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副会長田尻仁

平成25年は大阪小児科医会にとって大きな行事が

続き、これまでの36年間の歴史の中でも特筆すべき

年になるものと思われます。まず、社団法人から一

般社団法人に法人格が変わり、新しい組織に移行し

たことが挙げられます。一般社団法人への移行にあ

たっては、府庁と綿密な確認作業が必要であり、当

時の小川会長はじめ、武知副会長、藤谷副会長、総

務役員、事務局などが尽力されました。一般社団法

人になりますと、各事業の目的・運営方法・予算お

よび決算など、さまざまな面で現在より厳しい監査

指導を受けることになり、その結果、大阪小児科医

会の行う事業活動やその成果が、会員にも一般の

方々にもより透明になることが予想されます。退任

の挨拶で小川實先生は、「これをもって大阪小児科

医会は全会員の要望・期待を各種事業に反映しなが

ら、同時に一般府民の方に理解されながら小児医療

の発展とこども達の幸せのために貢献していくこと

を約束きれたと理解したいと思います」と将来の展

望を述べられています。

次に小川会頭、武知実行委員長の指導のもとに、

第24回日本小児科医会総会フォーラムを同年６月に

開催したことがあげられます。今回のフォーラムは

両先生の強力なリーダーシップのおかげもあり、大

きな成果を挙げたことは医会会員全員の慶賀すると

ころであります。

フォーラム開催に先立って、同年３月に第６代会

長小川實先生が勇退され、翌４月から第７代会長と

して武知哲久先生が就任され、新しいメンバーで医

会の運営が始まりました。武知会長はその就任の挨

拶で、「小児科医を取り巻く社会の変化に対応する

べく、医会の事業も変えていく必要があり、その改

革にあたっては伝統を守ってきた事業も切り捨てる

覚`悟、あるいは大きく変える英断も必要かと思って

おります｣と述べられています。その理念の通りに、

武知新会長の指導のもと、一般社団法人としての新

しい体制の確立、社団法人時代からの課題への取り

組みが始まっています。後者として、各部会及び関

連委員会の活動内容の見直し、各委員会の組織の見

直しなどが進んでおります。

同時に学術集会のあり方についても議論が進んで

います。現在決まっていることとしては、平成26年

の総会の曰に合わせて新しい形式の学術集会を合同

開催することです。その準備のために、特別な委員

会が設置される予定であり、その委員の構成は学術

部会とは独立したものであり、各部会から委員を選

出することが提案されております。この学術集会は

全く新しい企画であり、医会会員有志の新たな参加

を期待します。最近の研修集会の見直しにより、こ

れまで開催してきた医会関連の学術集会・勉強会の

中で専門医研修集会の認定単位８点を認められるも

のが無くなってしまったことはご存じの通りであり

ます。総会と合同開催の学術集会を認定要件を充た

すものにして、専門医研修集会の中の認定単位８単

位の獲得を目指すことが合意されています。

以上に挙げましたことは、８月末までの大阪小児

科医会の主な行事ですが、これから来年度までは大

きな行事の予定はなく、医会の一員としてはスロー

ダウンしている状態です。８月の猛暑の中この巻頭

言を書いていますが、６月８．９日２日間のフォー

ラムの興奮をときどき思い返しながら、今は一般社

団法人移行に関連した変革を武知会長の指導のもと

に粛々と進めることを考えております。
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第24回日本小児科医会総会フォーラム

テーマ：「子どもから学ぶ！聰く１そして育む－熱く語ろう子どもの未来ｉｎＯｓａｋａ－」

ﾉ△－
期：平成25年６月８日(土)、９日（日）＝；

フオーーラム会場：大阪市中央公会堂（〒530-0005

懇親会会場：リーガロイヤルホテル大阪（〒530-0005

大阪市北区中之島1-1-27）

大阪市北区中之島5-3-68）

フロクフム－６月ニニ マ日目一

９：１０～１８：００総合受付 1階・表玄関ホール

９：３０～１２：３０ポスター受付・貼付企業展示 ３階・中集会室

９：３０～１０：３０曰本小児科医会理事会 ３階・特別室

１０：００～１２：００サテライトミーティング１ 地下１階・大会議室

「小児救急：診療所から二次救急さらに三次へと命をつなぐ」

１０：００～１２：００ミニシンポジウム ３階・小集会室

「在宅小児医療の実際と将来展望～地域小児科医師も支援の輪へ～」

１０：３０～１２：３０曰本小児科医会総会１階・大集会室

１２：３０～１３：２０共催セミナー 3会場にて実施

１．「外来における肺炎の適正な抗菌薬治療」

坂田宏（旭川厚生病院小児科主任部長）

２．「小児科から婦人科へのバトンタッチ」

①「ロタウイルスワクチンの普及、接種、当院から見たそのインパクト」

南武嗣（みなみクリニック院長）

②「子宮頸癌予防の大切さ

－ＨＰＶワクチンの最新エビデンスと小児科の先生方へのお願い－」

本郷淳司（香川県立中央病院産婦人科部長）

３．「AllergyMarch,OneDisease?」

末廣豊（大阪府済生会中津病院小児科、免疫・アレルギーセンター）

１３：３０～１４：１０ポスターセッション３階・中集会室

１４：１５～１４：２０開会式 １階・大集会室

１４：２０～１６：５０教育講演１ １階・大集会室

｢在阪五大学教授小児科の未来を語る」

司会：小川實（第24回日本小児科医会総会フォーラム会頭）

１．「小児ネフローゼ症候群の病因研究の展望」

金子一成（関西医科大学小児科学教授）
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２．「Risk-benefitbalanceを考えた小児腎疾`患治療の未来」

竹村司（近畿大学医学部小児科学教授）

３．「先天'性代謝異常症の未来」

新宅治夫（大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学教授）

４．「実践的発達障害診療の展望」

玉井浩（大阪医科大学小児科学教授）

５．「成長障害診療の現在と未来」

大薗恵一（大阪大学大学院医学系研究科小児科学教授）

１７：００～１８：００特別講演１１階・大集会室

座長：澤芳樹（大阪大学大学院医学系研究科外科学講座心臓血管外科学教授）

「iPS細胞研究の進展」

山中伸弥（京都大学ｉPS細胞研究所所長）－ビデオ出演―

高橋和利（京都大学ｉPS細胞研究所・初期化機構研究部門講師）

１８：４５～２１：００懇親会リーガロイヤルホテル大阪山楽の間

フロクフム－６二－￣．￣ 目一■■

９：３０～１１：３０シンポジウム 1階・大集会室

座長：松平隆光（日本小児科医会)、大林一彦（大阪小児科医会）

「子どもから学ぶ！聴く！そして育む～こどもたちの未来のために；小児科医からの提言～」

ｌ「子どもを大切にしない国への警鐘

～ワクチンを通して見る日本の子育て事情の問題点～」

藤岡雅司（ふじおか小児科院長）

２．「小児科医だからこそできる親支援～子育て支援から「親の育ち」を見守る～」

仲野由季子（こども心身医療研究所理事、野瀬クリニック理事長）

３．「小児科医による究極の育児支援とは～小児救急から病児保育まで～」

木野稔（中野こども病院院長）

１０：００～１１：３０サテライトミーティング２２階・第６～８会議室

「``保護者から聴く、そして育む,，小児救急電話相談のあり方」

１１：４０～１２：３０特別講演２ １階・大集会室

座長：上田重晴（大阪大学名誉教授）

「インフルエンザワクチン無効論は克服できたか－疫学の視点から－」

廣田良夫（大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学教授）

１２：４０～１３：３０共催セミナー ４会場にて実施

１．「細菌'性髄膜炎予防ワクチンのEvidence,Impact,Challenge定期接種化と今後の課題」

岡田賢司（福岡歯科大学総合医学講座小児科学分野教授）
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２．「子どもを守るための予防接種スケジュール～ロタウイルスワクチンも含めた考え方～」

薗部友良（ＮＰＯ法人ＶＰＤを知って、子どもを守ろうの会理事長）

３．「小児科と共有できる皮膚疾,患：経皮感作による食物アレルギー

“スキンケアをして食物アレルギーを予防しよう,，」

矢上晶子（藤田保健衛生大学医学部皮膚科学講座准教授）

４．「Ｂ型肝炎とワクチンについて」

藤沢知雄（済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科顧問）

１４：００～１６：００教育講演２３階・小集会室

座長：藤谷宏子（大阪小児科医会）

「食物アレルギーを考える」

ｌ「あすからの診療に役立つ最新の知識」

今井孝成（昭和大学小児科学講座講師）

２．「外来診療の実際～アレルギー専門医の提言開業医の立場から～」

千葉友幸（千葉クリニック院長）

１４：００～１６：００市民公開講座公開シンポジウム－発達障がい－１階・大集会室

司会：竹中義人（大阪小児科医会）

座長：蔭山尚正（大阪小児科医会)、若宮英司（藍野大学医療保健学部教授）

「聴いて考えよう～“はったつでこぼこ（凸凹),，のある子どもの心」

１．「発達凸凹」の考え方

永井利三郎（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻教授）

２．「これならわかる一理解と対応のポイント」

石崎優子（関西医科大学小児科学准教授）

３．「対談：ぼくがかんがえてきたこと」－本人と語る－

司会：永井利三郎

４．現場に役立つペアレントトレーニング

岩坂英已（奈良教育大学特別支援教育研究センター教授・センター長）

１６：００～１８：００すべての子どもに健やかな育ちを

－成育基本法制定促進の集い・大阪大会一１階・大集会室

（日本小児科医会、日本小児科医連盟共催）

１８：００～１８：１５閉会式 １階・大集会室
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総括

第24回日本小児科医会総会フォーラムを担当して

会頭小川實

第24回日本小児科医会総会フォーラムの開催にあ

たり実行委員の皆様には２年間に及ぶ長い間多大な

御負担をおかけし、また会員の皆様には御理解と御

協力をいただき改めて御礼申し上げます。プログラ

ムを中心としたフォーラム開催の裏話はそれぞれ担

当いただいた方々の心暖まる報告が続きますので、

ゆっくり読んでいただき、２日間の盛況を振り返っ

ていただきたいと思います。

第２１回総会フォーラムが山口県小児科医会砂川功

会長のもと開催された数か月後の正副会長会で木野

副会長より「日本小児科医会総会フォーラムがそろ

そろ近畿・大阪に廻ってきそうです」との報告があ

り、「それは結構、ぜひ…」とお答えしたのを憶え

ています。その夜発作的に「大阪で開催するとした

ら、その目玉は…」との思いが湧き出て来ました。

平成４年に川田義男名誉会長のもと開催された第

３回日本小児科医会生涯教育セミナーには開業１年

目の私も日曜日の全日会場へ出向きました。今と

なっては記憶は確かではありませんが、飯田喜彦先

生から参加するよう指示をいただいたと思います。

当時は日本外来小児科学研究会の立ち上げに没頭中

でもあり、また“小児科医会,，が何であるかも存じ

ませんでした。当日の様子は小國先生の「実行委員

会特別企画：２０年前に我々はどのように学んだか」

のとおりです。当日のプログラムと講演者を見ます

と、大阪の大学からは一色玄大阪市立大学小児科

教授が講演されましたが、一色先生以外はすべて他

科・他府県の教授でした。当時の状況をわずかでも

知っている私は、このセミナーを企画された医会の

先輩方の御苦労を何となく感じたことを思い出しま

す。昭和40年頃に全国の大学医学部を襲った大学紛

争は東大・安田講堂の焼き打ちで終った感がします

が、それでも平成４年当時はなおその影響が残り、

在阪５大学の教授が一堂に会するようなことは夢の

また夢でありました。そのような歴史（？）もあり

｢今回のフォーラムは在阪５大学小児科教授のそろ

い踏み」と勝手に決めつけて、５大学の教授にアポ

なし面談を始めました。その後のことは佐野哲也先

生の「教育講演ｌ担当印象記」に示されたとおり

卜5■
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です。今回のフォーラムで夢が実現したことを教授

はじめ御尽力いただいた皆様に重ねて御礼申し上げ

ます。

京都大学iPS細胞研究所山中伸弥教授の講演が実

現した（？）ことも驚きでした。ノーベル賞授賞の

ため山中教授の登壇がかなわぬことを御本人から電

話で知らされ、２日後に得意の“アポなし訪問”で

研究所を訪ねました。勝手な振る舞いに副会長各位

にさんざん叱られましたが、皆で交渉に伺い、高橋

講師の感動的な講演につながったことは実行委員会

全員の熱い思いの結実と思います。担当いただいた

皆さんの苦労話や裏話が続きます。ゆっくり楽しん

でいただきたいと思います。

事務局のみなさん、インターグループの方々、共

催セミナー・抄録集作成・企業展示．書籍販売など

に御協力いただいた企業の皆さまには御礼の申し上

げようがありません。今回のフォーラムと開催する

にあたり、実行委員会は設立準備会を含めて20回を

数えました。いつも武知実行委員長が「小川会長は

全国を飛び廻って参加者動員に努力中…」と紹介し

ていただきました。全国には及びませんが、東日本

のいくつかと西日本各地の府県小児科医会にフォー

ラム案内のために出かけ、その都度暖かく迎えてい

ただきました。大阪小児科会報７月号の最後の記述
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にもどりますが、「これは大阪小児科医会の自画自

賛だ！」のお言葉に対し「そうです１自画自賛でき

るものを持っているのは大阪小児科医会だけで

す！」とこの20年間思っておりました｡今回のフォー

ラム広報で各地の医会を訪れ、各地においてもそれ

ぞれ趣を異にしますが、私共と同じような医会活動

がおこなわれ、大阪以上の歴史を持って続けられて

いることを直接見せていただき本当に感激致しまし

た。

来年は外来小児科学研究会発足以来の盟友である

三浦義孝先生が第25回総会フォーラムを開催されま

す。大阪からも多くの会員が参加されますようお願

いします。

最後に、皆様本当に御苦労様でした。感謝

iｉ即
一
中
洲
〉

牢
風
馬
市
印
薗

幅
》
轌

舶
弩

！
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特別講演１

iPS細胞

京都大学iＰＳ細胞研究所初期化機構研究部門講師高橋和利

要約

人工多能性幹（inducedpluripotentstemiPS）

細胞がヒト繊維芽細胞から樹立されてから、６年が

たとうとしている。昨年2012年には、ｉPS細胞を世

界で初めて樹立した山中伸弥教授が、その功績によ

りノーベル生理・医学賞を受賞した。皮膚や血液か

ら作製可能なiPS細胞は、再生医療だけでなく、疾

`患研究や創薬などの有用なツールとして期待が高

まっている。実際に、最近ではiPS細胞を用いた加

齢黄斑変`性への認可が下りた。今後、ｉPS細胞を用

いた治療法が普及し、研究室だけではなく、医療の

現場においてもiPS細胞についての知識が求められ

ることが予想される。そこで本稿では、ｉPS細胞の

樹立された経緯や、ｉPS細胞の可能性、問題点など

iPS細胞に関する基本的な事柄について紹介したい。

Ｐ
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

至適条件下において分化多能性を保ったまま半永久

的に自己複製することができる。また、特定の外因

,性刺激をきっかけとして人体を構成するあらゆる細

胞に分化することができる。ＥＳ細胞が持つこれら

の能力は、多くの移植医療現場において慢`性的な問

題となっているドナー不足を解消しうる。しかし￣

方で､受精卵が由来であるため､すべての患者にとっ

て他家移植となることや生命倫理的な議論の標的と

なるなど解決すべき問題は残されていた。

もし、患者自身の体の細胞をＥＳ細胞のように作

り変えることができたらどうだろう？自己の細胞

を用いるので拒絶反応も起きず、受精卵を使用しな

いので倫理的なハードルも下がるだろう。この単純

な発想は決して突拍子もなく生まれたものではな

く、実は歴史に裏打ちきれたものである。

今から50年前、ケンブリッジ大学の大学院生で

あったジョン・ガードン卿は、オタマジャクシの腸

の細胞から核を取り出し、それを除核したカエルの

卵に移植することで世界で初めてクローンカエルの

作製に成功した4)。カエルの卵には体細胞の記憶を

消去する不思議な力が存在することをこの研究は示

唆していた。つまり、腸の細胞は自分が腸であるこ

とを忘れて再び受精卵のような状態に逆戻り（若返

り）したのである（図ｌ）。まさに「リプログラミ

iPS細胞樹立に関わる歴史的な研究

1981年にマウスの受精卵からＥＳ細胞と呼ばれる

分化多能性を有する細胞株が樹立された'’2L3)。ＥＳ

細胞は再び受精卵に戻すことで発生期寄与できるこ

とから、遺伝子改変マウスの作製ツールとして長ら

く重宝されてきた。これまでに作製された遺伝子改

変マウスは3000種を超え、中にはヒト疾患モデルと

して病態解明や創薬に貢献して来たものも少なくな

い。ＥＳ細胞が全く別の形で脚光を浴びるきっかけ

となったのは、1998年のヒトＥＳ細胞の樹立である。

これまで発生工学のツールであったＥＳ細胞は、再

生医療のソースとして期待され始めた。ＥＳ細胞は
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ング（体細胞核の初期化)」の夜明けであった。当

