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･岩手医科大学病院、矢巾へ新築移転
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後、初めての冬を迎えようとしています。
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巻頭言

｢生きる力」を育む

杜のこどもクリニック金濱誠己

選選進躍進選耀躍進灌耀灌灌灌耀耀耀耀耀耀耀躍進灌灌躍進

「遊びは子どもの主食です」や「スマホを置いてふれあい遊びを」として、

愛着形成や外遊び・集団遊び・お手伝い・生活リズムの大切さを啓発する、

日本小児科医会が従来から行ってきたキャンペーンの意義が再認識される。

何故なら昨今、様々な場面で「非認知能力」の大切さが指摘されるからであ

る。

知能や学力などを「認知能力」と呼ぶのに対して、 「非認知能力」は、自

制心・自己肯定感・自立心・問題解決能力などの自分を管理する力や、コミュ

ニケーション能力．協調性・思いやり・道徳性などの人と関わる力を指す。

これらは誰しもが生まれながらに持ち合わせて伸ばせる力である。また年齢

を問わずに伸ばすことが可能であり、特に乳幼児期からの育成が重要である

と言われる。このことから非認知能力の育成は、小中学校の新学習指導要領

にも「生きる力」として盛り込まれ、幼児教育でも「幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿」として示されている。

昨今、自分中心の行動や発言をする人が増えて、様々な犯罪．DV・虐待。

いじめ．煽り運転などの報道も後を絶たない。その背景は様々ではあるが、

これらに加えて貧困や少子化の問題も、その要因の一つには現代を生きる人々

に非認知能力が十分に備わっていないことを孕むのかも知れない。

ヒトの育児行動は本能ではなく、共同養育を通じて受け継いできたという。

かつての日本でも、大家族や地域という共同養育の中で育児行動を受け継ぐ

のみでなく、非認知能力をも育んでいた様に思う。核家族化が進み、さらに

個室化も進む中で、その育成が滞ってきたのではないだろうかo

来る「人生100年時代」を子ども達が有意義に過ごせるようにするために

は、 「生きる力」を備えることが必要であろう。多くの家庭が核家族化した

今、その「生きる力」を育むためには、親とともに保育や教育・医療に関わ

る私たちが子どもを取り囲み、大家族の一員となって子どもの成長に関わる

ことが必要であると感じる。
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特別企画 新病院紹介

｢岩手医科大学附属病院小児病棟もりもり広場TM」

岩手医科大学医学部小児科学講座

教授小山耕太郎

岩手県小児科医会の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し

上げます。平素より岩手医科大学小児科が進める医療にご支援、ご指導を賜

りまして厚くお礼申し上げます。

岩手医科大学新附属病院は2019年9月21日に矢巾に移転・開院いたしまし

た。病院移転前から胎児診断例や新生児を含む当科の多くの患者様の入院・

転院を県内外の医療機関にお受け入れいただいたことから始まり、地元の自

治体、警察、消防、自衛隊、関連企業、 さらには青森県、秋田県、宮城県ま

で、東北全体がワンチームとなって、終始ご協力くださいました。 これらの

ご支援がなければ附属病院の移転は実現できなかったと今つくづく感じてお

ります。 この場をお借りしてあらためて皆様のご支援に心より感謝申し上げ

ます。

新しい病院は岩手の豊かな自然に抱かれるすばらしい立地で、 7階の58床

からなる小児病棟は、周囲の山並みにつながるようなイメージでデザインさ

れています。さまざまな不安を抱えて入院する子どもたちとご家族の方々を、

窓から見える岩手の自然や山々がどんなときも変わることのない存在として

支え、森のように包み込むことを願って、 この病棟を作りました。子どもた

ちとお父さんやお母さんが森の広場に集まり、個性豊かな動物や植物に応援

されて勇気がもりもりと湧いてくる、そんな自然の生命力にインスパイアさ

れる空間として、 この病棟をもりもり広場TMと名付けました。 もりもり広場

の廊下天井には写真家・蒲澤利行氏による岩手の季節をめぐる作品が展示さ

れ、廊下の壁やう°レイルームには画家・河野祐子氏による森の一日とそこで

元気に遊ぶ仲間たちが描かれています。また、森の仲間たちは附属病院1階

の小児科外来を受診する子どもたちも歓迎してくれます。 この小児病棟と小

児科外来の整備は岩手医科大学創立120周年記念事業の一環として計画され、

多くの方々のご支援により実現しました。 もりもり広場の企画は株式会社電

通東日本のチームが、施工はトーアン株式会社とINTEQT株式会社が担当し

ました。小児病棟の整備に関わられたすべての皆様に心からお礼申し上げま

す。
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小児病棟と同じ7階にNICU24床とGCU14床を置きました。新しいNICUは、

生まれてすぐご家族と離れ、多くの難しい治療を乗り越えていく新生児の生

命を守ると同時に、それを見守るご家族の不安やストレスを軽減し、良好な

家族関係を作ることができる環境を目指しました。可動式パーティションや

落ち着いた照明などにより、緊迫したNICU内でもご家族のプライバシーが

守られる十分なパーソナルスペースを確保しました。GCUには、解放感あふ

れる木浴室や完全個室の母児同室用の部屋を用意し、また兄弟姉妹が面会し

やすいように工夫した個室も備えました。完全な個室化により、父母一緒の

同室や父子同室など、ご家族のさまざまなニーズに応えた育児練習ができる

ようになりました。

新しい小児病棟とNICU･GCUはともに、子どもたちとそのご家族を中心

にした医療の展開を目指していますが、私たちは、大学病院の外でも、病気

や障がいをもった子どもとご家族の方々を支援する地域の新しい仕組みを模

索しています。わが国の出生数が急激に減少するなか、低出生体重児の割合

は増加傾向にあります。また、先端医療により救命された重症の先天性心疾

患や希少疾患患者、救急医療後の後遺症を有する子どもなど、慢性疾患や障

がいを抱え、常に医療を必要としながら生活する子どもが増えています。 こ

れらの子どもたちは、家庭でも、保育園や学校でも、医療を必要とする状態

で、地域の保健師や訪問看護師、保育園や学校の先生など、福祉や教育の専

門家の役割が大切です。救命された子どもたちとその保護者、両方の生活の

質を改善するためには、病院の中だけでなく、居住する地域での包括的なヘ

ルスケアあるいはヘルスシェアヘと、支援の輪を広げていく必要があります。

このような背景から、2019年10月12日に、岩手県ならびに周辺地域における

子育てを切れ目なく支援するため、住民、患者、家族、医療、保健、福祉、

教育、行政の関係者相互の連携・調整を図る、いわてチルドレンズヘルスケ

ア連絡会議(LiaisonCouncilonthelwateChildren'sHealthcare)を設立

しました。 この連絡会議は、上にあげた目的を達成するため、 （1）アレル

ギー、 （2）移行期医療、 （3）医療的ケア児・者、 （4）子育て支援、 （5）

災害時支援、 （6）在宅医療・訪問看護、 （7）重症心身障がい児・者、 （8）

発達障がい児、 （9）慢性疾病・難病、 （10）その他必要な事項について率直

に議論し、それぞれの課題と対応策についての提言を2020年4月をめどに岩

手県と県民の皆様にお示しすることにしています。これら個々の課題につい

ては、地域の協議会など、さまざまなレベルで検討されてきていますが、そ

れらをすべて含み、妊娠・出産から成人に至るまでの包括的な「子育て支援」
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という視点で議論する場はこれまでありませんでした。なにより重要なこと

は、障がいをもった患児・患者とそのご家族の方々をこの連絡会議の中心に

位置づけていることです。また、単に協議を重ねる場ではなく、人材の育成

や確保、社会への啓発、一覧性の高い情報発信など、具体的な課題について

3年間の達成目標を定めた提言を目指している点も特徴です。

ある地域の医療環境の充足度を測るとき、 これまでは医師や看護師の数、

全身麻酔を受けられる医療拠点の数といった指標で評価されてきました。 し

かし、小児医療が、救命から生活の質の改善へ、病院から地域へと急速に変

化するなかで、慢性疾患や障がいを有する子どもたちとそのご家族を中心に

して、 さまざまな機関と職種とを結んだ地域のヘルスケアのネットワークが

人口減少時代における新しい豊かさの指標になり得ると考えています。岩手

県小児科医会の皆様におかれましては矢巾の新附属病院と地域において岩手

医科大学小児科が進める新しい医療に一層のご支援を賜りますよう謹んでお

願い申し上げます。
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独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター

小児科および重心病棟の開設

盛岡医療センター小児科

副院長佐々木美香

もう師走、 この前お正月を祝ったと思ったら、またお正月です。色々あっ

た2019年だったけど、師走を迎えてみればあっという間、今は何事もなかっ

たようにデスクワークです。

さて、 3月31日のもりおかこども病院入院病棟の閉鎖に伴い1月から15歳

未満の超重症児5名は岩手県療育センターに、 15歳以上の超重症者13名は3

月中に当院の成人の病棟に転院していただきました。ほとんどが人工呼吸器

を装着した患者さんでしたが、受け入れ病院との綿密な計画でスムーズに移

動でき、感謝するばかりです。ほっとするのもつかの間、盛岡医療センター

では4月1日から小児科外来、 6月から重症心身障がい者病棟（さくら病棟）

開設、 8月から一般小児科病棟の運用を開始し、 10月からはとうとう盛岡市

小児救急2次輪番も開始しました。 こども病院からは看護師7名と管理栄養

士1名が一緒に異動したとはいえ、ほとんどが小児を診たことがない病院ス

タッフたち。何度も何度もしつこいくらい勉強会や会議を重ね失敗のたびに

マニュアルを作り、やっと最近は小児の患者受け入れが安心して出来るよう

になってきました。また当院は今年から岩手県アレルギー拠点病院に認定さ

れ、小児科は小児アレルギーエデュケーター（県内1人）栄養士とともに県

内から集まる食物アレルギー児に対応しています。病院全体での取組なので、

戸
ロ

一
壷
函
諏
函

寺
今
。
①

『
一
●
■
“

稗
酔
彗
一
一

吟
●
色
口
”
蜜
毛
心

←C画一． ．‐

今
濯
垂
至
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病室側から見た小児病棟の扉

プレイルームと調乳室

いたるところに小児のバイタルが

貼ってある
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看護師のエデュケーターの育成にも取り組んでいます。

小児科常勤医は佐々木朋子先生と私の2人、絶対的にマンパワーが足りま

せんが他職種で分担して仕事の効率化、事故防止を図っています。他に岩手

医大の先生方、重心の呼吸器などを菅野啓一先生、内分泌疾患を高橋明雄先

生、茨城福祉医療センターの小児外科医平井みさ子先生など、院内外多くの

先生方にご指導をいただいています。

＜小児科外来＞

外来は基本的に予約制で、アレルギーと消化器疾患を中心に診ています。

経口食物負荷試験や皮虐テスト、肺機能検査や呼気NO検査、スキンケア指

導、スギやダニの舌下免疫療法など、看護師や薬剤師、栄養士を巻き込み、

多職種で診てています。特に栄養指導はエデュケーター栄養士が行うため、

経口免疫療法を含む食事療法がより安全に効率よく行われ、 この点は本院の

セールスポイントになっています。その他エコーやカプセル内視鏡、CT、

MRIもスムーズに施行でき、放射線科医の読影で見逃しがないよう心掛けて

います。

＜一般小児科病棟＞

当院3階東病棟の一部に小児病床が開設されました｡ 4人部屋、 2人部屋

が各1室ずつ、個室2室の計8床です｡ 4人部屋は週2回の日帰り食物アレ

ルギー経口負荷試験に使用し、他は開業医の先生方からの紹介入院や2次救

急輪番日の入院に使用しています。それまで小児科のない一般成人病棟の中

での運営ですので、感染症対策はもとより、子どもたちの泣き声などが極力

漏れないよう、小児科8病床のブースはドアで仕切られています。ブース内

は小児科と分かるような明るい色で統一され、天井は空、壁は海をイメージ天井は空、壁は海をイメージ

した小さなう.レイルームが

あり、子どもたちに人気で

す。感染症の子どもたちが

遊べないのは残念ですが、

個室や2人部屋で付き添い

のご家族と一緒にゆっくり

過ごし治療に専念していた

だいています。 また、 いた

るところに小児のバイタル

の基準が貼ってあり （写真)、

一目でわかるよう看護師自
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身が工夫しています。先日入院したRSV細気管支炎やインフルエンザ感染の

