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茨城県小児科医会会長渡部誠

日本小児科学会が今年１月に，中核病院，地域

小児科センターの登録事業を行った。茨城県モデ

ル案策定委員会は意見をまとめ，登録に至った。

小児医療は基幹病院だけで成り立つものではなく，

診療所，他の病院小児科の全員の力が結集して維

持されていく。小児総合診療の必要性を日本小児

科学会も認めているので，今後の医会会員の活躍

に期待している。茨城県内の医師不足地域にも注

目し，小児医療提供体制を考えて行く。

今年，茨城県が子ども虐待のマニュアルの見直

しを行っている。小児患者の救急搬送・受入基準

の見直しも行っている。ご意見があればお願いし

たい。

茨城県小児科医会で話し合って，重篤小児調査

事業に参加することになった。概要を掲載した。

最後になりますが，この茨城県小児科医会の活

動目標は，会員皆様の小児総合診療医としてのキャ

リアアップに役立つことですので，これからもご

協力．ご支援。ご助言をお願いします。

予防接種の導入は，小児医療を変えつつある。

しかし，ＰＣＶ７，ＰＣＶ１３問題のように万全では

ない訳であるし，ＨＰＶのように安全なワクチン

接種と副反応サーベイランス等についてワクチン

導入後も注意が必要である。乳幼児期の予防接種

スケジュールを作ったのは小児科医であり，予防

接種における小児科医の視点は重要である。市町

村医師会の予防接種委員になっている会員も多い

と思う。

２０１３年５月１９日総会での「20年後の小児科医，

小児総合診療」の話し合い，その後の皆様の議論

を記録に残したい。今回の会報に－部の会員の意

見を載せた。なにしろ10年20年後の話であるから，

我々はまだまだ考え続けなければならない。ＭＬ

へ，事務局へ皆様の意見をどんどんお寄せいただ

きたい。また，この問題は，将来検討に相当する

領域であり，学会委員会には企画戦略委員会，将

来検討委員会，などを持つ学会もある。我々も継

続的に議論していきたい。茨城小児科学会，茨城

県医師会乳幼児委員会との横の連携も重要である。
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２０年後の小児科医

土浦協同病院小児科渡部誠

《今までの経緯》

専門医制度改革，総合診療医構想の問題で，日

本小児科学会に総合小児科医ＷＧができた。さ

らに今年の初め，２０年後の小児科医を考える座

談会企画があってから，このテーマを真剣に考え

るようになった。小児科医の将来像について話し

合う機会が増えた。小児科医とは何か，小児医療

とは何かを改めて考える機会でもあった。今年

(2013年）４月の第１１６回日本小児科学会総会で

五十嵐理事長が「小児科医はこどもの総合診療医

です｡」とメッセージを出した。これらの一連の

動きから，前回の第３９回茨城県小児科医会総会

で（2013年５月１９日)，1時間の時間をとって，

医会会員と話し合った。

小児科医の将来像を描くことは，日本の未来を

託す子どもたちと次世代の小児科医の双方のため

に我々が行うべき責務であると思う。

《２０年後の小児科医についての議論から》

１．小児診療は，小児科医と総合診療医が協力し

て行うようになる。

２．地方・過疎地では，まだまだ小児科医が不足

している。

３．新生児乳児医療は，小児科専門医が必須の分

野である。

４．小児科専門医は，小児の医療・保健・福祉に

対応する。

５．小児科専門医は，こどもの総合診療医であり，

地域総合小児医療に主体的・指導的・監督的・

教育的に取り組む。

６．園学校保健，思春期・成人移行期の医療，在

宅医療，心のケアなど，小児科医の活動範囲を

広げていくべきである。

７．小児科医は現状では子どもの総合診療医とし

て十分ではない。さらなる研修と経験が必要で

ある。

８．小児科医は，子どもの代弁者として，社会に

発信し続ける。

《地域小児総合診療について》

日本小児科学会の現時点の考え方は，「地域小

児総合診療に関して小児科専門医全てが対応でき

るようにするべきで，講習会・研修会を整備して

いく考え」である。従って，小児科医会は，臓器

別専門診療のみではなく，新生児乳児医療，園学

校保健，予防医学，子ども虐待，小児精神医学，

思春期医療，成人以降期医療，成人病予防，小児

の外科的疾患，小児救急医療，環境問題，など小

児にかかわる様々な問題に対応できる小児科医を

育てていくために，積極的にそのような課題に取

り組み，企画していく。

《終わりに》

以上の議論の結果にそって，これからの小児科

医会活動を改善させていく。この機会をチャンス

と捉えて，小児科医療の拡大・充実をめざしたい。

20年後の小児科の議論はまだ継続中である。皆様

のご意見，ご要望をどしどしお寄せいただきたい。
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子どもの総合鯵】IF医

はじめに

■「小児科医は子どもの総合診療医です。」は４月の曰本

小児科学会総会で五十嵐理事長が学会方針説明の最後

のスライドで示された、曰本小児科学会からのつよい

メッセージです。

■これは、「２０年後の小児科医」の問題でもあります。

■少子化、予防接種、総合診療専門医、などで、小児医

療環境はこれから２０年で大きく様変わりするでしょう。

■これからどうなるか。これからどこへ進んでいくか。

これからどうするか。今、どうするか。

を、みんなで考えましょう。

日本小児科学会・日本小児科医会の状況を報告します。私見も含む○

子どもの総合夢HUF医

日本小児科学会・曰本小児科医会の地域総合小児科医構想

“小児科医は

子どもの総合診療医，,

茨城県小児科医会会長

日本小児科学会総合小児医療検討ＷＧ委員

渡音B誠一

地域総合小児医療の概念…鯵…
■－次．二次医療、時間外も含めて。

■地域の小児の医療・保健・福祉。

■健康増進の啓発活動

■地域の子どもにかかわる職種（医療・保健・福祉・行

政・教育など）とネットワークを形成

■全ての子どもと家族が適切な身体的・精神的・社会的

支援を受けることができるように。子どもの代弁者と

して。

■小児医療政策の推進への積極的活動

子どもの総合診刃P医

この問題の背景

■地域総合小児科医

＞小児科総合医検討委員会報告書（小児科医会）

・集約化、専門医研修による地域小児医療機能の低下に対して

・専門医2階建て部分として、地域総合小児科医を。

●研修医の都市部・大施設偏在

＞小児科学会専門医到達目標の「２４：地域総合小児医療」

■小児医療の変化、専門医の在り方に関する検討会

＞２０年後の小児科医像、少子化

＞小児科専門医と総合診療医日本小児科学会・日本小児科医会の危機感

■曰本小児科学会の見解

＞小児科総合医認定制度は可一プログラム作成に着手

地域総合小児医療の将来構想…… 茨城県小児科医会会員の意冤……
■子どもの総合医たる小児科医を如何に養成していくか、小児科学

会や各大学が真剣に考えていくことが必要。

■現在は、『小児科医は子どもの総合診療医」になっていない。

■都会で、小児科医・内科医。総合診療医の乱立が起こっている。

地方の医師不足地域では、そのようなことはない。

■現在小児科医すべてが、救急医療・過疎地医療にタッチしている

訳ではない。

■総合診療医の正しい情報が必要

■小児科医が子ども医療保健福祉ネットワークの中心にならないこ

ともある。

■小児科専門医研修における、診療所研修を。

今年は重要な年です。ご意見をどんどんお寄せ下さい。年会報でもとりあげます。

息
§ 蝋鱗蝋鰯己輔
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地域小児科センター、地域振興小児科が中心となる地域ネットワ

ークを形成する。このネットワークにおいて、地域総合小児科医

は重要なスタッフである。認定制度を目指している。
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総合診療専門医問題について

やまわきこどもクリニック山脇英範

厚労省と学会の同床異夢 イギリス，フランスの総合診療医

新しく創設される専門医制度で総合診療専門医

が創設されることになり，小児科学会としてどう

対応するかが問題だと聞いている。そもそも総合

診療専門医の制度は，厚労省が老人の在宅医療の

推進をねらって創設するものであり，厚労省では

この件の関しては小児医療は眼中にない。在宅医

療を少ない医師で行い医療費を抑制することが厚

労省のねらいである。一方，プライマリケア学会

などがねらっているのは領土拡張である。そして，

総合診療専門医のレーゾンデートル（存在理由）

の確立に格好の標的になったのが小児科といえる。

実際，過疎地の小児科の医療は小児科医でなく内

科小児科医がになっているし時間外診療も内科

の医師のお世話になっている部分が大きい。また，

小児科学会も時間外診療に内科医の協力を依頼し

てきた経緯がある。この分野で，総合診療医の存

在意義は認めないわけにはいかない。小児の診療

のトレーニングを受けた総合診療専門医が，トレー

ニングをうけてない内科医にとってかわることは

好ましいことであり，この点では総合診療専門医

の学会が領土拡張をめざすことは正しいといえる。

注意しなければならないのは厚労省の動きで，小

児医療のことをついうっかり忘れて制度を構築す

ることがないよう見守らなければならない。たと

えば，まず必ず総合診療専門医を受診してから必

要に応じて他の専門医にまわるイギリスのような

制度を作らないよう注意する必要がある。

日本医師会では，本県選出の常任理事の鈴木邦

彦先生の肝いりで毎年ヨーロッパに医療調査団を

送り報告書を出している。それを読むと総合診療

医制度の将来を考える上で大変参考になる。

イギリスの医療制度はGeneralPractioner

(ＧＰ）が，プライマリーケアをになっていること

は周知の通りだが，報告書をよむと最近GPwith

specialinterestとよばれる専門性を兼ねそなえ

たＧＰが出現してきているそうだ。糖尿病や喘`息

など得意分野をもったＧＰというわけだ。これに

は二次医療の一部を一次医療に移行させることで

医療費の削減を図ろうという政府の思惑もあり，

ひとつの流れになっているという。もともと英国

のＧＰのクリニックは日本の開業医のようなレン

トゲンや超音波，心電図などの設備の整ったクリ

ニックではなく軽装の医療を提供するだけだった

が，すこしづっ装備を増やして，それにつれて専

門化する傾向がみられるという。報告書では，イ

ギリス医療が日本型に近づきつつあると述べてい

る。一次医療を重装備のクリニックが担っている

わが国では，すべてを一手にひきうける総合診療

科のクリニックは無理なのである。また，イギリ

スのＧＰは専門医に比べて収入が少なく初めから

ＧＰを希望する医師が少ないという。そのため，

ＧＰは外国人医師が多く，外国人医師がいなけれ

ばイギリスＧＰ制度は崩壊するといわれている。

日本でも，はじめから総合診療医をめざす医師は

－４－
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少ないのが現状という。したがってイギリスの

ＧＰ制度に習ったものは日本では実現困難であろ

う。

小児科開業医として，イギリスの医療で注目す

べきは，ＧＰ制度よりも看護師の問題である。イ

ギリスでは，予防接種や乳児健診は看護師がやっ

ているし，また，簡単な病気の薬を看護師が処方

することもできる。その結果とは断定できないに

しても，新型インフルエンザの死者がイギリスで

比較的多かったことを思い出すと，日本で万一，

規制緩和でそういう制度を導入する動きがあれば

反対していかねばならない。

フランスの医療制度は，自由開業，フリーアク

セス，出来高払いという点でヨーロッパの中では

比較的日本の医療制度に近い。そのため，厚労省

は多くの研究員をフランスに送りこんで制度を研

究しているという。そのため厚労省の政策決定に

フランスの医療制度がイギリスの医療制度よりも

影響を与える可能性が高い。フランスでは専門医

と一般医はまったく別の医師で単なる医師という

ものは存在しない。収入も専門医の方が上である

ため，ふつう医学部の成績が上位のものが専門医

になり，その数は毎年約3,000人である。成績下

位のもの3,000人が一般医になる。およそ医者の

半分が専門医，半分が一般医ということになるが，

明らかな身分差がある。しかし，医学部には毎年

２万人から３万人入学するそうで，一般医とすれ

ば，医者になれただけ幸せという具合なのだろう。

わが国でも総合診療専門医以外の専門医に定員を

作って総合診療専門医をふやす政策は可能性がな

くはない。ただ，今でも足りない小児科医をこれ

以上へらす方向で定員を設けることは考えにくい。

もし，足らない小児科医を総合診療医でおぎなう

としたら，それこそ医者の無駄使いというべきだ

ろう。

ところで２００５年，フリーアクセスのフランス

にかかりつけ医制度が導入された。フランスでは

開業医も専門医と一般医がおよそ半々であるが，

多くの国民が一般医をかかりつけ医に選んだ。が，

専門医の反対もあって，かかりつけ医を経由しな

くても専門医にかかるルートは残した。フリーア

クセスが維持されたわけである。ただし，フリー

といってもかかりつけ医を経由しないで各専門医

を受診すると自己負担が高くなるしくみになった。

その結果もっとも影響をうけたのが皮盧科専門の

開業医で大幅な収入ダウンになったそうだ。小児

科，精神科も収入がへったという。おそらく自己

負担の多寡が影響したのものと思われる。わが国

の現状では，小児の医療費の全額公費負担がすす

んでおり，その種の影響はないだろうが，将来的

には総合診療専門医が増えれば，直接専門医を受

診すると自己負担額を高くして，総合診療専門医

受診へ経済的誘導をおこなう政策を厚労省がとる

可能性がある。

開業小児科医は曰本の文化

開業小児科についてみた場合，欧米と日本との

大きなちがいは，ちょっとした風邪でもすぐ受診

する超早期受診が日本では普通であることだ。そ

のルーツは江戸時代にあると考えられる。江戸時

代に“小児医者，，と呼ばれたらしく，小児医者が

登場する川柳が多くのこされている。「小児医者

赤い紙燭でおくられる」というのは，当時痘瘡

の厄病神は赤色を嫌うという迷信があり，当時の

近代医学と迷信の二股をかけている庶民の姿を描

写したものである。わが国では江戸時代にすでに

庶民が小児科医の往診をたのんでいたことがわか

る。江戸時代の終わりから，明治の始めころ訪れ
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た西洋人が，日本人が子どもを大事にするのにお

どろいたことを記した文章が多くのこされている

が，そのような文化のある日本では，小児科専門

でも経営がなりたったものと思われる。カユの本居

宣長も松坂で小児科医をしながら古事記伝を著し

たように，ちょっとした都市には小児科の専門医

がいた。西洋で小児科が独立したのは１９世紀に

はいってからで，ベルリン大学の小児科学講座は

東京大学よりもできたのが遅い。ロンドンで１８

世紀に小児病院が存在したとされるが，あれは孤

児院の延長で，現代の小児病院を想像してはいけ

ない。子どもの主な死因が伝染病であった時代，

病児を－箇所に集めたならば悲惨な結果を招くこ

とは容易に想像できる。事実，入院児の３分の２

は死亡退院だったそうだ。このような病院に親が

わが子を積極的に入院させたとは思えない。その

ころ我が国では，子どもが重病になれば庶民でも

親は小児科医の往診をたのんだのだ。このように

小児科開業医は日本の文化であり，将来，絶滅の

危機に瀕して無形文化財に指定されるようなこと

があってはならないと心ひそかにお祈りをしてい

る。

クの経営がなりたつようになった。変わったのは，

親の専門医を指向する意識ではなく，自家用車と

いうライフスタイルである。

その結果，全国津々浦々にとはいかないまでも，

ちょっとした都市には小児科クリニックができ，

子どもの病気は小児科医が診るということがおお

かたの流れになった。

専門医指向は，小児科に限らず昔からあった。

やけどなら○○病院がよいというようなたぐいの

話は昔からよくあった。今は見ない性病科という

看板も昔はよく見た。医学が発達したために医者

の専門分化がすすんだといわれるが，実は，専門

分化は経営がなりたつだけの患者が集められるか

どうかにかかっている。したがって，自家用車を

中心とした交通の発達のおかげで，もともとあっ

た患者の専門医指向が顕在化しというのが真相と

いえる。内科では交通の発達により一般病院でも

クリニックでも細分化がすすんだが，小児科では

専門分化に限界がある。小児神経，小児喘息など

専門クリニックは例外的に存在するにすぎず，通

常，小児科医は一般病院でもクリニックでも子ど

もの病気全般をみなければ経営的になりたたない。

その結果，消極的に“こどもの総合診療医,,になっ

ているといえる。今，小児科学会では“小児科医

はこどもの総合診療医,，といっているが，これは

厚労省やプライマリケア学会などにつられた発言

である。もし，積極的に“こどもの総合診療医，，

をめざすなら，鼓膜切開や簡単な皮層縫合ができ

なければならないであろう。ただ，小児科医に鼓

膜切開や皮膚縫合をされた子どもは幸せだろうか？

親がそれを望むだろうか？。やはり，可能ならは

じめから専門の耳鼻科医，形成外科医にかかるほ

うが子どもにとって幸せである。

厚労省が考えているのは，医療費の膨張の防止

小児科医は子どもの総合診療医？

こどもの病気は小児科医にみてもらいたいとい

う親の専門医指向は今まで述べたように江戸時代

からあった。ただ，かつては都市でも周辺部にな

ると経営的になりたたないため小児科のクリニッ

クが少なく，内科小児科医が小児のプライマリケ

アをになっていた。ところが，1970年代からの

自家用車の普及で事態は変わった。親は少々遠く

ても小児科専門の医者を受診するようになり，そ

の結果，クリニックは広い範囲から患者を集める

ことが可能となり，少々の田舎でも小児科クリニッ
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リスのように看護師が予防接種や健診をおこなっ

たり，簡単な病気は看護師が処方したりするよう

な形で医療費削減を画策してくるならば，小児科

医に支払うコストは未来をになう子どもたちへの

投資であることを主張していくべきである。

あるいは削減であるから，われわれの主張すべき

ことは，積極的な子どもの総合診療医ではなく，

子どもは最初からそれぞれの専門医を受診した方

が幸せであること，そして，最初から専門医を受

診しても医療費の膨張につながらないということ

ではないだろうか。そして，もし厚労省が，イギ
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総合診療医の専門医化と小児科医の将来像

