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京都小児科医会会報No. 64

■

会長就任挨拶 
京都小児科医会会長就任のご挨拶
京都小児科医会 会長

栗

山

政

憲

前会長の藤田先生と長谷川副会長の推薦をいただき浅学菲才も顧みず
立候補し、6月13日の総会で皆様の承認をいただき会長に就任いたしま
した。
役員人事につきましては藤田前会長の時とあまり変わりませんが竹内
先生には監事から顧問になっていただくことを理事会で承認をいただき
ました。前会長の藤田先生は慣例により監事に就任いただきました。𠮷
岡先生の監事と長谷川先生の副会長は留任です。新しく禹先生に副会長
に就任いただき、松尾先生には庶務担当、天満先生には会計担当を続け
ていただくこととしました。第一日赤の木崎先生と市立病院の黒田先生、
左京区の有井先生は理事を辞任されました。後任には各辞任された先生
から推薦のあった第一日赤の西田先生、市立病院の岡野先生、三菱病院
の長田先生に就任いただきました。また城陽市で開業し小児在宅などに詳しいい徳田幸子先生にも入っ
ていただきました。
昨年は皆様のご協力を得て日本小児科医会総会フォーラムを成功裡に終了することができ、心より感
謝申し上げます。今年は年初から新型コロナウイルス感染症の流行で人が集まる学会や講演会、会議が
全て中止や延期を余儀なくされています。web を使った学会や講演会が催されるようになってきました。
また少人数の出席者と web を併用した講演会も催されているようです。京都小児科医会でも松田理事、
松尾理事らの指導で9月は web での理事会を試行しました。また今秋になって企業より web を使った
講演会の申し出が少しではありますが出てきました（開催は年末以降ですが）。現状を見てみますと来年
の新年講演会、診療内容向上会、総会が従来通りの形で開催できるか非常に気がかりです。また来年は
府立医大の細井創教授が日本小児科学会総会を主宰されます。日本外来小児科学会も再度京都での開催
を目指しておられます。それぞれの会が無事開催されますことを祈念します。また協力していきたいと
思います。
国はコロナの感染抑制と経済の回復を目指しているようですが、なかなかうまくいかないようです。
この文が皆様の所へ届くころには第２波の下降傾向が起こっていればいいのですが。インフルエンザの
流行期を迎えたとき、小児科の小さな診療所はどのように対処するのか非常に悩んでいます。何か良い
指針が出ればいいのですが。そこに10月からはロタウイルスワクチンの定期化が始まります。ますます
手のかかることが増えるような気がします。今まで暇だった分頑張っていくしかないのでしょうか。
おそらく初めての京都市外からの会長です。副会長重任のご挨拶でも書きましたようにこれまで府医
師会や地区医師会の仕事はほとんどしてきませんでした、ほぼ小児科医会のことだけをしてきました。
それ故京都市のことは十分に分かってないと思いますが副会長始め理事の方々のご協力を得て職務を遂
行していきたいと存じます。
会員の皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
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■

会長退任挨拶 
退任のご挨拶
京都小児科医会 前会長

藤

田

克

寿

２期４年に亘り京都小児科医会会長を務めさせていただきましたが、会長職を栗山政憲先生に引き継
ぎ、退任いたしました。会員の皆様、ご支援ありがとうございました。
私の一番重要な仕事は京都で開催される第30回日本小児科医会総会フォーラムの運営でした。清澤伸
幸先生に運営委員長を、栗山先生にプログラム委員長をお引き受けいただき、その他の役員・会員のご
協力の下、総会フォーラムは恙無く終了いたしました。新しく即位された天皇の初めての年である令和
元年6月の開催でしたが、年が明けた途端にコロナ（COVID-19）騒ぎとなり、その煽りで各種学会、と
りわけ札幌で開かれる予定であった第31回日本小児科医会総会フォーラムが中止になったことを考えま
すと、この第30回大会が無事に終わった事が奇跡のように思われます。まだ1,2年この状況が続くかも
知れないとなると、学術集会のみならず、京都小児科医会が開催してきた講演会等の催しも引き続きま
まならない状態が続くと考えなくてはなりません。何もなくて楽で良いという考え方もありますが、栗
山会長以下新役員のご苦労はいかばかりかと案じざるを得ません。会員の協力の下、地道な医会活動が
行われる事を祈念いたします。
本来の京都小児科医会会長の仕事で、新しいことは何もできませんでした。出来なかったこと、した
かったことの一つは、新しく入会された会員の方々と顔なじみになることでした。
京都小児科医会は都道府県単位の小児科医会としては程よい大きさであると思います。小児科医不足
に悩む他の地域に比べて、入会される先生方の数もまずまずで、喜ばしい事です。しかし、私も年を取っ
たもので、新しい会員の名前や顔がわからないようになってしまっています。私は京都府立医科大学の
卒業ですが、小児科学教室に属する同門の若い先生方の名前も顔も同じようにわからなくなっています
が、会員の意見を吸い上げて会の発展を目指すべき会長としては失格だと思わざるを得ません。
講演会の後の懇親会については、いろいろ意見があると思いますが、盃（コップ）を傾けながら、酔い
にまかせてでも、学術的な事柄や普段の診療、診療報酬制度の話をするのは、私にとっては非常に役立
つものでした。それもあって、講演会後の懇親会でなるべく多数の会員と話をしようと思っていました
が、やはり年なのか若い会員の中へ入って
いくのが難しくなっていました。
最近は、製薬会社が懇親会つきの講演会
をバックアップするのが難しくなっていま
すが、そうこうしている内にコロナ騒ぎに
なってしまい、講演会どころではなくなっ
てしまいました。ウィズコロナの時代の小
児科医会の事業がどうなるか、まだまだ予
断を許しませんが、ともかく、新しい会員
の方々と懇意になれなかったのは誠に残念
です。
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■

新理事挨拶 
新理事就任にあたって
京都市立病院 小児科部長

岡

野

創

造

京都小児科医会の会員の先生方には、日頃から大変お世話になっております。このたび京都市立病院
院長黒田啓史先生の後任として理事に就任しました。昭和61年に京都府立医科大学を卒業後、同附属病
院、国立舞鶴病院（現舞鶴医療センター）に勤務し、その後京都府立医科大学大学院で吉岡博先生の指導
の下で新生児仮死の研究をし、京都府立与謝の海病院（現京都府北部医療センター）に初代小児科医とし
て赴任し、1996年から京都市立病院小児科に勤務し、京都市立病院での勤務が24年を超えました。専門
は小児神経です。
2020年4月からは、小児科部長だけではなく、診療部統括部長を命じられ、小児科という枠を超えた
病院全体の業務にも関わっております。就任が新型コロナウイルス感染症の流行と重なり、当院は第２
種感染症指定病院でもあるため、新型コロナウイルス感染患者の入院受け入れの対策や仕組み等を病院
上層部と相談し決定事項を200名以上いる医師たちに伝達し、逆に現場の医師たちからの意見や苦情を
吸い上げて病院上層部に伝えて必要に応じて方針を修正するというような業務に追われている日々で
す。絵文字の汗マークを付けたいです。
さて、新型コロナウイルス感染症の影響下で、一番患者が減ったのは小児科ではないかと思います。
病院の業務においても、慢性疾患の患者数はあまり変わりませんが、感染症などの急性疾患が減少し、
結果的に入院患者も激減しました。しかし、その一方で、長期間自宅で過ごすことから生じたと思われ
る問題で相談に来る患者がいます。具体的には、ゲームや携帯電話を使用する時間が増えて、光刺激や
睡眠不足から発作が増えたてんかん患者や、もともと不規則な生活であったがさらにそれが悪化して完
全に夜昼が逆転してしまった不登校の児や、体重がますます増えてしまった肥満児や、生活が変化した
ことが理解できないことや移動制限のストレスから感情を爆発させる自閉症や知的障害の患者たちで
す。
小児科としては、今後学校や幼稚園の再開とともに増えることが予想される感染症や、予防接種や健
診の仕組みの変化にも対応しなければなりません。経済的に困窮する家庭での虐待やネグレクトを発見
する役割もあるでしょう。受診機会が減って、子育ての悩みをかかえている親の相談も受けるべきです。
長期間の休みの後は起立性調節障害の児が増えることも予想されます。
このように、地鳴りのような大きな社会の変化のなかで小児科医の存在意義が問われるような厳しい
状況ではありますが、未来を担う子供たちを支えていくうえでの小児科医の重要な役割は大いにあると
思っています。
そういう熱い思いを持ちながら、開業医や病院勤務の先生方としっかり連携をとりつつ、京都小児科
医会を盛り上げていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
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新理事就任のご挨拶
京都第一赤十字病院 小児科

西

田

眞佐志

京都小児科医会の先生方には平素より大変お世話になり、厚く御礼申し上げます。この度、木崎善郎
先生の後任として理事を拝命いたしました。私は、昭和58年に京都府立医科大学を卒業後、京都府立医
科大学小児科学教室に入局し、同附属病院、景岳会南大阪病院、京都市立病院勤務を経て、京都府立医
科大学大学院に入学し腎臓病学に関する研究に従事しました。その後能登川町国民健康保険能登川病院、
国立舞鶴病院、京都府立医科大学小児科学教室にて勤務後、米国バンダービルト大学小児腎臓科に研究
員として留学し、帰国後、京都府立医科大学小児疾患研究施設内科部門、京都府立医科大学小児循環器・
腎臓科、同小児科にて主に小児腎臓病の診療、研究、教育に従事してきました。本年4月からは京都第
一赤十字病院小児科に勤務しております。京都第一赤十字病院小児科では、京都市南部地域における小
児医療の中核病院として、新生児科における周産期医療とともに小児の急性疾患、慢性疾患、小児救急
など幅広く対応する必要があり、スタッフ一同が力を合わせて日々奮闘しています。一方、昨今の新型
コロナウイルス感染症のためにウイルス感染症は激減していますが、その反面感染対策には大変気を遣
う毎日であり、こちらも手探りの状態が続いています。このような状況ではありますが、小児科診療で
はさまざまな社会的背景をもつ患児もあり、また全人的な対応や将来の成人期に向けた長期的な視点な
ども必要であり、非常に幅広い分野で奥の深い診療科であると痛感しています。私自身も若輩ではあり
ますが、今後も小児科医会での活動を通じてさらに研鑽を積み、地域の小児科診療および小児医療の発
展のために微力ながら尽力できればと考えています。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう何卒よろし
くお願い申し上げます。
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ご挨拶
とくだ小児科内科

徳

田

幸

子

京都小児科医会の先生方には日頃からお世話になりありがとうございます。この度、新たに理事に加
えていただきました、徳田幸子と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。今回、ご挨拶の機会
をいただきましたので、簡単ですが自己紹介させていただきます。
私は平成8年4月より京都第一赤十字病院にて研修を開始しました。研修医から新生児医療にもかか
わっていましたが、得意分野ではありませんでした。３年目に大阪府立母子保健総合医療センター
NICU に３か月間、研修に行かせていただき、きめ細やかな集中治療により新生児の短期予後や発達が
大きく変わることを知り、新生児医療に魅せられていきました。以降、京都府立医科大学小児科学教室
にて新生児分野に長らく携わらせていただきました。ベッドサイドでの臨床や外来での NICU 退院児
のフォローアップをさせていただき、たくさんのことを学ぶことができました。近年、新生児医療の進
歩により医療的ケアを要しながらも自宅で家族と生活する子どもたちが増えています。そのご家族との
かかわりを通して、微力ながら地域でお手伝いができればと、平成29年3月1日に城陽市でとくだ小児科
内科を開院いたしました。ここは、父が昭和49年に開業した地です。父はすでに病気のため廃院して
いたので、リニューアルして開院しました。いざ開院してみると、同じ小児科でも NICU とは異なり、
プライマリケアを中心とする医療に戸惑うこともたくさんあります。また、成人の方や高齢者の方も来
院され、気づきと学びと反省の繰り返しの日々を送っています。令和2年3月で４年目に突入しましたが、
まもなく「COVID-19」一色になり、未知の感染症との対峙は本当に不安で感染対策に必死でした。そ
んな中、長谷川功先生から理事へのお誘いをいただきました。15年間、病気と共生した父との別れも重
なり半ば気力を失っていましたが、声をかけていただき素直にうれしく思いました。NICU でベッドサ
イドを経験しながら長谷川先生から学んだことを思い出し、また小児科医としても人としても学ぶこと
がある、と直感し迷わずお返事しました。理事への加入が認められて感謝申し上げます。いまは何もわ
からない状態ですが、時間をかけていろいろなことを学んでいこうと思っています。そのためには体力
も維持増進しなければ、、、。開院以降、坐骨神経痛持ちになり運動が億劫になってきている今日この頃。
明日はなにか始められるといいなぁと、今日もゆるく意気ごんでおります。
いたらないところがたくさんありますが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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理事就任のご挨拶
三菱京都病院 小児科

長

田

加寿子

この度、前理事 有井悦子先生にご推挙をいただき理事を拝命致しました長田加寿子と申します。岐
阜大学を卒業後、大垣市民病院、京都大学医学部附属病院で小児科の研修をさせていただいた後、現在
まで三菱京都病院に勤めております。子ども時代は父の転勤の為、全国各地に転居し、３つの幼稚園、
３つの小学校、２つの中学校を経験しました。在住期間が一番長いのは京都となりましたが、オチのあ
るトークはまだ出来ませんし、子どもたちには似非関西弁をよく指摘されています。
私が小児科医を志したのは高校生の時でした。思い悩み体調を崩した中学時代、ある心療内科医に「あ
の子は嘘を言っている」と陰で言われ再診しませんでした。それに対し、別の医師は子どもの私に丁寧
に接してくれました。子どもであっても自分の意見を持ち、大人の言動をよく観察しています。子ども
を信じ、同じ目線で話をしたい、悩んでいる子どものためにできることはないか、その気持ちは今も変
わりません。
当科部長である野崎浩二先生に勧めていただいた講演会がきっかけで有井悦子先生に出会い、診療に
陪席する機会をいただきました。「子どものもつ力を信じること」、
「子ども一人一人違う“はかり”を持っ
ていること」、「子どもの成長段階において不十分であったところは、そこに戻って再び育んでいけばよ
いこと」、医師として母として戸惑っていた私の心に深く染み入りました。
現在、起立性調節障害を中心に、心や身体に症状を来している子ども達とそのことを心配している親
御さん達との外来を担当しております。素直で一生懸命な子ども達が元気になっていく姿を見られるの
はとても嬉しいです。出生数の多い当院では、看護師、助産師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー
等と協力して周産期のお母さんのケアや、虐待予防にも力を入れています。学校の先生や保健師、訪問
看護師の方々にもご協力いただく中で、多職種連携の大切さを感じております。
昨今、新型コロナウイルスの影響で不安や生活の乱れから体調を崩す子どもは増えており、ゲームや
スマホを介したいじめの増加、子どもの貧困化も深刻です。このような現代の子ども達をとりまく問題
にいかに対応するかが課題だと思います。子ども達の生き生きとした瞳が曇ることなく、夢や自信をもっ
て安心して生活できるような社会になることを願い、自分に出来る事を少しずつ頑張ります。産休、育休、
制限のある勤務で迷惑をかけているのにも関わらず自分の進みたい道を応援して下さる職場の方々に感
謝しております。子育て中の働く女性のために今度は自分が役に立てたら幸いです。至らない点が多々
あるかと思いますが、皆様のご指導、ご鞭撻をいただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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■

総会報告 
令和  年（令和元年度）京 都 小 児 科 医 会 総 会
と き：令和  年  月  日（土）
ところ：京都府医師会館  階 ･ 会議室 

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

講 演：中止

懇親会：中止


令 和 元 年 度 事 業 報 告
１．会員数 ３００名（令和２年  月  日）
（入会）５名




小坂喜太郎（亀岡）コサカ小児科糖尿病内科

        八角高裕  京都大学
      瀧北彰一 （下京）たききた小児クリニック
      羽森 貫 （右京）内田病院
      西田眞佐志 京都府立医科大学

（退会）４名 




西小森隆太 京都大学

        田畑千尋（中京東部）足立病院
        小林キク子（伏見）小林医院
        呉 東進   京都大学大学院医学研究科

（物故会員）３名
        加藤一博 （乙訓） 令和元年  月  日ご逝去
      服部博史 （右京） 令和元年  月  日ご逝去
      高木寛敬 （中京東部）令和元年  月  日ご逝去
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 ２．総会 令和元年  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 「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
講演２ 「アトピー性皮膚炎の診療のポイントー 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 

３．新年会 令和  年  月  日（土）京都ホテルオークラ   
特別講演  「&&*KP-[QVQ 乳児股関節検診の現状と問題点」
京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科部門 講師 岡 佳伸 先生
特別講演  「我が国における風疹の現状とその他ワクチンの課題―インバウンド増加に向けてー」
川崎医療福祉大学 特任教授 笠岡第一病院 小児科部長 寺田 喜平 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」 安野理事センター
２、講演 「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 「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

 ５．学術講演会 （開催日順）
   令和元年
令和元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
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 京都駅前カンファレンスセンター
   令和  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
令和元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
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（中止）

 ６．感染症研究会
    第  回 京都小児科医会感染症研究会
令和元年  月  日（土） 6-2 京都四条駅前カンファレンスセンター
       一般演題  題
   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～」
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    第  回 京都小児科医会感染症研究会
        令和元年  月  日（土）に予定するも台風で中止

７．子育て支援委員会



第  回子どものこころと身体懇話会
令和元年  月  日（土） 京都第二赤十字病院Ｃ棟  階多目的室 
テーマ：ネット・スマホ依存について
症例検討：   担当：坂田、長谷川
講演 「ネット・スマホ依存の支援について」
大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学 講師 片上 素久
第  回子どものこころと身体懇話会
令和  年  月  日（土）に予定するも %18+& 感染症のため中止

８．子どもの健康週間事業 京都府医師会と共催
令和元年  月  日（土） 京都府医師会館
テーマ：アレルギー治療の最新事情 ～こんな治療知っていますか？～ 
講演  「食物アレルギーの今昔 ～除去から摂取へ～」
京都府立医科大学小児科学教室  土屋邦彦先生
講演  「鼻アレルギーの新しい治療法 ～舌下免疫療法～」
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 安田 誠先生

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
令和元年  月  日（月）・・・乳幼児の病気（小児科医）
  

京都第二赤十字病院小児科   小林奈歩 先生   

令和元年  月  日（月）・・・乳幼児の心の発達について（小児科医） 
  

京都教育大学発達障害学科   小谷裕実 先生


１０．京都小児科医会会報第  号の発刊 令和元年  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 京都大学医学部附属病院臨床講堂
第３１回全国保育園保健研究大会  月  日～ 日
第回京都府小児保健研究会 月日 京都大学医学部附属病院臨床講堂（中止）
京都新生児聴覚スクリーニング（0*5）シンポジウム 月日 メルパルク京都（中止）
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・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（京都）
・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 （有井先生）
・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（長谷川先生）
・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
    第  回 令和元年  月  日 京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース 優勝 林 鐘声 先生
 第  回 令和元年  月  日 宇治カントリークラブ 優勝 若泉 悟 先生
 
 １４．テニス同好会
    %18+& 感染症のためコート使えず中止

１５．旅行同好会  
令和元年  月  日（土）～ 日（月祝）
愛知 方面

１６．理事会
令和元年  月  日
令和元年  月  日
令和元年  月  日
令和元年  月  日
令和  年  月  日
令和  年  月  日

１７．日本小児科医会、その他
   １）・理事会   
     ・常任理事会 
・第  回総会フォーラム（令和元年  月  日  日 京都テルサで開催）


第  回プログラム委員会  令和元年  月  日



第  回プログラム委員会  令和元年  月  日



第  回プログラム委員会  令和元年  月  日



第  回プログラム委員会  令和元年  月  日
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第  回プログラム委員会  令和元年  月  日



第  回プログラム委員会  令和元年  月  日

   ２）第  回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
     令和元年  月  日（土） 大阪主管 ホテルグランヴィア大阪
   ３）日本小児科医会社会保険全国委員会
令和  年  月２ 日（日） （中止）
   ４）第９回地域小児救急全国協議会
     令和元年６月９日（日）


）日本小児科医会中部近畿合同ブロック協議会

     令和元年１０月１９日（土）
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令和元年度 京都小児科医会決算
平成31年4月1日～令和2年3月31日
＜収入の部＞
項

目

予算額

会

費

2,632,000

2,435,000 （１）

助成金

300,000

300,000 （２）

雑収入

5,000

64,511 （３）

300,000

235,000 （４）

広告収入
日本小児科医会総会
フォーラム経費立替金

決算額

摘

要

2,500,000 （５）

繰越金

4,863,560

計

8,100,560

（内訳）
（１） 令和元年度会費
令和元年度会費
令和元年度会費
過年度会費
（２） 府医助成金
（３） 預金利息等

4,615,643 （６）
10,150,154

15,000円×114 名＝1,710,000円
6,000円×100名＝600,000円
1,000円× 8名＝ 8,000円
117,000円

（４） 会報広告
（５） 日本小児科医会フォーラム会計より返金
（6） 平成30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

