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厚生労働省の｢専門医の在り方に関する検討会｣で

平成24年12月に日本医学放射線学会､［１本眼科学会、

日本形成外科学会､日本耳鼻ⅡllilU侯科学会､日本精神神

経学会､日本内科学会､日本小児科学会など１８の基本

領域専門医に加えて､第19番曰の専門医として｢総合

診療医｣の設置が決まった｡新たに設置する必要性と

して､高齢者が増え､生活習`慣病をはじめとする慢性

疾患を－人の患者がいくつも抱えているケースが非常

に多くなっていること､何か不調が起こった場合に患荷

の判断では適切な専門医を受診することが困難なケー

スも多いこと､また地域医療においては家族椛成や地

域の特色､仕事などの情報も踏まえて患者を心身両面

から全体的に兇ることのできる医師が求められている

こと､地域の医療､介護､保健等様々な分野において、

包括ケアのリーダーシップをとるような役割も期待され

ていることなど､また必要に応じて適切に臓器や疾病

に特化した専門医への橋渡しをすることができる等が

挙げられている｡今後プライマリ・ケア連合学会､内科

学会､|｣本小児学会､日本小児科医会等が合liilで養成

プログラムを作成し認定制度を嬢えたうえで2017年度

から研修が開始される予定になっている。「総合診療

医｣として認定を受けようとする者は､医学部卒業後２

年間の臨床研修(2008年から内科､救急､地域医療が

必修)を経て､専門医研修を3年間受けることとなる。

研修内容は､内科､小児科､救急を必修とし､外科､整

形外科､産婦人科等を選択する形が検討されている。

また､臨床研修終了直後の医師が進むコースに加えて、

領域別専門医の資格をすでに収得している医師のた

めのコースも検討されている。

「総合診療医｣は､私を含めた老齢化する団塊の世

代のケアにかかる医療費削減政策のための在宅医療

を担う｢在宅医」と思っていたが違うようだ。「総合診

療医｣の診る対象は､０歳からお年寄りまで全年齢が

対象のようである。小児の部分では､乳幼児健診､予

防接種､時間外初期救急､学校医等の部分で地域医

療にもかかわることができるらしい｡しかし小児科研修

期|ＡＩが3カト1程度でどの程度小児を診られるのかはな

はだ疑問ではある｡子どもを診るには｜分な臨床経験

が必要だと思う。「総合診療医｣構想は､総合医である

と11負してきた小児科医にとってもｕｌ々しき|(Ⅱ題になっ

ている｡呪化「総合診療医｣に対応して､Ⅲ本小児科

医会､日本小児科学会､日本小児保健協会､日本外来

小児科学会の４者で｢地域小児科総合医検討委員

会｣が設満され､小児の総合診療医について検討され

ている。名称は}]本小児科医会の提[１日する小児の総

合診療医であることを強調する｢地域小児科総合医｣、

あるいはI|本小児科学会が提'1側する地域の総合的な

小児医療を1]指す｢地域総合小児科医｣になるのか、

あるいはその他の名称になるのかは未定である。この４

者にプライマリ・ケア連合学会が協議に参力Ⅱしてきてい

るのでまとめるのも大変である。しかし2017年度後期

研修から実施となると我々小児科医には時間はない。

－１－
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停年退職

愛媛大学名誉教授

特定医療法人西条中央病院理事

社会福祉法人三恵会

介護老人保健施設リハビリテーション三

恵荘施設長

医療法人財団慈強会老人保健施設高井

の里施設長
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（学会活動）

昭和53年

昭和58年

ご略歴

日本小児保健学会理事

日本小児循環器学会会長

曰本小児内分泌学会会長

日本小児科学会理事

日本先天代謝異常学会会長

口本小児循環器学会理事

口本小児内分泌学会理事

日本小児科学会学術集会会頭

昭和４年１月28日生まれ

（学歴）

昭和29年

昭和34年

昭和59年

昭和61年徳島医科大学卒業

徳島大学大学院医学研究科修了

医学博士の学位授与(徳島大学） 昭和62年

平成３年

（経歴）

昭和30年

昭和34年

昭和35年

昭和42年

昭和45年

昭和48年

昭和55年

徳島大学医学部小児科学教室入局

徳島大学医学部Fill手

徳島大学医学部附属病院講師

ドイツ連邦共和国マールブルグ大学留学

徳島大学医学部助教授

愛媛大学医学部教授

愛媛大学評議員

（主な研究業績）

小児科学の分野において臨床細胞遺伝学､先天代

謝異常､ビタミンＢ２およびＤ代謝､受容体異常,川崎病

などの病態解明のために臨床的並びに実験的研究を

行い多くの新知見を見出し,これらの研究に多くの業

績

－２－



お悔み

（受賞歴）

平成３年

で主治医に｢なんでや?」と学問的な質問をされました。

診察中に患者さんが何となく言った言葉､ご家族の声

などは答えの準備ができていなくて全員が立ち尽くしま

した｡その時､主治医は､看護師さんはもちろん､ご家

族や幼い患者さん達の持ち前のパーフォーマンスでしば

しば救われました。

このような緊張感のある仕事場でしたが､その場を離

れると松田先生が率先して医局対抗のソフトボール大

会､医局旅行等の癒しの場・時を作ってくださいました。

また､いつも話しに出るのが､毎年お正月に松IJI先生の

ご自宅にお招きをいただき､大変なご馳走をいただいた

ことです6ありがとうございました。

松田先生､どうか安らかにご永眠ください。こころか

愛媛県政発足記念日知事表彰(保健衛

生部門）

（保健医療行政の推進につくした功績）

瑞宝中綬章受章平成20年

松田博名誉教授は平成25年３月11日にご逝去されま

した｡愛媛県小児科医会の大黒柱を失い､痛恨の極み

です6松田先生は医学だけでなく、多くのことを教えて

下さいました。在りし日の松田先生を偲んで､私事と共

に思い出話を諄かせていただきますb

私は大学を卒業してすぐに松田先生の小児科学教

室に入れていただき､愛媛大学勤務がまもなく40年に

なります6昭和48年(1973年)に愛媛大学医学部が新

設され､松田先生は小児科学講座の教授として第１陣

で医学部の体制作り､小児科学教室のizち|こげをされ

ました｡初めは医学部の建物もなかったので卵|之内で

仮住まいでした。

私達は松田先生から小児科学の医学､医療の基本

について､初めは手をとって､暫くしてからは背中で教え

ていただきました｡それは､患者さんやご家族には優し

い眼差しで接し､心を込めて話を聴くことです6その'１１

から、私たちがなすべき医療が自ずと見えてくる。|両１時

に､臨床研究、さらには基礎医学研究のテーマも生ま

れ､その研究こそ患者さんやご家族が望むものであり、

人類の幸福に貢献する研究であると示されました｡小

児科医の研究は日常診療を科学的視点で分析し､日々

最良の医療をすることであると教えていただきました。

そのお考えは､外来診療､病棟回診、カンファレンス

等に現れていました。

なかでも病棟皿診は毎週、主治医にとって緊張の

ピークでした。松田先生は患者さんやご家族に声をか

けた後､主治医から診断や治療について聞き､患者さ

ん達が安心するような声をかけ､廊下やその他の場所

らご冥福をお祈りいたします６

合掌

－３－
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尿症を有する児とその親は曰々の生活の中で悩み苦し