土浦協同病院小児科渡辺章充

の疾患だけを診ているということは殆どないはず

です。つまり，もともと小児科医は基本が「小児

内科総合診療医」なのです。ですから，小児科に

受診した子ども，その保護者が，内科にかかった

患者のように，「臓器を診ても，人を見ていない」

という不満・不安を感じることはないとは言えな

いまでも，内科領域に比べればかなり低いはずで

す。したがって，今後，総合診療医が増えたとし

ても，小児科領域で小児科医以上に総合診療でき

る総合診療医は多くは養成されないだろうと考え

ます。そもそも，日本は超高齢化社会となってお

り，総合診療医の勤務時間の大半は，高齢者の総

合診療に費やされるのだと予想します。

(1)総合診療医は小児科医に取って代わるのか？

総合診療医を専門医として認める方針が出てき

た根本は，成人内科領域があまりにも専門分化し

て，「臓器を診ても，人を見ない」という傾向が

強まったことに対するアンチテーゼと感じていま

す。特に病院勤務医にその傾向があると考えられ

ているのだと思います。お腹が痛いと思って消化

器内科を受診したけれど，消化器には異常はない，

とされる。ではその次にはどうすればいい？女性

であれば産婦人科？それとも泌尿器科？専門医は

自分が専門とする臓器に疾患がないことを確認す

ればそれで役目を終えてしまいがちです。患者に

とっては何も終わっていないのに。それからどう

するかは医療の素人である患者が，自分の体に問

いかけながら何科を受診するのがいいのか考える

しかない。そんな現状を打開するひとつの試みが，

総合診療医の養成とその専門医化なのだと思いま

す。その意味ではまったく悪いこととは思いませ

ん。ただ，小児科領域で考えますと，もともとの

事Ｉ情がかなり違うと思います。たとえば，小児科

医会会員で，何となく活気がない，体重が増えな

いという子どもを診たときに，「私が専門として

いる臓器には異常がない。別の臓器の専門医にか

かって下さい」と突き放してしまう医師はほとん

どいないでしょう。専門分野が何であれ，鑑別診

断を自らが行って，異常な臓器・系統の目星をつ

けてから別の医師を紹介するでしょう。小児科で

は多くの病院勤務医も，－人の医師が－つの分野

(2)小児科医は臓器別に専門特化すべきか？

総合診療をめざすのか？

私の感覚ですと，昭和の時代，多くの大学病院

で小児科はきちんと臓器別に専門分化できていま

せんでした。必然的に総合診療医的な活動をおこ

なっていました。それを「内科並みに」専門化し

ていこう，子どもの「病気」をひとつひとつ掘り

下げていこう，という努力が積み重ねられて現在

に至ったと思っています。日常診療でも身体所見

がとりづらく，検査侵襲も制限され，薬物治験も

組みづらい小児科領域の疾患は，内科領域の疾患

に比して学究的に深めにくかったのですが，多く

の小児科の先達の努力によって「小児神経」「小

児循環器」「小児アレルギー」など殆どの分野に

おいて「小児」と冠する臓器・分野別専門学会が
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あり，しかもその内容に関しても「内科並みに」

充実しています。こういった小児科内の専門分化

は，特に難治疾患や稀少疾患に対して，非常に大

きな意味をもったと思います。

ただ，小児人口は減少が続いています。総人口

が減ればただでさえ多くはない稀少疾患の発症数

はますます減っていきます。これまでは殆ど全て

の小児科医が，何らかの臓器別専門医になってい

ましたが，新研修医制度で研修を受けた医師には

臓器別専門医を志向しない医師が少数派ですがで

てきています。

小児疾患を臓器・分野別に深く突き詰める仕事

は，前述したとおりの困難がありますから，さら

に発展させていくためにはこれまで通りのパワー

注入が必要ですが，もともとは小児科医なら誰も

がしていたことではありますが，「子どもの総合

診療」を「専門」として突き詰めていくことにも

同じレベルの脚光をあてていくのが大切だと考え

ます。

要なパートナーとなり得ると考えます。そして総

合診療医が，子どもや思春期の構成員を含む家庭

を，家族全体として健康な状態にもっていき，維

持しようとすれば，小児科医の関与が必須だと思

います。

ですから，現在すでに行っていますが，他科の

先生方向けの小児救急講習はとても意義あること

と思いますし，初期研修で小児科は選択必修になっ

てしまいましたが，研修指定病院の小児科医は，

出来る限り多くの初期研修医が出来る限り長く小

児科を研修するように画策すべきです。また，障

害者医療や思春期医療など，成人診療科も小児科

も，どちらも決して得意でない＝積極的に診療し

ようとしない領域を，一緒に研修する機会を作れ

たらいいと思います。

(4)地域の最前線で働く小児科医の診療で比重を

増していくものは何か？

正直，予測と言うよりも希望と妄想のような私

見を述べます。

今後の小児人口の低下，ワクチンによる感染症

予防の充実から，急性感染症，特に重篤な感染症

がらみの診療は減っていき，「病気を治す」医療

から「予防する」医療，「障害＝治せない病態に

対処する」医療の比重が増していくのではないで

しょうか。健康な小児をより健康にする，健康な

状態を維持すること，根本的に治せるわけではな

いが障害を持つこども達の生活を安全で豊かなも

のになるように支えること，が地域の最前線にい

る小児科医の大きな仕事になるのだと思います。

重要性が増してくる仕事を具体的に言えば，予防

接種，健康診断はもちろん，一般家庭向けの教育

講演，教育機関・保育所との連携（校医・園医の

担当も)，栄養指導であったり，発達障害・心身

(3)総合診療医と小児科医との連携

最初の段で述べたように，内科領域中心に研鑛

を積んだ総合診療医が小児科医と同等の子どもの

総合診療が出来る可能性は低いと考えますが，共

に協力し合って子どもの総合診療にあたることは

大切だと考えます。特に，本県のように小児科も

他科も医師の絶対数が少ない地域においては，

｢子どもは小児科医だけが診るべきだ」という姿

勢や，その裏返しで「小児科医は子どもだけを診

ていればいい」という姿勢は，そういった姿勢が

作り上げた医療体制の狭間からこぼれ落ちてしま

うたくさんの患者さんを生み出してしまいます。

総合診療医は，年長児の一次救急や障害児の在

宅ケアなどにおいて，私たち小児科医の非常に童
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症への対応，障がい児・者の在宅医療への対応な

どでしょうか。

小児科医会としては，数が少なくなったこども

達が健やかに育って日本を元気な国にしていくた

めには，こどもの病気を治すだけでなく，そうい

う予防医療・保健医療が大切なことを社会全体に

理解してもらい，それらの医療活動にきちんと費

用・予算をかける価値があることを主張する必要

があるでしょう。ちなみに，私は，障がいをもっ

たこども達を支えることは，経済的な側面でなく，

精神的な側面で（魂の部分で）豊かな「価値」を

生み出していると考えています。そして決して精

神的な豊かさと経済的な豊かさは相反するもので

はないと思います。たとえば，芸術的なフリーキッ

クで感動を与えてくれるサッカー選手には多額の

報WlIが与えられていますが，それはそのフリーキッ

クに価値を見いだす人が多数いるからで，結果と

してサッカーには経済効果が生まれています。し

かし，３０年前の日本では，素晴らしいプレーを

する選手かいても，サッカーはたいした経済効果

を生み出せませんでした。ボールをゴールに上手

に蹴り込むという行為に，日本人の多くは価値を

見出さなかったからです。でも，今はその行為に

価値が見いだされ，高い評価が与えられています。

ならば，２０年後には，障がいをもったこどもを

元気にさせる医療技術が多くの人を感動させ，そ

う言う技術を高いレベルで提供する医療機関・医

師に多額の報酬が与えられ，結果として障がい児

医療が経済効果を生み出さないとは誰が言えるで

しょう。障かいをもったこどもを支える行為に関

心と興１床か高まれば，それに関わる医療にも価値

か高まります。そういう時代が来て欲しいと，最

後は本当に私的な妄想を述べて私の文章は終わり

にしたいと思います。
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総合医構想について

日立製作所日立総合病院小児科小宅泰郎

１．総合医構想議論の流れ

総合医構想がどのような背景のもと生まれ，ど

のように進んでいるのか，良く理解しておりませ

んでしたので，この機会に自分なりに調べてみま

した。誤って理解していることもあるかもしれま

せんので，会員の皆様の御教示を宜しくお願い致

します。

①厚生労働省

高齢者の疾患・病態の特徴として，複数の疾患

を有する，症状が非定型的である，薬物に対する

反応性が異なる，老年症候群が増加する，認知機

能など生活機能が低下しやすい，などの点が挙げ

られ，高齢者医療においては，高度に専門化した

臓器別診療のニーズももちろん存在するが，臓器

別にではなく総合的に患者さんを診療する能力が

求められる。今後，日本は超少子高齢化社会となっ

てゆくので，単なるプライマリーケアだけでなく，

患者の状態（疾病，身体機能，精神機能，社会環

境など）を総合的に判断し，臓器別専門医よりも

－段高い立場に立って，その患者に必要な医療，

介護，福祉の流れを，効率よく計画出来る医師が

求められる。厚生労働省の本音としては，膨れ上

がる医療費の抑制効果も期待されていると思われ

る。このような背景が，厚生労働省で「総合医」

構想が議論される出発点であったものと思われる。

②Ｂ本医師会

厚生労働省の総合医構想は，医療費抑制と在宅

主治医制を目指していると日本医師会は理解し，

厚労省の構想に反対の立場を表明し，対案として

医師会員の医療レベルの向上を主眼にした総合医

のカリキュラムについて検討を始めた。具体的に

は，日本医師会生涯教育推進委員会が主体となり，

日本プライマリーケア学会，日本家庭医療学会，

日本総合診療学会が参加して，総合医養成の教育

カリキュラムの作成が開始された。この検討の過

程において，「総合医」は「総合診療医」に改め

られ，「日本医師会生涯教育カリキュラム2009」

として公表されている（http://www・medorjp

/cｍｅ/syogai/syogai-singlepdf)。

③曰本小児科医会

日本医師会の「日本医師会生涯教育カリキュラ

ム2009」には，小児科医が行う診療内容も含ま

れていることから，日本小児科医会でも会長諮問

委員会として「かかりつけ小児総合医検討委員会」

を発足させ，総合医についての考え方を検討し始

めた。

２．小児科総合医構想の特徴

厚労省の「総合医」構想や曰本医師会の「総合

診療医」構想にはない小児科医会独自の視点とし

て，小児医療供給体制の地域格差の改善も目指し

ていること，マンパワーとして後期研修医の活用

も考慮していることなどが挙げられる。

３．小児科総合医構想の問題点

小児科総合医構想の問題点としては，現行の日

本小児科学会認定専門医との関係をどうするか，

日本医師会の総合医構想が実現された場合に小児

科のアイデンティティーが保持できなくなる危険

性などが挙げられる。
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４．茨城県での適用

小児科医会の構想する小児科総合医がもし仮に

実施された場合，茨城県ではどのようなメリット

が考えられるであろうか。総合医研修は，後期研

修３年間の後２年間に行われる構想になっている。

若手医師が広く小児科を研修するうえでは，メリッ

トがあると思われる。特に小児保健分野での研修

が，現行の独学に近いようなあり方から，経験あ

る医師の指導を直接受けられるようになるかもし

れない。若手医師が総合医研修のため，地方の医

療機関に派遣されることにより，地域の病院小児

科の機能が強化されるかもしれない。

５．近未来の小児医療の姿

茨城県小児科医会の総会で総合医制度につき意

見を求められたときは，理解か足りず，上記のよ

うな能天気な発言をしてしまったが，日本医師会

の「総合診療医」構想は，小児科医の存在意義を

否定しかねないものであること，多くの小児科医

が危機感を持っていることを学んだ。近未来，例

えば今から２０年後の小児医療はどのような状態

になっているだろうか。これは，病院勤務医，開

業医，あるいは都市部の小児科医，辺境にいる小

児科医と，立場によって異なるものであろうと思

う。小児科医が不足している地域で働いている私

は，小児医療の将来についてあまり悲観的な予想

は持っていない。県北地域では既に少子高齢化社

会の進行が加速している感がある。内科医はこれ

らの高齢者医療に益々多くの労力を割かれるよう

になるのではないだろうか。内科医が，小児科医

の仕事を食っていくという状況は，医師不足の地

域ではあまり起こらないのではないかと予想する。

よしんばそのような状況になったとしても，小児

科学会の専門医制度が，小児科医の価値を高める

有力な武器になるのではないかと期待している。

乾燥弱宙生麻しん風しん混合ワクチン(ＡｌＫ－Ｃ株･高梠株）
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新しい専門医制度について

ひろたこどもクリニック広田浜夫

リティー領域の研修を受けることができ，サブス

ペシャリティー領域の専門医資格が取れます。

この構想の中で，基本領域に総合診療専門医と

新しい専門医制度とは

２０１７年から新専門医制度がスタートすること

になりました。その目的は①患者が分かりやすい いう新しい専門医制度を加え１９領域にすること

が検討されています。この総合診療専門医とは，

簡単いうとホームドクターの様なもので，性別・

年齢にかかわらず（つまり新生児から高齢者まで）

その地域のニーズにあった地域医療を予防医学，

健康増進活動なども含めて行える医師のことだそ

うです。

ここで，日本小児科学会，日本小児科医会，

日本小児保健協会が危Ｉ倶しているのは小児医療の

全体的なこと（プライマリケア，予防接種なども

制度にすること②医師の診療の質を担保できる制

度にすること。だそうです。

最初に，簡単にその新制度を紹介しますと，図

１の様になります。基本領域とサブスペシャリティー

領域の２階立てになっており，医師は２年間の初

期臨床研修の後，１８（現在の時点で）ある基本領

域のいずれかに進みます。その後３年以上の研修

を受けて専門医資格を取得します。基本領域の専

門医を取得後は，関係のある分野のサブスペシャ

図１新しい専門医制度の仕組み 初期臨床研修（２年）

iｉ
３年以上の研修後

基本領域の専門医取得

基本領域（現在１８項目十総合診療専門医）
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浦市では他の理事の方も小児の地域医療に協力的

で，しっかりとサポートしてくれています。理

事の中には小児科医が二人おりますので，意見も

言いやすく小児科医にとっては恵まれた環境と思

われます。しかし，他の地域において，少人数の

小児科専門医の意見がその地域の中で反映される

かどうかは難しいかもしれません。やはり，地域

の医師会や行政の方々の理解がないと少数派であ

る小児科医の存在価値は小さくなっていかざるを

得ません。そういう中で総合診療専門医制度が始

まり，その資格を持っている方々の勢力が強まっ

た場合，小児科専門医は，彼らとうまく協力関係

が築けるかが問題となると思われます。協力関係

が良好なら，小児地域医療はよりうまく進みます

し，関係が悪ければ小児科専門医の存在価値はな

くなるかもしれません。

含め）がほぼ総合診療専門医に含まれることです。

つまり，少子化により小児科診療所を受診する人

が減る→小児科だけでは収益を確保できない。→

小児専門医ではなく，総合診療専門医を選ぶ人が

増える。→小児科専門医，及び関連の学会人数が

減る。→小児科専門医，及び関連学会の地位の低

下を招く。の構図です。

現在の小児地域医療について

次に，現在の小児地域医療がどうなっているの

か，茨城県土浦市（人口約１４５万人，平均年齢

約４４．５歳）を例にして述べてみます。小児科を

含めた内科系の診療所の数は約５９施設。その内，

主要診療科が内科であるものは４９施設，小児科

であるものは，１０施設あります。内科の４９施設

のうち２２施設（44％）は小児科の診療も併せて

行っており，小児科の６施設（60％）も内科の診

療を併せて行っています。市の保健センターで行

なわれている健康診断（４ヶ月，1歳６ヶ月，３

歳児健診）を行っている医師は，小児科医が７人

(50％)，内科医が７人（50％）です。市が独自に

打っている休日緊急診療所（木，金，士の１９:００

から２２:00,日，祝日９:００から２２:00）は，小児

科医が９人（約４１％)，内科医が１３人（約５９％）

で行われています。乳幼児，学童の予防接種協力

医は小児科医１０人（約１７％)，内科医４９人（約

83％)，小中学校の内科校医は小児科医９人（３０

％)，内科医２１人（70％）で行われています。

以上から分かることは，土浦市では小児科医だ

けで小児の地域医療を行うことは不可能な状態で

す。これは，他の地域でもほぼ同じことだと思わ

れます。代わりに，医師会が中心となり内科の先

生に協力をお願いしてようやく成り立っています。

私は土浦市医師会の理事を担当していますが，土

日本の開業医のあり方

ほとんどの開業医は，小児科医であろうと内科

医であろうと，その地域のニーズに応じて診療体

系を変えながら，地域に密着しプライマリケアも

行う総合医として成長してきました。総合診療専

門医制度は，医師の多い都市部では各部門の専門

医がプライマリケアを含めて診療をすでに行って

いるため，あまり役にたたないのではないかと思

います。しかし，医師の数の少ない小さな町や村

などでは，なんでもそろうコンビニエンスストア

の様に便利な存在になるのかもしれません。しか

し，小さな町では，この制度がなくても内科や他

科の先生が子供たちのことまで，ある程度面倒を

みてくれているのが，日本の医療の実際です。あ

くまでも開業医の医療は，地域における人と人と

の信頼関係で成り立つものであって，それが日本

で受け入れられてきた医療であると考えています。
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決めていっても特に問題はないと言うことになる

かもしれません。前に述べたように，彼らとうま

く協力してやっていけるかどうかが問題となると

思われます。

まとめ

現在ばらばらである専門医制度を統合し第三者

機関によって管理運営し医療の質を向上させてい

くことは必要なことかもしれません。しかし，自

由に専門医への受診も可能な日本の医療制度の中

では，一見便利そうで何でもしますと言う総合診

療専門医制度が必要かどうかは疑問です。また，

それに対抗して，日本小児科学会などが地域総合

小児医療なる新しい専門医制度を検討中です。内

容を見てみると現在開業医が行っている医療その

ままであり，それにお墨付きを与えるような内容

で，はたして必要かどうかは同様に疑問がありま

す。

総合診療専門医制度ができることによって小児

科専門医，及び関連学会の立場が脅かされるかど

うかですが，普通の診療に関しては心配する必要

はないと考えています。特にある程度の都市部で

あれば，保護者の方々は大人を中心とした医療を

している場所と，子供を中心とした医療をしてい

る場所を見分けると思いますし，医療の質，経験

の点でも優位と思われます。小さな街では不安も

ありますが，それは総合診療専門医制度がなくて

も同じことで，小児専門医がしっかりしていなけ

れば，内科で小児科を標傍している先生の所に患

者は集まるものと思います。

医師会や行政における立場ですが，総合診療専

門医は予防接種もプライマリケアも何でもできる

と言うお墨付きを持っているわけですので，その

方たちが中心となり小児医療をめぐる行政問題を

最後に

このまま少子高齢化がすすめば，当然小児科医

は少なくなるでしょう。しかしそれは国の労働人

口が減り，収益が減り，どこかで食い止めなけれ

ばならないことは誰もが分かっていることです。

国は，小児医療を充実させて保護者の負担を減ら

すことが求められるはずです。ですから，小児科

医は生き残るし，大人を小さくしたのが子供では

ないわけで，小児科医が診なくてはならない病気

はたくさんあるわけですから，自信をもって小児

医療をしていくべきだと考えます。

この専門医制度ができることで本当に心配な点

は，総合診療専門医制度ができるかどうかより，

欧米の様な医療システムが導入され医師の格差が

つけられ，さらに医療制度も複雑となり容易に医

療が受けられなくなるなど，医療費削減のために

手段を選ばない医療行政が今後行われるかもしれ

ないことです。日本の国の借金は最近1,000兆円

を超えました。そして，高齢化で医療費はこれか

らどんどん上昇して行きます。これを何としても

抑制する方向で医療行政は進むはずです。この専

門医制度が医療費削減のシナリオの第一歩になる

のかもしれません。昔から日本にある人と人との

信頼関係を大事にした地域医療が崩壊することは

避けたいものです。
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２０年後の小児科医と小児総合診療

少子化・総合診療医増加は

小児科診療所の需要に影響を及ぼすか

あおきこどもクリニック青木健

始めにつくば市で開業してわずか２年と経験が

少ないため，的を外れた意見である可能性をご容

赦頂きたい。

将来的に総合診療医によるファミリークリニッ

クが増加して幅広い年齢層に対応するようになる

と，少子化と相まって小児科診療所の需要が大幅

に減少するのではないかと言う懸念が鳴かれてい

る。私は小児科医が「その専門性をきちんと発揮

して診療できるのなら」杷憂に過ぎないと考えて

いる。

250日を診療日と仮定しても（実際そのような余

裕のある体制の病院はありえないが）１年で7,500

人，２０年間では１５万人を超える小児を診療する

ことになる。更に２次３次に至る重症疾患や稀な

疾患をも経験している。臨床医に最も求められる

ものは，一見軽症と思われる症状からほんのわず

かな差異を嗅ぎ分け，重症疾患の可能性を見い出

す勘である。その勘は数万人の患者を診た者だけ

が初めて持つことが出来る。小児科医は総合診療

医を凌駕する膨大な経験と，そこで培われた優れ

た勘を有している。また，様々な性格の保護者に

対する面接技術を持ち，保護者の持つ不安を共有

する優しさを兼ね備えている。更に小児科診療所

は感染者用の特別個室やワクチン・健診の専用時

間枠，プレイルームなど子供に特化した診療体制

や内装を有している。その点において小児科診療

所と総合診療科診療所の差別化は充分に可能であ

る。

【小児科医と総合診療医の違い】

日々の診療から受ける実感として保護者は基本

的に「小児科専門医」を求めている。少子化はす

なわち保護者にとってより貴重児化することでも

あり，小児科専門医志向は今後更に高まることが

予想される。一方，総合診療医は少子高齢化に伴

い高齢者需要が増加することで，在宅医療を中心

とした高齢者が主な対象になることが予想される。

また，総合診療医の小児医療に対するモチベーショ

ンも様々で，必ずしも総合診療医の全てが小児診

療に熱意を注ぐとは限らない。

経験値的には総合診療医の小児科研修期間が半

年から１年であるのに対し，小児科医は４０代半

ばの開業適齢期に達するまでの２０年間小児診療

を続けている。小児科臨床医なら外来・病棟を含

めて最低でも延べ３０人以上の小児を毎日診療し

ているであろう。週休２日で祝日を除き，年間

【現在の小児科診療所の問題点】

私は筑波メディカルセンター病院に１７年間勤

務していたが，救急外来で常に感じていたのは，

受診動機の多くが症状に対する保護者の誤った認

識や強い不安によると言うことである。不要不急

の救急外来の受診抑制のためにも１次診療で充分

な患者教育を行うことが必要であり，診療所の医

師によってそれが可能であると考えていた。しか

し，実際に開業してみるとそれを行う時間的余裕
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２０年後の小児科医と小児総合診療

