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巻頭言

年頭のご挨拶

~古一
弓乙会1之松|、

となっています。 また部会の枠を超えて、大阪での

開催が18年ぶりとなる第211面旧本小児科医会「子ど

もの心」研修会を開催したのも特筆すべき活動で

す。残念ながら紙面の都合によりほんの一部だけを

紹介しましたが、 これだけ多くの事業や活動をして

いる小児科医会は他になく、各部会や委員会におい

てボランティア精神でご協力いただいている先生方

に改めて御礼を申し上げたいと思います。

さて、令和になって新しい年の医会、対内的には

各部会や委員会活動を一層充実させ、同時に新たな

企画や活動にも期待したいと思います。 また会員と

医会との情報交換や共有方法については、将来に向

けて検討すべき課題だと考えています。これは昨今

の災害発生時の対応、会員の安否情報はもとより各

地域の被災状況や小児医療の提供状況などの情報収

集につながるものでもあります。一方で、対外的に

は成育基本法が成立して1年が経過し、いよいよそ

の中身が問われる年となります。本法が「子ども達

のための法律」となるよう、当医会としても積極的

に関わっていきたいと思います。個々の小児科医が

どんなに素晴らしい考えで診療や活動を行っていて

も、医療界や社会では大きな流れになりにくい状況

であることは否めません。成育基本法はまさに私た

ちの声を反映させることができる法律であり、社会

の目を子ども達に向けさせる法律でもあります。そ

の声を少しでも大きくするために私たちの仲間（会

員）を増やしたいのと同時に、成育基本法の要であ

る日本小児科医会の活動に1人でも多くの会員に参

加していただきたいとも願っています。令和2年も

夢を持って皆さんと一緒に歩みましょう。

改めて、今年が皆さまにとって良き年となります

よう心よりお祈り申し上げますとともに、今後とも

大阪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。

新年、明けましてお

めでとうございます。

本年も当医会活動に

ご理解とご協力を賜り

ますよう、 よろしくお

願い申し上げます。

さて、皆さまにとっ

て令和元年はどのよう

な年であったでしょう

か？残念なことに、昨

一

＃強

牌 押

年も台風や豪雨など災害が多い年となってしまいま

した。特に東日本での被害は甚大で、被災された

方々に心よりお見舞い申し上げます。一方で、昨年

は平成から令和へと元号が変わり、世の中の新しい

時代への期待感を肌で感じることができましたが、

昭和生まれの私たちには別の意味で少し感慨深く感

じるのは歳のせいでしょうか。

昨年も当医会は様々な活動を行ってきました。学

術部会が論文発表をした「1歳児を対象にした食物

除去の実態調査」は、小児アレルギー学会において

臨床研究奨励賞を受賞することができました。プラ

イマリ ・ケア部会では毎年多くの事業を展開してい

ますが、特に昨年は従来の公開講座を「地域密着分

散型公開講座」に発展させ実現することができまし

た。情報・広報部会では、会員用HPを全面改訂す

ると同時にセキュリティーを強化し、会報に学術論

文を掲載するシステムを構築しました。医業経営部

会は、診療報酬改訂に関する検討と提言を行い、 5

月の10連休中の小児科特例加算など診療報酬請求に

ついてISOPで報告をしました。病診連携部会が実

施した「後天性脳損傷を認める学童・生徒の生活実

態と高次脳機能障害に関するアンケート調査」は論

文となり、昨年末の日本小児科学会雑誌に掲載され

ました。総務部会では会員増を目指した取り組みが

功を奏し、都道府県小児科医会では最も多い会員数

へ
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み、遠くなった明治を懐かしむばかりではなく、不

透明な未来への不安が詠みこまれている気がするの

である。先日のNHKスペシャルで戦前、最大の右

派メデイアとも呼ばれた日本新聞のおよそ10年間分

がほぼ完全な形で残されていたことが放映されてい

た。専門家によれば、当時の新聞には非国民や国賊

の言葉が並び始めるようになり、満州事変時の論調

等から次第に自由が奪われ、 5 ･ 15事件、 2･26事

件、 さらに戦争へと向かっていった道筋が見えてく

るという。同じ昭和でも幸いにも私は戦後に生まれ

た。そして明治22年生まれの祖父を通して明治を遠

望した。祖父の頑固さと進取の気性は明治を現して

いるようで子どもの私には明治が「威厳」に充ちた

祖父と同じイメージとして心の中にあった。その頃

の子どもにとって歳の差は経験知と情報量の差であ

る。 しかしITやデジタル時代の今日、歳の差は情

報の差にはなってこない。むしろITに疎い弱者と

して軽んじられもする。現在、若者は「昭和やな

－」とか「昭和を引きずっている」という風に椰楡

するそうである。しかし私の神経回路からすれば私

には昭和が懐かしい。耳に残っているあの頃に聞い

た歌が懐かしい。私の明治へのイメージは司馬遼太

郎さんによっても強化された。 「明治国家は徳川国

家と比較にならぬほどに、権力の重量が重い」 （司

馬遼太郎街道をゆく 10佐渡のみち） と書いている

ように、明治時代、人々に個の意識は少なかっただ

ろう。しかし、社会に普遍的に存在した公の意識の

元で坂の上の雲を見上げることのできた時代だっ

た。司馬遼太郎さんは「坂の上の雲」で明治のさわ

やかで明るく希望に満ちた日本人像を描いている。

その振る舞いから世界の嫌われ者だった大国ロシア

に、 自衛の戦いとしてへとへとになりながらも勝利

した国家として世界中から好意と敬意をもって見ら

れたことを描きだしている。司馬遼太郎さんは夏目

漱石も敬愛していることから明治が好きだったよう

に思える。だから、 「私はつい不覚にも大正時代に

うまれてしまった」 （歴史と視点司馬遼太郎） と

いう文章に出会った時、好きだった明治に生まれた

かったという意味にとらえていたが、エッセイを書

きながら学徒出陣の運命に巡り合わした時代に"生

まれてしまった"という意味だったのだろうと改め

て思い至った。本人にとっては不幸な時代に生まれ

昭和は遠くな＃にIノ ナ＃）

八尾市迫正廣

ドキュメンタリー番組で歴史に翻弄された時代を

生きた外国の老婦人が「人間は生まれた時代から逃

れて生きることはできません」と語っていた。当た

り前の事実だが、経験者の語る言葉だけに重みを持

って心に響いた。生まれた時代と共に生まれた国、

郷土に私たちは無意識のうちに縛られるのである。

だから甲子園で郷土の高校が、 また国際試合で日本

が勝つとうれしいし、 日本を既めるような悪口を言

われるといい気持ちはしない。このような感覚の神

経基盤はちょうど赤ちゃんが生存に適応するために

母語を覚え、英語等の不必要な神経回路が刈りこま

れるのと同じように、個々の生まれたその時代、そ

の地域で、生存に適したように世界をとらえる方向

に神経回路を発達させた結果、それが一種の取り外

し不能の色眼鏡のようなフイルターになって個人の

考え方や感じ方を規定しているということかと思わ

れる。偏った情報や教育（たとえば思想教育や反日

教育）は特定のフイルターを強化することになる。

インターネットの時代、そのような状況がますます

増えてきた。ネットは結びつけるよりも知らないう

ちに人々を分断する方に向かっているようにも思え

る。

元号の変わり目に遭遇して自分の置かれた時代を

改めて見つめる機会を与えられた。元号の下で暮ら

すうちに、元号にくくられた時代も一種の人格を帯

びてくるような気がする。令和初めての新年。昭和

も平成を挟んでひとつ先の時代になった。美しい調

和という意味を持つ令和だがなんだか世界中がざわ

ついている。 「降る雪や明治は遠く なりにけ

り」は中村草田男の有名な俳句であるが、昭和6年

に詠まれている。東京帝国大学の学生で多感な30歳

の時である。年表をたどれば、昭和4年に世界大恐

慌がおこり、 5年には濱口雄幸首相の銃撃事件、そ

して句の詠まれた6年には満州事変が起こってい

る。私がその時代に生きていたわけではないが世の

中の雰囲気が次第に穏やかならぬ方向へ向かってい

る背景の中にこの句を置いてみると、単に大正を挟

'…、

'…、
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生等などが中心メンバーに、神戸大学名誉教授の高

田哲先生や、現神戸大学神経内科の松本理器教授に

もご協力いただきました。約300人の方が展示を見

に来ていただきました。このアート展は、静岡、京

都、横浜に続いて4回目です。今回は、当事者から

の応募に加えて、支援学校などにもお願いして作品

を展示していただきました。来場者は、学会員に加

えて、学校教員や、看護師、福祉関係者の他、チラ

シやテレビのニュースを見て、一般の当事者の方も

多数来られました。作品は「色のち密さ」 「迫力」

があり、訴える思いが力強く、来場者から「感動し

た」という感想が多かったです。私も当事者のこの

ような表現の世界は初体験で、患者支援の新しい形

だという思いを強くしました。 「てんかん」への誤

解はまだまだ強く、色々な形でこのような活動が必

要だと感じています。

合わせたであろうがその経験が私たちへ残してくれ

た膨大な著作につながった。私自身も戦争の後に生

まれたが、戦争がなければ私は存在していない。戦

争を肯定するわけではないが、私ばかりではなく、

世の中のすべての人の存在そのものがその因縁の中

にある。歴史を思えば遥かな気持ちになる。令和と

は何の関係もないが、隣国との関係が悪くなって、

何やら不安な気分である。司馬遼太郎さんは「隣国

との関係はたがいに堂々たる他人であることが結局

真の親善につながるのだが…」と書いている（街道

をゆく 13壱岐・対馬の道)。 「堂々たる他人」とは

国同士に限らず友人・夫婦等人間関係にも当てはま

る言葉かもしれない。今日、模範にしてきた国がポ

ピュリズムでその魅力を失い、手本もなくさまよえ

る時代にいる。そして年々挑発的になる気候変動と

災害もまた未来への不安を強くさせる。

昔を知る者としては、 「○○や昭和は遠くなりに

けり」という気分であるが、年頭随想は明るく結ば

ねばならないだろう。平成に生まれた若者たちがテ

ニス・卓球・ゴルフ・野球・水泳・サッカー・ラグ

ビー・陸上競技等世界で一流に伍して気おくれする

ことなく堂々と活躍しているニュースに日本人とし

てうれしくなる。司馬さんの時とは違い、若者たち

はきっと成熟したいい時代に"生まれ合わせた"ので

あろう。今年は東京オリンピックの年である。昭和

生まれの者として前回の東京オリンピック以上の成

功を祈りたいと思う。

/~、

自尊心、自己肯定感、

2○××年問題もろもろ

堺市北区竹中義人

新年明けましておめでとうございます。今年もよ

ろしくお願い申し上げます。

ところで、数年前から、私は年頭随想の中で

20XX年問題について記載してきました。ホームペ

ージで調べてみますと、 2030年くらいまで2年に一

回程度202X年問題と記述きれており、新年にはあ

まりふさわしくないような内容も多く記載きれてい

ました。例えば、東京五輪後に不動産が暴落するの

ではないかとか、2020年問題は団塊ジュニア世代の

高年齢化によるポスト不足や人件費の高騰問題と

か、2020年を最後にセンター試験が廃止され、記述

問題に重点をおいた受験者の多様な回答を誰が評価

できるのかなど教育界の2020年問題といわれている

ようです。これらを見る限り日本人は、何か新規な

行動やイベントを実行するにしても、すぐ、に暗いこ

とを考える習慣があるのではないか、自信がなく不

安を感じやすい人が多いのではないか、 自尊心や自

己肯定感を持ちにくい民族なのではとも思います。

ところで自尊心や自己肯定感といえば、昨年、 日本

小児科医会主催の子どもの心研修会を大阪で開催ざ

/‘無勵、

｢てんかんをめく、るアート展201q」

に取')組んで

堺市南区永井利三郎

昨年、 10月31日から11月2日までの3日間、神戸

市のポートアイランドにある神戸国際会議場で、近

大脳神経外科学講座の加藤天美教授を会頭に、第53

回日本てんかん学会が開催されました。副会頭は、

阪大脳神経外科の貴島教授と永井でした。私は学会

場の隣の商工会議所で、 「てんかんをめ<､るアート

展2019」を開催しました。これは、 「パープルデー

大阪」の小出先生（小出神経内科)、市総合の岡崎

先生、九鬼先生、井上先生、母子センターの最上先
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せていただく機会をもちましたが、発達障がいや心

身症についてご講演いただいた複数の先生方のご説

明に、子どもたちには自己肯定感や自尊心、 自己効

力感をもたせることが大切と強調されていたことを

思い出します。それ以降、筆者自身は、 自分に自尊

心や自己肯定感があるのだろうか？とぼんやり自問

する機会が増えていました。昨秋、たまたま、某教

育大学大学院で教職員の先生方への講義の機会があ

り、先生方に自尊心や自己肯定感をお持ちですか？

と大胆に質問をしたところ、挙手されたのは3割弱

程度でした。ここで感じたのは教育現場でも医療現

場でも自尊心や自己肯定感をもっている先生のほう

が少ないのではないか、教師でも医師でも師といわ

れる存在で、明確な自尊心や自己肯定感を持たない

方々が、子どもたちの自尊心や自己肯定感を育ませ

ることができるのだろうかと考えました。心理学の

世界では自尊心は、厳密には自己効力感と自己有用

感とに2分され、 自分はやれるのだという自信に繋

がる自己効力感と、他者から自分の存在が有用だと

いう感じられる自己有用感に分類されるそうです。

日頃から自分に自信があり、 自己効力感が十分な方

には、必要はないかもしれませんが、逆に自尊心や

自己効力感のあり過ぎは、根拠のない自信に繋がる

恐れがあるためご注意ください。自尊心をあまり感

じられない方は、他者から自分の存在が有用だとい

う経験の蓄積が大切だと思います。具体的には患者

さんから先生のお陰で救われた、先生が必要だとい

われる経験の積み重ねが大切で、それが自尊心をも

つことに繋がるのだと思います。今年も先生のお陰

でこんなに元気になりましたとか、早く診断しても

らってよかったなど患者さんの言葉に励まされて、

自己効力感を感じ、 自尊心を高められる1年になれ

ばと考えています。

ら安堵しています」と述べられた。新天皇は、即位

後朝見の儀で、 「国民に寄り添いながら、憲法にの

っとり、 日本国及び日本国民統合の象徴としての責

務を果たすことを誓い、国民の幸せと国の一層の発

展、そして世界の平和を切に希望します」と宣託さ

れた。平成の御代は、不況に喘ぐ、日本経済の失われ

た30年でもあり、出生数の低下や、幸せと言えない

国民層の拡大にも繋がった。国民の幸せと国の一層

の発展を希望する新天皇のご宣託は、意味あるお言

葉と思う。

上皇の天皇としての最後の公務は、昨年4月26日

に開催された「みどりの式典」だった。新天皇の最

初の地方公務は6月2日に愛知県森林公園で開催さ

れた「第70回全国植樹祭」であり、皇室の緑化に対

する思い入れを感じる。その結果、 日本は国土の67

％が森林という世界有数の「森林国家」となった。

林野庁白書で、昭和41年と平成29年の森林蓄積量を

比較すると、天然林が1,329百万㎡から1,933百万㎡

と1.5倍の増加に対し、杉や檜を中心とした人工林

は558百万㎡から3,308百万㎡と6倍も増加してい

る。多くの国費を費やし、地球温暖化の防止に貢献

していると思うとともに、花粉症が急増した訳も頷

ける。花粉症治療薬を保険適用から除外するとの議

論が進行しているが、 自費購入困難な国民層に影響

が及ぶことを危'|具する。杉や檜の針葉樹林だけでは

なく、樫や楢や楠や栗や胡桃など植生に応じた多様

な広葉樹林は、人にだけでなく、野生動物にも幸多

き森と思われる。

昨年に開催されたラグビーワールドカップでの日

本チームの活躍には、人材の多様性とベクトルを一

つにした教育の重要性を実感させられた。英金融大

手HSBCが毎年行っている海外駐在員の生活調査レ

ポートが昨年9月に発表された。子育て部門・教育

で、 日本は33か国中33位の最下位だった。毎日深夜

に塾のカバンを背負って歩く子供達を見る度に、 日

本の教育は、どの層の子供と家庭にとっても、経済

的・時間的・労力的・心情的に費用対効果の低い教

育虐待と思う。成育基本法が成立したが、その中身

の議論に注視し、小児科医は、全ての子供と保護者

の代弁者であるべきと考える。

'~ヘ

'…、

今和の御代の始ま!)に

寝屋川市原田佳明

平成から令和に退位による御代替わりが行われ

た。上皇は天皇として最後の会見で、 「平成が戦争

のない時代として終わろうとしていることに、心か
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や製薬会社の社員も多く受験しているようです。三

級はマークシート方式で医療従事者にとってそれほ

ど難易度は高くありませんが、合格率はわずか30％

前後だそうです。テキストは、三級は8冊、二級で

は18冊もあり、読み込むには時間がかかります。本

丸は一級ですが、筆記試験と口頭試問があり少々難

関なようです。

昨年三級の受験勉強を通して分かったことは、 自

分には医療界全体のごく一部の知識しかないという

ことでした。医師法、医療法、保健師助産師看護師

法、薬剤法、薬事法（薬機法）などの法律や医療保

険制度の歴史、介護保険の詳細、診療報酬制度の仕

組みなど、断片的な知識しかありませんでした。医

療法は1948年に制定され、 1985年以降8回も改正さ

れています。なぜ次々と改正されたのかです。厚生

労働省はかなり前から国民医療費の高騰や少子高齢

化などの山積する課題への対策について青写真を描

いていたと推測します。相次いでの医療法改正や診

療報酬改定を繰り返しながら、急性期病床数と在院

日数の削減に向けて巧みに政策誘導し、錦の御旗の

「地域包括ケアシステム」を掲げて、地域（在宅）

で超高齢化社会をなんとかやり過ごそうとしている

ことがしっかり理解できました。医療界全体を傭撤

する知識を得ることで、医療政策の動向が予測でき

るようになれば嬉しく思います。

三級の受験勉強をして思い知ったことがもう一

つ、 「新しいことを覚えることが難しい」というこ

とです。脳のシナプスがブッブツと切れてしまって

いるようです。昨年3月に院長職をはずれて少し余

裕も出てきました。若者に比べて速度は遅いものの

時間はたっぷりあります。今年は二級、一級を目指

してスピードの遅くなった脳みそにむち打ってみる

つもりです。そして得られた知識を今後の病院医療

経営に活かしていきたいと願っています。

病院医療経営・四苦八苦

和泉市村上城子

医師は「医療の専門家であっても経営の専門家で

はない」 というフレーズをよく耳にします。確か

に、昭和時代には医学部でも卒業後でも医療経営に

ついて学ぶ機会はありませんでした。私の場合で言

えば、小児科部長になった頃から診療会議などで毎

月の収支報告を受けるようになり、医療経営の聞き

慣れない言葉に少しずつ馴染んでいったように思い

ます。

平成25年に病院長になって自らの病院経営への知

識があまりにも乏しく、漠たる不安感に襲われまし

た。コトラーのマーケティング、 ドラッガーのマネ

ジメント、稲盛和夫のアメーバ経営などを闇雲に読

みながら不安感と戦っていたように思います。そん

な時に、 日本医療経営機構の「医療経営人材育成プ

ログラム」をたまたま目にしました。ケーススタデ

ィ中心でワークショップ＆遠隔プログラムから成

り、次々と与えられる課題に対してレポートを作成

し働きながら学べるプログラムで、 さっそく応募し

ました。 「人．組織｣、 「会計・財務」を軸に、戦略

計画の構築．共有とリーダーシップ、財務分析、組

織変革計画、組織運営と方針、管理システム、制度

政策の動向、診療圏分析、 システム設計、統合再

編、バリューチェーンやコンピテンシーなど聞き慣

れない言葉に戸惑いながら苦しみながらレポートを

作成したのも今となっては懐かしい思い出です。院

長業に役に立ったかどうかは分かりませんが、不安

感の軽減には役だったように思います。

当院は公立病院ですが平成26年から指定管理者制

度により医療法人によって運営されています。毎月

実施されている運営法人の医療経営戦略セミナーで

は、医療法、DPC、加算の取り方など実に様々な

ことを勉強します。これらに特に精通している病院

長がおられました0勉強のコツをこっそりお伺いし

たところ、 日本医療経営実践協会が実施している

「医療経営士」の試験で勉強されたとのことでし

た。調べてみますと医療経営士は三級から一級まで

あり、病院の事務系職員、経営コンサルタント会社

/‘ヘヘ

/へ、

平成26年小児科関連報道予想の
その後

富田林市藤岡雅司

今から6年前、平成26年1月の会報に年頭随想と

して「小児科関連報道予想」を書いた。自分自身の
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から接種対象者を決めるという世界でも前例のない