んでいることに留意した､夜尿症の初期診療が必要で

ある。

夜尿症の定義と疫学

夜尿症は､１１t界共通で｢5歳を過ぎて週に２回以上

の頻度で､少なくとも３か月以上連続して夜間睡眠中

の尿失禁を認めるもの｣と定義されている')。

夜尿症の有病率は５歳児で20％であり､その後１年

毎に15％ずつ自然治癒していくが､0.5％程度は成人ま

でキャリーオーバーする

(1)病型分類

夜尿の有無は､①夜間睡眠中に尿意による覚醒がある

か否か､および､②覚醒の無い場合には夜間尿量と膀

胱容量のバランスが適切か否かで決まる｡夜間尿量が

多くても覚醒してトイレで排尿するか(小児の約１０％は

覚醒排尿が出来る)、膀胱容量が夜間尿量を上回れ

ば､夜尿は来さない｡また､膀胱容量が小さくても夜間

尿量がそれ以下であれば夜尿を来たさない｡この考え

方に基づいてわが国では小児の夜尿症を夜間の尿量

と就眠'１１の膀胱容量のバランスに基づいて病型分類

をしている3)。

＜多尿型＞

:下垂体後葉からのＡＤＨ分泌量は夜間に増加する

が､この曰内リズムは３～４歳で確立される｡夜尿症児

の約1/3は夜間のＡＤＨ分泌量が不十分で､夜間睡眠

中に希釈尿を大量に産生している｡多尿型に分類され

る児の多くがこの様な背景を有しているが､若干ながら

ＡＤＨの夜間分泌量が正常でも、就眠直前の飲水や

塩分摂取等が過剰なため多尿を来たす症例が含まれ

る｡夜間尿最が0.9ｍl/kg/hrを超えるものを多尿と考

えている。

＜膀胱型＞

:膀胱･尿道では蓄尿機能と排尿機能を有しており、

膀胱や尿道だけでなく神経排尿反射回路(大脳､脊

髄､末梢神経)によって制御されている。排尿反射回

夜尿症の病因

夜尿症の病因は、「覚醒障害を基盤として､抗利尿

ホルモン(ＡＤＨ)の日内変動の欠如や排尿機能発達

の遅れが加わって起こる｣と考えられている｡覚醒障害

の詳細は解ＩＩＬ'されていないが､脳幹の機能異常が示唆

されている2)。

また､夜尿症は家族集積性が高く､片親に夜尿症の

既往がある場合40％に､また両親に既往がある場合７０

％の児に夜尿がみられる。

夜尿症の診療

夜尿症の児の９５％以上は夜尿を呈する器質的疾

患を有さないが､５％未満では泌尿器科的疾患(尿路

奇形､尿路結石など)、代謝､内分泌疾患(糖尿病､尿

崩症など)、脊髄疾患(潜在性二分脊椎など)、発達障

害(ＡＤＨＤなど)が存在している。

夜尿症は有病率が高いので､小児科医が診療する

機会は少なくないが､直接生命に危急のおよぶ疾患で

はないことと､自然に治癒する傾向があるため､安易に

「経過観察｣としてしまわれることが多い｡しかし､５％

未満に存在しうる器質的疾患を見逃さないことと､夜

－４－



特別講減１

路が､何らかの理由で副交感神経作用が優位となる

と､膀胱平滑筋収縮が強い一方､尿道括約筋による排

尿抑制が不十分で夜尿を呈する｡夜尿症の児の約１/３

がこの型に分類され､昼間遺尿の合併率が高い｡昼間

の機能的膀胱容量が7ｍl/k9以下の児を膀胱型と考え

ている。

＜混合型＞

：多尿型と膀胱型の両要素を有するもので､夜尿症児

の約1/3がこの型である。

ContinenceSociety）の推奨治療では第１選択の薬剤

とされている4)。就寝前にｌスプレー(10αg)を鼻粘膜

に噴霧するが､効果が不十分な場合に２スプレー(２０

αg)への増量が可能である。

留意すべき点は、Fi'|作用（水中毒:低ナトリウム血

症､浮腫､頭痛､痙蘂)の発症である｡電篤な場合､死

に至ることもあるので､前述の夕方以降の飲水制限

を遵守させる必要がある｡2005年には欧米では０，錠

（ミニリンメルト､）が発売となり､昨年5)129口より本邦

でも使用可能となった｡就寝前にl20ugを水無しで内

服するが､効果が不十分な場合に240川への増量が

可能である。

欧米では､０，錠の方が水｢１１毒発症のリスクが少ない

（米国ＦＤＡによると､スプレーでは15人/１０万人､ＯＤ

錠では6人/10万人)ことより､2007年から米Ｉ上1ではス

プレー斉'|の夜尿症治療の適応が削除となった。

ＯＤ錠は､①スプレー剤に比べて服用が簡便､②水

なしでlPhl服が出来る､③外１，時の携行が容易､④鼻閉

やアレルギー性鼻炎の影響を受けないなどの利点もあ

り､より治療が容易となった。

(2)治療

先ずは､生活指導が重要である｡夕方以降は飲水を

制限しlOml/kg以内とするように指導を行う。

膀胱型や混合型の児では､機能的膀胱容量の拡大

を、的として､排尿抑制訓練を行う｡１曰１回､夕方帰宅

後に尿意を感じた際に排尿をぎりぎりまで我慢させ､そ

の後排尿を行う｡7ml/kgを超える蓄尿を１１標とする。

生活指導では､夜尿が解決しない場合は､薬物療

法やアラーム療法の併用を考慮する。

＜薬物療法＞

①抗利尿ホルモン薬

夜尿症の児の2/3以Ｌが夜間多尿であることより、

抗利尿ホルモン製剤（ＤＤＡＶＰ:l-deamino-8-D‐

arginine-vasopressin)により夜間尿量を低下させるこ

とが効果的である。この製剤は'汗尿細管の集合管の

V2受容体に作用し､水分IIj吸収を高めて旅烏を減少さ

せる。

ＤＤＡＶＰ製剤は本来中枢性尿崩症の補充療法を

目的として開発され1972年の海外で点鼻液が使川され

るようになった(本邦では1979年から)が､1986年に海

外ではスプレー剤で夜尿症の治療が開始となり、本邦

では2003年から可能となった(デスモプレシン･スプレー

１０m）。

ノ|ＫＥ邦での保険適応は、「起床時尿浸透l正が

800ｍＯｓｍ/Ｌ以下(尿比重1.022以下）の低浸透lLE

型の夜尿症」であり、これは夜ﾙK;Iiii患児の約半分を

占める｡海外でのデータでは６０～７０％への有効とさ

れ､国際小児尿禁制学会(InternationalCbildren､ｓ

くミニリンメルトＯＤ錠の短期的効果5)＞

我々は､2012年51130日～llll2411の約6か月間に１

次性夜尿症忠児１２９１列にミニリンメルトl20agを処方し

た。このうち､初期治療が他施設で行われていた症例

と､フォローアック期lHlが短い症例を除く112例の検討

を行った。

651ｹﾞ１１(58％)がスプレー１０製斉'１からの切り替え､９１列

（8％)がスプレー以外の治療へＯＤ剤の併111,61列(５

％)がスプレー以外の治療からＯＤ錠への変更､３２例

（29％)が新規治療例であった。

スプレー製斉'１で10ﾉﾘg使１１１群(36例)では､ＯＤ錠

120/１９への切り替えにて､４週間後に､１４日間当たりの

平均夜尿日数が6.311から4.61]へとiIllli減を認めた(図

ｌ)。更に、スプレー製剤で20〃g便｢'1群(291ｹ||)でも、

０，錠120/L(gへ切り件えて､４週間後に、１４口間当たり

の平均夜尿||数が7.5[1から5.511へと悪化することは

無かった(図２)。

新規でＯＤ錠を開始した321列の4週間後､８週間後
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の治療効果を図3に示した｡効果判定は、ＩＣＣＳの基

準を用いた6):①無効(non-response:ＮＲ）：治療開始

後､夜尿回数が0～49％減少､②部分的有効(Partial

responsePR）：治療開始後､夜尿回数が50～89％

減少､③有効(Response:Ｒ）：治療開始後､夜尿凹数

が90％減少､④著効(Fullresponse:ＦＲ）：治療開始

後､夜尿回数が１００％減少､またはlか月で１回未満への

減少｡４週間の時点では､有効例は14例であったが､８

週間の時点で24例(75％)に有効性を認めた。

②抗コリン薬

膀胱型には機能的膀胱容量を拡大する目的で抗コ

リン剤(副交感神経遮断薬)が用いられる､約50％で

有効とされている。小児では､口渇､便秘といった副作

用の頻度は少ないとされている。これまで､塩酸オキシ

ブチニン(ポラキスⅢ）や塩酸プロピベリン(バップフォ

ー)が汎用されてきたが､最近は､イミダフェナシン(ウリ

トスg'、ステーブラ､）やコハク酸ソリフェナシン(ベシケ

ア画）のそれぞれＯＤ錠が､コンプライアンスと効果の点

で好んで使用されている。

＜アラーム療法＞

夜間､睡眠中に遺尿してしまうと､排尿開始時にアラ

ームが感知して､患児を音や振動で覚醒させるものであ

る｡前述のＩＣＣＳの治療ガイドライン4)では､夜尿症の

治療の第１選択をＤＤＡＶＰ製剤かアラーム療法とし、

第２選択では､双方のスイッチ(ＤＤＡＶＰ製剤の効果

が乏しければ､アラーム療法への変更など)としている。

アラーム療法の有効率は65～70％で､中止後の再発は

30～60％である｡本治療は､覚曜排尿を促すのでは無

くγ膀胱の排尿抑制ﾌﾞ]を高め膀胱容量を増加させるこ

とにあるとされているが､その詳細は不明である。

欧米では｢家族が患児と一緒に就眠し､アラームが

作動した際､自力で起きられなければ､親が起こすこと」

「開始2週間後に(主治医が)電話を入れるなどして、

治療継続の応援と技術的な問題を解決すること｣など

が推奨7)されており､漫然とアラーム療法を行うだけで

は､有効な効果を得る難しさが想像される。
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言葉遅れと〆ディア
簿一発達障害を予防する子どもの育て方一
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要約： 私は40年来､頑い発達障害(自閉症)の子どもたち

にかかわっている｡そして今､その原因と治療(予防)に

ついて述べる（平成25年版､今口の治療指針､医学書

院2013)。

発達障害環境発症論は先天性説を覆すことができ

るだろうか。

はじめに：

発達障害は先天性の脳機能障害か：

言葉遅れ(平成25年版今曰の治療指針）

言葉遅れ3症例の画像解説：

考察：

結語：

発達障害は先天性の脳機能障害か：

現代における発達障害について専門家の解説件を

引用する。

･自閉症スペクトル(ローナ･ウイング1998）

[21閉性障害をもつｆどもの多くは､乳児期から社会性

とコミュニケーションの障害を示す6おしめの取り換え

や身体を洗うことをいやがる｡抱っこされても抱きつか

なかったり、おんぶされても両手やひざでしっかりつか

まろうとしない｡笑わない。目が合わない｡いないいな

いばあにのってこない｡呼んでも振り向かない｡Ⅱ術語が

でない｡特定の刺激､たとえば光やテレビ､ラジオ､決

まった音や物に夢''１になる｡要求がない｡長時間泣き

わめく。夜間眠らず泣きどおしのとき､音楽や何か持続

性の機械音が有効である。となりの部屋で電気掃除

機を使っているときだけ昼寝する。レコードをかけると

泣きやむ｡最も興味深いことは､ビデオ録画再生機が

齊及し､録画ビデオにはまる子どもが増えている。レコ

ード､ＣＤ、カセットテープなどで同じ曲をくりかえしつけ

て､聞きいる。高機能口閉症の子どもは特定の事物へ

の虜となり、鉄道の時刻表､天気､天体学､暦などを九

暗記し､イデオ･サバンリ,i:状をきたすことがある。

以止すべての`l`柄は､普昔Ｆ１身が実体験したことで

要約:人間の内なる自然破壊である音･光環境と早期

教育(早期事物接触)を撤廃すれば､言葉遅れ(発達

障害)は治療と予防が可能である｡テレビ･ビデオなど

音･光環境は愛着形成を頓挫させる｡テレビの,'１１現よ

り以前は､無意識の応答環境にない文字､数字､パズ

ル､形､色などの早期事物接触が愛着形成不全の原

因になることが窺われる｡家庭ホームビデオによるi氾録

（発症前と治療経過)が科学的根拠である。

はじめに:発達障害は､生来』性のもので終生つづくも

のとされている。この障害をもっている子どもの数は非

常に多く、同一年齢の子どもの１０％にも達する｡そし

て､障害の度合いは軽いものから重いものまで帯状に

拡がり､成人になっても社会的自立が困難なものも多

い｡中でも蚊蔽度のものは広汎性発達障害(''''１１》ii｢!）

といわれ、見る、聴く、触る､嗅ぐといった知覚を''１１解

することの|滝窯､あるいは周囲のできごとを兇たり、聞

いたりして､その意味を知る機能である認知といわれる

心の働きの隙'『ifによって､精神機能の発達に遅れやか

たよりが起こるというものである。

－９－
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はなく､子どもの親たちの記憶に頼っている｡埖後２才以 あるけれども､健常児と同じ社会生活ができるように、

早期発見して､生活環境をととのえ､教え導く｢行動療

法」（TEACCHプログラム)をおこなわなければならな

い｡自閉症の特'性がいつ､どのようにおこるのか根本的

には何もわかっていないので､原因をさがすことより療

育する方が大切なのである。

発達障害の専門家は子どもにやさしく､あたたかいま

下の唯の観察が欠けていることがおとし穴になっている

かもしれない｡子どもたちが､光･音環境に異様に反応し

ていることが察知される。

･自閉症児の保育･子育て入門(中根晃1996）

自閉症の症状は､知覚や言葉などの情報処理過程

の障害(認知障害)である。目や耳からうけた視覚刺激

や聴覚刺激は脳内へ伝わり､視覚中枢､聴覚中枢で解

読され､形や意味のある言葉として認知される｡脳に入

力された聴覚性の情報が言葉という形で解読されなか

ったら､単に雑音としてしか聞こえない｡聴覚失調であ

り､おしなべて五感の失認になるq赤ちゃんは言葉を認

知しなかったら、しゃべれない｡知覚の成立が不確実

なために､走りまわるだけの多動であったり､－部知覚

が成立すると､ある場所に立ち止って何かに没頭する．

ミニカーを－列に並べたり、自動車のおもちゃの車輪だ

けをいじったり､回したり､分厚い本をペラペラめくりな

がら､ひとりですごす6物音に敏感で､木もれ曰の影が

風に揺れるのをじっとみている。意味のないむにやむ

にゃ語を発する｡呼んでもやってこない｡それでいてテレ

ビの音が聞こえると飛んでくる。自閉症の治療とは､言

葉のスキル(技能)や集団行動のスキル(技能)を身に

つけていくことであって､自閉症をなおすことではない。

これから先の生活習慣や社会生活をなんとか送れるよ

うにすることが曰標となる｡教えようとしてもついてこな

い｡見ようとも聞こうともしない｡無理押しするとパニッ

クになる｡入りやすい形にして指導することが教育の基

本である(行動療法)。

五感の失認や認知障害を唯まれながらと決めている

なざしに満ちておられるけれども､発達障害児の予備軍

を体験している賢昔はおられるのだろうか｡Ｆ１閉症と診

断したｆどもたちのⅢｉい立ちをふり返ったことはあるのだ

ろうか｡現代では､iiIIl親が撮ったホームビデオで簡単に

詳細に簾い立ちを振り返ることができる｡そうしたら驚嘆

するだろう｡赤ちゃんたちは今日､ある時点までは､満1111

の笑みで応えてくれるだろうから。

･乳幼児健診ハンドブック(平岩幹男2006）

.みんなに知ってもらいたい発達障害（平岩幹男

2007）

筆者は小児科壜専門医であり、小児神経の専門医で

ある｡小児科医と行政の両方の立場で書かれた乳幼児

健診の指南書である。７章｢5歳のころの健診｣と１０

章｢扱いにくい子どもたち発達障害をめぐって｣の

中で発達障害のスクリーニングと対応が語られている。

とりわけ広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)の早期

発見と治療が重要であり､知的障害を伴うものは３～４

歳､知的障害【を伴わないものは５歳で診断する。この

診断はあまりにも遅すぎるのではないか｡私は３歳になっ

て11l会ったｆどもはすでに手遅れになっていることが多

いと実感している｡本文の記載の中で､生後４か月の時

点で視線が合わないという症状がよくみられ､またそり

ことが､問題の根元ではないのか｡発達障害を早期に兇 返りや抱きにくさ､泣きlIこまないことも多いとある｡コラム

つけて､言葉や行動の技能を教えこむ行動療法は人間 の中で､「様子をみましょう｣ということは犯罪になりうる

の尊厳(魂)を略奪しているのではないか｡健常児はす と書いておられるが､なぜ産後4か月時､音･光環境に注

べての唯きる術を無意識に同然に学んでいる｡賢者はこ llしないのだろうか｡この頃だとわずか2～3週１１Mで解決

れを忘れているのではないか。 することがほとんどであるのに。

・自閉症のすべてがわかる本(佐々木正美2006）

自閉症は｢)､の病気｣ではなく｢脳の病気｣であるしか

し､脳のどの部分に原因があるのかわかっていない｡感

情のコントロールにかかわる前頭葉を中心に脳全体の

システム障害があると考えられる｡脳の障害は先天性で

「テレビやビデオの視聴」というコラムの中で､保護

者からテレビについて質問された時に『テレビが発達を

促進するとは思えないが､いまや日常生活に欠かせない

ものとなっています6しかし乳幼児期には双方向のコミ

ュニケーションを発達させることがきわめて重要であり、
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テレビのように一方的な情報伝達はコミュニケーション