定できない。小児科医が専門医としてその実力を

発揮し，質の高い一次医療を提供するためには今

の飽和した受診状況の改善が必要である。

が殆どないことを痛感している。

日本における小児の診療所受診率は米国の約

2.5倍と言われている。本来最も需要の多い１次

診療に対する小児科開業医の数は少なく，小児科

を廃止した病院も増加した。その結果，小児科診

療所には連日多くの患者が来院している。２診３

診で対応できる病院と違い，診療所ではたった－

人の医師で限られた時間に多くの患者を診療せざ

るを得ない。その結果，来院数が多いほど－人の

診療時間は短縮され，保護者の疑問を傾聴し，不

安を拭い去るための充分な説明が困難になる。長

引く咳や腹痛など，遷延する症状や不定愁訴は潜

在する器質的疾患の可能性を秘めているが，時間

に追われて十分に考えることが出来ず，その場し

のぎ的な診断治療になることも少なくない。実際，

咳が長引くだけで明らかな家系や喘鳴既往もない

のに喘,息と診断されている症例や，上気道感染症

に最初から第３世代の抗生剤が処方されている症

例にも遭遇する。数時間で数十～数百人を診察す

る保育園や学校などの健康診断は既に形骸化して

いる。

開業医は小児科医の中でも経験値が高く，優れ

たサブスペシャリティを持っているはずであるが，

現状では数をこなすことにのみ追われ，培った専

門性を発揮することが困難である。私自身がそう

であり，開業医のみならず病院勤務医にも言える

ことだが，一次医療において，医師にとっても患

者にとっても「満足の出来る」質の医療を提供出

来ているとは言い難い。「風邪薬自動販売機」の

ような今の診療を続けていく限り，将来的に小児

科医は総合診療医にその座を追われる可能性は否

【２０年後の小児科医にあるべき姿】

私は総合診療医が小児医療に参加することは，

過剰な受診者数を是正し，－次医療の質を高める

ためにもむしろ望ましいと考えている。ただ，莫

大な債務を抱えながら経営を維持するためには，

現在の保険診療制度では問題もある。小児科診療

に対する保険点数の改善は図られるべきで，例え

ば小児科学会専門医資格を有する者のみが算定可

能な「小児科専門診療加算」も必要であろう。

２０年後の本格的な少子化時代には小児科医は

より専門性をアピールすることが必要になる。小

児科学会専門医資格は無論，小児アレルギーや小

児内分泌などのサブスペシャリティの標傍を積極

的に行い，診療することが総合診療医との棲み分

けに重要なアイテムとなるであろう。軽症かつ一

般的な疾患の診療については総合診療医の協力を

仰ぎ，より経験と専門性を必要とする乳児健診や

専門疾患診療には小児科医が対応する形が理想的

である。

私が懸念しているのは今の研修医が少子化に伴

う需要不足を心配する余り，小児科医の道を選ば

なくなることである。この１０年，茨城の小児科

医の数は増えているのだろうか？小児科開業医の

数は増えているのだろうか？小児科開業医も高齢

化しつつあり，総合診療医の参入の前に小児科開

業医の力が尽きるかもしれない。
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重篤小児の調査

土浦協同病院小児科渡部誠

l～４歳の死亡率が先進国の中でも高いこと，小児の死亡場所調査で重篤小児の搬送が集約化されて

いないこと，小児集中治療室調査で日本のＰＩＣＵ整備が遅れていることが明らかになり，２００９年に重篤

な小児患者に対する救急医療体制の検討会（厚労省）が行われた。日本小児科学会は２０１０年から重篤小

児の調査を開始した。茨城県は２０１３年１０月からこれに参加する，全国で７番目。

なお，小児救急搬送の照会医療機関数，２０分間現場滞在件数は茨城県は全国ワースト５位に入ってい

ます。

皆様のご協力をお願いします。

茨城県重篤小児調査プロトコール 重篤小児（救急由来）の定義

1）１５歳未満

２）下記の状態であり、医師がＰｌＣＵまたはＩＣＵにおける特

定集中治疲室管理が必要と認めた者（ただし、実際の治療

は一般病棟で施行された泪合も含む）

ａ・意繊障害又は昏睡

ｂ・急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪

ｃ急性心不全（心筋梗塞を含む）

ｄ､急性薬物中毒

ｅ,ショック

ｆ､重而な代耐障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病など）

９.広範囲熱傷（Ⅱ度30％以上）

ｈ・緊急の大手術後

ｉ・救急蘇生後

ｊ・その他外傷、破傷風など疽篤な状態

３）予定手術後の症例、malignancyのターミナル症

例は除く。

4）ＮＩＣＵ入院症例、産科退院前の新生児症例は除く。

5）ＣＰＡＯＡの外来死亡症例は含める。

＃以上は全国共通

＃茨城県で補足（２０１３年９月１３曰）

ｐ、１時間以上のけいれん重積

ｑ､１５歳以上で小児科が担当した場合は、別途記載

1）データ収集
ａ､９基幹病院が入院1週間以内に報告する。

＃９基幹病院と調査担当者

◇県央県北；県立こども泉維昌、日立綜合小宅泰郎、ひたちな

か森山伸子

◇県西：筑波大学岩淵敦、筑波メディカル今井博則、茨城西南

長谷川賊

◇県南：土浦協同黒津恒行、ＪＡとりで太田正庫、神栖済生会

庄野哲夫

ｂ・報告は、重篤小児（救急由来）の定義に従い、茨城

県重篤小児禰査シートに記入する。

ｃ,ｇ病院以外のケースについて

◇救命救急センター搬送、県外搬送、１～２次医療機関内で対応、

医療機関に搬送されなかったケースについて極力収集する。医師

会・ＮＩＭＣ協蜜会に協力を求めていく。

2）転州Ｉのデータ

ｆ,退院後1カ月以内に提出する。

ｇ,茨城県芭篤小児調査シートに記入する。

3)集計・分析

ｈ､分析担当者：渡部誠一、泉維昌、今井博則、無知償

行、岩淵敦

4）曰本｡､児科学会重篤小児ＷＧへ報告

ｉ､担当委ロ：渡部誠一

２０７ａノ００７糞jUf小児科学会 ２０７３７００７コE打V小児稗学会
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第３８回茨城県小児科医会総会

小児科外来を訪れる子どもたち・保護者から、学校におけるいじめ、心身症、不登

校、等の相談を受ける機会は少なくありません。最近、増加傾向にあり、また、自

殺も含めた、学校における子どもたちの危機が曰本全体で大きく論じられるように

なりました。茨城県小児科医会としても、この問題に注目しており、茨城県小児科

医会総会で、「学校におけるいじめと心身症・不登校」について話し合うことにし

ます。多くの小児科医の参加をお待ちしています。事前事後のご意見も受け付けま

す。

茨城県小児科医会会長渡部誠一

2012.1021（曰）

水戸市医師会館

g:ＯＯ－１２ＢＯ

ｇＤＯ－１１:ｓｏ ｢学校におけるいじめと心身症・不登校」

座長福岡和子（茨城県教育委員長）

渡辺章充（土浦協同病院小児科部長）

1.教育委員会から猪野木雅明

（茨城県教育庁義務教育課市町村教育推進室生徒指導係長）

２スクールカウンセラーから

守屋英子

（茨城大学院教育学研究科学校臨床心理専攻准教授）

３小児科医から 齋藤久子

(筑波メディカルセンター小児科専門科長）

直井高歩

(ひたちなか総合病院小児科主任医長）

4.小児科医から

５デスカション

1180-12:ｓｏ茨城県小児科医会総会

１.役員紹介、活動自標

２.委員会報告

３.協議事項
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■第38回茨城県小児科医会総会講演より

平成２０１２年１０月２１ロ（日）

いじめ－小児科医にできること－

筑波メディカルセンター病院小児科齊藤久子

小児科外来でときどき「いじめ」に出会う。そ

れは主訴そのものときもあるが，身体症状の対応

をしていく間に明らかになることもある。現在い

じめに押しつぶされそうな子もいれば，過去のい

じめを引きずっている子どももいるし，いじめっ

子とレッテルを貼られている悪循環に陥ってしまっ

ている子どももいる。また時には子ども時代にい

じめられた自分の経験から，教師や学校というも

のに強い不信感を抱いたり，被害的になってしまっ

たり，会話で解決しようとすることを諦めている

親の影響を受けている子どもに出会うこともある。

いじめが社会的に注目され，いじめ防止の対策

が講じられるようになり，凶悪な陰湿ないじめが

減ることを期待したい。大人はいじめを見過ごさ

ない，いじめを許さない，そして子どもに信用さ

れるためには大人自身がいじめのない生き方をす

るべきだと思う。しかしその一方，子どもの社会

の中では未熟ないろいろな個'性がぶつかり，仲間

意識が高まり疎外を恐れる年齢であるがゆえ，さ

まざまないじめの範晴に入りうるような出来事が

完全になくなるとは思えない。そのとき被害者の

子どもが完全に自信をなくしたり独りきりだと絶

望したりしないよう，また彼らの弱みや怒りを受

け止められるような頼れる大人の隣人でありたい。

さらに加害者の子どもが勘違いしたまま大人にな

らないように当たり前のことを真剣に伝えること

を諦めず，また加害側の子にもあるだろう、egative

な感情を受け止められるような魅力的な大人の隣

人でありたい。

小児科医は子供のいじめ問題で何ができるのだ

ろうか。小児科医は有利な立場にあると考える理

由を下記に列挙する。まず身体症状を訴える子に

関わる立場なので，身体症状を呈したいじめられ

た子に会う機会が多い。医療者は守秘義務がある

ことを子どもにも親にも理解されやすいので秘密

を打ち明けやすい。医療機関がcareの場なので

子どもや親が相談しやすい。学校と家庭は対立し

てしまうことも多いが，第三者として別の視点で

考えられ，客観的な意見を発信できる。児童相談

所など他機関とも連携しやすい。このように小児

科医はいじめに対応しやすい職種なので，逃げず

に客観的な思考を保ちつつ，必要があるときには

－歩踏み込むといいと思っている。

いくつか経験した症例をまとめる。

【症例１】１３歳女児，主訴大量服薬。クラスの

複数の男児の悪ふざけの度が超えた毎日の暴言に

耐えられず自殺企図，緊急入院。入院中に初めて

主治医に気持ちを話せた。本児に親や教師にも理

解してもらう必要性を説得，本児了解のもと院内

でケース会議。相手の生徒に適切な指導がされ，

完全に暴言はなくなり，退院後元気に登校。

【症例２】９歳女児，主訴喘,惠発作。繰り返し入
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院するが胸部所見と本児の呼吸苦の訴えに差があ

り，心因性の要因もあるのではないかと心配し入

院中別室で面接の時間をとるようにしていたとこ

ろ，次第に学校のいじめを語りだした。混血であ

ることを上級生も下級生もからかい，いたずら書

きまでされるが親は多忙で相談できないと。父は

外国人で一緒にいるといじめられるのではないか

と心配し自ら別居。母は自分もいじめられて耐え

て育ったので本児にはなんでも我｣侵させたいと思

い込んでいた。学校は体格のよい明るい雰囲気の

本児はからかいを気にしていないと思って軽く見

ていた。入院中に父，母，教師と別々に，その後

合同で面接し本児の思いを理解していただいた。

校長が学校での対応を本児に直接約束し安心して

登校，その後喘息発作も繰り返さなくなった。

【症例３】１４歳男児，主訴は「自分は自殺して

しまいそうだ，止めて欲しい｣。もともと小柄で

大人しく声が小さい。クラスメイトにいたずらを

されたり上級生のところに連れて行かれ，上級生

は首を絞めたり，腹部を蹴ったりする。繰り返し

そのような行為を受ける間に，考えようとしても

考えがまとまらず，死にたくなって頭がぐるぐる

していて，自分でもよくわからないうちに自殺し

てしまいそうになり，危険を感じて受診した。外

来で時間をかけて話してもらううちに本児は自分

で考えを整理することができた。クラスメイトに

はっきり断りさえすれば状況は変わると本児が考

えたので，外来で何度もロールプレイをし，断る

セリフを考え，大きな声で言えるまで練習し帰宅。

実際に学校で毅然と断れるようになりいじめられ

なくなった。

【症例４】１２歳女児，主訴は意識消失。農村地

区で，有名な工場社長の長女，美人で成績優秀。

中学入学直後から本児をねたむ同級生がクラスメ

イトに本児の悪口を…言いふらし，クラスで孤立さ

せられた。登校を続け勉強だけは頑張っていたが，

学年一の成績をとってしまうと上級生からも生意

気と因縁をつけられ，脅迫状や暴言が繰り返され

た。荒れた学校で教師は生徒やその保護者を怖がっ

て何もしない。本児は意識消失を起こししばしば

倒れるようになり受診。各検査で異常なく転換性

障害と考えられた。学校とのケース会議を提案し

たが教師が拒否，学校の協力は得られなかった。

登校せず面接をする間に意識消失は消失。本児も

家族も中学校登校を諦め，自宅と塾で学習し難関

高校に進学，中一の時の担任に似た若い女性教師

や，群れる女子生徒は未だに苦手だが，登校に支

障なく，難関大学に進学，教員志望。

【症例５】１０歳女児，主訴は，抜毛，人の声に

過敏，不眠，頭痛，腹痛。小５で５人グループで

仲良くしていたが，気が強い転校生が仲間に入っ

てきて，本児がその子の気に触ることを□にした

ところ，転校生とグループのリーダーが，本児を

疎外する命令をグループ全体に出し，グループの

子全員からの無視が始まった。その後クラス全員

の女児が署名した絶交状が渡された。直後から上

記症状が出現し完全不登校。教師は対応しようと

したが，教師に対しては，本児が笑顔で軽い調子

で答えるので深刻に捉えられず，友人間の軽い謡

いと処理され，不登校は本児の怠学と思われてし

まった。中学校３年間は相談室登校，一回も教室

には入れず，高校は通信制。１８歳になり，自分

の思いをようやく言葉にできた。「自分が相手に

敵意を抱いた瞬間があった。そういう自分が怖い，

そういう自分が一番悪い。これから先そんな自分

は相手を傷つけてしまう。そんな自分がなにか言

うと禍が訪れる，人と付き合うのが怖い｡」８年

間，いじめられた怨みや恐‘怖ではなく，自分の感

－２１－



’情・発言を恐れ萎縮し自信をなくしていたことは，

それまで家族も治療者も想像すらできないでいた。

その後そのことをテーマにカウンセリングが進み，

次第に自信を取り戻し外出が増え意欲的になった。

【症例６】６歳男児，主訴は他児に抱きつく，暴

力，つばはき。学校や児童館で女の子に抱きつい

たり，嫌がることをする，落ち着きがなく暴力的

だ，こんな困った子は見たことがないと言われ受

診。本児は，上級生の子が，「キスしろ」「抱きつ

け」「お尻を出せ」「言う事を聞かないと殺す」

｢先生に言ったら殺す」と言うからその通りにし

ていたという。教師たちはそのことには全く気が

ついていなかった。生育歴から自閉症スペクトラ

ムと診断。脅しを真に受けて行動していたと考え

られたので，本児に指導するとともに，教師にそ

の旨を伝え徹底して本児への命令や脅しがないよ

うにしてもらったところ，問題行動は減少した。

【症例７】１３歳男児，注意欠陥多動性障害，軽

度精神遅滞で特別支援学級在籍。友人が本児から

お金をもらったから返したいと担任に話し事件が

発覚。近所の同級生が金を持ってくれば遊んでや

る，ほかの子にもやればその子も遊んでくれる，

これからは月給制だ，毎月持って来い，夏はボー

ナスがあるんだ，知らないのか，などと脅し，３

年間にわたり推定総額４０万円本児から脅し取っ

ていた。本児の家は自営で自宅に常にまとまった

現金が置いてあり，母の管理は緩く，家族は気が

つかないでいた。同級生の親は暴力団関係で，本

児の親が警察に相談したが取り合ってもらえず，

児童相談所と教師が対応。相手の子と距離を置き

状況は安定していったが，その間長期間登校はで

きなかった。

症例１，２は入院症例で，学校の対応もよく改

善が早かった。症例３は自らなんとかしたいとい

う気持ちで受診したので，自分で自分のことを話

しながら解決策を考えていく力があった。症例４，

５はいじめの影響が長期化したが，それぞれの能

力や性格により思考も行動も多様だと思われた。

症例６，７は発達障害の子の特性を子どもながら

上手に利用したいじめで，見落とされるとその関

係が継続され，両者にとって発達上好ましくない。

早い段階で大人が気づいて修正させる必要がある。

いじめは親が感I清的になりやすく疲弊しやすい。

親の仕事や兄弟にも影響を及ぼし泥沼化しやすい。

親と学校との関係が悪化することもしばしばある。

また，いじめの影響はしばしば長期化し，担任は

変わり，学校も変わっていく。小児科医は学校関

係者ではない立場が取れ，より客観的になれるこ

とが多い。長期に関わり子どもや親を支える役割

を担えることもある。小児科医自身が感'盾的にな

らず，また疲弊しないように注意しながら，いじ

めに関わっていくことは大切だと思う。

－２２－



■第38回茨城県小児科医会総会講演より

平成２０１２年１０月２１日（日）

学校におけるいじめと心身症・不登校

～小児科医から②～

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院小児科直井 高 歩

く抄録〉

昨今，子どもの心の問題が注目を集めており，

小児科外来にも様々な“症状，,で来院する。その

症状については，子どもは発達途上にあることで

不器用な方法（行動化や身体化，心身症，精神症

状，不登校など）でしか困り感を表現できないと

いうことに，周囲の大人が気付くことが大切であ

る。そして，行動を律するだけではなく，その困

り感とその時の気持ちを理解することで，子ども

に上手な表現方法（感'盾統制）の経験を積ませる

ことが重要である。不登校に対しては，まずは日

常生活を安定させることが重要であり，根気強く

関わることで社会生活という枠組みの中に少しず

つ戻れるように便宜を図っていく。いじめに関し

ては，犯罪にもつながる恐れがあり，周囲の大人

の“絶対許さない"，“被害者は必ず守る'，という

覚』居と態度が重要で，被害者の安全確保とサポー

トは当然のことながら，加害者には行動の責任と

ともに心理的プロセスへの理解も必要である。

－２３－



■第38回茨城県小児科医会総会講演より

平成２０１２年１０月２１日（Ｈ）

｢スクールカウンセラーの立場から見た

児童・生徒の心の問題」発表要旨

茨城県スクールカウンセラー・茨城大学大学院教育学研究科

臨床心理士守屋英子

まず始めにスクールカウンセラー制度について

紹介しました。スクールカウンセラー事業は平成

６年に愛知県で起きたいじめ自殺事件をきっかけ

に，平成７年度から始まったものです。現在茨城

県では公立の中学校全校に配置されています。月

に２回程度はどの中学にもスクールカウンセラー

がいて，児童・生徒の相談，保護者からの相談，

先生方の生徒への対応についての相談，などを行っ

ています。

スクールカウンセラーとして受ける相談内容は

様々ですが，ここでは不登校といじめについて取

り上げました。不登校の子どもが初期に示す状態

像と心理について，不登校の子どもたちへのより

良い対応について，いじめの様相やいじめる側．

いじめられる側の心理，いじめられた体験の影響，

いじめられている子どもが示す兆候や精神・身体

症状について，いじめられた子どもへの対応につ

いてなどをお話ししました。

子どもたちは言葉にして訴えるということがう

まくできずに，精神・身体症状を出すことで，今

自分が良くない状態に自分があることを知らせて

いることが多いのです。このような子どもたちに

出会われた時には，家族が子どもへ良い対応がで

きるような保護者へのアドバイスをお願いしたい

こと，子ども自身が必要な心のケアを受けること

ができるように，スクールカウンセラーや地域の

相談機関なども活用頂きたいことをお伝えしまし

た。

－２４－
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スクールカウンセラーの立場から見た

児童｡生徒の心の問題

塵＞学校という場に入ることで可能となるのでは
茨城県スクールカウンセラー

茨城大学大学院教育学研究科

臨床心理士守屋英子

溌/了Ｈｉｗ蕊Ⅱ涼子＝雪識翻■■蜜墓蕊語’