時は、「一旦進んだ発生・分化は決して後戻りでき

ない」というコンラッド・ワディントンが提唱した

説が一般的に信じられていた5)。また、1800年代後

半にアウグスト・バイスマンが提唱した、「生殖細

胞を除くすべての細胞は一旦分化すると、その細胞

種に必要な遺伝情報以外は失われる」という説も否

定されていなかった6)。ガードン卿の核移植実験は

これら２つの「常識」を一気に覆したのである。

リブログラミングの歴史を語る上でもう一つ欠か

せない記念碑的な研究がある。この研究は筋肉で活

発に働く遺伝子ＭＹＯＤｌを皮膚の細胞に導入する

と、筋細胞へと変化することが示した7)。つまり、

細胞内の司令塔役である転写因子が細胞の運命を変

えてしまうことを明らかにしたものであり、現在盛

んに研究がおこなわれている「ダイレクトリプログ

ラミング」や「分化転換（トランスデイファレンシ

エーション)」といった分野を切り開いた（図２)。

上述の二つの歴史的発見を組み合わせれば、転写

因子によって体細胞を若返らせ、分化多能性を再獲

得させられる可能性がほんの少しだけ想像できた

(図１)。結果として、４種の転写因子の組み合わせ

によって、体細胞をＥＳ細胞によく似た分化多能性

細胞へと変化させることができたのである81,)。こ

の細胞はiPS細胞と名付けられ、ＥＳ細胞とは差別化

が図られているが本当に性質はそっくりである。体

細胞を由来とする分化多能性細胞はＥＳ細胞の抱え

る実用面での諸問題を解決しうる。しかし、ＥＳ細

胞はお役御免かと言うと決してそうではない。新し

い技術の評価・改良には目標となるお手本が必要で

ある。ＥＳ細胞も天然物とは言い難いが、やはりiＰＳ

細胞と比べると人為的な操作が加わる余地は少な

い。ＥＳ細胞の研究があったからこそiPS細胞が誕生

したように、これからもＥＳ細胞の力が必要なので

ある。

iPS細胞の利用

ｉPS細胞は体細胞に由来するという利点を生かし、

いくつかの革新的な利用法が期待されている（図

ｌ)。遺伝性疾患患者由来の体細胞からiPS細胞を作

製すると、できたiPS細胞は疾`患`患者と同じ遺伝`情

報を有する。これを利用すれば、培養皿の中で病態

を再現することが可能となり、疾`患の原因究明や創

薬スクリーニングに用いることができる。ｉPS細胞

が開発されて以降、疾`患研究は世界中で精力的に実

施されており、最も期待される利用法の一つである。

第二に、移植医療の原材料としてのiPS細胞であ

る。自己の体細胞から作製したiPS細胞を利用した

自家移植が理想的ではあるが、費用や時間を考える

と理想的とは言い難い。また、脊髄損傷のように、

いつ事故が起こるか予測できず、移植治療の有効な

時期が限られているといった場合、自家の細胞では

間に合わない。そこで、多くのiPS細胞をあらかじ

め作製してストックしておき、必要なときに使用す

るといった方法が最も現実的な方法として注目を集

めている。

終わりに

iPS細胞は、ＥＳ細胞が受精卵に由来することに起

因する倫理的問題を克服した。しかしこの点につ

いては個人の価値観によるところが大きく簡単に善

し悪しが決められるものではない。一方で、この生

命倫理的な観点から、ＥＳ細胞の使用に関しては慎

重であったり、一部の国や地域では使用できないと

いった制限があった。ＥＳ細胞とそっくりな細胞が、

そのような制約を超えて世界中で広く使用できるこ

'''1+●-雌-=塾と二℃
ＪⅧ－．j薑jih璽雲-／

／八露

iPS細胞

Ｊ+''１Ｉｌｌｌｌｌ１ｌＩＩ
初期化

一……■■■均一■均一山一－－鐘織 鰯 病態解明

言Ⅲ薬スクリーニング

移植医療

図１ 図２
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とは科学・医療の発展にとって良いことだと思う。

一方で、ｉPS細胞は個人情報の扱い方や生殖細胞分

化の可能性など新たな倫理的問題を生み出した。精

力的な研究だけでなく、専門家を交えた十分な議論

を並行して進め、社会の理解を得つつ、健全な形で

iPS細胞が活躍することを望む。
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特別講演１

｢iPS細胞研究の進展」担当印象記

住本真一

「特別講演ｌ」は、本総会フォーラムの目玉企画

の一つで、教育講演ｌ「在阪五大学教授小児科の

未来を語る」に引き続き、大阪市中央公会堂の大集

会室で夕方５時から開催され、終了後、懇親会へ繋

がる、まさにフォーラム初日のビッグイベントでし

た。私は、４時前から、中央公会堂の正面玄関から

出たり入ったり、西日が差し込み、うだるような暑

さの中、上着を脱ぎ着しておりました。面識がない

私は､高橋先生とうまくお会いできるか不安でした。

４時過ぎに､高橋先生とその奥様と思しきご夫妻に、

｢高橋先生ですか｡」と声をかけさせていただきまし

た。非常に気さくにご挨拶いただき、ＰＣ受付、控

え室へと案内いたしました。身重な奥様をエスコー

トされる高橋先生のお姿はほのぼのとした印象でし

た。控え室では、阪大心臓外科の澤教授が、高橋先

生を「若い､若い」と羨ましげに話されていたのが、

印象的でした。その後、ご夫妻を大集会室の次演者

席へ案内しました。「特別講演１」は、山中伸弥教

授の出演ビデオを澤教授が司会される形で始まりま

した。山中先生のご挨拶に始まり、ノーベル賞受賞

の感想（有名な洗濯機の修理の話にも触れられ)、

iPS細胞の樹立の経緯と、ＣｉＲＡの現状と今後の達成

目標がまとめられた、１５分余りのビデオでした。大

スクリーンでの映像は、山中先生がそこにおられる

かと錯覚する位、臨場感たっぷりなものでした。ビ

デオの中で、山中先生が、ｉPS細胞樹立の立役者と

して高橋先生を始めとする若き研究者をご紹介され

ていましたが、写真の高橋先生は非常に若く精`桿な

お顔をされていました。引き続き、高橋先生が壇上

に上がり、講演を始められました。ガードン博士の

50年前の発見である「一度分化した体細胞の核にも

完全な設計図が存在すること」と、ＥＳ細胞の分化

多能性の事実から、「一度分化した体細胞も条件に

よれば、ＥＳ細胞のような細胞に出来るのでは!?」

という発想からiPS細胞の樹立を確信きれ、４つの

遺伝子を加える事によりiPS細胞を樹立されました。

iPs細胞は偶然でなく、必然的に樹立された事の説

明があり、非常に興奮いたしました。難しい話を、

絵や図を織り交ぜ、門外漢の小児科医でも分かりや

すいように、丁寧にまた熱心に語っていただきまし

た。また、iPs細胞の質が一定でない話もされ、興

味深く聞かせていただきました。未来に向けての、

夢のある取り組みの一端をもお話しいただけまし

た。講演終了時には、大集会室の２階席まで埋め尽

くしていた小児科医の先生方から大きな拍手がなさ

れたのも印象的でした。本当に高橋先生に感謝申し

上げます。

本企画は、当初、山中伸弥先生にご出席．ご講演

いただく予定でしたが、昨年の１０月にノーベル生理

学.医学賞を受賞された事を機に、研究所の方針で、

｢ビデオ出演十高橋先生のご講演」に変更になりま

した。結果的には、山中先生の凝縮された内容のビ

デオと高橋先生の熱のこもったご講演の２つを味わ

うことができ、出席された先生方には感動多いもの

となったのではないかと思います。担当した者の－

人としては、成功裏に終わって、ほっといたしまし

た。「大阪での総会フォーラムはよかったね｡」「特

別講演は、山中先生は来られなかったけれど、ノー

ベル賞受賞後だからしょうがないね。でも、ビデオ

も高橋先生のご講演もよかったね｡」と小児科医会

の皆様に語り継がれれば幸いです。
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特別講演２

インフルエンザワクチン無効論は克月反できたか：疫学の視点から

大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学教授廣田良夫

抄録：

インフルエンザワクチンの有効性評価において、

生態学的研究手法を用いるのは適切でない。対象者

の追跡観察には基本的にactivesurveillanceを行う

ことが必要であり、受診してきた』患者だけを発病者

としてカウントしたような調査は通常容認されな

い。研究の妥当性を判断するために、誤分類、交絡、

選択バイアスについての理解が必要である。要因や

疾病の測定には常に誤分類が生じるが、non‐

differentialmisclassificationであれば「関連あり」

という結果の妥当性に問題はない。交絡因子を考慮

していない観察研究は信頼』性に乏しい。インフルエ

ンザは発生頻度が高い疾`患であるので、インフルエ

ンザワクチン有効,性に関する研究実施あるいは研究

結果の解釈に当たっては、罹患率、累積罹患率（発

病率)、率比、リスク比、オッズ比といった用語を

正しく理解しておかねばならない。

て制御できるかどうかは全くの別問題である。

その後、1980年代後半からインフルエンザ予防接

種反対運動が激化し、1994年には予防接種法対象疾

,患からインフルエンザが除外された。当時、インフ

ルエンザワクチン無効論に大きな影響を与えた前橋

調査報告には、「・・・・・ワクチン接種地区と前

橋市および碓氷郡の非接種地区を比較すると小・中

学校における、かかる方法で撰び出した感染率に大

差が見られなかった」と記載きれている2)。

即ち、生態学的観察結果に基づいて学童への集団

接種が始まり、またワクチン無効論が展開された訳

である。生態学的研究(ecologicalstudy)とは､｢個々

の観察単位が個人ではなく、地理的・時間的集団で

ある研究」のことである。集団レベルで観察された

要因と疾病の関連を、個人レベルに当てはめて誤っ

た推論を行うことを生態学的錯誤（ecological

fallacy）といい、「ＪＴ」による喫煙と肺がんの説明

が判り易い例である3)。今日、インフルエンザワク

チンの接種推進という気運に乗じて、生態学的研究

をもとにワクチン有効'性を主張する報告があるのは

適切でない｡。同様の手法を通じて、ワクチン無効

論が安易に主張されることにつながる。

１．生態学的研究

わが国では1976年の予防接種法改正によってイン

フルエンザが定期接種の対象疾患となり、学童への

集団接種が実施されるようになった。その背景には

｢学童への接種により地域の流行が抑えられた」と

いうMontoらの報告の影響がある])。

地域における学童の接種率とインフルエンザの流

行規模が逆相関を示すことは、シーズンや地域に

よっては観察され得ることである。しかし、学童へ

の集団接種という介入によって地域の流行を一貫し
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３）交絡（confounding）

肺がんの疫学研究をしていると、飲酒が肺がんの

リスクを上げるという現象を見出す。これは、飲酒

習'慣と喫煙習｣慣が相関し、喫煙が肺がんのリスク因

子であるために生じる。この場合、飲酒と肺がんの

関連は、喫煙による交絡の結果生じた見かけ上の関

連であり、喫煙のことを交絡因子（confounder）と

言う。そして、真のリスク因子は喫煙である。

同様にアレルギーや気管支ぜんそくはインフルエ

ンザ発症のリスク因子であり、またワクチン接種と

も関連する。従来、アレルギーや気管支ぜんそくを

有する人は､接種者より非接種者の方に多く含まれ、

その結果、非接種者の発病が増加し、ワクチン有効

'性を過大評価していた。一方、最近ではハイリスク

者への接種が普及したため、そのような人は接種者

に多く含まれるようになり、その結果、接種者の発

病が増加してワクチン有効'性を過小評価するように

なっている。

４）選択バイアス（selectionbias）

これは、「本質的に異なる対象を選択して観察が

行われた時に生じる偏り」のことである。

Fukushimaらによる高齢者施設における調査で

は、寝たきり、認知症、血清アルブミン低値といっ

たハイリスク者は、非接種者に多く含まれている。

この施設では、迅速診断でもウイルス分離でもイン

フルエンザウイルスの侵入は確認されなかった。と

ころがオッズ比（ＯＲ）でみると、インフルエンザ

ワクチンは、発熱、肺炎、および全死亡のリスクを

1/2～l/4位まで下げるという結果になっている。ハ

イリスク者が非接種者に多く含まれるために生じた

交絡の影響と考え、寝たきり、認知症などで調整し

てもＯＲに変化を認めない。

これは、高齢者にインフォームドコンセントを

取って接種しようとすると、インフォームドコンセ

ントを取ることができない、一般状態の悪い虚弱高

齢者が非接種者になる、即ち選択バイアスが生じた

ためと考えられる。虚弱高齢者というのは定量的に

評価できないため、交絡のように解析段階では調整

できない。

２ワクチン評価と疫学研究手法

ワクチン有効性研究において結果の妥当性を確保

するためには、以下の4項目を考慮しなければなら

ない。詳細は既報を参照ありたい5)。

ｌ）対象者の追跡観察（follow-up）

薬剤の有効』性研究では､投与群と非投与群の全員を、

観察期間を通じて、等しいintensityで観察しなけれ

ばならない。ワクチン有効性研究のようなfieldtrial

では、相手は健常者であるため自らやって来ない。

調査者側が能動的に罹患状況を観察するactive

surveillanceが必要となる。

我が国でよくある診療所ベースの調査で、受診し

てきた患者だけを発病者としてカウントしたような

調査は、非受診者の罹患状況が不明であるため基本

的に容認されない。

２）誤分類（misclassification）

誤分類にはdifferentialmisclassificationとnon‐

differentialmisclassificationがある。

Differentialmisclassificationとしては、子宮頚が

んの家族性発生を調べる例があげられる。この場合、

子宮頚がんの患者の方がより詳しく答えようとする

ため、対照群に比べて患者群の方が「家族歴あり」

と答える誤りが多くなる。

このように、群間で比較する項目の誤分類が異な

る度合いで生じるのがdifferentialmisclassification

であり、関連の度合いを過大評価したり過小評価し

たりする深刻な誤分類である。

Non-differentialmisclassificationの例としては、

原発`性肝がんとＣ型肝炎ウイルス感染の関連があげ

られる。この関連は20年以上前に明らかにされてい

るが、当時のＨＣＶ感染の検査精度は十分ではない。

しかし、そこで生じた検査結果の誤りは、肝がん群

と対照群で同様に生じたものである。

このように、群間で比較する項目の誤分類が同程

度に生じるのが､on-differentialmisclassificationで

あり、関連の度合いを過小評価するが、そこで得ら

れた「関連がある」という結果の妥当性に問題はな

い。

同様に、activesurveillanceによって、インフル

エンザワクチン接種者と非接種者の間で発熱39度以

上のインフルエンザ様疾患を比較したような場合、

それが真のインフルエンザであるかないかの誤分類

は､on-differentialmisclassificationであり、検出さ

れたワクチン有効』性は過小評価されるが妥当性に問

題はない。

３．有効性の指標

ワクチン有効率は［(非接種群の発病率一接種群

の発病率)／非接種群の発病率］で表され､これは［１

－(接種群の発病率／非接種群の発病率)＝(１－相対

危険)］と書き換えられる。
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相対危険には、ｒｉｓｋratio（リスク比、累積罹患率