「風しんの追加的対策」を出してきた。ワクチン不

足を顕在化させないためか。このような不作為のし

わよせは、結局一番弱いところに影響する。 4人の

子どもたちが先天性風疹症候群にかかってしまっ

た。

今年こそ、大人として、小児科医としての責任が

問われていると強く肝に銘じたい。

希望（妄想？）に過ぎないが、その当時、自分が何

を考えていたのか、 さて実際はどうだったのか、あ

らためて読み返してみると、今さらながらに複雑な

心境になった。

【成育基本法が成立の見通し】

「○月○日夜、衆議院本会議で成育基本法の修正

案が全会一致で可決し、衆院を通過した。引き続き

参院での可決される模様で、会期末までの法案成立

が現実のものとなった」と書いていた。

実際には平成30年12月にようやく成立したので、

4年遅れでの実現となった。深夜の成立から1年経

ち、成育医療等協議会も立ち上がるだろうが、理念

法に魂を入れて実効性のあるものに育てていけるか

どうかは、現場の我々のがんばりにかかっている。

【B型肝炎など3ワクチンが定期接種に】

「厚生労働大臣が△月△日の閣議後の定例記者会

見で、B型肝炎、おたふくかぜ、ロタウイルスとい

う小児の3種の予防接種の定期接種化が今日の閣議

で大筋了承されたと答えた」と書いていた。

B型肝炎は平成28年10月から定期接種になったの

で2年遅れ。ロタウイルスは令和2年10月からだか

ら6年遅れ。おたふくかぜに至ってはいつになるの

か予想もつかない。でも、 もうひとがんばりして何

とかしたいものだ。

【風疹の臨時接種を実施】

「口月口日、厚生労働大臣は同日深夜に緊急記者

会見を開き、風疹を臨時の予防接種の対象疾患への

指定と、承認申請中のMMRワクチンの特例承認を

発表した」「平成26年に入ってからの出生数の減少

と人工妊娠中絶数の急増や回復傾向にあった海外か

らの観光客の減少を無視できなくなってきた」

「WHO(世界保健機関）の世界保健総会におい

て、事務局長から名指しで批判された」と書いてい

た。

平成25年に小児科関連4団体で厚生労働大臣に提

出した臨時接種の要望書は無視された。平成26年に

厚生労働省は「風しんに関する特定感染症予防指

針」を告示したが、かけ声だけで実効性のある方策

は何も行なわなかった。平成30年に風疹の再流行を

起こしてしまったが、特定感染症予防指針の進捗状

況は検証されなかった。

それどころか、厚生労働省は抗体検査を行なって

生き物にとって大切なこと、

赤ちゃんにとって大切なこと

淀川区平林円

'~、

生き物にとってまず大切なことは生きることで

す。生まれた限りは、死ぬまで頑張って生きていく

ことが肝腎だと私の脳は考えています。そして死の

時には、懐かしい父母（失礼、母はまだ生きていま

す。でも迎えに来るのは若くて綺麗だったころのお

母さんがいいな！ ）や、はたまた仏様がお迎えにき

て極楽へ連れて行っていただける、キリスト教徒な

ら天使がお迎えに来て神の御許へ誘っていただける

そんな風に私達の脳はできているようです。寺院や

教会の荘厳な内装やお経の中の極楽浄土の有様は、

私達の脳が最後の時に作り出すイメージのよき材料

になるのでしょう。実家が浄土真宗の寺院だから

か、何となくそんな事を考えて楽しむような年齢に

なりました。子どもを亡くされたご家族へのグリー

フケアも坊さんのお仕事によく似ています。お通夜

にお葬式、初七日から49日まで喪に服されるご家族

に寄り添うのですから。

生き物にとって、生きることの次に大切なことは

子孫を残し種を存続させることです。自分の直接の

子どもでなくとも、人様の子どもでも、できるだけ

幸せで健康に育っていただけるよう様々に関わるこ

とができる小児科医という仕事はありがたいもので

す。

毎日、生まれてくる赤ちゃんに出会って、赤ちゃ

んの生き残り戦略について考えるようになりまし

た。私は男なので実体験はできません、妄想であり

ます。苦しくて痛い陣痛が続いたあと、その苦労か

ら解放されて赤ちゃんが出てきた時のお母さんの嬉

〆ヘヘ
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大阪小児科医会の活動に参加させていただいて9

年になります。勤務の都合で理事会や部会を欠席す

ることも多いですが、今年もよろしくお願い申し上

げます。

しそうな様子、その後、早期母子接触で赤ちゃんが

お母さんの肌の上に乗っている時、お母さんや赤ち

ゃんの心の中でどんなことが起こっているのでしょ

う。お母さんと赤ちゃんの自我の境界が無くなるよ

うな、お母さんは自分が赤ちゃんに戻ったような錯

覚をする？そうして記憶の底に眠っていた自身が育

てられたころの記憶が湧き上がってくる？幸せで楽

しいことばかりならいいけど、悲しかったことや怖

かったことも一緒に出てくる？虐待の再生産を断ち

切れるとしたら多分このタイミングを生かしてリセ

ット、お母さんに育ち直ってもらうことができる？

その後、赤ちゃんがお母さんのおっぱいを吸いま

す。上手に吸ってくれるとお母さんの脳の中でオキ

シトシンやプロラクチンといった乳汁分泌に関連し

たホルモンが分泌されます。残念ながら浅く吸われ

てお母さんが痛いと感じるとこのようなホルモンは

十分には出ません。オキシトシンはお母さんの脳に

働いて赤ちゃんを大切に育てて守り、プロラクチン

は子育て行動やストレスに耐える力になります。時

に産後のお母さんがお父さんに向かって攻撃的にな

るのもオキシトシンの働きと推測されています（可

愛そうなお父ざん)。

帝王切開の後、お母さんのかわりにお父さんと赤

ちゃんで早期父子接触をしますと、不思議なことに

お母さんのようになるお父さんがいます。赤ちゃん

が生まれて、上に年の近い同胞がいて困ることは赤

ちゃんに対する嫉妬ですが、同胞に出産立会をして

もらうと、またまた不思議なことに、余り焼き餅を

焼かず赤ちゃんのお世話を手伝ってくれるではあり

ませんか！生まれたばかりの赤ちゃんは生き残るた

めに家族を魔法にかける？さらに妄想は膨らんで、

母子同室なんてケチなこと言わないで、赤ちゃんが

生まれたあとは家族みんなで病院の個室に泊まり込

むのがベストだぜ！とか思っています。

「新生児を自宅の窓から投棄して殺害したとし

て、岩手県警紫波署は10日、殺人の疑いで無職少女

(19)を逮捕した」妊娠したことを誰にも言えず、

孤立を深め、ひとり追い詰められてしまった。こん

な可哀想なことが起こらない日本にしたいです。赤

ちゃんが生まれてきたらみんなでおめでとうと言っ

てサポートできるようなセーフテイネットを作りま

しょう。

yvQnVondenplos先生をお迎えして

生野区久保田恵巳

新年明けましておめでとうございます。2019年は

令和という新しい時代の幕開けとなりましたが、私

にとってもたくさんの思い出深い出来事のあった年

でありました。その中でも印象深く、また貴重な経

験となったうちの一つについて振り返ってみたいと

思います。

私は一般の小児科開業医ですが、開業医目線で

の、 「CommonDisease」についての臨床研究を、

ふとしたきっかけから始めるようになりました。主

に腸内細菌、プロバイオテイクス分野での研究で

す。ここ何年かは、毎年、勉強のために海外の学会

や研究会に参加していますが、その時に、Yvan

Vandenplas先生のレクチャーを受ける機会が何度

かありました。

1年前に近畿大学奈良病院の虫明聡太郎教授が

2019年の日本小児栄養消化器肝臓病学会の会長をさ

れることになり、当時の田尻仁会長のご紹介で、腸

内細菌のシンポジウムのお手伝いをすることになり

ました。虫明先生には何人かの先生を提示しました

が、その中でも冑食道逆流症の大家である、Yvan

先生をぜひお呼びしたいということになりました。

Yvan先生について簡単に紹介しておくと、ベル

ギーのブリュッセル・フリー大学の小児科の教授

で、胄食道逆流症や牛乳アレルギー、最近では腸内

細菌やヒトミルクオリゴサッカロイドの研究をき

れ、論文も多数執筆されており、 ヨーロッパを代表

する小児栄養消化器病の専門家です。小児消化器の

専門の先生なら一度はYvan先生の論文を目にした

ことがあると思います。今回は「プロトンポンプ阻

害薬による腸内細菌への影響」についてご講演いた

だくことになりました。

11月1日、秋晴れの日に、大阪のホテルまでお迎

ノー、

/…、
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もより一層、研究、臨床に励まないといけません。

本年も皆さまのご多幸を心よりお祈り申し上げま

す。

えに上がりました。海外の学会ではいつも私は

Yvan先生の事を「サンタクロースみたいなおじさ

まやなあ」と思っていたのですが、大阪でお会いし

てもやっぱり 「サンタクロースみたいな優しいオー

ラ全開のおじさま」でした。同じ病院で働いている

ミュージックセラピストのSofieさんも同行されて

おり、Sofieさんからは精神疾患を抱える小児への

音楽療法について興味深い話をいろいろ聞くことが

できました。例えば、鍼黙のこどもが音楽療法で歌

うことを通して話すことができるようになったり、

不安を抱えたこどもが、楽器を演奏することで自己

を解放できるようになったりするそうです。

Yvan先生の講演はなかなか日本では聞けない内

容で、 とても興味深いものでした。皆さんは、抗菌

剤が腸内細菌叢に影響を与え、いわゆる｢Dysbiosis」

の原因となることはよくご存知だと思いますが、実

はプロトンポンプ阻害薬はそれ以上に腸内細菌に影

響を与えるそうです。安易なプロトンポンプ阻害薬

の処方に警笛を鳴らす内容でした。詳しくはYvan

先生の論文をぜひ読んでみてください。

学会の懇親会ではサプライズでSofieさんのジャ

ズショーが行われました。実はSofieさんはプロの

ジャズシンガーでもあり、ピアノを弾きながら、色

気のある低音ボイスに皆が魅了されました。

そして、 日本観光です。今回学会場が奈良であっ

たために奈良観光がメインとなります。私は奈良に

ついては詳しくないので、奈良出身の将来有望な小

児科医である前山隆智先生にお手伝い頂き、奈良散

策をしました。前山先生は、学会準備の忙しいな

か、英語のガイドブックを予習し、私たちに奈良案

内をしてくれました。Yvan先生の質問にも丁寧に

答えていただいて本当に感謝です。奈良公園でお約

束の鹿に襲われながら鹿せんべいをやり、東大寺で

大仏を見物し、春日大社にも行きました。大阪では

大阪城の天守閣に案内し、京都では南禅寺、清水

寺、ギオンコーナーで京都文化を楽しんでいただき

ました。ずいぶん悩んで観光コースを選定したので

すが、実は一番盛り上がったのが、時間の空いた時

に立ち寄って撮影した、ゲームセンターのプリクラ

だったことを最後に付け加えておきます。私にとっ

ては海外の大学の教授と4日間親密な時間を過ごす

かけがえのない経験をさせていただきました。今年

外国籍患者さん

貝塚市川崎康寛

最近近くの病院から外国籍患者の診療受け入れが

できるかというアンケートが来ました。内容は受け

入れ可能な言語や医療費の支払い条件などを問うも

のでした。主には外国人旅行者の受け入れを問う設

問のように見受けられましたが、 日本在留の外国籍

の方に対する診療についても含まれた内容です。外

国籍患者に関する診療の連携を目指しているようで

すが、いざ患者さんが紹介されてきたときに自院で

対応できるのかは未知数です。別の日、市の学校保

健会で日本語を話せない外国籍の児童がいるとの話

になりました。市内の事業所で受け入れている労働

者の子どもとのことで、学校ではポケトーク②で意

思疎通をしていると聞きました。恐らくは親子とも

日本語はまず通じないという状況ですので、ちゃん

とした診察ができるか、またそれができても病状や

治療方針の説明がちゃんと伝わるかも不明です。

別の話ですが、イスラム系の子どもに対するワク

チンはハラールかという話題にも遭遇しました。ご

存じのように、イスラムでは豚を食べたり酒を飲ん

だりすることは禁じられています。摂取してかまわ

ないものがハラールですが、ワクチン製造段階で使

用する培養液に豚成分が使われている場合があり、

製造の最終段階で豚成分が除去されていても接種で

きない（ハラムである） という話があります。 「細

かいこと言うより、子どもの健康の方が大事やろ」

とも思いますが、そうもいきません。もともと宗教

的な話であること、同じイスラム教徒といえども宗

派によっても教義の解釈が異なるなど、対応は事例

により個々にかつ丁寧にする必要がありそうです。

さらにこれからどんどん外国人労働者が入ってこら

れて外国籍の子どもたちに対する診療機会が増える

ようになれば、 日常的にそれぞれの母国の文化を尊

重した診療が必要になって来るでしょう。

'へ､

バー､
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大阪の片田舎にも国際診療の波は届きつつありま

す。で、お前は何か具体的に対応を考えたりしてい

るのかと言われれば…とりあえずポケトーク③を買

っただけかなあ。関空の地元としてするべきことは

たくさんありそうです。

が、寿命なのかもしれない。鼻腔栄養や胄瘻は、 88

才で認知症もある父にとっては、本人の意思に反し

ているはず。しかし、母はまたよくなると期待し、

胄瘻でも何でも少しでも長生きしてほしいと思って

いる。父の手を握って、身体をさすって、抱きしめ

て。こんなにも、母は父のことを思っていたのだ。

そういえば、両親がけんかしているのを見たことが

ない。いつもずっと仲良しだった。そんな家の娘で

よかった。

母は、毎日、毎日、病院にいって、父の傍にいる。

悲しくて辛そうで、 しょっちゅう泣いている。母も

84歳、身体が大丈夫か、心が壊れないか、それも心

配。しかし、そんな母の一番の癒しはひ孫ちゃん。

こわいこわいといいながら、やっとダッコもしてく

れた。可愛い可愛いと母の笑顔がでる。赤ちゃん

は、人に幸せと希望を与える。

父は見るたびにやせ細っている。もう暴れる力は

なく、大人しい。全く食べることができないが、お

砂糖を口に少し含ませると、 とても嬉しそう。反対

に、孫はおっぱいをのんで、どんどん成長してい

く。私は、介護と育児の両方に直面している。 もち

ろん、孫つぴ（私はこう呼んでいる）の育児の方が

圧倒的に楽しい。父の病院に行くときは少し足が重

い。しかし、精一杯生きた父の最後をしっかりと見

届けなくては。小児科医として、今までたくさんの

命と向き合ってきた。 しかし、今は、私個人とし

て、父と孫のふたつの命と真剣に向きあいたい。で

きることなら、父に孫つぴを会わせてあげたい。

ふた-つの命

西区坂崎弘美

/…、

父の88歳のお誕生会、家族みんなでお祝いした。

そしてその1週間後に、父は壊れてしまった。急に

認知症が悪化し、暴れて措置入院。時折、正常に戻

るので、ほんとに辛かったに違いない。しかし、順

調に回復して、自宅近くの施設に入れるようになっ

た。そこでは、色々なイベントがあって、久しぶり

に父の笑顔が戻ってきた。そして、父はひ孫の誕生

と自宅に帰るのをとても楽しみにしていた。なの

に、突然の誤嚥性肺炎。苦しむ父の顔を見て、私も

覚悟したが、入院し何とか落ち着いた。なんと、そ

の日の夜にひ孫の誕生。彼は、ひいじいちゃんが落

ち着いたのがわかったのかもしれない。

レントケン所見もそれほどひどくなく、 1週間く、

らいで良くなるだろうと思っていた。しかし、父は

その日から食べることをやめてしまった。飲み込め

なくなってしまったのだ。薬も飲めないため、冑チ

ューブの挿入。点滴も抜くので、手袋とさらに抑制

帯。私の知らない問に、鼻腔栄養もされていた。胄

瘻はどうしますかとも聞かれた。肺炎が落ち着いた

ら、 きっとまた美味しいという父の顔が見れると信

じていた。しかし、プリンを一口食べた3時間後に

再び誤嚥性肺炎。主治医からは唾液でさえ誤嚥性肺

炎をおこすこともあるし、 もう食べるのは難しい

と。しかし冑チューブや胄瘻が本当に必要なのだろ

うか。冑チューブを抜こうとするのも、不快だから

だ。両手の拘束もつらいに違いない。私が病院にい

る時は、そっと外して手を握った。まだとても温か

い。なぜ食べないのか？私のことはわかっているの

だろうか？何かさかんに話しているが意味がわから

ない。ただ、ひ孫の写真や動画をみると、静かにな

ってじっと見ている。人は食べることをやめたとき

ノー、

首里城が焼けた

東大阪市春本常雄

昨年10月、首里城が焼けた。

首里城には2回行った。 1回目は、家族で。ここ

は中国か!？という異国情緒溢れた雰囲気だったこと

を覚えている｡ 2回目は、 日本外来小児科学会園．

学校保健勉強会が同学会傘下の研究会では初めて沖

縄で開催された際。帰りに飛行機までの時間が少し

あったので、近場の首里城観光を選んだ。今度は歴

史を学んだ。一言で言うと、沖縄（琉球）の歴史は
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りだ。

1972年（昭和47年)、沖縄返還。アメリカ軍の基

地はそのままで。

1979年（昭和54年)、琉球大学の首里城跡からの

移転が確実となり、首里城再建計画により本格的な

復元が始まる。そして、沖縄返還から20年後の1992

年（平成4年)、復帰20周年記念事業として、首里

城復元がついに実現。その文化的価値は高く、 2000

年に世界文化遺産に登録、 2006年には日本100名城

(100番目）に選定きれている。

2019年2月、 「御内原（おうちばら）エリア」が

オープンし、首里城公園全体の復元がついに完了し

た。

｢支配され続けた歴史」であると実感した。

さて、首里城は、琉球の三国（北山、中山、南山）

分立時代、 1350年頃（日本では室町時代）に中山王

（ちゅうざんおう）であった察渡（さっと）によっ

て築城されたと言われている。

1429年、中山王である尚巴志（しようはし）によ

って三国が統一され琉球国となり、首里城はその中

心となる。明に貢物を献上し、貿易で栄えていた。

1453年、王位争いの際、首里城内は完全に破壊さ

れてしまったと記されている（1回目の焼失)。

1609年、薩摩軍の侵攻により、琉球国は事実上薩

摩藩の従属国となった。その後、 1660年、 1709年に

も首里城は焼失。

1872年（明治5年)、明治政府によって、それま

で独立国家として約450年間続いた琉球国が解体ざ

れ琉球藩が設置され、その7年後の1879年（明治

12年）には廃藩置県により、沖縄県が誕生。

第二次世界大戦中、 日本軍が首里城に地下壕を掘

って陸軍総司令部を置いていたことから、 1945年

（昭和20年） 5月、アメリカ軍艦ミシシッピ等から

砲撃を受け続け、首里城が焼失したと言われている

（4回目)。 「首里城（司令部）が陥落したときに軍

が降伏しておけば、残りの12万人は死なずに済んだ

と思う。なぜなら、 日本軍の主力は撤退しているの

に『お前たちは郷土部隊だから最後まで首里を死守

せよ』 との命令を受け、首里城にいた」という証言

がある。日本が降伏した後も沖縄戦は続き、降伏調

印式が執行されたのは1945年9月7日のこと。沖縄

に日本軍の慰安所が設置されていたと言う証言もあ

り、沖縄は戦争中ずっと大日本帝国の絶対的な支配

下に置かれていたと言っても過言ではないかもしれ

ない。

敗戦後、沖縄も日本もアメリカの支配下に置かれ

た。その後、「冷戦」という新しい緊張状態の中で、

アメリカは沖縄の戦略的位置（大陸のソ連・中国を

睨む）を重視し、基地建設が本格化した。

1952年（昭和27年)、サンフランシスコ講和条約

によって日本が独立国に復帰した時、沖縄は正式に

日本から分離され、アメリカの施政権下に置かれ

た。

1958年（昭和33年)、守礼門が再建。復元の始ま

'~へ

「支配され続けた」琉球・沖縄の歴史、それは今

も続いている。それでも、泡盛を呑み、仲間で踊

り、琉球文化に誇りを持って、生き抜いてきた。そ

のシンボルのひとつが、見事に復元された首里城で

ある（であった)。

昨年10月、その首里城が焼けた（5回目)。首里

城再建を、沖縄のあらゆる施策の中で最優先課題と

していくことが沖縄の人たちの願いだろうし、 日本

挙げて、官民力を合わせて、全力で再建できればと

切望する。生きているうちに、古酒（クース）を味

わいながら、五たび不死鳥のやうに再建された首里

城を眺めたいものである。
'へへ

｢還暦」

天王寺区住本真一

新年明けましておめでとうございます。私は本年

で還暦を迎えることとなり、借越ではございます

が、ご挨拶申し上げます。 「若い若いと思いながら

も、知らぬ間に還暦になった」という思いと、 「人

生100年時代のちょうど折り返し点」という二つの

思いが入り混じっております。

医者人生としては、大学卒業後、研修、大学院で

の研究後、 1994年から日赤に赴任して、 4半世紀お

世話になることとなりました。小児科とアレルギー

の臨床一筋で働いてまいりました。2012年に小児科
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部長を拝命し、 「学会主導の小児科の集約化」に耐

えうる科内の体制整備に取りかかりました。具体的

には、断らない小児医療（救急十臓器別専門診療十

外科系診療科のマネージメント） とチーム医療（女

性医師の活用・活躍）を目指しました。当初は抵抗

勢力が多く、私自身が多くのパートを引き受けるこ

ととなり、過労死寸前になりました。実際、 2015年

の秋に意識消失発作をおこし、その原因が狭心症

（3枝病変）で、当院心臓外科の副院長に冠動脈バ

イパス手術をしてもらい一命を取り留めました。翌

年、当時の院長から副院長の話をいただき、 2回お

断りしたのち、 日赤への恩返しと思いお受けしまし

た。

副院長業務としては、教育研修推進、医療倫理、

診療情報管理、医療技術等を担当していますが、昨

年よりアレルギーセンターも担当することとなりま

した。今春から臨床研修制度が新しくなりますが、

2020年4月25日に「第38回臨床研修研究会」を当院

が幹事病院として開催することとなりました。開催

場所は、グランフロント大阪の北館ですので、ご興

味のある先生方は覗いていただければ幸いです。

大阪小児科医会の先生方には、 日ごろから大変お

世話になりいつも感謝しております。今しばらく日

赤の住本として頑張る所存でございますので、今後

ともご支援．ご鞭捷のほどよろしくお願いいたしま

す。

圧巻であった（人間の究極の技であり、かつよくも

1日2公演もハードなパーフオーマンスを発揮でき

るものだと感心した)。一方通りに出ると夏期のそ

の時はおそらく外気温が50℃<、らいだったと思う

が、先週三女からの情報では現地は1℃と聞いてま

た驚いた（考えてみると飛行機で砂漠に降り立った

のだから当然なのだが)。ラスベガスといえばカジ

ノの街として超有名であるが、最近は観光客の伸び

悩みの影響か、学会の会議場として新興しているそ

うだ（小児科関連の学会があれば再訪したい)。そ

の6日前の8月ll日には友人4人で京都四条通にあ

る、町屋の中で、 日本料理をいただいたのだが、国

の有形文化財の、風情のある佇まいの中で和の文化

を五感で感じていた（もちろん再訪に値する)。

＜感動秘話その2＞まだラグビーのあの感動が残

っている方も多いと思う。 10月26日横浜国際総合競

技場で妻と、ニュージーランドVSイングランド戦

を観た。オールブラックスのスターたちのコンタク

トスポーツの凄き、戦略の面白さ （トライのような

派手なプレーばかりではない)、 ファンの熱狂ぶ

り、スポーツ観戦では過去に類を見ないゲームだっ

た。80分が短く感じた。勇気と感動をもらった。た

だ、ピッチの中の選手たちの反則プレーは観客席か

らはさっぱりわからない。ゲームの全容解明には後

日録画でみることをお勧めする。ところがこの「コ

ンタクトスポーツ」が「和の文化」と共通する部分

がある。それはラグビーのルールにあると思う。審

判が選手に声をかけて反則にならない様に誘導する

スポーツは他にあるだろうか。ゲーム終了後、観客

に向かってお辞儀をする（他国の選手も今大会から

同じことをするようになった)。開催国に対する敬

意を表しているそうだ。またフイジカルの差のある

相手に小さな体で決死の覚悟でタックルし、倒す、

そういうところが今回日本人の心に響いたのではな

いだろうか。

今年は2020年東京オリンピックである。感動の瞬

間をその場で味わいたいものだ。その前にチケット

購入という最大の難関が待っている（応募はしてい

るが1枚も当たらない)。

小児科医会の仕事としては子宮頸がんワクチンの

勧奨、抗インフルエンザ薬の是非、ネット依存症な

どに、パーフォーマンスを発揮したいと考えてい

/侭、

#~、

文化の違いと共通点

堺市中区金崎光治

昨年は、私にとって感動的かつ生涯忘れられない

年になった。二つのエピソードをご紹介する。

＜感動秘話その1＞8月17日から三女に会うため

に妻とラスベガスを訪れた。ロサンゼルス経由で12

時間のフライトである。彼女はまだ大学生で4年間

米国に住んでいて海外で会うのは初めてである。私

は60にしてついに米国の地を踏んだのであるが、文

化の違いとスーパー・エンターテインメントには度

肝を抜かれた。街のスケール、体格の違い、食品の

サイズに圧倒され、特にシルク・ ドゥ ・ソレイユは
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g･l･･l･･I．年頭随想

思いました。他にも小児科医としては、 「子ども虐

待」 「スポーツ医学」 「ワクチン」 「百日咳」 「性感染

症」 「過敏性腸症候群」などのWSも気になりまし

た。しかし時間割の都合で今回は見送り、思春期診

療に役立ちそうな「プライマリ ・ケア医に必要な

LGBTの基礎知識｣、 「ウイメンズヘルス・ブートキ

ャンプ」に参加しました。

それぞれのWSの詳しい内容についてはここで触

れませんが、参加者はほとんど私より年下で、 ファ

シリテーターもみんな若くて、熱意のある先生ばか

りでした。グループワークは豊富な資料が用意さ

れ、初心者でも明日からの日常診療で実践できるよ

う工夫されていました。 3～6時間という長丁場で

したが、意見交換、ロールプレイなども交えて、 と

ても楽しく学ぶことができました。また今回のセミ

ナーでの家庭医・総合診療医や他科の先生方との交

流は、非常に刺激になりました。

不思議なことにセミナー翌日、私の昔の患者さ

ん、今は浪人生なのですが、毎回月経痛がひどく

て、 と来られました。前回の入学試験の際にとても

困ったそうです。婦人科は敷居が高いので、 まずう

ちのクリニックで相談したい、 とのことでしたの

で、早速ピルを始めることにしました。数日後、さ

らになんともう一人、やはり私の患者だった現役受

験生の女の子も同じ相談に来られ、びっくりしまし

た。

自分が地域の小児科医として「成育医療」を担う

ためには、思春期医療さらにはリプロダクテイブ・

ヘルスの問題にもきちんと相談対応できることも大

切だなあと実感しました。ただ残念なことに、小児

科領域ではなかなかこれらに関する学びの場は多く

ありません。日本小児科学会の「思春期医学臨床講

習会」や日本小児科医会の「思春期の臨床講習会」

も年1回ありますが、プライマリ ・ケア連合学会な

どで他科の先生方と一緒に思春期・青年期の医療・

保健について勉強するのも、視野が広がり、なかな

か楽しいと思います。

る。

本年も医会の先生方のご健康とご多幸をお祈りい

たします。

思春期医療

阿倍野区板金康子

開業して20年が過ぎました。開業当初と比べてみ

ると、 自分の診療のスタイルやマインドが随分変わ

ったと感じます。診ている年齢も、最近は20歳過ぎ

まで広がってきました。 うちは私と内科医の夫と二

人の「ファミリークリニック」ですので、開業当初

は高校生以上は内科、 ときっちり年齢で受診科を分

けていました。ただ最近は、乳児さんからのかかり

つけだと、高校生以上でも引き続き小児科で診て欲

しいと希望されることが多々あります。思春期年齢

以降の方の診療は、不登校その他心身医学的な問題

も絡むことが多く、鑑別診断の際には内科・婦人科

等の幅広い知識も必要です。これまでは自分の技量

の無さのため、正直面倒臭くて苦手に感じていまし

た。日本小児科学会も「20歳までは小児科」とアピ

ールしていますし、勉強しなければ、 と思っていた

のですが、ふとしたことがきっかけで、昨年9月の

連休に日本プライマリ ・ケア連合学会の秋季生涯教

育セミナーに初めて参加しました。

実は私、 日本プライマリ ・ケア連合学会がどのよ

うな学会なのか、今でもよく分かっていませんが、

学術大会と別に、毎年秋に大阪で生涯教育セミナー

が開催されています。家庭医療を目指す若手からベ

テラン医師まで、そして他職種が共に学ぶ場となっ

ています。このセミナーではプライマリ ・ケアに関

するたくさんのワークショップ(WS)が企画き

れ、昨年は3日間で34個用意されていました。その

中にはなんと午前・午後各3時間、合計6時間の枠

で「乳幼児健診」のWSもあり、 これは一体なんだ

ろう、 と興味津々、いつぺん覗いてみたいなあ、 と

'‐、

'‐､
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新しいてんかん分類(2017年IIAF国際てんかん分類）について

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学講師佐久間悟

はじめに

てんかんは人口の0.4～08％に起こる頻度の多い

神経疾患であり様々な臨床症状を呈する。我が国で

はおよそ100万人の方が罹患しているといわれてい

る1)o発症は､乳児～小児期と60歳以上の年齢に多い。

てんかんは、 「様々な原因でもたらされる′|曼性脳

疾患で、大脳ニューロンの過剰な発射に由来する反

復性の発作を唯一の症状あるいは主徴とし、それに

多種多様な臨床症状および検査所見を伴う」と定義

されている2)。てんかん発作を起こす焦点は、前頭

葉、側頭葉、後頭葉など大脳のあらゆる領域に存在

する。前頭葉内でも運動野領域と補足運動野とで、

側頭葉内でも外側側頭葉と内側側頭葉では、発作症

状や病態は異なる。また、同じ領域に焦点を持つて

んかんでも、発作により大脳ニューロンの過剰な発

射が対側へ伝播し、両側の発作症状を認める者と、

対側へは伝播せず、局所的な発作症状にとどまる者

もいる。てんかん発作の症状は多彩で、発作・臨床

症状から、発作起始領域、すなわち発作焦点を明確

にすること、特徴的な発作症状、検査所見などを基

にてんかんの病型診断を行うことは、てんかん治療

法の選択、予後の評価には必要不可欠である。これ

までに国際抗てんかん連盟(ILAE)は、てんかん

発作型、てんかん分類について度重なる改訂を行っ

てきた。

2017年に国際抗てんかん連盟(ILAE)から、新

しいてんかん発作型分類とてんかん分類3.4）が提

唱された。まだ馴染みは少ないかもしれないが、今

後、国際標準として利用が拡大していくことが考え

られ、最新のてんかん国際分類について概説する。

なお、てんかん発作と確定診断していることが前提

となっており、痙箪性失神、睡眠随伴症、運動異常

症などの非てんかん性疾患の鑑別診断は必要であ

る。

れいる。

1981年にILAEにより提唱された国際分類は、て

んかんの主症状である発作の分類である。てんかん

発作が大脳皮質の限局した場所を起始とする部分発

表1 てんかん発作の国際分類(ILAE, 1981)
（文献5より－部改変し転載）

1 ．部分（焦点、局所）発作

A.単純部分発作（意識減損はない）

1 ．運動徴候を伴うもの

2．体性感覚、特殊感覚症状を伴うもの

3． 自律神経徴候、症状を伴うもの

4．精神症状を伴うもの

B.複雑部分発作（意識減損を伴う）

1 ．単純部分発作で始まり、意識障害に移行するもの

a，単純部分発作で始まり、意識障害に移行するもの

b・ 自動症を伴うもの

2．意識障害で始まるもの

a・意識障害のみを伴うもの

b. 自動症を伴うもの

C.部分発作から二次性全般化するもの

1 ．運動徴候を伴うもの

2．体性感覚、特殊感覚症状を伴うもの

3． 自律神経徴候、症状を伴うもの

4．精神症状を伴うもの

'~、

2．全般発作

A、

1 ．欠神発作

a・意識障害のみ

b.軽度の間代要素を伴う

c、脱力要素を伴う

d.強直要素を伴う

e、 自動症を伴う

f . 自律神経要素を伴う

2．非定型欠神発作

a・筋緊張の変化はA. 1に比べよりはっきりしている

b｡発作の起始およびもしくは終末は急激ではない

B、 ミオクロニー発作（単発あるいは連発）

C.間代発作

D.強直発作

E.強直間代発作

F・脱力発作

/~、

3．未分類てんかん発作

不適切あるいは不完全なデータのため分類できない

ものや上述のカテゴリーに分類しえないものすべてを

含む。この中にはいくつかの新生児けいれん、たとえ

ば律動性眼球運動、咀噌様運動、及び水泳様運動も含
まれる

これまでのてんかん発作型．分類

これまで発作症状と脳波所見を主とする1981年の

発作分類（表’） と病因と関連する1989年のてんか

ん分類（表2） 5）が、てんかん診療に広く用いら
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作と、両側全般性に始まる全般発作に分類した。ま