－－ﾇｳｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ事業開始までcEﾌﾞ廟i雪薑團樹醗■■■■
・不登校｡いじめ問題の増加･深刻化

・教師をカウンセラーとして養成する

・教師のカウンセリングマインドの資質向１

・教育センターでの教育相談の実施

・適応指導教室などの開設

一対応策としてカウンセリングが重視される

・平成2年に日本臨床心理１２認定協会成立

臨床心理士:心nM学によって深められた知識･技術を活用して
人々の暮らしに関わる困難を打開したり､人格の成熟を助け
て安定した社会生活ができるよう､内面に配慮しながら援助
する心の専門家

．いじめ自殺事件(平成6年愛知県西尾市）

当時中学2年'1三の大河内情輝さんがいじめを苫に自殺

）曰》嚇 間時動
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･スクールカウンセラーの職務：

校長等の指揮監督の下に概ね以下の職務を行う

①児童堆徒へのカウンセリング

②カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言・
援助

③児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集･提供

④その他児竜堆徒のカウンセリング等に関し各学校において適
当と認められるもの

・勤務時間数：

拠点枝に1名、週に１回、１１F１７時間年間33週
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スクールカウンセラー事業とは？

● 平成7年度｢スクールカウンセラー活用調査研
究事業｣開始

・不登校.いじめ･校内暴力などの問題行動へ
の対応

・学校でのカウンセリング機能の充実を図る

･教員免許を持たない臨床心理士が学校へ

･６年後(平成'3年度)に｢スクールカウンセラー
配置事業｣となり継続
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….Scのある１曰（中学校）
・生徒指導部会に参加

・相談担P3の先生から般近の生徒の様子について情報を
頂く･今11の面談予定などの打合せ

・保護行との面談

・保健室で養護教諭と情報交換

・保健室に来室する生徒へ対応

・空き時間の先生とコンサルテーション

．特別支援教室で生徒達と昼食･展休みに話をする
・生徒とのIni接

・先生とコンサルテーション

・学年で問題となる能徒についての事例検討会
・記録を記入する

熱 篭?_’

スクールカウンセラーの配置形態
・週に１回､７時間勤務が原llll(Ｈ２4年度）

・単独校方式;中学校1校に勤務する(5中学）

・拠点校一対象校方式；

拠点中学校115校・対象中学校109校

・対象小学校６７校

鮖

UQll191E=1Ｆ望111111匹11111蘂2曇i<F菫蕊iii鑿iiiiiiiiiiiiiiiiii
SCのある旧(小学校）

･ＳＣコーディネーターと打合せ､般近の児童の様子についての
情報を得る

・保護者の相談

・授業中の児童の行動観察

・教室へ入って児童と一緒に給食を食べる

・児童との1,接

・保護者の相談

・柧任､コーディネーター､学年主任とコンサルテーション

・把任との情報交換

・コーディネーターと情報交換

・氾録記入

11119111911=1191111！IUUUIlIlgg1111蜜i塾!まi篝鑿iiififiiiiiiiii内iiiiiiiiiiiiiiiiiII

Scへの相談内容

:(l職i雪，，亟
・発達障碍(またはその疑い）

・堆活態度について

・学校での授業離脱・反社会的行動

・家族関係について

．、傷(ﾘｽﾄカットなど）

犀麹
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不登校について－前駆的な状態像一

・述続して休むわけではないが､欠席が噸える

・朝なかなか起きられず､ぐずぐずと支度をする

・遅刻して普佼することが増える

・家や学校で快活さが乏しくなり､表情が暗くなる

・体の不調を訴える

・保健室へ行くことが増える

・勉強が手に付かず､成績が下がる

l-jj盤
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･子どもの生活でどこかうまくいっていないことがある

･このままでは前へ進めないという子どもからのサイン

･家庭という安心できる場から離れた､社会的な､様々なこ
とが起こる場でも安心して自分自身でいる､ということが
できなくなっている状態

g
･何が､どう､うまくいっていないのか
本人にもわからないことが多い

､学校品かおうとすると気持ちが<
･身体の具合が悪くなる

｢.）麓録HUMi鰄1N瀞

本当に興
合わるいん
だけどな－

こんなにつらいの

に分かむ冠くれな
－ルい１A

・登校をめぐるやり取りで親子関係を悪くしないようにする

・子どもの気持ち、

・無理をさせない、

・心のエネルギーカ

・ゆっくり休ませる

－２７－
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゛口尊感情．、LL効力感の低下

。「1分が価値あるものと思えない

゛人に変だと思われないか､ダメだと思われないか､という不安

・人はｎ分に敵意を抱くものだという確信と恐怖

・いつ突然に悪いことが起こるかもしれないという不安

★思春期･青年期の‘自分，を作って行くときに大きな影響を受ける
１２'分が興味を持つものは変だ.価値が無い

ｎ分を出してはいけない.人に合わせなくてはいけない
「】分はｲﾘをやってもうまくはいかない

★社会へ出てからの自分自身の価値観･対人関係に大きく影響する
【ｌｄ価値観の低さ…、V被害に遭いやすい．過剰な努力やサービス
被轡意識の強さ→｢嫌な人･苦手な人｣｢自分をひどいロに遭わせる人」

を作り出してしまう

。「1分は価値がない､と思い込まされていく

・自分はだめだ､弱い､と感じる

・まわりはすべて自分を受け入れない敵だ

。次に何をされるかという不安･恐怖をlhflⅢ繰り返し感じる

。いじめられる恐怖､一人になる恐怖から逃れるためなら何
でもしてしまう

．こんなに価値のない自分に付き合ってくれるのはこの人達
しかいないと思い込まされろ

★いじめを他の人には話せない構造が作られていく
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･学校･友達の話をしなくなる･聞くと｢別に｣｢普通」

･朝なかなか起きて来ない．登校を渋る．遅刻q早退が増える

。携帯･メールに親のいるところでは出なくなる．どきっとした
様子

･挙用,M,を無くしたり､落書き･汚れ･破損がみられる

。制服･靴などが汚れていろ･親の知らないところで洗う

。髪の毛が不同然に切られたり､身体に傷･アザがある

･お金の使い方が荒くなる･親のお金に手を出す

。今までと雰川気の違う友達と付き合うようになる

鯵いじめた側といじめられた側の認識は決して一致しない

｡いじめられた側にダメージがあったのならいじめはあった

｡二次被害を与えない

｡いじめで受けた心へのダメージをケアする

いじめが疑われる子どもの様子(身体症状）

。なかなか眠りにつけない様子

･夜ぐっすり眠れていないようである．寝言やうなされている
ことがある

･食欲がなくなる．体重が増えないまたは減る

。食べろと気持ちが悪いなど訴えることが多い

。微熱･腹痛･頭痛などを訴えることが増える

。その他さまざまな不調の訴え

肩こり．のどが詰まる感じ･胸が圧迫される感じ

息が時々苦しくなるｅｔｃ

－２８－
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。まず子どもの言うことを聴くこと。信じること

「つらかったね｣と共感しながら、口を挟まず、

しっかりと耳を傾げて聴く

・二次被害を与えない

・事実関係を明らかにしようということを焦らない

・言ってはいけない言葉；

「なんで今まで黙っていた」「はっきり嫌だと言わないと」

「そんなことで逃げていてどうする」「もっと強くなれ」

。いじめから守ること､いじめられたダメージを|、複すること､を
第一に考える

1111鑿霧
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第３９回茨城県小児科医会総会

平成２５年５月１９日（日）１２：３０～１６：３O

つくば国際会議場（エポカルつくば）２階201Ｂ号室

〒305-0032つくば市竹園2-20-3Tel:O29-861-OOO1

日時：

場所：

12:30～13:００茨城県小児科医会総会

委員会報告：感染症予防接種、編集、学術、学校保健医、救急、子どもの心、在宅医療、

小児救急電話相談

協議事項：小児救急医療体制、医会活動方針、その他

【研修セミナ_】

｢妊婦ＨＴＬＶ１陽』性例の対応」 座長宮園弥生

塙清美（茨城県保健福祉部子ども家庭課児童育成・母子保健ｸﾞﾙｰﾌﾟ係長）

工藤豊一郎（茨城県立こども病院）（｢風疹流行の対応」も含む）

１３:００～１３:５０

｢アレルギー疾患用学校生活管理指導表」

市川邦男（筑波メディカルセンター）

座長内谷哲１３:５０～1４２０

｢ダンデムマススクリーニング陽｣性例の対応」 座長朝田五郎

石毛信之（東京都予防医学協会臨床検査技師主査）

１４２０～１５:００

｢Ｈ７Ｎ９について」 座長太田正康

青木和子（茨城県保健予防課健康危機管理対策室係長）

１５００～１５:３０

｢小児科医はこどもの総合診療医」座長：渡部誠一、山脇英範

｢日本小児科学会・日本小児科医会の地域総合小児科医構想」

渡部誠一（土浦協同病院）

｢小児科医はこどもの総合診療医」

発言者：青木健、市川邦男、江原孝郎、小宅泰郎、広田浜夫、

山脇英範、渡辺章充、その他多くの方の発言をお願いします。

１６:００～１６:３０

◆当研修セミナーは「日本小児科医会専門医の８教育単位」に認定されております。

◆駐車場料金は各自ご負担ください，石丸電気等の近隣駐車場には迷惑になりますので駐車

なさらないようにお願いいたします。

◆駐車サービス券（１日券￥６１０）を準備しますのでご利用ください。お釣りのないよう

小銭をご用意くださいますようお願いいたします。

－３０－



■第39回茨城県小児科医会総会講演より

平成２０１３年５月１９日（日）

アレルギー疾患用学校管理指導表

筑波メディカルセンター病院小児科市川邦男

で，保護者から学校に提出する共通の書式として

｢学校生活管理指導表（アレルギー疾患用)」（図

２）が提案された。その普及に伴い，記入を求め

られる機会が多くなってきた。そこで，本日は気

管支喘,息，そして関心の高まっている食物アレル

ギーを中心に学校生活管理指導表記載におけるポ

イントについて述べる。

はじめに

平成２４年１２月２０日，東京都調布市の小学校

で牛乳アレルギーの児童が学校給食で供された粉

チーズ入りチジミを誤食して亡くなられた。同校

ではアレルギー食品を除いた給食を別途調理して

提供していたが，当日はおかわりの際に粉チーズ

入りのものを渡し，事故となった。翌２５年３月

に市教育委員会検証委員会により詳細な報告書が

作成された。単に個人の責任に帰するものではな

く，食物アレルギー児への対応にいくつかの問題

点が指摘された。この事故を契機に，学校現場で

は食物アレルギーに対する強い戸惑いが生じてお

り，医療者，保護者，学校現場間で連携した対応

が求められている。一方で，平成２０年に日本学

校保健会から「学校のアレルギー疾患に対する取

組ガイドライン」が発行された（図１）。その中

１学校生活管理指導表に基づいた取り組みと実

践までの流れ

新学年が始まる前に，就学時健診や入学説明会

で配慮が必要となる児童を把握し，教育委員会か

ら保護者に学校生活管理指導表が配布される。主

治医が記載し，保護者が提出する。学校ではこの

指導表に基づいて検討を行い,保護者と面談し,教

職員の共通理解を深める。さらに実践結果につい

て中間報告を行い,次年度への活用を図る（表１）。

図２図１「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」

「保育園におけるアレルギー対応の手引き2011」 綱鐸

叩
Ｕ
刊
四
Ｍ
■
叩
■
叩
□
罰
（
●
則
や
￥
川
品
（
仇
■
『
（
◇
づ

一
一
一
一
．
‐
Ｅ
、
｜
』
‐
Ｕ
’
’
’
４
』
｜
ｊ
②
ｆ

。》し岼可‐皿，。》‐雨》→‐｛》』歩山一一‐町叩『』‐｝》

■小銀ワ超擢（少撰叫一毎甦②H鴎§

拳較↓;｣鯵雰し)しキー嬢灘露jあ轟混蝋生縫が撫籍しで､、まず公二滋らの蒐璽生縫↓二鋪して、遜切

な鮫$ﾉ総弗鳶:稀f；迩嫁(､〒(`、懐々鋤蝿蕊蟻鍵唖鯛す尋騨織瀦構報欝学穣勿教職鍵全員で共樹する母

些が鹸霧苫;ず.：

|麓騨騨
繋瀞
時嚢
○妬

i11I（総；1'1１
｡⑭彼｡'密命坪純好色

（学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン
２００８）

－３１－



学校生活管理指導表には，表（おもて）面に気

管支喘息，アトピー‘性皮膚炎，アレルギー性結膜

炎，裏（うら）面に食物アレルギー／アナフィラ

キシ－，アレルギー性鼻炎の記入欄が設けられて

いる（図２)。

縄跳び，ウォーキング，短距離走は発作を起こし

にくい（表２)。

２）運動する授業における対処法（表３，４）

事前にウォーミングアップを行うと目的とする

運動の際に症状が軽くなる。タイミングを考えた

β2刺激薬（吸入，内服)，ＤＳＣＧ，ロイコトリエ

ン受容体拮抗薬はＥＩＡの予防に有効である。ま

たマスクの着用，普段からのトレーニングも予防

効果がある。

３）学校生活管理指導表記入時のポイント(図３，４）

病型・治療（重症度分類，長期管理薬，発作時

治療薬）に加え学校生活上の留意点を記載する。

発作が誘発されるからといって運動を禁止するの

ではなく，運動しても発作が起きないような長期

管理を行う。また動物のアレルギーがある場合に

は飼育係から外してもらったり，動物園への遠足

2．気管支喘息

１）運動による発作の誘発

運動誘発喘息(exercise-indusedasthma：ＥＩＡ）

はすべての喘息患者に起こる可能性がある。冷た

く乾燥した空気を過剰に吸入することにより冷却・

再加温や水分喪失が起きる。その結果，気道粘膜

の変化や気道粘膜上の液体に浸透圧変化が起き，

気管支平滑筋の収縮が生じる。ＥＩＡは強制的に

長時間走り続ける運動で起きやすい。マラソン，

登山などは発作を起こしやすく，水泳，スキー，

表１学校生活管理指導表に基づいた取り組みの

実践までのながれ
表３運動する授業における対処法

騨霧 ;鰯i恩

国配慮管理の必要な児童の把握

（就学時健診、入学説明会など）

[:教育委員会から保護者への管理指導表配布

（主冶藤が記載し、保護者が提出）

に;指導表に基づく校内での取り組み検討、準備

応保護者との面談

,::}学校内における教職員の共通理購

□学校内での中間報醤、来年度への活用

運動誘発喘息を起こしやすいスポーツを理解し、

徐々に慣らすよう計画。（極力参加）

予防薬剤の使用。

苦しくなったらすぐに休むこと。

走る時間に制限を設けない。

現状把握→情報共有･話し合い→理解→実践

(学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン2008）

表４運動誘発喘息の予防に効果的な対応表２走り続ける運動は発作を起こしやすい！

NHI鱒 HNHH

発作を起こしにくい運動

水泳、スキー、縄跳び、ウォーキング、

短距離走など

１ウオーミングアップ

軽<運動誘発喘息を起こす程度のウオーミングアシ

を行うと、目的とする運動の際に症状が軽くなる。

２薬剤などによる予防

１）β,刺激薬の吸入（15分前）、内服（60分前）

２）ＤＳＣＧ（インタール）（１５分前）

３）ロイコトリエン受容体拮抗薬

３その他の予防法

１）マスクの使用

２）普段からのトレーニング

中間的なもの

野球、テニス、剣道、サイクリング、

サッカーなど

発作を起こしやすい運動

マラソン、登山など

－３２－



シャワー浴や軟實:塗布ができると良い。動物との

接触は気管支喘息に準じるが，動物以外に，スギ

花粉（汗で湿った部分）やダニも悪化の原因とな

るので注意する。大量の発汗後は可能であればシャ

ワー浴や濡れタオルで汗を除去したり，薄めたり

する工夫が必要である。病変部はできるだけこす

らないようにする。強い紫外線のもとで活動する

場合には，日焼け止めクリームを使用する。また

夏期でも保湿が必要であるが，ワセリンなど延び

が悪くベタつくとともに熱の発散を妨げる軟膏よ

りも，薄く延びるローションタイプが良い。

ではアレルギーのある動物と同種の動物には気を

つける。たとえばネコアレルギーの場合にはライ

オンなどネコ科の動物に注意が必要である。多く

の惠児がダニに対してアレルギーを有するので，

清掃時にはマスクを着用する。また宿泊を伴う校

外活動では，まくら投げを含めて，布団の上であ

ばれないことを注意する。花火，キャンプファイ

アーの煙，匂いなど気道への刺激にも注意が必要

である。

3．アトピー性皮膚炎（図５，６）

病型・治療欄では湿疹の状態と病変面積に基づ

いた重症度，外用薬，内服薬，食物アレルギーの

合併について記載する。学校生活上の留意点では

プールの塩素に対する注意が必要である。湿疹が

ひどいと考えられる場合にはプールから出る時に

4．アレルギー'性結膜炎（図７，８）

通年型であればダニにも注意する。季節性であ

れば春はスギ，ヒノキなどの木本花粉，秋であれ

ばブタクサ，カナムグラ，ヨモギなど草本花粉が

図３気管支ぜん息（病型・治療） 図５アトピー性皮膚炎（病型・治療）
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図６アトピー性皮膚炎（学校生活上の留意点）図４気管支ぜんそく（学校生活上の留意点）
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原因となる。特に眼瞼結膜の乳頭増殖など結膜に