(発病率)の比)、ｒａｔｅratio（率比、罹患率の比)、

oddsratio（オッズ比、罹患オッズの比または暴露

オッズの比）の３種があり、このうち真の関連の度

合いを表すのは率比である。そしてリスク比は関連

の度合いを過小評価、オッズ比は過大評価する傾向

があり、累積罹患率（発病率）が１０％を超える当た

りからその差は徐々に大きくなる。これは、罹患率

は０～｡｡の範囲をとるのに対し、累積罹患率（発病

率）は０～ｌの範囲しかとらないという特`性に依存

する。上記の［相対危険=接種群の発病率／非接種

群の発病率］において、「非接種群の発病率」の上

限は１（１００％）であることから、［接種群の発病率

／非接種群の発病率］で表きれる比は、発病率が大

になるとｌに近づくことになる。

高齢者施設など密な接触がある環境でインフルエ

ンザの集団発生が生じた場合、発病率は接種者で

60％、非接種者で80％にもなることが起こり得る。

リスク比は0.6/0.8=0.75、有効率25％となるが、こ

の時、率比からもとめた真の有効率は50％を超える

ことがある。結果指標の頻度が10％を超える調査の

場合、リスク比から求めたワクチン有効率は過小評

価され、オッズ比から求めたワクチン有効率は過大

評価されたものとなる。

ことはできない。
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WP,SimonsenLTashiroM・TheJapanese
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againstinnuenzaNEnglJMed344:889-896,
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5）廣田良夫．ワクチン有効性評価に係る疫学の基

礎知識．曰本小児臨床薬理学会雑誌

４．インフルエンザワクチン無効論は克服できた

か？

今日、インフルエンザワクチンの有効性に関する調

査や議論には、以下の問題がある。①生態学的研究

手法で有効性を安易に主張している、②受診者のみ

の観察から求めた発病率を接種者と非接種者の間で

比較している、③誤分類の理論を理解していない、

④交絡因子を考慮していない、⑤疾病頻度の測定尺

度を理解していない、⑥有効性を表す指標の意味を

理解していない。

これら疫学の基礎知識に乏しいため、（a)インフ

ルエンザワクチン有効'性研究の困難`性が理解されて

いない、（b)有効』性調査結果について適切な評価者

がいない、（c)とんでもない研究報告が、学会の場

で絶賛されたり、論文掲載されたりする例がある、

といった状況が続いている。

インフルエンザワクチン接種の普及という点で

は、「無効論は克服できた」と言えなくもない。し

かし、前記①～⑥および(a)～(c)といった状況を

考えると、再び無効論が台頭する危険`性を払拭する
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特別講演２

｢インフルエンザワクチン無効論は克服できたか

－疫学の視点から－」拡大印象記
村上城子

廣田良夫教授のご講演は以前から一度聴講したい

と思っておりましたので今回とても楽しみにしてお

りました。座長の大阪大学名誉教授の上田重晴先生

と綿密に打ち合わせをきれておられました。

お話は具体的でかつ大変示唆に富む内容でした。

昭和51年予防接種法が改正され、日本の学童へのイ

ンフルエンザワクチン集団接種は定期接種化されま

した。当時学童集団接種を行ったのは日本のみでし

た。学童のワクチン接種率とインフルエンザ流行は

相関を示していましたが、学童集団接種が地域流行

を完全にコントロールできるかは不明なまま日本政

府は集団接種を敢行しました。

約１０年後の昭和62年の前橋市医師会の前橋レポー

トをもとにインフルエンザワクチン無効論がマスコ

ミを中心に繰り広げられました。しかしその解釈に

問題があったそうです。弱いながらワクチン有効,性

を検出、集団接種と感染率には関連がない、という

２つの事実が正確に記載されていたにもかかわら

ず、疫学の視点からは不適切な解釈が行われたとの

ことです。

疫学上､生態学的研究(ecologicalstudy）は「個々

の観察単位が個人ではなく、地理的．時間的集団で

ある研究」であり、仮説設定には有効であるが、仮

説検定に用いるべきではないそうです。日本では生

態学的観察結果からインフルエンザワクチン学童集

団接種が開始され、さらにワクチン無効論までもが

展開されたとのことです。

その後の日本ではインフルエンザワクチンは著し

く減少し、他方諸外国ではワクチン接種が普及して

いきました。さらに日本の特別養護老人ホームに入

所している高齢者がインフルエンザに集団感染し死

亡する例が相次ぎました。平成８年に科学雑誌ネイ

チャーに「インフルエンザの予防接種で時流に遅れ

る日本」という廣田教授の論文が掲載され、これが

契機となり日本においても高齢者に公費でインフル

エンザワクチンが接種されることになりました。

また廣田教授は、現在は生態学的研究をもとにワ

クチン有効論を主張する報告があるのは好ましくな

いと警鐘を鳴らされています。疫学の視点から、ワ

クチン有効』性の研究における必須要件は以下の４つ

だそうです。すなわち対象者の追跡観察、疾病の誤

分類、交絡因子、選択バイアスです。疫学的に正し

い評価をするには時間も費用もかかるが、それなし

には正しい評価は難しく、間違った評価を誘導する

ことになると指摘されています。

廣田教授は過去にはインフルエンザワクチンが過

小評価され、一方現在は過大評価した報告が多く見

受けられことを危倶されておられ、方法論に曰を向

けて個々の研究の妥当性を見極める姿勢が必要と論

断されています。また疫学専門家を国の予防接種行

政に参加させることが肝要で、ワクチン有効性の判

断に疫学的研究者の視点が必要であるとの結論でし

た。予防接種行政において時流に流されない冷静な

結論を導くには重要な提言であるとの思いを強く持

ちました。
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教育講演１

担当印象記

佐野哲也

教育講演１ ｢在阪五大学教授小児科の未来を語る」

司会：小川實（第24回日本小児科医会総会フォーラム会頭）

１．「ネフローゼ症候群の病因研究の展望」

金子一成（関西医科大学小児科学教授）

２．「Risk-benefitbalanceを考えた小児腎疾,患の未来」

竹村司（近畿大学医学部小児科学教授）

３．「先天』性代謝異常症の未来」

新宅治夫（大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学教授）

４．「実践的発達障害診療の展望」

玉井浩（大阪医科大学小児科学教授）

５．「成長障害診療の現在と未来」

大薗恵一（大阪大学大学院医学研究科小児科学教授）

llllllllllllIlllIllllllllIllllllll|||||’

！
■
蕊 '１闘

金子教授 竹村教授 新宅教授 玉井教授 大薗教授

「在阪五大学教授の揃い踏み」は小川会頭が本総

会フォーラムの指名を受けたすぐから目玉として構

想されていた企画と聞いています。小川会頭の挨拶

で述べられた通り故安達雅彦初代会長がよく口にき

れていた「常に大学の教室に学べ！開業医である

からこそ大学での小児科学がどのような進歩をとげ

ているか常に知る努力をせよ！母教室と連携に努

め、教授に学べ！」をまきに実践きれたプログラム

です。また大阪小児科医会の大きな特徴である病院

勤務医が多く、勤務医部会の活動が非常に活発であ

ることがこの企画の基礎にあると思います。勤務医

が参加しても十分に教育的で意義深い学術集会を目

指すという意図もあったものと推察します。まさに

学会と医師会を繋ぎ、学術、地域貢献、医療経営を

バランスよく実践する当医会の姿勢を表す企画でし

た。

とは言っても多』忙な教授５名の日程調整をお願い

して学会初日の開会直後のメインの時間帯から懇親

会を含め半日の時間をとっていただくことは大変難

しいことと感じておりました。さらに通常なら一人

で教育講演を60分～90分にわたってお願いする教授

５人に教育講演は全体で150分の枠ですから、－人

30分でしかも略歴紹介の時間もないので省略という

条件でお願いするということになりました。極めて

異例といいますか、実際「教授にこんな失礼な講演

依頼してもいいの？」と大変不安に思っていたのは

私だけでなく、各教授担当の実行委員も同じ気持ち

であったと思います。しかし結果は５大学教授全

員二つ返事で「ＯＫ」をいただきました。というの

も各実行委員がこの教育講演依頼に伺う前に、小川
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表したようなお話しぶりが非常に印象的で感動すら

覚えました。ご多』忙な教授をその後も半強制的に特

別講演の聴講をお願いし、懇親会にご案内となりま

した。懇親会のお開きの時に関西医科大学の金子教

授が「もともと皆仲がいいのですが、なかなか５人

揃う機会はなくて、講演会で５人揃うなんてほんと

に初めてですよ。ゆっくりしゃべっていると、また

５人揃う機会をぜひ実現したいですねという意見で

一致してね、いい機会を作っていただいてありがと

う｡」と声をかけていただきました。まさに本医会

の使命である学会の橋渡しを今回のフォーラムで実

現できたような達成感を感じました。ご多‘忙な中ご

講演をいただいた教授に厚く御礼申しあげますとと

もに小川会頭をはじめ教育講演担当およびフォーラ

ムのすべての実行委員に心から感謝の意を表したい

会頭自ら挨拶と教育講演の趣旨説明、さらにプログ

ラム進行の説明と各教授に２回ずつ直接面会して依

頼していただいていたのです。小川会頭が既に各教

授の内諾をいただいていたお陰で講演依頼、－次抄

録とも問題なくクリアできました。

当日時間設定の間違いから教授が来場された時に

控室が使用中というとんでもないハプニングもあり

ましたが、今となっては笑い話です。控室でも終始

和やかに歓談され、当日京都で研究会が重なってい

た大薗教授も講演開始前に駆けつけていただきメイ

ン会場の大集会室にご案内しました。皆様まだよく

ご記憶と存じますが、大集会室は１階席、２階席と

もほぼ満席の状態で各教授とも少なからず驚いてお

られたようです。各教授の講演内容については紙面

の制限もあり二次抄録を参照していただきたいので

すが、最初の金子教授から最後の大薗教授まで各教

授の専門分野の最新情報を凝縮した講演内容もきる

ことながら、私にとっては各教授の人柄をそのまま

と存じます。ありがとうございました。

蝋■轤鰯 iiiiiiil1Ilkililllllllｌ１ＩｉｌＭｉｉｍ１ｌＩｌ１１１
爵ｉ１ｌｍｍｉ露､i震!;i霧》 織
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教育講演２

教育講演２裏話

藤谷宏子

今回の教育講演２は、テーマに「食物アレルギー

を考える」をとりあげ、実践的で毎日の診療につな

がる講演を目ざし、食物アレルギーの最近の新知識

や食考え方の変遷などについての講演を企画いたし

ました。

現在大変注目されている食物アレルギーについて

の企画ですが、フォーラムの大事業である市民公開

講座の裏プログラムであったため、大々的に広報す

ることが障られ、当日多くの先生方に来ていただけ

るか気が気でありませんでした。

メインプログラムの一つである市民公開講座につ

きましては、開催直前まで実行委員全員が一丸と

なって、参加者が増えるように何度もポスターを配

布したり、繰り返し打ち合わせをしたり、それはそ

れは熱心に成功へ向けてまい進されていました。私

も、知り合いの心理士や養護教諭の先生方に積極的

に声をかけ、市民公開講座の前登録が増えるよう協

力しながら、しかし､裏プログラムであるアレルギー

の講演の会場にどなたも来てくださらなかったらど

うしようと徐々に不安が募っていきした。アレル

ギーの講演には東京から著名な２人の先生にお越し

いただくことになっていましたので、もし空席が目

立つような失礼なことがあってはならないと心配

で、急邊チラシ作製をお願いし５月末から１０日あま

りで全力で配布をお願いしたものでした｡幸いにも、

演者の先生方のネームバリューと興味あるタイトル

のおかげで、当日は準備した２会場ともあふれるく

らいの500人を超える先生がたに参加していただく

ことができ、今振り返っても安堵感と感謝の気持ち

でいっぱいです。

今回のフォーラムのアレルギー分野では、小児科

や皮膚科など複数の分野からのアレルギー発症や進

行の予防、そして最新知識の考え方とその臨床応用

をシリーズとして企画し、上記いたしました教育講

演２に加え、あと２つの関連演題を用意し、合計４

つの講演としました。

まず予防につきましては、１日目の共催セミナー

にて「AllergyMarch,OneDisease?」のタイトル

で大阪府済生会中津病院の末廣豊先生に、乳児期初

期からのアレルギー症状進行の予防について講演し

ていただきました。続いて２日目の共催セミナーに

て、「小児科と共有できる皮膚疾患：経皮感作によ

る食物アレルギー」とのタイトルで藤田保健衛生大

学皮膚科准教授矢上晶子先生から、最近話題の経皮

感作によるアレルギー発症の考え方に基づく、スキ

ンケアによる食物アレルギーの予防についてのご講

演をしていただきました。次に、知識と実践につき

まして、教育講演２にて「あすからの診療に役立つ
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最新知識」のタイトルで現在の最新の知識、プロバ