た、部分発作と全般発作は、各々に対応する脳波所

見を有する。詳細な情報が不足しておりどちらにも

分類できない発作は、未分類てんかん発作に分類さ

れる。

部分発作は、 さらに意識減損の有無により、単純

部分発作、複雑部分発作に分類される。 また、単

純・複雑部分発作から、全般性強直間代発作に進展

する発作は二次性全般化発作であり、部分発作に分

類される。

脳波所見は、部分発作では、大脳の一部に焦点を

持つてんかん性放電を認め、全般発作では、両側大

脳半球全体にてんかん性放電を認める。

1989年に提唱されたてんかん分類は、疾患分類で

ある。てんかんを「局在関連性（焦点性）か全般

性」か、 「特発性か症候性か」の2軸をもとにして

2×2に分ける4分類である。特徴的な発作症状、

脳波所見、脳画像所見などが一定のまとまりを示す

てんかん症候群は、これらの4つの枠組みの中に分

類された。てんかんの全容を理解しやすく、医学教

育、臨床、研究に、本邦では広く用いられてきた。

しかし、近年の進歩の著しい遺伝子診断や画像診断

技術により、 1989年の分類に分類出来ない疾患概念

が増加した。

そのような背景とてんかん学の進歩による新しい

知見により、 2001年、 2006年、 2009年、 2010年に

ILAE分類・用語委員会は度重なる改訂を行った

が、てんかんを専門としない診療医や医療現場では

分かりにくく広く普及はしなかった。そこで、 2017

年にILAEから新しい国際分類法が提唱された。

表2 てんかんおよびてんかん症候群の国際分類(ILAE,1989)
（文献5より－部改変し転載）

1 ．局在関連性（焦点性、局所性、部分性）てんかんお

よび症候群

1 ． 1 特発性（年齢に関連して発病する）

・中心・側頭部に鯨波をもつ良性小児てんかん

・後頭部に突発波をもつ小児てんかん

・原発性読書てんかん

1 ．2症候性（年齢に関連して発病する）

・小児の慢性進行性持続性部分てんかん

・発作誘発状態をもつてんかん

・側頭葉てんかん

・前頭葉てんかん

・頭頂葉てんかん

・後頭葉てんかん

1 ．3潜因性

'‐、
2．全般てんかんおよび症候群

2．1 特発性（年齢に関連して発病する）

・良性家族性新生児けいれん

・良性新生児けいれん

・乳児良性ミオクロニーてんかん

・小児欠神てんかん

・若年欠神てんかん

・若年ミオクロニーてんかん

・覚醒時大発作てんかん

・上記以外の特発性全般てんかん

・特異な発作誘発様態をもつてんかん

22潜因性あるいは症候性（年齢順）

･West症候群(infantilespasms)
･Lennox-Gastaut症候群

・ミオクロニー失立発作てんかん

・ミオクロニー欠神てんかん

2．3症候性

23． 1 非特異的病因

・早期ミオクロニー脳症

・サプレッション・バーストを伴う早期乳児てんか

ん性脳症

・上記以外の症候性全般てんかん

2．3．2特異症候群

'…､

3．焦点性か全般性か決定できないてんかんおよび症候群

3． 1 全般発作と焦点発作を併用するてんかん

・新生児発作

・乳児重症ミオクロニーてんかん(Dravet症候群）

・徐波睡眠時に持続性鰊徐波を示すてんかん

・獲得性てんかん性失語(Landau-Kle廿ner症候群）
・上記以外の未決定てんかん

2017年のILAEてんかん発作型、てんかん分類

2017年の国際分類では、①発作型、②てんかん病

型、③てんかん症候群の3つの段階で診断される

（図1）。

①発作型

まず、発作症状により焦点起始か全般起始か起始

不明かのいずれかに分類される（図2)。さらに下

位カテゴリーとして運動性と非運動に大別される。

焦点起始発作は、意識の有無により、焦点意識保持

発作と焦点意識減損発作に分類され、これまでの単

純部分発作、複雑部分発作という用語は廃止され

た。また、運動症状が出現するものを焦点運動起始

発作、感覚症状など非運動症状が出現するものを焦

3．2明確な全般性あるいは焦点性のいずれの特徴

をも欠くてんかん

4．特殊症候群

4． 1 状況関連性発作（機会発作）

・熱性けいれん

・孤発発作、あるいは孤発のてんかん重積状態

・アルコール、薬物、子痛、非ケトン性高血糖等に

よる急性の代謝障害や急性中毒の際にのみ見られ
る発作
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図1 てんかん分類の枠組み ILAE2017年(文献3より、－部改変し転載）
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図2 ILAE2017年発作型分類(文献4より、－部改変し転載）
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旧分類から2017年分類の主な変更点は、 「部分

（発作)」から「焦点（発作)」へ変更、 「意識」を

焦点発作の分類要素として使用、認知障害（発

作)、単純部分（発作)、複雑部分（発作)、精神（発

作)、二次性全般化（発作） という用語を廃止、焦

点発作に、自動症発作、 自律神経発作、動作停止発

作､認知発作､情動発作､運動充進発作､感覚発作、

焦点起始両側強直間代発作を新設、脱力発作、間代

発作、てんかん性スパズム、 ミオクロニー発作、強

直発作は、焦点起始発作および全般起始発作のいず

れにも起こりうる。

「良性」という用語は廃止され、 「自然終息型」

または「薬物反応性」という用語を使用することに

なった。てんかん性活動そのものが、例えば皮質形

点非運動性起始発作と分類される。従来の"二次性

全般化"という用語は廃止され、二次性全般化発作

は、焦点起始両側強直間代発作と表現することにな

った。

全般起始発作は、 1981年分類の全般発作に該当

し、下位カテゴリーとして、全般運動発作と全般非

運動発作に大別きれる。全般運動強直間代発作やミ

オクロニー発作、脱力発作は、全般運動発作に含ま

れ、定型欠神発作、非定型欠神発作、 ミオクロニー

発作は全般非運動発作に含まれる。

また、今回の改訂から起始が観察されず焦点が不

明な発作は、起始不明発作に分類する。発作症状に

関する情報が不足し、いずれの発作にも分類するこ

とができない発作を分類不能発作とした。
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成異常のような基礎病態単独で予想されるよりも重

度の認知・行動障害を引き起こす状態と定義されて

いる「てんかん性脳症」という用語は、 「発達性て

んかん脳症」という用語に変更された4)。

を伴うことが多いので、併存症も、いずれの段階で

も評価すべきである。

2017年に提唱されたてんかんの新しい国際分類の

概要について述べた。適切な抗てんかん薬が投与き

れないことにより、発作が抑制されないことがしば

しば起こり得る。適切かつ効果的に診療を行う上

で、てんかんの枠組みを理解し診断することは非常

に重要である。普段てんかん診療に馴染みが少ない

医療現場のスタッフの診療、及び、てんかんを発症

した患者への説明には、これまでの分類は、シンプ

ルで理解しやすいため広く受け入れられている。

2017年分類による発作の記載は、学会発表や論文で

みられはじめているが、教育や医療現場に浸透する

にはしばらく時間を要すると思われる。発作型や病

型診断のみならず病因、併存症という複数の要素で

評価することは、脳の‘|曼性疾患であるてんかん診療

に携わる上での一助になると考える。

②てんかん病型

焦点てんかん、全般てんかん、全般焦点合併てん

かん、病型不明てんかんのいずれかの病型診断を行

う。焦点発作と全般発作の複数の発作型があり、焦

点てんかんまたは全般てんかんに分類できないてん

かんが、今回の改訂で、全般焦点合併てんかんに分

類できるようになった。

③てんかん症候群

特徴的な発作症状、脳波所見、画像所見からてん

かん症候群の診断を行う。

てんかん症候群に該当しない場合、この段階はな

くても可能である。

今回の改訂より、病因を評価することになった。

病因は、①構造的病因、②素因性病因、③感染性病

因、④代謝性病因、⑤免疫性病因、⑥病因不明の6

つに分類された。複数の病因が該当してもよい。

①構造的病因は画像検査などで認められる大脳皮

質の形成異常、海馬硬化症などの構造異常が脳波検

査や臨床症状によりてんかん発作の病因となってい

る場合である。②素因性病因(Geneticetiology)

は遺伝子異常が直接てんかんの原因となっているも

のである。例えば、乳児期に痙塗重積を繰り返し、

発作コントロールが困難なDravet症候群は約80%に

SCN1Aの病的変異を認め素因性病因を持つ。先天

性サイトメガロウイルス感染症や急性脳症・脳炎後

に発症するてんかんは③感染性病因(Infectious

etiology)を持つ。また、④代謝性病因(Metabolic

etiology)はアミノ酸代謝異常症やピリドキシン依

存症のような代謝異常がてんかん発作の原因とな

る。免疫性疾患がてんかんを発症させる⑤免疫性病

因(Immuneetiology)には、抗NMDA(N-メチ

ル-D-アスパラギン酸）受容体脳炎や抗LGI抗体脳

炎などがある。以上の分類に該当せず、てんかんの

原因が明らかでないものは⑥病因不明(Unknown

etiology)に分類される。

これらの6つの病因は、発作型、てんかん病型、

てんかん症候群のいずれの段階でも検討されるべき

である。また、てんかんには、知的障がい、 自閉症

スペクトラム症、運動障害、睡眠障害などの併存症

'~、

文献：

l) 日本てんかん学会（編) :てんかん専門医ガイ

ドブック；てんかんにかかわる医師のための基本

知識診断と治療社東京(2014) .

2)Gastaut,H.&WHO国際てんかん用語委員会

共編和田豊治訳1974てんかん事典.金原出版．

3)SchefferlE, etal. 日本語版編集日本てんか

ん学会分類・用語委員会監修中川栄二、 日暮憲

道、 加藤昌明. ILAEclassificationofthe

epilepsies :PositionpaperofthelLAE

CommissionfOrClassificationandTerminology.

ILAEてんかん分類: ILAE分類・用語委員会の

公式声明Epilepsia2017;58 (4) :512-521.

4)FisherRS,etal・日本語版編集日本てんかん学

会分類・用語委員会監修中川栄二、 日暮憲道、

加藤昌明.Operationalclassificationofseizure

typesbythelnternationalLeagueAgainst

Epilepsy : PositionPaperofthelLAE

CommissionfOrClassificationandTerminology.

国際抗てんかん連盟によるてんかん発作型の操作

的分類: ILAE分類・用語委員会の公式声明．

Epilepsia2017;58 (4) :522-530.

5） 日本神経学会監修「てんかん診療ガイドライ

ン」作成委員会編てんかん診療ガイドライン

2018.医学書院2018.

'へ､
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大学の窓

目立つ「発達障害」と目立たない「睡眠障害｣、どっちも大事

大阪大学連合小児発達学研究科教授谷池雅子

た結果、多くの子どもにおいて睡眠習慣は改善して

いくことを確認した。養育者への指導のコツは、外

遊び・昼寝時刻・メデイアのコントロール等、睡眠

習慣に大きな影響を与える生活習慣の改善を目指し

ながらも、その家庭に応じたスモールステップのア

ドバイスを送ることであり、これらは一般臨床でも

使えるチップである。

発達障害診療の抱える問題

平成22年に、大阪大学医学部附属病院（阪大病

院）所在地の近隣6市において、 自閉スペクトラム

症(ASD) と注意欠如多動症(ADHD)の子ども

が10,000人以上存在すると、有病率の既報から試算

したことがある。その年に阪大病院に受診した発達

障害児実数が1,227人であったことから、全ての発

達障害児を診療するならば、阪大病院規模の専門外

来が10近く必要となった。しかしながら、発達障害

の専門医は大変不足しており、発達外来の初診待機

時間が異常に長いことは社会的問題となっている。

一方で、少なからず患者は多重受診をしており、少

ないリソースを有効に活用できていない。

私は、待機問題の解消は、一般病院の非専門医が

発達障害児を1次診療し、必要に応じて1次→2次

→3次と患者を紹介する体制構築なしにはあり得な

いと考えるが、発達障害の経験がない医師は、なか

なか診療に踏み出せない。

侭
口
一

これからの方向性（私見）

1.小児科医は発達障害・睡眠に対する実践的な教

育の機会が必要である。私たちは、希望医師の

阪大病院での研修とともに、遠隔システムの導

入も検討している。例えば、 1次医療機関と専

門医療機関を専用（場合によってはSkype、

Zoomなど汎用の)遠隔会議システムで接続し、

経験の少ない医師が専門医のスーパーバイズを

受けながら診療し、経験を積むことなど。興味

をお持ちの先生方はぜひ、ご連絡ください。

2．少子化が進み、感染症等の疾患群が減少傾向に

ある日本において、小児科では従来の診療モデ

ルに加え、予防モデルの重要性が増す。乳幼児

健診において、子どもの発達予後に影響を与え

うる因子、例えば、睡眠習慣、メデイア利用状

況などについて、スクリーニング・指導するこ

とは欠かせない。加えて、面談での指導が難し

くなっている現在、大学としてはスマホやIoT

等を用いた新しい情報発信・啓発をも率先して

行うべきである。

子どもの睡眠障害は看過されている

発達障害と比べて、 「子どもの睡眠障害」は社会

的認知度が低く、専門家もさらに少ない。 6ヶ月～

4歳の子どもの22.9％に睡眠の問題があると言われ

ており］)、0～3歳児において短時間の睡眠が､後年

の多動・衝動性、肥満のリスク因子になるというエ

ビデンスが蓄積しているが2)、 日本の乳幼児の睡眠

時間は世界で最も短い。ADHDは保険適応のある

薬剤が次々認可され大変注目されているが、ADHD

のリスク・増悪因子となる睡眠の問題についての認

知度は低い。日本の医学部において小児睡眠に関す

る教育は平均ll分しかないことが報告されており

3)、これでは小児の睡眠の重要性は認知されないわ

けである。

私たちの研究グループは、睡眠専門外来における

経験を生かして、スマートフォンを用いた双方性乳

幼児睡眠習慣改善アプリ （ねんねナビ②）を開発し

た。東大阪市の保健センターでの1歳半健診にて睡

眠習慣に問題がある子どもをリクルートし、その養

育者に対してアプリを通じて1年間の指導を行なっ

/~、

1)Pediatriciansandsleepdisorders: trainingand

practice.Mindelletal.,Pediatrics. 1994;94:194-

200.

2) Shortnighttimesleep-durationand

hyperactivitytrajectoriesinearlychildhood.

Touchetteetal.,Pediatrics､2009; 124:e985-93.

3)Sleepeducationinmedicalschoolcurriculum:

aglimpseacrosscountries.Mindelletal.,Sleep

Med,2011; 12:928-931.
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診療一口メモ

保育所における感染症対策ガイドライン2018年改訂版のエッセンス

和田小児科医院和田紀之

厚生労働科学研究班「保育所等における感染症対策に関する研究」 班員

厚生労働省社会保障審議会児童部会保育専門委員会委員

厚生労働省「保育所における保育の質の向上方策に関するタスクフォース」 委員

保育所保育指針解説作成協力者

予防接種専門推進協議会監事

「2018年度改訂版保育所における感染症対策ガ

イドライン」について

保育所における感染症対策については、 「保育所

における感染症対策ガイドライン」 （平成21年8月

公表、平成24年ll月改訂。以下「ガイドライン」と

いう） を活用し、各保育所において実施されてき

た。そして今回、 「保育所における感染症対策ガイ

ドラインの見直しに関する検討会」における検討を

踏まえてガイドラインが改訂された（表1）。

日常の保育においては感染拡大をできる限り抑え

るための具体的方策を盛り込んだ、現場での実用性

の高い感染症対策ガイドラインが必要とされてい

る。2018年度改訂版では、近年、保育所等で最も問

題になっているB型肝炎やC型肝炎、HIV感染症、

癖癬感染に対する感染対策を加えるとともに、 日常

の保育についても取り入れることが望まれる感染予

防対策も取り込んでいる。予防接種で防げる疾患は

確実に予防すること､分泌物､糞便､体液には感染力

があると考えて対処することを強調している。この

素案が厚生労働省に提出され国の立場から修正が加

えられ､ガイドライン検討員会に提示された(表2)。

今回の改訂では、 2018 (平成30)年4月より適用

きれる改定後の保育所保育指針（平成29年厚生労働

省告示第117号）を踏まえ、保育士等の衛生知識の

向上の観点から、本ガイドラインが医療の専門家で

はない保育士等にも積極的に活用いただけるものと

なるよう、実用性に留意し、全体構成を整理．再編

するとともに、各節の冒頭に要点を示すなど、記載

方法等の工夫を行っている。また、新たに「関係機

関との連携」に係る項目を設け、保育所と医療．保

健機関、行政機関等との連携の重要性等を明記し

た。さらに、関係法令等の改正に伴い、記載する情

報を現時点で最新のものに改めたほか、近年の感染

症対策に関する研究成果等による知見を踏まえ、個

別の感染症の症状や予防、感染拡大防止策等に関す

る記載の充実が図られた。

感染症への対応・対策の難しさではなく、保育所

という場の特性や一般的な家庭における状況との違

い、具体的な対応などに重点が置かれている。特

に、麻しん・インフルエンザ・腸管出血性大腸菌感

染症． ノロウイルス感染症･RSウイルス感染症の

5疾患については、保育所からの医療機関への相談

'‐、

'‐ヘ

眠育所における感染症対策ガイドライン（2018年改訂版）」の概要

＜目的＞

保育所保育指針に基つ浩､保育所における子どもの健康と安全の確保に資するよう､乳幼児期の特性を踏まえた
感染症対策の基本を示し､保育士等が医癩関係者や関係機関と連携し､感染症対策に取り組む際に活用する。

1．感染症に関する基本的事項 2．感染症の予防

乳幼児及び保育所の特性､感染症の発生要肉左踏まえ、

個人と集団の健康確保の観点から行う感染症対策の基本

（1）感染症とその三大要因

（2）保育所における感染症対策

（3）学校における感染症対策

感染者への対応､各感染経路の特徴と対策､予防接種の
基本的事項､日常的な衛生管理の具体的方法等

（1）感染予防

ア）感染源対策イ）感染経路別対策
ウ）感受性対策（予防接種等）工）健康教育

（2）衛生管理

ア）施設内外の衛生管理イ）職員の衛生管理

表1

’

兎一色垂壼の醒型壁今垂生旦塞の輯広 α-侭麺■＝麺壷n回＝醗一■

亨巳、■画タグe■ ヴータロー勺一一ゴー……もし恥一FUでコーダーU"0、…F一一マジー■コェマ、

保育所内外における実施体制穣鋪の霞要件

星

（1）記録の重要性
（2）医療関係者の役割等
ｱ）嘱託医の役割と貿務イ）稽讃師等の役割と貿務

（3）関係機関との連携 （4）関連情報の共有と活用
（5）子どもの健康支援の充実

』

別)邪ユ異俸四な織梨症と千厩珂頭（蒋に汪賦すべき感染症）

別添2保育所における消竃の租湧Iと方法

別添3子どもの病気～症状に合わせた対応～
別添4医師の愈貝轡及び保藤者の豊鬮届

蟹雪感襲症対策に資する公表摺報
贋向瀝井へ壷

(個別の感梁症ごとの症状､予防・

(消毒蕊の秘類･用途及び希釈方
(発熱や嘔吐等､症状に応じた具ウ
(罹患後の登園再開に間する基本〔

治綴方法､感染拡大防止策等）
法等）
な対応方法や留恵串

考え方を踏まえた毎類の参考椴式等）
公表綱報のUR
一病”＝一ヘー■ 一e■一己
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｢保育所における感圭症対策 ラインの見直しについて
0 呂 ロﾛ 旨 ＝

2.主な内織

及び安全に関する共通認識を深め、感染症対策に

組織的に取り組んでいくことが求められている。

また、本ガイドラインの趣旨及び内容が、保育所

をはじめとする多様な保育の現場に加え、医療・

保健機関や行政機関等の関係者にも広く浸透する

とともに、子育て中の保護者にも理解されること

によって、 さらなる連携のもと、子どもたちの健

やかな育ちが保障されることが期待きれている。

が多く、現場でも対応に苦盧していると思われるの

で、各疾患の感染経路を踏まえた対策が記載されて

いる。また、予防接種に関しては定期接種のみでな

く、任意接種のワクチンについても感染拡大予防に

おける重要性を踏まえ、①保育所における予防接種

に関する取り組み、②小児期に接種可能なワクチ

ン、③定期接種と任意接種、④予防接種を受ける時

期、⑤保育所の子どもたちの予防接種、⑥保育所職

員（保育実習の学生を含む）の予防接種、⑦予防接

種歴および罹患歴の記録の重要性、加えて「ワクチ

ン接種率向上と予防接種歴の把握」など記載が充実

されている。

/‘…、

【感染症発生動向調査（サーベイランス）等による

情報の共有と活用】

国立感染症研究所に設置された感染症疫学センタ

ーでは、感染症法第16条に基づき、患者情報及び病

原体情報を集計し分析評価を加えた全国情報につい

て、週報及び月報等を作成している。これらを都道

府県等の本庁に提供するとともに、国立感染症研究

所のホームページで一般に公表している。

ガイドラインでは、現在web上で公表されている

感染症対策に資する情報を、参考資料として巻末に

紹介している。こうした様々な情報を必要に応じて

収集し、感染症対策に活用することが重要です。

保健所における感染症対策のポイント

。 「ワクチンで予防できる感染症はワクチンで予防

する」という理念のもと、園児とともに職員につ

いても接種可能なワクチンは接種しておく。

・園児と職員の感染症罹患歴やワクチン接種歴を事

前に確認し、記録しておく。

・常日頃より、施設長が中心となり、嘱託医の協力

を得て、感染症対策のマニュアルを作成し、緊急

時の体制や役割を明確にしておく。

・呼吸器感染症が発生した場合には、その流行の規

模を最小限にすることを目標とし、登園停止、咳

エチケット、手指衛生などを実施する。

・感染性胄腸炎が発生した場合には、吐物や糞便等

の排泄物を適切に処理し、手洗いを徹底する。

・血液媒介感染症を予防するため、保育園において

も標準予防策を取り入れる。

・感染症の流行時には､施設長の責任のもと､園児の

みならず職員についても、しっかりと記録に留める。

各保育所においては、本ガイドラインを十分に活

用し、施設長の責任の下、全職員が子どもの健康

/~風

〈学校等欠席者・感染症情報システムについて

（(公財）日本学校保健会>〉

http://www.gakkohokenjp/system_infO

〈厚生労働省ホームページ「感染症発生動向調査に

ついて｣〉

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/0000115283.html

〈国立感染症研究所ホームページ「感染症発生動向

調査週報(IDWR)｣>

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc・html
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第195回学術集会
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時:2019年9月28日 (iz) 15:00～17:00

場：あくのメデイックス 6階ホール
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講演I 「平成30年大阪府北部地震における災害時小児周産期リエゾンの活動と

今後起こりうる災害への備え」

大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター

救命救急センター医長古家信介

講演Ⅱ「災害時小児周産期リエゾンの役割と連携」

帝京大学医学部附属溝口病院小児科日本小児科学会災害対策委員会井田孔明旗一、

講演I

平成30年大阪府北部地震における災害時小児周産期リエゾン活動と

今後起こりうる災害への備え

大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター救命救急センター医長古家信介

はじめに

災害医学の中で小児や妊産婦は災害弱者と位置づ

けられており、大規模災害時には特に配盧を必要と

する。また、近年の日本においては大きな地震や豪

雨などの災害が増加傾向にあり、小児周産期領域で

も災害時の適切な対応が必要となってきている。し

かし、小児周産期および小児科、産婦人科の中での

災害への対応については未発達と言わざるを得な

い。そんな中平成30年6月に大阪府北部を中心とし

た地震が発生し、大阪府内ではDMAT(Disaster

MedicalAssistanceTeam)が活動し、災害時小児

周産期リエゾンも活動した。今回はこの経験を基に

災害時にどういった事が必要となるのか、 また今後

起こりうる災害に対し、小児周産期領域としてどの

ように対応していく事が必要か述べたい。

DMATの養成を開始した。その後も中小規模の災

害はあったが、 2011年の東日本大震災では戦後最大

ともいえる範囲へ甚大な被害をもたらした。小児周

産期分野も例外ではなく、その後の振り返りとして

DMATとの情報共有ができていなかった事や、そ

もそも災害への体制づくりができていなかった事、

DMAT内の医師に小児科医や産婦人科医が極めて

少なかった事から、新生児や妊婦の搬送システムへ

のアクセスも不良であり、多くの点で課題が挙げら

れた。これらの課題を改善すべく、厚生労働省は

DMATと協働して医療調整本部内で活動するため

のリエゾン養成を平成28年より開始した。主な活動

は情報収集と発信、医療支援調整、そして保健活動

である。 リエゾン養成研修は厚生労働省が年に2，

3回開催しており、都道府県より依頼のあった医

師、看護師、助産師等が受講する。受講後は自治体

の嘱託を受けたコーデイネーターとして有事の際に

は都道府県庁内に設置された医療調整本部内で上記

の活動をDMAT等他の機関と協力しながらすすめ

ていくことになる。平成28年の熊本地震の際には、

胤一へ

災害時小児周産期リエゾンとは

厚生労働省は1995年の阪神・淡路大震災での教訓

から、大規模災害の急性期(発生からおよそ48時間）

に活動できるトレーニングを受けたチームとして
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て多くの混乱が生じやすいが、現場だけで行えない