1,130,520 （１）

会 議 費

600,000

424,404 （2）

1,300,000

572,052 （3）

通信印刷費
消耗品費

30,000

諸手当金

100,000

68,420 （4）

慶 弔 費

100,000

85,200

専門医会負担金

234,000

234,450

雑

費

50,000

4,180

267,368 （5）

日本小児科医会総会
フォーラム準備金

1,000,000

予 備 費

2,938,643

0

計

7,852,643

2,786,594

令和２年度へ繰越

0

7,363,560 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
令和元年度京都小児重症患者診療情報システム管理費、感染症研究会費
(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
(5) 事務局パソコン 等
京都小児科医会基金残高300万円
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令 和  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
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令和２年度京都小児科医会予算案
令和2年4月1日～令和3年3月31日

＜収入の部＞
項目

摘要

予算案

2,620,000 15,000円×130名

会費

6,000×110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

令和元年度よりの繰越金

7,363,560

計

＜支出の部＞
項 目
事業費

10,588,560

予算額
1,500,000 子育て支援委員会､重症システ

学術研修会費

500,000

会議費

600,000

通信印刷費

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

小児科医会基金

1,000,000

予備費

5,174,560

計

ム・死亡登録事業費を含む
感染症研究会

10,588,560

※ 京都小児科医会基金 ３,000,000円

・・・ 15

京都小児科医会会報No. 64

■

庶務報告 
令和元年度 庶務報告
庶務担当

松

尾

敏

令和元年度の報告をさせていただきます。庶務担当理事をさせていただき５年目となりました。会員
の皆様は、コロナ禍の中で大変な思いで診療に当たられていることと思います。京都小児科医会の事業
に関しても、激変が見られています。
令和2年4月4日に予定しておりました、診療内容向上会は残念ながら中止となってしまいました。興
味ある講演で、楽しみにしていただいていた方が沢山おられたと思いますが、誠に申し訳ございません
でした。今回は診療報酬改定の年にもあたっていましたので、Web 開催の希望もございましたが、実
現できませんでした。他にもいくつかの講演会や事業が中止となりましたが、6月の総会も講演会と懇
親会は中止となり、医師会館での総会のみとさせていただきました。
総会では藤田会長のあとを受けて、栗山会長が選出されました。副会長には京都府医師会でも活躍中
の禹理事がなられ、小児科医会の事業も焦らずボチボチと始められるように進めています。子育て支援
委員会はメールや Web を用いたハイブリッド会議となっていますし、理事会も9月からは Web 会議を
準備計画しています。新年会は、京都ホテルオークラでの講演会を会場と Web でのハイブリッドで行
えればと企画準備中です。ただし懇親会を多人数で行うことはクラスター発生の危険が高いので、今の
ところは自粛するべきと考えています。「新年会なのに、懇親会もないのか」とのお怒りはごもっとも
ですが、何とぞお許し下さい。
新型コロナウイルスによる感染拡大は、まだまだ予断を許さない状況が続いていますが、新型コロナ
ウイルスによってもたらされたマイナスを、日々の診療方法をうまく変えてプラスに転じるよう心がけ
ていきたいものです。京都小児科医会も業務形態を変えながら、事業を進めていきたいと思っておりま
すので、色々とご迷惑をおかけするかと思いますが、どうぞご協力をよろしくお願いします。
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■

京都府医師会長挨拶 
京都府医師会の新型コロナ対策
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に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。今年は、これまでの京都府の新型コロナウイルス感染症状況と
府医の取り組みについて報告をさせていただきます。
この原稿を書いている最中、安倍総理の辞任のニュースが飛び込んできました。病気が理由というこ
とで、安倍総理には誠に残念な決断であったことと思います。本稿がお手元に届くときには、新しい総
理、内閣が発足していることと思いますが、コロナウイルス感染症はもちろん喫緊の課題ですが、この
間も確実に進んでいる少子高齢社会に備えての社会保障をどう確保するかという大きな課題に直面して
いる現状で、次を担う政権には一層の緊張感を持って具体的に施策を進めていただくことを期待します。
さて、京都府においては、1月30日の第１例の発生に始まり、3月末には大学生を発端にしたクラスター
が発生しました。その後、医療機関や高齢者施設、事業所等での集団感染が発生しましたが、4月7日を
ピークに新規感染者は減少し、5月16日にはゼロとなりました。次の波は6月15日にはじまりました。8
月28日まで平均約20名の新規感染者が続いていますが、第１波に比べて重症者の割合が明らかに少ない
状況です。その理由として、感染は20代30代の若者の間で広がっており、重症化しやすいといわれてい
る高齢者が少ないことが挙げられます。ただし、ご承知のとおり、今回の感染拡大はいわゆる接待を伴
う飲食店から広がりましたが、感染者が増えるにつれ、同居家族、そして医療従事者から高齢施設へ広
がりを見せており、今後、高齢者への感染拡大を警戒しなければならない状況です。
さて府医は、京都府の委託を受け、4月29日にドライブスルー方式の京都府・医師会京都検査センター
を開設しました。かかりつけ医が必要と考えられた症例については、府医の相談センターに予約をして
いただくことによって、スムーズに PCR 検査へつなげることができています。段階的に増設し、現在
府内３か所が稼働中ですが、今後５か所まで拡充する予定です。検体の採取については、会員の先生方
に多大なご協力をいただいておりますことに御礼を申し上げます。7月20日からは、唾液を検体とする
PCR 検査をかかりつけ医が行うことができるよう、府医と京都府の間で集合契約を結びました。一般
の患者さんと動線を分ける、あるいは時間を分けるなどのご配慮をいただいたうえで、唾液ですので、
比較的安全に検体採取ができるようになりました。
PCR 検査を行政が行う従来の体制から、かかりつけ医が行う体制へシフトすることによって、感染
者の早期発見と早期診断を行うことができます。その分、行政には、クラスター対策としての積極的疫
学調査や接触者や退所後の感染者の健康フォローアップにより重点を置いていただきます。また、これ
から秋、冬に向けてインフルエンザを含め発熱患者を診療する機会が増えるかかりつけ医が、自身で
PCR 検査を行うことによって、適切な診断・治療につなげることができると考えています。ご事情に
合わせて検査センターと唾液による PCR 検査を活用していただければと思います。
府医が行なっているもう一つの事業に宿泊療養者の健康管理があります。新型コロナウイルス感染者
の約８割が軽症もしくは無症状といわれています。軽症者や無症状者も感染拡大防止のため、隔離をし
なければなりませんが、病院へ入院とするのではなく、宿泊施設での隔離が行われています。宿泊療養
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を行うことによって、感染症受入れ病院の負担を軽減し、重症患者の受け入れ、治療に特化していただ
くことが目的です。現在、京都市内２か所のホテルを確保して宿泊療養が行われていますが、京都府は
感染拡大に備えて、さらに宿泊施設を確保していく予定です。宿泊療養の健康管理にも多くの会員の先
生方のご協力をいただいております。
新型コロナウイルス感染症は有効なワクチンや治療薬がない状況で、日常の社会活動を継続するため
に、効果的な感染予防策が必要です。そのためには、感染者の早期発見、早期診断と感染者の隔離、濃
厚接触者に対する積極的疫学調査の実施と重症患者に対する治療の確保が必要です。それは府医、行政、
重症患者を治療する医療機関がそれぞれ役割を分担することによって実現できると考えます。感染の拡
大状況、地域の事情等を考慮しながら、対策を進めてまいります。今後とも、ご理解とご協力をよろし
くお願い申し上げます。
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特 集 新型コロナウイルス感染症 

新型コロナウイルス感染症の最新知見と当院での診療状況
京都市立病院 副院長 / 感染管理センター部長
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はじめに
2020年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の中国での流行で幕を開けた。中国の医療機関や中
国 CDC から発表される情報をみても、幸い小児での感染者は少なく、重症化率や致死率も低いようで
ある。その一方、欧米では年長児で川崎病類似の病態で多臓器障害をきたし重症化する例も見られてい
る。ただ、日本で川崎病が増加しているという報告もなく、川崎病類似病態の報告もない。人種による
病態の違いがあるのかもしれない。当院は、1月31日に京都府第一例の COVID-19症例を診療し、9月上
旬の現在、130例以上の患者を診療してきた。この７か月間で知られるようになった知見や診療上注意
すべき点と、症例数は少ないが当院で経験した小児症例について概説する。
COVID-19の起因ウイルスと臨床像
COVID-19は、重症急性呼吸器症候群
（SARS）
や中東呼吸器症候群
（MERS）
の起因ウイルスと同様、β
コロナウイルスに属する新型コロナウイルス
（SARS-CoV-2）
による感染症である。動物由来のコロナウイ
ルスであるが宿主動物はまだ判明していない。感染経路は主として飛沫感染で接触感染も感染経路とな
る。換気の悪い場所では微細な飛沫が関与するエアロゾル感染も示唆されているが、今回の流行におけ
る主要な感染経路とは考えられていない。潜伏期間は通常５日程度
（１～14日間）
、初期には普通感冒ない
しインフルエンザと区別がつかず、症状所見からの鑑別は難しい。症状は熱、咳・咽頭痛・鼻汁・鼻閉
などの呼吸器症状、頭痛、倦怠感などである。下痢や嘔吐などの消化器症状は少なく10％以下とされる。
嗅覚障害や味覚障害が見られることも多い。臨床経過としては、全体の80％は普通感冒ないしインフルエ
ンザ様症状がおよそ１週間続いて軽快し治癒する。しかし、20％は発症より１週間～10日経過した後に呼
吸困難や咳・痰の症状が悪化する。全体の５％は重症化し集中治療が必要となる。診断のスタンダード
は鼻咽頭スワブ、鼻腔スワブ、唾液を用いた PCR 検査だが、鼻咽頭スワブを用いた PCR 検査でも感度
は70％までで、使用する材料や検査法
（LAMP 法、抗原検査など）
によってさらに感度が低くなることを
臨床上銘記すべきである。抗原検査の使用頻度が高まるにつれて偽陽性の頻度も増えている印象がある。
COVID-19診療上重要な知見
パンデミック宣言なされ世界中で感染拡大するにつれ、新しい知見が豊富に集まってきている。その
中でこの感染症には他の感染症には見られない診療上問題となる特徴がいくつか知られている。
まず、ウイルス感染後発症までの潜伏期間中に既に感染力を持ち始めることである。インフルエンザで
も発症の１日前から感染力があると言われてきたが、COVID-19では少なくとも発症の２～３日前から感
染力がある。しかも、症状がなく COVID-19感染の自覚のない感染者がしゃべる、歌う、咳をする、など
・・・ 19
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という行為で発せられる飛沫には感染力のある SARS-CoV-2が含まれ、近距離で応対しそれら飛沫を直
接浴び、眼や鼻や口からウイルスが侵入すると感染する可能性がある。従って、すべての人は飛沫を出
さない、もらわない、という対応が必要となる。そのために考え出されたのが「ユニバーサルマスキング」
の考え方である。人と近距離で向かい合って話す際は必ずサージカルマスクを着用し鼻と口を覆う。さら
に診療の場では、加えて必ず眼の防護をアイガード、ゴーグル、フェイスガード等で行う必要がある。
また、COVID-19の臨床症状の一つとして嗅覚障害、味覚障害が注目されている。元々その他のウイ
ルス感染症でも出現する可能性はあったが、COVID-19では頻度が高い。ヨーロッパ各国の軽症から中
等症の COVID-19患者2,013人を集めた報告によると、嗅覚喪失は87％、味覚喪失は56％にあったという。
当院の入院患者では、「子どものおむつ交換時の便の臭いがしない」「カレーの臭いがしない」「香りが
強めの石けんが臭わない」などという訴えがあった。従って、嗅覚喪失は COVID-19の強い予測因子と
なり、もし急激に鼻閉なく出現すれば COVID-19を疑うべきとする報告もある。
さらに、COVID-19重症化のリスク因子は、65才以上の高齢者、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性
腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満（BMI ≧30）とされ、当院では重症化予測目的に、CALL
Score（ 併存疾患：Comorbidity、年令：Age、リンパ球数：Lymphocyte counts、LDH の４指標）を
使用し、10日間の重症化の確率を予測している。
前述したように、感染者は発症２～３日前から感染力のあるウイルスを排泄している。では発症後い
つまで感染力のあるウイルスは排泄されるだろうか？海外の疫学調査を元にした研究などにより、発症
から10日を越えて感染力のあるウイルスは排泄されていないという知見が集まっている。これらの結果
に基づき、日本での隔離解除の基準は、「有症状の場合、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72
時間経過した場合」となっている。
当院の診療状況
当院は2020年1月31日に京都府第１例を収容し、さらに同日、後に確定患者と判明する１名も収容し
ていた（京都府第２例については入院時に臨床像より確定患者と判断していたが、当時の検査条件を満
たさず行政検査が遅れる形となった。別検査機関で陽性となり発生届は2月になった）。その後の月別入
院患者数は、2月はゼロ、3月は23人、4月35人、5月７人、6月13人、7月26人、8月19人と推移した（図参
照）。4月にかけてはまだ COVID-19患者対応入院医療機関が少なく、当院の診療機能に最も負荷がかかっ
た時期であった。その後、対応協力医療機関が増え、また京都府による入院調整コントロールセンター
が機能し始めたことにより、収容人数は減少し当院への負荷も軽減した。
2020年1月31日から2020年8月31日までの入
院患者についてみると、総数125人、男性66
人女性59人、年令の中央値53才（１～97才）で
あった（図参照）。中国新型コロナウイルス肺
炎診療ガイドライン第７版による重症度分類
では、無症状４人、軽症38人、中等症59人、
重症17人、重篤７人となった。肺炎像は、あ
り81人（両側68人、片側13人）、なし35人、不
明が９人であった。薬物治療は50人に行い、
重複はあるが、シクレソニド吸入38人、ファ
ビピラビル内服30人、デキサメタゾン注射ま
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たは内服11人、ヒドロキシクロロキン内服７人、レムデシビル注射４人に使用した。酸素投与については、
なし102人、あり23人で、機械換気を行った患者は５人であった。転帰が確定している患者については、
生存退院92人、軽快転院24人、死亡３人であった。
18才を越えない小児入院患者は４人収容し、10才未満３人、10代は１名であった。４人とも発熱を主
体とする症状で、肺炎は確認されず軽症であった。10才未満の１名は発症時嘔吐が著明で軟便も認めら
れたが、これはノロウイルス感染症の合併と判明し、家族も両感染症を合併していた。
小児についての知見
１．全体に占める割合と重症度
患者数 COVID-19小児例は成人例に比して症例が少なく無症状者や軽症者が多いとされている。
2020年2月11日までの中国の症例を集積した中国 CDC からの報告では、全確定例44,672例中、０～
９才は416例（0.9％）、10～19才は549例（1.2％）であった。また、致死率もそれぞれ、０例
（０％）、１
例（0.2％）で２群合わせても１例（0.1％）あった。一方、2020年2月23日から5月8日までの症例を集積
したイタリアからは、全症例216,305例中、18才までの小児例は3,836例（1.8％）でその致死率も４例
（0.1％）と報告された。その中で、１才台以下であることと何らかの基礎疾患を有することが重症化
のリスク因子とされている。厚生労働省によれば、2020年8月5日時点で国内における10才未満、10代
の COVID-19症例数はそれぞれ720例、1,692例で計2,412例となっている。しかし死亡例は1例も報告
されていない。
２．川崎病類似の症状を示す小児多臓器炎症性症候群
3月、4月 の 欧 米 で の COVID-19患 者 の 増 加 に 伴 い、 英 国、 米 国、 イ タ リ ア、 フ ラ ン ス な ど
か ら、COVID-19発 症 に 関 連 し て 川 崎 病 類 似 の 症 状 を 示 す、「 小 児 多 臓 器 炎 症 性 症 候 群 」 と 呼
称 さ れ る 病 態 が 報 告 さ れ て い る。 報 告 に よ り 症 例 定 義 が 異 な り 集 積 し た 症 例 集 団 の 内 容 は 異
な る も の の、 全 般 に 年 齢 中 央 値 は10才 前 後 と 高 く、 消 化 器 系、 心 血 管 系 な ど の 臓 器 障 害 が 高
頻 度 に 起 こ り、 シ ョ ッ ク や 心 筋 炎 の 出 現 が 多 い。 ま た 重 症 化 し 時 に 死 亡 例 も 見 ら れ る。 古 典
的 な 川 崎 病 に 類 似 し 冠 動 脈 拡 張 や 瘤 も 見 ら れ る が、 免 疫 グ ロ ブ リ ン 療 法 が 不 応 も 多 い と さ れ
て い る。 人 種 で は ア フ リ カ や ヒ ス パ ニ ッ ク 系 に 多 く、 ア ジ ア 系 で は 少 な く 日 本 で の 報 告 は ま
だ な い。COVID-19国 内 流 行 後 も 例 年 に 比 べ 川 崎 病 症 例 の 増 加 も 報 告 さ れ て お ら ず、 現 時 点
で は 古 典 的 な 川 崎 病 と は 異 な る 病 態 と 考 え ら れ て い る。COVID-19流 行 の さ ら な る 拡 大 と 共
に、国内でもこのような症例が増加しないかどうか、注意深く見守って行く必要がある。9月
になり、国内でも COVID-19感染後しばらくして川崎病を発症した症例が報道等で紹介された
（https://www.asahi.com/articles/ASN9C5TFPN9BULBJ00X.html）。
３．家族内感染における小児の位置づけ
COVID-19流行において家族内感染がどの程度起こっているか、発端患者の年齢階層毎に調べた研
究が、韓国より報告されている。2020年1月20日から3月27日までに報告された COVID-19発端患者
5,706人の接触者59,073人について分析したもので、これによると、家族内接触者10,592人のうち感染
判明者は11.8％、家族外接触者48,481人中の感染判明者は1.9％であり、家族内接触者の感染率は家族
外接触者の約６倍高かった。これを年齢階層別に見ると、発端者が０～９才では、接触者の感染率は
家族内で5.3％と最も低く、家族外で1.1％であった。一方、発端者が10～19才になると、接触者の感
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染率は家族内で18.6％と全階層中最高となり、家族外では0.9％と低かった。すなわち、COVID-19感
染では全体として家族内感染が重要な役割を占めており、小児においては10代が発端者となった場合
に家族内感染が高まる。しかし、乳幼児を含む９才以下の年令層が発端者となった場合は、家族内、
家族外とも感染率は低く、この年齢層の感染拡大への影響は低いと言えるかもしれない。ただ、論文
の著者らの考察では、10代が発端者である場合の高い家族内感染率について学校閉鎖などの影響が言
及されている。最終的に著者らは家族内での感染を抑制するために、手指衛生や咳エチケットなどの
励行を強く推奨している。
４．感染小児からの感染伝播
WHO から2020年8月21日付で発信されている ‘Advice on the use of masks for children in the
community in the context of COVID’ によると、現在までの COVID-19症例の接触者調査やクラス
ター研究からは、感染小児は COVID-19感染伝播の主な推進要因とはなっていないとされている。感
染小児から排泄されるウイルス量などに関しての報告は色々で、「５才未満児は学童以上や成人に比
べ呼吸器分泌物や便での排泄が少ない」とするものから、逆に「軽症、中等症の５才未満児ではより
年長児や成人に比して上気道検体にはウイルスは多い」とするものもあり、また、プレプリントでは
あるが、「成人と小児でウイルス RNA 量に差はない」とする報告もある。症状と関係なく、年齢要
素のみが排泄するウイルス量や感染伝播にどう影響するかは、また十分理解されているところではな
い。
おわりに
9月に入り京都府での患者発生数は徐々に減少に向かっているが、高齢者施設や学校などでクラスター
発生が見られ、このまま一旦収束していくかどうかはまだ予断を許さない。秋冬にかけて季節性インフ
ルエンザとともに COVID-19が流行するのではないかとの懸念があり、10月から診療体制が見直されよ
うとしている。発熱、気道症状などの出現により COVID-19を心配する患者は、行政ではなく、まず「か
かりつけ医」に相談し、必要に応じて COVID-19やインフルエンザの検査を行うか、行える医療機関に
受診を誘導する、というものである。無症状の COVID-19の患者も普通に定期受診する可能性があるた
め、どの医療機関も、日常の感染対策をおろそかにはできない。すべての患者の診療に関わる者は、患
者と相対する際にはサージカルマスクを着用し、フェイスガードやアイガードで眼の防護も行う。また、
診察室や待合室の換気を良くし、待合室での患者間隔もできる限りあけるようにすることなどである。
すべて完璧に行うことは難しいが、理想に近づける努力は行っていきたい。オーストラリア、チリ、南
アフリカでは、南半球の冬にあたる6月から8月頃までの間、インフルエンザの検出が殆ど見られなかっ
たという、少しうれしい報告もある。しかしそれは当てにせず、すべての医療従事者は、COVID-19流
行とインフルエンザ流行を避けて通ることはできないものと考え、各自ができることでその診療に関
わっていただきたい、ということが私の切なる願いである。
参考文献
・新型コロナウイルス感染症 COVID-19診療の手引き第３版 2020年9月4日発行
https://www.mhlw.go.jp/content/000668291.pdf#search='%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E
3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E8%
A8%BA%E7%99%82%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D'
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・Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19
Nature Medicine 26, 672-675 (2020) https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5
・医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第３版 2020年5月7日発行
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/COVID-19_taioguide3.pdf
・Loss of Smell and Taste in 2013 European Patients With Mild to Moderate COVID-19 Ann
Intern Med. 2020 May 26. doi: 10.7326/M20-2428.
・Real-time tracking of self-reported symptoms to predict potential COVID-19 Nat Med. 2020 Jul;
26(7): 1037-1040. doi: 10. 1038/s41591-020-0916-2.
・Prediction for Progression Risk in Patients With COVID-19 Pneumonia: The CALL Score Clin
Infect Dis. 2020 Sep 12; 71(6): 1393-1399. doi: 10.1093/cid/ciaa414.
・Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing
Science. 2020 May 8; 368 (6491): eabb6936. doi: 10. 1126/science. abb6936.
・Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019 Nature. 2020 May; 581 (7809):
465-469. doi: 10. 1038/s41586-020-2196-x.
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の
退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正）健感発0612第１号 令和2年6月12日
https://www.mhlw.go.jp/content/000639691.pdf#search='%E5%81%A5%E6%84%9F%E7%99%BA061
2%E7%AC%AC1%E5%8F%B7+%E4%BB%A4%E5%92%8C2%E5%B9%B46%E6%9C%8812%E6%97%A5'
・COVID-19 Disease Severity Risk Factors for Pediatric Patients in Italy Pediatrics. 2020 Jul 14;
e2020009399. doi: 10. 1542/peds. 2020-009399.
・Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease
Control and Prevention JAMA. 2020 Apr 7; 323 (13): 1239-1242. doi: 10. 1001/jama. 2020. 2648.
・Multisystem Inflammatory Syndrome in U.S. Children and Adolescents N Engl J Med 2020;
383: 334-46. DOI: 10.1056/NEJMoa2021680.
・Clinical Characteristics of 58 Children With a Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome
Temporally Associated With SARS-CoV-2 JAMA . 2020; 324(3): 259-269. doi: 10. 1001/jama.
2020. 10369.
・川崎病と COVID-19に関する報道について令和2年5月7日 日本川崎病学会
http://www.jskd.jp/pdf/20200506COVID-19_and_KD.pdf および
参考資料 http://www.jskd.jp/pdf/20200508COVID-19andKD.pdf
・Early Release - Contact Tracing during Coronavirus Disease Outbreak, South Korea, 2020
Emerg Infect Dis. 2020 Oct; 26(10): 2465-2468. doi: 10. 3201/eid2610. 201315. Epub 2020 Jul 16.
・Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19 Annex to
the Advice on the use of masks in the context of COVID-19 21 August 2020
file:///C:/Users/furan/Downloads/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1-eng%20(1).pdf
・Decreased Influenza Activity During the COVID-19 Pandemic - United States, Australia, Chile,
and South Africa, 2020 Weekly / September 18, 2020/69 (37); 1305-1309.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6937a6.htm?s_cid=mm6937a6_w
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新型コロナウイルス感染症と
小児科関連各種健診の影響について
松