ビリティーカーブやコンポーネント、チャレンジテ

ストなどの検査法、経口脱感作を含む治療法につい

て昭和大学小児科学講座の今井孝成先生にご講演し

ていただき、最後にこの20年間のアレルギー学の変

遷のなかで開業されているアレルギー専門医から実

際の診療の紹介という形で「アレルギー外来におけ

る治療の流れ～アレルギー専門医からの提言開業

医の立場から～」について千葉クリニック院長千葉

友幸先生にお話しいただきました。どの講演もその

先生方の独特の持ち味が出て感銘深く、明曰からの

診療に役立ったことと思います。詳しくは、日本小

児科医会雑誌の二次抄録をご参照ください。

食物アレルギーに対する考え方、治療法はこの１０

年で随分変わってきました。検査や原因なども最新

技術の進歩により解明されることも高度になってき

ています。治療法も選択肢が増えました。しかし、

まだ過渡期で混乱していることが多いことも事実で

す。

私たち小児科医は最新の知識を吸収しながらも、

真塾に子供たちと向き合い子どもたちが色々な方法

で送ってくれているサインを受けとめ、彼らの気持

ちを忘れることなく毎日の診療に臨みたいと思って

います。

「子どもから学ぶ！聰く１そして育む」とてもい

いフォーラムを経験させていただきました。
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シンポジウム

シンポジウム企画顛末記

卯西元

企画です。提言のとりまとめは松下享先生にお願

いできました。

３名のシンポジストの皆様との企画検討委員会は

計５回開催されました。開催lか月前には座長の松

平先生や大林先生にもご参加いただきました。

シンポジウム当日は、朝一番のプログラムにもか

かわらず、会場はほぼいっぱい。私は会場係を仰せ

つかっていましたので、ご講演を最後まで聴講でき

ました。ご参加された先生もご存知のように、感動

的な内容でした。私は今回のシンポジウムの意義は

小児科医の使命をお互いに確認し合えたことにあっ

たと思います。会場の中は確かに一体感に包まれて

いました。

シンポジストの藤岡先生、仲野先生、木野先生、

追加発言をいただいた金原先生、座長の労をおとり

いただいた松平先生、大林先生に心から御礼申し上

げます。

そして、小川会頭、武知実行委員長の強力な牽引

のもと､準備に奔走いただいた実行委員会の皆々様。

皆様の熱い思いが結実しました。本当にありがとう

ございました。

シンポジウムは総会フォーラムの顔です。その企

画は平成24年のお正月から始まりました。

さて、何をテーマにすればよいか。まず、実行委

員会の皆様からご意見をいただきました。臨床的な

テーマから社会問題まで多くのご提案をいただき、

逆に困ってしまいました。多方面にわたりすぎてま

とまらない。そこで実行委員会の中にシンポジウム

小委員会が結成されました。委員長は松下享先生

です。松下先生のご尽力で、皆様のご意見がみごと

に集約されました。総会フォーラムのテーマ「子ど

もから学ぶ！聴く！そして育む－熱く語ろう子ど

もの未来ｉｎＯＳＡＫＡ」そのものをシンポジウムの

テーマにしようということになったのです。

明るい子どもの未来のために、今何が必要か。日

常診療で子どもと接している私達小児科医が感じる

日本の小児医療の矛盾点、伍促たる思いを世の中へ

発信しよう。誰に向かって発信、提言するのか。当

然政治家に対してではないかということになりまし

た。

当時、大阪といえば大阪維新の会、橋下大阪市長

が全国的な注目を集めていました。“今、お隣の市

役所から市長においでいただきました1,,といった

橋下市長のサプライズ出演も当初密かにもくろんで

いました。幸か不幸か実現しませんでしたが…。

シンポジウムは当初３時間の時間枠をとる予定で

した。４名のシンポジストのご講演に２時間。その

後、フロアからの質問、発言、に１時間をとり、日

頃の小児科医の思いを喧々誇々の討論を通じて吐き

出そうという企画でした。

しかし、会場の大阪市中央公会堂の開門は条例で

午前９時半に決まっており変更不可能。あとのプロ

グラムの時間的制約もあり、結局２時間しか時間枠

が取れないことになりました。意気消沈していると

ころに、思わぬ朗報が飛び込みました。フォーラム

プログラムの最後に、成育基本法制定のための政治

集会を行うという日本小児科医会からのご提案で

す。これで方針が決まりました。午前のシンポジウ

ムで提言をまとめ、午後の成育基本法制定集会に

持っていき、政治家の皆さんに聞いてもらうという

-11鰯i-Jq1Ii
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サテライトミーティングＩ

開催の顛末

田尻仁

かつたりと－次の立場で参加してもらえる方がいな

かったことが少し残念でした。三次の先生方には当

日の朝の直前打ち合わせ会で初めてこのカンファの

趣旨を詳しく説明しました。スライドでコメントを

お願いしたいと考えていたのですが周知不足で２名

の方はフリーハンドでお見えになりました。しかし

本番の検討会では二次施設からの発表スライドを見

直しながら適切なコメントをいただき大変にすばら

しい内容になりました。むしろ事前にスライドを準

備していただいた先生は力が入りすぎたためか内容

が濃くて広範囲なコメントになり、救急の躍動感と

ペースが合わない印象を受けることもありました。

準備した方よりも準備していない方のコメントの方

が当意即妙の発言が多く生まれたのかもしれず、は

からずもケースカンファの準備について学ぶことに

なりました。

最後に、市川光太郎先生にはお忙しい中３月５日

に一度打ち合わせに来て頂き、また当日は症例ごと

にコメント頂き想定以上の活躍をして頂き感謝に堪

えません。申し訳なかったのは最後に予定していた

10分間の総括が１分足らずの閉会の挨拶になってし

まったことです。市川先生にはこの場をお借りして

改めてお詫び申し上げます。当日の会の盛況に免じ

てご容赦下さい。本サテライトミーティングが盛況

に終ったことにつきましては、小川会頭をはじめ準

備委員会の皆ざまおよびフォーラムのすべての実行

委員に心から感謝の意を表したいと存じます。あり

がとうございました。

大阪小児科医会の部会の一つとして勤務医部会が

あり、部会活動の一環として病院小児科ネットワー

クを2008年11月から始めております。同ネットワー

クは、参加施設間の交流を深め、また初期研修医が

小児救急の研鑓の場を体験することで小児科への関

心を高める活動として「研修医のための小児救急・

新生児勉強会」を定期的に発足から第８回まで開催

しております。現在まで７回の会を開催しており、

毎回、研修医からベテラン小児科医まで参加して、

小児救急と新生児医療の基本に焦点をあてた勉強会

となっています。

周知のごとく、小児救急医療は、Hib、肺炎球菌、

ロタウイルスに対するワクチン普及によって大きな

変革期を迎えつつあります。感染症救急の急速な減

少によって、先天性疾患、神経疾患、虐待、異物、

中毒、外傷などへの対応がその重要`性を増していく

ものと思われます。また、より重症な救急症例が相

対的に増加する傾向があり、二次施設と三次施設と

の連携がさらに重要となります。今回のフォーラム

では、これまでに上記勉強会において発表された症

例の中で、特に三次施設への救急搬送が必要となっ

た比較的重症なケースを集めて、症例検討会を行い

ました。

この企画は、小川会頭が本総会フォーラムのため

に初めて構想されたものであり、大阪小児科医会に

は病院勤務医の会員が多く、勤務医部会の活動が活

発であることがこの企画の背景にあったものと推察

します。また、学術や救急を重視する小川会頭およ

び医会の姿勢を示す企画であったともいえます。

とはいえ、前例のない企画なので、まず準備委員

会を作ることにして、病院小児科ネットワークの先

生達に委員を依頼しました。準備会の話し合いの結

果、対象ケースは、一次→二次→三次とリレーした

重症な症例にすること、－次（診療所）と三次の関

係ドクターからも当日コメントを頂くことにしまし

た。三次の先生には全員参加していただき（プログ

ラム参照)、熱心なコメントを頂きました。しかし

－次のドクターは、たまたま応援に行っていたアル

バイト医師であったり、診療のために参加できな
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サテライトミーティングⅡ

