
唖



’

’
｜

’
目 次

1）巻頭三

会長就任の挨拶

．………………………………………………･……･…静岡県小児科医会会長犬飼和久……l

（県西部地区から精力的な活動を信条としている犬飼会長が就任しました）
’

）特集：予防接種椎准ク

彩の国予防接種推進協議会の活動

…･……………………･………･……………彩の国予防接種推進協議会会長峯 眞人

事務担当役員竹内理惠子……3

（先駆の「彩の国（埼玉県)」から「ふじの<に（静岡県） ｜に予防接種推准のノウハウについて

御投稿をお願いしました）

’

/心、

含）講演会報觜
G

A)夏の講演会

心室細動と学校でのAED使用の実際

……･……………………･……………･……静岡県立こども病院循環器科芳本 潤……7

スポーツから脳を守る－教育の中のスポーツ

．……･…………………･…………･…･……･東京都立墨東病院脳神経外科藤原一枝……17

B)冬の講演会

学校医は学校へ行こう ！ －養護教諭・行政との連携を中,1,割､に一

……………………･………･……………･……･…………･……･…南寿堂医院岩田祥吾……25

新しいガイドラインで起立性調節障害(OD)を診断する

……………………･…………．．……………………済生会吹田病院小児科松島礼子……31

（多職種協働のもと医療関係者だけでなく県内広く小児に関わる職種の方々を対象とした内容の

講演会を開催しました）

瓜

4）施設紹介

子どものこころの診療所のご紹介

……．．………………………………………………･子どものこころの診療所山崎知克……32

浜松市発達医療総合福祉センターにおける取り組み

………………………･……･……･友愛のさと診療所遠藤雄策・鈴木輝彦・平野浩一……36

（こころやからだの発達に障がいを持つ子供たちを診療される施設の先生方から御紹介を頂きま

した。先生方が患児を紹介される際の御参考になればと思いました）



5）会員寄稿

私の愛読害《古事記》

……….……….………………”……….………･……………藤田小児科医院藤田武史……44

自己抑制の中枢眼窩前頭皮質

….….……….……………………………………･…………………･･河井医院河井 栄……45

（ベテランのおこ方の先生方に興味ある御寄稿を頂きました）

6）新規開業医御挨拶

開業1年を迎えて

…”…………………･…………………………まつぱやしこどもクリニック松林里絵……49

開業しました

古橋 協……50…････ ．．………．．…･ ･･ ･･……････……･……･……･…．．…･…･マスダクリニック

（最近5， 6年新規小児科開業が激減しましたがここ1年ほどで御開業されたお二人の先生方か

ら御挨拶を頂きました｡御開業のノウハウがあれば今後の先生方にご参考になればと思います）

/か、

7）委員会報告

第1回予防接種委員会(仮称）

…….…………….……………………………･予防接種委員会(仮称)委員長 卜田 憲……51

第1回学術委員会

…………………………..……………………･……………学術委員会委員長松林 F……53

（活動方針に掲げたそれぞれの委員会の第1回を開催しました）

r釦、

.….…..….……. .………………………．．…．．………………･･54S)平成25年度収支決算
● ●●

． ．…．．…･……55g)会 貝Ⅱ ．…･…………･………・

（この度会則の変更がなきれました）

● ●● ● ● ●●●● ● ● ●C ●●●●●●● ● ● ●●● ● ●●●

……･5810)会員名簿
● ● ● ● ●●●●●● ●●● ● ●●●●● ●●● ●●●●●● ●●

● ●●● ● ●

……･………･64
11）編集後記

● ●●● ●●●●●●●
●●● ●●●● ● ● ●●● ● ● ● ● ●●● ●



静岡県小児科医会会報 NO30

■巻頭言■

会長就任の挨拶

静岡県小児科医会会長犬飼和久

この度西部地区より静岡県小児科医会（以下、医会）の役員が選出され、会長に就任しました犬飼和

久です。副会長と4名の役員で精一杯2年間の任期を努めさせていただきます。

2年間の任期でありますが、今後の医会運営方針を簡単に述べさせていただきます。

医会役員の任期は10数年前から2年間となり、東部、中部、西部地区の持ち回りで役員が選出され、

医会事務局は会長の診療所に置かれていました。このような状況においては、継続性のある活動や地域

社会に対し医会の存在をアピールする取り組みや、会則に躯われている日本小児科学会静岡地方会との

連携下の小児医療の向上および諸問題の解決に向けての活動も十分ではありませんでした。私は平成26

年4月から3科合同事務局を県医師会館に開設したことを契機に、現状を少しでも変革したいとの思い

でおります。今後医会の存在を会員と地域社会に明確に認知していただく為に、静岡地方会と連携して

活動を推し進めたいと考えています。

#~、

医会活動の柱として、二つを掲げました。

1．多職種と協働しての子育て支援

2． 日常診療の質の向上

子育て支援策は多方面にわたりますが、医会が中心となって出来る活動として、第一にあげられるも

のは予防接種推進です。保育士、幼稚園・小中学校・高校の先生、養護教諭、看護師、助産師、保健師、

公務員、医療事務員、医師会関係者、ワクチンメーカー、マスコミなど多職種の人々との協働で予防接

種推進協議会の設立を将来に期待して、社会全体ですべての子どもたちをVPDから守るというメッセ

ージを発信し、実現に向けて活動してまいります。また同時に子どもたちへのワクチン接種における地
域格差を看過することも出来ません。

直近の取り組みは、県内では浜松市で実施されている特別措置、 3， 4才児への2回目水痘接種の無

料化を県下すべての市町村に拡げる運動を起こすことです。上田憲委員長のもと第1回予防接種委員

会(仮称）が開催され、各地区代議員に対して地区医師会を通して行政へ働きかける様にとのメッセー
ジが出きれております。

任意接種となっているロタ、おたふく、B型肝炎については定期接種になるまでは各自治体において

接種費用助成実現に向けて各地区での活動を期待しております。

風

日常診療の向上においては、CommonDiseasesについての標準的治療の検討を計画しております。

各種疾患（溶連菌感染症、 クループ症候群、急性胄腸炎、感冒、水痘、喘息発作など）について、会員

の診断・治療方法をアンケート調査することが第1回学術委員会で決まりました。松林正委員長のも

とでアンケート作成が始まっており、平成27年度前半には結果報告が出るものと思われます。

2つの活動とは別に、こうした医会活動報告や各種連絡事項等を会員に速やかにお伝えする為に、全

-1-
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会員を対象にしたメーリングリスト （以下、ML。現時点では医会からの報告、連絡のみに使用し、会

員間の意見交換には使用せず、MLに参加されない会員には地区代議員から報告する）を作成。更に医

会主催/共催の講演会をYouTubeで視聴できるようにしました。講演会場で配布された資料はMLに添

付、当日出席出来なかった会員と改めてもう一度講演を聞いてみたいと思われる会員の便宜を図ること

がYouTubeの活用で実現出来ました。

また、 もう一つの仕事として、次世代役員の負担軽減と組織の改革に取り組みます。先ず第一歩とし

て代議員のご苦労を考えて一部地域で行われている年会費の個別徴収を止めて、平成27年度から年会費

自動引き落しシステムを採用します。

医会会則には総会の規定が無く、現在まで代議員会ですべて決定きれてきました。総会規定を早急に

作成して平成27年度に第1回総会を開催して、会員の総意で医会活動が推進される方向を目指します。

/~則

将来に亘り継続性のある医会活動をするためには、様々な組織改革が必要となってくると思われます

ので、次期会長である中部の三田智子副会長にも役員会に最初から出席していただいております。医会

が会員および地域社会にも十分アピール出来、医会の存在が認められる組織に変わって行けるよう、役

員一同頑張って参ります。

最後に医会発展に向けて会員のみなざまの忌悼のないご意見と、ご協力をお願い申し上げ、会長就任

の挨拶といたします。

′無風
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■特集■

彩の国予防接種推進協議会の活動

彩の国予防接種推進協議会会長峯 真人

事務担当役員竹内理恵子

この度、犬飼会長より御指名をいただき、貴重な紙面を頂戴したことを感謝したします。以下に彩の

国（きいの<にと読みます）予防接種推進協議会の埼玉県における活動を報告いたします。

はじめに

日本の予防接種制度が大きく前進する中で、厚生科学審議会直下の組織として予防接種・ワクチン分

科会が位置付けられた。すでに活動実績のある、予防接種関連の各学会・団体からの代表者で構成され

た「予防接種推進専門協議会」との連携にも期待が高まる。 「予防接種で防ぐ､ことができる病気(VPD:

VaccinePreventableDiseases)を無くすこと」を目的にした活動は多くの地方自治体独自の予防接種

体制にもつながっていることを実感している。そのような中で、私たちが運営する「彩の国予防接種推

進協議会」は埼玉県の予防接種を推進し、VPDを無くすことを目的に2011年2月設立された。本協議

会は、国レベルの予防接種・ワクチン分科会、学術団体からなる予防接種推進専門協議会とも情報を共

有し、埼玉県における予防接種推進を行うことを目指し活動している。

“

1 ．役員・会員の構成

本会の役員は産婦人科・小児科・耳鼻咽喉科などの医師と看護職である。実質的な運営はコア役員が

定期的な会議を開催し運営計画を立案実行している。2014年8月現在の会員数は257名である。会員の
構成を表に示す。

’

“

2本会の活動

本会は「ホームページ運用」「講演会・ワークショップ(WS)開催」を具体的な活動としている。

(1) 「ホームページ運用」

2013年にホームページを開設して以降、閲覧数は上昇をつづけている。 「彩の国予防接種」で検

索するとトップでヒットする。ホームページには「運営会議議事録｣・｢講演会&WSの開催通知」・

「開催報告」とともに本会の役員でもある埼玉県予防接種センター長執筆による「埼玉県予防接種

－3－

職種 会員数 内訳

医師
125

小児科医(100）

内科医(4)

産婦人科医(18）

耳鼻咽喉科医(3)

自治体職員 1 医師

看護職 112 保健師(15） 助産師(64） 看護師(33）

薬剤師 5

保育士 1

医療事務 5

臨床検査技師 1

その他の職種 7 教育関係･クリニックオーナー･看護助手･その他
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センターだより」 も掲載している。そして、今年度からは「埼玉県内における任意接種への公費助

成」の情報も掲載している。この情報は自治体HPの掲載内容を基準としている。情報収集にはワ

クチン製造販売企業の協力も得ている。

「講演会．ワークショップ(WS)」の開催

①企画・運営

講演会･WSの企画立案は本会役員がおこなう。開催ごとに予防接種関連企業を対象とした主

旨説明会を開催し、手上げ方式で共催を募集する。共催は、特定な企業への優遇性が無いように

配盧し、医療関係者と関連企業の健全な関係を重視している。共催理念は「正しい知識・情報の

共有」である。参加者は医療職だけではなく、関連企業社員も参加している。

②参加費

全員から職種別に設定した参加費を徴収する。この収益が本会の活動費にもなっている。参加

費は会員と非会員とで年度会費額に相当する差額を設定している。開催当日の入会も受付け会員

増を図っている。

③会場・開催通知・講演内容

会場は経費削減を目的に公共施設利用を基本としている。本会からの開催の通知は会員・県内

保健所／保健センターの予防接種担当者へ個別通知をしている。そして、各職能団体の理解のも

と、埼玉県医師会．埼玉県産婦人科医会・埼玉県小児科医会からも開催通知の配布協力をいただ

いている。

講演会の内容は最新のワクチン情報をテーマとし、最先端で活躍中の先生方に講義をお願いし

ている。多忙である専門職だけでなく公的な立場にある専門職にとっては、立場身分に関係なく、

高名な先生方の講義を活動エリア内で拝聴できる貴重な場となっている。

④県内5か所での開催

中央での講演会の他に、同一の演題を県内5か所にわかれて開催することもある。開催地の郡

市医師会の共催のもとに開催する効果も大きい。クリニック単位・保健所・保健センター単位で

の参加も目立つ。この形での開催は、本会の活動コンセプトにある「県内の均一の情報共有・知

(2）

一

今

識の獲得」の実現となり、本会の

存在アピールの場としても最適で

ある。

ｌ
、
一
、
盈
悪

彦
遥

ン〆

年11掴

』と

餌奄厳

ワークショップの継続

問題提起画ディスカッションの場
の提供
(参加者）

医療職･コメディカル

自治体職貝

閏嘩企業社負

(3) ワクチンフォーラムの開催

毎年1回、総会も兼ねたワクチン

フオーラムを開催している。参加者

の職種は多岐にわたる。参加者の居

住エリアも県内全域にわたる。フオ

ーラム開催は、本会が目指す「埼玉

県で接種率を上げるための理想のサ

イクル」構築への大きな一歩となっ

た（図)。
■ ■■

－4－



静岡県小児科医会会報 NO30

ワクチンフォーラムの内容を紹介する。

①午前中「講演会」

「埼玉県の現状報告」をおこなう。講師は埼玉県疾病対策課職員と本会役員である。埼玉県内

の情報提供と県関係部局との連携・予防接種推進関係者の認識共有・各参加者の課題認識など有

意義な時間となっている。

②ランチョンセミナー

この時間は日本における最新のテーマをとりあげている。

③午後「ワークショップ」／「日本小児科医会： リスクマネジメント研修会」

第1回フォーラム(2013年度）はワークショップを開催した。参加者の自由選択で3つテーマ

から参加場所を選択した。内容を表に示す。テーマ「予防接種の実際」での内容は、2013年度の

講演会&WSへと引き継がれた。

凧

第2回フオーラム(2014年度）は日本小児科医会リスクマネジメント委員会との共催で開催し

た。基調講演「予防接種とリスクマネジメント」 ・シンポジウム「予防接種誤接種事例およびそ

の後の対応」 ・ 「ワクチンの保管管理」 ・「安全な手技」 ・ 「ヒヤリ ・ハット事例」 ・ 「リスクマネジメ

ント委員会報告」をおこなった。

鯛

(4) ワクチンフォーラム記録集＆リーフレット

本会の活動費は「会費」「講演会参加費」が主なる収入源となる。実情は厳しい。独立した透明

性のある活動を行うためにも収益増大は必須である。その具体策として記録集の刊行・販売をおこ

なっている。また無料配布の活動紹介： リーフレットも作成している。自治体や職能団体へはリー

フレットおよび記録集を贈呈し、本会の活動の紹介と、県内の予防接種推進の意識向上を目指して

いる。

まとめ

地域における予防接種の啓発推進は、接種実施までに各場面で関わる全ての専門職の力が｢まとまる」

ことが重要である。本会の活動や入会者の自覚がこの集積力の核となっている。活動理念である「職域

をこえた埼玉県における均一な予防接種の知識・情報の共有」の成果は大きいと考える。本会は今後も

公益性・透明性を確保し、独立性のある運営を続けVPD撲滅を目指す所存である。

－5－

第1回ワクチンフオーラムワークショップ

テーマ 内容

｢1歳から思春期までのワクチンへの啓発

～入園･入学･学校現場と医療の連携～」
｢入学前のワクチン｣｢学校現場とワクチ
ン｣｢思春期とワクチン｣の問題点と対策
を検討した。

｢0歳のワクチン:両親･祖父母･地域社会
への啓発～産婦人科と小児科の連携～」

｢情報に関して｣｢医療者･制度に関して」
｢保護者に関して｣その問題点と対策を
検討した。

｢予防接種の実際～適切な予約の受け
方･ヒヤリハットへの対策～」

看護師･事務職の立場から｢受付から接
種終了し施設を出るまで｣と、医師の立

場から｢接種の実際～注意すべき事項
～｣についてミニレクチャーをおこないそ
の後に問題点と対策を検討した。
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講演会報告■■

平成26年6月28日出に犬飼執行部として第一回の夏の学術講演会を開催いたしました。

多職種協働をスローガンに掲げておりますので、対象となる参加者を医療関係者に限らず

に広く小児に関わる職種の方々としました。教育現場で遭遇する可能性のある心停止に対

し教職員によるAEDの使用についてと、同様に遭遇する可能性のある頭部外傷の予防と

適切な対応の重要性についての2題をお願い致しました。静岡市産学交流センターペガサ

ートの7階大会議室で開催しましたが満席状態の盛況でした。

初めての試みとして、講演会の内容をその場でビデオに収め、ご都合で不参加または再

度見直しを希望される会員向けにYouTubeで発信しました。当初は会報記載のアドレス

を利用すれば、どなたでも閲覧できる方法を予定しておりました。しかし、セキュリティ

ーへの危倶から、静岡県小児科医会会員のみを対象とさせて頂きました。

そのことを踏まえて、芳本先生の御講演報告に関しましては、勝手ながら講演抄録を要

旨ときせて頂き、YouTubeにアップした映像から全文を書き起こさせて頂きました。ス

ライドの文字が判別できる鮮明な解像度に高い御評価を頂けるものと自負しております。

また、藤原先生には、講演抄録の枠を超えて、内容をざらに充実させ、何度も推敲を繰

り返し、皆様に興味を持ってお読み頂ける論文に仕上げて頂きました。本当にありがとう

ございます。拝読させて頂くと当日の御講演の内容がよみがえります。ただ、論文からは

当日のウイットに富んだお話が想像し難いため、会員の方々には是非ともYouTubeで当

日の模様を御確認頂ければと思います。

平成26年12月20日(士)に第二回の冬の学術講演会を開催いたしました。前回同様に多職種

協働のスローガンのもと、今回は、学校医に望むこと或は本来学校医がすべきことについ

てと、 うつや不登校などとの異同が常々問題とされる起立性調節障害の新しい診断基準が

果たす役割についての2題をお願い致しました｡会場は静岡県医師会館大ホールでしたが、

講演後に演者の先生に対する質問者の列ができるほどの盛況ぶりでした。

トレードマークの赤いTシャツで熱く語って頂いた岩田先生の講演抄録は、大変多くの

スライド原稿から先生が厳選された学校医になるためのノウハウ満載の文字スライドと、

先生の足跡を反映する多くの子供たちと医学部学生たちとの画像スライドとで構成きれて

います。熱いお気持ちが詰まった御講演はYouTubeでご覧いただきたいと思います。

松島先生は非常に明快に要旨を書いて下さいました。御講演では実際の診断手技を分か

りやすく解説して<ださり、また養護教諭の先生方からの実症例に関する質問に丁寧にお

答えになられるなど、誠実なお人柄がにじみ出た御講演は一見の価値があります。

イー、

/“、

－6－
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A)夏の学術講演会

平成26年6月8日仕j静岡市産学交流センターペガサート大会議室

心室細動と学校でのAED使用の実際

静岡県立こども病院循環器科医長芳本 潤

要旨

日本においては平成16年に非医療従事者のAED使用が認められた事をきっかけに、AEDが普及した。

現在では中学校．高校においてはほとんど100%の学校にAEDが設置され、 また街中でも至る所にAED

を見るようになった。医療現場でも学校で心肺停止しAEDによる蘇生を経て三次医療機関に到達する

患者さんの加療にあたることが増えてきている。特に教職員によるAEDを用いた蘇生が効を奏してい

る症例が散見されており、現場における教育のたまものと考えられる。全国的にもAEDの普及と時を

同じくして学校における突然死の頻度が減少している。一方で学校職員の責任は増加してきており、一

部には訴訟に発展しているケースも見られている。

心室細動に至った状態では速やかな除細動なくては救命は不可能であり、医療関係者・教育関係者・

スポーツ関係者はすべから<一次救命措置について繰り返しながら十分な修練を積む必要がある。

凧

1

’
’

’
心室細動とは

心室細動はかなり昔から分かっていました。 1800年代から心臓がブルブルと震えていると認識されて

いました。当初JPhysio.18870ct;8(5):296-310には心室筋の無秩序な収縮という機械的現象に対して命

名されていました。実際には刺激伝達系、心臓の筋肉を動かしていく電気的な活動の異常としての心室

細動という側面、心臓のあらゆるところで無秩序に電気興奮が起こって最終的には機械的にそれぞれの

細胞の収縮が起こってブルブルとします。手術の時には心室細動を誘発しますが、 ミミズを缶に入れて

動いている様な、鍾縮が心臓全体に起こっている様子です。心電図では秩序のあるものから無秩序の状

態になります。

鯛

心室細動の原因

①器質的心疾患に合併

これは成人に多く見られます。

1)虚血性心疾患（急性心筋梗塞、陳旧性心筋梗塞）

2）心筋症（拡張型心筋症、肥大型心筋症） ：これは小児でも見られ、アスリートには肥大型心筋

症が見られたりします

3）弁膜症

4）心筋炎

5）先天性心疾患（切開・縫合線由来） ：小さい時の手術が成人期に達して発症します

②一過性要因

l)虚血：一過性虚血

－7－
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2）交感神経活性冗進：これ単体ではなくプラスアルファが必要です

3）代謝異常（電解質異常、アシドーシス） ：諸種の疾患で亡くなる場合はアシドーシスから心室

細動となって亡くなります

4）薬剤

5）低体温

6）電気刺激：雷などの高電圧

③電気的異常

l)先天性QT延長症候群：学校健診で引っかける必要があります

2)WPW症候群：学校健診で引っかけるが必要あります

3)Brugada症候群：学校健診で引っかける必要があります

4）カテコラミン誘発性多形性心室頻拍：学校健診では微妙です

5）特発性心室細動

/…、

心臓震邊

当初講演会の題目に頂いたものは心臓震邊でしたが実例がありませんでした。文献では前胸部に小さ

いが高エネルギーの衝突で心腔内の内圧が上がって心室細動となります。前述の3つの要因には入りに

くく、強いて言えば一過性要因と言えますが電気的要因でもあります。海外ではホッケーパックやラク

ロスのボールで起きますが、サッカーではあまり起こりません。小さい物が当たると悪い様です。野球

でもボールの芯が硬いと起こります。文献的にはパンチで起こることもありますが、 日本ではあまり経

験がありません。また、海外では野球やソフトボールでも起きます。

心室細動の治療

心室細動に一旦至ってしまうと心臓の機械的能力が停止してしまうので、速やかな洞調律復帰が必要

となります。蘇生のチャンスは1分過ぎる毎に7～10%ずつ減少しますからいち早く洞調律を復帰させ

て循環動態を安定させる必要があります。心室細動を元に戻すには通常の蘇生、胸骨圧迫や人工呼吸で

は復帰する可能性はかなり低くなります。その為に必要なのは除細動器ですが、BLSアルゴリズムでは

反応が無い時は救急システム119番に通報した上で除細動器を取りに行くのと並行してCPRをしましょ

う。小児に於いても目前で倒れた場合は心室細動を考えてCPRをしましょう。

AEDは最近では色んなところ、駅や病院で目にします。昔は心電図を見て心室細動と判断して自分

で充電してボタンを押して放電しました｡AEDはパッドを付けると自動的に解析してショックが必要

かどうか判断してくれますが、最後にショックを与える時には「自分でボタンを押さなければ」何の役

にも立ちません。ですので日本語で言うときは「半自動式」除細動器という表現をして欲しいと思いま

す。ショックが必要なのは心室細動と心室頻拍の2つです。心房粗動と心房細動には（一定の条件以外

では）作動することになっていません。

AEDがどうやって心室細動を見分けているのか、どういうアルゴリズムか何をカウントして判断し

ているのかは企業秘密で教えて頂けません｡ただ､心室細動と心室頻拍に関しては振幅､伝導性､安定性、

心拍数で総合的にショック適応の可否を判断しているそうです。アメリカエ業会(AAMI)のAED'､

の要求は心室細動では90％以上、心室頻拍では75％以上の感度を満たすことですが、その90と75という

数字の差は、心室頻拍が心電図上比較的形が整っているので普通の心拍数が速い場合と見極めるのがち

'~、

幸一一

－8－
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ょっと難しくなるからです。中にslowVTとして、患者さんは少し顔色が悪いけれどちょっとしんどい