田

義

和

京都小児科医会の先生方におかれましては、日常乳幼児保健事業にご協力いただきましてまことにあ
りがとうございます。今般の新型コロナウイルス感染症に伴う、小児科関連の各種健診事業への影響に
つきまして、府医としてのこれまでの取り組みを振り返りたいと思います。
１．学校健診についてなど
府医におきましては4月24日に京都府教育委員会・京都市教育委員会・幼稚園協会・私学学校関係者・
医師会・学校医会・薬剤師会などと臨時の協議会を開催しました。新型コロナウイルス感染の流行と、
学校内でのクラスター発生の懸念、学校健診における健診医の安全確保の観点から、5月7日までの暫定
的な中止を急遽決定し、府医から関係者団体に通知いたしました。
今年度の小中学校の学校健診については、文科省からの通知により本来は6月30日までに実施すべき
ところ、今年度に関しては年度末（3月31日）までに延期することが可能なる旨の通知がなされたことを
受けて、府医においては、京都市学校医会と連携しながら、8月31日までの中止を決定しました。
その後、健診再開の要件について引き続き関係各所と協議をかさねました。この中でわかったのは、
学校において必要な感染防御に必要な物品の確保が困難であること、また地域における実情でした。当
時はまだマスクやアルコールなどの確保にも困難を極めている時期でした。その後、教育委員会も何と
か物品の確保のめどが立ち、9月1日より学校健診の再開が可能な体制が確保されました。学校現場での
クラスター発生などによりさらに延期をせざるを得ない学校もありますが、年度末まで粛々と実施でき
ることが可能なように今後とも協議を継続する必要があろうかと思います。特に小学校の就学時健診の
実施には各学校医の先生方には多大なご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
上記は主に公立の学校についてですが、私学については物品や感染防御体制の確保については、指導
する官庁が文科省直轄ということで、府の文教課も「お願い」ベースのこと以上のことができない状況
です。また、医師会会員以外あるいは他府県の医師にも学校医に就任されているケースもあり一律の体
制をとることができない状況です。ところが私学の学校でクラスターが発生し、多数の陽性者・濃厚接
触者が出るなど学校周辺に大きな影響が出たことは先生方もご承知のことと存じます。
現在府医では京都府・府教育委員会と「学校欠席者管理システムの普及促進」について協定を結んで
おりますが、残念ながら京都市教育委員会においてはご利用いただけない状況が続いています。学校現
場での感染状況の情報は地域医療機関への影響も大きく、学校内だけの対応ではすまないことは自明の
ことです。府医としては京都市学校医会とも歩調を合わせ、京都市・京都市教育委員会へ上記システム
への参画を強くはたらきかけてまいります。会員の先生方に置かれましてなにとぞご協力のほどお願い
申し上げます。
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２．幼稚園・保育園健診について
幼稚園・保育園での健診に関しても原則8月末までの自粛をお願いしておりましたが、一部の園では
前倒しで実施していただいていることもあろうかと存じます。
幼稚園・保育園に関しては同じ年齢の子供たちが通う同様の施設であるにも関わらず前者は文科省・
後者は厚労省と国の管轄が異なることから、地域においても、幼稚園は教育委員会・保育園は市町村の
保育関係部署と監督官庁が異なることが大きな問題です。また京都府内においては、特に民間の園が多
数を占めており、一律の指導が行き届かないうらみがございます。
ちなみに園における健診は年２回が原則ですが、幼稚園型施設においては学校同様に年度末までに年
１回の実施で差し支えない旨通達がありました。しかしながら保育園型施設においては、年度末まで延
期は可能であるが、２回実施の縛りが9月末時点でも解けておりません。園医の先生方には非常にご迷
惑をおかけしております。
衛生物品の確保については行政から民間保育園を含めて支給されることとなりましたが、企業内保育
施設および私学の幼稚園においては対象外となっており、園の成り立ちによる対応の違いが顕在化して
います。この点に関しては非常に難しい問題ですが、府医としても何とか体制整備をお願いしておりま
す。園医の先生方にはなにとぞよろしくお願い申し上げます。
３．乳幼児健診事業について
従来行政による乳幼児健診については、府内多くの市町村で、主に保健所等での集団健診が実施され
てまいりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症流行の影響により集団の健診体制の確保が困難と考えられ
ることから府医としても、新年度4月から実施の延期がなされております。
府医におきましては、この間京都府・京都市と繰り返し協議し、新型コロナウイルス感染症流行下に
おける健診実施について検討いたしました結果、府内市町村において、市町村をまたがる４か月・８か
月の乳児個別健診の実施について合意することができました。
市町村によって一部個別健診の実施の地区もございますが、京都市を中心におおむね6月ころから主
に小児科医療機関により「個別健診」が開始されました。これらの医療機関に関しては地区医師会から
小児医療や乳幼児健診の実施可能な施設を推薦いただき、行政に登録していただいております。この乳
児個別健診については地域により今年度末まで延長されるケースもあります。
また１歳６か月および３歳の定期健診については感染対策を徹底した上で、おもに7月ないしは9月か
らの再開されることとなりました。地区によって実施状況が異なりますが、おおむね順調に再開されて
いることと存じます。
上記、新型コロナウイルス感染流行の持続により、また感染対策の必要から健診人数の制限を行う必
要性もあることから、健診の実施遅れも問題となりました。
特に乳児健診においては、特定の月齢により発見すべき疾患があるなど、健診の遅れは、こどもの健
康に重大な影響を与える可能性があることから早期の再開と感染対策の確保という相反する点を克服す
るために必要な対応であったかと存じます。
小児科医会の先生方におかれましては大変な負担となりましたが、引き続き乳幼児健診の実施につい
てご協力賜りますようお願い申し上げます。
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SARS-CoV-2検査
京都府医師会感染症対策担当

禹

満

１．はじめに
2019年12月に、中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎患者が多発しているとの情報が確認された。
SARS あるいは MERS が原因ではと推測されたが、それらのウイルス以外の新しいコロナウイルスで
あることが判明したと中国から12月中に報告された。2020年1月9日に「COVID-19」と WHO により命
名された新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）
（以下、COVID-19）である。
我が国では2020年2月1日から感染症法の２類感染症に指定された。当初は比較的速やかに収束するこ
とが期待されたが、その後全世界を席巻したことは周知の通りである。
COVID-19の感染の有無を確認する方法は、SARS-CoV-2核酸検出（以下、PCR 検査）のみであった。
その後、PCR 検査の試薬・検査機器の新たなもの、PCR 検査以外の検査法が次々と開発され、それぞ
れ厚生労働省（厚労省）から認可を得て保険収載された。
我が国の COVID-19の PCR 検査数は緊急事態宣言発令中の4月から5月にかけて１日平均8,000件で
あったが、7月最終週からは１日平均２万件以上に拡大している。検査対象をクラスター対策として有
症状者だけでなく濃厚接触者を含めて無症状者に広げていることが大きい。陽性者は６％程度であり、
また陽性者の約９割が無症状あるいは軽症であるが、感染症法に従って無症状者あるいは軽症者の入院
勧告（医療機関入院、宿泊療養施設収容、自宅療養）のため、医療体制や保健行政体制に負荷がかかって
いる。
検査の対象が拡大されたこと、また各種の検査が出てきたことから、今回、COVID-19の検査につい
て述べたい。なお、記載内容が京都府医師会京都医報地域医療部通信「新型コロナウイルス感染症関連
情報」と重複する部分があることを最初にお断りしておく。
２．遺伝子検査法
PCR 法（Polymerase Chain Reaction）
は、特定の DNA 断片（数100～数1,000塩基対）だけを選択的に
数100万～数十億倍に増やして調べやすくするために用いる遺伝子増幅技術である。がん等の疾患に特
異的な遺伝子異常の存在の確認、遺伝子研究あるいはウイルス検査等には今やなくてはならない技術で
ある。採取した DNA が微量であっても PCR により DNA 配列を増幅させることで判定が可能となる。
PCR 法でウイルス遺伝子を増やす際に、DNA を増やしながら「蛍光試薬」を取り込ませ、遺伝子が
増えれば光が強くなり、この光の強さでウイルスの遺伝子を検出する。COVID-19は RNA ウイルスで
あるため、抽出された RNA 遺伝子を DNA 遺伝子に変換する「逆転写」
（RT）という作業が PCR 法の
前に追加される。この検査では、まず RNA 抽出のためのキットと、RT 反応のための酵素と最終的に
DNA を増幅させる複雑な反応のために酵素や基質等の入ったキットが必要で、さらに、これらの抽出
および PCR 反応をさせる専用の機器が必要である。RNA 抽出は専用機器で複数検体を一気に行う場
合と、検体毎に手作業で行う場合がある。DNA の増幅反応には、通常リアルタイム PCR 装置が用い
られるが、時間短縮できる GeneSoC や LAMP 法が用いられることもある。
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現在利用されている RT-PCR 法、LAMP 法、TMA（transcription-mediated amplification）法はい
ずれも感度が高いことが特徴であるが、その反面、熟練した検査技師および専用の機器が必要、コスト
が高い、検査時間が長い（当初は６時間～12時間）ことがデメリットである。その後、検査試薬や検査機
器のメーカー各社が凌ぎを削り、前処理の試薬の新たな開発により検査時間は短縮されてきた。検体に
混じる不純物を取り除くための作業時間の短縮などで、前処理にかかる時間が１時間から約10分に短縮
したものもある。また、検体から遺伝子を抽出して PCR で遺伝子を増幅して検出されるまでの工程を
オートメーション化した全自動 RT-PCR 検査装置も出てきた。全国の PCR 検査実施数が増えてきた
のは、この時間短縮に因るところが大きい。
小型の遺伝子解析装置
（スマートジーン ®）で、抽出から増幅、検出までの全工程が自動で行われ、
主流の RT-PCR 検査に比べて時間短縮と導入費用の抑制できるものが発表された。この検査では、専
門の技師は不要で、検体から抽出した試料を滴下したテストカートリッジ（RNA 抽出が RT および
DNA の増幅反応と一連の反応として組み込まれたキット）を装置にセットしてスタートボタンを押せ
ば自動で測定し、１時間程度で結果が内蔵プリンターに印刷される。但し、RT-PCR の他の検査に比
べると感度にやや問題があり、特異度に関する十分なデータが乏しいこと、定量データが得られないと
いう点では、リアルタイム PCR を超えているとは言えない。国立感染症研究所（感染研）と厚労省の検
証で性能が確認され8月に保険収載された。救急指定病院や一般医療機関での普及が期待される。
PCR 検査には、ウイルス遺伝子配列情報をもとに人工的に合成した短い DNA 断片（プライマー）が
必要である。日本で感染拡大が始まる前に、中国の研究グループが発表した COVID-19遺伝子配列をも
とに感染研や大阪大学微生物研究所でプライマーが合成された。プライマー以外で RT-PCR 検査で必
要なプローブ、陽性コントロールは感染研から各検査施設に潤沢に配布されているが、RNA 抽出キッ
トは不足がちであった。第１波の PCR 検査実施数を拡大していたときに、これが問題となった。RNA
抽出キットが全て輸入品であることと、世界各国で膨大な数の PCR 検査が行われていることが関係し
ている。マスクや個人防護具（PPE）など衛生資材が不足し国際的な争奪戦が行われたことと同様に、検
査キットでも同じことが繰り広げられ、我が国はその争奪戦に乗り遅れたことも、PCR 検査数の伸び
に影響した。また、PCR 検査数をもっと増やせとマスコミ上で声高に主張する「専門家」が少なから
ずいたが、これによって増えたのは検体を採取する人と場所の確保と検査に必要な機器の整備のみであ
る。PCR 検査はイムノクロマトキットのように検体を滴下するだけでよい、というものではなく、μ
L 単位で何種類もの試薬を順番を間違えずに加えるという高度な技術が求められ、臨床検査技師ならだ
れでもできるというものでもない。ひとつの間違いで複数の偽陽性を生じることもあり（第１波では某
県衛生研究所で操作ミスから偽陽性が一度に多数出たことがあった）、ひとつの試薬の入れ忘れで全て
が偽陰性になる。PCR 検査には高度の技術を持つ検査技師の確保が不可欠である。PCR 件数を他国並
みに大幅に増やすべきと主張した「専門家」はこういった実情を全く理解していない。
PCR 検査の結果で考慮すべき点は、検査の精度と、それによる偽陰性と偽陽性の存在である。検査
は100％ではなく、限界がある。従来から COVID-19の PCR 検査の精度は70％程度であることが知ら
れている。COVID-19感染者の３割は陽性に出てこないことになり、これが偽陰性である。PCR 検査
で陰性となった場合は、検体に遺伝子検査で検出できるコピー数の SARS-CoV-2が含まれていなかっ
たことを意味する。それゆえ、陰性であれば COVID-19感染を否定できるわけではないので、偽陰性で
ある可能性と今後感染する可能性について被検者に説明しなければならない。PCR の感度が高すぎる
場合の弊害もある。陽性では、その全てが真の感染者であると言えない場合がある。陰性と陽性の判断
が近接している場合、無理に判定すると無いものを「ある」としてしまう。ウイルス量が非常に少ない
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検体では、５コピーの陽性コントロールの増殖曲線と比べて陽性とすべきかどうかの判断が難しい場合
がある。特に２つ同時検査で片方のみが陽性の場合でも、陽性の判定基準に照らし合わせるとそのよう
なことが起こりえる。このような偽陽性の場合は、再検査を実施されることが多い。たとえ疑いのない
陽性であったとしても、それが「生きている」ウイルスを検出したというわけではないことにも留意す
べきである。生きているウイルスの遺伝子数は100～1,000コピーに１個であり、数コピーでは生きてい
るウイルスは存在しない確率の方が高い。PCR 検査はウイルス遺伝子の RNA を増殖して見ているだ
けであり、不活化ウイルスの残骸を捉える可能性がある。仮に濃厚接触者が感染性のない不活化ウイル
スに触れた手で鼻腔に触れただけでも PCR 検査で陽性となる可能性がある。それゆえ PCR 検査の結
果は単純に白黒をつけるという解釈ではなく、結果の判断では細心の注意を要する。某県の小学生が陽
性と判断されて、全校休校、校内消毒、濃厚接触者の積極的疫学調査が行われ、誹謗中傷も渦巻き、本
人も家族も含めて大きなストレスを受けたが、実際には１コピー程度であることがあとで判明した実例
がある。偽陽性が如何に周囲に多大な影響を与えるかの教訓である。
（1）鼻咽頭ぬぐい液
COVID-19を疑われる患者に対する PCR 検査を行う場合、当初から検体は鼻咽頭ぬぐい液による採
取を行っており、これが主流となっている。但し、喀痰検体の方が検出率は高い。鼻咽頭検体採取にあたっ
ては、マスク、眼の保護（ゴーグル／アイシールド／フェイスシールド等）、手袋、長袖ガウン、帽子の
装着が推奨されている。一般医療機関・診療所の小児科においては、診察時はサージカルマスクが必須
で可能なら眼の保護を行うが、エアロゾルを生じる処置を行う機会は少ないので、検体採取時にはサー
ジカルマスク、手袋、眼の保護は最低限必要であるが、衛生資材の供給不足の場合ではガウン装着は困
難であるが、採取する医療者の確実な感染防御には、ガウンや帽子等は装着することが望ましい。後述
する鼻腔ぬぐい液採取では、自己採取の場合は医療者の暴露が限定的でありマスクと手袋でよいが、医
療者が採取する場合は一定の暴露があるため、鼻咽頭検体採取と同じ感染防護をおこなう。
（表１）個人防護具の使用（日本感染症学会、今冬のインフルエンザと COVID-19に備えて、2020年8月1日、より）
サージカルマスク
患者

○

医療従事者（診察）

○

医療従事者（検体採取）

○

エアロゾルを生じる処置＊４

N95マスク

手袋

ガウン

アイガード

帽子

△

○

○＊１

△＊２

○＊１

△＊３

○

○

○

○

＊１：上気道検体を採取する場合（唾液検体ではサージカルマスクと手袋）
＊２：患者に直接接触するときや上気道検体採取するときに着用
＊３：頭髪に触れるリスクがある場合
＊４：気管挿管・麦稈、NPPV 装着、気管切開術、心肺蘇生、用手換気、気管支鏡検査、ネブライザー療法、誘
発喀痰など（鼻咽頭ぬぐい液の採取は該当しない）

（２）唾液
北海道大学から、PCR 検査陽性者の唾液を検体とした場合にも高率に PCR 陽性の結果が得られるこ
とが報告された。メルボルン王立研究所やイエール大学でも、鼻咽頭採取の陽性サンプルと唾液採取検
体での比較を行い、それぞれ結果を報告している。唾液でも従来手法と同等の精度が確認できたとして、
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島津製作所の PCR 用検査試薬の検体対象に唾液を加えることになった。またタカラバイオも唾液を対
象にした PCR 検査試薬で従来手法と同等の精度が得られることを確認した。
発症から９日間は唾液検体での PCR 検査の検出率が比較的高いことが報告されたことにより、発症
して９日以内の COVID-19疑い患者
（有症状者）に限り、唾液検体を用いた PCR 検査は行政検査として
取り扱いが可能となった。鼻咽頭採取の PCR 検査に比べると、PPE 等が不要で、検体取り扱い時のマ
スクと手袋装着だけとなるので、検体採取はより安全なものとなる。患者の時間的空間的動線を分ける
（他の患者と可能な限り接触を防ぐ）ことのできる一般医療機関・開業医で行なうことが可能となる。但
し、高齢者や低年齢の小児では唾液採取が困難なことがあり、注意を要する。
唾液検体採取での PCR 検査の実施を希望する医療機関は、「新型コロナウイルス感染症に係る行政
検査（PCR 検査）の委託契約締結に関する委任状」を京都府医師会（府医）に提出することで、府医が希
望者をとりまとめて京都府と集合契約を結ぶことになり、京都府または京都市との行政検査の契約が成
立する。
唾液検体で留意すべきことは、保存によるウイルス遺伝子量の低下が唾液検体で一番起こりやすいこ
とである。検体の取り方・保存の仕方・保存期間によって検体中のウイルス遺伝子量が減るのは、ヒト
から採取した検体中には RNA を分解する酵素が存在し、それによって遺伝子が破壊されるためと考え
られている。保存状態によっては急激に進み、マイナス20度の冷凍保存でもこれが起きる。唾液検体で
は、採取から搬送までは冷蔵保管し可能な限り早く検査に回すことが肝心で、数日間置かれると検体と
しての意味を失う可能性がある。
（３）鼻腔検体
米国で実施された臨床試験では、RT-PCR 法による498名からの検体を用いた評価において、医師採
取の鼻咽頭ぬぐい液を100％としたときの患者自己採取の鼻腔ぬぐい液の感度は94.0％であることが報
告された。これを受けて「2019-nCOV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュ
アル」が改訂され、鼻腔ぬぐい液を用いても検出できる、とした。鼻腔ぬぐい液を自己採取する場合は
医師等の監視の下で採取するが、綿棒を前鼻孔の２～３cm 程度に挿入し、５～10秒ほどかけて鼻粘膜
に沿って綿棒を５回転させる；もう一方の前鼻孔も同じ綿棒で同様に採取し、鼻咽頭ぬぐい液と同様
に１～３ml のウイルス輸送液が入った滅菌スピッツ管に入れる（ぬぐい終わった綿棒は滅菌スピッツ管
に入れる前に触れない・置かないよう注意する）、と手順が明記された。必ずしも自己採取でなくとも、
医師による検体採取を鼻腔とするだけでも、感染する率は低くなることが期待される。京都大学附属病
院では、PCR 検査のための検体採取はすべて鼻腔ぬぐいで行っている。なお、この鼻腔検体の PCR 検
査は、唾液 PCR 検査の集合契約を行った一般医療機関での実施は認められていなかったが、その後見
直された。9月25日の第47回厚生科学審議会感染症部会において、鼻腔ぬぐい液を用いた COVID-19検
査（厚生労働省科学研究「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）およびインフルエンザの診断におけ
る鼻咽頭拭い液・鼻かみ鼻汁液・唾液検体を用いた迅速抗原検査の有用性の検証のための研究」）に関す
る報告があり、鼻腔ぬぐい液を新たに COVID-19検査の検体として活用することが可能、と提言された。
これを受け、10月2日に厚労省は鼻腔ぬぐい液を COVID-19検査で扱えることとした。