ティングⅡ裏話サテライト 弓
、
￣

福井聖子

サテライトミーティングⅡ「`保護者から聞く、

そして育む"、小児救急電話相談のあり方」は、座

長の桑原正彦先生から＃8000の概要説明、大阪府＃

8000のデータ、豊能広域こども急病センター・中野

こども病院の現状報告、夜間救急外来でのアンケー

ト調査の結果、電話相談からの展望、厚労省中林洋

介専門官からの追加発言と、盛りだくさんな内容の

90分となりました。

＃8000は都道府県によって時間帯や相談員数など

が異なり、電話相談を疑問視する地域もあるのが現

状です。大阪＃8000は全国ではトップクラスの件数

ですが、年間６回の研修を組んで相談員の技術向上

を図ってきたことが背景にあると自負しています。

サテライトミーティングのお話をいただいた時は、

『電話相談の技術」について理解を図る良い機会と、

ありがたく思いました。『電話相談の技術』とは、

保護者の言いたいことをよく聴き、保護者の意向に

沿って大きな間違いのないようにどう行動すればい

いかをいっしょに考える会話術といったもので、つ

い指導的口調で迅速に対応を教えがちな医療関係者

の発想を変えることがポイントです。

で、サテライトミーティングでは今まで行ってき

たロールプレイを使った研修のお披露目をすればい

いかと当初軽く考えていたところ、実行委員会で

｢もっと多くの先生方に関わってもらっては？」「座

長に桑原先生をお願いして、たくさんの先生方に聞

きに来てもらった方がいいのでは？」など、色々な

ご提案をいただきました。電話相談はかなりマイ

ナーな分野と思っていたので、実行委員会で諸先生

方から前向きなご意見をいただけたことは、私に

とって驚きでもあり嬉しくもありで、早速座長を桑

原正彦先生に、夜間救急医療現場からの発言を圀府

寺美先生と山本威久先生にお願いしました。幸いに

も諸先生方にはご』快諾を得ることができました。

こうなると内容も、研修方法の紹介に時間を費や

すより夜間小児救急現場の課題に広げてと変更する

ことになり、急逢夜間受診`患者対象にアンケート調

査を行ないました。調査は府内３箇所に広げ、市川

正裕先生、片桐真二先生のご協力を得て堺泉北急病

センターにもお願いしました。集計作業に時間がか

かり、演者間で十分な打ち合わせができていなくて

申し訳なかったのですが、この調査から電話相談の

展望と限界、啓発の必要性などを把握することがで

きました。また３箇所で差のある項目とほぼ同じ項

目があり、府内の保護者の共通点と医療機関あるい

は地域差が見えて興味深く感じました。

座席がほぼ埋まるぐらい多くの先生に来ていただ

き、終了時は達成感と次の救急医療委員会に遅れな

いようにという思いで一杯だったのですが、今振り

返ると聞かれた方は消化不良を起こされたかもしれ

ません｡それでも電話相談を疑問視される声に対し、

少しは意義を伝えることができたのではないかと思

います。今回の機会をいただいたことに心より感謝

しています。

篝
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ミニシンポジウム

ミニシンポジウム裏話

春本常雄

ミニシンポジウム「在宅小児医療の実際と将来展

望」は１日目土曜午前開催ということで、土曜午前

診というと小児科では最も書き入れ時であり、自院

を休診にしてまで来てくれるだろうか？という心配

は大きかった。フォーラム全体の参加者を増やすた

めにミニシンポで集客を、といった実行委員会の至

上命令はかなりの難題であり、当日蓋を上げるまで

不安は付きまとった。大阪内外の学会・研究会や各

種ＭＬで宣伝を強めた｡既に全国に普及している｢診

療報酬の手引き」と大阪の活動をまとめた「会報在

宅シリーズ総集編」の合体冊子「すべて見せます、

大阪の在宅小児医療」のお土産も付けた。

幸い、ミニシンポを始める頃にはほぼ満席状態と

なった。全国各地のご高名な先生方、大阪で要職に

就いておられる方々のお顔､うれしい限りであった。

時間が足らないことが予想されたため、事前の会

議で各自のスライドを取捨選択し、すべてのスライ

ドを１本にまとめた。当日はシンポジストが終始前

に座り、演者交代のロスタイムを無くした。

背景、症例３つ、小委員会活動、病院側取り組み、

在宅アンケート、実技講習会、診療報酬、紹介事業

と、次々濃縮した報告を行った。ＮＩＣＵ長期入院解

消に伴い在宅重症児が増える中、地域の在宅専門で

ない普通の小児科医師が在宅に関わることを、症例

を提示して主張した。在宅小委員会の活動も紹介し

た。病院側の在宅支援パス等の取り組みを報告し、

一方、地域側の取り組みとして、会員アンケートで

求められた実技講習会、診療報酬、紹介事業それぞ

れについて大阪で実際やってきたことをお伝えし、

最後に座長から残された課題を述べた。船戸正久先

生から力強いフロアーからの指定発言も頂いた。２

時間という短時間の割に欲張りな内容で、串カツと

焼き肉と餃子とたこ焼きと焼きそばとお好み焼きが

次々運ばれてくるようなものだったかもしれない。

総合討論では３人の方から診療報酬中心に質問が

ありお答えした。予め終了時刻厳守を徹底し質問を

控えて頂いたが、もし時間が許せば素晴らしいディ

スカッションができただろうと、１２時終了という時

間的制約が恨めしいと感じたのは私だけではあるま

い。

終了後、ご参加の方々から「小児の在宅はすごく

大変なことと思っていたが、そうではない方法もあ

ることが分かった」「開業医でも病診連携すれば負

担感が少なくでき、私でもできそうとの感触がもて

た」「大変よく企画きれたシンポでした」等感想が

寄せられ、また、小川實会頭へも「多くの先生方か

ら直接お褒めのお言葉をたくさんいただきました｣。

一方、今後、今回発表した内容をより充実きせて、

地域で懸命に生活している児、家族のためにより一

層在宅小児医療を推し進めていく責務も強く感じら

れた。

このミニシンポが在宅小児医療発展の一つの布石

となれば嬉しい限りである。シンポジストの皆様、

ご協力．ご参加していただいた先生方、ありがとう

ございました。
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市民公開講座一発達障がい－

「聴いて考えよう～“はったつでこぼこ(凸凹)”のある子どもの心」

をふり返って

竹中義人

平成23年秋、大阪小児科医会では総会フォーラム

の準備や立ち上げで、様々な意見や構想がなされ、

その一つに発達障害の講座についての企画をしよう

ということになった。当初は自分自身、専門の講師

を２～３人お招きし、医師を対象にした特別講演会

の心構えであった。しかし、その後の数回のフォー

ラム実行委員会の中で、実行委員の先生方の高揚感

や夢の膨らみもあいまって、発達障害の企画に対し

ても様々なアイデアや意見が提出きれるようになっ

た。そして、どんどん企画の内容が膨らみ、当初の

想像をはるかに超える大きな講座を企画することに

なった。

本当にできるんかいな？－それ以来、不安と

迷いに苛まれながらも日々その企画や対応を考える

時間が流れた。企画の膨らみを如実に物語るのは、

その企画の名称案である。当初は「発達障害の企画

や講座｣、数回のフォーラムの中で「発達障がいシ

ンポ｣、その後、「発達障がい公開シンポ｣、最終的

に「市民公開講座～発達障がい～」である。当初

は医師限定と考えていた企画が、市民レベルまでの

講座に、さらに、総会フォーラムのテーマが「子ど

もから学ぶ！聴く！そして育む」であったため、発

達障がいをもつ子どもたちの意見や考えに傾聴する

のもよいのではということになり、講師は専門家の

みならず、発達障がいをもつ子どもにも登壇しても

らいその思いを語ってもらおうということになっ

た。本タイトルである「聴いて考えよう～“はった

つでこぽこ（凸凹),，のある子どもの心」の「聴い

て考えよう」はここから始まった。さて、子どもに

聴いて考えるのは良いのだが、どの子に聴く？発

達障がいの子どもで講座に出てくれるような子は本

当にいるのか？もし、見つからなければどうする？

大阪小児科医会の先生の誰かに発達障がいの子役

をしてもらう？そんなことさえ脳裏をかすめるこ

ともあった。

このような中、市民公開講座は永井利三郎先生、

石崎優子先生、岩坂英已先生に講師になっていただ

くことが決まり、講師や座長の先生方、そして我々

企画スタッフと数回打ち合わせをする機会を与えて

いただいたことは本当に幸いであった。その中で、

永井先生のご尽力もあり、担当された患者さんであ

るＦ君に登壇してもらうことが決定し、その時には

本当に有難いと思った次第である。登壇者は子ども

さんが出場することもあり、市民公開講座とはいっ

ても、講座の参加者をどのレベルにするべきか、ど

こで線引きするかについてはなかなか苦労した。他

に､苦労話を上げろといわれれば枚挙に暇はないが、

字数も限られており、うだうだと話をしても、お読

みになる先生方にとって退屈であまり面白味はない

と思われるので割愛きせていただく。

結果的にＦ君を含め講師や座長の先生方のチーム

プレーによる滞りなく進行し、スタッフやフォーラ

ム実行委員の先生方、裏方に徹していただいた事務

局の皆様のご支援やご協力もあり、400名近くの参

加者が集い盛会に終わった。皆様のご協力がなけれ

ばできなかったことであり、この場をお借りして感

謝申し上る次第である。
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ボスターセッション

最短で最大のプログラム、それがポスターセッション

川崎康寛

これまで総会フオーラムポスターセッションに演

題を出させていただく機会が何回かありました。そ

の中でプレゼンテーションの時間がはっきり設けら

れている場合と、貼ったままでそういう時間が全く

ない場合がありました。せっかく発表準備をしたの

に貼るだけでは寂しいと感じていましたので、責任

者をさせていただいた今回はやはり「プレゼンテー

ションをしていただく」という方針で臨みました。

また今回の総会フォーラムが近畿ブロックに割り当

てられ、それを大阪でお引き受けすることになった

と聞いておりましたので、近畿ブロックの大阪以外

のｌ府４県の医会の先生方にも積極的に参加してい

ただくように考えました。

プログラムの編成を進めていく中で、特別講演や

教育講演、シンポジウムなどの時間がまず割り当て

られ、その中でいかにポスターセッションのプレゼ

ンテーションをしていただく時間を設定するかとい

うのが最初の仕事となりました。他のプログラムの

予定が決まっていく中で目をつけたのが、開会式直

前に少しだけ隙間があるというところで、結局40分

の時間を確保することができました｡時間の加減で、

結局７列並行開催となりましたが、多数の参加者が

集まり盛り上がったと自賛しています。

演題数は当初50を目標に募集を始め、何とか最終

38演題の応募を得ました。近畿ブロックの各医会へ

は演題を出していただくようにお願いするととも

に、座長という形でも参加もお願いしました。近畿

ブロックの各医会の先生方にはご苦労をおかけした

ことにはなりますが、近畿ブロックの連携の機会と

もなったと思います。

提出された演題の内容では、やはり感染症や予防

接種に関連するものが多く見られました。保護者や

接種医に対する意識調査、各地での予防接種体制の

状況報告などとともに、ビブや肺炎球菌のワクチン

接種によりこれらの菌の分離状況や感染症発生動向

がどう変わったかなど、予防接種法の大幅な改正が

あった本年のポスターセッションにふさわしい演題

がありました。また救急に関連する意識調査、小児

救急`患者の動向、重症患者の後送システムなどの小

児救急関連の演題も多くありました。東日本大震災

関連も３題あり、まだまだ復興への途上でありさら

にいろいろな関わりが必要なことも知らされまし

た。日本小児科医会委員会報告などとともに、日本

小児科医会会員の日常の診療から気づかれた経験や

知見についての発表もあり、医会としての社会活動

と同時に、私たちの活動は日々の診療の上に成り

立っているのであるということも再認識することと

なりました。

ポスターセッションはすべてのプログラムの中で

最も短いプログラムでしたが、発表者、座長などの

人数を考えると最も多くの先生方が関わっていただ

いたプログラムでもありました。最後になりました

が、関わっていただいたすぺての先生方に感謝致し

ます。ありがとうございました。

囮
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共催セミナー

ナー、企業展示、協賛広告の裏話共催セ 弓
、

藤岡雅司

共催セミナー、企業展示、協賛広告を担当させて

いただきました。生来の行き当たりばったり、何と

かなるやろという性格のため、作業が遅れ気味にな

り、武知委員長をはじめ、実行委員の先生方には多

大な心配をおかけしたことを、まず紙面を借りてお

詫びいたします。とは言いつつ、予想を大幅に上回

る企業様の協賛（セミナー７、展示36、広告48）を

いただくことができ、まあ何とかなるもんやねと、

結局のところは、元の`性格が強化されただけという

ことになりそうです。

共催セミナーについては、会場のキャパシティの

ため提供数に制限があり。共催いただく数社を決め

たら仕事はほぼ終わり、せいぜい座長・演者の確認

をするだけでした。弁当の試食もして、他の学会の

ランチより絶対に美味しいぞ、これで楽勝！と高を

くくってしまったことが失敗の始まりでした。

まず初日、代議員の方々の共催セミナーへの誘導

でトラブルが起こりました。席数が限られているた

め、全国の代議員の先生方一人ひとりに対して、ご

氏名と行っていただくセミナー会場を印刷したカー

ドと弁当引換券をセットにしてお渡しし、その記載

にしたがって移動していただくよう段取りしまし

た。しかし、最終の確認を怠ったため、違う会場に

行かれた方が十数名おられ、いくつかの会場入り口

でトラブルになってしまいました。巻き込まれた会

場の企業の担当者様、不運にも現場に居合わせた実

行委員の先生方、申し訳ありませんでした。

次に、参加者数についての私の予想が甘かったこ

とで、対応が後手に回ったしまったミスもありまし

た。セミナーの席数が限られていることは前もって

分かっていましたが、引換券がなくなったらなく

なったで､何とかなるだろうと甘く考えていました。

でもよく考えたら、会場に隣接して気楽に入れるよ

うなレストランはなく、学会内容よりも重要な食事

担当としては無責任でした。１日目はまだ「ラグカ

レーパン」でごまかせましたが、２日目になるとそ

うはいきません｡会場はどこも参加者で溢れ返って、

少々殺気立った雰囲気もありました。それを敏感に

察知された武知先生が「こりやあかん、サンドイッ

チ300食」と太っ腹で即決・現金決済していただき、

武知組の舎弟かという雰囲気の男`性が、スピーディ

に準備されたのには驚きました。

展示数は小児科医会総会フォーラムとしては、か

なり多い方かと思います。しかし、それにも増して

参加者が多かったので、どのブースにも人が絶えな

い状況でした。全部のブースの担当の方にお礼のご

挨拶をさせていただきましたが、皆さんそれなりに

満足そうな表情でしたので安堵しました。

広告は、裏表紙、表紙裏、裏表紙裏に人気が集中

し、多くの企業様には涙を呑んで中掲載に変えてい

ただきました。こちらも普段からお付き合いのある

担当の皆さんが快く応じてくださったことには感謝

しています。

lllllilll1ll1llllliil11ilIlllllliilHliilij
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医と食

実行委員会特別企画：２０年前に我々はどのように学んだか

「医と食今日の課題」
小國龍也

大阪小児科医会は、第24回日本小児科医会総会

フォーラムを、大阪小児科医会小川實会長を会頭に

開催しました。そして20年前に、フォーラムの前身

である第３回日本小児科医会生涯教育セミナーを、

川田義男第２代大阪小児科医会会長を会頭に、「医

と食今日の課題」をテーマに開催しています。大

阪で20年ぶりに開催をするに際し、２０年前我々の先

輩がどのようなセミナーをされたかを検討しまし

た。先輩の会員から伝え聞くところによると、他府

県の会員から、講師陣を見て「よくもまあこれだけ

の人を集めたな」と言われたそうです。その作業の

中で、非常に詳細なレジメが残きれていることが解

りました。レジメは講演の内容が一読すれば理解で

きるように構成されていました。最近は、パワーポ

イントで作成された資料をレジメとして使用きれま

すが、２０年前に作成きれた論文形式で作成きれたレ

ジメの良さも味わうことができました。そのような

中で20年前になされた講演について、どのように語

られたかを検証し、さらに今日の視点でその課題に

ついて検討する事は意義があるとの提案があり、作

業班が構成きれました。

班員は実行委員会から、講演内容に同様の業績が

ある、演者のお弟子さん、大学同門で同じ研究室、

現在も研究中、造詣が深いなどなどの背景のある方

を互選で決定しました。それぞれの講演を一人で担

当し､講演の課題に関して当時の背景をまず紹介し、

そしてレジメを参考にそれぞれの演者がどのように

語られたかを記し、最後に現状と将来の予想を論じ

るというreviewerの役割を担当しました。レジメを

読んでまず驚いたことは、どの講演も正確に20年後

の今の状況を把握されているかのような内容であっ

たことです。reviewerの言葉を借りれば、「楠智一

教授は肥満児対策のみならず、広く子供の食生活全

般に渡り警鐘を鳴らし､本講演でも「食生活学」「食

事学」を提唱した。当時「食育」という言葉も無く、

当時の広辞苑にもこの言葉は記載されていなかっ

た」「先生のご講演は実に20年後の今も色あせてお

りません」「先生が書かれた下痢に関する病態と治

療は、現在推奨されている小児のウイルス性下痢症

の治療とまったく変わりありません」「食物アレル

ギーのコントロールによりその後のアレルギーマー

チの進展を阻止できる可能性があると・・・締めく

くられている」との言葉を受け・・reviewerは経皮

感作の病態への関与のメカニズムの解明により、治

療予防の突破口が見出されるかもしれないと書いて

います。紙面の都合ですべて紹介する事はできませ

んが、その内容は現在の状況を予言するかのような

内容でした。これらを横９cm縦20cmの胸ポケットに

も入る大きさの小冊子にまとめ、フォーラム参加者

にお配りしましたｂこの小冊子を通じて当時のセミ

ナーの素晴らしさを改めて実感していただくことが

できたと確信しています。我が国の平均寿命はここ

１００年で急速に延びています。感染症の制御と栄養

の改善が大きな要因であることは周知ではあります

が、平均寿命が90歳近い現代で「食」のさらなる改

善でＱＯＬを含め大きな延長が期待できるか興味が

持たれます。この小冊子で20年前に開催された

フォーラムを紙上体験していただき､ある意味で｢医

療」の永遠の同伴者である「食」について、その現

代的意義を考えていただく機会になれば幸いです。
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子育て通信

子育て通信（フォーラム）

小國龍也

今回のフォーラムでは大阪小児科医会の出版活動

を全国の会員に紹介する目的で、ポスター会場の一

角に展示コーナーを設けました。

プライマリ・ケア部会がこれまで作成してきた

種々の啓発ポスター、家庭における病気とけがの対

応（に関する小冊子）や事故予防啓発の小冊子や、

大阪小児科医会が力を入れている一般保護者を対象

にした公開講座の実施状況が一目でわかるポスター

も展示しました。併せて改訂第３刷の｢子育て通信」

を展示販売しました。

「子育て通信」は平成９年に事業が始まり、初版

を出版後、大変好評で多くの保護者、小児科診療所

のスタッフ、保育園幼稚園関係者、電話相談などの

関連機関でも読まれています。そして現在では一般

社団法人となった大阪小児医会の出版事業の柱に

なっている本です。今回小児医療の変化に対応する

ため改訂を行いました。この本のコンセプトは、こ

の本の「子育て通信の目指すもの」のページに書か

れていますが、多くの方に、育児や病気などについ

て正しい「知識」と「心」をお伝えすることにあり

ます。多くの育児情報が種々の情報媒体で飛び交っ

ていますが、「子育て通信」はその中で会員の見識

による－歩踏み込んだ考えを入れるようにし、最新

の知識を取り入れ、そして編集委員会でその妥当性

を検討し編集しました。

取り上げた内容は、医学一般から子育て論や文化

にまで及んでいます。本の性質上すべての疾患を網

羅することはできませんでしたが、生活の中で保護

者が直面されるであろう様々な事象を項目として取

り上げています。内容は最新の知識を載せるように

留意しました。場合によっては執筆者によって一度

加筆訂正した原稿を編集委員会の希望として、再度

加筆訂正していただく事もありました。分野によっ

ては大きく変わっていたり、変更のない分野もあり

ました。予防接種関連に至っては編集作業中に制度

的変更があったものもありました。このような場合

執筆者と編集委員会のＭＬのやり取りを通じて編集

作業を行いました。

高名な医師が第１線を退かれてから、ＥＢＭなど

に捉われず、肩の力を抜いて、「私はこう思う」と

いうふうに書かれた本があります。多田富雄箸「免

疫の意味論｣、「生命の意味論｣、田上八郎箸「皮膚

の医学｣、藤田恒夫箸「腸は考える」などなど、ま

た会員の中に自費出版される方もおられますが、こ

れらの本は非常に面白く示唆に富むものです。「子

育て通信」もその雰囲気が醸し出きれています。

展示会場では、編集委員として活動していただい

た会員が説明と販売を行いました。フォーラムに参

加された会員から、熱心に読んでいただき早速「自

家中毒」の項目が無いというような具体的指摘を受

けたと聞いています。会場でも何冊かご購入いただ

きました。ありがとうございました。

この「子育て通信」はほぼ実費に近いものですが、

１冊1,000円で販売しています。より多くの方に読

んでいただき、そして多くの保護者の方が、子育て

について「正しい知識」とそれを支える「心」を理

解していただき、余分な心配や不安を少しでも少な

くし、（そして）子育てを楽しんでいただける一助

になることが、本冊子の目的です。

蕊Diiljil二!;|i篝蘂欝
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成育基本法制定促進集会

成育基本法制定促進の集い～大阪大会～開催報告

木野稔

ての手法を、がん対策基本法など他の医療関係法案

の成立過程での問題点等を例に挙げられてわかりや

すく説明してください成育基本法はその内容にお

いて超党派で議員立法に動くことができるものであ

るとのことでした。次に、日本維新の会浦野靖人衆

議院議員は、ご本人が保育士の資格を持っておられ

るだけに、今後少子化が進む日本において、成育基

本法を整備していくことが喫緊の課題であるとの認

識でした。その後、檀上にて、松平会長と３人のシ

ンポジストとの討論の場が持たれ、私たち小児科医

が知る由もなかった内』情を議員の先生方から教えて

いただき、今後は成育基本法制定に向けて、市民公

開講演会の開催や、医療と保育（福祉）団体との連

携を強化しながら、勇気をだして国民的な運動にし

ていくことを誓って会を終えることができました。

最後まで熱心に残っておられた聴衆の数は120人

余り(公称)と決して多くはありませんでしたが､｢政

治の力とその手法の違いを実感できたという点で目

からウロコでした」や「初めて成育基本法について

聞き、こんな法律を作ろうとされているのを知って

応援したくなりました」などの意見も聞かれ、成育

基本法制定の意義と今後の活動強化の必要性を実感

する集会となりました。

フォーラムの最終プログラムとして、「成育基本

法制定促進の集い」が日本小児科医会と日本小児科

医連盟の共催で開催されました。企画では小児保健

法としていたものが、最終段階で成育基本法へと名

称変更になるということで、パンフレットや抄録等

を急遼変更するという作業になりましたが、作業の

'慌ただしさのおかげで逆に、フォーラム準備委員に

は成育基本法と言う名前がより受け入れられやすく

なったようです。

会は武知大阪小児科医会会長の開会あいさつでは

じまり、来賓として伯井大阪府医師会長から、勉強

することには熱心でも政治的な運動に無関心の方も

多いが、本来小児医療を良くするためには、政治的

な力が欠かせないとご挨拶いただきました｡その後、

羽生田俊日本医師会副会長、自民党左藤章衆議院議

員、公明党伊佐進一衆議院議員と来賓ご挨拶が続き

ました。

基調講演は、大林先生の座長進行のもと、松平会

長により「成育基本法とは～経過と内容～」につ

いて行われました。日本の子どもや子育てを取り巻

く問題点と、小児保健法制定から成育基本法制定へ

のこれまでの活動経過と盛り込むべき内容について

要点をまとめて〈ださり、小児保健法制定に向けて

の活動を１０年来一緒にご苦労きれてこられた大林先

生からも、これで会員の理解と支持も深まるであろ

うという言葉が印象的でした。次に「すべての子ど

もに健やかな育ちを、医療と保健、福祉の連携を探

る」というテーマでシンポジウムに移り、まず大阪

小児科医会理事の松下享先生は、当日午前の部で行

われたシンポジウム「子どもから学ぶ！聴く！

そして育む～子どもたちの未来のために；小児科医

からの提言～」での各演者からの提言を紹介され、

現在の状況は「子どもの権利が損なわれている」と

指摘､改善のためには､｢法の整備」と「連携」がキー

ワードであるとまとめられました。ざらに、個々に

｢法」を整備するだけではなく、子ども中心に「連携」

できる包括的な「法（システム)」の整備、成育基

本法の早期制定実現の必要`性を強調されました。次

に、民主党梅村聡参議院議員は、議員立法に向け

騨一ＷｌＩｆ
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懇親会

懇親会、楽しんでいただけましたでしょうか？

西鴫加壽代

フォーラムが終わって数日後､｢懇親会もすごかっ

たみたいやね。芸能人の結婚披露パーティかと思う

ほどのテーブル数で､オーケストラの生演奏つきで。

参加できなくて残念やったわ｡」と、知人から悔し

そうに言われました。そらそうでしよ。フォーラム

の他の企画同様、懇親会もホテルにお任せのありき

たりのものでは済まされるはずもなく、藤谷懇親会

担当委員長の下、念入りに周到に計画されたのです

から。

当初は大阪の特色を出すべく、「粉モンははずせ

ない｣、「はもの湯引きには早いかな｣、「やはりお笑

いもでしよ｣、「それに関西圏の地酒も各自持ち寄っ

て」など様々な案が出され、懇親会後は会場の庭園

で蛍の観賞もと、まさに盛りだくさんの企画でした。

でもでも、粉モン等々はマスメディアのおかげで普

及しすぎて、皆さまいきざか食傷気味でしょうし、

大阪人にとって蛍は珍しくても、他所から来られた

先生方には、放し飼いの蛍なんて餐盛ものかもしれ

ません。というわけで、今までの作られた泥臭い大

阪のイメージを覆すべく、洗練された大阪(?）を

目指して、計画が練り直されたのでした。もちろん

予算に限りはあるのですが、着席式のコース料理は

譲れず、試食に次ぐ試食を重ね、最終的に老舗ロイ

ヤルホテルの料理長特別料理に決まり、ワインも当

然料理に見合ったi()のでと相成りました。あの値段

であの品質はまさに大阪ならでは、よく言えば粘り

強い交渉術、悪く言うと値切り倒しの文化の賜物と

言えるでしょう。ただ着席式というのはしっかりお

料理を味わってはいただけますが、テーブルで話が

弾まないと気まずいかもしれないと考え、話のきっ

かけになればとテーブル名を大阪に因んだもの（銀

杏、百舌、澪標、等）にしたり、近接地域の先生を

なるべく同一テーブルにしたり、話の盛り上げ役と

して各テーブルに実行委員を配したりといろいろ策

蕊譲蕊墓§議灘ii霞i蕊麺鐘
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を練りましたが、最終的に300名近い先生方にご参