と言って歩いてくる人がいらっしゃいます。これをAEDで見つけるのは難しいことがあります｡NSR(洞

調律） とAsystoleの場合はショックが必要とは判断しません。体動がある人にはそれが心電図異常と間

違うことがあるので反応が無い人に装着して下さい。

症例1

14歳男児

15：30マラソンの最中にグランドで突然倒れた。 （倒れる瞬間の目撃はないが、すぐ、に覚知された｡）

草の生えた柔らかい地面。

15：33学校でbystanderCPR開始。 AED①施行。

15：36救急隊到着。PEA(心電図上の活動はあるが脈を触れない)。

15:44現地発。車内でVF｡AED×2｡Epi (エピネフリン） ×2．

15:52心拍再開。呼吸再開。

16:02 S病院到着。気管挿管。末梢・CVライン確保。メイロン150ml使用。

凧

こういったエピソードが学校の現場で起こると大変であるとともに非常に責任を感じてしまいます。以

下学校の先生による記録です。

対応状況について（時系列）

25日倒

･学級ごとにウォーミングアップを行う。

･マラソン練習(15分間走）を開始

･マラソン練習(15分問走）を終了

･教諭の「3， 2， 1、終了」の声がした頃、A君は手をふるわせ（痙塗気味）ながらコース

から外れグランド南東隅に膝をついてうつ伏せで倒れた。

・ 3年生3名のうち1名はA君の後ろを走っていて様子が変だったので近くにいた教諭を呼んだ。

･教諭は｢うつぶせの状態で、周りに子どもたちが集まっていた。大丈夫か？と呼びかけたが、

返事は無かった｡」

･途中で息をするようなようすが見られた。

．疲れているのかと思ったが、養護教諭を呼んだ。

･サッカーゴール付近にいた教諭が到着した。

･養護教諭と教諭が一緒に脈を診た。

･脈をはっきりと感じることができなかった。

．ある教諭と別の教諭が現場に駆け付けた。

･養護教諭がAEDの用意と救急車の出動を教諭に要請し、教諭は現場へ向かう校長にすれ違

いざま救急車要請の許可を得た。

･養護教諭が毛布を2枚持ってくるよう教諭に依頼した。

．みんなに状況の時間を見てほしいと依頼した。

･担任教諭も現場に到着して「Aがんばれ！ 」と声をかけた。

15： 14

15：’9

/伽

15:30

－9－
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･教諭はグランド中央付近で教頭に救急車要請の電話を依頼した◎

･教頭は教諭にAEDを持って行くように依頼した。

･現場では養護教諭がうつ伏せから仰向けに体勢を変えて気道を確保した。

･校長は左手からかすかな脈を感じ取った。

． 「ハツ」というような反応があった。

･教頭が119番に連絡した（救急の記録で)。

･教頭が救急車の到着に備えて事務主事に西門・南門を開けるように依頼した。

･救急車2台が出動（救急の記録で）

･教諭がAEDを持って現場へ到着した。

･校長はかすかに脈が取れていたので、AEDの使用については瞬間的に迷うが、それもAED

が判断するということで納得した。

･教諭が檮膳なくAEDのパッドを装着して起動きせた。

AEDの解析→ショックが必要です→チャージ→途中でキャンセル→もう一度解析→必要あ

りません→心臓マッサージを必要に応じてしてください。 （心臓マッサージを養護教諭と教

頭が交替で行う）→解析→電気ショックを与えてください→校長がボタンを押してショック

･救急より電話連絡「学校にAEDがありますか？」の問いに「いま行っている」と用務員が

伝えた。

･AEDによるショックを与えた直後、救急車2台が到着して処置を開始した。 （救急救命士が

乗っていた）

･家庭環境調査票をもとに氏名・生年月日等救急隊に伝えた。

･救急隊がドクターヘリの要請をするが、浜松方面に行っているため、 ドクターヘリは飛ばな

かった。

･救急車が、病院に向かって出発した。 （教諭と養護教諭が乗車）

･教諭が教育委員会に救急車を要請したことを連絡した。

･学校からA君の家庭へ連絡した。

･体育主任の教諭と別の教諭が事前の健康調査票に特に記入がないこと、家庭環境調査票で既

往歴が記入きれていないことを確認し校長と教諭が校長の運転する車で病院へ向かった。

･教頭が事務主事に時系列で記録を取るように依頼した。

15:31

15:32

'へ、

15:36

15:45

15:46

/~ヘ

15:50

15:51

脈をはっきりと感じることができなかった時にひょっとすると自分は感じているのかもしれないと思

ったりするのですが、この時点での養護教諭のAED準備は大事なところですし、校長がかすかな脈を

触れた様に感じたのは興奮すると自分の脈を感じることがあるからでしょうか。

こういった記録は後から詳しく蘇生処置をしたのかどうかの検証にも役立ちますし、法的な問題のた

めにも必要です。

最近のAEDは記録が残ります。蘇生が終わったあとに業者に頼めばデータが出てきます。症例の

AEDの記録では非常に細かい波があるもののAEDはショックが必要と判断していませんでした。つま

り心静止と判断し、チャージが必要ありませんでした。虚血時間が長いと収縮能力が無くなって電気的

活動も無くて、心肺蘇生を開始して心臓への血流を少しでも増やして、増えると活動が始まって良いリ

ズムに戻してあげて、活動が出てきたので再解析でチャージとなりました。通常心室細動で電気シヨッ

-10-
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ク直後に心肺蘇生が必要でなくなることはありません。電気ショックのあとにすぐに心肺蘇生を開始し

て下きい。ちゃんとした拍動に戻っていませんから。

この症例は最終的には歩いて学校に行ける様にインタクトでしたが、ご家族のお話では脳への障害は

高度の作業について少し落ちたかな程度はあるとのことです。また、心室細動を起こした子はICD(埋

め込み型除細動器）の適応になります。この症例でもですが13歳-16歳の年齢でも埋め込んでいます。

症例2

15歳男児

15時、体育館でランニングを50分程度走っている最中に突然転倒した（目撃者はいるが来院していな

いため詳細不明)。すぐ､に教員が駆けつけた。いびきのある不規則な呼吸をしていた。意識は痛み刺激

に反応なし。転倒後l-2分でAED装着後、AEDの指示で胸骨圧迫を開始した。 2回目の解析にて指示

あり放電。

放電後に不規則な呼吸は改善した。その後もAEDの指示があり胸骨圧迫を継続した。胸骨圧迫継続

した状態で救急隊到着。 17:06救急搬送され病着。

救急隊連絡時より意識レベル若干回復との報告あり。救急隊によりBVM(bagvalvemask)での補

助換気継続。

凧

最近のAEDは「胸骨圧迫を開始して下さい」から始まります。以前のはパッドを貼れとかの自分

(AED)の仕事のことだけを伝えるだけでした。詳細は事細かに記録されています。除細動後にCPRを

開始してくださいと言われる前に胸骨圧迫を開始してしまうと、心室細動に似た波が出るので解析の時

には触らないでください。

入院時の心エコーで冠動脈起始異常を疑いました。精査で左冠動脈右冠尖起始が分かりました。冠動

脈を治さないといつまでも心室細動になります。前面にある肺動脈は、体が動くと血流量が4倍位に増

え、肺動脈と大動脈が太くなってきます。そうすると挟まれて虚血になって心室細動を起こします。 （芳

本先生御自身が3Dプリンタで作成された術前と術後の心臓模型が供覧されました）
』鯛

l
I

l症例3

13歳女児

アトピー性皮層炎以外特に既往なし

9/13朝は特に変わった様子はなかった。

16:00頃、学校でリレーの練習中に100mくらい走ったところで突然倒れ、意識がないとのことで救

急要請。学校関係者によりAED装着きれDCl回施行されしっかりとした胸骨圧迫もされていたとのこ

と。

16:09覚知。

16: 17救急隊現着時脈なし呼吸なし（心電図波形不明）搬送中に1回VFとなりAEDでDC施行（正

確な時刻不明）

CPR2サイクル後総頸で脈拍触知（モニター上はHR120だったが脈の触れは遅かったとのこと）

あえぎ呼吸出現したためBVM換気のみとしたが30秒～1分ほどで徐脈となりasystoleとなったため

CPR再開。その後は病院到着までPEAが続いていた。

-ll-
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この症例の場合AEDを学校でやったのにも関わらず治りが悪いなという感じの経過でオヤッと思い

ました。AEDの記録の解析では、AEDに電極パッドがつけられてからAEDに繋がるまで時間を要しま

した。女の子なので現場でパッドを貼る時に衣服を脱がすことをちょっとためらったのでしょうか。波

形を見て除細動が必要ということでチャージして、 「ボタンを押してくだきい」でボタンを押したので

すが、心室細動は続いていました。 「心肺蘇生を再開してください」で再開しました。その後の解析で

シヨックが必要でチャージしたのですがショックを与えずにチャージリムーブドになってしまいまし

た。その後も同様にしてチャージリムーブドとなっていました。先ほども述べましたが「半自動」なの

で最後にボタンを押さないとショックが落ちないのです｡この患者さんは残念なことに少し麻痒が残り、

でもそれはリハビリでかなり改善したのですが、大きな視野障害で現在盲学校に通っています。

善きサマリア人の法

こういったAEDを使った蘇生をやらないといけないのか。例えば前述の様に指示に従わなかったり

とか、現場は物凄く混乱しています。どうしようと思ったり、自分に悪いことがあったんじゃないかと

か皆感じると思います｡そういったプレッシャーの中でこういったことをするといった時に欧米では｢善

きサマリア人の法」を引き合いに出されます。これはもともと聖書の一説から出てきているものです。

自分には義務が無いけれども善意でやるということに対してはそれを免責してあげようということが海

外ではあります。

日本には良きサマリア人の法はありません。そういった立法化されたものはありません。ただ、民法

第698条に緊急事務管理に関する規定があり、 「管理者（義務なく他人のために事務の管理を始めた者）

は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れきせるために事務管理をしたときは、悪意又

は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない」とされていま

す。善きサマリア人の法と同じかと思われますが､通説でもなく判例もないので大丈夫とは言えません。

更に行きがかりの人がする分にはいいのですが、学校の先生の場合はどうでしょうか。例えばこれが病

院で起こった場合医者．看護師が見つけたらすぐ蘇生をしないといけません。これは義務です。では学

校の先生の場合どうなのかについては種々の意見があります。

ﾉ~ミ

/…ﾍ

下伊那農業高校損害賠償請求事件の判決について

l.事故及び訴訟の経過

平成17年6月12日(日)愛知県名南（めいなん）工業高等学校の野球グランドで練習試合中の下伊那農

業高等学校1年生（当時）塩澤裕（ゆたか） さんがライナー性の打球を胸に受けて心臓震鎧による

心肺停止状態となった。現場に到着した救急隊員による除細動によって心肺は蘇生したが、介護を

要する障害が残った。原因は引率した野球部部長・監督が心臓震鐙に対する救命救急措置を怠った

ことにあるとして当該生徒とその両親から県を相手に損害賠償請求が提起きれた。

2．損害賠償請求額

合計32,996,241円

3．訴訟の経過

H19.12.10長野地方裁判所飯田支部に提訴

H21.3.12結審

H21.3.31判決言い渡し

-12-
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判決主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

判決の内容

裁判所の判断

・心臓震撮及びAEDに対する知見は、本件事故前後の数年の間で大きく変化しているが、事故当

時一般の教育関係者やスポーツの指導者の問に心臓震鎧及びAEDに対する知見は広まっていな

かったと認められる。

このため、野球部部長及び監督がAEDを携行せず、あるいはAEDの使用方法について修得して

いなかったからといって、その行為に違法性ないし過失があるとはいえない。

・当時の心臓震饅に関する知見の広まり具合からすると、胸部に打球を受けた時点で直ちに消防署

へ連絡すべきとの主張は相当ではなく、容態の急変直後に救急車の出動を要請したと考えられる

以上、手配が遅きに失したとはいえない。心臓マッサージについては、容態が急変した後、速や

かに開始されたと認められる。

また、心臓マッサージの一時中断は認められるが、中断の時間は明確ではなく、障害との因果関

係を認めることはできない。

4

5

’凧

’

この事件は控訴もなく確定しています。しかし、

AED使わず学校で小5死亡、両親が市を提訴(2013年10月5日読売新聞から）

長岡市内の市立小学校で2010年10月、小学5年の次男（当時ll歳）を亡くした両親が｢学校がAED(自

動体外式除細動器）を使用すれば助かった」として、長岡市を相手取り、 9186万円の損害賠償などを求

める訴訟を新潟地裁長岡支部に起こした。

訴状によると、男児は同月20日、昼休みにサッカーをするために校庭に出ようとしたところ、校舎の

通路で左胸を押さえるように倒れた。教諭や校長が駆けつけ、人工呼吸や心臓マッサージなどで心肺蘇

生を行った。倒れてから4分後、一人の教諭が校内に備え付けてあったAEDを持ってきたが、誰も使

用しなかった。児童はその後病院に搬送されたが、約4時間後に死亡した。

校長らは、事故の4カ月前にAEDの使用法について救急講習会で受けていたという。両親は、AED

を使わなかったのは「故意、重過失による作為義務違反」と主張している。

凧

訴訟は誰でも起こせるので、それがイコール先生たちが悪いと言うことではありません。また、講習

会で受けたことは忘れてしまいます。例え覚えていても中々手が動きません。マネキンでは出来るので

すが目の前の患者さんではできません。医療関係者でも出来ないことがあります。 （インターネットの）

ブログの反応などでは「出来ないといけないのでは」となってきています。それはAEDを実際に良く

見かける様になったからでしょうか。

症例4

14：25プールで浮かんでいるのを発見された。引き上げて、bystanderCPR開始。AEDを持って

きて14:29にAEDでshock×1．その後、 14:33救急隊現着。現着時は、PEAでCPR継続したが、救急

車搬入時にはROSC(returnofspontaneouscirculation)。

－13－
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既往として、 1年前のプール中、半年前の縄跳び中に2回の失神歴あり。市立病院でホルダー／トレ

ッドミル/心エコー含め心臓異常なし、EEG/MRI異常なしで無治療無制限となっていた。

AEDのサマリーレポートでは、 1回でショックが必要なリズムからは脱しています。その後二次予

防のためICDを埋め込んでいます。この方の経過を見てオヤッと思いましたので、滋賀大学医学部の堀

内先生のところで遺伝子検索をお願いしました。RyR2遺伝子の異常が分かりました。

カテコラミン誘発性多形性心室頻拍(CatecholaminergicPolymorphicVentricularTachycardia:CPVT)

・運動により再現性をもって誘発される（安静時には出ないので心電図検診では見つからない）

・ 2方向性VT･多形性VTが見られる

・発症年齢は10歳前後である（男児に多い）

・プログラム刺激では誘発されない

・治療は運動制限、 β遮断剤とCa拮抗剤、 ICD

・約30％に家族性を認める

･Ryanodine受容体RyR2の異常が発見きれた

/~､

この異常は検索するのに2年かかりました。それは初めての異常だったからです。遺伝子検査はこう

いう異常があればこうなると分かっているタイプであればすぐに分かります。ですが、初めてのものと

いうのは本当にそれが意味のある異常であるかが分かりません。塩基が一つ代わっただけでアミノ酸が

変化しますが、変化したことで本当に意味のある異常であるかどうかを調べるのが難しいのです。 2年

たってそれが実証できたのは新しいタイプのシークエンサーが入って、異常があった時に機能に関連す

るかどうかがコンピュータで何％の確率で異常が出るかが分かるソフトが開発されたからです。

ちなみにこの患者さんは、こども病院でトレッドミルをやりましたが何も出ませんでした。だからど

うかなと思っていましたがやはりこういったものが隠れていました。ですから、今後単に心肺蘇生した

だけではなくて、ちゃんと原因を調べていく必要があります。

J…、

AEDの設置状況及び使用状況

･AEDの個別の設置箇所や設置台数は、把握できていません。

・一般市民の使用件数はドンドン増加しています。H22では1298件でした。

・法律では設置が義務付けられていません。AEDは、特定の施設に必ず設置されることとなっていま

せん。AEDは、多くの国民が利用する公共施設、駅、商業施設等に必ず設置されることとなってい

ません。

･H22年の学校におけるAEDの設置状況調査では、小学校で96.4%、中学校で98.8%、高等学校で99.2

％、幼稚園で48.8％、合計では85.4％の設置率です。幼稚園が少ないのは、実際に園児が倒れること

が少ないということがあるからだと思われます。静岡県の場合は、全体では884％、小学校は99.0％、

中学校はほぼ100%、高等学校は100%、幼稚園は51%です。幼稚園でAEDが必要かどうかは難しく、

そんなに運動させないし、そういったケースが実際問題かなり少ないと思います。

・日本スポーツ振興センター（学校で障害が発生した場合に保険がここから下ります）が出している突
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然死まで至ったケースのデータでは、それでも幼稚園は結構あるのですが、やはり多いのは中学生か

ら高校生ぐらいです。しかも男の子が圧倒的に多いのです。これは部活動の強さや色んなことが関連

していると思われます。また、CPVTが男の子に多いことも影響していると思われます。

･AED使用の数も増えていますが、教職員がAEDを使った数もドンドン増えています。しかもAEDま

での所要時間も段々短くなっていく傾向がある様です。

･H23年人口動態統計月報年計では、心疾患が死因の上位に入っています（不盧の事故に含まれている

可能性もあります)。そういった中で心室細動といったリズムに関するものは救うことのできる疾患

です。ですので、子供に関わる医師、学校の先生、スポーツ関係者はこういったことに備えて、 より

良き生存（合併症なき生存）を目指すしくみを作っていく必要があると思います。

･小児循環器学会でも「小中高生の学校管理下の心臓突然死の発症率」といった統計データが出て来て

います。色々な取り組みがなされて来ましたが、学校心電図検診が義務化された効果があるかないか

は難しいです。しかし、はっきりとAEDを一般市民が使える様になって学校でもAEDが置かれる様

になってからググッと死亡率が下がっています。ですので、AEDを使った蘇生を広めていく、一回

だけでなく何回も繰り返し練習をしてまさかの場合に備えるということが必要かと思われます。

（ ・2004年1月25日の外国のサッカーの試合で中継された事例が供覧されました）

凧

’
まとめ

・心室細動は一刻も早い除細動を必要とする疾患である。

・学校での心肺停止においてAEDが使用され、救命につながるケースをしばしば経験するようになり、

合併症なき生存が得られるようになってきている。

・学校や体育館、競技場などへのAED設置と正しい教育が必要ときれている。

’質疑応答と補足説明から

･静岡県のAEDの設置状況について:H24年の静岡県医師会の調べでは、中学校の未設置が2校だけで、

小学校・高等学校では100%設置されています。

・開業医のAED設置の必要性について：小児でAEDが必要となる様な心室細動は多くの場合運動して

いる時に起こるので医院ではリスクが低いと思われます。コストに見合うかもクエスチョンマークが

出てしまいます。ただ、例えばアナフィラキシーショックで末梢が開いて血圧が低下して循環動態が

悪くなって心室細動になることはあります。また、成人がウロウロする場所はどんな状況でも目の前

で心筋梗塞を発症することがあります。 もう一つは、付近の人があそこに行けばAEDがあるのでは

ないかという期待もあります。そういった地域のための側面ということもあります。

・体育での運動禁止の心臓系の病気は何ですか？ ：PVC頻発､CPVTを疑う場合、I型QT延長症候群(こ

れは運動と特に水泳が引き金になるので水泳はだめです)。ただ、無症候で遺伝子異常がある場合は

悩ましいです。個別性が高く、それぞれの状況に合わせて決めるしかありません。

・学校でのICD植え込みの児について、 日常の注意点では、強い衝撃を与えないとか強い磁石に近づ

けないとかありますが、その子が倒れた時に胸骨圧迫したりAEDを装着することはどうですか？ ：

ICDはペースメーカーの働きがありますが、AEDでもあります。心肺蘇生は普通にやって頂いて構

いません。胸骨圧迫の部位とは離れています。強い衝撃についても少々のものは大丈夫です。パンチ

とかボールでも大丈夫です｡AEDも装着しても構いません。でもICDはAEDが届く前にショックを

メー、

’
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落とします。意識が無くなる前にショックを落とす位です。ですが、必ずしも100%ショックが成功

するとは限りませんし、電池の大きさから言ってもICDは小さ<AEDは大きいので落とすエネルギ

ーが違います。ですので、普通通りにつけて頂いて構いませんが一つだけ注意があります。デバイス

の上にパッドを置かないでください。それはICDのリードに沿ってパッドを置くとリードの中に流れ

る電流が増えてリードの先端から火花が飛ぶことがあって先端の筋肉が焼けてしまうことがあるから

です。ですので、 ICDと反対側にパッドを直交する様に貼って下さい。BLSの時にもICDで膨らんで

いるところを避けてくださいとなっていると思います。

静岡県の小中学校の殆どが1台しかAEDが設置してなく、それも保健室や職員室に殆ど置いてあっ

て運動する場所に殆ど置いていないのですがいかがでしょうか？ ：運動に力を入れている学校であれ

ばあるほどその危険性を心配されます。いくつものスポーツがある場合はAEDからの距離が長くな

ってしまいますので、ある学校では紙面上でシミュレーションをして取りに行く経路（実際の通路や

開いているドアなど） を決めています。確かに1台では実際に足りないのですが、 シミュレーション

をすることで複数台必要であることが分かります。AEDをキープすることはコストもかかりますか

ら公立学校で予算が決まっているなかでは中々難しいのですが、数が少なければとﾐこに置くのが効率

が一番いいのかをシミュレーションで決めることで、 より有効に活用できると思います。が一番いいのかをシ

ヨ 、

一

-16-



静岡県小児科医会会報 NO.30

スポーツから脳を守る

一教育の中のスポーツー

東京都立墨東病院脳神経外科藤原一枝

はじめに

小児のスポーツ関連事故の中から頭部外傷に焦点を当て、その特徴と予防、最新の情報を、小児脳神

経外科医の立場から話しました。園医や学校医である小児科医との連携は必須でありますので、誠に貴

重な機会をいただきました。

スポーツ外傷は青少年期に多いのですが、中でも脳外傷は生命に直結するだけでなく、後遺症に一生

悩まなくてはなりません。2012年からの中学校武道必修化の直前から起こった「柔道の安全論議」だけ

でなく、国際的にも 「スポーツによる脳損傷」のとらえ方が大きく変わって来ています。一

1 ．事故統計から

学校での事故や死亡に関して、医療費や見舞金を支払う独立行政法人・ 日本スポーツ振興センター

(JapanSportCouncil:JSC)が災害共済給付をしています｡その給付実績を事故件数と読みかえることで、

体育･スポーツ活動中の死亡事故および障害事故の実態をおおむね正確に把握することが可能です。

1－1 ） 日本体育協会の統計(A)から

JSCの資料を使って、 日本体育協会がまとめた2010年（平成22年）度の部活11競技（自転車・ボク

シングは含まれていません）の統計があります。

中高校の部活でのスポーツ事故ですが、怪我は26万人。 10万人当たり、 9200人が怪我をしていまし

た。スポーツでの事故はやはり、整形外科的な骨折や捻挫・打撲が主体です。骨折は7万5千もの数

で起こっていました。

怪我全体で扱いますと、競技人口の多さもあって、バスケットボール、サッカー、野球の順に怪我

が多くみられました。

1－2）文科省の統計(B)から

JSCの資料を使って、平成25年にまとまった文科省の「学校における体育活動中の事故防止のため

へ

の報告書」から、事故の状況を紹介しました。

対象事例は平成10～21年の12年間の590例で、

内訳は死亡470例、重症後遺症で一生働けない

障害を負った120例です。傷病別にみると、突

然死61%、頭部外傷13%、脊髄損傷11%、溺水

6％、熱中症5％、その他3％の順です。突然

死の8割は心臓死でした。次に、頭部外傷・脊

髄損傷が多いのです。 （図表1 ）

この12年間では、事故件数は徐々に低下傾向

です。事故は小学校よりも中学・高校と多くな

っています。件数は男子が女子の約5倍です。

傷病別にみた事故件数

死亡・重度の障害事故一偏病別副合一

出典『学校における体冑活助中の●故防止について(■告■地

図表1
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小学校では、部活での事故は3％程度、授業（課外の水泳や運動会なと､を含む）中の事故がほとん