増殖』性変化が見られるアレルギー性結膜疾患は春

季カタルと呼ばれ，アトピー性皮膚炎に合併する

ことが多い。角膜病変を高率に生じるので，充血，

眼脂，視力障害を伴う場合には眼科受診を勧める。

屋外活動については花粉対策を念頭に置く。

6．食物アレルギー

１）食物アレルギーの種類と原因食物

学童期には即時型反応に加え，食物依存性運動

誘発アナフィラキシ_（ＦＤEIA）と口腔アレル

ギー症候群（ＯＡＳ）が問題となる（図１１)。いず

れもＩｇＥ抗体依存性であるが，ＦＤEIAでは原因

食物摂取後２時間以内に激しい運動をした場合に

のみアナフィラキシ－が誘発される。中学生から

成人にかけて発症することが多く，１万人あたり

１７人程度の有病率と推計されている。原因食物

としては小麦，エビ，イカが多く，運動により消

化管からのアレルゲン吸収が高まることが原因と

考えられている。ＯＡＳは原因食物に接触した□

腔や咽頭の粘膜にアレルギー症状が現れる。多く

は花粉に感作された（花粉に対するＩｇＥ抗体を

5．アレルギー'性鼻炎（図９，１０）

病型は結膜炎同様，通年性であればダニ，季節

'性であれば花粉に対する指導を行う。また，スギ

花粉症では花粉飛散時期の２週間ほど前から治療

を始めるとより優れた治療効果が得られるので，

前年度の症状，アレルゲン特異的IgE抗体価を

参考に治療を選択する。屋外活動では花粉に注意

する。

図７アレルギー性結膜炎（病型・治療） 図９アレルギー性鼻炎（病型・治療）

■艦灘砥pH

(学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイトライン2008〉
(学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン2008）

図８アレルギー性結膜炎（学校生活上の留意点） 図１０アレルギー性鼻炎（学校生活上の留意点）
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呼吸困難，喘鳴などの呼吸器症状，もった）人が花粉と交差反応性のある果物に反応

して起こる。花粉一食物アレルギー症候群とも呼

ばれる。しかし，モモなどではアレルゲン分子に

よって○ＡＳにとどまらず即時型アレルギーとし

て全身症状を呈する重篤な反応を起こす場合もあ

るのでよく問診をする。

即時型アレルギーの原因となる食物は年齢によっ

て異なる（図１２)。乳児期は鶏卵，牛乳，小麦が

多く，２～３歳ではイクラを主体とした魚卵が多

くなり，学童期を含めた７～１９歳では，果物，

甲殻類（エビ，カニ)，小麦，鶏卵，ソバとなる。

小学校低学年では鶏卵，牛乳，小麦が重要である。

２）即時型食物アレルギーの症状（図１３）

掻痒感，篝麻疹，眼球結膜の充血，口腔・口唇・

舌の違和感，咽頭絞拒感などの皮膚・粘膜症状，

アナフィラキ

２つ以上の複シーとなる全身症状に分類される。

数臓器に症状が現れた場合をアナフィラキシ－と

呼び，そのうち頻脈，意識障害，血圧低下などの

ショック症状を示すものをアナフィラキシーショッ

クと呼ぶ。

３）食物によるアレルギー反応に対する治療

食物によるアナフィラキシ_の場合には血管収

縮作用を有するアドレナリンが有効である。ステ

ロイド薬には即時型反応抑制効果はなく，重篤な

即時型症状に引き続き誘発される遅発型症状の予

防に使用する。皮膚，粘膜の症状に対しては抗ヒ

スタミン薬（ヒスタミンＨ１受容体拮抗薬）を用

いる。呼気性喘鳴，呼吸困難などの呼吸器症状に

はβ2刺激薬の吸入や内服，酸素投与，アミノフイ

リン点滴など喘息の急'性発作に準じた治療を行う腹痛悪心，嘔吐，下痢などの消化器症状，鼻汁，

図１１食物アレルギーの種類 図１３即時型食物アレルギーの症状

1蟻iＨ

食物アレルギーにより劃き濯箆される嬢斌/

●皮膚粘膜旋状ォ
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舎全身性症状：
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アナフィラキシーシ蘭ツグミ繍縦､虚脱状態(ぐったり)･意繊麟欝･血圧鰹下

（食物アレルギーの診療の手引き2008）
(海老澤元宏：食物アレルギ･--の診療の手引き2011）

表５誤食時の対症療法図１２原因食物の頻度（新規発症例）、=1375
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（表５）。しかし強い気管支平滑筋収縮により換

気ができない場合には，β２刺激薬吸入よりアド

レナリン筋注など経気道以外の治療を考慮する。

○アナフィラキシ－に対する治療

食物によるアナフィラキシ－の重症度は５段階

(Ｇｒａｄｅｌ～５）に分類される（図１４)。皮膚，

口腔症状を主体にしたＧｒａｄｅｌに続き，Grade2

では軽度の鼻閉・鼻汁などの上気道症状や活動性

低下が出現する。呼吸器症状が出現してきたら要

注意である。さらにＧｒａｄｅ３では喉頭掻痒感が

出現し，頻脈となる。この時点（Ｇｒａｄｅ３）で

アドレナリン投与を積極的に考慮する。Ｇｒａｄｅ２

の全身性篝麻疹，嘔気，鼻汁が出現した時点で強

いアレルギー症状が生じつつあることに気付くこ

とが重要である。

ご存じのように，体重15ｋｇ以上の児にはアド

レナリン自己注射（エピペン⑰）が処方される。

１５～30ｋｇの児には0.15ｍｇ，３０ｋｇ以上の児には

0.3ｍｇのものを使用する。エピペン⑰は適切な

時期に早急に使用することが重要である。またエ

ピペン⑰使用後には直ちに医療機関へ搬送する。

急速に進行したアナフィラキシ_のため自己注射

できない児にかわり，職員が救命を目的にやむを

えずエピペン⑰を使用することは法律上責任を問

われない。緊急時を想定してエピペン⑰を処方す

るが，注射行為に,慣れていない医療者以外の者に

とってエピペンの使用はかなり敷居が高い。そこ

で十分な準備が必要である。

アナフィラキシーショックを疑った場合には，

直ちに大騒ぎして多くの職員を招集し，複数の職

員でお互いにサポートしながら適切にエピペンを

使用する。また救急隊に通報することも重要であ

図１４食物によるアナフィラキシーの重症度
図１６エピペンは教職員も打てます

Ⅸﾛ■一》下稗・獅砕■■》■■。。②

｜｜胸醗灘瀞》

『・鯲蝋》騨篝》
議
繍
鑿
篝
・

辮
搬
鑿
篝

「
，
’
灘
灘
溌

｢エビペン｣の注射は

医行為

医行為を反復継続する意図を

もって行えば医師法違反

(昭和23年法律第201号)第17条

しかし！

アナフィフン－

進行

児童が自己注射できない

状況

罵纂;;ﾆｶ人命救助のかめ

を

図１７食物アレルギー（病型・治療）図１５アナフィラキシ－とエビペン

空pご￣■園■

－１）一
週

鞠
富

や
錦
搬
熟

疋》・票

(学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン2008）

－３６－

￣
人命救助のために

やむをえず行う



る。しかし，救急隊の到着を待ったためにエピペ

ン⑰の使用が遅くなってはならない。関係者は誰

でも注射を行わなければならない場面に遭遇する

可能性があることを覚'悟しておく必要がある。

４）学校生活管理指導表の記載

食物アレルギーでは，アナフィラキシ－の有無

について記載する。病型は，学童に多い，即時型，

○ＡS，ＦＤEIAの中から選択する。原因食物記入

欄では除去食品を診断根拠とともに記入する。保

護者と相談してありのままに具体的に記入する。

緊急時に備えた処方薬はできるだけ処方しておく。

学校生活上の留意点は給食，食物・食材を扱う活

動，運動，宿泊を伴う校外活動について記載する。

そば打ち実習，小麦から作った粘土などに注意す

る。

５）保育園児向け生活管理指導表

食物アレルギー児の多い乳幼児向けに「保育園

におけるアレルギー対応の手引き2011」が平成

２３年に発行された。保育園児には学童と異なる

特徴がある。まだ食物アレルギーが発症しておら

ず，保育園で初めてアレルギー症状が発見される

未知の部分がある。また月齢により離乳食が異な

り，年齢により食事が異なる。おやつも必要であ

るなど保育園の調理室は煩雑である。また子ども

同士の理解が困難なため，誤食のリスクが高い。

これらの特徴を踏まえて保育園児向けの生活管理

指導表は作成されている（表６）。

7．アレルギー児の学校生活上の注意点

食物はもとより，環境アレルゲンも含めてアレ

ルゲンを回避することが重要である。そのために

は科学的根拠に基づいた原因アレルゲンの同定が

図１９保育所用一食物アレルギー（病型・治療）図１８食物アレルギー（学校生活上の留意点）

ｉ霧蕪 U■■■■ 鰯騰■■■■

（学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン
,nnR1

(保育園におけるアレルギー対応の手弓|き2011）

図１４保育所用一食物アレルギー（生活上の留意点）表６保育園児の特徴

蓬
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鰯未知の乳児が入園

;。食物アレルギーの多い時期

短調理室は煩雑食事、おやつ

月齢、離乳食、年齢

透子ども同士の理解が困難（一緒に食べる）

誤食のリスクが高い

年月日

(保育園におげるアレルギー対応の手引き２０１１）
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不可欠で，丁寧な問診と負荷試験が有用である。

必ずしも負荷試験を行う必要はなく，問診でかな

りのことがわかる。また，アレルギーに対する偏

見や事故をなくすためにクラスメートの理解も必

要である。アレルゲンのみならず，気道や皮蘆｢に

刺激となるような煙，汗などを含めて学校あるい

は校外活動における注意点を考えると良い。

込むと良い。

また，裏面の欄外に情報を学校内の教職員全員

で共有するための同意を求める箇所がある。これ

まで拒否した保護者はいないが，忘れずに同意を

求めるようにしたい。

アレルギー児が安全に伸び伸びと成長するため

には，惠児を取り巻くすべての人がアレルギーに

ついて理解し，協力して児を見守っていく必要で

ある。そのために，この学校生活管理指導表の普

及と適切な使用を大いに期待する。

おわりに

春のセミナーで議論されたことであるが，緊急

搬送あるいは受診時に情報伝達手段として，本指

導表のコピーを保護者や患児，学校関係者が携帯

し，搬送先の医療機関に提示することにした。

本指導表の記入にあたっては医師による判断が

重要であるが，保護者と共通理解のもとに記入す

る必要があり，外来で保護者と相談しながら書き
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表７学校生活上の注意点

:鰯鳳

動物の飼育係からはずしてもらう。

教室内での動物の飼育も中止。

クラスメートの理解を得る。

（運動誘発喘息、食物除去食）

オーブンスペースの注意。

学校での掃除当番に注意。

表８校外活動における注意点

H鬮日

主治医の病状記録持参。（医療機関の準備）

動物にアレルギーのある場合は接触に注意。

花火には注意。

キャンプファイアーの煙に注意。（材料も）

布団や枕で暴れない。

ソバアレルギーにはソバガラ枕の使用禁止。
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1．抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬（内服）

２．鼻噴霧用ステロイド薬
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《<産科医療補償制度)》補償申請の促進について

辮驚罵彙会鰐三石渡勇

産科医療補償制度は，重度脳性麻痒のお子様と

ご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに，

原因分析を行い，同じような事例の再発防止に資

する'情報を提供することなどにより，紛争の防止・

早期解決および産科医療の質の向上を図ることを

目的としています。補償対象と認定されると，補

償金（３千万円）が支払われるとともに，脳性麻

庫発症の原因分析が行われます。

本制度の周知にあたっては，私の所属する日本

産婦人科医会をはじめ，関係団体や医療機関等の

皆様のご協力により，周知に関するポスター，医

療・福祉関係者向けリーフレット，保護者向けリー

フレットが配布されるなど，補償申請漏れの防止

が図られています。

しかしながら，本制度が開始した平成２１年生

まれの児の７月末時点の補償対象者数は２０８人で

すが，先般公表された「医学的調査専門委員会」

の補償対象者数の推計値は年間４８１人（推定区間：

340～623人）とされました。

したがいまして，「補償申請を行えば補償対象

と認定される可能性があるものの，いまだ申請が

行われていない」状態にある脳性麻痒児がまだ多

くおられると考えられます。

補償申請が行われていない要因として，本制度

の補償対象範囲等について産科医療関係者や脳性

麻痒児を診断・治療されている小児医療関係者等

に十分な周知ができていないこと，また同様に妊

産婦をはじめ国民に対しても十分な周知ができて

いないことにより，保護者の方に本制度の理解が

十分でないことが考えられます。

本制度の補償申請期限は満５歳の誕生日までで

あり，平成２１年１月生まれの児については，補

償申請期限まで半年を切っていることから，補償

申請のさらなる促進が喫緊の課題と考えます。

こうしたなか，日本産婦人科医会をはじめ関係

団体においては，補償対象範囲等の考え方を会員

に送付したり，ホームページに掲載するなどの取

組みを行っています。

また，運営組織である日本医療機能評価機構に

おいては，脳性麻癖児が治療等を受けている医療・

福祉施設を通じて，平成２１年生まれで補償対象

となると考えられる重度脳性麻痒児の保護者の方

に，補償申請のご案内を渡し，本制度専用コール

センターまたは出産した分娩機関にご連絡いただ

くような取組みも行っています。

このような状況ですので，小児医療機関に受診

されている平成２１年生まれの重度脳'性麻痒児が

おられましたら，本制度をご紹介いただくととも

に，補償申請に関して，本制度専用コールセンター

(0120-330-637）にご連絡いただくよう促してい

ただければと考えております。なお，本制度の概

要や補償対象範囲等の考え方については，本制度

ホームページ(http://www・sanka-hpjcqhc・orjp/）

に掲載されていますので，ご参照いただければと

存じます。本制度の補償申請の促進につきまして，

ご協力をよろしくお願いします。
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老医のつぶやき

高 橋
§吉
'千

この３月末に２６年と３ヶ月開業していた医院

を，閉院しました。多少の感Ｉ慨無きにしも非ずで

すが，まずはやれやれと言うところです。

さていろいろと思い出すことなど，書き綴って

みたいと思います。

水戸へ来ましたのが，1972年（昭和４７年，以

下年号は７２年のように略します｡）それ以前は，

群馬県のある病院に奉職していました。当時４０

歳前でエネルギーもありましたから，死亡した患

者（もちろん小児）には，出来れば，全例に病理

解剖をしようと言う意気込みで望んでいたもので

した。それでかなり解剖例数も多かった，と言う

のが自慢の一つでした。これにはいろいろな思い

出があります。例数が多かったので，中にはかな

り珍しい症例もありました。ある症例などは，世

界で４例ぬだと言うことで，群馬大学医学部病

理学教室で太鼓判を押されましたが，発表します

と，いやうちにもあった。と言う話が何例か出て

きて，発表されない例も世の中にはあるのだな，

と思ったものでした。

また水戸へ出てきてから，子供が急病になりま

した，といって，往診を依頼されたことがありま

した。駆けつけたところ，既に遺体となっていま

した。その前，２４時間以内には，私はぜんぜん

診察をしていない子供でした。おまけにその曰が，

小学校１年生の１学期の終わった日でした。母親

はせっかく，よい成績の通信簿をもらってきたと

ころなのに，と言って泣き崩れました。これはも

う何が何でも病理解剖せざるべからず，と考えま

したので，両親に申し出ましたが，今更，と言う

ことで，大分渋られました。そこを何とか説得し

て，ようやく解剖の承諾を得ました。国立水戸病

院で解剖しました。たしか「モヤモヤ病」であっ

たと記憶します。この症例では，１年後の祥月命

日に，両親が－折の銘菓を持って，来宅され，あ

の折にはたいへんお世話になりました。と言って，

深々と厚くお礼を言われたのには，私は感激した

ものです。

ところで予防接種後の死亡が数例，新聞記事に

なったことがありました。３，４年前のことでし

たでしょうか。一例を除いて，後は解剖されなかっ

たようです。これはその死に立ち会った医師が少々

怠慢であった，と私は思います。後々のためにも，

これは全例解剖すべきであった，と私は思ってい

ます。

ところで今困るのは，病理解剖をしようと思っ

ても，さてどこへ連絡したらよいのか，わからな

いことです。県の小児科医会で，その方策を決め

ていただけたらと考えるものです。またおそらく

筑波大学へお願いすることになるのでしょうが，

遺体の搬送方法，及びその費用，解剖の費用をど

うするかと言うことを含めて，小児科医会で討論

し決めておくことが必要ではないかと，考えるも

のです。

次に，乳幼児健診についてです。水戸市では７
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ヶ月児，１歳半児，３歳児とそれを施行していま