ような案件についてはリエゾンがDMATと協働し

て対応する事で早期に解決できるものもあり、熊本

地震同様リエゾンの活動は有用であったと思われ

た。

市の急患センターが一部損壊となり診療ができなく

なってしまった。そのため、夜間一か所しかしてい

ない急患センターへの患者の集中を防ぐため、 リエ

ゾンが自衛隊に働きかけて応急の仮設診療所を設置

し、夜間の小児診療体制を維持した。このような対

応や小児周産期関連に特化した対応は救急医の多い

DMATのみではなかなか難しく、 リエゾンが本部

内で活動する事は有用と考える。

今後起こりうる災害への備え

ではもし今日南海トラフ地震のような超大型地震

が起こったら、 もし阪神・淡路大震災のような直下

型の超大型地震が起こったら、大阪または関西圏の

小児周産期体制は問題ないだろうか。現状のままで

は、やはり準備不足と言わざるを得ないだろう。

病院小児科・産婦人科としてはまず院内の災害対

策マニュアルを見直すこと、そしてそのマニュアル

に従った災害訓練を行う、または院内の災害対策訓

練に参加する事が第一歩であろう。クリニックの場

合であってもまずは災害対応マニュアルの確認をし

て院内での模擬訓練を行うことは可能と思われる。

どちらにしてもアクションカードは有用と思われる。

携帯電話も固定電話も災害急性期にはつながりに

くくなってくるため、近隣の医療機関との連絡方法

確保も重要である。通常の電話以外にLINE等の

SNSを使用する事も方法としては考えられる。重症

小児の場合や在宅小児の酸素や電源確保等について

もどのように対応するか、大阪ではシヨートステイ

連絡協議会が多くの場合対応するが、確認を行う事

等も必要である。また、DMATや内閣府の行う訓

練においてもリエゾンが医療調整本部内で活動す

る。上記に述べた大阪府北部地震の際には、偶然に

もその4か月前に大阪府北部で発生した地震への対

応という訓練を行っていたこともあり、地震発生当

日も大きな混乱なく活動できた。そのため、有事の

際の活動ももちろん重要であるが、やはり 「平時」

にどれだけ備えておくか、が有事の際に被害を最小

限に抑える方策であると考えられる。

平成30年大阪府北部地震

平成30年6月18日7時58分、大阪府北部（高槻市

付近） を震源としてマグニチュード6.1の地震が発

生した。通勤通学の時間帯という事もあり、公共交

通機関に大きな影響を与えたほか、府北部では断

水、停電等の被害が出た。また、吹田市にある国立

循環器病研究センターではライフラインと建物の一

部、電子カルテに破損が生じ、主にPICU、NICUに

入院中の児の病院避難（転院）の決定がなされた。

同病院では多くの混乱が生じていたこともあり、病

院先の選定および搬送手段の確保と実搬送までを含

めリエゾンヘ調整の依頼があり、約5時間程度かけ

て10名の新生児、 12名の小児患者の搬送が行われ

た。新生児の搬送についてはNMCSが通常通りの運

用がなされており、速やかに搬送を完遂できたが、

小児については搬送のシステムがないため、各医療

機関へ依頼をする事により最終的に府内外への病院

搬送を行えた。搬送手段としては各病院のドクター

カーおよびDMATの搬送車両の利用を依頼した。

リエゾンの活動としては他にも重症呼吸不全児の転

院調整やオートクレーブ故障への対応等行ったが、

地震発生翌日には概ね医療ニーズも消失し、同日夕

方には本部内での常駐を終了し、オンコール体制を

とった。オンコール体制中も特記すべき医療ニーズ

の発生はなく、発生から4日後の6月22日夕方には

その活動を終了した。災害急性期には情報が錯綜し

/~、

/~、
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講演Ⅱ

災害時小児周産期リエゾンの役割と連携

帝京大学医学部附属溝口病院小児科日本小児科学会災害対策委員会井田孔明

災害時小児周産期リエゾンの支援活動

2016年に起きた熊本地震において、熊本県庁の災

害対策本部内に小児周産期領域の担当者が置かれ、

当時はまだ正式な立場ではありませんでしたが、災

害時小児周産期リエゾンとしての支援活動がはじめ

て行われました。

実際に行われた支援内容は次の3つに分類されま

す2)。第1は、情報収集と発信です。被災地内の医

療機関の被害状況や、搬送を必要とする患者情報を

収集し、患者搬送の調整を行いました。また、全国

から届いた支援物資の保管場所の情報提供や、アレ

ルギー食に関する情報を日本栄養士会との間で共有

しました。第2は、医療支援の調整です。熊本市内

の休日夜間の小児科一次診療を担っていた熊本地域

医療センターが被災のために診療できない状態とな

りました。そこで自衛隊に依頼して特設テントの診

療所を設営していただいたり、熊本県庁を通じて日

本小児科学会と日本小児救急医学会に小児科医の派

遣を要請したりしました。医師派遣においては、派

遣先の病院や派遣医師の人数そして業務内容を決め

ておく必要がありますが、その判断も、被災地の先

生との連絡協議会の開催を通じて行いました。第3

は保健活動です。災害時にも保健活動の継続が必要

であり、保健師、新生児科医師、産婦人科医師と医

療チームを結成し、避難所への巡回訪問を実践し

て、妊産婦や乳幼児の評価を行いました。

その後、 2018年6月に起きた大阪府北部地震、広

島県、岡山県を襲った平成30年7月豪雨、 9月に発

生した北海道胆振東部地震においても、研修会を受

講した災害時小児周産期リエゾンが、被災地の保健

医療調整本部の中で支援活動を行いました。病院機

能の低下、水害、停電など多岐にわたる被害状況に

対応するために、災害支援に関連する多くの職種の

人たちと連携されたお話を伺っています。

災害時の医療支援とは

災害時の医療支援とは、災害発生直後の救命救助

だけではく、災害時に発生する病院機能の低下に対

する対応や、避難所で生活する人たちの健康管理を

含め、その後に被災地の医療が復旧するまで継続し

て行う医療全体を指します。医療支援が有効に機能

するためには、国や行政だけではなく、医療に携わ

る多くの職種の人が連携し、平時から顔の見える関

係を築きながら災害への備えをすることがとても大

切です。

今回は、今後の災害時の医療支援のキーパーソン

となる「災害時小児周産期リエゾン」についてご紹

介し、 日本小児科学会災害対策委員会が課題として

いる災害時小児周産期リエゾンを中心とした平時か

らの医療ネットワークの構築と連携についてご説明

したいと思います。

'へ、

災害時小児周産期リエゾンの設置に向けて

災害時小児周産期リエゾンとは、災害時に被災地

の支援活動において重要な役割を果たす職務です。

東日本大震災での支援活動の経験で、災害弱者であ

る小児周産期領域の医療支援に関するニーズの把握

が不十分であることが、指摘されました。そこで、

災害時に小児周産期領域の情報収集や、医療調整、

保健活動に関するコーディネーター機能をもつリエ

ゾンの設置が、災害医療に関する班会議や様々な学

会の立場から求められました')。そして2016年度よ

り災害時小児周産期リエゾンを養成するための研修

会が厚生労働省の事業として予算化され、年2回の

頻度で定期的に開催されるようになりました。現時

点ですでに日本全国に約450名の研修受講者がいら

っしゃいます。そして、 2019年2月に災害時小児周

産期リエゾンの活動要領が厚生労働省から各都道府

県に公布され、現在それぞれの地域で、研修受講者

を中心として災害時小児周産期リエゾンが任命され

つつあります。そして、災害訓練の場などを利用し

ながら災害医療の体制作りに取りくんでいらっしゃ

います。

'…､

日本小児科学会の役割と今後の課題

日本小児科学会災害対策委員会では、 2016年度か

ら東日本大震災の経験をもとに災害への備えと災害
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時の支援活動について議論を行ってきました。そし

て、災害発生時には日本小児科学会の組織の中に災

害対策本部を設置して、様々な医療支援活動を行う

ことを定めています。

災害対策委員会の現在の最優先の課題は、効率よ

く災害時小児周産期リエゾンに有用な災害情報を伝

達するためのシステムを、全国規模、あるいは地域

ごとに構築することだと考えています。熊本地震の

時には、非常に多くの情報がインターネット上に飛

び交いました。しかし、それらの情報は、古いもの

や新しいもの、既に解決済みのものや未解決のもの

が混在し、情報過多のために混乱を招いたとも言え

ます。災害時ですから、ある程度の混乱はやむをえ

ません。しかし今後は、災害時の医療支援のキーパ

ーソンとなる災害時小児周産期リエゾンに、被災状

況や患者の搬送、不足する医療物資などに関する正

しい情報を、効率よく伝えるためのネットワークが

必要であると考えます。

小児周産期領域における全国規模の情報ネットワ

ークとして、すでに新生児領域では新生児医療連絡

協議会主導の災害時連絡網が整備されています。ま

た小児集中治療の領域でも、PICU協議会のネット

ワークがあります。また産婦人科領域では、東日本

大震災の反省から日本産科婦人科学会主導で大規模

災害情報対策システムという新たなネットワークが

構築され、その普及が推進されています。そしてこ

れらのネットワークは、災害時小児周産期リエゾン

に伝えるための情報システムとして生かすことが可

能となっています。

また、地域ごとのネットワークとして、新生児搬

送や救急医療など領域でいくつか既存のネットワー

クが存在すると思います。しかし残念ながら小児科

領域は様々な専門領域を含んでいるため、これらの

既存のネットワークだけでは不十分と考えられま

す。日本小児科学会災害対策委員会としては、これ

まで大学小児科や小児科学会地方会宛に、大学の関

連病院や地方会の会員メーリングリストの作成に関

するお願いをしてきましたが、 まだ普及率は十分と

は言えません。ネットワークは、災害時だけでなく

平時から使い慣れていないといざという時に機能が

発揮されないと思います。そこで、災害時だけでは

なく平時から運用できる情報ネットワークを構築し

ていただけるように働きかけていきたいと考えてい

ます3)｡

その中で特に力を入れているのが、人工呼吸器な

どを装着している在宅医療患者に関するネットワー

クです。日本小児神経学会やそれ以外の在宅医療患

者を診療している様々な関連学会と連携協力しなが

ら構築を進めています。さらに、これらのネットワ

ークで整理された被害状況や支援情報を、インター

ネットを利用して災害時小児周産期リエゾンに伝え

ることのできる「掲示板」の作成を、今年度までに

完成させる予定です。

/へ、

文献

l) 日本小児科学会災害対策ワーキンググループ：

東日本大震災での経験をもとに検討した、 日本小
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2）伊藤友弥、他：災害時小児周産期リエゾンとい

う新たな医療支援． 日児誌121 : 1397-1404,2017

3）井田孔明：日本小児科学会が取り組むべき今後

の課題．小児内科50:341-344,2018

/~、

座長印象記

学術部会赤木秀一郎

震災時、小児科・産科医が極めて少なかったことの

課題から、厚生労働省がDMATと協議し28年から

その養成が始まりました。リエゾンの役割は、情報

収集と発信、医療支援調整、保健活動で、都道府県

庁内に有事の際に設置される医療調整本部内で、

DMATと協働しコーディネーターとして活動しま

す。

第195回学術集会は「災害医療」をテーマとして

開催されました。

講演1は、古家信介先生に、実際のリエゾン活動

を臨場感たっぶりに報告して頂きました。

災害時小児周産期リエゾンは、阪神・淡路大震災

での教訓から養成が始まったDMAT(Disaster

MedicalAssistanceTeam)内の医師に、東日本大
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た。被災で休日夜間の小児一次診療を担う地域医療

センターが診療不能となり、 リエゾンが応急診療所

の設置を自衛隊に依頼し、すぐに特設テントの診療

所が設営され、診療体制が維持できたそうです。そ

の後、 30年6月の大阪府北部地震、 7月の広島・岡

山県の集中豪雨、 9月の北海道胆振東部地震におい

ても、多職種の方々との連携でリエゾンによる支援

活動が行われました。

次に、井田先生は日本小児科学会の災害時の役

割・今後の課題を示されました。熊本地震の時には

インターネット上に過剰に情報が飛び交い、混乱が

生じました。リエゾンに効率良く、患者搬送・不足

の医療物資等に関する正しい情報を伝えられるネッ

トワークを構築しなければなりません。

新生児医療連絡協議会の災害時連絡網、PICU協

議会ネットワークは既に整備されていますが、小児

科領域は様々な専門領域を含むため、さらに、平時

から運用できる情報ネットワークを構築せねばなり

ません。日本小児科学会災害対策委員会は、大学小

児科・小児科学会地方会にメーリングリストの作成

を働きかけており、その中でも特に人工呼吸器装着

の在宅患児のネットワーク構築に力を入れている、

とのことでした。これらのネットワークで整理され

た被害状況や支援情報を、インターネット利用でリ

エゾンに伝えることのできる「掲示板」の作成が年

度中に完成する予定とのことです。

大阪府北部地震では、国立循環器病研究センター

内のライフライン、建物の一部、電子カルテがダメ

ージを受けて混乱が生じ、主にNICU･PICUに入院

中の児の避難転院が決定されました。府庁内に配置

されたリエゾンに10名の新生児、 12名の患児の転院

先の選定・搬送手段確保の調整が依頼され、府内外

の病院への計22名の搬送が、わずか約5時間で全て

終了した実例が示されました。偶然にもこの地震の

4か月前に、大阪市北部で発生の地震を想定し、そ

の訓練を行っていたため、地震当日に速やかなリエ

ゾン活動ができたそうです。

しかし、古家先生は、 まだ関西圏内の小児周産期

リエゾン体制は準備不足で、総合病院小児科・産科

は災害対策マニュアルを見直し、院内の災害対策訓

練に積極的に取り組むこと、個人医院でも院内で模

擬訓練をすべきことを強調されました。

'へ、

講演2は、 日本小児科学会災害対策委員長（3期

目） も務めておられる井田孔明先生より、 リエゾン

設置に向けての経緯から詳しく解説いただきまし

た。

災害時小児周産期リエゾンは、少し前述しました

が、東日本大震災での支援活動の経験で、災害弱者

である小児周産期領域の医療支援に関するニーズの

把握が不十分であった指摘から、 28年にリエゾン養

成研修会が厚労省事業として予算化され、年2回定

期的に開催されるようになりました。現時点で全国

に約450名の研修受講終了者がおられ、各地で受講

者を中心に災害時小児周産期リエゾンが厚労省から

任命されつつあるとのことです。

初回のリエゾン活動は、熊本地震から始まりまし

折しもこの学術集会の約半月後に台風19号での大

きな被害が発生しました。

今後の災害時に、小児科医として少しでも役に立

つには何をすべきか、 と考える次第です。

'へ､

第196回学術集会

時
場
2020年1月18日(土) 15:30～17:30

あくのメデイックス 6階ホール

講演1 : 「小児の高次脳機能障害の理解と支援

～日常診療でも遭遇する目に見えにくい隠れた障害～」

大阪市立総合医療センター小児神経内科 九鬼一郎先生

講演2 ： 「外国人にやさしい小児医療をめざして」

国際ボランテイア学会会長

甲南女子大学看護リハビリテーション学部教授 中村安秀先生

ロ
］
《
室
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第27回大阪小児科医会救急・新生児研修会報告

(公財） 日本生命済生会日本生命病院小児科赤木幹弘

第27回大阪小児科医会救急・新生児研修会は令和

元年9月14日 （土）あくのメデイックス6階ホール

にて開催されました。 3連休の初日に当たり、他の

研究会と重なった影響もありましたが、多数の先生

方のご出席をいただきました。症例検討4題、小児

救急セミナー2題の発表が行われました。

症例lは嘔吐とそれに続く無熱性の痙鑿発作の持

続で救急受診した7歳男児です。頻度の高いてんか

ん発作の群発を疑って入院で経過をみていたとこ

ろ、 ，L,電図モニターで徐脈と完全房室ブロックを認

め、胸骨圧迫を開始、硫酸アトロピンにも反応せ

ず、経皮ペーシングを行った急性心筋炎の症例で

す。急性心筋炎は多彩な症状で先行するので知られ

ていますが、経験することは少ない稀な疾患です。

このような経過の早い症例でも適切な対応がとられ

ているのが大変印象的でした。

症例2は室内飼育のネコによる感染症の2例でし

た｡ l例目は生後5か月と低月齢児で抗生剤投与の

他、破傷風予防目的に抗破傷風ヒト免疫グロブリン

を投与しています。 2例目は発熱と右鼠径部痛で受

診した5歳女児です。子ネコを飼育しているが明ら

かな外傷はなくペア血清でネコひっかき病と診断し

ています。飼育数が増えていることからネコ由来感

染症は今後は増加も予想され見落としてはいけない

疾患と思われます。ネコひっかき病では、筆者の自

験例でも教科書の記述どおりすべて子ネコでした。

症例3は意識障害で救急搬送された14歳の熱中症

の男児例です。不穏状態に対してはミダゾラムで鎮

静。初診時のCK3511U/Lが3日目に5000, 6日目

には251811U/Lと上昇。運動あるいは熱中症に関

連した横紋筋融解症に対して補液量が過少ではなか

ったかというのが発表者の考察であり参考になりま

した。

症例4は日齢lの女児です。胸部単純X線検査で

胄管のcoilupと腸管ガスから頻度の高いC型食道閉

鎖症の診断で手術が行われましたが、術後に炎症反

応の上昇があり、 日齢19日嚥下造影検査で気管が造

影されたため上部気管食道瘻が疑われ、 日齢33日に

ラリンジアルマスク下で気管支鏡検査を行い、声門

直下に上部気管食道瘻を認めたり型食道閉鎖症のl

例です。上部気管食道瘻が疑われる症例ではラリン

ジアルマスク下で気管支鏡検査が診断に有用である

という報告でした。ただ、習熟していないと手技的

に難しいのではないかという印象でした。

救急セミナー1は高槻病院小児集中治療科起塚

庸先生より様々な呼吸補助装置、NHFC(nasal

highfiowcannula)、NPPV(非侵襲的陽圧換気)、

RTX(陽・陰圧体外式人工呼吸器） と侵襲的人工

呼吸について、原理から実際の使い方までわかりや

すくお教えいただきました。病院では補助換気とし

てNPPVが一般的ですが、NHFCは肺胞が効率よく

酸素化できる点からその有用性を強調されておられ

ました。

救急セミナー2は大阪市立総合医療センター小児

集中治療部宇城敦司先生より急性期医療の栄養管

理についてお教えいただきました。 2歳までは栄養

管理が必要で特に脂質が中枢神経系の発達に重要で

あり留意すること、急性期医療の栄養管理では、必

要カロリーの70％〈､らいがかえって死亡率を低下さ

せるから過剰なカロリー投与に注意して同時にオー

トファジーも活性化させないような栄養管理が求め

られるという大変興味深い講演でした。

本研修会は時間に余裕があり、専門的なコメント

も聞くことができ、質問しやすい雰囲気で会が進行

していきますので、若手、ベテランを問わず小児救

急・新生児医療に携わる医師に大変有意義な会で

す。次回は令和2年2月8日 （土）に、大阪府医師

協同組合8階ホールで午後3時から開催されます。

ぜひ多くの先生方のご参加をお願い申し上げます。

/へヘ

/へ、

★プログラム次第

日時:2019年9月14日 (jz) 15:00～18:30

会場：あくのメデイックス6階ホール

15：00

【開会の辞】村上城子副会長

15:05～16:25

【症例検討】

座長：志水信彦（阪南中央病院小児科）
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【既往歴・家族歴】特記すべき事項なし

【現病歴】X日5時ごろ嘔吐とそれに続く痙箪発作

あり。痙塗は眼球上転、上肢の屈曲位での硬直があ

り、 30秒程度で止痙した後は意識清明となった。X

日10時ごろ近医小児科クリニックを受診したが制吐

剤を処方され帰宅した。その後も嘔吐とそれに続く

痙箪発作が持続していたため、X日16時当院を救急

受診された。

【受診後経過】来院時体温37.0℃、脈拍97回／分、

意識清明であり、身体所見上明らかな異常所見はな

かった。頭部単純CT検査では明らかな異常所見は

なく、血液検査ではCRPO.33mg/dL，AST274U/

L、ALT130U/Lと肝機能障害を認めた。てんかん

発作の群発を疑い精査加療目的に入院の方針とし

た。小児一般病棟観察室入室後、心電図モニターで

心拍数40回／分、完全房室ブロックが判明し、ただ

ちに胸骨圧迫を開始した。その後も脈拍20回／分と

なり、硫酸アトロピンを投与したが無効であり、十

分な鎮痛鎮静下で経皮ペーシング(80mA,

60ppm)を行った。有効な心拍を確立し血圧の安定

を見て、大阪市立総合医療センター小児救急科・小

児不整脈科へ転院搬送となった。入院後に追加した

血液検査にてCPK4729U/L、CK-MB101U/Lと

高値であり急性心筋炎に伴う完全房室ブロックであ

ったと判明した。搬送先で一時ペーシング(VVI

80ppm)、 2日間の免疫グロブリン点滴投与により

軽快し、入院14日目に退院となった。

【考察】急性意識障害を初発症状として認めた急性

心筋炎のl例を経験した。急性心筋炎は多彩な症状

をきたす疾患であり、感冒症状や消化器症状などの

非特異的症状が先行することが多い。また本例のよ

うにアダムストークス発作の表現型として痙筆発作

を生じることがあり、小児で比較的頻度の高い熱性

けいれんや良性てんかんとして見逃さないことが重

要である。

症例l 「嘔吐と無熱性痙鍾を主訴に救急受診した7

歳男児例」

大阪赤十字病院小児科天満祐貴

コメンテーター：福留啓祐（大阪市立総合医

療センター小児不整脈科）

症例2「ネコ由来感染症の2例～家庭内での小児と

ペットとの関わり、感染症のマネージメント

について～」

大阪警察病院小児科藤尾光

コメンテーター：小出竜雄（同小児科）

症例3「高CK血症が遷延した熱中症のl例」

堺市立総合医療センター小児科高野良彦

コメンテーター：田中智彦（同小児科）

症例4「D型食道閉鎖症の診断にラリンジアルマス

ク下での気管支鏡が有用であった1例」

淀川キリスト教病院小児科幾島裕介

コメンテーター：西原正人（同小児科）

16:25～16:40【休憩】

16:40～16:45

【大阪小児科医会からのお知らせ】

尾崎由和（市立池田病院小児科）

16:45～18: 15

【小児救急セミナー】

座長：尾崎由和先生（市立池田病院小児科）

l 「様々な呼吸補助装置～highilowtherapyを中

心に～」

高槻病院小児集中治療科起塚庸先生

2「急性期医療の栄養管理」

大阪市立総合医療センター小児集中治療部

宇城敦司先生

18: 15

【閉会の辞】

赤木幹弘（当番世話人日本生命病院小児科）

'へ、

'…､

★症例検討抄録

症例1 : 「嘔吐と無熱性痙蕊を主訴に救急受診した

7歳男児例」

大阪赤十字病院小児科

天満祐貴、野村安隆、荻野諒、楠本将人、

今井智恵、土井響、原田太郎、中道恵里那、

巽亜子、新居敏、安西香織、肥田晋矢、

竹川麻衣、坂本晴子、藤野寿典、葭井操雄、

住本真一

【症例】 7歳男児

【主訴】嘔吐、痙箪

症例2 ： 「ネコ由来感染症の2例～家庭での子供と

ペットとの関わり、感染症のマネージメントに

ついて～」

大阪警察病院小児科

藤尾光，小出竜雄， 山下朋代，若原珠美，

田中裕子，三輪谷隆史，西垣敏紀

【はじめに】近年、住環境の都市化と共にペットの

室内飼育が進んでいる。本邦における猫の飼育頭数

は2017年から犬の飼育頭数を上回り952万頭から増
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加傾向にある。今回、ネコ由来感染の2例を経験し

家庭内での子供とペットの関わり方や感染症の対応

についての注意点について報告する。

【症例1，ネコ咬傷】 5ヶ月、男児。ペットのネコ

に右踵部を咬まれ前医受診。抗菌薬内服と外用を処

方されたが、感染徴候の拡大を認め翌日当科紹介受

診。創部の切開排膿洗浄ドレナージ施行し、抗菌薬

内服、外用、破傷風対策としてDTPワクチン未接

種であったことから接種した。翌日、再度、右手を

咬まれ激し<出血し発熱も認め入院加療となった。

入院後、セファゾリン、クリンダマイシンの静注を

開始し破傷風予防目的に抗破傷風ヒト免疫グロブリ

ンを投与した。創部培養よりPasteurellamultocida

を検出しネコ咬傷によるパスツレラ感染症と診断し

た。

【症例2、ネコひっかき病】 5歳、女児。発熱、右

鼠径部痛を主訴に当科受診。右鼠径リンパ節腫脹を

認めた。自宅で子ネコを飼育しているとの事で明ら

かな外傷は見られなかったがネコひっかき病を疑っ

た。鼠径部の痙痛で歩行に支障を来たし抗菌薬治療

を開始した。 3日後には解熱し鼠径リンパ節も縮小

傾向となった。ペア血清でBartonellahenselaeの

IgM抗体が陽転化し、 IgG抗体が4倍以上の上昇を

認め、ネコひっかき病と診断した。

【考察】 2症例ともに家庭内でのネコとの接触で感

染症を発症した。小児は家庭内で動物から危害を受

けたり、咬傷による重症度も成人より高くなる事が

予想される。動物咬傷に対しては破傷風対策、特に

ネコ咬傷は皮層・軟部組織感染症に対して抗菌薬治

療の開始が推奨されているが、実際にはその管理は

徹底されていない。当院での過去の調査でも受診す

る診療科によって対応が異なっていた。ネコひっか

き病については特に子ネコとの接触歴が重要であり

十分な問診が必要であると共に、飼育するネコのノ

ミ対策を指導する事も重要と考えられた。

【まとめ】家庭内での小児とペットとの接触には十

分な注意が必要であり、ネコの飼育頭数の増加から

ネコ由来感染症の増加も予想され適切なマネージメ

ントが日常診療においても重要である。

筋融解症、悪性高熱症などがある。熱中症の経過中

に横紋筋融解症を発症し、高CK血症が遷延した一

例を経験したので報告する。

【症例】 14歳男性 【主訴】意識障害

【現病歴】発症当日は期末試験で寝不足だった。試

験後、サッカーの練習を始め、ストレッチ、休憩を

交えて1時間弱ほど経過したところで、本人から

「しんどい」と訴えあり。その直後、意識滕朧とな

って倒れこんだため当院へ救急搬送された。来院

時、 JCS:II-20.不穏状態で激しく暴れていたため、

ミダゾラムで鎮静し、数分後には覚醒して受け答え

可能となったが、せん妄状態を呈したことから入院

となった。

【既往歴】腸ヘルニア手術、肺炎、扁桃摘出術・異

所性歯牙摘出術

【家族歴・服薬歴・アレルギー歴】特になし。

【生活歴】フットボールクラブに所属。入院4日前

まで連日サッカーの練習をし、発症前3日間は試験

休みで全く練習せず。

【入院後経過】来院時の血液検査で、血清尿酸：

21.6mg/dL, クレアチニン :2.16mg/dLと脱水によ

る腎前性腎不全を疑う所見を認めたことから、初療

時から生理食塩水と細胞外液を2L以上補液したと

ころ、速やかに解熱が得られた。 また、AST/

LDH/CK:87/505/3511U/Lと逸脱酵素の上昇を認

め、臓器障害が疑われたため、解熱後も1日2L程

度の補液しながら経過観察を行ったところ、血清

CK値が上昇し続けた。発症6日目にCK:251811U/

Lでピークアウトし、終始全身状態良好なまま経過

し、発症13日目に後遺症なく退院となった。

CKアイソザイム分析では、CK-MM:100%で、大腿

MRIでも横紋筋融解症に矛盾しない信号パターンで

あった。

【考察】本症例は6月下旬の症例であり、暑熱順化

が不十分な状態でスポーツをおこなったこと、体調

不良だったことが熱中症発症の誘因となったと考え

られた。高CK血症の原因は、運動あるいは熱中症

に関連した横紋筋融解症と考えられた。入院後に遅

れて発症した横紋筋融解症に対して十分な補液がで

きていなかったために高CK血症が遷延した可能性

が考えられた。熱中症では全身状態が良好に見えて

も遅れて発症する臓器障害にも留意しながら診療す

る必要があると思われた。

/穂緬職

/忽爾、

症例3 ：｢高CK血症が遷延した熱中症のl例」

堺市立総合医療センター小児科高野良彦

【はじめに】高CK血症は、 「CK(クレアチンキナ

ーゼ）が正常値より上昇している状態」で、緊急対

応を要する疾患として、心筋炎などの心疾患、横紋 症例4 : ｢D型食道閉鎖症の診断にラリンジアルマ
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スク下での気管支鏡が有用であった1例」

淀川キリスト教病院小児科幾島裕介

症例は日齢lの女児。在胎週数41週5日、

3,1789．自然分娩で出生。非胆汁性嘔吐があり、 日

齢1に経鼻胄管の挿入を試みたが挿入できず、胸部

単純X線検査で胄管のcoilup像と腸管ガスを認め、

食道閉鎖症が疑われ当院へ搬送された。C型食道閉

鎖症の診断で手術となった。術後に炎症反応上昇が

あり、 日齢19日の嚥下造影検査で気管が造影された

ため上部気管食道瘻（以下、TEF)が疑われた。

日齢33日にラリンジアルマスク下で気管支鏡検査を

行ったところ、声門直下に上部TEFを認めた。 日

齢67日、経鼻気管挿管下で気管支鏡検査を行い、ガ

イドワイヤーでTEFを確保した後で経口気管挿管

に切り替えて上部TEF根治術を行った。術後経過

は良好で日齢85日に退院した。上部TEFは声門直

下に存在する場合には気管挿管下での気管支鏡検査

では診断するのが困難である。上部TEFが疑われ

る症例ではラリンジアルマスク下での気管支鏡検査

がTEFの診断に有用であると考えられた。

'~、

第28回大阪小児科医会救急・新生児研修会

時
場
2020年2月8日(土) 15:00～18:30

大阪府医師協同組合8階ホール

・症例検討（演題4～5題）

・救急セミナー

講演1 「小児の外科系救急疾患自験例を中心に」

近畿大学奈良病院小児外科 高問勇一先生

講演2「小児重症患者搬送

～一次、二次医療施設からPICUへ搬送症例からの振り返り～」

大阪市立総合医療センター小児集中治療部 宇城敦司先生

ｐ
Ｈ
合
云

“

第1S回大阪小児科医会予防接種セミナー

時
場
2020年2月22日(土) 15:00～17:00

梅田スカイビル会議室A

講演l : 「就学前児の百日咳とポリオの抗体価について」

くぼたこどもクリニック院長 久保田恵巳先生

講演2 ： 「国際化に備える予防接種～麻疹・ポリオ・髄膜炎菌感染症」

川崎医科大学小児科学教授 中野貴司先生

ｐ
Ｈ
今
云
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第lO回成育医療研修会報告

2019年（令和元年) 11月9日 （土) 14:45～17:30

グランフロント大阪北館タワーB 10階カンファレンスルームB1+B2

｢後期健診」でできる子育て支援

大阪小児科医会「乳幼児健診に関するアンケート調査」結果

クリニックで実施できる｢集団乳児後期健診｣の実際～今どきの諸問題にいかに対応するか～

医療法人松下こどもクリニック松下享先生

"離乳食"から"補完食"へ～その意義と適切な進め方～

医療法人笑山凱風会緑の森こどもクリニック張尚美先生

プライマリ ・ケア部会平林円

日時

会場

テーマ

報告

講演I

講演Ⅱ

座長 /~、

可

プライマリ ・ケア部会平林円

［講演I]