どで、競技種目は陸上競技と水泳に多く、死因は突然死と溺水です。

中学・高校での授業中の事故も少ないのですが、陸上と水泳時の突然死が80％です。部活中の事故

は318件で、学内での事故の過半数であり、突然死48%、脊髄損傷22%、頭部外傷14%、熱中症9%、

溺水4％、その他3％で、男子の事故割合が増えていきます。

中学1年、高校1年と経験が浅い初心者を中心に事故が起こっていることが明らかで、高い死因に

頭部外傷と熱中症がありました。競技別件数で

みると、柔道50件、野球35件、バスケ33件、 ラ

グビー31件、サッカー26件ですが、競技人口10

万人あたりでみると、部活中の競技種目別頻度

では、 自転車2929、ボクシング18.13、 ラグビ

ー730、柔道48、体操・新体操366人の5種目

が突出していました。

発育や運動能力の向上に伴い、男子が参加す

ることの多いコンタクトスポーツでは、受傷に

関わる外力の大きさが増加していることも一因

学校粗･学年別にみた事故件数

f

“

111
一

｡

綱““小｝頓緬輌錘軸師鍾緬
出自「学校における体冑活艶中の■故跡止についで（健告■)｣

＝

図表2
と文科省は分析した上で、特に件数の多い高校

1年生の男子への対応が急務と読み取っていま

した。 （図表2）

－3）重症頭部外傷に絞った事故統計(Aによる）

ここで、治療開始月の治療費が1ヶ月10万円

(自己負担金3万円）以上を重症頭部外傷とす

ると、ボクシングと自転車は含まない中高生の

事故件数は、競技人口の多い野球141件、サッ

カー132件、 ラグビー85件、柔道59件、体操・

新体操7件となります。競技人口10万人当たり

に直しますとラグビーがダントツに高く257、

度）重症頭部外傷の発生頻度は、ラグビー･柔道｡新体操で多い(2010年

｜

’
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図表3次が柔道87、そして第3位は体操・新体操36、

サッカー35人となります。この傾向は調査の翌

年度の2011年度も同じでした。 （図表3)

中高生のスポーツ重症頭部外傷を集計する

と、 2010年度には461例ありました。そのうち、

CTJfMRIで診断がついたものは38%、骨折や

硬膜内外の出血などが原因です。急性硬膜外血

腫や急性硬膜下血腫をはじめとして、手術を必

要とした例は100例以下ではありました。 （図表

4）

なお、脳振邊や頭部打撲という病名だけで少

中高生の部活のスポーツ重症頭部外傷で．

診療開始月の治療費が1カ月10万円以上の例数(2010年度）

<独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付実績 珊乳11脳0，¥20”副より

図表4
なくとも4日以上の入院を要していた人が62％
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でしたが、これらの人たちの翌月以降の経過は追跡できていません。

2頭部外傷の発生機序や種類

頭部外傷によって、脳振邊や骨折や硬膜外血腫、硬膜下血腫、 <も膜下出血、脳挫傷、脳内血腫、脳

腫脹、びまん性軸索損傷などが起こります。衝突や転倒による事故が多いのですが、脳損傷発生機序に

は3つのパターン（直撃損傷、対側損傷、加速損傷）があります。

最近特に注目されている加速損傷は、脳が揺れるような外傷の場合、頭蓋骨と脳の動きにずれが生じ

て、脳と静脈洞をつなぐ架橋静脈が切れて急性硬膜下血腫を起こすものです（硬膜や架橋静脈や硬膜洞

の位置関係を示した後、動画を使って、急性硬膜下血腫発生を見て頂きました)。スポーツによる頭部

外傷は、脳が揺れやすい、脳にズレを生じやすいことに起因するわけですが、柔道やレスリング．ラグ

ビーなどのコンタクトスポーツは、脳挫傷を伴わない硬膜下血腫のパターンが多いという特徴がありま

した。そして、この揺れによる外傷は「ヘルメット」では防止できません。

“

3． 日本の柔道事故

2012年からの中学校武道必修化を控え、 「柔道は安全に教えてもらえるのか」という社会的な危機感

が増す中、文科省は先の統計(B)を用いて、初めて死亡見舞金支給状態をみました。すると、この12

年間中学生は柔道事故で授業で3名、部活で28名、合計31名が死亡していました。

なお、中学生・高校生の重症柔道事故50件では、 62％が早い段階で亡くなっています。

3－1） 「柔道事故は万国共通か？」

「柔道事故は万国共通か？」について、 2012年3月27日、文科省の依頼を受けた三菱総研は、 「英米

独仏では重症頭部事故を一例も見つけられなかった」と文科省の有識者会議の席上で報告しました。

事故発生の要因を、全日本柔道連盟（全柔連）は、下記の3つに分類しています。

A.柔道の技や運動様式に内在する要因

B.環境に内在する要因

C.競技者及び指導者自身に内在する要因

この3要因のなかで、 「日本の中高生に事故が多い」原因は、 Cの要素にあると考えられています。
3－2）柔道事故の発見

日本のスポーツ外傷への脳神経外科医の活動は、 1948年から1969年の22年間に東大病院に入院して

いたスポーツ関連頭部外傷122例中の20例が柔道であったことを発表した1971年の平川公義先生（東

京医科歯科大学名誉教授）の論文からです。当時から柔道による重症頭部外傷は注目されていたので
す。

平川先生の要約には、 「柔道では転倒によって後頭部を打撃し、 しばしば、急性硬膜下血腫が見ら

れる。特徴的なことは､その際､脳挫傷が見られず､出血源は架橋静脈の断裂とみなし得ることであり、

‘|曼性硬膜下血腫もしばしば見られる点で、血腫発生は脳の回転運動というメカニズムに基くものと推

測し得る」とあります。40年を経ても記述に揺るぎは全くありません。ただ、医師達の事故予防活動

が効果薄だった背景には、 日本では「外部に阻む勢力が存在していたから」と言わざるを得ません。
S-3)日本の柔道事故の再発見

お家芸といい、安全であるはずの授業や部活でも普及している柔道で中高生がたくさん亡くなった

り、重い後遺症に悩んでいることを、 2009年に具体的な数字で表し、社会に警鐘を鳴らしたのは、名

“
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古屋大学大学院の教育学部准教授の内田良先生でした。

「この27年間に学校管理下で中高生が少なくとも114名死亡していた」 という数値は世に衝撃を与え

ました。続けて、競技人口あたりの事故頻度が柔道は他のスポーツに比べて異常に高いことも判明し

ました。

最終的に1983年から2012年度までの30年に

118例の中高生が柔道事故で亡くなっていまし

た。その大きな特徴は、

l 中学1年、高校1年と習い始めに多い

2 部活で多い

3 死因は､頭部外傷(急性硬膜下血腫）と熱

中症が多いというものでした。 （図表5）

その他に分かったことは、大外刈りや背負い

投げなどで投げられ、後頭部を打っていること

柔道事故の特徴(内田良による） i層｜
柔
逝
蛎
故
一

辿雪い婚めに多い

Z巍活に多い

a死因は履潔外傷と熱中症が多い

学校管理下の柔道による死亡(1983～2012年）総件数118件

窒息･臓器損傷一

詞

一疽、ﾛ

陶砺
30

20

10

一

図表5
でした。容易に考えつく危険要因に、練習回数

の多さや、技能差や体重差があるのに練習相手が生徒同士である点などでした。さらに、授業にしろ、

部活にしろ、 「柔道を指導していたのは、柔道の段位を持った先生達だった」ということです。柔道

のう．ロが指導していて起こっている事故数が、 これほど多かったのです。

3－4）武道必修化の流れとその後

2006年第一次安倍内閣のときに、新教育基本法が成立し、 「一つには体力不足、一つには精神軟弱

の青少年を改善するため」と、 2008年に文科省が武道必修化を決めたところから始まります。当時は

その是非はあまり論じられませんでした。保護者や世間が、武道の中のとりわけ柔道の危険に注目し

出したのは、先の内田准教授による事故実態が周知され出した2010年からです。

その時期に、全国柔道事故被害者の会が設立され、わが子と同じような柔道事故を繰り返さないよ

うにと、 シンポジウムを開催したり、文科省に安全指導を望む要望書を届けたりと精力的な活動を展

開し、マスコミも大きく報道するところになりました。ただ、当時は柔道自体の危険性と、習熟して

いない体育教師による指導性への疑問が混在していました。

柔道を習っていなかった体育の先生に講習会が開かれ、それでも不安の残る先生には警察OBなと≧

の柔道家を外部講師として導入すると文科省は決めました。2011年夏、文科省は「安全指導のための

有識者会議」を設け、授業内容などを検討させました。それぞれの教育委員会でも検討がなされ、例

えば大外刈I)や背負い投げなど投げ技は授業では行わないと決めたところもあります。静岡県は、大

外刈りを禁止しています。

現在、武道の中で65％の学校が柔道を選んでいますが、現場の学校では、安全優先で、文科省が初

期に掲げた到達目標にははるか遠いところで授業が組み立てられています。

3－5）事故裁判

ある年代までの日本では「柔道に'|至我はつきもの、万一死んでも、指導者の責任は追及されない」

という風潮でした。指導者の危険回避義務を問う裁判もほとんど被害者が負けていました。 しかし、

2011年(平成23年)の二判決以後、被害者勝訴に大きく転じていきます。裁判官は、 「指導者たる者は、

畳に頭を打たなくても､加速損傷で急性硬膜下血腫が起こるということを知っていなくてはならない」

と申し渡し、今や、指導者の無知は許されません。

一
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3－6）事故事例の分析から

この30年間の日本の重症の柔道事故の内容を、私は、致命的な急性硬膜下血腫に至る事故以前に、

脳神経外科医の診療を1回または複数回受け、CTも存在する5例の判決文や事故報告書から分析し

てみました。すると、練習再開に関する明確な医師の診断書や注意があるにもかかわらず、早期に練

習や試合に復帰していた事例や、頭部打撲に由来する頭痛があるまま練習を続けていて、 1週間以内

に致死的な急性硬膜下血腫を発症していた事例が存在していました。

軽微な急性硬膜下血腫が初回の打撲時にCTで発見されている3例は、初回受傷で架橋静脈に亀裂

が入って出血し、止血され癒着しても、再度の衝撃で最終的に切断され、重症化した可能性が高いと

思われます。CTで所見のなかった2例は、脳振邊によって自分の体を十分コントロール出来ていな

かったために、十分受身が取れなかったのでしょう。全員が「繰り返し脳損傷」を練習場や試合で受

けていました。

（脳神経外科医の役割としては、軽微な急性硬膜下血腫の発見に力を注ぐ､ことで、通常のCTやMRI

に加え、冠状断の追加や出血を検出しやすいT2スター画像の追加や、後頭部の大脳縦裂や小脳テン

ト上面正中部を念入りにチェックすることなどが、既に通達されています｡）

一

4．脳神経外科医の立場から

4－1）脳神経外科医のスポーツ頭部外傷への関

4－2） 「頭部外傷10か条の提言」 (2001年)と「提

言」 （2013年）

2001年に日本臨床スポーツ医学会の学術委員

会脳神経外科部会から、 「スポーツ現場の選手・

コーチのみなさまへ」と銘打って、 『頭部外傷

10か条の提言』が発刊されました。 「脳神経外

科医にとっても難しい頭部外傷急性期の処置に

ついて、スポーツ現場関係者が知り、実行して欲

しい基本的な事項」を挙げています。当時から

「脳振邊」や異変の見極めの条項の後の8～10条

は、 「体調がすぐ、れない選手に練習や試合をさ

せない」 「練習・試合への復帰は慎重に」 「頭部

外傷の頻度が高いスポーツでは脳に対するメデ

ィカルチェックを」と続いています。現在でも

古くもなく、間違いでもない内容です｡(図表6）

なお、 日本脳神経外傷学会スポーツ頭部外傷

検討委員会による「スポーツ頭部外傷における

脳神経外科医の対応」のガイドラインは中間報

告が2013年末に公表されました。一般社会への

啓蒙という意味で、ほぼ同時期に、 日本脳神経

外科学会から｢提言｣が出されました。 （図表7）

脳神経外科医のスポーツ頭部外傷への関わり (省略）
「 一一一一

’ 頭部外傷10か条の提言(2001年）

③意識障害は脳損傷の程度を示す重要な症状である ，､－－
鷺.涙。

②頭部を打っていないからといって安心はできない 国旬
扣オ

③意識状態を見極めて､経過を観察することが重要である－

④見かけ上､意識が回復したからといって､安心はできない割eYI
⑤どのようなときに脳神経外科専門医に診てもらうか

⑥受診する医療機関を日頃から決めておく ＝コ
ー

⑦搬送には厳重な注意が必要である

、体調がすぐれない選手に練習や試合をさせない

⑨練習､試合への復帰は慎重に

⑯頭部外傷の頻度が高いｽボｰﾂでは脳に対するﾒデｨｶﾙﾁｪｯｸ

一

図表6

ス宗一ッによる脳損傷を予防するための提言(""隼）

' '－． 頭痛や気分不良などだけのこともあるスポーツによる脳振遥は、意鐡障害や健忘がなく、

一・

1-．蕊甑鴎譜鯉撫:鍾鋳間で溝失することが多いが､ ’

スポーツによる脳振遥は、意鐡障害や健忘がなく、
頭痛や気分不良などだけのこともある

スポーツによる脳振邇は、そのまま競技。練習を続けると、
これを何度も繰り返し、急激な脳腫脹や急性硬膜下血腫など、
致命的な脳損傷を起こすことがある。

2－a

一

そのため、スポーそのため、スポーツによる脳振遡を起こしたら、原則として、
ただちに競技・練習への参加を停止する。

競技・練習への復帰は、脳振遥の症状が完全に消失してから
徐々に行う。

脳損傷や硬膜下血腫を生じたときには、原則として、
競技・練習に復帰すべきではない。

2－b

’
３
’

図表7

－ワ1－
堂L



静岡県小児科医会会報No.30

4－3）あらためて、脳振邊にご注意

18頁図表3に示すように、中高生の部活のスポーツ重症頭部外傷で、診察開始月の治療費が10万円

以上の例数の40％の診断名は「脳振邊」でした。

かつては記憶障害や意識障害が一過性のものを指すと思われていましたが､現在では､脳振邊は､｢頭

部への直接的または間接的な外力によって引き起こされた脳機能障害で、 さまざまな非特異的な症状

（健忘．混乱・ふらつき ．頭痛・吐き気・視野障害など） を呈し、多くの場合、意識消失を伴わない」

という解釈に変わってきています。運動選手の訴える症状は、図表8のようです。

さらに、 これらの症状を一時的で、軽症で後に残さないというふうに侮れないことが分かってきま

した。同じスポーツ環境で、その程度がひどいと死に繋がる急性硬膜下血腫を起こすことが分かって

きたからです。アメリカの激突ゲーム・アメフトでは、死亡や重篤な怪我が多かった時期に、ルール

変更や環境整備で脳振邊対策を行ったところ、死亡率も減ったという統計を出しています。 しかし、

脳振邊を繰り返すと、脳振邊後症候群だけでなく、アメリカでは2007年頃からアメフト選手の脳バン

クの所見（ボクサーの脳変化に似ている）から、活躍時期を過ぎてからの‘‘晩発性の脳振鐙の怖さ（慢

性外傷性脳症)”に注目が集まっています。

尚、問題は受傷後24-48時間以内に起こりやすいものです。頭部への打撃は、時に脳振鐙よりさら

に深刻な脳損傷を惹き起こすこともあるので、子供を一人だけにしたり、自転車での通学も禁止です。

図表9のようなことが一つでもあれば、直ちに病院へ連れて行って下さい。

一▲

Ⅱそして、悲'|参な急性硬膜下血腫を起こさない

ようには、 「脳振邊の後の練習復帰の診断には

慎重を要する」、 「受傷やCT所見が明らかな場

合だけでなく、普通ではない頭痛や脳振鐙の訴

えに慎重に対処する」必要があるというわけで

す。完全に注意力や集中力を含む認知機能の症

状が消失するまでに、短くても7～10日を要す

るという報告もあり、 「脳を休める」必要があ

ります。学校生活にも配慮が望ましいとされて

います。

脳振邉の評価については、 「第4回スポーツ

における脳振鐙に関する国際会議(2013年11

月)」による脳振鐙評価ツールとして、 13歳以

上用のSCAT3と、 5歳から12歳までの使うチ

ャイルドSCAT第3版が公表されています。後

者に準じた形で、脳振壜あるいはその疑いを持

った時の扱いを以下に紹介します。

（脳振鐙と診断された後の扱いについての

CDC(アメリカ疾病予防センター）の、生徒用、

保護者用、教師用の注意書きは当日添付しまし

た）

運動選手の訴える脳振擢の症状

r■

図表8

弓

･新たに頭痛が起こったり、最初からあった頭痛がひどくなる

. しつこい、 またはだんだんひどくなる頚部痛

・眠そうであったり、起きていられない

｡他人や場所などをはっきり理解できない

.嘔気や嘔吐

･いつもと何か違う行動をとったり、混乱していたり、 イラ

イラしている

｡痙愛（手足或いは個々の腕や足が勝手に動いてしまう）

･手足や顔に力が入らなかったり、 しびれや上リヒリ感がある

．立位や歩行が不安定である

・ しゃべり方力f不明瞭である

.会話や指導を理解しづらい ’
図表9病院受診の基準
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早期の症状 後期の症状
【数分から数時間） （数日から数週）

頭痛

立ちくらみ

めまい感

状況への腿識欠如

嘔気、嘔吐

持続する軽度の頭痛

頭がふらふらした感じ

注意力散漫と集中力低下

記憶力の低下

疲れやすい

欲求不満になりやすい

イライラ､刺激に過敏

明るい光が耐えがたい、

焦点が合いにくい

大きな物音に耐えがたい、

耳鳴りがする

不安感

気分の落ち込み

眠れない､など
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4－4）学業復帰

脳振壷は就学中の子供の認知能力に強い影響を与えます。子供が再登校する前に医学的に問題のな

いことをチェックするべきです。脳振邊の後にl～2日学校を休むのは合理的だと思われますが、そ

れ以上学校を休むことに一定のルールはありません。学業の中断を最小限にするために、状態に応じ

て徐々に学業に復帰するプログラムが必要です。症状が悪くなっていないことを確めながら、子供は

学業に戻っていきます。 もし悪化徴候があれば、症状の悪化が止まるまで控えることにします。特に

コンピューターやインターネット、テレビゲーム、スマートフォンの使用や、騒音やまぶしさが症状

を悪くしていないことを確認しながら、ゆっくり行ないます。これらのう°ログラムは保護者・教師・

養護教員などの間のコミュニケーションのもとに行なわれ、プログラムは子供毎に違います。授業へ

の復帰は次のように考えています。

l 課題や試験をこなせるように、時間をたっぷり与える

2課題に取り組めるように静かな部屋を用意する

3 講堂や集会室やスポーツ行事、音楽教室、工作実習室のような騒音の場所を避ける

4．授業中や試験でも、状況に応じてしばしば休憩をとらせる

5一日に1回以上の試験を受けさせない

6． より短い課題にする

7繰り返し反復の機会や記憶の手がかりを与える

8 同級生に手助けをさせたり、わからないところを教えさせたりする

9順応していく期間中に、支援されていることを実感できるような教師からの元気付け、作業量

の減少、別の形の試験様式に変えることなどを行なう

10遅刻登校や半日授業や限定した授業のみ受けさせるなど緩和したう．ログラムにする

11体育の時間は内容を考盧しての参加にする

12通学に自転車を使わせない

4－5）競技復帰

子供が学校や学習に戻った後で、 「自覚症状が消失する」までは、運動練習やスポーツ （競技）に

復帰させてはいけません。運動を再開する前には、必ず医学的な許可が必要です。

子供は受傷した日には競技復帰するべきではありません。子供達が競技に復帰する前には、医学的

に許可されていることと、段階的に監修されたリハビリテーションのプログラムに従った実践が必要に許可されていることと、段階的に監修された

全

へ

です。 （図表10）

リハビリテーションは、各段階毎に少なくと

も24時間（もしくはより長く） とるべきであり

もし症状が再発した場合は、それらが再び消

失するまで選手を休ませる必要があります。そ

れから無症状であった前段階のプログラムを

再開します。筋力トレーニングは、後半のステ

ージで追加します。子供が10日以上症状を呈す

る場合には、脳振鎧の専門家である医師を受診

することを勧めます。競技に復帰する前に医学

的な許可を得るべきです。

例

ﾘﾊビﾘﾃｰｼｮﾝ
活動なし

各ステージの目的

回復

各ステージにおける運動

身体と認知の完全な休息

軽い有酸素運動 最大心拍数70％以下での運動

例：歩行水泳エアロハイク

筋力トレーニングは行わない

心拍数の増加

競技特有の運動 動作の追加アイスホッケ におけるスケー

ト練習やサッカーにおけるラン

ニング練習頭部への衝撃が加

わるものは行わない

接触プレーのない運動、

練習

運動・協調・認知負荷アイスホッケーやアメフトにお

けるパス練習など より複雑な

練習漸進的に筋力トレーニン

グを開始してよい

接触プレーを含む運動、

練習

医学的問題がなければ通常練習 自信の回復とコ チング

スタッフによる機能評価

競技復帰 通常の競技参加（試合）

図表10

－ワQ－
aJ
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技術的に未熟な段階では、練習復帰基準の遵守と、当事者･競技仲間・家族･指導者・学校・団体．