・・・ 29

京都小児科医会会報No. 64

（４）鼻かみ液
鼻かみ液を検体とすることは、インフルエンザ診断で使用されており、対応できる抗原迅速診断キッ
トも複数ある。鼻かみ液でのインフルエンザの検出率は鼻腔ぬぐい液よりもやや低いが、Ａ型で86％、
Ｂ型で77％と比較的良好である。しかしながら、COVID-19検出キットでは、鼻かみ液でのエビデンス
がまだないため、推奨されていない。
（５）無症状者への検査
無症状者への PCR 検査等では、検体採取は鼻咽頭ぬぐい液のみが認められていた。その後の検討で、
唾液を用いた PCR 検査、LAMP 検査および抗原定量検査と、鼻咽頭ぬぐい液 PCR 検査を比較し、高
い一致率を確認することができたとして、7月17日から無症状者（空港検疫の対象者、濃厚接触者等）に
対して唾液を用いた PCR 検査、LAMP 法検査および抗原定量検査を活用すると厚労省が発表した。こ
れを受けて、厚労省母子保健課は、7月20日付けで Q&A を発出し、妊婦への PCR 検査について唾液を
用いての PCR 検査を認めることが示された。なお、無症状者対象の場合、鼻腔ぬぐい液を検体とする
ことは推奨されていない（表２）。
（表２）COVID-19に係る各種検査
検査の対象者

核酸検出検査

抗原検査（定量）

抗原検査（定性）

鼻咽頭

鼻腔

唾液

鼻咽頭

鼻腔

唾液

鼻咽頭

鼻腔

唾液

発症から９日目以内
有症状者
（症状消退者含む） 発症から10日目以降

○

○

○

○

○

○

○＊１

○＊１

×＊２

○

○

○

○

△＊３

△＊３

×＊２

無症状者

○

－＊４

○

－＊４

－＊４

－＊４

×＊２

○

○

＊１：抗原定性検査については、発症２日目から９日目以内の有症状者の確定診断に用いる
＊２：有症状者唾液について研究中、無症状者への使用は研究予定
＊３：使用可能だが、陰性の場合は鼻咽頭ＰＣＲ検査を行う必要性あり
＊４：推奨されない

３．抗体検査
イムノクロマト法の COVID-19抗体検査キットが、中
国、韓国、米国、スイスなどの各国の企業で作られ、日
本の販売業者・代理店を通じて研究用試薬として国内販
売されている。微量の血液で実施できること、短時間で
結果が得られるという利点があるが、その反面、この抗
体検査キットに関しては基礎的な検証が十分ではなく、
きちんとした性能評価は未だに行われていない。期待さ
れるような精度が発揮できない検査法による検査が行わ
れている可能性があり、注意を要する。
現在、日本国内で入手できる抗体検査キットのいずれもが「医薬品・医療機器等の品質、有効性お
よび安全性の確保等に関する法律（薬機法）
」上の体外診断用医薬品として承認を得ていない。また、
WHO は、抗体検査について診断を目的として単独で用いることは推奨せず、疫学調査等で活用できる
可能性を示唆している。
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感染研で COVID-19患者血清の残余検体を用いて発症後日数ごと （表３）COVID-19 患 者 血 清 中 の
抗体陽性率
に抗体陽性率を検討した結果、発症６日後までの患者血清ではウイ
ルス特異的抗体の検出は困難であり、発症１週間後の血清でも検出
率は25％程度にとどまることが判明した（表３）。IgM 抗体が IgG
抗体に先行して上昇する傾向が認められなかった。感染既往を確認
することには有用であるが、急性期の診断には課題がある。抗体検

発症後
～６日
７～８日
９～ 12 日
13 日～

IgM 陽性
0.0%
10.0%
4.8%
59.4%

IgG 陽性
7.1%
25.0%
52.4%
96.9%

査で仮に IgM 抗体が陽性であっても、COVID-19感染の急性期とは判断はできない。
厚労省は、我が国の抗体保有状況の把握のために、東京都、大阪府、宮城県の３都道府県において、
それぞれ一般住民7,950名（東京都1,971名、大阪府2,907名、宮城県3,009名）を性・年齢区分別に無作為
抽出して、6月第1週（1日～7日）に血液検査を実施した。陽性判定は、２種の検査試薬（アボット社、ロッ
シュ社）の両方で陽性が確認されたものを「陽性」とした。「陽性」判定は、東京都２名（0.10％）、大阪
府５名（0.17％）、宮城県１名（0.03％）で、抗体保有者は累積感染者数と比較すると多いが、大半の人が
抗体を保有していないという結果であった。ただし本事業は過去に COVID-19に感染した人の割合を推
定するものであり、個別に現在の感染を診断するための調査ではない。また COVID-19による免疫の作
用はまだ解明されておらず、抗体の性質（体内での持続期間や、２回目の感染防御機能の有無）は確定し
ていない。
他方、抗体価を定量測定する検査法も開発されており、ELISA 法等を用いて数値評価で特異抗体を
検出する方法で、専用機器が必要である。多数の検体を迅速に検査することが可能あるが、この方法も
感染の既往を示す抗体の保有を把握するための疫学調査では有用であるが、診断法として用いない。
４．抗原検査
（１）抗原検査（簡易キット）
富士レビオの「エスプライン ®SARS-CoV-2」は鼻咽頭ぬぐい液を検体とする迅速検査であり、検
査時間が30分と短く、検体送付の必要がない、特別な検査機器が不要、その場で結果判定可能という利
点がある。発症２日目～９日目以内の有症状者（症状が消退した者も含む）が対象となる。行政検査検体
を用いた RT-PCR 法との試験成績（n ＝124）は、陽性一致率66.7％
（16／24例）、陰性一致率100％（100
／100例）、全体一致率は94％（116／124例）であった。RT-PCR 法テスト試料中の換算 RNA コピー数（推
定値）に応じて比較すると、1,600コピー／テスト以上の検体に対しての一致率100％（12／12例）、400コ
ピー／テスト以上の検体に対してでは一致率93％（14／15例）、100コピー／テスト以上では一致率83％
（15／18例）であった。PCR 検査と比べて一定以上のウイルス量が必要であるため、PCR 検査よりも感
度が劣る。陰性の場合も確定診断として扱うことが可能
である。発症から10日以降での使用は可能であるが、陰
性の場合は鼻咽頭 PCR 検査を行う必要がある。なお、
「エ
スプライン ®SARS-CoV-2」で採取した検体は、イン
フルエンザ抗原迅速診断キット「エスプライン ® イン
フルエンザ A&B-N」においても使用ができることが確
認されている。ただし唾液検体は認められていない。
9月1日に大塚製薬から「クイックナビ ®COVID19
Ag」が発売された（写真）。検体採取は鼻咽頭ぬぐい液
である。検出時間は15分で、さらに短い時間での判定が
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可能となっている。
イムノクロマト法では、100コピー／テスト以下の検体では COVID-19が検出できないことが多く、
現状では無症状者を対象にスクリーニング目的で抗原簡易キットを用いることは推奨されていない。
（２）抗原検査（定量）
富士レビオの「ルミパルス ®」は全自動化学発光酵素免疫測定システムの試薬であり、鼻咽頭ぬぐ
い液と唾液検体の両方が可能である。6月16日に COVID-19検査として導入が決定した。分析機器を用
いてウイルスのタンパク質（抗原）に反応する抗体を用いて測定する。30分程度の短時間で結果が得られ
る。発症から９日以内の有症状者が対象である。発症から10日目以降は、唾液検体は不可であるが、鼻
咽頭検体での使用は可能となる。専門技師による検体の前処理が必要であり、専用の試薬と分析機器も
必要である。簡易キット抗原検査よりも感度が高く、LAMP 法と同程度の感度である。PCR 検査と同
様に確定診断・陰性診断および治療経過のフォローに用いる。ただし、9月時点では、民間検査機関で
この検査を実施する体制が整っていない。
５．その他の検査
マイクロアレイ法（定性）による複数の感染症を同時に検出できる新しい検査法が、7月22日に保険適
用された。検出の可能なものは、呼吸器感染症の18種類のウイルスと３種の細菌；インフルエンザウイ
ルス（A H1, A H3, A H1-2009, B）
、コロナウイルス（229E, HKU1, NL63, OC43）、パラインフルエンザ・
ウイルス（PIV1, PIV2, PIV3, PIV4）、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RS ウイルス、人
ライノウイルス／エンテロウイルス、SARS-CoV-2、細菌（マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・
ニューモニエ、百日咳菌）である。
COVID-19疑いの患者に対して、鼻咽頭ぬぐい液を検体として前述のウイルスや細菌に罹患している
かどうかを診断する目的で、Multiple-Nested PCR 法を利用し、核酸検出（ウイルス・細菌核酸多項目
検出）を行う。専用機器により自動的に PCR 検査が行われ、45分で結果が得られる。
この新検査も、検査の実施料や判断料は出来高算定が可能である。まだ、一般的には普及していない
のが現状である。
６．おわりに
我が国は COVID-19の PCR 検査の実施数を増やしてきた。臨床医は検査実施数、陽性者数、陽性率、
重症者数、病床占有率などに注目し、検査結果を早く得ることを期待し続けてきた。しかし PCR 検査
のための検査技師の活躍と努力は目に見えるものではないためか、あまり意識されていない。2019年か
ら「働き方改革」が進められてきたが、2020年になってから COVID-19感染拡大の対応にあたった医療
従事者、保健行政関係者のみならず、それ以上に臨床検査技師の努力は賞賛に値するものであるが、そ
こには「働き方改革」は度外視されていた。検査技師らの献身的な働きによって結果が早く出され、そ
のことが感染制御に役立ち、さらには検査実施数の増加に繋がった。医療従事者が目の前の COVID-19
疑い患者に対して、また保健行政がクラスター発生の抑制目的で濃厚接触者に対して PCR 検査を行う
ために、積極的に検体採取をするのであり、それにより検査実施数が増えるのは仕方がないとしても、
他方でそれ以外の検査が増えることによって必要以上に検査の現場を圧迫する事態が起こっている。
無症状かつ事前確率の低い人に対しても検査を行うべきという声が大きかった（特にマスコミに出て
くる「専門家」と称する人による）
。COVID-19感染への「不安」が先行しているために、検査を受け
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ることが「安心感」につながるためと推察されるが、諸外国で実施している『あらゆる人に検査を』実
施することは、得るものは偽物の安心感（偽陰性の存在と偽陽性の存在によって引き起こされる諸問題）
であり、検査の実態（人材・機器・試薬等の確保）の理解不足とコスト無視の言い分である。検査は万能
でもなければ、安心のためにするものではないこと、必要な検査を適切に行うことが肝要である。事前
確率の高い人への検査（例、東京都や大阪府の夜の街を対象にした PCR 検査）は、確定診断目的の検査
であり、このように対象を分けて考えることは妥当と思われる。しかしながら無症状かつ事前確率の低
い人に対する検査数が増えることによって、真に必要とされる人への検査ができなくなる事態を引き起
こしてはならない。
検査を行う、あるいは検査を依頼する医師は、流行状況はもちろんのこと医療全体の状況（検査の受
入れと処理状況、検査の試薬の流通状況なども含めて）も把握する必要がある。また、COVID-19の検
査の結果を単純に受け入れるのではなく（COVID-19に限らないが）、それぞれの検査の意義と解釈を十
分考慮し、検査の精度から生じる偽陰性、偽陽性を含めての被検者への説明と指導をしっかりと行うこ
とが必要である。
（参考資料）
＃「病原体検出マニュアル2019-nCoV Ver.2.9.1」
（3月19日、国立感染症研究所）
＃「迅速簡易検出法（イムノクロマト法）による血中抗 SARS-CoV-2抗体の評価」
（4月1日、国立感染症研究所）
＃「新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）
検査法の運用についてのガイドライン第３版」
（4月17日、国立感染症研究所）
＃「新型コロナウイルス感染症に対する検査の考え方－遺伝子診断、抗体・抗原検査の特徴と使い分け－」
（5月25日、
日本臨床微生物学会、日本感染症学会、日本環境感染学会）
＃「新型コロナウイルス感染症外来診療ガイド（第２版）」
（5月29日、日本医師会）
＃「SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」
（6月16日改訂、厚労省対策本部）
＃「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いの一部改正等について」
（6月25日、厚労省）
＃「検査料の点数の取扱いについて」
（同上）
＃「新型コロナウイルス抗原定量検査の取扱いについて」
（6月25日、厚労省対策推進本部）
＃「「2019-nCOV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」の改定について」
（7月22日、
厚労省対策推進本部）
＃「無症状者に対する SARS-CoV-2検査での注意点」
（7月31日、日本感染症学会、日本臨床微生物学会、日本臨床
検査医学会）
＃「今冬のインフルエンザと COVID-19に備えて」
（8月1日、日本感染症学会）
＃「新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大を見据えた PCR 等検査体制の更なる拡大・充実のための緊急提言」
（8月5日、日本医師会）
＃「医療機関における院内感染対策に関する通知文書について」
（8月18日、日本医師会）
＃「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関する Q&A」
（8月21日、厚労省 COVID-19対策推進本部）
＃「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き（第３版）」
（9月4日、日本医師会）
＃「新型コロナウイルス感染症の鼻腔拭い液を用いた検査について」
（9月25日、第47回厚生科学審議会感染症部会
（資料2-1）
）
＃「新型コロナウイルス感染症に係る PCR 等検査の現状整理」
（9月25日、日本医師会）
＃「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて（一部改正）」
（10月2日、厚労省健康局結核感染症課）
＃「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針（第１版）
（10月2日、厚労省対策推進本部）
＃「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」
（10月2日改訂、国立国際医療研究センター国際感染症センター）
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日本バプテスト病院小児科と周産期医療・新型コロナウイルス対策
日本バプテスト病院 小児科部長

山

川

孔

１．日本バプテスト病院と周産期医療について
京都小児科医会の諸先生方には平素よりたいへんお世話になり、篤く御礼申し上げます。このたび貴
重な紙面を頂き、日本バプテスト病院小児科について自己紹介申し上げます。
当院は京都市市街地の東北端、敷地より東は大文字山麓の山林が広がる場所にございます。もとは島
津製作所社長の別宅であった土地建物ですが、終戦後の財閥解体のさいに日本バプテスト連盟が購入し、
米国南部バプテスト教会からの献金をもとに病院や看護学校の事業を開始いたしました。当時、京都市
が迎賓館として、都ホテルが別館として、おのおの既に購入の交渉中であったところ、病院設立の計画
に際し当時の島津家当主のかたに売却を即決いただいたと伺います。このご英断を裏切らぬよう、医療
に邁進しなければならないと考えます。
設立当初より、米国から初代小児科部長クラーク先生や産婦人科医師の赴任を得て、周産期医療には
伝統のある病院です。1995年（平成7年）には京都初の認可 NICU を発足させました。当時より病院救急
車による新生児緊急搬送の態勢を整備し、周産期救急医療の地域化を目指してまいりました。当時、京
都の周産期死亡率は全国でも最悪のレベルでしたが、その改善に多少なりとも貢献したものと自負しま
す。
現在は９床の NICU 病床を運営しています。入院受け入れに在胎週数や体重の制限なく、たとえ
500g 未満の超低出生体重児でも診療します。新生児搬送については、低酸素性虚血性脳症に対する脳
低温療法の態勢を整え、地域で突発的に発生する重症分娩時仮死症例にも、以前にも増して充実した対
応が可能となりました。
近年は京大病院 NICU との連携を深めています。高度医療を要する症例の京大 NICU への新生児搬
送に加えて、京大 NICU 満床のさいの同院産科から当院への緊急母体搬送や、京大 NICU からの後送
転院と在宅医療、京大と他院間の当院救急車による新生児搬送も増えています。京大の高度医療と当院
ほかの地域医療との連携に努めること、端的に申せば京大 NICU の空床を確保することが当院の新た
な役割です。
２．現在の日本バプテスト病院小児科医局について
現在小児科には山川孔（平成5年卒）
・菊地尚子（平成12年卒）
・五條あい（平成18年卒）
・池田響子（平成
20年卒）
・友邊雄太郎（平成23年卒）の５人の常勤医が所属しています。山川・菊地・五條・友邊の４名
が新生児専門で、山川と菊地は日本周産期新生児医学会専門医（新生児）を取得しています。池田はアレ
ルギーを専門とし、日本アレルギー学会専門医を取得しています。
NICU を運営している以上、陣容の大半が新生児専門に偏るのは避けがたいことですが、新生児専門
医は伝統的に、新生児の全身をプライマリーケアから集中治療まで、また親子関係まで念頭に置いて診
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療する、全人医療を旨とした専門領域であるとの自負がございます。新生児期以降においても、各分野
のサブスペシャリティには及ばないまでも、NICU を退院後の子供たちや、他の地域の子供たちに対し
て、一般小児科診療や健診・予防接種等を充実させるよう努めております。
小児アレルギーについては池田が専門外来を設置し、減感作療法等の診療を行っています。食物アレ
ルギー患児の経口負荷試験については、リスクに応じて日帰り入院での検査を行っております。
小児神経や循環器の各専門外来については、神経は中京区の御所南はらしまクリニック原島知恵先生
の小児神経外来を週１回、循環器は京大からの非常勤で隔週の小児心臓外来を行っています。
NICU を運営しておりますと、リハビリや在宅医療を必要とする子供たちにも縁が生じます。認知運
動療法を中心に、脳性麻痺や発達障害など種々の疾患の子供たちへ外来リハビリを行っています。リハ
ビリ目的のご紹介も多数いただいております。
在宅医療支援として、外来では在宅人工呼吸療法、気管切開や胃瘻の管理等を行っています。入院診
療としては、体調悪化時の治療目的入院はもちろん、レスパイト目的の短期入院も、重症難病患者一時
入院事業の制度も利用して行っています。また症例数は多くはありませんが、在宅の重症心身障害児へ
の訪問診療も10年ほど続けています。
今後も、周産期に始まり小児期全般におよぶ年齢層に対して、一般小児科医療や在宅医療支援を地道
に継続する所存です。ご指導ご鞭撻のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
３．新型コロナウイルス流行について
新型コロナウイルス流行については、当院は当初から、発熱外来の設置や入院受け入れなど積極的な
対応を進めてまいりました。小児科も4月より病院救急室の一角で成人と並列での発熱外来を開始し、5
月連休以降は１Ｆ喫茶室を外から直接入れるよう改装して、小児科専用の発熱外来を設置し診療してい
ます。診療ブース２個と患者待合ブース３個、処置スペース２区画を備え、内部の動線にも配慮した構
造となっています。行政とも連携し PCR や抗原検査を適宜行っておりますが、いまだ、小児の陽性例
は発見しておりません。
小児発熱外来の分離により、当院小児科では、感染症患者と非感染症患者を分離した外来運営が終日
可能となりました。感染の危惧から受診控えが懸念されておりますが、当科については安心してご受診・
ご紹介いただきたいと願っております。
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聖ヨゼフ医療福祉センター小児科のご紹介
診療部長

