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■

巻 頭 言
巻

頭

言
京都小児科医会 会長

栗

山

政

憲

昨年の6月皆様の御承認を賜り、会長に就任いたしまして１年余りがたちました。この間ずっとコロ
ナウイルス感染症の流行が続き現在第５波の真っ最中で医療崩壊、感染爆発寸前です。この文がお手元
に届くころには収まっててほしいものです。
昨年は、総会講演会、感染症研究会などほとんどの講演会が中止となりましたが子どもの健康週間行
事は Web で開催しました。子どものこころと身体懇話会は、ソーシャルディスタンスを保ちマスク、
手指消毒など十分な感染対策を取り人数限定で開催しました。
本年1月には新年講演会がやっとハイブリッド形式で開催できました。その後この形式が定着し各講
演会を行いました。全国的な学会等に目を向けますと、日本小児科医会総会フォーラム in 北海道は中
止となり、市民公開講座のみが Web で行われ、生涯教育セミナーは和歌山小児科医会の尽力で Web、
オンデマンド併用で開催されました。今年の福岡での総会フォーラムはぎりぎりまで準備が整わず、こ
れも Web、ハイブリッド併用開催となりました。福岡の先生方に敬意を表する次第です。パソコンの
前に座って視聴するだけの学会はなんとなく味気ない寂しい感じがします。京都府立医科大学小児科の
細井創教授の主催された日本小児科学会総会はハイブリッドで行われ盛会でしたが、会場が京都国際会
館であったため３日間通いました。久しぶりに学会の感じが味わえ京都の先生方と少しですがお話する
ことができ有意義であったと思います。コロナウイルス感染症の早期終息が待たれます。一方コロナウ
イルスワクチンはかなりの速度で進められましたが、ワクチン不足からか8月に入って鈍化しているよ
うです。オリンピック、パラリンピックは一応終了しましたが、コロナ感染への影響はどうだったでしょ
うか。
小児科の医療経営に関しては、コロナの流行のため受診抑制がかかり、インフルエンザや胃腸炎など
の小児感染症がほとんど見られず、経営的には非常に苦しくなり、昨年は収入が半分以下になる医療機
関が続出し、公的支援が行われるほどでした。しかし今年になってもまだ十分な改善は見られず第５波
の現在に至っています。今年1月から小児感染症予防対策加算が創設され少し息をついているところも
あるのではないでしょうか。これは日本小児科医会の陳情が少しは影響したと聞いています。しかし今
後の小児医療は感染症に頼らず、予防接種、健診、発達障害や心の問題を大切に診ていく必要があると
いう意見も出ています。
12歳以上の子供たちに対するコロナワクチンの使用が可能となり、その接種方法について日本小児科
医会や日本小児科学会の提言が出され、京都府医師会からも考えが示されました。我々も理事の先生方
にアンケートを行いました。いずれも中高生に対して学校での集団接種はしない。特に中学生は個別接
種を中心とし保護者同伴で予診を十分に尽くして行い、高校生も含め心筋炎等に対する注意も怠らない
ようにして行うというのが主な考えでした。今後中高生に対象が広がっていくと思われます。皆様よろ
しくお願い申し上げます。
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■

庶務報告 
令和2年度 庶務報告
庶務担当

松

尾

敏

令和2年度の報告をさせていただきます。コロナ禍が続いておりますが、京都小児科医会の事業はな
んとか継続しております。理事会などの会議はすべて WEB を用いて行いました。
新年会は第３波が収まらない中ではありましたが、令和3年1月23日に京都ホテルオークラを会場に原
則 WEB のみの会議で行えました。また昨年はコロナの影響でやむなく中止となった診療内容向上会は、
第４波の始まり出した時期でしたが、会場を TKP ガーデンシティ京都とし、4月3日にハイブリッド会
議で開催出来ました。
6月の総会も第４波が終わるかどうかやきもきしましたが、なんとか日航プリンセスホテルでハイブ
リッド会議を行うことが可能でした。開催形態がどうなるか、直前まで振り回され続けた一年でした。
東京オリンピックも、直前に無観客での開催が決まりましたが、感染症の波を自分たちで調節できるこ
とならどれだけ楽だったでしょうか。コロナに効く経口薬を使えるようになるまでは、WEB のみかハ
イブリッド会議かで振り回されるのでしょう。
以上簡単ですが、この一年間の報告とさせていただきます。
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■

総会講演 

問診から進める個別健診ガイドブックの作成
～日本版 Bright Futures を目指して～
公益社団法人 日本小児科医会 / 松下こどもクリニック

松

下

享

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で感染症が激減し、診療所
小児科や病院小児科を受診する患者数が激減しています。果たして
小児科は生き残っていけるのでしょうか？
この問題を考えるにおいて、以前に拝聴した日本外来小児科学会理
事長五十嵐正紘先生
（2008年没）
のご講演を思い出します。講演の冒頭
に、
「小児科医は何をしてきたのか、何をしているのか、そしてこれか
ら何をなすべきか」と述べられました。まさにコロナ禍の今、私達に突
きつけられている命題だと思います。講演では多くのことを語られまし
たが、印象に残っているのは３つあります。１つ目は、前述のごとく「小児科の危機」についてです。小児科
医の風邪診療は他科の医師の風邪診療とどこが違うのか、同じレベルであれば小児科は消滅していく可能性
があります。しかし、小児科医の風邪診療は他科の医師によるものとは明らかに異なるはずです。五十嵐先
生は、その子どもの発達や性格など全てを把握し、かつ子どもが育つ環境や家族の状況にまで目を配り、単
なる風邪の診療だけに終わらずに目前の子どもの百年の人生行路を見据えた視点を忘れないで診療をするの
が小児科医の風邪診療であると結ばれていました。２つ目は、
「小児科医は必要とされているか？」です。小
児科医は、保護者から育児の相談相手として本当に期待されているのでしょうか？ 園医や校医に小児科医
が望まれているのでしょうか？ ここ1～2年の状況を見ても、子
育て世代包括支援センターや産後ケア事業にどれだけの小児科医
が関わっているでしょうか？ 「小児科医はお呼びでない」といっ
た言葉は、残念ながら一部では受け入れざるを得ない状況がある
と思います。そして３つ目は、
「健康小児科学」への移行です。育
児支援、保健相談、発達障害児への対応、事故予防の啓発、そし
て思春期の諸問題への対応など、クリニック全体が疾病指向から
健康指向へと変わることを目指すべきだと訴えられていました。
健康小児科学への移行については、米国では1960年代から取
り組みが始まったと聞きます。二次予防よりも一次予防に力
を注ぐ方が結果的には医療費が安くなるとの試算があったよ
うですが、何よりも定期的な健診を行うことにより切れ目な
く子どもとその家族を支えることに視点が注がれました。そ
うして完成したのが、「Bright Futures（図１）」です。Bright
12 ・・・
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Futures では、出生前から21歳までに20回以上の健診（health supervision）が構築されており、その内
容は単なる身体的（biological）なスクリーニングではなく、精神的・社会的（psycho-social）な視点でも
アプローチすることが重要とされています。かかりつけ医による個別面談と診察（発育の評価、身体診
察、医療面接、発達評価、スクリーニング検査等）があり、次回の健診までに起こりうる心身の変化や
悩むだろう事象、必要なペアレンティング、起こりうる事故・外傷などへの予防法の説明（anticipatory
guidance）なども行われます。重要なことは、かかりつけ医（小児科医）が中心となって専門機関と連携
し、地域や社会と一緒になって切れ目なく子どもとその家族を支える姿勢だと思います。
一方で、日本の健診システムはどうでしょうか？ 我が国で法的に定められた乳幼児健診は、母子保
健法の１歳６か月および３歳児健診のみで、その内容は主に疾患の発見と栄養・発達の評価を中心とし
たものと言えます。また就学以降の学校健診は、学校生活を送るにあたり支障がないかをスクリーニング
し、健康教育に役立てることに主眼が置かれています。残念ながら、我が国では乳児期から思春期まで
biopsychosocial な視点に則った健診体制が構築されているとは言えません。新型コロナウイルス感染拡
大下で感染症が激減し、経営が困窮している小児科の状況を考えると、我が国も疾患に依存した診療体制
を見直し、
米国の Bright Futures を手本とした健康児の外来に舵を切る時期にきているものと思われます。
2018年6月、日本小児科医会会長に神川晃先生が就任されると、同会の乳幼児学校保健委員会に対し
て、「Bright Futures の日本語版作成と会員への普及」を諮問されました。もちろん、米国と日本では
社会構造や医療制度も異なることから、Bright Futures のシステムをそのまま日本に持ち込んでもう
まく稼働するとは思えませんが、「切れ目のない健診体制を構築することで子どもとその家族を支える」
という精神には真似るべき点は多いかと思います。折しも、2018年度から厚生労働省科学研究費「身体
的・精神的・社会的に健やかな子どもの発育を促すための切れ目のない保健・医療体制提供のための研
究」が発足しました。また日本医療研究開発機構（AMED）成育疾患克服等総合研究事業の「思春期健
診およびモバイルテクノロジーによる思春期のヘルスプロモーション」では、思春期健診の資料を作成
し実践も始められていました。そして同年12月には、日本小児科医会の悲願であった「成育基本法」が
成立しています。いずれの動きも、子ども達が生まれてから成人するまで切れ目のない健診・医療体制
を構築しようとする機運の表れかと思われます。
そこで乳幼児学校保健委員会では、まずはかかりつけ医が思
春期までの子ども達を biopsychosocial な視点から継続して診る
（健診をする）ことができるような日本小児科医会独自の資材を作
成することを目指すこととし、その手始めとして就学児～高校生
を対象としたガイドブック「問診から進める個別健診ガイドブッ
ク～小学生から思春期までのバイオサイコソーシャルアプローチ
～」を完成させるに至りました（図２）。ガイドブックの基本的な
使い方としては、子ども達と保護者それぞれに質問票にある質問
に答えていただき、その結果から注意点や今後の方向性などにつ
いて面談をするという形式です。特徴は、私達が専門的な立場で
対応するのではなく、かかりつけ医である一般小児科医として容
易に対応できるように解説文を作成した点です。次頁に、本書の
構成と具体的な利用方法を記載します。
（図２）
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１）対象年齢を小学校低学年（１～３年生）、小学校高学年（４～６年生）、中学生、高校生の４つのグルー
プに分け、それぞれに「本人への質問票」、「保護者への質問票」、「解説文」を掲載しました。
２）
「生活習慣を見直す」、「家族をみる」、「学校生活をみる」、「自分について考える」、「こころを診る」、
「性を考える」、
「メディアを考える」、
「安全への配慮」、
「危険を避ける」の９つのテーマを取り上げ、
それぞれのテーマに属する質問に対して、「はい」「いいえ」「わからない」の３択で答えます。
３）問題があるとされる回答に対しては、解説文の中に記載されている問いかけや話す内容の具体例を
参考にしながら子どもや保護者と面談できるようにしました。
４）解説文にある「伝えたいこと・今後の留意点」には、本人と保護者への指導場面で活用できるよう
な内容が記載されています。
５）このガイドブックの使用は、子ども達が疾患あるいは予防接種や種々の相談で受診された際に実施
することを想定しています。
６）そして問題があるとされる回答全てに対応する必要はなく、まずは１つか２つだけを取り上げて５
分程度で面談することをお勧めしています。
７）毎年実施して、経年的な回答の変化をみるのも有益です。
このような問診票を使った思春期健診はパイロットスタディとして既に実施されており、定期的な思
春期健診が希死念慮や自殺企図の抑制に有効であると報告されていることからも是非とも進めていきた
いと考えています。
一方で、このような活動を進めていく上で解決されなければならない問題も多くあります。最も大き
な問題点は、就学以降の思春期健診を実施しても診療報酬に反映されない現実があります。また、この
ような就学時以降の思春期健診は一部の健康意識の高い児童・生徒や問題児だけに実施するのではなく、
ポピュレーション・アプローチで全対象者に実施することが重要です。それ以外にも多くの問題があり
ますが、これらの問題点を解決するには小児科医の努力だけでは不可能と言わざるを得ません。やはり、
国を動かし制度を改革していく必要があります。幸いにも成育基本法が成立し、その内容の検討につい
ては日本小児科医会も積極的に関わっていますので、是非とも実現を目指していきたいと考えています。
それには、まずは私達小児科医が目の前の子ども達に実践してみて、その効果の評価を行い、国への働
きかけとなる実績作りが重要になるかと思います。先生方のご協力をお願いしたいと思います。
今後とも日本小児科医会の活動に、ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。
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■