社会および医師一般の一致した対応が必要です。

競技団体も多種多様なので一概に言いにくいのですが、日本脳神経外科学会は､2013年12月16日に、

社会に向けて提言を発表しました。内容は、脳振壜や軽微な硬膜下血腫に注意し、繰り返し脳損傷を

防ぐ内容であり、以前の「頭部外傷10か条の提言」を補強するものです。スポーツによる脳振鐙は、

交通事故の脳振邊とは事故時に加わるエネルギーは低いものの、練習や競技で「繰り返す」ことの危

険が潜んでいます。

4－6）脳神経外科医の立場からの指摘

ここで詳細は省きますが、実態の把握と安全のために、学校でのスポーツに次のような4点を望み

たいと思っています。

l. 「頭部外傷10か条の提言」や脳神経外科学会からの「提言」や頭部外傷予防のガイドラインの

普及

2．事故対策の取れるような正確なスポーツ外傷の統計の必要（今のJSCの形式では不備、突然死

には解剖も必須）

3．教育現場では、個々人に応じたスポーツプログラムの設定

4競技者・保護者・教師・指導者・学校関係者、みなが連携して情報を共有し、事故対策に臨む

協力態勢(CT撮影は厳選して実施）

/“、

さいごに

個々のスポーツ団体の基準とは別に、 「学校教育｣の中では、教師や保護者や校医や学生生徒達が、 「ス

ポーツから脳を守る」情報や行動を取ってほしいものです。本来、学校教育の中で行うのであれば、ス

ポーツとしての段階を追った練習方法、楽しさ・安全が保障される総合的な取り組みが必要であろうか

と思われます。競技者個人の意志も大切ですが、それ以上に学生生徒の未来と人権を保護する立場での

指導が求められます。例えば、少年サッカーのヘデイングの危険性が問題視されています。どの程度の

行為でどんな脳損傷が生じているのか未解明であっても、発達期の“傷害の影響を受けやすい脳”をイ

メージした予防策を講じなくてはなりません。

医師の皆様には、オピニオンリーダーとして、 「青少年の心身の発達のための教育である体育と、誰

でもが自由に楽しむスポーツをきちんと分離して考えた上で、どのような学校スポーツをどのように教

えることが、青少年に有効かつ望ましいか？」に答えて行っていただきたいと思います。

/~

－24－
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B)冬の学術講演会

平成26年12月20日(土） 静岡県医師会館大ホール

学校医は学校へ行こう1

－養護教諭・行政との連携を中心に一

御殿場市医師会副会長南寿堂医院院長岩田祥吾

この度、子どもたちから「ドクターコーイ」と呼ばれる岩田祥吾が、園・学校、行政、そして子ども

たちと「連携協働できることを証明」するために、 自身と仲間たちとの生き様を講演させて頂きました。

当日の文字資料と主要な画像をもって会報原稿と致しますので、御笑覧頂けましたら幸いです。

学校医も、かかりつけ医も、学校へ行こう lすべては、 「子どもたちの笑顔」のためにI
一

本日の話
。プロローグ

◎大切な4つの条文

◎連携・協力・協働

◎学校医と養護教諭

◎健康相談。健康教育・学校保健委員会

◎ドクターコーイ

◎卒業式と入学式

◎子どもたちとのふれあい

。エピローグ

。ふりかえり

静岡県小児科医会･静岡県医師会･静岡県医師協同組合
共催講演会

講演'学校医は学校へ行こう！
～養護教諭。行政との連携を中心に～

南寿堂医院岩田祥吾
御殿場市医師会副会長

2014年12月20日(土）

静岡県医師会館ホール

一

■
’

’･教育基本法第'条 2.学絞保健安全法第'条
一-~~ー■■■■■■

この法律は､学校における児童生徒教育は､人格の完成を目指し､平和で

民主的な国家及び社会の形成者として

必要な資質を備えた､心身ともに健康な

国民の育成を期して行われなければな

らない。

ため､学校における保健管理に関し必

要な事項を定めるとともに、 （中略)、も
って学校教育の円滑な実施とその成果

の確保に資することを目的とする。

－25－
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画’第9条

養護教諭その他の職員は､相互に連携
して､健康相談又は児童生徒等の健康
状態の日常的な観察により､児童生徒
等の心身の状況を把握し､健康上の問
題があると認めるときは､遅滞なく､当該
児童生徒等に対して必要な指導を行う
とともに､必要に応じ､その保護者に対し
て必要な助言を行うものとする。

学校においては､救急処置､健康
籾談又は保健指導を行うに当たっ
ては､必要に応じ､当該学校の所

在する地域の医療機関その他の関
係機関との連携を図るよう努めるも
のとする。

［

湖働と帽

へ

教育は､人格の完成を目指し､心身ともに健康
な国民の育成を期して行わなければならない。

学校保健は､健康の保持増進を図り教育の成果
を確保するためのものである。

養護教諭その他の職員は､相互に連携し､遅滞

なく指導助言を行う。

必要に応じ､学校と地域の医療機関､医療関係
機関が連携する。

同じ目的のために

[対等の函
協力して共に働くこと

i

連携

一

御殿場市･小山町学校専門相談医制度
･協力･協働とは 行政と学校ど医師会が

三つ巴となって連携協働式るシステム

仲間と信じ合い

連携協力しながら、

心を込めて

一生懸命がんばること

r医師会
、

｜俸絞専門摺談…医） 1
面 塾

臓騰:71《…》I(養護瓢…1
ｰ ﾉ 、‐ ノ

r，両

学校医・専門相談医と学校の連携協力が、

本制度の本質です．

学絞医は

；;学名学絞へ行こう！

‘蕊沙 ’

Ｊ
修ら噂一

学校へ

、どまらず

〆〃

膀
又
蒋
雄

人
■
刀
と
匪

巴

人
と
の
■
負
駅
の
力

学校保健関係者教育者と協調し、

学校現場､家庭､地域社会の

コーディネーターとしての社会的役割を

期待されています．

さらに学校医は斑学校現場における

子どもたちの｢アドボケーター(代弁者)』

でもあります． 「学校医は学校へ行こう！｣序文より

息豊
、鯛恕鋤項州式典肘

学校医の姿勢 御殿場市教育長の姿勢

－26－
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「ひ1 「6
ケ■

忙しくて学校に行けない？

大原則として、大人の都合ではなく、子どもの
都合、子どもの時間に行くことが大切です。

そして､工夫すれば、充分学校に行けます。

◎①平日の休診日

◎②朝の診療前（登校前）
。③昼休みの時間

。④夕方の診療後（授業・部活後）
の時間を有効活用すること

1．健康相談の活用

2．健康教育への参画

3．学校保健委員会の効率化
＋

救急処置
ロ

「忙しくて学校に行けない？ ｢おぜん立て」が大切

◎⑤電子メールやファックスを併用すること

◎⑥保健計画案に毎月行う「健康相談日」を
最初から決めておくこと

等が挙げられます。

◎計画を立てて実行することにより、診療、

学校医活動、その他の活動をすべて前向きに、

しかも有意義に楽しく取り組むことができる

から不思議です。

一

学校は、学校医が仕事をしやすいように、

おぜん立てしてあげてください。

一生懸命だったら、学校医は感じます。
そのためには、

養護教諭一人に任せないで、

校内でしっかり話し合い、
学校医が動きやすいように、
準備と計画を立ててください。

口

’ 意義
現場での連携が ,擬’

生徒たちが
･ゞ自分のような内科開業医でも､養護教諭と協働

事が分かった．
一

三つ巴の し
▲q

6

しっかり準備した上で､子どもたちやPTAと楽しく、

Win-Winの連携･協働ができる事が大切である．

を感じることができる
ヨ

言一~一，■

1．健康相談の対象者

l) 健康診断の結果、継続的な観察および指導を
必要とする者

2） 日常の健康観察の結果、継続的な観察および
指導を必要とする者

3） 病気欠席しがちである者

１

健康相談

学校においては、

生徒等の心身の健康に

健康相談を行うものと
１

３
４ 児童、生徒等で自ら遜心 の異常に気付いて

健康相談の必要を認めた者

5）保護者趨当該児童、生徒等の状態から健康相
談の必要を認めた者

6） 修学旅行､遠足､運動会､対外運動競技等の学
校行事への参加の場合において必要と認める者口 学校保健安全法

－27－
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母の心(養護教諭）



静岡県小児科医会会報No30

1

厨
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2．健康相談の方法
一
一
一
一
》

■■F

Eg■

ザニ
ロー■剛)詑剥澪 ﾐﾆI

輔一

2．健康相談は校長が学校医または学校歯
科医に行わせ、健康相談には、担任の教
員が立ち合うものとし、必要に応じ、保
護者も立ち合うことが適当であること。

学校保健の主役は、子どもたち。

大人側の主役は、養護教諭。

学校医は、養護教諭との連携が

最重要であることだけは、

間違いない！

および必健康相談は、毎月定期的に、3．

要があるときは臨時に、時刻を定めて行
うこととし、保健室において行うものと

すること。

！

」Ⅱ

ゼロからのスタートで19年

・僕は決してスーパーな学校医ではありません。

・当たり前のことしかしていない､単なるドｸﾀｰ
ｺｰｲです。

・医師の使命を反調し､学校保健と流れを理解を

しながら､現場重視で､子どもとふれあっている

だけなのです。

コーマ

熱い思いと笑顔を持って

仲間と協働しながら

「子どもの心｣と関わりたい

幸せを願うアーティストとして

「子どもの未来｣と接したい

．しかしここ数年、 が子どもたちの｢未来｣に

関塁していることを､実感し始めています。

・心から､園医･学校医で幸せだなと思います。

学校保健の流れ

学
校
保
健
・

学
校
医
職
務
の
流
れ

職

★
健
診
が
終
わ
っ
て
か
ら
が
本
番
で
す
！

一
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健診事後措置

観察，学校行事 ｺー

↓
3知(4月当初) ’

1
(4～6月）

!(主に学校薬剤師）

律-に灘”
眉導専門的指導’

1-健康教育
讓芋 暉

建委員会

学校三師，行政地域等）

l
iの立案(2~s月) l
L

地域等)。

＋救急処置(学校長の求め）

学校保健委員会

(児童生徒,学校保護者,学校三雛

健康診断(4～6月）

学校環境衛生管理(主に学校薬剤師）

次年度･保健計画の立案(2～3月）

予防処置・保健指導・専門的指導

保健計画の周知(4月当初）

健康相談
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新しいガイドラインで起立性調節障害(OD)を診断する

済生会吹田病院小児科松島礼子

起立によって立ちくらみ、頭痛、動悸、倦怠感などの不快な症状が引き起こされることはよく知られ

ており、起立後の血圧低下があれば起立性低血圧と診断される。しかしこれらは起立に伴う循環変動に

対する代償機構の破綻の結果なので、血圧のみでは評価できないことも多いと予測される。実際小児に

おいては症状が重篤であるにも関わらず、起立後血圧低下が確認できない症例が多く、そのため検査結

果以外に自覚症状も加味した「起立性調節障害(orthostaticdysregulation;OD)」としてあつかわれる

ことが多い。

ODは大国らによって1964年に診断基準が定められた。この診断基準（便宜上“旧診断基準” とする）

が定められた時点の検査技術では体位変換時に経時的循環動態を観察することが困難であったため、ど

うしても自覚症状に重きを置かざるを得なかった。そのためOD以外にうつ状態、不登校の子どもたち

も診断基準を満たしてしまい、「OD=うつ、不登校｣と認識されてしまう混乱が生じた。OD症状が時間、

状況によって変化することも混乱の一因であったと思われる。その結果、臨床の場ではODは長期間循

環器疾患なのか、精神疾患なのか、生活習慣の問題なのか、暖昧な位置づけであった。

しかし近年新たな測定法、測定装置が開発きれるようになり、非侵襄的に循環動態を測定できるよう

になった。その結果、 これまでわからなかったODの循環動態異常を詳細に把握できるようになり、身

体疾患として捉えやすくなった。現在ODの身体機能異常は以下の4つのサブタイプが明らかになって

いる。

1．起立直後性低血圧(instantaneousorthostatichypotension;INOH)

2．体位性頻脈症候群(posturaltachycardiasyndrome;POTS)

3．神経調節性失神(neurallymediatedsyncope;NMS)

4．遷延性起立性低血圧(delayedorthostatichypotension;delayedOH)

凧

I

締、

I
l

l

また、ODは循環器系自律神経疾患であるため情動の影響を受けやすく、そのため心理社会的影響が

身体に異常をおよぼす「心身症」として扱うべき症例も多い。心身症に関する報告の蓄積、それらを検

討することによって、どのような特徴がある場合に心身症として扱うべきか、 ということも明らかにな

り、ODと診断された場合身体疾患として扱うべきか、心身症として扱うべきか、判断するチェックリ

ストが作成された。

日本小児心身医学会は2005年にこれらをまとめ、 「小児起立性調節障害診断・治療ガイドライン」を

報告した。このガイドラインは、旧診断基準の項目を複数みたしODが疑われた小児を対象に、身体機

能異常、心理社会的関与の両面から評価し、病態に則した治療につなげる手順を示しているO特殊な検

査装置を使用せずに診断する方法で、プライマリケア医を対象としている。ODは決して稀ではなく、

小児科診療をするにあたっては避けられない疾患である。 しかしODと診断すべきか、どの治療を選択

すべきか、迷うことは多い。これらの問題を整理するために、ガイドラインを使用し、診断、治療を選

択する方法をご紹介します。

－31－
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■施設紹介■

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団

発達医療総合福祉センター子どものこころの診療所のご紹介

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団理事

子どものこころの診療所所長山崎知克

1 ． はじめに

文科省報告において、学齢期以降の発達障害有

約10%が何らかの心の問題を有すると想定されて

いる。幼児期には言葉の遅れや発達の遅れが問題

となるが、浜松市の1歳6か月健診では発達遅滞

等を指摘される子どもは毎年22～28％を推移して

いる。浜松市（図1）は人口約82万人の政令市で、

年間出生数は約7,000人であり、 15歳未満の子とﾐ

もにおける心の診療の潜在ニーズは1万人を超え

るものと推定されている。

浜松市は平成4年に社会福祉法人浜松市社会福

祉事業団を設置し、発達医療総合福祉センター友

愛のさと診療所と療育センターにて、当初心身障

害の治療と療育を主眼に運営してきたが、筆者が

赴任した平成19年以降は発達障害や情緒障害など

の心の診療における診療ニーズが急増し、初診待

機が3か月以上となる状態が続いていた。

社会福祉法人浜松市社会福祉事業団発達医療

総合福祉センター子どものこころの診療所(以下、

浜松市子と・ものこころの診療所、表l、図2）は、

浜松市のこども第一主義政策の一環として、子ど

もの心の診療拠点の偏在と初診待機期間の解消を

目的に平成23年9月開設となった公設民営の児童

精神科クリニックである。浜松医科大学児童青年

期精神医学講座（杉山登志郎特任教授） と国立病

院機構天竜病院児童精神科（山村淳一部長） との

緊密な連携により、全国的に不足している児童精

神科医師養成と専門診療の提供を行う「浜松方式」

の一翼を担っている。本稿では浜松市子どものこ

ころの診療所における現状について報告する。

学齢期以降の発達障害有 臨床的には子と・もの病率は65％と報告されており、

図1 ：浜松市

平成19年より政令市へ

（7つの行政区）

市の面積は岐阜県高山市に

次いで、第2位

人口は約82万人

年間の出生数は約7,500人

子どものこころの診療所を

平成23年9月、中区に開設

浜北区の発達医療総合福祉

センターと共に、乳幼児～

学童思春期のごこるの診療

を担っている

一

図2：浜松市子どものこころの診療所

＠ソーシャルワーク、発達検査等

を含む児童鞆神科医による包括的

診療

＠ペアレントトレーニング

（臨床心理士）

＠小規模集団痩育

（臨床心理士）

、個別療育

（言語聴覚士）

、カウンセリング

（臨床心理士）

一

j ： 。

表1：浜松市子どものこころの診療所の概要

・乳幼児～学童思春期の親子のこころの診癒に対応するため， ZO11年9月浜松市に
よって設立された児童精神科クリニック。

・浜松医科大学児童青年期精神医学講座の杉山登志郎特任教授が提唱する浜松方式に

より，浜松医科大学精神科、国立病院槻構天竜病院児菫精神科との緊密な連携を
図り，児童箱神科診療の充実と医師養成システムの役割の一端を担っている。

・ 1992年浜松市により設立された浜松市社会福祉事業団が指定管理をうけて運営
し、

同一法人内に発達医療総合福祉センタ （診療所，療育センター，児童発達セン
ター通所型，成人通所施設，相談支援事業所等） 、発達障害者支援センタ を
有する。

■当診療所の月間利用者数 約1,500名
■月間の初診患者数 約 50名

・診療所スタッフは，児童精神科医師10名(常勤2名、臨時8名)，臨床心理士12名
（常勤2名、臨時10名） ，言語聴覚士4名（常勤3名、臨時1名） ，保育士1名，
看護師1名、精神保健福祉士2名，など

－Qワ
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2．浜松市子どものこころの診療所における診療状況

当診療所における平成25年度の初診患者（図3

参照）は632名（男児451名、女児181名）であり、

幼児309％、小学生495％、中学生18.4%であった。

診断名別の内訳（図4参照）では広汎性発達障害

40％、注意欠陥多動障害17%、知的障害6%であ

り、発達障害が66％を占めている。また不登校5

％、反抗挑戦性障害4％、 うつ病3％と続き、解

離性障害、心的外傷後ストレス障害、小児期反応

性愛着障害など重度の情緒障害も受診しており、

入院治療を要する際には天竜病院を紹介している

が、原則として子どもの心の診療における一次～

三次医療のすべてを受け入れている。杉山登志郎

特任教授が診療を担って下さっていることもあ

り、初診待機期間は約l～2か月と比較的短い待

機期間で受診できている。

通常、子と、もの医療では保護者がキーパーソン

となるが、心の診療では家庭・家族機能に支障を

きたしていることや、保護者の精神状態が子ども

に影響していることが多い。そのような場合には

保護者治療も同時に行う親子並行治療を実施し、

平成25年度では91例と初診全体の約15%に及んで

いる。家庭・家族機能の問題を認める際にはソー

シャルワーク介入を行い、祖父母や親族への協力

要請や、適切な社会資源の紹介等を実施している

(図5参照）が、初診時からのソーシャルワーク

介入を要する症例は毎年53～54％と初診全体の過

半数を占めている。内訳としては、ひとり親家庭

30.1%、 きょうだい児の障害29.8%、保護者の障

害（精神・知的） 289％、虐待253％、DV20.2%

等となっている。ソーシャルワークは医療算定が

図3：平成25年度新患年齢別、＝632
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診断名数： 858(斬患数：632名）
親子並行治擦： 91例（144％）

図5：初診時からのソーシャルワーク介入の状況
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できないため、心の診療体制を整備するためには指定管理料等の公的資金注入が余儀なくされるが、逆

に子と、も虐待やDV対応等の行政的医療を担うことで浜松市のセーフテイネット構築に貢献しており、

当診療所は各方面からのご高評を頂いている。

3．浜松市子どものこころの診療所における取り組み

当診療所初診の約6割を占めている発達障害児の診療では、一般的に幼児期の訓練と学童期以降

の支援が重要と言われている。図2に示すように当診療所では幼児期の言語聴覚訓練(speechand

languagetherapy:ST) と、幼児～学童期のペアレントトレーニング(ParentsTraining:PT)に力を

－33－
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入れており、積極的なサービス提供を行っている。特にPTは浜松医科大学児童青年期精神医学講座の

野村和代助教（現、天竜病院主任心理療法士）のご指導により実施して大変好評であり、平成23年9月

から開設3年間での累積受講者数は2,500名に及んでいる。ST訓練は豊川さくら病院言語聴覚士の太田

章乃先生にご指導を頂き、無発語を伴う重度の自閉スペクトラム症・知的能力症への効果も大きい絵カ

ード交換式コミュニケーション法(pictureexchangecommunicationsystem:PECS)導入に向けて多

大なご尽力を頂き、職員教育を実施して頂いた。当診療所で実施しているSTとPTについて説明を加え

る。

1)言語聴覚療法

平成24年度より部門を設置し、言語聴覚士3名体制でST訓練を実施している。無発語や言葉の

遅れ、構音障害等への一般的なST訓練と共に、 自閉スペクトラム症児で問題となるコミュニケー

ションに対しての訓練を実施しているのが特長である。特に前述した絵カード交換式コミュニケー

ション法(PECS) という專門技法を実施できる市内でも数少ない施設として高評を頂いている。

へ

2）ペアレントトレーニング

自閉傾向や多動傾向等の発達障害を持つ子どもの特性を理解すると共に、子どもの養育における

対処法を学び、子育てが楽しくなるようなプログラムを提供している。初診患者の約2割に実施し

ており、母親の小グループを編成して自助グループ機能も付加している。PTは2週間に1回頻度

で全6回コースにて実施している。保護者からは「日常生活について子どもと建設的に話し合える

ようになった」 「子どもの苦手さが理解できた」等の声があり、好評である。

4．子どものこころの診療所における児童精神科診療について

当診療所は児童精神科の常勤医師2名、非常勤医師8名で診療を行っている。初診時には、かかりつ

け医の紹介状を依頼しており、紹介受診を原則としている。紹介元としては浜松市発達相談支援センタ

ー「ルピロ」が最多で、浜松市保健センター（中央、南、西、北、浜北、天竜)、児童相談所（浜松市、

西部)、病院（浜松医療センター、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院、遠州病院、浜松赤十字病院、市立

湖西病院)、教育委員会、かかりつけ医等となっている。

当診療所は完全予約制であり、受診希望の方には紹介状をご用意頂き、当診療所に電話予約をお願い

している。図6に診療の流れを示し、診療内容の一部について簡潔に述べる。

初診時には相談員（精神保健福祉士、社会福祉士、保健師等）のインテーク面談（約1時間） を行っ

一

てから診察となる。診察時には臨床心理士が同席

して心理検査等による初診時評価を実施してい

る。診察方法は子と．もの年齢により異なるが、幼

児期では医師との質問応答との後に診察室にある

おもちゃ等で遊ぶ様子を行動観察しながら、保護

者から生活での困り感を伺うことが主体となる。

学童・思春期以降は本人診察の後で保護者との面

談を行い、本人と保護者の困っていることを別々

に尋ねるようにすることで、親子関係の問題があ

るかについても確認している。

図6：子どもの心の診療における

初診から薬物療法導入までの流れ

問診･診察･行動観察

季
発達障害,情緒障害等の

医学的評価を実施

保護者によるADHD-RS,MCHAT，

PARS1 CBCL, 5DQなど

こよる 担任教

r､
／

諭にADHD-RS､／

〆？
、､臨床心理士I

と面談 TRFなどを依一
頼発達評

＝

癖‘子ども本人と相談して薬物療法開始 I
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子どもの健康状態（睡眠リズム、食事摂取量など)、身辺自立の状況（摂食、排泄、着脱など)、活動
状況（外遊び、家での遊び、好きなことなど)、感覚過敏の有無、言語コミュニケーションの状況など
を詳細に把握していく。その上で子どもの問題点を保護者と共有し、今後の具体的な取組みの提案をし、
治療方針の決定を行う。親子の具体的な困り感を一つずつ解決しながら診察を重ねていく中で、医師と
保護者の協力体制を十分構築することがまず重要と考えており､初診時に診断告知することは稀である。
子どもが何らかの制度を利用するための診断書発行や保護者が診断を求めた際には十分な時間をとり、
今後の前向きな取組みにつながるような説明を提供するように心掛けている。診断告知の場合には、そ
の後の障害受容の難しさから家族の離散や無理心中に至ることや、深刻な子ども虐待を生じることなど