クリニックで実施きれている「集団乳児後期健

診」の実際を分かり易く紹介されました。個別健診

で子どもが泣いて、困ってお母さんまで泣き出すな

どの経験を踏まえて編み出された集団で行う後期健

診では、問診一集団での健診一個別説明一集団指

導・意見交換といった流れの中で、子どもの自然な

笑いと和やかな雰囲気が醸し出され、お母さんから

も様々な思いや悩み、質問が語られるようになりま

す。質問や悩みとして多い「離乳食を食べない」こ

とについては、離乳期を過ぎた子どもの母親100名

に対して「離乳食をたべさせるコツ」についてのア

ンケート調査を元にまとめた冊子「先輩お母さんか

らのアドバイス」が好評をえているそうです。離乳

食の進まない子どもへの貧血のチェック、生活リズ

ムの大切さ、健診結果から保護者を励ますような言

葉を選んだ母子手帳への記載など、後期健診や日常

診療にも役立つアイデアが一杯の講演でした。

成育医療研修会では、乳幼児健診全般についての

回と他科の専門家を招いての回を交互に開催してき

ましたが、第10回では「後期健診」でできる子育て

支援をテーマに、秋晴れのもと、 100名余りの参加

者を得て開催することができました。

子育てを取り巻く社会状況の変化が激しく、情報

過多ともいえる時代です。赤ちゃんから幼児へと変

貌していく子どもを育てるお母さんやお父さんの悩

みや苦労を引き受けて、支援に繋げる健診を行うた

めに、役立つノウハウや離乳食（補完食）に関する

情報のアップデートを実感できる研修会の企画でし

た。

/季曾、

［報告］

2019年8月に大阪小児科医会会員を対象に行われ

た「乳幼児健診に関するアンケート調査」結果より

後期健診に関する課題認識を中心に報告きれまし

た。 「フォーローアップの結果のフィードバックが

不十分｣、 「健診手技が統一されていない｣、 「多職種

との連携ができていない｣、 「視覚障害スクーリング

異常や発達障がいの疑い例の受け皿不足」などが課

題として上げられました。その結果を受けて、健診

マニュアルの充実や手技の研修、二次健診の体制整

備、市町村を越えた連携などが必要と考えられまし

た。

［講演Ⅱ］

従来の離乳食は母乳を母乳以外の食物に置き換え

離乳させるための食事でしたが、WHOによる「補

完食」は、生後6か月ころから母乳で足りなくなる

分の栄養を補完し2歳頃には家庭の食事に置き換わ

ってゆく食事です。 6カ月以降23か月までの期間で

は、母乳からの栄養に加えて、鉄、エネルギー、 夕
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ンパク質が不足してくるので補完食では、動物性食

品の摂取が重要になります。始めは潰したり、刻ん

だりした半固形食物から始めますが、発達をみて

徐々に硬さを増し8か月までには手づかみで食べる

ようになり、 12か月までには、たいていの子どもは

家族とほぼ同じ食事ができるようになります。母乳

で足りない栄養を補完するための食事なので、母乳

よりエネルギーの少なく、鉄やタンパク質に乏しい

10倍粥(5分粥）には与える意味がありません。補

完食として、肉、魚、卵は出来るだけ毎日頻回に与

え、ビタミンAの豊富な果物や野菜も毎日とるよう

にすることが勧奨されています。

離乳授乳の支援ガイド（2019年3月改訂版）の記

述に対して、離乳の開始はなめらかにすりつぶした

状態の食物に対して、 「なめらか」である必要があ

るのか？、食事回数が生後5～6か月で1日1回、

7～8か月で1日2回、 9～llか月で1日3回と記

述されているが､これで十分に栄養がとれるのか？、

離乳はおかゆから始めるのか？、新しい食品は離乳

食用スプーンでlさじずつ与えるのか？、 （食物ア

レルギーを予防する観点から）魚は白身から赤身、

青皮魚、卵は卵黄から全卵へと言う順番は正しいの

か？、食べやすく調理した脂肪の少ない肉類や油脂

をひかえた食事で十分なエネルギーと必須脂肪酸が

得られるのか？等の疑義が提起されました。

離乳食についての保護者の困った事として、 「作

るのが負担．大変｣、 「子どもが食べてくれない」な

どがあり、 日本人の成長曲線の検討から6か月以降

の体重が少なく、離乳食からの栄養摂取が不足して

いる可能性が示されました。

離乳食教室の実際の紹介では、必要な栄養摂取

（はじめから積極的に肉や卵を食べさせる)、発達

段階に合わせること （手づかみ食べの奨励)、子ど

もの欲しがるサインに合わせて食べさせること、楽

しい食事の時間にすることなどが、離乳食のコンセ

プトとして紹介されました。初期（6か月頃）は、

全粥（すり潰さない)、つくね（鶏挽肉十豆腐)、 レ

バーペースト （ベビーフード）をお母さんがスプー

ンや指で食べさせ、密度の高いお粥とタンパク質を

摂取する必要があるという保護者へのメッセージを

伝えます。中期（7か月頃）には、卵・牛乳を含む

パンケーキ、ツナ、 きな粉の導入、牛コマ肉入りコ

ーンスープなどで楽しい手づかみ食べと肉をしっか

り食べることを強調します。後期（9か月頃）で

は、手羽元のトマト煮や食パン、バナナ、ブロッコ

リーで、子どもが自分で持って楽しく食べるように

します。

補完食は母乳だけでは不足する栄養を補足するた

めの食事であり、乳離れさせるための食事ではない

こと、子どもが必要とする栄養を与えることが目的

で母乳や人工乳の制限はしないこと、子どもの発達

や摂食機能に合わせた食事を与えること、授乳・離

乳に問題のあるお母さんと子どもは、発達や育児状

況に関してハイリスクなので引き続きフオローが必

要なことなど離乳食に対する新しい考え方を解説し

ていただきました。

/凧

今回の研修会では、異常の発見目的から子育て支

援へと視野を広げて、お母さんと赤ちゃんがリラッ

クスした環境で受けられる集団後期健診のご紹介が

あり、 3，4か月健診から後期健診にかけて、子育

ての主要テーマになる離乳食に関しては、補完食と

いう概念と実際に関して解説をいただきました。今

後さらに、食物アレルギー予防のために離乳食の開

始時期や内容に関する考え方が変化し、母子健康手

帳から削除された赤ちゃんの日光浴がアレルギー予

防効果とビタミンD産生から再評価されてくるなど

子育て支援に関して新しい知見が加わって来る中で

の有意義な研修会となりました。

例…､
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乳児後期健診＆神経筋疾患セミナー

両

L

L

"

2019年（令和元年) 10月5日 （土) 15:00～17:00

リーガロイヤルNCB 2F淀の問（中之島センタービル内）

乳幼児健診UptoDate<早期発見の意義〉
中野こども病院荒木敦先生

（座長病診連携部会宇野里砂）

見逃せない。治療可能となった脊髄性筋萎縮症(SMA)

－子供たちの未来のために、小児科医が果たすべき役割一

大阪市立総合医療センター岡崎伸先生

（座長病診連携部会烏邊泰久）

日 時

会 場

特別講演1

特別講演2

/‘~ヘ

病診連携部会烏邊泰久

床症状としての筋線維束塗縮の実際の動きやロボッ

トスーツHALを使用したリハビリテーションの様

子、ヌシネルセンの使用経過に伴う運動機能の変化

をたくさんのVideo映像で供覧頂きより理解を深め

ることができました。

診断のお話では責任遺伝子であるsurvivalmotor

neuronl (SMNl)遺伝子が同定され、保険適応も

あり1週間で結果がでること、SMAは治療ができ

る疾患なので早期の診断が重要であることを強調さ

れていました。特にSMAI型、 Ⅱ型の方はプライ

マリケアをになう開業医でも遭遇する可能性があ

り、本疾患の存在を念頭におき、座位、つかまり立

ちといった運動発達の遅れ、筋力の低下、腱反射の

減弱、消失を伴うこどもを診察した際には専門医へ

の積極的な紹介を考慮してほしいとのことでした。

ご講演の最後には患者さんから小児科医に向けた

Videoメッセージを頂きました。ヌシネルセンの治

療は腰椎穿刺による髄腔内投与で痛みもあり大変だ

けど頑張っていること、運動機能障害があるものの

リハビリにもはげみ、生き生きとした表情でお話し

されているのが印象的でした。

両先生のご講演を拝聴し健診の重要性を再認識す

るとともに、こどもにとってより良い医療がうけら

れる機会を見逃さないよう日々の診療に逼進したい

と改めて思いました。

今回のセミナーでは乳児健診時に注意すべき疾患

についてお二人の先生からご講演をたまわりまし

た。

荒木先生からは成長(growth)は量的変化、発

達(development)は質的変化であり、各月齢での

乳幼児健診において注意すべき疾患について観察ポ

イントをふまえご紹介頂きました。

後半では発達障害、 とくに自閉スペクトラム症

(ASD) と注意欠如多動症(ADHD)についてお

話くださいました。発達障害は早期に診断し適切な

療育指導につなげることが重要であり、健診は発達

障害に気づく大事な機会となります。ご講演では自

閉系のキーワードは不安、多動系のキーワードは自

尊心で、ASDとADHDの特性は社会生活に支障を

きたしていないだけで誰もが持ち合わせており、医

局の机の状態や学会のスライドをみるとどちらの特

性が目立つかわかる、歴史上の人物はどちらの特性

を持ち合わせていたのか、など思わず頷いてしまう

お話で時折笑い声もあがるなか楽しくお話しを拝聴

し理解を深めることができました。

岡崎先生からは治療可能となったSMA(脊髄性

筋萎縮症:Spinalmuscularatrophy) として、

SMAの疾患概要、治療薬ヌシネルセン使用例のご

紹介、 よりよい診療に向けて診断、治療、 トータル

ケアとチームアプローチが大切であるとのお話を頂

きました。ヌシネルセン使用例のご紹介の中で、臨

/忽瞳、
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シリーズ在宅小児医療に取り組む（その31）

総合診療医と在宅小児医療

医療法人菜の花会菜の花診療所院長山寺慎一

従来、医学領域の専門性（専門科）は「対象とす

る臓器別や疾患別」 「年齢・性別」「実施する手技」

等によって定義されてきたが、総合診療医の専門

性はそれらと異なり、 「診療の場の多様性」や「疾

患、患者および周囲への視点・アプローチ」によっ

て特徴づけられている])。そしてその特徴は、在宅

小児医療との親和性が非常に高いと筆者は実感して

いる。本稿では架空の2事例をもとに、総合診療医

が如何にその専門性を発揮し在宅小児医療に関わる

ことができるかを考えてみたい。

強いものがあり、成人と小児を区別せず家族単位で

アプローチすることができる総合診療医は在宅小児

医療の場で力を発揮することができるだろう。

事例2Dは重度の脳性麻痒があった。移動は

車椅子全介助であり、嚥下困難のため経管栄

養、呼吸不全のため非侵襲的陽圧換気療法が導

入されていた。年齢は30代半ばだが、E総合病

院小児科の医師が小児期から代々主治医を務め

ていた。小児科以外にも呼吸器内科と消化器内

科にかからなければならない上に、それぞれの

科から投薬されており、介護者Fは複数科受診

と服薬管理で重荷を感じていた。数か月前から

生化学検査で脂質異常と高血糖を指摘されてお

り、今回の診察時に小児科主治医から内分泌代

謝内科の受診を提案された。DとFは「治療の

必要性は分かりますが、これ以上多くの科を回

るのは無理です」と訴えた。

脚へ､

事例1 30代の女性Aが、 lか月以上前から続

く倦怠感・めまい感を主訴にB医師のもとを訪

れた。身体所見や検査所見では異常を認めず、

睡眠不足や疲労が誘引と思われた。よく話を聞

くと、生後1歳6か月の第2子Cが先天性の難

病であり、先日長期の入院を終えてようやく退

院したばかりだった。退院後も常に医療的ケア

が必要な状態で、些細なことで何度も大学病院

に行かなければならず、Aは心身の限界を感じ

ていた。B医師は第1子の様子や夫の協力状況

などを確認し、普段のケアや発熱等への対応、

予防接種などはB医師のクリニックでも可能で

あることを伝え、大学病院の主治医にCの併診

を申し出ることを提案した。

多疾患併存と連携重視のマネジメント

多疾患併存(Multimorbidity) とは、いくつかの

‘|曼性疾患が同時に存在し治療の中心となる疾患を特

定し難い状況である。どの科が中心となるべきかが

明確になりにくく、ケアが科別に分断され、不適切

な投薬や予期せぬ入院などが発生しやすいとされて

いる。高齢者の多疾患併存は世界のプライマリ ・ケ

ア研究における最近の重要なトピックなのだが、高

齢者のみならず、小児から成人への移行期医療の過

程において、高齢者の多疾患併存に似通った状況が

発生しやすいと筆者は感じている。多疾患併存への

対応に有効的な手段はまだ確立されていないが3)、

実際の現場で行われているのは、①全体の傭臓、②

関係者との連携と情報統合、③最適解（落とし所）

の提示という作業の繰り返しである。

移行期医療においてはそれまで統合的ケアが提供

されていた小児科から離れ、臓器別内科でケアや責

任が分断される危険を孕んでいる。他科や多職種と

の連携マネジメントは総合診療医のコアとなる行動

特性である。事例2のようなケースにおいて、総合

…､

家族指向性アプローチ

家族は個人の身体面・感情面の安心感、健康、幸

福感を生み出し、メンバーの健康状態や疾病に大き

な役割を果たすことが明らかになっている2)。事例

1ではCの健康状態が母親であるAに影響を与えて

おり、更にはAの健康状態が他の家族メンバーに悪

影響を及ぼすことも予想される。B医師が適切に母

子に介入することにより、家族の危機を未然に防ぐ、

ことができるかもしれない。

総合診療医は病(Illness)を臓器や個人単位だけ

で捉えることはせず、状況に応じて家族や地域など

まで視野を広げて対応する。在宅小児医療において

家族の影響力や家族メンバー間の相互作用は非常に
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nintei_fP/fP_list.php)。全国の総合診療医・家庭医

は小児科医とのコラボレーションを大いに待ち望ん

でいるので、アプローチして下されば幸いである。

診療医は他科専門医からのアドバイスを受け介護上

の事情を考盧しつつ、関係者にとって「役に立つ行

動」をとることが期待されるので、小児科医はスム

ーズに主治医機能を委譲できるかもしれない。

文献

l)一般社団法人日本専門医機構･ "総合診療専門

研修プログラム整備基準"https://jmsb.or.jp/sogo-

dl/comprehensive_partl80518rev2.pdf, (参照

2019-11-3).

2)McDanielSH,CampbellTL,HepworthJ,etal.

Family-OrientedPrimaryCare2nded.Berlin:

Springer2005.

3) Smith,SM,Soubhi,H,FortinM,etal.

Managingpatientswithmultimorbidity:

systematicreviewofinterventionsinprimary

careandcommunitysettings.BMJ2012;345;

e5205

総合診療医は育っているのか？

上記以外にも、研修プログラムにおける小児科・

在宅医療の必修、予防的・包括的アプローチなど、

総合診療医は在宅小児医療で「使える」存在となる

いくつかの特性を持っている。今後順調に育成され

れば在宅小児医療の担い手として期待大なのである

が、現在は専門医機構のガバナンス問題が大きく影

響し、登録専攻医数は伸び悩んでいる (2018年度

184名、 2019年度179名)。現状は総合診療専門医と

ほぼ同一のコンピテンシーを標傍する日本プライマ

リ ・ケア連合学会認定家庭医療専門医がその役割を

果たすと考える。家庭医療専門医は一部ウェブ上で

公開されている (https://www.primary-care・or.jp/

/~ヘ

第19回大阪小児科医会予防接種セミナー

2020年3月7日(ia) 15:00～17:00

UMEDAI大阪梅田大阪市北区茶屋町1-27ABC-MARTビル7階

講演l : 「見(診)たこともないポリオと見(診)るしかない百日咳を

予防していくために」

JA静岡厚生連静岡厚生病院小児科診療部長 田中敏博先生

講演2 ： 「麻しん・風しんワクチン：これまでの成果とこれからの課題」

国立病院機構三重病院副院長 菅 秀先生

時
場

ｐ
Ｈ
合
云

/~、

第39回感染症サーベイランスモニター会

2020年3月14日(土) 15:00～17:45

大阪市立大学医学部4F大講義室

講演l : 「大阪府における感染症発生動向について-2019-(仮)」

大阪健康安全基盤研究所大阪府感染症情報センター

微生物部ウイルス課 本村和嗣先生

講演2 ： 「大阪市における小児活動性結核と潜在性結核の現状」

大阪市保健所 小向潤先生

講演3 ： 「わが国における結核の現状とBCGワクチン」

国立病院機構南京都病院小児科 徳永修先生

時
場

ｐ
Ｈ
今
云
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りんくう総合医療センター小児科地方独立行政法人
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T598-8577大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23

TEL:072-469-3111

FAX: 072-469-7929

電車でのご来院

南海空港線・JR関西空港線「りんくうタウン駅」より徒歩約5分

3番出口から人工歩道デッキを歩いて、そのまま病院玄関ロビー(2階)へ入ることが
出来ます。 (7 130～17:00)

お車でのご来院

阪神高速4号線湾岸線泉佐野南|C→臨海線直進→臨海北1号交差点左折

阪和自動車道上之郷IC→国道481号直進→臨海南交差点右折→臨海北1号交差点右折

阪和自動車道経由関西空港自動車道泉佐野IC→国道481号直進→臨海南交差点右折
→臨海北1号交差点右折

※立体駐車場または地下平面駐車場(障害者、車椅子利用者及び75歳以上の高齢者
の方)をご利用下さい。

→立体駐車場について

バスでのご来院

市内巡回バス・いずみさのコミュニティバス「りんくう総合医療センター」下車
詳しくは泉佐野市HP「コミュニテイバスjをご覧ください。
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【小児科診療l

午前は3診制で、約20～40人の外来患者様が受診

されます。午後は各担当医の慢性外来（慢性疾患・

NICU退院児のフオローアッフ｡) と、 月 ．木曜のl

か月健診（木曜は後期健診含む)、火曜のワクチン

外来、第2金曜の循環器外来、 （秋～春： シナジス

外来、第1 ･第3金曜） を行っています。

泉州医療圏では、夜間休日の小児科救急は、一次

診療として、岸和|Ⅱ市に泉州北部小児初期救急広域

センター、泉佐野市に泉州南部初期急病センターが

あり、 ここからの後送と救急搬送対応で、二次医療

機関が輪番制をとっています。22:00以降は、輪番

病院がWorklnも全て診療することになります。当

院は、第2 ．4日曜の17時以降と月1回の日勤を担

当しています。

2018年度に小児科外来を受診した患者延べ数（夜

間休日の救急外来受診患者を除く）は午前・午後合

わせて12,196人、 月平均約1,016人(1日約50人）

で、年々増加傾向にあります。これは泉州南部の小

児科診療医の減少に伴うものと、子どもは小児專門

医に見てほしいという少子化時代の親御さんの心の

表れであると外来診療を通して感じています。

夜間休日救急外来の受診児は､2018年度466人（一

晩約20～30人）で、 こちらも増加傾向です。小児科

病棟の入院数も増加傾向にあります。入院病名は、

上気道炎、肺炎、喘息様気管支炎、腸炎、尿路感染

症、川lll奇病など急性疾患と、気管支喘息やてんかん

の慢性疾患、いわゆるcommondiseaseが大部分を

占めています（血液腫瘍・重症心疾患は診療してお

りません)。近年の傾向では、先天性サイトメガロ

ウイルス (CMV)感染症の赤ちゃん数名の外来診

療を経験しました。H31年度からは、尿中CMV核

酸増幅検査が保険収載されたため、今後確定診断さ

れる新生児は更に増力I Iすると思われます。アレルギ

ー疾患やてんかん等の慢性疾患は、各担当医が午後

に外来でフォローしており、專|"1外来は開設してお

りませんが、外来カンファレンスを適宜行い、スタ

ッフで情報共有して疑問点や管理方針を確認してい

ます。診断が難しいとか急を要する症例は、大阪母

子医療センター、大阪大学、大阪市立大学などの三

次施設と相談しながら診療をしておりますので、地

域の小児疾患ゲートキーパーとして近隣の先生方か

らは患者様のご紹介を今後も引き続き宜しくお願い

申し上げます。

－

【周産期医療】

NICU6床、GCU6床で、 24週以上5009以上を受け

入れています。近隣の産科施設から母体搬送、新生

児搬送を随時受け入れています。早産児では、超低

出生体重児は年間5～6名、極低出生体重児は15名

程度が入院されます。当科で可能な人工呼吸療法

は、 SIMV･HFOV･NAVA、 非侵襄的なものは

N-DPAP･NIV-NAVA、その他、HFNCや肺高血

圧例にはNO吸入療法を行っており、ほぼすべての

呼吸障害に対応することができます。NICUを退院

した後は、担当医が外来でkeyageでフォローアッ

今
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れ週数を一時的に引き上げており、近隣の周産期施

設にはご迷惑をおかけしております。アクテイビテ

イをできるだけ維持しながら、今後も診療していく

所存ですので、 これからもご指導ご鞭燵宜しくお願

プしています。

【最後に】

一般小児科と周産期医療ともに力をいれておりま

すが、現在、小児科医師減少の為、NICUの受け入 い申し上げます。

一

小児科外来受付
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病棟談話スペース 早朝の病棟談話室

外来診察担当表 2019年11月1日現在

…揃報竹
月曜日 火曜日

科 ｜ 水曜日 ｜ 木曜日 ｜ 金曜日
*n l 午後 午前 ｜ 午後 ｜ 午前 ｜ 午後午後
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堺咲花病院社会医療法人啓仁会
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【交通アクセス】

泉北高速鉄道栂・美木多駅より徒歩8分

「栂・美木多駅」今「堺咲花病院」間で
巡回バスによる送迎を行っています

〒590-0132大阪府堺市南区原山台2丁7番1号

TEL: 072-295-8833

FAX: 072-294-7700

､ 〆

小児科部長

宮沢朋生
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曜日12時まで、受け入れを行っています。診療内容

としては、感染症、アレルギー、けいれん性疾患な

どの一般的な小児疾患のみでなく、ネフローゼ症候

群、 ‘|曼性腎炎などの腎疾患や、全身性エリテマトー

デス、若年性特発性関節炎などの小児リウマチ疾患

といった専門的診療も行っています。また、火曜日

～木曜日の午後の診療時間に予防接種外来も設けて

おります。

病院の概要

堺咲花病院は、平成30年3月に閉院した近畿大学

医学部堺病院より事業を継承し、平成30年4月に開

院しました。元々、近畿大学医学部堺病院も平成16

年に国立泉北病院を引き継いで開業した経緯があ

り、病院としては今回が2回目の継承ということに

なります。小児科以外の診療科は、内科、外科、整

形外科、痙痛緩和内科、心療内科、耳鼻咽喉科、眼

科を標傍しています。 「患者の心に報いる、土地の

心に報いる、仲間の心に報いる」の基本理念のもと

に、地域に根ざした医療を実践することを目指して

います。

入院診療

小児科の入院病棟は内科、外科、整形外科、心療

内科との混合病棟で運用しています。当院の許可病

床数は310床ですが、現時点では小児科としての病

床数は固定しておらず、柔軟な入院の受け入れが可

能です。また、大阪府立羽曳野支援学校堺咲花病院

分教室による院内学級を併設しており、長期の入院

での学業の不安を緩和できるようになっておりま

す。

当院の外来だけでなく、近隣の医療機関の先生方

からのご紹介に支えられ、感染症、喘息などの急性

期疾患の精査、加療を中心に、低身長の精査、起立

性調節障害、腎疾患など様々な疾患の入院診療を行

っています。また、近年、在宅人工呼吸器を装着す

るなど、高度な医療的ケアを必要とする医療依存度

の高い小児の在宅比率が増加しており、ケアを行う

家族の疲弊が問題となっている背景があるため、当

院では地域包括ケア病棟において小児のレスパイト

目的での入院の受け入れを実施しています。

'“

小児科の概要

令和元年10月現在、小児科常勤医師2名と近畿大

学医学部小児科医局からの応援による非常勤医師1

名の小児科専門医3名の体制で診療しています。病

院としては、近畿大学医学部堺病院を引き継いだ経

緯ではありますが、小児科の診療体制としては、地

域の小児医療における当院の立ち位置から、必要性

や利便性、長期的な継続性などを考盧した上で、 よ

り良い診療を実践できるように一から再検討しまし

た。近畿大学堺病院閉院前に一旦閉じられていた入

院診療についても再開しています。急性期、慢性期

を問わず、地域の小児・思春期医療の中核をなす医

療機関となることを目標として、午前、午後、夜間

診療と幅広い診療時間枠を確保し、近隣の医療機関

からの入院依頼や救急搬送にも対応できる診療体制

を構築しています。

'…ヘ

最後に

堺咲花病院は開院して2年目と歴史が浅いことも

あり、小児科の外来診療、入院診療ともに、まだま

だ診療実績は十分でなく、診療体制も脆弱だと思い

ます。そのため、堺市南区近隣の確固たる信頼を得

るにはもう少し時間が必要だと思います。未だ途上

であるという現実を真筆に受け止め、誠実に質の高

い医療を提供できるよう研鎖を積み、長期的視野に

立って診療体制を充実させていくことが、地域の子

どもたちの健やかな成長への貢献につながると考え

ています。

外来診療

外来の診療は、診療中の救急搬送や入院症例など

にも迅速に対応できるように、基本的には2診体制

で診療しています。外来診療時間は、月曜日から金

曜日までは、午前9時～12時、午後14時～16時30

分、夜間18時～20時、土曜日は午前9時～12時、診

察受付は各診療開始時間の1時間前からとなってい

ます。紹介状を持たない初診やスポット受診から、

精査や入院を目的とした紹介受診まで、受診形態の

垣根なく診療しています。救急搬送、入院依頼につ

いては外来診療時間外であっても平日20時まで、土
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吉松豊吉松豊 吉松 豊吉松
些
墨l診 吉松害

午前診
宮沢朋生宮沢朋生一木美穂宮沢朋生 宮沢朋生2診 宮沢朋生

予防接種

吉松害
吉松豊 吉松

曲
豆吉松豊l診時間外

診療センター

（午後の部）
予防接種

一木美穂

予防接種

宮沢朋生
宮沢朋生宮沢朋生宮沢朋生2診

時間外

診療センタ 宮沢朋生吉松豊宮沢朋生
些
呈吉松l診 交替制

(夜間の部）
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小児医療勉強会の紹介

近畿外来小児科学研究会

ふじおか小児科藤岡雅司

PediatricStudyGroup:KAPSG)」という、研究会

参加者の有志によって作られた外来小児科に関する

様々な臨床研究を行なうためのグループです。 「楽

しくリサーチを！ 」の合言葉のもと、 自由な発想で

のオリジナリティに富んだ共同研究に取り組んでい

ます。現在までに多くのプロジェクトが行なわれ、

その結果は当研究会をはじめ、国内外のさまざまな

学会で発表しています。論文化されたものの一部を

以下に記します。 「ムンプス難聴の発生頻度調査」

(HashimotoHet.al.AnOffice-BasedProspective

StudyofDeafnessinMumps. PediatrInfectDisJ.