京都府医師会長挨拶 
新型コロナウイルス感染症を経験して考えること
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。
私たちが新型コロナウイルス感染症とかかわるようになって、もう20か月になろうとしています。こ
の間、それぞれのお立場でこの感染症に取り組んでいただいておりますことに重ねて御礼を申し上げま
す。この感染症はこれまでに経験したことのない未知のウイルスということで、医療機関での院内感染
を防ぐために、当初、発熱患者は帰国者・接触者相談センターへ相談をするというシステムが取られま
した。とはいっても、発熱患者は何の前ぶれもなく、かかりつけ医を受診することも多く、かかりつけ
医ではかかりつけ患者に対して発熱した場合は直接来院しないで電話で相談するように、またはイン
ターホンで対応するなど、先生方にはそれぞれ工夫をいただきました。その後 PCR 検査が比較的安全
に行えるようになり、ワクチンが導入されるなど環境が変化しているにもかかわらず、時機を得た施策
が打ち出されないことが、今でも現場に混乱を残しています。それでも、これまでに五つの感染の波を
経験しましたが、波を一つ超えるごとに私たちも進化し、必要な対応をすることができたと思っており
ます。
感染症対策の柱は、まず感染者を早期に発見し、感染者の隔離によって感染が広がらないようにする
と同時に、積極的疫学調査により接触者を調査し、接触者からの二次・三次感染を防ぐこと、そして重
症化した感染患者に対する治療をしっかり確保することにあります。これらの対策がしっかりできてい
れば、感染症が制御できていると言えますが、いずれかが欠けると医療崩壊へ近づくことになります。
これらの体制が破綻する状況とは、感染者が爆発的に増加し、物理的に対応できなくなった状態、すな
わちマンパワーや医療体制が限界を超えた状態であり、同時に感染症以外の通常の医療が圧迫され、必
要な人に必要な医療が行えなくなる状態を招きます。この状態を医療崩壊と言っています。
そうならないための感染症対策なのですが、今回は、感染拡大と経済活動をどのようにバランスを取
るかという視点で行われました。感染者がどこまで増えれば医療が崩壊するのか、感染拡大を防ぐため
に府民・市民の活動の何を制限するとよいのかということが曖昧なまま、あるいは中途半端なまま、一
部の業種にまた府民、市民に長期間の負担をかけることになったのではないでしょうか。感染症ですか
ら、医療も含めて人と接する業種に制限が生じることはもちろんやむを得ないことですが、もっと感染
性が強く、もっと病原性の高いものであれば、ロックダウンということも手段としては必要で、どこま
で想定するかが今後の課題です。
現在は第５波を迎えておりますが、これまでの波との違いは、まずワクチン接種が進んだことで高齢
者の発症、重症化が減少しました。一方で、20歳代をはじめとする若い年代層が感染拡大の中心となり、
ワクチン接種が完了していない30歳代後半～50歳代に重症化する患者が多く見られています。もう一つ
の特徴としては、感染力が強く、実行再生産数も高いデルタ株が主体であるため、感染拡大のスピード
が速かったことが挙げられます。また、同居家族内、職場、知人・友人からの感染が中心で、日常生活
の中で接触する人から感染拡大していることも特徴的でした。ワクチン接種は、供給に混乱が生じたも
・・・ 15
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のの京都府では9月20現在で65歳以上の高齢者の約87％が２回の接種を完了し、全人口のほぼ60％で接
種が完了しています。さらに7月19日に特例承認された中和抗体薬（ロナプリーブ）が府内でも積極的に
投与され、医療現場からは重症化予防に効果があることが報告されています。今後更なる治療薬の開発
が期待されるところですが、現状できることは、ワクチン接種を着実にすすめることと、感染者のうち
重症化リスクを持つ人に確実に中和抗体薬療法を実施することです。これによって相当程度、重症患者
の発生を防ぐことができます。新型コロナウイルス感染症対策も大きなヤマを越えたといっていいので
はないでしょうか。
今回の経験を踏まえて、繰り返し起こる新興感染症や再興感染症に対する備えを平時から行っておく
ことが大切であると痛感しました。医療機関で感染症を診療するためには、まず感染防御対策法につい
て理解を深めるとともに、十分な PPE の確保も必要です。各医療機関においては、ゾーニングの検討等、
事前に患者受入れのための計画をしっかりと立てておく必要があります。病院においては確保可能な病
床数と自院の機能を分析し、どういった役割を果たせるのかを把握しておくことが重要です。病床の機
能分化と連携により、患者の症状に応じた適切な治療を提供できる病床へスムーズに患者を移動させる
ことで、医療資源の有効利用を図ることが重要となりますが、上り搬送、下り搬送といった医療機関同
士の連携に関しては、平時からの連携体制の構築が不可欠であり、今後の重要課題です。また、これま
での治療経験を集積・分析し、効果的な治療方法の確立・共有を行うことで、地域の医療機関において
薬物投与を行う可能性を模索することも重要です。
感染症はいつも同じではありません。しかし今後、起こり得る新しい感染症に対して、平時から備え
ておかなければなりません。2009年の新型インフルエンザを経験した時にも様々なことを議論し準備を
することになりましたが、今回の新型コロナには全く役には立ちませんでした。言い過ぎではないと思
います。喉元過ぎて、熱さを忘れているようでは、また同じことの繰り返しになります。

16 ・・・
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■

医局紹介 
医仁会 武田総合病院
小児科

岸

田

憲

二

当院は、京都市伏見区醍醐地区にある500床の総合病院で、武田病院グループの中では、唯一小児救
急や小児科入院にも対応している病院です。休日や夜間も、内科、外科、小児科を含む６診療科が、１
日24時間、年365日当直体制を敷き、時間外患者や救急搬送患者に対応しております。救急搬送は年間
4,500件以上で、小児はこのうち約10％程度あります。現在常勤医は３人と少なくなってしまいました
ので、当直は大学から派遣していただいている非常勤の医師にすべてお願いしておりますが、おかげ様
で小児科患者は、休日夜間でも、小児科医がまず診療するというスタイルを維持しています。外科医も
当直していますので、小児の虫垂炎やヘルニアなどもよく手術してもらっています。つい先日あった外
科症例は、10歳の激しい腹痛発作で、回盲部での絞扼性イレウスが疑われ、緊急手術されたのですが、メッ
ケル憩室炎後と思われる癒着を軸にした腸ねん転ということで、びっくりしてしまいました。小児科の
入院は少子化の影響や乳児期ワクチン効果もあり、ここ数年は年間500～600例と、それ以前の６～７割
程度で推移していたのですが、昨年は新型コロナウイルスのパンデミックを受け、かなり徹底した感染
対策がいろんなレベルで取られた結果でしょうか、当院でも小児の感染症患者は激減、2020年の入院患
者はちょうど300名と例年の半分程度となってしまいました。外来も同じく以前の半分程度と寂しい思
いをしていましたが、この4月からは RS ウイルス感染が大流行したため、少し息をついたところです。
ただ RS も8月に入ってからは、少し減ってきているようです。これに反比例しているわけではないで
しょうが、小児の新型コロナウイルス感染は当院でも急増してきており、防護具で身を固めた状態で、
猛暑のプレハブ発熱接触者外来での診療は、なかなか大変です。幸い今のところ、小児の重症新型コロ
ナウイルス感染はなく、ほとんどが軽微な症状で、入院が必要と感じた症例は当院ではありませんでし
た。当小児科の特殊外来としましては、小児循環器（岸田）、小児神経（高折）、小児アレルギー喘息（神
谷）、小児心身症（高尾）等があり、それぞれ専門診療をしていただいています。小児循環器分野での思
い出深い例は２～３あるのですが、一つ紹介させていただきます。数年前ですが、肺炎で入院された幼
児で、偶然心音の異常（ギャロップリズム）に
気づき検査、拘束型心筋症と診断、高次機能
病院から渡米心移植され、その後無事に帰国
されました。診断が早くないとなかなか移植
にまでもっていくことができない疾患と聞い
ており、小生にとって初めて経験した疾患で
したが、偶然にも最初の起点となり、多くの
専門家につなぐことができて、本当によかっ
たと思います。以上とりとめもない紹介とな
りましたが、ご容赦いただければ幸いです。
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三菱京都病院
小児科

野

崎

浩

二

いつもお世話になりありがとうございます。三菱京都病院です。
本院は、京都市西南部の西京区桂に位置し、西京区を中心に、右京区、伏見区の一部、乙訓地域、亀
岡市等を主な医療圏としています。本院は三菱自動車工業株式会社に所属する病院ですが、患者様は社
内社外関係なく来院されています。
本科の常勤医は小児科５名新生児科１名という構成ですが、実際は６名の医師で協力して、一般小児
科および NICU の運営にあたっています。
本院は、京都府の周産期医療ネットワークに参加しており、平成25年から新生児科医が着任、NICU
が認可され、６床で稼動しています。入院患者様は、新生児の症例の割合が多く、年間150例後の
NICU 入院があります。全ての帝王切開には小児科医が立ち会っており、また産科からの要請に応じて
適宜経腟分娩の立ち会いや出生後の新生児の診療を行っています。
また、新生児科医により、定期的に周産期新生児学会認可の新生児蘇生講習会を院内で開催していま
す。当初は院内のスタッフを対象としていましたが、徐々に院外からの参加も受入れ、近隣の産婦人科
のスタッフの方など多施設の方も来られています。
小児科の外来診療は、感染症を含む一般小児科、小児循環器、小児心理、フォローアップ、予防接種
（主に非常勤）、小児腎臓（非常勤）、小児内分泌（非常勤）などです。
新生児を含め、必要に応じて心疾患の内科的管理を外来および入院でさせていただいています。また、
京都府の学校心臓検診にも１次～精検の全段階で関わらせていただいています。
小児科新生児科では毎日朝夕に全員が集まり、看護師も含め、患児の状態確認と治療方針の検討をし
ています。また本院の大きな特長としまして、他科医師や他職種との垣根が低く、常に密な連携をとり
つつ、協力してチーム医療を実践していることが上げられます。週に１回ずつ、産科との情報交換と周
産期チームとしての診療計画の相談を行っています。また院内には放射線科医が常勤でおり、画像診断
についても適宜相談できる体制にあります。
これからも、大学、地域の病院、開業医の先生方、行政機関との連携を大切にしつつ、周産期、一般
小児科の領域で、地域に貢献できますよう、微力ながら頑張りたいと考えています。今後ともどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

18 ・・・

京都小児科医会会報No. 65
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３歳児健診の視覚検査の充実を～屈折検査導入について
日本眼科医会 乳幼児・学校保健担当常任理事

はじめに

柏

井

真理子

子どもの視力は、生まれてすぐには目の前のも

人間が得る情報の８割が視覚からと言われてお

のが動くのがわかる程度しかなく、成長にとも

ります。人生100年時代と言われる現代において

なって発達します。生後１か月半ごろから固視が

視覚の成長が完成するといわれている生後からわ

可能となり、２か月ごろから追視が可能となりま

ずか数年が、その後の一生を左右すると言っても

す。測定方法の違いによってやや値が異なります

過言ではありません。小児科医の先生がたは日頃

が、出生直後の視力は光覚弁、生後３か月ごろで

より乳幼児を診療されており、また成長を確認す

0.05、１歳で0.2、２歳で0.4、６歳までに1.0程度

る乳幼児健診や３歳児健診で視覚の発達も含めご

に到達します。通常の視力検査では、正常に発達

対応いただいておりますこと心より感謝申し上げ

している子どもであっても３歳０か月では約半

ます。

数しか1.0の視力に達せず、５歳でようやく８割

今回は特に３歳児健診の現状、そして2015年に

の子どもが1.0の視力に達するとされています（図

日本に輸入されたフォトスクリーナーの活用によ

２）。そこで３歳児健診では0.5以上を正常範囲と

る今後の３歳児健診のあり方について記します。

しています。

１．視覚の発達について

歳までに視力は

視機能は生まれて外界を見ることによって乳幼
児期に発達しますが、その感受性期間は１歳半頃

急速に発達するよ！
視力の発達


見えます！

ほとんど
見えないよ

にピークを迎え８歳ごろに終わってしまうという
特徴があります（図１）。

ヒトの視覚の感受性期間 (刺激に反応する時期）
3カ月～1歳半が最も
高く、3歳頃まで続く

歳

乳幼児健診

3歳児健診

光覚

0.01

0.04

0.１

0.２

～
mm

～
0.02

～
0.08

～
0，2

～
0.4

6歳～8歳ぐらいで
感受性が消失する

園での健診

就学時健診

～
1.2

図２．視力の発達イラスト

学校健診

乳幼児期の眼球内の疾患、視神経から視覚中枢
への経路や中枢の疾患、強い屈折異常（遠視や乱

学校保健

粟屋 忍：形態覚遮断弱視、日本眼科学会雑誌 91：5
519～5544，11987

図１．視覚発達の臨界期グラフ

1.0

大山信郎（‘50）、湖崎 克（’66）

小学校入学

母子保健

0.5～1.0

改変引用

視）、斜視の存在は、視機能の発達の妨げとなり
ます。
このうち眼球内の病気や視覚中枢の異常による
・・・ 19
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高度な両眼の視力障害は、子どもの行動から保護