吉

田

菜穂子

聖ヨゼフ医療福祉センターよりも、聖ヨゼフ整肢園の方がピンと来るという方もいらっしゃるかと思
います。当院は1963年に「肢体不自由児施設 聖ヨゼフ整肢園」として創立されました。以前は京都府
立医科大学の教養課程（分校）が当院からほど近い大将軍にありましたので、西大路通りに面した白い建
物をご存じの先生もいらっしゃると思います。創立当初は整形外科の先生が中心でしたが、1975年に脳
性運動障害の早期発見、早期治療に尽力されたボイタ先生が来日され、日本で初めての講習会が当院で
行われました。その後着任された家森百合子先生や神田豊子先生が中心となって中枢性協調障害、脳性
麻痺危険児、脳性麻痺などのお子さんを診断し、ボイタ法による治療（理学療法の一つです）を親子入院
も含めて行ってきました。当院のもう一つの柱は重症心身障害児者の入所施設「麦の穂学園」で、1967
年に設立され現在の定員は90名です。福祉の制度上は医療型障害児入所施設と18歳以上が対象の療養介
護を兼ね病床はどちらにも使えるのですが、18歳以上の方が多数派で70代の方もいらっしゃいます。こ
のほかに通園部門として就学前のお子さんを対象とする「ひばり学園」と18歳以上の方を対象とする「く
ぬぎ」があります。
私自身は2000年4月から勤務していますが、この間でも外来診療、病棟の診療ともにかなりの変化を
感じます。外来では脳性麻痺が減少し発達障害が増加していますが、これは全国の肢体不自由施設に共
通する傾向です。周産期医療が進歩し、仮死出生児や未熟児の予後が改善しているということで喜ばし
いことです。しかし典型的な脳性麻痺ではないけれど、運動の発達が遅い、反りやすいなどの赤ちゃん
は珍しくありません。もちろんその程度は様々ですが、左右差や反りが目立つお子さんは身体の軸（脊柱）
の発達が悪いために、対称的な姿勢がとりにくく、座位や腹臥位など抗重力支持の弱さもともないやす
いです。赤ちゃんの発達を考えると、自分の興味があるものに手を伸ばし両手で持って舐める、あるい
は四つ這いで取りに行き座位になってじっくり遊ぶといったことはとても大切ですが、これらもやりに
くくなります。また左右差や抗重力支持の弱さは、対人、社会性の問題などで初診される幼児や学童に
も多くみられます。ASD との併存も多い発達性協調運動障害の状態です。また先に述べたような赤ちゃ
んの経過を追うと成長とともに ASD などの要素が目立ってくることも経験します。子どもの身体と心
の発達の密接な関連を示すもので、「身体づくりが大切」と考え、理学療法もお勧めしています。理学
療法の中心はボイタ法で、脳性麻痺だけでなく協調運動障害のある赤ちゃん、特に支持機能が低い赤ちゃ
んにも有効ですが、ボイタ法以外の指導、方策もお子さんの状態に合わせて行っています。発達障害の
お子さんには、小児科の診療や心理士による評価に加えて作業療法、言語聴覚療法も行っており有効性
を感じますが、希望される方が多いためクール制をとっています。
理学療法や親子入院は、脳性麻痺や協調運動障害のお子さんのほかに、先天性疾患や二次障害など幅
広い方を対象にしています。親子入院では、理学療法を集中して行い姿勢保持や運動の改善を目指すだ
けでなく、作業療法士や言語聴覚士のチームで摂食や発達上の課題の改善に取り組んでいます。また親
子入院では、お母さんが他のお母さんと出会い交流することでエンパワーメントされることも見逃せま
せん。これは「ひばり学園」に通うお母さんにも言えることです。
病棟は親子入院や脳性麻痺児などの有期限の入院と別に、重症心身障害児者の病床が90床あります。
全国の他施設と同様、年々重症化と高齢化が進んでいますが、当院の常勤医は小児科と整形外科だけで
36 ・・・
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検査や治療の体制も限られていますので、様々な疾患で近隣の諸病院の先生方にお世話になっています。
また在宅の重症児者の方の短期入所もお受けしていますが、なかなか希望通りにお受けできないのが現
状で、入所の方以上に重症化している在宅患者さんの支援が今後の課題です。
現在、小児科の常勤医は私のほか、廣田陽代、中村恵子、山田侑子の各医師の計４名で、外来診療は
常勤医のほかに、神経、発達の領域の経験豊かな非常勤の先生にもお願いしています。最後になりまし
たが、小児科医会の先生方には平素から大変お世話になっております。どうぞ今後ともよろしくお願い
いたします。
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他科専門医会よりの

寄稿

シリーズ



京都府における新生児聴覚スクリーニング
（NHS）
の現況
京都産婦人科医会 顧問

【はじめに】

田

村

秀

子

医会は府内分娩取扱施設ならびに京都府助産師

数ある先天異常症の中で、先天性難聴は1,000

会に対して ‘18～ ‘19年の NHS 実施状況につき初

人に１人と比較的頻度が高く、かつ約半数はリス

産・経産別に、要再検率、非受検率、受検しな

ク因子を持たない児に発生します。新生児聴覚

かった理由、要再検者の転帰、につきアンケート

スクリーニング（以下 NHS）は先天性難聴の早期

を実施いたしました。（アンケート回答状況：病

発見のために行われるもので、NHS が行われな

院17/28

いと診断および治療の開始が３歳近くにまで遅れ

病院12/17

診療所16/17、要再検率回答施設：

る場合もあります。実施時期は生後３日以内、再

病院15/17

診療所16/17、要再検症例転帰回答

検査は１週間以内に行うべきものであり、費用は

施設：病院5/17

診療所17/25、初産・経産別回答施設：

診療所8/17）

機器の違いにもよりますが、3,000円から１万円

要再検率は病院で3.21％、診療所で0.46％、助

と高額です。2000年台早期に厚労省は NHS 公費

産院で6.38％、範囲は病院で0～11.30％、診療所

補助実施を求める通知を出し、2017年再度発出し

で0～1.32％でしたが、中央値は病院0.43％、診

ましたが、京都府では２町が2019年度より実施を

療所0.35％で、施設規模での差はありませんでし

開始しただけでした。そこで京都府の NHS 公費

た（図１）。しかし２病院で７％を超えており、こ

負担を実現すべく京都大学耳鼻科大森孝一教授の

のことは検査方法の精度の問題の可能性が示唆さ

お声がけで、耳鼻科、小児科、産婦人科、府医師

れました。

会、京都府、京都市、教育機関、が集まり、京都

非 受 検 率 に 施 設 規 模 別 の 差 は な く、 全 体 で

NHS 事業推進協議会が立ち上がりました。NHS

3.91％でしたが、施設ごとの差は大きく、病院で

推進協議会の活動の効果もあり、京都市は4月か

は0～26％、診療所では0～39％、非受検率が10％

ら公費一部助成を開始いたしましたが、OAE（内

を超える施設が２病院、２診療所ありました（図

耳からの反響音）1,500円、ABR（脳幹からの電気

２）。これは施設によって NHS に対する意識の

的反応）4,020円、かつ一回目のみで、まだ決して

差を表すと考えられます。非受検者の中に受検者

全額負担とはなっていません。京都府は今年度協

と同率の要再検者がいると考え、予測要再検症例

議会を立ち上げる予定でしたが、COVID-19の影

数を算出してみると、２年間で21名の要再検児が

響でまだその気配もありません。

見逃されている可能性が考えられました。
初産・経産別のデータを見ますと、要再検率、

【京都府の NHS の現況


～京都産婦人科医会アンケート結果から～】

非受検率ともに経産婦のほうが高い傾向が認めら
れました（図３）。これらの率から算出すると２年

京都府全域における全額公費負担を目指すうえ

間で初産婦で1.7名、経産婦で2.6名の要再検児が

でも京都府内全施設のデータを行政に示すことが

見逃されている可能性があるという結果となりま

できれば影響力は大きいと考え、京都産婦人科

した。受検しなかった理由の中で多かったのは一

38 ・・・
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人目が大丈夫だったから、費用が高いから、とい
うものでした。

【考察】
NHS を受けない理由の中に、「上の子が大丈夫

経産婦のほうが要再検率の高い理由を検証すべ

だから」があります。今回のアンケート結果か

くある医院から要再検症例の詳細な家族背景をい

ら、これは何の保証にもならない、むしろ経産婦

ただきました（表１）。すべての症例に保育園児の

だからこそリスクが高いかもしれない、というこ

同胞がいました。これらの症例では妊娠初期に保

とがわかりました。日本人でサイトメガロウイル

育園児からサイトメガロウイルス感染などを受け

ス（CMV）抗体を持たない人は約30％、抗体を持

た可能性も考えられました。要再検症例の転帰を

たない妊婦の１～２％が CMV に初感染し、うち

記載してくださった施設は少なく、規模の大きい

40％が胎児感染を起こすといわれます。抗体があ

施設からはほとんど回答はありませんでした。こ

る妊婦であっても0.2～２％は CMV の再活性化

れは各科の連携の菲薄さをあらわしているのかも

による胎児感染を起こすとされています。である

しれません。回答をいただいた中では明らかに経

とするなら、私たち産婦人科医は妊婦に対して風

産婦が多い、という結果でした。

邪症状のある子どもの食事介助あるいは汚物処理
の際には最大限気を付けるよう、さらに注意喚起
する必要があるのかもしれません。
先天性難聴は１歳までに人工内耳を行うこと
で、80％は健常児と同等に発育し、６か月以内で
あれば、発音はほぼ正確になる、といわれます。
NHS を実施する産婦人科、小児科、行政、耳鼻科、
の連携があってこそ、NHS が活きてくるのです。

図１．NHS 要再検症例

図２．NHS 非受検症例

図３．初産・経産別 NHS 実施状況

表１．Ａ医院要再検症例の家族背景
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京都における新生児聴覚スクリーニング
（NHS）
について
日本耳鼻咽喉科学会京都府地方部会福祉委員長
京都府立医科大学附属病院耳鼻咽喉科
医療法人小宮耳鼻咽喉科

兵

庫

美砂子

近年、小児の難聴早期発見・聴覚補償の重要性

は脳幹の髄鞘化が未熟な新生児では計測不能とな

が認識され、NHS の実施率、公費化・助成、と

り、偽陽性が出ます。一方、OAE は入力音が蝸

もに全国的に増加しています。京都府では、伊根

牛で増幅されることを利用して内耳機能を評価す

町、与謝野町での公費化・助成からスタートし、

るものですが、入力音反射音の経路に外耳中耳が

2020年4月には京都市が助成事業を開始していま

あるため、外耳道が狭く、耳内に羊水等の遺残が

す。京都小児科医会の先生方におかれましては、

ある新生児では、修飾されて偽陽性が出ます。

日頃より NICU や一か月健診で NHS をご施行い
ただき、また日常診療のなかでも小児の耳の状態

Q4

AABR と OAE どちらがスクリーニングとし
て適切ですか？

や聞こえに気を配っていただいておりますこと、
心より感謝申し上げます。拙稿では、日頃より小

A4

AABR で す。 理 由 は 偽 陽 性 率 が 低 い こ と

児科の先生方からお尋ねいただくことの多い質問

と、偽陰性が極めて少ないことです。2016～18

に回答する形式を用いて、京都の NHS 後精査機

年に京都府立医大耳鼻科で精査を行ったところ、

関耳鼻咽喉科医側からみた、データと情報をご報

NHSrefer254耳中、偽陽性率は AABR で27.1％、

告申し上げます。小児科と耳鼻咽喉科の今後も引

OAE で37.0％でした。また、OAE では蝸牛より

き続き良好な連携に、少しでも寄与することがで

中枢側に難聴の原因がある後迷路性難聴で偽陰性

きましたら、幸甚に存じます。

が出てしまいます。難聴の見逃しにつながるため、
OAE によるスクリーニングは推奨しません。京

Q1
A1

NHS とはどのような検査で、何がわかるの

都市における助成金額に、AABR 4,020円、OAE

ですか？

1,500円と大きな差があるのもこのためです。

新生児期に出産取り扱い施設で施行される、

軽度以上の難聴を左右別にスクリーニングする他

Q5

何回施行すればよいのでしょう？

覚的聴覚検査です。難聴の程度や原因はわからず、

A5

pass が出れば１回でよいです。refer がで

難聴の確定診断にはなりません。

ましたら、少なくとも２回目をお願いします。そ
れ以上の回数を行っていただいてもよいですが、

Q2 要精査 refer の結果が出た児は全員難聴ですか？

生後１か月までにスクリーニング検査としては結

A2

果を出し、refer なら精査医療機関への紹介をお

いいえ。一般に、要精査 refer が出た児の

約1/4が補聴器を必要とする難聴、約1/4が補聴

願いいたします。

器不要の一側もしくは軽度の難聴、約半数が正常
聴力（偽陽性）と言われています。

Q6

新生児全員に対して NHS が施行されている
のですか？

Q3

なぜ偽陽性がでるのですか？

A6

A3

NHS に は AABR（ 自 動 聴 性 脳 幹 反 応 ）と

国や京都府では NHS は公的スクリーニングとは

OAE（耳音響放射）の２種類があります。AABR

位置付けられておらず、任意検査であること、自

40 ・・・
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治体間、出産取り扱い施設により自己負担金額に

Q10

リスト以外の耳鼻科に紹介することは可能
ですか？

差があること、長期入院や里帰り出産などで、検
査を受けそこねている児がいること、などが原因

A10

中耳炎の治療や一般的な診察は、かかりつ

です。

け耳鼻科や、一般の病院にご紹介ください。ただ
し、小児難聴診断には専門性の高い検査設備と医

Q7
A7

児が NHS 施行されているかどうか、どこで

師、言語聴覚士を必要としますので、難聴の早期

確認できますか？

発見を目指すためにも精査医療機関や二次聴力検

母子手帳に記載欄があります。NHS を施行

査機関への紹介をお願い申し上げます。

された先生には、結果の記載時に機器から印刷さ
れたデータをそのまま貼付していただけるとあり

Q11

保護者が児のきこえやことばに関して不安

がたいです。簡便に AABR/OAE どちらかが把

を感じています。相談できる医療機関以外

握でき、左右記載ミス等のエラーも防げます。ま

の窓口はありますか？

た、NHS 施行の記載がない場合には、保護者に

A11

＊京都市児童福祉センター療育部門＊京都

確認の上、精査をご依頼ください。

府聴覚支援センター（府立聾学校内）＊京都府スー
パーサポートセンター（府立宇治支援学校内）＊京

Q8
A8

refer 児や未施行児は、どこに紹介すればよ

都府北部聴覚支援センター（府立聾学校舞鶴分校

いですか？

内）の療育機関に相談窓口を設けています。各ホー

府内では精査医療機関として＊京都府立医

ムページをご参照の上、ぜひご活用ください。

科大学附属病院＊京都大学医学部附属病院、二次
聴力検査機関として＊市立福知山市民病院＊京都

Q12

一 度両側 pass が出れば聴力正常と判断し
てよいですか？

府立医科大学附属北部医療センター、の各耳鼻咽
喉科にご紹介ください。詳細や、他県の紹介先に

A12

その後に難聴を発症するケースがありま

ついては、
「日本耳鼻咽喉科学会」→「一般の皆様」

す。上述京都府立医大耳鼻科のデータでは、初診

→「お子様の難聴に関する情報」で検索してくだ

児303名中 NHSpass 後に難聴が判明した児が25

さい。このリストは学会が２年に１回更新し、責

名いました。うち、進行性難聴13名、滲出性中耳

任をもって小児難聴精査ができる医療機関を掲載

炎10名、OAEpass の後迷路性難聴１名、NHS 検

しています。

査不備１名でした。乳幼児期の進行性難聴が多く、
注意が必要です。NHSpass でも、日常診療の中

Q9
A9

精 査医療機関と二次聴力検査機関の差は何

できこえやことばが心配される児を診察されまし

ですか？

たら、先入観にとらわれることなく耳鼻科にご紹

精査医療機関は小児難聴の確定診断を行い、

介を賜りたく、どうぞよろしくお願いのほど申し

療育につなげることのできる医療機関です。距離

上げます。

や、精査までの待機日数などの問題で、精査医療
機関を受診できない場合には、二次聴力検査機関
をご活用ください。二次聴力検査機関で精査要と
診断されれば精査医療機関に再紹介されます。
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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2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）

COVID-19感染拡大に伴い、学会、研究会を始めいろいろな会議が一時期すべて中止となり、新たな
開催方法を模索しながら各方面で試行錯誤が繰り返されています。子育て支援委員会も例外ではなく、
3月の子どものこころと身体懇話会は中止、10月も現時点では中止の予定で再開のめどは立っていませ
ん。子どもの健康週間に関しては、京都府医師会の協力のもと、ウェブ開催を計画しています。顔を合
わせて議論することが学会の醍醐味と考える私たちにとってウェブ開催は未知なる手法です。しかし、
これが今後の学会では標準的な開催方法になる気配が十分に感じられています。
例年であればこの項の最後に懇親会の写真を掲載するのですが、懇親会も中止になりました。世の中
の常識が半年ほどで激変し、おそらく全く元に戻ることはないであろうことを私たちはうすうす気づい
ています。このパラダイムシフトの先の子育て支援にも新たな変化が訪れることでしょう。しかし、子
育て支援の根底にある「やさしさ」は変わることがないと信じたいものです。
今回の子育支援リレーエッセイは、京都第二赤十字病院小児科部長の大前禎毅先生に病院小児科医の
立場から医療的ケア児の教育現場における問題について書いていただきました。医療的ケア児がふつう
の小学校に入学する例も出てきており、学校医の先生方にも興味ある内容と思います。

42 ・・・
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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36回子どものこころと身体懇話会
第36回子どものこころと身体懇話会は「ネット・スマホ依存について」というテーマで令和元年
10月5日（土）、京都第二赤十字病院Ｃ棟１階多目的室１、２で開催され、48人の参加がありました。
最初にはせがわ小児科の長谷川功先生と坂田医院の坂田耕一先生に症例報告をしていただき、そ
の後「ネット・スマホ依存の支援について」というタイトルで大阪市立大学大学院医学研究科神経
精神医学講師の片上素久先生に講演をしていただきました。子どもがネットばかり見ている、スマ
ホを触らせたら手放せなくなった等の相談事は日常よくあることだと思います。どう答えるかはそ
の時、その人の状況によって様々でしょうが、お悩みの先生も多いことと察します。症例報告でも
そのような身近な問題が取り上げられました。一方、「ゲーム障害」ということばが出てきた以上、
そのことも踏まえての返答を考えることは必要かと思います。まずは相手（ゲーム障害、ゲーム依存、
スマホ依存とは何か）を知ることが大事ではないでしょうか。まだ認識され始めたばかりの概念で
すので今後その変遷はあるでしょうが、ネットやスマホはもはや社会生活に不可欠なものでもある
ため、私たちの知識としても重要なことの一つになることは間違いありません。（平井

清）

講演：ネット・スマホ依存の支援について
大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学

片

上

素

久

インターネットは従来コンピューター同士の通信手段として開発されたが、電子メールの開発とと
もにそれは人と人のコミュニケーションを意味するところとなった。特にワールド・ワイド・ウェブ
（WWW）が1990年代の初期に出現してから、インターネットは便利な通信手段として急速に拡大し、多
くの人々を引きつけることとなった。しかし同時に極度にのめり込むことによりそれ以外のことを犠牲
にしたり、不安や抑うつ症状を引き起こしたりすることから、日常生活および社会生活に支障を来すこ
とも少なくない。欧米やアジアなどにおいてインターネットに依存することによる社会的な問題が顕在
化しており、とりわけオンラインゲームの場合はその影響は深刻である。我が国において、オンライン
ゲームは引きこもりとの関連性が指摘されているが、中国や韓国ではオンラインゲームを数日間連続没
頭し続け、死亡したケースが少なからずある。そのような社会的状況を反映し、その活動に没頭し臨床
的に重篤な障害および苦痛に至るゲーム障害という概念が作られた。
インターネット使用の問題を抱える受診者は若年層が多く、その対象としては主にオンラインゲーム
であるが、最近ではスマートフォンの普及に伴いその関連も無視できなくなってきている。若年者の受
診は多数であるが、両親の熱意とは裏腹に病識に乏しい場合が多く、本人が受診したがらない、あるいは、
すぐに受診が途絶え脱落してしまうケースが多い。とりわけ若年者の場合、病識が欠如しており、イン
ターネットの問題使用や依存に対する動機付けをすることは容易ではなく、社会的な引きこもり状態に
つながってしまうことも少なくない。この動機付けを含めたネット・スマホ依存の支援に取り組むに当
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たり、ネット・スマホに依存する心のプロセスを解明することが不可欠であろう。
大阪市立大学医学部附属病院では、ネット・スマホに依存に対する診療部門を設けており、とりわけ
患者自身の動機付けにおいて難渋する場面も多々あるが、本院でのその診療の実態について若干の考察
を加えて報告した。
第37回子どものこころと身体懇話会は新型コロナウイルス感染症流行の影響を受け、中止となりまし
た。この原稿を書いている8月現在もその社会的影響は続いており、今後の懇話会の見通しがまだたっ
ておりません。再び、開催できることを委員会一同、強く望んでおります。

３．日本小児科学会「子どもの健康週間」行事
山内英子、有本晃子
今回は「アレルギー診療の最新事情～こんな治療知っていますか？～」というテーマで令和元年
10月26日（土）に京都府医師会館において開催しました。参加者は92名とほぼ満席。京都府医師会館
での開催は初めてでしたが、近隣の方だけでなく、京都府下からの参加者も非常に多かったので、
交通の便の良い場所と言うのが良かったのだと思います。
一つ目の講演は京都府立医科大学小児科学教室

土屋邦彦先生の「食物アレルギーの今昔－除去

から摂取へ－」というお話でした。かつては血液検査（血清特異的 IgE 抗体検査）は必須で、その結
果を重視、原因となる食物の摂取回避（完全除去）が治療の基本でした。現在では、正しい診断のた
めに血液検査を正しく解釈し、必要であれば食物経口負荷試験により、食物摂取による症状誘発の
有無を確認するようになりました。また鶏卵やピーナッツは、その摂取開始を遅らせるより、早期
に摂取を開始することが食物アレルギーの発症を予防することが明らかになりました。今は完全除
去から早期摂取であります！
二つ目の講演は京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

