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会長あいさつ

京都小児科医会会長藤田克寿
はじめに

栗山正憲先生と長谷川功先生に再びご推挙いただき、総会で会員の皆様の承認を受け、本年の6月よ
り第2期目の京都小児科医会会長を務めることになりました。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

今期の会長の第一番の仕事は、2019年6月8.9日に京都で開催される第30回日本小児科医会総会フォー

｜

ラムを蒜無く運営することです。神奈川小児科医会が主催された本年の第29回日本小児科医会総会
風

フォーラムは6月23．24日に開催され、盛会のうちに終了しました。終わった途端、私の頭の中は京都

の地で開催される総会フォーラムのことで一杯になっています。京都での開催は、山中祐一先生が平成

11年5月に第10回日本小児科医会生涯教育セミナーを担当されて以来20年ぶりとなります｡その時のテー
マは「子供の病気過去・現在・未来」でした。今回のテーマは「輝かそう未来を」です。前回の開催
から20年の間に少子化が急速に進行し、疾病も変化して、我々小児科医を取り巻く医療状況は大きく変
化しました。新しい時代を迎えるに当たり、 「未来を輝かす」のは子ども達だけでなく、我々小児科医
でもあり、その為にも今回の総会フォーラムが会員の日々の診療の一助になり、「未来を輝かす」よう

に努めたいと思っております。京都小児科医会の会員各位は既にご存じと思いますが、栗山副会長にプ
ログラム委員長、京都第二日赤病院の清澤伸幸先生に運営委員長をお願いしており、プログラムについ

ては、京都小児科医会各理事の顔の広さで、人選はほぼ確定いたしております。この間、総会フォーラ
ムのHPも立ち上がり、今後は、総会フォーラムに向けてプログラムの構成や周知・広報など具体的な

準備に入っていきます。遺漏なきよう務める所存ですが、会員各位のご協力をどうぞ宜しくお願い申し
上げます。
瓜

次に、京都小児科医会の顧問になっていただいている、京都大学医学部、京都府立医科大学の小児科
教授について書かせていただきます。

2018年7月1日付けで滝田順子先生が京都大学大学院医学研究科発達小児科学教授に就任されました。

前任教授の平家俊男先生に次いで10代目に当るとの事です。平家教授におかれましては医会に多大なご
尽力を賜りまして大変ありがとうございました。

長い京都大学小児科の歴史の中で女性教授は初めてとの事です。松平隆光前日本小児科医会会長のお
話では、旧帝大系の小児科学講座では初めての女性教授だそうです。最近、入学試験の女性選別問題な
どが世上を賑わせておりますが、滝田教授は京都大学附属病院小児科のHP上で、 「医学部に進学する
女子学生が増加の一途をたどっており、また、小児科専門医を受験する医師の約40％が女性医師です。

当院では院内保育室に加えて病児保育室も完備されております。これらの機能をフルに活用しつつ柔軟
性のある連携体制を構築して、一人でも多くの女性医師のキャリアアップを支援してゆきたいと思って
おります」と書いておられます。滝田教授におかれましては、京都府立医科大学細井創教授ともども京
I

都小児科医会を宜しく御指導いただきたいと思います。

その細井教授は、本年の平成30年11月14日から16日、ロームシアター京都／京都市勧業館ミヤコメッ
セに於いて、会長として第60回日本小児血液・がん学会学術集会を開催されます。また、同時期の11月
1
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16日から19日に国立京都国際会館において50thCongressofthelnternationalSocietyofPaediatric

Oncology(SIOP2018)が20年ぶりに日本で開催され、細井教授がViceChairを担当されます。細井教
授はこの後も、2019年3月17日に近畿小児科学会、2021年には第124回日本小児科学会学術集会を担当さ
れるとの事です。医会も協力していきたいと思っております。
以下、日本小児科医会での話題を2，3述べさせていただきます。

1）先ず、本年は診療報酬改定に当たる年でした。平成28年度社会保障診療報酬改定の際に「小児かか
りつけ診療料」が新設されましたが、施設基準や算定基準について現状にそぐわない点が多々あり、
届出医療機関は全国的に少なかったため、今年度の改定に当たり算定の要件が緩和され、 「当該診療

料を算定する患者からの電話等による緊急の相談等に対しては、原則として当該保険医療機関におい
て、常時対応を行うこと。ただし、以下のいずれかの要件を満たす常勤の小児科医が配置された医療

機関においては、夜間(深夜を含む)及び休日の相談等について、当該保険医療機関での対応に代えて、
地域において夜間・休日の小児科外来診療を担当する医療機関又は都道府県等が設置する小児医療に
関する電話相談の窓口(#8000等)を案内することでも可能であること」とされました。

/…、

2）ここでは一躍、＃8000事業が脚光を浴びることになりましたが、前号で書きましたように、昨年度
から厚労省の小児救急電話相談情報収集分析事業を日本小児科医会が担当しています。この事業では

全国データベースセンターを設置して､#8000相談例の分析を行うことになっています。これにより、
#8000事業の都道府県格差の解消と質の向上、より良い小児救急医療体制の構築が期待されますし、
対応が標準化することにより、「小児かかりつけ診療料」の算定がやりやすくなるというメリットも

期待されています。一方、#8000事業は医療機関を受診するべきかどうかの判断に迷っている保護者
の相談を受ける事業ですが、最近の厚労省は、この事業に育児相談の機能も付加しようと考えている
ようです。

3)｢成育基本法」は、次世代を担う子どもが心身ともに健やかに成長していくための、養育者、国、地
方公共団体及び医療関係者の責務を明らかにし、子どもの健康を保持増進するための施策に関する計
画を策定、総合的かつ計画的に推進することを目的としています。松平隆光先生以下のご努力で、成
育基本法制定に向けた国会議員による議員連盟が立ちあがっていますが、本年7月30日に、第2回超

党派成育医療基等基本法成立に向けた議員連盟議員総会が参議院議員会館で開催されました。法案が
早期に成立することを期待し活動しています。

4）中立的な第三者機構として「日本専門医機構」が発足し、機構による新たな専門医制度が、 1年遅
れでようやく始まりました。これに伴い、日本小児科学会小児科専門医制度も大きく変わりました。

今後は更新の際に講習を受けて必要な数の単位を取る必要があるので、日本小児科学会学術集会でも

日本小児科医会総会フォーラムでも多数の会員が受講に来られるようになっています。京都での総会
フォーラムでも単位取得に便宜を図るつもりです。

5)一方、地域総合小児医療認定医制度は日本小児科医会が創設した制度で、専門医を取得した後、病
院勤めをして将来開業医を目指している次世代の小児科医を主として対象にしています。地域総合小
児医療認定医制度の規定については日本小児科学会、日本小児保健協会、日本小児期外科系関連学会
協議会、日本外来小児科学会と協議中です。
以上、最近の話題について書かせていただきました。

最後になりましたが、昨年、吉岡博前会長が母子保健家族計画事業厚生労働大臣賞を受賞されました
のに引き続き、私も本年、同賞の対象となり受賞の栄に浴させていただきました。この受賞は私一人の
功績によるものではなく、京都小児科医会会員各位のご協力の賜物です。心よりお礼申し上げます。
2

/へ、

’

京都小児科医会会報No.62

■誉
毒与曹毒壼芳孝舞

総会醗宙
平成SO年＜平成29年度〉京都小児科医会総会
とき：平成S○年6月2日（土）
ところ：ホテル日航プリンセス京都

総会：午後4時S○分〜5時1○分
1．平成29年度事業報告
2．平成29年度会計報告

3．平成29年度会計監査報告
/

4．平成SO年度事業計画案
5．平成S○年度予算案
6．会長改選の件

講演：午後5時20分〜7時2○分
講演1

『乳児アトピー性皮盧炎

〜早期積極的治療により食物アレルギーを予防できるか(PACIStudy)〜』
演者京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学
講師土屋邦彦先生

座長
/

講演2

演者

京都小児科医会理事安野哲也先生

『日常の小児科診療に役立つ小児整形外科疾患の知識』
聖ヨゼフ医療福祉センター

副院長小島保二先生

座長

京都小児科医会理事林鐘声先生

I

懇親会：午後7時2○分〜

平成29年度事業報告
1．会員数S○○名（平成SO年3月S1B)
（入会）2名

都間佑介京都府立医科大学

田中!￨真一郎

（宇治久世）たなか医院
3
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(退会）7名

石田晟

（伏見）いしだ小児科医院

吉原明子，

（山科）愛生会山科病院

杉峰啓憲

（伏見）医仁会武田総合病院

納富誠司郎京都大学小児科
万丼重子

（左京）万丼医院

遠藤賢一

（乙訓）遠藤小児科医院

荒井信美

（西陣）

(物故会員）7名

瀧本百合子平成29年8月3日
山脇純子

平成29年9月22日

武藤操

平成29年11月9日

/へ、

木暮美津子平成29年12月1日
片岡季久

2．

平成29年12月1SB

大坪朝雄

（伏見）平成S○年2月3日

飯田久代

（左京）平成S○年2月24日

総会平成29年6月S日（土）

ホテル曰航プリンセス京都

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

『アトピー性皮虐炎治療の勘どころ〜ガイドラインクO15存口 心に〜』
『アトピー性皮盧炎治療の勘どころ〜ガイドライン2○15を中

演者独立行政法人国立病院機構三菫病院
病院長

講演2

藤澤隆夫先生

『新専門医プログラムの導入による新たな小児科専門医像と資格条件』

演者近畿大学医学部小児科学
主任教授

/…､

竹村司先生

S.新年会平成S○年1月27日（土）京都ホテルオークラ
特別講演1 「小児の性別違和と性の健康」

倖生会身原病院産婦人科早乙女智子先生

特別講演2「予防接種におけるネジメント〜ワクチン安定供給も考慮して」
峯小児科医院理事長彩の国予防接種推進協議会会長峯眞人先生
4．診療内容向上会（平成29年度分）平成29年4月1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'l青」

川勝秀一理事

2．講演1 「子どものうつ病その診断・治療・予防」
長尾こころのクリニック院長長尾圭造先生

S・講演2「アレルゲン免疫療法（アレルギー性舅炎・気管支喘息）
〜治癒を目指すステージヘ」藤田保健衛生大学小児科助教

4
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診療内容向上会（平成S○年度分）平成S○年3月S1日（土）メルパルク京都

1．解説「保険点数の留意事項と最近の審査事情」安野哲也理事

2．講演1

「妊産婦のメンタルヘルスと子どものそだち」
メンタルヘルスクリニックあいりす院長吉田敬子先生

3．講演2「開業医が実施する舌下免疫療法一アレルギー診療を変える新しい風」
成城ささもと小児科・アレルギー科院長笹本明義先生

5．学術講演会

（開催日順）

平成29年

京都小児感染症セミナー7月1日メルパルク京都

平成29年度京都府予防接種研修会9月2S日京都府医師会館
/‐、

京都小児科フォーラム2017

9月SO日京都ロイヤルホテル＆スパ

第1○回こどもの皮虐病カンファレンス

京都小児科医会学術講演会

10月12日京都ホテルオークラ

11月1S日キャンパスプラザ京都

平成SO年

第31回京滋新生児成育研究会2月3日京都府立医科大学臨床講義棟

第4回京都小児在宅医療実技講習会3月S日京都府医療トレーニングセンター
平成29年度京都府在宅療壹児支援フォーラムS月24日ルビノ堀川
6．感染症研究会

第2S回京都小児科医会感染症研究会
平成29年5月1S日（土）

京都ホテルオークラ

ー般演題4題

特別講演「風邪って何だろう一呼吸器検体10○○／年をもとにした臨床疫学と診断一」
山辺こどもクリニック院長板垣勉先生

風

第24回京都小児科医会感染症研究会

平成29年11月4日（土）

京都ホテルオークラ

一般演題2題

ミニレクチャー「開業医におけるロタワクチンの有用性評価と遺伝子型について」
医療法人一青会あおき小児科院長青木才一志先生

特別講演「賢い小児感染症診療〜今、行動を起こさなければ、明日の治療はない〜」
東京都立小児総合医療センター感染症科医長堀越裕歩先生
7．子育て支援委員会

第S2回子どものこころと身体懇話会

平成29年10月21B(土）

京都第二赤十字病院C棟1階多目的室

テーマ：産後うつと子育て支援

講演1 ： 「妊娠・出産・育児期における女性とうつ」

京都大学医学部附属病院精神科神経科特定病院助教梁瀬まや先生
5
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講演2：「当院における妊産婦精神ケアの取り組み」
ハシイ産婦人科副院長藤井治子先生

第SS回子どものこころと身体懇話会
平成29年S月17日（土）

京都第二赤十字病院C棟1階多目的室

テーマ：「母乳育児支援を考える（母子にやさしい育児支援とは？)」

症例検討「母乳育児支援の関わり方の実際（助産師訪問の事例から)」
公社）京都府助産師会・なこ助産院東野直美先生

特別講演「母乳育児支援のための基礎知識（小児科医の立場から)」
舞鶴共済病院臨床検査科部長増田淳司先生

S・子どもの健康週間事業京都府医師会と共催
平成2S年10月14日（土）

こどもみらい館

/へ、

テーマ： 「困っています！子どもの頭痛と腹痛」

講演1 ：「毎朝、吐き気と頭痛で学校に行けない子どもたちに寄り添う」
京都第一赤十字病院新生児科部長西村陽先生
講演2： 「日常生活に困る子どもの腹痛の話」

たけなかキッズクリニック理事長竹中義人先生
9．京都市子育て支援総合センターこどもみらい館

健康相談事業協力

「すくすく教室」講師派遣

１１１

○．京都小児科医会会報第61号の発刊平成29年1○月31日発行
1．小児科感染症定点観測SS年目

2．各種後援、協力

ピアザ淡海滋賀県立県民交流センター

第40回日本産婦人科医会性教育指導セミナー全国大会7月S○日（日）京都ホテルオークラ
第S5回京都府小児保健研究会1○月1日京都府立医科大学内図書館ホール

京都府在宅療薑児支援連携体制検討委員会11月6日ルビノ京都堀川
京都市教育委員会による病院医師を対象とした「医療的ケア学校見学会」

11月29B
京都市立北総合支援学校

京都府立医科大学がん生殖医療センター開設記念講演会12月16日京都烏丸コンベンションホール
第36回京都府小児保健研究会S月4日京都府立医科大学図書館ホール京都
RSウィルス感染症学術講演S月1○日アランヴェールホテル京都

京都府がん拠点病院公開シンポジウムS月17日京都烏丸コンベンションホール

6
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第S4回日本小児難治喘息･アレルギー疾患学会7月22日（土）〜2S日（日）
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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（富山）

･日本小児科医会小児救急委員会委員（唐澤先生）

･環境省「子どもの健康と環境に閏する全国調査（工コチル調査)」ヘの協力
･小児在宅医療地域コア人材寶成講習会受講長谷川功先生、西村暘先生、大前禎毅先生
･京都府いじめ防止対策推進委員会委員

･京都府在宅療壹児支援体制検討委員会

（吉岡先生）

（長谷川先生）

･京都少年鑑別所視察委員（吉岡先生）

･保育園保健協議会社員（禺先生・山内先生）

/へ、

13．ゴルフ同好会ゴルフコンペ
平成29年5月28日琵琶湖カントリー

平成29年11月26日宇治カントリー

14．テニス同好会

平成S○年S月24日（土）御陵テニスクラブ
l

15．旅行同好会

I

平成29年1○月7日（土）〜9日（月祝）
伊豆・箱根方面

’

日

︾掘認部︾認

・平平平平平平

５７９１１ｓ
年年年年年年
会ｇｇｇｇＯＯ
事２２２２３３
理成成成成成成

６
１

風

！

口

17． 日本小児科医会、その他
1）・理事会
・常任理事会
・通常総会・フォーラム
・臨時総会2回

第S4回日本小児科医会 近畿ブロック連絡協議会
2）第S4回日本小児科医会
平成29年11月11日（土）

滋賀主管

澆琶湖ホテル

7
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S)日本小児科医会社会保険全国委員会

平成SO年2月25B(B)

和光堂西新宿ビル

4）第7回地域小児救急全国協議会
平成29年6月11日（日）

5）平成29年度日本小児科医会近畿ブロック会長・役員会議
平成29年4月27日ホテルグランヴィア大阪

/凧、

/凧､
､−〃

8
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平成29年度京都小児科医会決算
平成29年4月1日〜平成30年3月31日
＜収入の部＞
項

予算額

目

摘要

決算額

会費

2,594,000

2,730,000 (1)

助成金

300,000

300,000 (2)

雑収入

5,000

20,117 (3)

600,000

320,000 (4)

広告収入
京都小児科医会基金

1,000,000

1,000,000

繰越金

4,268,691

4,268,691 (5)

計

8,767,691

8,638,808

０
０

円

蜘川円
β００
司跳川
名調剤
朋酩名
×８３

川いい川
００００
即仙仙仙
１６１３

今云今云今云

費費費越
金

繰

年年年会成息告年
羽羽羽度助利広朋
成成成年医金報成
平平平過府預会平

度度度費金等度

内

く

ｊｊ
ｊｊ
訳
ｑ⑫Ｇｊｊ幅

瓜、

＜支出の部＞

項

予算額

目

事業費

1,500,000

1,041,560 (1)

会議費

600,000

420,984 (2)

1,300,000

484,389 (3)

通信印刷費
仰､

摘要

決算額

消耗品費

30,000

諸手当金

100,000

慶弔費

100,000

115,000

専門医会負担金

234,000

234,000

50,000

40,635

フォーラム準備令

1,000,000

500,000

予備費

3,853,691

0

計

8,767,691

2,869,702

雑

費

日本小児科医会総会

平成30年度へ繰越

2,894
30,240 (4)

5,769,106円

(内訳）

(1)子育て支援委員会事業費､ゴルフ･旅行､テニス同好会補助､会報原稿料
平成29年度京都小児重症患者診療情報システム管理費
(2)府医会議室使用料､理事費用弁償費
(3)会報作成費等
(4)出張旅費等
京都小児科医会基金残高300万円
9
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平成29年度京都小児科医会会計監査報告

監査の結果､いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

⑳

平成30年5月11日

（句

１

jマテ

つ︽方

監事

〜

急

監事

五￨罰

烏

/へ、

/へ1
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平成SO年度事業計画案

●２
●Ｓ
●４
●５
●６
●７
●８
●９
●○
●１
●２
●Ｓ
●４
●５
●６
●７
●８
●９
●
１
１１１１１１１１１１

総会・学術講演会
新年会・学術講演会

小児科診療内容向上会
学術講演会

京都小児科医会感染症研究会
子育て支援委員会活動

角

こどもの健康週間事業

病診連携に閏する事業

(京都小児 重症患者診療'l胄報システム）
小児救急に閏する事業（京都小児
小児死亡登録・検証モデル事業

京都小児科医会会報の発行

会員名簿作成・発行

感染症サーベイランス
ゴルフ同好会

テニス同好会

囲碁同好会（楽碁会）

風

旅行同好会

日本小児科医会との連携

その他

I
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平成30年度京都小児科医会予算案
平成30年4月1日〜平成31年3月31日

＜収入の部＞
項目

予算案

会費

摘要
2,578,000 15,000円×130名

6,000×103名

1,000×10名

助成金

300,000 肘医よりの助成金

雑収入

5,000 預金利息

広告収入

600,000

平成29年度よりの繰越金

5,769,106

計

9,252,106

＜支出の部＞
項目

事業費

/嚥緬圏、

予算額
1,500,000 子育て支援委員会､重症システ
ム･死亡登録事業費を含む

会議費
通信印刷費

600,000

1,300,000
/…、

消耗品費

30,000

諸手当金

100,000

慶弔費

100,000

専門医会負担金

234,000

雑費
日本小児科医会総会フォー

50,000
1,000,000

ラム準備金

予備費

4,338,106

計

9,252,106

※京都小児科医会基金3,OOO,OOO円
※日本小児科医会総会フオーラム準備金1,500,OOO円
12
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■；

…雲

畷麹毒購
平成29年度庶務報告

庶務担当松尾

敏

早いもので、庶務担当理事をさせていただき三年目を迎えました。平成29年度の報告をさせていただ

きます。この一年間、大阪で大きな地震があり小さな命が失われ、また台風が何度も日本列島を通過し、

各地で水害による甚大な被害が起こりました。京都市でも公共交通機関がストップし、何度も連続して

避難勧告が出たりもしました。北部では沢山の床上浸水と床下浸水があったと聞きました。会員の皆様
'‐､

は被害に遭われませんでしたでしょうか。被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。

不行き届きな点は多々ありましたが、大きなトラブルもなく一年間、小児科医会の事業をこなせたの
ではないかと思います。ご協力いただき本当にありがとうございました。何かご希望やご不満があるよ

うでしたら、何なりとお申し出ください。ゴルフや旅行など、会員の親睦をはかるための活動もしてい
ますが、新しい同好会を作ることも可能です。

京都で行う予定の日本小児科医会フォーラム開催まで一年を切りました。プログラム委員長の栗山副

会長のもと、プログラムもほぼ決まり、順調に準備が進んでいます。もちろん、会員の皆様のご協力と
ご支援を是非とも頂かないと成功できませんので、これからもどうぞよろしくお願い致します。

最後に、我々理事会メンバーも含め会員の皆様、ご健康にはくれぐれも注意してお過ごしください。

瓜

2019年の予定
1月26日(土）

新年会京都ホテルオークラ

2月24日（日）

曰本小児科医会社会保険全国委員会

3月30日(土）

診療内容向上会メルパルク京都

6月8日(土)、9日（日）

第30回日本小児科医会総会フォーラム

13

京都小児科医会会報No.62

■総会講演
／

乳児アトピー性皮虐炎
〜早期積極的治療により食物アレルギーを予防できるか(PACIStudy)
〃〔郁府立医科大学大学院医学ｲﾘ￨究科小児科学土屋邦彦

垂琴

はじめに

毒

食物アレルギーをもつ小児の多くが、乳児期早
期にアトピー性皮麿炎の既往があることやアト
＝＝

ピー素因をもつことから、そのようなリスクの高
い乳幼児に対して、鶏卵、牛乳、ピーナッツなど

食物アレルギーを起こす独度の高い食物の摂取開
始を遅れらせることが発症予防として行われてき
た。

しかし、近年食物抗原の感作にアトピー性皮

層炎における経皮感作の重要性が提唱され、 さら
に食物摂取の開始を遅らせることが逆に食物アレ
ルギーの発症を増加させること、早期からの摂取
開始が発症を予防することがわかってきた。
わが国では、国立成育医療研究センターを中心