眼の視力が他眼より明らかに不良な状態のこと

者が早い時期から気づいたり、乳幼児健診などの

です。子どもは片眼がよく見えると何不自由な

機会に比較的早期に発見されることが多いです。

く行動することができるため、日常生活では気

これに対して、屈折異常や斜視に伴う片眼また

づかれないことがほとんどです。３歳児眼科健

は両眼の弱視（視力発達の遅れ）は、日常の生活で
は気づかれないことが多いです。弱視は視覚中枢

診で、もっとも発見したい弱視です。
（３）斜視弱視：両眼の視線がずれていると、右眼

の発育障害であり、治療をしなければ眼鏡をかけ

と左眼はそれぞれ別のものを見てしまうため、

ても視力が出ないです。弱視は３歳児健診で発見

混乱が起こり、この混乱を避けるために、固視

されれば就学までにほとんどの場合、治すことが

眼のみで見ようとし、斜視眼の像を消してしま

できますが、発見されずに８歳頃までの感受性期

う脳の働き（抑制）が起こり、斜視眼の視力発達

間を過ぎてしまうと、視力向上の機会を失って一

が損なわれます。乳児内斜視や調節性内斜視、

生涯視力不良になってしまいます。

恒常性外斜視で見られます。

そこで、自覚的な視力検査が可能となる３歳児

（４）形態覚遮断弱視：外界の対象物から網膜まで

に対して、弱視の早期発見に努めることが、３歳

の間に存在する障害物によって、中心窩へ鮮明

児健康診査における視覚検査の目的です。次に３

な像を結ぶことができずに生じる弱視です。代

歳児で発見されるべき弱視の主な原因について説

表的な原因は、先天白内障です。白内障の手術

明します。

治療が遅れると、重症な形態覚遮断弱視となり
ます。視力の予後は、形態覚が遮断された時期、

２．弱視について
眼科で一般的に使われる「弱視」とは「眼球に

時間と程度に左右されるため、早期に異常をみ
つけて対策をとることが必要です。そのほか、

器質的異常がないか、あってもそれだけでは説明

乳幼児期に眼帯をしたり、眼瞼血管腫、眼瞼下

できない低視力」と定義されています。弱視の頻

垂など眼瞼が閉じていたりすると、弱視となる

度はおよそ２～３％と言われております。弱視の

おそれがあります。

程度の軽い順に、屈折異常弱視、不同視弱視、斜
視弱視、形態覚遮断弱視に分けられますが、これ

３．３歳児健診における視覚検査の現状及び問題点

らは視覚発達の感受性のある適切な時期に治療を

平成2年度の厚労省の局長通知を受け、30年前

行うことによって良好な視力を得られる可能性が

の平成3年度より現行の３歳児健診視覚検査が開

高いため、早期発見、早期治療が大変重要です。

始されました。日本眼科医会の調査によれば約

治療の中心は屈折矯正（適切な眼鏡をかけさせ

95％の自治体では実施されております。ただし平

ること）であり、必要に応じて良い視力の方の眼

成9年度より実施主体が都道府県から市区町村に

をふさぎ、視力の悪い方の眼を使わせること（健

移管されたため、各自治体間で実施内容などに差

眼遮閉）を行います。

がでていることは否めません。

（１）屈折異常弱視：両眼同程度の遠視や乱視の屈
折異常によっておこります。強度の屈折異常の
ために、普段から見づらそうにしていることで

３歳児健診視覚検査の主な流れです。
①一次検査は、自宅での保護者による視力検査（指
標0.5）と視覚に関するアンケート調査

保護者が気付くこともありますが、３歳児眼科

②二次検査は、保健センター等でアンケートの回

健診で見逃されると就学児健診まで見つからな

収そして家庭での視力検査の不良例や検査がで

いこともあります。

きなかった者に対して視力再検査、そして医師

（２）不同視弱視：左右の屈折異常に差があり、適
切な眼鏡をかけても、より屈折異常の強い方の
20 ・・・
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③二次検査で「異常の疑い」の場合は、精密受診
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依頼状を作成し、三次検査として個々に眼科医

（SVS）とプラスオプティクスが入手可能となっ

療機関で精密検査を受けます。

ています（図３）。これらの検査機器は米国では原

現在の３歳児健診の問題点として一次検査が保

則３歳児以上での屈折検査スクリーニングとして

護者任せになっていることです。左右の視力検査

使用は有効であると言われております。

が適切にできていない場合、発達障害などがあり
視力検査が難しい場合、また保護者が視力検査を
実施する余裕がないなどスクリーニングが適切に

新しいフォトスクリーナーが登場
屈折値と斜視角を同時測定する

できないことによる弱視の見逃し等が指摘されて
います。また３歳児健診は３歳０か月から４歳未
満までに実施することになっていますが、３歳に
なったばかりですとまだまだ視力検査がうまくで
きない幼児もあり、実施時期は３歳半前後にする
ことが推奨されています。

Spot Vision Screener (SVS)

Emily A12

図３．SVS とプラスオプティクスの写真

一方、二次検査で視力の再検査が適切に実施で
きていない自治体や、さらに二次検査で弱視疑い
などのため眼科での精密検査を指示されるも全国

SVS検査 正常範囲の場合

的にも約４分の１の幼児が眼科に受診していない
事実もあります。
自覚的視力検査に頼っている３歳児健診での弱
視見逃しが以前から指摘されており、弱視のリス
クファクターである屈折異常を他覚的に測定する
屈折検査を３歳児健診で活用することが望ましい
ことは言われていました。しかし大きな屈折機器
の取り扱いや眼科医や視能訓練士が熟練を要する
従来の屈折検査では、時間もマンパワーも現実的

図４．SVS 検査結果画面

には難しい状況にありました。
そのような状況下、最近、３歳児に対し100％

非常に操作が簡便でほぼ数秒で自動判定されス

近い成功率で簡便に数秒程度の短時間で測定でき

クリーニング完了します。自動判定を活用すれば

る屈折検査機器が米国より日本に輸入され、全国

屈折と斜視については「異常なし」「精密検査が

のいろいろな自治体でこのような屈折検査が３歳

必要です」と判定画面が出て結果がすぐに把握で

児健診に導入され始めました。

きます（図４）。一方被検者が協力的でも検査が完
了しない場合は、強い屈折異常や眼内病変の可能

４．フォトスクリーナー
2015年に米国より輸入されました自動判定機能

性もありますのでスクリーニング検査では要精査
にすることが大切です。

付きフォトスクリーナーは米国小児眼科斜視学会
が定めた弱視リスクファクターをもとにした異常
値の自動判定装置機能が設けられています。屈折

５．３歳児健診で屈折検査を実施する場合
実際３歳児健診で屈折検査を活用する場合は、

度数（近視・遠視・乱視）と斜視の有無が同時に測

フローチャート（図５）のように受診者全員に実施

定できます。日本では現在自動判定付きフォトス

することが重要です。操作は非常に簡便なため特

クリーナーは、スポットビジョンスクリーナー

に熟練の必要もなく保健師や看護師で検査可能で
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す。フォトスクリーナーは弱視のリスクファク
ターである屈折異常と斜視も同時に判定します。

６．日本眼科医会の調査より
～自治体の取り組みの現状～

前述のように①自動判定機能で異常の場合②測定

日本眼科医会では2021年5月各都道府県眼科医

不能の場合に弱視等の疑いとして三次検査を勧め

会に対し、全国の自治体での３歳児健診の屈折検

ることが大切です。ただし屈折検査が正常でも視

査導入状況、屈折検査担当者、屈折検査導入前後

力検査不良例で他の疾患が発見されることもある

の要治療率などを調査しました。SVS 輸入前の

ため、今まで通り視力検査も必要です。

厚労省研究班2014年の調査では、屈折検査実施が

すでに活用している自治体からはフォトスクリー

わずか7.7％でしたが、現在はおよそ３割（図７）

ナーによる屈折検査が弱視発見に大変有効である

であり、さらに自治体の地域差が著しく、群馬県、

ことを示す報告が多々上がっております
（図６）
。

富山県、高知県の屈折検査導入率は100％である
一方０％が５県となっています。ちなみに京都府
は26自治体中、宇治市、木津川市、宇治田原町の

3歳児健診の流れ（屈折検査導入の場合）
一次検査：視力検査と問診

＜各家庭で＞

３自治体のみ実施で全体では１割程度、全国平均
を大きく下回っております。

全員に屈折検査を！

＜健診会場で＞

fail

pass

左右どちらかが0.5未満、
問診票で異常あり

実施している
実施していない
不明

二次検査：保健師による視力検査

fail

pass
健診終了

不明
18.2%

左右どちらかが0.5未満

精密検査：
眼科専門施設での検査

実施していない
53.4%

図５．フローチャート

n=1,747自治体数

３歳児健診における屈折検査の効果
屈折検査導入前:


実施している
28.4%

屈折検査（SVS）導入後：


３歳児健診における
屈折検査の実施有無（自治体）

図７．屈折検査実施率

レチノマックス使用時：
平均 1.7%

要治療率も屈折検査を活用している地域では
1.5％→3.0％（図８）に改善しております。ちなみ
に現在屈折検査を導入していない京都市の直近の
要治療率は0.45％との報告があり、多くの弱視の
幼児が見落とされていることが心配です。
野田佐知子ら：松江市3歳児眼科健診の11年間の結果報告. 2020 眼臨紀

図６．松江市のデータ

日本の中で視覚健診の精度がこのように格差が
あることは大いに問題であり早急な対応が求めら
れております。

なおカットオフ値につきましては機器に内臓され
ている値の場合、疑陽性が増えるため、日本小児眼
科学会・日本弱視斜視学会が提言する値が推奨さ
れています。各自治体では SVS 購入後カットオフ
値の設定を学会推奨値に変更することは可能です。
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屈折検査導入前後の要治療率の変化

一方以前より厚労省に３歳児健診での屈折検査
の有用性の報告そして導入の予算を強く要望して
きましたが、8月31日厚労省予算の概算要求で３

導入前
（n=227）

1.4

歳児健診の機器（屈折検査等）の整備が明記されま
した。国の審議でこの予算案が承認されれば、自

導入後
（n=271）

3. 0
0%

1%

2%

3%

治体での屈折機器購入予算の２分の１が国から補
4%

助されることになります。また地元京都府や京都
市の関係者にも粘り強く屈折検査導入実施に向け

日本眼科医会 調査より ２021年5月

お願いしております。
将来を担う子どもたちの視機能の獲得のため、

図８．要治療率の変化

小児科医の先生方のお力添えを心よりお願い申
７．最後に…

し上げます。社会への啓発動画、日本眼科医会

弱視は治療すべき時期に発見されず見逃される
と一生涯の視力不良というハンディを背負う可能

「STOP ！弱視見逃し」
（YouTube 等）
（ 図10）の周
知のご協力もよろしくお願い申し上げます。

性があります。一方使用方法が簡便でまた弱視発
見に有効であると報告のあるフォトスクリーナー
を３歳児健診で活用することは弱視の発見には非
常に有用であります。日本眼科医会では、2021年
7月に「３歳児健診視覚検査マニュアル～屈折検
査導入～」及び「屈折検査導入マニュアル」を（図
９）、を30年ぶりに発行、屈折検査導入の理解の
ため1,700余りの自治体への配布も予定していま
す。また日本小児科医会会員の先生方への配布も
考えております。
弱視啓発動画

「STOP！弱視見逃し」

図10．ユーチューブ（啓発動画の紹介）

主な参考資料
1）日本眼科医会 ３歳児健診における視覚検査マ
ニュアル 屈折検査導入に向けて 2021 年 7 月
2）日本眼科医会

３歳児健診における屈折検査

導入に関する緊急調査 2021 年 5 月
3）京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来
日本眼科医会 3歳児健診マニュアル

屈折検査導入マニュアル

図９．マニュアル表紙・リーフレット表紙

部

有本晃子 他

乳幼児健診における疾病ス

クリーニングの評価と課題

https://www.gankaikai.or.jp/school-health/2021_
sansaijimanual.pdf
https://www.gankaikai.or.jp/school-health/2021_
sansaijimanual_screener.pdf
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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3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）、
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）
、藤井法子（京都第二赤十字病院）、三沢あき子（京都府南山
城保健所）、山内英子（山内医院）

ワクチン接種が進んでいるにもかかわらずデルタ株の蔓延に伴い COVID-19感染拡大に歯止めがかか
らない状況が続いています。委員会の会議も医師会会議室とウェブのハイブリット開催が定着しました。
10人くらいの当委員会であればこの方法で何の問題もなく意見交換ができます。全国規模の学会、研究
会でもノウハウが積み重ねられ、ウェブ開催が主流になりました。自宅でいながらに最先端の内容の講
演を拝聴できることは本当に素晴らしいことですが、それを繰り返していると物足りなさを感じてしま
うのが正直な感想です。そんな中、２回連続で中止となっていた子どものこころと身体懇話会を今年3
月に対面で開催することができました。十分な感染対策のもと、京あんしんこども館の広い講堂で30人
に参加者を制限しての開催でした。講師と直接質疑応答できることが本当に新鮮に感じられました。子
どもの健康週間に関しては、参加者が一般の方であるため今年もウェブ開催を予定しています。
昨年度は委員の交代がありました。長らく委員を務めて頂いた大前禎毅先生がご開業のため退任され、
京都第二赤十字病院の藤井法子先生にその後任をお願いすることになりました。
今回の子育支援リレーエッセイは、京都市子ども若者はぐくみ局の有本晃子先生にずばり「子育て支
援について」のタイトルで書いていただきました。私たちが日常何気なく使っている「子育て支援」の
歴史的な解説からはじまり、小児科医にとっての「子育て支援」はどういうものであるかをまとめてい
ただきました。最後に、大人は子どもの視点に立ち、子どもの時間を共有することが重要であると述べ
られていますが、私たち子育て支援委員会もそのスタンスを忘れることなく今後も活動を続けていきた
いと思いました。小児科医の identity といえる「子育て支援」を見直す良い機会になりました。皆様
も是非ご一読ください。
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２．子どものこころと身体懇話会
有本晃子、平井

清

１）第37回子どものこころと身体懇話会
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、２回続け
みやこ

て開催を見送っておりましたが、令和3年3月13日（土）に京あんしんこども館１階講堂で、感染対策
を行った上で無事開催できました。感染対策上、参加者数を限定したこともあり、23人の参加でした。
テーマは「10代の自殺について」とし、京都市こころの健康増進センターの波床将材先生に「自
殺対策の現状と課題～10代の自殺対策～」を、京都府立洛南病院の幸田有史先生に「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～」をご講演いただきました。
普段の臨床で自殺に関する相談はそうあるものではありませんが、命にかかわるだけあって重く、
大切な分野です。自殺の抑止力は、それぞれが、知らないうちに、多重的に、形成されているとの
ことでしたので、我々もどこかでかかわっている（何かしらの影響力を及ぼしている）のかもしれま
せん。あらためて、話を聞くことの大事さに気づかされました。（平井