安田 誠先生の「鼻アレルギー

の新しい治療－舌下免疫療法－」というお話でした。舌下免疫療法は始まってまだ５年しか経たな
い新しい治療法で、しかも11歳以下の子どもも対象となってからまだ１年少しです。スギ・ヒノキ
花粉の飛散状況から舌下免疫療法の詳しい内容まで。又、ご自分のお子さんに治療をされた様子を
話され、子どもに舌下免疫療法を始める工夫のお話が聞けて良かったでした。
保護者の皆様からはいつもながら質問が多く、時間終了後も沢山の方が待っておられました。ま
たこの講演を聞かれて、花粉症に悩むお子さんに対して、舌下免疫療法を始められた方があり、本
人も症状が軽減されてとても喜ばしいことでありました。（司会：山内英子）

44 ・・・

京都小児科医会会報No. 64

講演１：食物アレルギーの今昔－除去から摂取へ－
京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学

土

屋

邦

彦

食物アレルギーとは、「食物よって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとって
不利な症状が惹起される現象」と定義されています。食物アレルギーによって、じんま疹等の皮膚症状
からアナフィラキシーショックなど生命を脅かす症状まで認められることがあります。このため、かつ
ては原因となる食物の摂取回避（完全除去）が治療の基本でした。しかし、乳幼児の一部には、食物アレ
ルギーがアトピー性皮膚炎に関与していることがあるため、実際にはそうではないにも関わらず、血液
検査（血清特異的 IgE 抗体検査）の結果のみよる誤った食物除去が指導されることや乳幼児期の主な原
因である鶏卵、牛乳、小麦は年齢とともに食べられるようになる（耐性獲得）ことが多いにも関わらず、
乳児期に症状が誘発された原因食物を年長児になっても除去し続けていることがありました。現在では、
正しい診断にためには、血液検査を正しく解釈し、必要であれば食物経口負荷試験により、食物摂取に
よる症状誘発の有無が確認されるようになりました。さらに、この経口負荷試験により、原因食物の診
断や耐性獲得の確認のみならず、何をどのようなかたちで、どのぐらい摂取できるかを確認することで、
完全除去ではなく安全に少量から摂取が進められるようになり、誤食による症状誘発リスクを減らし、
QOL の向上が期待できるようになりました。
また、最近まで食物アレルギーの予防のために、鶏卵、牛乳などの食物アレルギーの主な原因食物の
摂取が、妊娠中・授乳中の母親で制限されたり、乳幼児への開始が遅らされたりしてきました。ところ
が、食物アレルギーの子どもが反対に増加していることがわかり、鶏卵やピーナッツは、その摂取開始
を遅らせるより、早期に摂取を開始することが食物アレルギーの発症を予防することが明らかになりま
した。日本小児アレルギー学会からも「鶏卵アレルギー発症予防に関する提言」が発表され、改訂され
た国の指針「授乳・離乳の支援ガイド」にも明示されました。
このように食物アレルギーは、完全除去から早期摂取へのパラダイムシフトが起こっています。

講演２：鼻アレルギーの新しい治療法－舌下免疫療法－
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室

安

田

誠

鼻アレルギーの患者数は日本国内では経年的に増加傾向にあり、特に０歳代や10歳代といった若年者
に顕著である。また鼻アレルギーの原因物質（抗原）の主たるものであるスギ・ヒノキ花粉は京都市内に
おいて今現在も増加傾向にある。これらのことから鼻アレルギーはまさに国民病といわれるにふさわし
い状態であり我々医療者が対処すべく効果が期待される治療法は、患者との病気や治療に対する理解を
図りながらコミュニケーションを深めることに加え①抗原の回避・除去②薬物療法③免疫療法④手術療
法などがある。
免疫療法は日本では1960年代に開発された皮下免疫療法（SCIT）と本日のメインテーマである舌下免
疫療法（SLIT）の２つの投与法がある。舌下免疫療法は2014年に始まりまだ５年しか経過していない新
しい鼻アレルギーの治療法である。現在までスギ製剤とダニ製剤の２種類が国内で発売されている。投
与に痛みが伴わず、安全性も高いため小児を含め様々な年齢の鼻アレルギー患者に適応がある。また症
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状改善や使用薬物量の減少といった実感できるあるいは目にみえる治療効果以外に①新規抗原感作の減
少②喘息発症の抑制③終了後の効果持続といった他の治療法にはない目に見えない独自の効果が期待で
きる。
舌下免疫療法開始直後は副反応の心配があり稀であったが、最近ではスギ製剤とダニ製剤を同時に投
与する DUAL SLIT が行われるようになってきた。本治療は副反応の心配はあるが、注意しつつ工夫
をして行えば小児にも施行可能である。
本講演では、なるべく平易な言葉で舌下免疫療法の効果や使用法また注意点なども含め講演したいと
考えている。

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。19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。
令和元年度 開催状況
回

月

日

内

容

講

師

第１回

10月2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
管理栄養士 三宅聖子 氏

第２回

10月7日（月）

乳幼児の病気について

京都第二赤十字病院 小児科医 小林奈歩 先生

第３回

10月9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16日（水）

乳幼児の歯の健康ついて

第５回

10月21日（月）

乳幼児の心の発達について

第６回

10月25日（金）

子育て座談会

保健福祉局健康長寿企画課
歯科衛生士

森

智代 氏

京都教育大学発達障害学科教授
小児科医 小谷裕実 先生
小児科医

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２回「乳幼児の病気について」と、第５回「乳
幼児の心の発達について」の２回です。
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子育て支援リレーエッセイ（第７回）

医療的ケア児が通う教育現場における医療との連携
京都第二赤十字病院 小児科

大

前

禎

毅

小児の救急医療を続けていると、高度な医療的ケアを必要とする在宅医療と表裏一体で関与せざるを
えず、受け手にも送り手にもなります。では、小児在宅医療に精通しているかというと決してそんなこ
とはなく、
「医療」については何とかなるものの、
「生活」については正直素人で、訪問看護師やヘルパー
に任せっきりになっているのが現状です。ただ幸い、我々と比較的近い距離に居てくれるので在宅医療
として形になっているのだろうと思われます。ところが、生活の中で大きな位置を占める「教育」につ
いては全くの門外漢で医療的ケア児の通う施設や学校の校医でない限りまず関わることはありません。
今回の子育て支援リレーエッセイにふさわしいかはわかりませんが、2016年6月から月１回、京都市
立北総合支援学校に通う医療的ケア児の巡回指導を通して、教育現場に医療が直接関わることの必要性
についてお話しさせていただきたいと思います。
昨年度までの３か年は文部科学省の「学校における医療的ケア実施体制構築事業」のモデル事業とし
て継続していましたが、当初はあくまでボランティアとして始めました。定期受診の際に多くの保護者
が「学校の扱いは不平等で不当だ」と聞かされました。私自身、『看護師もいるのになんでそんなこと
できないんだ？』としか思っていませんでした。一方、学校からは「家族がケアを無理強いするのでい
つ事故になってもおかしくない、何とか親の希望を抑えてもらうことはできないでしょうか」と懇願さ
れていました。一体何が本当なのかを確かめるため学校に行ってみようと思い立ったのが始まりでした。
現実は、人工呼吸器を装着し、胃瘻や経鼻チューブから栄養を受ける子が並び、痰を吸引する音やモ
ニター音があちこちから鳴り続け、一人ひとり専用の分厚い対応マニュアルを横に置いてケアが行われ
ています。そんな子どもたちが10数人集まっていました。「ここは病院？いや病院以上。これでよく事
故が起きないな」と驚愕しました。それ以降少しでも両者の負担軽減になるならと毎月通い、４年経過
しました。事前に保護者から相談して欲しい内容を聞き取り、学校で養護教諭、学校看護師、担任教諭、
時に学年主任や校長とも現場で相談しながらどのように進めるのかを検討します。その内容を学校、私
がそれぞれ保護者に説明し、取り組めることを行ってフィードバックしながら進めています。継続する
うちに時に対立していた保護者と教育現場とが「子どものためにできることからなんとかして初めてみ
よう」という関係性ができ、現在は少なくとも両者間で膠着するような課題は無くなりました。
では、なぜこんな事になったのか？教諭や学校看護師はマニュアル通りに医療的ケアを行えばいいので
すが、自分が行うケアが子どもの体や機能にどう影響するのかを知らないままでいるということです。そ
のため普段とは異なる変化があった時に対応が困難となり、保護者に連絡、病院に搬送となり、対立が
生まれてしまうのではないかという事でした。元より保護者は、入院中にケアについて様々教えてもらい、
「信頼する医師から自宅で安全安心に継続可能な平易な医療を受けている」と考えています。だからこそ、
“素人の保護者ができることを看護師が常駐している学校でできないのか？”という思いでいる事にこち
らが気づいていなかったという事でした。この両者の認識の差こそが課題ではないかと思われました。
理想としては、
「生活の場」に医療的ケアを持ち込んだ責任者として、学校と保護者の掛け橋、調整役
となることですが、
今も増えつつある医療的ケア児に対して、
日常診療に多忙を極める病院小児科医が「学
校を含めた生活の場」をフォローすることは困難と思われます。１つの案として、医療的ケアに精通して
いる医師が地域の学校や支援学校を担当し、患者主治医、保護者にフィードバックしながら調整してはど
うだろうかと考えています。来たるべきトランジションに対応できるよう他科の医師、居宅サービスや放
課後デイサービスなどの福祉も加え、行政区単位で小児在宅医療が完結できる体制が整備されれば、成
人にまで繋がる在宅医療体制が構築されるのではないかと夢見ながら、この巡回を続けています。
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■

ゴルフ同好会 
ゴルフ同好会活動報告
ゴルフ同好会幹事

松

尾

敏

過去の記録を見ると、1980年10月12日に第一回京都小児科医会ゴルフコンペが京都ゴルフ舟山コース
にて、20名の参加者で開催されて以来40年間、毎年２回開催されていきました。令和元年11月10日、第
79回は宇治カントリーにおいて８名の参加で無事開催できました。
さて、令和2年5月17日に開催された記念となる第80回でしたが、COVID-19には参りました。小児科
医会でゴルフコンペをして、クラスターでも発生させたら大ニュースになってしまい、医師会の PCR
センターで、ほぼ毎日働いてくれている禹先生や松田先生に申し訳が立ちません。私と大野先生で2018
年から幹事をさせてもらっており、沢山の会員の皆様に参加していただけるようにと準備していました
が、今回は沢山の参加よりも毎年２回40年間続いた伝統を守り続ける事が今の幹事の使命だと思いなお
しました。よって今回は何度も案内を出すことを止め、参加希望者が一組でも良いので開催をしたいと、
また小児科医会の名前はゴルフ場では使わないで、勝手に KPA 会（Kyoto Pediatic association の略）
と名乗ってゴルフコンペを行いました。参加は５名でしたので、二組で回らせてもらいました。表彰式
もコンペルームは使用せず、食堂の片隅で密やかに行いました。
記録を見ると、過去の小児科医会ゴルフでも、第49回と56回は５名の参加で開催されていました。先
輩幹事の先生方も苦労されたことと思います。最後に大野先生が過去の優勝者や参加人数、開催コース
などの統計をまとめてくれましたので、今回は優勝回数ベストスリーを発表します。一位は優勝17回の
林先生、同点二位は優勝10回で遠藤先生と今年度第79回と80回の連続優勝の若泉先生です。
次回は令和2年11月8日に予定しますので、コロナなんかに負けないぞと思われる先生方の参加をお待
ちしています。
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■

旅行同好会 
湯谷温泉・名古屋旅行
福

原

京

子

令和元年11月2～4日、京都小児科医会の旅行が
行われました。参加者は、田中芳一、大内能子、
宇田裕子、福原宏一、福原京子の５名です。田中
先生とヤサカ観光の森川さんが日程を計画して下
さいました。11月2日、快晴。午前診を早く終了
し、タクシーで京都駅へ。JR 京都駅新幹線八条
口改札口近くに、９人乗りのヤサカジャンボタク
シーが待機。12時50分、全員集合。13時5分に出発。
運転手は若い嵐正喜さんです。名神、新名神、東
名阪を通り、14時30分亀山市に到着。旧東海道、関宿の見事な街並みを散策する事が出来ました。次に
石薬師宿も見学しました。のぶ庵、菊屋本店などで昔からの和菓子を買う事も出来ました。とても美味
でした。ススキや紅葉が美しい季節です。16時30分に出発。16時40分、赤白のエントツがたくさん立っ
ている四日市のコンビナートを通過しました。立派な港も見え活気あふれる感じでした。七色の煙が発
展の象徴と言われた北九州市の八幡製鉄所の近くで育ちましたので、懐かしい光景でした。新城 IC を
通り、18時15分、湯谷温泉の湯谷観光ホテル泉山閣に到着です。すぐ近くを飯田線が通っていました。
地下千メートルからの源泉は、1300年前に鳳来寺を開山した利修仙人によって発見されたとの事で湯の
花豊富で温まりました。19時30分より夕食。名物のほうらい牛、マスとアマゴのかけあわせの絹姫サー
モン、アマゴの塩焼、レンコンの精進あげ、菊イモのミソづけ、キノコのたき込みごはんなどの珍味を、
秋味ビールと鳳来泉生酒で美味しくいただきました。4月の桜、6月のホタル、11月末の紅葉もお薦めの
ようでした。11月3日晴れ。7時半より和食の朝食。8時40分よりのトンビの餌付けを見ました。ホテル
横の宇連川にはかわいい白セキレイがいました。9時にジャンボタクシーで出発。まず、佐久間ダム電
力館、ダム内見学です。館長さん自ら、ダムについてスライドで説明、たくさんの資料もいただきました。
落石があるからと皆でヘルメットをかぶり、案内していただきました。地下７Ｆにエレベーターで降り
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ました。常に温度15℃、湿度89％を維持しているとの事でした。諏訪湖から遠州灘に注ぐ天童川をコン
クリートの堤でせきとめて電力を作る工事が昭和28年4月から３年計画で行われました。米国製の大型
機械の導入、土木工事が一気に発展したとの事でした。ダムの高さ155メートル、発電所出力35万キロワッ
ト、世界に日本国民のたくましさを知らせる機会となったそうです。この後、黒部ダムが作られました。
12時、鳳来寺山見学。鳳来寺は703年に利修仙人が開山。鳳来山東照宮は祭神が徳川家康公との事でした。
皆でお昼には、こんにゃくみそ田楽とおそばをいただきました。その後、14時30分より長篠の戦い、設
楽原の決戦の古戦場を見学しました。武田勝頼（29才）が１万５千の軍で長篠城を猛攻したが5百の兵で
奥平貞昌（21才）が守った。織田・徳川連合軍（３万８千）と武田軍（１万２千）が設楽原で戦い、火縄銃と
いう新兵器を用いて、2km の馬防柵で騎馬を防ぐ作戦で織田・徳川連合軍の大勝利となったようです。
色々想像しながらゆっくりしたい場所でした。18時、名古屋市の名古屋栄東急 REI ホテルに到着。19時、
ホテル内のしゃぶ禅で夕食。海鮮や肉のしゃぶしゃぶ、最後にきしめん、とても美味で生ビールもすゝ
みました。名古屋は道も広く大都会です。大内、宇田、福原は夜の栄町をぶらつき、ケーキ付きのコーヒー
を楽しみました。11月4日晴れ。7時よりバイキングの朝食。みそかつ、きしめん、小倉トースト、手羽先、
ブタや牛の内臓を豆みそで煮込んだどて煮などの「なごやめし」も楽しむ事が出来ました。9時にホテ
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ルを出発。名古屋城を車の中から見学。天守閣の緑の瓦屋根、有名な金のしゃちほこが輝いて素敵でした。
名古屋高速を通って9時30分、三菱重工 MRJ（MITSUBISHI REGIONAL JET）ミュージアムとあいち
航空ミュージアムに到着。10時より見学しました。予約と身分証明書も必要で少し緊張しました。国産
初のジェット旅客機「スペースジェット（旧 MRJ）」を開発中です。１機製作には１年かゝり、月に10
機ほど作っているとの事。１機製作費は50億円、850の試験をクリアする必要があり、部品数は100万個
との事でした。デザインは、日本刃、うるし塗の赤、窓は歌舞伎の隈取りのグレーなどのアクセント日
本らしい素敵な飛行機です。12時30分終了。次にトヨタ博物館へ行きました。13時より博物館内のレス
トランでエビやハンバーグのランチを皆でいただきました。私は車の運転が出来ませんが、車が大好き
な人には、１日中居たい場所ではないかと思いました。16時から、桶狭間古戦場を見学しました。今川
義元と織田信長が戦い、信長が勝利した場所です。その後、有松しぼり館に行きました。400年以上続
く有松絞りの技術は立派なものです。ハンカチを２枚記念に買いました。街並みもしっとりしていて又、
ゆっくり訪問したいと思いました。16時47分、有松出発。17時20分、四日市を通過。夕焼けが大変きれ
いでした。19時45分、京都駅八条口に無事、到着しました。とても楽しい３日間でした。私はソウル以
来毎年参加させていただいております。毎回、個人ではなかなか訪問出来ない場所に楽しく行く事が出
来、嬉しく思っています。多くの方の参加を期待致します。
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尾張俳句紀行

秋の宿編目整ふ竹の駕籠
秋の陽や屋根美しき宿場町
祭馬顔良し棕櫚の毛並良し
祭馬担ふ瓢箪米俵

福原 宏一

秋の暮女将の点前にほつこりと
山深き宿の日の丸文化の日
堂々と聳ゆるダムや天高し
緋の金魚大きく育つ山の池
山彦をかくまふ山の装へり
老病にめげぬ足どり紅葉道
新蕎麦に仲間となごむ茶店かな
錦秋の山に埋もれし里静か
秋の野や人馬撃たれし古戦場
しやぶしやぶの蟹海老鯛や旅の宴
丹精のジエツト飛びたて虹の空
秋うらら夢の名車の乗り心地
ネクタイは秋空の色絞り染め
渋滞の帰路弦月の傾きぬ
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■

休診閑話 
この一本
林小児科循環器科

林

鐘

声

ワインに嵌った人々には、それぞれにきっかけ

に絶妙となり、喉越しが滑らかで香りが立ち上が

になったワインがあります。2018年、文春新書か

る幸運が舞い降りました。ビギナーズラックとい

ら出版された山本博氏による「歴史の中のワイン」

う他なく、こんな飲み物があったことに驚き、知

の第２章の“僕の心を奪ったワイン”の中には、

らなかったことに後悔しました。ブルゴーニュの

これはというのがいくつも挙がっていて、皆さん

村名ワインでこのような感激を受けたのですか

のこの一本になるものが潜んでいるかも知れませ

ら、高級や偉大とされるものはさぞかしと期待を

ん。読みどころは、1931年生まれのせいか遠慮が

持ったのはごく自然な成り行きです。その後、新

取れて本音が透けて見えるような記述が随所にあ

たな驚きや悦びを得たのはとても幸せな事でし

るところです。

た。とはいえ未だに、その時の感激に勝るものに

1996年、何回目かのワインブームのさなか、Ｉ

は巡り合えず、“今ひとたびの逢うこともがな”

氏による「ワインの常識」が出版されました。こ

と思いながら、あれやこれやとワインを求める生

れが岩波新書かと疑うほどの雑な内容の本でし

活が続いています。

た。これに対して山本氏はすかさず「ワインの常

最後に、私がお礼やご挨拶やちょっとした贈り

識の非常識」
（人間の科学社）という本を出したこ

物に用意しているワインを紹介します。①テタン

とが、新聞の読書欄に取り上げられたので、覚え

ジェのコント・ド・シャンパ－ニュ、②ルイナー

ておられる方もいらっしゃると思います。あいま

ルのブラン・ド・ブラン ノン・ヴィンテージ、

いな内容、間違いに１つ１つ検証しながら、敢え

そして、③ラドゥセットのコント・ラフォン銘の

て他人の褌で相撲を取るような本を出したのは、

サンセールです。①②のシャンパンはシャルドネ

この年代の人特有の岩波新書に対する思い入れ－

だけのもの、③はソーヴィニョン・ブランを使用

それは装丁が岩波書店の本に似せていたことから

した白ワインです。①には優雅さと精妙さに脱帽

も推察されました－と同時に、何よりもワインに

し続けている人が、②は何かあればこれをという

対する愛情があってのことだったでしょう。私に

人が、私の周りにいます。③は特別のものではな

とっては、ついつい蘊蓄を語りたくなった時や

いにしても、うまい。“先ずはこれはどう”、とい

語ってしまった時に、間違いはないかと調べる辞

うところです。ワインを挟んで会話が弾む姿を思

典代わりになるものでした。

い浮かべては、お渡ししています。熟成を要する

さて、私の一本は1978年のシャンボール・ミュー

白ワインや赤ワインは、瓶による当たり外れもあ

ジニの赤です。京都に戻ってきた1981年の4月か

ることから、お渡しするのではなく一緒に飲みま

ら、高島屋のソムリエに毎月何本かを見繕って届

しょうという事にしています。何と言っても一緒

けてもらっていました。その9月に当たりがあり

に愉しむのが一番です。では、グラスを挙げて乾

ました。小ぶりのグラスでかなり冷やし気味で飲

杯！

んだところ、酸とタンニンのバランスがいい塩梅
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■

理事会報告


第１回理事会（令和元年度 第１回）
令和元年5月10日（金）13時30分～ 医師会館

出席：藤田、竹内、吉岡、栗山、長谷川、浅井、有井、禹、長村、
川勝、木﨑、清澤、黒田、小谷、天満、東道、林、藤原、
松尾、松田、森本、安野、山内、若園、八角
欠席：岸田
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 平成31年3月7日以降
（入会）小坂喜太郎（亀岡）コサカ小児科糖尿病内科
八角高裕 京都大学医学部附属病院
（異動）諸戸雅治（福知山）京都府中丹西保健所
→（福知山）市立福知山市民病院