2009,28(3), 173-5.)。 「外来で遭遇する重要疾病の経

験数調査」 （絹巻宏ら． 開業小児科医が外来で遭遇

する重要疾患の経験数調査． 外来小児科. 2017,

20(1).3-7.)。

大阪小児科医会の先生で、まだ一度も参加したこ

とがないという方へ。小児の日常診療に関する先進

的な取り組みや、ユニークな研究など、他の学会や

研究会とはひと味違ったものを感じていただけるも

のと思います。事前登録は必要ありません。ぜひ一

度、本研究会をのぞいてみてください。

事務局：川崎康寛(川崎こどもクリニック、貝塚市）

研究会ホームページ:http://kinki-gairai.children.jp/

近畿外来小児科学研究会は日本外来小児科学会の

地方会的集会として、 2001年4月15日に福岡、関東

に次いで始まりました。本体である日本外来小児科

学会と同じく 「小児の総合医療と外来医療に関する

研究と教育を促し、 もって小児医療の向上をはかる

こと」を目的としています。

研究会は年2回、春と秋に定期的に開催していま

す。発足当時は、兵庫、京都、大阪での持ち回り開

催でしたが、ここ数年はほとんど大阪医科大学や新

大阪駅周辺の貸会議室で行なっています。近畿2府

4県の有志医師からなる世話人会によって、企業等

の協賛を受けずに運営されています。発足時の代表

世話人は播磨良一先生（はりま小児科・西宮市）

で、絹巻宏先生（絹巻小児科クリニック ・吹田

市)、藤岡雅司と引き継いでいます。

内容は一般演題が中心で、近畿地区における外来

小児科に関する研究発表や情報交換の場となってい

ます。毎回100名前後の参加者で、小児の日常診療

に関わった演題が多く、熱気に溢れた活発な議論が

交わされています。また、各専門分野の講師による

特別講演も行われています。

当研究会に関連してぜひ紹介したいのは、 「近畿

外来小児科学研究グループ(KinkiAmbulatory

風

'へ，

過去10回の特別講演

開催回 開催日 演者 演題名

第36回 2019年11月3日 村中璃子 科学をどう伝えるか－疑似科学のもたらす健康被害一

第35回 2019年6月2日 片上泰久 不ツ ト ・スマホ依存一小児科医はどうするべきか－

第34回 2018年11月23日 玉井浩 教育・福祉と連携したダウン症総合診療の構築を目指して

第33回 2018年4月15日 福岡圭介 食物アレルギーの予防と治療。除去か？食べさせるのか？

第32回 2017年11月3日 瀬尾智子
｢あなたの知らない母乳育児？ ！ 」

－母乳育児を科学的・効果的に支援するための入門編一

第31回 2017年4月23日 草刈章
1部なぜ、抗菌薬適正使用に取り組むようになったのか？

2部発熱している小児の体温と血清Naの関係

第30回 2016年11月3日 冨本和彦 プライマリケアで行う子どもの便秘治療

第29回 2016年4月10日 川村智行 小児科外来診療における動機づけ面接の応用

第28回 2015年11月15日 武谷茂 "子どもの成長を支える"という熱い心と行動

第27回 2015年4月15日 福井聖子
保護者が"風邪診療"に求めるものは？

－電話相談から視る医師と保護者の発想の違い一
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ベッドサイドメモ

食物アレルギー豆知識

食物アレルギーは、いまだに増加の一途をたどり、原因がますます多岐にわたってきている印象を

受けます。果物、ナッツ類、魚類、獣肉のアレルギーなど原因抗原の種類も多く、原因検索には頭を

悩ますことも多い毎日です。

しかし、いろいろなコンポーネントの測定が可能となり、原因や交差反応などがわかるようにな

り、以前に比べるとより科学的に診療ができるようになったのではないでしょうか？

最近、注目されている食物アレルギーの交差反応についてご紹介します。

〆へ、

果物アレルギー

成人では、果物を食べると口腔内違和感があるとの訴えをよく経験いたしますが、子ども達は「ビ

リッとする｣、 「辛い｣、 「のどに毛が生えた」などと表現します。果物のアレルギーは、その果物に対

するアレルギーもありますが、多くの場合は口腔アレルギー症候群※で、花粉に感作された人が交差

反応で果物にも反応して症状が出る「花粉一食物アレルギー症候群(PFAS)」であることがほとん

どです。花粉の中に含まれる原因となるコンポーネントは、カバノキ科花粉（ハンノキ、シラカバ

等）に多いPR-10や、イネ科花粉（カモガヤ、オオアラガエリ等）に多いプロフイリンなどです。代

表的なのはシラカンバ花粉中にあるPR-10タンパクであるBetvlへの感作によりバラ科食物中の

PR-10タンパクのMaldl (リンゴ)Prupl(モモ)Pruavl(サクランボ）にも反応することです。

春の花粉症の代表的なスギ花粉症では、スギ花粉のコンポーネントであるCryj2に感作された人の一

部が、 トマトに含まれるPG-2Aと反応してトマトを食べた時にアレルギー症状が出ると考えられて

います。PFASの場合アナフイラキシーなどを起こすことは少なく、多くの場合は口腔内に限局され

ます。また、代表コンポーネントが熱に対して反応が弱くなることから、ジャムや加熱した果物には

反応しにくく、摂取できることが特徴です。しかし、注意しないといけないのは、シラカンバ花粉の

アレルギーの人は大豆そのものには反応がなくても豆乳ではアナフィラキシーを起こすことがあるた

め、一気飲みなどは避けるよう指導する必要があります。また、モモも時に激しい症状を起こすこと

がありますので注意が必要です。

〆季賎

※「口腔アレルギー症候群(OAS)は1987年Amlotらが提唱した皮肩試験陽性の食品摂取後アレルギ

ー症状が口腔咽頭から始まり全身に波及し稀にアナフイラキシーにまで進展する広義のOASと1988

年OrtOlaniらが提唱した花粉患者が果物や野菜の接種後に口腔内に限局した痒みなどの症状を来し稀

に全身症状に至る現象を示すOASと2種類があるため混乱をきたしている」とのことですが、今回

は後者のOASを花粉一食物アレルギー症候群(pollen-fbodallergysyndromePFAS) として記載さ

せていただきました。

ラテックス・フルーツ症候群

ラテックス・フルーツ症候群は、ご存知のラテックスとバナナ、アボガド、栗、キウイなどが交差

反応を示すのですが、その原因は交差反応に関わるラテックスのコンポーネントであるHevb6.02と

言われています。ラテックスのアレルギー患者の30～50％に果物に反応し、PFASとは違い、アナフ

イラキシーを含む即時型反応も出現します。Hevb6.02ha保険収載されていますのでラテックスア

レルギーが疑われる時は測定が有用です。
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その他の食物アレルギー

最近話題になっているのが獣肉アレルギーです。マダニに咬まれて、糖鎖αGALに感作された人

が牛肉や子持ちカレイに含まれるαGALに反応してアナフイラキシーを起こすことが報告きれてい

ます。さらに頭頚部癌に対する治療薬であるセツキシマブにもαGALが含まれており、頸部がんの

治療中にアナフイラキシーでの死亡例があります。

Pork-Catsyndromeは1994年に報告されたもので猫を飼っている人が猫の血清アルブミン(Feld

2）に経気道的に感作され、豚肉を食べた時に、Feld2と類似の豚の血清アルブミン(Suss)に交差

反応でアレルギー症状を呈すると言われています。生の豚肉や燥製の豚肉に反応しやすく、十分な加

熱処理された豚肉では症状が出にくいです。

'~、

'~､

表1 交差反応が証明されている食物

表2種子類の分類

交差反応が証明されている食物 アレルゲン 参考

スギ、ヒノキ ナス科（トマト） Cryj2,PG-A2

ハンノキ、

シラカンバ

バラ科（リンゴ、サクランボ、

モ、洋ナシ、イチゴ)、マメ科

豆 豆乳）セリ科（ニンジン、

ロリ)、マタタビ科（キウィ)、

ス科（ジャガイモ、 トマト）

（
モ
大
セ
ナ

PR10

カモガヤ、

オオアワガエリ

ウリ科（メロン、スイカ)、ナス

科（トマト)、マタタビ科（キウ

ィ)、ミカン科（オレンジ）

ブロフィリン

ブタクサ ウリ科（メロン、スイカ)、バシ

ヨウ科（バナナ）

TLP

ヨモギ セリ科（ニンジン、セロリ)、ウ

ルシ科（マンゴー)、スパイス

TLP

エビ 甲殻類、ダ
、－

－、 ゴキブリ トロボミオシン

牛肉､子持ちガレイ

セツキシマブ

マダニ QGal イヌを飼育している人が

多い

豚肉 猫 Suss,Feld2 猫を飼育している人に多い

納豆 クラゲ咬傷 ボリガンマグルタミン酸 サーファーに多い

ラテックス 栗、アボガド、バナナ、キウイ Hevb6 ラテックスフルーツ症候群

小麦 茶のしずく石鹸 グルバール 19s 経皮感作

魚類 コラーゲン入り化粧品 魚由来コラーゲン 経皮感作

バラ亜目

マメ科

バラ科

ウルシ科

ヤマモガシ科

ラッカセイ、ダイズ、エンドウ豆

アーモンド

カシューナットノキ、ピスタチオ

マカデミアナッツ

キク亜目
ゴマ科

クルミ科

コマ

シナノクルミ、クロクルミ、ペカンナッツ

マンサク亜目
ブナ科

カバノキ科

ニホングリ、ヨーロッパグリ

ヘーゼルナッツ

ビワモドキ亜目
アオギリ科

サガリバナ科

カカオ

ブラジルナッツ
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クラゲに刺されたことのある人がポリガンマグルタミン (PGA)に感作され､PGAを含む食品（ク

ラゲ、納豆、調味料、スポーツドリンクなど）を食べてアナフイラキシーを起こすことがあります。

マリンスポーツをされている方が納豆でアレルギー反応が起こる症例が多く報告されました。特に納

豆摂取後の反応は2時間以上経ってから出現することが多く原因がわかりにくいのも特徴です。原因

不明のアナフイラキシーと言われている中に含まれているかもしれません。

エビのアレルギーの原因はエビに含まれているトロポミオシンと言われています。他のカニ類など

の甲殻類にもトロポミオシンが含まれており同様に反応することが多いと言われていますが、エビだ

け、 カニだけに反応する人があり、安易に甲殻類をひとくくりにしないことが望ましいです。 しか

し、家にいるダニやゴキブリにはトロポミオシンが含まれており、ダニを吸い込むことにより甲殻類

に対するアレルギーが発症することも言われています。

次に豆類についても、なかなかグループ分けが難しくピーナッツのアレルギーがあると全てのナッ

ツ類を除去している人が多いようですが、表に示しますようにそれぞれの科により反応が違いますの

で、食べることができるものは食べていくとQOLが高くなります。

ピーナッツ、カシューナッツ、クルミは反応が強いことも多く、なかなか解除が難しいですが、最

近ではコンポーネントArah2、 Jugrl,Anao3も測定できるようになったのでその測定も参考に解

除を進めていくことが望ましいでしょう。表1，表2参照

/へ

経皮感作

茶のしずく石鹸の症例から経皮感作の研究が進みました。加水分解小麦グルパール19Sが含まれて

いる石鹸を毎日使用することで感作され小麦のアレルギーを発症したことはよく知られています。最

近では同じように化粧品に含まれているコラーゲンで感作され、魚類のアレルギーを発症されている

ことも注目されています。その他、口紅に含まれているコチニールにも感作することがあり、食物の

含まれている化粧品を使用することは避けることが望ましいでしょう。

最後に食物アレルギーの治療は、正しい診断による必要最小限の除去となっています。

コンポーネントを含む血液検査やプリックテスト、プリックプリックテストなどの皮層検査、交差

反応を考えた問診により正しい診断をして頂ければと思います。

（藤谷宏子）
'~、

第1回里親・養親支援研修会

2020年3月28日(土) 15:00～17:00

大阪府看護協会（ナーシングアート大阪） 3階「レモンホール」

里親制度・養子縁組制度を知ろう

講演l : 「医療者が里親・養親を支援するために知っておきたいこと」

関西医科大学総合医療センター教授 石崎優子先生

講演2 ： 「すべての子どもが健やかに育つために

～特別養子縁組親子への理解と支援～」

公益社団法人家庭養護促進協会理事 岩崎美枝子先生

時
場

ｐ
Ｈ
合
云

テーマ
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屋の掃除、審査書類、建築士に改修図面を依頼、プ

レゼン資料などなど。ここが私の勝負時と思い、頑

張った。そして念願の公募に受かり、 さて改修とな

ったとき、建築士が建設業者を確保していないとい

う大きな大きなトラブルはあったが、何とか従弟の

協力で乗り切れた。

次は人材集め。全国的に保育士不足の中、 「保育

士さん、どうしよう」と思いつつ、結局、受診した

保育士さんに、 「保育士の友達紹介して」 と頼み、

翌週にはパート保育士を2人ケット。数点の家具は

購入していたが、パート保育士さんたちに「やりや

すいように保育室作って」と丸投げしたら、 さすが

保育士さんたちは器用で、素敵なお部屋をつくって

くれた。また、 「病児保育したい」 と周りに言いふ

らしていたので、近所で廃園になる保育園の園長先

生から、常勤になる保育士さんをご紹介いただき、

その保育士さんが別の保育士さんを誘ってくれて、

開設時には保育士を無事確保できた。

もうすぐ開設して丸4年になる。幸い、保育士ス

タッフがしっかりしているので、大きなトラブルも

なく、過ごせている。

やっぱり、 「終わりよければ、すべてよし。 “ぽち

ぽち"やってたら、何とかなるもんだ」

いろいろな方のご厚意でやっとたどり着けまし

た。浜本芳彦先生、尾崎眞理子先生、松下享先生、

岸本さん、背中を押してくれた中野景司先生にこの

場を借りてお礼申し上げます。

次の走者は、頼りがいのある堺市のぐんぐんキッ

ズクリニツクの中野景司先生です。

ちょっと見せます私のsub生活

病児保育室

｢ぽちぽち」への道
生野区中村美奈子

はっきり言って、私は昔から計画性のある方では

ない。いままで「終わりよければすべてよし」でや

ってきたし、ぽちぽちなんとかなってきた。試験の

類はなんとなくクリアし、友人との旅行や食事すら

も相手に丸投げ（ただし、決して文句は言わな

い)、一人バイク旅行では宿を取りそびれて野宿し

たこともある。

計画性のない私が、なぜ「病児保育」の道に進ん

だのかというと、 もともと「病児保育」は身近にあ

ったから。院長である父が34年前に診療所を開設す

る時に、病児保育を考えていたことも、子どもなが

らに知っていた。京阪沿線は大阪での病児保育発祥

の地であり、その沿線の病院に勤務をしていたし、

出身大学の諸先輩方も病児保育をされていた。

実際、我が子も病児保育を利用したことがあり、

「これは働く親にはやっぱり必要だ。病児保育をし

てみよう」 と安易に考え、やる気満々で、 「病児保

育したいんですけど」と市役所に電話をしたら、あ

っさり 「公募していないので、やりたかったら自分

でしてください」との返答だった。そんな時に相談

にのってくださったのが、昔から大阪の病児保育に

尽力されている浜本芳彦先生だった。

それからしばらくして、病児保育室ウルルの尾崎

眞理子先生とお話できる機会があり、 「大阪市で公

募の話が出ているらしいからマメに市のホームペー

ジをチェックするように」と助言を頂いた。やる気

スイッチが入り、大阪市のホームページをチェック

しつつ、病児保育の見学をしてノウハウを聞こうと

思い立ち、病児保育室こひつじ （岸本看護師）→病

児保育室テイーグル（松下享先生）→ぐんぐん病児

保育室（中野景司先生）のところに見学させていた

だいた。三者三様で、建物条件やマンパワーの面か

ら一番近い松下先生スタイルを取り入れようと決

め、岸本さんには、運営の実際をレクチャーしてい

ただき、中野景司先生には保険や給料などの諸事務

について教えていただいた。

待ちに待った市役所の公募が発表された。思った

以上にやることがいっぱい。20年以上物置化した部

へ

へ
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った。 これがまたウケた1 l宴会を重ねる毎に欲が

出て、ついにはライブハウスのウエイターバンドを

バックに歌会（宴会）をすることになった。 もうカ

ラオケには戻れない。現在のメンバーは小児科医4

人と元NICU看護師の5人である。ついにバックバ

ンドはプロのバンドに代わり、サックスは某病院の

消化器科の先生に依頼した。

ちょっと見せます私のoff生活

宴会しています
凸
■
■
Ｉ
●

東大阪市東野博彦

ルディーズブームも過ぎ、宴会時代は流れ、才

場所を求めていろんなライブハウスを転々とした。

でも、 どこに行ってもやることは同じである。 1年

に2回（7月、 12月）のロックンロール宴会、 曲目

も時代とともに徐々に変化していった。いわゆるオ

ールデイーズのスタンダードと言われる曲はほぼ網

羅した。それ以外に日本の曲も増えてきた。ザ・ピ

ーナッツから山本リング、キャンデイーズ、ゴール

デンハーフ、ピンクレデイ、ラッツ＆スター､AKB48

など、益々節操なく広がるばかり。選曲の基準はウ

ケる曲、踊れる曲。ジャンルは問わない。我々のロ

ックンロール宴会に来て下さる方々は、各メンバー

の勤務する医療機関の医師、看護師さん、事務員さ

ん、薬剤師さん、養護学校の先生、高校の同級生、

行きつけの居酒屋のお客さん、製薬会社のMRさ

ん、家族、親戚、 こどもの友人など、ほとんどが知

り合いで常連さんである （仕事のつきあいで仕方が

なく来られている方もかなり含まれていると思

う)。結成当初から来ていただいている友人とはも

う30年以上のお付き合いだ。いわゆる友人達を集め

てのファミリーパーティーを大きくしたようなもの

である。究極のマンネリ企画。お約束事いっぱいの

宴会である(お酒を飲まずに歌を聴くことは厳禁)。

我々も来て下さるお客さんも高齢化し、今や年2回

の安否確認の宴会となりつつある。今のお店が潰れ

るか、 メンバーの一人が鬼籍に入るか、それまでは

毎年2回の宴会はやっていこうと思う。

I､KeeponTruckin1 It!saPartyTimell"

さて､この後は関西医大で勤務医をしていた時に一

緒に様々な患者さんの管理をさせて頂いた､圀府寺

美先生のお話を聞きたいと思います｡私の戦友です。

それは1986年の医局旅行の余興から始まった。

今度の医局旅行でなんかおもろいことやろうと集

まった関西医科大学小児科の5人。グループ名は留

置針である「サーフロー」にちなんで「サーフロー

ズ」とすることにした。男の衣装はジーンズにTシ

ャツ、サングラス、女はフレアスカート、髪はポニ

ーテールの50年代ルック。宴会大広間で繰り広げら

れた「オールデイーズカラオケ大会」には教授を始

め、医局員が狂喜乱舞の大騒ぎ。

匁劃

この時限りの余興のつもりがあまりのバカ受けに

欲が出て、医局の先生方の結婚式、送別会にも強攻

出演（？）。こうなったらもうやめられまへん。衣

装も段々派手になり、どこかでもっと本格的に自分

達をアピールしたくなった。

折しも世間ではオールディーズブームが起こり、大

阪の南でオールディーズのライブハウス｢KENTOS」

がオープンした。 リアルタイムに見聞きはしていない

が、 レコードや米軍の極東放送"FEN''では聴いてい

た。また、 1974年ジョージ・ルーカス監督の映画

"AmericanGraffiti''を観た時には、身体は震え、喉

はカラカラになった。 「これや、 こんな音楽いつか

やってみたい」と心に誓ってから10年が経過してい

た。以来、週に3回は「KENTOS」に通い詰め、

毎回最終ステージまで聞いて家に帰るのが午前2時

すぎの日々を過ごした（当直の日は辛抱)。

衝動が抑えきれず、 カラオケテーフ｡ ･CDは国内

外も合わせて全部で100以上は集めた。それを編集

し、 ライブハウスと同じ構成で2stage分の曲を選

曲し、練習を繰り返し、友人・病院関係者・その他

の知り合いを集めて、KENTOSを借り切ってライ

ブハウスでの「カラオケロックンロール宴会」を行

へ
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墨医療機器が必要な子どものための災害対策マニュアル～電源確保を中心に～

人工呼吸器をつけた在宅児の災害時対応についてのマニュアルが発行されました．在宅小児医療委員会メ

ンバーとも親交がある、国立成育医療研究センター医療連携・患者支援センター在宅医療支援室室長の中村

知夫先生の編集です．停電時の外部電源確保方法では、安全性、確実性、そして簡便性の観点から、①各機

種専用外部バッテリーを用意する、②市販蓄電池をレンタルまたは購入する、③自動車から電源を取る、④

発電機を購入する、以上の4つのステップを踏んで、順番に準備することがお勧めとのことです． これら

は、在宅人工呼吸児を担当していない、医院での電源やご家庭での停電時対応にも役立つ内容です． その

他、災害対策・チェックポイント、電気を使わない器具（足踏み式吸引機など)、行政による避難行動要支

援者への支援（在宅人工呼吸器使用者向災害時個別支援計画）等、豊富な内容がそれぞれわかりやすく、簡

潔にまとめられています． ダウンロードもできるので、 目を通していただければ幸いです．

https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/cooperation/shinsai_manual.pdf

（プライマリ ・ケア部会在宅小児医療委員会春本常雄）

織鐸勘、

*RSウイルス感染症流行続く

大阪府感染症情報センターによりますと （9月12日時点)、大阪府でのRSウイルス感染症の定点あたり報

告数は、第33週（8月12日～18日）に1.05と一旦減少しましたが、第34週以降再び増加して、第36週(9月

2日～8日）には3.58となっています．今年は昨年と比べて立ち上がりが遅かったものの、ほぼ同様の流行

パターンをとっており、昨年は第36週が流行のピークであったことから、今後しばらくの間は発生動向に注

視をお願いいたします．なお、大阪府感染症情報センター(http://www.iph.osaka.jp/li/070/20190910162543.

html)や大阪府(http://www.pref.osaka.19.jp/iryo/osakakansensho/rs.html)のHPにRSウイルス感染症に

ついての情報が提供されていますので、どうぞご覧になってください．

（プライマリ ・ケア部会感染症対策委員会冨吉泰夫）

‘ヘヘ
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曇令和元年度大阪小児科医会賞募集のお知らせ

医会では設立20周年時から大阪小児科医会賞を設けています． これまで開業医・勤務医の区別なく幅広く

小児医療．保健活動を表彰してきました．本賞の規定の概略は以下の通りです． 〔目的・対象・応募資格〕

小児医療分野における研究等を支援し、子どもの健康向上に寄与することを目的とし、小児医療における臨

床的研究で、子どもの健康増進に貢献が期待されるものを対象とします．応募資格は大阪小児科医会の会員

であることです． また副賞として'0万円を贈呈いたします． 〔応募方法〕事務局にある所定の申請書に記入

し、活動状況のわかる資料を添えて大阪小児科医会事務局に提出して下さい．今年度の募集期間は令和元年

10月1日～12月25日です. [選考委員会〕選考は大阪小児科医会賞選考委員会にて行い、理事会で承認を得

て決定いたします． 〔贈呈式ならびに研究発表〕受賞者への贈呈式は令和2年度の大阪小児科医会総会に於

いて行います． また受賞者は総会後に受賞講演を行っていただき、大阪小児科医会会報に授賞内容を掲載さ

せていただきます． 自薦．他薦を問いませんので若手から経験豊かな会員の先生方の多数の応募をお待ちい

たしております． （大阪小児科医会賞選考委員会原田佳明）

/~

畿第10回成育医療研修会の案内

ll月9日 （土)、グランフロント大阪ナレッジキヤピタルカンファレンスルームにおいて、第10回成育医

療研修会を開催します． これまで成育医療研修会では乳幼児健診全般を学ぶ会と他科の専門家に学ぶ会を交

互に開催してきました．そして節目となる第10回のテーマは「後期健診でできる子育て支援」です． プライ

マリ ・ケア部会から、本年8月に実施したアンケート調査結果報告のあと2講演を予定しています．

講演I 「クリニックで実施できる『集団乳児後期健診』の実際～今どきの諸問題にいかに対応するか

～」 ：松下享先生にご自身のクリニックでされている「集団乳児後期健診」をご紹介いただき、保

護者が参加しやすい雰囲気づくりなど具体的な方法と様々な工夫をお聞きします．

講演Ⅱ「"離乳食"から"補完食"へ～その意義と適切な進め方～」 ：緑の森こどもクリニックの張尚美先生

に、後期健診の中でも相談が多い「離乳食」について、 「補完食」というとらえ方とその意義、適

切な進め方を教えていただきます．

単に発育発達の評価だけでなく 「子育て支援」の場へと乳幼児健診の役割が変遷する中で、 日頃携わって

おられる「後期健診」を見直す機会として、ぜひご参加くださいますようお待ちしています．

（プライマリ ・ケア部会心身発達検討委員会田中薫）

/~

躍「HPVワクチンの情報提供に関する評価について」が公表されました

厚生労働省より、 「HPVワクチンの情報提供に関する評価について」の資料が公表されました． 国民に対

する「HPVワクチンの情報に関する調査」の結果、 12～16歳の定期接種対象年齢の女性からの回答では、

「HPVワクチンのリーフレットを見たことがある」割合は18%で、HPVワクチンの接種に対して、 「接種し
たいと思っておらず､今後も予定はない」9％、「今は接種したいと思っていないが今後検討したい」 15％、

「わからないことが多いため、決めかねている」45％でしたHPVワクチンの意義・効果についてどこか
ら情報が欲しいですかの問いには、 「学校」41％、 「かかりつけ医」39％、 「TV新聞雑誌の情報」34%、 「母
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親」31％でした． これらより、接種対象者への情報提供が不十分であること、接種を迷っておられる方が多

いこと、接種についてはかかりつけ医の意見も参考にしようとされていること等がわかりました．一方、全

国の市区町村への広報に関するアンケート結果では、 リーフレットについて「webページ掲載、窓口設置・

配布の両方とも行なっていない」自治体は1,235 (70.9%)にのぼり、独自に接種対象者宛に個別に情報提供

を行なっている自治体はわずかに97で、 自治体による周知が進んでいないことが明らかになりました． ちな

みに大阪府内の43自治体のHPで、 「希望者は今まで通り定期接種として接種できます」と明記しているのは

19に過ぎず、個別に情報提供している自治体は一つもありません. HPVワクチンの接種率を上げるために

は、自治体からの更なる周知も必要ではないかと思われます．

（プライマリ ・ケア部会感染症対策委員会冨吉泰夫）

馨医会ホームページのSSL化対応のお知らせ

この度、医会のホームページをより安全な環境でご利用いただくために、ホームページ全体のSSL化を行

いました. SSL化(https化）は、 インターネットで通信されるデータを暗号化して送受信するもので、デー

タの盗聴．なりすまし等のセキュリティリスクを低減します．

つきましては、ホームページのURLアドレスを以下のとおり変更しております．

一般向けホームページ

（旧:http://www.osk-pa.or.jp/新:https://www.osk-pa.or.jp/)

会員向けホームページ

（旧:http://www・member.osk-pa.orjp/新:https://www.member.osk-pa.or.jp/)