機能の発達によくない影響を与える可能性があります』

というような内容を記載している。このようにテレビの害

やすと声を出して笑う(初笑)のに60日間を要し､呼び

かけに頭を真横へ向けるのに９０日間かかります6そし

て､五感の体験を通して､泣く､笑う､怒るなどの感情が

育ちます6まねすることでコミュニケーション力が芽生え

ますbこれらはすべて応答環境が成立していることが

必須条件ですらそうして生後５～６ヵ月で｢イナイイナイ

バア｣遊びが可能になります6この私とあなたの二項関

係や三項関係(私とあなたと対象)が育つと､言葉獲得

の原型が生まれます．

発達の個人差を考慮したデンバー式発達スクリーニ

ング(我が国では遠城寺式)を用いて､表出言語､言語

理解､対人関係･社会性､粗大及び微細な運動発達の

Ⅱ項目を評価することができますb重い言葉遅れは､母

親に全く懐かず言語理解も言葉もないもの(自閉性)、

軽い言葉遅れは､母親の言うことは何でも理解できる

が､言葉が出ないもの(単純表出性)、その中間の言葉

遅れは母親に懐いているけれども言語理解の乏しいも

の(受容表出混合性)に区別できます６

についてよく理解しておられるのに､２つの本の本文に

はまった<テレビ視聴について記俄がない｡私は書くこと

を拒否しているとしか思えない｡その理由を２つ挙げて

いることが推察される｡諸外同においてテレビと、閉症

について関連が｢ある｣とする原著がない｡もう一つは、

筆者白身が自閉症やＡＤＨＤとテレビの過視聴が開運し

ているとは考えていない｡テレビが関連するのは､11閑症

より表出性言語障害であったり､発達全般に遅れを認め

る精神遅滞児であろうと思っている｡結論として筆昔は、

発達の問題とテレビの過視聴を関連付けるためには､母

集団のテレビについての状況と発達状況をⅢlらかにした

ｋでエビデンスのデータを作ることが必要であると考え

ていることが推察される。

私は一つ一つの事例を正確に回復させることが科学

的根拠であると確信している｡そして現代の家庭ホーム

ビデオがそれを証明している。

｢沼療万歪、

言葉の遅れとDelayedspeechandlanguage なぜ､このような言葉遅れがおこるのでしょうか｡応

答的環境が最も大切な乳幼児期にテレビ､ビデオはま

ったく役立つことがありません｡人間の魂(心)が育つ

ITil'|り込み時期に、“音"と"光”（映像)の一方向的な刺

激は赤ちゃんの真口い脳に入り続けて､記憶の中枢が

無意味に育っていくのです｡見えども見えボ聞えども

聞えず《感じず〈味わえず、器用に動けず《そして思考認

知､行動認知､空間認知､時間認知が育たないのです６

テレビ､ビデオなど音･光環境だけではありません"文

字､数字､形､色､パズルなどの早期教育も同じ穴の狢

です6デジタル育児ではなくアナログ育児(自然に体験

しながら身につくこと)が赤ちゃんを人間に育てるので

す6人間の内なる自然破壊である音･光環境と早期教

育(早期事物接触)を撤廃すれば､言葉遅れ(発達障

害)は治療と予防が可能なのです６

それでは､どのような介入がどの時期に必要でしょう

か｡無意識の応答環境のもとで､脳のネットワークを形成

するあらゆる認知機能を育てることがﾌ爬切です｡三つ子

の魂百までといわれるように3歳が最初の関門ですら

｢ji；彌正謬函7１

１歳半を過ぎても有意の単語(言葉)が出なかった

り､３歳になっても会話に発展しない言葉遅れは､乳幼

児健康診査で発見されますb言葉の発達は|同人差が大

きく、生育環境によって左右されます｡昔は､言葉以外

のコミュニケーション､たとえば口が合う、呼ぶと振り向

く、まねする､指さしする､ギブ･アンドテイクなどが十分

通じておれば､３歳で言葉がしゃべれなくても､心配し

なかったものです6特に男の子は発語がよく遅れていま

した｡ところが､現代では複雑な社会現象(情報過多、

メディア化、ＩＴ化)の影響が人間同士の交流を壊して

しまいました｡言葉遅れの原因は､聴力障害､発語器官

の異常､脳の器質的損傷など原因がはっきりしている

ものと､原因の特定できないもの(知的障害【､曰閉件障

害､表出性言語障害､受容性言語障害など)がありま

す6今回は後者についてのみ言及しますｂ

ヒトは生まれたとき白紙状態で､１年間を費やしてや

っとひとり立ちします｡動くものを目で追い(追視)、あ
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され､専門機関へ紹介されると､コミュニケーション障害

（発達障害)と診断される｡その診断､治療に戸惑う養

育者が､インターネット､書店､図書館などで私の著書に

出合うと､直ちにテレビ･ビデオを消して､川崎医科大学

小児科(現在､kids21子育て研究所)へ連絡してくる。

全国各地からやってくる､２～3歳のコミュニケーション障

害児は3000名を越えている｡最近１５年間は､来院時恵

児の生い立ちの生活記録ビデオを持参してもらってお

り､現在､約500人分のビデオ(DVD)が手元にある｡今

回､言葉が出ないコミュニケーション障害を重いものか

ら軽いものを三つのパターンに分け､その典型例を実況

解説する。

言葉遅れ(発達障害)環境発症論のポイント

.重い言葉遅れは愛着形成不全でホボウルビーの愛

着理論によって言葉遅れを説明します６

第一段階(誕生から２ヵ月）：人の弁別をともなわな

い定位と発信(非選択的愛着）

第二段階(２ヵ月～６ヵ月）:人の弁別をともなう定位と

発信(選択的愛着）

第三段階(６ヵ月～２才)：分離不安(抱っこをせがむ、

後追い､響き合い）

第四段階(3才以後)：自立(ｎ分で考え行動する,人の

役に立つ）

．重い言葉遅れは､第一から第四段階の途中で愛着形

成が頓挫することです6音･光環境へのはまり方によっ

て､早ければ生後５～６ヵ月、遅くとも生後２才頃には

気づかれます6折れ線タイプの言葉遅れ(正常な愛着

形成があっても、１～２才ですべてを失うもの)は重い

言葉遅れの２～３割を占めます6脳の発達は３才まで

可塑性があるためで式

．軽い言葉遅れは､第三段階の分離不安以後､愛着が

不完全に育つためです6音･光環境へのはまり方が軽

いので式

･家庭ホームビデオによる記録(発症前と治療経過)が

実証(エビデンス)です１

①対人(－)理解(－)言語(－)→自閉性言語障害

②対人(＋)理解(－)言語(-)→受容性言語障害

③対人(＋)理解(＋)言語(－)→単純表出性言語障害

【症例1】２歳2ヵ月､男児

初診:表情(-)視線(-)指さし(-)まね(-)指示(-）

生後テレビがつけっぱなしだった｡生後4ヵ月テレビの

前で手足をバタバタ打ち鳴らし､テレビに向かって｢キ

ャッキヤッキャ」と声を出す６１歳3ヵ月の映像では､父

がテレビの方へ目を向けながら哺乳瓶で授乳し､患児

は父が見ている反対側のもう一つのテレビを見ながら

飲んでいる｡１歳11ヵ月の映像では､表情がなく､凍りつ

くような目つきでテレビの方を見ながらジャングルジム

の上方で一人で遊んでいる。親が呼びかけても振り向

かない｡発声はない初診の2歳2ヵ月からテレビを禁止

し､家族が丁寧に関わったところ､３歳でごっご遊びが

でき､母親の指示に応じて､洗濯物を干すなどの行動

を見せ始めた。３歳半で､かん高い声ではあるが､伝わ

る単語が10コくらい出てきた｡対人関係が育ち､感情

表現が豊かになっている｡４才６ヶ月普通の会話ができ

る｡現在小学４年生国語､算数が得意。

言葉遅れＳ症例の映像解説：

《言葉遅れの3症例･･･映像解説》

今､保育園で言葉遅れの赤ちゃんが増えている。多く

はすでに生後6ヵ月で表情が乏しく､微笑みが消えてい

る。

私は関西の保育園や幼稚園を中心に講演にまわる

とき､テレビ視聴のアンケート調査をしているが､３～5家

庭にl家庭では朝から晩までテレビがつけっぱなしであ

る｡そのうち､５～１０人に－人の赤ちゃんがコミュニケー

ション不良をきたしている（出生30～50人に1人にあた

る)。テレビがついていても､その5倍ぐらいの時間を抱

っこしてあやしたり､外へつれてⅢたりして､応答的環境

が十分確保できれば問題は発生しない｡養育者は､彼

らがl～3歳になると､他者とのコミュニケーションがとれ

ないことに気付く(,乳幼児健診時に発達の遅れを指摘

【症例2】２歳9カ月､男児

初診:表情(+)視線(+)指さし(_)まね(-)指派(-）

生後テレビがつけっぱなしだった。生後2ヵ月から英

語教材の音を聞かせ続けた｡１歳時､父と笑い合って遊
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んでいるが､言葉はない｡１歳半､英語教材の卉声を真

似て、「ガッガッ｣と発声するが､意味のない吠え声でし

かない｡２歳半､コミュニケーション障害と診断され､生

涯治らないといわれ､保謹者はショックで立ちＬがれな

かったという｡初診の2歳9ヵ月以後､音の出るものを全

て禁止し､じゃれあって関わるよう指導する。３歳時､ま

ね言葉ながら、「パパ､イッチャッタ」「ﾆｭｰニュー､オイ

シイ｣など話し言葉が出た｡３歳9ヵ月から幼稚陣|へ通い

だし､伝わる言葉が増えた｡５歳半の現在､冗談を言っ

て家族を笑わせる程に成長した｡現在､小学５年生､優

等生。

考察：

動物は、生まれてすぐimprinting(刷り込み)がは

じまり、短時間でひとり立ちする。ところが､人間は、

imprintingにl～２年間を要し､応答環境の下で､歩い

たりしゃべったりするようになる。生まれながら人間の

子どもには､みんな天才的能力(天分)が備わっている

けれども､特定の大人がそばで引き出さないと､子ども

は天分を発揮することができない。

生後､母児間で抱かれる､乳をのむ､あやされる､眠

る､泣くなどを通してお互い一緒にいることで快になり、

愛着をおぼえる｡そして､五感の体験により笑う､怒る、

いがり泣くなどの感情が育つ｡まねをすることでコミュニ

ケーション力が芽ばえる｡すべて､応答環境が成立して

いることが必須条件ある。ここに定型人間(健常人)と

重い言葉遅れ(r1Hql症児)が育っていくヒントがある｡ボ

ウルビーの愛着蝿論によると､定型発達児の愛着発達

は次の段階を経て育つ。

【症例3】１歳9カ月､男児

初診:表情(+)視線(+)指さし(+)まね(+)指示(+）

生後､テレビがつけっぱなしだった。１歳半の映像で

は表情豊かで、「おつむてんてん｣などの指示に年齢相

応の反応をしているしかし､祖父や父と積み木遊びを

している背後にテレビの音があり､テレビのつけっぱな

しが日常であったことが容易にわかる。母親が絵本を

読み間かせしている場面では､指さしができるのに、ま

ったく声が出ボ無声のままであった｡一方､テレビの音

楽場面では楽しそうに｢キャッキャッ｣と大声を出して

いる｡初診を機にテレビ､ビデオ､ＣＤ､電子おもちゃを禁

止した｡２歳時自分で本をめくりながら､母の声を真似し

て、「アッアッアッ｣と声を{Hしている｡３歳誕生'１の映像

では､お寿司の具を指さして患児が｢これなに｣と聞くと

「しいたけ｣と母親が答えている｡するとすかさず患児

は、「しいたけは､いらん｣と自分の言葉でニコニコしな

がら言っている｡３歳半には､砂場のままごと遊びで､父

親と普通の会話ができるようにまで成長している。現

在､小学４年生､優等生。

第一段階(誕生から2カ月）：人の弁別をともなわない

定位と発信（非選択的

愛着）

第二段階(3力１１～6カ月頃）：特定の弁別された人に

対する定位と発信(選

択的愛着）

第三段階(6力１１～2才頃)：分離不安(抱っこをせが

む､後を追う､響き合い）

第四段階(3才以上)：自立(自分で考え行動する､人

の役に立つ）

自閉症児の愛着発達過程→専門家が考えている自閉

症児の生まれながらの脳障害説

第一段階(誕生から12カ月頃)：混沌期(自他が明確

でない､世界が混沌

としている）

第二段階(1才～2才頃)：道具(便利な道具としての

み愛着対象者を認識）

第三段階(2才～3才頃）：快楽(道具に加え､楽しい

存在として認識）

第ｌＩＬ１段階:依存（自分の無能さと他行の有能さを認

識）

◆症例lは親に全くなつかず言語flu解も言葉もない重

いダイズ症例2は親になついているが､言葉の理解が

悪い受容性言葉遅れのダイズ症例3は親の言うことは

何でも理解できるが､言葉だけが出ない表出性言葉遅

れの軽いタイプである｡重いものを'とすれば､軽いもの

は１０｡すなわち重いものが１００人～200人に－人､軽いも

のは10～20人に－人ぐらい見つかると想定している。
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べて生きる術を無意識に自然に学ぶ(アナログ育児)。