新しい理事に京大と府立医大から１人ずつ入ってもらうこ
とになった。
O-157の集団発生について、オムツの管理などの対策を指
導すべし。
B 型肝炎ワクチンの工場閉鎖で10月以降不足が予想される。
９．日本小児科医会から 藤田会長
9月7日に教育基本法成立記念式典が東京である。
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2日に第16回プログラム委員会を開催
4月24日に第17回プログラム委員会を開催
今後の予定

平成31年5月9日現在の会員数 304名
２．共催・後援の会
①平成30年度京都府在宅療養児支援フォーラム
3月9日（土）14時～16時 御所西京都平安ホテル
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 髙橋昭彦先生
②診療内容向上会（鳥居薬品共催）
3月30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
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
「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
出席76名
③京都小児科医会ワークショップ若手医師向けの研修会
（主催：京都小児科医会、京都府）
3月17日（日）京都国際会館（第32回近畿小児科学会会場）
テーマ：
「小児科医になって良かったこと、
後悔したこと」
について先輩医師が答えます！
座長 松尾 敏、松田義和
ファシリテーター：京都市立病院 黒田啓史先生
京都第二赤十字病院 長村敏生先生
京都医療センター 浅井康一先生
京都第一赤十字病院 奥村保子先生
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田会長
答申まとまった。
４．府医 京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
５．府医 学校保健委員会 川勝理事
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
答申まとまった。
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 禹理事、松田理事

5月10日（金）、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
70周年記念総会について。
医療費に対するアンケートの集計のあと、医会と政策部会
とで会合を持ちたいとの希望あり。
5月で理事が交代になるが、後任は小児科医会からは推薦せず。

12．2019年度 第１回（第114回）子育て支援委員会
平成31年4月22日（月）14時 京都府医師会館
【報告事項】
１．第５回京都小児在宅医療実技講習会
日時：平成31年3月2日（土）15時～16時
場所：京都府医師会館
参加者：35名
（定員30名のところ地区医師会からの推薦25名、支援
学校の看護師などに声がかかり、35名となった。）
２．平成30年度京都府在宅療養児支援フォーラム
日時：平成31年3月9日（土）14時～16時30分
講演：
「医療的ケア児と地域で共に生きる～家で暮ら
すために大切なこと～」
ひばりクリニック 院長 髙橋昭彦先生
意見交換テーマ：多職種連携による支援の充実
御所西京都平安ホテル
出席者：128名（来場115名、講師・座長・スタッフ13名）、
医師：19名
京都府の事業として行われ、今までで最高の人数であった。
３．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）15時～17時30分
場所：第二日赤会議室
テーマ：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 野田正人先生
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 清治先生
参加者：53人内、小児科医会32人、京都市学校医会13人、
両方の重複12人
【協議事項】
１．すくすく教室（山内）
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①令和元年10月2日（水）…離乳食
（京都市保育課 管理栄養士）
②令和元年10月7日（月）…乳幼児の病気（小児科医）
③令和元年10月9日（水）…事故の予防について
（京あんしんこども館）
④令和元年10月16日（水）…乳幼児の歯の健康
（京都市保健医療課）
⑤令和元年10月21日（月）…乳幼児の心の発達について
（小児科医）
⑥令和元年10月25日（金）…子育て座談会
（浅野明美こどもみらい館前館長）
講師の先生方は
②10月7日（月）…乳幼児の病気（小児科医）
京都第二赤十字病院小児科 小林奈歩先生
⑤10月21日（月）…乳幼児の心の発達について（小児科医）
京都教育大学発達障害学科 小谷裕実先生
２．平成31年度子どもの健康週間
日時：令和元年10月26日（土）
場所：京都府医師会館601/602号室
テーマ：アレルギー（詳細未定）

令和元年6月1日（土）日航プリンセス
マルホ共催
受付開始（16時～）
総会（16時30分～）
議長選出
平成30年度事業報告、会計報告、会計監査報告
令和元年度事業計画案、予算案
情報提供（17時10分～）マルホ
特別講演１：（17時20分～）座長 若園理事
「小児 AYA がんの治療の課題と今後の展望」
京都大学 発達小児科学 教授 滝田順子先生
特別講演２：（18時20分～）座長 藤田理事
「アトピー性皮膚炎の診療のポイント
－2018年度診療ガイドラインの解説」
京都府立医科大学 皮膚科学 教授 加藤則人先生
会費：無料
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

３．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5日（土）15時～17時30分
場所：第二日赤会議室
テーマ：未定

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．共催・後援依頼
なし
４．平成31年度第40回母子保健奨励賞の受賞候補者推薦依頼
（資料②）
今年度は見合わせる。


13．その他
①保険医協会保険審査通信検討委員会委員の推薦の件
東道先生を推薦
協議事項
１．次年度総会について（資料①）

第２回理事会（令和元年度 第２回）
令和元年7月13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、禹、長村、川勝、木﨑、
小谷、天満、東道、松尾、松田、安野、若園
欠席：竹内、有井、岸田、清澤、黒田、林、森本、山内、八角
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 令和元年5月10日以降
（入会）
（異動）藤原史博（亀岡）ふじわら小児科内科医院 閉院
→居宅会員
（退会）西小森隆太 京都大学
（死亡）加藤一博（乙訓）加藤小児科
令和元年5月21日ご逝去
服部博史（右京）神ノ木医院
令和元年5月27日ご逝去
令和元年7月12日現在の会員数 301名
２．共催・後援の会
①令和元年度総会
6月1日（土）ホテル日航プリンセス京都
総会（16時30分～）
平成30年度事業報告、会計報告、会計監査報告

令和元年度事業計画案、予算案
特別講演１：（17時20分～）
「小児 AYA がんの治療の課題と今後の展望」
京都大学 発達小児科学 教授 滝田順子先生
特別講演２：（18時20分～）
「アトピー性皮膚炎の診療のポイント
－2018年度診療ガイドラインの解説」
京都府立医科大学 皮膚科学 教授 加藤則人先生
②感染症研究会
5月18日（土）TKP 京都四条駅前カンファレンスセンター
一般演題４題
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．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 松田理事
運動器検診の答申だした。
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 理事
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来期も黒田理事にお願いする。
８．京都府医師会から 松田理事
HB ワクチン供給が滞ってる。風疹五期8月から開始。
９．日本小児科医会から 藤田会長
9月7日生育基本法成立記念会ある。
10．日本小児科医会総会フォーラム 栗山副会長
合計1,017名参加あり、懇親会は230名プラスアルファの参
加であった。
11．保険医協会から 藤田会長
創立70周年記念祝賀会について

12．令和元度 第２回（第115回）子育て支援委員会
令和元年6月24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：錦井友美先生（国立病院機構長崎病院 小児科）

（資料）藤田会長
④令和元年度「京都市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
令和元年7月22日（月）
京都市総合教育センター１階第１研修室 長谷川功先生出席
⑤府医「医療安全対策委員会」委員の推薦について
黒田理事に依頼
協議事項
１．次年度新年会について
令和2年1月25日（土）京都ホテルオークラ
田辺三菱共催
特別講演１：（16時～）
演題案１：
「なぜ繰り返す麻疹・風疹のアウトブレイク」
演題案２：「海外からの感染症インバウンドに備えるには」
演者候補１：医療法人ふじおか小児科
院長 藤岡雅司先生
演者候補２：川崎医療福祉大学 医療福祉学部
こども医療福祉学科 特任教授 寺田喜平先生
特別講演２：（17時～）
京都の見逃しが全国一多いので、整形外科の先生に

２）「愛着の機能とその状態について」
演者：山崎知克先生（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：橋本和明先生（花園大学社会福祉学部臨床心
理学科）
【協議事項】
１．令和元年度子どもの健康週間（資料）
日時：令和元年10月26日（土）
場所：京都府医師会館
テーマ：アレルギー診療の最新事情～こんな治療知っ
ていますか？～
講演１：「食物アレルギーの今昔～除去から摂取へ～」
京都府立医科大学小児科学教室 土屋邦彦先生
講演２：
「鼻アレルギーの新しい治療法～舌下免疫療法～」
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・
頭頸部外科学教室 安田 誠先生
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5日（土）15時～17時30分
場所：第二日赤会議室
テーマ：スマホ依存について
講演：「ネット・スマホ依存の支援について」
大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学
講師 片上 素久先生
専門分野：インターネット依存障害
謝礼は1.5時間なので2万円とすべき。

先天性股関節脱臼の話を依頼したい。
会費：1,000円？→出来ればゼロで
２．感染症研究会
令和元年10月12日（土）京都ホテルオークラ
MSD 共催
座長 市立福知山市民病院 小児科 足立晋介先生
【特別講演①】16時30分～17時30分
「未定（麻疹関連）」
医療法人 一志会 ぐしこどもクリニック
院長 具志一男先生（沖縄県 豊見城市）
【特別講演②】17時30分～18時30分
「未定（ロタウイルス胃腸炎関連）」
社会福祉法人恩賜財団 済生会支部東京都済生会
東京都済生会中央病院 小児科 医長 藤野元子先生
３．共催・後援依頼
①第31回全国保育園保健研究大会（資料）（後援依頼）
令和2年2月1日（土）～2日（日）
②京都府小児がん拠点病院公開シンポジウム（後援依頼）
令和元年7月21日（日）14時～ メルパルク京都
基調講演：
『小児がんの高校生等への教育支援の現状と課題』
座長 京都府健康福祉部 松村淳子部長
相模女子大学 学芸学部子ども教育学科
教授 新平鎮博先生
パネルディスカッション：
『小児がん拠点病院における高校生等への教育サポート』
コーディネーター：細井 創先生
京都府立医科大学附属病院 小児科 教授
アドバイザー：新平鎮博先生
相模女子大学学芸学部子ども教育学科 教授
今後の展望：『小児がん拠点病院の役割』
京都府立医科大学附属病院 小児科
准教授 家原知子先生
京都大学医学部附属病院 小児科 講師 平松英文先生
４．会報63号について 禹理事
①特集記事の原稿執筆依頼（資料）
②広告掲載の企業への依頼（当日配布）
５．令和元年度小児科医会旅行同好会の旅行案内（資料）
11月2日から4日まで


13．その他
①7月8日（月）に開催された、抗 RS ウイルス薬適正使用
検討委員会について（資料）長谷川副会長
【今シーズンのパリビズマブ投与可能期間に関する合意事項】
京都府下の医療機関においては、令和元年8月から翌3月
までは詳記なしでのパリビズマブ投与を認める。
ただし、今年7月と来年4月の投与に関しては、投与理由
に関する詳記が必要となる。
②成育基本法に関する近畿ブロック小児科医会へのお願い
（資料）藤田会長
③京都府立医科大学附属病院の周産期・新生児集中治療部
門の改修工事に伴う患者の受入等について
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第３回理事会（令和元年度 第３回）
令和元年9月13日（金）14時～ 医師会館

出席：藤田、栗山、長谷川、浅井、禹、長村、岸田、清澤、黒田、
天満、東道、林、松尾、松田、森本、安野、山内、八角
欠席：竹内、吉岡、有井、川勝、木﨑、小谷、若園
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 令和元年7月13日以降
（入会）
（異動）
（退会）田畑千尋（中京東部）足立病院
（死亡）
令和元年9月12日現在の会員数 300名
２．共催・後援の会
京都府小児がん拠点病院公開シンポジウム（後援依頼）
令和元年7月21日（日）14時～ メルパルク京都
基調講演：
『小児がんの高校生等への教育支援の現状と課題』
座長 京都府健康福祉部 松村淳子部長
相模女子大学 学芸学部子ども教育学科
教授 新平鎮博先生
パネルディスカッション：
『小児がん拠点病院における高校生等への教育サポート』
コーディネーター：細井 創先生
京都府立医科大学附属病院 小児科 教授
アドバイザー：新平鎮博先生
相模女子大学学芸学部子ども教育学科 教授
今後の展望：『小児がん拠点病院の役割』
京都府立医科大学附属病院 小児科 准教授 家原知子先生
京都大学医学部附属病院 小児科 講師 平松英文先生
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 松田理事
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事（欠席）
9月29日に第45回京都医学会が行われます。特別講演は森洋
一先生の座長で「医療のツールとしての人口地能技術」島根
大学医学部医療情報部教授津本周作先生。シンポジウムは統
括者が府医の救急災害対策担当理事高階謙一郎先生で山城
南保健所長三沢あき子先生、中部医療センター計良夏哉先生、
医仁会武田救急医療センター長中谷壽男先生、山科医師会理
事松田義和先生で行われます。なお令和元年度京都医学会学
術賞の第１位に第二日赤の長村敏夫先生の論文が選ばれてお
り午後の会長挨拶に引き続き表彰されることになっています。
できるだけ多くの方に参加いただきたいと思っています。
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
10．日本小児科医会総会フォーラム 栗山副会長
11．保険医協会から 藤田会長
創立70周年記念祝賀会について。

12．令和元年度 第３回子育て支援委員会
令和元年8月18日（日）18時
出席：有井、有本、幸道、坂田、鍋田、平井、三沢、山内、長谷川
欠席：大前

【報告事項】
１．小児科医会会報の原稿依頼
第34、35回子どものこころと身体懇話会：平井
こどもの健康週間：有本
すくすく教室：山内
子育て支援リレーエッセイ：三沢
【協議事項】
１．令和元年度子どもの健康週間（資料）
日時：令和元年10月26日（土）14時～16時30分
場所：京都府医師会館
テーマ：アレルギー治療の最新事情～こんな治療知っ
ていますか？～
講演１：「食物アレルギーの今昔～除去から摂取へ～」
京都府立医科大学小児科学教室 土屋邦彦先生
講演２：
「鼻アレルギーの新しい治療法～舌下免疫療法～」
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・
頭頸部外科学教室 安田 誠先生
司会：山内先生
ポスター：すでに決定
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5日（土）15時～17時30分
場所：第二日赤会議室
テーマ：ネット・スマホ依存について
症例検討：15時～15時30分
担当：坂田、長谷川
講演：
「ネット・スマホ依存の支援について」
15時30分～17時
大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学
講師 片上素久先生
謝礼：今回に限り２万円＋交通費3,000円支給
（理事会で承認済み）

13．その他
日本小児科医会総会フォーラム会計報告 清澤理事（資料）
協議事項
１．次年度新年会について（資料）
令和2年1月25日（土）京都ホテルオークラ
田辺三菱共催
特別講演１：（16時～）座長 長谷川副会長
先天性股関節脱臼の話を府立医大の岡先生に頼む
特別講演２：（17時～）座長 藤田会長
演題：
「我が国における風疹の現状とその他ワクチン
の課題－インバウンド増加に向けて－」
演者：川崎医療福祉大学 特任教授
笠岡第一病院 小児科部長 寺田喜平先生
会費：1,000円？（田辺三菱さんは無料可能かもと）
２．感染症研究会（資料）
令和元年10月12日（土）京都ホテルオークラ
MSD 共催
座長 市立福知山市民病院 小児科 足立晋介先生
【特別講演①】16時30分～17時30分
「沖縄県における、はしか発生時の対応」
医療法人 一志会 ぐしこどもクリニック
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院長 具志一男先生（沖縄県 豊見城市）
【特別講演②】17時30分～18時30分
「ロタウイルスワクチン開始７年目に見えてきたこと」
社会福祉法人恩賜財団 済生会支部東京都済生会
東京都済生会中央病院 小児科 医長 藤野元子先生
３．診療内容向上会について（資料）
令和2年3月28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
「タイトル未定」
北里大学医学部精神科学講師 井上勝夫先生
講演２：座長 未定
未定
４．共催・後援依頼（資料）
①第39回京都府小児保健研究会（後援依頼）
7月30日申込受付
令和元年9月8日（日）13時
京都大学医学部附属病院臨床講堂一階 第一臨床講堂
基調講演
座長 京都大学小児科 教授 滝田順子先生
「子どもたちの未来を守る成育基本法」
国立研究開発法人国立成育医療研究センター
理事長 五十嵐隆先生
シンポジウム
「妊娠期からはじまる親子支援」
～切れ目ない母子包括支援体制構築を目指して～
１）助産師の立場から
「病院から地域につなぐ支援の取り組み」
２）保健師の立場から
「妊娠期における支援体制の充実」
３）子育て支援団体の立場から
「地域をつなぐ子育て支援の実際」
４）パネルディスカッション
②第12回京都こども皮膚病カンファレンス（後援依頼）
令和元年10月17日（木）18時50分 京都ホテルオークラ
特別講演１：

座長

京都大学大学院医学研究科皮膚科学
教授 椛島健司先生
「小児のリンフォーマおよび鑑別疾患」
国際医療福祉大学医学部皮膚科学
主任教授 菅谷 誠先生
特別講演２：
座長 京都府立医科大学大学院医学研究科
皮膚科学 教授 加藤則人先生
「耐性にきび菌を防ぐために」
虎の門病院皮膚科 部長 林 伸和先生
③令和元年度京都府予防接種研修会（共催依頼）
令和元年11月14日（木）14時30分 京都府医師会館３階
特別講演
「診（見）たこともない感染症を予防するためにワ
クチンを打ち続ける理由」
JA 静岡厚生連静岡厚生病院小児科
診療部長 田中敏博先生
④インフルエンザ治療フォーラム in KYOTO（共催
依頼）
令和元年12月7日（土）15時
TKP 京都駅前カンファレンスセンター
講演：
座長 小笠原クリニック院長 小笠原宏行先生
「呼吸器感染症を識る・診る・治す
～インフルエンザを中心に～」
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析・
診断学分野 教授 栁原克紀先生
５．京都子ども虐待連絡会の件（資料）
松田理事が小児科医会代表で出席
６．専門医会入会申し込みについて
総合診療科の先生が、小児科にも○をつけて申し込み
をされた。
７．京都新生児聴覚検査事業推進協議会ご参加のお願いに
ついて（資料）
京都第一赤十字新生児科の西村先生に依頼
８．NPO 法人 Life is Beautiful 山下和典様よりのご依頼
について（資料）

第４回理事会（令和元年度 第４回）
令和元年11月8日（金）14時～ 医師会館
出席：藤田、吉岡、栗山、長谷川、浅井、禹、岸田、清澤、天満、
林、藤原、松尾、松田、森本、安野
欠席：竹内、有井、長村、川勝、木﨑、黒田、小谷、東道、山内、
八角、若園
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 令和元年9月13日以降
（入会）
（異動）
（退会）小林キク子（伏見）小林医院 閉院のため
（死亡）高木寛敬（中京東部）令和元年9月25日ご逝去
令和元年11月8日現在の会員数 298名
２．共催・後援の会
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①感染症研究会（台風で中止）
令和元年10月12日（土）京都ホテルオークラ
来年秋にする予定
②第12回京都こども皮膚病カンファレンス（後援依頼）
令和元年10月17日（木）18時50分 京都ホテルオークラ
特別講演１：
座長 京都大学大学院医学研究科皮膚科学
教授 椛島健司先生
「小児のリンフォーマおよび鑑別疾患」
国際医療福祉大学医学部皮膚科学
主任教授 菅谷 誠先生
特別講演２：
座長 京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科学
教授 加藤則人先生
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「耐性にきび菌を防ぐために」
虎の門病院皮膚科 部長 林 伸和先生
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
諮問委員会で命の教育を、産科や精神科の医師も交えて行う方向。
６．府医 学術生涯教育委員会
７．府医 医療安全対策委員会
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
生育基本法に肉付けをする方向で。＃8000を診療報酬にか
らめる意見あり。
Child death review の手上げに京都も参加を。
10．日本小児科医会総会フォーラム 栗山副会長
3月1日名古屋で再度生涯研修セミナーする予定、その時報
告する予定。
11．保険医協会から

12．令和元年度 第４回（第117回）子育て支援委員会
令和元年10月26日（土）14時 京都府医師会館会議室

ました。講師料等が含まれていませんでした。
②令和元年度京都府周産期医療協議会の報告 長谷川副会長
医療ケアの必要な子が増え、大学病院の外来がパンクしている。
③令和元年度在宅医療関連講師人材養成事業（小児在宅医
療分野）受講者の推薦について 長谷川副会長
京大丹羽先生。バプテスト病院山川先生の二人を推薦。
④会報の発刊と収支について（資料）禹理事
⑤小児科医会研究会経費規定について 天満理事
京都府医師会の規定を参照にして考える。
協議事項
１．次年度新年会について（資料）
令和2年1月25日（土）京都ホテルオークラ
田辺三菱共催
特別講演１：（16時～）座長 長谷川副会長
演題：
「DDH in Kyoto 乳児股関節検診の現状と問題点」
演者：京都府立医科大学大学院医学研究科
運動器機能再生外科部門 講師 岡 佳伸先生
特別講演２：（17時～）座長 藤田会長
演題：
「我が国における風疹の現状とその他ワクチン
の課題－インバウンド増加に向けて－」

