接種不適当者を含む接種上の注意」、
「禁忌、原則禁忌および併用禁忌を含む使用上の注意」等について
は添付文書をご参照ください。

https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/

〈資料請求先〉
Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室
〒104-8002 東京都中央区京橋 2-4-16
フリーダイヤル（0120）093-396
電話
（03）
3273-3539、
FAX
（03）
3272-2438

作成：2019.4

●効能・効果、
用法・用量、
警告・禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

（2018.9作成）
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編 集 後 記

編集後記で毎年書いているのが様々な災害についてである。今年は大きな自然災害はないだろうと
思ったら、九州の豪雨災害、台風15号による関東地区の暴風災害が起こった。特に千葉では長期間の停
電と断水によって、熱中症による死者も出た。長期間の停電で、千葉県民の受けた影響を知るにつけ、
如何に現代社会が電力に依存しているか思い知らされた。政府は大規模災害としての認識が希薄なこと
が恐ろしい。
我が国は災害の多い国である。先日、和歌山市内の国道42号線を走っていると、街灯の柱に「ここは
海抜3.6m」という標識が付いているのに気づいた。南海トラフ級の大地震だと、この一帯は津波で水
没するに違いない。この地での防災訓練はどのようにしているのだろうと気になった。
今までの豪雨災害は、河川の堤防から大雨が溢れ出るか堤防決壊による氾濫が多かったが、今年は下
水道や側溝・排水路の処理能力を降水量が遙かに上回るための内水氾濫が目立った。都市部の脆さが露
呈されたことになるが、突き詰めれば林業の衰退による山林の保水力の低下に端を発する。都市を守り
固めることに主眼が置かれて、地方が蔑ろにされているのは、医療体制も同じではないか。
台風15号一過の首都圏は、前日からの計画運休とはいえ、公共交通機関の大混乱はいろいろと考えさ
せられるものである。東北大震災311の時は首都圏で極めて多数の帰宅困難者がみられたが、今回は出
勤困難者である。このような状況でも出社すべきなのかどうかの判断を各社が HP や SNS を用いて社
員に通告すべきだと思う。前日から近隣のホテル等に宿泊して歩いて時間通りに出社できた社員と、交
通手段の混乱のために遅刻した社員とが比較されはしまいか。出勤困難者は有給休暇扱いにされるので
あろうか。これらは「働き方改革」に繋がる問題である。ちなみに関東地区の幼稚園・学校は休校になっ
たが、保育施設では休みにならなかったことは、考え直す余地が大いにあると思う。

謝辞：第30回日本小児科医会総会フォーラムの会場内を２日間にわたり写真撮影をしていただき、また
本誌への写真掲載を快くご承諾いただいた神谷康隆先生（花ノ木医療福祉センター）に深謝いたし
ます。
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