赤ちゃんは自分で触れたり､見たり､聞いたりして､身に

つけていく。赤ちゃんに対して､物をつかむことや見る

こと、聞くことをいちいち教え込まなければならなかっ

たら､人類は存在しなかっただろう｡無意識の応答環境

（間主観性)によるコミュニケーションの基本が育つに

は､おのずと臨界期(感応期)がある｡三つ子の魂百ま

でいう先達の言葉がある｡私も3歳を過ぎた児はむつか

しいことを実感している。ここに自閉症環境発症論が

生まれる。

付随して､軽度発達障害(ＡＤＨＤなど)の愛着発達

過程、これは自閉症よりもつと軽症である。それだけ

に､他の因子がたくさん加わるので複雑で多彩になるだ

ろう｡愛着は育つが､分離不安で頓挫するのである｡歩

き始めるとよく動きまわる。叱られても少し経つと何事

もなかったかのように､母親ににこにこ話かける｡買い

物で迷子になっても不安を示すことはなく､面会後も親

に泣いてしがみつくことがない｡

生まれながら人間の子どもはみんな天分が備わって

いる｡生まれたばかりの子は誰ひとり言葉を知っている

ものはいない｡それが､３０か月くらい経つと､みんな言

葉がわかり、しゃべるようになっているのは驚くべきこ

とである。だから子どもは天才的というわけだが､いくら

才能をもっていてもそれを引き出してくれるものがいな

くては､言葉は芽生えない｡言葉を教えてくれる先生が

いるわけではない｡生んだ母親がその役をつとめなく

てはならない,今日まで人間は何千年もの間､生き続け

ている｡読み書きはのちに学校で習えばよい｡話し言葉

や聞き言葉は教えられるものではない｡生まれたばかり

の赤ちゃんは母乳を吸うことができる①母乳をのみなが

ら、自然に言葉が育つ｣無意識の応答環境の中で言葉

が育つので母乳語と呼んでもよい｡おっぱいで体が大

きくなっていくように､心の糧(おっぱい)で言葉が育つ

のである。近年教育文化が発展し､昔ながらの子育て

が古臭いと考えられる様になって言葉のimprinting(刷

り込み)がなくなると､子どもには重大な打撃である｡人

間の存続にかかわる問題かもしれない。

エリクソンは､この時期子どもの発達課題は｢基本的

信頼関係｣を育てることが重要であると考えた｡たとえ

第五段階:自立(ｎ分の気持ちをコントロールし､曰立

していく）

すなわち、口閉症児は誕生してから愛着が育つ時

期､混沌としていて人間への選択的愛着が成立しない

ということが､世界的に通っている説である。生後まも

ない乳児期､親は｢どこかおかしい｣と気づく。おとなし

い｡目を合わせようとしない｡笑ったり泣いたりしない。

抱っこを嫌がる｡泣きだしたら止まらないこともある｡以

上は､自閉症専門家が頭の中で考えている乳児像であ

るが､実際に体験した人は皆無であるだろう｡すべて、

両親から聞き出した回想だけである。自閉症は､脳機能

の１章害により生じるもので､育て方やしつけが原因では

ない．もって生まれた遺伝的な素因が大きく関与してい

る(児童精神科医)。自閉症の症状を示す子どもを完

全に｢なおす｣治療法はない(ローナ･ウイング)。

一方､私の持論である曰閉症の原因は後天性であ

る,私が出合う自閉症児は全員､定型発達児がたどる

愛着発達の第一から第四段階までの途中で､頓挫して

しまうために､愛着形成が失敗に終わる｡早ければ生

後半年ぐらいで出合う子もおれば､ｌ水２才あるいは３

才ごろやってくる子どもたちもいる｡私は､ｌ～2歳で自閉

症と診断された乳幼児の相談を受けているが､生まれ

た直後からホームビデオで録画された映像をみると､赤

ちゃんの時は目が合い､笑ったり､哺語をしゃべったり

している｡500人以上の赤ちゃんのビデオが集まってい

る。さらに不思議なことには､折れ線タイプの言葉遅れ

（小児崩壊性障害)が自閉症の30％を占めることが、

自閉症バイブルに堂々と記載されている｡愛着形成の

途中での頓挫そのものである。

このI頃挫がなぜ起こるのかが問題の根元である、

赤ん坊が"音”“光"環境にはまるのである｡すなわち、

愛着は当初育っているけれども､途中テレビ､ビデオ、

ＣＤ､ＢＧＭ､電子おもちゃ、フラッシュカードなどの環境

の下で､愛着が消失する〕テレビが出現する以前にも当

然､自閉症児は存在している。人間との応答環境にな

い､文字､数字､パズルなど早期教育(デジタル育児)と

いう事物に興味をもつ環境があったことが推察される

（レオ･カナー､チャールズ･ハート)。健常の子どもは､す
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特別講演２

ば､赤ちゃんは自分では何もできないから、おっぱいが

ほしい､おしっこが出て気持ち悪い､あるいは退屈して

寂しいと泣く。お母さんがすぐきておっぱいをくれる､お

むつを取り替えてくれる、だっこしてくれる。赤ちゃんは

望んだとおりにしてくれる人を信用する｡そして愛着が

芽生える｡生きる希望がわいてくる。これが絵に描いた

餅になってしまってはいけない｡エリクソンの｢基本的信

頼関係｣をいくら唱えても､赤ちゃんの諸々を直に体験

しなければ赤ちゃんの心情を理解できない。赤ちゃん

の言葉遅れを真筆に憂える人は赤ちゃんに直に出会わ

なければならない｡現代では家庭ホームビデオが代用

してくれているのだが…。

4､片岡直樹「子どもの脳の発達へのテレビ･ビデオ

の影響」

日本未熟児新生児会誌２０巻2号2008

5､片岡直樹『テレビ･ビデオが子どもの心を破壊し

ている!』メタモル出版2001

6､片岡直樹他『しゃべらない子どもたち･笑わない

子どもたち.遊べない子どもたち」

メタモル出版2003

7､片岡直樹『テレビを消したら赤ちゃんがしゃべっ

た!笑った!」メタモル出版2009

8､片岡直樹､澤口俊之､金子保

『発達障害を予防する子どもの育て方』

メタモル出版2010

9､ローナ･ウイング「自閉症スペクトル』

東京書籍1998

10､中根晃「自閉症児の保育･子育て入門』

大月書店1996

11､佐々木正美『自閉症のすべてがわかる本」

講談社2006

12､平岩幹男「乳幼児健診ハンドブック』

診断と治療社2006

13､平岩幹男『みんなに知ってもらいたい発達障害」

診断と治療社2007

14､チャールズ･ハート「見えない病」

晶文社１９９２

結語：

発達障害と診断される言葉遅れの子どもたちはその

ほとんどが後天性に発症している｡音･光環境などによ

って無意識の応答環境が破綻されることが愛着形成

不全をきた氷,われわれ小児科医は全員､乳幼児健康

診査時に対応しなければならない緊急課題である。

お願い．

平成25年３月10日第59回愛媛県小児科医会で講演

しました｢言葉の遅れ」（平成25年版､今日の治療指

針､医学書院)を基に書き下ろしました。

発達障害専門家の著書に対するコメントを加筆しま

した｡言葉の遅れ(発達障害)は治療と予防が最重要

課題ですので､ＤＶＤ(言葉遅れの子どもたち－小児科

医が語る｢育て直し｣）を子どもたち､特に乳幼児の育

児支援に活用していただければ､幸甚に存じます。

【参考資料】

l､片岡直樹「言葉遅れ｣平成25年版今曰の治療指

針､pl231-1232医学書院2013
とやましげひ二

2、外山滋l上古『幼児教育でいちばん大切なこと」

筑摩書房2012

3､片岡直樹「新しいタイプの言葉遅れの子どもたち－

長時間のテレビ･ビデオ視聴の影響一」

日本小児科学会雑誌１０６巻１０号pl535-l5392002
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愛南町岡沢クリIニック

ＮＰＯ法人ＣＡＳＡＪＯＨＡＮＮＥ
蓬iihh
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l蕊lil蕊1１

)ルョハネの家
総i1Mw枕

i霧■;１１理事長(1，

通学級の発達障害の子供たちにも仲間づくりや良い体

験の場になり､働くお母さんを障がい児の学童保育の

ようにサポートしていきたいです．

そこで､私は､障がい児たちの成長を診ることがで

き､一緒に散歩したり､お茶を飲み､クリスマスを祝い、

お花見をすることができました｡－番､うれしくて､みん

なから元気をもらって笑っているのは私自身のようで

す６

昨年､平成２４年３月に愛南町で､児童デイサービス

を開所しました｡ＮＰＯ法人ＣＡＳＡＪＯＨＡＮＮＥヨハ

ネの家を母体にしています｡障がいのある子供たち

（２０歳まで)を対象に放課後と長期休暇に子供たち

の居場所づくりを目指しています６

思い起こせば､私が３０年前にTl丁立宇和島病院に勤

務していた頃､１人の首の据わらない赤ちゃんとそのお

母さんに主治医としてかかわったことが､今日の児童デ

イサービス･カサヨハネを始めることにつながっている

のです6その時､私は､あけぼの剛という障がい児の通

|素|施設の嘱託医でもありました｡発達障害は薬や手術

で治すことができないため､その障がいのある子供の

発達を見守ることしかできずく医者としての無力さを感

じていましたせめて､不安そうに見えた親子を､他の

仲間や､障がいのある子供を持つ親たちとつなげよう

と思いました｡その後のあけぼの園の運動会で､よちよ

ち走ったその子と､ゴールで家族みんなが大喜びでそ

の子を迎えるようすが今も目のうちに焼き付いていま

すｂ

子どもに障がいがあっても家族は幸せになることが

できるということを実感したできごとでした｡本来の幸

福の形がそこにあると思いますｂ

１６年前に､自分自身が生まれ育った愛南町に帰り、

県立南宇和病院に勤務し､地元で開業して以来､小児

科医として､また小児神経科医として､地域の発達障

害の子供たちを赤ちゃんの頃から今まで診させても

らってきました。

愛南町には特別支援学校がないため､子供たちは

宇和(丙予市)で寄宿生活をするので､ｔ日祝ロや､長

期休'1段にしか帰ってきません｡子供たちが地元に帰って

きたときに安心して楽しく過ごすことのできる居場所に

なりたいと思います6また､地元の特別支援学級や普

liI;::;蝿麹騨;-|収;;《聯
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鋲《
松山市上H1小児科医院

2012年は過去岐多の３０職種が参加した｡その中に

は国会議員の塩崎恭久さん(写真l）、ペットのお仕事

(写真2)､テレビＭ(写真3)､美容師(写兵４)､銀行(写真

５)､消防'１１(Z÷jと真6)の人たちなどが参)[)|]していた｡消防

団のブースでは豪快にプールに向けて放水をやらせて

もらっていた(写真７)｡看護師のブース(松山赤十字病

院)ではかわいい看護師でごった返し､点滴や救急の手

ほどきを受けていた(写真8-10)。

参加児童数は約350名､授業は４時限あり､児童らが

希望する職業のブースをl時限ずつ体験できる｡私は妻

と共に２０１０年からきっずニア石井に参加している。

石井きっずニアは２００９年から毎年､石井小学校で

開催されている職業体験イベントである。これは働くこ

との意義や仕組みを学び､将来の進路の参考にしても

らおうと石井おやじの会主催で行われている。

石井おやじの会は石井小学校に通学している､もし

くは卒業した子供の父親たちが集まり､結成された会

である｡そのメンバーは色々な職彌の人たちで構成さ

れ､元ＰＴＡ会長や小学校の先生も含まれている。きっ

ずニア石井は石井おやじの会の人脈を生かし､子供た

ちに人気のあるプロサッカー選手､野球選手など､多種

の職種の方々にボランティアで参jjllしてもらっている。

iiiiiiillllllliliiiilIljilII～
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写真１ 写真３

巳

写真２ 写真４
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私たちのブースでは､スライドと人体模型などを使用