に、乳児期早期のアトピー性皮層炎を￨ ‑分コント
ロールすることにより食物アレルギーの発症を抑

制することを実証する、食物アレルギー発症予防
研究多施設共同評価者盲検ランダム化介入並行群

一

間比較試験(PACIStudy)が実施されている。ア

jljj変)であり、慢性・反復性経過（しばしば新￨｢Iの

トピー性皮j曹炎と経皮感作の関連性およびPACI

皮疹が混在)をとるものとされる。特徴的な分ij

Studyについて概説する。

としては、左右対側性、年齢により特徴的な好発

部位の存在である。特に乳児においては、頭部か
アトピー性皮虐炎

ら顔IHi､体幹、 ￨ﾉLI肢へと拡大し、紅斑､浮腫､丘疹、

アトピー性皮層炎は、増悪・寛解を繰り返す、

湿潤、小水包などの急性湿疹を主体とする。幼児

掻痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、患

期以降となると、全体に皮肩は乾燥傾向となり、

者の多くはアトピー素￨入￨を持つとされる！ )。アト

四肢屈側部の苔癬化、色素沈着が目立つようにな

ピー素因とは、家族歴･既往歴として気管支喘息、

る。慢性の経過とは、乳児では2か月以上、その

アレルギー性鼻炎・結膜炎、アトピー性皮層炎の

他では6か月以上とされる。一般には慢性に経過

うちのいずれか、または複数の疾患がある、あ

するが、適切な治療によって症状がコントロール

るいはIgE抗体を産生し易い素因のことである。

された状態が長く維持されると、寛解(薬物療法

アトピー性皮膚炎の診'折基準は、瘤痒を伴う、特

を必要としない状態＝治っていくこと）も期待さ

徴的皮疹と分布をもつ湿疹病変(急性病変・慢性

れ、特に乳児は寛解が期待できるとされている。

14
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(日本皮層科学会アトピー性皮層炎診療ガイドラ

よるランダム化比較試験のメタ解析によって、妊

イン2016版2)より）

娠中、授乳中における母親の食物制限には、児の

アトピー性皮層炎において、多くの場合バリア

生後12から18か月時におけるアトピー性皮層炎の

機能の低下を認める3)｡水分の蒸発を防ぐことが

発症の予防効果はなく、発症の原因でないことが

できず乾燥し、汗、唾液、摩擦などの外界からの

明らかになった8)。乳児期や幼児期早期では食物

刺激の侵入を防ぐことができない。近年、表皮の

摂取がアトピー性皮層炎の悪化因子となることは

保湿を担う天然保湿因子の前駆体で、角化細胞の

あるが、食物抗原の除去は適切なスキンケアや薬

骨格を形成することで皮層のバリア機能に重要な

物療法、環境整備を行ってもコントロールが不良

役割を果たすフィラグリンをコードする遺伝子の

の場合に限り、専門医の判断で行うとされる。

変異がアトピー性皮層炎発症に関与することが注

,

目されている4)｡また、フィラグリン遺伝子に異

食物アレルギーと経皮感作

常がなくても、Th2サイトカインによる炎症によ

1）妊娠中・授乳中の母親の食物制限や離乳食開

り、フィラグリンの発現が低下していることが報

始を遅らせることに、食物アレルギー発症予

告されるなど5)、皮層バリア機能低下と炎症の悪

防効果はない。

循環によるアトピー性皮層炎の慢性化・難治化の
機序が明らかになってきた。

偽、

以前、食物アレルギーの原因食物への感作は胎
内での母親の摂取した食物タンパクによる感作や

治療ガイドラインでは、スキンケアによる異常

乳児期早期においては消化機能や腸管のバリアが

な皮層機能の補正とステロイドやタクロリムスに

未熟で未消化な食物タンパクが侵入しやすいた

よる抗炎症治療を主体に、発症・悪化因子の検索

め、母乳中に含まれる食物抗原や乳児期早期に摂

と対策を行う2)。湿疹が悪化した時は抗炎症外用

取した食物抗原により乳児の消化管で感作される

薬によって炎症をおさめ、改善後は保湿剤による

と考えられていた。このためアトピー性皮層炎と

スキンケアで悪化を予防するリアクティブ療法が

同様に妊娠中や授乳中、離乳食における鶏卵や牛

標準的な治療とされる。近年、皮層炎の軽快、増

乳、ピーナッツなどの食物アレルギーを起こす頻

悪を繰り返す症例に対して、抗炎症外用薬により

度の高い食物を回避することが食物アレルギーの

急性期の湿疹が消失した部位にも週 −2回抗炎

発症予防として行われた。しかし、近年コホート

症薬を定期的に外用することで、より小さな炎症

研究や介入研究が行われ、Cochranesystematic

をより少ない抗炎症外用薬で治療することで、急

reviewによるランダム化比較試験のメタ解析に

性悪化を防ぎ長期間無症状の状態を維持する予防

おいても、妊娠中、授乳中における母親の食物制

的な間欠塗布法であるプロアクティブ療法が提唱

限には、 1歳、 2歳、 7歳での牛乳、鶏卵、ピー

され、小児アトピー性皮層炎においても、その有

ナッツに対する感作の予防効果がないことが明ら

効性が報告されている6)､ 7)。長期に抗炎症薬の

かになった8)。さらに生後10か月半以降に鶏卵摂

外用を行うことから、副腎機能の抑制が懸念され

取を開始した場合、5歳時点での鶏卵への感作の

るが、福家らはリアクティブ療法との比較におい

リスクが高まることやコホート内症例対照研究に

て、ステロイド外用薬の使用量は、 リアクティブ

おいて、 2歳時点で食物アレルギーと診断された

療法よりプロアクティブ療法が少なく、両者とも

小児は診断されない小児に比し、有意に離乳食開

ACTH刺激試験での副腎機能低下は認めないこ

始時期が遅いことなどが報告され9)、アレルギー

とを報告している7)｡

疾患発症前の乳児に食物摂取開始時期を遅らせて

以前は食物アレルギーがアトピー性皮層炎の原

も発症予防にはつながらず、むしろリスクとなる

因ではないかと考えられ、様々な食物を除去され

可能性があると考えられるようになった。LEAP

たが、現在ではCochranesystematicreviewに

(TheLearningEarlyAboutPeanut)Studyに
15
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おいて、重症のアトピー性皮層炎がある、あるい

2)食物への感作はいつ、どこで起こるのか？

2003年Lackらは、新生児の入浴後にオイル

児640名(開始前のピーナッツ・プリックテストの

を塗布する習慣がある英国での出生コホート研

膨疹径4mm以下)に対して非盲検化ランダム化試

究で、 3歳時にピーナッツアレルギーの児は新

験が行われ、生後4から10か月の間に週6g以上

生児期からのピーナッツ抽出オイルの使用頻度

のピーナッツを週3回以上に分けて摂取開始する

が有意に高いことから、経皮感作による食物へ

ことは､摂取を回避した場合に比べ､5歳時のピー

の感作の可能性を示し'3)、さらに食物抗原は経

ナッツアレルギーを減少させることが示された

口摂取によって免疫寛容が誘導されるが、経皮

(経口負荷試験陽性除去群17.2%vs摂取群3.2%、

的な曝露によっては感作をもたらし、食物アレ

p<0.001)'0)｡EAT(TheEnquiringaboutTol‑

ルギーのリスクとなるとした二重抗原曝露仮説

erance)Studyでは、 リスクを考慮しない1,303名

(dual‑allergen‑exposurehypothesis)を提唱し

の母乳栄養の乳児において、アレルギー発症頻

た14)。乳児期早期のアトピー性皮肩炎と食物アレ

度の高い食品(牛乳、ピーナッツ、加熱鶏卵、ゴ

ルギーの関連性として、生後3か月時にアトピー

マ、白身魚、小麦製品)を、生後3から5か月に

性皮層炎を有する児は正常な皮層の児と比較し

週に2回に分けて2gの摂取を開始した早期導入

て食物に感作されやすいこと(OR6.18;95%CI,

群と生後6か月以降に開始する標準導入群を比較

2.94‑12.98; P<0.001)、フィラグリン遺伝子変異

した｡per‑protocol解析(567名の早期導入群のう

(OR1.21,P=0.70)やアトピー性皮層炎のフエノ

ち、実際にプロトコールを守れた208名の対象者

タイプとの関連はなく、アトピー性皮膚炎の重

のみの解析)では、早期導入群は加熱鶏卵とピー

症度(SCORAD≧20)と最も関連が高いことが報

ナッツの感作率の低下(プリックテスト）と食物

告された(OR26.6, P<0.001)15)。さらにシステ

アレルギーの発症予防効果(経口負荷試験)が示

マティックレビューにより、アトピー性皮層炎

された'')。わが国でも国立成育医療研究センター

(湿疹)が食物への感作のリスクを増大させるこ

の夏目らは、PETIT(PreventionofEggallergy

と、湿疹の重症度と食物アレルギーに関連がある

withTinyamountlnTake)Studyにおいて、生

こと、特に早期発症持続型の関連性が高いことが

後2， 3か月時から湿疹がある121例に対して、

明らかになった16)｡環境中の食物抗原と食物アレ

生後6か月から加熱全卵粉末50mg(加熱全卵0.1g

ルギーの関連については、家庭内のピーナッツ消

相当)を毎日摂取し、生後9か月から加熱全卵粉

費量は塵填中のピーナッツ抗原量と関連し、ピー

末250mg(加熱全卵1.1g相当)を摂取する群と鶏

ナッツアレルギー発症のリスクファクターである

卵摂取をしない群にランダム化割付をおこない、

こと、塵俟中のピーナッツ蛋白量はピーナッツへ

生後12か月での加熱全卵粉末7g(加熱全卵32g相

の感作、ピーナッツアレルギー発症と相関し、こ

当)の経口負荷試験によって鶏卵アレルギー発症

れはアトピー性皮層炎があるとさらに増加する

率を評価した。その結果、非摂取群の鶏卵アレル

ことが報告されている17)､ 18)｡LEAPscreening

ギー発症率は37.7％に対して、加熱全卵粉末を毎

studyでは、乳幼児期(生後4から10か月）に湿疹

日摂取した群のそれは8.3％と明らかに鶏卵アレ

のある児は湿疹のないあるいは軽症の児に比べ

ルギーが予防された(P=0･0013)12)｡このように

て、その後の食物抗原に対する感作の頻度が有意

多数のランダム化比較試験によっても、乳児期早

に高く(P<0.001trendtest)、さらに重症の湿

期からの食物の摂取は食物アレルギーの発症を予

疹の存在がピーナッツ特異的IgEの陽性に関連

防することが明らかになった。

することが報告された,9)。前述のPETITStudy
においても、加熱全卵粉末摂取群、非摂取群とも
にアトピー性皮層炎の外用治療を行っていたが、

16
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加熱全卵粉末摂取群で鶏卵アレルギーを発症した

感作のリスクも高いことが報告されている23)。し

2例はアトピー性皮層炎のコントロールの指標で

たがって、生後1から4か月の乳児期早期のアト

あるPOEMスコアが経過中高値であり、十分な

ピー性皮層炎における経皮感作が、その後の食物

皮層炎のコントロールができていなかった。以上

アレルギー発症に重要であると考えられる。

からも早期から摂取を開始するだけではなく、ア

トピー性皮層炎の治療を徹底し皮層炎を十分コ

2)乳児アトピー性皮虐炎への早期積極的介入に

ントロールすることが重要であることが示唆さ

よる食物アレルギー発症予防研究多施設共同

れた12)｡

評価者盲検ランダム化介入並行群間比較試験

PACIStudy(PreventionofAllergyviaCuta‑
アトピー性皮層炎の早期介入の重要性

1）保湿によるアトピー性皮盧炎の予防
'へ、

/

neousInterventionstudy)
わが国では、 2017年より国立成育医療研究セン

国立成育医療研究センターの堀向らは、アレル

ターを中心に全国10施設(現在、 14施設)におい

ギーハイリスク児に出生直後から保湿剤を塗る効

て、乳児アトピー性皮膚炎への早期積極的介入に

果について検討し、アトピー性皮層炎を予防でき

よる食物アレルギー発症予防研究多施設共同評価

る可能性を報告した。アトピー性皮層炎発症リ

者盲検ランダム化介入並行群間比較試験(PACI

スクの高い新生児(親または兄弟に最低1人のア

Study)が実施されている。この試験では乳児期

トピー性皮層炎の既往)118名を、乳液タイプの

早期発症のアトピー性皮層炎であっても、早期か

保湿剤を毎日全身に1日1回塗布する介入群(59

らの徹底した外用療法により皮疹ゼロを実現し寛

名）と必要に応じてワセリンを塗布する無処置群

解を維持することにより食物アレルギーの発症を

(59名)に無作為に割り付け、生後32週まで観察し

抑制できることを多施設共同ランダム比較試験に

た。介入群においてアトピー性皮層炎累積発症率

より実証すること目的としている。掻痒のある皮

が32％有意に抑制され、アトピー性皮層炎のリス

疹出現から28日以内の生後7から13か月のアト

クが低下した。この試験では生後32週時点での卵

ピー性皮層炎乳児650名を早期積極的治療群(プロ

白、オボムコイドに対する感作については、介入

アクティブ治療群)と標準治療群(アトピー性皮層

群と無処置群で有意差が認められなかったが、生

炎診療ガイドライン2016に基づく標準治療、 リア

後32週時点での卵白に対する感作については、ア

クティブ療法)にランダム化割付し、生後28週時

トピー性皮層炎発症群は非発症群に比べ有意差に

点での食物経口負荷試験による鶏卵アレルギーの

高かった20)。さらに国立成育医療研究センターの

有無を検証する。わが国のアトピー性皮層炎診療

出生コホート研究では、生後1から4か月の湿疹

ガイドラインでは、アトピー性皮層炎の診断にお

発症は3歳時の食物アレルギーの有意な危険因子

ける､湿疹の持続期間は乳児でも2か月間であり、

であることが示唆された21)。また、ケースコント

生後4か月までにアトピー性皮層炎と診断し治療

ロールスタディでは、生後4か月以内の早期にア

介入を行うことが難しい。海外において使用され

トピー性皮層炎に治療介入すると、それ以降に介

ることが多いTheU.K.WorkingParty'sdiag‑

入した場合より食物アレルギーの発症が少なかっ

nosticcriteriaによるアトピー性皮層炎の診断で

た22)。生後1から4か月の乳児期早期発症のアト

は湿疹の持続期間は無関係であり、早期に診断

ピー性皮層炎は、そのまま皮層炎が幼児期、学童

し治療介入することが可能であり、今回のPACI

期にも持続する乳児期発症持続型のみならず、幼

Studyではこの診断基準を用いている。

児期から学童期に皮層炎が改善する乳児期発症一
過性型でも6歳時の食物アレルギーのリスクが高
く、持続型は6歳時の喘息、鼻炎、吸入抗原への
17
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S)乳児アトピー性皮層炎への早期介入と経口免

pathogenesisofatopicdermatitis: interplay

疫寛容誘導によるアレルギーマーチ進展の予

amongthebarrier,allergy,andpruritusas

防効果を探索する前向きコホート研究PACI

atrinity.JDermatolSci70:3‑11,2013.

ONStudy(PreventionofAllergyviaCutane‑
ousInterventionstudy)

4)PalmerCNA,etal.Commonloss‑of‑function
variantsoftheepidermalbarrierprotein

アレルギーマーチは、乳児期におけるアトピー

filaggrinareamajorpredisposingfactor

性皮層炎や食物アレルギーの発症にはじまり、気

foratopicdermatitis,NatGenet38:441‑446,

管支喘息やアレルギー性鼻炎の発症へと移行ある

2006.

いは合併していく一連のアレルギー性疾患の進展

5)HowellMD,etal.Cytokinemodulationof

のことである。前述のようにアトピー皮層炎にお

atopicdermatitisfilaggrinskinexpression,J

ける経皮感作が食物アレルギーの発症に重要であ

AllergyClinlmmunoll20:150‑155,2007.

るが、さらに気管支喘息、アレルギー性鼻炎の発

6)SchmittJ,etal.Efficacyandtolerabilityof

症においても、疫学調査や動物実験の結果から、

proactivetreatmentwithtopicalcorticoste‑

アトピー性皮層炎における皮層を介して吸入抗原

roidsandcalcineurininhibitorsforatopic

に対する経皮感作が成立し、経気道的に吸入抗原

eczema:systematicreviewandmeta‑analysis

が侵入することでアレルギー反応が誘発され、気

ofrandomizedcontrolledtrials.BrJDerma‑

管支喘息やアレルギー性鼻炎を発症することが示

toll64:415‑428,2011.

唆されている。

7)FukuieT,etal.Potentialpreventiveeffects

そこで､PACIstudyへの登録例に対して､PETIT

ofproactivetherapyonsensitizationinmod‑

研究で有効性が証明された鶏卵2段階摂取法を生

eratetoseverechildhoodatopicdermatitis:

後6か月以降に実施した上で、乳児期早期の積極

Arandomized, investigator‑blinded, con‑

的な治療介入が6歳までのアレルギー疾患(アト

trolledstudy.BrJDermatol43: 1127‑1129,

ピー性皮膚炎、食物アレルギー、気管支喘息、ア

2010.

レルギー性鼻炎)発症を予防する効果が高いか否

8)KramerMS,etal.Maternaldietaryantigen

かを探索する観察研究をおこなっている(PACI

avoidanceduringpregnancyorlactation,

ONStudy)。

orboth, forpreventingortreatingatopic

diseaseinthechild,CochraneDatabaseSyst

本稿を終えるにあたり、PACIStudyの実施に

Rev9:CDOOO133,2012.

おいて大変お世話になっております研究代表者の

9)NwaruBI,etal.Ageattheintroductionof

大矢幸弘先生(国立成育医療研究センター生体防

solidfoodsduringthe且rstyearandallergic

御系内科部アレルギー科)に深謝いたします。

sensitizationatage5years.Pediatricsl25:
50‑59,2010.
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日常の小児科診療に役立つ小児整形外科疾患の知識
聖ヨゼフ医療冊祉センター副院長小島保二
／

ノ

へ

1 ．

はじめに

保健センター等での新生児・乳児・幼児健診や

日常の外来診療において、小児科医が小児整形外

科疾患の疑いのある子どもを診察する機会は多
い。小児の連動器の診察に際して、 ロ常よく兄ら
れる小児雛形外科疾患を診療する上での注意点に
ついて解説する。

斜頚位

胸鎮乳突筋の腫瘤｡索状化

（図1）

2．新生児・乳児期から見られる疾患

一

（1）斜頚
①先天性筋性斜頚

新生児・乳児期の斜頚で最も多く見られるの

20

2)その他の斜頚

は先天性筋性斜頚である。一側の胸鎖乳突筋に

胸鎖乳突筋に腫瘤が見られない斜頚の中に

生後51｣頃から腫瘤が触れ、生後3週頃に最大

は、環軸関節回旋位固定・炎症性斜頚・眼￨ｿ￨斜

となる｡頭部が患側に傾き顔面が健側にIJ旗し、

頚(図2）・骨性斜頚などがあるが、脳腫瘍・頚

健側への側屈と患側への￨｢II旗が制限される(IXI

髄腫瘍・脊髄空洞症(図3）などにより生じる神

1)｡ 90%は育児指導のみで1才までに自然治

経性斜頚のこともあり、幼児期以降の原因が明

癒する｡斜頚位や頚部可動域制限が残存したり、

らかでない斜頚の場合には、脳や頚髄の精査が

顔の歪み(顔Im側弩)が見られる場合は1〜4才

必要である。見逃してはならない重大な疾

頃に手術(Iﾎﾘ鎖乳突筋切離術)が必要である。

注意が必要である。

出に
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左発育性股関節形成不全
眼性斜頚
雲
＝

郷"

蕊 琴、

j陳

堀

醸霧
〃醍迅沖

頭部を斜頚位と反対側に傾斜させると眼球の上下僧位が

R‑ I

明らかになる(Biel5ChOwSkyhead tlit teSt)
〈図Z》
（図4）

神経性斜頚
へ

治療はリーメンビューゲル装具による整復をま

ず最初に試み、整復困難例は入院の上、牽引療法

心葺

等が必要となる(図5)。最近は歩行開始後に股関
節脱臼が見つかることが全脱臼症例の約15%に見
られるので、できるだけ早期に発見して治療を開
始することが大切である。
頭蓋骨一頚椎移行部の変形･大後頭孔の狭小化･chIarl奇形I型による
延麺〜上位頚髄の圧迫所見とそれが原因で起こった交通性嘗髄空洞症
（霞3〉

雷

(2)先天性股関節脱臼(発育性股関節形成不全）
出生前および出生後に大腿骨頭が関節包の中で
脱臼している状態。奇形性脱臼以外は周産期およ
び出生後の発育過程で生じることが分かってきた
へ

牽引治擢

Riemenbugei (R8)装具

ので、最近は発育性股関節形成不全(DDH)とい
(鰯5）

う名称を使うことが多くなっている。出生後の育
児方法に問題があって発生することが多く、股関
節を開排位に保持し下肢の自由な連動を妨げない
オムツの当て方・抱っこの仕方を指導する必要が

3．幼児期から学童期にかけてみられる疾患

ある。診断はクリック徴候・開排制限・下肢の短

（1）下肢の変形

縮(Allis徴候)などの症状の有無と超音波エコー

幼児の下肢の正常のアラインメントは、

1才〜

検査・レントゲン検査などの結果を総合して行う

2才頃は内反膝であり、

2才前後から徐々に内反

(図4)。

膝が自然矯正され、 3才〜5才頃は反対に外反膝
となる。その後、徐々に外反膝が自然矯正され、

7才〜8才頃に成人のアラインメント(約5｡外反
膝)に落ち着く。
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①内反膝

【嵩) 頼り

内反膝(図6）で、骨の形状に異常がない場合

は経過観察で良いが、

2才を過ぎても自然矯

懸訴満濃

正される傾向のないものの中には、

くる病や

I

１︲ｊ

生理的外反膝

大多数は自然に矯正される心配のない生理的

． 訓

﹄ｉ

BlOunt病(図7)などの治療を要する疾患があ
るので注意が必要である。

I
目

一両
初診時

3才3ヶ月
F私右鴻Z・左163

：

￨＃

̲垂̲j刊
4才2ヶ月
5才4ケ月
右ﾕﾌ0．左169．右171．
左173．

（園駐）

生理的内反膝

悪

(2)歩容異常
二

ｴI内旋歩行

恥

1〜3才頃の内旋歩行は、生理的内反膝に伴

誉
捨缶曇

う下腿骨の内捻(図9）が原因のことが多く、歩

初赫崎1才6ケ月
男児

FTA右ZO8･左195･
（ｴ才6ヶ月)

右露6邸
左X87
(Z才0ヶ月)

右174哲

左17ﾖ

（3才0ヶ月〉

（圏

行が良くできるようになると、内反膝の矯ll畠と
ともに下腿骨の￨ﾉ1捻も矯正されて、自然に『隆快
することが多い。

81ount病

内旋歩行(下腿骨内棯）
1

¥γ

TFA

40･

‑

１

右

初診時2才･女児。

左ぴ

初診時：

i

(恥緋F心飢錨嘩)

〈鰯7）
(図9】

2)外反膝

外反l1黍も多くは￨'1然に矯l1ﾐされる生理的外反

3才以降は大腿骨の内捻(大腿骨頚部過前捻）

膝(図8）であることが多いが、変形の強いもの

が原因のことが多い。割座（トンビ座り）で座る

や外反扁平足・外旋歩行を伴うものは歩行や走

習慣の子どもに多く、大腿骨頚部の自然な減捻

行が不安定になることがあり、治療を要する場

が妨げられて起こる(IxI10)｡ZIIM4を止めさせて、

合がある。

胡座(あく

ら座り）で座る習￨貫を指導する必要が

ある（図11)。また、先天性内反足の初期治療後
の足部の遺残変形や二分脊椎や脳性麻庫などに
よる筋力バランスの異常で内旋歩行になること
もある。
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(3)下肢痛・破行を来す疾患
①成長痛