喘息発作の重症患者にはネーザルハイフロー（高流量高加湿加温呼吸療法）

を使用し、 これも事前に勉強会をしていたおかげでスムーズに導入でき、ス

タッフも小児患者の診かたに慣れてきました。

＜重症心身障がい者病棟（さくら病棟） ＞

重症心身障がい者を対象とした40床の長期療養型の病棟です。 ここでも事

前から多職種で頻回に打ち合わせや勉強会、研修を行っています。当初は主

にこども病院から移動した人工呼吸器や経管栄養を必要とする重症度の高い

患者さん16名が移動し、月に3名ずつ医療行為の必要な重心の患者さんを受

け入れています。医療だけでなく福祉面にも力を入れ安全に心豊かに生活し

ていただくよう心掛けています｡ 10月からは短期入所も開始し、長期、短期

に関わらず、安全で楽しく本人やご家族が満足していただくような病棟にす

るため、スタッフー丸となって取り組んでいます。

最後に、当院は盛岡の北部に位置し、周辺や隣接する滝沢市は子どもが増

えている地域です｡ 9月に岩手医大附属病院も矢巾町に移動し、加えて盛岡

北部のもりおかこども病院の入院病棟も閉鎖されました。一般診療で入院や

詳しい検査が必要な患者さんがいらっしゃいましたら、お気軽にお電話でご

連絡ください。

、

令和元年7月27日(土)に予定されていた第73回岩手県小児科医会談話会・

講演会は、諸般の事情により開催が見合わされた。
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学会報告

＜学会報告＞

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

掌 第'43回日本小児科学会 掌
岩手地方会÷ ÷

÷÷ 日時:令和元年6月8日(士） ÷
掌 会場:いわて県民情報交流ｾﾝﾀｰ ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

一般演題

1．胎児期から観察しえた膳動静脈瘻の自然

経過 鈴木幸之介他

（岩手医科大学小児科）

2． alveolar capillarydysplasiawith

malalignmentofpulmonaryveinsの

乳児例 烏谷由貴子他

（岩手医科大学小児科）

3．当院で経験した萎縮性甲状腺炎の4例

峯岸理恵子他

（岩手県立中部病院小児科）

4．稀なライソゾーム病であるムコリピドー

シスⅡ型の男児例 谷藤幸子他

（岩手医科大学小児科）

5．難治性湿疹を契機に診断された多臓器型

ランケルハンス細胞組織球症(LCH)の

1例 伊藤歩惟他

（岩手医科大学小児科）

6．五苓散による急性脳症に伴う脳浮腫の治療

佐藤陽太他

（北上済生会病院小児科）

7. RSウイルス感染症の岩手県内流行状況

とパリビズマブ実施期間の検討

大津修他

（岩手県立大船渡病院小児科）

8． これでいいのか？生後1か月児健康診査

一哺乳量と体重増加について‐

上原充郎

（上原小児科医院）

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

掌 第3O回日本小児科医会 掌
÷ 総会フォーラムin京都 ÷

÷口時:令和元年6月‘日(±)． ，日(日) 掌
掌会場:京都ﾃﾙｻ ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

「輝かそう未来を」というテーマのもと6

月8日～10日、令和で初めての総会フォーラ

ムが京都で開催された。

教育講演、特別講演では「AI」や「iPS細

胞｣、「虐待防止」など、こどもたちの未来を

かがやかすためのキーワードを含んだ多くの

話をきくことができた。またシンポジウムで

は「保育所、幼稚園における感染症対策」や

「#8000の情報分析」「ワクチン間違い接種の

動向と対策」「パリビズマブの適性使用」な

どやはり重要なテーマについて活発な議論が

かわされた。

特別企画では、平成30年12月に成立した成

育基本法について「成育基本法のこれから」

という題で松平名誉会長から成立までの経緯、

そしてご苦労されたこと、またこれから期待

することなどを熱く語っていただいた。まさ

にこどもたちの「未来を輝かす」基本法であ

るとのことであった。

市民公開講座は「京都鉄道博物館で発見」

という題で京都鉄道博物館館長の三浦英之さ

んの講演があった。 「地域と歩む鉄道文化拠

点」をコンセプトに京都市の支援でJR西日

本が建設した館で、館内の見どころを紹介さ

れた。

その他いくつかの教育セミナーや多数の一

般演題発表があり、とても有意義なフォーラ

ムであった。 （文實本多聡）
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帰朝講演

｢神奈川での短期研修を終えて」 塩畑健

（岩手医科大学小児科助教）

スできるのかをお示しいただいた。長時間の

開催となったが、最後まで熱気あふれる会と

なった。 （文責荒谷菜海）

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

掌第29回全国病児保育研究大会掌
inいわて÷ ÷

÷口時:令和元年7月旧士)~'5日(月) 掌掌会場:盛岡市民文化ﾎｰﾙ､他 ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

第29回全国病児保育研究大会が7月13，14，

15日の3日間、マリオス（盛岡市民文化ホー

ル）他で開催された。

※山口クリニック山口淑子会頭より本大会の

所感を本誌「偶感」 (P.32～33)にご執筆

いただきましたのでご参照下さい。

教育講演

｢その多呼吸、本当にかぜですか？心不全徴

候を見逃さない日常診療のポイント」

中野智

（岩手医科大学小児科助教）

特別講演

｢子ども虐待と脳科学-アタッチメント （愛着）

の視点から-」 友田明美

（福井大学子どものこころの発達研究センター

発達支援研究部門教授）

日本小児科医会総会フォーラムと日程が重

なったが70名程度の参加があった。一般演題

では、希少疾患の報告から乳児健診で見られ

た問題提起まで、幅広い分野におよぶ発表が

あり、活発な討論がなされた。岩手医大小児

科塩畑健助教から、 1年間の済生会横浜市東

部病院小児肝臓消化器科での研修をご報告い

ただいた。専門的知識や技術の経験に限らず、

岩手県の小児科医療との違いについて述べら

れ、特に若手医師への励ましとなるメッセー

ジが提示された。教育講演では岩手医科大学

中野智助教に、聴診を中心とした身体診察に

ついてご講演いただいた。多くの重篤な循環

器疾患の経験から、日常診療の中でより早く

異常に気が付くポイントを心音聴診の基本的

な事項から丁寧に解説していただき、普段の

診察を見直すよい機会となった。特別講演に

は福井大学の友田明美教授をお招きし、マル

トリートメント （子育て困難）と子どもの脳

の発達への影響についてご講演いただいた。

頭部MRIで虐待により脳容積の減少や脳活

動低下を示した研究結果と、脳活動の回復を

目指し、科学的にどのように家族へアドバイ

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

掌 第3'回東北学校保健・
÷
÷

学校医大会÷ ÷

÷口時:令和元年7月2,日(士) ･2旧(日) 掌
菫会場:ﾎﾃﾙﾒﾄﾛボﾘﾀﾝ盛岡本館 ÷
÷÷÷÷÷･§｡÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

本年度は岩手県医師会が担当で、令和元年

7月20日(土)～21日（日）の2日間、 「“生き

る力”を育む～次代を担う子どもたちへ～」

をメインテーマとしてホテルメトロポリタン

盛岡本館（盛岡市）にて開催された。

7月20日(土)午後6時に開会式があり、東

北医師会連合会佐藤和宏会長および岩手県

医師会小原紀彰会長の挨拶の後、日本医師

会横倉義武会長に続いて岩手県知事達増

拓也氏、岩手県教育委員会佐藤博教育長よ

り祝辞をいただいた。次期開催担当県医師会

の宮城県医師会佐藤和宏会長のご発声で乾

杯が執り行われ、交流会が開催された。

翌21日(日)は午前9時30分より開会し、岩手

県医師会小原紀彰会長の挨拶に続いて日本医

師会横倉義武会長の祝辞があった。続いて、
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各県代表の6名による一般演題発表が行われ