清）

講演１：自殺対策の現状と課題～10代の自殺対策～
京都市こころの健康増進センター

波

床

将

材

１．自殺の現状
自殺の背景には、うつ病等の精神保健の問題だけでなく、経済問題、対人関係、身体疾患や飲酒量の
問題など、様々な要因が関係し、自殺対策には多方面からの総合的な対策が不可欠である。我が国では
平成10年に自殺者が急増し、以後も３万人を超える状況が続いたため、平成18年に「自殺対策基本法」
が制定され、総合的な自殺対策が進められるようになった。その結果、14年間にわたって３万人以上あっ
た自殺者数は、令和元年には20,169人まで減少した。しかしながら、令和2年の自殺者数は21,077人と
900人余り増加した。これには COVID-19の影響による対人交流の減少や雇用状況等が影響していると
考えられる。（以上の数は警察統計。令和2年は暫定値）
２．自殺対策の基本的な考え方
自殺は複数の要因が関連して起こる現象である。自殺対策は、その中の「危険因子」を少なくし「保
護因子」を強化するという考え方が基本となる。相談したり支援を受けたりすることは、重要な保護因
子となる。支援職の立場からは、援助が必要な人に対して、どうすれば適切な相談や支援が届くかとい
うことが大きな課題である。
自殺念慮のある者は、生と死の間で揺れる両価的な心性が特徴であり、多くの自殺者は、希望を失い、
思考に柔軟性を欠いた心理的視野狭窄の結果として自殺に至ると考えられる。自殺念慮がある者から相
談を受けた場合、「死にたいほどつらい」と悩んでいることに共感しつつ話を聴き、適切な問題解決の
選択肢へとつなぐことが必要となる。この場合、各々が抱える問題は個々様々であり、すべてを一人の
支援者が解決するのは困難である。自殺対策には多職種・多機関の連係が必要となる。
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３．10代を中心とした自殺対策
近年、全体として自殺が減少傾向にある中で、30歳以下の若年層の自殺は、それより上の年代に比べ
て減少の割合が小さい。特に10代や学生・生徒の自殺は令和元年にも増加しており、今後も十分な対策
が必要とされる。
10代を中心とした若い世代に向けた自殺対策といっても、この年代は、小学生から大学生までを含み、
就労している者もある。その年齢や生活環境により、効果的な手法が異なると考えられる。これまでも、
各学校にはスクール・カウンセラーやソーシャルワーカーが配置されるなど、相談体制の充実が図られ
ているところである。また、学内の生徒間の相互の相談が可能なコミュニティ形成を促進することが自
殺対策となると考え、授業として実施可能なプログラム作成に取組んでいる研究もある。その他にも、
「SOS の出し方」に関する授業や「こどものストレスマネジメントプログラム」「リジリエンシープロ
グラム」など、全国各地で、学校内で実施可能なプログラムがいくつか試みられている状況にある。
一方で、コロナ禍のもとで講義・授業がリモートとなり、授業時間にもゆとりがなくなっており、学
生・生徒間の交流が乏しくなるなどの影響もあることから、上記のようなプログラムを効果的に実施す
ることが実際に可能かどうかという問題もある。これまでからも、自殺という問題に関する教育委員会
のハードルの高さや、教育現場が多忙で継続的な取組が難しいこと、もしプログラムを実施するとして
誰が担当するか（スクール・カウンセラー等が担当する自治体もある）、既にトラブルを抱えている「届
くべき子供」に届けるための工夫はどうするか、さらに、ストレス等の問題ではなく「自殺」を明確に
扱うなら何歳から可能か、万一自殺があった場合の適切な事後対応の体制づくり等々、様々な課題があ
る。今後も、子供向け資料等の充実やこの問題に関わる専門職等の研修や意見交換、関係機関の協力体
制の充実等が必要である。
このほか、リスクを抱える者に対する相談体制や居場所を整備したり、高所への立入り制限・ホーム
ドアの設置などの校内や通学路の具体的な危険除去対策を実施したりする一般的な自殺対策も有効であ
る。いずれにしても、全て学校や職場だけで対応できるものではなく、適切な機関との協力、連係が必
要となる。
若年層の自殺対策では自傷行為への理解と適切な対応も重要である。自傷を行う者の自殺リスクが高
いことが、様々な報告から明らかになっている。自傷行為は、主として自らの苦痛を和らげる目的で行
われるものであり、その背景には何らかの「生きづらさ」が存在すると考えるべきである。
４．ゲートキーパー
厚生労働省のホームページによれば、「ゲートキーパー」とは、自殺の危険を示すサインに気づき、
適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ること
ができる人のことで、言わば「命の門番」と位置付けられる人のことである。我が国の「自殺総合対策
大綱」では、かかりつけ医、教職員、保健師、看護師、ケアマネージャー、民生委員、児童委員、各種
相談窓口担当者など、相談・支援に関わる様々な分野の人材にゲートキーパー研修を行うこととしてい
る。またこのような専門性にかかわらず、一人でも多くの人がゲートキーパーとしての意識を持ち、そ
れぞれの立場でできることから行動を起こしていくことが自殺対策につながる。
ただし、ここまで繰り返し述べてきたように、ゲートキーパーが一人で全て解決できるわけではない。
自殺対策は多職種の連係のもとに成立するものである。さらに、社会全体の自殺問題に対する理解が広
がることも重要である。
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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～
京都府立洛南病院

幸

田

有

史

今回、貴重な機会をいただき「子どもの自殺未遂に出会ったら」と題しお話させていただきました。
その中で、子どもと家族を孤立させず、支援者も医師も孤立しないことが重要で、小児科、児童精神科、
精神科が連携し危機介入することついて述べました。さらにネットワークが必要です。
京都府立洛南病院は、公立の唯一の単科精神病院で精神科救急や政策医療を担っています。児童思春
期の予約診察、至急の受診のご希望にトリアージしながら診療対応し、また、精神科救急体制の中で児
童が来る場合の診療もあります。令和8年の病棟建て替え児童精神科病棟の開設に先立ち、すでに、現
在の急性期病棟でも児童青年期の患者さんの入院診療も行っております。
精神科クリニックや精神科病院、総合病院、診療所、療育センター、小児科病院、児童相談所や児童
養護施設、精神保健福祉センターや保健所、市町村、学校や教育委員会や適応指導教室、特別支援学校、
障害福祉の相談支援、司法、警察、行政からの紹介も連携し受けています。この機能を、今後もっと充
実し確実にすることが必要です。
自殺未遂、自傷他害など子どもの激しい精神や行動の病理性の背景に様々な要因が考えられ、中には、
児童精神医学の診断が考えられる場合があります。好発時期も考慮しなければなりません。地域や家庭、
学校保健、児童福祉、小児科医療と、児童精神医療、精神医療が、今後もっとスムーズにつながらなけ
ればなりません。小児科は寄り添い継続的にフォローしますが、精神医療は重症でない場合、単発の診
療で終結するかもしれません。課題が重い場合、診断や状態が重複し多層的に存在しているかもしれま
せん。社会評価、心理評価、医療評価など多層的な評価や支援が必要です。
小児科や母子保健、地域支援は、子どもや親の気持ちを傾聴し寄り添う中で、子育て支援制度や母子
保健、保育教育などの諸制度を紹介しつなぐ事が必要です。また、正式なアセスメントを受け申請しな
いと強力な支援制度につながりにくいでしょう。児童期から成人期にかけての時期や、精神障害にまた
がる場合、複数の制度利用や、十分なソーシャルワークを行い支援体制の構築が大変重要です。
よくみられる事例として、不登校の場合でも、時に病理の深刻さを見立て、深刻と判断された場合、
通常の教育や適応指導教室、市町村や児童相談所の支援だけでなく、児童精神医療や、洛南病院などハー
ドな精神医療に紹介が必要かもしれません。自傷行為も軽視せず経過を見て完遂のおそれが高い場合、
希死念慮がおさまらない場合、精神病圏が疑われる場合などは速やかに精神科受診が必要です。また、
児童虐待で一時保護や児童福祉による安全確保が急がれ優先する状況もあるかもしれません。
周辺情報の収集や家族の子育て力、学校や社会の支援力などの評価も重要です。小児科の先生方や児
童相談所にとって当たり前の項目が精神医療では抜けやすく地域支援や退院後支援で抜けやすい箇所で
す。また、発達障害や、深刻なトラウマ、精神病圏の合併が見つかるかもしれませんし、あわせて治療
や支援を急ぐべきです。被虐待状況やトラウマ歴を問診したり、発達障害の鑑別も、精神病症状の問診
も必要です。それによってリスク評価やトリアージが異なり、紹介フォロー体制が変わります。
子どもと親御さんの別々の面接も必要です。時に虐待通告を果断に行うことも重要です。一方で親子
各々に労いと共感は大切です。多職種、多機関で、チームで連携フォローが必要です。その中で精神医
療や、ときに入院医療も必要です。本格的な児童相談所の介入や、障害支援が本格的に必要かもしれま
せん。親自身に障害がある場合、親の治療支援が強く勧められなければなりません。
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今後、私たちは子どもの自傷や希死念慮、自殺企図にもっと積極的に関わっていかなければなりませ
ん。積極的に相互に連携や紹介が必要です。保健所、児童相談所、教育、精神科病院、総合病院など、
本格的でしっかりした支援体制の構築が必要です。
地域の保健所、京都市／京都府の各精神保健福祉センター、京都府こころのケアセンター0774-32-5885、
洛南病院、児童相談所、教育委員会などとの、平素からのあらかじめの連絡連携が必要です。
小児科医や児童精神科医、精神科医がおせっかいな存在になり、孤立せずに相互につながる存在にな
ることが重要です。

３．日本小児科学会「子どもの健康週間」行事
山内英子、長谷川功
今年のこどもの健康週間「子育て支援シンポジウム」は、COVID-19感染拡大に伴い小児科の受
診控えが生じ、予防接種のための受診までも減少することが危惧されていたことから、「遅らせて
はいけない、予防接種」というテーマで令和2年10月10日（土）に開催されました。例年100名近くの
保護者の方や学校関係者の参加があるこの会ですが、確実な開催と参加者の安全を期してウェブ配
信での開催となりました。講師の先生方には京都府医師会館の会場においでいただき、そこからウェ
ブ配信を行いました。初めての試みでしたが、講演最初に音声が入らないトラブルはあったものの
それ以外はスムーズに実施できました。参加者は115名（医療関係者68人、一般35人、学校関係者12人）
で、一般参加者が例年に比べて少なかったことが残念でした。
一つ目の講演は京都市立病院副院長 / 感染管理センター部長、清水恒広の「子どものためのワク
チン接種最新情報2020～コロナ流行に打ち勝つための体づくり～」という講演でした。ロタワクチ
ンが定期接種に加わったこともふくめ、現在のワクチンの最新情報をお話しいただくとともに、小
児科受診によりコロナにかかるのではないかと恐れるのではなく、必要な予防接種は、必要な時期
に確実に接種しておき、コロナに打ち勝つ体を作るべきというお話でした。
二つ目の講演は医療法人財団足立病院院長の澤田守男先生の「子宮頸がんは予防できる時代に！」
というお話でした。2013年6月に積極的勧奨中止となった HPV ワクチンですが、その後の詳細な検
討の結果、まもなく再開される方向に進んでいます。子宮頸がんという病気の恐ろしさを非常に明
快にお話しいただき、子宮頸がん予防の新局面への展開が期待される内容でした。
例年、この会は、講演終了後に演者の先生方への質問のため長蛇の列ができるのですが、残念な
がら今年は無理でした。今年度の本会もウェブ開催の予定ですが、気軽に質問できる形を模索しつ
つ、多くの方に参加していただけるように企画しています。

・・・ 29

京都小児科医会会報No. 65

講演１：子どものためのワクチン接種最新情報2020
～コロナ流行に打ち勝つための体づくり～
京都市立病院 副院長／感染管理センター部長

清

水

恒

広

令和2年10月1日より、子ども対象の定期接種ワクチンの中に新たにロタウイルスワクチンが加わるこ
とになりました。ロタウイルス感染症は乳幼児に嘔吐、下痢、食欲不振などの症状をもたらすウイルス
性胃腸炎で、強い脱水症状や時にけいれんや脳症も引き起こし、命に関わる病気でもあります。重症化
を予防する効果のある経口のロタウイルスワクチンを、WHO（世界保健機構）は全世界の子どもたちが
接種するべきワクチンとして以前より強く奨めてきました。
日本では2011年、2012年と２種類のワクチンが世にでましたが、ご家族の希望のもとに行う任意接種
のワクチンでした。欧米先進国の接種状況からしますと、10年以上前の日本では公費負担で受けられる
子どものワクチンの種類は十分とは言えず、その意味でワクチン後進国でした。しかしこの10年で、髄
膜炎を予防するヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンや、Ｂ型肝炎ワクチン、水痘（みずぼうそう）ワクチン
が定期接種となり、公費接種できるようになりました。
しかし、公費負担で接種拡大したいワクチンとして残っていたものの一つが、ロタウイルスワクチン
であったのです。今後はおたふく風邪ワクチンやインフルエンザワクチンも定期接種になることが期待
されており、国の検討を待ちたいと思います。
今回、ロタウイルスワクチンの定期接種化とともに、接種を行う上で大きく変わることがもう一つあ
ります。それは、異なる予防接種を行う際の接種間隔が大幅にゆるめられたことです。10月までは、注
射であれ、経口であれ、生ワクチンを接種すると、異なるどのようなワクチンでも27日間まるまる開け
てからでないと接種できませんでした。しかし、これも日本以外の世界の例にならい、異なる注射の生
ワクチンの接種間隔のみ27日以上開ければよいことになりました。すなわち、経口の生ワクチンである
ロタワクチンを接種しても、翌日に異なるどんなワクチンでも接種が可能となったのです。これはご家
族の方にとっても朗報で、より短期間で必要なワクチン接種をどんどん進めていけます。
子どもたちが成長していく過程で、色々な感染症に対する抵抗力を乳児期からつけておく必要があり
ます。新型コロナウイルス感染症流行下ですので、なおさら抵抗力はしっかりしたものにしなければな
りません。受診によりコロナにかかるのではないかと恐れるのではなく、必要な予防接種は、必要な時
期に確実に接種しておきたいものです。きちんと接種しておくことで、コロナに打ち勝つ体がつくれる
ものと確信しています。