内旋歩行(大腿骨内棯による前棯角症候群）

3才〜5才頃に多く、膝周辺に痛みを訴える
ことが多いが、大腿・下腿・足部を痛かった

り、場所が特定できないこともある。痙痛は夕

鋪

刀から夜間(特に夜1'1に突然痛がって泣き￨ ￨'す）

J I

にかけて起こり、湿布H1li付や患部をさする程度
股関節外旋制限

股関節過内旋

ですぐに痛みはなくなり、朝になると元気に走

‐

(図10）

り￨nlっているという特徴がある。諸検査では異

常は認めない。年齢とともに症状か起こらなく
なる。

内旋歩行(大腿骨内捻による前捻角症候群）
謁盟毒謹蔑喬壺藍噂露霧霧鳶昌１１理

毎

へ

②単純性股関節炎

小児の股関節痛のlj咽としては一番多く、 8

Ｊ
画

＝

薑

10才頃の小児に急に股関節痛と破行が生じ
る。発熱等の炎症反応は軽微で、超音波エコー
検査で関節水腫(均一な低エコー像)が見られる

割座･トンビ座り

胡座･あぐら座り
(taMor'sposition)

(reversedtailor'sposition)
↓

↓

禁止

励行

(IXI13)｡

l〜2週間の安静で治癒する。

（醗ユユ〕

単純性股関節炎
角

船

骨

誠

︽

巽

岬 ﹂ Ⅱ

71 .獣嚇靹
腓

宥Ｊ
ｒ
剖

﹄

穏

凸

櫻浄﹄

鐵

鐸

i感

︾︐蝿

峠傭

酔繊

抄

患閥…衝零蝉墾……菌電潤

,, 『師:腱'粥
心紳幽2

１

原因として外反扁平足によることが多い(図

〆

１

L3外旋歩行

酷
司
﹄

疾患がない場合は、自然治癒することが多い。

吾

12)。関節弛緩や神経の異常などを呈する基礎
鱸−．．鍵。

電電

鼬

止津戸

基礎疾患があり、変形が強く、歩行時痛・易疲
へ

労感・易転倒性・歩容異常などの症状がある場

UItrasonicjointSpace(UJS)の拡大：
関節水腫(均一な低エコー像を示す）

合は足底板を装着する。また、低l ll生体重児に

(図13）

多い下腿骨の外捻や肥満児・ダウン症候群の子
どもに多い大腿骨頚部の後捻が原￨火￨のこともあ

り、保存的治療では矯正が困難なことが多い。

③化膿性股関節炎

激しい股関節痛(オムツ交換時の啼泣)や仮性
外旋歩行(外反扁平足）

麻ｿ叩(股関節を屈111･外'￨砿･外旋位で動かさない）
を呈し､発熱などの全身の炎症症状も見られる。
疑わしい場合は、関節穿刺と血液培養を行い、

診断が確定すれば早期に切開・排膿・抗生剤投
与を行う必要がある(図14)。
立位時に内側アーチが消失し､荷重を患悠の内鯏で受け､足は外転し
て足底の外偲が浮き気味となり､歩行時に外旋歩行となる．

（函睡）
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⑤大腿骨頭すべり症
化膿性股関節炎ゞ

大腿骨近位骨端線で骨端が頚部に対して後下

／／
￨

方にすべる疾患(図17)で、思春期の肥満傾向の
ﾑヘーレーー

子どもに多い。股関節を屈曲すると外転・外旋

̲ﾉﾆジ蕊 、

を伴うDrehmann徴候が陽性となる。急性・

ﾛ､r･品"合.ざ

−−一

不安定型(股関節の激痛と歩行不能を呈するも
の)では、骨頭壊死を予防するために24時間以
内に麻酔下でゆっくり穏やかに整復して内固定
を行う。慢性・安定型(ﾘ寒痛が比較的軽度で歩

(園14）

行可能なもの)では、すべりの進行予防と安定
④ペルテス病

化のためにスクリュー固定術を行い、可動域制

小児期に起こる大腿骨近位骨端核の￨mlill性壊

限や変形が残存するものには大腿骨骨切り術を

死で、4〜8歳の活発な男児に好発する。膝の

へ

行う。

痛みだけを訴えることがあり、見逃さないように
注意する必要がある。初期にはレントゲンでは
大腿骨頭すべり症

異常がないこともあり、MRIが有用である。治
すべり力 撫堆壕含

療は装具または手術によるcontainment(包み込

麗識

み)療法を行い、壊死した骨が融解吸収されて新
しい骨が再生されるまでの間に骨頭が変形しな

蕊霧箪
瀞#…

いように治療することが大切である(図15･16)。

1年

＆ノつ二

6〜8か月

11才･男児

才･男児。

参考文献

小児整形外科テキスト．

へ

日本小児整形外科学

会教育研修委員会編メジカルビュー社．
2

(図15）

翼

（図17）

４■
１■

撒繍鐸燃料手爵壁

壊死期

修復期

ムロー

分節期

愚 協

初期〜

期年
癒３

蕊漁
輿雰

聯．

ペルテス病の経過

図説先天性股関節脱臼一予防・みかた・治し
かた−．石田勝砿著．金原出版

３

小児整形外科診療ハンドブック．村上寶久・
Containment(包み込み)療法

。

装具(A管Ca$t製歩行用装具）
（観16）
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■京都府医師会長挨拶
−もQ

←

挨拶

京都府医師会会長松井道

昨年6月に京都府医師会会長に就任して以来､早くも 年以上が経過
しました。小児科医会の役員の皆様、会員の先生方には、

二1頃より、府

宣

̲篝吾
一牽率

'皇葦薑蔓． 冒

一

へ

ちの子供世代以降に大きな負担を残すことになります。

2018年6月厚生労働省の人口動態統計が発表されましたが、 2017年の出生数は94万6,060人で前年より
3万918人減少し、統計開始以来最低となりました。合計特殊出生率は0.03ポイント下がり1.43であり、

人口を維持するために必要な2.07には遠く及ばない結果になりました。京都府においては、出生数は前

年より806人減って1万8,521人で、合計特殊出生率は0.03ポイント下がり、 1.31となりました。川生率
は前年に続き全国で44番目となりました。報道によると厚労省はその原1人￨を20代〜30代の女性が減って
いることと分析しているということですが、ということは、人口減少を止めることは非常に困難な状況
であるということではないでしょうか。安倍総理は、 2012年12月26日にスタートした第2次内閣におい
へ

て、政策の最大￨ ￨標を経済回復と位置づけ、デフレ脱去llを達成するために｢I銀法の改正までを視野に入
れたことで￨上I内外から注目を集めました。いわゆる「アベノミクス」です。有名な「3本の矢」は、 も
う忘れてしまった人もいるかも知れませんが、 1）大胆な金融政策、 2）機動的な財政政策、 3）民間投

資を喚起する成長戦略です。 このアベノミクスは株価を引き上げ、円安をもたらし、輸出を中心とした
大企業には大きな利益をもたらしましたが、国民に広くその恩恵は広がっていません｡ 2015年10月に発
足した第3次安倍内閣は次の3年間を「アベノミクスの第2ステージ」と位置づけ、 「一億層活躍社会」
を目指すと宣言しました。 「一億総活蹄社会」とは、少子尚齢化に歯止めをかけ、 50年後も人l l一億人
を維持し、家庭、職場、地域で誰もが活躍できる社会を目指すとしました。新三本の矢が新たに放たれ
ましたが、その中には、 「夢を紡ぐ子育て支援」として川生率1.8が目標として掲げられました。漸く少
子化対策を目に見える政策として位置付けたかと思われましたが、その対策が全く効を奏していないこ
とは結果が示しています。

人口減少・少子高齢化は、今後中股期的に経済再生と11ｲ政健全化の両面でilill約因子となり続けます。
このままでは、 2024年には、歴史上はじめて50歳以上の人I 1が5割を超え、その後も若年人に￨や生産年
齢人口は急速に減少していく、一方、高齢人口は、 2040年頃のピークに向けて増加を続け、 75歳以上の
人口は2030年にほぼ2割に達するとされています。
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厚生労働省は、少子化対策基本方針において、その対策の基本的視点として、 （1）結婚や出産は、当
事者の自由な選択に委ねられるべきものであること。 （2）男女共同参画社会の形成や、次代を担う子ど
もが心身ともに健やかに育つことができる社会づくりを旨とすること。 （3）社会全体の取組みとして、
国民的な理解と広がりをもって子育て家庭を支援すること。を挙げています。 これは、大前提として守
らなければならないと思っています。同時に人' 1減少に歯止めをかけるためには、出生率2.07をいつか
は達成しなければなりません。今日の少子化の主要な原因として（1）働く女性が増えたこと。 （2）子育
てに関する経済的負担の増加。 （3）価値観の変化などが挙げられます。解決のためには、働きながら子
育てができる環境を整えるあるいは、子育てに関する経済的支援をするなどが具体的な対策となります
が、価値観の変化は長年にわたって社会全体で醸成されてきたもので、文化と言えるものです。結婚を
して子供を持つということを夢描いている人も多い一方、

'1由や気軽さを望む傾向の強い人も増えてき

ています。この価値観は、どちらが良いと言えるものではありませんし、そう簡単に変えられるもので
はありません。 ここが、少子化対策の難しいところです。少子化対策という観点からは、前者が増えて
一

ほしいのは事実です。価値観を変えるための1li'il人の行動変容を導くためには、仕事と両立できる、経済
的に負担がないという具体的事実があり、否定的要因をできるだけ減らしたうえで､その気にさせるキッ
カケが必要です。このキッカケがまた難しいです。理屈で説得できるものではありません。しかし､キッ
カケのタイミングで、前述の条件が整っていなければ、一歩を踏み出すことはできません。私たちにで

きることは、子供が欲しいと思ったときにサポートする体制を整えておくことです。

本年7月から京都府医師会内に「子育てサポートセンター」を設置しました。平成28年から会内の常
任委員会である「医師のワークライフバランス委員会」での検討を受けたものです。具体的には、保育

士の資格を持つ相談員が常勤し、会館内に保育ルームを設けました。医師会ですので、医師を対象にし
ているのですが、子供を持った医師が困るのは、仕事に行こうと思ったときに子供が熱を出してしまっ

たときや手術や処置など仕事が長引いて子供を迎えに行くことができないときに相談に乗っています。

保育ルームで一時的に預かることも可能です。兎に角一歩進めたところで、まだまだ不十分ですが、将
来のニーズとして、病児保育や早朝、深夜の対応など検討が必要であると考えています。まずは、足元
である医師のサポートから始めましたが、社会全体の取り組みとして広がっていくことを意図していま

す。すでに、お気づきのこと存じますが、そのためには小児科の先生方のおﾉJ添えをお願いしなければ
なりません。ご理解とご協力そして、ご指導を賜りますことをお願い申し上げます。結びに当たり、京

都小児科医会の益々のご発展と会員の皆様のご活躍を祈念申し上げます。

ア

漣

ニーーーー

に
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囿犀

性教育と若年妊娠

‑中

学校における性教育は、教育指導要綱の枠組みの中で実施されている。いつ？だれが？何を教えるの

か？の基準は明確ではなく、同じ都道府県でも学校単位でその取り組みにはばらつきがある。性教育の
仰、

現状としては、保健体育の教員、養護教員などが中心となって外部講師の協力を得て実施されている。
人口の減少は逼迫した国家としての問題であるが、平成16年を境に京都府でも人口は減少しつづけてい

る。その一因として京都府出生率も長らく低迷し、行政も歯止めをかけるために様々な事業を展開して
いる。その一環として平成28年度より「学校と連携した妊娠・出産に関する啓発事業・産婦人科医によ

る出前講座」が実施されることとなった。この事業は京都府から京都府医師会に委託され、京都産婦人
科医会を通じて講師が派遣される。京都府より京都府下公立・私立高等学校に本事業の通達があり、学

校単位で応募が行われている。派遣日時や講演内容の依頼は、京都府医師会を経由して、京都産婦人科
医会で派遣産婦人科医師のマッチングが行われる。産婦人科医師と高等学校担当者との事前打ち合わせ
の後、出前講座を実施される。講演料・交通費などの諸経費は京都府の予算から支出されるため、各学
校は年度途中でも応募しやすいのが大きなメリットである｡また講師が共通のプレゼンテーション･ツー

ルを用いて授業を行うため、講師のレベルも標準化される。講演内容は、京都府から指定され、①妊娠・

出産に適した時期、②妊娠・出産に影響を与える生活習l貫、③妊娠・出産・子育てのときの支援事業、
凧、

④育児・介護休業法で定められている制度についての4項目となっている。①は男女の加齢に伴う妊娠
の限界を示し、②では月経困難症に関連付けて子宮内膜症、若年層に増加している子宮頸がん、性感染
症(クラミジア・淋菌・梅毒)が含まれる。また各講師の判断でデートDV、食欲低下症(過激なダイエッ
ト)、不妊症、児童虐待など臨床経験を交えて追加している。③は京都府の母子保健サービスを具体的
に説明し、講演後の生徒向アンケートにおいても「多様な行政の取り組みを初めて知る機会となった」
と評価を得た。実施状況は、平成28年度は計5校、講演回数計6回、学生総数431名、平成29年度は計

7校、講演回数7回、学生総数1,072名であった。平成29年度の講演実施後のアンケート結果は1,041名
分回収できた。男女の内訳は男性354名、女性660名、学年は1年生371名、 2年生459名、 3年生184名
であった。内容の理解に関しては、 「理解できた」593名(58.5％)、 「どちらかといえば理解できた」379

名(37.4％)、 「どちらかといえば理解できなかった」27名(2.6％)、 「理解できなかった」9名(0.88％)で
あり、概ね学生は理解できていた。また「講演を受けて、結婚することや子育てをすることを含めて、
自分の将来を具体的に考えるきっかけになったか」というアンケートは、89％が「はい」と回答してい
る。教員向けのアンケートでは計28名分回収し、全員が参考になったと回答している。教員からの講演
後の意見として、初めて見聞きすることも多く、自身の問題としても参考になったことやピルの効用・

月経困難症についての対処方法などが参考になったという回答が多かった。しかし50分程度の限られた
時間で多岐にわたる内容のため、着地点が分かりにくいという意見もあった。生徒のアンケートで印象
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に残った点は、少子化問題、妊娠・出産には年齢的な限界があること、月経痛の対処方法や産婦人科で

相談できる疾患が理解できたことが意見として多かった。男子のアンケートも好印象を受ける回答が多
かったが、マスターベーションなど男子に関する性的事項に対する回答が少なかった。今後も引き続き
事業の継続および拡充が望まれるが、派遣医師の増員や講演時間の不足が課題となる。またLGBTな
ど性のマイノリティに対する配盧も忘れてはならない。

若年妊娠の問題点〜児童虐待の視点から〜
産婦人科医の立場
産科・婦人科江川クリニック江川晴人
/…､

若年妊娠とは、20歳未満の妊娠･出産と定義される。全出生数では、1.19％(平成27年厚生労働省統計）

を占め(表1）、この数年はわずかではあるが減少傾向を示している。しかしながら、性感染症や喫煙習
慣の頻度の高さ、早産や妊娠高血圧症候群の発症率、そして周産期死亡率の高さなど、若年妊娠が抱え
る医学的な問題点は少なくない。また、妊娠について周囲に相談できないなどの社会的孤立や、不健全

な養育環境など、社会的な要因で妊産婦として健全な経過を維持できない可能性も高い。
児童虐待については厚生労働省の「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」の報告があ
る。子ども虐待による死亡事例等について、事例を分析・検証し、具体的な対応策の提言を行うことを

目的としている。平成17年(第1次報告)に開始され、平成28年9月に第12次報告がされている(図1)｡

虐待死に関する多くの事例の検討をもとに、妊娠中から様々な問題を抱えていることが判明した。第
12次報告では、これまでに全918事例(1,080人)が検討されている。なかでも､心中以外の虐待死事例(588

事例、626人)のうち、45.2％(283人)が0歳児であった(図2)。さらに、その0歳児事例の45.9％が0

か月児(130人)であり、39.9%(113人)が0日児であった(表2)。また、この事例の加害者は、 0日。O

か月事例に限定すると、それぞれ、98.2％、96.9％で実母が関係していた(表3)。そして、その加害者
の実母では、 19歳以下が26.6％(0日児事例では27.9％)と最多であった(表4)｡また、 0日。Oか月事
例(第12次報告の15例)での、実母の妊娠期からの問題として、 「望まない妊娠／計画していない妊娠」
が14例(93.3％)、 「若年妊娠」が5例(33.3％)であった(この数字は、全出生数の比率の1.18％を大きく
上回っている）(表5)。これらの検討結果より、子ども虐待は、産まれてからでは間に合わず、妊娠期

から未然防止することが目標となる。第一に、 「望まない妊娠／計画していない妊娠」を防止すること、
第二に、妊娠を継続する場合には、望んだ妊娠であっても、虐待のリスクを抱えている妊産婦に対して
は、妊娠期から出産、育児期まで継続した、切れ目のない支援が重要となる。現在、すでに、 「子ども
の虐待対応マニュアル」が行政単位で策定・実施されており、医療機関と行政の連携、また、妊娠に関
する相談窓口が設置され、その啓蒙活動も行われている。
一方、人工妊娠中絶数による統計(平成27年度厚生労働省)では、若年妊娠は全体の9.13％を占め(表

6)、これもこの数年は減少傾向を示しており（図3)、避妊法の指導や低用量ピルの普及が中絶件数の
減少の背景にあると考えるが、その頻度は人口千対5.5で、 180人に一人が人工妊娠中絶を受けている計
算になる(図4)。出生数との比較(安達)では、若年妊娠の58％が中絶を選択しているが、 15歳未満にお
28

/へ、

’

京都小児科医会会報No.62

いては、中絶を受けず出産に至る割合がわずかに増加(12.3％）している(表7)。
京都府において若年妊娠が占める割合も出産、妊娠中絶ともにほぼ全国と同じ傾向であった(表8)。

これらの背景のもと、京都産婦人科医会は、京都府下の産科医療施設を対象に、平成22年から平成26
年の5年間の18歳以下の若年妊娠に関する調査を行った。 70施設から回答があり、出産があった施設は

43施設、妊娠中絶手術があった施設は42施設であった｡ 18歳以下の妊娠件数は、921件(162.4件／年)で
あった(表9)。このうち、15歳以下(以下、「15歳以下｣)が109件(21.8件／年)、16歳以上18歳まで(以下、
｢16歳以上｣)が812件(162.4件／年)であった｡ 15歳以下では､92件(84.4%)､16歳以上では､464件(42.9%)

が妊娠中絶手術を受けており（図5)、この数年間、発生件数はほぼ横ばいであった(図6)。

また、妊娠中絶手術のなかでより負担の大きい「中期中絶」が占める割合が、 16歳以上では9.0%で

あるのに対し、 15歳以下では17.9％と高かった(図7)。これは、 15歳以下では、妊娠に気づくこと自体

が遅れること（自己に対する無知)や、気づいていても相談できなかったこと(社会的孤立)が原因と考え

られる。さらに、パートナーの年齢についての検討(判明分のみ)では、就学しているものでは、就学し
ﾉヘミ

ていないものと比較して、パートナーとの年齢差が小さく、同世代が多い傾向があった(図8)。

少子化対策が喫緊の目標である一方で、望まない妊娠／計画していない妊娠や若年妊娠をいかに減少
させるかは、女性や子どもたちが身体的にも精神的にも健全であるために、最優先されるべき目標であ

る。これまでの性教育では避妊法や性感染症の予防が中心であったが、 「もしも妊娠に至った場合、そ

れにいち早く気づき、どう対処すべきか」という視点からも、同世代の男子も含めた一歩踏み込んだ性

教育が必要となる。また、児童虐待を予防する観点からは、児童虐待のハイリスクである妊産婦を早期
から抽出し、妊娠中から必要な支援を行うことのできるシステムを、行政や教育機関と連携して構築す
るために、産婦人科医が専門的な知識をもって果たす役割は大きいと考える。
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表1 ．若年妊娠の推移(厚生労働省）
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表8．京都府保健福祉統計(母子保健)より
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表5．虐待死(心中以外)0日･Oか月児事例：実
母の妊娠期の問題(第12次報告の15例）

・回答あり：

70施設

・若年妊娠（18歳以下）の中絶あり：

42施設

・若年妊娠（18歳以下）の出産あり：

43施設

・調査対象期間：

平成22〜26年

・若年妊娠（18歳以下）の件数:

921件
へ

表9．京都府における若年妊娠・出産の現状のア
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■医局紹介
京都中部総合医療センター小児科

京都中部総合￨玉療センター小児科部長伊藤陽里
周囲を囲む緑豊かな山々と大堰川の穏やかな流れに癒される京都中部総合医療センターは、昭和11年
に開設された病床数464床の歴史ある総合病院です。平成12年には臨床研修指定病院となり、平成15年

にはJR山陰線と国道9号をまたぐ長い連絡橋で結ばれた第二病棟が設立されました。また、平成29年
にはそれまで親しまれてきた

公立南丹病院"から

京都中部総合医療センター，,と名称を変えています。
一

現在小児科は地域医療機関からご紹介いただいた患者は、

ドクターヘリ搬送も含めほぼ全例受け入

れるとともに、夜間・休日を含め連日単科当直体制で小児救急に取り組み、年間600名の入院患者と

14,000名の外来患者、 3,000名の時間外救急患者の対応をしております。気管支喘息、肺炎、腸炎など

の急性疾患がII｣心ですが、固形腫瘍や血液疾患が来院した場合には、京都府立医科大学小児科と十分に
連携を取りながら対応しています。また、循環器疾患、腎臓疾患、アレルギー疾患、代謝内分泌疾患、
神経疾患に対応した専門外来を大学からの応援を得て開設し、難治性疾患を持つ地域の子供たちへ手厚
いサポートを行っています。予防接種外来ではVPDが地域の子どもたちを苦しめることがないように
効果的な予防接種計画を立案し実施しています。さらに、重症心身障碍児に対しても、花の木医療禍祉
センターの先生方と当院ならびに地域の開業医の先生、訪問看護ステーションの方々のご協力を頂き、
小児在宅医療に取り組んでいます。病棟は小児科22床、新生児・未熟児10床で、慢性疾患での長期人￨塊

児に対しては小学生を対象に院内学級 にじのこ学級 を併設しサポートを行っています。また新生児・

未熟児については、京都府周産期医療二次病院として在胎30週以上、出生体重1,0009以上を対象に近
隣施設からの搬送依頼にも積極的に対応しています。

当院小児科は昭和11年の病院開設時から存在する歴史ある診療科ですが､"小児科部長"という職責は、
先々代の小児科部長である藤原史博先生より始まったと伺っております。その藤原部長の発案で24時間
365日の小児科救急当直か開始されました。当院が存在する南丹医療陰￨は、京都府全体の1/4の面積を

占める広大な医療￨割ですが、その中で夜間に小児救急疾患対応が毎日できるのは当院だけです。そのた
め救急車でも搬送に片道30分以上かかってしまう場会もあります。現在医局員6名に加え当院小児外科

や地域の開業医の先生方のお力をお借りして、

途切れない小児救急医療 の実践を心がけています。

前述しましたが、当院小児科医局は6名で構成されて
います。森川高史医長(平成16年卒)、末松正也医員(平

成23年卒)、田中誠治医員(平成24年卒)、松村うっき医
員(平成26年卒)、三野耕平医員(平成26年卒)と、私伊藤
陽里(平成7年卒)が現在のスタッフです。地域の子ども
たちの可能性に満ちた明るい未来を守るべく、

日々努力

していく所存ですので、諸先輩方のご指導、ご鞭燵を頂
ければ幸甚です。今後ともどうぞよろしくお願い申し上
げます。
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京都市立病院小児科