す。しかし。水戸市と小児科医師会の間にはほと

んど，意思疎通がありません。なにかあれば「厚

生省の言うとおりに，やればいいんでしよ，やれ

ば」と言う感じに，受け取れるのはいささか，年

寄りの僻みでしょうか。

もっと改善に余地があるものと考えます。

１つには，小児の発達診断を含めた検診にすべ

きだと考えます。現在の水戸市の検診では，何項

目か発達診断の項目のようなことが記載されてい

ます。大体クリアして出来る子はまあ，よいので

すが，さて出来の悪い子供はどうすればいいので

しょうか。その辺の対応策が今ひとつ，はっきり

していないと思います。

２つには，検診を受けない家庭への対応。検診

に来ている子供は，おおむね問題はないのでしょ

うか。被虐待児，発育障害児は，水戸市の集団検

診に姿を表さないことが多いのではないでしょう

か。かなり'怪しいことがありますが。この辺をど

うするかと言うこと。

３つには，難病を見つけた場合に対応。先日，

ひどい湿疹を見ました。その他ちょいちょい，難

治'性の病変を見つけることがあります。その後ど

うなったかとたずねても，どうもはかばかしい返

事は返ってきません。

少し考えただけでも，これくらい出てきます。

水戸市の保健婦集団と小児科医会の話し合いは，

－度は持っていければと考えるものです。

３月いっぱいで医院を閉じて後，早いもので５

ヶ月が経ちました。何もしないでいるのは，健康

上もよくないし，経済的にも困ってきます。新し

い職場に入ったのですが，やってみていろいろ勝

手が違います。これをいったいどうしたものか，

と考えています。

では茨城の小児科の皆様。お元気で活躍して下

さい。

蝿iｉｉ 傘
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花火の切手

おおつ野こどもクリニック鈴木敏之

２）スパークラー私の趣味は，切手収集です。切手の集め方は人

それぞれですが，最近は地元の土浦にちなんだ

｢花火」「蓮の花」「ツェッペリン飛行船」図案の

切手をコレクションしています。主な入手方法は，

世界的なインターネットオークションサイト「e-

bay」を利用しています。「郵趣」という日本最

大の発行部数の月刊切手趣味誌があり，２０１３年

８月号の，「１０枚の愛蔵コレクション」コーナー

に私が執筆した「花火の切手」が掲載されました。

夏から秋にかけて花火のシーズンとなりますので，

切手を通して，様々な種類の花火をご紹介したい

と思います。

オーストラリア

（2009）

手持ち花火。針金や竹ひごに火薬を塗ったもの

で，火薬量がｌｏｇ以下のものをSparklerといい

ます。

花火は大別して，おもちゃ花火，打ち上げ花火，

仕掛け花火などに分類されます。

１）線香花火

おもちゃ花火の代表は線香花火でしょう。線香

花火の過程には①先に玉ができる（牡丹）②玉が

激しく火花を発する（松葉）③火花が低凋になる

(柳）④消える直前（散り菊）と和風の名前がつ

いています。
Ｂ本（2010）

３）割物

打ち上げ花火の代表は割物と呼ばれる，菊や牡

丹を形どったものです。

オランダ(2010）

１０種連刷の美しい切手。外国切手でこのよう

な打ち上げ花火をデザインしたものは珍しいです。

アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ第１４集

ちびまる子ちゃん切手。ちびまる子ちゃんとお姉

ちゃんどちらが長く玉を落とさずにいられたので

しょうか？
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スターマイン（速射連発花火）は，いくつもの

花火を組み合わせて連続的に打ち上げ，ひとつの

テーマを描き出すもので，現代花火の花形です。

隅田川花火 曰本（1999）

Ｂ本

(2010）

秋田県大仙市大曲の花火は，毎年８月第４土曜

日に行われます。切手は２０１０年に発行された

｢四重芯変化菊」という名前のついた打ち上げ花

火。「四重芯（よえしん)」とは芯が４重構造で，

一番外側の輪を含めると５重にみえるもの。火薬

が燃焼する時に火の粉の尾の色が変化するものを

｢変化菊」といいます。

４）創造花火
タイ(2010）

／ｌＩＩｌＩ

郵政省

切り絵作家久保I多氏デザイン。第二会場の厩

橋と花火を描いています。今年は７月２７日（士）

に行われましたが，雷雨のため残念ながら開始

３０分で中止となりました。

６）手筒花火風景印

蝶を形どった創造花火。ラメ加工が入ってきら

きらした華やかな切手です。創造花火には他に，

ハート，リングの形などがあります。

５）スターマイン
マカオ(2008）

これは郵便局で押印してもらえる風景印という

スタンプ。静岡県浜松天王局の手筒花火の風景印。

手筒花火は，縄を巻いた竹筒に火薬を詰め，人が

手に持ちながら放つ豪快な噴出花火です。
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8）ロケット花火
ラオス（1995）

7）仕掛け花火

ナイアガラ Ｂ本（2001）

新潟県長岡の大花火は８月の第１週土日に行わ

れます。切手は大手大橋のナイアガラ滝の仕掛け

花火とスターマイン。

ラオスの祭りで打ち上げられるロケット花火。

空高く打ち上げて「雨乞い」をします。

以上，切手を通して花火の魅力を感じていただ

ければ幸いです。今ｲＩその士浦花火競技大会は１０

)］５日（土）に開催される予定ですので，是非，

見にいらしてください。

記念行事の仕掛け花火

イギリス(1989）

イギリスの仕掛け花火は政治的なものもありま

す。この切手はヨーロッパ議会第３回選挙での，

投票用紙に「×」をと表した仕掛け花火。
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詩人の恋一運命の女性たち(10）

良寛(1758～1831）

大塚小児科医院大塚鉄

今回は江戸時代に生きた禅宗の僧侶で，ひたす

ら素朴で童心に徹したと言われている良寛の恋愛

について述べてみたいと思います。もちろん彼は

僧侶であって詩人ではないと言われそうですが，

彼は生涯に430篇ほどの漢詩を残しておりますし，

他にも和歌を詠み，書を画く風流人としてもよく

知られています。少なくとも人生の後半生は，托

鉢・乞食の僧侶生活よりも，風流人すなわち詩人

として生きたのではないかと私は思っています。

このような僧侶である良寛に恋愛体験があった

なんて信じられないと思う人も多くあると思いま

す。何しろ僧籍，それも特に戒律の厳しい曹洞宗

の僧侶ですから，恋愛などもってのほかであった

と思うのですが，それにも拘わらず彼は女性を愛

した（少なくとも恋をした）のです。出家をした

身でありながら，女性に懸想するなどもっての外

と憤る人もいるでしょうが，良寛も人の子です。

人を好きになることはごく自然なことでしょう。

当時の仏教世界はかなり乱れていましたから，男

色やら色事は珍しいものではなかったでしょうが，

良寛の場合はそのような意味では全くありません。

彼は真剣に恋をしたのです。現代でいう恋愛です。

しかも何と二人の女,性|こです。内心羨ましいと思

う人もいるかもしれません。まあそれは別として，

－人は彼の晩年を飾った貞心尼という女性です。

この女性との間には沢山の相間歌がありますので，

ご存知の方も多いでしょう。もう一人が今日述べ

たいと思う維馨尼という女性です。（いぎように）

と呼ぶのだそうです。

この女,性は越後屈指の富豪見分け第六代長高の

娘で，明和２年（1755）生まれ，俗名をキシと言

います。良寛より７歳年下で，大森子陽塾以来の

親友三輪左一の姪にあたります。彼女は良寛の又

従兄弟である山田重冨に嫁ぎますが，若くして死

別し生家に戻り，薙髪して維馨尼と号したのです。

良寛の晩年に花を添えた貞心尼が武士の娘ではき

はきとした積極的な女性であったのとは対照的に，

彼女は商家育ちで落ち着いた控えめな女性であっ

たと言われます。同郷ですから，若いうちから互

いに顔を見知っていた仲でしょう。

わがこひはふくべでどぢやうおすごとし

これは蓮正寺の瓢の水指に書き入れられた句で，

良寛が蓮正寺の叔母を訪れた時，瓢箪で作った水

指に書いたとされ，同時に所蔵されています。こ

れと同じ句が友人有願の描いた瓢箪の絵の端にも

走り書きされております。〈ふくべ〉とは瓢箪，

〈どぢやう〉とは泥鰡（どじょう）のことです。

瓢箪で泥鰡を捕まえることなどまず無理でしょう。

すなわち良寛は，私の恋は瓢箪で泥鰡を取ろうと

するような叶わぬ恋であると道友有願に打明けて

いるのです。この時のエピソードには，アウトサ

イダー的な風狂な二人が酔狂に作った絵と即興の

詩であるという印象が強く，深刻さは伝わっては

きませんが，良寛の心の中にそっとしまっておい

た恋心をふと洩らしてしまったという思いがして，
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微笑ましい感じがします。しかし同じ句が二つも

残されているというのは，良寛の思いがかなり深

いものであったということではないでしょうか。

彼女との交流は，彼女が文政５年５８歳で没す

るまで約２５年続きました。すなわち彼女が３０歳

過ぎ，良寛が４０歳（万合庵に移り住んだ頃。そ

れまでは僧の修行で他国にいたので会っていない）

から，良寛６５歳頃まで続いたわけです。おそら

く良寛は以前から密かに思いを寄せていたのでしょ

う。それが他国の行脚修行から故郷に帰って，尼

僧になった彼女に逢い，再び思いを寄せるように

なったのです。もちろん互いに僧籍の身であり，

良寛は蓋恥心の人一倍強い人だったから，この恋

はあくまでも秘めた恋であり，切ない片思いであっ

たようです。おそらく彼女は最後まで良寛の心を

知らなかったのではないかと思われます。すなわ

ち実らない恋だったのです。

脚じ頃に書かれた詩に「君看双眸色不語似無

憂」という詩があります。

あなたのことを想っているのです。私のこの憂い

を分かっていただけたら」と言った意味|こです。

尤も少々深読み過ぎているかもしれません。

いずれにせよ良寛にとってこの恋は忍ぶ恋でし

た。それゆえ良寛は自分の維馨尼への想いを「達

磨大師」の絵に含蓋を隠して忍び込ませたのでは

ないでしょうか。不遜な考えですが，二人は肝胆

相照らす仲であったようですから，ひょっとする

と，この絵と画賛を見比べながら，良寛の秘めた

る恋を笑いながら語り合ったかもしれません。

しかし良寛の維馨尼への想いはかなり深いもの

があったようです。彼女が江戸へ出て勧進の修行

で体調を崩し，文政２年に帰郷したあと，文政５

年（1821）５８歳で没すると，６５歳の良寛は維馨

尼の追善法要を済ませ，傷心を抱いたまま奥越後

と出羽の国へ足掛け３年の旅に出たほどです。良

寛という人はそういう人だったようです。彼の漢

詩に次のようなものがあります。

幽蘭庭除に生じ

馨香簿'我が堂を襲う

夙に起きてその英（＝花ぶさ）をとり

とりとって衣裳に盈つ

衣裳のうるおうを辞さず

侍して清楊簿2に贈らんと欲す

清楊清楊今いずく|こか在る

'1l青く水緑にして正に腸を断つ（310）

君看ずや双眸の色

語らざれば憂い無きに似たり

これは同じ頃，道友有願が描いた絵「達磨大師」

に良寛が賛をして書いたものと言われています。

このく憂い〉についても色々な解釈（それについ

ては述べません）があるようですが，先ほどの

｢わがこひは…」と「君看よや…」の詩を二つ並

べてみると，「君看よや…」のく君〉も一般人称

のく世間一般の二人称〉ではなく，特定の人物へ

の呼びかけのようにも思えてきます。すなわち

く君〉とはくわが恋〉の相手である維馨尼ではな

いかという解釈です。「あなた（維馨尼）よ，私

の両の目を見てください。何も語らないので，少

しも憂いがないように見えますが，私はこんなに

※１馨香のく馨〉は維馨尼の一宇です。※２清

楊もまたよき人すなわち維馨尼を指していると言

われています。現代詩的に置き換えれば，〈ほの

かな蘭の花が庭の階段に咲き，芳しい馨が私の庵

に匂ってくる。朝早く起きてその花を摘み，沢山

採って着物一杯になった。着物が濡れるのも気に

しない。持って行って清楊に贈りたいと思うが，
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清楊よ清楊よ今どこにいるのか。｜｣Iは青く水は緑

なのを見ると私の胸は張り裂けそうだ〉といった

意味になります。そのように読むと，毒恥に満ち

た良寛らしく，はっきりと彼女の名を呼んでいる

わけではないが，亡くなった維馨尼への思いが切々

と迫ってくる思いがします。

さらに維馨尼への想いを詠ったと言われる和歌。

その内側は何事にも全身全霊を打ち込む不断の

研鑛努力の人物であったし，生涯独自の精神的理

想をＥ|分に課して，険しい精神坊僅をつづけた稀

有な存在でした。それだけ精神世界の深い存在だっ

たと思わずにはいられません。しかもそればかり

でなく，一級品の墨書を書き，老荘思想に親しみ，

寒山拾得，陶淵明などの詩への造詣も深く，自ら

に課して，生涯を托鉢乞食としてく謄々・兀々〉

の生涯を送った偉大な先達でした。今も多くの人

たちに親しまれるのはその腰の深い大きな人間'性

によるものと思われてなりません。

最後にこれは恋愛詩とは関係ないですが，いか

にも良寛らしい詩を写してこの章を終わります。

かくこひむとかねて知りせばわすれ草道に

宿にも植えましものを

わすれ草種をもとむと出てみれば

山路も見えず雪は降りけり

おそらく良寛の維馨尼への想いは大変深いもの

があったにちがいありません。しかしそれは彼の

毒恥心の強い内向的な性格と僧籍という立場の務

持（彼は常に僧たちの堕落を批判していました）

によって，決して表わしてはならない秘かな恋で

した。「わがこひは…」の句も「君看よや…」の

詩も，彼の深い恋’情を洸けた軽妙さの影に隠して

吐露した恋の歌だったのではないかと思われてな

りません。そこに良寛の切ない生きる悲しみが漂っ

ていると思うのは私一人ではないでしょうし，私

たちはそこに人間良寛を見る思いがします。

此の生何の似たる所ぞ

謄々として目（しばら）く縁ありに任す

笑うに堪え嘆くに堪えたり

俗にも非ず沙門にも非ず

藷々たり春雨の裡

庭梅未だ筵を照らさず

終朝炉を囲んで坐し

相対するも也（ま）た言なし

手を背にして法帖を探り

簿（いささ）か云（ここ）に幽間に供す

良寛という人物は外面からはく任運騰々〉瓢々

とした生き方に徹したように見えますが，決して

単なる石部金吉でもなく，一途に禅宗の理想のみ

を追い求めただけの人ではありませんでした。ま

してや村の童たちと無邪気に遊んでいただけでは

ない，人間味溢れた心の豊かな人物だったのでし

た。
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圃圃飼囹

古河赤十字病院

中島尚美

この度病院紹介の機会をいただき，茨城県小児

科医会の先生方へはこの場をお借りしまして，ご

挨拶させていただきます。

古河赤十字病院は，今年創立６０周年を迎えま

すが，小児科は平成１５年から休診になっていま

した。平成２４年４月から９年ぶりに小児科医２

名で診療を再開し，今年２年目になりました。

現在は，外来診療は，午前に一般診療を行い，

午後は慢性疾患のフォローアップ診療，予防接種，

乳幼児健診などを行っています。また，これから

のシーズンは，シナジスの接種も行っています。

現在の常勤の２名は，腎診療を専門にしており，

近隣の小児科医の先生方からは，学校腎臓病検診

での有所見者をはじめ，腎疾患の患者さんもご紹

介いただいています。さらに，今年は自治医科大

学とちぎ子ども医療センター小児循環器専門医の

ご協力を得て，月１回ですが専門外来を開設しま

した。

入院病床は小児科専用として７床あり，呼吸器

感染症や喘息，胃腸炎などがほとんどですが，こ

の１年半でネフローゼ症候群，川崎病などの入院

診療の機会もいただきました。マンパワーや設備

の点でこれからの課題が多く，まだ十分な診療体

制ではありませんが，きめ細かでより良い医療を

提供できるよう心がけ，スタッフと日々逼進中で

す。

まだまだ小さな小児科ですが，微力ながらも地

域の小児医療に貢献できるよう尽力していきたい

と思います。

小児科医会の会員の先生方には，今後多々お世

話になるかと思いますが，よろしくお願いいたし

ます。

野
俘
砂

小児科病床や廊下の壁は，看護師や院内保育

園の保育±の手作りで，毎月デコレーション

が変わります。
iiiili,Ｉ

iiilli鈩
鱗

小児科外来は，正面玄関から最も近く，病院

南面の一番明るいところにあります。
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闘闘圃闘

結城病院小児科のご紹介

社団同樹会結城病院小児科山内忠彦

結城病院小児科についてご紹介させていただき

ます。

当院のある結城市は茨城県西部で筑西市，八千

代町，古河市，県境で栃木県小山市と接する位置

にあり，現在の病院は平成１８年３月に市街中心

部から移転新築された新しい病院です。

国道５０号線，国道４号バイパスなどの主幹道

路に近接しているため，他医療機関とも連携しや

すい環境にあります。

外観はルネサンス様式，内装はヴィクトリア調

に仕上げられた一風変わった構造となっています

ので，ご興味をお持ちの方は病院のホームページ

をご閲覧下さい。なお，余談ですがその風変わり

な様相から（診療に関わらない空間で）数々のテ

レビドラマ，映画，プロモーションビデオなどの

撮影が行われたこともあります。

病院は一般病床８８床，療養病床104床で計１９４

床のケアミックス型の病院であり，一般病床につ

いてはほとんどが個室の構成になっています。

医局としては外科系スタッフ（消化器外科およ

び整形外科）の割合が高く，自治医科大学との連

携のもとに多くの手術件数をこなしています。

小児科の診療開始は平成１８年４月で当初から

常勤医１人の体制で続けております。

外来診療は月曜～土曜日の一般診療（予防接種・

乳児健診含む）以外には週２回月曜日と木曜日の

１８時～２０時で救急外来の枠を設けて（主に－次）

救急診療を行っております。

専門外来はとくに枠を設けておらず，急性疾患・

慢性疾患を問わず一般外来の枠で診療しておりま

す。

また，産科は併設されていないためいわゆる新

生児医療は行っておりません。

入院診療についてはこれまで整形外科病棟との

混合病棟の形で行ってきましたが，現在は病棟ス

タッフ等の事I盾により入院を制限し，外来診療中

心の診療となっています。

アクセス上の利点もあることから集中管理や専

門的医療を要する児は自治医科大学，それ以外の

入院適応の児は近隣の小山市民病院や－部は西南

医療センター等の基幹病院の先生方にお世話になっ

たこともあります。

時間外救急の点などからも十分な診療体制とは

いえませんが，より質の高い診療を目指し地域の

小児医療に少しでも貢献できるように最善をつく

していきたいと考えております。

諸先生方におかれましては，ご指導賜われます

ようよろしくお願い申し上げます。

－５１－



圏圃園翻

村立東海病院小児科の紹介

村立東海病院小児科川井伸

村立東海病院の紹介をさせていただきたく場を

設けていただき，ありがとうございます、またあ

わせて，茨城県小児科医会へ入会させていただく

ことになりました。今後ともよろしくお願いいた

します。

公益財団法人東京都保健医療公社・荏原病院より

松井猛彦先生をお迎えし，原則週４日（月～木）

の非常勤ではあるものの，専門のアレルギー疾患

の診療に加え小児科一般診療を担当していただい

ております。マンパワーとしては，１．７人体制く

らいの状況です。

小児科では，現在，外来診療を主に行っており，

患者さんは那珂郡東海村を中心に周辺の市（ひた

ちなか市，那珂市，常陸太田市，日立市）からも

来ていただいております。

病棟は，以前の３０床から５０床増床して，８０

床となったものの，半分は療養病棟になっており，

急性期は１病棟４０床を全科で使用する混合病棟

となっております。東海村は，茨城県の中でも年

少人口の割合が１６％超と最も高い地域の一つで

すが，入院のニーズは高齢者が中心で，残念なが

ら小児科の固定ベッドは持っておりません。その

ため，入院診療は，近在の病院にお世話になる事

が多い状況です。日々お世話になっている先生方

には，この場をお借りしまして御礼申し上げます。

村立東海病院は，県北地域の沿岸部にある人口

３万７千余の東海村にある病院です。現在は公設

民営の病院として，公益社団法人地域医療振興協

会が指定管理者となり運営しております。公設民

営に移行したのは２００６年（平成１８年）５月で，

同時に新築移転・増床を行いました。診療科は，

当初，内科・外科・整形外科・耳鼻咽喉科・歯科

(小児歯科・歯科口腔外科）・リハビリテーショ

ン科，そして小児科で，２０１０年（平成２２年）９

月から婦人科が開設されました。

小児科は，初めの２年間は矢代武雄副院長が内

科との兼任体制で，２００８年度（平成２０年度）か

らは川井が着任し，小児科専任として勤務してお

ります。また，２０１２年度（平成２４年度）からは，
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第５５回関東ブロック小児科医会，茨城県活動報告