し､体の仕組みや医師の仕事の説明(写真１１)、診察

や検査をしてもらった。

まずは心臓のしくみを説明し､心音のテープを聞か

せ､聴診器で自分たちの音を聞いてもらった(写真１２)。

低学年の一部は本物の聴診器を見たとたん､勝手に

聴診器を触って遊んでいたが､ほとんどの子供は聴診

する時は真剣にしていた｡次に､病気当てクイズを行っ

た｡ｌ間目は｢熱が高い｣､｢咳､鼻水が出る｣､｢学校で流

行る｣が問題で､答えはインフルエンザだが､この問題は

簡単でみんな解っていたようだ｡クイズの後､検杳キット

を使いインフルエンザの検査をしてもらった)実|際に検

体を取ることはできないので､何も付いてない綿棒を反

応液に入れてかき混ぜプレートに垂した｡コンロトール

の線しか出ないが､子供たちは実際の検査を見て､感心

していた(写真13)。２間口は｢学校検尿で異常が出た｣、

吟は症状がない｣、「おしっこに糖がでる｣、答えは糖尿

病だが､この問題は難しいと思われたが､高学年の子

は答えていた｡この後､イオン飲料(糖尿のつもり)と牛乳

(蛋白尿のつもり)を使って検尿をしてもらった(写真

14)。私たちには普段やりなれた作業だが､子供たちは

自分でするのは初めてなので､みんな興味津々でやっ

ていた。

高額な器具もなく､小規模で手作りの医者のブース

であったが､子供たちは楽しんでくれたと思う｡将来､何

人かが愛媛UTLで小児科医として活躍してくれればと期

待している”
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写真９ 写真１２
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写真１０
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写真１１
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で接種できるよう約1,000万円を援助した｡日本小児科

学会の子どもの健康週間事業に関して小児科医会ILM

事会で廃''二との報告があったが､再度小児科学会に問

い合わせたところ現在検討中とのことで､平成25年度

については継続の予定である。

２．「愛媛県市町母子保健健康診杳事業連絡協議会」

報告(平成24年lOll）

ｌ)愛媛県乳児一般健康診査のこれからの方向性につ

いて

２)現在行われている年21回|(3,4ヶ月健診と9,10ヶ月健

診)の健診と委託料金(llLIl:5,350円)の継続について

平成25年度も例年通り年２回の健診(１回の委託料

金は5,350円とする)を行う｡平成26年以降は健診回数

を増すよう交渉中である。

○総務部

１.会員異動(上田理事）

入会:なし異動:梶原眞人(Ｈ24.10.18)福角病院(勤

務)→福角病院(開業）

退会:なし

２．「良い子を廉み育てる妬婦の曰」シンポジウム･育児

相談(１１１１３日）（上Ｈ１理事）

中会長が予防接種に関するご講演をされ､愛媛新聞

に講演内容が掲載された。

育児相談はりL玉f[１１事、上田が担当した｡相談人数は

４名であったが､深刻な相談もあり､大変意義深いもの

であった。

○第１保健部(松本理事）

ｌｌｌｚＭ､児科医会からの｢予防接穂協うU金あるいは

手数料｣に関する調杏依頼について

平成24年１０１１の調査時点で､－地区医帥会において

手数料の徴収が行われていた。

２．１Ｍ、ﾘ凸科医会公式ＨＰの矛1坊接種に関する情報

第45回理事会
日時･場所:平成24年１２月１３日19時愛媛県医師会館

４階第２会議室

出席者：０１厘不同･敬称略）

中眞－､桑折紀昭､栗田郁雄(監事)、児玉義史､上田

晴雄､|||上郁夫､塩田康夫､松浦俊人､松木修平､井上

哲志､檜垣高史､伊藤卓夫､久寿jE人､重見律子、岡

知彦､中野省三､平井伸幸､吉田ﾎﾟⅡ弘､豊田茂樹､|U下

万浩､林正俊､後藤悟志､青井努(以旧3名）

中会長挨拶

お忙しいところお集まりいただきありがとうございま

す。

さて､今年の６月の一般社団法人日本小児科医会総

会で新しく松平隆光先生が会長に選任されました｡松

平新会長の第１の目標は｢小児保健法｣の設立です6

12月１６日に衆議院選挙がございますが、「小児保健

法｣設立の手助けをしていただけそうな候補者に投票

をお願いしたいとのことですが､具体的には各ブロック

に任されております6良い候補者がいれば教えてくださ

い｡また小児保健法に関係ありますが､子どもは私たち

の未来です｢予防接種は公費負担で｣というポスター

を作成し､平成25年１月の医会ニュースとともに会員に

送付の予定です6院内に掲示をよろしくお願いいたし

ます6今日は議題もたくさんあります｡ご討議よろしくお

願いいたします。

報告･承認事項

○会長報告

１日本小児科医会理事会報告(l2H21D→

［epa-kids:l2252Iを参照

追加報告:日本小児科医会は､岩手県小児科医会

に岩手県の乳児を対象にロタウイルスワクチンが無料
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理事会報告

BOXに、「不活化ポリオのお知らせ｣の掲載を行った。

○第２保健部(吉田理事）

１「学校心臓病検診の要精検者の受診先のアンケー

ト調査｣について

個人|胄報の問題や学校側が診療科を把握していな

いことなどの理由で現在保留になっている.愛媛県医

師会として､平成25年度から学校心臓病２次検診は小

児科､内科の循環器専門医に限定して行うように検討

中である(中会長)。

○会報編集委員会(伊藤理事）

1.会報(秋号)編集進捗状況

発行が遅れていた春号の原稿がすべてそろい､現

在､最終チェックを行っている｡年明けに会員に届ける

予定である｡秋号については来年の１月に編集作業を

終えて､２月中に発行する予定である。

○社会保険部(後藤理事）

１.県医師会から依頼の｢平成24年度診療報酬改定に

対する評価についての意見｣について

診療報酬改定があった年に県医師会と日本小児科

医会から「改定に対する評価と次期改定に対する要

望｣を出すように連絡がある｡毎uepa-kidsで会員の皆

さんにお願いしているが､あまり意見が出てこない｡今

後もご意見を求めるので､ご協力よろしくお願いした

い。

○子どもの健康週間事業実行委員会(平井理事）

Ｌ小児科１日なんでも相談室(平成24年９月30口(日)、

１０時から16時､エミフル松前にて）（epa-kidsl2211にて

報告済み）

相談者数59人､相談件口数74件と盛況であった｡電話

相談より－人の相談時間が長かった印象がある｡３つの

ブースで相談を受けたが､すべてのブースが詰まってい

る時間が長く､充実したイベントになった。１０月25日の

反省会では､今後この事業を続けるのならば､電話相談

ではなく今回のような対1iii式のl;'１談が良い､という意見

で一致した｡その後､Ｈ本小児科学会からの本事業へ

の補助金が大幅に縮小されることが判明した｡本理事

会にて､愛媛県小児科医会としてこの事業を継続する

かどうかについて意見を求めたところ、「継続｣の意見

のみで｢中止｣という意見は無く､今後も本事業を継続

することになった。

○食物アレルギー対策委員会(久寿理事）

1.第１７回愛媛小児アレルギー懇話会(101Ｆ113日(士)ホ

テルサンルート松山）

千葉大学准教授下条直樹先牛｢乳幼児の気道感

染と喘鳴･喘息｣および一般演題に､３８人の会員の先

生に参加いただいた。

2.子どもの食物アレルギー講座(11月22日(木)松山市

保健所)報告

約40名の栄養士､保育ｔ､保護者が参加､講師とし

て参力Ⅱ「一部の保育園に､保護者に対して、食物アレ

ルギーの検査を目的とした小児科鐙受診をすすめるケー

スがある｣ことについて言及し､以下の説明･改善を求

めた。

1)かかりつけ医は食物アレルギーの疑われる場合､問

診･診察を通じて､検査の必要性の有無･検査時期を

医学的に判断するので､保育園の立場は、「食物アレル

ギーに関して､保護者は自己判断でなく、かかりつけ医

に相談し指導をうけること｣を助言するにとどめるこ

と。

2)アレルギー除去食に関する連絡書(主治医意見書）

の診断の方法の中に｢RＡＳＴ等血液検査｣があるが、

問診や負荷試験の結果で診断や対応が決まれば､検

査施行前であっても､連絡書を作成･提出できる。

3)ＲＡＳＴ等検査には偽陽性･偽陰性の場合があるの

で､あくまで判断材壜料の一つであることを説明。

○未成年喫煙防止委員会(豊田理事）

１「第3回えひめ禁煙推進フォーラム｣報告

第３同えひめ禁煙推進フォーラムのご後援をいただき

ありがとうございました｡約120名の参加があり､盛会裡

に終えることができた。

協議事項

１.第59回教育集会･総会プログラムについて(高岡理事）

nll寺:平成25年３月loR(日)1311寺会場:愛媛県医師会館

特別講演（１）座長児玉義史

「夜胱症の治療に関する講演(仮題)」

Ⅱ頂天堂大学医学部附属練馬病院小児科先任准教

授人友義之先生
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理事会報告

６．「平成25年６月8日､９日大阪での曰本小児科医会総

会フォーラム｣参加勧誘の件(中会長）

来年３月１０日の総会の後､議事が終わり次第、「第24回

日本小児科医会総会フォーラム｣参加勧誘の時間を設

けることとした。

7.内藤壽七郎記念賞候補者推薦の件(児玉理事）

今回は該当者なしとして推薦を見合わせる

特別講演(2)座長中眞－

「言葉の遅れとメディア一発達障害を予防する子供の

育て方一」

Kids21子育て研究所所長片岡直樹先生

単位数の変更のお知らせ:曰本小児科学会認定医

制度の単位数が今総会から８単位から３単位に変更に

なる。

２.平成25年秋の教育集会の日程および演題について

（青井理事）

平成25年秋の教育集会の日程は平成25年８月25日

（日）と決定した。

秋の教育集会は例年９月第１日曜の開催となっていた

が､来年は曰本外来小児科学会と曰程が重なることや

中会長の日程の調整がつかないことから前倒しをして８

月25日となった｡内容は乳幼児健診をテーマとして検討

中。

３.マスコミからのＴＶ取材依頼への対応(松浦俊人理事）

ｌ)県医師会経由の取材依頼については原則受ける。

２)当医会への直接依頼の場合は会長･情報部･総務

部で協議の上決定する。

３)報道機関の本社はすべて松山市にあるためＴＶ取

材は中予地区(松山市･東温市･伊予市･松前町･久万

高原町)の先生方にお願いせざるを得ない。・勤務医

（松山日赤病院･松山市民病院･県立中央病院･愛媛

大学附属病院)の先生方も含め可能な限り全員参加の

順番制とする．

・マスコミ主導の取材にならないために､取材指針(要

望書)を作成する｡情報部で素案を作成し次回理事会

に諮る予定。

４)愛媛新聞などの執筆依頼への対応は従来どおり情

報部が担当する。

４子育て支援Q&Aについて(育児支援委員会吉田理事）

１)インフルエンザの出席停止期間について

２)インフルエンザの薬について

５.日本小児科医会代議員､予備代議員選挙(平成２５

年１月)について（児玉理事）

日本小児科医会代議員ならびに予備代議員の選挙

を行う。12月中に会員宛通知､１月中旬公示､その1週間

後に立候補締め切りという段取りの予定｡

話題提供

１.第24回日本PediatriclnterventionalCardiology

学会学術集会(檜垣理事）

日時:平成25年１月24日(木)～26日(土）

場所:県民文化会館(ひめざんホール）

愛媛大学医学部小児循環器部門の檜垣高史教授会

頭のもと開催される｡秋田に続いて地方で開催される

のは2回目であり､多数の先生方のご参加をお願いした

い、

２.年末･年始の診療における休日加算･夜間早朝加算

について(中会長）

地方厚生局長等に届け出た医療機関(診療所に限

る)が診療時間内に初診および再診を行った場合は夜

間早朝等加算として50点を加算できる。ただし届出は

１１月末まで。小児科を標傍する医療機関において6歳

未満の乳幼児に対し診療が行われた場合休日加算を

算定できる

第４６回理事会
日時･場所:平成25年３月10日11時､愛媛県医師会館４

階第２会議室

出席者：(Ⅱ頂不同･敬称略）

中眞一､小谷信行､桑折紀昭､亀井勲(監事I兒玉義

史､上、晴雄､川上郁夫､塩田康夫､高橋貢､松浦俊

人､松田修､松本修平､井上哲志､伊藤卓夫、岡本真

理子､久寿正人､重見律子､中野省三､平井伸幸､松浦

秀二､檜垣高史､豊田茂樹､Ⅱ－１下万瀧､後藤悟志､林正

俊､青井努(以上26名）

中会長挨拶

今年度の県内インフルエンザ患者数は､全国でも1,

2位を争うくらい多かったようですが､２月後半に入りか
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蝿事会報告