京都市立病院小児科部長岡野創造
京都小児科医会の先生方には、いつも大変お世話になっております。厚く御礼申し上げます。

京都市立病院は、昭和40年に京都市立中央市民病院と市立京都病院が統合され、現在の地に開設され
ました。当初から小児科があり、 50年以上の歴史があります。京都市立病院小児科での勤務経験のある
京都小児科医会の会員の先生も多くおられ、現在もOBとしてご指導ご鞭燵をいただいております。お
かげさまで、当院小児科への紹介患者様は増加の一方で月に100〜130名にもなります。

現在のスタッフは、黒田啓史副院長、清水恒広感染症科部長、岡野創造小児科部長、石田宏之小児科
血液部長、松下浩子副部長、天谷英理子副部長、藤本 ￨真一郎副部長、田村真一、塩見梢、佐々木真之、
仰､

矢野未央、杉立有弥の常勤医12名に、専攻医(後期研修医)東條龍之介、松浦周の2名を加えた合計14名
で診療しております。

小児科領域のほとんどすべての疾患に対応していますが、専門部門の歴史と特色を、宣伝を兼ねて申
し上げます。

小児腎臓部門は、日本の小児腎臓病診療の草分けのひとりである舘石捷二先生によって確立されまし
た。清水次子先生が引き継ぎ、さらに川勝秀一先生が小児の腎生検と腹膜透析を始め、京都の学校検尿

のしくみも整備し、小児腎疾患のスクリーニングから腎不全の治療まで、京都府の小児腎臓診療の中心

的な役割を担ってきました。現在は藤本慎一郎が引き継いでおり、夜尿症の専門外来も始め、多くの患
者様をご紹介いただいております。

市中病院では珍しく、血液・腫瘍部門があります。野本直記先生が始められ、当院に隣接した京都市
衛生公害研究所所長であった今宿晋作先生の指導の元で、北條誠先生、納谷真由美先生が骨髄移植を平
成5年に開始し、黒田啓史が引き継ぎ、中瀬葉子先生も加わり、現在は石田宏之、田村真一、矢野未央
が担当しています。現在までに難治性白血病や再生不良性貧血、免疫不全、代謝異常などの患者100名
'へ、

以上に移植を行い、その後の経過も診ています。骨髄移植推進財団の認定施設でもあります。

神経部門は、林玲二先生が始められ、吉田昭先生、富永正志先生、松下弘二先生のあと、20年前より
岡野創造が引き継ぎました。現在は松下浩子と2名で、400名以上のてんかん患者をはじめ、多くの小
児神経患者を診療しています。

アレルギー部門では、元院長である寺田正先生が始められ、北條誠先生、安野哲也先生が引き継ぎ、
現在は田村真一が担当しています。吸入ステロイド剤の効果か喘息は減っていますが、食物アレルギー

患者が増加しています。アナフィラキシーショックに備えて日帰り入院で年間100例以上に食物負荷テ
ストを行っています。

代謝・内分泌部門は、元院長の片岡李久先生が始められ、清水次子先生、立花佳代先生の後、現在は

天谷英理子が担当しています。糖尿病や低身長、甲状腺疾患などに対応しています。最近では糖尿病の
患者さんにインスリンポンプ療法を積極的に導入しています。

新生児部門は、北條誠先生が中心になって始められ、木下(徳広)由美子先生、藤井典子先生、安野哲
也先生の後、現在は塩見梢が担当しています。まだ本格的なNICUではないのが課題ですが、年間100
名の未熟児や病的新生児を診療しています。当院ではハイリスクなお産が多く、社会的に育児が困難な
家庭の児にも対応しています。
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循環器部門は、清水次子先生が始められ、天谷英理子が引き継いでいます。川崎病や比較的軽症の先
天性心疾患を診療しています。手術も含め重度の心疾患は、京都府立医科大学や国立循環器病研究セン
ターへ紹介しています。

小児救急については、平成元年9月から24時間体制で小児科医による小児救急外来を始めました。ス

タッフ全員で診療に当たっています。最も多い時期で年間12,000名の受診者があり、眠れない当直で大
変でしたが、現在は京都市急病診療所でも診ていただけるようになり、また少子化の影響もあってか、

現在では年間6,000名弱の受診者数となりました。
膠原病についてはこれまで専門外来はありませんでしたが、現在は石田宏之が担当しています。
当院にはPICUがありませんが、集中治療の必要な小児は、元々は大人の患者専用であったICUで

も管理できるようになりました。重症患者の管fl l!には、救急科専門医でもある佐々木真之が中心となっ
てスタッフ全員で診療しています。

当院の感染症科部長は伝統的に小児科が担当しております。大久保秀夫先生が始められ、現在は清水

恒広が担当しています。小児を含めた海外渡航予定の家族の予防接種相談に応じています。

夕己

多くのスタッフで診療にあたっている京都市立病院小児科ですが、まとまりや一体感は大変重要だと
考えています。昔のマンガの話で恐縮ですが、 「サイボーグ009」のようにひとりひとり能力や経験は限
られていても、スタッフ全員が協力するとすばらしい総合力になると思うのです。そのため、週に2回
夕方に行う小児科カンファレンスと月に11WIの飲み会を通して親睦を深めつつ、常にレベルアップを
図っております。

先日約50年前の小児科スタッフの慰安旅行の白黒写真アルバムを見つけました。そこには現在もご活
躍の京都小児科医会の会員の先生も写っておられます。アットホームな小児科の雰囲気は昔も今も変わ
りません。歴史の重みを感じつつ、京都市西南部の小児医療の基幹病院として今後も努ﾉJしてまいりま
すので、どうぞよろしくお願いいたします。

＝里
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醗鋤雛
〜I

怪 しい 人物は

に で も．？〜
何処一

京都府医師会顧問森

洋一

さて、昨年京都府医師会長退任のご挨拶をさせていただきました。これで小児科医会の原稿は投稿し

なくても良いと気楽にしておりましたら、禺先生から今年も原稿を書いて欲しいとご依頼があり、もう

会長も退任したのでと申し上げたところ、去年の原稿で「今年は此処までにしておきます｡」で終わっ
ているから、今年はどんな話がでるのかと期待していたと言われてしまいました。確かに、そう書いて

おりましたので、期待をさせた自分が悪いと反省して、PCモニターに向かいましたが、さて、何を書
/凧

こうか期待に応えられる話になりますかどうか？

最近は、政府を始め多くの組織、団体でガバナンスが問題となっています。永年役員をしてきた経験
から感じることは、医師会も似たようなことがあったな、他所でも同じだなと思うことが多々あります。

多くの理事の先生方は役員就任後のあまりにも忙しさに役員を引き受けるのでは無かったという後悔の
念を持ちながらも数年経つとその責務に生きがいやりがいを感じてこられます(と信じています)｡また、

今の府医の役員には権力闘争のようなものは皆無です。私自身もそうでしたが、会長からの欺しの電話

に乗ってしまった、オレオレ詐欺にあったような後悔の念を持ちながらも、間違いなく高い意識で義務
感、責任感を持ち役務に励んでいます。皆様方の篤いご支援をお願いします。

ただ、残念ながら横田元会長から執行部を引き継いでいく課程で権力闘争とはこんなものかというな

んと良いおっさんが情けないという思いを経験をしたのでお話ししたいと思います。若干実在の先生方
の名前が出てまいりますが読んだ後は忘れておいて下さい。

,

横田元会長のことについては前回の時に少し書かせていただきました。当時、若手であった私達と府
医執行部を昭和55年から支えてこられた、横田、西、福田先生方を先頭に立入、上原、余、田村先生を
始め多くの先生方との情報格差は甚だしく、特に横田、西、福田先生の三名の政治力は強固なものが有
りました。そこで、次の会長に予定されていた吉岡先生を支えるためにと称して、医師会や医療制度な
どを勉強する目的で吉岡、勝目、橋本、中野、森の5名で月1回程度飲み会を兼ねて勉強会を開始した
のです。皆の伝手を使い講師をお呼びしてわいわいガヤガヤと日曜日などにやっていたのは楽しく懐か
しい思い出です。残念ながら、吉岡先生は病に倒れられその夢は実現することはありませんでした。結
果として、その後をどうするかということになりましたが、当時は府医大と京大が交互に会長を勤めて
きた経緯から横田会長の後は京大から選ぶということで西先生を中心に芝蘭会京都支部で侃々誇々の議
論となりました。京大出身で保険医協会理事長の山田先生が横田先生が退任されれば立候補するであろ

I
I

1
I

うという推測があり芝蘭会でどう対応するのかも大きな問題でしたが芝藺会では私を推薦していただく
ことになりました。

この議論の少し前に、小児科医会の旅行があり山口方面への旅行が企画されました。当時は結構大勢
参加されていたのですが、その中にA先生がおられました。あまり医会には出席されないのですが、宴
席でしきりに私に芝藺会の代表として府医会長選挙に手を上げるように促されます。それ程親しいわけ
ではないのですが私を評価していただいていると思い感謝は申しあげましたが、西先生を府医会長にし
てはいけないとしきりに言われていたのが記憶に強く残っています。府医改革の同志なのになぜそのよ
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うにいわれたのか理解出来ませんでした。

しかし、多分私が生意気であったことが大きく影響したのでしょう。森にはまかせられないと横田先
生の抵抗は激しく、保険医協会の山田理事長も出馬は確実の状況となり府医代表の調整が難航、この調

整過程で、全国の14の政令市の医師会の連絡協議会が川崎市医師会の主催で開催されました。川崎市に
は14大都市医師会が開催できる大きな会場がないという事で客船飛鳥号を借り切って開催するというこ
とになっていました。その参加者のメンバーに突如A先生の名前が入っており私はピンと来ました。政
令市の医師会の連絡協議会に元役員が参加するということはかつてもその後もありません。私は逃げる

ことの出来ない船上で森を説得し会長選挙に出馬させないという状況づくりと考えました｡残念ながら、
私の支持者の西先生、安達先生は所用にて参加できず私の味方は依田先生と橋本先生のみという状況で

した。運悪く土曜日の午前の診察が予定通りに終わらず、集合時間に若干遅刻で到着。京都の先生方と

は顔を合わせることはありませんでした。連絡協議会がスタートし総会等が終了後少しおいて後懇親会
が開催されました。初代飛烏では会場がそれ程広くなかったので二部制で、京都は5時半からの食事で

したが案の定会食の終了直前に会長の部屋に来るように指示を受けました｡｢来たか｣という感じでした。

'へ、

会長の部屋に入ると横田会長と例のA先生、故山崎副会長などが立候補を断念するよう説得が始まりま
した。部屋のテーブルに置かれたオールドパーをコップにグイグイ入れられ飲まされました｡30分足ら
ずで半分近く飲まされたような気がします。役員も入れ替わり立ち替わり部屋に呼ばれて説得を始めま
した。私は、頑として拒否です。今の政治や大学の不祥事を見ておられるとお分かりのように権力者は

自らの権力を守るために強圧的に反抗するものをねじ伏せ叩き潰す、追い出そうとします。私はそうい

う権力者の手法が民主主義というか組織の運営に最大の敵であり課題だと思うので徹底抗戦です。こん
な時に黒幕宜しく動く人がいるのだということを書きたかったのですが、当時はそんなに会長になりた

いのかと皆にけちょんけちょんにやられました。最大の味方の橋本先生は酒をたらふく飲んで朝まで部

屋で寝込んでいたそうです。そんな中で依田先生が部屋に呼ばれたときには支持を強調していただきま
したし、予想だにしなかった中嶋章作先生が選挙があるということは規定に則って誰でも立候補できる

ということが府医師会ではないかと正論を述べ、こういうやり方は良くないと主張してくれました。地

獄に仏、その勇気には感激です｡ ll時半くらいまで4時間缶詰で洞喝されましたが首を縦に振らない私
に業を煮やした横田会長は帰ったらすぐに辞表を出せと指示して解放されました。その後、他の役員か
ら反逆者の烙印を押されて飲む場所もない私と依田先生、中嶋先生は3人でデッキで夜空を見上げなが

ら時を過ごしたことが今でも頭から離れません。お二人は生涯信頼できる先生方と今も尊敬しておりま
す。

その後、部屋に帰りましたが風呂に入ったり更に酒を飲んだりしましたが、腹が立って腹が立って何
が何でも倒してやると闘志を燃やしながら一睡も出来ずに朝を迎えました。孤独な朝食の後下船準備を

し、廊下に出たところ例のA先生とバッタリ。彼は一言「御身を大切に」といって去って行きました。
腹の中では「くそ坊主(僧籍を持っておられます)お前こそ」と思いながら帰途につきました。新横浜駅
で乗車した新幹線車内では、前夜何も知らされず、声がけされなかった女性理事が不穏な動きを察知さ
れたのでしょうか、乗車したエコノミーの三人掛けシートを対面にして根掘り葉掘り状況を聞かれまし

た。その前の席と後ろの席の先生方も身を乗り出し話を聞いておられました。女性理事は大いに憤り理
事を辞任する必要は無いのでは等と言われましたが私は辞表提出を決めており、決意を固めて帰宅。家
に帰り辞表を準備し、漸く眠りにつくことが出来ました｡40時間ぶりの眠りです。
翌日診察をしていますと横田先生から電話です。誰かから言われたのでしょうか、辞表は提出せず任

期を終えるまでは理事の仕事をしろと言われました｡それは無理だと申し上げましたが受け入れられず、
36
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私は夜診終了後に、西先生、安達先生、依田先生、橋本先生の5人で某所に集合夜明け近くまで対応を

協議。従来の方針を堅持しながら横田先生の退陣を求めていくという方針を確認しました。その後も私
に出馬をあきらめるよう説得工作が続きました。

決着が付かない中で、油谷副会長に会長就任をお願いするという案が全員から出ましたが油谷副会
長には頑としてOKをいただけません。かなり厳しい口調で絶対に立候補しないと断られ続けました。

ある日、どのような会合で会ったか思い出せませんが府医の会合が終わり二次会に祇園の廣島家に集合
という事になりましたがその席で油谷先生に再度お願いをしました。立入副会長と上原副会長も頭を下
げていただき漸く不承不承出馬を承諾いただく事が出来ました。結果として油谷先生には大変ご無理な

お願いをすることになり今でも本当に申し訳なかったと思っています。ご家族にもご苦労をおかけした
と心よりお詫びを申し上げます。

この後23年振りの府医会長選挙に突入する事になります。選挙戦については府医70年史に詳細が書か
れておりますのでご参照ください。
/ ､

結局何が言いたいのかと言うことですが権力というものに人は惹かれるもののようです。実際に多く
の方が権力を掌握しようとNolを目指します。 「民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられて

きた、民主主義以外の全ての政治体制を除けばだが」とはチャーチルの言葉ですが、多くの方が民主主
義は最高の政治手段と思っておられると思いますが2年前のトランプ政権誕生の時に喧伝されたように
ヒットラーが誕生したのも民主的な選挙ですし、軍事政権と言われるような政権でさえ選挙を強圧的に

実施して権力を掌握しようとします(民主主義とは呼びませんが)｡勿論、正しくない政治、政権は時間
と共に淘汰されていきますがとてつもない時間と労力、犠牲を伴うことも多い物です。医師会活動にお
いては一部で熾烈な権力争いが見られるのも事実ですし私も日医の会長選挙で体験しました。府医でも

現役の地区医師会、府医の役員の先生方もほぼご存じない時代になりましたが嘗ては革新府政を支える
医師会として保険医協会と連携していた時期には激しい権力闘争がありました｡随分過去のことですが、

私たちの信念を貫くためには強い信念と実行力を持って、府、市にも医療政策を訴えつつ府民、市民の
為の医療、社会保障を守らなければなりません。そして継続性のある執行部を維持し強い医師会にして
いくためには執行部の活動が不正なものでなく誰が見ても透明性、公正性のあるものでなければなりま
/ ヘ

せん。何よりもお金に綺麗でなくてはなりません。一部の府県医師会などでの会長選挙の際には時とし
て真実かどうかは他府県の者には伺い知れませんが金銭問題が絡んでいることも灰聞します。私への府
医OBの圧力も権力への執着心があったのかも知れません。府医の伝統はお金に綺麗なことと権力を振
り回さないことです。今もこれからも続いて行くと思いますし、続けていけるような人達にバトンタッ

チしました。信念を貫き権力者に媚びず屈せずやってきたからこそ会長職に未練を持たずに松井会長に

繋ぐことが出来ました。その大きな契機となっているのは私の生き方もありますがA先生達の理不尽な
意向であったことは言うまでもありません。今更言う必要があるのかという方もおられるかも知れませ

ん。ただ、なかなかお話しする機会もないことですし昨年からの続きと言うことで厚かましく書かせて
いただきました。

私の府医役員生活の一つの備忘録として興味のおありの先生方にお話しさせていただくと言うことで
ご容赦いただけましたら幸いです。
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他科専門医会よりの蝿ｼﾘｰズ
子供のほくろは経過観察で大丈夫？
京都第一赤十字病院皮層科永田

誠

テレビや新聞などでメラノーマの特集がある度

素と皮溝や皮丘との関連を診ることが有用です。

に、メラノーマを心配するたくさんの患者さんが

色素が皮層の溝に限局する「皮溝パターン」は良

外来を訪れます。小児科にも子供のぼくろを心配

性の所見で、色素が皮層の丘の部分に及ぶ「皮丘

した親子が来られるのではないでしょうか。ご存

パターン」は悪性の可能性を考える所見です。ア

知かもしれませんが、子供のぼくろと大人のぼく

ルコール綿などでほくろを少し濡らして、ルーペ

ろでは､その取り扱いには色々と違いがあります。

で見ると見やすくなります。ただし慣れが必要な

最も頻度の高い子供のほくろは、色素性母斑で

のと、色素分布には皮溝や皮丘以外のパターンや

す。色素性母斑は先天性と後天性の2つに大別さ

バリエーションがありますので、典型的な「皮溝

れ、臨床的な扱いが先天性と後天性とでは大きく

パターン」以外は、慎重に経過観察するか専門医

異なります。定義として、出生時に存在する色素

への紹介が望ましいと思われます。

性母斑は先天性、出生後に出現する色素性母斑は

他方、先天性色素性母斑においては、表1に示

後天性とされています。しかしここで注意したい

したABCD診断基準が必ずしも有効ではありませ

のは、臨床的に先天性として扱うべき色素性母斑

ん｡ABCD診断基準に合致する所見があっても、

が、生下時には気づかれずに、生後数か月してか

先天性であれば悪性黒色腫を積極的には疑わず、

ら気づかれることは珍しくありません。個人的な

経過観察とすることがよくあります。Diameter

臨床経験では、両親が生下時に気づいていなくて

enlargementの基準に関して言えば、先天性色素

も、生後1年以内に気づく色素性母斑には先天性

性母斑では、たとえ直径6mm以上であっても最

として扱うべきものが少なからず含まれます。

大径20cm未満であれば、メラノーマになることは

それではまず後天性色素性母斑の扱いです。表

極めて稀です。巨大型と呼ばれる最大径20cm以

1に後天性色素性母斑においてメラノーマを疑

上の先天性色素性母斑がメラノーマになるリスク

3ABCD診断基準を示します｡ABCD診断基準

が高い、とされています。ただし体の小さい新生

に1つでも当てはまる、もしくは当てはまる可能

児においては、頭部で最大径9cm以上、体幹で最

性がある場合は、専門医への紹介が望ましいと

大径6cm以上が巨大型に相当するといわれていま

思われます。皮層科ではダーモスコピーという

す(宇原久:MonthlyDerma.164, 2010)。手掌や

拡大鏡で色素のパターンを観察し、悪性が疑わ

足底における皮溝や皮丘パターンも、先天性色素

れる場合は生検を行います。ABCD診断基準に

性母斑ではメラノーマとの鑑別に必ずしも有効で

当てはまらない場合でもご両親に、

1年間は大

はありません。先天性色素性母斑では皮丘にも色

きさを定規で測り、最もわかりやすいDiameter

素があることが珍しくないからです。総じて先天

enlargementを見ていただくよう指導していま

性色素性母斑では、巨大型に相当するもの以外は

す。拡大傾向にあれば再診していただきます。ま

経過観察とすることが多いです。

た手掌や足底の後天性色素性母斑については、色
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御へ

ぼくろは爪甲色素線条と呼ばれます。臨床的には、

思春期前発症の爪甲色素線条からメラノーマが

爪の縦方向に走る黒い線としてみられます。爪甲

発症することは極めて稀です。皆無に近いと言う

色素線条は思春期前発症と思春期以後発症の2つ

専門家もいます。それにもかかわらず、乳幼児の

に大別され、臨床的な扱いが大きく異なります。

良性の爪甲色素線条にメラノーマを疑う所見は、

思春期以後に生じる爪甲色素線条は、稀に初期

しばしば認められます。乳児幼児期にみられる爪

のメラノーマのことがあります。表2に、思春期

甲色素線条は、一時的に拡大し爪全体まで拡がる

以後に生じる爪甲色素線条においてメラノーマを

ことがあります｡Hutchinson徴候に類似する、

疑う所見を示します｡

lつでも当てはまる、もし

爪周囲の色素の染み出しを認めることもありま

くは当てはまる可能性がある場合は、専門医への

す。専門医ではダーモスコピーで色素のパターン

紹介が望ましいと思われます。爪周囲の色素の

を詳しく観察し、メラノーマでない根拠を探しま

染み出し(Hutchinson徴候）や爪小皮における色

す。思春期前発症の爪甲色素線条は、基本的に経

素沈着(micro‑Hutchinson徴候)、爪周囲の皮層

過観察を行います。

の色素斑が皮丘優位、爪部色素線条と爪周囲色素

小児のメラノーマは非常に稀であり、ほとんど

斑との色調の強い部分のずれ、などもメラノーマ

の子供のほくろは良性として経過観察で大丈夫、

を疑う所見です(宇原久:MonthlyDerma. 223,

というのが現実です。とは言ってもほくろは直接

2014)｡専門医ではダーモスコピーで色素のパター

目で見える上に、良性であっても初期にはある程

ンを詳しく観察し、悪性が疑われる場合は生検を

度大きくなりますので、両親の不安は大きいもの

行います。ただし、爪の生検は術後に爪の変形が

があります｡また小児のメラノーマは稀とは言え、

残る可能性があることと、早期の爪のメラノーマ

早期治療が重要なのは言うまでもありません。判

は病理診断が難しいため、慎重な経過観察を選択

断に迷われた場合は皮層科専門医へご紹介いただ

することもあります。

ければ幸いです。

表1 ．後天性色素性母斑においてメラノーマを疑

表2．思春期以後に生じる爪甲色素線条において

5ABCD診断基準
/へ､

Asymmetry:形が左右非対称である

メラノーマを疑う所見(宇原久:Monthly
Derma.223,2014‑部改変）

Borderirregularity
境界が不規則で不鮮明な部分がある

先端より基部が太い

Colorvariegation
黒・青・赤・白など多彩な色調や濃淡がある

多彩な色が混在

Diameterenlargement
拡大傾向にあり、直径6mm以上である

色素線条に一致した爪の溝や亀裂

先端より基部の色調が濃い
幅が爪の半分を超える

｜
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■子育て支援委員会
子育て支援委員会活動報告
1 ．

はじめに
委員長長谷川

功

【平成30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)、坂川耕一(坂田医院)、鋤IH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)、 111内英子(II1内医院）

二＝

来年、京都小児科医会が主催する'1本小児科総会フォーラムのシンポジウムの一つを当委員会が担当
することになりました。委員会で議論の末、メインテーマは「子育ての精神保健〜子育てに悩む親と