旧URLアドレスにアクセスした場合でも自動的に新URLアドレスへ転送されますが、ブックマークやお

気に入りに登録されている場合は、お手数ですが新URLアドレスにて再登録していただくようお願いいた

します． これからも医会のホームページを皆様に安心してご利用いただけますよう、 より一層心がけてまい

りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします．

（情報・広報部会ホームページ委員会坂崎弘美）

'へ､

曇テトラビック⑧皮下注シリンジ自主回収への対応について
糾へ、

1

阪大微研が四種混合ワクチン（テトラビック⑧皮下注シリンジ）の一部ロットを自主回収したことについ

て、令和元年8月2日付厚生労働省健康局健康課長から「沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ

（セービン株）混合ワクチンの自主回収への対応について」の通知がありました．その後、保護者から医療

機関や自治体に対して、相談や問い合わせが寄せられていることから、改めて10月4日付で健康課から「保

護者に個別に知らせる必要はない」という趣旨の事務連絡がありました．概要は以下のとおりです．①厚生

労働省としては、回収ロットを接種した場合であっても、十分な抗体価が得られている可能性が高く、回収

ロットを接種したことを理由に追加で接種することを勧める必要はないと考えている．②その上で抗体価測

定を希望する保護者には、検査の費用は阪大微研が負担すること、及び検査の結果、ポリオの追加免疫が必

要と判断され、予防接種が実施された場合には、その費用も阪大微研が負担することを説明し、阪大微研の

問合せ窓口(0120-280-980)を紹介する．③阪大微研は、同社HP等で今般の自主回収の情報を公表してお

り、医療機関や自治体から、この情報を保護者に対して個別に知らせる必要はない．

詳細は以下URLをご参照ください．

http://www.prefosaka.lg.jp/attach/4340/00100772/ROO11004.pdf

http://www.prefosaka.lg.jp/attach/4340/00100772/R11004-siryou.pdf

（プライマリ ・ケア部会感染症対策委員会久保田恵巳）
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★医会からの情報をより素早く1メール配信のご登録はお済みですか？

会員ページ「ISOP通信」→「配信先登録・変更」からご登録できます★

選令和元年度大阪小児科医会賞募集のお知らせ

医会では設立20周年時から大阪小児科医会賞を設けています． これまで開業医・勤務医の区別なく幅広く

小児医療．保健活動を表彰してきました本賞の規定の概略は以下の通りです． 〔目的・対象・応募資格〕

小児医療分野における研究等を支援し、子どもの健康向上に寄与することを目的とし、小児医療における臨

床的研究で、子どもの健康増進に貢献が期待されるものを対象とします．応募資格は大阪小児科医会の会員

であることです． また副賞として10万円を贈呈いたします. [応募方法〕事務局にある所定の申請書に記入

し、活動状況のわかる資料を添えて大阪小児科医会事務局に提出して下さい．今年度の募集期間は令和元年

10月1日～12月25日です. [選考委員会〕選考は大阪小児科医会賞選考委員会にて行い、理事会で承認を得

て決定いたします． 〔贈呈式ならびに研究発表〕受賞者への贈呈式は令和2年度の大阪小児科医会総会に於

いて行います． また受賞者は総会後に受賞講演を行っていただき、大阪小児科医会会報に授賞内容を掲載さ

せていただきます． 自薦・他薦を問いませんので若手から経験豊かな会員の先生方の多数の応募をお待ちい

たしております． （大阪小児科医会賞選考委員会原田佳明）

/~

"2019/2020シーズンのインフルエンザ治療指針

日本小児科学会の「インフルエンザ治療指針」が更新されましたバロキサビルマルボキシル（ゾフルー

ザ③）の使用については、 2018/2019シーズンの治療指針では「検討中」でしたが、 2019/2020シーズンの

治療指針では、小児における使用経験の報告が乏しいことや、薬剤耐性ウイルスの出現が認められることか

ら、 「12歳未満の小児に対する積極的な投与を推奨しない」とされました．詳しくは、 日本小児科学会のHP

を御覧になってください．

(http://www.jpeds・orjp/uploads/files/2019-2020_influenza_all.pdf)

ちなみに、国立感染症研究所が公表した「2018/2019シーズン抗インフルエンザ薬耐性株検出情報」によ

ると、バロキサビルマルボキシルの耐性変異株検出率は、A(HlNl)pdmO9型では1,8%、A(H3N2)型で

は9.6％、B型では0％でした． （プライマリ ・ケア部会感染症対策委員会冨吉泰夫）

/~

蕊第2S回救急・新生児研修会一般演題の締め切りは12月16日！

2020年2月8日 （土）に大阪府医師協同組合8階ホールにて、第28回救急・新生児研修会を開催します．

救急セミナーは、「小児の外科系救急疾患自験例を中心に」（近畿大学奈良病院小児外科高間勇一先生)、

「小児重症患者搬送～一次、二次医療施設からPICUへ搬送症例からの振り返り～」 （大阪市立総合医療セ

ンター小児集中治療部宇城敦司先生）の2題です．一般演題を募集中ですが、会員の先生がたへの周知を

早くするために、演題名受付を12月16日締め切りとしております．ぜひご応募ください．抄録は1月25日締

め切りとします．一般小児科の先生が経験するかも知れない救急のケースについて討論し勉強する会ですの

で、ご参加をよろしくお願いいたします． （病診連携部会病院勤務医ネットワーク尾崎由和）
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馨日本小児科医会地域総合小児医療認定医に申請を

日本小児科医会では、 2014年度から将来の地域小児医療の発展のために地域総合小児医療認定医制度を開

始しています． この制度は、健全な発育への総合的な支援を地域で実践できる小児科医を養成し社会に貢献

することを目的にしており、成育基本法の理念にも合致するものと考えます．現在の認定医の数は全国で

l,159名、そのうち大阪は73名です．制度開始より5年が経過し、認定更新も始まりました．大阪で該当す

るのは初年度登録の28名であり、既に更新手続きを済まされた方もあるものと思います． また、指導者講習

会の受講をされている方は併せて指導者認定の申請も行えます． 申請する方もされる方も初めての更新作業

ですので、来年l月末の締切ギリギリでなく余裕を持った申請が望まれます． また、これから認定を考えら

れる方の今年度の新規認定申請も同様に来年1月末が締切です．制度について理解を深めていただき、申請

していただければと思います. https://www.jpa-web.org/blog/2016/07/19/66

（情報・広報部会川崎康寛）

'“
難日本産科婦人科学会からのHPVワクチンに関する声明発表について

2019年11月1日に日本産婦人科学会から「日本産科婦人科学会は自治体が行うHPVワクチン（子宮頸が

ん予防ワクチン）が定期接種対象ワクチンであることの告知活動を強く支持します」という声明が発表され

ました． 2017年には、全国で約2,800人もの女性が子宮頸がんで命を落とし、その中でも65歳以下の現役世

代の死亡数が1,200人を超えていることは、極めて憂慮すべき事態とし、 自治体が疾患に関する理解を促す

資材を接種対象者に配布・送付することに対して、学術団体（アカデミア）の立場から、強く支持するとし

ています． 詳しくは日本産科婦人科学会ホームページよりご参照ください. (www.jsog.or.jp/modules/

statement/index.php?content=id=38) (プライマリ ・ケア部会感染症対策委員会久保田惠巳）

鼈ボール・オフィット博士講演会のお知らせ

ポール・オフィット博士は、予防接種のバイブルともいうべき"Vaccine''の共同執筆者で、世界的なワク

チンの権威であると共に、一般の方々への啓発においても卓越した活動をされている先生です．今回、 日本

ワクチン学会での来日に際して、関西でも博士の講演会が大阪市立大学医学部公衆衛生学主催で開催される

こととなりました．講演のテーマは「HPVワクチンの今｣． 日本では積極的推奨の差し控えが6年以上も続

き、HPVワクチンの接種率は低下したままです． この間、国内外からはHPVワクチンの効果に関するエビ

デンスが多く報告されています． オフイット博士は、 日本において正しい理解が進むよう、HPVワクチン

の現状と効果、安全性について、ご講演くださる予定です．

皆様奮ってご参加いただきますよう、 よろしくお願いいたします．

日時:2019年（令和元年) ll月26日 （火）午後5時～午後6時

場所：大阪市立大学医学部学舎4階小講義室1

参加費：無料

（プライマリ ・ケア部会久保田恵巳）

農…、

皐第15回日本小児科医会生涯研修セミナー（名古屋）再開催について

台風19号の影響で中止された第15回生涯研修セミナーの再開催の内容がほぼ確定しましたのでお伝えいた

します． 日程は2020年（令和2年） 3月1日 （日）．会場は名古屋市公会堂会場の都合で開始及び終了時

刻は40分繰下げられ、午前10時30分開始予定．講師及び講演内容は当初予定とすべて同じです．会費は日本

小児科医会会員10,000円で、事前登録は行いません. 10月13日開催予定分の事前登録者は追加費用なしで参

加可能ですが、講演抄録集は既に送付されたものを持参のこと. 10月13日分のキャンセル対応については、
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確定次第あらためてお伝えします (日本小児科医会学術教育委員会藤岡雅司）

驫第S6回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会報告

11月16日にホテルグランヴイア大阪において標記協議会が開催された．今回は大阪小児科医会が担当．参

加者は滋賀4名、京都3名、兵庫7名、奈良3名、和歌山6名、大阪13名. (1)武知日本小児科医会副会

長による理事会報告．台風19号の影響で中止となった第15回生涯研修セミナーの事後措置、イベント保険加

入の検討など． （2） 日本小児科医会のブロック担当委員による委員会報告その一部は以下のとおり． 【広

報】会報第57号、 58号に各2編の原著論文を掲載査読者リストの再構築． 【ホームページ】会員ページの

テスト運用開始メールアドレス登録の促進提供情報の整理． 【公衆衛生】おたふくかぜワクチン添付文

書改訂要望. HPVワクチン勧奨ポスター作成予定【乳幼児学校保健】厚労省研究班（岡班）での思春期健

診システム構築の検討．就学時健診アンケート調査の日本医師会雑誌への投稿． 【社会保険】 2020年度診療

報酬|改定要望医業経営実態アンケート調査【学術教育】第30回総会フオーラム（京都）の報告．第15回

生涯研修セミナー（愛知）再開催予定【子どもの心相談医認定審査】大阪での第21回研修会開催の影響で

近畿地区新規登録者数が増加． 【子どもの心対策】第22回研修会（横浜）開催予定． 【地域総合小児医療検

討】暫定制度から本事業へ移行．指導者研修会への参加促進． 【小児救急医療】 ＃8000事業の均霧化家庭

看護力醸成セミナー中止． 【その他】学校のアレルギー疾患に対する取組みガイドライン改訂委員会報告

（3）各府県医会による活動報告．①会員数等の構成状況、②過去1年間の活動内容、③HPVワクチンへ

の意識調査．連絡協議会終了後は宴会場に場所を移し、神尾守房兵庫県小児科医会名誉会長の内藤寿七郎賞

受賞をお祝いすると共に各医会役員同士の懇親を深めた. 2020年第37回は兵庫県で開催の予定

（総務部会藤岡雅司）

/細雨

蕊「医療機関にできる里親・養親の支援について」のアンケートにご協力下さい！

10月下旬に「医療機関にできる里親・養親の支援についての調査」の質問紙が、会員の先生がたのお手元

に郵送されているかと思います．本調査は里親や養親の相談先としての医療機関の役割や、その現状を把握

する目的で企画いたしました．小児科医療機関が里親や養親、その子どもたちを支援していくため、現状を

把握した上で、小児科医側としては里親・養親制度に関するどのような情報が必要かを知る目的でアンケー

トを作成しています．会員の先生がたが、実際にこれらの親子を診療したことがあるかどうか、診療された

ことがある場合は、その時の困りごとなどをご回答いただくことが、それらを知る上で大切な道標になりま

す． また、ご協力いただきました貴重なアンケートの回答をもとに、里親・養親支援ガイドの作成にもつな

げて行きたいと考えています． お手元のアンケート用紙にご回答の上、ご返送していただけたら幸いです．

是非ご協力のほどよろしくお願いします、 （被虐待児養育環境問題検討小委員会竹中義人）

/へ

罐B型肝炎ワクチンの納入及び接種状況に関する緊急アンケート結果（速報）

B型肝炎ワクチンの納入及び接種状況に関する緊急ウェブ調査を10月後半に実施しました． メールアドレ

スを登録していただいている590名の方のうち、 181名の方からご回答いただき、回収率は30.7%でした．結

果について簡単にご報告いたします．①0.25mlまたは0.5mlもしくはその両方が不足していると回答した人

が49.7％、②任意接種または定期接種もしくはその両方が十分に接種できていないと回答した人が39.9％、

その中でも定期接種が接種できていないと回答した人は17.2%、③ワクチン不足のために定期接種の機会を

逃してしまった場合に何らかの対策が必要と答えた人は92‘3％でした．今回の緊急アンケートは、接種現場

におけるワクチン不足の現状を調査したものであり、結果につきましてはざらに詳細に検討し、今後の対応

の参考にさせていただきます．調査にご協力いただきありがとうございました

（感染症対策委員会久保田恵巳）
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〒661-0033兵庫県尼崎市南武庫之荘11-12-1

TEL:06-6436-1724FAX:06-6436-1725
ひだ しんや

肥田晋矢（大阪赤十字病院小児科） （紹介者

なし）

〒543-8555大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30

TEL:06-6774-5111 FAX:06-6774-5131

(2)退会会員
なんぱ のりゆき

難波範行（大阪市福島区）
はしもと ひさし

橋本 久（豊中市）

(3)勤務先変更
すぎもと ひさかず

杉本久和（前）野崎徳洲会病院小児科

（新）ひだこどもクリニック

(4)会費減額適用を承認した会員

新入会員の清益功浩先生､井村元気先生､飯島禎貴

先生、村谷温子先生、肥田晋矢先生は勤務医であ

ることが報告され、会費減額適用が承認された。

(5)会費減額適用中止を申請した会員なし

(6)物故会員なし

(7)その他

菅原重道先生の会費の件

会務への貢献と年齢などを考盧し、会費免除とす

ることが提案きれ、全会一致で承認。

(8)現在会員数714名（前回より5名増）

一般社団法人大阪小児科医会

第75回（通算475回）理事会

日時:2019年（令和元年) 9月19日 （木）

午後2 ：00～4 ：00

場所：大阪小児科医会事務局会議室

出席者： (敬称略五十音順）

松下会長、板金、竹中、原田、藤岡、

村上各副会長

赤木、宇野、尾崎、金暗、川崎、北、久保、

久保田、小垣、坂崎、寺口、冨吉、烏邊、

中、西村、春本、平林、福井、藤井、藤谷、

八木各理事

武知、田尻各監事

開催予定時刻の午後2時に、定款29条の規定によ

る定足数（理事総数の過半数）を満たす理事25名の

出席を確認し、本会は成立した。

会長挨拶の後、本日の審議を開始した。

'ヘ

l.会員異動

(1)新入会員
かさい かずこ

笠井和子（笠井医院） （紹介者住本真一理事）

〒551-0032大阪市大正区北村2-5-10

TEL:06-4394-7026FAX:06-4394-7206
きよます たかひろ

清益功浩（大阪府済生会中津病院小児科） （紹

介者住本真一理事）

〒530-0012大阪市北区芝田2-10-39

TEL:06-6372-0333FAX:06-6372-0339
いむら げんき

井村元気（大阪市保健所） （紹介者なし）

〒545-0051大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000

TEL:06-6647-0641 FAX:06-6647-0803

※上記3名は8月に理事会メーリングリストで承認

済み。
のだ れいこ

野田令子（のだこどもクリニック） （紹介者

藤谷宏子理事）

〒531-0074大阪市北区本庄東1-1-10

RISE88ビル1階

TEL:06-6136-7205FAX:06-6136-7206
いいじま よしたか

飯島禎貴（大阪発達総合療育センター） （紹介

者烏邊泰久理事）

〒546-0035大阪市東住吉区山坂5-11-21

TEL:06-6699-8731 FAX:06-6699-8134
むらたに はるこ

村谷温子（あおぞら生協クリニック） （紹介者

なし）

2．部会報告

(1)学術部会（寺口理事）

1）部会開催なし。

2) 2019年9月28日 （土）「第195回学術集会」（あ

くのメデイックス）開催予定。

3）大阪小児科医会賞募集に関する準備を開始。

（2）プライマリ・ケア部会（福井理事）

撚緬

1)2019年9月5日 （木） 「第307回プライマリ ・

ケア部会」開催。

2）子育て委員会

①地域密着型公開講座の進め方について検討

中。

②保護者や施設向けの冊子改訂を予定。

3）心身発達検討委員会

①2019年11月9日 （土）開催予定「第10回成育

医療研修会」準備状況報告。

②乳児健診に関するアンケートの中間報告。

③2019年8月3日 （土） 「第16回子どものここ

ろの研修会」開催報告。

4）被虐待児養育環境問題検討小委員会

①「医療機関にできる里親・養親の支援につい
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②｢地域勉強会の紹介｣は「小児医療勉強会の紹

介」とタイトルを変更。勉強会の内容につい

て理事にアンケートによる情報提供を依頼。

③会報第192号(2020年1月号）原稿執筆依頼

作業中。

④年頭随想執筆依頼。

(4)医業経営部会（春本理事）

ての調査」実施予定。

②2020年3月28日 （士） 「里親研修会（仮称)」

開催予定。

5）感染症対策委員会

①2020年3月14日(土)開催予定「第39回感染症

サーベイランスモニター会」準備状況報告。

②大阪府感染症発生動向調査委員会出席報告。

③HPVワクチン接種に対する取り組みについ

て検討を開始。

6）在宅小児医療委員会

①2019年9月7日 （土） 「第36回在宅小児医療

委員会」開催報告。

②国立成育医療研究センター作成の「災害対策

医療マニュアル」の紹介。

7）その他

①プライマリ ・ケア部会で作成したポスターな

どは個人や施設からの依頼であれば送料も含

め、無償提供とする。

②BCGワクチン接種後の髄膜炎発症について

情報提供。

(3)情報･広報部会（北理事）

1)部会開催なし

2） 2019年9月19日 （木） 「2019年度第1回医業

経営部会」開催予定。

(5)病診連携部会（尾崎理事）

1）救急委員会

①大阪府医師会「小児救急医療研修会」開催案

内。

②小児の外科系疾患：対応医療機関一覧作成進

捗報告。

2）障害児問題検討委員会

①2019年9月14日 （土) ｢2019年度第1回障害

児問題検討委員会」開催。

②豊中市教育員会とのアンケート 「医療的ケア

児の学校生活等に関する医師の役割につい

て」中間報告。

③「熱性けいれんを有する児に対する保育所の

対応についての実態調査」を予定。

④「てんかんのある方の自転車の利用に関して

の調査」について結果内容の検討。2019年ll

月4日 （月）開催の大阪府医師会医学会総会

において発表予定。

⑤「後天性脳損傷を認める児童・生徒の生活実

態と高次脳機能障害に関するアンケート調

査」の日本小児科学会誌への掲載が決定し

た。第196回学術集会において講演予定。

3）病院勤務医ネットワーク運営委員会

①2019年9月14日 （土） 「病院勤務医ネットワ

ーク運営委員会」開催。

②2019年9月14日 （土） 「第27回救急・新生児

研修会」開催。

(6)総務部会（藤岡副会長）

/~、

1)2019年7月20日 （土） 「第134回情報・広報部

会」全体会議開催。

①各委員会の抱負、 目標、提案を確認。

②「子育て通信」リニューアルを検討。

2）2019年9月5日 （木） 「第243回会報委員会」

開催。

3) ISOP委員会

①第283号:2019年7月19日 （金）発行。

②第284号:2019年8月23日 （金）発行。

③第285号：2019年9月20日 （金）発行予定。

④ISOPをFAX送信している会員に対してメー

ル配信への変更を勧める文書を送付予定。

⑤minlSOP:第71～77号配信。

4）ホームページ委員会

①定時更新、掲載内容点検作業。

②一般向けページの「お知らせ」コーナーに最

新のISOP記事(1件） を一般向け記事に変

更して掲載。 ISOP第283号からは「世界母乳

育児週間のご紹介｣。 ISOP第284号からは

「RSウイルス感染症流行入りか？」。

③セキュリティ向上のためSSL(Secure

SocketsLayer)を導入予定。

5）会報委員会

①会報第191号（2019年10月号）校正作業中。

〆…、

2019年9月12日 （木）｢第23回総務部会｣開催。

若手医師入会促進について検討。

部会活動の分担について検討。

事務局パート職員募集について確認。

1）

2）

3）

4）

3．報告事項

(1)大阪小児医療連絡協議会出席報告
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2019年9月5日 （木） 「第1回大阪小児医療連

絡協議会」に会長、副会長が出席。

(2)大阪府からの「TMSコンサルテーションセン

ター」周知依頼

タンデムマス・スクリーニングに関する疑問な

どの問い合わせ先として「TMSコンサルテー

ションセンター」を紹介。

(3)大阪府「令和元年度災害時小児周産期リエゾン

養成研修」推薦依頼

「令和元年度災害時小児周産期リエゾン養成研

修」に2020年1月18日 （士)、 19B (B)の東

京会場に村上副会長が出席予定。

(4)｢堺市医師会小児科医会定例会」について

堺市医師会小児科医会が実施している定例会に

ついて紹介があった。開催規模や収容人数の関

係で理事会での紹介に留める。

を原田副会長が担当することが提案され、審議

の結果、提案どおり承認。

(2)HPVワクチンに関する静岡県小児科医会の取

り組みについて

静岡県小児科医会のHPVワクチンに関する取

り組みが紹介された。プライマリ ・ケア部会感

染症対策委員会で検討を進めることが提案さ

れ、審議の結果、提案どおり承認。

(3)大阪府「医療的ケア児者実態調査」について

大阪府が来年度の事業として計画を進めている

「医療的ケア児者実態調査」について概要の説

明があった。大阪府の方針も正式には決まって

いないことから、まずは烏邊理事から大阪府の

担当者に確認することとなった。

(4)｢てんかんをめく、るアート展」と「市民公開講

座」周知依頼

2019年10月31日 （木）からll月2日 （士）にか

けて開催される「てんかんをめぐるアート展」

とll月2日 （土） に開催される「市民公開講

座」について周知依頼が届いた。 10月のISOP

ニュース速報に紹介記事を掲載することが提案

され、審議の結果、提案どおり承認。

澱~、

4．審議議案A(主に承認を要する議案）

(1)日本小児科学会での「てんかんと自転車につい

てのアンケート調査」ポスター発表

2020年4月10日 （金）～12日 （日）開催の「第

123回日本小児科学会学術集会」において「て

んかんと自転車についてのアンケート調査」発

表について承認。

(2)後援名義使用申請

1）大阪府医師会「令和元年度第3回周産期医療

研修会」

2019年11月9日 （土）開催、大阪府医師会「令

和元年度第3回周産期医療研修会」での後援名

義使用を承認。

2）近畿周産期精神保健研究会「第5回近畿周産

期精神保健研究会」

2020年2月29日(土)から3月1日（日）開催、近

畿周産期精神保健研究会「第5回近畿周産期精

神保健研究会」での後援名義使用を承認。

5．審議議案B(特に議論を必要とする議案）

（1）企業の共催による研修会開催について

企業との共催研修会について取り決め案が示さ

れた。担当部会を決めるのではなく、担当副会

長を選び、副会長が中心となり、準備を進め

る。審議の結果、提案どおり承認。

1)EAファーマ株式会社「大阪小児'|曼性便秘症

診療フォーラム」

2019年11月30日 （土）開催「大阪小児慢性便秘

症診療フォーラム」について、企業側との交渉

次回の理事会開催は2019年10月17日 （木）午後2

時から、医会事務局会議室で開催を予定していると

告知され、閉会となった。

議事録署名（自筆署名または押印）
鯉へ､

2019年（令和元年) 9月19日

会長松下享

副会長板金康子、竹中義人、原田佳明、

藤岡雅司、村上城子

理事赤木秀一郎、宇野里砂、尾崎由和、

金崎光治、川崎康寛、北知子、

久保馨、久保田恵巳、小垣滋豊、

坂崎弘美、寺口正之、冨吉泰夫、

烏邊泰久、中篤子、西村龍夫、

春本常雄、平林円、福井聖子、

藤井雅世、藤谷宏子、八木和郎

監事武知哲久、田尻仁
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l) 2019年9月28日 （土） 「令和元年度第2回