２０１３年２月２３曰

【会員，体制】

現在会員数166名

日本小児科学会と茨城県小児科医会の名簿の共有

化

【茨城県小児科医会総会・研修セミナー】

2012.10.21第３８回総会・研修セミナー

「学校におけるいじめと心身症・不登校」

（2012年７月，８月に県内中学生自殺が２件続

2013.0115

「インフルエンザの予防と治療」菅谷憲夫

「小学校でのインフルエンザ疫学調査について」

山口真也

1013.01.22

「マイコプラズマ感染症一診断・耐性菌・発症

機構に関する最近の話題」成田光生

「マイコプラズマ肺炎入院症例に対する使用抗

生剤に関する検討」内山薑

2013.03.07

「新しいワクチンの動向」岡部信彦

「子宮頸がんの予防～検診とワクチンのすすめ」

松本光司

問題点：ビデオ会議システムにて，土浦協同病院

いたので）

猪野木雅明（教育委員会)，

守屋英子（スクールカウンセラー)，

齋藤久子（小児科医)，

直井高歩（小児科医）

いじめ対策宣言を行なった。

と茨城県立こども病院，日立総合病院，ひた

ちなか総合病院，ＪＡとりで総合医療センター

を多地点接続で結び，講演会・ディスカッショ

ンを行っているが，講師が居て講演する施設

以外での参加は，小児科学会専門医の点数を

得られない。

【学術講演会】

2012.10.30

「不活化ポリオワクチンについて～その他の予

防接種最新情報」多屋馨子

「ロタウイルス感染症の消化管外病変について

～自験例および文献レビュー」小宅泰郎

2012.11.06

「日本小児科学会推奨の予防接種スケジュール」

齋藤昭彦

「茨城県の予防接種の現状」江原孝郎

2012.12.13

「ロタウイルスワクチンの効果と新しいワクチ

ンについて」川村尚久

「ロタウイルス感染症のｌ例」菱山冨之

【学校保健】

医会会員が現在，県教育委員長なので，医会とし

て，いじめの問題に積極的に取り組む姿勢。研修

セミナーでシンポジウム。

【子ども虐待】

県内で２件の新生児遺棄事件があったのを受けて，

産婦人科と連携して，子ども虐待予防を。

－５３－



2012.12.2l茨城県医師会児童虐待防止対策委員

／△－
＝

2013.01.28茨城県要保護児童対策地域協議会合

同部会（医療・教育・警察の三部会

が集まって協議した，初めての試み）

2013.03.03子ども虐待防止フォーラム（別紙）

【地域医療計画】

第６次地域医療計画の会議に参加。ほぼ，まと

まった。

日本小児科学会モデル案策定委員会を開催し，３

中核病院小児科，６地域小児科セン

ターを推薦した。地域振興小児科についても話し

合った。

中核病院小児科：筑波大学附属病院，茨城県立こ

ども病院，土浦協同病院

地域小児科センター：日立総合病院，ひたちなか

総合病院，ＪＡとりで総合医療

センター，神栖済生会病院，筑

波メディカルセンター，茨城西

南医療センター

【感染症，予防接種】

小児感染症定点医療機関として，土浦協同病院，

筑波メディカルセンターを。

予防接種の同時接種，公費助成の遅れ（山脇から

説明)。

【小児救急講習会】

2013.03.21，茨城県立こども病院にて。

【救急搬送受け入れ基準の再検討】

今年は，小児救急は現状維持となった。成人救急

の再検討を行った。

【在宅医療委員会】

在宅医療委員会を設置して，全県の調査中。

【茨城医療センター問題】

2012年１２月～2013年２月の３ヶ月間の保健医指

定取り消しがあった。成人救急が混乱した。小児・

周産期は影響が無かった。

－５４－



第５６回関東ブロック小児科医会，茨城県活動報告

２０１３年１０月１２曰

・当施設における難治性てんかんに対するレベ

チラセタムの使用経験岩崎信明

・一般病院ＪＡとりで総合医療センターにおけ

るlevetiracetamの使用経験太田正康

・てんかんと発達障害について

金澤治（埼玉医科大学）

平成２５年度第４回2013.0926

・頭痛を主訴に当院に紹介された患者の臨床的

特徴と診療上の課題について田中竜太

・小児・思春期の頭痛~どう診断しどう治療す

るか－藤田光江

報告事項

1．会員

現在会員数１６５名

茨城小児科学会（日本小児科学会地方会）と茨

城県小児科医会の名簿を共有化した。

2．茨城県小児科医会総会・研修セミナー

2013.05.19第３９回春の総会・研修セミナー

・ＨＴＬＶ１陽性妊婦の対応

・Ｈ７Ｎ９について

・急性脳炎の届出および病原体検査

・タンデムマススクリーニング陽性例の対応

・アレルギー疾患用学校生活管理指導表

・２０年後の小児科医

４学校保健

２０１２年１０月に小児科医，臨床心理士，教育委

員会でいじめ・不登校のシンポジウムを行った。

昨年以降，いじめの事件は無い。

食物アレルギーの指導，管理指導表

教師のBLS，ＡＢＤ講習を良く行っている地域

は，院外心停止小児の予後が良いというデータ

があり，茨城県内でも学校での対応の整備を進

める。

3．学術講演会（演者で所属記載がないのは茨城

県小児科医会会員）

平成２５年度第１回2013.0425

・先天性心疾患に伴う肺高血圧症

土井庄三郎（東京医科歯科大学）

・当科における肺高血圧症治療の現状

中里和彦（福島県立医科大学）

平成２５年度第２回２０１３０５１６

・子宮頚癌予防ワクチンについて

吉川裕之（筑波大学）

・２か月からのワクチンデビュー

岩田敏（慶応大学）

平成２５年度第３回2013.08.01

5．子ども虐待

２０１３０７８０茨城県要保護児童対策地域協議会

合同部会（医療・教育・警察）

2013.0926茨城県要保護自動対策地域協議会

医療部会

茨城県子ども虐待マニュアルの見直しを今年度

行っている（前回２００９年)。

－５５－



各児童相談所と基幹病院の定例会議を行う（顔

の見える関係)。
協議事項

1．日本小児科学会専門医の単位

茨城県小児科医の総会８点（承認番号2012-

Ｂ-06,Ｂ-07)，講演会３点（2012-Ａ-253）

医会は学会と比べて「基本単位」の学会が少な

6．感染症，予防接種

茨城県の予防接種率

茨城県の予防接種公費助成

ＰＣＶの切り替え く，総会フォーラムと生涯研修セミナーのみ。

増やすことは出来るか。たとえば，生涯研修セ

ミナーを東西で行うとか。7．小児救急講習会

2014年４月県西地区(筑波メディカルセンター）

県央県北，県西，県南の３地区で持ち回り 2．学校での事故（外傷，

止）への対応，教育

アレルギー，院外心停

8．在宅医療委員会

在宅医療委員会を設置して調査した。 ３．２０年後の小児科医について

・地域小児総合診療医

・成人移行期，思春期医療

・園学校保健

・小児科専門医

・新生児・乳児

・小児救急医療

9．小児救急医療

・小児救急患者の搬送・受入基準の見直し。

・筑波大学にＰＩＣＵ開設，２０１３年４月から。

・茨城小児科学会は日本小児科学会重篤小児調

査とReviewに参加する。

－５６－



Ⅱ□

1．事業
第３８回茨城県小児科医会秋の研修セミナー

（第３６回茨城医学会小児科分科会）

１）日時；平成２４年１０月２１日（日）

９：００～１２：３０

２）会場；水戸市医師会館１階研修講堂

３）「学校におけるいじめと心身症・不登校」

①教育委員会から

猪野木雅明（茨城県教育庁）

②スクールカウンセラーから

守屋英子（茨城大学院）

③小児科医から

齋藤久子（筑波メディカルセンター）

④小児科医から

直井高歩（ひたちなか総合病院）

【研修セミナー】

第３７回茨城県小児科医会春の研修セミナー

１）日時；平成24年４月３０日（振替休日）

１３：００～１６：３０

２）会場；つくば国際会議場２階２０１号室

３）「感染症サーベイランス・予防接種・小児救急

医療体制」

。「小児気管支喘息ガイドライン２０１２の変更点」

市川邦男

.「茨城県の感染症サーベイランス，予防接

種，および小児救急体制について」

渡部誠一

．「茨城県のサーベイランス，予防接種行政」

入江ふじこ

.「感染症サーベイランスとウイルス検査」

原孝

。「予防接種促進・こども虐待防止における

産婦人科医会の活動」石川和明

。「茨城県内市町村の予防接種行政，小児救

急医療の諸問題」

小宅泰郎（日立市）

遊座文郎（ひたちなか市）

石井一元（水戸市）

右田啄生（つくば市）

柴田佐和子(守谷市）

広田浜夫（土浦市）

【学術講演会】

第１回

平成２４年５月１１日（金）

オークラフロンティアホテルつくば

本館３Ｆジュピター

「茨城県における同時接種の現状」

総合病院土浦協同病院小児科菱山富之

総合病院土浦協同病院小児科部長

渡部誠一

「ワクチンに関する最近の話題一同時接種は必

要か？－」

千葉大学医学部附属病院感染症管理治療部

石和田棯彦

－５７－



第２回

平成24年５月２３日（水）

土浦協同病院管理棟３Ｆ大会議室

「土浦協同病院における小児喘,息実態調査報告」

総合病院土浦協同病院小児科伊藤まりえ

総合病院士浦協同病院小児科科長黒澤信行

「小児気管支喘息の治療の現状と今後の展望

-2012年ガイドラインを踏まえて」

独協医科大学医学部小児科学准教授吉原重美

第５回

平成２４年６月２７日（水）

つくば国際会議場中会議室２０２

「尿路感染症～管理，治療についての最近の知見～」

国立成育医療研究センター腎臓科岡田麻理

「腎炎とネフローゼの病態解析と治療」

駿河台曰本大学病院小児科部長高橋昌里

第６回

平成２４年７月１１日（水）

土浦協同病院管理棟３Ｆ大会議室

「当院における肺炎球菌，ヒブワクチン開始前

後の細菌性肺炎の状況」

総合病院土浦協同病院小児科高橋孝治

「気管支肺感染症診療上の留意点一小児呼吸

器感染症GL2011改訂をふまえて－」

くるさきこどもクリニック院長黒崎知道

第３回

平成２４年５月２５日（金）

つくば国際会議場４０５会議室

「最近明らかになってきた医原性カルニチン欠乏症」

千葉県こども病院小児救急総合診療科副病院長

高柳正樹

「てんかんの診断と治療～最新の話題を中心に～」

埼玉医科大学小児科教授山内秀雄

第７回

平成２４年７月２５日（水）

オークラフロンティアホテルつくばアネックス

「昴の間」

「不活化ポリオワクチンの導入について」

茨城県保健福祉部保健予防課健康危機管理対策室

青木和子

「小児救急における予防接種に果たす役割

一広域予防接種の推進を目指して－」

日本小児科医会副会長桑原正彦

第４回

平成24年６月６日（水）

オークラフロンティアホテルつくば本館３Ｆ

「ジュピター」

「特異な頭部ＭＲＩ所見を呈したロタウイルス

感染症の一例」

筑波大学附属病院小児科大黒春夏

「当院での今季ロタウイルス感染症入院症例の

状況」

総合病院土浦協同病院小児科中村蓉子

「ロタウイルス感染症の現状と対策」

社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院

小児科辰巳正純

第８回

平成２４年８月２日（木）

水戸市医師会館１階研修講堂

「予防接種一歴史から学ぶ－」

やまわきこどもクリニック院長山脇英範

－５８－



新潟大学小児科教授齋藤昭彦｢乳児の予防接種～不活化ポリオワクチンの導

入に向けて」

川崎医科大学小児科学教授中野貴司 第１２回

平成２４年１２月１３日（木）

土浦協同病院管理棟３階大会議室

「ロタウィルス感染症のｌ症例」

ＪＡとりで総合医療センター小児科菱山富之

「ロタウィルスワクチンの効果と新しいワクチ

ンについて」

大阪労災病院小児科部長川村尚久

第９回

平成２４年９月２５日（火）

水戸プラザホテル「ガーデンルームＷ」

「ロタウィルス感染症の重篤な合併症について

自験例の報告および文献レビュー」

（株)日立製作所日立総合病院小児科

小宅泰郎

「ＶＰＤとしてのロタウィルス感染症～ロタウィ

ルス胃腸炎は予防の時代へ」

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・

感染病態制御学教授森内浩幸

第１３回

平成２５年１月１５日（火）

土浦協同病院管理棟３階大会議室

「小学校でのインフルエンザ疫学調査について」

独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター

小児・周産期診療部長山口真也

「インフルエンザの予防と治療」

神奈川県警友会けいゆう病院小児科

菅谷憲夫

第１０回

平成２４年１０月３０日（火）

ホテル天地閣２Ｆ「はまゆう」

「ロタウィルス感染症の消化管外病変について

－自験例および文献レビュー」

（株)日立製作所日立総合病院小児科

小宅泰郎

「不活化ポリオワクチンについて～その他の予

防接種最新情報～」

国立感染症研究所感染`情報センター

第三室長多屋馨子

第１４回

平成２５年１月２２日（火）

土浦協同病院管理棟３階大会議室

「当院のマイコプラズマ肺炎入院症例に対する

使用抗生剤に関する検討」

土浦協同病院小児科内山蘆

「マイコプラズマ感染症一診断・耐性菌・発症

機構に関する最近の話題一」

札幌徳州会病院小児科

（日本マイコプラズマ学会理事）成田光生

第１１回

平成２４年１１月６日（火）

土浦協同病院管理棟３階大会議室

「茨城県の予防接種の現状」

茨城県医師会医師会理事江原孝郎

「日本小児科学会推奨の予防接種スケジュール」

－５９－



第１５回

平成２５年３月７日（木）

水戸市医師会館1階研修講堂

「子宮頚がんは予防できる－検診とワクチンの

ススメー」

筑波大学医学医療系産科婦人科准教授松本光司

「新しいワクチンの動向」

川崎市衛生研究所所長岡部信彦

･取手リウマチ懇話会

平成２５年２月８日（金）

ＪＡとりで総合医療センター新棟３階

「若年性特発性関節炎～日常診療の基本から生

物学的製剤まで～」

横浜市立大学大学院医学研究科発生成育

小児医療学教授横田俊平

２．会議
第１６回

平成２５年３月２１日（木）

つくば国際会議場「202Ａ」

「症例報告１：感染性胃腸炎の症例報告」

筑波メディカルセンター病院小児科稲田恵美

「症例報告２：当院での急性冑腸炎重症例の経

験から」

茨城西南医療センター病院小児科科長

長谷川誠

「ＶＰＤとしてのロタウィルス感染症～ロタウィ

ルス胃腸炎は予防の時代へ」

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・

感染病態制御学教授森内浩幸

【理事選挙】

任期満了（３年）により，平成２４年度理事選

挙を６月に実施する（遅延)。

これまで４ブロックだったが３ブロックに改訂

し理事選挙を実施（３ブロックは県北・県央，県

南，県西とし１８名の理事に決定)。

【会議】

･理事会

平成２４年４月３０日（春の研修セミナーは旧理事）

平成２４年７月１２日選挙後の新理事会(水戸）

平成２４年１０月２１日（秋の研修セミナー）

･秋の研修セミナー事前会議

平成２４年１０月５日（水戸）

･小児科医・産婦人科医情報交換会

平成２５年３月７日（水戸）

【その他講演会】

･茨城県南小児救急医療講演会

平成２４年１１月２８日（水）

士浦協同病院管理棟３階

「医療連携が有効であった重症ＲＳＶ細気管支

炎の１乳児例」

土浦協同病院小児科長黒澤信行

「小児救命救急（PediatricAcuteCare）の現

状と課題」

国立成育医療研究センター手術・集中治療部

集中治療科六車崇

３．曰本小児科医会関連

･第54回関東ブロック小児科医会連絡協議会出席

平成２４年１０月１３日（千葉）

･第５5回関東ブロック小児科医会連絡協議会出席

平成２５年２月３日（東京）

－６０－



4．平成２４年度決算報告
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収入 決算

前 年度繰越金 1,358,907

会費 685,000

補助金 300,000

広告費 460,000

利 」息 2８

合計 2,803,935

支出 決算

会報印刷 408,240

通信費 75,160

関東ブロック会費･研修会費他 72,110

事務萱 290,402

セミナー･講演会･委員会費 415,415

合計 1,261,327

収入決算額一支出決算額 次年度繰越金額

2,803,935-1,261,327＝ 1,542,608



平成25年度理事名簿
2013/9/１現在

－６２－

Nｑ 小児科医会役職 氏名 施設名 地区別

１ 会長 渡部誠 土浦協同病院 県南

２ 扇|I会長 須磨崎亮 筑波大学医学医療系小児科 県西

３ 副会長 山脇英範 やまわきこどもクリ 二
ツ ク 県北・県央

４ 会計 右田琢生 筑波記念病院 県西

５ 総務 山口真也 霞ヶ浦医療センタ 県南

６ 学術・小児救急 市１１１邦男 筑波メディカルセンター病院 県西

７ 学術・予防接種 柏木玲 那珂キッズクリ 二
ツ ク小児科 県北・県央

８ 学術･小児救急･在宅医療 渡辺章充 土浦協同病院 県南

９ 学校保健・心のケア 岩崎信明 茨城県立医療大学 県南

1０ 学校保健 菊地正広 日立製作所日立総合病院 県北・県央

１１ 小児救急・編集 小宅泰郎 日立製作所日立総合病院 県北・県央

1２ 医学総会 士田昌宏 茨城県立こども病院 県北・県央

1３ 広報・社会保険 泉維昌 茨城県立こども病院 県北・県央

1４ 広報 長谷)|’誠 茨城西南医療センター病院 県西

1５ 編集 内谷哲 水 Ｐ 済生会総合病院 県北・県央

1６ 心のケア 太田正康 JＡとりで総合医療センター 県南

1７ 監事 平野岳毅 平野こどもクリニック 県北・県央

1８ 監事 石原哲志 石原小児科 県南
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氏名 施設名 郵便番号 住所

青木健 あおきこどもクリニック 305-0812 つくば市研究学園C42-lO

青柳１１頂 古河赤十字病院 306-0014 古河市下山町１１５０番地

秋葉敏子 秋葉産婦人科病院 306-0013 古河市東本町2-9-2

朝田五郎 土浦協同病院 300-0053 土浦市真鍋新町１１－７

安達幹郎 安達内科医院 310-0813 水戸市浜田町2-10-33

新井｜|頂 茨城県立こども病院 311-4145 水戸市双葉台3-3-1

飯田敏子 けやきクリニック 319-0133 小美玉市張星503-3

五十嵐
、-■－

l旱 五十嵐小児科医院 310-0852 水戸市笠原町1670-1

五十嵐武雄 五十嵐小児科医院 310-0852 水戸市笠原町1670-1

五十嵐徹 白十字総合病院 314-0134 神栖市賀２１４８

池田忠雄 池田小児科医院 311-4146 水戸市中九町2053-52

石井 兀。 水戸吉沢小児科クリ 二
ツ ク 310-0845 水戸市吉沢町283-1

石１１１情人 石川小児科医院 300-0043 土浦市中央1-7-14

石１１１詔子 石111クリ
￣

-- ツ ク 311-4142 水戸市東赤塚２１２３

石原啓志 石原小児科 300-0835 土浦市大岩田１７６８

泉維昌 茨城県立こども病院 311-4145 水戸市双葉台3-3-1

磯部剛志 みらい平こどもクリ 二
ツ ク 300-2359 つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目672街区10両地

磯部規子 みらい平こどもクリニック 300-2359 つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目672街区１０画地