ともに〜」になりました。子育ては父母ともではあるが、産む、育む性である母親のことをより知って、

父親を含め、小児科医がともに子育ての悩みに寄り添う、そんなコンセプトで現在企画! ' 1です。多数の
ご参加をお待ちしています。

今mlの子育支援リレーエッセイは京都府立こども発達支援センターの平井清先生による「子育て支援
へのお誘い」です。不適応を起こしている子どもさんに寄り添ってあげることや子育てに悩んでいる保

護者さんの悩みを聞いてあげることの大切さを教えて頂きました。これからの小児科￨笈は子育て支援の
視点が不可欠であるとこのエッセイを読んで改めて感じました。ぜひご一読ください。

一
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2．子どものこころと身体懇話会
大前禎毅、有本晃子、平井情､幸道直樹

1）第32回子どものこころと身体懇話会
第32回子どものこころと身体懇話会は「産後うつと子育て支援」というテーマで平成29年10月21

日(土)、京都第二赤十字病院C棟1階多目的室1， 2で行われました。参加者は47人、医師が30人、
医師以外が17人でした。

/へ､

京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座精神医学教室の梁瀬まや先生に「妊娠・出産・育児
期における女性とうつ」というタイトルで、ハシイ産婦人科の藤井治子先生に「当院における妊産
婦精神ケアの取り組み」というタイトルで話して頂きました。
子どもが育つ上で養育者の健康状態、精神状態が大切であることに疑う余地はありませんが、そ
の養育者である母親のことは、健康であって当然と気にかけていないのではないか？女性にとって
妊娠、出産、母親という立場への変化は身体的にも精神的にも極めて大きなイベントであるにも関
わらず、当たり前と軽視してはいないか？ボンディング障害やネグレクトなどに自分はアンテナを
張っているか？等々、気づく機会となりました。目の前の子どもだけでなく、子どもを取り巻く環
境にも気を配る小児科医でありたいと思いました。 （平井清）

教育講演1 ：周産期(妊娠・出産・産褥・育児期)における女性とうつ
京都大学大学院医学研究科脳病態生理学講座精神医学特定病院助教梁瀬まや

妊娠・出産は喜ばしいライフイベントの一つである。しかし、肉体的には内分泌学的変化をはじめと

する短期間の急激な身体変化を招き、心理社会的には「母親」という新しい役割が課されるなど、心身
ハ

ともに適応が迫られる困難さをはらむ。アメリカ精神医学会「精神疾患の分類と診断の手引:DSM‑5」

では、 3−6％の女性が妊娠中または産後数週〜数ヶ月の間に抑うつエピソードを発症し、産後の抑う
つエピソードの50％は、実際には出産前から始まっているとしている(周産期エピソード)｡
うつ病の発症には、心因・社会文化的要因・身体因等、様々な要因が複雑にからまる。妊娠・出産は
その一つであり、若年、低収入、予期せぬ妊娠、性格、ストレス対処能の低さ、妊娠合併症、虐待歴、

なり、不安定となりやすい。症状には、母乳への強いこだわりや、子どもに関する悲観的思考など産後特有
の訴えもみられ、産後の母親のうつ症状は、児への影響を無視できず、ボンディング障害やネグレクトなど

児の不適切な養育環境も懸念される。わが国では、児童虐待件数の増加が近年社会問題となっている。妊
産婦の精神的な脆弱性と児童虐待の関連性が指摘されており、援助希求性といった心理社会的側面、精神
疾患の既往、経済状況・家族関係・援助資源の有無等の影響が複雑に絡み合うことで、母親に孤独感、子
育て負担感､精神症状の発現または悪化､対処能力の低下､衝動的な行動等を生じさせることが知られている。
虐待死により母親が加害者となることや、母親の自死を避けるためには、周産期に母親の精神的な問
題に気づくこと、早期支援が必須である。児童福祉法は、育児困難が予測される「特定妊婦」への支援
41
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物質乱用歴、 うつ病の既往、社会的支援の欠如、などが危険因子として指摘されている。
産後は3か月以内の発症が多く、特に授乳や育児が安定するまでの産後1か月は育児負担や睡眠不足が重
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を位置づけている。エジンバラ産後うつ病質問票(EdinburghPostnatalDepressionScale:EPDS)JP

うつ病に関する2項目質問票(TCI :Two‑questionCase‑findinglnstrument)等を用いたハイリスク群
の抽出、妊娠期から産後までの継続的な支援が望まれよう。

ただし、周産期の治療には、向精神薬の胎児毒性など、ジレンマがつきまとう。児への影響を最小限

にとどめるべく、米国医薬品食品局FDAのPregnancyCategory(FDA‑PC)をはじめとした公的リス
クカテゴリーや、LactMed(アメリカ国立衛生研究所NIHのデータベース)等の参照、M/P比(milk/

plasmaratio、乳汁血漿移行比)JFRID(relativeinfantdose、相対乳児摂取量)を用いた薬剤母乳移行
性の確認、単剤化、混合栄養等、症例ごとのきめ細やかで柔軟な支援が望まれる。また、児の状態に注
意し、飲みの低下や傾眠傾向、不機嫌、体重増加不良など、児に副作用が疑われる際は授乳の一時中断
や小児科医との連携も必要であろう。

早期発見･介入による自死や虐待の予防、治療や社会資源についての適切な情報提供、産科･小児科・
精神科の垣根を超えた多職種連携が望まれる。
'へ、

参考文献：日本周産期メンタルヘルス学会「周産期メンタルヘルスコンセンサスガイド2017」等

教育講演2：当院における妊産婦精神ケアの取り組み
医療法人ハシイ産婦人科藤井治子

周産期医療の歴史を振り返り、周産期死亡・虐待死事例の検討をもとに、妊産婦メンタルヘルスケア
の重要性について述べ、当院での実際の取り組みを紹介する。

周産期のメンタルヘルス研究は、 1980年代にイギリスから始まり我が国では1990年代に精神科領域で

進み始めた。しかし当時は妊産婦死亡率減少に向け体制作りに奔走していた時代で、続く2000年前後の

産科医療界は脳性麻曄や母体死亡による医療訴訟が多く診療改善に明け暮れていた。つまり多くの産科
医にとって、妊産婦メンタルヘルスへの関心は始まったばかりなのである。

いわゆる妊産婦死亡率とは、妊娠分娩関連疾患が原因の死亡のみが抽出されたもので、事故や原因不

明死は数字にのぼってこない。 2005年から10年間における東京23区の「異常死」調査によると、妊娠中
及び産後1年未満の女性が89例含まれており、内8割が「自殺」であることが判明した。これは直接産

科的死亡の約2倍に上り、妊娠分娩期の死因で「自殺」が最も多い事が明らかとなり、周産期メンタル
ヘルスケアの取り組みが急務の課題であることが示された。

周産期の臨床においてうつ病と並び問題となるものにボンディング障害がある。自分の子どもに慈し
みが湧かず、憎しみ・ネグレクト・危害を与えたい衝動を抱く心理状態だ。その発症はしばしばうつ症

状を伴わず、 うつとは原因論が異なる。最近の研究ではボンディング障害こそが、新生児虐待の素因と
考えられるようになってきた。

2015年厚労省によるメンタルヘルス介入が必要な妊産婦調査では、半数近くがメンタルケア専門職の
助言を受けていなかった。これらの妊産婦は比較的若年で周囲から孤立する傾向が強く、児童虐待に関
してよりハイリスクと推察された。精神科との連携は約2割に留まっており、産科・精神科間に十分な
連携が取れていない実状が浮き彫りになった。

このような中で、周産期スタッフはハイリスク妊産婦のスクリーニングと支援へのスキルが求められ
る。特に助産師は、妊婦・産後健診を通じて精神状態の変化や家族関係を把握しやすく、妊娠期から子
42
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育て期まで継続した支援を行うことが可能である。傾聴などの基本的カウンセリング技術を用いること

で不安の軽減を図り予防的介入ができる。両親教室を通じてマタニティブルーや産後うつについて正し
い情報を提供し､患者自らが受診行動をとれるように促す機会をもてる。ハイリスク妊産婦に対しては、

小児科・精神科、地域保健センター及び児童相談所への連携要請を判断する必要がある。今後は、エビ
デンスに基づき周産期メンタルヘルスケアができる助産師の育成が望まれ、スタンダードな教育プラン
の作成が急がれる。

妊産婦メンタルヘルスの問題は、虐待・養育機能低下・愛着形成の障害をもたらし、子どもの成長に
様々な影響を及ぼす。医療者の適切な介入により子どもへの影響を最小限に食い止めることが重要であ
る。虐待予防対策として2016年「特定妊婦」の情報提供が努力義務として明記された。

2017年8月に公表された虐待による児童死亡事例の調査では、0歳児が最も多くその中で0か月児が、
さらには生後0日目の死亡が最多であった。加害者は9割が実母という結果であった。実母が抱える問
題として「予期しない妊娠」「妊婦健診未受診」「若年(10代)妊娠」か？目立った。周産期スタッフは、
侭へ

生まれる前から虐待死をもたらす可能性を逃さず、受診が不十分な妊婦へは積極的対応を行わねばなら
ない。若年妊娠を防ぐため性教育の重要性も改めて感じる。

いかにして情報を収集し職種間で共有するかは重要であり「3つの質問票」が有用である。 「育児支
援チェックリスト」「エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)」「赤ちゃんへの気持ち質問票」の3つで構

成され、背景要因を把握し、うつ病の可能性を推測し、ボンディング障害の手掛かりを得る事ができる。
児童虐待のリスクアセスメント要素も複数含まれる。

当院では2011年から妊産婦メンタルヘルスへの取り組みを開始した。具体的には、妊娠初期中期に面
談を行い、母親教室、育児教室、母乳教室、父親教室、 「親力アップ教室」という乳幼児蘇生セミナー
への参加を促す。36週でバースプランを尋ね、出産直後にバースレビューをとり自己効力感を高める機

会にしている。産後4日目に「3つの質問票」を施行し､高得点者は2週間または1か月健診で再検し、
改善を認めない場合は保健センター及び精神科へ引き継ぐ。退院時ご家族に母乳育児を見守り生活支援
をお願いする手紙を配布する。 「産後スマイルママホッと事業」に参加し、援助者がない褥婦の支援及
び母児分離後の教育入院を積極的に行っている。ベビーマッサージや1歳お誕生会を設け母児の様子に
/

触れる機会としている。
l
l
l
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当院で2016年9月から2017年8月の1年間に取り扱った分娩520件のうち516名(99.2%)に「3つの質問票」
を施行した結果を集計した｡EPDS高得点者は全体の7.4%で、初産婦は経産婦の約5倍に相当した。当
院で妊娠中から背景が気になり抽出していた患者は10.3%であり、その中にEPDS高得点者率が13.4%と
全体より高い傾向であった。分娩転帰で比較すると、高得点者は安産に少なく異常分娩者に多く、経産婦
の集団である予定反復帝王切開の群に最も低い傾向であった。注目点としては、高得点者の8割が妊娠中
ノーチェックであり、ハイリスク妊婦として十分な抽出ができていない点であった。スキル不足も考えね
ばならないがそれだけではない印象であった。他施設での介入を要する妊産婦が約4％であった結果と比

較すると、当院での抽出率は10％に及び十分な関わりを持っていると思えた。ハイリスク者には面談を繰
り返し傾聴し不安を取り除いて分娩期を迎えるよう努力しており、むしろ不安要因を表出してくれた妊婦
に、たとえ精神科既往があっても安定した産褥期を迎えている例が多く見られた。逆に意外な妊婦が高得
点で驚く場合があり、難しいことではあるが心の声を聞き取れる関係作りが最も大切であると感じた。
本来メンタルケアトレーニングを十分に受けていない助産師・看護師が第一線で妊産婦及び乳児の心と
命を守っている現状である。専門スキルを育成する教育システムの充実が望まれ、精神科医、臨床心理
士に気軽に診療支援を受けることができるような敷居の低い協力体制が早急に構築されるよう切望する。
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2)第33回子どものこころと身体懇話会
第33回子どものこころと身体懇話会は「母乳育児支援を考える(母子にやさしい育児支援とは？)」
というテーマで､平成30年3月17日(土)京都第二赤十字病院C棟1階多目的室1，2で行われました。
参加者は28名で行政関係の方もおられました。

京都府助産師会・なこ所産院の東野直美先生には、症例検討「母乳育児支援の関わり方の実際(助
産師訪問の事例から)」というタイトルで、新生児・妊産婦訪問において、母乳育児支援のために
どういう視点からどのような指導、ケアを行っているのか、事例を通して具体的にお話しいただき

ました。また、舞鶴共済病院臨床検査科部長増田淳司先生には、特別講演「母乳育児支援のための
基礎知識(小児科医の立場から)」というタイトルで、母乳育児およびその支援について、小児科医

が押さえておくべきポイントを網羅した内容豊富な御講演をしていただきました。 （有本晃子）

/ ､

講演1 ：母乳育児支援のかかわり方の実際
〜助産師による家庭訪問の事例から〜
出張保健指導専門なこ助産院開業助産師東野直美
【はじめに】

助産師は、母子の健康増進・子育て支援の一環として母乳育児支援を行っており、その活動の場面と

して、病院での保健指導のほかに、母子保健法に基づく新生児・妊産婦訪問や、開業助産師による乳房
ケア．保健相談があります。助産師による家庭訪問では、どのようなことを観察し、どのような指導・
ケアを行っているのか、について新生児訪問の事例を用いながら報告させていただきました。
【事例検討】

正常新生児の訪問は、施設退院後〜生後4か月までの間に行われる。産褥期にある母親と対象児へ保
健指導をする視点としては、大きくわけて4つある。これら4つの項目を、バランスよく整えることが
母乳育児を円滑に進めるために必要なことである。

①母親のセルフケア不足に関する視点…産後の身体機能回復と乳汁分泌促進のための生活ができている
か。休息と活動、食事、排泄、清潔、痙痛、乳房に関するセルフケア。

②児との関係確立に関する視点…母子の相互関係＝アタッチメントとbonding｡
③育児技術．知識レベルに関する視点…母乳は吸畷刺激がなければ分泌されない。適切な吸畷ができて
いるか、回数．抱き方・児の飲み方を観察する。母親は、母乳分泌を維持し、児にとって安全かつ快

適な環境に整えられているのか、そのために必要な社会資源を利用できているのか、知識技術を用い
て行動が出来ているのか、が大切なポイント。

④家族関係再構築についての視点…母親自身のコミュニケーション能力、サポート役となる夫・家族と
の関係性、母親自身と家族の発達課題がクリアできているか。産後のメンタルヘルスや母親自身の自
己肯定感の高さが、養育者としての能力向上につながる。

「疲れたお母さん」「体重増加不良児」の事例では、単に乳房・直接授乳の様子だけみて判断するので
はなく、上述の①〜④について細かく精査し、ケアの方向性をアセスメントする必要がある。乳汁分泌

促進のためには、頻回の授乳●精神的ストレスの軽減とリラックス・乳汁のスムーズな排泄(血液循環
促進)が必要なケアである。
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【まとめ】

母乳育児は、母と子にとって必要なことであるが、母乳育児支援で起こる問題のほとんどは、専門家
と母親と(若しくは専門家同士)のミスコミュニケーションで起こるのではないでしょうか？「おっぱい
が出ない」ことが「完全母乳でなければダメな母」と思ってしまうような指導の仕方では、本末転倒と

なってしまう。安易に「人工乳補足」することは良くないが、母児の生活を見て、人工乳補足を選ぶこ
とも必要で、その場合は母の頑張りを認め労い、思いを傾聴しながら、その母と子にとっての「最良の

母乳育児」を探すような関わり方を目指したい。そのためにもエビデンスの共有や助産師間・多職種間
との連携を大切にしたい。

講演2：母乳育児支援のために基礎知識(小児科医の立場から）
ﾉハ

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院臨床検査科部長増田淳司

【はじめに】外来診療で、母乳育児に関する相談を時々受けるが多種多様な意見があったり極端な指導
を受けているケースもあり対応に困る、一般の小児科開業医にどのようなことができるのか、などの

声がよく聞かれます。厚労省の乳幼児栄養調査によると9割以上のお母さんが赤ちゃんを母乳で育て
たいと考えており、健やか親子21でも母乳育児率の向上が躯われています。欧米の疫学研究では母乳

育児の母子の疾病予防・児の虐待予防のエビデンスが示され、WHO・ユニセフは人工栄養の不必要な

使用は母子の将来の健康破壊に繋がると母乳育児推進を目的に「赤ちゃんにやさしい病院運動(Baby

FriendlyHospitallnitiative)」を展開しています。黎明期の日本の周産期医療を牽引した小児科医、
国立岡山病院院長、故山内逸郎先生は、 「母乳育児は哺乳動物である「ヒト」にとって生物学的当為(ま
さにあるべきこと)」とその著書に記しました。母のメンタルヘルス・児の虐待予防の観点からは、母

乳哺育を通じた豊かなお産・育児体験(attachmentとbonding)が母親の自信・自己肯定感を向上させ、
子どもの成育環境の整備に繋がると考えられています。
ハ

【母乳育児支援に必要な基礎知識】母乳分泌を維持するには短時間の頻回(20分程度まで､8‑10回以上）
の直接哺乳・乳頭刺激によるプロラクチン産生が必要です。授乳時、スキンシップ時に射乳ホルモンで
あるオキシトシンが分泌されるとその抗ストレス効果も発揮され、母の情緒が安定し児へのスキンシッ

プが増えさらにオキシトシン分泌が増大します。この点から自然な(心理的肉体的ストレスの少ない)お
産･育児環境を目指すことが意味を持ちます。いわゆる完全母乳は目標であって目的ではありませんが、
完全母乳への移行は生後lか月を過ぎても十分期待できます。日本の赤ちゃんにやさしい病院のデータ
から9割以上のお母さんは適切な指導を継続することで母乳育児が可能であることが示されています。

母乳が出にくいお母さんに対しても支援(劣等感を持たせず力づける)を粘り強く継続することで、混合
栄養で卒乳まで母乳育児を進めて母子にその恩恵を与えることができます。母乳が与えられないお母さ
ん(体質的に母乳分泌が少ない母、治療上母乳栄養ができない母子)に自分の子育てに自信が持てるよう
に配慮することも必要です。授乳期間中の服薬は人工乳へ切り替えるきっかけになりますが、実際は赤
ちゃんに有害な影響を及ぼす恐れのあるものは抗がん剤・放射性物質・免疫抑制剤などのごく一部で、
市販薬を含めほとんどが影響ありません(参考：妊娠と薬情報センター(国立成育医療研究センター内）

授乳中の薬の影響https://www.ncchd.go.jp/kusuri/lactation/druglist.html)。戦前のお産婆さんが
介助した「自然に待つ」自宅分娩・母乳育児という子育ての流れは、戦後のGHQ指導や住宅事情の悪
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化・核家族化から、 「積極的に医療介入する」病院分娩･人工乳育児という子育ての流れに変わりました。

そして、 2世代が経過して、母乳育児文化の継承が社会の中で一旦途絶え、母乳育児に対する社会的認
識、環境整備がすたれて、医学教育においてもエビデンスに基づく 「母乳学」の講義はまだ少ないのが
実情です。多くの母乳育児支援団体､母乳育児をアピールする病院でもそのケア･取り組みの程度は様々
であることも母乳育児支援を一層わかりにくいものとし、原始時代回帰の極端な自然主義・完全母乳主
義との混同・誤解から母乳育児の推進がなかなか進まない現状もあります。

【母乳育児支援のひとつのかたち】戦前はお産婆さんによる自宅分娩・育児支援が行われ母乳育児を支
えていました。お産婆さんの支援姿勢(自然な、その時を待つお産、そして、それぞれの母子に合わせ

た産後ケア)が母乳育児支援のヒントになると思われます。外来で、新生児期の体重増加不良、生後2
週間での遷延性黄疸、生後lか月での人工乳補足など相談を受ける場合、小児科医は、 「医学知識」だ
けでなく、育児支援の専門家として「保健指導」も求められています。今の子育て世代の悩みには、子

育てに自信が持てない、感情的になって子どもを叱ってしまうといったこと以外に、時に保健指導で専

門家からの一言に傷つきその後のフォローが受けられないままに終わってしまうケースがあります。保

/へ、

健指導は赤ちゃんだけでなくお母さんへの視点も必要で、地域の助産師・保健師による育児支援との連

携は特に重要となります(参考：(公社)京都府助産師会http://kyoto‑midwife.jp/)。

a日本小児科学会「子どもの健康週間」行事
長谷川功、山内英子、有本晃子

今回は「困っています！子どもの頭痛と腹痛」というテーマで、平成29年10月14B(土)にこども
みらい館において開催しました。参加者は87人とほぼ満員で、小学生以上の子の保護者が多かった
ようです。例年と異なり、ふだんから頭痛や腹痛に悩んでいる子ども達本人の参加もめだちました。
一つ目の講演は京都第一日赤新生児科の西村陽先生の「毎朝、吐き気と頭痛で学校にいけない
子どもたちに寄り添う」というお話でした。西村先生は、日本でも数少ない小児の頭痛の専門家で、
私も何度かご講演を拝聴したことはあるのですが、今回は一般の方向けの内容で非常にわかりやす
くお話しして頂けました。西村先生自身が子どもの頃から偏頭痛をもっておられ、しかし、周囲か
らはなかなか正確な診断をしてもらえなかったというお話は興味がありました。某大学病院の高名
な先生を受診したが、 「勉強のしすぎ」という診断に納得がいかなかったそうです。現在では小児
の偏頭痛も十分認知されていますが、まだまだ専門的に関わる小児科医は少ないようです。講演の
後、西村先生への個別相談に並ばれる方が多く、関心の高さがうかがえました。
二つ目の講演は、たけなかキッズクリニックの竹中義人先生の「くり返すお腹の痛みのはなし」
でした。竹中先生は日本小児心身医学会で過敏性腸症候群のガイドラインの作成に関わられており、
今回は、診察や検査では異常がないものの、腹痛をくり返す「機能性胄腸障害」のお話が中心でし
た。その中には過敏性腸症候群が含まれますが、私たちも外来でこのような児に遭遇することが多
く、対応に苦慮することも少なくありません。本疾患は心身相関(腸脳相関)が明確な病気であるこ
とを教えて頂きました。対応法も平易に説明していただき、保護者の方の理解も深まったようです。
(司会担当：長谷川功）
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講演1 ：毎朝、吐き気と頭痛で学校にいけない子どもたちに寄り添う
京都第一赤十字病院新生児科西村

陽

小生がこれまで行なってきた小児頭痛診療をまとめて一般の方々を対象にこのたびお話させていただく機

会を得ることができ、関係各位に心から感謝申し上げる。所属は新生児科であるが、これまで小児神経科医

として、てんかんなどをはじめとする小児神経疾患の診療・教育・研究に従事してきた。優れたワクチンの

開発など、小児医学・医療の進歩とともに、感染症をはじめとする小児疾患が激減し、少子高齢化の現在、
少ない子どもたちの生活の質を少しでも向上させるための小児医学・医療の方向性へのパラダイムシフトが

まさに起きようとしている。この中で、今まで真剣に取り組まれてこなかった小児頭痛医学・医療といった

新たな分野の診療・教育・研究に取り組むべく、「頭痛診療に関心をもつ小児科医の集い」が約2年前に立
ち上げられ、小生も世話人として参画した。本年11月に大阪で開催予定の日本頭痛学会では小児の頭痛の予
仰、

防療法に関するシンポジウムを企画しており、また、来年5〜6月に千葉で開催予定の日本小児神経学会では、
頭痛診療の基本的な知識に関する実践教育セミナーという医師対象セミナーを企画している。このように、