なり減少傾向にあるようです６

さて､平成25年度から､ＨＰＶワクチン､ヒブワクチン、

プレベナーが定期接種化され､接種ワクチンの種類､１１１

数が増加します6予防接種の種類､接種量､接種期間

の間違い等が報告されています6会員の皆様も十分注

意をされて､接種をお願いいたします6平成24年度から

関東地区等では､青年期の男子の風しんの罹患報告

が2,000名を超え､平成25年は１１１から3IEIまでに1,000

名を超える報告があります6頁までにはもっと風しん罹

患の報告が増力Ⅱする予想です6また､それに伴い平成

24年は61列の先天性風しん症候群の報告もあります６

厚生労働省､国立感染症研究所から風しんの予防啓

発ポスターが各関連機関に配布されたことと思います．

また､麻しん風しんワクチンの行政による補助事業は、

平成25年３月31日で終了しますが､厚生労働省としては

平成27年度までに野生株による麻しん発生ゼロを達成

し､世界保健機関による麻しん排除の認定を受け､か

つその後も麻しん排除の状態を維持することを|｣標と

していますので､皆様の麻しん風しん予防接種推奨の

ご協力を引き続きお願いいたします６

また、「小児保健法｣についてですが､松平日本小児

科勵医会会長のもと､一般社団法人日本小児科医会は、

子どもたちの権利条約を守る､子どものための予算を増

やす､子どもの問題を総合的に議論できる場｢子ども家

庭省｣の設置を実現する､すべての予防接種を無料化

する等のための､子どもたちのための｢小児保健法｣を

平成25年度中に議員京法により成立させるべく奮闘努

力しているところでございますが､皆様も知り合いの議

員さんに｢小児保健法｣設市に協ノルていただけるよう

お願いをしていただきたいと思いま式

本日は､平成25年度愛媛県小児科医会の事業計

両.予算案等の審議があります6ご審議よろしくお願い

いたします６

平成24年度実績を勘案し作成した平成25年度予算

案は､項目によっては多少の増減があるものの､収入の

部､支出の部ともに前年度とほぼ同様の予算案となっ

た｡項目ごとに増減の理由等を説明し了承された。

３.情報部からの確認および協議事項について(松浦

俊人理事）

l)平成25年度小児科関連学会予定表の作成(ホーム

ページ参照）

2）「マスコミからのＴＶ取材依頼の対応｣について

担当者の選定方法､マスコミ各社への要望事項につ

いては､マスコミ取材を経験した琿事と相談の上､再度

検討することになった。

４中予地区理事補充の件(中会長）

’ＬＩ１予地区から､愛媛県立中央病院小児科部長石Ｈ１

也寸志先生の理事(病院･勤務部)への推薦があり､承

認された。

５「小児救急医療検討委員会中予地区部会｣の設置

について(中会長）

松山市医師会村上博会長より３月６口愛媛県小児科

医会中眞－会長あてに松山医療圏小児救急医療につ

いての諮問書(下記補足を参照)が届いた｡その諮問

書に答申するため､愛媛県小児科医会に委員長を久寿

理事とする｢小児救急医療検討委員会中予部会｣を設

置することが提案され承認された。

補足:諮問書（１）松山市急患医療センター小児科の

安定的運営のために早急に必要な改革(2)松山医療

圏における近未来の小児救急医療のあるべき姿につい

て松山巾急患医療センターには､松山市のみでなく、

松前町､伊予市､東温市､砥部町､久万高原町などから

の患者受診があり､松山巾医師会の範囲を超えている

ため､検討の場として愛媛県小児科医会に諮問書を提

出した。

各部事業計画案

○総務部

ｌ)会員入退会･異動の管理

２)理事メーリングリストの運営

３)即事会･総会の運営

理事会予定(案）

協議事項

１.平成25年度各部各委員会事業計画案(各担当理

上１１F）（別記）

原案通り承認された。

２.平成25年度予算案(平井理事）
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理事会報告

平成25年６月13日(木)１９:00～21:００

平成25年８月25日(曰)１１:00～12:３０

平成25年１２月１２日(木)19:00～21:００

平成26年２月６日(木)19:00～21:００

平成26年３月９日(曰)１１:00～１２:3０

４)各委員会の設定と運営

５)外部団体への協力

良い子を産み育てる妬婦の曰(11月3日）

えひめこどもの城健康相談(毎月'1111）

外部団体からの後援依頼の検討､行政関係の委員

選定など

６)その他､渉外､文書管理､会則･施行細則等の改正

案作成等

○'情報部

１)ＨＰ運営管理:松浦

２)会報編集:伊藤･井上

３)ＦＡＸニュース作成:青井

４)ポスター作成などの広報活動:松浦

５)愛媛新聞などの原稿依頼の手配:松浦

○第１保健部

ｌ)予防接種

予防接種の啓蒙

予防接種に関する情報収集と会員への情報提供、

全国調査への協力

２)乳幼児健診

乳児健診の内容と問題点の検討､及び､会員への情

報提供

３)感染症

感染症情報の問題点､改善点の検討

○第２保健部

ｌ)思春期精神保健対策の推進

２)小児救急への取り組み

3)虐待の予防と対策への取り組み

４)学校医会､園医会活動の推進

○生涯教育部

l)第60回教育集会

８月25日(日)東予西部(今治地区)担当テーマは乳幼

児健司公

講師は平岩幹男先生と愛犬小児外科の亀岡一裕先

牛の予定

２)第６１回教育集会

平成26年31Ｆ|松山地区担当

テーマは学校検尿の予定｡講師は未定

○会員福祉部

１)８月の総会後の懇親会開催

受賞会員がおられた場合､お祝いの会を兼ねる

○会計部

１)予算の作成と検討

２)決算の作成と検討

3)会計制度および会計処理の改善

４)日常収支の管理

５)財産(預貯金)の管理

○病院･勤務部

１)勤務医入会対策

２)診診､病診連携対策

○社会保険部

ｌ)診療報酬･療養担当規則改定に関する研究

２)保険診療上の疑義･査定に関する研究

３)審査委員会等への要望

各委員会事業計阿案

○子どもの健康週間事業実行委員会

「小児科１口なんでも相談室｣実施の予定

○育児支援委員会

ｌ）長期的に心身の発達に問題のある子どもの子育て

支援についての研究

２)健常な子どもの子育て支援についての研究

具体的な内容は今後委員会のﾒﾝﾊﾞｰで検討する予定

○食物アレルギー対策委員会

１)第８回愛暖子どもの食物アレルギーシンポジウム

71Ｆ128日(１１)愛媛県医FIlIi会館５階大ホール

愛媛県医師会･松山市医師会主催愛媛県小児科医

会共催

２)2013年度版除去食連絡票の作成

３)愛媛県小児科医会公式ホームページ｢食物アレル

ギー情報コーナー｣の充実

○会報編集委員会

年２回の会報の編集･発行

○未成年喫煙防止対策委員会
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lLl1事会報告

2013世界禁煙デーinえひめ(５月１９日）（後援依頼）

○健診パンフレット作成委員会

ｌ)現在制作中のパンフレットの完成(スキンケス食物

アレルギーとアトピー性皮層炎）

2)現行のパンフレットの改訂･追加を随時検討

兒玉理事が出席｡この会議では多業種の参加があっ

たが､小児科医の意見が十分反映されていないとの印

象であった。

第59回愛媛県小児科医会
[1時･場所:平成25年３月１０日13時､愛媛県医師会館４

階第１会議室

開会挨拶(中会長）

今年度の県内インフルエンザ患者数は､全|工|でも１，２

位を争うくらい多かったようですが､２月後半に入りかな

り減少傾向にあるようです６

さて､平成25年度から､ＨＰＶワクチン､ヒブワクチン、

プレベナーが定期接種化され､接種ワクチンの種類､回

数が増加します6予防接種の種類､接種量､接種期間

の間違い等が報告されています6会員の皆様も十分注

意をされて､接種をお願いいたします6平成24年度から

関東地区等では､青年期の男子の風しんの罹患報告

が2,000名を超え､平成25年は11E|から３月までに1,000

名を超える報告があります.夏までにはもっと風しん罹

患の報告が増加する予想です6また､それに伴い平成

24年は6例の先天性風しん症候群の報告もあります。

厚生労働省､国立感染症研究所から風しんの予防啓

発ポスターが各関連機関に配布されたことと思います．

また､麻しん風しんワクチンの行政による補助事業は、

(よ､平成25年３月31日で終了しますが､厚生労働省とし

ては平成27年度までに野生株による麻しん発生ゼロを

達成し､ｌｉｌ２界保健機関による麻しん排Ｉ余の認定を受

け､かつその後も麻しん排除の状態を維持することを

'1標としていますので､皆様の麻しん風しん予防接種

推奨のご協力を引き続きお願いいたします６

また、「小児保健法｣についてですが､松平口本小児

科医会会長のもと､一般社団法人日本小児科医会は、

子どもたちの権利条約を守る､子どものための予算を増

やす､子どもの問題を総合的に議論できる場｢子ども家

庭省｣の設置を実現する､すべての予防接種を無料化

する等のための､子どもたちのための｢小児保健法｣を

平成25年度中に議員立法により成立させるべく奮闘努

ﾌﾞ]しているところでございますが､皆様も知り合いの議

員さんに｢小児保健法｣設立に協力していただけるよう

報告･承認事項

○総務部(上田理事）

会員入退会･異動報告

入会Ｈ25.3.10石Rl也寸志(愛媛県立中央病院:勤務）

異動なし

退会なし

平成25年３月10日現在の会員数128名(うち会費免除４

名）

○平成24年度日本小児科医会社会保険全国委員会

報告(平成25年２月24口:東京）（後藤理事）

･特別講演で大阪小児科医会の田中祥介先生の｢在

宅小児医療の実態と在宅診療報WIlについて｣があっ

た｡平成25年６月に開催される日本小児科医会総会

フォーラムでもミニシンポジウムが行われる予定であ

る。

･平成26年度診療報酬改定への要望事項として外来

小児医療として小児科外来診療料の年齢拡大･増点

等､乳幼児育児栄養指導料の年齢拡大･増点､小児ア

レルギー疾患療養指導管理料の新設が最重点要望と

してあげられた。

･平成25年７月に診療所小児科の医業実態アンケート

調査を行う。

･予防接種を保険医療へ入れる問題､まるめと出来高

の差を医会として出すといった今後の検討事項として

の意見があった。

医業実態アンケート調査へのご協力をお願いします〔’

○第24回JPlC学会のご報告とお礼(檜垣理事）

○特定非営利活動法人ラワァミリエからの後援申請

について(児玉理事）

映画｢うまれる｣上映会を開催｡後援申請については

異論なし。

○平成24年度第2回えひめ子ども健康サポート推進協

議会(2)121日)報告(兒玉理事）
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理事会報告

お願いをしていただきたいと思います６

また､本ロ､大阪小児科医会会長の小lll實先生が来

県し､６月8日､９日に大阪市中央公会堂にて開催される

第24回日本小児科･医会総会フォーラムのＰＲをする予

定でしたが､急な公務のため来県できなくなりました。

パンフレットを用意しておりますので､総会フォーラムへ

の参加よろしくお願いいたします６

本日は､平成25年度愛媛県小児科医会の事業計

画･予算案等の審議があります6ご審議よろしくお願い

いたします。

る｡例年より１週間早い開催となるが､ご協力よろしくお

願いしたい。

3)保険'|青報について(小谷副会長）

閉会挨拶(桑折副会長）

[1]第５g回総会
報告

1.会員異動並びに現状(_上田理事､理事会報告を参照）

２.第60回教育集会･総会曰租について(高橋理事､理

事会報告を参照）

議事

1.平成25年度事業計画案の承認を求むる件(兒玉瑚事）

２.平成25年度予算案の承認を求むる件(平井理事）

→承認(理事会報告を参照､次lnl会報に掲載）

[２]第24回日本小児禾斗医会総会フォーラ
ムのお知らせ(中会長）
平成25年６月8日(士)、９１１(日）（大阪市中央公会常）

[s]第59回教育集会
（次回会報に掲載予定）

[4}情報･意見交換(座長:桑折副会長）
ｌ)子どもの健康週間事業実行委員会｢小児科１日なん

でも相談室」（平井理事）

平成24年９月30口(日)、10時から16時､エミフル松前

にて実施した｡前年度までの電話相談から商業施設で

の対面の相談形式に変更したが､その理由､経緯を説

明した後､今年度の事業報告をした。相談者数:５９人

（含､歯科9人)、相談件数:74件(合､歯科１１件)。電話

相談より一人の相談時間が長かった印象がある｡３つの

ブースすべてが詰まっている時間が長く、醗況であっ

た。

2)食物アレルギー対策委員会報告(久寿剛事）

第８回愛暖子どもの食物アレルギーシンポジウムが､７

月28日（曰)愛媛県医師会館5階大ホールで開催され
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〔四国中央地区小児科医会定例会報告〕 ’１１１国中央市鈴木医院鈴木俊二