講演２：子宮頸がんは予防できる時代に！
医療法人財団足立病院 院長

澤

田

守

男

毎日、外来で若い患者さんに接していますと、「子宮頸部の細胞診異常、減っていないな…」と実感
します。その度に、日本での子宮頸がんで苦しむ女性を減らすには、どうすればよいのだろうかと考え
てしまいます。
子宮頸がんとは、子宮の入り口に発生する悪性腫瘍で、初期の段階では自覚症状の乏しいために、進
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行した状態で発見されることがあります。その場合、子を宿すことが出来なくなる（妊孕性を失う）可能
性がある、さらに生命も危険にさらされてしまうといった、恐ろしい病気なのです。子宮頸がんに対す
る治療も時代とともに進歩をみせていますが、予防できるものは予防したいと考えるのが自然の流れで
はないでしょうか？幸い、子宮頸がんには、がんの原因に対してアクセスする「一次予防」、早期発見・
早期診断を目的とした「二次予防」が確立されています。前者がヒトパピローマウイルス（HPV）に対
する予防ワクチン（HPV ワクチン）、後者が子宮がん検診（子宮頸部細胞診）にあたります。子宮頸部細
胞診は1940年代から始まり、HPV ワクチンが出来るまでは唯一の子宮頸がん予防として利用されてき
ました。しかし、子宮がん検診受診率もまだまだ十分とは言えない状況です。一方、HPV ワクチン、
本邦では2009年12月に発売となり、2013年4月に定期接種に組み込まれましたが、2013年6月に積極的勧
奨中止となったまま、７年以上が経過しました。HPV ワクチンも２価・４価の時代から、いまや９価
が世界では主流となっています。本邦では、2020年7月21日に９価の HPV ワクチンが認可され、いよ
いよ子宮頸がん予防の新局面と期待しているところです。
マザーキラーと呼ばれる子宮頸がんという病気を皆さまに知っていただき、「子宮がん検診・HPV ワ
クチン接種、考えてみようかな？」という気持ちに少しでもなっていただければ、講演する者にとって
は幸いです。この時代に生きた産婦人科医として、守れる命は守りたい、そんな想いで一杯です！

４．こどもみらい館「すくすく教室」
山

内

英

子

令和2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。新型コロナウイルス感染症の拡大により、募集人数を減らしましたので、今年度の申込
者は７組と少なかったのですが、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優有意義なものであったと思っています。講師としてご
協力を頂いた先生方には、本当にありがとうございました。
コロナの感染者が増えて大変な時期ではありますが、今後とも十分な感染対策をしたうえで、続けて
行く予定ですので、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2年度 開催状況
回

月

日

内

容

講

師

１回

9月30日（水） 「乳幼児の食生活について」

管理栄養士

車田明美 氏

２回

10月7日（水） 「乳幼児の歯の健康について」

歯科衛生士

庄司容子 氏

３回

10月15日（木）「乳幼児の事故の防止について」 京あんしんこども館センター

大矢紀昭 先生

４回

10月19日（月）「乳幼児の病気について」

にしむらこどもクリニック

西村康孝 先生

５回

10月28日（水）「乳幼児の心の発達について」

家森クリニック

岩見美香 先生

６回

10月30日（金）「子育て座談会」

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４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。

・・・ 31

京都小児科医会会報No. 65

子育て支援リレーエッセイ（第８回）
子育て支援について
京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部

有

本

晃

子

今回はリレーエッセイの表題そのものずばり「子育て支援について」というテーマで書きたいと思い
ます。今年4月16日～18日に京都で開催された日本小児科学会学術集会（会頭：細井創京都府立医科大学
名誉教授）の市民公開講座「子どもから創めよう新時代－小児科医の関わる保健・福祉・子育て支援」
で講演する機会を与えていただき、「地域母子保健が子どもたちのためにできること」というテーマで
お話しました。市民公開講座をお聞きくださった先生には、内容が少し重複するかと思いますが、ご容
赦ください。
子育て支援。現在では当たり前に日常的に使われている言葉ですが、昔からあるわけではないようで
す。厚生白書昭和46年版を見ると、核家族化の進行、産業構造、社会環境等の急激な変動の中で児童
が成長することの不安定さが危惧されています。「社会と家庭が対処法をさがしていかなければならな
い」とされていますが、『児童の養育は第一義的には両親の責任に委ねられる』と繰り返し強調されて
おり、この時代は養育・しつけを行う「家庭」をどう支援していくか、という視点であったと読み取れ
ます。平成元年版でもまだ「子育て家庭の支援」という表現が使われており、この視点での支援が続い
てきたと考えられます。同白書での「子育て家庭の支援」の中身としては、「育児の孤立化や様々な育
児情報の中で、子育てに不安を抱える母親が増えてきているので、相談援助機関の質を向上させるとと
もに、安心して相談できる体制整備を図ることが必要」とされており、今日の子育て支援の大きなテー
マである育児不安への対応が指摘されています。育児不安に関しては、昭和46年版でも、『児童の養育
について自信の持てない両親もふえている。一部の母親は、育児ノイローゼがこうじて心中に走る場合
すらある。』と書かれており、昭和45年1月～昭和46年4月までの間に親によって生命を絶たれた児童は
72件であるとされています。平成30年度の「心中も含めたすべての児童虐待死64件（子ども虐待による
死亡事例等の検証結果等についての第16次報告（令和2年9月）より）」と比較すると、昭和40年代半ばの
児童数が現在の1.5倍以上であったことを考慮しても、現代で言われる「育児不安や産後のメンタルヘ
ルス」は当時からすでに大きな問題であったことがうかがえます。平成3年ごろからは「子育て支援」
という言葉が使われ始めました。それまでの「子育て家庭の支援」というアプローチは限界であり、
「子
育てそのもの」を支援していく、いいかえれば「社会（支援者）」が家庭と一緒に「子育て」をしていく、
という方向に変わっていったのではないかと思います。「健やか親子21」は、21世紀の母子保健の方向
性を示すため平成12年（2000年）に公表されたビジョン・国民運動計画ですが、この健やか親子21の中で
も子育て支援が強調されるとともに、このビジョンに基づいた市町村の「母子保健計画」の基本視点と
して「安心のできる子育て環境の確保」が盛り込まれました。さらに母子保健計画は、平成17年度以降
「次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画」と一体として作成されることになり、
「母子保健」
と「子育て支援」はますます不可分のものとなっています。また、保育所や幼稚園、学校も第一義的役
割である「保育」や「教育」に加え、「子育て支援」「家庭教育支援」がそれぞれ「保育指針」と「教育
基本法、学校教育法」に明記され、子育て支援において欠くことのできない機関となっています。
それでは医療はどうでしょうか。医療者の第一の役割はいうまでもなく「適切な医療を提供すること」
です。治療により疾病を治癒させること、症状への対処法を教え苦痛を緩和させること、予防接種によ
32 ・・・
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り病気を未然に予防することなどは、子育てをしている親への支援そのものといえるでしょう。そして
長期療養を必要とする児や親にとっては、主治医である小児科医や看護師はまさしく子育てを一緒に支
えてくれる大きな存在であるにちがいありません。このような直接的な医療を通しての子育て支援以外
にも医師（小児科医）は、様々な場で子育て支援に関わっています。地域母子保健、学校保健等においては、
医師として健診等に従事するということはいうまでもありませんが、事業に従事する他職種に対し医学・
医療に関する指導、教育を行ったり、事業に使用するマニュアルや保護者に配布する啓発資料の作成に
携わるなど、事業全体に大きく関与しており、それら事業を通して子育て支援を行っているといえます。
そして、それら事業実施の根拠となる各自治体における母子保健施策、子育て支援施策を策定する協議
会等に委員として参加することにより、子育て支援の方針を決定していく部分にも関わっていると考え
られます。少し例をあげると、啓発資料として京都市では、母子健康手帳交付時に配布する妊娠期から
出産後までの母子健康読本「赤ちゃんといっしょ」、適切な健診実施のための「乳幼児健康診査マニュ
アル」、親子の健康づくり事業に活用する「親子で健康づくりプログラム」、子育てについて保護者同士
が悩みや思いを話し合い交流し、自ら気づき学ぶことを目指した、親支援プログラム「ほっこり子育て
ひろば」の妊娠期・乳幼児期編などがあります。また京都府医師会が作成されたものとして、アレルギー
疾患の説明および食品除去のための診断書や指示書が記載された「保育所、幼稚園におけるアレルギー
対応マニュアル」、感染症疾患の登園停止基準や登園届など、保育園児等の感染症罹患時の対応が記載
されたリーフレット「BeWell」などがあります。さらに子どもの健康などについての正しい知識を普
及することも子育て支援であると言えます。
京都小児科医会は毎年「こどもの健康週間行事『子育て支援シンポジウム』」を京都府医師会、日本
小児科学会京都地方会と共催で実施し、小児の健康に関する啓発活動を行っています。また、京都市子
育て支援総合センターこどもみらい館では、医師等による健康相談や子育て教室が実施されています。
京都市子ども保健医療相談・事故防止センター（みやこあんしんこども館）は、事故防止策を具体的に学
ぶためモデルルームを備えた施設ですが、ここでは事故予防に関する講習会の他、小児科医等による子
どもの保健医療相談や健康教室が実施されています。さらに、昨年は新型コロナのために中止になりま
したが、例年みやこめっせで開催されているイベント「京都やんちゃフェスタ第二部」においても府医
師会の協力により子どもの健康相談が実施されています。正しい知識の普及は虐待予防という面からも
大変重要です。児童虐待はピラミッドの構造になっており、ピラミッドの頂上の「命に係わる虐待」は
少ないですが、その下に「重度」、「中度」、「軽度」、「危惧あり」、と多く存在すると考えられます。こ
のピラミッドは固定されたものではなく流動的で、上から下へ移動することもありますし、下から上へ
移動することもあります。すなわち常に虐待の程度は変化します。
「一般の子育て」から「危惧あり」、
「危
惧あり」から「軽度」への移動を止め、下にもっていくためにも、正しい知識を提供し、不適切な育児
を修正すること、適切な医療や保健事業を提供して親の不安を軽減すること、といった小児科医の役割
はとても重要であると思います。また、医療、小児科医はこのピラミッドのどの階層においても親子に
かかわる機会があるので、必要な場合は福祉へつなぐということも大変重要な役割です。
以上をまとめると、医師（小児科医）にとっての子育て支援とは、「適切な医療、保健事業を提供する
こと」、「正しい知識を普及し、親と子、そして親子を取り巻く人や子育ての支援に関わる人たちを教育
すること」、そして、必要時に「福祉施策へとつなぐこと」であると言えます。
最後に「子育て支援は子ども支援でありたい」ということを書いておきたいと思います。1989年子ど
もの権利条約が国連で採択されました。子どもに関わり、子育て支援に関わるにあたっては、この条約
の４つの原則のひとつである「子どもにとって最もよいことを第一に考える」ということを常に念頭に
・・・ 33

京都小児科医会会報No. 65

おかなければならないと思います。子どもは受け身の存在ではなく、子ども自身が意見を表明し、参加
する権利を持つ能動的な存在です。例えば、大人の考える「時間」と子どもの「時間」は異なったもの
です。大人にとっての「時間」はカレンダーや時計が示す客観的な時間ですが、子どもは自分だけが感
じる主観的な時間の中で生きています。夢中で遊んでいるとあっという間に夕方になってしまうという
ように、何かに集中している瞬間瞬間、それが子どもにとっての時間です。この時間を十分に生きるこ
とが、子どもの発達にとても大切です。大人は自分の時間に子どもを合わせて管理するのではなく、子
どもの視点に立ち、子どもの時間を共有することが重要です。子育て支援とは、親が子どもを「大人の
時間」に当てはめるのを助けることではなく、子どもと親やそのまわりの大人が「子どもの時間」を共
有できるように、やさしくサポートしていくことではないかと思います。
京都市乳幼児健診マニュアルには「子育て支援における援助者のこころがまえ」として以下のことが
挙げられています。
（１）援助者は「指導者」ではなく「援助者」としてかかわること。親と同じ目線で子育てを共に考える
といった姿勢が必要である。親が感じていることや思っていることを丸ごと受け止める、そういう
受容的な態度が求められる。必要なのは批評ではなく、具体的なアイデアを提供したり、「どうし
たらよいか」を親の気持ちや意向をくみ取りながらともに考えることである。
（２）援助者としての自分を磨くこと。それは一人一人のあり方を認め、尊重できる柔軟性を持つ、子育
てや子どもの育ちについて、常に新しい知識を求め学ぶことである。
そして「専門職としてのほんの一言が、親を勇気づけ、子育てを楽にしていく」。
先の厚生白書で家庭や地域社会の育児力の低下が指摘されてから、もう50年近くになります。適切な
養育をうけなかったため、自分が親になった時にお手本になる子育てモデルがなく苦しんでいるケース
を、頻繁に見かけます。今の子育て支援が実を結ぶのは、ずっと先になるかもしれませんが、今の子ど
もたちと未来の子どもたちのために、子育て支援に関わる人々が、目の前の親と子、そして社会全体に
対して、根気強い働きかけを続けていかなければならないと思います。
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■

理事会報告


第１回理事会（令和2年度 第１回）
令和2年5月8日（金）14時～ 医師会館

出席：藤田、竹内、吉岡、栗山、長谷川、浅井、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
欠席：有井、黒田、八角、山内、若園
会長挨拶：藤田会長
報告事項
１．入会・退会 令和2年3月13日以降
（入会）山田智裕（船井）山田医院
（異動）
（退会）
（死亡）山田美智二（船井）山田医院
令和2年4月22日ご逝去
令和2年5月7日現在の会員数 300名
２．共催・後援の会
以下中止となった会
①4月4日（土）診療内容向上会 メルパルク京都
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准教授
地域児童精神医療学特任准教授 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
②4月5日（日）第30回日本外来小児科学会年次集会春季カ
ンファレンス 京都テルサ
以下中止が決まった会
③5月23日（土）第28回感染症研究会
TKP 京都四条駅前カンファレンスセンター
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
④8月29日（土）、30日（日）第30回日本外来小児科学会年
次集会同志社大学今出川キャンパス令心館
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田会長
京都市の集団乳児検診は中止、個別の方向で検討。
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
黒田理事退任
８．京都府医師会から 禹理事・松田理事
COVID-19患者を京都平安ホテルに70人まで、医師会理事
がタブレットを通じて健康管理。
GW 前から COVID-19対策として PCR 検査センター（京
都府・医師会京都センター）を立ち上げた件。
９．日本小児科医会から 藤田会長
北海道の総会フォーラム中止の件