（通算第118回）学術部会」開催。

2) 2019年9月28日 （土）「第195回学術集会」（あ

くのメデイックス）開催報告。

3） 2020年1月18日 （土）「第196回学術集会」（あ

くのメデイックス）準備状況報告。

4）「離乳食についてのアンケート調査」の検討。

5）大阪小児科医会賞募集に関する案内。

（2）プライマリ・ケア部会（福井理事）

一般社団法人大阪小児科医会

第76回（通算476回）理事会

日時:2019年（令和元年) 10月17日 （木）

午後2 :00～4 :00

場所：大阪小児科医会事務局会議室

出席者： (敬称略五十音順）

松下会長、板金、竹中、原田、藤岡、

村上各副会長

赤木、宇野、尾崎、金崎、久保、久保田、

小垣、住本、寺口、冨吉、烏邊、中、西川、

西嶋、西村、春本、平林、福井、藤井、

八木各理事

武知、田尻、東野各監事

開催予定時刻の午後2時に、定款29条の規定によ

る定足数（理事総数の過半数）を満たす理事22名の

出席を確認し、本会は成立した。

会長挨拶の後、本日の審議を開始した。

1） 2019年10月3日 （木） 「第308回プライマリ ・

ケア部会」開催。

2）子育て委員会

①地域密着型公開講座の開催予定報告。

3）心身発達検討委員会

①2019年11月9日 （土） 「第10回成育医療研修

会」開催予定。

②乳児健診に関するアンケートの中間報告。

③2020年3月28日 （土） 「里親・養親支援につ

いての研修会（仮称)」開催予定。

4）感染症対策委員会

①大阪感染症情報解析委員会報告。

②シナジスの保険適用について情報提供。

③「B型肝炎ワクチン納入状況に関する緊急ア

ンケート」を実施予定。

④HPVワクチン接種に対する取り組みについ

て検討を開始。

⑤香川県小児科医会作成の「三種混合ワクチン

追加接種勧奨ポスター」紹介。

5）在宅小児医療委員会

①新入会員、柏木淳子先生が在宅小児医療委員

会委員に推薦され承認。

(3)情報･広報部会（板金副会長）

/~閏

1.会員異動

(1)新入会員
かしわぎ あつこ

柏木淳子（大阪発達総合療育センター小児科・

訪問診療科） （紹介者和田浩会員）

〒546-0035大阪市東住吉区山坂5-11-21

TEL:06-6699-8731 FAX:06-6699-8134
みやざわ ともき

宮沢朋生（堺咲花病院小児科） （紹介者なし）

〒590-0132堺市南区原山台2丁7番1号

TEL:072-295-8833 FAX:072-294-7700

(2)退会会員なし

(3)勤務先変更なし

(4)会費減額適用を承認した会員

新入会員の柏木淳子先生、宮沢朋生先生は勤務医

であることが報告され、会費減額適用が承認され

た。

(5)会費減額適用中止を申請した会員なし

(6)物故会員
こうの やすみち

河野泰通（四條畷市）

2019年9月29日ご逝去（享年88歳）

生前の本会へのご協力に深謝し、冥福を祈って黙

祷…

(7)現在会員数715名（前回より1名増）

/~．

1)部会開催なし

2) ISOP委員会

①第285号：2019年9月20日 （金）発行。

②第286号:2019年10月18日 （金）発行予定。

③minlSOP:第78～81号配信。

④ホームページの一般向けページ「お知らせ」

コーナーに掲載するISOP第286号からの抜

粋記事はISOP委員会で再検討。

3）ホームページ委員会

①定時更新、掲載内容点検作業。

②一般向けページ「お知らせ」コーナーに最新

のISOP記事(1件） を一般向け記事に変更

して掲載。

2．部会報告

(1)学術部会（原田副会長）



大阪小児科医会会報 572020． 1

(3)来年度会報広告募集「趣意書」について

2020年度の会報に企業広告を掲載するため趣意

書を準備した。これまで同様に理事に協力を要

請。

(4)総会・教育セミナー広告募集｢趣意害｣について

「第7回総会・教育セミナー」抄録集に企業広

告を掲載するため趣意書を準備した。これまで

同様に理事に協力を要請。

（5）プライマリ ・ケア部会アンケート企画「B型肝

炎ワクチン納入状況に関する緊急アンケート」

「B型肝炎ワクチン納入状況に関する緊急アン

ケート」について、電磁的方法にて実施は承認

済。調査の即時性を担保するためにメールアド

レス登録会員に限定して実施することを確認。

(6)医療的ケア児者実態調査について

大阪府から打診のあった「医療的ケア児者実態

調査」について調査方法などのアドバイスはお

こなうが、アンケートの発送などには協力しな

いことを確認。

(7)兵庫県小児科医会「子育て支援研修会のご案内」

兵庫県小児科医会から2019年10月26日 （土）に

開催される「子育て支援研修会」についてその

内容を紹介。

③セキュリティ向上のためSSL(SecureSockets

Layer)を9月30日に導入完了。

4）会報委員会

①会報第191号(2019年10月号）発行済み。

②会報第192号(2020年1月号）原稿執筆依頼

作業中。年頭随想執筆依頼。

③学術論文投稿募集について、病院勤務医ネッ

トワークへ周知依頼。第27回救急・新生児研

修会での症例発表施設の指導医へ投稿募集案

内の手紙を個別に郵送。

(4)医業経営部会（春本理事）

1) 2019年9月19日 （木) ｢2019年度第1回医業

経営部会」開催。

2） 2020年度診療報酬改定に関する検討を開始。

3）医業経営部会開催時に社会保険診療報酬支払

基金の審査員等との意見交換を予定。

4） 日本小児科医会「厚生労働省医療技術評価の

ヒアリングに関する回答」について情報提供。

(5)病診連携部会（尾崎理事）

ﾉ“

1)救急委員会

小児の外科系疾患対応医療機関一覧の作成につ

いて進捗状況報告。

2）障害児問題検討委員会

「後天性脳損傷を認める児童・生徒の生活実態

と高次脳機能障害に関するアンケート調査」の

日本小児科学会誌への掲載が決定した。投稿に

必要な諸費用について確認。

(6)総務部会（藤岡副会長）

4．審議議案A(主に承認を要する議案）

(1)大阪市消防局「救急安心センタ－おおさか」配

布依頼

大阪市消防局から要請のあった「救急安心セン

タ－おおさか」啓発ポスター配布を承認。
鮒へ、

1） 2019年10月10日(木)｢第24回総務部会」開催。

2）集会開催報告書の様式再検討。

3）新入会促進について、病院勤務医ネットワー

ク運営委員会を中心に若手医師への勧誘に重点

を置く。集会への無料参加券なども検討。

5．審議議案B(特に議論を必要とする議案）

(1)｢医療機関にできる里親・養親の支援について

の調査」について（継続）

プライマリ ・ケア部会被虐待児養育環境問題検

討小委員会から提案のあった「医療機関にでき

る里親・養親の支援についての調査」につい

て、慎重審議の結果、提案どおり承認。なお、

本研究においては小委員会の石崎委員が明治安

田こころの健康財団から研究費を得て実施する

ことから、アンケートに関する必要経費は同研

究費から支出されることを確認。

(2)学術部会アンケート企画「離乳食についてのア

ンケート調査」

アンケートの企画意図、実施予定のアンケート

について説明。慎重審議の結果、回答内容の一

3．報告事項

(1)大阪府「令和元年第1回大阪府アレルギー疾患

対策連絡会議」出席報告

2019年9月25日 （水）に開催された大阪府「令

和元年第1回大阪府アレルギー疾患対策連絡会

議｣に西川理事の代理として村上副会長が出席。

（2）日本小児科医連盟大阪支部の会議室使用につい

て

日本小児科医連盟大阪支部の協議をおこなうた

め会議室を利用すると報告があり、会議室の利

用を承認。
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部の表記について異論があり学術部会で再検討

となった。

(3)アンケート作成サイト 「フォームズ」の契約に

ついて

インターネットを利用したオンラインアンケー

トの利用が増える見込みであるためアンケート

作成サイト 「フォームズ」との年間契約が提案

され、審議の結果、提案どおり承認。

(4)大阪府最低賃金改定にともなうパート職員の時

給について

2019年10月から大阪府の最低賃金が964円に改

定された（28円増)。パート職員の勤続期間な

ども考慮し、時給20円の増額が提案され、審議

の結果、提案どおり承認。

(5)共催による研修会開催時の役割分担について

前回理事会で承認された企業共催研修会におけ

る理事による順番制の役割分担で、都合がつか

ない場合の交代について、理事会メーリングリ

ストに諮ることが確認された。

一般社団法人大阪小児科医会

第77回（通算477回）理事会

日時:2019年（令和元年) 11月21日 （木）

午後2 ：00～4 :00

場所：大阪小児科医会事務局会議室

出席者： (敬称略五十音順）

松下会長、村上、板金、竹中、原田、藤岡

各副会長

赤木、尾崎、金崎、川崎、北、久保、久保田、

坂崎、住本、寺口、冨吉、烏邊、西村、春本、

平林、福井、藤井、藤谷、八木各理事

武知、東野各監事

開催予定時刻の午後2時に、定款29条の規定によ

る定足数（理事総数の過半数）を満たす理事19名の

出席を確認し、本会は成立した。

会長挨拶の後、本日の審議を開始した。

/~

l.会員異動

(1)新入会員
みわたにたかし

三輪谷隆史（大阪警察病院小児科） （紹介者西

垣敏紀会員）

〒543-0035大阪市天王寺区北山町10-31

TEL:06-6771-6051 FAX:06-6775-2822
なかの さちこ

中野幸子（ぐんぐんキッズクリニック） （紹介

者中野景司会員）

〒591-8023堺市北区中百舌烏町2丁21大体

ビル1階

TEL:072-275-8502FAX:072-275-8503
そえじま かずひこ

副島和彦（スマイルこどもクリニック） （紹介

者松下享会長）

〒571-0062門真市宮野町3-21 メリック第3

ビル1階

TEL:072-881-5500FAX:072-881-5503

(2)退会会員
いいだ えいこ

飯田瑛子（堺市南区）
みき まさゆき

三木正之（高槻市）

(3)勤務先変更
たなか あっし

田中篤志 （前） 日本生命病院小児科

（新）あわざこどもクリニック
おおいし ゆか

大石有加 （前）大阪発達総合療育センター

訪問診療科・小児科

（新）堺市立重症心身障害者（児）

支援センターベルデさかい

次回の理事会開催は、 2019年11月21日 （木）午後

2時から医会事務局会議室で開催することが告知さ

れ、閉会となった。

議事録署名（自筆署名または押印）

2019年（令和元年) 10月17日

/~
会長松下享

副会長板金康子、竹中義人、原田佳明、

藤岡雅司、村上城子

理事赤木秀一郎、宇野里砂、尾崎由和、

金崎光治、久保馨、久保田恵巳、

小垣滋豊、住本真一、寺口正之、

冨吉泰夫、烏邊泰久、中篤子、

西川嘉英、西嶋加壽代、西村龍夫

春本常雄、平林円、福井聖子、

藤井雅世、八木和郎

監事武知哲久、田尻仁、東野博彦
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②令和2年3月開催予定の委員会で、在宅小児

かかりつけ医紹介事業でかかりつけ医となっ

た医師との意見交換をおこなう予定。

(3)情報･広報部会（北理事）

(4)会費減額適用を承認した会員

新入会員の三輪谷隆史先生、中野幸子先生は勤務

医であることが報告され、会費減額適用を承認。

(5)会費減額適用中止を申請した会員
たなか あっし

田中篤志 （開業のため）

(6)物故会員
ふじたけいのすけ

藤田敬之助（大阪市西区）

2019年ll月16日ご逝去（享年72歳）

生前の本会へのご協力に深謝し、冥福を祈って黙

祷…

(7)現在会員数715名（前回から増減なし）

1）部会開催なし

2) ISOP委員会

①第286号：2019年10月18日 （金）発行。

②第287号:2019年11月22日 （金）発行予定。

③minlSOP:第82～85号配信。

④ホームページの一般向けページ「お知らせ」

コーナーに掲載するISOP第287号からの抜粋

記事は「2019/2020シーズンのインフルエン

ザ治療指針」と「日本産科婦人科学会からの

HPVワクチンに関する声明発表について」

の2編と決定。

⑤ISOPヘッダ部分にメール配信への移行に関

する情報を記載。

3）ホームページ委員会

①定時更新、掲載内容点検作業。

②一般向けページ「お知らせ」 コーナーに

ISOP10月号から「自主回収された四種混合

ワクチンの対応について」を一般向け記事に

変更して掲載。

4）会報委員会

①会報第192号(2020年1月号）原稿収集およ

び初校作成中。

②病院勤務医ネットワーク参加施設に対し学術

論文投稿募集のお知らせメールを病診連携部

会・会報委員会の連名で配信予定。

5）その他

①2020年1月23日 （木）大阪府医師会医学会

「学術講演会（医学の進歩シリーズ)」を当

会担当で開催すると紹介。

(4)医業経営部会（春本理事）

2．部会報告

(1)学術部会（寺口理事）侭一、

1)部会開催なし

2） 2020年1月18日 （土）「第196回学術集会」（あ

くのメデイックス）準備状況報告。

3）西村龍夫理事が日本小児アレルギー学会研究

奨励賞を受賞。

（2）プライマリ・ケア部会（福井理事）

1）2019年11月7日 （木） 「第309回プライマリ ・

ケア部会」開催。

2）子育て委員会

①2019年10月31日 （木） 門真市（北河内）

「2019年第1回公開講座」開催報告。

②2020年1月に箕面市（豊能） 「第2回公開講

座」開催予定。

3）心身発達検討委員会

①乳児健診に関するアンケート結果をもとに意

見交換。

②2020年3月28日 （土） 「里親・養親支援につ

いての研修会（仮称)」準備状況報告。

4）感染症対策委員会

①大阪感染症情報解析委員会報告。

②「B型肝炎ワクチン納入状況に関する緊急ア

ンケート」を実施。

③HPVワクチン接種に対する取り組みについ

て検討継続。

④2020年3月14日 （土） 「第39回感染症サーベ

イランスモニター会」準備状況報告。

5）在宅小児医療委員会

①「小児在宅医療に関する人材養成講習会」参

加医師として柏木淳子先生を推挙。残る1名

については理事会メーリングリストを通じて

参加者を募集。

へ､

1)部会開催なし。

2） 2020年2月20日 （木) ｢2019年度第2回医業

経営部会」開催予定。

3）第7回総会・教育セミナーにおいて「診療報

酬改定についての報告（仮)」を予定。

(5)病診連携部会（尾崎理事）

l)救急委員会

①2019年10月31日 （木）大阪府医師会「第1回

小児救急医療研修会」開催報告。

②2019年11月11日 （月）大阪府医師会「救急災

害部会」出席報告。
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③小児の外科系疾患対応医療機関一覧の作成に

ついて進捗状況報告。

2）障害児問題検討委員会

2019年ll月4日 （月・振） 「大阪府医師会医学

会総会」において「てんかんのある方の自転車

の利用に関してのアンケート調査」についてパ

ネル発表。

3）病院勤務医ネットワーク運営委員会

2020年2月8日 （土） 「第28回救急・新生児研

修会」準備状況報告。

(6)総務部会（藤岡副会長）

費」助成研究公募について紹介。各部会に応募

への検討を要請。

(6)大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学主催

「HPVvaccinesafetyissues」経過報告

電磁的承認を求めた後援名義申請について、そ

の経過を報告。今回は承認のための期間が短く

承認には至らなかった。なお開催概要について

はISOP記事として紹介。

(7)その他

l) 2020年5月30日 （土）第7回総会・教育セミ

ナーの準備状況報告。

2) 2019年12月21日 （土）理事会忘年会を開催予

定。

1) 2019年11月14日 （木） 「第25回総務部会」開

催。

2）事務局職員の福利厚生について検討。福利厚

生費の総務会計への計上が提案され、承認。

3）パート職員募集に対して適当な応募がなかっ

た。今後はスポット雇用やハローワークの活用

も検討。

4）就業規則、給与規定の改定を進める。

5）新入会促進について、病院勤務医ネットワー

ク運営委員会を中心に若手医師への勧誘に重点

を置く。集会への無料参加券なども検討。

6）新規開業情報を共有。情報掲載されている医

師に関係のある理事に、入会勧奨協力依頼。

/~、

4．審議議案A(主に承認を要する議案）

(1)大阪府「児童虐待防止に関する啓発ポスター」

配布依頼

大阪府福祉部から要請のあった「児童虐待防止

に関する啓発ポスター」配布を承認。

(2)大阪府「小児在宅医療に関する人材養成講習

会」参加医師推薦依頼

大阪府から依頼のあった「小児在宅医療に関す

る人材養成講習会」参加医師推薦について、宇

野里砂理事と柏木淳子会員の推薦を承認。

(3)共催依頼

1）サノフイ株式会社「大阪小児科医会予防接種

セミナー（仮題)」

2020年2月22日 （土）開催予定。 「第18回大阪

小児科医会予防接種セミナー」として共催を承

認。

2）田辺三菱製薬株式会社「大阪小児科医会予防

接種セミナー（仮題)」

2020年3月7日 （土）開催予定。 「第19回大阪

小児科医会予防接種セミナー」として共催を承

認。

(4)後援名義使用申請

1）大阪小児呼吸器談話会「第58回大阪小児呼吸

器談話会」

2020年3月14日 （土）開催予定。後援名義使用

を承認。

2）大阪府医師会「令和元年度第4回周産期医療

研修会」

2020年2月15日 （土）開催予定。後援名義使用

を承認。

3．報告事項

(1)日本小児科医会「近畿ブロック連絡協議会」開

催報告

2019年ll月16日 （土） 「第36回日本小児科医会

近畿ブロック連絡協議会」を大阪で開催。日本

小児科医会各委員会報告、府県医会活動状況な

どに加え「HPVワクチンへの意識調査」 も話

題とした。

(2)子どもの心の診療ネットワーク事業「子ども虐

待シンポジウム」開催案内

2020年1月17日 （金）に開催きれる「子ども虐

待シンポジウム」についてその内容を紹介。

(3)｢第2回移行期医療推進会議」開催について

2019年11月27日 （水） 「第2回移行期医療推進

会議」に烏邊理事が出席予定。

(4)企業広告趣意書配布先・申し込み一覧について

会報および総会・教育セミナー抄録への企業広

告掲載申し込み状況を共有。

(5)大阪府医師会医学会運営委員会からの報告

令和元年度大阪府医師会医学会「医学研究奨励

/鐸．
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次回の理事会開催は、 2019年12月19日 （木）午後

2時から医会事務局会議室で開催することが告知さ

5．審議議案B(特に議論を必要とする議案）

(1)学術部会アンケート企画「離乳食についてのア

ンケート調査」 （継続）

学術部会において再検討した資料を提示。慎重

審議の結果、設問の順序を変更し、アンケート

を実施することが提案きれ、賛成多数により承

認。

(2)大阪小児在宅医療連携協議会「第10回大阪小児

在宅医療を考える会」広報依頼

2020年1月19日 （日）開催予定。開催案内を全

会員に配布することについて協議。審議の結

果、会員への説明文を添えて発送することが提

案され、承認。

(3)企業共催の研修会での受付担当について（継続）

企業共催研修会における理事による順番制の役

割分担を開始したが、理事の負担が大きいとの

意見が多く挙がった。試行的に企業共催の研修

会では企業側に会員受付を依頼することが提案

きれ、承認。

れ、閉会となった。

議事録署名（自筆署名または押印）

2019年（令和元年) 11月21日

会長松下享

副会長村上城子、板金康子、竹中義人、

原田佳明、藤岡雅司

理事赤木秀一郎、尾崎由和、金暗光治、

川崎康寛、北知子、久保馨、

久保田恵巳、坂崎弘美、住本真一、

寺口正之、冨吉泰夫、烏邊泰久、

西村龍夫、春本常雄、平林円、

福井聖子、藤井雅世、藤谷宏子、

八木和郎

監事武知哲久、東野博彦

“

“

一般社団法人大阪小児科医会第8回定時総会(2020年度）

第7回大阪小児科医会総会・教育セミナー

日時：2020年5月30日(土） 14:00～

会場:ANAクラウンプラザホテル大阪（昨年の会場と異なりますのでご注意ください）

プログラム（予定）

14:00～総会

15:10頃（総会終了後）～第7回総会・教育セミナー

1）大阪小児科医会賞受賞講演

2）救急ケースカンファ

3）診療報酬改定についての報告（仮）

4）特別講演

17:40頃（総会・教育セミナー終了後）～懇親会
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部会報告(～2019.11)

第27回病院勤務医ネットワーク運営委員会

日時:2019(Rl) .9.14(土) 14:00~

場所：あくのメデイックス8階会議室l

出席者：村上(城)、尾崎、新田、赤木(幹)、芥川、

志水(信)、西垣(敏)、西原、原田(佳)、

田尻(オブザーバー)、葭井(オブザーバー）

第307回プライマリ・ケア部会

日時:2019(R1) .9.5(木) 14:30~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：竹中(義)、福井、藤井(雅)、金暗、

久保田、武知、田中(薫)、冨吉、中村(美)、

春本(常)、藤岡(雅)、藤谷

令和元年度第2回障害児問題検討委員会

日時:2019(R1).9.14(土) 19:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：荒井(洋)、宇野、烏邊(泰)、九鬼、田川、

永井、最上

第135回情報広報部会(第243回会報委員会）

日時:2019(R1) .9.5(木) 16: 10~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：松下(享)、板金、西川(嘉)、金崎、

川崎、北、春本(常)、藤岡(雅)、藤谷

/…

令和元年度第1回(通算273回)医業経営部会

日時:2019(Rl) .9.19(木) 16:30~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤岡(雅)、春本(常)、八木(和)、西村(龍)、

市川(正)、久保田、佐野(哲)、南條、

福田(弥)、村上(城）

第1回大阪小児医療連絡協議会

日時:2019(Rl) .9.5(木) 19:00~

場所：あくのメデイックス12階

出席者：大阪小児科医会

松下(享)、竹中(義)、藤岡(雅)、

村上(城）

大阪小児保健研究会

佐藤、田端

大阪小児科学会

濱崎

令和元年度第2回(第118回)学術部会

日時:2019(Rl) .9.28(土) 17:00~

場所：大阪市立大学医学部附属病院

18階第5会議室

出席者：原田(佳)、寺口、今北、小垣、西村(龍)、

藤谷、保坂(泰)、村上(城)、八木(啓）

第36回在宅小児医療委員会

日時:2019(Rl) .9.7(jz) 18:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：春本(常)、望月、藤井(雅)、南條、

久保田、田中(祥)、大植、烏邊(泰)、

二宮、山寺

f-

第308回プライマリ・ケア部会

日時:2019(Rl) .10.3(木) 14:30~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：竹中(義)、福井、藤井(雅)、板金、金崎、

久保田、田中(薫)、田中(祥)、冨吉、

中村(美)、春本(常)、藤谷、八木(由）

第23回総務部会

日時:2019(Rl) .9.12(木) 14:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤岡(雅)、川崎、板金、北、久保田、

寺口、烏邊(泰)、中、藤井(雅）

令和元年度第2回子育て委員会

日時:2019(Rl) .10.3(木) 16:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：福井、藤谷、板金、田中(童)、中村(美）第65回正副会長会

日時:2019(Rl) .9.12(木) 15:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：松下(享)、板金、原田(佳)、藤岡(雅)、

村上(城）
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第36回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会

日時:2019(Rl) .ll.16(土）

場所：ホテルグランヴイア大阪

出席者：蔭山、松下(享)、板金、竹中(義)、

原田(佳)、藤岡(雅)、村上(城)、市川(正)、

川崎、春本(常)、藤谷、武知、中村(美）

第24回総務部会

日時:2019(R1) .10.10(木) 14:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤岡(雅)、板金、久保田、烏邊(泰)、中、

西垣(敏)、藤井(雅）

第66回正副会長会

日時:2019(R1) .10.10(木) 15:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：松下(享)、板金、竹中(義)、原田(佳)、

藤岡(雅)、村上(城）

令和元年度第1回救急委員会

日時:2019(R1) .11.21(木) 17:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：村上(城)、尾崎、久保(馨)、岡村、新田、

原田(佳)、春本(常)、福井、福島(久）

第309回プライマリ・ケア部会

日時:2019(Rl) .ll.7(木) 14:30~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：竹中(義)、福井、藤井(雅)、金崎、

久保田、武知､冨吉、中村(美)、春本(常)、

藤岡(雅)、藤谷

第14回小児の在宅医療・看護連携懇談会

日時:2019(Rl) .ll.21(木) 18:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：春本(常)、望月、久保田、田中(祥)、

福田(弥)、和田(浩)、山寺

'凧

第25回総務部会

日時:2019(Rl) .ll.14(木) 14:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤岡(雅)、川崎、北、久保田、寺口、

烏邊(泰)、藤井(雅）

2020年度救急ケースカンファ準備のための

第1回ワーキング会議

日時:2019(R1) ､11.22(金) 19:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：村上(城)、尾崎、岡村、田尻、新田、

徳永(オブザーバー）

第67回正副会長会

日時:2019(Rl) .ll.14(木) 15:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：松下(享)、板金、竹中(義)、原田(佳)、

藤岡(雅） 、村上(城）

鰯一、

会報委員会では、会員の皆様からのご投稿をお待ちしています

次号(2020年4月号）の入稿締切日は、 2020年2月20日です。

投稿に際しては、投稿規定(2019年4月号掲載）をご参照下さい。

ご不明な点がありましたら、会報委員会kaihou@osk-pa.or.jpまでお問い合わせ下さい。
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会員異動

口新入会員

/~轍

/~

口退会会員

難波範行（福島区）

橋本久（豊中市）

飯田瑛子（堺市南区）

三木正之（高槻市）

口物故会員

河野泰通（四條畷市）

藤田敬之助（西区）

生前の本会へのご協力を深謝し、ご冥福をお祈り申し上げます。

現在会員715名（前回より+6名）

氏名 勤務先名 〒 勤務先住所
TEL

FAX

かさ い かず こ

笠井和子 笠井医院 551-0032 大正区北村2－5-10
６
６

２
０

０
２

７
７

一
一

４
４

９
９

３
３

４
４

’
－

６
６

０
０

誰
清

ます たか ひろ

益功浩
大阪府済生会中津病院

小児科
530-0012 北区芝田2-10-39

06-6372-0333

06-6372-0339

い むら

井村
幽
兀

き

気 大阪市保健所 545~0051
阿倍野区旭町l-2-7-1000

あくのメデイックス10F

06-6647-0641

06-6647-0803

いい じま よし たか

飯島禎貴
社会福祉法人愛徳福祉会

大阪発達総合療育センター小児科
546-0035 東住吉区山坂5-11-21

06-6699-8731

06-6699-8134

の だ れい こ

野田令子 のだこどもクリニック 531-0074
北区本庄東1－1-10

RISE88ビル1階

06-6136-7205

06-6136-7206

むら たに はる こ

村谷温子 あおぞら生協クリニック 661-0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘

11-12-1

06-6436-1724

06-6436-1725

ひ だ しん や

肥田晋矢
大阪赤十字病院

小児科
543-8555 天王寺区筆ケ崎町5-30

06-6774-5111

06-6774-5131

かしわ ぎ

柏木
控
浮

こ

子
社会福祉法人愛徳福祉会

大阪発達総合療育センター小児科･訪問診療科
546-0035 東住吉区山坂5-11-21

06-6699-8731

06-6699~8134

みや ざわ とも

宮沢朋
き

生
社会医療法人啓仁会

堺咲花病院小児科
590-0132 堺市南区原山台2-7-1

072-295-8833

072-294-7700

み わたにたか し

三輪谷隆史
医療法人警和会

大阪警察病院小児科
543-0035 天王寺区北山町10-31

06-6771-6051

06-6775-2822

なか

中
の

野
さち こ

幸子
医療法人社団ワッフル

ぐんぐんキッズクリニック小児科
591-8023

堺市北区中百舌烏町2丁21

大体ビル1階

２
３

０
０

５
５

８
８

－
－

５
５

７
７

２
２

－
－

２
２

７
７

０
０

え
Ⅶ
Ⅱ
り

そ
古
田

じま かず ひこ

島和彦
医療法人医之和会

スマイルこどもクリニック
571-0062

門真市宮野町3-21

メリック第3ビル1階

072-881-5500

072-881-5503
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編集 後記 －

令和2年、いよいよオリンピックイヤーとなりま

した。 しかし、大阪という土地柄でしょうか、それ

ともまだ半年先ということでしょうか、盛り上がっ

てくるという、そういう雰囲気はなかなかありませ

ん。何となく明るいニュースが少ないように思いま

すので、良い話題が提供されればと思います。

さて、新年号は年頭随想として多数の先生から原

稿を寄せていただきました。 日々の診療活動の中で

感じられたことなどをまとめていただいています

が、はたと気付かされるものもありますし、示唆を

与えられるものもあります。いろいろな学会誌では

なかなかそういう記事を読むことはありませんの

で、医会誌なりの楽しみでないでしょうか。 もちろ

ん学びもあります。 「うぶ声」では新しいてんかん

の分類を取り上げていただきました。專門分野以外

の事項に関しアップデートしていくのにはこういう

原稿を読むことは大切な機会と感じます。 「大学の

窓」では発達障害に比して目立たない睡眠障害につ

いても言及され、提言をされています。 「診療一口

メモ」は保育所における感染対策ガイドラインのエ

ッセンスを取り上げています。感染症児に対する保

育所の対応については疑問が生じる場合も多いです

が、 このガイドラインをもとに嘱託医として保育所

に関わっていくべきものと思います。

その他、救急・新生児研修会の報告、 シリーズ在

宅小児医療に取り組むなど各部会・委員会を中心と

した活動も収載されています。ベッドサイドメモや

病診連携関連の病院紹介記・小児医療勉強会紹介記

事とともに今後の診療に役立てていただければと思

います。インフルエンザの流行などで繁忙な時季と

なりますが、本誌を楽しんでいただきますように。

（川崎康寛）

へ

へ

広報（会報）委員

板金康子 金崎光治

北 知子 坂II苛弘美

田中 薫 寺口正之

春本常雄 藤岡雅司

松下 享

名誉委員

青野繁雄 飯H1喜彦

志野和子 田中祥介

情報・広報部会担当部会長

北 知子

情報・広報部会担当副会長

板金康子

大阪小児科医会会報 192 (2020)

令和2年1月l l I 発行

発行所一般社団法人大阪小児科医会

〒543-0()1l 大阪1 1丁天王寺区清水谷町8-15

清水谷ビツグビル2F

TEL (06) 6761 7613

FAX (06) 6761-7682

10 ： 00～17 : 00

但し土・ 日 ・祝Ⅱ休み

（昼休み) 12: 00～13: 00

川
佐
西
藤

|II苛康寛

野哲也

川嘉英

谷宏子

岡本健冶

URL https://wwwosk-pa.orjp

E-mail osk-pa@osk-pa.orjp五十音順
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漢方医学と西洋医学の融合により
世界で類のない最高の医療提供に貢献します
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【医療関係者の皆様】Tel.0120-329-970【患者様･一般のお客様】Tel.0120-329-930

一
コ

る

肋
す学斗矛を康

の
罐
方
諒
漢守



一般社団法人大阪小児科医会住所等変更届

平素は一般社団法人大阪小児科医会のにご協力賜りましてありがとうございます。
ご住所､勤務先等の変更がございましたら､お届け下さいますよう宜しくお願い致します。

一般社団法人大阪小児科医会事務局FA×: O6-6761-7682

年届出日 西暦 月 日
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