による子どもや家族の利益を損ねないよう、細心の配盧が必要となる。診断告知後の家族の力動的関係

の調整も考盧に入れて、少なくとも子どもの二親等者の状況（健康状態、社会的状況、子どもや家族へ

の考え方など）の把握により、保護者がどのような経緯で子どもの診断告知を求めているのかを理解す
ることが必要である。

コメデイカルスタッフと協同して親子の生活障害と親子関係を改善するための取組みとして、 ST訓

練、PTだけではなく、相談員を介しての園・学校等の環境調整の他、薬物療法も積極的に実施し、治
療成果を上げている。

'~、

S.おわしﾉに

精神医学における最悪の結末の一つは自殺であるが、我が国の自殺者数は1998年から2012年までの15

年間に亘って毎年約3万人に及んでおり、現在もOECD諸国の中では1， 2位を争う水準である。多く

の医学領域では罹患してからの治療ではなく、その予防が重要と考えられているが、予防精神医学の概

念は未だ確立していない。我が国では卒前・卒後の医学教育において子どもの精神医学を体系的に学ぶ

機会がなく、児童精神科医の養成システムが未整備のため、社会問題化している発達障害や子ども虐待

等に十分対応できていない。

このような状況に対応するため、浜松市子どものこころの診療所は多くの方々のご理解とご支援を賜

り、当診療所は開設3年目にして一定水準の診療を提供することができるようになった。今後も浜松市

の親子の幸せのために、努力を継続していきたいと考えている。

最後に、当診療所開設にあたり多くのお力添えを頂きました前浜松市医師会長山口智之先生、浜松

医科大学精神医学講座教授森則夫先生、同児童青年期精神医学講座特任教授杉山登志郎先生、国

立病院機構天竜病院主任心理療法士野村和代先生､豊川さくら病院言語聴覚士太田章乃先生に対し、

本紙面をお借りし、心より感謝を申し上げます。本稿が会員の先生方に僅かでもお役に立てれば幸甚で

す。

2“§！
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浜松市発達医療総合福祉センターにおける取り組み

浜松市発達医療総合福祉センター友愛のさと診療所小児科

遠藤雄策・鈴木輝彦・平野浩一

【はじめに】

浜松市発達医療総合福祉センター（以下、当七

直営） した医療と福祉が融合した施設である。初

代センター長の杉江秀夫先生（前自治医科大学小

児科教授）がその礎を築かれ、当時としては珍し

い通所、通院のみの在宅支援に特化した施設で、

友愛のさと診療所のほか、成人の4つの施設（定

a105名） と児童発達支援センターひまわI) (定

R80名)、相談支援事業所シグナルが同じ敷地内

にあI)、乳幼児期から成人期までの知的障がい、

発達障がい、身体障がいの方々の在宅生活をサポ

ートする役割を果たしている。

現在は、浜松市の外郭団体である浜松市社会福

祉事業団が指定管理を受け、浜松市子とゞものここ

ろの診療所、発達相談支援センタールピロととも

に当センターの運営に当たっている （図l)。

本稿では、友愛のさと診療所と児童発達支援セ

ンターを中心とした小児期の利用者に対する当セ

ンターの取り組み（図2， 3） を紹介するととも

に､課題や今後の展望についても触れていきたい。

当セ は平成4年に旧浜松市が開設（当時は浜松市ンター）

ﾛ■■■■
ともにあゆむ

混繍輔舗蠕謙組織図
I 震総市社会#認轟闘 一 ｜
|恵忘壷颪息雨褒詞|網舅溌厭| |…罐ﾝ叡11子競鋳ろ'

へ

| -雨ﾓﾝﾀﾆ ｰ｜
児童発達支擾センター

ひまわり

定員80名

| 友愛のさと除療所’

i 定員20名

’
図1

支援が必要な子どもたちを支えるために
～浜松市発達医療総合福祉センター(はままつ友愛のさと)での取り組み～

医療 相談福祉

友愛のさと診療所 児童発達支橿ｾﾝﾀｰ 相談支援事業所 その他事業
ひまわり シグナル療育センター

診療､リハビリ

｜個別療育

嬢型梼定腫期入所) ｜
いちごｼｮｰﾄ |いちごｼｮｰﾄ

三睡毯一|煙蝿鵠リ蕊』
|像寅添簿”麦…

(医療型特定短期入所） 計画相談 県西部子どもの在宅支
援ネットワーク会議 一､

疾櫓型療育グループ

志｜ すずらん…) ' |関係機関面談 はままつ"A研究会： L尭謹寺曝広増 ；

－'権"蕾"…｣園学校等専門家 “演会篇”尭違歓育研修」 巡園素…」 派遣事業三一一

図2

【友愛のさと診療所】

小児科・精神科を標傍し、現在常勤医師は小児

科（小児神経） 3名、理学療法士(PT) 4名（う

ち1名は生活介護施設所属) 、作業療法士(OT)

4名（うち1名は児童発達支援センター所属)、

言語聴覚士(ST) 4名（うち1名は児童発達支

援センター所属)、臨床心理士10名（うち児童発

達支援センター所属1名、相談支援事業所所属1

名)、視能訓練士1名、看護師5名で診療に当た

っている。この他、子と÷ものこころの診療所の山

崎先生が週1回、浜松医科大学の協力で児童精神

児童発達支援センターひまわり

溌

、r､
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科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科の診療をそれぞれ週1回あるいは2週に1回行っている。

小児科、精神科を合わせた新患患者数は平成23年度677名、平成24年度600名、平成25年度477名と減

少傾向であるが、 これは平成23年9月に子どものこころの診療所が開設となり、当診療所常勤医師数が

3名から2名に減少したためである。平成26年度は再び常勤医師3名体制となり、平成26年度上半期は

すでに新患患者数は350名を超えており、年間700名ペースとなっている。 1日平均受診患者数は平成23

年度997名、平成24年度は113.2名、平成25年度は108.8名となっている。

診療は完全予約制で、対象は初診時年齢が概ね15歳以下の何らかの発達（運動発達、知的発達等）に

課題を抱える､気になる子どもが対象である｡対象は､新規患者では自閉症スペクトラム障害や注意欠如・

多動性障害といった発達障がいが過半数を占めるが、再診患者ではダウン症候群をはじめとする染色体

異常症や脳性麻曄、重症心身障害児など医療的依

存度が高い疾患の割合が高くなっている （図4)。

紹介元は保健センター（保健師からの紹介） と医

療機関がそれぞれ約1/4を占め、次いで教育機関

が約20%と多くなっている （図5)。

初診時年齢は0～6歳の就学前が平成24年度が

71.3%､平成25年度が68.3%と約7割を占めており、

低年齢の受診者が圧倒的に多い（図6)。

近年の傾向として発達障がいの子どもの増加や

不登校、吃音、鍼黙といった集団不適応の子ども

の増加、開設から22年が経過したこともあり20歳

以上の成人期を迎えた利用者も増加傾向にあり、

また虐待や保護者・兄弟姉妹疾患等のケースワー

クが必要な家庭の子どもも増加傾向にある。

診療内容は発達障がい・知的障がいのある子とﾞ

もからてんかん、脳性麻痒、重症心身障害の子とﾞ

も等、対象が多岐に渡る。そのため薬物療法の

他、応用行動分析(ABA) を基にした認知行動

療法や感覚統合療法、ボツリヌス療法、呼吸理学

療法、摂食嚥下訓練など幅広い治療環境を提供し

ている。特に応用行動分析(ABA)に基づいた

支援は臨床心理士が中心となり、発達障がい・知

的障がいのみならず、何らかの支援を必要とする

子どもを持つ保護者にとって有効な支援コンセプ

トとなっており、後述する『はままつABA研究会』

を通じて、地域の診療・療育レベルの向上にも関

与している。また呼吸理学療法ではPTが中心と

なし) 、肺内パーカッションベンチレータ (IPV)

やカフアシスト (MIE) なと､の最新の治療器具

を取り揃えており、筋ジストロフィ一や脊髄性筋

友愛のさと診療所初診時診断(平成25年度）

r詞

図45％

友愛のさと診療所紹介元(平成25年度）
口コミその他

再来

4

一

図5

友愛のさと診療所新規患者数年齢別
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委縮症などの神経筋疾患や重症心身障害児者の呼吸機能維持に役立てている。摂食嚥下訓練はSTが中

心となり、浜松医療センターやつぱさ静岡と連携し、摂食嚥下機能向上に向けての指導を行っている。

医師やコメデイカルスタッフによる個別一般診療の他、①保護者対象のペアレント ・ トレーニング、

②学童期の発達障がいを有する子どものためのソーシャル・スキルトレーニング(SST)、③運動が苦

手な子と･もが対象のグループ、④吃音を持つ子どものグループ、⑤鍼黙を持つ子どものグループ．、⑥思

春期・青年期以降の発達障がいの子と、もが対象のグループ.、⑦児童発達支援センターひまわりと協働し

て各種就学前療育グループ（発達障がいや知的障がいを有する子どものグループ、ダウン症候群を有す

る子どものグループ、肢体不自由を有する子どものグループ、重症心身障害児のグループ等）など幅広

<支援体制を整えている （表l、 2参照)。

対象条件
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2発達障がい児の並行通園グループ

幼稚園･保育園に就園中の3.4.5歳児(年少･年中･年長)で多動･自閉傾

向,言旙の遅れがあり､｢進路の見直しが必要と思われる児｣｢母子療育が
）

必要と思われる児」

幼稚園･保育園に就園中の4.5歳児(年中･年長)で発達の偏りを伴う発達陣

がい児

3染色体疾患のある児のグループ
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表1浜松市在住の浜北特別支援学校に通う重症心身障害児すずらん
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！ ヴOTSTの個別酬継を終了児した学童の中下､主治医や担当のセラピス

ルーブ活動が必』産と思われる児と操霊者
ｸラブ

守
分
■

111
qJU

唾

＃
期

で認定を受け区役所で医療型(重心)の支給を受けた方)

218歳以上

･区分⑥に該当、気管切開を伴う人工呼吸による呼吸管理を行っている
.区分5以上に該当し､進行性筋萎縮症に罹患している方

･区分5以上に該当する重症心身障害者

重症心身障害児(者）いちごｼョート

個別心理受診中で来春就学を控え､就学のためのﾚテｨﾈｽを整えることで

適応が促されると思われる年長児
年長学校ごっこ

集迩場面でのルールや恩情ｺﾝﾄﾛｰﾙのトレーニングを必要とする発達陣
がい等の小学生

臨
床
心
理
士
が
実
施
す
る
グ
ル
ー
プ

小学生SST

患春期.青年期(男子）発達輝欝等をもつ思春期･青年態男子
ケームクラブ

参加者の 発達障害等をもつ思審期･膏年鯉のお子さんの保簸者
保瞳者

友
愛
の
さ
と
診
療
所

ゲーム

クラブ

連障害等をもつ思春期･青年期の女子

髭
ガールズ

クラブ
思春期･青年期女子

ヘアレント

レーニング
発達障害等をもつ児の保護者保臓者

珊面鰄黙児の保護
者の合同コンサル

テーション

保渡者 溺議繊黙児の保腱者

保薩者 吟プﾔグ蕊； 齢鶏の吃音に悩んでいる児とその保誰者吃音児グループ

ﾚﾝジｴﾙﾏﾝ虚陰欝の児の爆護者
2歳未満の運動発達に心配のある児とその保護者

保渡者アンジェルマンの会その他業主

表2‐らつこちゃんグルー

プ
保讃者
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教育機関との連携にも力をいれており、浜松市教育委員会と連携した発達教育研修、児童発達支援セ

ンターの保育所等訪問支援事業として園・学校訪問、浜松市単独事業としての巡回支援事業、学校の先

生方と行う関係機関連絡会議なども実施している。

さらに後述する『県西部子どもの在宅支援ネットワーク会議（協議会)』で挙がった意見を基に、平

成25年度より近隣の浜北特別支援学校の医療的ケアを有する児童を対象とする放課後学童保育を児童発

達支援センターひまわりの日中一時支援事業（すずらん） として開始した。平成26年度からは在宅で生

活する重症心身障害児者を対象とした医療型特定短期入所（日帰りショートステイ：いちごショート）

も開始した。

日中一時支援事業は福祉サービスの一つで、国が定めた施設基準が比較的緩やかで、 また実施施設や

利用者にとっても自由度が高く利用しやすい福祉サービスであるが、 1時間毎の利用料金制となってお

り、低額な料金設定であるため、実施施設にとっては利益がでにくい（医療的ケアのある子どもを受け

る場合、必然的に看護師配置をするため赤字となる）構造となっている。今回その制度を選択するに至

った理由はいくつかあるが、最大の理由は特別支援学校に在籍している歩行可能な子ども （つまり重症

心身障害児の認定を受けられない)で医療的ケアを有する子どもも利用できるようにするためであった。

近年の医療技術の進歩に伴い、そうした子ども達が福祉制度の狭間にいるため、利用可能な施設が限ら

れているのが現状であり、今後、制度の改善が望まれる。

医療型特定短期入所も福祉サービスの一つであるが、重症心身障害児者のショートステイ不足解消の

ため平成24年度より無床診療所でも実施できるように法改正され、入院ベッドを持たない当診療所でも

実施可能となった。医療型特定短期入所はl日預りが原則で施設基準や対象の制限（重症心身障害児者

の認定を受けているもののみ利用可能）がある一方、報酬単価は比較的高く設定されている。重症心身

障害児者に認定されない医療的ケアを有する子どもに関しては、先に挙げた日中一時支援事業を活用し

て弾力的に運用を行っている。

近隣の医療・福祉施設と連携し役割分担をしつつ、これまで不足していたサービスを提供し、在宅支

援のより一層の充実を図っている。今後はアウトリーチ（訪問看護、訪問リハビリ、訪問診療など）の

充実を図っていきたいと考えている。

風

“

【児童発達支援センターひまわﾚﾉ】

複雑に分かれていた18歳未満の福祉サービスは平成24年の児童福祉法改正に伴い児童発達支援事業に

一元化された。それに伴い児童デイサービスとして運用していた『ひまわり』は児童発達支援センター

に移行した。

児童発達支援事業では、①直接処遇（療育事業）のみを行う比較的小規模の児童発達支援事業所と、

②直接処遇（療育事業）に加えて「相談支援事業」と「訪問支援事業」も行い地域の基幹施設となる児

童発達支援センターに大別される。

平成26年4月現在、浜松市内には12の事業所があるが、このうち幼児期も対象としているのは9つの

事業所であり、多くは10～20人規模の児童発達支援事業所である。浜松市内には『ひまわり」の他、 『根

洗学園」 『ひかりの子」の3事業所が児童発達支援センターとして登録されているが、発達障がい、知

的障がい、肢体不自由、重症心身障害児の全ての障害に対応できているのは『ひまわり』のみである。

『ひまわり』は現在、定員80名（そのうち10名は重症心身障害児対象、 60名は毎日通園部、 10名は親

子通園部)で運営している。長年、定員40名で運営を行っていたが、近年のニーズの増加に対応すべ<、
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平成23年度から定員60名に、平成24年度から定員80名に定員数を短期間に2倍に増やした。それでも例

年定員の2倍近い申し込みがあるが、現在の施設では部屋の確保が困難であるため、今後の対応を検討

中である。

『ひまわり』毎日通園部は就学前（主に幼稚園年代で一部2歳代の子どもも在籍）の子どもが対象で、

全員単独通園（保護者は付き添わない）である。定員10名の重症心身障害児クラスには子ども2人に対

してスタッフ1名を配置、看護師とST、OTも所属し、医療的依存度が高い子ども （今年度は人工呼吸

器管理使用2名をはじめ、何らかの医療的ケアを有する子どもが8名）に対応している。また人工呼吸

器管理や胄瘻、気管切開管理をしながら歩行可能な子どもも在籍している。

残り60名のクラスの内訳は、 50名が発達障がい、知的障がいを有する子どもであり、 10名は肢体不自

由を有する子どもである。近年の傾向として、保護者のどちらかが外国籍である家庭が約4分の1を占め、

また一人親家庭や生活保護家庭、被虐待の子どもが増加してきている。

『ひまわり』親子通園部は一般の幼稚園・保育園に通っている発達障がい・知的障がいを有する子ど

もが週1回あるいは2週に1回通う並行通園が7グループ、就園前の肢体不自由を有する子どものグル

ープやダウン症候群を持つ子どものグループ、発達障がい・知的障がいを持つ子どものグループ等4グ

ループがあり、その他浜松市独自の発達支援広場施設型として発達障がい・知的障がいを持つ子どもの

グループが6グループある。この他、先に挙げたように医療制度で行っているグループも多くあり、合

計すると20以上のグループを提供している（表1， 2)｡ lつのグループあたり10～15名の子どもが在

籍し、週1回あるいは2週に1回、 2時間ほどの療育メニューに参加している。

『ひまわり』のもう一つの重要な役割として、アウトリーチ事業がある。一つは児童発達支援センタ

ーで義務付けられている『保育所等訪問支援事業』、 もう一つは浜松市独自の施策である『保育所等巡

回支援事業』である。どちらも臨床心理士や保育士等の専門性を持つスタッフが園．学校訪問するとい

うことは共通点であるが、決定的に異なるのは『保育所等訪問支援事業』は子ども（保護者）の希望で、

その子どものために園・学校訪問を行う事業であり、 『保育所等巡回支援事業』は園や学校からの要請

で園・学校全体を支援する目的で行う事業である。これらの事業を通じて浜松市内の多くの園・学校へ

直接支援を行っている。ちなみに平成25年度の『保育所等訪問支援事業』の利用数は、全国の都道府県

と政令市の中で、浜松市が全国1位であり、浜松市全体の83％を『ひまわり』が実施している。

児童発達支援センターとして義務付けられている相談支援業務は、同じ敷地内にある相談支援事業所

｢シグナル』で対応している。 『シグナル』では、 『ひまわり』をはじめとする児童発達支援事業の利用

に当たって必要な計画相談を立案したり、モニタリング訪問を行うほか、友愛のさと診療所の受診予約

を受ける医療連携室の役割も果たしている。

/凧

/銅、

【教育との連携】

支援を必要とする子どもを対象とする以上、医療･福祉に加えて、教育との連携は必要不可欠である。

現在、当センターでは教育との連携を図る以下の5つの事業を行っている。①関係機関連絡会議、②発

達教育研修、③保育所等訪問支援事業、④保育所等巡回支援事業、⑤発達支援学級担当教育研修の5事

業であり、このうち②と⑤は浜松市教育委員会（教育センター） との共同事業である。

①関係機関連絡会議では、当診療所を受診している子どもを対象に学校や園の先生と情報交換や学

校・園での対応方法の助言を年間120～130件行っている。

②発達教育研修では、学校のふつう級に在籍する何らかの支援を必要とする児童を中心にクラスあ
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るいは学校・研修受講者のスキルアップと対象児童の適応向上を目的とし、毎年幼稚園l園、学

校1校を指定園・学校とし、月1回ペースで継続的な助言を行うものである。

③、④については【児童発達支援センターひまわり】の項で述べたので割愛する。

⑤は特別支援学級（浜松市では発達支援学級と呼ぶ）を初めて受け持つ教員を対象とし、講義と 『ひ

まわり』での現場実習をセットとした初任者研修である。

このほか、西部特別支援学校・浜北特別支援学校にPT、OTを年3回派遣し、姿勢管理等について助

言を行っている。

【地域との連携】

●毎年7月には地域との交流を目的とした『友愛のさと祭りjを開催し、利用者や地域自治会の方々を

はじめ毎年多くの方に当センターまで足を運んでいただいている。

●平成20年より 『県西部小児リハビリテーション勉強会』を立ち上げ、当センターと聖隷クリストファ

ー大学、浜松医療センターが幹事を持ちまわる形で、 2カ月に1回のペースで開催している。近隣の

医療機関･療育機関などで小児に携わるPT、OT，STが毎回30～40名集まって、事例検討や研究発表、

実技演習、講師を招いて講演会の開催などを行い、地域の小児リハビリテーションレベルの向上と各

機関の連携向上を図っている。

●平成21年より、臨床心理士の奥田健次先生をスーパーバイザーに招いて『はままつABA研究会』を

年3回開催し、臨床心理士や保育士、教員等が事例検討を通じて、ABAの技術向上を図っている。

●平成23年より『県西部子どもの在宅支援ネットワーク会議(協議会)』を年3～4回開催し、医療･福祉・

教育・当事者・行政の関係者40名前後が一堂に介して、顔の見えるつながりを作りつつ、課題の共有

や今後の方向性について検討を重ねている。

'凧

【調査・研究や実践、課題と今後について】

医師主導で浜松医科大学小児科と共同した「精神運動発達遅滞における遺伝的原因の探索研究」や浜

松医科大学精神科と共同した「子どもの発達に関する調査・研究｣、当センター独自の「発達障害を持

つ子どもの治療介入効果の検討｣、 「厚生労働省平成26年度重症心身障害児者の地域生活モデル事業」

等を行っている。臨床心理士やPT、OT等も学会発表、論文発表を行っており、臨床レベルの向上、当

センターからの発信を積極的に行っている。

先述の如く、近年、DV家庭やネグレクト家庭も含めて何らかの心的外傷を負った子ども （多くはそ

の保護者も）が増加傾向にあり、現在は精神科医師に依頼しているトラウマ処理について、今後当セン

ターでも対応できるような体制作りが必要と考えている。また教育機関との連携は重点項目の一つであ

り、学習障害(LD)支援についてもエキスパートの育成が必要であると考えている。その他、発達障

がいに関する現状や取り組みについては、子どものこころの診療所の項にお讓りするとして、最後に重

症心身障害児者をはじめとする重度の心身障害を持つ方々の課題と今後の取り組みについて少し言及し

たい。

平成20年の静岡県の調査では、身体障害者手帳1級または2級を持ち、かつ療育手帳Aを取得してい

る重症心身障害児者に該当すると思われる方は1678名、 このうち施設入所者は461名で、残り1217名が

在宅で生活を送っている。また年々医療的ケアを必要とする子どもの数は増加しており、浜松市内で

NICUを持つ4病院で在宅人工呼吸器管理を行っている18歳未満の子どもは平成24年ll月は26名であっ

凧
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たが、平成26年4月は29名に増加している。在宅酸素(HOT)や経管栄養、導尿、気管切開管理等何

らかの医療的ケアを行っている子どもは平成24年ll月は190名だったが204名に増加している。今後もこ

の傾向は継続すると思われ、医療的依存度が高い子どもと家族の在宅生活を支える仕組み作りが必要不

可欠である。

『県西部子どもの在宅支援ネットワーク会議（協議会)」では、①介護保険のケアマネに当たる存在が

おらずサービス利用にあたって保護者の負担が大きい、②訪問支援（看護、 リハビリ、診療等）で小児

に対応できる医療機関が限られる、③入院した病院で利用できるサービスや在宅支援が異なる、④緊急

で利用できるショートステイの不足、⑤どこでどんな医療・福祉サービスが受けられるかわからない、

⑥行政圏域の壁や地域偏在の問題、⑦教育が受ける権利の問題、⑧災害時の対応、⑨縦(退院から在宅、

園から学校、学校から福祉、小児科から成人科への移行など） と横（医療・福祉・教育・行政機関など）

のつながりが薄い等の課題が挙がっていた。

①、③に関しては静岡県が養成した重症心身障害児者ケアマネジメント養成研修を受けた相談支援専

門員と各病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)、地域保健師が連携することで、シームレスな在宅移