来年は福岡で開催予定。
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2年度 第１回（第120回）子育て支援委員会
令和2年4月27日（月）COVID-19のためメールによる通信
会議とした
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．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～」
15時～16時
京都市こころの健康増進センター 波床将材
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
COVID-19のため中止
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）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（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
四天王寺和らぎ苑リハビリテーション室 PT 榎勢道彦
高槻病院技術部リハビリテーション科 PT 飯塚崇仁
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（はせがわ小児科）
COVID-19のため中止
【協議事項】
１．第37回子どものこころと身体懇話会
同内容で10月開催するか？
開催日候補：10月17日（土）、10月24日（土）
２．すくすく教室
今年も予定どおり開催とのこと
３．令和2年度子どもの健康週間開催について
ウェブ開催を前提に準備する。
日時：令和2年10月10日（土）
場所：京都府医師会館
テーマ：「ワクチン関連」
・新たな定期接種ワクチンの話題を含めたワクチン最
新情報
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・HPV ワクチンについて

13．その他
①京都小児科医会の HP と会員 ML の作成（松田理事）
小児科医会非会員が、会員 ML に登録を希望された場合、
入会を薦める？
入会しない人には、自己紹介のメールを流してもらう。
②京都小児重症患者診療システム登録画面への「現在の
COVID-19陽性患者数」項目追加（長村理事）
③第３回抗 RS ウイルス薬適正使用検討委員会
日時・場所：令和2年4月24日（金）～
メールによる通信会議
出席者：川勝秀一（国保連合審査員）
、天満真二（支払
基金審査員）、安野哲也（支払基金審査員）、木
崎善郎（支払基金審査員）、伊藤陽里（京都府
医師会感染症対策委員会）、河井昌彦（京都大
学）、木下大介（第一日赤）、山川孔（バプテス
ト病院）、岡野創造（市立病院）、藤井法子（第
二日赤）、浅井康一（京都医療センター）、松田
義和（京都府医師会）、長谷川功（京都小児科
医会）
主催：京都小児科医会
書記：長谷川功
【今季の合意事項】
１）京都府下の医療機関においては、2020年7月から2021
年2月までは詳記なしでのパリビズマブ投与を認める。
２）2020年6月および2021年3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。4、5月の投与に関して
は、よほどの流行がない限りは査定対象になる可能性
が高い。但し、COVID-19の流行の推移によって、RSV
流行の終了時期が影響を受ける可能性は予想できず、
RSV 流行が遷延する場合は、4月の投与に関しては症状
詳記を書く事で認める可能性はある。
＊：
「流行期であるから」といった画一的な記載ではなく、
症例毎に投与理由を詳記すること。
３）2021年は5月に保険審査員と関係医療機関（京都小児
科医会、京都府医師会関係者を含む）との間で検討会を
持ち、パリビズマブ投与時期を検討する。
４）本会議での決定事項は、病院間のネットワークでパリ
ビズマブ投与を実施している病院に周知される。病院か
ら開業医に投与を依頼する場合は、本合意事項を開業医
に伝えることも同時に周知すること。
５）シナジス投与の際、レセプトに記載する事項（審査員
からの要望）。

①在胎週数
②出生体重
③現在の体重
④今シーズン投与開始日
以上を小児科医会のメーリングリストに流す。
④近畿ブロック会長・役員会議
令和2年3月29日（日）16時～
インターコンチネンタルホテル大阪
出席：藤田会長
理事に栗山先生を、救急委員に清澤先生を推薦した。
⑤令和2年度京都府周産期医療協議会
令和2年5月1日（金）15時～16時30分
オンライン会議
出席：藤田会長
COVID-19陽性妊婦の受け入れ、重症患者さんをどうす
るかはまだ決まっていない。
⑥京都市子ども医療費支給制度に対する要望書の提出（資
料）
⑦保険審査委員の交代の件（栗山副会長）
栗山先生が国保連合審査員を退任、安野先生が支払基金
審査員を退任し国保連合審査員になる。
新たに松尾が支払基金審査員となる。
⑧日本小児科医会の代議員交代と予備代議員の選出の件
（栗山副会長）
栗山先生が理事になり、禹先生が代議員に。
協議事項
１．総会について（資料）
令和2年6月13日（土）京都タワーホテルの会場は予約
キャンセル済み
総会のみを医師会館２階会議室（部屋代27,170円）で
開催決定
講演会は中止決定
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
次年度総会は日航プリンセス京都で予約
（6月第１土曜に）
承認
２．第29回感染症研究会について
昨年中止となった内容で準備中。
３．共催・後援依頼
なし
４．その他
①第12回日本子ども虐待医学会学術集会
一年後に延期

第２回理事会（令和2年度 第２回）
令和2年7月11日（土）17時～ 日航プリンセスホテル「嵯峨野」
出席：栗山、吉岡、藤田、長谷川、禹、岡野、長田、川勝、岸田、
天満、東道、徳田、西田、林、松尾、松田、八角
欠席：浅井、長村、清澤、小谷、森本、安野、山内、若園
会長挨拶：栗山会長
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報告事項
１．入会・退会 令和2年5月8日以降
（入会）長田加寿子（西京）菱令記念京都病院
（異動）西田眞佐志 京都府立医科大学
→（東山）京都第一赤十字病院
伊藤陽里（船井）京都中部総合医療センター
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→（綴喜）田辺中央病院
（退会）山口 登（西京）山口医院 閉院のため
越智雅晴（西陣）京都市児童福祉センター診療所
金 達龍（乙訓）金原医院 閉院のため
令和2年7月10日現在の会員数 298名
２．共催・後援の会
①5月16日（土）総会 医師会館
令和元年度 事業報告、会計報告、会計監査報告
令和2年度 事業計画案、予算案、会長選挙
講演会と懇親会は中止
②5月23日（土）第28回感染症研究会（中止）
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
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田監事、栗山会長
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 岸田理事
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 栗山会長
10．日本小児科医会総会フォーラム 栗山会長
「日本小児科医会 Web 講演 from 札幌」開催について
11．保険医協会から

12．令和2年度 第２回（第121回）子育て支援委員会
令和2年6月22日（月）14時 京都府医師会館会議室
【協議事項】
１．第37回子どものこころと身体懇話会
例年10月に開催しているが、対面の講演会の会場も含
め開催方法が未確定なため、今回は開催を見合わせ来
年3月に延期する。
日時：未定
場所：未定
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
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
２．令和2年度子どもの健康週間開催について
Web 開催とする
日時：令和2年10月10日（土）14時～16時
場所：Web 開催だが、講師と委員は京都府医師会館
集合
テーマ：「遅らせてはいけない！予防接種」
講演１：子どものためのワクチン接種最新情報2020
－コロナ流行に打ち勝つための体づくり－
京都市立病院副院長 清水恒広
講演２：子宮頸癌は予防できる時代に！
足立病院院長 澤田守男
司会：長谷川功
・２名の講師の先生方にライブ中継を行ってもらう。
・場所は府医で準備する。
・撮影はプロの業者・現場ディレクターもＴプラス（旧
為国印刷）に依頼する。


13．その他
①京都小児科医会理事会を Web で行う件（松田理事）
Cisco の Webex
Web 会議での出務費は京都府医師会の規定に準じて現
地参加と同額とする
②「小児の死亡統計調査」を京都府からの委託事業として
行いたい。（清澤理事）
清澤理事から以下の提案あり。
京都府と共同で小児の死亡例の集計事業を進めており、
清澤理事が作成しているプログラム（日本小児科学会と
小児救急学会で使用しているのとほぼ同じ形式）を使用
する予定。公費の受け皿として小児科医会（もしくは京
都府医師会を通して）で行う様にしたい。予算が増えれ
ば外注し、清澤理事がいなくても出来るようにするとの
事です。
③会報64号について 禹理事
１）特集記事の原稿執筆依頼
２）広告掲載の企業への依頼（当日配布）
④令和2年度小児科医会旅行同好会の旅行案内について（資料）
9月20日から22日まで
協議事項
１．新年会について
令和3年1月23日（土）京都ホテルオークラ
田辺三菱共催
講演会：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
承認
２．第29回感染症研究会
令和2年10月3日（土）16時30分～18時30分
京都ホテルオークラ
特別講演①「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院長 具志一男
先生
特別講演②「 ロタウイルスワクチン開始7年目に見え
てきたこと」（仮）
社会福祉法人恩賜財団 済生会支部
東京都済生会中央病院小児科医長 藤野元子先生
承認
３．共催・後援依頼
①京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康
情報学分野 中山健夫先生より
「Kyoto Scope」という Web ツールの後援依頼（資
料あり）
承認
②ノーベルファーマがメラトベルの発売に合わせて講
演会の共催希望あり
４．その他
①第12回日本子ども虐待医学会学術集会
一年後に延期
②第30回日本外来小児科学会年次集会
令和3年京都で開催
５．会員からの提案
Web 会議システムを用いた Web 診療内容向上会にし
て、この秋にでも開催を提案します。
準備の都合あり、行わない事にする。
６．総会フォーラムの残余金の扱いについて（天満理事）
承認
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第３回理事会（令和2年度 第３回）
令和2年9月11日（金）14時～ Web 会議（場所：まつおこどもクリニック）

会場出席：栗山、天満、長谷川、林、松尾、松田
Web 出席：吉岡、藤田、禹、浅井、岡野、長田、長村、岸田、
清澤、東道、徳田、安野、山内、八角、若園
欠席：小谷、川勝、西田、森本
会長挨拶：栗山会長
報告事項
１．入会・退会 令和2年7月11日以降
（入会）徳永 修（宇治久世）南京都病院
平松英文 京都大学小児科
馬場志郎 京都大学小児科
（異動）福原正太（舞鶴）舞鶴療育センター
→（上京東部）京都第二赤十字病院
（退会）小堤國廣（相楽）小堤医院
令和2年9月10日現在の会員数 300名
２．共催・後援の会
無し
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田監事、栗山会長
諮問事項の検討中もコロナで止まっている。
４．府医 京都市急病診療所運営委員会 松尾理事
新型コロナウイルス感染症に関する問診を看護師が聴取し
ているが、今後問診票を記入してもらう。
５．府医 学校保健委員会 林理事
9月から学校検診再開
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
学術生涯教育委員会報告
第22回京都府医師会生涯教育セミナーは Web 配信されて
います
長谷川先生の講演がみられます。
京都府医師会のホームページを開ける
京都府医師会員のみなさまの学術講演会をクリック
左端の各種区講演会のビデオ視聴をクリック
ID：kyoto01
PW：ky2601 を入力してビデオを見る。
「京都における小児在宅医療の取り組みと課題～医療的ケ
ア児実数調査から見えてきたこと～」
京都医学会も Web 配信の予定です。これはまだ見られま
せん。
７．府医 医療安全対策委員会 岸田理事
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 栗山会長
10．日本小児科医会総会フォーラム 栗山会長
11．保険医協会から

12．令和2年度 第３回子育て支援委員会
令和2年8月24日（月）14時
京都府医師会館会議室＆ウェブ
【報告事項】
１．令和2年度子どもの健康週間開催について
Web 開催とする
日時：令和2年10月10日（土）14時～16時
場所：Web 開催だが、講師と委員は京都府医師会館
集合
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テーマ：「遅らせてはいけない！予防接種」
講演１：子どものためのワクチン接種最新情報2020
～コロナ流行に打ち勝つための体づくり～
京都市立病院副院長：清水恒広
講演２：子宮頸癌は予防できる時代に！
足立病院院長 澤田守男
司会：長谷川功
当日の手伝い：鍋田、有本 講演中にチャットで受け
取った質問を選ぶ
Ｔプラスに委託 費用はチラシ作成込30万の予定
撮影・録画・現場ディレクター依頼
参加はチラシの QR コードで事前登録：名前、参加地
域、一般・医療関係・学校関係
録画した講演は京都府医師会のホームページから3か
月限定で見れるようにする
マスコミへの広報：α -STATION 等
２．第37回子どものこころと身体懇話会
10月開催は中止 自分たちでは録画等は出来ない。来
年3月には開催できるか…。
３．小児科医会会報の原稿依頼
４．その他
「子ども予防接種差し控え拡大」京都新聞記事（有井
先生から）
ウェブ参加の先生方とも記事を共有
【協議事項】
１．今後の子育て支援委員会の開催方法について
ウェブ開催も併用した形で続ける。参加できる先生は
医師会館で