た。岩手県からは宮古医師会理事内田瑛子

先生に「岩泉町中学生の赤ちゃんふれあい体

験～乳児健診のなかで～」をご発表いただい

た。核家族化が進んで思春期世代の乳児に触

れる機会が激減した今、この体験による中学

生たちの心の変化が紹介された。 （抄録参照）

午前11時15分から開催された特別講演では

｢幼児教育の今後：認知、非認知の力の発達

とその援助の質をめぐって」と題して、白梅

学園大学大学院の無藤隆特任教授よりご講

演があった。岩手県医師会少子化対策委員会

で取り組んでいる非認知能力を幼児期から育

むことの大切さや、その援助の質の重要性に

ついて解説された｡ (抄録参照）

午後1時15分よりシンポジウム「“生きる

力”を育む保健教育」が開催された。各県代

表の6名から発表があり、特別講演講師の無

藤隆特任教授と日本医師会道永麻里常任

理事をコメンテーターとして討論が行われた。

岩手県からは岩手県医師会少子化対策委員会

委員千田恵美先生より「非認知能力は生き

る力を育む」をご発表いただいた。非認知能

力を育むことが文部科学省の学習指導要領に

示された“生きる力，，を育み、将来的に少子

化対策に繋がる正の連鎖を生み出す可能性と、

それに関わる岩手県医師会少子化対策委員会

の活動について報告した。 （抄録参照）

他県からも、様々な立場や視点から"生きる

力!'を育む保健教育の実践例等が紹介され、

討論された。

来年は、宮城県医師会の担当で令和2年8

月29日(土）・30日（日）の2日間、開催され

る予定である。

本大会の詳細については、後日発行される

「大会記録誌」を参照していただきたい。

「“生きる力”を育む

～次代を担う子ども達へ～」

日時：令和元年7月20日(士）・21日（日）

会場：ホテルメトロポリタン盛岡本館

意見交換会

（1）各県での肥満対策について

（2）運動器検診3年の結果と課題について

（3）その他

大会

一般演題

座長岩手県医師会学校医部会副部会長

金濱誠己

岩手県医師会学校保健担当常任理事

菅義行

1．宮城県「仙台市における運動器検診の現

況」 仙台市医師会理事

佐々木整形外科麻酔科クリニック副院長

佐々木祐肇

2．秋田県「秋田市の運動器検診： 3年目の

現状と課題」 秋田県医師会理事

成田裕一郎

3．青森県「発達障害児に対する療育施設を

併設した小児科診療所の開設初年度の治

療状況」 あいだクリニック院長

會田久美子

4．山形県「山形県における小児肥満への取

り組み」山形市立病院済生館小児科医長

大通尚

5．福島県「食物アレルギー対策のとりくみ

エピペンの使用と関連機関の連携づくり」

菜のはなこどもクリニック院長

片寄雅彦

6．岩手県「岩泉町中学生の赤ちゃんふれあ

い体験一乳児健診のなかで－」

宮古医師会理事

内田瑛子

第31回東北学校保健・学校医大会

メインテーマ
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特別講演

座長岩手県医師会会長 小原紀彰

『幼児教育の今後：認知、非認知の力の発達

とその援助の質をめく"って』

講師白梅学園大学大学院特任教授

無藤隆先生

(一般演題・抄録）

岩手県

｢岩泉町中学生の赤ちゃんふれあい体験

一乳児健診のなかで－」

宮古医師会理事

内田瑛子先生

クリニックを閉院して10年が経ちました。

三陸沿岸はもともと医師不足に悩んでいます

が、東日本大震災津波以後さらに加速しまし

た。山田町と岩泉町には小児科医がいません

のでお手伝いをすることにしました。岩泉町

については小本小中学校の学校医、済生会岩

泉病院での予防接種、保健センターでの岩泉

町の乳幼児健診を受け持ちました。

昭和30年代後半から岩手医科大学小児科の

畠山富而先生が乳幼児健診を担当されており、

｢赤ちゃんふれあい体験」は平成17年から6年

間行われていました。私は平成23年から乳幼

児健診を引き継ぎました。それでは赤ちゃん

ふれあい体験について紹介いたします。

まず各中学校から希望をとります。主な4

校のうち3校が参加希望で、岩泉在住の中学

3年生の約75％に相当します。家庭科の保育

の時間割から3時限もらいます。年に2回の

ふれあい体験の日を設定します。平成30年は

8月に岩泉中学校に、 12月に小本中学校と釜

津田中学校に実施しました。

①保健師による事前授業。 1時限使用。赤ちゃ

ん人形を使って抱っこの仕方・哺乳瓶の持ち

方・おむつの替え方など。中学生たちから

事前アンケートで彼らの心配事などを知る

②6か月健診と9か月健診の日に合せて保健

センターで2時間過ごす。内出の診察時間

に、残りの母子はホールにいるので、保健師

が母子と中学生の組み合わせを指導し、実際

に赤ちゃんを抱っこしたり、おむつを替えた

り、哺乳瓶でミルクを与えたりします。母

親との対話はとても体節です。60分ぐらい。

③診察終了時は全員が別室に移り、「なぜ赤ちや

シンポジウム

テーマ 『“生きる”力を育む保健教育』

座長岩手県医師会学校医部会部会長

滝田研司

1．宮城県「みやぎの「がん教育」について」

宮城県教育庁スポーツ健康課課長補佐(班長）

佐藤真

2．秋田県「学校における自殺予防教育～秋

田県内での取り組みについて～」

秋田県大学保健管理センター教授

伏見雅人

3．青森県「就学前の養育・療育の重要性」

弘前大学大学院医学研究科附属

子どものこころの発達研究センター

特任准教授

栗林理人

4．山形県「｢安心・自信・自由」は子ども

の生きるちから～CAP庄内の取り組み」

一般社団法人J-CAPTA

チーフディレクター/理事

木村里美

5．福島県「性の健康教育とはよりよく生

きることを学ぶこと」

西口クリニック婦人科院長

野口まゆみ

6．岩手県「非認知能力は生きる力を育む」

岩手県医師会少子化対策委員会委員

千田恵美

コメンテーター

曰本医師会常任理事 道永麻里先生

白梅学園大学大学院特任教授

無藤隆先生
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(シンポジウム・抄録）

岩手県

｢非認知能力は生きる力を育む」

岩手県医師会少子化対策委員会委員

千田恵美先生

岩手県医師会では2016年から少子化対策委

員会を立ち上げ、各専門分野の講師を招き、

少子化が与える影響と対策などについて議論

を交わしてきた。その結果、少子化対策には

｢非認知能力」が最も重要であるという結論

に達し、医師会としての取り組みの方向性と

具体案を検討してきた。

非認知能力とは、いわゆるIQ(認知能力）

が数値化できるものであるのに対し、数値化

はできないが、自制心や自尊心といった「自

己に関する力」やコミュニケーションなどの

｢人と関わる力」を指す。ノーベル経済学賞

を受賞したジェームズ・ヘックマン氏が検証

した40年以上に渡る「ペリーの就学前計画」

の研究では、人生で幸福を得るために大事な

のは、この非認知能力であると述べている。

OECD(経済開発協力機構）でも、この非認

知能力を「社会情動スキル」と定義している。

ヘックマン氏は、これら非認知能力は幼児

期に最も伸び、 リターンも大きいため、「質

の高い幼少期教育」が重要になると強調して

いる。さらに、非認知能力を高めることは、

年齢を問わないことも示している。

文部科学省の幼稚園教育要領が改訂となり、

その中で「幼児期の終わりまでに育ってほし

い姿」として「自立心」「協同性」「道徳性・

規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」

｢思考力」などといった非認知能力の育成が

掲げられている。

この考え方は、小学校での文部科学省学習

指導要領での命題となっている「生きる力」を

育てることに繋がるものであり、今後より一層、

おのおのの児童のJ廟知能力に焦点を合わせた

｢幼保小接続｣が重要になってくると思われる。

んに触れる体験が大事なのか」について授業

をしますo30分ぐらい。プロジェクターそ

の他は前もって保健師が準備しておく。

④後日中学生たちから感想文が寄せられます。

「笑ってくれて嬉しかった」「思ったより赤

ちゃんが重く、温かだった」「将来結婚し

たならしっかり育てたい」「怖くなかった

楽しかった」と、全員が意見を寄せました。

(特別講演・抄録）

『幼児教育の今後：認知、非認知の力の発達と

その援助の質をめぐって』

白梅学園大学大学院特任教授

無藤隆先生

乳幼児におけるその生活全般において、認

知面(知的な力)と非認知面(社会情動的な力）

の双方はともに絡み合いつつ伸びていく。そ

れぞれ0歳から1 ． 2歳、 3歳から5 ． 6歳

の時期の特徴がある。そういった発達的な傾

向を踏まえて、幼稚園教育要領･保育所保育

指針などは改訂(改定)された｡ 5つの内容領

域や養護面の充実の上で、特に資質・能力を

伸ばすことが基本となる。それは気づく力と

考え工夫する力としての認知面、粘り強く取

り組み、挑戦し、協力する力(学びに向かう

力と呼ぶ)としての非認知面として規定され、

乳幼児期さらに小中学校の時期へと伸びてい

く。幼児教育（保育）とはその力を伸ばすこと

が根本であり、そのため環境を整え、保育者

が直接・間接に子どもに働きかけるのである。

資質・能力は幼児期の終わりまでには特に

｢幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」とし

て具体化して伸びていく。その伸びるプロセ

スを記録し、検討しまた共有し、さらに指導

計画へと反映させていくことを通して、保育の

質の向上を目指すことができる。資質．能力や

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿などはそ

の検討の際の視点として活かすことが出来る。
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学会報告

我々岩手県医師会では、この非認知能力を

高めることが、子どもたち個々のスキルを高

め、心身の健康維持につながり、ひいては生

涯にわたって自分らしい幸福な人生を築く礎

になると考え、各方面からの独自アプローチ

を開始している。

（金濱誠已いわて医報2019年8月号

より転載）

(ネウボラ）事業について」 大滝晋介

おおたきこどもクリニック

3）青森県

｢病児保育事業の現状と課題一青森県および

その近傍地域の状況を中心に－」荒井宏治

あらいこどもクリニック／

眼科クリニック病児保育室「きりん」

全国病児保育協議会調査研究委員会委員長

4）秋田県

｢他科連携、多機関連携で行う虐待予防につ

いての秋田県の取り組み」 小泉ひろみ

秋田こどもの心と発達クリニック

5）福島県

｢福島県における子育て支援一震災から8年

半を経て～」 市川陽子

いちかわクリニック小児科

竹内真弓

竹内こどもクリニック

6）岩手県

｢子ども療育は三位一体（医療・教育・福祉）

－もりおかこども病院30年の療育を通して－」

米沢俊一

社会福祉法人岩手愛児会・

子どもは未来もりおかこどもクリニック

7）宮城県

｢乳児健診から絵本の会、こども食堂まで」

石井アケミ

石井小児科

8）新潟県

｢当院の子育て支援、不登校児のカウンセリ

ングと絡めて－小児科医と公認心理師の立

場から一」 磯部賢諭

キャッツこどもクリニック小児科専門医

公認心理師・臨床心理士・児童相談所嘱託医

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

章第SS回東北･北海道小児科医会菫
連合会総会÷ ÷

÷口時:令和元年9月28日(士) ･29日（日） 掌
掌会場:ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ新潟 ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

令和元年9月28日(土）・29日（日）、「子育

て支援のいま」をテーマに、ホテルオークラ

新潟で第38回東北・北海道小児科医会連合会

総会が開催された。

プログラムは下記の通り。

特別講演｜

｢小児における抗菌薬の適正使用」

齋藤昭彦

（新潟大学大学院医歯学総合研究科

小児科学分野教授）

特別講演| ｜

｢小児がん経験者の自立支援」 林三枝

認定NPO法人

ハートリンクワーキングプロジェクト副理事長

シンポジウム

各道県の発表

1）北海道

｢公衆衛生医の立場から」 安田一恵

札幌市東保健センター

2）山形県

｢酒田市における子育て世代包括支援センター

特別講演Iは、以下のような概要であった。

2015年の世界保健総会での"GlobalAction

PlanforAntimicrobialResistance航微生

物薬耐性に対する世界におけるアクションプラ
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学会報告

シンポジウムでは、各県での子育て支援へ

の取り組みについて講演があり、その後討論

が行われた。活発な意見交換が行われた。

（文責小林有一）

ン）”を受けて、国内でも、2016年の閣僚会議

で薬剤耐性(AMR)対策アクションプランが採

択された。このプランでは、 6つの目標が掲げ

られているが、その中の1つが抗微生物薬の

適正使用である。抗菌薬は、抗微生物薬の中で

も、AMR対策が求められる最も重要な薬剤で

あるので、抗菌薬の適正使用がその鍵を握る。

何も対策を講じない場合、2050年には世界

でAMRに起因する1,000万人の死亡が想定さ

れ、がんによる死亡者数を超える、とした報

告がある。未来の子どもたちに抗菌薬を価値

ある医療資源として残すためにも、今、抗菌

薬の適正使用についての正しい理解とそれぞ

れの立場での継続的な取り組みが必要である。

特別講演Ⅱは、以下のような概要であった。

小児がんの治療成績が急速に向上し30年以上

が経った現在では70～80%の子供たちが治療

終了している。現在そのサバイバーは全国

に10万人以上いると推測されている。しかし、

小児期に重篤な病気を経験したことから、医

療保障がついた生命保険に加入することが困

難であることにより、2007年お互いを助け合

う相互扶助を目的とした「ハートリンク共済」

を全国初、多くの医療者とともに立ち上げた。

患者家族からの就労困難などの相談が増え

たため、調査を全国で進めた結果、就労困難

者の理由と患者数が浮かび上がった。その対

処として2014年認定NPO法人を立ち上げ、

晩期合併症が重度な就労困難者に対する職業

訓練を兼ねた就労支援を開始した。

問題点としては、晩期合併症があっても一部

を除いて障がい者手帳の取得が出来ない事、脳

に照射をしたことから高次脳障害が緩やかに出

てきていること、二次がんの発症が増えてきて

いることなどがあげられる。小児がんは、不治

の病から治る時代になったが､治る時代になった

からこそ必要な支援がある。当会はいち早くそ

のデータを作成し厚労省への理解を深め、法改

正などのお手伝いをしていきたいと考えている。

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
÷ ÷

2019年度÷ ÷

菫 こどもの健康ﾌｫｰﾗﾑ 菫
日時：令和元年10月12B&)