行と在宅支援を行えると考え、コーディネーター会議を今年度から開催している。現在、在宅移行地域

連携パスを作成中である。②、④に関しては、協議会に参加している各法人でそれぞれ役割分担を行い

つつ、徐々に受け皿は拡大中である。⑨についても協議会を通して、縦と横のつながりが強くなってき

ていると実感している。⑦、⑧については今後の継続検討課題である。

そして県小児科医会の先生方に是非ご理解．ご協力いただきたいのが、⑤に関してである。今年度受

託している厚生労働省『重症心身障害児者の地域生活モデル事業』で、静岡県西部地区のすべての診療

所の先生に質問紙調査をお願いさせていただいた（平成26年10月～12月)。この会報が発行されるころ

には集計結果が出ているものと思われる。平成27年1月24日出14時～17時にはモデル事業の一環で、 『小

児在宅医療技術講習会」を浜松市医師会館で開催を予定している。少しでも多くの先生方に足を運んで

いただき、予防接種や感冒等一般診療、そしてもう少し踏み込んで在宅支援診療所としての関わり、訪

問診療などにも興味を持っていただき、子ども達の在宅支援に携わっていただけるとありがたい。

風
一

/“、

【おわりに】

当センターを利用する子どもは支援を必要とする子どもとその家族である。昨今の福祉や教育の動き

は、特別な支援を必要とする子ども達に特別な手厚い支援体制を提供できるよう、児童発達支援事業所

数や利用者数が急激に増加し、 また特別支援学校や特別支援学級の数、生徒数も急激に増加している。

これは行政の施策によるものであり、一見するとより良い方向に向かっているようにも見える。しかし、

こうした特別な支援を強化することで、支援を必要とする子どもは地元から離れて通園・通学すること

なり、地域の保育園・幼稚園・学校にはそうした子どもたちがいなくなる事態を招いている。その結果、

保育園・幼稚園・学校の許容範囲（受け入れ態勢）が狭くなり、 ざらに次に適応ができない子どもたち

が居づらい環境となってきている印象がある。そうした環境で育つ他の子ども達は、 より狭い許容範囲

を持つことになる。また児童発達支援事業所や支援学級の急激な増加に伴い、それぞれの質の低下も否

めない。文部科学省が提唱するインクルーシブ教育の理想からどんどんかけ離れていっているように思

える。

本来すべての子どもが何らかの支援を必要としている（一人で育つ子どもはいない）のであり、必要

としている支援の内容や量が異なるだけである。特別な子どものための特別な支援ではなく、子どもが
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必要としている支援をさりげなく、当たり前に提供される世の中であってほしい。普段から地域に色々

な子と÷もが生活し、交流し、 ともに地域社会の構成員であることを知っていただく必要があり、発達障

がい・知的障がいから重症心身障害に至る様々な特性を持つ子ども達が地域に根差して安心して生活し

ていける環境が必要である。

地域の小児科の先生方の存在はとても大きく、先生方が中心となり子ども達の命の安全と生活の安心

を提供していただけることを期待したい。そして当センターでも今後もそうした地域社会の実現に向け

て、努力していく所存である。

【福祉制度について参考となるホームベージ】

・厚生労働省『医療的ケアを必要とする重症心身障害児の福祉について』

http://wwwmhlw.go.jp/nle/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000053134pdf

･東京都『短期入所事業者向け研修会』

http://www"fukushihoken.metrotokyojp/shougai/jigyo/tankinyuusho_shiryoufiles/kijun_houshuupdf一

一

〆

－43－



静岡県小児科医会会報NO30

■会員寄稿■

私の愛読書く古事記〉

藤田小児科医院藤田武史

有名な歴史学者、アーノルド・ トインビーは、語っています。 「どの民族、どの国家も、 12～13歳頃

までに「その民族或はその国家の神話」を教えられていない民族や国家は、全て滅亡している』と。 「日

本の神話」は、 『古事記』や『日本書紀』その他、 『風土記』や地域の『昔話』によるものだが、大東亜

戦争後アメリカ占領軍:GHQを率いるマッカーサーが、二度と日本人が戦争を起こす事が無い様にと、

日本国家の弱体化を目的にして、 日本国家の基本を破壊するための様々な方法を取って来たと言われて

おります。其の内の一つに、学校教育の場での「神道」と共に、 「日本の神話」を学ばせることを禁じ

たために、我々日本人は、 日本国家の起源や、古代史さえも教えられず、 日本国家の拠って立つ所を知

らなくなってしまい、今では日本国民の大多数が、 日本の神話・日本の古代史．神武天皇以降の万世一

系の皇統の歴史さえも知らず、かつ軽んずるようになって来ました。そこで私は、 自分の子や孫が「未

来永劫存続する日本国家」の国民として生き延びて行けるようにと、子や孫のために、アーノルド． ト

インビーの言葉に従い､日本の神話を学びたいと思い､古事記(神代～人代)を愛読しているわけです｡｢天

之御中主神（アメノミナカヌシ） ・高御産巣日神（タカミムスヒ） ・神産巣日神（カミムスヒ） ： 《造化三

神》による天地開關｣、 「別天つ神（コトアマツカミ)｣、 「国之常立神（クニノトコタチ）から伊邪那岐

(イザナキ） ・伊邪那美（イザナミ）に至る神代七代｣、 「伊邪那岐・伊邪那美による国生み｣、 「伊邪那美

の死と伊邪那岐の黄泉の国訪問｣、 「天照大御神（アマテラス) ･月読命（ツクヨミ） ･建速須佐之男尊（タ

ケハヤスサノオ） ：三貴子の誕生｣、 「天の石屋戸物語｣、 「須佐之男の高天原からの追放｣、 「須佐之男の

八俣大蛇退治｣、 「国つ神：大国主命と、因幡の素兎（イナバノシロウサギ)｣、 「大国主の国讓り」、 「出

雲大社｣、 「天孫降臨｣、 「海幸彦・山幸彦｣、 「神武天皇（カムヤマトイワレビコ）の即位に始まる日本統

一の物語…神武東征｣、 「倭建（ヤマトタケル） と草薙剣」…等々神武以後の、世界でも存在しない2670

年以上続く男系皇統の家系図・日本国家の歴史、他「三種の神器」等々、様々な物語が出て来て、宇宙

開關からの長い歴史に基づく日本文化の醸成、それに基づく日本人の宗教（神道等）観．人生観．思考

様式・生活様式・日本の伝統文化である和歌短歌（万葉集に収録されている須佐之男の歌）俳句や、 “も

ののあわれ”を表す日本文学・茶道・華道・武士道等々、 日本文化への興味は尽きません。古事記を熟

読して改めて、長い日本の歴史に基づく深い宗教観から派生する穏やかな人間性を、長い歴史をバック

ボーンとして持つ日本民族は、世界に誇れる民族である事を実感している日々です。皆様方も時間があ

れば、 日本国家が消滅しないために、子や孫達に伝えるべき 『日本の神話jを今一度見直し、 「古事記」

或は「日本書紀」に、お目を通して頂ければと思います。

/無、

〆愈患
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自己抑制の中枢眼窩前頭皮質

河井医院河井 栄

「最近の若者は……だ」という話はいつの時代でも多く見られます。いつの時代も若者の欠点を嘆く

年長者が多い証拠であると思います。同様に井戸端会議で話し出すきっかけになるのが、 「最近いやな

事件が多すぎますよね」とか、 「こわいですね」という言葉で始まるように思います。それにつけても

ホントに類似したイヤな事件が多すぎると思います。昔「吉展ちゃん事件」というのがあり、誘拐して

お金をとろうとした事件がありました｡他の殺人事件と異なり連日トップニュースとしての報道でした。

私は、 まだ子どもの頃でしたので、どうしてかと親にたずねると小さな子どもを手にかける（殺す） こ

とは、一番極悪なことで、許されることではないと教えられました。

今年の12月の新聞に「子ども連れ去り100件に」という記事がありました。04年に141件もあった13才

未満の略取・誘拐事件は08年に63件まで減少しました（これでも多すぎです）が、今年は11月で三ケタ

にのぼったということです。抵抗できない子どもを自分の思い通りにしたいと、だまして連れ去るよう

です。他者の痛みに気持ちを寄り添わず、 自己の欲望を制御せず、行動を起こすことに不思議を感じま

す。私の母は明治生まれで、毅然と生きる軸のようなものを小さい頃に植えつけました。嘘（偽） と悪

はいけない、真・善・美をたたみこまれたように思います。嘘をついて、一時は他人をだませてもつき

通せない、天知る地知る我知るで自分をだませない。他人をだましたり、妬んだりは云うに及ばず、 自

慢したいとか、いやしい気持ちになるとキッとした目で見返されると反省(例のサルのように足を揃え、

頭を垂れ、手をついて）の気持ちがわきました。言い訳をすることも美ではないと毎日の生活で感じま

した。この書き出しも長々と書きすぎて反省していますが許して読み続けて下さい。

自己抑制できないのに、 さらに脱法ハーブ（危険ドラック）を吸って抑制を取り除き事件をおこして

います。何故このような若者が大量生産されたか、欲望のコントロールをどうすれば可能かを話してみ

たいと思います。

私は平成8年にパート医師で下田へ、平成10年より下田で開業医の末席を濁しております。夫は東京

の勤務医でしたが平成3年に、故郷の両親の病院を継いで下田入りしました。私は大学で2年間自主研

修をし、昭和45年東京の九段坂病院、46年国立小児病院、 57年関東労災病院を勤務した後、夫のいる下

田に入りました。下田でも都会と同様に学校の先生は、子ども達に悩まざれ、過敏性腸症候群やうつ状

態など身体的精神的悩みを持っている方が多くいました。先生方の病気を見るようになったのは、下田

に来てからです。関東労災病院に勤務していた時は、不登校の子どもが頭が痛い、おなかが痛い、脚が

動かない、だるいと言って保健室に行く回数が多くなり、親に連れられて医者のもとに来ました。原因

は学業成績が悪くなったり、友人関係に問題があったり、ダラダラして先生に叱られ、身体的、精神的

変化が現れました。親、先生そして医者がともに協力して原因を探り、団結して解決の手順を立てまし

た。母親は自分の果たせなかった夢を子どもに託し、子どもがその夢に付き合うことに疲れてしまった

という例が多かったように思います。偏差値という一つの価値観にくくられることへの抵抗もあったか

と思います。非まじめのすすめという本を読ませたりもしました。

この様な柔順な子どもの次に問題になったのはイジメや学級崩壊､あるいは理由もなく学校へ行かず、

親もそのまま自由にさせていて、診察にも来ないという不登校児でした。下田で子どもと先生の両者を

凧

“
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見るようになり、子どもに付いて来た先生を見て、先生の病気は、この子どもたちが原因と察し、 「先

生は他の生徒を残して、この子について来たのはわかりました。先生は学校へ戻って下きい。養護の先

生と一緒に考えます｡」と対応しました。

その頃の育児害の多くは、ほめて育てよう系が多く、辛口の叱る系の本は見向きもされなくなりまし

た。この期間が長く、子どものペット化に拍車がかかり、子ども王様、親家来の育児となりました。不

登校の次は家庭内暴力、さらに引きこもりやニートヘと進みました。さらにそうなった人達が大人とな

り、子どもができると、子どもを虐待したりネグレクトしたりして育児を放棄してしまう事件が増加し

児童相談所も多忙となり、児童相談員も丁寧な相談者になれなくなるという時勢になりました。子ども

が小学生になると親はモンスターペアレントになり、子どもは学級でお荷物生徒になり、先生や同級生

から相手にされなくなり小lプロブレムの主役となります。このような生徒の割合は、小学校で増加し

続けています。子育ての環境が変われば子どもの発達が異なることは、経験的に見て皆が知っています。

日本人の子どもが、欧米で生まれ育てられれば日本語も英語も話せます。氏より育ちということわざも

あります。さらに特殊な環境に育った例があります。

狼に育てられた少女の本から、人間の脳は育て方により狼のような脳にもなれることがわかります。

彼女は四肢で山を走りまわり鋭敏な嗅覚で獲物を感じ、 とらえ、生肉に口を近づけて食らいつく。言葉

の代わりに遠吠えもできる。人間世界につれ戻されたときは7－8才<､らいでした。ビスケットを手か

ら口でなく、手から手にもらい、 2本足で歩く練習をしたり、テーブルマナーを身につける練習をし、

服も着ました。しかし言葉は50語余りの単語をかたこと程度に言えたようですが、その後進歩はありま

せんでした。

言葉を習得する期間の臨界期は、 7－8才と言われています。彼女の場合、普段使わない神経細胞の

神経線維ネットワーク （シナツプス）は刈り込まれて消滅してしまっていたのです。逆に狼として生き

るに必要な脳細胞は生き続け能力を発揮したのです。

臨界期で良く知られているのは視覚です。生後数カ月間光の刺激を受けないと、視覚システムが構築

されず一生が失明のままです。視覚の臨界期は生後数ヵ月と云われています。

さらに最近の脳科学の進歩でもう一つの臨界期があることがわかりました。眼窩前頭皮質の自己抑制

の中枢です。相手に感情移入したり、共感したり、 自分の感情や欲望を抑制する中枢です。感受性期は

胎生期末期から2才半くらいまでで、臨界期はせいぜい3才までと云われています。乳児期に飢餓、虐

待やネグレクトを受けるとこの中枢が育たなくなり、その後の生涯に大きな影響を受けることがわかっ

てきました。この中枢の発育には親子（親子でなくても、乳児をお世話する人と乳児）の問でアタッチ

メント ：愛着と信頼の相互の絆：が大切です。この絆が育まれた後に、乳幼児の増大する欲望に、親は

凛とした態度で断念の芽をつくりシナップスを育てておくことです。これが眼窩前頭皮質の自己抑制の

中枢を育てる必要十分条件です。動物脳の大脳辺縁系と人間らしい知性や理性をつかさどる大脳皮質の

前頭前野は直接のシナツプスがなく、眼窩前頭皮質を経過するシナップスで連結しています。

4才児のマシユマロテストというのがあります。児を一人ずつ実験室に入れ、お留守番をしてもらい

ます。テーブルの上にはマシュマロが置いてあり食べないことを約束し、守れれば2つあげると云って

試験者は、出て行きます。苦痛もなく約束を守れた児もいれば、菓子を見ない様に歌を歌ったり、絵本

を見て気をまぎらして努力する子もいます。あるいは試験者が出て行くとすぐ食べてしまう子もいまし

た。この被試験者を18才になるまでフオローしたところ、我|曼できた子は学業もまじめな青年に成長し

ましたが、すぐ食べた子は小さい頃から問題をおこし学校も続かなくなり、法を守らない子もいたそう

/~、

/傘、
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です。これからもわかるように自己抑制の能力は3才までに出来上がり終生収得できるようです。

親から自己抑制の芽を育てられた幼児は毎日の生活の中や遊びの中で、 自己抑制の場面はいくらでも

あります。子と÷も同士遊んでいると他の子の使っているおもちゃをほしがる子が必ずいます。その時は

断念の芽を太くするトレーニングのチャンスです。遊んでいる子に「貸してあげなさい」ではなく、お

もちゃをせがむ子に「あの子がおもちゃにあきたら次に貸してもらおうね」と少し我'|曼させる。おもち

ゃで遊んでいる子には「あきたら次に貸してあげてね」と声をかけておけば、気になってしばらくする

とハイと渡してくれます。他者の気持ちに配慮ができる協調性や思いやりが遊びの中で生まれます。す

ぐ"に「貸してあげてね」という声かけは多く見られますが、借りる方は、待つガマンのトレーニングに

はならず、貸す方にも不満が生じ、他者を思いやるという心が生まれにくいように思います。

眼窩前頭域は、前頭前野のうち眼窩上の大脳皮質のごく一部です。

前述したように動物脳の大脳辺縁系と人間らしい知性や理性をつかさと・る前頭前野大脳皮質の間は、

直接のシナップスがなく、眼窩前頭皮質を経過するチャンネルしかないようです。繰り返しになります

が使われない神経線維シナップスは刈り込まれ、大脳辺縁系の暴走：感情爆発：をコントロールできな

くなり、大脳皮質の人間らしい判断のできる脳を使うことができません。眼窩前頭皮質の働きは前述し

たようにl)自己抑制の中枢2)相手に感情移入できる能力 3)相手に共感する能力、 さらに 4)

物事を建設的に解決する能力 5）心を表情に表し、表情から心を読む能力にも関与する中枢です。

日本では乳児期に愛情たっぶりに育てられた子どもが自己制御のかからない、 自己欲望に対しブレー

キのかからない人間に育っていきました。アタチメントだけが大切だという育児害が氾濫していたから

でしょうか。今、理解し難い犯罪の多くは眼窩前頭皮質のシナップスが刈りこまれたことにより、 自分

の身勝手さが暴発した行為という共通点でくくれるのではないでしょうか。理性とあれ狂う本能の間を

連結する眼窩前頭皮質のシナップスがないために生じた犯罪で、 自分勝手な計画をたて、相手に感情移

入ができない人間に育ってしまった事によると考えらないでしょうか。子と､も王様親家来の育児がいけ

なかったと思います。親は普通の価値尺度で、良くないと思う事には、子どもの小さな時にはすぐ､に、

簡潔に態度や言葉で伝えれば良い事です。親の一方が過干渉気味に伝えすぎれば他方の親が少し遅れて

寛容の態度を示せば、又、 4－6才の幼児になれば、子どもにも、複雑な応用編の問題として脳に課す

ことができます。両親の意見の不一致は絶対にいけないこととは思いません。

生まれたすぐからお腹がすいても泣かない子にするため、 自律授乳でなく規則授乳法にしてガマンを

強いたり、又泣いてる子を泣くのも仕事だからと長時間様子を見るのも切ないものがあります。自己抑

制の脳の感受性期は胎生後期から2才半と言われています。

≦

一

大脳新皮質 大臘辺縁系

函|や

脳幹品

｢その子育ては、科学的に間違っています」河出書房新社國米欣明著
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私見ですが、離乳食をあたえはじめる頃とか赤ちゃんが親の表情をじっとみつめて読み取ろうとする

様子が見えだす頃とか、ハイハイができて行きたい所へ自分で動き始め、段差のところで行くか止まる

か祷跨し始める月令くらいでも遅すぎないと思います。

叱らないで100％子どもの要求を満たそうとすれば、子育ては努力の割に結果が出ずに逆効果です。

しかも親達は育児を難しいと思ってしまいます。子育てを楽しいと思う親の割合は、世界中で日本が一

番低いようです。親も子も喜べる育児、又次の子第2子や第3子もほしいと思える育児に切り替えるよ

う小児科医のする仕事は多いと思います。予防注射のおかげで感染症が減少し、栄養状態がよく、乳児

は育てやすいのに少子化です。小児科の仕事が減るのではないかという空気がありますが、決してそう

とは思えないと感じています。

「最近の若者は（母親は）……だ」と嘆く年令は、若い小児科医にも、すぐ､来ます。小児科医も忍耐

強く子とゞもの忍耐を育てる努力をしましょうよ。

ユー可

戸匹

（
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■新規開業医御挨拶■

開業1年を迎えて

まつばやしこどもクリニック松林里絵

2013年10月2日に浜松市中区幸の地にビル開業しました「まつばやしこどもクリニック」の松林里絵

と申します。後進の先生方の参考のために、開業について自分の経験を書くよう依頼されました。あま

り参考になるような事が書けるとは思えませんが、開業1年を迎え、振り返りも兼ねて書いてみようと

思います。

私の場合ビル開業で、その中でもかなり特殊なケースではないかと思います。同じメデイカルビル内

に3クリニックありますが、私が話をいただいた時には既に2つのクリニックは決まっていました。そ

のため空いている場所もは当然1ヶ所、 しかも開業までに10ヶ月しかなかったため、あれこれ悩んでい

る暇はありませんでした。超特急に乗って開業まで突っ走ったような感覚です。しかし、 しっかりした

サポートがありましたので、脱線することなくたどり着くことができ、ありがたかったです。

ただ、自分自身としてはリサーチ不足でしたし、心構えも不十分で、開業当初は右も左も全くわから

ず、この点は反省点です。夫も小児科医で、将来的にいつかは開業、開業するなら私がまず先に、 とな

んとなく思い描いてはいましたが、具体的な行動に移すことなく過ぎて来ました。 しかし、 50歳を超え

て定年を意識し始め、そろそろ将来設計をしっかり考えなければならないと夫婦で話していたところで

す。そんな時に思いがけず今回の開業の話があり、条件も良かったので決心しました。自分にとっての

開業適齢期に、良いご縁があったわけです。

クリニックの間取りや内装については、設計士の方にほぼお任せでしたが、出来栄えにはとても満足

しています。メデイカルビルであることを利用して、 レントゲンは他のクリニックに依頼するスタイル

にしました。その分スペースが広く使えて良かったと思います。あえて言うなら、スタッフルームをも

う少し広くするべきだったと思います。今後開業される先生方には、スタッフルームを広めにされるこ

とをお勧めします。

融資を受ける金融機関ですが、 自分の場合は諸条件から銀行にしましたが、両替や日々の入金業務を

考えると、信用金庫の方が良かったようです。実際に比べたわけではないのでわかりませんが、他の先

生たちの話を伺って反省しています。

開業のノウハウについて書くように、 とのことですが、私の場合は全くのお任せです。あえて言うな

ら信頼できる人たちとの出会いでしょうか。そしてスタッフの人選はとても重要だと思います。当院の

スタッフは、現役の母親であったり、病院小児科での勤務経験が豊富な人が揃っておりとても心強いで

す。私も子育てしながら働いて来ましたので、仕事と家庭との両立の大変さはわかっています。その経

験を踏まえ、働き易い職場になるよう心がけているつもりです。例えば、妊娠中のスタッフにはマタニ

テイー休暇を提供しています。こどもの行事があれば、スタッフ問で休みを調整してくれています◎ 1

年を経過し、事務員が一人育児休暇中、看護師も間もなく一人産休に入りますが、幸い退職者はありま

せん。育児休暇中の事務員も、時々サポートに入ってくれています。一人増員しましたが、チームワー

クは良く、比較的楽しい職場になっていると自負しています。そして各々がクリニックの発展のために

努力してくれていることを日々実感しています。

今後の抱負は、少しでも長く元気に仕事を続けること、所謂本物の病気を見逃さないように努めるこ

凧

~
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と、そして一人でも多くのこどもの笑顔を見ることです。