13．その他
①令和2年度在宅医療関連講師人材育成事業、受講者の推
薦について（資料）（長谷川副会長）
協議事項
１．新年会（資料）
令和3年1月23日（土）京都ホテルオークラ（Web ？）
田辺三菱共催
特別講演Ⅰ（16時～17時）座長：松尾理事
「（仮）成長曲線について」
京都府立医科大学小児科学教室学内講師 森 潤先生
特別講演Ⅱ（17時～18時）座長：禹副会長
「（仮）インフルエンザワクチンと新型コロナウイルス
対策」
医療法人ふじおか小児科院長 藤岡雅司先生
田辺三菱さんから、Web 配信の予定あり、早めに案
内出し人数把握したいと。
承認
２．第29回感染症研究会（中止）
令和2年10月3日（土）16時30分から18時30分
京都ホテルオークラ
特別講演①「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院長 具志一男先生
特別講演②「ロタウイルスワクチン開始7年目に見え
てきたこと」（仮）
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社会福祉法人恩賜財団済生会支部
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ノーベルファーマ
令和2年12月～令和3年6月予定 15時45分～17時
京都市内ホテル、メルパルク京都、TKP 京都で定
員30名～40名（会場は60～80）
会食なし、サテライト会場参加者のみお弁当提供
演者：兵庫県リハビリテーション病院 菊池 清先生
座長：栗山会長
承認
②第一三共（資料）
感染症治療フォーラム in KYOTO
令和2年11月下旬～12月上旬（土）15時～16時30分
候補日 11/28、12/5、11/14
「（仮）COVID19とインフルエンザ感染症治療」
愛知医科大学感染制御学主任教授 三鴨廣繁先生
③マルホ（資料）
第13回京都こどもの皮膚病カンファレンス 京都ホ
テルオークラ

４．その他
①今後の開催案内の仕方について
メールと往復ハガキの併用必要か
往復ハガキ代を共催会社が出してもらえないなら
メールのみの方向で。
② HPV ワクチンに関する要望書を府医、小児科医会、
産婦人科医会の連名で行政に提出する件
承認
③京都府医師会と専門医会長との懇談会について
11月14日に web 会議で予定されています。
懇談のテーマは3つ提案されている中から選んでい
ただく形式です。
その他、ご意見ご要望等が無いかもご協議の程、お
願い申し上げます。
【府医からのテーマ候補】
ご希望の番号に○をつけてください。
①診療報酬改定について
②新型コロナウイルス感染症について
③新専門医制度について
④その他（
）

10月22日（木）18時50分～20時35分

第４回理事会（令和2年度 第４回）
令和2年11月13日（金）14時～ Web 会議（場所：京都府医師会館604号室）
会場出席：栗山、禹、長谷川、藤田、林、松尾、松田
Web 出席：吉岡、浅井、岡野、長田、長村、岸田、清澤、天満、
徳田、西田、森本、安野、山内、八角、若園
欠席：川勝、小谷、東道
会長挨拶：栗山会長
報告事項
１．入会・退会 令和2年9月10日以降
（入会）小田部修（宇治久世）小田部小児科内科医院
（異動）
（退会）
令和2年11月13日現在の会員数 301名
２．共催・後援の会
①第13回京都こどもの皮膚病カンファレンス
京都ホテルオークラ
10月22日（木）18時50分～20時35分
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田監事、栗山会長
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 岸田理事
この委員会では、9月から出席している各委員持ち回りで、
診療科の抱えている問題等についての発表があり、11月は
小児科が当たっております。内容は何でもよいとのことで、
適当に発表しようかと思っていましたが、やはりできれば
先生方のご意見を聞いてから、発表した方がよいかと思い
メールしました。
報告内容の例としては、
１．専門医会からの医療安全全般の情報提供（手術、文献

発表など）
２．医療において医師と患者との間で感じられる所感
３．トラブル・苦情・紛争事例等の報告
４．そのほか、広報・啓発（コロナ禍関連・イベント・講
演会等）
ということです。
小生は、一般的な話として MRI 検査時などにおける小児
の鎮静、点滴漏れ・皮膚壊死など、個人的に経験したトラ
ブル・紛争（に至らなかった）事例など考えていますが、
何かいい知恵等ありましたら、理事会の時にでも、お話し
ていただければ、ありがたいことと思っております。どう
ぞよろしくお願いいたします。
岸田先生にお任せする。
岸田先生から、他の病院小児科外来の発熱児の対応につい
て教えて頂きたい、と希望あり。
市立病院、第２日赤、京都医療センター、府立医大、京大
の外来の現状を説明して頂く。
８．京都府医師会から 禹理事・松田理事
禹理事から発熱外来診療体制確保と支援補助金について説
明があった。ぜひ参加してほしい。
９．日本小児科医会から 栗山会長
地域総合小児医療認定医生涯研修単位について、本年度に
ついては、生涯研修単位が不足される可能性が大きいため
研修単位は不問とされ、一律に新規20単位、更新10単位を
付与する措置がとられるとのことです。
10．日本小児科医会総会フォーラム
栗山会長
11．保険医協会から
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12．令和2年度 第４回子育て支援委員会
令和2年10月26日（月）14時
京都府医師会館会議室＆ウェブ
出席：有井、有本、大前、幸道、坂田、鍋田、三沢、山内、
長谷川
欠席：平井
【報告事項】
１．令和2年度子どもの健康週間開催について
日時：令和2年10月10日（土）14時～16時
場所：Web 開催
テーマ：「遅らせてはいけない！予防接種」
講演１：子どものためのワクチン接種最新情報2020
～コロナ流行に打ち勝つための体づくり～
京都市立病院副院長：清水恒広
講演２：子宮頸癌は予防できる時代に！
足立病院院長：澤田守男
司会：長谷川功
参加者：115名（医療関係者：68、一般：35、学校関係者：12）
京都市内87名、京都府下21名、他府県７名
今後の課題：京都府医師会の共催について
松田理事：特定の医会だけに府医が協力するのが難し
くなってきた。いきなり撤退することはないが次年度
は金額的には上限30万。人的なサポートはできない。
府立医大森本理事、京大八角理事：この会の存在自体
が大学では認識されておらず、いきなりの協力は難しい。
栗山会長：小児科医会としては、保護者向けの講演会
を持つことは意義があり、小児科医会からも費用負担
することは可能で、開催を継続する方向で考えたい。
医師会には広告宣伝費の内訳などを教えて頂きたい。
清澤理事：郵送などの事務作業は外注依頼も考慮して
はどうか。
藤田理事：医師会も小児の保護者向けの活動をしても
おかしくはないと思う。
吉岡監事：京都市や京都府からも協力を依頼してはど
うか。
医会としては金銭的な出費も考慮して前向きに考えて
いく。具体的なことは今後検討していく。
２．第37回子どものこころと身体懇話会
10月開催は中止
【協議事項】
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3年3月13日（土）15時～17時30分
場所：京こどもあんしん館
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
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
定員30名、十分な感染対策をとり開催する。
清澤理事：京こどもあんしん館はこどもみらい館との
合併の話も出ており、せいぜい利用して頂きたい。
承認
２．第６回小児在宅医療実技講習会
日時：令和3年2月27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

40 ・・・

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（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
四天王寺和らぎ苑リハビリテーション室 PT 榎勢道彦
高槻病院技術部リハビリテーション科 PT 飯塚崇仁
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（はせがわ小児科）
承認

13．その他
①会報の収支について（資料）（禹副会長）
禹理事から説明。
栗山会長より、次期会報編集委員を山内先生に依頼。山
内理事から明確な承諾は理事会の場では得られず。
②京都府から子供の死因究明体制整備モデル事業への参加
要請の依頼（長村理事）
小児科医会として協力することで承認
協議事項
１．新年会（資料）
令和3年1月23日（土）京都ホテルオークラ（Web ？）
田辺三菱共催
特別講演Ⅰ（16時～17時）座長：松尾理事
「成長曲線のトリセツ」
京都府立医科大学小児科学教室学内講師 森 潤先生
特別講演Ⅱ（17時～18時）座長：禹理事
「With コロナ時代の予防接種～これからの小児科診
療はどうあるべきか～」
医療法人ふじおか小児科院長 藤岡雅司先生
田辺三菱さんから、Web 配信の予定あり、早めに案
内出し人数把握したいと。
承認
２．第29回感染症研究会
令和3年5月22日（土）
若園先生より説明があったが詳細はまだ決まっていな
いので、今後検討する。
３．診療内容向上会について
令和3年4月3日（土）メルパルク京都 予定
鳥居薬品共催 予定
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
「未定」
北里大学医学部精神科学講師 井上勝夫先生 予定
講演２：座長 未定
未定
この会を継続するかについて議論したが結論には至らず。
鳥居薬品からも連絡無し。松尾理事に確認して頂く。
JCR の講演会をここに持ってきてはどうか。
４．次年度総会について
令和3年6月5日（土）日航プリンセス
承認
５．共催・後援依頼
①ノーベルファーマ（共催）
令和3年2月20日 15時50分～17時
TKP ガーデンシティー京都で定員30名（会場は60
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～80）Web も
会食なし、サテライト会場参加者のみお弁当提供
演者：兵庫県リハビリテーション病院
子どもリハビリテーション・
睡眠・発達医療センター長 菊池 清先生
座長：栗山会長？→栗山会長承諾
承認
②第一三共
感染症治療フォーラム in KYOTO
令和2年11月14日（土）15時～16時30分 Web のみ
「COVID-19時代におけるインフルエンザへの対応
を考える」
愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学
主任教授 三鴨廣繁先生
座長：竹内宏一先生
承認
③第34回京滋新生児研究会（共催）
令和3年2月6日（土）15時～18時
京都府立医科大学看護学科大講義室
１）一般演題
２）ミニ講演：
「保育園での医療的ケア児について（仮題）
」
空の鳥幼児園長 平田 義
３）特別講演：
「重症心身障がい児の呼吸管理（仮題）」
八雲病院 石川悠加
承認
④ JCR 講演会
令和3年7月3日（土）16時～18時
会場集合形式＋ Web 参加形式

特別講演１：
「小児低身長に対する新たな治療戦略
（仮）」
京都府立医科大学小児科学教室学内講師 森 潤
特別講演２：「成長障害の診断と治療（仮）」
大阪母子医療センター臨床検査科主任部長 位田 忍
栗山会長：これを診療内容向上会に持ってこれないか。
６．その他
①今後の開催案内の仕方について
メールと往復ハガキの併用必要か
理事会はメールのみでいいだろう。
講演会はまだしばらくは併用で行く。
②来年度第38回日本小児科医会近畿地区ブロック連絡
協議会 京都が担当について
令和3年11月で、前回行った都ホテル八条で同じ部
屋（末広の間）を予約できるのは、11月6日と20日
のみでしたので、6日を仮予約しました。
問題としては、同じ人数だとガイドライン上はもっ
と広い部屋で開催する必要あり。
懇親会も、前回は一円卓９名であったが、６名以内
が望ましい。
11月6日開催でいく。場所は今後も検討の余地あり。
③前回 Web 理事会の会場費と Net 環境準備手当につ
いて（資料）
松尾クリニックで開催した分は会場費として松尾院
長に5,000円支払う。
松田理事への支払いに関しては、今後は手がかから
なくなるので本人が辞退された。

第５回理事会（令和2年度 第５回）
令和3年1月8日（金）14時～ Web 会議（場所：京都府医師会館603号室）
会場出席：藤田、栗山、長谷川、清澤、林、松尾、松田
Web 出席：吉岡、浅井、長田、長村、岸田、天満、徳田、西田、
安野、山内、八角
欠席：禹、岡野、川勝、小谷、東道、森本、若園
会長挨拶：栗山会長
報告事項
１．入会・退会 令和2年11月13日以降
（入会）藤井法子（上京東部）京都第二赤十字病院
（異動）木﨑善郎（東山）京都第一赤十字病院 →（東山）
きざき小児科・小児内分泌クリニック 開業
大前禎毅（上京東部）京都第二赤十字病院 →（右京）お
おまえハローキッズクリニック 開業
（死亡）青木 昭（西京）青木小児科医院 令和2年12月15
日ご逝去
令和3年1月8日現在の会員数 301名
２．共催・後援の会
①感染症治療フォーラム in KYOTO Web のみ
令和2年11月14日（土）15時～16時30分
「COVID-19時代におけるインフルエンザへの対応を考
える」
愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症学

主任教授 三鴨廣繁先生
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田監事、栗山会長
登園届けの病名をはっきりして欲しいとの依頼が保育園関
係者からあり。
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
青少年の自殺についての答申出す予定。学校関係での新型
コロナ感染は年末までに145名。
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 岸田理事
８．京都府医師会から 禹理事・松田理事
新型コロナで入院待機者多く、２名死亡。
予算の都合で乳幼児健診4月からは集団に戻る予定。
９．日本小児科医会から 栗山会長
6月26日、27日福岡でフォーラムあるも Web で行う予定。
10．近畿ブロック連絡協議会 栗山会長
11月21日 大阪主催 Web 会議
11．保険医協会から

12．令和2年度 第５回子育て支援委員会
令和2年12月21日（月）14時
京都府医師会館会議室＆ウェブ
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出席：有井 *、有本、幸道 *、坂田 *、鍋田、藤井、三沢 *、
山内、長谷川、平井
* はウェブでの参加
欠席：なし
【報告事項】
１．委員の交代
大前先生第２日赤退職のため退任
藤井法子先生に新たに委員をお願いし、了解頂いた。
栗山会長承認済
【協議事項】
１．第37回子どものこころと身体懇話会（平井）（資料）
日時：令和3年3月13日（土）15時～17時30分
場所：京あんしんこども館
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
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

１．新年会
令和3年1月23日（土）京都ホテルオークラ（Web 併用）
田辺三菱共催
特別講演Ⅰ（16時～17時）座長：松尾理事
「成長曲線のトリセツ」
京都府立医科大学小児科学教室学内講師 森 潤先生
特別講演Ⅱ（17時～18時）座長：禹理事
「With コロナ時代の予防接種～これからの小児科診
療はどうあるべきか～」
医療法人ふじおか小児科院長 藤岡雅司先生
田辺三菱さんから、12月25日現在会場出席希望25名、
Web 参加希望55名、欠席29名の返事
1月にコロナの状況みて会場開催するかどうか決める。
会場出席希望者には、懇親会無いことも含めて再度案
内送る予定と。
承認
２．第29回感染症研究会
令和3年5月22日（土）（時間未定）
Zoom 形式による Web 配信 事前登録形式
特別講演は遠隔地より 一般演題は2題で現地より配信