÷ ÷
会場：いわて情報交流センター

÷ ÷
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

日本小児科学会は、毎年10月の1週間を

「こどもの健康週間」と定め、キャンペーン

活動をしている。これは「こどもの健康とは

何か」「健やかな成長とは何か」を問題提起

し、広くこどもの健康について関心を高める

ための活動である。日本小児科学会岩手地方

会では、下記の内容で「こどもの健康フォー

ラム」を開催致した。

「2019年度こどもの健康フォーラム」は

2019年10月12日（土曜日）に、いわて情報交

流センター（アイーナ）で開催された。今年

のテーマは『園、学校とこどもの健康-第2回：

現場から考える-』だった。はじめに、こど

もの健康フォーラム実行委員長の岩手医科大

学小児科学講座教授小山耕太郎先生から開

会のご挨拶を頂いたあと、特別講演1として

岩手県立大学看護学部地域看護学講座学校保

健看護学分野講師大久保牧子先生に、医療

的ケアにおける養護教諭の役割についてのお

話を頂いた。その後、特別講演2として岩手

県立花巻清風支援学校長遠藤寿明先生に、

学校とこどもの健康、共生社会の実現を目指

した学校づくりについてのお話を頂いた。あ

いにくの台風により時間を調整したが、活発

な意見交換がおこなわれ、 2時間の講演は盛

況のうちに終了致した。 （文責小西雄）

岩手県小児科医会報第97号17



文部科学大臣表彰をもらうことになって!！

雫石町上原小児科医院上原充郎

E罰
、可

期せずしてもらうことになった文部科学大

臣表彰、妻が出席し大臣代理よりもらってき

た。小児科医50年、町医者45年という歴史に

対する表彰と考えている。妻が代理よりもらっ

てきたと書いた。以前厚生労働大臣表彰の時

は仕事を休み自分が出席したが大臣は欠席、

代理からの授与だった。今度もそうだろうと

考え、私も代理を出席させたらやはりそうだっ

た。全国から大臣表彰を受けるような医師を

100人近くあつめながら、大臣不在の代理授

与。今の安倍内閣の体質そのままだ。桜を見

る会のシュレッダー処理問題、森友学園の文

章改ざん問題等の全く不誠実な国民に対する

対応そのものだ。

今の安倍内閣からの文部大臣表彰、少しも

感動なし！

文部科学大臣表彰と懲りない私

大槌町藤井小児科内科クリニック藤井敏司

元来、開業医志向だった私は、岩手医科大

学、大学院修了後、県立釜石病院、小児科長

として2年間勤務し、昭和58年4月1日、何

故か4月1日のエイプリルフールに合わせて

冗談の如く、地元大槌で開業しました。

開業後、 20年間位は、小児科開業医として

多忙な日々を過ごしてきましたが、少子化で

子供の数が激減した為、診療科目を内科、皮

層科、耳鼻科に広げ、院名も藤井小児科クリ

ニックから藤井小児科内科クリニックに変え

ました。今は、内科が60%で、昔の町医者の

ようになっており、何でも診るので私は、自

院をコンビニ病院と呼んで自負しております。

そんな私でも、町で唯一の小児科専門医であ

るという事で、学校医を35年、学校保健会の

会長を16年。現在も続けており、その間、教

育委員を2期8年務め、平成15年に岩手県学

校保健功労者表彰、平成18年に全国市町村教

育委員会連合会表彰、平成24年に岩手県教育

表彰をいただきました。

確か3年位前だと思いますが、町の教育委

員会の職員が表彰申請書類をチェックしてほ

しいと言って来た事がありまして、近々何か

表彰されるのかなと、正直言って少し期待し

ていた所もあったのですが、 2年過ぎてもその

気配はありませんでした。実は私、以前国道

106号線の区界でスピードオーバーで、一発免

停を喰らった前科一犯でありまして、前科があ

れば、大きな表彰や叙勲の対象にならないと聞

いたような気がしていたので、それでダメなん

だと思い、最近は、その事は全く忘れてしまっ

ていました。井上陽水の曲「夢の中へ」の歌

詞に「探すのをやめた時、見つかる事もよく

ある話で……｣。 と言う一節がありますが、

先日突然、教育委員会から文部科学大臣表彰の

受賞が決まりましたとの連絡が入り、びっくり。

岩手県からは私と、大変光栄な事に医局の

大先輩の上原充郎先生、 2人の表彰という事

で、喜びも倍増しました。

表彰式は、令和元年11月21日、埼玉県の大

宮市で行われた全国学校保健、安全研究大会

で行われました。

私は、今回の天旱旱后両陛下の御即位によ

る恩赦で、私の前科が消え、受賞が決まった

のではないかと推測しております。

因みに懲りないアラ70の暴走族は今も健在

です。 しかも、ゴールド免許です。何れ天罰

が……。
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｢もりっこ健診」36年

一盛岡市市勢振興功労者表彰を受けて一

矢巾町みちのく療育園伊束宗行

業の運営委員会や育幼会の要望にも拘らず未

達成であり、人材の確保を含めて更なる拡充

が必要です。

従いまして、今回の表彰は盛岡市医師会小

児科医会・育幼会の地道な活動が評価されて

受賞したものと理解されますので、共にこの

慶びを分かち合いたいと思います。

11月3日 （文化の日)、盛岡市上田公民館

において谷藤盛岡市長から賞状と記念品（漆

塗り文箱）を拝受し、遠藤市議会議長、谷村

選考委員長、市幹部職員、関係団体役員等多

数の参列者を前に5分間謝辞を「もりっこ健

診」の趣旨と経緯を併せて述べました。育幼

会会長臼井由紀子先生にもご臨席くだされ恐

縮いたしました。表彰式の後、盛岡グランド

ホテルに移り盛岡市長他要人各位と被表彰者

3人は配偶者と共に祝膳を頂戴いたしました。

その席において谷藤市長様と歓談しましたが、

｢もりっこ健診」の現状と課題を伝え、今後

の人材、療育施設の拡充整備を要望致しまし

た。

小生が微力ながら小児科医の1人として長

らく盛岡市乳幼児総合診査に参画できたこと

は、諸先輩はじめ関係各位のご指導とご支援

によるものであることを胆に銘じ、篤く感謝

を申し上げます。そして会員皆様より身に余

るお祝いを賜りましたことを重ねて御礼申し

上げます。

結びに、少子社会の時代に即応する子育て

支援の重要な役割としての「もりっこ健診」

の運営が、今後も保健福祉行政の主要な施策

となるよう期待し、強く要望致します。

令和元年10月、第65回盛岡市市勢振興功労

者表彰の連絡をいただいた際は、何故私ごと

きが、と率直に思いました。事績によれば、

昭和38年発足以来、盛岡市乳幼児総合診査事

業「もりっこ健診」に36年間の永きに渉り従

事してきた…とのこと、 しかし、 この「も

りっこ健診」の経緯を辿りますと、市民団体

の要望活動を背景に盛岡市医師会が小児科医

会・育幼会（当時の会長は村里先生）の提案

を基に、昭和56年に盛岡市に対して脳性麻痒

等の心身障害児を早期に発見し療育する新た

な健診体制づくりを提言したことが嗜矢であ

ります。

爾来、精神発達や言語聴覚領域の專門家を

追補し、個々の小児を全般的に評価すると共

に、療育の必要な児童と保護者を受け入れる

施設の機能拡充と人材育成を目指して「早期

療育ネットワーク連絡会」を組織し、包括的

に支援する体制の質・量の整備を推進してき

ました。盛岡市立総合療育センターの設立構

想は県立療育センターの発足によって実現し

ませんでしたが、医療・療育関連施設の連携

を充実することによって対応してきました。

顧みますと、 この盛岡市乳幼児総合診査事

業は発足以来35年間に約4,750人の児童を診

査し、市の親子教室で指導し、療育・医療機

関、保育・教育施設、児童発達支援事業所等

と連携し、適時に療育・指導と家族支援を実

践できるように推進してきました。毎年、事

業報告を年報として冊子にまとめ関係機関に

配付し、課題を提起してきたが、近年の発達

障害（？）を心配する児童の増加、養育環境

の変容などに対応する療育体制の整備は当事
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action planon antimicrobial resistance

(AMR)の勧告を受けて、日本でも2016年4

月に「薬剤耐性対策アクションプラン2016‐

2020」を策定した流れで2018年の診療報酬改

定に盛り込まれている訳ですが、既に抗菌薬

をほとんど処方せずに済んでいる状況で算定

できることは歓迎すべきことと思いました。

一方、抗菌薬の適応については慎重な判断

を心がけているつもりですが、実際には短期

間処方して経過をみざるを得ない場合もあり

ます。このような例がありました。 2年前、

6歳でてんかんの基礎疾患のある男児でした

が、咳と鼻汁で耳鼻科を受診した翌日に38℃

台の発熱がみられ初診。胸部にラ音を聴取し

気管支炎の診断にて気管支拡張剤を処方して

経過をみていたものの、高熱が続き3日後に

再診。胸部×-pで陰影軽度増強、 CRP上昇あ

り、マイコプラズマ抗原陰性。軽度肺炎とし

てセフジトレンピボキシル(CDTR-PI)を4

日間処方しました。すると2日後に診察した

先生から警告の手紙が届きました。内容的に

は、上気道炎症状があり受診した際にCDTR-

PIが処方されている、 PI基を持つ抗菌薬は低

力ルーチン血症をきたし、時に低血糖、意識

障害、痙蘂重積、脳症を起こすことがある、

栄養状態の悪いものや痙蘂準備性の高い方に

は特に注意が必要、自身はPI基による低力ル

ーチン血症の報告が増えてからPI基のあるも

のを使用していない、 CDTR-PIはCFDNに変

更した、というものでした。PI基を有する抗

菌薬を長期に投与すると低力ルーチン血症に

伴う低血糖による痙蘂、意識障害をきたすこ

とがあると報告されているのは存じ上げてお

りましたが、私も長いこと小児科医をしてい

るものの、処方変更にとどまらず手紙をした

ためていただくとは極めて異例で大変なこと

をしてしまったと、急這製薬会社の学術担当

に確認しましたが、 CDTR-P|短期の投与でも

1例の痙鑿の報告がある、 CDTR-PIの使用を

● ● ● ● ● ● ● ● ●

アンタイトルド

北上市いとう小児科クリニック

伊東亮助

小児科医会では保険診療問題の司会を担当

しており、このところ「小児抗菌薬適正使用

支援加算」 （以後、加算）について話題にな

ることが多かったので、そのことについて綴っ

てみたいと思います。

私はというと明らかに抗菌薬の多用・濫用

の時代を過ごしてきたものと思われます。次々

と新しい抗菌薬が開発され、どの様に使うか

に主眼を置いて処方していたようにも思いま

す。その傾向に変化が起きたのは2000年前後

を境にしてでしょうか。主にプライマリーケ

アを担当する小児科医を中心に上気道炎に対

する抗菌薬が不要である根拠や過剰に処方さ

れている実態が明らかにされ、また各種ウィ

ルス、溶連菌、マイコプラズマの迅速診断が

次々と開発され、血球計数・CRP検査も容易

に行えて、ウィルスと細菌の感染の鑑別の精

度が上がり、急性気道感染で抗菌薬を処方す

るのは溶連菌感染くらいに激減していました。

しかし、 「かぜ」に抗菌薬が無効なのは当然

ですが、 「かぜ」の診断が容易であるとは言

いません。2016年に地区の小児救急の研修会

で「かぜに抗生剤を処方しない･ ･ための方法

を考える」という題でお話をしたことがあり

ましたが、参加していた小児科の先生から

｢先生は抗生剤を使わない主義か？抗生剤を

処方しなかったら薬局が困るだろう！」と言

われました。加算は、 2015年のWHOのGlobal
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● ● ● ● ● ● ● ● ●控える通達は出ていないとの回答を得ました。

その後も私の抗菌薬処方は慎重に行うという

スタンスに変わりはないのですが、当の患者

さんは近所にお住まいでかかりつけでしたが、

病気をしなくなったのか危険な薬を処方する

病院と思われたのかは知る由もありませんが、

しばらく来なくなりました。なお、CDTR-PI

に関する注意は症例が増加して、日児誌vol.

123,p1363-4,2019に掲載の通りです。

加算についての懸念事項もあります。一つ

めは、小児科では抗菌薬の適正使用が広まっ

て、製薬卸に聞いても小児科の抗菌薬処方は

激減しているのですが、一部の患者さんは小

児科に行くと抗菌薬はもらえないからと他科

から処方されている節があると思います。加

算が小児科医は抗菌薬を処方するにしてもし

ないにしても専門的な見識を持っていると評

価されて、診療科ごとでは「小児科外来診療

料」を算定している場合に適用できるように

なっていると思っていますが、小児であれば

傷病名で加算できるようにすることが必要と

思われることと、他科においても抗菌薬の適

用、効果の面で検討を要するのではと思いま

す。

それから、加算が認められる経緯として、

AMRの予防推進が第一目標であったとして

も、医療経済的試算は当然行われていたはず

です。加算で点数が増えても、抗菌薬が処方

されなくなればトータルでは黒字となり良い

ことばかりです。そして、近い将来適正使用

がごく当たり前のことになった時には、加算

は意味のないこととして抹消する筋書きです。

その頃は小児科医の肩書きも抹消されない

ようしぶとくいたいと思います。

人生喜寿・小児科医50年・
開業45年・結婚50年
よくぞここまできたもんだ11

雫石町上原小児科医院

上原充郎

という感慨でいっぱいだ。若生教授のもと、

大学院4年、その後八戸日赤1年。昭和49年

7月1日現地に小児科医院開設。雫石町、小

児科医局を挙げての開院祝賀会を想い出す。

あれから45年、約8,000人を超える児どもが

出生し、私が町の乳児健診や予防接種をやっ

ていたのでほとんどの児どもたちを診ている。

当時は交通の便もよくなく、おじいちゃん、

おばあちゃんが孫をおんぶしてタクシーで来

るのが常だった。開設当時、小中学生だった

児が、孫を連れて、じいちゃんになったよ、

おばあちゃんになったよ、孫よろしくという

ほど、そんな長い間の雫石での生活は、いろ

んな人間関係を、医師会のいい加減な活動ぶ

りが、見えてきた。

まず第一に、盛岡市夜間急患診療所の運営

だ。委員の一部は盛岡市小児科医会のメンバー

の何人かがなっていると聞く。過日こんなこ

とがあった。RSVを一歳過ぎた児にやろうと

したら、看護師さんにやらないように言われ

ていると注意された。だが、夜間診療所はま

るめをやっているので、どの検査も3歳未満

児には算定できない。この時、 RSVとインフ

ルエンザと同時に検査できるキットのある事

を日誌に書いた。メリットは今年はRSVが多

発し、今後も流行期であり、インフルエンザ

とよく似た症状なので3歳過ぎた児に検査す

るとRSVは算定できないがインフルエンザは

算定できる点を記した。ところが、盛岡市医

師会長の名でRSVが考えられる時は二次救急

に転送するからとの返事。RSVは二次救急に

転送しなければならないような病気なのか？
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キットは今までのRSV単独のものを使うとの