おかげ様で無事2年目を迎えることができました。気持ちを引き締め、今後もがんばって行きたいと

思います。

開業しました

古橋 協マスダクリニック

小児科医会の皆様、はじめまして勤務医24年間を経て、 2014年7月に榛原郡吉田町のマスダクリニッ

クを継承し開業しました古橋協です。開業のいきさつは、前院長先生の海外移住に伴い医院を継承しな

いかとお誘いをうけいろいろ熟盧の上、決意しました。当初は全く考えてなかったのですが自分の体力、

今後のこども達への仕送りなどの経済事情等をふまえて決断にいたりました。開業は本当に精神的スト

レスを増やします。経営、雇用などについては全くの素人であり、医院継承にあたっては友人の勧めも

ありコンサルタントの方にお願いしました。開業して毎日が大きく変わりました。自分は今までに1000

泊以上の泊まりの勤務をしてきましたので夜間の呼び出し・泊まりがなくなったことが一番のメリット

と思いましたが、逆に少し寂しい感じもあります。また、夜間の患者ざん入院対応などはつらいなと思

っていましたが、こちらが18時頃に肺炎疑いなどの患者さんを紹介させていただく側になり、勤務医の

先生方にはたいへん申し訳ない気持ちになります。どうぞ、ご容赦ください。本当にお世話になってい

てありがとうございます。

これで4か月がたとうとしていますが少しずつ慣れてきました。最初は医院が倒産する夢をみたりし

て夜間に何回も起きて寝た気がしませんでしたが、諸先輩からもしもの時は銀行には貸したあなたが悪

いのでしょと開き直りなさいと言われ、少しずつ他の事を考えるようにしています。最近は自分の時間

をつくることもできはじめています。来年は医者になってはじめて正月3日間を休む予定です。太らな

いかなと考えています。開業して良かったのかどうかはまだわかりませんが一生懸命、頑張っていきま

すので今後とも皆様、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

最後に、ここでは書けないこともありますので、何かありましたらお気軽に声をかけてくだきい。

価､↑
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■委員会報告■

第1回予防接種委員会(仮称） 議事録

日時:2014年10月09日

場所：静岡県小児科医会事務局

出席者(敬称略） ：上田、長尾、村上、三田、時田、堀場、犬飼、野田、村山 （順不同）

組織の位置づけ

予防接種推進協議会として別に設立するか？ 県小児科医会の下部組織としての位置づけとするか

。委員会として活動開始する。メンバーの位置づけは上田委員長と委員のみで地道に一歩ずつ

☆当初のモデルであった彩の国予防接種推進協議会と同様の組織を静岡でというのは、人的にも

資金的にも不可能である。他県の同様の協議会のように、数回やってなくなるようなものでは

仕方がない

予防接種委員会という下部組織の活動の中で、対外的な活動としていくのが現実的=>会費はな

し・会則はなしですぐに活動できるのがメリット

☆まず活動始めて広報を開始することにより、医師会・教育行政・保育福祉部門に委員会の存在

意義を周知していく

1

1

へ

2．暫定委員名簿 委員長上田憲 （行政関係者など必要に応じて増員）

~愚

3．委員会日程年3回程度で開始

次回は3月7日の日本小児科医会地方会終了後？

ふじの<に事業（多職種連携の子育て支援）で進める多種類の課題のうち、喫緊の課題が予防接種

と位置付けて活動開始。その後他の課題に広げていく

こども・保護者を中心に、サポートする各職種（含マスコミ）でワクチンネットワークの形成を
目指す

事業内容は、新聞社と共催といった形で進めることにより費用節減と一般への広がりが可能であ
ろう

4

-51-

地区名 委員名 医院名

県小児ラ
Ｐ
、
凸
ゆ
一医会会長 犬飼 う ﾐﾛ久 いぬかい小児季

同副会長 三田智子 川野辺小児黍

県医師会理三
苛
子 長尾正明 長尾小児幸医院

東部 富士宮

富士

時田章史

堀場映子

時田げんきクリニック

まつの子供クリニック

中部 清水・庵原

静 司

ロ
ノ寸上 ノ

ｂ
一
一

上田 憲

木 上小児ラ
ｐ
、
▲
い
－ -医院

うえだ小児未医院

西部 浜）公

浜
・
ノ公

野田昌代
一
ノ

凸
』
▽寸山恵子

わんぱくキッズクリニック

げんきこどもクリニック



静岡県小児科医会会報NO30

活動案

3歳以上の水痘ワクチン接種助成を二回にする方向での働きかけ。

現在定期接種を越える市町村独自の助成は、浜松市と志太地区のみで、 3歳以上1回接種のみ公費

もともとは2歳までの定期接種。 3歳以上はおまけというのが厚労省の考え。しかし、 日本小児

科医会の要請を基に、県及び各市町村への働きかけを多方面から行う

Ⅱ
１

2か月からのワクチンデビューを、 より広く知ってもらう方策

ペリネイタルビジット、産科・助産師・保健師との連携

プレママ教室（静岡市は保健センターで年2回希望者のみ）の利用など

2

予防接種実施医師への教育

小児科専門医であってもPCV補助的追加接種を勧めないなどのケースあり。

講習会受講を業務委託の条件にするといった方向も目指したい

現実には相当な壁が予想されるか？

3

/へ

幼稚園保育園入園者対象の県内共通アンケートの作成。これをしていないと集団生活は危険だとの

フィードバックを園・家族に行っていく。野田先生の試行を参考に

＝>県ですすめて最終的には国を前進きせる。本来国がしなければならないことを先に進めていく

気概で。

4

県内全域での接種率向上にむけての実情調査

不接種者の把握と働きかけ、接種率向上を目指すためにも予防接種台帳整備状況を調査する

代議員会MLを利用して、各地区の実情を調査してまとめる

伊豆は学校で接種をするのでMR三期の接種率が高かった

5

/…、

新聞社と共催フォーラムなど、多方面から県民の意識を高め、補助を勝ち取っていく

県の方針が進めば、浜松などの政令指定都市も追従する可能性が高い

上田委員長と静岡新聞、犬飼会長と中日新聞のパイプの利用

6

具体的な活動は、 まず上田委員長から代議員会MLへの文書発信

1)代議員会のMLに全県の予防接種台帳整備状況を確認。全県での接種率向上を

2）県内各地区の水痘ワクチン接種への補助体制向上を提言

今からでも日本小児科医会提言を使用し、 3歳以上への二回接種補助を全県で進められる可

能性はあるはず。 (HPV予算の余り ･ ･ ･ )

7
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第1回静岡県小児科医会学術委員会議事録

日時:2014年12月06B 17:00～18:05

場所：静岡県小児科医会事務局

出席者(敬称略） ：犬飼和久（小児科医会会長)、加藤公孝（白十字小児科医院)、河原秀俊（かわ

はら小児科アレルギー科医院)、田口智英（浜松医科大学小児科）和田力也（こ

どもクリニックわだ)、松林正（聖隷浜松病院小児科）

欠席者(敬称略） ：田中敏博（静岡厚生病院小児科）

要旨

1．学術委員会の主旨（犬飼和久先生）

上気道炎と診断されているにもかかわらず抗菌薬の投与がなされていたり、第一世代抗ヒスタミン薬

の多用、一部の耳鼻咽喉科医療機関からではあるが中耳炎に対して抗菌薬の長期投与、クループに対す

るステロイド投与量の極端なばらつきなど、についての検討を行いたい。委員会は医会と地方会の推薦

者で構成し、さらには小児を診る機会のある他科にも県医師会を通しての話し合いの機会を設けたい。
2．今後の進め方

・検討課題:Commondiseaseの標準的治療の検討

まずは県内の小児科医にアンケートをとる。各疾患の担当者を決め、開業医を主たる対象としてア

ンケート項目 （検査、診断、治療、予防など）を作成する。

・アンケート対象者：静岡県小児科医会会員十地方会会員（2014年11月02日に開催された地方会理事

会・学会委員会で了承済み）

・アンケートおよびその結果を地方会プログラムと一緒に郵送できるよう地方会事務局に交渉する。

・2015年の6月の地方会で発表できるよう準備を進める。担当者がたたき台を作成し、メールを用い

て委員間で内容を検討する。 3月末にアンケートを完成し、 4月中に校正する。 5月初旬に地方会
事務局に届ける。

3．結果の公表

・静岡地方会（2～3回に分けて発表する）エビデンスも含めて発表したい

・地方会会員：郵送

・小児科医会：メーリングリスト

4． アンケート対象疾患および担当者

・溶連菌感染症 加藤公孝先生

・クループ 松林正

・急性冑腸炎 和田力也先生

・水痘 田口智英先生

・喘息 河原秀俊先生

・感冒 田中敏博先生

文責：松林正

へ、
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静岡県小児科医会平成25年度収支決算書

単位;円
減:△

３
３

８
８

９
９

９
９

３
３

２
２

８
８

７
９

２
２

額
額

算
算

決
決

入
出

収
支

平成25年4月1日
至平成26年3月31日

#“、

′“、

静岡県小児科医会
会長谷口和利

上記の決算を監査した結果､その支出は適正である。
平成26年6月7日

静岡県小児科医会

監事(東部） 監事(中部）

渉三莱鱈杉が ミー向
／

③

－54－

収
入

■
“
Ｊ
●

ぶ
ゆ
毎

一
室
画
一

I会費
会員年会費
Ⅱ助成金
医師協同組合
その他
Ⅲ雑収入
1．会報広告代
2預金利子
S.寄付金
Ⅳ当期収入合計
V前年度繰越金
今
ロ ＋

平成25年度決算額

705,000

705,000

250,000

250,000
0

470,299

470,000
299

0

1,425,299

1,398,684

2,823,983

平成25年度予算額

726,000

726,000

260,000

260,000
0

500,200

500,000
200

0

1,466,200
1,398,684

2,864,884

差異
△21,000

△10,000

△29,901

99

A40,901

△81,802

０
８
Ｉ筒要

235口×3,000

支
出

I学術講演会
1．講師料
2会場費
Ⅱ会議費
代議員会会場費
飲食代
関東ブロック会議費

Ⅲ事務費
1．事務費
2旅費
3渉外費
4.通信費
5.会員名簿
6会報作成費
ﾌ.その他
Ⅳその他
1．慶弔費
V雑費
Ⅵ当期支出合計
Ⅶ次年度繰越金
三
一
画

〈
画

318,200
300,000

18,200

104,850
21,850

43,000
40,000

1,420,670
37,800

327,210
20,000
56,260

0

979,400
０
０
０

3,106

1,846,826
977,157

2,823,983

350,000
300,000

50,000

88,000

23,000
25,000

40,000

925,000
25,000

200,000
40,000
10,000

0

650,000
0

40,000

40,000
10,000

1,413,000

1,451,884

2,864,884

△31800

16,850

495,670

A40,000

△6,894

433,826

△474,727
A40901

名簿作成は隔年
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静岡県小児科医会会則

第1条（名称と所在地）

本会は『静岡県小児科医会』 と称する。

本会の所在地は「静岡県静岡市葵区麿匠3－6－3」におく。

第2条（会員）

本会は原則として、静岡県下各地区小児科医会の所属会員をもって構成する。この地区小児科医

会は代議員会が承認したものでなければならない。

第3条（目的）

本会は日本小児科医会に所属し、且つ日本小児科学会静岡地方会と緊密な連携を保ちながら、小

児医療の向上と、小児医療を取り巻く諸問題の解決を計ることを目的とする。

第4条（役員）

本会に次の役員をおく。

会長 1名

副会長 1名

理事 若干名

監事 2名

会長、副会長は代議員の互選とし、監事は代議員会において一般会員より選出する。

理事は会員の中から会長が指名し、代議員会の承認を得るものとする。

理事は会務遂行のため会長を補佐し、代議員会に出席してその議決権を有するものとする。

役員の任期は2年とする。但し再任を防げない。

第5条（代議員）

本会に代議員若干名をおく。代議員の任期は2年とする。但し再任を防げない。

第6条（日本小児科医会代議員・日本小児科医会予備代議員）

本会に日本小児科医会代議員、 日本小児科医会予備代議員をおく。

その数は日本小児科医会の定款の規定にしたがう。日本小児科医会代議員、 日本小児科医会予備

代議員は代議員の互選とし、本会役員との重任を防げない。任期は2年とする。但し再任を防げ

ない。

第7条（顧問）

本会に顧問若干名をおくことができる。顧問は会長が推薦し、代議員会の承認を得るものとする。

第8条（会議）

l.定時代議員会 年1回会長が召集する。

2．臨時代議員会 必要に応じ会長が召集する。

代議員会は代議員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

代議員会の議事は出席者の2分の1以上で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

代議員欠席の場合、オブザーバーとして会員の代理出席を認める。但し、議決権は有しないもの

とする。

御へ

'鯛
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第9条（会計）

本会の経理は、会費・寄付金・その他の収入をもって当てる。

本会の会計年度は、 4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(附則）

1．

2．

3．

4．

5．

本会則の変更は、代議員会の議決を要する。

本会則は、昭和59年7月1日より施行する。

本会則は、平成2年5月19日一部改正。

本会則は、平成12年4月22日一部改正。

本会則は、平成26年6月7日一部改正。

/か、
静岡県小児科医会会則施行細則

第1条（入退会）

本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に住所・氏名・所属病院又は診療所名等を記入

し、当該地区代議員を経由して会長に申し込まなければならない。

入会を承認された者は、すみやかに当該年度の会費を地区代議員を経由して本会に納入しなけれ

ばならない。

退会する際は、その理由を地区代議員を経由して会長に届出なければならない。

既納の会費は、返済しない。

第2条（会費）

昭和59年度の会費は年額3,000円とする。

平成26年度より、開業医は10,000円、勤務医は3,000円とする。

平成27年度より会費徴収は、当該年度の初めに自動引き落としを原則とする。

年度開始時（4月1日）の年齢が満80歳に達した会員は会費を免除する。

第3条（事業及び活動）

本会の事業及び活動は、当分の間会長の指示により、地区小児科医会単位で実施することとする。

第4条（地区小児科医会）

地区小児科医会は、下田(賀茂)、熱海(伊東)、三島(田方･御殿場)、沼津、富士、富士宮、清水(庵

原)、静岡、焼津、志太、島田（榛原)、掛川（小笠)、磐田（磐周)、浜松（浜名・浜北・引佐）

の14地区とする。

第5条（代議員の選出）

地区小児科医会は、会員20名未満につき 1名、 20名以上につき 2名の代議員を選出し、会長

に届けなければならない。

＃“、
一

(附則）

l.本細則は平成26年6月7日一部改正。
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静岡県小児科医会旅費規定

第1条本会役員、代議員、会員（以下「役員等という｣）が会務のため出張するときは、 この規定に

より旅費を支給する。

第2条旅費は交通費（鉄道運賃、自動車賃、航空運賃)、宿泊料などを含む。

第3条交通費のうち鉄道運賃はJR、私鉄の料金表により算定した額とする。

航空運賃および自動車賃については実費額を支給する。

支給額の100円未満の額は切り捨てる。

第4条宿泊料は実費を支給し1泊20,000円を限度とする。

第5条役員等に旅費を支給する会議は「日本小児科医会代議員会および各種委員会｣、 「関東ブロック

小児科医会連絡協議会」と「静岡県小児科医会代議員会及び事務局業務など」に限定する。

「日本小児科医会代議員会および各種委員会」と「関東ブロック小児科医会連絡協議会」の会

議に出席する場合の交通費は指定席料金を支給する。

「静岡県小児科医会代議員会」の会議出席のための交通費はJRの料金表により算定するが、

新幹線代も含める。当代議員会の費用弁償は1,000円を支給する。

第6条本規定以外の事項については、会長がこれを定める。

風

(附則）

l.本細則は、平成26年6月7日一部改正。

静岡県小児科医会慶弔規定

凧

静岡県小児科医会会員歴が10年以上の方が亡くなられた場合は弔電を送付する。ただし、会長経験者が

亡くなられた場合は、生花を供する。

(附則）

1．本規定は、平成24年4月1日より実施する。

2．本規定は、平成26年6月7日一部改正。
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静岡県小児科医会会員名簿

(平成26年度：会員264名) 2014.12.31

<事務局住所〉

〒420-0839静岡市葵区鷹匠3-6-3静岡県医師会館内
TEL:054-277-9509

FAX:054-294-8539

e-mail : shizuken-ped-jimu@arion.ocn.ne.jp

01．下田・賀茂地区 代議員鈴木和重（8名）

#録、

02．熱海・伊東地区 代議員日吉一夫（4名）

03．三島・田方・御殿場地区 代議員平出源和（14名）

/~

【)4－ フ肖窪封、

－58－

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

01001 荒木千寿子 415-0024 下田市4-5-26 0558-22-0552 22-6771 荒木内科小児科医院

01002 河井 栄 415-0022 下田市2-13-3 0558-22-0028 27-2000 河井医院

01003 菊池 新 415-0021 下田市1-18-20 0558-22-2128 22-7736 菊池医院

01004 松村義裕 415-0016 下田市中536-1 0558-25-5700 27-2222 伊豆南クリニック

01005 菊池 一蔵 410-3624 賀茂郡松崎町江奈620-2 0558-42-2811 42-2813 菊池医院

01006 鈴木和重 413-0512 賀茂郡河津町笹原301-2 0558-32-2766 32-2790 かわづクリニック

01007 鈴木幸男 413-0515 賀茂郡河津町谷津295-4 0558-32-0264 32-2760 鈴木医院

01008 本城美智恵 415-0026 下田市6-4-10 0558-25-2525 25-5050 下田メディカルセンター

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

02001 日吉
一夫 414-0002 伊東市湯川1-15-4 0557-37-0763 37-0763 日吉医院

02002 村上吉男 414-0034 伊東市瓶山1-9-7 0557-52-4710 52-4750 むらかみ小児科クリニック

02003 荒川洋一 414-0055 伊東市岡196-1 0557-37-2626 37-0631 伊東市民病院

02004 宇津木忠仁 414-0055 伊東市岡196-1 0557-37-2626 37-0631 伊東市民病院

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

03001 井深敬治 411-0845 三島市加屋町3-15 055-972-3006 973-2901 井深小児科医院

03002 窪田和興 411-0037 三島市泉町1-43 055-975-7984 975-8002 窪田医院

03003 篠木光昭 411-0801 三島市谷田523-7 055-983-0833 983-0841 しのぎ小児科内科クリニック

03004 別所昭憲 411-0044 三島市徳倉838-38 055-987-0003 987-0095 小児科別所医院

03005 折田和歌子 410-0114 田方郡函南町仁田33-9 055-978-7622 978-8679 おりた内科小児科

03006 中島恵子 410-2113 伊豆の国市中894-4 055-949-1321 949-5285 伊豆長岡小児科クリニック

03007 平出源和 419-0214 田方郡函南町塚本952-24 055-978-1366 979-4516 函南平出クリニック

03008 加藤満子 419-0214 田方郡函南町塚本952-24 055-978-1366 979-4516 函南平出クリニック

03009 池田和也 411-0029 三島市光ケ丘2-19 055-987-2200 988-6152 光ヶ丘小児科

03010 田内守之 412-0026 御殿場市東田中2017-3 0550-81-5566 81-5577 たうち小児科医院

03011 西田四郎 412-0041 御殿場市茱萸沢1347-1 0550-82-3476 84-6880 西田小児科医院

03012 岩田祥吾 410-1304 駿東郡小山町藤曲54-115 0550-76-0088 76-1118 南寿堂医院

03013 藤本 恵 419-0124 田方郡函南町塚本952-24 055-978-1366 979-4516 函南平出クリニック

03014 CO， 克彦 410-3211 伊豆市松ケ瀬75 0558-87-0333 76-1118 中島病院

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

04001 大沢 香 410-0832 沼津市卸幸町14-21 055-931-1019 931-1019 大沢医院

04002 加藤公孝 410-0822 沼津市下香貫馬場488-1 055-933-5111 932-0077 白十字小児科医院

04003 稀代幸雄 410-0035 沼津市山王台10-17 055-962-0782 963-0403 星野医院

04004 坂 芳樹 410-0822 沼津市下香貫前原1473-7 055-931-3233 935-0431 坂小児科医院

04005 杉谷正東 410-0041 沼津市筒井町8-16 055-923-6543 924-3989 杉谷小児科医院

04006 田中信介 410-0056 沼津市高島町23-15 055-921-2053 923-6307 田中医院

04007 原 正守 410-0881 沼津市八幡町27-2 055-962-0636 963-9057 原小児科医院

04008 古屋冨士夫 410-0804 沼津市西条町134 055-963-0407 963-3353 古屋小児科医院
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'凧

代議員渡邊正規．秋山美博（25名

~、

06．富士宮地区 代議員谷口和夫（13名）

－59－

04009 森岡 理 410-0022 沼津市大岡351 055-962-1084 951-6731 森岡医院
04010 与座明雄 410-0312 沼津市原字東沖1788-5 055-967-5722 969-0286 よざ小児科医院
04011 鈴木徹也 410-0314 沼津市一z 夏）公476-1 055-960-0333 960-0311 すずきファミリークリニック
04012 渕上佐智子 411-0942 駿東郡長泉町下土狩6-1 055-971-6510 971-6518 西村医院
04013 丸山和男 411-0903 駿東郡清水町堂庭89-12 055-981-8577 981-8578 まるやま小児科医院
04014 龍神美穂 411-0943 駿東郡長泉町下土狩520 055-988-3133 988-3033 りゅうじん医院
04015 大橋俊

一
一 410-1118裾野市佐野932-1 055-992-2800 993-6313 大橋小児科医院

04016 斎藤寿章 410-1118 裾野市佐野932-1 055-992-2800 993-6313 大橋小児科医院
04017 佐久間進 411-1121 裾野市茶畑34－1 055-992-6303 995-1251 ざくま小児科クリニック
04018 村林督夫 411-0302 沼津市東椎春の木550 055-924-5100 942-5134 沼津市立病院
04019 福原

L－D 一一

存不 411-0302 沼津市東椎春の木550 055-924-5100 942-5134 沼津市立病院
04020 川口安泰 411-0302 沼津市東椎春の木550 055-924-5100 942-5134 沼津市立病院
04021 木村かほり 411-0302 沼津市東椎春の木550 055-924-5100 942-5134 沼津市立病院
04022 梁 茂雄 411-0082 沼津市日の出町1-15 055-926-8699 926-2001 沼津夜間救急センター
04023 鶴井 聡 410-0867 沼津市松下七反田902-6 055-952-1000 952-1001 聖隷沼津病院
04024 杉谷正浩 410-0867 沼津市松下七反田902-6 055-952-1000 952-1001 聖隷沼津病院
04025 内山弘基 410-0867 沼津市松下七反田902-6 055-952-1000 952－1001 聖隷沼津病院
04026 林 泰壽 410-0867 沼津市松下七反田902-6 055-952-1000 952-1001 聖隷沼津病院
04027 漆畑 怜 410-0867 沼津市松下七反田902-6 055-952-1000 952-1001 聖隷沼津病院
04028 柳谷敬三 410-0867 沼津市松下七反田902-6 055-952-1000 952-1001 聖隷沼津病院
04029 守田利貞 411-0904 駿東郡清水町長沢762-1 055-975-2000 975-2725 静岡医療センター
04031 阿部正憲 411-0904 駿東郡清水町長沢762-1 055-975-2000 975-2725 静岡医療センター
04032 岡田 創 411-0904 駿東郡清水町長沢762-1 055-975-2000 975-2725 静岡医療センター
04033 石田裕三 411-8777 駿東郡長泉町下長窪1007 055-989-5222 989-5634 静岡県立静岡がんセンター

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称
05001 秋山美博 417-0047 富士市青島町254 0545-52-1904 55-0733 秋山小児科医院
05002 飯泉哲哉 417-0001 富士市今泉1-13-29 0545-53-1516 53-1517 いいずみファミリークリニック
05003 小川雅久 417-0809 富士市中野568-4 0545-36-0321 36-2101 小川小児科内科医院
05004 河村研一 416-0904 富士市本市場新田150 0545-65-0050 65-0051 かわむらこどもクリニック
05005 幸治敏興 419-0203 富士市應岡本町4-30 0545-71-3643 71-9156 幸治小児科医院
05006 幸治

｡. b 一

存 419-0203 富士市應岡本町4-30 0545-71-3643 71-9156 幸治小児科医院
05007 柴田圀彦 417-0852 富士市原田1272-14 0545-53-7122 53-7122 富子医院
05008 鈴木勝己 417-0808 富士市一色128-1 0545-22-6000 22-6111 青葉クリニック
05009 瀬尾 究 416-0911 富士市八幡町4-33 0545-64-2189 62-9641 瀬尾小児科内科医院
05010 竹之下政興 417-0801 富士市大渕39-1 0545-21-5089 21-6892 広見医院
05011 月岡米子 417-0071 富士市国久保3-3-11 0545-52-7751 52-7804 月岡医院
05012 土屋厚子 417-0051 富士市吉原3-10-10 0545-52-0559 53-6747 土屋医院
05013 中山あや子 417-0073 富士市浅間本町1-43 0545-52-0265 51-4604 中山医院
05014 中山豊明 417-0073 富士市浅間本町1－43 0545-52-0265 51-4604 中山医院
05015 西島 一衛 417-0052 富士市中央町1-1-17 0545-52-0028 52-0028