京都府立洛南病院 幸田有史
感染対策：定員：30名、事前申込制、手指消毒薬、非
接触体温計はあんしん館で用意
２．令和3年度子どもの健康週間の運営について
【府医の決定事項】
金銭的な援助（上限30万）は継続するが人的なサポー
トはできない。
【小児科医会理事会】
小児科医会としては、保護者向けの講演会を持つこと
は意義があり、小児科医会からも費用負担することは
可能で、開催を継続する方向で考えたい。郵送などの
事務作業は外注依頼も考慮しては。
【子育て支援委員会の意見】
＊両大学にもこの事業のことをしっかり認識してもら
うべきだ。
＊子育て支援委員会としては、これまでの人的、事務
的作業を請け負うことは無理である。確保できた予
算で規模の縮小も考慮してやっていくしかない。
＊予算が十分確保できるなら、企画以外は外注にして
もいいのではないか。
＊予算確保等では奉仕団体（ライオンズやロータリー
など）に協賛をお願いすることも考えてよいのでは
ないか。これに対して、大きく反対する意見はなかっ
たが好まないと思う人もいるだろうとの意見はあっ
た。

３．診療内容向上会について
令和3年4月3日（土）TKP ガーデンシティ京都
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
「未定」
北里大学医学部精神科学講師 井上勝夫先生 予定
講演２：座長 未定
スポットビジョンの話を眼科に依頼することに決定。
松尾理事が依頼。
４．次年度総会について
令和3年6月5日（土）日航プリンセス京都
マルホ製薬共催
講演１：座長 未定
川崎医大皮膚科教授 青山裕美先生
講演２：座長 未定
ブライトフーチャーズの話を大阪小児科医会の松下先
生に栗山会長から依頼。
５．共催・後援依頼
①ノーベルファーマ、メディセオ（共催）
令和3年2月20日 15時45分～17時
TKP ガーデンシティ京都７階橘 定員30名で締め切り
Web 配信あり
演者：兵庫県リハビリテーション病院子どもリハビリテー
ション・睡眠・発達医療センター長 菊池 清先生
キャッスルホテル（西明石）から Zoom 配信
「こどもの神経発達と睡眠について」
座長：栗山会長
承認
② JCR 講演会（共催）
令和3年7月3日（土）16時～18時 会場集合形式＋
Web 参加形式
特別講演１：
「小児低身長に対する新たな治療戦略（仮）
」
京都府立医科大学小児科学教室学内講師 森 潤
特別講演２：「成長障害の診断と治療（仮）」
大阪母子医療センター臨床検査科主任部長 位田 忍
承認
③アレルギー週間市民公開講座 IN 京都（後援）
（資料）


13．その他
①次年度の日本小児科医会の代議員、予備代議員について
（資料）
今年度のまま継続
②内藤寿七郎賞について（資料）
今回は見送り
③2020年度社会保険全国委員会について（Web 開催）（資
料）
長谷川副会長参加
④ CDR が京都で本格化する予定。予算の見積もり書を出
して清澤理事が準備中。
協議事項
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令和3年2月20日 14時～17時50分 Web 開催
承認
④日本新薬講演会 ビルテプソ発売に合わせて説明会
希望と
⑤第６回京都小児在宅医療実技講習会（共催は前回子
育て委員会の議事で承認済み）
令和3年2月27日（土）15時～18時 府医トレーニン
グセンター
対象は小児在宅医療に興味のある医師、支援学校看
護師等15名
案内をどうするか？
６．その他
①京都市障害支援区分判定等審査会における委員の推
薦依頼について（資料）

②来年度第38回日本小児科医会近畿地区ブロック連絡
協議会 京都が担当について
令和3年都ホテル八条で同じ部屋（末広の間）を11
月6日に仮予約
問題としては、同じ人数だとガイドライン上はもっ
と広い部屋で開催する必要あり。
懇親会も、前回は一円卓９名であったが、６名以内
が望ましい。
③令和2年京都府高次機能障害者 医療関係者等研修
会について（資料）
1月19日 Web のみ（申し込みは1月5日締め切り）
④京都府新生児聴覚スクリーニング検査及び相談支援
体制検討会への委員推薦について（資料）
第一日赤西村先生に依頼。

第６回理事会（令和2年度 第６回）
令和3年3月12日（金）14時～ Web 会議（場所：京都府医師会館603号室）
会場出席：藤田、栗山、長谷川、清澤、林、松尾、松田
Web 出席：竹内、吉岡、禹、浅井、長田、長村、岸田、天満、
徳田、西田、森本、安野、山内、若園
欠席：岡野、川勝、小谷、東道、八角
会長挨拶：栗山会長
報告事項
１．入会・退会 令和3年1月8日以降
（入会）内藤岳史（相楽）京都山城総合医療センター
加納 原（相楽）京都山城総合医療センター
中森いづみ（東山）鈴木形成外科
八田佳奈子（中京）足立病院
（異動）
（退会）小谷 功（亀岡）花ノ木医療福祉センター
上杉まどか 京都府立医科大学
山﨑敦子（乙訓）居宅会員
（死亡）
令和3年3月11日現在の会員数 302名
２．共催・後援の会
①新年会 京都ホテルオークラ（ハイブリッド会議）
田辺三菱共催
令和3年1月23日（土）
特別講演Ⅰ「成長曲線のトリセツ」
京都府立医科大学小児科学教室学内講師 森 潤先生
特別講演Ⅱ「With コロナ時代の予防接種～これからの
小児科診療はどうあるべきか～」
医療法人ふじおか小児科院長 藤岡雅司先生
②京都小児科医会学術講演会
ノーベルファーマ、メディセオ共催
令和3年2月20日 TKP ガーデンシティ京都7階橘 Web
配信あり
演者：兵庫県リハビリテーション病院
子どもリハビリテーション・睡眠・発達医療センター長
菊池 清先生
キャッスルホテル（西明石）から Zoom 配信
「こどもの神経発達と睡眠について」

③アレルギー週間市民公開講座 IN 京都（後援）
令和3年2月20日 Web 開催
④2月6日（土）予定の第34回京滋新生児生育研究会は中止
３．府医 乳幼児保健委員会 藤田監事、栗山会長
登園届け病名減らした。
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 林理事
食物アレルギー生活管理指導票を改訂した。小中高生の自
殺の統計の答申。若年妊娠の問題。
６．府医 学術生涯教育委員会 川勝理事
京都医学会が今年度は例年とは異なり、11月7日（日）に
行われることになりました。
特別公演は京大の西浦先生シンポジウムも新型コロナ関連
です。
７．府医 医療安全対策委員会 岸田理事
８．京都府医師会から 禹理事・松田理事
新型コロナワクチンの京都への配分量決まる。4月から65
歳以上と医療従事者の接種開始。
９．日本小児科医会から 栗山会長
10．近畿ブロック連絡協議会 栗山会長
11月6日京都主催ハイブリッド会議 都ホテル京都八条予
約済み
11．保険医協会から

12．令和2年度 第６回子育て支援委員会
令和3年2月22日（月）14時
京都府医師会館会議室＆ウェブ
【報告事項】
１．第６回小児在宅医療実技講習会（長谷川）
日時：令和3年2月27日（土）15時～17時
場所：ウェブ開催
講義①：
「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」
講師：国立病院機構南京都病院小児科
診療部長 徳永 修氏
講義②：在宅人工呼吸器のトラブルシューティング
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講師：国立病院機構南京都病院小児科
診療部長 徳永 修氏
講義③：呼吸器リハビリテーションの実際
－ポジショニングと呼吸介助を中心に－
１．胸郭変形が進んだ重症児の呼吸理学療法
講師：四天王寺和らぎ苑理学療法士 榎勢道彦氏
２．胸郭変形が進んでいない重症児の呼吸理学療法
講師：愛仁会高槻病院理学療法士 飯塚崇仁氏
定員 当日参加者60名
【協議事項】
１．第37回子どものこころと身体懇話会（平井）（資料）
日時：令和3年3月13日（土）15時～17時30分
場所：京あんしんこども館
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
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

２．第29回感染症研究会
令和3年5月22日（土）（時間未定）
Zoom 形式による Web 配信 事前登録形式
特別講演は遠隔地より 一般演題は２題で現地より配信
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～
（仮）」
せきばクリニック院長 関場慶博先生
承認
３．次年度総会
令和3年6月5日（土） 日航プリンセス京都
マルホ製薬共催
講演１：座長 浅井理事
川崎医大皮膚科教授 青山裕美先生
講演２：座長 栗山会長
「（仮）日本版 Bright Futures の作成について」
医療法人松下こどもクリニック 松下 享
承認
５．共催・後援依頼
①第124回日本小児科学会学術集会 市民公開講座＆若

京都府立洛南病院 幸田有史
感染対策：定員：30名で募集、事前申し込み25名、委
員と講師が12名
２．令和3年度子どもの健康週間の運営について
・ロータリークラブと共催で行う方向で。
・一般の方が対象であるため、今回もウェブ開催で企
画する。
・昨年の費用を max と考え、不要な出費を極力削減
する。
・ポスター作成も含め T-plus にできるだけ委託。
・テーマをどうするか。
コロナに関連することがよいのではないか。
（１）一般向け（保育士も含め）に分かりやすい内
容（ワクチンに関することも含めて）と、（２）違
う視点の内容（例：こころの問題など）を組み合わ
せる。

者クラシックミニコンサート（後援）
令和3年4月18日 14時30分～16時50分
資料あり
承認
② JCR 講演会（共催）
令和3年7月3日（土）16時～18時
会場集合形式＋ Web 参加形式
特別講演１：
「小児低身長に対する新たな治療戦略
（仮）」
京都府立医科大学小児科学教室学内講師 森 潤
特別講演２：「成長障害の診断と治療（仮）」
大阪母子医療センター臨床検査科主任部長 位田 忍
承認
③日本新薬講演会
ビルテプソ発売に合わせて説明会希望と
４．その他
①抗 RSV 薬適正使用検討委員会の開催（長谷川副会
長）
②医療的ケア児等の新判定スコア導入について（長谷
川副会長）資料あり
③来年度第38回日本小児科医会近畿地区ブロック連絡
協議会 京都が担当について
令和3年都ホテル八条で同じ部屋（末広の間）を11
月6日に仮予約
問題としては、同じ人数だとガイドライン上はもっ
と広い部屋で開催する必要あり。
懇親会も、前回は一円卓９名であったが、６名以内
が望ましい。
④日本小児科医会名誉会員の推薦。80歳以上、役職10
年以上の方。
今回は推薦無し。
⑤府医よりの依頼：次期診療報酬改定に対する「要望
事項」の提出
⑥日本小児科医会：地域総合小児医療認定医の生涯研
修単位の扱いについて


13．その他
①京滋新生児成育研究会世話人
長谷川副会長から徳田幸子先生に交代
②2020年度日本小児科医会社会保険全国委員会につい
て（2月28日 Web 開催）
長谷川副会長参加
基本点数５点上がる。小児科診療の加算100点。オ
ンライン診療を勧める方向になってる。
協議事項
１．診療内容向上会について
令和3年4月3日（土）16時～19時10分 TKP ガーデン
シティ京都 鳥居薬品共催
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 長谷川副会長
「アトピー性皮膚炎の病態 Up to date」
近畿大学皮膚科教授（4月から）大塚篤司先生
講演２：座長 藤田監事
「乳幼児の視機能と検査について～スポットビジョン
スクリーナーの活用など～」
公益社団法人日本眼科医会常任理事 柏井真理子先生
承認

44 ・・・

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。
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編 集 後 記

「災害級の感染拡大」の新型コロナウイルス第５波は10月には全国的に落ち着いてきた。これを執筆
中の10月上旬の時点では、それでも昨年8月の第２波のピーク時と同程度の新規感染者が東京と大阪で
はみられる。京都も同じである。喉元過ぎれば熱さ忘れるであろう。この20か月で我々は５つの感染拡
大を経験してきた。第１波の時に「オーバーシュート」という言葉に恐れを感じた。その後の第３波や
４波ではオーバーシュートとは表現されずに済んだが、この５波は確かに我が国でのオーバーシュート
であった。それでも死亡率は１波から５波にかけて確実に減少してきた。第１波で、正体不明の敵に対
して、がむしゃらに持っている武器全てをぶつけてきた。その中から何をどのように使えばよいのか
が見えてきたこと、そこに新たな武器が登場してきたことで、何とか乗り越えようとしている。特に
mRNA ワクチンは極めて有効な武器である。今までに感染予防95％というワクチンを手にしたことは
なかった。有効な武器であっても徐々に効果が下がるのは、日本刀の切れ味が戦の最中で落ちてゆくの
と同じである。中和抗体薬が登場し、さらには内服薬も登場する予定である。今ならオムロンの立石義
男氏をはじめ、志村けん、岡江久美子、高田賢三、神田川俊郎、千葉真一の各氏をコロナで失わなかっ
たであろう。
20か月前の新型コロナウイルス登場時には、2009年の新型インフルエンザの時と違って、すぐに判定
できる検査がないこと、決定的な治療薬がないことから、正体不明の敵の脅威に怯えていた。SARSCoV-2検査は PCR 検査のみで、処理件数は今からみれば極めて少なかった。PCR 検査処理数が増え、
手軽な抗原定性検査も我々の武器になってきた。ワクチンも今後様々なタイプが出てくることに加え、
対峙できる治療薬も揃ってきた。これらで第６波に立ち向かうが、After コロナになれるのか、With
コロナのままなのか、を考えると、おそらくインフルエンザと同じように完全に封じ込めないかもしれ
ない。
第５波を過ぎようとした時期に、ようやく小児感染者あるいは保護者罹患時の子どもの対応や、妊産
婦陽性者へ対応できる周産期医療体制について検討が始まった。対コロナ戦で余裕がでてきたのであろ
う。これから小児科医が果たす役割はさらに大きくなる。
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