【報告事項】
１．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5日（土）15時～17時30分
場所：第二日赤会議室
テーマ：ネット・スマホ依存について
症例検討：15時～15時30分
担当：坂田、長谷川
講演：「ネット・スマホ依存の支援について」
15時30分～17時
大阪市立大学大学院医学研究科神経精神医学
講師 片上素久先生
参加者：48人
２．令和元年度子どもの健康週間
日時：令和元年10月26日（土）
場所：京都府医師会館
テーマ：アレルギー治療の最新事情～こんな治療知っ
ていますか？～
講演１：「食物アレルギーの今昔～除去から摂取へ～」
京都府立医科大学小児科学教室 土屋邦彦先生
講演２：
「鼻アレルギーの新しい治療法～舌下免疫療法～」
京都府立医科大学耳鼻咽喉科・
頭頸部外科学教室 安田 誠先生
司会：山内先生
参加者：92名（医療関係者：18名、一般：74名）
【協議事項】
１．令和2年度子どもの健康週間
日時：令和2年10月10日（土）
場所：京都府医師会館
（今回より広い場所をすでに予約済み）
テーマ：未定
２．第37回子どものこころと身体懇話会（平井、大前、幸道）
日時：令和2年3月28日（土）15時～17時30分
場所：第二日赤会議室
テーマ：「10代の自殺について（仮）」

演者：川崎医療福祉大学 特任教授
笠岡第一病院 小児科部長 寺田喜平先生
会費：無料
２．診療内容向上会について
令和2年4月4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 未定
「タイトル未定」
北里大学医学部精神科学講師 井上勝夫先生
講演２：座長 未定
未定
３．次年度総会について
令和2年6月13日 日航プリンセス
４．共催・後援依頼（資料）
第33回京滋新生児成育研究会（共催依頼）
令和2年2月1日（土）15時～18時
京都府立医科大学 臨床講義棟 南臨床講義室
【一般演題】15時05分～16時05分
【ミニ講演】16時15分～16時45分
「放課後等デイサービスってどんなところ？～障がい
や医療的ケアがあっても、患者じゃなくて「子ども」
として子ども時代を味わいたい～」
特定非営利活動法人まーぶる 福富恵美子代表
※日医生涯教育講座
カリキュラムコード 80在宅医療0.5単位
【特別講演】16時45分～17時45分
「新生児気道疾患について～診断・評価を中心に～」
大津赤十字病院 新生児科 内山 環先生
※日医生涯教育講座
カリキュラムコード 45呼吸困難0.5単位

71流・早産および満期産0.5単位
※日本小児科学会／日本専門医機構
専門医小児科領域講習１単位
閉会：17時45分～18時
参加費：2,000円
主催：京滋新生児成育研究会
共催：京都小児科医会、滋賀小児科医会


13．その他
①日本小児科医会総会フォーラム会計報告 清澤理事（資料）
日本小児科医会提出用の決算書に間違いがあり、訂正し
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第５回理事会（令和元年度 第５回）
令和2年1月10日（金）14時～ 医師会館

出席：藤田、栗山、長谷川、浅井、有井、禹、木﨑、清澤、黒田、
天満、松尾、松田、森本、山内、若園
欠席：竹内、吉岡、長村、川勝、岸田、小谷、東道、林、安野、
八角
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 令和元年11月8日以降
（入会）
（異動）足立晋介（福知山）市立福知山市民病院
→あだち小児科クリニック
（退会）
（死亡）
令和2年1月10日現在の会員数 298名
２．共催・後援の会
①令和元年度京都府予防接種研修会（共催依頼）
令和元年11月14日（木）14時30分 京都府医師会館３階
特別講演：
「診（見）たこともない感染症を予防するためにワクチ
ンを打ち続ける理由」
JA 静岡厚生連静岡厚生病院小児科 診療部長 田中敏博先生
②インフルエンザ治療フォーラム in KYOTO（共催依頼）
令和元年12月7日（土）15時
TKP 京都駅前カンファレンスセンター
講演：座長 小笠原クリニック院長 小笠原宏行先生
「呼吸器感染症を識る・診る・治す～インフルエンザを
中心に～」
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科病態解析・
診断学分野 教授 栁原克紀先生
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
メプチンエアーを採用停止、シムビコートタービュヘイ
ラーを新規採用する事になった。
５．府医 学校保健委員会 松田理事
命の教育として性教育とメンタルの話をする方向で、精神
科山下先生と産婦人科田村先生に依頼してる。
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
「府医 学術生涯教育委員会」報告は①京都医学会総会が9
月27日（日）に行われます。特別公演は「ロボット支援手
術（仮）」藤田医科大学 宇山一郎教授。シンポジウムは
「がんゲノム医療の現状と将来（仮）」統括 京都大学 武
藤学教授で計画されています。一般演題に研修医枠を設け
て優秀演題に賞を与える計画が進んでいます。②8月22日
（土）に生涯教育セミナーが予定されています。「在宅医療」
をテーマに「心不全の在宅医療」「小児在宅医療」
「ACP」
が取り上げられる予定です。小児在宅医療は長谷川先生と
相談中だと思います。
７．府医 医療安全対策委員会 黒田理事
2月15日他科に学ぶ事故事例８演題予定。
８．京都府医師会から 禹理事・松田理事
９．日本小児科医会から 藤田会長
生育基本法を具体的に法律で整備する。HPV ワクチンは
小児科医が積極的に打ち出す方向へ。
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10．日本小児科医会総会フォーラム 栗山副会長
11．保険医協会から

12．令和元年度 第５回（第118回）子育て支援委員会
令和元年12月23日（月）14時 京都府医師会館会議室
【報告事項】
１．第37回子どものこころと身体懇話会（平井、大前、幸道）
日時：令和2年3月28日（土）15時～17時30分
場所：第二日赤会議室
テーマ：10代の自殺について
講演１：
「自殺対策の現状と課題～10代の自殺対策～（仮）
」
15時～16時
京都市こころの健康増進センター 波床将材先生
講演２：
「児童青年の自殺行動などの背景の多重問題
への支援と治療～ケースを通して考える～」
16時～17時
京都府立洛南病院 幸田有史先生
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１単位
２．第６回小児在宅医療実技講習会（長谷川）
日時：令和2年2月29日（土）
場所：京都府医師会館トレーニングセンター
講義：
「在宅人工呼吸器の基本と呼吸器リハビリテー
ションの理論」
徳永 修先生（国立病院機構南京都病院小児科）
日本小児科学会／日本専門医機構 専門医小児科領域
講習１単位
実習
（２グループに分かれて40分間ごとに２コースをまわる）
実習１：在宅人工呼吸器のトラブルシューティング
実習２：呼吸器リハビリテーションの実際
報告：
「京都府の医療的ケア児実数調査の結果について」
長谷川功先生（はせがわ小児科）
【協議事項】
１．令和2年度子どもの健康週間
日時：令和2年10月10日（土）
場所：京都府医師会館
（今回より広い場所をすでに予約済み）
みらい館がとれたらその方がいいか。医師会館で良い。
テーマ：未定

13．その他
協議事項
１．次年度新年会について（確認）
令和2年1月25日（土）京都ホテルオークラ
田辺三菱共催
特別講演１：（16時～）座長 長谷川副会長
演題：
「DDH in Kyoto乳児股関節検診の現状と問題点」
演者：京都府立医科大学大学院医学研究科
運動器機能再生外科部門 講師 岡 佳伸先生
特別講演２：（17時～）座長 藤田会長
演題：
「我が国における風疹の現状とその他ワクチ
ンの課題－インバウンド増加に向けて－」
演者：川崎医療福祉大学 特任教授
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笠岡第一病院 小児科部長 寺田喜平先生
会費：無料
２．診療内容向上会について
令和2年4月4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
「こどものゲーム症をどうみるか」
北里大学医学部精神科学準教授 井上勝夫先生
講演２：座長 浅井理事
京都大学皮膚科 本田先生
３．次年度総会について
令和2年6月13日 京都タワーホテルの会場を16時30分
～19時20分予約済み
講演会は17時20分～19時20分（２講演）
会長選挙あり。選挙管理委員を設置、木﨑理事と若園
理事にお願いする。
４．共催・後援依頼（資料）
①第40回京都府小児保健研究会（後援依頼）（資料）
令和2年2月24日（月・祝）13時～16時
京都大学医学部附属病院 外来棟５階 会議室 A
テーマ：「これからの乳幼児健診」
Ⅰ部：基調講演 13時05分～14時05分
座長 京都大学小児科 教授 滝田順子先生
「これからの乳幼児健診」
あいち小児保健医療センター 副センター長・
保健センター長 山崎嘉久先生
Ⅱ部：シンポジウム 14時30分～16時
「これからの乳幼児健診について」～よりよい健診

体制の構築を目指して～
座長 京都府立医科大学小児科 教授 細井 創先生
１）「乳幼児健診における医師の役割」
高屋こども診療所 高屋和志先生
２）「京都市における乳幼児健診の実際」
京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部

子ども家庭支援課 母子保健係長 西村佳恵先生
３）「京都府における乳幼児健診体制の実際」
精華町 健康福祉環境部 健康推進課 西田光代先生
４）パネルディスカッション
②京都新生児聴覚スクリーニング（NHS）シンポジ
ウム（後援依頼）（資料）
令和2年3月8日（日）16時～19時
会場：メルパルク京都６階会議室
③令和元年度京都府在宅療養児支援フォーラム（共催
依頼）（資料）
令和2年2月11日（火・祝）13時30分～16時
御所西京都平安ホテル
案内は12月に郵送されたため、事後承認
５．その他
①令和元年度第２回医療安全講演会（2月15日）にて
事例発表していただく先生の推薦依頼
市立病院の松下先生に依頼。
②第17回内藤壽七郎記念賞候補者推薦について
大阪が推薦したいと。次回竹内先生を推薦の方向で。
③令和元年度社会保険全国委員会（2月23日）出席に
ついて（資料）
長谷川副会長に依頼。

第６回理事会（令和元年度 第６回）
令和2年3月13日（金）14時～ 医師会館
出席：藤田、竹内、栗山、長谷川、浅井、有井（30分まで）、禹、
長村、川勝、木﨑、岸田、清澤、小谷、天満、東道、林、
松尾、松田、森本、安野、山内
欠席：吉岡、黒田、八角、若園
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 令和2年1月10日以降
（入会）瀧北彰一（下京）たききた小児クリニック
羽森 貫（右京）内田病院
西田眞佐志 京都府立医科大学
（異動）
（退会）呉 東進 京都大学大学院医学研究科
定年退職のため
（死亡）
令和2年3月13日現在の会員数 300名
２．共催・後援の会
①新年会（田辺三菱共催）
令和2年1月25日（土）京都ホテルオークラ 出席60名
特別講演１：（16時～）座長 長谷川副会長
演題：
「DDH in Kyoto 乳児股関節検診の現状と問題点」
演者：京都府立医科大学大学院医学研究科

運動器機能再生外科部門 講師 岡 佳伸先生
特別講演２：（17時～）座長 藤田会長
演題：
「我が国における風疹の現状とその他ワクチンの
課題－インバウンド増加に向けて－」
演者：川崎医療福祉大学 特任教授
笠岡第一病院 小児科部長 寺田喜平先生
60名の参加であった
②第40回京都府小児保健研究会（後援）（中止）
令和2年2月24日（月・祝）京都大学医学部附属病院
③京都新生児聴覚スクリーニング
（NHS）
シンポジウム
（後援）
（中止）
令和2年3月8日（日）メルパルク京都６階 会議室
④第31回全国保育園保健研究大会
2月1日（土）～2日（日）
⑤第33回京滋新生児成育研究会
令和2年2月1日（土）15時～18時
京都府立医科大学 臨床講義棟 南臨床講義室
【一般演題】15時05分～16時05分
【ミニ講演】16時15分～16時45分
「放課後等デイサービスってどんなところ？～障がいや
医療的ケアがあっても、患者じゃなくて「子ども」とし
て子ども時代を味わいたい～」
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特定非営利活動法人まーぶる 福富恵美子代表
【特別講演】16時45分～17時45分
「新生児気道疾患について～診断・評価を中心に～」
大津赤十字病院 新生児科 内山 環先生
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
3月6日の会議は中止
内科は熱発・上気道炎症状は原則診察しない、希望者には
ロビーで対面で医師が必要が認めた場合には解熱剤の処方
のみ行うという方向で調整中です。今後の流行によっては
内科閉鎖の可能性もあります。
小児科に関しては、新型コロナは一般的には軽症というこ
とですが、不顕性感染などの頻度も不明であり、また一般
的にコロナ以外のウイルス感染症の可能性が高く、内科と
同様の対応ではいかないように思われますが、さまざまな
ご意見があろうかと存じます。
禹理事と私は、サージカルマスク、ガウン着用の上、（場
合によってはアイシールド？）通常の標準予防策の上、外
来は続行可能かと思っておりますが、先生方のご意見を頂
戴できればと考えます。本来は松尾先生とも運営会議での
検討が必要ですが、時間もございませんでので、ML で相
談申し上げます。
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 禹理事・松田理事
９．日本小児科医会から 藤田会長
第15回生涯研修セミナー（再チャレンジ）中止
10．日本小児科医会総会フォーラム 栗山副会長
11．保険医協会から
診療報酬改定点数説明会 3月22日 京都テルサ、
3月26日 福知山医師会館講堂（中止）

12．令和元年度 第６回子育て支援委員会
令和2年2月17日（月）14時 京都府医師会館会議室
【報告事項】
１．令和元年度京都府在宅療養児支援フォーラム
日時：令和2年2月11日（火・祝）13時30分～16時
場所：御所西京都平安ホテル１階平安の間
講演：
「地域でしあわせにくらすために～医療的ケア
児の就学前支援の充実～」
くまだキッズ・ファミリークリニック
院長 熊田知浩先生
意見交換テーマ：「就学前の支援の充実」
参加者：約130名
２．第６回小児在宅医療実技講習会（中止）
日時：令和2年2月29日（土）15時～18時
場所：京都府医師会館トレーニングセンター
講義：
「在宅人工呼吸器の基本と呼吸器リハビリテー
ションの理論」
徳永 修先生（国立病院機構南京都病院小児科）
実習
（２グループに分かれて40分間ごとに２コースをまわる）
実習１：在宅人工呼吸器のトラブルシューティング
実習２：呼吸器リハビリテーションの実際
報告：
「京都府の医療的ケア児実数調査の結果について」
長谷川功先生（はせがわ小児科）
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３．第37回子どものこころと身体懇話会（中止）
日時：令和2年3月28日（土）15時～17時30分
場所：第二日赤会議室
テーマ：10代の自殺について
講演１：「自殺対策の現状と課題～10代の自殺対策～」
15時～16時
京都市こころの健康増進センター 波床将材先生
講演２：
「児童青年の自殺行動などの背景の多重問題
への支援と治療～ケースを通して考える～」
16時～17時
京都府立洛南病院 幸田有史先生
秋に延期となった。
【協議事項】
３．令和2年度子どもの健康週間
日時：令和2年10月10日（土）
場所：京都府医師会館
テーマ：検討中。
「ワクチンの新しい情報」という方向で進んでいます。
ロタワクチン定期接種化で保護者の関心も高いところ
だと思います。新しいワクチン情報と抱き合わせで、
HPV の話を産科の先生にしてもらうのはどうか、と
いう意見が出ています。医会として HPV ワクチン推
進の話を保護者に積極的にしても良いものか、皆さん
のご意見を伺いたいと思っていました。HPV ワクチ
ンは推進の方向で。

13．その他
①令和元年度社会保険全国委員会（2月23日）について（中止）
②京都府いじめ防止対策推進委員会（平成30年度～令和元
年度）の報告（有井理事）
3月4日は中止。生徒間のいじめ対策であるが、教師から
生徒に対するいじめを防ぐ必要もあり。
協議事項
１．診療内容向上会について（確認）
令和2年4月4日（土）メルパルク京都７階
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」
安野理事
講演１：座長 有井理事
「子どものゲーム症をどう診るか」
北里大学医学部精神科学準教授
地域児童精神医療学特任準教授 井上 勝夫先生
講演２：座長 浅井理事
「小児のアトピー性皮膚炎・病態と治療の基本」
京都大学医科学研究科 皮膚科学講師 本田哲也先生
3月12日電話確認：保険医協会は開催中止延期は小児
科医会の意向に沿うようにしますと。
２．次年度総会について
令和2年6月13日（土）京都タワーホテルの会場を16時
30分～19時20分予約済み
会長選挙（選挙管理委員：木﨑理事、若園理事）
講演会は17時20分～19時20分（２講演）
京都府立医科大学大学院医学研究科
小児科学 学内講師 森
潤先生
京都大学大学院医学研究科 形成外科学 片山泰博先生
３．第28回感染症研究会について
令和2年5月23日（土）16時30分～
TKP 京都四条駅前カンファレンスセンター
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特別講演：
「ポリオワクチン就学前追加接種はなぜ必要
なのか～公費助成から定期接種に向けて～」
せきばクリニック 院長 関場慶博先生
４．共催・後援依頼
第30回日本外来小児科学会年次集会（後援依頼）
（資料）
令和2年8月29日（土）、30日（日）
同志社大学今出川キャンパス良心館
会頭 幸道直樹先生
春季カンファレンス
令和2年4月5日（日）京都テルサ
中止となった。
５．その他
①第12回日本子ども虐待医学会学術集会（資料）
会員の安先生（第一日赤第二救急科部長）が8月に
京都で開催予定。
小児科医会に寄付の形でご支援をお願いしたい。
また会員の先生方への個人的な寄付（または広告掲
載）を依頼したい。
②京都小児科医会の HP と会員 ML の作成について
（松田理事）
ほぼ完成している。
③シナジス適正使用検討委員会（長谷川理事）
京大の河井先生から、現状の8月～3月を１か月前倒
しにして7月～2月までを投与期間にできないか、と
いう提案が出ています。全国的にもその方向で動い
ています。この委員会の開催（できたら5月中、遅
くとも6月前半）について承認を頂きたい。
承認する。
④日本小児科医会各種推薦について（資料）
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●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。
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編 集 後 記

毎年、ここで台風、豪雨による河川氾濫・土砂災害、地震などの天災について書いているが、2020年
は新型コロナウイルス感染症で幕を開け、この執筆中も収束には至っていない。過去に我々の大先輩は
スペイン風邪のパンデミックを経験した。新型コロナの世界的な規模でのパンデミックを我々が経験し
たことで、後輩たちに多くの知己等を残すのが使命ではなかろうか。
幸か不幸か2020年は台風の上陸がなかった。しかし新型コロナの感染拡大中の7月に豪雨災害は各地
で起こり、河川氾濫は大きな爪痕を残した。天災は、その被災地に限定される問題であるが、新型コロ
ナは違った。北は北海道から南は沖縄まで、都道府県によって感染者数の違いはあるものの、経済的ダ
メージは日本国中に留まらず世界規模の問題となった。各国は経済の立て直しと新型コロナの感染対策
を行っている。
第１波で「医療崩壊」とマスコミが騒いだが、新型コロナの対応そのものでの医療崩壊ではなく、手
術ができない、訪問診療もできない等の新型コロナ以外での医療が破綻しかけていた。また我々小児科
医の経営的ダメージも大きく、日本医師会や厚労省の調査で、診療科別では小児科のダメージが一番大
きかったが、我々は身をもって感じている。感染を恐れるために、受診控え、ワクチン接種控え、また
健診も実施できないことが大きな要因とはいえ、単純に「受診控え」と言えるのかどうか、検証が必要
である。感染対策としてのマスク着用、手洗い励行、密を避けることが、新型コロナだけでなく、その
他の感染症も減ることに繋がったようである。実際に感染症に罹患しなかったのか、感染しても軽度だ
から受診をしなかったのかはわからない。昨年の同時期に比べると、突発性発疹は昨年同様であるが、
それ以外の感染症は減っている。受診控え、検査をしないことも減少の一因であろう。
学会や研修会等の中止と延期が相次いだが、再開されたものはオンライン形式であった。日本小児科
学会もオンラインで行われた。学会の参加申込みは、以前は申込用紙に記入して学会事務局に送付し、
学会場で受付と記名、学会での単位認定の用紙を終了後に受け取る、というのが当たり前だったが、参
加申込みがネットで可能となったものの、単位認定は実にアナログなままであった。今回は、申込みか
ら単位認定まで、全てオンラインで行われた。確かに便利であるが、旧知の小児科医と会場で顔を合わ
せて近況を話しあい、ポスターや口頭発表で若手の小児科医と質疑応答で意見交換をする、という対面
の接触でのみ得られる楽しみはない。我が京都小児科医会の理事会も、手探りでオンライン会議を始め
た。本音の話し合いになっているかどうか不安である。
新型コロナが収束して、元の生活に戻ることは簡単なものではないが、一日でも早く終息することを
願うばかりである。
最後に、毎年掲載している小児科関連の学会・学術集会は、各々の開催が不確定であるため、今回は
一覧表の掲載を見合わせたことをお断りしておく。
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