05016 西島 一
曲
〈 416-0933富士市中丸129-1 0545-65-3011 65-3012 田子浦クリニック

05017 野田洋子 417-0809 富士市中野429-8 0545-36-1101 35-6811 中西小児科クリニック
05018 堀場映子 421-3303 富士市南松野2684-6 0545-85-0555 85-0557 まつの子供クリニック
05019 渡辺孝芳 419-0205 富士市天間69-1 0545-72-0363 72-0331 天間クリニック
05020 渡邉正規 417-0852 富士市原田2248 0545-22-1500 22-1501 渡辺クリニック
05021 渡邉眞智子 417-0051 富士市吉原5-1-15 0545-52-0340 52-0093 渡辺医院
05022 瀬川孝昭 471-8567 富士市高島町50 0545-52-1131 51-7077 富士市立中央病院
05023 秋山直枝 471-8567 富士市高島町50 0545-52-1131 51-7077 富士市立中央病院
05024 京極敬典 417-0026 富士市南町3-1 0545-52-0780 52-5837 聖隷富士病院
05025 河崎知子 417-0026 富士市南町3-1 0545-52-0780 52-5837 聖隷富士病院

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称
06001 桜田勝美 419-0314 富士宮市大久保14-1 0544-65-0071 65-2488 桜田医院
06002 桜田裕文 419-0314 富士宮市大久保14-1 0544-65-0071 65-2488 桜田医院
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口茂・原光宏（18名）代議員川07．清水・庵原地区

/~､

｡上野山裕巳（53名）代議員三田智子08．静岡地区

＃麺､、
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06003 竹川 康 418-0103 富士宮市上井出106 0544-54-0032 54-0215 竹川医院

06004 谷口和利 418-0022 富士宮市小泉1115-5 0544-24-5715 23-1247 谷口小児科医院

06005 谷口和夫 418-0022 富士宮市小泉1115-5 0544-24-5715 23-1247 谷口小児科医院

06006 時田源一 418-0042 富士宮市貴船町6-18 0544-26-5060 27-0480 時田げんきクリニック

06007 時田章史 418-0042 富士宮市貴船町6-18 0544-26-5060 27-0480 時田げんきクリニック

06008 豊田 茂 418-0067 富士宮市宮町5-30 0544-24-1401 29-7512 野尻こどもファミリークリニック

06009 望月信幸 418-0064 富士宮市元城町20-1 0544-27-2213 27-3270 望月医院

06010 山城視記子 418-0041 富士宮市淀川町29-11 0544-29-7866 29-7833 三浦医院

06011 深澤ちえみ 418-0076 富士宮市錦町3-1 0544-27-3151 27-7232 富士宮市立病院

06012 太田達樹 418-0076 富士宮市錦町3-1 0544-27-3151 27-7235 富士宮市立病院

06013 安田寛
一
一 418-0103富士宮市上井出814 0544-54-0700 54-1926 静岡富士病院

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

07001 五十嵐いづ子 421-3204 静岡市清水区蒲原3-11-13 054-385-2251 388-3509 五十嵐医院

07002 大原淳男 424-0818 静岡市清水区江尻町5-12 054-366-5111 366-8816 大原医院

07003 奥田裕朗 421-3306 富士市中之郷2500-1 0545-81-2211 81-2208 共立蒲原総合病院

07004 上牧 務 424-0911 静岡市清水区宮加三1231 054-336-1111 334-1173 市立清水病院

07005 川口 茂 424-0946 静岡市清水区八千代町3-24 054-351-3366 351-3259 八千代クリニック

07006 窪田 都 424-0114 静岡市清水区庵原町578-1 054-366-3333 364-5503 総合病院清水厚生病院

07008 阪部嶺夫 424-0902 静岡市清水区折戸1-2-30 054-334-0307 334-0307 阪部小児科医院

07009 佐藤博司 424-0008 静岡市清水区押切1542 054-348-5800 348-5803 高部こどもクリニック

07010 馬場善朗 424-0886 静岡市清水区草薙3-15-10 054-347-2688 348-8987 ばば小児科医院

07011 原 光宏 424-0852 静岡市清水区神田町5-5 054-352-6367 354-1622 原小児科医院

07012 広川亮
一
一 424-0041 静岡市清水区高橋3-4-40 054-364-3489 364-3645 広川医院

07013 広川秀明 424-0041 静岡市清水区高橋3-4-40 054-364-3489 364-3645 広川医院

07014 松永孝子 424-0837 静岡市清水区桜橋町4-32 054-366-2205 366-2205 松永医院

07015 宮地陽子 424-0828 静岡市清水区千歳町2-30 054-355-1112 352-3770 しみず巴クリニック

07016 村上 仁 424-0884 静岡市清水区草薙一里山19-7 054-345-6712 348-1377 村上小児科医院

07017 森本典子 424-0023 静岡市清水区八坂北1-7-11 054-366-9166 366-9167 森本小児科医院

07018 山田道夫 424-0949 静岡市清水区本町5-6 054-352-5312 352-6962 山田小児科医院

07019 渡辺剛史 424-0864 静岡市清水区木ノ下町67 054-344-2406 344-2407 わたなべ小児科クリニック

会員No. 氏名
I■■■■■

T 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

08001 飯山道郎 420-0865 静岡市葵区東草深町8-18 054-247-3927 247-3958 小児科いいやま医院

08002 池田稲穂 420-0841 静岡市葵区上足洗3-5-18(自宅） 054-246-6414 静岡県赤十字血液センター

08003 上田 憲 422-8033 静岡市駿河区登呂6-13-36 054-282-2322 282-2328 うえだ小児科医院

08004 岩田真喜子 422-8033 静岡市駿河区登呂6-13-36 054-282-2322 282-2328 うえだ小児科医院

08005 上野山裕巳 420-0804 静岡市葵区竜南3-12-37 054-200-2200 200-2300 うえのやま小児科

08006 江良洋子 420-0934 静岡市葵区岳美2-13 054-246-6336 248-4858 江良医院

08007 大久保由美子 420-0923 静岡市葵区川合2-1-20 054-263-5558 263-5559 大久保外科・胄腸科・小児科

08008 大|峡弘義 420-0801 静岡市葵区東千代田2-26-63 054-261-3947 263-7554 大はざま小児クリニック

08009 小沢孝雄 421-0112 静岡市駿河区東新田4-18-65 054-258-1255 257-0703 おざわ小児科内科医院

08010 正行 420-0846 静岡市葵区城東町24-1 054-254-2111 251-0035 静岡市保健所

08011 勝又正孝 420-0852 静岡市葵区紺屋町12-5 054-252-6801 252-1598 勝又小児科医院

08012 上林直子 420-0882 静岡市葵区安東3-11-4(自宅） 054-245-6638 245-6638

08013 三田智子 420-0881 静岡市葵区北安東3-21-17 054-245-0888 200-5487 川野辺小児科

08014 川野辺重之 420-0881 静岡市葵区北安東3-21-17 054-245-0888 200-5487 川野辺小児科

08015 川野辺令惠 420-0881 静岡市葵区北安東3-21-17 054-245-0888 200-5487 川野辺小児科

08016 河原秀俊 422-8033 静岡市駿河区登呂2-9-32 054-283-8724 283-8724 かわはら小児科アレルギー科医院

08017 菅 明彦 420-0813 静岡市葵区長沼258-7 054-267-3755 267-3732 かん小児科クリニック

08018 小林由美子 420-0853 静岡市葵区追手町1-27 054-252-0422 248-7158 望月小児科医院

08019 佐野三枝子 421-0122 静岡市駿河区用宗1-20-17 054-257-0821 257-2466 佐野小児科医院

08020 佐野 正 422-8036 静岡市駿河区敷地1-18-19 054-237-1134 237-1577 キッズクリニックさの

08021 柴山惠美子 422-8033 静岡市駿河区登呂5-11-9 054-282-0085 282-0131 柴山クリニック

08022 杉山直史 420-0913 静岡市葵区瀬名川2-23-21 054-261-6328 267-0200 小児科内科杉山医院
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09．焼津地区 代議員堀尾恵三（10名）

~

議員早川直美（13名）

08023 鈴木 健 420-0871 静岡市葵区昭府2-6-16 054-253-0252 253-0588 昭府小児科クリニック
08024 砂川佳昭 420-0001 静岡市葵区井宮町103-1 054-205-2088 250-2272 すながわこどもクリニック
08025 戸田顯彦 422-8041 静岡市駿河区中田2-3-17 054-285-3821 287-9198 戸田クリニック

08026 野々田力 421-0113 静岡市駿河区下川原5-19-15 054-258-2785 257-5589 小児科ののだ医院
08027 早川 聡 422-8004 静岡市駿河区国吉田5-13-1 054-655-4800 655-4801 こく、まこどもクリニック
08028 早川幸代 422-8004 静岡市駿河区国吉田5-13-1 054-655-4800 655-4801 こく”まこどもクリニック
08029 北條博厚 420-0805 静岡市葵区城北2-6-3 （自宅） 054-246-1303 248-5833 静岡英和学院大学
08030 増田裕行 422-8027 静岡市駿河区豊田1-8-30 054-288-3770 288-6610 増田こどもクリニック
08031 松本延男 421-0132 静岡市駿河区上川原16-18 054-259-7755 259-7758 まつもとこどもクリニック
08032 松谷敏郎 422-8006 静岡市駿河区曲金2-8-83 054-284-3191 小児科まつや医院
08033 水野恵介 421-1213 静岡市葵区山崎1-26-4 054-297-3120 はとりこどもクリニック
08034 望月康弘 420-0916 静岡市葵区獺名中央3-28-20 054-261-9790 261-9790 瀬名こどもクリニック
08035 瀬戸嗣郎 420-8660 静岡市葵区漆山860 054-247-6251 247-6259 静岡県立こども病院
08036 木村光明 420-8660 静岡市葵区漆山860 054-247-6251 247-6259 静岡県立こども病院
08037 田中靖彦 420-8660 静岡市葵区漆山860 054-247-6251 247-6259 静岡県立こども病院
08053 芳本 潤 420-8660 静岡市葵区漆山860 054-247-6251 247-6259 静岡県立こども病院
08039 原崎正士 420-8527 静岡市葵区北安東4-27-1 054-247-6111 247-6140 静岡県立総合病院
08040 佐藤琢史 420-8527 静岡市葵区北安東4-27-1 054-247-6111 247-6140 静岡県立総合病院
08041 五十嵐健康 420-8630 静岡市葵区追手町10-93 054-253-3125 252-0918 静岡市立静岡病院
08042 西澤和倫 420-0853 静岡市葵区追手町8－2 054-254-4311 272-6983 静岡赤十字病院
08043 田中敏博 420-8623 静岡市葵区北番町23 054-271-7177 273-2184 JA静岡厚生連静岡厚生病院
08044 福岡哲哉 422-8527 静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171 285-5179 静岡済生会総合病院
08045 杉浦崇浩 422-8527 静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171 285-5179 静岡済生会総合病院
08046 佐藤 惠 422-8527 静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171 285-5179 静岡済生会総合病院
08047 森下雄大 422-8527 静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171 285-5179 静岡済生会総合病院
08048 水谷真一郎 422-8527 静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171 285-5179 静岡済生会総合病院
08049 小松和幸 422-8527 静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171 285-5179 静岡済生会総合病院
08050 小松賢司 422-8527 静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171 285-5179 静岡済生会総合病院
08051 八尾徳明 421-0193 静岡市駿河区下川原南ll-1 054-256-8008 256-8020 静岡徳洲会病院
08052 浅野一宙J色、 420-0805 静岡市葵区城北117 054-249-2830 256-8020 つばさ静岡

08054 田中大喜 420-8527 静岡市葵区北安東4-27-1 054-247-6111 247-6140 静岡県立総合病院

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

09001 芦田実華 425-0034 焼津市与惣次102 054-623-5656 631-6110 あしだクリニック

09002 岩崎 仁 425-0066 焼津市大島735-173 054-623-5200 627-4808 岩崎小児科医院

09003 小井土宗平 425-0026 焼津市焼津4-10-4 054-627-0339 627-8863 小井土クリニック

09004 古川 済 425-0062 焼津市中根新田48 054-624-2662 625-2333 古川医院

09005 本多正直 425-0081 焼津市大栄町2-1-5 054-628-0113 626-1788 本多小児科医院
09006 堀尾恵三 425-0036 焼津市西小川2-1-13 054-626-5500 620-0300 ほりお小児科

09007 山本剛史 425-0041 焼津市石津1288 054-656-0100 656-0102 やまもと小児科
09008 稲冨

、.■一

拝 425-8505 焼津市道原1000 054-623-3111 624-9103 焼津市立総合病院小児科
09009 柳澤敦広 425-8505 焼津市道原1000 054-623-3111 624-9103 焼津市立総合病院小児科
09010 増井礼子 425-8505 焼津市道原1000 054-623-3111 624-9103 焼津市立総合病院小児科

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称
10001 井上

一
一郎 426-0026 藤枝市岡出山1-8-12 054-641-2188 645-0098 井上小児科医院

10002 大持 寛 426-0025 藤枝市藤枝5-7-4 054-641-0651 644-3520 大持医院
10003 小山尚俊 426-0033 藤枝市小石川町1丁目10-21-1 054-644-8800 644-8801 小石111町小刷･ｱﾚﾙギｰ料‘脇科ｸﾘﾆｯｸ
10004 川口洋子 426-0009 藤枝市八幡279-1 054-644-3366 646-2233 川口内科
10005 小林 惇 426-0067 藤枝市前島1-14-21 054-635-2620 635-8776 小林小児科
10006 小林正明 426-0067 藤枝市前島1-14-21 054-635-2620 635-8776 小林小児科
10007 小林祥子 426-0067 藤枝市前島1-14-21 054-635-2620 635-8776 小林小児科
10008 鈴木正之 426-0066 藤枝市青葉町5-11-30 054-636-3360 636-3607 すずき小児科医院
10009 田熊俊一 426-0082 藤枝市瀬古2-6-18 054-647-5225 647-5226 田熊こどもクリニック
10010 早川直美 426-0047 藤枝市与左衛門428-2 054-636-0021 636-2516 高洲早川クリニック



静岡県小児科医会会報NQ30

11．島田・榛原地区 代議員古橋協（10名）

/傘風
代議員疋田良典（9名）12．掛川・小笠地区

代議員増井博行（8名）13．磐田・磐周地区

/錘、

－62－

10011 滝井泰弘 421-0216 焼津市相川1215-2 054-622-8525 622-8526 たきいクリニック

10012 池谷 健 426-8677 藤枝市駿河台4-1-11 054-646-1111 646-1122 藤枝市立総合病院

10013 香川
一

一郎 426-8677 藤枝市駿河台4-1-11 054-646-1111 646-1122 藤枝市立総合病院

会員No. 氏名
－

T 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

11001 相羽英彦 427-0005 島田市岸町667 0547-35-4949 37-1349 藤井医院

11002 市山 純 427-0023 島田市大川町7954 0547-37-3286 37-3403 市山医院

11003 西山靖弘 427-0024 島田市横井4-3-26 0547-37-7208 37-5212 西山医院

11004 山下健一 427-0005 島田市岸町250 0547-32-9300 ケンこどもクリニック

llOO5 赤堀彰夫 421-0511 牧ノ原市片浜873-2 0548-52-5555 52-3232 あかほり産婦人科

11006 大川雅龍 421-0304 榛原郡吉田町神戸2001-2 0548-32-6789 32-7181 こどもクリニックおおかわ小児科

11009 古橋 協 421-0302 榛原郡吉田町川尻1409-1 0548-33-0555 33-0510 マスダクリニック

llO10 黒川啓
一
一 427-8502 島田市野田1200-5 0547-35-2111 36-9155 市立島田市民病院

11011 磯目贄
一 427-8502 島田市野田1200-5 0547-35-2111 36-9155 市立島田市民病院

11012 中野和子 424-0011 静岡県清水区下野町12-5 0548-33-0555 33-0510 マスダクリニック

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

12001 池谷 満 436-0088 掛川市葛ケ丘2-10-14 0537-22-0433 22-0433 池谷医院

12002 大貫正昭 437-1421 掛川市大坂1010 0537-72-2519 72-2892 大貫診療所

12003 加藤克治 437-1507 菊川市赤土1355 0537-73-6003 73-6004 ケイクリニック

12004 久保田晃 439-0022 菊川市東横地1632 0537-35-2135 35-4486 菊川市立総合病院小児科

12005 田宮貞人 439-0031 菊川市加茂3250-1 0537-35-0801 35-0801 田宮こどもクリニック

12006 早野紳哉 436-0012 掛川市上内田1275-1 0537-61-8005 21-5580 はやの小児科

12007 疋田良典 436-0079 掛川市掛川634-1 0537-22-2052 22-2272 キンダークリニック疋田小児科医院

12008 水野義仁 439-0022 菊川市菖蒲ケ池1－1 0537-21-5555 35-4486 中東遠総合医療センター

12009 宮下啓
一

436-0056 掛川市中央1-19-2 0537-23-3011 28-8971 宮下小児科医院

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

13001 片桐智也 438-0086 磐田市見付清水町2689-2 0538-35-4712 35-4715 片桐医院

13002 鈴木東洋 438-0078 磐田市中泉228-4 0538-30-7500 30-7501 鈴木小児科医院

13003 中嶋成剛 438-0002 磐田市大久保49-2 0538-38-3111 38-1988 中島小児科医院

13004 増井博行 438-0821 磐田市豊田町立野505-1 0538-21-0808 21-0808 ますいこどもクリニック

13005 石塚了士 437-0125 袋井市上山梨1547 0538-49-2099 49-2099 いしづか小児科・内科クリニック

13006 諸井進一郎 437-0065 袋井市堀越3-8-5 0538-43-8611 43-8618 諸井医院

13007 太田邦明 431-3311 浜松市天竜区二俣阿蔵137-19 053-925-3633 922-0608 天竜こども医院

13008 伊藤正孝 437-0023 袋井市高尾1780 0538-41-0852 41-0853 青葉こどもクリニック

会員No. 氏名 〒 医療機関所在地 電話番号 FAX 医療機関名称

14001 稲留研三 432-8023 浜松市中区鴨江1-3-27 053-452÷1548 455-1031 稲留小児科医院

14002 犬飼和久 435-0016 浜松市東区和田町920-1 053-468-7511 468-7517 いぬかい小児科

14003 今西雅彦 433-8122 浜松市中区上島6-22-25 053-475-1024 475-1001 今西こどもクリニック

14004 大場 悟 433-8105 浜松市北区三方原町1293-1 053-437-2222 437-2202 おおば小児科

14005 岡本敏子 413-3121 浜松市東区有玉北町1609 053-433-8606 434-1690 岡本小児科医院

14006 川田康介 430-0901 浜松市中区曳馬6-8-16 053-475-8111 475-8101 かわだ小児科アレルギークリニック

14007 鬼頭秀行 432-8003 浜松榊鴎塚ml933-l佐鳴湖バークタウン南 053-475-6054 475-6054 きとう小児科・皮盧科

14008 幸田克好 432-8001 浜松市西区西山町159-1 053-485-0012 485-7788 幸田子供クリニック

14009 河野親彦 433-8125 浜松市中区和合町27-13 2F 053-412-5557 412-5558 河野こども医院

14011 澤田 啓 430-0925 浜松市中区寺島町179 053-453-8550 458-1330 けいクリニック

14012 杉江陽子 433-8111 浜松市中区葵西2-23-28 053-437-8735 437-8753 葵町こどもクリニック

14013 鈴木成欣 432-8021 浜松市中区佐鳴台4-40-43 053-447-4010 447-6520 佐鳴台こどもクリニック

14014 鈴木達雄 432-8068 浜松市西区大平台3-29-28 053-484-0707 484-0708 たつお子供クリニック
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14015 430－0852 053-468-7518 468-7528

14016 430-0814 053-426-3350 426-335

14017 431-1112 482－1818 482-1852
1

1
14018 432-8013 453-522 4993

14019 431-3114 31－1211 431-1210

14020 430-0813 053-4250049 425-615

14021
：B医 ■■ ＝

■■ ＝＝ 433-8108 053-414-3189 414-3190

14022 432-8061 053-447-6667 447-6668

14023
■■ ■■
■■ 432-8002 053-473-1682 473-9307

14024 松林 ：： 433-8123 053-412-1234 412-1233

14025 430-0 」 』 3－450－1022 452-3762

14026 4300913 469－ 88 466-7222

14027 432-8042 053-44-655 444-6556

14028 4300906 053-4 -1853 473-5 』」

14029 431-3125 053-431-4188 431-4187

14030 4350006 へ 呂呂 ■HB町1299-1〃、 053-421-3223 21-3664

14031 433-8112 053-438-1802 438-1291

14032 和冊 431-3105 O53-431-6333 31-6366

14033 434-0041 053-586-6110 586-8595'~、

1403 431-0431 576-1938 576-1938

14035 田村 431-1442 053-576-850 576-8501

14036 431－14 0120 525 00

14037 431-2213 542-1384

14038 431-1102 436-1304 436-5722

14039 430-8558 474-2222 471-6050

14040 433-8558 3-436-125 438-0652

1404 432-8580 453-7111 452-9217

14042 432-8580 453-7111 452-9217

14043 431-3192 412 453-2312

14044 431-3192 -435-2412 453-2312

431-3192 412 453-2312

1446 431-3192 435 412 453-2312

14047 ■■■■ 】･1 呂
■■ 430-8525 3-462-1211 465-5380

14048 431-3192 053-4 412 453-2312

~、
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■編集後記■

今回は静岡県西部地区からの会長就任です。西部地区とは言ってもその中心的な浜松市の会員から執

行部が選出されています（次期会長予定の静岡市の三田副会長を除いて)。その浜松市のランドマーク

と言えば、今や浜松駅横のアクトタワー（アクトシティ浜松）で間違いないものと思われます。しかし、

残念ながら「ランドマーク」のウイキペデイアには収載されておらず全国区ではない様です。

アクトタワーは今から20年前の1994年10月7日に落成しました。外観は、音楽の街・浜松を象徴する

様にハーモニカをイメージしているそうですが、音楽と聞いてどれだけの人たちがハーモニカを即座に

連想するのかを自分は知る由もありません。そして、周囲にそれと並ぶ建築物は皆無であり、それもそ

のはず静岡県内で地上からの高さが最も高いビルだそうです。

浜松駅に停車する、或は通過する新幹線からもその異様に大きな様相に気が付く方が多いと思われま

すが、実際に浜松市内の至る所から高さ200mを超えるビルを望むことができます。それ故「ああ、あ

そこが浜松駅なんだ」と容易に確認ができます。

しかし逆に言えば、ひとつだけ「ポツンと」立っているのです。雨天の時など低い雲が上層部にかか

ることがあり、何となく 「もののあわれ」を感じることもあります。また、内実として民間部分の運営

が厳しいといった噂もある様です。

今回の執行部が、遠州のからっ風に耐えて立つ文字通りランドマークとなる様なアクトタワーとなれ

るのか、はたまた執行部だけポツンとして空回りばかりのアクトタワーになってしまうのか｡現在､色々

と改革を掲げて突っ走っていますが、最後にどういった審判が皆ざんから下されるのでしょうか。

執行部の目標は、犬飼会長が掲げた数々の施策に会員の皆様が是非とも興味を持って頂き、活気のあ

る活動に繋げていくことです。その為に、広報担当としては「目につく」 「手に取りたくなる」 「読んで

/~、

みたくなる」 「保存したくなる」会報作りを目指しました。

その第一号の御評価はいかがでしょうか。

(文責和田力也）
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