加いただけ、テーブル同士が非常に近くなって和気

あいあいと、デザート前からもう入り乱れての盛り

上がりで、先の心配はありがたいことに杷憂に終

わったのでした。

最後になりましたが、大阪府医師会交響楽団の有

志の方々の多大なご協力があってこそ、生演奏を聴

きながらのお食事という、これもまた贄沢な気分を

味合わせて頂けたことをお伝えいたします。「入場

時にはこの曲､乾杯にはこの曲のこの部分を」など、

会の趣旨や進行に合わせて、曲もいろいろと吟味し

てくだきいました。また当日は、前の宴会の遅れか

らリハーサルの予定が大幅に遅れたり、待機場所が

途中で変更になったりなど、様々なハプニングにも

かかわらず最後まですばらしい演奏を続けて頂きま

した。本当にありがたく、この場で改めてお礼を申

し上げたいと思います。

ｉ
蝋
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総括

総会フォーラムを振り返って－実行委員長を拝命して－

武知哲久

総会フォーラムを大阪で開催すると木野稔先生か

ら連絡を受けたのは2010年の晩秋でした。早速、翌

年の2011年１月から会場探しを始めましたが、本命

とした大阪国際会議場は２年後の５．６月はすべて

予約で満杯、フォーラムの規模を考えながらも大阪

の歴史が漂う大阪市中央公会堂を選ぶに至りまし

た。この会場確保には医会顧問の原純一先生に尽力

いただき、その後小川会長の指示で私が実行委員長

を拝命、会頭小川先生の意図するフォーラムへの開

催準備が始まりました。実行委員会は理事を中心に

40名近い委員で発足しましたが、過去のフォーラム

に造詣の深い委員は散見される程度でした。そのた

め当初の課題は委員がフォーラムを知り、やる気を

高揚するであり、会場経験のある会社インターグ

ループに運営を依頼して先ずは実行委員で岐阜の第

２２回総会フォーラムを覗くことにしました。その後

2011年６月25日に市大病院会議室で第１回準備委員

会を開催、そこからフォーラムまで実行委員会を２０

回、個別の会議を頻回に開催しました。2011年秋の

医会35周年式典にはいくつかのフォーラムのテーマ

を掲げ、会員からの投票と会頭の判断で、「子ども

から学ぶ！聴く！そして育む～熱く語ろう子ど

もの未来ｉｎOsaka～」というテーマが出来ました。

小川会頭はフォーラムで大阪小児科医会のすべてを

みせる事を目標に掲げられましたが、各委員は一人

でも学会を主催できる強者たちで、委員長となった

私は裏方に徹する事を決意し準備を進めることにし

ました。会場と時間的な制約から先ずプログラムの

骨組みを提案し、各委員に企画の詳細を委ね、入念

に準備されたプログラムが出来上がっていきまし

た。途中、執行部と各企画のリーダーとの齪齢も、

それに対処していく過程でさらに素晴らしい企画に

仕上がり、まさに全員野球といった形で開催に臨み

ました。

2013年６月８日土曜日の朝、フォーラムのプログ

ラム開始は９時30分の理事会からでしたが、公会堂

の正門前は当初の予想を上回る来場者で－杯となっ

ていました。９時の開門と同時の受付は混雑、私も

懇親会の座席配布を手伝いながら理事会へと滑り込

li;i;Iliiiiiilil1iiiIl1Iii二''二|蕊鑿iilii篝|篝iii鑿；篝鑿臺臺鑿iIil１１蝋

みました｡昼には総会が終了しランチョンセミナー

の会場を覗くと参加者があふれていました。参加人

数を危`倶していた午前の企画は予想に反して定員

オーバーの来場者、480食を用意した昼食は予備の

ラグビーカレーパンも完配し不足の状況、直ちに翌

日の昼食300食の追加準備にかかりました。昼から

小川会頭の開会の挨拶はベージュのスーツが眩しく

映り、その後はメインの企画である教育講演、特別

講演と続くも会場は常にほぼ満席の状態で、夕方に

はバスで懇親会参加者をロイヤルホテルへと移動さ

せて－日目が終了しました。懇親会では伯井大阪府

医師会長が上機嫌で挨拶されたことが印象的でし

た。二日目は午前のシンポジウムに重ならないよう

早朝に委員会を開催し、作戦通りメイン会場に多く

の来場者を誘導しました。午後の市民公開講座は多

くの市民が参加、二日間で参加者総数1,571名、加

えて一般市民参加は400名近くとなり、日本小児科

医会総会フォーラム史上で最高の参加者となりまし

た。

開催前から小川会頭は全国の医会へフォーラムの

広報行脚をされ、委員会ではチラシ作成・配布など

に力を入れていたこともありましたが、当初の予想

の1,200名を超える参加者となったのは、実行委員

一人ひとりの企画運営への力量の成果であったと感

謝しています。小川先生の念願が果たせ、医会を育

ててこられた先輩の先生にご評価いただければ幸い

と思っております。

さらに就任１年足らずの栗山事務局長と事務の摺
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木さんと橋本さん、準備から運営までをともにした

インターグループの篠原剛氏に感謝するとともに、

寄付を賜った医会会員はもとより、支援いただいた

会員や近畿ブロック小児科医会の先生に御礼申し上

げたいと思います。

今回のフォーラムで大阪小児科医会の見事な結束

力を全国に示すことが出来たことは、この実行委員

を配する医会の務持であり、当日お手伝いいただい

た会員とともにこれまで努力してきた実行委員に厚

く御礼申し上げるものです。フォーラムの開催は医

会のさらなる自信に繋がったものと信じてやみませ

ん。この経験をいかに育てていくのか、医会に新た

な課題を拝受したと肝に銘じて、これからも医会の

発展にご協力をお願い申し上げるものです。みなさ

ま、ありがとうございました。

圀緯=＝三二
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都道府県別参加人数

第24回総会フォーラム、参加登録者2013.6.8～９
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総計 892 ３ 1４ 2０ ３ 932 365 250 615 1547

※当日の研修医・医学生は６２名

※招待者４名、登録外の演者、座長２０名は含まない→加えて１５７１名
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《うぶ声》

先天性代謝疾患の未来展望

大阪大学大学院医学系研究科小児科学准教授酒井規夫

【はじめに】

先天'性代謝疾患は頻度がさほど多くないことか

ら、専門医も少なく、疾患情報も少ないことが、診

断の普及、治療の開発の障壁となってきた。また、

多くの疾患が遺伝性疾患であり、家族への負担は、

疾患そのものの臨床症状の上に遺伝'性であるが故の

'悩みがある。

この先天』性代謝疾患を取り巻く状況が、ここ１０年

で大きく変わりつつあるため、一般小児科医にとっ

ても理解が望ましいと考えられる。本稿では、その

状況の一端を概観したい。

これら４)～７）の特殊検査の中で、遺伝学的検

査として4,000点の保険収載された検査が次第に増

加しており、その項目について周知されるべきと考

えられる（表２)。これらは検査会社ないし専門施

設で依頼可能であり、契約を結ぶことで院内で保険

検査として実施可能である。

また、新生児マススクリーニングについても、

1977年に５疾患に対し始まった日本での対象疾患は

現在19疾患（１次対象疾患、２次対象疾患を含む）

に至っている。これは主にはタンデムマスによるア

ミノ酸分析、アシルカルニチン分析による、アミノ

酸代謝異常症、脂肪酸代謝異常症、有機酸代謝異常

症が追加されたことによる。ただ、このタンデムマ

スの普及はまだ完全なものではなく、2014年４月を

めどに全国で実施されるように準備中である。これ

に関しては、2012年の新宅先生のうぶ声の原稿をご

参照していただきたい。

また、将来的には酵素補充療法、造血幹細胞移植

が有効であるライソゾーム病（ファブリー病、ボン

ベ病、ハンター病、ハーラー病など)、副腎白質ジ

ストロフイーなどに対しても新生児マススクリーニ

ングの研究､パイロットスタディーが進行しており、

近い将来実現することが期待されている。

[診断法の進歩】

先天性代謝疾患の種類は大変多く、その原因も酵

素蛋白が多いが、最近では膜蛋白、トランスポー

ター、補酵素、活性化蛋白など、種類も様々である。

代謝疾`患の分類はいくつかあるが、代謝異常を来す

反応の関係する物質（基質）による分類がなされる

ことが多く、それを表ｌに示す。

代謝疾患は種類も多く、症状も様々であるが、そ

の診断は基本的には他の疾`患と同じである。つまり

下記のように病歴聴取、診察所見から鑑別疾患を考

えて疾`患をしぼってゆくことになる。

疾患の診断には、一般的に下記のような手順があ

る。

１）特徴的な臨床経過

２）特徴的な身体所見

３）特徴的な画像検査、生理検査、血液所見

４）蓄積する特異的な基質の同定（血液､尿など）

５）疾患特異的な骨髄やその他の病理所見

６）疾患原因の酵素活性の測定

７）その遺伝子検査

主治医である小児科医はｌ）～３）の情報をもと

に代謝疾患を疑った場合には、４）～７）の検査を

行うことによって確定診断に至ることができる。ポ

イントは多くの代謝疾患のうち､如何に初期の所見、

検査でキーとなる検査を実施するかである。その検

査施設に関しての`情報は日本先天代謝異常学会の

ホームページなどで検索できる')。

【治療法の開発】

先天』性代謝疾患の多くは酵素欠損によるものであ

り、その欠損酵素を補充する治療法がライソゾーム

病を中心に開発されてきた（表３)。その理由はラ

イソゾーム酵素は蛋白合成後にライソゾームに運搬

きれる方法が、マンノース６リン酸レセプターにラ

イソゾーム酵素に特異的に付加された糖鎖が結合す

ることによってなきれることが解明されていること

による。すなわち、このレセプターが細胞膜外側に

も発現しており、細胞外から欠損している酵素を投

与して細胞内に取り込ませて、ライソゾームまで運

搬されることにより、治療が可能となる。これは、

原理的に多くのライソゾーム酵素に関しては成り立

つため、現在国内では６疾患７種類の酵素が承認を

受けており、更にWolman病、ニーマンピック病Ａ
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型、Ｂ型、ムコ多糖症４型、ボンベ病、異染'性白質

ジストロフイーに対する新規酵素製剤などが次々と

治験候補に挙がっている。ライソゾーム病以外では

低ホスファターゼ症やフェニルケトン尿症に対する

酵素補充療法も検討されており、遺伝病に対する比

較的安全な根本治療として、酵素補充療法は今後も

発展が期待される。また、今のところ酵素製剤の末

梢血管への投与によっては中枢神経系に浸透しない

ことが、中枢神経症状を合併する疾`患に対して無効

であると考えられているが、髄注や脳室内投与に

よって、この限界を打破しようとする治験もすでに

海外では行われており、これが成功すれば酵素補充

療法は新たな可能`性を持つことになると考えられ

る。

酵素欠損症に対する新たな治療として、シャペロ

ン療法が脚光を浴びている。これは、変異を持った

酵素は一般的に構造も変化しており、活性が低いば

かりでなく、構造不安定性から早く細胞内で分解き

れる傾向があるため、その安定`性を改善しようとす

るものである。その概念に関してはその提唱者であ

る鈴木義之先生の文献がわかりやすいので参照して

ほしい2)。つまりシャペロンは低分子量の物質で、

多くはその酵素の基質に類似しており、活性部位な

どに結合することによりその立体構造を安定化し、

早期の分解を防ぐことがその効果である。ただ、酵

素の変異によっては蛋白そのものが合成されないも

のとか、停止コドンにより短い蛋白しかできないも

のなどには効果は期待できないし、また変異によっ

てその有効'性は大きく変わることが知られている。

世界初のシャペロン治療薬が現在ファブリー病に対

して、日本を含む世界治験としてアミカス社が行っ

ている。ちなみにアミカス社を創設した現ＣＯＥで

あるジョン・クラウリーはボンベ病のこどもを持つ

親として、その治療薬としてのマイオザイムの完成

に情熱を燃やして実現しており、実話が「小さな命

が呼ぶとき」に映画化されたことは有名である。た

だ、アミカス社は酵素製剤ではなく内服薬としての

シャペロン薬の開発に挑戦しているというわけであ

る。

他には、酵素欠損により蓄積する物質が食べ物か

ら由来する場合には、それを摂取しないようにする

ことにより蓄積を防ぐことは、古くからアミノ酸代

謝異常症に対する特殊ミルクや低タンパク食として

実施されてきた。最近はもう一捻りして、蓄積物質

を体内で合成している酵素がある場合に、合成を少

なくするために、合成酵素の特異的阻害剤を治療薬

とするアイデアがある。この治療法を基質抑制療法

(SRT）とよび、実現しているものは海外ではグル

コセレブロシド合成酵素に対する阻害薬がゴーシェ

病Ｉ型に対するMiglustatとして有名である。これ

は国内では2012年にニーマンピック病Ｃ型に対する

治療薬（ブレーザベス）として承認されている。国

内ではゴーシェ病Ｉ型に対する別の薬剤が現在治験

中である。

遺伝子治療は、欠損している酵素などを直接人の

細胞で発現させることにより、根本的治療を目指す

ものであり、２０年以上前から試みられており－時は

夢の治療法として期待されたが、副作用、効率など

の問題から広まっていなかった。ところが、レンチ

ウイルスやアデノ随伴ウイルスなどのウイルスベク

ターの開発から、ようやく実現的な治療法として注

目されてきている。副腎白質ジストロフイーに対す

る自己骨髄へのレンチウイルスの導入によるex

vivoの治療がサイエンスに報告ざれ3)、他にもＣＳＫ

社はＡＤＡ欠損症、WiskottAldrich症候群、‘慢`性肉

芽腫症、異染』性白質ジストロフイーに対して順次治

験をする予定があるとのことである。ただ、問題は

日本における治験がどのように実現できるのかに大

きな問題があり、今後の発展における課題と考えら

れる。

【遺伝カウンセリングの意義】

このように、先天代謝異常症の分野は今新しい治

療法のラッシュが来ていると言っても過言ではない

のではないだろうか。これはヒト遺伝疾患の中でも

ギャロッドが最初に疾患原因を同定したのが代謝疾

患であり、遺伝子のクローニングにおいても酵素の

精製から代謝疾`患が先行してきた歴史からも、遺伝

疾患への治療として先駆けていると考えることがで

きるのではないか。

ただ、一方で治療法が開発される夢ができたと言

えるが､疾`患の症状が全くなくなったわけではなく、

医療介入が継続的に必要であることには変わりがな

い。また家族にとって、次の子どものことや、孫の

世代の罹`患についての１悩みはつきることがない。こ

のような家族の悩みに対して、疾患専門の主治医と

は違う立場で家族の悩みを傾聴し、時には必要とす

る遺伝学的`情報を提供し、また時には遺伝学的診断

法を提供し、最終的な家族の生活設計上の選択を支

援することが遺伝カウンセリングの目的である。近
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ろう次世代の子供たちに誇れるように、小児科医と