わが国の小児頭痛診療の裾野を広げ、「慢性連日性頭痛」で困っている子どもたちを救うため、頑張って参
りたい、と考えている。本日の講演では、思春期の頭痛の特徴とガイドラインに即した診断方法と、エビデ
ンスに基づいた頓服による急性期治療と、各種予防薬による慢性期治療に分けて解説し、今後登場してくる

であろう新しい治療法も簡単に紹介し、決して頭痛は心因性だけではないということをあわせて強調したい。

講演2： くり返すお腹の痛みのはなし
たけなかキッズクリニック理事長竹中義人

お腹の痛み、一口に腹痛といってもそこには様々な病気が潜んでいる可能性があります。大部分が一

時的で取るに足らない腹痛ですが、見逃すと命にかかわる、外科的手術が必要になる病気までさまざま
'へ、

ｂｒｌ︲ｒｌＩＦＩｊｑⅡ！■Ⅱ■ⅡⅡＩ

です。時間的視点からは急性腹痛と1〜2か月以上くり返す慢性腹痛に分類されます、急性腹痛を訴え
る病気には、軽い冑腸炎から急性虫垂炎(いわゆる盲腸)、重篤な腹膜炎まであり、単に胄腸の病気だけ
でなく、まれにてんかん発作の一種であったり、心臓病のこともあり注意が必要です。今回は1〜2か

月以上くり返す慢性の腹痛を主に取り上げて説明します。 ￨曼性腹痛の子どもにも様々な病気が潜んでお
り、潰瘍性大腸炎やクローン病、消化性潰瘍などがありこれらは器質性疾患といわれます。一方、診察
や検査では異常がないものの、腹痛をくり返す子どもは機能性疾患といわれています。

また、腹痛は一般に腹痛症状だけでなく下痢や便秘を伴う場合も多く、これらは機能性胄腸障害と定義の
中に入っています。機能性胄腸障害は国際的にローマ診断が定義され、その代表的なものには機能性腹痛(い
わゆる反復性腹痛)、機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群があります。今回は、最もよく研究されている

過敏性腸症候群を中心に説明します。過敏性腸症候群は、腹痛を繰り返し、排便によっても腹痛があまり改
善せず､便秘から下痢まで様々な便の変化がみられ､一般的な検査では異常を認めません。現在､心身相関(腸
脳相関)が明確な病気といわれています。心身相関は、脳に心理・社会的ストレス(子どもでは学校の勉強や
家族・仲間との人間関係)が加わると胄腸症状が悪化する。逆に胄腸症状がストレスとなって、脳内で不安が
増強し、そのストレスでさらに胄腸症状強くなるという悪循環になるような脳と腸が互いに関連しあうことを
示します。このような病気に対する食事療法や生活の仕方、内服薬、精神的な治療も含めてご紹介します。
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4こどもみらい館「すくすく教室」
山内英子
平成29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。31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。

29年度開催状況
回

月

日

内容

/ ､

講師

京都民医連中央病院小児科医

第1回

9月27日(水）

乳幼児の病気について

第2回

10月4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8回

10月11日(水）

乳幼児の事故の予防について

京あんしん子ども館センター長澤田淳先生

第4回

10月18日(水）

乳幼児の心の発達について

第5回

10月25日(水）

乳幼児の歯の健康について

第6回

11月1日(水）

子育て座談会

淵田加那子先生

京都市児童福祉センター・発達相談所
所長宮野前由利先生

保健福祉局健康長寿企画課
歯科衛生士小澤陽子氏
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1回「乳幼児の病気について」と、第4回「乳
幼児の心の発達について」の2回です。
/ ､
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子育て支援リレーエッセイ(第5回）
子育て支援へのお誘い
京都府立こども発達支援センター平井

清

京都府立こども発達支援センターで働き出して、もうすぐ15年。開設当時から働いているのでまるま
るセンターの歴史でもあります。今でこそ言えますが、働き始めた頃は療育のなんたるかもわからず、

また、発達障害すらもよくわからずといった有様でした。他の療育施設の先生方に教えてもらったり、

学会で取り上げられる機会も随分増えて勉強を重ねることができたりで、少しは様になるようになって

きました。京都小児科医会の子育て支援委員会にも入れて頂いたおかげで、療育や発達障害だけでなく

関連する子育ての問題、福祉や教育の問題にも広く触れることができ、小児科医会のための活動をでき
ているかは疑問ですが、自分のためには大いに役に立っています。
〆 ､

このセンターで働き始めて子どもさんと長くつきあうようになりました。子どもさんの発達、育ちを

実感できることは小児科医として何よりの楽しみです｡久しぶりに受診されるような子どもさんの時は、

受診の理由にもよりますが、どんな様子になっているのだろうとわくわくする時もあります。そんな楽
しみに同感と思われる方､発達障害の診療をしてみませんか？一緒に働いてみませんか？おすすめです。

先日、ある勉強会で講師の先生が、車椅子に乗った子どもさんが段差の前で立ち止まっている絵を示
しながら、 「どこに障害があるのでしょう」と問いかけておられました。歩けないことが障害の原因と
いうのは医学の見方です。車椅子が段差も上れるようになっていればとか段差がスロープになっていれ
ばという見方をすると社会の側に障害を引き起こしている原因があることになります。

発達障害についても同じように考えることができます。ここ数年、発達障害の認知が進んだおかげも

あって、特性としてはそれ程重くはない発達障害の方の受診が増えてきたのですが、特性はそれ程強く
はないのに不適応を起こしているわけですから、受け入れる社会の側の問題もあるように思います。家

庭、保育所、幼稚園、学校、地域社会等の対応力があれば特性のそれ程重くない方は随分生きやすくな
ると思われます。現状ではまだまだそうはなっておらず、多くの発達障害の方が医療に助けを求めに来
'へ、

られており、確かに医療も対応力を上げる必要があるのですが、このまま医療が全ての受けⅡになって
しまっても対応しきれません｡教育や福祉をはじめ生活の中で受け皿を拡げることが大事だと思います。

何年か前に総理が､｢強い日本をつくるために経済の成長を」と声高らかに言っておられた時期がありました。
｢経済の前にそれを支える人を育てることが一番大事では」と私は少し反感を感じたものですが(その頃仕事が

忙しくて少し頭に血が上っていたのかもしれません)、最近は人づくりも柱になったので反感は減りました。話
はそれましたが、どうやって子どもさんを育てていくかは大きな問題だと感じています。何しろ未来の日本を
託す大切な人です。なかでも発達障害の子どもさんには丁寧な対応が必要です。みんなの中にいれば自然と
覚えて育っていくという子どもさんばかりではないのだと､この仕事を始めて気づきました。環境調整をしたり、
丁寧にコミュニケーションをとったり､そういう状況でちゃんと学べているかを確認したり…今こそ､家庭､学校、
地域社会、福祉も医療も総出で子育てを考える時期ではないかと思っています。虐待、貧困、いじめ、ひきこ

もり等々、もちろん他にも問題はありますが、発達障害はそれらとも結構かぶっています。ワクチンが普及し
て重い病気が減った今、小児科医が舵を取るのは子育て支援ではないかと私は思っているのですがどうでしょ

う。発達障害に対して医療は何もできない？そんなことはありません。不適応を起こしている子どもさんに寄
り添ってあげることや子育てに悩んでいる保護者さんの悩みを聞いてあげることも大切です。最近は発達障害
に使える薬も出てきました。これからも出てくるでしょう。どうですか？少し気になってきましたか？
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■感染症砺究会
201ﾌ年度京都小児科医会感染症研究会活動報告

伊藤陽里（世話人会事務局）
本研究会は2006年より春と秋の2回、一般演題と特別講演の構成で開催しています。今年度も会員の

先生方を中心に第24回、第25回ともに多数のご参加を頂き活発な研究会となりました。世話人の先生方
の多大なるご協力で、一般演題も多数口演され、何れも興味深い話題を提供して頂きました。

第24回ではミニレクチャーとしてあおき小児科院長の青木才一志先生に、特別講演では東京都立小児

総合医療センター感染症科の堀越裕歩先生にご講演頂きました。青木才一志先生には奈良県でのロタウ
イルス冑腸炎に関する疫学調査の結果を基に、現行のロタウイルスワクチンのインパクトについてご講

/…、

演頂きました。ワクチン接種児はロタウイルス冑腸炎を発症しても嘔吐下痢回数や家族内感染が少ない
ということ、逆に未接種の年長児では重症例が多いという結果をご提示されました。地域によって遺伝

子型に差異を認めていることは今後評価すべき問題ではあるが、現行のワクチンが相対的に良く効いて

おり早期定期化が望ましい、という力強いメッセージを頂きました。堀越裕歩先生には東京都立総合医

療センターで取り組まれている抗生剤適正使用への効果的な取り組みをご紹介頂きました。薬剤耐性対

策アクションプランが策定され、国を挙げて薬剤耐性への取り組みが行われている現在、東京都立総合

医療センターでは感染症科医師が厳格に抗生剤使用管理を行っておられます｡採用薬を必要最小限とし、
電子カルテによる処方制限や治療の標準化、感染症診療の教育活動を積極的に行われた結果、抗生剤全
体の使用量は半減し、特に第3世代セフェム薬の院内使用は95％減少、カルバペネム薬の使用量は全国

平均の1/10と非常に少なくなったにも関わらず、感染症関連死亡率はむしろ40％減だった、という興
味深い資料を提示して頂きました。

抗生剤を賢く使用することで未来の子供たちへの治療薬を確保し

よう という先生のお言葉は日常診療への警鐘として強く心に響きました。

第25回は千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野准教授の石和田稔彦先生に、現在本邦で導入
されている多種類のワクチンの接種状況とその効果について丁寧に解説して頂きました。麻疹ワクチン

2回接種が開始されてから麻疹患者は著明に減少したが､2期の接種率はやや低く検証が必要である事、
風疹ワクチン未接種妊婦からの先天性風疹症候群の児には1歳になって難聴が確認された例もあり、臨
床経過に十分な配慮が必要である事、Hibワクチン導入後Hib感染者は激減し、現在は無莱膜型のみ

存在している事、ロタワクチンの効果は良好で腸重積症は増加していない事など、非常に豊富な情報を
わかりやすく説明して頂き大変勉強になりました。フロアからも多くの質問があり熱心な意見交換で盛
り上がりました。

次回10月6日(土)は国立病院機構三重病院副院長、菅秀先生に「日本の百日咳を考える〜ワクチン
の果たした役割とこれからの接種戦略〜」というタイトルで特別講演をお願いしております。またミニ
レクチャーとして外房こどもクリニック院長、黒木春郎先生に「ロタウイルス冑腸炎の動向と予防」の

ご講演をお願いしております。会員の先生方のご参加をお待ち申し上げます。
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第24回京都小児感染症研究会(平成29年11月4日京都ホテルオークラ）
【一般演題】

（座長京都山城総合医療センター小児科副部長加納原）

①可逆性脳梁膨大部病変を呈したムンプスウイルス性脳症の1女児例

石鎚会田辺中央病院小児科松尾憲典、伊藤育世、上原久輝、高岡正明、辻桂嗣

、

近江園善一

②ファロー四徴症術後に感染性心内膜炎を発症した1例

三菱京都病院小児科野崎浩二、鶴見文俊、長田加寿子、本田耕介、北村直行
心臓内科横松孝史、北條瞬、中妻賢志
内科(ICT)堀田剛

京都大学医学部付属病院小児科馬場志郎、松田浩一
天満小児科医院天満真二

/へ、

【ミニレクチャー】
（座長京都山城総合医療センター小児科副部長加納原）
開業医におけるロタワクチンの有効性評価と遺伝子型について
一青会あおき小児科院長青木才一志

【特別講演】

（座長独立行政法人国立病院機構京都医療センター浅井康一）

賢い小児感染症診療〜今、行動を起こさなければ、明日の治療はない〜
東京都立小児総合医療センター感染症科医長堀越裕歩

第25回京都小児科医会感染症研究会(平成30年5月19日TKP京都四条烏丸カンファレンスセンター）
【一般演題】
（座長京都第一赤十字病院新生児科副部長木下大介）
①軽微な髄膜炎と眼症状のみを呈したエンテロウイルスD68感染症の一例
京都山城総合医療センター小児科加納原、正木綾香、和泉守篤、内藤岳史
②生後3か月の髄膜炎菌性髄膜炎女児の1例
宇治徳洲会病院小児科篠塚 得 演岡健城、今宿晋作、重松陽介、牧野茂、粟國仁志
い

■一

、

③骨髄移植後の閉塞性細気管支炎に非結核性抗酸菌感染症を合併した1例
京都府立医科大学小児科松浦周、末松正也、大曽根眞也、今村俊彦、家原知子、細井創
④昨年度当院に入院したRSウイルス感染症症例の検討

京都中部総合医療センター小児科伊藤陽里、松村うっき、三野耕平、田中誠治、

'風

末松正也、森田高史

【特別講演】

（座長医療法人社団石鎚会田辺中央病院小児科部長近江園善一）

ワクチン普及により変化する感染症と今後の課題基礎疾患を有する小児への対応も含めて−
千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野准教授石和田稔彦
【今後の予定】

①第26回京都小児科医会感染症研究会

平成30年10月6日(土）京都ホテルオークラ

16時30分〜18時40分
｜

．一般演題2題(予定）

◎ミニレクチャー「ロタウイルス冑腸炎の動向と予防」

外房こどもクリニック院長黒木春郎

◎特別講演「日本の百日咳を考える〜ワクチンの果たした役割とこれからの接種戦略〜」
国立病院機構三重病院副院長菅

秀

②第27回京都小児科医会感染症研究会
平成31年5月18日(土）
◎詳細未定
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■テニス同好会
平成29年度テニス大会の報告
卉川小児科￨ﾉ1科医院吉田

昭

今年度は29年6月17日に7名の参加で、練習会と懇親会を行いました。また、 30年4月71=1に5名の参
加でテニス大会と懇親会を行いました、場所はともに山科区の御陵テニスクラブです。
当'1は、小雨まじりであいにくの天候でしたが、怪我もなく無事に終えることが出来ました。
当｢lのスコアは以下の通りです。

３０

４４

清椎先生・吉l ll
舘石先生・吉ⅡI

へ

舘石先生・幸道先生
幸道先生・高屋先生

吉H1 ・高屋先生

4

1

舘石先生・幸道先生

舘石先生・吉l11

4−3

幸道先生・高屋先生

優勝は4戦全勝の吉田でした。

参加人数が減少しています。 これまでにラケットを握ったことがある方、興味ある方は、今後の参加
をお願いします。

幹事吉田

ll{{

一
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■旅行同好会
伊豆・箱根旅行

ﾈ両

｜田

古
原々、

子

へ

…

、IZ成29年10jj7〜9日、京都小児科￨疋会の2泊3日の旅行がありました。参加者は、田中芳一、大内能
子、平杉嘉昭・とよ子、福原宏一・京子の6名です。 5名以下ですとかなりの追加料金が発生のため、
へ

テニスでも有名な耳鼻科の平杉ご夫妻に参加をお願いしました。 10jl7日晴れ。午前診を早めに終了し
てタクシーで京郁駅へ。ヤサカ観光の森川さんと13時にイノダで待ち合わせ、旅行中のクーポンをいた

だきました。 13時35分、八条口改札￨1に6名が集合。 13時58分発のひかり470号に乗車。みかん、お菓
子、お茶を配り、楽しくおしゃべりをしているうちに三島となりました。左手の富士山は、雲のため見
えませんでした。 リニアの時代になると、 1 1nlの瞬で富士山を見逃すそうですが。 15時56分、三島下車。
16時15分、伊豆箱根鉄道に乗り換えました。 16時49分、修善寺で下車。タクシーで、 7分ほどの新井旅
館に到着。 1872年創業のIKIの文化財の立派な宿でした。早速、大きな岩に囲まれた総檜造りの「天平風
呂」に入りました。 18時30分より夕食。初秋の会席料理は大変美味でした。 10月811， 6時起床。野天風
呂「木洩れ｢1の湯」にも入りました。その後、大内先生と弘法大師が独鈷(仏具)で桂川の岩を打ち霊湯
を沸き出させたと言う 「とっこの湯」や弘法大師が807年に￨刑基したと伝わる修禅寺などを散策出来ま
した。9時15分､ジャンボタクシーでl lI発｡源頼家の墓などを見学後､10時30分､虹の郷へ行きました。レー

ルllili381mmの愛らしい英￨司製ロムニー鉄道に乗ってみました。気持良かつたです。次に、富士山絶景
ポイントのだるま山高原レストハウスへ行きました。富士lllの頂上は兄えましたが、雲のため全容を見
る事は出来ませんでした。芯雪はまだでした。 ll1中先生によりますと、 1月中旬頃に、全容が見える条
件の日があるそうです。 12時に「佐太郎」と言うそば茶屋で昼食。その後、 「浄蓮の滝」を見学しまし
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た。天城山中随一の名爆で高さ25m滝壺の深さ15mとの事でした。 13時に出発して韮山反射炉へ行き
ました。2015年世界遺産に登録されました。江戸末期、列強諸国に対抗する軍事力強化、海防政策とし

て鉄製大砲を鋳造するために必要とされたのが反射炉。韮山代官江川英龍など藺学に通じた人々の努力
で作られたようです。私は同時に登録された官営八幡製鐵所の溶鉱炉を見ながら育ちましたので興味が

ありました。日本人の意欲や優秀さを感じる事が出来ました。江川邸には、パンの製造のためのパン窯

までありました｡ 16時10分、十国峠を通って、 16時45分、芦ノ湖畔の箱根ホテルに到着しました。箱根
駅伝で有名な所です。 19時より、カリフォルニアワインで乾杯後、フランス料理をいただきました。大

変美味でした。 10月9日晴れ。入浴後、バイキングの朝食をいただきました。芦ノ湖の先に富士山が全

容ではないですが見え感動しました｡9時過ぎにホテルを出発｡9時15分に箱根関所に到着｡ 1619年、江
戸初期に置かれ「入り鉄砲に出女」を取り締まる場所でした。杉並木を通って9時50分、箱根神社に到

着｡757年創建の神社です。大内先生と私はご朱印をいただきました。その後、 10時40分に桃源台に到

着。箱根ロープウェイに乗りました。 11時、大涌谷で降り、散策しました。硫黄の匂いが強烈でした。
紀元前の火山爆発の名残りをとどめる地獄谷の名にふさわしい迫力でした。名物の7年長生きすると言

/へ、

う黒タマゴを皆で食べました｡2015年5月に､大涌谷噴火がありましたが現在は落ち着いているようです。

11時25分に早雲山に到着｡ 11時40分に出発｡ 12時にポーラ美術館へ行きました。モネ、ルノワール、ピ
カソ…などの絵画、ガレ、ドーム兄弟などのガラスエ芸品、化粧道具などたくさんの作品がありました。
13時に箱根ガラスの森美術館へ行きました。中のラ・カンツォーネと言うレストランでイタリアンラン
チをいただきました。 「ヴェネチアン・グラス…二千年の旅展」が開催されていました。クリスタルガ

ラスが好きなのでいつまでもいたい気分でした。 14時25分に出発。長さ400mのつり橋、スカイウォー

クに行きました｡40億円で作られ、富士山が見える場所のようでしたが、雲のため見えませんでした。
16時15分フルーツランドに到着。静岡茶と干しいもを買いました。 16時35分に出発し、三島駅に17時に
到着。ホームで美しい富士山を見る事が出来ました。 17時48分出発のひかり481号に乗車。京都駅に19

時45分に予定通り到着しました。私は、ソウル旅行以後、参加しています。いつも知識が増え、楽しい
思い出の旅となっています。多くの先生の参加を希望致します。

伊一旦︑箱根俳句紀行

手尽しの宿の玄米采の飯

果十二一里包む大きな小芋餅

足湯して秋の声聞く旅の朝

かきあかね列車で巡る遊園地

糖楓色づき︑初むるカナダ村

滝白く落ちて滝壷碧く揺叔

木犀や格式高き代官屋

古かまど燃えて恩ひのたけを枢け

反射炉や熱き維新の垣意気

慕叙かかる十国峠霧流叔

秋曉の霊峰紫衣に威儀正し

武具固め厳しき関所秋日和

あらためばば

改婆木の繁髪とて入念に

賞煙の漂ふ谷間簿の穂

帰路ホーム秋残照の黒き富士

福原宏一
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や

■休診閑話

＆≦薊ざ守

口バートパーカーの数値的評価を越えて

林小児科循環器科林

鐘声

ワインを選ぶ時、 「アメリカ人は値段を見て決

100点法は、個性の異なるワインを序列化するの

める｣、 「日本人は本で調べてから決める｣、 「フラ

ですからマティスやピカソの絵に点数をつけるの

ンス人は、それは面白い、ワインを飲みながら議

と同じく、客観性のない主観に基づくものでしか

論しよう」、 「イタリア人はなんでもうまいじゃな

ありません。尤も、その名声に胡坐をかいていた

いか」という小話があります。

高級ワインをあぶりだしたように、ワイン業界の通

ボルドーは山本博の「ワインの女王｣､ブルゴー

知表の役目を果たしてきたところもあります｡更に、

ニュはロバートパーカー(RP)の「ブルゴーニュ」

RPのカリスマ性を決定づけたのは、 1982年のボル

が私の良い教材でした。特に、ブルゴーニュワイ

ドー赤ワインの先物取引で「世紀のヴィンテージ」

ンは同じ畑の同銘柄であっても玉石混交の生産者

と誰よりも早く誰よりも強く主張して、後に市場の

が数多くいるため、誰が良い生産者かは重要でし

共感を得ていった時に始まります。 「熟成に問題あ

た。独断に過ぎるとして、生産者からも権威とさ

り」と疑問を呈した当時の主だった批評家たちの

れるイギリスの批評家からも異論のあった「ブル

影響力は、これを以って凋落していきました。

ゴーニュ」でしたが、

1人のワイン評論家の見解

と割り切れば、大いに役立つものでした。

今、ボルドーの第一級や有名シャトーのワイン
の価格は信じられないほどに値上がりしていま

RPは、 1947年メリーランド州ボルチモアに生

す。シャンパンがそれほど大きく値動きしていな

まれ、 20歳の時の初めてのパリ旅行でワインに魅

いことから、主因は需要と供給の問題ではありま

せられ、それまでのコーラを飲んでいただけの

せん。 2000年頃から、欧米の投資ファンドがリス

nobodyがワインの帝王と呼ばれるsomebodyと

ク少なく確実に利ざやが出る商品としてボルドー

なるサクセスストーリを体現してきました。 1970

ワインの先物取引に個人投資家を募り、投機性を

年代、アメリカでワイン愛好家という新しい消費

高めていったことに拠ります。ワインに詳しくな

者層が、まだ発展途上でどのワインを買うべきか

い投資家にとっては、PP高得点は投資意欲を駆

の導き手を渇望していた時に、 ワイン評価に100

り立てる良いアイテムとなってきました。

点法を持ち込んだ「ワイン・アドヴォケイト」と

この高値に連動して、ブルゴーニュ、 ローヌ、

いう雑誌を隔月に出版して、絶大な支持を得てき

カリフォルニアなどの一部銘柄のワインが高騰し

ました。とりわけ他の追随を許さなかったのは、

ています。RPの100点法の関与は紛れもない所

一切の広告を拒否し、 ワイン業界のしがらみから

ですが、RPの落ち度と責めるのは筋違い、市場

独立して、消費者の立場から批評してきたこと

がRPを絶対視することに問題があると言わざる

です。 100点法はワイン批評の添え物、便利な簡

を得ません。

略表現のつもりでしたが、 これが一人歩きして、

これから、投機対象となった第一級ボルドーワイ

PP高得点(PP=パーカーポイント）というだけ

ンがいよいよ市場に登場してきます。果たして、ど

でそのワインは飛ぶように売れ、その影響は生産

れだけの消費者がそれを享受できるのでしょうか。

者にまで及び、RP好みの、色が濃く、アルコー

昔、高級ワインは王侯貴族などごく一部の人の飲

ル分が高く、力強く、凝縮感があって果実味のあ

み物でした。グローバル化によって富の偏在と階級

るワインが作られるようにもなっていきました。

化が進み、再び昔のようになっていくのでしょうか。
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■理雲会報毒
第1回理事会（平成29年度第1回）
平成29年5月12日（金）午後2時〜府医会館