こと!？

近年おくすり手帳が常識になっている。こ

のおくすり手帳から、いろいろなことが見え

てくる。患者さん（母親）の考え方、前医の

治療に対する考え方等々･患者さんは自分の

治療態度は顧みず得意そうに前医批判をしな

がら転医してくる。この手帳が出来てから患

者さんの前医批判が、あながち誇張されてい

るとも思えないことが見えてきた。雫石町か

ら、盛岡の名小児科を受診し、経過不良で私

のところに戻ってくる患者さんは時にいる。

一般に雫石の町民は盛岡の医師は私よりも格

が上と思っているようだ。だからあえて名小

児科医と書く。 3日も高熱、食欲不振、前の

先生の診断は？ “ただのカゼ”とのこと。ま

ず"ただのカゼ''とは何事か？名医の言う"た

だのカゼ''とは？医師の使う言葉ではないと

思う。熱が出るには、セキが出るには、鼻が

出るには、必ず所見があると50年のいなかの

小児科医をやっていても考えている。その所

見を見つけられなくて''ただのカゼ''と言って

いる。このような例はほとんど白血球増多、

CRP高値、赤沈冗進している。そして抗生剤

の投与がない。中にはマイコプラスマ肺炎。

熱だけでせきの全くない肺炎はたくさんある。

レントゲンを撮ってもらった？いいえレント

ゲンがないようですとのこと。ある薬やさん

に盛岡周辺の小児科開業医のレントゲン保有

を調べてもらったら約50パーセント程度。よ

くならないと転院してくる児の多くは何の検

査もなく、ウイルス感染のカゼだろうと診断

されている。耳血・CRP・赤沈・レントゲン・

マイコプラスマこれく‘'らいは検査して対応し

てもらいたいものだ。

私は地域医療に貢献するとは、どういうこ

とかをずうっと考えてきたがやっと私なりの

結論を見つけた。 “それは今、何らかの医療

を必要とする患者さんが居たら、今の自分で

できる最良の対応をすること、もし自分で出

来なかったら対応できる所へ搬送、紹介する

こと”と結論づけている。だから、あらゆる

手段で私の携帯の電話番号を公表し、 24時間

対応している。多くは自分で診察しているが、

外出時や会議中等は帰宅時まで待っていただ

いたり、他院に紹介したり、いずれその児が

診てもらえるようにしている。これに対し盛

岡の名小児科医の中には、これは個人でやる

ことではなく、公がやる事だと言い、夕方や

夜、休日などに電話すると“本日の診療は終

了しました。急患の方は夜間診療所へ”と留

守電。だが私は今の私の考え方すなわち自分

の児ならどうする？自分の親ならどうする孫

ならどうするという考え方で残された雫石で

の町医者をやっていく。

最後に岩手県小児科医会の体質について。

結論から言うと、小児科医会から岩手県医師

会の会長が出て岩手県医師会を主導するよう

なそんな強固な会にしなければ岩手県小児科

医会の発展は考えられない。

岩手県医師会の常任理事を選出するのに岩

手県医師会長が、県理事の中から_本釣りを

するような、岩手県医師会長に、意見を求め

られ、医師会長の考えと異なる発言をすると

医師会活動から排除されてしまうような、前

時代的な医師会を、岩手県小児科医会の団結

力で改革しなければならない。

岩手県小児科医会の更なる発展を願いつつ!！

● ● ● ● ● ● ● ● ●

今は亡き医局の先輩
鈴木是光先生の思い出

盛岡市菅野小児科医院

菅野恒治

私は岩手医大小児科学講座にお世話になり

50余年となりますが、その間沢山の先輩や後

輩に教えを戴いてまいりました。今回はその
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ぬということは幸なのか、当時禁忌の骨髄穿

刺を私は実施していました。知り尽くしてい

ても、さらに慎重にという事を言外に話して

いた事なのです。

その2 「お前開業するんだって？、収支

は合わせなさいよ！ ！」、 「私が辞めろという

までは、大学と関わりを持ちなさい」と。研

究一筋に、俗世間に触れる時間は何処にもな

く、大学内の空気は吸えど、世間のよど'んだ

空気をどこで吸っていたのでしょう。先生が

話す言葉でしょうか。この時も病棟で試験管

を確つかりと握っていました。困ったことに

今先生とは幽明境を異にし、許可をいただく

こと不可能です。あの細い顕微鏡の鏡筒から、

術瞼的にかつ広角的に俗世間にまで視野を広

げて観察していたということです。

－つの事に長ける人は、万能の人なのです。

いくらもがいても、頑張っても足元にも及ば

ない先輩の教えを今も唱えながら、毎日の診

療にあたっています。

中のお－人である、鈴木是光先生について思

い出を綴ります。

私が入局した昭和41年、先生は大学院生で

夜を昼に継いで試験官を握り、恒温槽と格闘

する実験に明け暮れていました。試験管を握

り、居眠りをしている光景を見た方がいらっ

しゃいます。先生を知る人は、事にあたるそ

の様はそれはそれは厳格、纈密な方であった

と何方も評します。理に合わぬ事はどんな人

にも迎合しませんでした。おまけに人見知り

が激しく、－度「嫌い」と言うと、決して許

しては戴けませんでした。研究、実験の半分

は失敗と思えと教えられました。奇しくも令

和元年12月22日、大リーグイチロー選手が弓｜

退にあたり、故郷でのイチロー杯を中止する

時に言いました｡｢3,000本安打の陰に、 6,000

回という失敗があると｣。実家は岩手医大か

ら10分もかからぬ所にありながら、実験で何

日も帰宅せず、母親が「うちの息子、おりま

すか？」とお弁当をもって医局を尋ねて参り

ました。そんな先生にチャランポランな私は

なぜか可愛いがって戴きました。よくお話を

聞いていただき、解らぬことを私の程度に合

わせて教えていただきました。私の自宅にも

お出でになりました。だからと言って軽い気

持ちで質問はできません。なぜ解らないのか

その理由を説明しなければ取り合って戴けま

廿ん。解らぬことを説明する自体大変なこと

でした。こんな先生が私に話した今も守らな

ければならぬ幾つかの言葉があります。

その1 出血性の男の子が入院しました。

指導を受けながら検査を進めていました、

｢マルクをしたら？」と先生は申します、 1

年先輩に「その白い紙とって！」と言われる

と、自分には黒いその紙は、黒というものだ

と言い聞かせ持ってゆかねばならない世界で

す。マルクをやりました「何の所見はありま

せん」と先生は診断しました。しかし数日し

て「菅野君、あの子は血友病だ！」と。知ら

● ● ● ● ● ● ● ● ●

私のおまじない

滝沢市鈴木小児科

鈴木一彦

2年前に体を壊して体力としては以前の70

％に落ちましたが、加齢も加えると50％に低

下したでしょうか。それなりに体も動き、仕

事はしています。たまに前触れもなく体調が

悪くなることがありますが、数十分で回復す

るので仕事は頑張っています。

最近振り返ってみると、診察中に泣く子ど

もに対してよく「大丈夫、大丈夫」と言って

います。ワクチン接種の時にも「そんなに痛

くないから、大丈夫、大丈夫」と言っていま

す。腹部の触診の時も「痛くないですか」と

聞くのではなく、触る所を移動しながら「大

丈夫？、大丈夫？」と言っていました。
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この間、生後1か月の孫を抱きながら、

｢大丈夫、大丈夫、大丈夫、 ・ ・ ・」と言っ

てあやしているよと母親である娘に言われま

した。 「なんか変だよ」と言われました。気

が付きませんでした。おまじないのように□

癖になっているのでしょうか。

「大丈夫」という言葉は、とても安心させ

る言葉だと思います。あまり□を開かなくて

も言えて、低い声なら念仏のようにも聞こえ

るかもしれません。何が大丈夫なのかわかり

ません。でも言われたほうは存在を肯定され、

これから起きることの不安をなくしてくれる

ような力が与えられたように感じると思いま

す。感じると思うかどうかは確かめたことは

ないのでわかりませんが、自分ならそう思う

のです。今までと違う自分の状況に対してお

まじないをしているのかもしれません。

てください」でした。そういえば以前から、

メーカーへの副作用報告は手書きで時間がか

かり、いちいち訂正印を押して、 「ここは記

載漏れです｣、 「副作用発現までの時間経過を

正確に書いて下さい｣、 「併用薬での副作用と

の因果関係はありませんか？｣、 「誤字は直し

て訂正印」など‘をいちいち言われて面倒だな

あと感じていたのを思い出しました。また、

市販薬の報告ではメーカーが関係ないので、

副作用報告をPMDAのHPからダウンロード

し20分で終わったので、直接PMDAに出す

べきであったかと少し反省しました。次に

MRと面会した時は「病院のほうでいいです

から振込先を教えてください」と言われまし

たが、 （いちいち文句は聞きたくありません

ので）利益相反が面倒だからと理由を付けて

きっぱりお断りしました。子どものアナフィ

ラキシ－の症例は必要ありませんとも言われ

ましたが、直前の小児アレルギー学会の先生

の講演では、 「舌下免疫療法でのアナフィラ

キシ－は学会で報告されていない」と聞いて

いましたので、副作用報告書を持ってきて下

さいと言ったところ、報告書に加えアナフィ

ラキシ－の別紙も渡されました。

何とか報告書を書き終え、反省すべき点は

ないかと考えていたら、学会の同じ講演の中

で、舌下免疫療法でのどの刺激で嫌がる子ど

もは1～2分の舌下保持時間が終わったら飲

まないで吐き出させるという内容に思い至り

ました。その時には、 「メーカーに聞けば間

違いなく適応外使用はやめてくださいと言わ

れるのになぜ？」と感じましたが、今となっ

て考えてみると飲むと具合が悪くなる患者が

いたかもしれません。パンケーキ症候群と呼

ばれる開封済みのお好み焼き粉やホットケー

キのもとに混入したダニが袋の中で増殖した

粉を調理して□にすると、 じんましんや呼吸

困難などのアナフィラキシ－を起こすことが

あります。舌下免疫療法のダニ抗原は熱に強

● ● ● ● ● ● ● ● ●

副作用から考える
子どもの薬の適正使用

花巻市はじめこどもクリニック

高橋 肇

花巻市で開院して20年以上経ちました。先

輩の内科医からは、 「お前のような（勤務先

と関係ないところで）突然開業するやつは落

下傘部隊だ｣、 と言われていました。差なく

診療していられるのは、岩手県小児科医会の

先生方をはじめとして、近隣の病院や開業の

先生方の御助力のおかげと感謝しています。

開業後は日本外来小児科学会で子どもの服

薬指導に取り組んでいます。そのためか、副

作用や併用薬への注意の必要な子どもの薬に

も注意を向けています。最近、舌下免疫療法

(ダニ）開始直後の副作用症例を2例経験し

ました｡ 2例もあるから、副作用報告をする

ためにメーカー担当者(MR)を呼んだとこ

ろ、第一声は「原稿料の先生の振込先を教え
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な子、家庭環境が複雑な子、支援クラスに行