して力を合わせていくことが今後の我々に必要と言

れているのではないでしょうか。

年様々な遺伝学的診断法が徐々に保険でも対応する

ようになり、その検査前後には遺伝カウンセリング

が必要とされることが周知される様になってきた。

しかしながら遺伝カウンセリングを提供できるのは

まだ大学病院や－部の専門病院のみであり、一般に

遺伝カウンセリングの意義やアクセスについてはま

だまだと言う段階である。先天代謝異常に関する診

断、治療や時に出生前診断を含めた医療提供には、

遺伝カウンセリングとしても専門的な知識が必要と

きれるため、代謝疾`患に精通した臨床遺伝専門医の

充実が望まれるところである。

表１；代謝疾患の分類

１）

２）

アミノ酸代謝異常症；フェニルケトン尿症など

有機酸代謝異常症；メチルマロン酸血症、プロ

ピオン酸血症など

糖質代謝異常症；ガラクトース血症、糖原病な

ど

脂質代謝異常症；CPTII欠損症、ＭＣＡＤなど

核酸代謝異常症；レッシュ・ナイハン症候群など

ビリルビン代謝異常症；クリグラー・ナジャー

ル病など

銅代謝異常症；ウィルソン病、メンケス病など

ライソゾーム病

ムコ多糖症；ハーラー病、ハンター病など

ムコリピドーシス；I-cell病など

リピドーシス；ゴーシェ病、ＧＭ,ガングリオシ

ドーシスなど

糖蛋白代謝異常症；ガラクトシアリドーシス、

フコシドーシスなど

ぺルオキシソーム病；ツエルベーガー症候群、

副腎白質ジストロフィーなど

ミトコンドリア病；ＭＥＬＡＳ、複合体Ｉ欠損症

など

3）

４）

5）

6）

【患者会とともに】

先天性代謝疾患の多くは超希少疾患であり、たと

え診断にたどり着いたとしても、同じ疾患の家族と

近くで知り合うことは困難なことが多い。疾患の治

療などについては主治医に相談することが一番の解

決であるが、やはり同じ疾`患を持つ家族との出会い

はかけがえのないものである。家族を支えるものは

医療だけではなく、同じ環境にある`患者家族との出

会いは精神的な支えなど含めて重要なものであると

考える。そういうためにも、最近様々な患者会がで

きており、交流の機会や疾`患`情報の提供などについ

て有機的な活動を行っている。医療者は積極的に患

者会の活動を支援することによって、医療現場だけ

で提供できない支援活動の一助になるのではないか

と思われる。また、患者会は新規治療法の治験に関

する情報を収集し患者同士で共有したり、自治体、

厚労省に働きかけることによって、患者の福祉を向

上するために大きな働きを行ってきたものもあり、

今後も超希少疾患の将来を考える上で重要な位置を

占めると思われる。

１
１

７
８

9）

１０）

表２；保険収載された遺伝学的検査

(1)遺伝学的検査は以下の遺伝子疾患が疑われる場

合に行うものとし、‘患者１人につき１回算定で

きる。（平成24年４月改定）

アデュシェンヌ型筋ジストロフイー

イベッカー型筋ジストロフイー

ウ福山型先天`性筋ジストロフィ_

エ栄養障害型表皮水庖症

オ家族`性アミロイドーシス

カ先天,性ＱＴ延長症候群

キ脊髄」性筋萎縮症

ク中枢神経白質形成異常症（異染'性白質ジス

トロフイー）

ケムコ多糖症Ｉ型

コムコ多糖症Ⅱ型

サゴーシェ病

【そしてまだ見ぬ子らに】

小児科医として、すべての健やかな子どもも病め

る子どもも等しく幸せであることを祈らずにはいら

れない。これは疾`患を持つ家族にも同じであってほ

しいと望むばかりである。人は病めることによって

差別を受けたり、幸せを得ることができないことが

ないような社会であってほしい。しかしながら、先

天代謝疾`患の病態は様々であり、診断も治療も道半

ばである。上記のような社会は直ぐには望めない

ユートピアかもしれない。ただ、前述のようにこの

分野は進歩も急ピッチであり、－歩一歩ユートピア

に近づいていることを、これから生まれてくるであ
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・ムコ多糖症Ⅵ型:ナグラザイム（2008年薬価収載）ファブリー病

ボンベ病

ハンチントン舞踏病

球脊髄性筋萎縮症

フェニルケトン尿症

メープルシロップ尿症

ホモシスチン尿症

シトルリン血症（ｌ型）

アルギノコハク酸血症

メチルマロン酸血症

イソ吉草酸血症

メチルクロトニルグリシン血症

ＨＭＧ血症

複合力ルポキシラーゼ欠損症

グルタル酸血症Ｉ型

ＭＣＡＤ欠損症

ＶＬＣＡＤ欠損症

MTP(LCHAD）欠損症

CPTl欠損症

筋強直性ジストロフイー

隆起性皮膚線維肉腫

先天`性銅代謝異常症

色素`性乾皮症

先天`性難聴

ン
ス
セ
ソ
タ
チ
ツ
テ
ト
ナ

文献

l）日本先天代謝異常学会ホームページhttp:/／

square・umin､acjp/JSIMD／

2）ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ､ｊｆｎｍｏｒ.』ｐ／ｋｏｋｏｒｏ／

pamph/2010/2010pamph-O78pdf

3）CartierNHacein-Bey-AbinaS,Bartholomae

CC,VeresG,SchmidtM,KutscheraLVidaud

M，ＡｂｅｌＵ，Ｄａｌ－ＣｏｒｔｉｖｏＬ，ＣａｃｃａｖｅｌｌｉＬ

ＭａｈｌａｏｕｉＮ，ＫｉｅｒｍｅｒＶ，ＭｉｔｔｅｌｓｔａｅｄｔＤ，

BellesmeC，LahlouN,LefrereEBlancheS

AuditM,PayenE,LeboulchP,１，HommeB

BougneresP,VonKalleCFischerA,

Cavazzana-CalvoM,AubourgP・Hematopoietic

stemcellgenetherapywithalentiviralvector

inX-linkedadrenoleukodystrophy.、Science．

ヌ
、
不
ノ
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
マ
ミ
ム
メ
モ

2009326（5954):818-23

(2)(1)のアからクまでに掲げる遺伝子疾患の検査

は、PCR法、ＤＮＡシーケンス法、ＦＩＳＨ法又は

サザンブロット法による。（１）のケからスまで

に掲げる遺伝子疾患の検査は､酵素活性測定法、

ＤＮＡシーケンス法又は培養法による。（１）のセ

及びソに掲げる遺伝子疾`患の検査は、PCR法に

よる。

(3)検査の実施に当たっては、厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイドライン」（平成１６年１２月）及

び関係学会による「遺伝学的検査に関するガイ

ドライン」（平成15年８月）を遵守すること。

表３；酵素補充療法の対象疾患

・ゴーシエ病：セレザイム（1998年薬価収載）

・フアブリ病：フアブラザイム（2004年薬価収載）

・リプラガル（2006年薬価収載）

・ポンペ病：マイオザイム（2007年薬価収載）

・ムコ多糖症Ｉ型：アウドラザイム（2006年薬価収

載）

・ムコ多糖症Ⅱ型:エラプレース（2007年薬価収載）
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大学の窓

男女共同参画

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学分野教授新宅治夫

大学における男女共同参画は、医学系研究科では

教育・研究・診療を充実するため積極的な試みがな

されており、教員・学生の間にも徐々に浸透しつつ

ある。男女共同参画社会基本法が制定されたのは平

成１１年（1999年）でその第２条に「男女が、社会に

対等な構成員として、自らの意志によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うべき社会」と男女共同参画社会が定義され

ている。それ以後この考え方は我が国でも遥かに広

く受け入れられるようになっている。しかし欧米に

比べると大学の教員や医師の中に女,性の占める割合

が依然として低いのが現状である。これには各国、

各地域の歴史的な側面、教育、風習など様々な要素

が絡んでおり、男女共同参画への道はたやすいもの

ではない。さらに、変わらなくてはならない意識は

男』性だけでなく女`性にも存在するため、より一層き

め細かな配慮と教育が必要と考えられる。

病院勤務医の当直を含めた勤務状態の調査では、

女性の結婚平均年齢の29歳を超えても男女で全く違

いは無かったが、妊娠・出産の平均年齢である31歳

を超えると勤務医における女`性医師の割合が激減し

ていた。女`性医師の妊娠出産のための休職は当然で

あるが、実際にはほとんどが退職している実状があ

り、この対策として医師会などを中心に退職した女

性医師の職場復帰のためのリハビリメニューが準備

されるようになった。しかし、実際の利用率は３割

にも満たず一旦退職してからの復帰の難しさが明ら

かとなり、退職せずに週に１回でも外来をするなど

フレックスタイム制度を取り入れた勤務態勢の確立

が女`性医師の離職率を抑えるためには大変重要な条

件であると考えられるようになった。大学病院では

多くの女`性医師を受け入れ柔軟な勤務態勢で対応す

ることが要求されるため、院内保育所や病児保育所

の充実が必要不可欠である。大阪市立大学医学部附

属病院では医療従事者のためにもともと「院内保育

所」があったが、もっぱら看護師の利用が優先し、

医師はほとんど利用できないというのが実状であっ

た。医学系研究科では女'性研究者・医師に対してア

ンケートを行い､院内保育所の医師の利用を優先し、

かつ平成20年(2008年）には「病児保育所」がオー

プンした。もちろんこれだけでは十分とは言えず、

今後も女'性の持つ生理的なハンディや社会的な困難

を軽減する方策を取ることに引き続き優先的に取り

組む必要がある。女Ｉ性の比率を無理に引きあげるた

めの措置を行うよりは、女`性医師の働きやすい環境

を作ることが重要で、このことが医学系研究科の教

育・研究・診療レベルの向上はもちろん、医師不足

解消の方策としても重要と思われる。今後大学が中

心となり女`性にとってより働きやすい環境作りをめ

ざすことで，優れた女`性医師、教職員が増加して行

くことをめざしたい。
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診療一ロメモ

子宮頸がんワクチンとＣＲＰＳ（複合性局所疫病症候群）

ＪＲ東京総合病院副院長・小児科部長奥山伸彦

Ｉま皮膚血流の変化あるいは発汗異常を認める

④痙痛や機能障害を説明し得る他の原因が除外でき

る

の②～④を必須として診断指標を作成しました。そ

の後特異度が低いとの理由で米国で再検討されたの

を受けて、日本でも「厚生労働省CRPS研究班から

提唱された本邦版CRPS判定指標（2007)」が出来

ました。しかし、研究対象が47.8±16.0歳という、

そもそも小児を対象にしていない判定指標ですの

で、実際には、小児のＣＲＰＳを診断する指標は、上

記の診断指標以上のものはまだできていないという

のが現状です。

子どもの痛みを考えていきますと、痛みとは何か

という問題に行き当たります。1979年IASPの用語

委員会が作成した痛みの定義は、「痛みは、実質的

または潜在的な組織損傷に結びつく、あるいはこの

ような損傷を表わす言葉を使って述べられる不快な

感覚・情動体験である」という文章ですが、この情

動（emotional）という言葉は、医学的には大変理

解しにくい領域です。さらに、「痛みはいつも主観

的である。各個人は、生涯の早い時期の損傷に関連

した経験を通じて、この言葉をどんなふうに使うか

を学習している｡」と続く文で記述されていること

がらは、痛みとは組織損傷を回避する心のシステム

として発達すると言っているようです。つまりはそ

のシステムの異常がCRPSなのかもしれません。

子宮頸がんワクチンの接種後に体のあちこちに痛

みを訴える子を、その子に続いて直接診察をしたの

が３例、遠方のためメールで相談したのが数例あり

ます。ワクチンと関連がない原因不明の子を３例、

手術・帯状庖疹後１例、腰部打撲後１例と、いつの

間にか、１０例ほどの`慢`性癌痛の子を経験しています

が、実数や頻度はまったく推測できません。冒頭の

例以外は、それぞれ、検査上異常はないから問題な

いとか、ＣＲＰＳとは言えないとか、心因性・身体表

現性痙痛などと言われ、あちこちの医療機関をたら

いまわし状態となった子どもたちでした。不要な安

静と固定のために運動機能が損なわれ、薬の副作用

も絡んで、その分心因`性、あるいは転換性障害が目

子宮頸がんワクチン接種後に体のあちこちに痛み

が出ている子がいる、と紹介されたのが、２年前の

６月でした。１回目の接種後に軽く、２回目の接種

後には持続的に四肢の移動性、非対称性の痛みが出

てきたとのこと。それまでより汗をかくようになっ

たと母親が言い、本人は時々のぼせた感じになる、

と言います｡診察中にも手足を痛そうにざする姿に、

以前から診ていた数人の,慢`性痙痛の子のイメージが

重なりました。

診察上、接種部位を含め異常所見はなく、膠原病

や甲状腺などを含めた一般検査も異常はなく、さら

に鎮痛剤も無効だったのは想定内でした。痛くても

生活・運動制限はせず、好きなテニスは頑張って続

けるよう指導するとともに、いくつかの薬剤の反応

を順にみていきました｡部分的にも有効だったのは、

アミトリプチリン、ガバペンチン、カルバマゼピン

などで、なんとか日常生活を維持して２年経過しま

した。１年後に本人が「もう治った」というほど訴

えが消失したこともありましたが、その後友達の無

理解な言葉で傷ついたなど心因的要因もあって悪化

し、高校進学、そして今年の夏と再度落ち着いてき

ているのが現状です。

そもそも、世界で子どもの原因不明の四肢の痛み

が報告されたのが1951年、ＣＲＰＳ（複合性局所痒痛

症候群:当時は反射性神経血管ジストロフィーと呼

称）は1971年、線維筋痛症は1985年です。フィラデ

ルフィア小児病院のＤＤＣｈｅｒｒｙらはさらに広く

AmplifiedMusculoskeltalPainとして、分類しにく

い痛み症候群全体を捉えています。末梢性、中枢`性

の痙痛過敏性が病態の基本構造と思いますが、その

本態はまだまだ分かっていません。

1994年にIＡＳＰ（国際癌痛学会）が、神経損傷の

ないものをCRPSのtypelと分類し、

①契機となるような侵害刺激を伴う出来事や患肢の

不動化の原因がある

②原因となる出来事に比して不釣り合いな、持続痛

あるいはアロデイニアあるいは痛覚過敏が生じて

いる

③病期のいずれかの時点で、痙痛領域に浮腫あるい
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立つ子どもたちもいます。