〔新居浜地区小児科医会例会報告〕第３７回定例会

平成２４年１０月１８日（木）宇摩医師会館１階

会議室

演題１「パルポウィルス関節炎の１１列」

演者:三豊総合病院小児科中岡祐子

演題２「アスペルガー症候群の忠児に認められた混合

型夜尿作１１１に抑肝散が有効であった症例」

演者:四国中央病院小児科’1野ひとみ

第５２９回

平成２４年１０月１０，（水）

学術情報提供：'ＩＩ種混合ワクチンについて

演者：化学及l血清療法研究所

症例呈示：可逆性脳梁膨大部病変を有する脳炎・脳

症を合併したと考えられたロタウィルス感染

症の11列

演者：住友別子病院小児科矢野喜昭特別講演会

平成２４年１２月２０１１(木）ホテルグランフオーレ

2階

演題「111崎病の最近の知見について」

演者:愛媛大学小児総合医療センター小児循環器部

門特任教授槍Ⅲ高史

第５３０囮｜

平成２４年１１月１４１１（水）新居浜市医師会館

症例呈示：自己、情による皮内反応が陽性であった

慢性篝麻疹の一幼児例

演者：県立新居浜病院小児科岸Ⅱ｜優紀

話題提供：インフルエンザ迅速検査を比較してみまし

た

演者：ふじえだファミリークリニック藤枝俊之

特別講演会

平成２５年１月１７日（木）ホテルグランフオーレ２

階

演題『小児救急とロタウイルスワクチン」

演者：松山赤十字病院副院長小谷信行 第５３１ｍ｜

平成２４年１２月１２１１(水）常冨寿司

忘年会第３８回定例会

平成２５年２１１２１日（木）宇摩医帥会館２階

会議室

演題ｌ「BCG接種後に生じた結核疹の２例」

演者:三豊総合病院小児科山地達也

第５３２「１１

平成２５年１１１９１１（水）新居浜市医師会館

症例呈示：ダウン症に合併したＷｅｓｔ症候群に対し
ＡＣＴＨ再投与が箸効した３歳女児例

演者：住友別子病院小児科藤岡智仁

話題提供：ムンプスの再感染について

演者：こにしクリニック小児科加藤文徳

演題ｌ「食物アレルギーにおける食物負荷試験の重
要性と当院での取り組みについて」

演者：四国中央病院小児科西村幸士

香111県三豊地区との小児科懇話会

平成２５年３１１２９Ⅱ観卉寺グランドホテル

演題「学校検尿どｌＷｔ腎臓病（ＣＫＤ）－最近の
話題一」

演者：高知大学医学部小児思春期医学講側を教授
藤枝幹也

第５３３Ｍ

平成２５年２月ｌ３ｐ（水）新居浜市医師会館
症例1,1示：１例から学ぶこと～学校検診心電図で不

完全右脚ブロックを指摘された疵|列～

演音：県立新居浜病院小児科村尾紀久子
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小ﾘ,L科医会定例会報告

牧野景先生の送別会話題提供：新しく原因が判明した食中毒

演者：山木小児科クリニック山本浩一

'1時肝平成２４年７１１１９１１（水）１９時

場所：かん竹第５３４回送別会

平成２５年３月１３口(水） 寿司勝

高橋 貢高橋こどもクリニック

加藤文徳こにしクリニック小児科．

〔今治地区小児科医会例会報告〕

〔西条地区小児科医会定例会報告〕
平成２４年１０１１２４１１（水）今治国際ホテル

演題：左下肢を動かさないことを契機に発見された化

膿性膝関節麻の１１列

講師：県立今治病院小児科宮田豊寿

演題：夜尿症って病気?～泌尿器科の視点から～

講師：愛媛大学医学部泌尿器科西村謙一

第２９回

日時:平成２４年１０月５１１（金）西条市医師会館

講演１）「ポリオと４種混合ワクチンの定期接種導入に

ついて」

演者：化学及、情療法研究所第一営業部エリア

学術第２課元山泰一

講演2）「沈降精製百日咳ジフテリア破傷風不活化ポ

リオ(セービン株）混合ワクチンテトラビック

について」

演者：阪大微研営業学術木部学術部学術課

園田展弘

平成２５年１月２３口（水）今治国際ホテル

演題：体重増加不良にて発見された消化管アレルギー

の２１列

講師：県立今治病院小児科苔口知樹

演題：愛媛県における予防接種の現状と展望

講師：松山赤＋字病院副院長小谷信行

第３０１回｜

日時：平成２３年１１月７日（水）西条中央病院２

階講義室

講演l）当科における２１trisomyに合併したWest椛

候群に対してACTＨ療法が箸効した３歳女児

例

演者：住友別子病院小児科藤岡智仁

講演2）当科におけるGalloway-Mowat症候群と診断

された兄妹例

演者：県京新居浜病院小児科加賀川敬郎

講演3）当科における発熱が持続したサルモネラ感染

症の１１列

演者：西条中央病院小児科牧野景

平成２５年３月２７１１（水）今治国際ホテル

演題：発作性運動誘発性舞蹄アテトーゼの双胎例

講師：済牛会今治病院小児科松浦健治

演題：スギ花粉症の診断と治療

講師：徳島大学病院耳鼻Ⅱ因喉科講師北村嘉章

今治市松本小児科松本修平

〔松山地区小児科医会例会報告〕

平成２４年ｌＯＨｌ８曰松山市医師会１階会議室

講演：アレルゲン対策と小児アレルギー

講師：独立行政法人高知病院副院長小倉英郎

演題：2011-2012シーズンの松山周辺の小児インフル

エンザ流行状況について

第３１１１

村下記記念病院松浦聡先生、西条中央病院
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小児科医会定例会報ｉｌｉ

演者：ひまわりこどもクリニックＴ'〒l、和弘 〔喜多八幡浜地区小児科医会例会報告〕

平成２４年１１月２０日松山市医師会１階会議室

演題：外来でよく診るﾎﾟlll菌感染(i;～溶連菌感染症

Update，そしてワクチンの重要性とその限界～

講師:久留米大学医学部小児科学講師津村直

幹

演題:The4thJointSymposiumofGwangju-Ehime

PediatricSocietyOnGwangju)2012

演昔：なかむらこどもクリニック中村泰子

第９０１１１１

平成２４年１０月５１１（金）

一般演題

｢Ｍｏｗａｔ－Ｗｉｌｓｏｎ症候群の２症例」

市立八幡浜総合病院小児科｜｣野香織

特別講演

｢診療の関連した異常死」

東京入学大学院医学系研究科

法医学教室教授吉田謙一

平成２４年１２１１１８円きよみず

忘年会 第９１１１１｜

平成２５年１月３１１１（木）

一般演題

｢川崎ｿ丙罹患後のil1生不良性貧血の－１ｹ'|」

市立八幡浜総合病院小児科青野ゆきえ

特別講演

｢予防接種の現状から今後の話題－４泥など」

兵庫医科大学小児科教授服部益治

平成２５年１１１１５日松山市医師会1階会議室

演題:小児期発症血液疾患の長期的な問題

講nlli：愛媛県立ＩＩＥ'央病院小児科石田Ｌｌ志

演題:｢石井きっずニア」に参加して

演者:上田小児科医院｜三田晴雄

平成２５年２１１１９日松山市医師会1階会議室

演題:４種混合(DPTIPV)および風疹流行について

－英[Ｆ１ワクチン事|冑を加えて－

講i111i：|||崎医科大学小児科教授寺ll1喜平

演題：松山市3歳児健診における低身長(-2.5ＳＤ以「）

への取り組み

演者：ひまわりこどもクリニック吉田和弘

郷緒 良大洲｢|ｊごうお小児科医院

平成２５年３１１１９ｐ松山市医師会1階会議室

演題：アザのレーザー治療

譜nlli:愛媛大学医学部附l鶴柄院形成外科僧准教授

中岡啓喜

演題:沖縄の親子健康手帳（母子千帳）の予防接種

記録

演者：いとう小児科ＩＪＩ藤卓夫

中村泰子なかむらこどもクリニック
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反応は非常にまれでゼロに近いものです６

同時接種を避けてワクチン接種が遅れてしまい、

ＶＰＤにかかるリスクと､同時接種を含めたワクチン接種

で重い副反応が起こるリスクを比較すると､前者の方が

圧倒的にリスクが高いことは言うまでもありません。

日本は諸外国では当然のこととして接種されている

ワクチンの導入が遅れ､多くの子どもたちがＶＰＤにか

かってしまいました大切なワクチンがやっと接種でき

るようになったのですから､|可時接種という方法を生か

しながら、乳幼児をＶＰＤから守らなければなりませ

ん。

平成24年１月１０日(火)掲載

ワクチンの同時接種
生後2カ月から始めて/感染症予防早期実施を

新居浜市しおだこどもｸﾘﾆｯｸ塩田康夫
日本は医療先進国と言われていますが､ワクチンに関

しては圧倒的な後進国となっていました。たとえば､乳

幼児にとって死亡率が高く､重い後遺症も残りやすい

感染症である細菌性髄膜炎は国内で年に約千人がか

かりますが､６０％はヒブ(インフルエンザ菌b型)、２０％

は肺炎球菌が原因菌と言われています。

世界のほとんどの国から20年遅れてようやく2008年

１２月からヒブワクチン､１０年から小児用肺炎球菌ワクチ

ンが接種可能となり、同年度から全国的に公費助成

（定期接種ではありません)が導入されたこともあり、

両ワクチンの接種児数は一気に増え、日本でもほかの

国では日常的に行われている同時接種が一般的にな

ろうとしていました。

しかし､１１年３月はじめ､これらのワクチンなどを同時

接種した乳幼児が死亡したという報道が相次ぎ､厚乍

労働省は両ワクチン接種を見合わせることを決め､専

門家による検討会でワクチン接種と死亡との因果関係

を調べました。

その結果は｢ワクチン同時接種と死亡との直接的な

因果関係は認められない」「同時接種で重篤な副反

応の増加や安全上の懸念は認められない｣というもの

でした｡そして同年４月l曰から両ワクチンの接種が再開

されましたが､同時接種に対する不安は簡単には解消

されていません。

ワクチンで予防できる感染症をＶＰＤと呼びます。

Vaccine(ワクチン)Preventable(防げる)Diseases(病

気)のことで､ＶＰＤに対してはかかる前にワクチンの接

種をすませておかねばなりません｡細菌性髄膜炎は生

後3ヵ月ごろからかかりやすくなりますが､ヒブワクチン

や小児用肺炎球菌ワクチンは3,1接種しないと確実な

免疫ができません｡ワクチンを１種類ずつ接種していて

は免疫ができるまでにⅡ寺間がかかりすぎ､ＶＰＤの予防

が確実にはできなくなる可能性があります6またロタウ

イルスワクチンも始まりましたので､生後2ヵＨからこれ

らのワクチンを同時接種することにより、生後6カ月齢

までにすませることが大切です６

それでも｢一度に2本も受けるのは怖いです｣という

声はまだよく聞かれます6ワクチンによる本当の重い副

新しく始まった予防接種
時期や間隔効果的に/同時でも副作用増えず

松山市.上田小児科上田晴雄
2008年以降､次々と新しいワクチンが実用化され､１１

年にロタウイルス、１２年には不活化ポリオワクチン､四

櫛混合ワクチンが実用化されました

ロタウイルスは冬に流行し､嘔吐(おうと)下痢症を引

き起こします6推定ですが､このウイルスが原因で年間

約80万人が医療機関を受診し､約7万8千人が入院して

います6また､脳炎･脳症を起こすことがあり､年間数人

ですが死亡1列もあります６

このワクチンはロタウイルスによる下痢を約70％、点

滴や入院が必要な重症下痢症を85～98％予防できる

と言われています6任意接種でお金はかかりますが､効

果を考えると接種することを勧めます６

接種は能後6週から可能ですが､生後2ヵ月にヒス

肺炎球菌ワクチンと同時に接種することを勧めていま

す)これはお母さんの抗体がなくなる6ヵ月までに､最も

早くかつ確実に､必要な予防接種のすべてを済ませる

ことができるからですコ

ロタウイルス以外にもヒス肺炎球菌､三種もしくは後

述する四種混合､ＢＣＧを推奨されている接種間隔です

べて済ませようとすると､同時接種するしかありません。

｝|本以外のほとんどの国では予防接種は同時接種さ

れており､それによる副作用の増加はないようですしま

た､このワクチンは米国では腸重積の副作用が最も起こ

りにくい生後15週までに接種することが推奨されてい

ます。
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愛媛新聞「健康ファイル」

不活化ポリオワクチンは､昨年911から導入されまし

た。このワクチンは生ポリオワクチンのFill作用であるワク

チンによるまひの発症がありません｡生ポリオワクチンを

１回も受けてない場合､３１rilの初'１'|接jli11i(20[|から56日

の１１Ⅱ隔)と１回の追加接種(初''11接穂から１２～１８ヵ月

後)、111ｺⅢ受けている場合は､２１１１|の初|｢１１接種と１回の追

加接種が必要です｡生ポリオワクチンを21,1受けている

場合は接種する必要はありません。

昨年１１月から四種混合ワクチンが接種できるように

なりました。これは従来の三種混合（百日ぜき､破傷

風､ジフテリア)に不活化ポリオワクチンを加えた予防

接種です6従って､四極混合を接種した場合は不活化

ポリオワクチンの接種は必要ありません｡ただし､一部

の地域では四極混合の供給が不足しており､推奨され

ている時期(生後3ヵ月)にできない場合は三穂混合と

不活化ポリオワクチンを接種することで代用していま

す6これは乳１１tLが百日ぜきにかかると軍）Iii化するためで

す６

接jlhiiスケジュールについてはかかりつけ医とｲ||談して

ください。

平成25年31112Ⅱ(火)掲載
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リック､リビング､アクリート(平成24年10月から25年３月まで）