出席：竹内、吉岡、藤田、栗山、長谷川、清澤、有井、川勝、林、
木崎、禺、岸田、天満、西小森、藤原、黒田、若園、小谷、

3．府医乳幼児保健委員会吉岡監事

4．府医京都市急病診療所運営委員会松尾理事
開設時からお世話になっていた､田崎師長さんが退職された。

安野、松田、松尾

欠席：東道、山内、秋山、長村、森本

5．府医学校保健委員会林理事
学校医の手引きが完成した。

会長挨拶：藤田会長

6．府医学術生涯教育委員会川勝理事
京都医学会は9月24日で、テーマは救急。

報告事項

1．入会・退会平成29年3月10日以降

'

7．府医医療安全対策委員会黒田理事

（異動）石川依子国立病院機構紫香楽病院
→東近江市立能登川病院

医療安全シンポジウムが4月9日に、池乃めだかの講演会な

小谷裕実（中京西部）花園大学社会福祉学部臨床心理学会
→（伏見）京都教育大学発達障害学科

8．京都府医師会から松田理事、禺理事
6月にBCGの講習会あり。BCG個別接種の手上げは180

どあった。

岩見美香（西陣）聖ヨゼフ医療福祉センター
→（中京西部）医療法人家森クリニック

名あった。

有本晃子（左京）左京保健センター

月まで続く見込み。

エンセバックが無くなり、 日本脳炎ワクチン不足が来年1

第一三共のムンプスワクチンが国家検定に落ちたので、 3

→京都市子ども若者はぐくみ局

か月ワクチン不足となる見込み。

鍋田淑華（山科）山科保健センター

ムンプスの臨床検討を7月1日から行う予定。

→京都市子ども若者はぐくみ局

（退会）石田晟（伏見）いしだ小児科医院閉院のため
吉原明子（山科）愛生会山科病院退職
杉峰啓憲（伏見）医仁会武田総合病院府外転出
納富誠司郎京都大学小児科府外転出
（死亡）平野謙二（左京）平野医院平成29年2月1日ご逝去
平成29年5月12日現在の会員数306名
2．共催・後援の会

①第22回京滋小児外科フォーラム

9．

日本小児科医会から藤田会長
かかりつけ医の診察料を今後どうするか議論あり。＃8000
も今後どうするか議論あり。

10． 日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について
藤田会長

今年は6月に富山であるので、下見に行く予定。
11．保険医協会から有井理事

理事はもう一年有井先生がする予定。

3月10日（金) 18時30分京都ロイヤルホテル＆スパ

「胆道閉鎖症の治療の現況：葛西手術と肝移植」
'へ､

12．子育て支援委員会

東北大学小児外科教授仁尾正記先生

平成29年4月24日 （月） 14時京都府医師会館会議室

一般演題に生後2か月でロタワクチンの直後に発症した

【報告事項】

腸重積の1例報告あり

1．有本晃子先生が委員に就任
2．第3回京都小児在宅医療実技講習会
日時：平成29年3月5日（日） 13時〜16時40分
場所：京都府医療トレーニングセンター（京都府医師会

次年度からは年一回の開催になるとのこと

②第34回京都府小児保健研究会
3月25日（土） 13時〜京都府立医科大学図書館ホール
1．基調講演「わが国における子どもの事故の現状と問
題点」長村理事

2． シンポジウム「京都における子どもの事故防止活動
への多彩な取り組み状況〜社会全体で子どもを事故
から守るために〜」
30〜40人位の参加であった。

③診療内容向上会

4月1日（土） 16時〜19時メルパルク京都

館内）

参加者30人（開業医5人、勤務医13人、その他1人、看
護師11人）

3．第31回子どものこころと身体懇話会（幸道、平井、大
前） （資料1）

日時：平成29年3月11日（土） 15時〜17時30分
場所：京都第二赤十字病院C棟1階多目的会議室1， 2
テーマ：「学齢期の障害児のケア〜支援学校における
医療的ケアの現状と課題〜」

1．解説「保険請求の留意点と最近の審査事情」川勝理事
2．講演1 「子どものうつ病その診断・治療・予防」
長尾こころのクリニック院長長尾圭造先生

8．講演2「アレルゲン免疫療法（アレルギー性鼻炎・

参加者48人、医師24人、教育、訪問看護等の参加者が多
かった

4．平成28年度京都府在宅療養児支援体制検討委員会

気管支喘息）〜治癒を目指すステージへ」

日時：3月27日 （月） 13時30分〜15時30分

藤田保健衛生大学小児科助教犬尾千聡先生

場所：京都ガーデンパレス

96名の参加で盛会であった。保険点数の説明が短かった
との声あった。

協議会の構成メンバーの中からワーキングチームを結成
し、在宅療養児を支援する医療、保健、福祉、教育等の
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像と資格条件」

連携のあり方と具体的施策および連携のコアとなる人材

近畿大学小児科教授竹村司先生（座長木崎理事）

について検討する。

2．次年度新年会について

【協議事項】

平成30年1月27日（土）京都ホテルオークラ

1．平成29年度すぐすぐ教室

後援は田辺三菱？

こどもみらい館では、京都小児科医会との共催により、
病気や事故等のリスクが大きくなる生後6か月未満の乳

3．感染症研究会

児を持つ保護者等を対象に｢こどもみらいすくすぐ教室」

平成29年度開催について

を開催。今年度も、親子の交流を深めるため、 6回連続

11月4日 (jz)MSD共催で場所は京都ホテルオークラで

講座として開催する。

平成30年度からアステラス共催しないと。年一回にするか

2．平成29年度子どもの健康週間

も。懇親会なしでするのも一法。

日時：平成29年10月14日（土）

4．次年度診療内容向上会について

場所：こどもみらい館

平成30年3月31日烏居薬品共催でメルパルク京都を予約

テーマ：検討中

5．共催・後援依頼（資料）

頭痛を第一日赤の西村先生、腹痛を大阪の先生の予定。

①「第40回日本産婦人科医会性教育指導セミナー全国大会」

3．第32回子どものこころと身体懇話会

（後援依頼）

日時：平成29年10月21日 （土）

7月30日（日)9時15分〜京都ホテルオークラ

場所：京都第二日赤会議室

②「第34回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会」

テーマ：検討中

（後援依頼）
7月22日 （土）〜23日（日）

13．

その他

ピァザ淡海滋賀県立県民交流センター

①新専門医制度における研修単位について（資料）

ともに承認
6．

協議事項

その他

①第17回京滋臨床甲状腺懇話会（資料）

1．総会について

6月17日（土） 16時〜メルパルク京都あすか製薬共催

6月3日（土）会場はホテル日航プリンセス
16時

/腱 ､

受付開始

特別講演は新潟大学小児科講師の長崎啓佑先生「先天性
甲状腺機能低下症スクリーニングの過去､現在､未来（仮)」

16時30分総会

②第24回日本SIDS・乳幼児突然死予防学会

議長

（平成30年2月23日（金）〜24日 （土))

平成28年度事業報告、会計報告、会計監査報告
平成29年度事業計画案、予算案
17時10分情報提供マルホ
17時20分特別講演

広報資料の配布依頼（会報発送時に同封したい）

③第51回日本てんかん学会学術集会（資料）
11月5日 （日）病診連携セッション座長について
長村理事に依頼

「アトピー性皮膚炎治療の勘どころ〜ガイドライン2015
を中心に〜」

国立三重病院藤澤隆夫先生（座長山内理事）

④第39回母子保健奨励賞の受賞候補者の推薦について(資料）
有本先生と全先生が候補。京都府医師会から推薦しても
らうよう交渉する。

「新専門医プログラムの導入による新たな小児科専門医
/ ､

第2回理事会（平成29年度第2回）

平成29年7月15日（土）午後6時〜ANAクラウンプラザホテル花梨（中国料理）
出席：竹内、吉岡、藤田、栗山、長谷川、有井、川勝、東道、山内、
黒田、長村、若園、小谷、安野、松田、森本、松尾
欠席：秋山、木崎、禺、岸田、清澤、天満、西小森、林、藤原
会長挨拶：藤田会長

平成28年度事業報告、会計報告、会計監査報告

平成29年度事業計画案、予算案
「アトピー性皮膚炎治療の勘どころ〜ガイドライン2015
を中心に〜」
国立三重病院藤澤隆夫先生（座長山内理事）

報告事項

「新専門医プログラムの導入による新たな小児科専門医

1．入会・退会平成29年5月12日以降

像と資格条件」

（入会）都間佑介京都府立医科大学

近畿大学小児科教授竹村司先生（座長木崎理事）

（異動)千代延友裕(与謝)京都府立医科大学附属北部医療センター
→京都府立医科大学

平成29年7月15日現在の会員数307名
2．共催・後援の会

①総会
6月3日 （土）ホテル日航プリンセス

総会議長幸道先生会計監査吉岡先生
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参加80名

②感染症研究会
5月13日 （土）京都ホテルオークラアステラス共催
特別講演は山辺こどもクリニック板垣勉先生
呼吸器感染症を起こすウィルスについての話

③京都小児感染症セミナー
7月1日（土）メルパルク京都旭化成ファーマ共催

’
1
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「小児科診療におけるAMR(薬剤耐性）対策について」

講演2「産科の立場から」

ハシイ産婦人科副院長藤井治子先生

京都市立病院感染症科清水恒広先生

2．京都小児科医会会報

「小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017改訂のポイント
ー抗菌薬の適正使用と迅速診断法一」

①年間報告：長谷川

川崎医科大学小児科尾内一信先生

②こどものこころと身体懇話会：平井
③こどもの健康週間：坂田

3．府医乳幼児保健委員会吉岡監事

④すぐすぐ教室：山内

6月13日委員会、6月15日に園医委員会答申。

⑤子育て支援リレーエッセイ：鍋田

4．府医京都市急病診療所運営委員会松尾理事
約束処方を貼り付けからハンコに変更。
5．府医学校保健委員会林理事

13．

その他

①会報発行に関するご報告

6．府医学術生涯教育委員会川勝理事

1．広告掲載依頼を積極的に理事の先生方にしていただくこと
2.必要な原稿依頼をすでにしております､8月末日締切。

9月24日京都医学会あり、小児科学会の専門医単位あり。

7．府医医療安全対策委員会黒田理事

医会理事会MLで依頼していますが、担当者は原稿

黒田理事が委員長に就任

執筆をよろしくお願いします。

8．京都府医師会から松田理事
京都府医師会の新執行部体制

3. 10月末日発刊にむけて準備を進める。

総務部：庶務、会計主務＝禺理事

4．原稿料の支給について
総会講演竹村司教授3万円

地域医療部：乳幼児保健対策主務＝松田理事

/へ、

日本小児科医会から藤田会長

②小児科医会旅行の件
10月7日〜9日伊豆・箱根方面

6月10日、 11日と富山で総会フォーラムあった。来年神奈

③京都小児重症患者診療情報システム患者登録用の入力ソ

感染症対策、学校保健対策主務＝松田理事副主務＝禺理事
9．

フトを作成（開発）

川県である。

8月2日説明会の予定

10・ 日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について藤田会長
7月4日会場予定の京都テルサの下見に行った。平成31年6

小児科医会の事業として行う予定。藤田会長出席予定。
④第7回日本小児在宅医療支援研究会（資料）
10月28日（土）ソニックシティビル市民ホール（埼玉県）

月8日、9日にする予定。

11．保険医協会から有井理事

7月30日の総会で弁護士さんによる小児虐待の講演会あり。
協議事項

12．子育て支援委員会

1．京都府小児保健研究会

平成29年6月26日（月） 14時京都府医師会館会議室

日時：平成29年10月1日（日） 13時〜16時

【報告事項】

場所：京都府立医科大学内図書館ホール

テーマ：「保育所・保育園、幼稚園、学校における感染対策」

1．平成29年度子どもの健康週間
場所：こどもみらい館

第一部は福島県立医大の細野教授の講演
第二部はシンポジウム形式で行う予定

テーマ： 「困っています！子どもの頭痛と腹痛」
講演1 「毎朝、吐き気と頭痛で学校に行けない子どもた

開業医の立場から、保育園・幼稚園・学校における感染症
対策について話すシンポジストの推薦依頼はなしとなった。

日時:2017年10月14日 (jz) 14時〜16時30分

御、

ちに寄り添う」

2．共催・後援依頼（資料）

①京都小児科フォーラム2017ジャパンワクチン(共催依頼）

京都第一赤十字病院新生児科西村陽先生
講演2「くり返すおなかの痛みの話」
たけなかキッズクリニック竹中義人先生
ポスター：例年どおり京都造形芸術大学生に依頼

9月30日（土)17時〜19時10分京都ロイヤルホテル＆スパ
「予防接種を含めた、小児科領域におけるリスクマネジ
メント」

司会：長谷川

2．学校における医療的ケア実施体制構築事業
京都市教育委員会が文科省から研究委託を受けた。
支援学校でのマニュアル作りを学校のスタッフと看護師

監事）

②平成29年度京都府予防接種研修会（共催依頼）
京都府医師会、京都市学校医会、京都府、京都市、日本

などで作成予定。

3．新専門医制度における研修単位の申請について
締め切りが開催の3か月前になった。

ワクチン産業協会

10月1日から10月31日の間に開催される場合は、6月30日

平成29年9月28日 （木） 14時30分〜16時30分

までに必着。

京都府医師会館

「未定」新潟大学小児科教授斎藤明彦先生

【協議事項】

1．第32回子どものこころと身体懇話会
日時：2017年10月21日 (ja) 15時〜17時30分
場所：京都第二日赤会議室
テーマ：産後うつと子育て支援
講演1 「精神科の立場から」

京都大学医学部附属病院精神科神経科特定病院助教
梁瀬まや先生

3．

その他

①京都市予防接種健康被害調査委員会委員の推薦依頼
任期:2017年7月1日〜2019年6月30日

吉岡前会長の後任として、藤田会長がする。
②京都府周産期医療協議会オブザーバーの参加依頼
8月に開催予定。澤田淳名誉教授の後任として、長谷
川副会長か藤田会長が参加。
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小児科医会理事･弁護士桑原博道先生（座長藤田会長）
「ロタウィルスワクチン〜有効性と安全性のuptodate〜」
藤田保健衛生大学小児科教授吉川哲史先生(座長竹内
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第S回理事会（平成29年度第S回）
平成29年9月8日（金）午後2時〜府医会館

講演2「日常生活に困る子どもの腹痛の話」

出席：竹内、吉岡、藤田、栗山、長谷川、木崎、禺、岸田、清澤、

天満、林、藤原、有井、川勝、東道、山内、若園、安野、

たけなかキッズクリニック竹中義人先生

松田、森本、松尾

ポスター：図案決定（資料1）

欠席：黒田、長村、西小森、小谷、秋山

司会：長谷川

会長挨拶：藤田会長

2．医療的ケアが必要な児童等への支援方策検討第1回
ワーキング開催

報告事項

京都府在宅療養児支援連携体制検討委員会の下に設けら

1．入会・退会平成29年7月15日以降

れたワーキンググループ

（異動）

日時：平成29年8月2日 （水） 13時30分〜15時30分

（退会）

場所：京都ガーデンパレス

（死亡）瀧本百合子平成29年8月3日ご逝去

座長：宮野前先生

平成29年9月8日現在の会員数306名

このワーキングにおいて医療的ケア児あるいは重症心身

2．共催・後援の会

障害児に対する医療、福祉、教育の連携のあり方、具体

①第34回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会

的な施策等について、検討する。このワーキングでの議

7月22日 （土）〜23日 （日）

/…、

論の内容については、今後京都府が策定する障害児福祉

ピアザ淡海滋賀県立県民交流センター

計画に反映していく予定｡

楠会頭から京都小児科医会の協力に対して謝辞があった。
②第40回日本産婦人科医会性教育指導セミナー全国大会
7月30日（日）京都ホテルオークラ
3．府医乳幼児保健委員会藤田会長
藤田会長が委員長となる。

【協議事項】

1．第32回子どものこころと身体懇話会(平井､幸道､大前）
日時:2017年10月21日（土) 15時〜17時30分
場所：京都第二赤十字病院C棟1階多目的室1， 2
テーマ：産後うつと子育て支援

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

講演l 「産後・授乳期における女性とうつ」

京都大学医学部附属病院精神科神経科特定病院

9月20日第一回の予定。

助教梁瀬まや先生

6．府医学術生涯教育委員会川勝理事

講演2「当院における妊産婦精神ケアの取り組み」

9月24日京都医学会あり。

ハシイ産婦人科副院長藤井治子先生

7．府医医療安全対策委員会黒田理事

日本小児科学会新専門医制度の小児科領域単位認定：

8．京都府医師会から松田理事

各講演につき1単位

BCG接種の広域化には問題点あり協議中。
9．

日本小児科医会から藤田会長
9月10日に理事会あり。藤田会長出席予定。

10．

日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について
藤田会長

13．

その他

①会報発行に関するご報告
10月末発刊予定

②小児科医会旅行の件

8月9日に第1回プログラム委員会を開催栗山副会長(資料）
次回は10月10日にする予定。
11．保険医協会から有井理事

総会が7月30日にあり、 140名の参加。講演会では安保弁護
士さんによる講演あった。

10月7日〜9日伊豆・箱根方面

③第40回日本産婦人科医会性教育指導セミナー全国大会
（抄録集回覧）
協議事項

1．新年会について
12．子育て支援委員会

平成29年度第3回（第104回）子育て支援委員会
8月26日 （土） 18時Obase

出席：有井、有本、幸道、坂田、平井、鍋田、三沢、山内、
長谷川

平成30年3月31日 （土）メルパルク京都
3．共催・後援依頼（資料）

①京都府小児保健研究会（後援依頼）

欠席：大前

日時：平成29年10月1日（日) 13時〜16時

【報告事項】

場所：京都府立医科大学内図書館ホール

1．平成29年度子どもの健康週間（山内）

基調講演「保育所における感染対策ガイドラインの改定

日時：2017年10月14日 (zt) 14時〜16時30分
場所：こどもみらい館
テーマ：困っています！子どもの頭痛と腹痛

講演1 「毎朝、吐き気と頭痛で学校に行けない子どもた
ちに寄り添う」

京都第一赤十字病院小児科西村陽先生
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平成30年1月27日（土）京都ホテルオークラ
2．診療内容向上会について

のポイント」

福島県立医大細矢光亮教授
シンポジウム｛保育保健の充実を目指して｝

②第10回こどもの皮膚病カンファレンス（共催依頼）
主催マルホ株式会社
10月12日（木) 18時50分〜20時30分京都ホテルオークラ

/…、

I
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「アトピー性皮膚炎のオールラウンド治療」

済生会横浜市東病院小児肝臓消化器科

東京女子医大皮膚科講師出来尾格先生

副部長十河剛先生

「乳児血管腫における薬物療法」

そごう

4．

その他

①第34回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会について

自治医大とちぎ子ども医療センター小児科

（資料）

教授森本哲先生

11月11日 （土）琵琶湖ホテル

③京都小児科医会学術講演会（共催依頼）

出席者と報告紹介したい事項。

11月18日（土) 17時〜18時30分キャンパスプラザ京都

②第13回日本小児科医会生涯研修セミナー

「経口補水療法〜診療の実際と小児急性胄腸炎診療ガイ

10月8日仙台

ドライン作成の経緯」

第4回理事会（平成29年度第4回）
平成29年11月10日（金）午後2時〜府医会館

/へ、

⑤第24回京都小児科医会感染症研究会

出席：竹内、吉岡、藤田、栗山、長谷川、有井、禺、川勝、
岸田、清澤、天満、東道、林、松尾、松田、森本、若園
欠席：秋山、長村、木崎、黒田、小谷、西小森、藤原、安野、

11月4日（土）京都ホテルオークラ
ー般演題2題

ミニレクチャー「開業医におけるロタワクチンの有用性

山内

評価と遺伝子型について」

会長挨拶：藤田会長

医療法人一青会あおき小児科院長青木才一志先生
特別講演「賢い小児感染症診療〜今、行動を起こさな

報告事項

ければ、明日の治療はない〜」

1．入会・退会平成29年9月8日以降

→京都府立医科大学小児科

３４５

（入会）田中慎一郎（宇治久世）たなか医院開業
（異動）戸澤雄紀（綾部）綾部市立病院

運動器健診の問題点を検討中
6

７８

設が完成するのでその話題をする。

府医医療安全対策委員会黒田理事
京都府医師会から松田理事

②京都小児科フオーラム2017
9月30日（土）京都ロイヤルホテル＆スパ

創立70周年記念式典において京都小児科医会が事業功労表

特別講演1 「予防接種を含めた、小児科領域におけるリ

彰（団体の部）に表彰された。

スクマネジメント」

９蛆

仰I

府医学術生涯教育委員会川勝理事

来年も開催は9月の最終日曜と決定。府立医大の放射線施

2．共催・後援の会

①平成29年度京都府予防接種研修会
9月28日（木）京都府医師会館

府医京都市急病診療所運営委員会松尾理事
府医学校保健委員会林理事

（退会）万井重子（左京）万井医院高齢のため
あつこ

（死亡）山脇純子平成29年9月22日ご逝去
平成29年11月10日現在の会員数305名

東京都小児総合医療センター感染症科医長堀越裕歩先生
府医乳幼児保健委員会藤田会長

日本小児科医会から藤田会長

弁護士桑原法律事務所所長日本小児科学会

日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について

顧問弁護士桑原博道

藤田会長

I

特別講演2「ロタウィルスワクチン〜有効性と安全性の

10月11日に第2回プログラム委員会を開催（資料）

uptodate〜」
藤田保健衛生大学医学部小児科学講座教授

栗山副会長

吉川哲史先生

③京都府小児保健研究会

10月1日（日） 京都府立医科大学内図書館ホール
基調講演「保育所における感染対策ガイドラインの改定
のポイント」

ll

宿泊場所は日本旅行に確保してもらった。次回プロブラム
委員会は12月にする予定。
保険医協会から有井理事

｜

12．子育て支援委員会

平成29年10月23日 （月） 14時京都府医師会館会議室

福島県立医大細矢光亮教授

【報告事項】

シンポジウム｛保育保健の充実を目指して｝

1．平成29年度子どもの健康週間（山内、長谷川、有本）

④第10回こどもの皮膚病カンファレンス
10月12日（木）京都ホテルオークラ

日時:2017年10月14日 （土) 14時〜16時30分
場所：こどもみらい館

特別講演1 「こんなときどうする？こどもの皮膚腫瘍」

テーマ：困っています！子どもの頭痛と腹痛

京都府立医科大学大学院医学研究科皮層科学講師

講演1「毎朝、吐き気と頭痛で学校に行けない子どもた

浅井純先生

ちに寄り添う」

特別講演2「乳児血管腫における薬物療法」

京都第一赤十字病院小児科西村陽先生

自治医大とちぎ子ども医療センター小児科教授

講演2「くり返すおなかの痛みの話」

森本哲先生

たけなかキッズクリニック竹中義人先生

演者都合により特別講演1が変更になった。

参加者：87人
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特別講演2「予防接種とリスクマネジメント〜ワクチンの