くほどではないが学力が微妙な子などが潭然

一体となってクラスに在籍しています。また

主治医の指示を家族が間違って理解し、その

まま学校に伝わっていることもあります。学

校検診で疾患が新たに見つかることがごくま

れな時代です。私たち学校医は、年1回の定

期検診に多くの時間がとられてしまいがちで

すが、先生方との話し合いに重点を置いた方

がよいのではないかと思われます。学校の先

生は、私たちが思っている以上に医師に遠慮

しているようです。言葉の遅い子に対する時

に心がけなければならないのは、言葉を教え

ることではなく、その子が話したくなるよう

に「聞き上手」になることであると最近知り

ました。先生方の話を聞き出すために大切な

のは、私たちがいかに上手にコミュニケーショ

ンをとるための努力をするかではないでしょ

うか。

く （加速試験40±2℃/75±5%RHアルミニ

ウム製ブリスター包装、 6か月間規格内)、

ダニ抗原で消化管感作された症例で、閾値を

超える量を摂取すればアナフィラキシ－の危

険性があると考えられます。逆に、ダニの舌

下免疫療法で効果の高い症例もあり、 （閾値

を下回る量では）経口免疫療法的な作用機序

の可能性もあります。

まあ事前に診断することは困難でしょうが、

D1とD2のCAP検査が6+以上の人は、検

査センターに申請し100以上の値も測れるそ

うですので、 （測定範囲を超えるので参考数

値ですが）頼んでみようと思います。じんま

しんの出やすい患者も要注意でしょう。

● ● ● ● ● ● ● ● ●

学校医の仕事

宮古市豊島医院

島喜美子豊

● ● ● ● ● ● ● ● ●インフルエンザの流行が始まると、 「学校

でインフルエンザの検査をするように言われ

た」「学校からインフルエンザAかBかを調べ

るように言われた」と受診する患者さんが出

てきます。開業当初は「学校ってところはまっ

たく ！」と目くじらを立てていましたが、学

校に問い合わせてみるものですね。学校では

｢インフルエンザがはやってきているので診

察を受けてください」とか「インフルエンザ

AかBかわかったら教えてください」と言っ

ていることがわかりました。検査を希望して

いるのは保護者の方だったのです。今の学校

の先生は、本当に大変だなと思います。極小

未熟児で生まれ支援クラスと在籍クラスを行

き来している子、臓器移植後免疫抑制剤を飲

んでいる子、潰瘍性大腸炎など‘の慢性疾患治

療中の子、悪性腫瘍の寛解期の子、あげれば

きりがないのですが、エピペンを携帯してい

る子、すぐ"きれて暴れる子、学校を休みがち

｢脳は抱っこで育つ」
タッチケアで子育て

盛岡市西島こどもクリニック

西島浅香

本の紹介になってしまうかもしれま廿んが、

読むほどに納得させられます。

皮虐と脳は同じ外胚葉から形成され、外胚

葉が内側に滑り込んでできたものが「脳｣、

外側に広がってできたものが「皮虐｣、皮層

は「露出した脳」そのものであること。そし

て発生学的に考えても、地球上に生物が誕生

したのは約40億年前、脳を持った生物が存在

したのは約5億年前、つまり皮層のない生物

はいないわけで、生物にとっていかに皮虐が

大切な存在なのか再確認させられます。

赤ちゃんは、まず触覚が発達し、次に臭覚

と味覚、そのあと聴覚が発達し、最後に視覚
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が発達します。□の周りの接触による探索反

射があり、吸畷反射があります。生まれた瞬

間から、おっぱいを探し、母乳を飲む、触覚

は生きて行くための菫要は感覚です。また臭

覚、味覚もある意味触覚と言っていいかもし

れません。

皮虐からの心地よい刺激はその情報を大脳

辺縁系、視床下部、脳下垂体を刺激し、心地

よい感情が呼び起こされ、相手への信頼感や

愛情を深めます。皮盧への心地よい刺激（タッ

チケア）は、年齢に関係なく情緒を安定させ

る方向に繋がり、特に乳幼児期の十分なスキ

ンシップは、オキシトシンが増え、セロトニ

ンが活性化され、親子の愛着関係を深めるば

かりではなく、ストレスに強く、成長にも記

'億力にも、子供達に良い効果をもたらします。

逆に刺激が強すぎたり、刺激によっては不快

に感じたりする事もありますが． ．。

－方小児期の愛言障害が、学菫期の多動

性行動障害、思舂期・青年期以降に解離性障

害や非行、触法行為へと変化していく可能性

があります。

そう考えると、乳幼児期、特に乳児期のタッ

チケアがとても大切なことと再認識させられ

ます。

さて私のクリニックは夫が開業する産婦人

科と隣接しております。 産婦人科では約十

年前より[育児支援チェックシート] ｢EPDS」

｢赤ちゃんへの気持ち質問票」を使用してお

母様のメンタルヘルスケアを心がけてきまし

た。 5年前約1,400名のアンケートをまとめ

て第8回日本小児心身医学会東北地方会で発

表させて頂きましたが、その時にわかった事

は、 「赤ちゃんへの気持ち質問票」の虐待項

目と－番相関が高かったのは、経済的問題で

もなく、住居の問題でもなく、 「赤ちゃんが

何故泣いているのかわからない｣、 という項

目と相談する人の存在の有無でした。

それでその後の健診では、この項目に○を

つけたお母様には、赤ちゃんが泣く理由、そ

の対応につき、できるだけ時間を割いてお話

ししてきました。でも今、 この本を読んだ後

で考えると、 この「わからない」という言葉

の陰にはお母さん自身の小児期の何かのトラ

ウマが隠されているのかもしれません。

ところで数年前より、産婦人科、小児科の

看護師全員にタッチケアの指導者資格をとっ

てもらっています。産科入院中にタッチケア

のDVDを見て頂き、何か質問があったら看

護師が答えられるように、また小児科では、

産科、小児科の看護師が、希望者を対象に、

実際に人形を使って指導しております。

タッチケアが良き親子関係を築き、穏やか

な家庭、そして社会貢献のできる大人を育て

る家庭に繋がるのではないか、 と考えており

ます。

保育園でも、子供たちに、そしてお母さん

にもタッチケアをしてあげて、その良さを知っ

てもらえればよいのではと考えます。

● ● ● ● ● ● ● ● ●

変わり者の普通はと’こに

北上市ひらのこどもクリニック

平野浩次

県南北上市の西の端っこで開業しています、

ひらのといいます。外様であるにも関わらず

お声がけいただいて、少し前まで県小児科医

会の広報委員を担当し、その後前任の臼井先

生の後を継ぐ"形で現

会
て

医
め

科
務

児
を

小
員

本
委

日
報

は
広

在
の

おります。全国都道

府県の会報に触れる

ことは大変である一

方、様々な気づきの

チャンスをいただい

ており、ありがたく

ゞ
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い、忘れられない」って事はないのですが、

これなんだ？興味がある！覚えたい、覚えよ

うと思ったらちょっと集中したら覚えられて

ました。でも困ったことに、 ヒトが全然注意

を留めてないことまで覚えててよく気味悪が

られてました（これは気味悪がられるの半分、

仕事に役立つの半分)。

思っております。

自分で言うのもなんですが、自分相当な変

わり者です。 「ふつう」がキライです。以前

から薄々は気がついていたのですが、幼少期

からADHDだった模様です。買ったばかりの

服をよくなくす、スケッチブックのような大

きなものまで紛失する、提出物を忘れるし期

限も守れない、机の中は常に乱雑（幼少の糊

に食パンの耳が食べられなくて机の中に隠し

ててそのまま忘れてしまい、年度末にかびだ

らけのミイラになって出てきたときには先生

にしこたま怒られました)、部屋の片付けも

できない（よく親に部屋の散らかしたものを

外にぶん投げられて泣きながら拾い歩いてま

した。今でも診察室隣の控え室はジャングル

状態です)、順番は待てるけど、待ってる間

に他のものに気をとられて列を外れてしまっ

て並び直し、なんてこともしばしばでした

(だから今でも行列はキライ)。

「普通はできるでしよ ！ 」 「普通そんなこ

としないでしよ ！ 」って言われ続けて、 「普

通」って言葉がキライになり、みんなで横並

びってのに嫌悪感すら抱くことになりました。

この時点でかなりの変人です。でも幸い記憶

力だけはすこぶるよい（昔は良かった）ので、

勉強に関しては困ることがありませんでした。

高機能自閉さんみたいに「－度見たら忘れな

こうやって前置きが長くなるのも、ADHDの

特徴なんですかね、やっと本論です。

「普通」って－体なんなんだろうと最近考え

ています。

診療の－コマで当然問診ってあります。患者

さんの症状に関する客観的な事実、経過、周

囲の状況など、聞かなきゃわからないことば

かりです。よほどの常連さんでなければ。

例えば便通（お食事中の方はここでさような

ら)。
■
Ｉ

今日うんちした？

した？

どんなうんち？

ふつうのうんち

「ふつう」ってワー

ドに自分は食いつき

ます

キミのふつうってど

んなふつう？俺のふつうのうんちってどんな

んか知ってる？俺のうんちは○○で、△△で、

□□なんだけどキミのもそんなん？キミが俺

のふつうのうんちを知らないように、俺もキ

ミのふつうのうんちって知らないんだよね～

神様じゃないし。

だからキミのふつうがどんな風にふつうなの

か教えてよ

JKとかJC(わかりますよね、女子高生に女

子中学生）に言ったら－発で嫌われそうな言

い方ですが、自分は、ある程度の年齢になっ
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たら自分のことは自分で言える子になってほ

しくてこういう言い方をあえてします、別に

意地悪してるつもりはありません（さすがに

うんちは極端ですが、でもうんちって超個人

的なことでしよ？そんなん大便いや代弁し

てもらうなんて、おかしいですよね？)。そ

うすっと保護者さんの方を振り返って逃げよ

うとする子がたくさんいます。でも逃がしま

せん。俺は君自身のことを君の□から聞きた

いの！

てます。

あまりにも「ふつう」って言葉を軽々しく使

いすぎていると自分は思います。確かに便利

なんです、 「普通です」って言えばなんとな

く伝わることの方が多いし。でも自分はそこ

にいちいち引っかかります。普通ならいいの

か？普通が正しいのか？と疑問を込めて尋ね

ます「キミのふつうってどんなふつう？」っ

て。いったい誰と比べて普通なの？ 君の

｢普通」は本当に普通なの？って。極端な話

をすれば、万年便秘がちな人にとっては、 2

～3日排便なくて、出たとしてもコロコロの

力チカチ、なんてのがその人にとっての普通

だったりします。それは少なくとも自分にとっ

ての普通ではあり得ません。

ここでナーススタッフが絶妙にアシストして

くれます

コロコロうんちかな？、ばななうんちかな？、

くちゃくちゃうんちかな？

毎日出るのかな、昨日は出たのかな？などな

ど必要に応じて。

季節によってサンタクロースだったりトナカ

イだったりパンプキンだったり、さらには鬼

とかマリオとかミニオンズとかいろんな格好

する変なおっさん（俺です）には答えられな

くても、優しく語りかけてくれるお姉さん

(例外あり）には答えやすいらしく、 このへ

んから緊張も解けてきて一気に話が進みます。

やれやれ。型通りに問診して「お腹の風邪で

すね｡」 「便秘ですね｡」で済む話なんでしょ

うが、それですませていいのか？、 って思っ

個人によって知識や経験が違って、それによっ

て形作られる世界も違います、違って当然で

す。蟻さんの世界と象さんの世界が全く違う

ように。それどころか同じ人間でも、僕の頭

の中と、ホーキング博士の頭の中は多分比べ

るべくもないほどに違うのでしょう（ブラッ

クホールについて興味はあるけど、理解は全

然できてません)。同じものを見ていても

｢見えてる」ことと「深く理解してる」「分か

らなくて疑問を持つ」のとでは深みが全く違

います多分。

それどころか今日びは誰かの普通を意識しす

ぎて自分の普通をそれに無理やり合わせよう

としたり、自分の普通に固執しすぎて誰かの

普通を「異常」と攻撃したり。ひとりひとり

違って当然なのに、人にあって自分にないも

のことを羨んだり、自分にあって人にないこ

とを蔑んだり。 「自分は普通」という思いが

いつのまにか「自分は正しい」になってしまっ

て。いじめとか、今流行りのSNS炎上なんて

のはその最たるものなのかなぁなんて思った

一

今年はマラソン復活1できるかな｡｡。
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で秋の文化祭の責任者だったことがあった。