よくあるのが､学校･幼稚園で発熱したため検査して

もらうよう言われ､すぐに受診しましたという例です６

迅速診断はウイルス抗原をとらえて検出するものなの

で､感染初期のウイルスが増殖していない段階で検査

をしても陽性になりません｡発病6時間以内よりは611寺

間以降、１２時間以内より12時間以降のほうがより正

確な診断ができます≦

従って､発熱後早期に迅速検査をして陰性と診断さ

れても､それは偽陰性かもしれないということになりま

す6翌日もう一度検査すればいいと思われる方もいる

かもしれませんが､二度手間ですし､保険診療'二の制

約もあります6何よりお子さんにとって検査は苦痛を伴

うものですから、－度で済ませたいものです６

その他､インフルエンザの迅速診断キットの感度に

影響するものとして､Ｂ型よりＡ型､成人より小児､微

熱より高熱､鼻汁量が少ないより多い方が感度が高い

とされています6つまり少し微熱くらいでは陽性になら

ないかもしれないということです｡検査を希望されて

受診する場合は､焦らず時間と熱の出方等を考慮して

受診することをお勧めします６

また､家族にインフルエンザと診断された方がいて、

熱が出たので検査してくださいという例もありますbイ

ンフルエンザは検査しないと診断されないわけではあ

りません。迅速診断はあくまでも補助的なものです６

家族内あるいは学校で大流行があり接触が明らかで

インフルエンザ様症状があれば検査をしなくてもイン

フルエンザと診断されます6仮に検査して陰性と出た

場合でも、抗インフルエンザ薬を処方されないという

ケースはまiれでしょうそれならば検査は必要ないとい

うことになりま式ただ抗インフルエンザ薬の乱用はよ

くありませんので､高熱で症状が強い場合ということ

になります｡それは医師の判断にお任せください。

その他の迅速診断に関して､Ａ群溶連菌は抗生剤

でしっかり治療する必要があり、早期診断が必要で

す6アデノウイルスは高熱が持続しますが､逆に抗生剤

が不要のため旱･期診断で安心できます6乳幼児期に

重症になりやすいＲＳウイルスや冬季嘔l吐下痢症の代

表的なノロウイルスの迅迷診断は保険診療上の年齢

制限がありますが､早期診断でそれなりの対応ができ

ます｡医学の進歩に伴い､今後もいろいろな迅速診断

ができるようになると思いますが、上手に利用してい

｢ことばのおくれ｣について
天山病院小児科小野山啓子

就園､就学を前に、ことばのおくれについて心配さ

れている方も多いと思います６

ことばのおくれを心配する指標としては､－歳で指

さしがない.－歳半で､意味のある単語がみられな

い.二歳で｢ワンワン来た」「マンマ食べた｣などのよ

うな二語文がない｡三歳では､話そうとする内容に前

後関係がなく、言語がコミュニケーションに使用されて

いない、とされています６

おくれの原因としては①耳のきこえが悪い②ことば

は理解しているけれど発語ができない③人(家族も

含む)とのコミュニケーションがうまくできない（ｕをあ

わせない、話しかけるが聞こうとしないなど）④発達

全体におくれがある⑤不適切な堆活環境(テレビば

かりみている、養育者がおとなしい.情緒不安･難聴

がある等)⑥発達の個人差などがあげられますｂ

ことばのおくれ、発音がおかしい、たどたどしいな

ど気になることがあれば､就園、就学前にかかりつけ

の小児科を受診され、原因をはっきりさせておくこと

も大切です6今のままで様子をみたらよいのか、こと

ばの相談室や言語訓練のできる施設へ机談したらよ

いのか､耳鼻科や発達専門医に診てもらう万がよいの

かなど､不安を抱えたままにせボぜひ相談されること

をおすすめします６

（リック平成24年l2Hl3n号）

小児感染症の迅速診断

（インフルエンザを中心に）

のびのびこどもクリニック野本勝弘
近年､感染症を早期診断するのに有川な「迅速診

断｣キットが多数管場し､治療や感染拡大防止などに

有効利用されています6小児においては代表的なイン

フルエンザウイルスをはじめ、ＲＳウイルス、アデノウイ

ルス、ノロウイルス、ロタウイルス、Ａ群溶連菌等がよく

検査されておりますb特にインフルエンザ流行時期に

は発熱があれば患者さん側から検査希望されること

も多いものです6ただしこの時､注意すべき点がいく

つかありますが､特にご存じいただきたいのは、“迅

速診断は有用であるが、絶対ではない,，ということで

す｡感染していても陰性と出ることもあります。
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松111小ﾘ,L科会

きたいものです６

（リビングまつやま平成25年31123Ｈ）

小児のへリコバクター･ピロリ感染症

いとう小児科伊藤卓夫
へリコバクター・ピロリは､人間の胃に感染して胃炎

を起こす細菌で､その持続感染により全感染者の2～

3％が冑'一二指腸潰瘍を､0.4％が胃がんを発症すると

推測されています６

１１本では、1950年以前に出fll、衛生環境の悪い

時代に小児期を過ごした１１ｔ代の感染率は70％以上と

非常に高率ですが､衛生環境の改善により感染率は

低下し、岐近の小児の感染率は5％以下になっていま

す６

ピロリ菌の感染は乳幼児期(ほとんどが２歳以下）

に起こり、除菌されない限り、生涯にわたって冑に住

み続けます6感染は糞一口およびL１－口感染が主で

あり、感染経路として､井戸水などの飲み水を介した

感染､家族内感染が知られています6家族内感染で

は､母親からの感染(母子感染)の割合が高く、母親

がピロリ菌陽性の場合は、１０％強の子どもにピロリ

菌が感染したという報告があります６

ピロリ菌に感染しても多くの小児は無症状で経過し

ます｡小児でよくみられる反復性腹痛とピロリ菌との

関連性はないと言われています6消化性潰瘍について

は､小児の十二指腸潰瘍の約80％､胃潰瘍の約40%で

ピロリ菌感染が証明されており、１０歳以上の年長児で

関連性が認められています6消化管以外の病気では、

特発性111小板減少性紫斑柄、原|伏ｌｆＩﾘ1の思春期鉄

欠乏性貧、がピロリ菌によって起こり、除菌治療がこ

れらの病気を改善することも明らかされています６

ピロリ菌感染を調べる検査として､成人では内視鏡

検査による組織診断や細菌培養が行われますが、内

視鏡検査が困難な小児では､使中抗原測定法や尿素

呼気試験が行われます６

小児でも成人と同じ薬剤を使った除菌治療が行わ

れますが、５歳未満の小児は､治療で除菌できても高

率に再発するため、除菌治療は行いません。また、５

歳以止でもピロリ菌が見つかった小ﾘ凸全員に治療をす

る訳ではありませんので､治療をするかどうかは医師

の指示に従ってください。

（アクリート平成25年２月号）
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２０１３世界禁煙デーｉｎえひめ

平成２５年５月１９日（日）

大街道，愛媛県歯科医師会館

第２３回日本外来小児科学会年次集会

平成２５年８月３１１」（土）～９月１日（日）

福岡国際会議場、サンパレスホテル

子どもの健康週間事業｢小児科1曰なんでも相談室」曰本小児科学会愛媛県地方会

平成２５年５月１９日（日）

伊予鉄会館

松前町エミフルフローﾗルコート

第１９回愛媛小児アレルギー懇話会

平成２５年１０月５日（士）第１ら回「子どものこころ」研修会（前期）

平成２５年５月２５日（士)・２６日（日）

神戸国際展示場 第９回曰本小児科医会生涯研修セミナー

平成２５年１０月１４日（月・祝日）

ホテル日航金沢第２５回四国小児アレルギー研究会

平成２５年５月２５日（士)・２６日（日）

四国こどもとおとなの医療センター（香川県善通寺市） 第Ｇ５回中国四国小児科学会

平成２５年１１月２日（士）３日（日）

米子コンベンションセンター（米子市）第２４回曰本小児科医会総会・フォーラム

平成２５年６月８日（士）・９口（日）

大阪市中央公会堂 第４１回良い子を産み育てる妊婦の曰

平成２５年１１月３日（士・祝日）

愛媛県医師会館愛媛県小児科医会定時理事会

平成２５年６月１３日（木）

愛媛県医師会館 第４回えひめ禁煙推進フォーラム

平成２５年１１月１０口（日）

愛媛県医師会館ホール第１Ｓ回「子どものこころ」研修会（後期）

平成２５年７月２７日（士）・２８日（日）

神戸国際展示場 曰本小児科学会愛媛県地方会

平成２５年１１月１７日（日）

伊予鉄会館第Ｓ回食物アレルギーシンポジウム

平成２５年７月２８日（ロ）１３:３０～１６:００

愛媛県医師会館５階大ホール 愛媛県小児科医会定時理事会

平成２５年１２月１２日（木）

愛媛県医師会館第ｓｏ回愛媛県小児科医会総会・懇親会

平成２５年８月２５日（日）

愛媛県医師会館 第ｅ１回愛媛県小児科医会総会

平成２６年３月９日（日）

愛媛県医師会館

－３５－



今春、ヒス肺炎球菌、ヒトパピローマウイルス（Ｈ

Ｐｖ）ワクチンが定期接種化されました。任意接種

の公費補助から定期接種に切り替わり、ワクチン行

政が一歩進歩したのですが、会報発行直前に、ＨＰ

Ｖワクチンの接種勧奨が中止されました，以前から注

射の際の痛みが問題になっていましたが、それ以外

のことも副反応として報道されており、これらの副反

応について検討した後に今後の措置が決まるようで

す６接種勧奨中止が発表された後、当院でも問い合

わせがありましたが、勧奨が再開されるまで接種を

延期したいという意見がほとんどでした風疹ワクチ

ンとＭＲワクチンの供給不足も起こりそうな気配です

し、今年もやっぱりワクチンで頭を悩ますことになり

そうで式

今川の教育集会のテーマ剛夜尿症｣でした。昨年、

ＯＤ錠が使えるようになってから、多尿型の夜尿症の

治療を開始しやすくなったように思います６今川の講

演でＯＤ錠の服用のコツを学んだので実地に役立て

たいと思いますコアラーム治療については、アラーム

が有効だったのは、アラームをすることで夜中にお

しっこに起きることができるようになったケースだった

ので、覚醒排尿を促しているのではないかと感じて

います。

もう一つのテーマは｢発達障害とメディア」でした．

今から２５年ほど前に「テレビに子守をさせないで」

という本を読み、子どもにテレビ・ビデオを見せるの

を止めたことを思い出しました自閉症の原因が後天

性ということであれば、３カ月健診時に、メディア漬

けを止めて、アナログ育児を勧めることで、自閉症が

予防できるということなので、健診時の指導に活か

したいと恩いま式

特別寄稿として、岡澤先生から、昨年地元で開所

した児童デイサービスの原稿をいただきました。愛南

川の障がい児のほっとステーションとして素晴らしい

活動をされていると思います↑上田先生の石井きっず

ニアの寄稿からは、医師のブースを選んだ子どもたち

との楽しいひとときが伝わってきました

愛媛大学医学部小児科学教室の初代教授、松田

博先生がお亡くなりになりました私は医局員として

大学でいっしょに仕事をさせていただいたので、日本

小児科学会総会の会頭をされた時のこと、医局員が

凍りつくカンファランスでの「なんでや」の一言、ご

自宅での麻雀大会とその時にいただいた奥様の手料

理など、たくさんの思い出がありますｂその中で最も

心に残っているのは、いつも素敵なネクタイをしてダ

ンディな□衣姿でした。ご冥福をお祈りいたしますも

今春号はⅡ頂調に編集作業が進み、予定通り発行

できました会員の皆様のご協力に感謝いたします６

（伊藤記）
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