小学生以上の子の親が多く、保育ルームの利用はいつ

不足問題も考慮して〜」

もよりずっと少なかった。

彩の国予防接種推進協議会会長峯小児科医院

講演の後、西村先生への相談が多く、関心の高さがう

院長峯眞人先生

かがえた。

2．第32回子どものこころと身体懇話会(平井､幸道､大前）

2．診療内容向上会烏居薬品共催

日時:2017年10月21日（土) 15時〜17時30分

平成30年3月31日 （土） メルパルク京都

場所：京都第二赤十字病院C棟1階多目的室1， 2

保険の話安野理事に依頼

テーマ：産後うつと子育て支援

特別講演1 「未定」

講演1 「産後・授乳期における女性とうつ」

九州大学精神科の吉田敬子先生に依頼する

京都大学医学部附属病院精神科神経科特定病院

特別講演2「未定」

助教梁瀬まや先生

成城ささもと小児科アレルギー科院長笹本明義先生

講演2「当院における妊産婦精神ケアの取り組み」
ハシイ産婦人科副院長藤井治子先生

に依頼予定

3．共催・後援依頼（資料）

参加者：47人（医師30、医師以外17)

①第31回京滋新生児成育研究会（共催依頼）

講演内容は2つとも大変良かった。講演の後の質問、討

日時：平成30年2月3日 （土） 15時〜18時

議の時間をもう少ししっかりとってほしかった。

場所：京都府立医科大学臨床講義棟南臨床講義室

3．医療的ケアが必要な児童等への支援方策検討第3回

〒602‑8566京都市上京区河原町広小路梶井町465

ワーキング開催

【一般演題】15時〜16時05分

京都府在宅療養児支援連携体制検討委員会の下に設けら

【ミニ講演】16時15分〜16時45分

れたワーキンググループ

「支援学校における医療的ケアを要する子どもたちの

日時：平成29年10月4日 （水) 17時〜18時30分

現状〜京都市立北総合支援学校の取組〜」

場所：ルビノ京都堀川

京都市立北総合支援学校校長加藤勉

座長：宮野前先生

同副教頭藤田昌資

【協議事項】

【特別講演】16時45分〜17時45分

1．第33回子どものこころと身体懇話会(平井､幸道､大前）
（資料）

「ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症(LAL‑D)におけ
る早期診断」

日時：平成30年3月17日

神戸市立医療センター中央病院小児科岡藤郁夫

場所：第2日赤会議室

＊会費:500円

テーマ：母乳育児

日医生涯教育講座カリキュラムコード

舞鶴共済病院小児科増田淳司先生
2．

/…、

【ミニ講演】

日本小児科医会総会フォーラムシンポジウム

カリキュラムコード80在宅医療0.5単位

【特別講演】

子育て支援委員会でシンポジウム企画（2時間程度）

カリキュラムコード71流・早産および満期産0.5単位

メインテーマ：「子育ての精神保健（案)」

72成長・発達の障害0.5単位

共催：京滋新生児成育研究会、京都小児科医会、滋賀小
13．

その他

児科医会、アレクシオンファーマ合同会社

①医療的ケア学校見学会

4．会報第61号の収支について禺理事（資料）

11月29日 （水）京都市立北支援学校（資料）

ll時50分〜12時50分学校における昼食時の医療的ケア見学
12時50分〜13時30分挨拶など学校長、長谷川副会長、副教頭
②第34回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会
11月11日（土）琵琶湖ホテル

5．

その他

①Abbvieがシナジスの講演会来年3月頃の土曜日の開催
を予定（後援依頼あり承認）

②京都府立医科大学による、AMED免疫アレルギー疾患等
実用化研究事業「アレルギーマーチを阻止する乳児アト

ピー性皮膚炎早期介入研究」班のPACIStudy(乳児ア
協議事項

トピー性皮膚炎への早期介入による食物アレルギー発症予

1．新年会田辺三菱製薬共催（資料）

防研究）への協力依頼承認も土屋先生に小児科医会のメー

平成30年1月27日 （土）京都ホテルオークラ

特別講演1 「性同一性障害の話題を身原産婦人科の早乙女
先生に依頼する」

リングリストに内容を載せてもらうよう依頼（資料）

③京都府立医科大学がんプロフェッショナル養成センター
府民公開講座の後援依頼承認（資料）

第5回理事会（平成29年度第5回）
平成30年1月12日（金）午後2時〜府医会館

出席：竹内、吉岡、栗山、長谷川、有井、川勝、岸田、清澤、天満、

副会長挨拶：栗山副会長

東道、林、松尾、松田、森本、若園、長村、木崎、黒田、
小谷、西小森、藤原、安野、山内
欠席：藤田、秋山、禺
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報告事項
1．入会・退会平成29年11月10日以降

/…､

’
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今回は乳幼児保健委員会が運営する。

（入会）
（異動）

【協議事項】

（退会）

1．第33回子どものこころと身体懇話会(平井､幸道､大前）

（死亡）武藤操平成29年11月9日ご逝去

（資料④）

木暮美津子平成29年12月1日ご逝去

日時:2018年3月17日（土) 15時〜17時30分

片岡季久平成29年12月18日ご逝去

場所：京都第二赤十字病院C棟1階多目的室1， 2

平成30年1月12日現在の会員数302名

テーマ：母乳育児支援を考える（母子にやさしい育児支
援とは？）

2．共催・後援の会

①京都小児科医会学術講演会（共催）

講演1 「母乳育児支援の関わり方の実際（助産師訪問の
事例から)」

11月18日 （土） 17時〜18時30分キャンパスプラザ京都

「経口補水療法〜診療の実際と小児急性胃腸炎診療ガイ
ドライン作成の経緯」

済生会横浜市東病院小児肝臓消化器科
そごう

なこ助産院（保健指導専門出張開業助産師）東野直美
ひとみ助産院（舞鶴市妊産婦・新生児訪問）永木ひとみ
講演2「母乳育児支援のための基礎知識（小児科医の立
場から)」

副部長十河剛先生

②京都府立医科大学がん生殖医療センター開設記念講演会

舞鶴共済病院臨床検査科部長増田淳司

（後援） （資料①）
12月16日 （土） 14時30分〜17時30分

13.その他

京都烏丸コンベンションホール

/へ、

3．府医乳幼児保健委員会長谷川副会長
小児在宅医療の病診連携の話

4．府医京都市急病診療所運営委員会松尾理事

駐車場が満車になり千本通りに入庫待ちの車たくさん並ぶ。
そこへ北から右折で入る車とのトラブルあり。右折禁止の
掲示を依頼す。

協議事項

1．新年会田辺三菱製薬共催（資料⑤）
平成30年1月27日 （土）京都ホテルオークラ

特別講演1 「小児の性別違和と性の健康」
倖生会身原病院産婦人科早乙女智子先生
特別講演2「予防接種とリスクマネジメント〜ワクチン安
定供給も考慮して」

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
9月30日に開催｡府立医大の放射線科に新しい機械入るので、
その話題。

峯小児科医院理事長彩の国

予防接種推進協議会会長峯眞人先生
2．診療内容向上会鳥居薬品共催（資料⑥）

7．府医医療安全対策委員会黒田理事

平成30年3月31日 （土）メルパルク京都

8．京都府医師会から松田理事

特別講演1

（仮） 「周産期の母と子のメンタルヘルスにつ
いて」

京都市における入所前健診健康診査票の様式変更について
9．

（資料②）

メンタルクリニックあいりす院長吉田敬子先生

日本小児科医会から栗山副会長（資料③）

特別講演2「開業医が実施する舌下免疫療法一アレルギー
診療を変える新しい風一」

第34回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会11月11日
（土）琵琶湖ホテル

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
御へ

栗山副会長

成城ささもと小児科・アレルギー科院長笹本明義先生
3．共催・後援依頼（資料）

①京都RSウィルス感染症学術講演（後援依頼) (資料⑦）

12月5日に第3回プログラム委員会を開催（資料）

日時：平成30年3月10日(i) 15時〜16時

栗山副会長

場所：アランヴェールホテル京都

次回は2月6日に開催予定

11．保険医協会から有井理事

主催：アッヴィ合同会社

特別講演「RSウィルス感染症に対しての取り組み」
横浜市立大学付属市民総合医療センター

12．子育て支援委員会

平成29年12月25日 （月） 14時京都府医師会館会議室
【報告事項】

1．京都市教育委員会による病院医師を対象とした「医療

小児総合医療センター助教清水博之先生

②平成29年度京都府在宅療養児支援フォーラム(共援依頼）
（資料⑧）
日時：平成30年3月24日 (ja) 13時30分〜15時30分

的ケア学校見学会」

場所：ルビノ堀川

1

日時:2017年11月29日（水) 11時50分〜13時30分

主催：京都府

場所：京都市立北総合支援学校

共催：京都府医師会

医師の参加は10名で、看護師や先生など含め20名の参加

後援：京都府小児保健研究会、京都府看護協会、京都府

あり。

2．京都府在宅療養児支援連携体制検討委員会
日時：平成29年11月6日 （月） 15時〜17時
場所：ルビノ京都堀川
3．第4回京都小児在宅医療実技講習会

訪問看護ステーション協議会

③第36回京都府小児保健研究会（後援依頼） （資料⑨）
日時：平成30年3月4日 （日） 13時〜16時
場所：京都府立医科大学図書館ホール
主催：京都府小児保健研究会

日時:2018年3月3日（土) 14時〜17時

後援：京都府医師会

場所：京都府医師会館

基調講演「児童虐待の支援の方向一児童福祉法改正を踏

対象：小児在宅医療に興味のある医師と多職種

まえて−」
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テーマ：ワクチン不安から考える子宮頸がんワクチン問題

都大路法律事務所弁護士安保千秋先生

（仮）

④京都府がん拠点病院公開シンポジウム（後援依頼）
（資料⑩）

4．

その他

日時：平成30年3月17日（土) 14時〜16時30分

①第15回内藤壽七郎記念賞候補者推薦（資料⑪）該当者なし

場所：京都烏丸コンベンションホール

②日本小児科医会社会保険全国委員会（2月25日 （日））に
出席する理事の推薦

主催：京都府

⑤村中璃子氏講演会（共催依頼）

（資料⑫）長谷川副会長を推薦する

日時：平成30年4月14日または21日（土）

③日本小児保健協会代議員候補推薦（昨年11月に正会員で

場所：京都医師会館

あることが条件）

共催：京都府産婦人科医会

栗山副会長を推薦する

第6回理事会（平成29年度第e回）
平成30年3月9日（金）午後2時〜府医会館

出席：藤田、竹内、吉岡、栗山、長谷川、有井、秋山、川勝、岸田、

清澤、天満、東道、林、松尾、松田、若園、長村、西小森、
安野、山内

次回は4月25日の予定

11．保険医協会から有井理事

/ 、

3月31日の診療内容向上会に他科の先生へも案内する。

欠席：黒田、森本、小谷、木崎、禺、藤原
会長挨拶：藤田会長

12．子育て支援委員会

平成30年2月26日 （月) 14時京都府医師会館会議室
報告事項

【報告事項】

1．入会・退会平成30年1月12日以降

1．第31回京滋新生児成育研究会

（入会）

日時：平成30年2月3日 （土) 15時〜18時

（異動）

場所：京都府立医科大学臨床講義棟南臨床講義室

（退会）遠藤賢一（乙訓）遠藤小児科医院閉院、病気のため

ミニ講演：「支援学校における医療的ケアを要する子どもた

（死亡）大坪朝雄（伏見）平成30年2月3日ご逝去
平成30年3月9日現在の会員数300名

ちの現状〜京都市立北総合支援学校の取組〜」
京都市立北総合支援学校校長加藤勉

2．共催・後援の会
①新年会

同副教頭藤田昌資

参加者50名（開業医6人）

平成30年1月27日 （土）京都ホテルオークラ

2．第4回京都小児在宅医療実技講習会

特別講演1 「小児の性別違和と性の健康」

日時:2018年3月3日

倖生会身原病院産婦人科早乙女智子先生

場所：京都府医師会館

特別講演2「予防接種とリスクマネジメント〜ワクチン
安定供給も考慮して」

峯小児科医院理事長彩の国
予防接種推進協議会会長峯眞人先生

②京滋新生児成育研究会(子育て支援委員会の議事に再掲）
2月3日 （土）京都府立医科大学

③第36回京都府小児保健研究会
3月4日 （日）京都府立医科大学図書館ホール
基調講演「児童虐待の支援の方向一児童福祉法改正を踏
まえて−」

(jz) 14時〜17時

医師13人、看護師等23人
3．平成29年度京都府在宅療養児支援フォーラム（資料1）
日時：平成30年3月24日（土） 13時30分〜15時30分
場所：ルビノ堀川2階加茂の間
基調講演:｢在宅療養児･者の支援のあり方について(仮)」

講師：社会福祉法人むそう戸枝陽基氏
厚労省科研事業前田班研究協力員・永田町子ども
未来会議メンバー
パネルディスカッション座長：宮野前健

パネリスト ：京都府医師会､訪問看護ステーション協会、

都大路法律事務所弁護士安保千秋先生

京都府障害者支援課

3．府医乳幼児保健委員会藤田会長

【協議事項】

4．府医京都市急病診療所運営委員会松尾理事

1．第33回子どものこころと身体懇話会(平井､幸道､大前）

5．府医学校保健委員会林理事

日時:2018年3月17日 （土) 15時〜17時30分

6．府医学術生涯教育委員会川勝理事

場所：京都第二赤十字病院C棟1階多目的室1， 2

7．府医医療安全対策委員会黒田理事

テーマ：母乳育児支援を考える（母子にやさしい育児支

8．京都府医師会から松田理事
DTワクチン打ち漏れた人にDPTを0.5mlで打つことが

認可された。

9．
10．

の事例から)」

日本小児科医会から藤田会長

公社）京都府助産師会・なこ助産院東野直美

日本小児科医会総会フォーラム開催準備状況について

特別講演「母乳育児支援のための基礎知識（小児科医の

栗山副会長
2月6日に第4回プログラム委員会を開催（資料）
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援とは？）

症例検討「母乳育児支援の関わり方の実際（助産師訪問

立場から)」

舞鶴共済病院臨床検査科部長増田淳司

/…､

’
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演者：ジャーナリスト京都大学医学研究科

日本小児科学会／日本専門医機構専門医（新制度）

非常勤講師村中璃子先生

小児科領域講習1単位

2．

日本小児科医会総会フォーラムシンポジウム案

4．第25回京都小児科医会感染症研究会（資料）

テーマ：子育てに悩む親とともに（仮）

日時：平成30年5月19日（土) 16時30分〜

①周産期の精神保健

会場:TKP四条烏丸カンファレンスセンター

医療法人風のすずらん会メンタルクリニックあいりす院長

一般演題4題（予定）

吉田敬子先生（児童精神科医）

特別講演「ワクチン普及により変化する感染症と今後の課題
一基礎疾患を有する小児への対応も含めて−」

妊娠中の母の心理、精神疾患、産後うつなど

千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野

（他の候補:渡辺医院副院長渡辺久子（児童精神科医)）

准教授石和田稔彦先生

②乳児期の愛着形成

浜松市子どものこころの診療所山崎知克先生
（児童精神科医）

愛着形成の大切さ、困難を抱える母、虐待予防
③親の発達障害

花園大学社会福祉学部臨床心理科橋本和明先生(心理）
子育てが難しい親たち

5．

その他

①京都府いじめ防止対策推進委員会委員の推薦について
（資料）
有井理事を推薦

②平成29年度第1回日本小児科医会近畿ブロック会長。
役員会議

3月10日 （土）ホテルグランヴィア大阪
ハ

13．

その他

平成29年度日本小児科医会社会保険全国委員会2月25日
長谷川副会長

14． テニス同好会3月24日（土）御陵テニスクラブ藤田会長
15．専門医会長と保険医協会との懇談会
5月12日（土）京都府保険医協会会議室
協議事項

1．次年度総会について
6月2日（土）ホテル日航プリンセス
16時

受付開始

16時30分総会
議長

平成29年度事業報告、会計報告、会計監査報告
次期会長選挙

平成30年度事業計画案、予算案
17時10分情報提供マルホ
17時20分特別講演
「アレルギー関連の話」

/

京都府立医科大学小児科土屋邦彦先生
（座長安野理事）

｜

「小児整形外科の話を」

整形外科医会に藤田会長から依頼する（座長林理事）
19時20分意見交換会
会費無料

2．診療内容向上会鳥居薬品共催
I

平成30年3月31日 （土）メルパルク京都

I

解説「保険点数の留意事項と最近の審査事情」安野理事

口

特別講演1 「妊産婦のメンタルヘルスと子どものそだち」
メンタルクリニックあいりす院長吉田敬子先生

特別講演2「開業医が実施する舌下免疫療法一アレルギー
診療を変える新しい風一」
成城ささもと小児科・アレルギー科院長笹本明義先生
3．共催・後援依頼（資料）

①産婦人科・小児科合同研修会（共催）

日時：4月21日 （土） 14時20分〜17時（受付14時〜）
場所：京都医師会館212.213会議室
共催：京都産婦人科医会、富士製薬工業株式会社
後援：京都府医師会、京都市学校医会
特別講演(15時50分〜17時）
「診療科を超えて考える子宮頸がんワクチン問題」
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小児科関連学会
開催日
2018.10.4‑6
2018.10.5‑7
2018.10.6‑7

2018.10.11‑13
2018.10.13‑14
2018.10.20‑21
2018.10.25‑27
2018.10.26‑28
2018.10.27
2018.11.3
2018.11.8‑10
2018.11.10‑11
2018.11.14‑16
2018.11.16‑17
2018.11.19‑21
2018.11.22‑24
2018.11.30‑12.1
2018.11.30‑12.1
2018.11.30‑12.2
2018.12.8‑9
2018.12.8‑9

2018.12.14‑15
2018.12.15‑16
2019.1.11‑12
2019.2.15‑16
2019.2.22‑23
2019.3.17‑19
2019.4.4‑6
2019.4.19‑21
2019.5.9‑11
2019.5.23‑24

2019.5.23‑25
2019.5.31‑6.2
2019.6.7‑8
2019.6.8‑9
2019.6.14‑15
2019.6.14‑16
2019.6.20‑22
2019.6.21‑23
2019.6.27‑29

2019.7.13‑15
2019.7.27‑28
2019.8.31‑9.1
2019.9.30
2019.10.2‑4

2019.10.24‑26
2019.10.25‑26
2019.10.31‑11.2

2019.11.2‑3
2019.11.15‑16
2020.4.10‑12

回

第52回
第45回
第45回
第59回
第23回
第55回
第52回
第28回
第49回
第29回
第60回
第50回
第16回
第38回
第46回
第63回
第16回
第24回
第65回
第20回
第22回
第15回
第120回
第41回
第25回
第25回
第30回
第93回
第122回
第92回
第14回
第56回
第61回
第54回
第30回
第47回
第68回
第66回
第33回
第55回
第55回
第36回
第29回
第47回
第47回
第61回
第39回
第53回
第56回
第52回
第123回

学会・研修会

日本小児内分泌学会学術集会
日本小児栄養消化器肝臓学会・学術集会
日本小児臨床薬理学会
日本児童青年精神医学会総会
日本保育保健学会
日本小児アレルギー学会
日本てんかん学会学術集会

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

開催地

東京都江東区
さいたま市
東京都江東区
東京都文京区
新
潟
市
岡
山
市
横
浜
市
東京都千代田区
鹿児島市
大
阪
市
岐
阜
市
福
岡
市
泉
都
市
和歌山市
横
浜
市
東京都千代田区
東京都大田区
倉
敷
市
大
分
市
千
葉
市
神
戸
市
名古屋市
東 泉 都港区
名古屋市
大
阪
市
岡
山
市
東京都新宿区
名古屋市
金
沢
市
仙
台
市
福
岡
市
久留米市
名古屋市
大
阪
市
泉
都
市
新
潟
市
東京都千代田区
東京都江戸川区
さいたま市
札
幌
市
松
本
市
和歌山市
福
岡
市
東京都千代田区
東京都千代田区
秋
田
市
泉
都
東
神
戸
市
千
葉
県
鹿児島市
F1
神
市
、
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第37回
第10回
第43回

日本小児心身医学会
日本ADHD学会総会
日本小児皮層科学会学術集会

一

一

一

＜2019年開催未公開＞
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編集後 記

昨年も書いたが、毎年この編集後記で災害のことに触れている。今年は大阪北部地震、平成30年7月

豪雨で広島・岡山・愛媛の広範甚大な被害、それと逆走台風のあと19号20号のダブル台風そして超大型

の21号、その直後に震度7の平成30年北海道胆振東部地震。厚真町では初めて見る大規模土砂崩れが起
こった。同時に全道停電となり、これほど広範囲大規模停電も初めてではないだろうか。関空と千歳と
いう二つの空港が同時に閉鎖になることも初めてのことではないか。

7月の長引いた豪雨は先の三県のみならず、京都府も含めて九州・近畿の府県にも大きな被害をもた

らした。これら全ての災害で亡くなられた方々のご冥福を祈り、家屋の流出や倒壊、ライフラインが途
絶えて苦しい生活を余儀なくされた多くの被災者の悲嘆に想いを寄せる。
/凧

今年の夏の暑さは異常極まりない。連日の真夏日で、人は熱中症になり、野菜などの作物も打撃を受
けた。全国の公立小中学校で、エアコンの設置のない市や、まだ十分に普及していないところが多い。
某市で小学生が熱中症で命を落としてから学校のエアコン設置が議論されてきた。熱中症対策を十分し
なければならないと学校現場の教員が思っていても、肝心の教育委員会が動かない。教育委員会は文科
省が言わなければ動けない。業を煮やした（？)政府は全国の公立学校でのエアコン設置に向けて補正予
算を計上すると。大阪北部地震で小学生女児が倒れてきたブロック塀の下敷きになって命を落としたこ

とから、全国でブロック塀の見直しや撤去が始まった。熱中症もブロック塀のことも、犠牲者が出ない
と動けないのは情けない。京都もIH先生らが熱中症対策について声を上げてきたが、今回、ようやく
一歩前進。

災害では、発災後のきめ細やかな多岐にわたる被災地対策が必要なのは勿論であるが、もっと大切な
ことは予防策と危機管理である。被害が予測できなかったのか、防ぐ手段がなかったのか、がどれほど

検討されまた実行されているのか、一般市民には見えてこない。 「想定外」という言葉で片付けられて
いないか、しっかり見極める眼を市民も持たねばならない。
/櫓鬮、

2020年の東京オリンピック・パラリンピック招致が決まってから、ロゴマークや新国立競技場の設計
などの変更というドタバタ劇があり、それに加えて豊洲市場への移転に待ったがかかり、東京都小池知
事も大変だなあ、と思っていたら、それぞれが何となく解決へ。マスコミも騒がなくなった。これにて
一件落着、ならよろしいということらしい。

来年は京都で日本小児科医会総会フォーラムが開催される。

1年後には、これこそ、これにて一件落

着、と京都小児科医会の誰もが思えることを望む。
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