その時の－年生の委員で、大柄の非常に礼儀

正しいカマヤチ君という少年がいた。彼は高

崎からわざわざ僕らの中学に通学していた。

いかにも利発そうで委員の仕事を率先してやっ

てくれた。彼の眼差しから、僕を慕ってくれ

ているのがよくわかった。その年の文化祭は

三年に一回まわってくる音楽祭の年で個人、

各クラスが声楽や器楽の演奏を行った。一年

生からの独奏はカマヤチ君でベートーベンの

ピアノソナタ第14番「月光」を弾いた。生真

面目でそして淋潟の汗をとばす熱演だった。

第一楽章から三楽章まで聴いたのは初めてで、

ステージの袖で僕は心から感動した。

彼と過ごしたのはその－年だけで僕らはも

う会うこともなかった。それから二十数年後

彼を見かけたのは高崎からの新幹線の中だっ

た。中学の頃の面影のあるニコニコした紳士

が、後ろの方の席に掛けており、すぐ"に彼だ

と思った。その時僕は家族、両親と一緒で前

橋から成田に行く途中だったため話しかける

機会もなかった。その後暫くして彼の写真を

見ることになった、やはり彼だった。日本小

児科医会会報には毎号のように彼の記事を見

た。そうして今、あの時のカマヤチ君、

釜萢敏先生は日本医師会常務理事で活躍中

であるのは皆さまご存知のとおりである。

りして。自分が間違ってるかもしれない、も

しかしたら相手の方が正しいのかもしれないっ

て思いはないんだろうか？って普段から思い

ます。人間って間違える生き物だし。あまり

考えすぎるのも考えものなんだけど、自分、

大丈夫かな？って時々考える方がちょうどい

いのかなあって思います。

目と耳は二つでひと組、皇と□は一つずつが

ほとんどなのに、大きさや配置や色がちょっ

と違うだけで自分と同じ顔にはなかなか出会

えません。顔ひとつとってもそんななのだか

ら、人それぞれ違って当たり前なように考え

方も違って当たり前なんですけどね。

今日も「ふつう」って答える子供らにオトナ

ゲなく問いかけます。

「君のふつうってどうんなふつう？俺のふつ

うはねぇ｡｡｡｡｡」

（イラスト：北上市千田クリニック

千田恵美先生）

● ● ● ● ● ● ● ● ●

友がみな

八幡平市東八幡平病院

藤井 裕

「現役東大生が教える超コスパ勉強法」と

いう本が書店にあった。著者は地方の県立高

校から現役で東大理| | |に入学したそうだ。同

じように群馬の県立高校からでも、こちらは

何年もかかって地方大学に入学した僕は、五

十数年前の屈辱感に満ちた高校生活を思い出

していた。成績がよかったのは中学までで、

高校に入るやみるみる成績が下がった。ある

数学教師は僕個人のみならず、出身中学まで

バカにした。

思えば中学三年生が僕のピークだったかも

しれない。学友会（生徒会のこと）の委員長

友がみなわれよりえらく見ゆる日よ

花を買い来て妻としたしむ

啄木

中学校を卒業して既に半世紀以上がたった。

同級生、先輩、後輩が多くメディアや学会で

活躍しているのをみる。今さら若き日の啄木

のような感慨は持たないが、誕生日や結婚記

念日など年に何度か花を買っては愛する妻に

贈っている。
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● ● ● ● ● ● ● ● ● 助成がまちまちで予約を受ける時にどこに在

住している方なのか毎回チエックする必要が

あります。

いろいろな地域から患者が訪れるのでそれ

なりのストレスもありますが、むしろバラエ

ティーに富んでいて従業員を含めみんな楽し

くやっています。

自宅からは盛岡へ行く半分の所要時間で仙

台へ行けます。一関もむかしむかしは伊達藩

であり風土や気質は宮城県に近いかもしれま

せん。そう考えてみると小児科医会などで盛

岡周辺の先生方と接していて、県南人とは異

なるおおらかさを時々感じるのも|日南部藩と

伊達藩の違いでしょうか。

なんだかまとまらず、 「偶感」という題に

もふさわしくない文になってしまいましたが、

県境に位置する当院の周辺の状況などを少し

書かせていただきました。

県境の小児科医院

一関市誠信堂医院小児科

本多 聡

私の診療所は県南の一関市にあります。と

はいっても－関市街地からは南に20km程はな

れていて、宮城県との県境のすぐ近くです。

県最南端の小児科医院のはずです。また自宅

は隣接する宮城県北の栗原市にあり、やはり

県境から車でほんの数分で、宮城県から岩手

県に毎日通勤しています。

一関と隣接する宮城県の街は東は気仙沼市、

南は栗原市と登米市です。南の栗原市と登米

市には小児科開業医はそれぞれ1件ずつしか

ありません。そのため当院を受診する患者の

4割近くは宮城県北からです。栗駒山のふも

とから30キロの距離を車で当院に来院する患

者もいます。栗原市、登米市あわせて小児の

入院可能な病院は1か所しかないので（それ

も小児科常勤医は1人)、入院については一

関市内で唯一の入院可能な県立磐井病院に宮

城からも紹介患者がおしよせて大変なようで

す。

県境の診療所で、 しかもいくつかの市が隣

接するため医療事務は煩雑です。一関市は学

童まで、宮城県は高校生まで窓口負担はあり

ませんが、県を超えた受診の場合償還はされ

ますが－時的に2割か3割の窓口負担金が発

生するため宮城からの初診の患者が来院する

たびに説明しなければいけません。

ワクチンも一関市は口夕ウイルスは補助な

し、おたふぐは3,000円までの補助ですが、

宮城県北は小児科診療所や病院小児科が少な

いことの補てんの意味もあるのか、助成が手

厚く口夕、おたふくとも全額補助です。イン

フルエンザは一関は2,100円までの補助で、

栗原市は全額補助、登米市は受験前の中学3

年生のみ3,500円までの補助です。それぞれ

● ● ● ● ● ● ● ● ●

小児科外来三十年を
振り返って

盛岡市森田小児科医院

森田友明

去る8月1日に小児科医院開業30周年を迎

えました。 30周年記念の祝いとして、 8月5

日、 6日猛暑の中、職員とその家族を招いて

デズニーシー、デズニーランドへ1泊2日の

彦
‐＝
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旅行をしました。職員全員、子連れで参加し

てくださいました。写真は、それぞれの入場

門付近での集合写真です。副院長家族も横浜

から参加しました。思い出に残るとても楽し

い二日間でした。

30年の小児科外来の歩を振り返ると、疾病

も診療の内容も随分変わりました。喘息につ

いてみても、ステロイド吸入、モンテルカス

トなどの抗アレルギー薬の出現さらに治療

ガイドラインによる標準的治療法が定着した

ことにより外来診療もずいぶん楽になりまし

た。かつてのように、ネオフィリンやステロ

イドの点滴をすることは皆無になりました。

感染症においても、開業当初は、嘔吐、下

痢で点滴することも多くありました。特に□

夕ウイルス流行時には隔離室ばかりでなく、

職員控え室も使って同時に3人4人に点滴を

!|,

施行することもありました。現在では点滴す

ることも大変少なくなりました。また、種々

のワクチン接種が定期化し充実したことによ

り、乳幼児の髄膜炎は影を潜め、耐性肺炎球

菌による難治性の中耳炎も小児科外来では見

られなくなりました。抗菌薬適正使用支援加

算なども保険診療に位置付けられて、抗生剤

の使用も激減しました。

その代わり、 こころ関連の受診者が増えて

きています。起立性調節障害、不登校、発達

障害などです。県内では児童心理を扱う専門

医療機関が少ないために、それらの医療機関

では、初診に至るまでの待ち期間が半年ない

し－年と延長しております。さらに今年は、

岩手医大の矢巾移転に伴い、こどもケアセン

ターでの新患受付も制限されています。その

様なこともあり、私のところでは発達障害な

どの相談が増えています。しかしそれらは、

私たち医師や看護師だけでは対応できないの

が現実です。それらの診断や評価のためには、

WISCなどの知能検査を施行できる臨床心理

士などの心理職の配備が必要となるからです。

しかし、心理職が常駐している開業医はごく

少数しかありません。そこで、足りないとこ

ろを補うためには、連携が必要であると思い

ます。

教育委員会あるいは学校には、学校心理士

や特別支援コーディネーターが配備されてい

ます。開業小児科医と学校が連携を取って、
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発達障害が疑われる子どもの心理検査をその

子の学校で行い、結果を共有することができ

ないかということです。もちろん目的は、そ

の子の今後の支援と治療に役立てていくため

です。以前、当院に来ている患者の母親がそ

のことを学校に問い合わせたところ、学校で

行う心理検査は特別支援教育につなげる意味

で行うので、医療につなげる意味では行わな

いという返答でした。その件に関しては、今

年、教育委員会と県医師会との懇談の席で県

医師会から要望していただきました。その様

に、刻々と変化する小児科外来のニーズにと‘

のように柔軟に応えていくかが今後の開業小

児科医に課せられた課題であると思います。

高齢者になっても、小児科医として子ども

たちを診ていたいと思っているのは私だけで

しょうか。子どもと接していると、彼らはい

つも成長し変化しています。人は老年になる

と変化を嫌い、今のままが安全であるという

｢現状維持バイアス」に陥ります。

私は、許される限り生涯現役で行きたいと

思います。そして、変化に柔軟に対応できる

小児科医でありたいと願っています。

講演くださった皆様、座長の皆様、多くの方

に感謝いたします。ありがとうございました。

前日の大雨、当日に続くのだろうか？とちょっ

と心配しましたが、晴天に恵まれ、私の念力

が・ ・ ・なんて自慢しております。 13日の理

事会の後、小岩井で理事懇親会を開催しまし

た。実は最初の計画では小岩井農場の星明り

の下で会員懇親会を催すことにしていたので

すが・ ・ ・･雄大な岩手山をみての素敵な会

になりました。ナイフとフォークでの洋食、

この田舎の農場でこんな美味しい食事がいた

だけるなんて。素敵な夜でした。

翌日からの本大会、テーマは『少子化時代

の病児保育～様変わりする育児環境』人口減

少している北東北の地、 2011年3月11日のあ

の東日本大震災・津波です。全国からたくさ

んのご支援をいただきました。病児保育協議

会会長の大川洋二先生も何度も被災地に応援

に来ていただいております。感謝しておりま

す。

大会2日目のシンポジウム『災害時の病児

保育』では会場の外までいっぱいでした。シ

ンポジストは大槌保育園八木沢園長先生、女

川の門間保育士さん、福島県の菊地信太郎先

生、それを束ねる座長は今は大船渡病院の院

長先生、渕向透先生と震災後女川を拠点に活

躍している今野友貴先生、この素晴らしい皆

さんでのシンポジウム、涙も飛び出すひと時

でした。

もう一つのシンポジウム『様変わりする子

育て環境』では日本保育保健協議会会長であ

りわが岩手県小児科医会会長の三浦義孝先生

の先生の変わらぬ子育ての信念『だっこの魅

力』～子育て環境が様変わりしても、抱っこ

は『心の基地』です～とお話しくださいまし

た。そのほか岩手で子育てを応援してくださっ

ているインクルいわての山屋理恵様、岩手県

立大学の桜幸恵先生がシンポジストをお勤め

くださいました。座長は「キッズケアルーム

● ● ● ● ● ● ● ● ●

第29回
全国病児保育研究大会

inいわてを開催して

滝沢市医療法人山ロクリニック

（病児保育室キッズケアルーム風船）

山口淑子

令和に入って最初の第29回全国病児保育研

究大会を2019年7月13， 14， 15日とマリオス

(盛岡市民文化ホール）他で開催しました。

スタッフの－人が病に倒れ地元へのお誘いが

手薄になったのですが、 1,000名を超す参加

者でした。北東北病児保育研究会の方々の応

援を得、盛況に終えることができました。ご
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ました。 6会場で行いました。私は全部聴け

たわけではありませんが、興味深くわかりや

すかったと聴衆の皆様の感想をお聞きしまし

た。そのほかワークショップとしてグループ

ディスカッション、調理実習、バルーンアー

ト作成、折り紙、ベープサート作りコーナー

などを設け、講演聴講の合間に楽しむ体験型

ワークショップを設けました。

ポスター発表には45題の応募あり、展示、

口頭発表ありにぎやかなひと時がありました。

またランチョンセミナーに代わりお食事中の

サロンコンサートということで新日本フィル

ハーモニーの四重奏をお聴きいただきました。

いくらの乗ったお弁当も好評でした。

会員懇親会は子育て真っ最中の方々『岩手

☆ママさん音楽団IHATOV』親子、家族によ

る楽しい音楽会で幕をあけ、 『わんこそば大

会』で盛り上がり、弦楽四重奏でしっとりし、

食事は岩手県の地産地消の食材で舌鼓を打ち

ました。

という具合で『第29回全国病児保育研究大

会inいわて』悪なく？終了しました。

次回は30回の記念大会です。病児保育協議

会会長の大川洋二先生が会頭をお務めになり

ます。もっともっと素晴らしい大会になるこ

とでしょう。

今回の大会で岩手県小児科医会からたくさ

んのご支援をいただきました。ありがとうご

ざいました。

西和賀」の田中義博先生と実行委員長でもあ

る小野寺けい子先生でした。人口減少、出生

率低下の北東北でご活躍の先生方でした。

会頭招膳特別講演では岩手医科大学小児科

学講座小山耕太郎教授の『心臓病をもって

保育園に通う』と題して近年の診断方法、治

療成績の向上により、多くの心臓病を持つ子

供たちが健康な子供たちと一緒に保育園や幼

稚園に通っている現状を踏まえ、こどもの心

臓病の種類、症状、治療について詳しくご講

演くださいました。

特別講演1は絵本セラピスト協会代表の岡

田達信様の『絵本はこころの架け橋』である

こと、それはこどもばかりでなく大人にも通

ずることである。そしてワークショップ『絵

本deコミュニケーション～絵本セラピー体

験』につなげていただきました。

特別講演2は児童精神科医の鈴木廣子先生

『改めて愛巷を考えてみましょう』先生の語

り掛けるような話し方での講演、愛着の大事

さをまたまた考えさせられました。

教育講演では私の尊敬する山中龍宏先生の

『保育管理下の障害予防』、岩手医科大学皮農

科学講座の天野博雄教授の『こと‘もの皮虐

病とスキンケア』、名古屋名鉄病院予防接種

センター長の宮津光伸先生の『職場で必要な

予防接種と検査』、盛岡大学幼児教育科の嶋

野重行教授の『発達障害と保育』、岩手医科

大学小児歯科学講座の森川和政教授の『子ど

ものたちの歯と□のこと』、子どもは未来も

りおかこどもクリニックの米沢俊一院長の

『乳幼児の下痢と便秘』、盛岡医療センターの

佐々木美香副院長の『食物アレルギーについ

て』、みちのくみと‘り学園の赤坂美代子副園

長の『こどもの虐待』、岩手食生活研究会の

下田田美子様の『乳幼児期の食生活の大切な

こと』、昭和大学小児科学講座の池田裕一教

授の『どうします、こどもの頻尿と昼のお漏

らし？』、 10人の先生方に6会場でお願いし

● ● ● ● ● ● ● ● ●

山麓便り

滝沢市山田小児科内科医院

山田わか子

〈舂〉

田舎に住んで38年になる。牧場や山林に囲

まれて、四季の風や木の匂いや花や烏の声を、

眼で見て、耳で聞いて、間近に岩手山や姫神
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山の姿を眺めながら、人の善いおじさん、お