市）|｜邦男 筑波メディカルセンター病院 305-8558 つくば市天久保1-3-1

伊藤英輔 県北医療センター高萩協同病院 318-0004 高萩市上手綱上ヶ穂町lOO6-9

伊藤千枝子 伊藤医院 312-0026 ひたちなか市勝田本町４－１５

稲１１１直浩 茨城県立中央病院 309-1793 笠間市鯉淵６５２８

稲見由紀子 牛久愛和総合病院 300-1296 牛久市猪子町８９６

犬童道治 犬童こどもクリニック 300-1232 牛久市上柏田4-54-10

今井博則 筑波メディカルセンター病院 305-8558 つくば市天久保1-3-1

伊本夏樹 龍ケ崎済生会病院 301-0854 龍ケ崎市中里1-1

岩崎信明 茨城県立医療大学 300-0394 稲敷郡阿見町阿見4669-2

岩松雅子 日立製作所土浦診療健診センター 300-0012 土浦市神立東2-27-8

氏家士富子 茨城県立中央病院 309-1703 笠間市鯉淵６５２８

内田章 おひさまこどもクリ 二
ツ ク 311-4153 水戸市河和田町2894-63

内田さく 内田医院 318-0032 高萩市大和町２－１６

内田 郎 鹿浦小児科医院 314-0036 鹿嶋市大船津３１６３

内谷哲 水戸済生会総合病院 311-4145 水戸市双葉台3-3-10
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内山蘆 土浦協同病院 300-0053 土浦市真鍋新町11-7

梅里義博 梅里クリ 二
ツ ク 319-0202 笠間市下郷4468

梅森恒喜 医療法人茨城愛心会古河病院 306-0041 古河市鴻巣１５５５

江原孝郎 江原こどもクリ 二
ツ ク 305-0861 つくば市谷田部７７６

遠藤文子 遠藤医院 306-0023 古河市本町2-14-1

大曽根卓 大曽根内科・小児科 319-2264 常陸大宮市栄町1345

太田哲也 なめがた地域総合病院 311-3516 行方市井上藤井98-8

太田正康 JＡとりで総合医療センター 302-0022 取手市本郷2-1-1

大塚欽 大塚小児科医院 310-0912 水戸市見1111-13-2

大原和夫 水府病院 311-4141 水戸市赤塚１－１

岡本圭祐 土浦協同病院 300-0053 土浦市真鍋新町１１－７

尾１１１武 南高野医院 319-1224 日立市南高野町3-16-2

越智五平 この宮越智クリ 二
ツ ク 305-0056 つくば市松野木187-3

尾内映子 ひたちの中央クリニック 313-0014 常陸太田市木崎二町931-6

小野陸 房 山王病院 309-1211 桜111市岩瀬４２

小宅泰郎 日立製作所日立総合病院 317-0077 日立市城南町2-1-1

小宅雄 小宅小児科医院 312-0052 ひたちなか市東石１''3-7-19

恩田真弓 牛久愛和総合病院 300-1296 牛久市猪子町896

柏木玲 那珂キッズクリ 二 ツ ク小児科 311-0110 那珂市竹ノ内3-2-2

金子英哲 もりや小児科医院 302-0127 守谷市松ケ丘4-2-5

上久保 夫 上久保医院 319-2252 常陸大宮市東富町466

上牧ｌｌｌ頁三 上牧小児科医院 308-0001 筑西市樋口１３００

１１１井伸 村立東海病院 319-1112 那珂郡東海村村松2081-2

１１１鴫浩一郎 っちうら東口クリニック 300-0035 土浦市有明町2-31関鉄土浦ビル４階

菊地正広 日立製作所日立総合病院 317-0077 日立市城南町2-1-1

工藤豊一郎
茨城県立こども病院内
筑波大学小児地域医療教育ステーショ ン

311-4145 水戸市双葉台3-3-1

黒澤信
’一

ｲ丁 土浦協同病院 300-0053 土浦市真鍋新町１１－７

黒田わ力〕 茨城県立こども病院 311-4145 水戸市双葉台3-3-1

小池和俊 茨城県立こども病院 311-4145 水戸市双葉台3-3-1

小池洋子 小池医院 305-0871 －つ 〈ば市上萱丸44-1

小泉幸雄 小泉チルドレンズクリニック 316-0036 日立市鮎llI町3-1-21

後藤 彦 秦病院 316-8533 日立市鮎111町2-8-16

齊藤久子 筑波メディカルセンター病院 305-8558 つくば市天久保1-3-1

酒井美智 酒井小児科医院 300-0815 土浦市中高津3-2-9

佐々木慧 佐々木医院 310-0912 水戸市見1112-98-1
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氏名 施設名 郵便番号 住所

佐藤杏子 竜ケ崎医院 301-0005 龍ヶ崎市111原代町２６４１

佐藤 伶 佐藤医院 309-1611 笠間市笠間981-8

佐藤秀郎 茨城県立医療大学（非常勤） 300-0331 稲敷郡阿見町阿見4669-2

宍 Ｐ 昭夫 宍戸小児科 318-0021 高萩市安良'11272-143

篠原宏
'一

ｲ丁 東京都立小児総合医療センター 183-8561 東京都府中市武蔵台2-8-29

柴崎佳代子 筑波学園病院並木診療所 305-0044 つくば市並木４丁目

柴田佐和子 しばたキッズクリ 二
ツ ク 302-0118 守谷市立沢235-7

柴田 徹 ふたばこどもクリ 二
ツ ク 300-1207 牛久市ひたち野東2-20-6

清水純 土浦協同病院 300-0053 土浦市真鍋新町１１－７

清水宏之 清水こどもクリニック 305-0046 －つ 〈ば市東2-31-8

庄司慶子 庄司産婦人科小児科医院 305-0861 つくば市谷田部１５６２

城賀本満登 総合守谷第一病院 302-0102 守谷市松前台１－１７

白井潤 白井こどもクリ
￣

￣￣

ツ ク 315-0054 かすみがうら市稲吉2-14-11

白石郁夫 さわやか内科・小児科 307-0053 結城市新福寺6-6-8

白石由里 さわやか内科・小児科 307-0053 結城市新福寺6-6-8

新健治 茨城県立医療大学付属病院 300-0331 稲敷郡阿見町阿見４７３３

末
、

水 純子 日立港病院 319-1222 日立市久慈町3-4-22

鈴木敏之 おおつ野こどもクリ 二
ツ ク 300-0028 土浦市おおつ野8-2-18

須磨崎亮 筑波大学医学医療系 305-8575 つくば市天王台1-1-1

関島俊雄 羽生総合病院 348-8505 羽生市上岩瀬５５１

高橋
、.■-

i<旱 水戸相互医院 310-0852 水戸市笠原町1238-3

高橋偉久 たかはし小児科医院 319-1303 日立市十王町友部東3-8-14

高橋和江 高橋クリ 二
ツ ク 300-0007 土浦市板谷6-651-19

高橋千秋 高橋医院 311-1504 鉾田市安房1407-8

高山徹 高山小児科個沼医院 311-3124 東茨城郡茨城町中石崎217-12

滝田齊 305-0023 つくば市上の室２１２３

竹田篤 緑野クリ
-

--

ツ ク 306-0515 坂東市沓掛西村2526-1

竹田 則 筑波大学大学院人間総合科学研究科 305-8575 つくば市天王台1-1-1

立花久弥 立花クリ 二
ツ ク 317-0073 日立市幸町1-7-7ニュークリニックス日立2Ｆ

田中雅昭 311-4145 水戸市双葉台5-9-17

田中竜太 筑波大学 305-8575 －つ くば市天王台1-1-1

田村和喜 たむら小児科クリ 二
ツ ク 311-1134 水戸市百合が丘８－８

田村
■_

泉 子 たむら小児科クリ
－

－－ ツ ク 311-1134 水戸市百合が丘８－８

塚田浩 塚田医院 300-4417 桜111市真壁町飯塚９７－１

塚原充秋 塚原医院 300-0037 土浦市桜町3-7-15
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氏名 施設名 郵便番号 住所

土田昌宏 茨城県立こども病院 311-4145 水戸市双葉台3-3-1

土屋明子 曰製土浦診療健診センタ 300-0012 土浦市神立東2-27-8

寺門武文 瓜連中央医院 319-2102 那珂市瓜連1647

土井圧三郎 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究所 113-8519 東京都文京区湯島1-5-45

Ｐ 田雅久 戸田医院 302-0034 取手市戸頭6-18-16

中井明子 石岡第一病院 315-0001 石岡市石岡13446-6
、

氷 井庸次 日立製作所ひたちなか総合病院 312-0057 ひたちなか市石川町20-1

中島尚美 古河赤十字病院 306-0014 古河市下山町１１５０番地

中’島章 あきら医院 314-0133 神栖市大野原5-1-29
､

氷 田道子 水戸赤十字病院 310-0011 水戸市三の丸3-12-48

中津典子 鶴町医院 300-0043 土浦市中央1-1-11

中原智子 県西総合病院 309-1223 桜)||市鍬田６０４

根本厚子 水府病院 311-4141 水戸市赤塚１－１

野上哲夫 野上小児科医院 301-0047 龍ヶ崎市南中島町１１８

野末裕紀 筑波メディカルセンター病院 305-8558 －つ 〈ば市天久保1-3-1

南風原幸子 ヒルトップクリニック 300-3251 つくば市佐字鴻巣１００４

長谷111誠 茨城西南医療センター病院 306-0433 猿島郡境町２１９０

浜野雄 浜野こどもクリ 二 ツ ク 310-0842 水戸市けやき台3-48-2

平野岳毅 平野こどもクリ
一

一 ツ ク 311-4146 水戸市中丸町333-1

平山殖 渡辺医院 313-0054 常陸太田市西三町２１２１

広田浜夫 ひろたこどもクリニック 300-0045 土浦市文京町１１－３

福岡和子 福岡小児科医院 301-0041 龍ヶ崎市若柴町１２３２

福島敬 筑波大学 305-8575 つくば市天王台１－１－１

福島富士子 県西総合病院 309-1223 桜111市鍬田６０４

福田守邦 福田小児科医院 310-0841 水戸市酒門町3155-4

藤田光江 筑波学園病院 305-0854 つくば市上横場2573-1

藤原｜|頂子 きぬ医師会病院 303-0016 常総市新井木町13-3

星野寿男 日立製作所日立総合病院 317-0077 日立市城南町2-1-1

堀ｌｌＩ紀子 ほりかわクリニック 300-3257 －つ <ば市筑穂2-11-1

堀米仁志
茨城県立こども編
筑波大学小児地域

含
－
Ｚ
ノ
’

院内
量療教育ステーション

311-4145 水戸市双葉台3-3-1

堀米ゆみ 305-0045 つくば市梅園2-5-20

牧たか子 筑波学園病院 305-0854 つくば市上横場2573-1

松本由美 石岡第一病院 315-0023 石岡市東府中1-7

丸山和子 丸山小児科医院 310-0021 水戸市南町2-3-31

丸山Ｗｉｌｌ志 丸山小児科医院 310-0021 水戸市南町2-3-31
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氏名 施設名 郵便番号 住所

三浦琢磨 大空こどもクリニック 308-0005 筑西市中舘136-3

右田琢生 筑波記念病院 300-2622 －つ くば市要1187-299

箕輪富公 三笠小児クリ
一

一

ツ ク 314-0031 鹿嶋市宮中2062-10

宮園弥生 筑波大学 305-8575 つくば市天王台1-1-1

宮本佳子 宮本病院 300-0605 稲敷市幸田１２４７

宮本幹夫 宮本小児科医院 310-0851 水戸市千波町375-5

宮本泰
’一

ｲ丁 茨城県立こども病院 311-4145 水戸市双葉台3-3-1

武藤隆雄 武藤小児科医院 314-0112 神栖市知手中央1-15-40

武藤文男 武藤小児クリニック 319-1102 那珂郡東海村石神内宿2245-10

村長靖 日立製作所ひたちなか総合病院 312-0057 ひたちなか市石111町20-1

矢代武雄 東海村立東海病院 319-1112 那珂郡東海村村松2081-2

山口真也 霞ヶ浦医療センター 300-8585 土浦市下高津2-7-14

八牧愉 筑波大学附属病院 305-8575 つくば市天王台1-1-1

山中恵子 茨城県立あすなるの郷病院 319-0306 水戸市杉崎町1460

山本敦子 土浦協同病院 300-0053 土浦市真鍋新町１１－７

山脇英範 やまわきこどもクリニック 310-0012 水戸市城東2-3-32

遊座文郎 遊座医院 311-1225 ひたちなか市釈迦町１－３４

湯原恭子 ゆはらクリ
一

一

ツ ク 300-0638 稲敷市古渡３９

横山孝 常陸大宮済生会病院 319-2256 常陸大宮市田子内町3033-3

吉田尊雅 日立製作所ひたちなか総合病院 312-0057 ひたちなか市石111町２０－１

吉成芳郎 吉成医院 319-3526 久慈郡大子町大子813-1

吉松昌司 結核予防会結核研究所臨床疫学部 204-8533 東京都清瀬市松山3-1-24

渡辺章充 土浦協同病院 300-0053 土浦市真鍋新町１１－７

渡辺温子 霞ヶ浦医療センター 300-8585 土浦市下高津2-7-14

渡部誠 土浦協同病院 300-0053 土浦市真鍋新町11-7

渡邊由紀 医療法人社団ブイブイ会渡邊医院 307-0033 結城市大字１１｣111新宿168



茨城県小児科医会会則

名
１
２

く
第
第

ｊ称
条
条 本会は茨城県小児科医会と称する。

本会の事務局は，土浦市下高津2-7-14霞ヶ浦医療センター小児科内におく。

（目的）

第２条本会は小児医療，予防医学など小児保健的諸問題を小児保健医療の向上と，小児科医の諸

問題の解決をめざし，あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

（事業）

第３条本会は前条の目的を達成するため，日本小児科学会茨城地方会との密接な連携のもとに次の

事業を行う。

１．生涯教育

２．小児保健の普及と実践

３．小児科医の地位の確立

４．会員の親睦並びに関係諸機関との連携

５．その他本会の目的を達成するために必要な事業

（会員の資格）

第４条本会の会員の資格は，本会の目的に賛同する茨城県内に在住または勤務する医師，及び理

事会の承認を得たものとする。

（入会手続き）

第５条本会に入会しようとするものは，入会申込書に該当年度の会費を添えて会長宛に申請する

ものとする。

（脱会移動の届け）

第６条会員は脱会しようとするとき，あるいは移動を生じた時にはすみやかに本会に届け出なけ

ればならない。

（会費納入の義務）

第７条会員は総会で定めた会費および負担金を一定の期間内に納入しなければならない。

－６８－



（資格の喪失）

第８条次の各号に該当する場合は，会員の資格を失う。

Ｌ死亡または退会した場合

２．３年にわたり会費を納入しなかった場合

３．総会の議決によって除名された場合

（名誉会員及び名誉会長）

第９条本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は会長が推薦し，総会の承認をえて決定す

る。名誉会員は本会の会費，負担金を免除される。

第１０条本会に名誉会長を置くことができる。名誉会長は会長が推薦し，総会の承認をえて決定す

る。名誉会長は本会の会費，負担金を免除される。

（役員）

第11条本会に次の役員をおく。

会長１名

副会長２名

理事若干名

監事２名

第１２条理事は別に定める県内ブロック別定数により会員の中から選出され総会で決定する。会長

は理事の互選による。副会長，監事は会長が指名する。なお会長は会員の中から若干名の理

事を追加指名することができる。

（職務）

第１３条会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し，会長に事故あるときは理事

会で定めた順位により職務を代行する。理事は理事会を組織して会務を処理する。監事は本

会の会務，会計及び財産を監査する。

（任期）

第１４条役員の任期は３年とする。ただし再任を妨げない。

（総会）

第１５条会長は年１回以上総会を招集し，議長となる。

－６９－



第１６条総会の開催には会員の過半数の出席を要する。ただし委任状の提出者｜

事は出席者の過半数で決し，可否同数の時は議長の決するところによる。

ただし委任状の提出者は出席とみなす。議

（理事会）

第１７条会長は必要に応じ理事会を招集する。

（会計）

第１８条本会の会計は，会費，負担金，その他の収入を以てあてる。

（会計年度）

第１９条本会の会計年度は４月１日に始まり３月３１日をもって終わる。

（会則の変更）

第２０条会則の変更は総会の議決を要する。

付則

この会則は平成２４年５月１日より施行する。

会員の慶事弔事については慶弔規定に基づいて執り行う。

ブロックは，県北・県央，県西，県南とする。（平成２４年４月３０日変更）

－７０－



茨城県小児科医会会員慶弔規定

会員の慶弔についてこの規定を定める。

会員の慶事について次の各号に掲げる基準により決定する。

会員が国から叙勲，表彰，褒賞その他これに準じる名誉ある賞を受けた場合

会員が社会的功績著し〈社会的に認められた表彰などを受けた

前２号のほか，理事会が適当と認めた場合

前条の場合，その贈呈する金品等の額，祝電または表彰状の贈呈等については会長が決定し，後に理

事会の承認を得るものとする。

会員の弔事について次の各号に掲げる基準により弔意を示すものとする。

会長および名誉会長の職にあった者にたいしては供花，香典，弔電または弔詞

理事にあった者並びにこれに準ずる者には供花，香典，弔電または弔詞

会員にたいしては弔電

前条において供花，香典を贈るときはその額は会長が決定し，後に理事会の承認を得るものとする。

この規定は理事会の議決を経て改正することができる。

－７１－



溌口
蕊蕊:譲懲蕊騒

嵐の夜の翌日の高い空の碧さと鰯雲，歩いている

と何処からか金木犀が香りしみじみ秋を感じます。

ヴェルレーヌに始まった「詩人の恋」も連載を重

ね今号で１０回目「良寛」です。

山村暮鳥のお墓が水戸市にあることも，最近，大

塚先生から教わりました。総合診療医制度はどうなるのでしょうか。落ち着

く先がよく見通せませんが，ありふれた訴えの中

から一般診察だけで重症なこどもをピックアップ

できる能力を持つ小児科専門医の価値が減じてい

くとは思えません。

鈴木先生の「花火の切手」はカラーでお届けでき

ないのが残念です。

そういえば小学生の頃に集めた切手はどこにいっ

てしまったんでしょうか。

DoctefsruleNo､328

BalanceinlifeisessentiaLPursueａｈｏｂｂｙ

ｏｒｓｏｍｅｉｎｔｅｒｒｅｓｔｏｕｔｓｉｄｅｏｆmedicine・

齋藤茂太

人の価値は「何ができるか」ではなく「何を楽

しめるか」にかかっている。

何かに楽しみを見つけることは人間だけに許さ

れた生の醍醐味なのである。

今更ながら小児科医の守備範囲は広いですね。昨

年末から話題の食物アレルギーとアナフィラキシ－，

アレルギー管理指導票，外来の流れが止まる心身

症や不登校の惠児。

新しい概念や知識の習得に日々の勉強をおろそか

にできません。患者のお母様でもインターネット

で「経口免疫寛容」程度はご存じの方がさほど珍

しくなくなりました。

最新のＰＣを使いこなしたライフワークの乳児健

診の統計学的解析のみならず高橋淳先生の４０年

間の水戸小児医療へのご貢献，本当にご苦労様で

した。

八十路を超えてなお衰えることのない学究的精神

に敬服するばかりです。

今号の病院紹介は，最少人数で地域医療に専心中

の３人の先生方にお願いしました。

それぞれの病院の特性を生かした円滑かつ迅速な

病病連携が必須でしょう。

茨城県小児科医会の「顔が見えるネットワーク」

が有効に機能することを期待しています。

（ＳＵ）
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