ばさん、元気な子供達の泣き声の中で、お医

者さんをやっている。

4月初め、ようやく雪が溶けて、まだ土が

冷たく湿っているが白や黄色や紫の小つちや

なつくしん坊みたいなクロッカスが一斉に顔

を出している。新しい1年生が晴着に大きな

ランドセルを背負い、交通安全の黄色い帽子

が大きすぎて、目の上まで被さった姿で、母

親に手を引かれて、家の前を通って行く。い

じめや虐待などに会わず先生や友達と一生け

ん命育って行って欲しい。時代は変わっても、

小学校の入学式の日の晴れがましさと、緊張

感と嬉しさは忘れがたい。

4月半ば久し振りに金沢の小児科学会に

行って来た。新制度の専門医のために、 2日

間で7項目の単位を取得。同じ目的のためか

どのテーマも行列して大入り満員。小児科は

裾野が広いので仲々大変だ。

〈夏〉

フェンス沿いに青や紫のあじさいの花房が

梅雨を含んでたわわに咲いている。間にピン

クのはまなすや壁のつるばらも初夏の風に揺

れている。梅の実がまだ青いがうっすらオレ

ンジ色に実って来たので、梅酒を作ってみた。

去年、試しに作ってみたらうまくいったので、

今年は思い切ってホワイトリカーと砂糖を沢

山買い込んで、ガラスの容器も大小そろえて、

空いているびんも総動員して仕込んでみた。

そのまま置いておけば秋にはおいしい梅酒が

できあがるはずだ。お盆休みも夫の仕事が休

めないので、どこにも行かず、身の回りの片

付けや家事で過ごした。

〈秋〉

暑かった夏も台風や大雨であわただしい。

北日本小児科学会で山形まで行って来た。駅

前が広く立派に整備されて、漬け物や芋煮の

イメージとは大違い。例によって専門医の単

位も3項目取得、充実した2日間だった。こ

の秋は引きつづき東京、大阪と矢継ぎ早に出

かけて忙しい。それにしても小児の救急と虐

待のテーマは重い。早朝とか夜間でも、親が

必要と見なせば救急なんだと。親の不安を解

いてあげるのが小児科医の役目なんだと。分

かってはいるが大変だ。虐待も現実にあちこ

ちで起きている。疑ったら、気づいたら、た

めらわずに、 しかるべき機関に通報したり、

ケアしたりと色んな先生達の話を聞いた。日

常の些細なサインを見逃さないようにしなけ

れば。眼科医や耳鼻科医の先生の話は眼から

ウロコだった。乳健で軽く流せないと思った。

11月22日は良い夫婦の日なそう。私達も異

業種、でこぼこコンビ、好余曲折を絵で描い

たような日々で、 15年目を迎えた。夫は心臓

に持病があり、この頃疲れた疲れたと言って

はいつ辞めるか決めかねているようだ。それ

でも自分しかできる者が居ないと言っては、

遠くのメーカーと連絡し合っては仕事を引き

受けている。私の願望は二人で旅行すること

なのだが、いつも先送りになってしまう。さ

あ今日も押し寄せるインフルエンザワクチン

の子供達の波をこなさねば。まだまだ弓|けな

い。

〈冬〉

クリスマスと年賀状の準備をしなければ、

お歳暮の手配も急がねば、やっぱり仕事も家

事も暇無しだ。
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f種表彰受早

盛岡市市勢功労者表彰（令和元年11月3日）

みちの＜療育園施設長 伊東宗行先生

岩手県地域医療従事者感謝状（令和元年11月13日）

元小林小児科クリニック院長 小林泰宏先生

文部科学大臣表彰（令和元年11月21日）

上原小児科医院

藤井小児科内科クリニック

上原充郎先生

藤井敏司先生

岩手県教育表彰（学校保健功労）

小林小児科クリニック

前多小児科クリニック

(令和元年11月25日）

小林泰宏先生

前多治雄先生
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学会案内
｜
’

｜
’

6月

6月6日(士）

第145回日本小児科学会岩手地方会

盛岡市アイーナ

6月6日(士)～7日（日）

第31回日本小児科医会総会ﾌｫｰﾗﾑin札幌

札幌市札幌コンベンションセンター

7月

7月10日(金)～12日(士）

第34回日本小児救急医学会学術集会

奈良市奈良県コンベンションセンター

7月18日(士）

第74回岩手県小児科医会談話会・講演会

（予定）会場ホテルロイヤル盛岡

8月

8月29日(土)～30日（月）

第32回東北学校保健・学校医大会

仙台市仙台国際ホテル

11月

11月28日(土)～30日（月）

第56回日本周産期･新生児医学会学術集会

東京都東京国際フォーラム

令和2年2月

2月8日(土）

第58回岩手県小児保健学会

盛岡市マリオス

2月16日（日）

令和元年度日本医師会母子保健講習会

東京都日本医師会館

3月

3月8日（日）

第14回プライマリケア医（小児科医､総合

診療医）のための子どもの心の診療セミナー

広島市広島県医師会館ホール

3月8日（日）

令和元年度日本医師会学校保健講習会

（予定）東京都日本医師会館

3月21日(土）

第61回岩手県周産期研究会

盛岡市アートホテル盛岡

4月

4月10日(金)～12日（日）

第123回日本小児科学会学術集会

神戸市神戸コンベンションセンター

4月18日(土）

令和2年度岩手県小児科医会定時総会

並びに講演会

会場ホテルメトロポリタン盛岡NEWWING

5月

5月9日(土)～10日（日）

第37回日本小児臨床アレルギー学会

東京都一橋講堂

5月28日(金)～5月30日（日）

第62回日本小児神経学会学術集会

新潟市新潟コンベンションセンター

5月29日(金)～30日(土）

第55回日本小児腎臓病学会学術集会

金沢市金沢市文化ホール
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岩手県小児科医会入会・異動・退会届
(いずれかに丸印をつけてください）

令和 年 月 日

日本小児科医会、郡市医師会に入会済みであることが入会の条件となっております。

会費は下記のようになっております。

岩手県小児科医会会費 A会員 25,000円

B会員 20,000円

C会員 0円

。A会員は医療機関の小児科医の代表者（開業、勤務医を問わない）

。B会員は医療機関の小児科医の代表者以外の小児科医又は医院を閉院した開業医

。C会員は岩手医科大学医局員

日本小児科医会入会申し込み先：〒160-0023東京都新宿区西新宿5-25-11-2F

TEL O3(5308)7131 FAXO3(5308)7130

日本小児科医会会費 A会員 20,000円

B・C会員 8,000円

ホームページhttp://jpa.umin.jp/

(ホームページをダウンロードして申し込み用紙をコピーして使用してください）

岩手県小児科医会事務局:020-0851盛岡市三本柳11-12-4(小林小児科クリニック内）

TEL O19-638-0404 FAXO19-638-0407
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ふりがな

名 前 男・女 年 月 日生

勤務先名

住 所

病院・医院 科

〒

電話 FAX

E-mail

自宅住所

〒

電話 FAX

E-mail

所属学会

日本小児科医会に入会 している していない

各郡市医師会に入会 している していない

略 歴



師而7IZ蚕罰

ﾑ職M団法人日本小卿斗陸会長殿

正会員入会申う丞書

(注罰

(1)N絆等を侭っず偕認こてご記入ください

③郵差又はFAXにてお申込み下さい

②※雁肋項目は該当する選択H劃こ図を入れて下さい

④Tm､FAXは市夘司番からご記入下さい

記入日画替 年 月 日

A会員の先生は当会jマームページヘの刺誌職括をお失陥せ下さ肌(UH_'http://Www.j五一eb. Ig/)

入会申込雪送付先･問合せ先;公益制団法人日本'1児科|笠事務局

〒l帥-仰3東吋剥粥縮卿"52511-2FTH_.0353M7131(平日9:㈹～17:m) FAX.03F53M-7130

※事務局使用欄
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ごﾛ卿〕濁適御県'1,

1聯催

都道

府県 小卿斗{詮
(塑封鐵迅鼬』巌1厘全嵯二駈冨I塗k》
先盤ま､「日ねとご記入下さ咄
～ざ－－F￥■一一－ｰ、シーーマママゴーマーーママ菅さ一一シーゼママ官－－ママママーマプマヴ

ふりがな

氏名

園霧銭蟠号

生年月日 画替 年 月 日 性別※ 口男 ・ 口女

会員囚〉※
□A会員 年会費20,側円(討卿閃ま病完7)繩たる醗而

□B会員 年会費8,側円(謝弼K痛淀その他こ望勝する匿而

E-Mai X

口圧・口携帯

(湖大女字'蚊字事)EBIIを画溜こご記入下さい

送付先※ 口自宅 ・ 口勤務先

自
宅

住所

〒

TEL: FAX:
－ －

－ 一

勤
務
先

ふりがな
p一一‐‐‐‐一一一一－一一一一一q

力織名称

住所

一

T

TEL: FAX:

個人儲側こ関する

刷洩,､について※
□|司菅する ※月|紙｢個人闇秘こ関する刷拠､について｣を必ずお読み下さい

捲哉諾否※

口諾 （会員検索頁への｢お名前｡ご鐵瀞ぱ侮死/力職名/TH)｣の#騨睦希望する）

口否 （上調職希望_/ない）

入会日 画晉 年 月 日



会費納入のお願い

令和元年度の会費を郵便振込にて納入してくださるよう宜しくお願い致します。

郵便振込02300-9-3932岩手県小児科医会

不明な点は臼井由紀子（会計担当）までご連絡下さい。

編集委員長 吉田研一

編集委員 臼井由紀子、

小西 雄、

高橋明雄、

日本小児科医会広報委員

編集顧問 菅野恒治、

事務局 小林有一

大和田毅、小野寺典夫、

佐々木美香、菅原久江、

中村富雄

平野浩次

大沼一夫、三浦義孝

菅野啓一

田金順弘

2019年は令和の年、年も改まる2020年1月

には、はや令和2年を迎えます。

東京2020の年でもあります。マラソンコー

スが変更になりまだまだ大変そうですが、 こ

れから準備もすすみ、海外の方も来日し、色々

とHOTな東京になるんでしょうね。岩手の

ほうも観光客の方が増えるでしょうか。輸入

感染症だけは増えてほしくないものです。

元号が改まり、オリンピックが開催され、

日常生活においても日本の社会はめまぐるし

い変化が生まれています。この変化していく

社会の中で、子どもが育ち、生きていくこと、

これはとても大きな力がいることと思います。

今を生きる子どもたちには私たちの知らない、

考えもつかないような未来が待っているのか

もしれません。子どもたちの能力を伸ばし、

多様化する世界により良く合わせていけるよ

うな社会性を育むことは、小児科医や保護者、

教育や保育に携わる機関など周りのすべての

大人が関わることであると思います。

希望の中にある子どもたちが、様々な体験

や活動を通して、他を思いやる心をもつ子ど

も、より良く強く生きる力と意志をもつ子ど

もとして育つことのできる社会になっていく

とよいですね。

（菅原久江）

(表紙の題字は岩手県小児科医会顧問小川英治先生による）
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