小児のＣＲＰＳの診断は、上記のような広いＣＲＰＳ

の診断指標を参考にして、除外診断をしっかりする

必要があります。その上で、運動療法を基本（痛み

は組織損傷を反映していないので運動制限しない：

痛みを我`漫して運動しても悪くはならない)として、

必ず良くなることを言い聞かせながら、有効な薬物

療法を探っていくのが基本的な考え方だと思いま

す。もちろん局所的な所見が強く身体的な機能が大

きく損なわれる場合は、それこそ大人のペインクリ

ニックの得意なさまざまな治療が必要で、他にも整

形外科やリハビリ、心療内科、神経内科、リウマチ

膠原病科（欧米ではここが主体）など、たくさんの

スタッフの関与の中で、子どもたちの生活と身体機

能を維持していくことが、なにより重要です。

数は少なくとも、子宮頸がんを含めワクチン後の

CRPSは世界的に報告があります。昨年は韓国でイ

ンフルエンザワクチン（筋注）後の報告がありまし

た。今後日本では、接種後という時系列的な関係は

誰も否定できないのに､｢因果関係は認められなかっ

た」ということで子宮頸がんワクチン勧奨が再ス

タートするのでしょうか。とすれば、一定頻度で発

生すると思われるこのような子どもたちは、さらに

追い詰められることは必至です。このような症例が

あることが皆に共有され、しっかり診療を受けられ

て、医学的にも社会的にも認知されて初めて、再度

ワクチンを勧奨するスタートラインに立てるのでは

と私は思います。

第170回学術集会

時：平成25年１１月９日（士）午後３時～６時

場：薬業年金会館

演１．「小児感染症に関するトピックス（仮題)」

大阪府済生会中津病院臨床教育部部長安井良則先生

漬２．「次世代ワクチンとしての経鼻インフルエンザワクチン」

国立感染症研究所感染病理部部長長谷川秀樹先生

日
会
講

講
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咳嗽診療を見直してみませんか？

柏原市西村龍夫

しやすい2)3)。１つは気道全般に存在し、咳嗽の閾

値を決定するものである。ここではこのレセプター

を化学センサー（Chemosensors）と呼ぶ。カプサ

イシンやブラジキニンなどで化学センサーが刺激さ

れると、反射の閾値が下がり、咳嗽反射が起こりや

すくなる。化学センサーは気道入口（鼻腔）から深

部まで存在する。

２つめは気道の異物や過剰な分泌物を感知するた

めの触覚センサー（ExtrapulmonaryCough

Receptors）である。触覚センサーは食物によって

刺激きれないように咽頭には存在せず、咽頭以下の

喉頭や気管上部、気管支に多数存在する。喉頭以下

の空気のみが通る気道の上部に存在し、異物の誤飲

や有害物質の吸引から肺を守るために発達したもの

と考えられる。

触覚センサーは肺内には少ない。これは、食物な

どの異物が肺に到達することは極めて少なくⅦ肺内

に入ってしまえばそのまま生命が終わることが多

かったこと、肺内に異物が入ってしまうと排出は困

難となってしまうため、持続的な咳嗽刺激があれば

かえって生命の維持が困難になるため、進化の過程

で呼吸器深部のセンサーが増えなかったためと考え

られる。

これらの反射のための中枢は延髄にあり、咳嗽反

射は基本的には不随意に起こる。しかし、延髄の咳

嗽反射の中枢には大脳からの指令を受ける機構も備

わっており、咳嗽反射は随意的に起こしたり、咳嗽

をこらえたりすることもできるようになっている。

咳嗽は化学センサーの刺激と触覚センサーの刺

激、および大脳からの指令によるもののいずれかに

由来するものと考えると理解しやすい。例えば、亜

硫酸ガスなどの有毒ガスが噴出されているところに

いけば、気道に異物がなくても咳嗽反射が起こりや

すくなる。これは化学センサーが刺激され、咳嗽の

閾値が下がったことで説明される。

食物を誤飲すれば直ちに強い咳嗽反射が起こる

が、これは喉頭以下にある触覚センサーの刺激によ

るものである。なお、誤飲物が肺の近くまで入って

しまうと意外なほど咳嗽反射が起こらないことがあ

はじめに

プライマリーケアの小児科に咳嗽を主訴として受

診する患者は多い。子ども、特に乳幼児の咳嗽に対

応するには、成人とは異なる考え方が必要である。

わが国の医療制度は、自己負担が極めて低く、フ

リーアクセスかつ自由開業制という特徴を持つ。病

初期の受診が多く、さらに各医療機関が競争のよう

に治療を行うために、プライマリーケアにおいて深

刻な過剰診療となっている。このことは、軽症疾患

への抗菌薬の投与量が多く、世界でも有数の耐`性菌

の蔓延国となっていること、過剰診療に慣れた保護

者の不安感が高まることなどの弊害につながってい

る！)。

今回、小児のプライマリーケアにおける咳嗽診療

についてどのように対応すれば良いか、筆者の考え

を述べる。今後の議論の糧となれば幸いである。

咳嗽のメカニズム

そもそも咳嗽とは何だろうか？

人などの哺乳類は気道から空気を吸い、酸素を体

内に吸収し二酸化炭素を体外に排出する。人では気

道は鼻から始まり、咽頭を通る。咽頭は口から入っ

た食物も通るが、巧妙な仕組みによって喉頭から下

には空気だけが送られる。喉頭を通った空気は気管

に送られ、気管支から肺へと至る。

気道には、空気と食物とを分けて喉頭以下に食物

が入らないようにすることと、空中に含まれる様々

な有害物質を吸い込まないようにする機構が必要で

ある。咳嗽はこのような役割を担うために発達して

きた反射と考えられる。

咳嗽反射を引き起こすためのレセプターは気道全

般に存在し､様々な種類が知られている。レセプター

による咳嗽反射の制御は極めて複雑であり、人体実

験が困難であるため、多くの知見は動物実験からの

ものである。

咳嗽に関与するときれている神経端末には多数の

種類が知られているが、その多くは呼吸の制御を行

うためのものと考えられている。真に咳嗽に関与す

るレセプターは以下の２種類であると考えれば理解
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るが、呼吸器深部には触覚センサーが少ないことを

示すものである。

大脳からの病的咳嗽は心因'性咳嗽が代表的なもの

である。

咳嗽レセプターから考えると、主に化学レセプ

ターが刺激され、咳嗽の閾値が下がって出る咳嗽の

場合には乾`性咳嗽、分泌物による触覚レセプターの

刺激によるものは湿`性咳嗽となる。触覚レセプター

は喉頭から気管に多く、湿性咳嗽の多くはこの部分

の刺激であり、咽頭下部の刺激によっておう吐反射

を伴うことも多い。

その他にも、発作'性咳嗽や犬吠様咳嗽などと表現

される。発作`性咳嗽は百日咳のときに見られるが、

他にも強い咳嗽反射を来たす疾`患でも見られること

は多々あるために、疾患特異的なものではない。唯

一、犬吠様咳嗽は仮`性クループや気管軟化症に特異

的に見られるものであり、咳嗽の』性状からほぼ病因

診断が可能である4)。

③咳嗽の持続期間による分類

咳嗽の症状は遷延化することが多く、特に乳幼児

では感冒による咳嗽が２～４週間続くことは稀では

ない5)6)。海外では４週間以上続く咳嗽を慢`性咳嗽

と呼び、区別している4)。

しかし、我が国では医療制度の問題から早期受診

が多く、４週間で区切るのは実情に合わないと思わ

れる。持続期間が２週間以内であれば急'性咳嗽、２

週間以上続く咳嗽を遷延’性咳嗽とし、４週間以上を

`慢↓性咳嗽と分類するのが良いと思われる。

病的な咳嗽とは

人間の気道には常に分泌物が存在する。健康時で

も分泌物の量が咳嗽レセプターの閾値を超えれば咳

嗽反射が誘発されるため、日に何度かの咳嗽は正常

と考える。病的咳嗽とは咳嗽の質的、量的な異常を

認める場合である。質的異常は過剰な分泌物を伴う

咳嗽や､犬吠様咳嗽などの疾患特異的な咳嗽である。

量的異常は咳嗽の回数が健康時に比し過剰に増えた

場合である。

咳嗽の鑑別

小児科外来で咳嗽をどのように扱うかは、明確な

原因があるかどうか、咳嗽の｣性状､症状の持続期間、

で判断するのが便利で実践的である。

①咳嗽の原因による分類

病歴や診察によって明らかな診断がつく咳嗽は、

疾患特異的咳嗽と呼ぶ。明らかな感冒や気管支喘息

の発作、急`性肺炎による咳嗽などである。しかし、

実際の臨床の現場では、原因が特定できない咳嗽も

多い。このような咳嗽を非特異的咳嗽とする。

②咳嗽の性状による分類

咳嗽は主に湿性咳嗽と乾性咳嗽に分類される。湿

性咳嗽は、咳反射のときに痩の排出を伴うもので、

気道分泌物が多い場合に見られる。いわゆる「空せ

き」で、濁った音の無いものが乾J性咳嗽である。湿

`性咳嗽と乾』性咳嗽は単に気道分泌物の量を反映して

いるもので、明確に分類できるものではなく、湿J性

か乾性かのみで咳嗽の原因を突き止めることはでき

ないことに注意が必要である。図に湿`性か乾`性かで

考える疾患の概念図を示す。

DrycoughWetcough

プライマリーケアでの咳嗽の対応

言うまでもなく咳嗽は気道の異物や過剰な分泌物

を外に排出するための反射である。咳嗽を止めるこ

とは生体にとって不利益であるため、“咳を止める

こと，，に主眼において治療すべきではない。まずは

咳嗽の原因の検索を行い、呼吸困難や深部感染症な

どのリスクを評価するのが第一である。

疾患特異的咳嗽は原疾患の治療が優先されるた

め､各疾患毎に論じれば良い｡ここではプライマリー

ケアの現場で非特異的咳嗽にどのように対応するの

か、当院での考え方を紹介する。

①急'性咳嗽

急`性咳嗽の対応は、肺炎などの深部感染症と呼吸

困難のリスクの評価をすることが最も重要である。

高熱で全身状態が不良な場合、血液検査でＣＲＰな

どの炎症反応の急激な上昇がある場合には胸部レン

トゲン検査を行い、肺炎の有無のチェックを行う。

咳嗽が犬吠様であれば仮』性クループを考え、夜間の

呼吸困難に注意する。軽度の呼吸困難は診察のみで

は診断できないこともあり、ＳｐＯ２の値も参考にす

lJJ蕊;!;iii繍

蕊j蕊

蟻
心因性咳嗽

気管支端息刀ＩｌｌｌｌＴｌｌｌｉ:蕊ｉｊｌｉ篭識|Ｉ□lLillli議議i雲蕊
気管支炎蕊塗塁蕊１』戸口勵品

Barkingcough

図咳嗽の性状から考える疾患
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'よ血液検査で診断が可能であるが、抗体価が上がっ

ていることが直ちに感染と判断すべきではない。抗

体価の解釈は慎重に行う。またマイコプラズマ抗体

価を測定する迅速検査キットは疑陽』性が多い。

感染症やアレルギーの他にも、気道異物、胃食道

逆流現象、家庭内の喫煙による咳嗽などを鑑別する

必要がある。成人と異なり、腫瘍』性疾`患、心不全、

薬物等が原因となることはほとんどないが、鑑別診

断の一つとして忘れてはならない。

器質的疾患が除外される場合、心因'性咳嗽やチッ

クによる咳嗽を考える。これらの咳嗽は日常診療で

も比較的頻繁に見られ、乾性咳嗽であり、夜間睡眠

時には消失することで容易に診断ができる。

最終的に診断がつかない場合､治療的診断を行う。

咳嗽が湿性なら抗菌薬を投与、乾性なら吸入ステロ

イドを使用し、経過観察を行う。

べきである。

深部感染症や呼吸困難を伴わない非特異的咳嗽の

多くは上気道のウイルス感染症によるものである。

原則として治療の必要はなく、経過観察のみで良い。

咳嗽が強い場合､しばしば保護者は不安を訴えるが、

咳嗽の強さと疾患の重症度は相関しないことに注意

が必要である。

当院では湿,性咳嗽が強い場合には咳嗽時のハチミ

ツの頓服使用を行っている7)。また、咳嗽により夜

間不眠を訴える場合には、副反応としての眠気を期

待して抗ヒスタミン剤の眠前投与を行うこともあ

る。

②遷延性咳嗽

まずは丁寧な診察により、咳嗽の原因を探る。明

らかな原因のない遷延性咳嗽は、年齢によって対応

が異なる。乳幼児の遷延性咳嗽の多くはウイルス感

染症とそれに続発する鼻副鼻腔炎によるものであ

る。特に保育所などで集団生活を送っている乳幼児

は、耳鼻咽喉科領域の感染症に頻繁に罹患する。聴

診のみで判断せず、鼻腔所見、鼓膜所見を必ず確認

する。乳幼児で中耳に貯留液を認めれば鼻副鼻腔に

も貯留液が存在すると考えて良い8)。

年長児では感染症よりむしろアレルギーによる咳

嗽が多くなる。概ね４歳を過ぎればアレルギー検査

を行い、原因を探ることが必要になってくる。

③慢性咳嗽

非特異的咳嗽が４週間以上続き慢`性咳嗽と判断す

れば、原因の精査が必要である。まずは結核の鑑別

が必要となる。接触歴の既往の確認と、場合によっ

ては胸部レントゲン検査、ツベルクリン反応の検査

を行う。アレルギーによる咳嗽の中では、気管支喘

息やアレルギー』性鼻炎、アレルギー性喉頭炎などに

よるものがある。湿'性咳嗽はアレルギー性鼻炎によ

る咳嗽、犬吠様であればアレルギー性喉頭炎、発作

』性の喘鳴や呼吸困難の症状があれば気管支喘息と診

断できるが、喘鳴を伴わない慢性咳嗽の原因が気管

支喘息であることは少なく、上気道のアレルギーが

原因となる方が多い。咳喘息（coughvariant

asthma）という概念もあるが、診断には慎重であ

るべきである。学童期の児で乾'性咳嗽が８週間以上

続く場合には将来の気管支喘息の発症リスクが有意

に高い9)。この場合には咳喘息として扱うのが適当

と思われる。

結核以外の感染症ではマイコプラズマやクラミジ

ア、百日咳菌の感染などで咳嗽が遷延する。これら

咳嗽のガイドラインの必要性

小児のプライマリーケアを咳嗽で受診する`患者は

多い。わが国ではプライマリーケアの教育システム

はうまく稼働しておらず、咳嗽患者にどのように対

応するのか系統だった教育を受けた者はほとんどい

ないものと思われる。それぞれの医師が自分なりの

理屈で診療し、投薬を行っているのが現状である。

咳嗽の診療があまりにも医療者によって異なるた

め、患者は戸惑うことが多い。患者は小児科医のこ

とをエキスパートと思っているが、それぞれのエキ

スパートから異なる見解を聞かされると不信感や不

安感の原因となるであろう。

現在、咳嗽や気管支喘息、肺炎など、多くの呼吸

器疾患に対しガイドラインが示されている。しかし、

これらは全てspecialistの視点からのものであり、

診断ではなく、治療に主眼が置かれている。プライ

マリーケアでは「どの`患者を治療するか」が重要で

あり、治療より診断や判断が優先されるべきである。

特にわが国のような医療制度では､ガイドラインは、

generalistの視点で“過剰診療をいかに抑制するか”

を目的にすべきであると思われる。

ほとんどの咳嗽は自然に治癒する。また、多くの

咳止めの治療にはエピデンスがなく、乳幼児にとっ

ては有害でしかない。しかし、そのことを患者に伝

え、治療することなく経過を見る医師は少ないので

はないだろうか。今回の拙文が現在の咳嗽診療に一

石を投じるものになることを期待する。
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文献

l）西村龍夫．小児プライマリーケアにおける抗菌

薬適正使用について－プライマリーケアの治

療を考え直そう．日児誌2010;114:1357-1366

2）CanningBJAnatomyandneurophysiologyof

thecoughreflex:ACCPevidence-basedclinical

practiceguidelines・Chest､2006;129:33S-47S

3）MazzoneSBAnoverviewofthesensory

receptorsregulatingcoughCough2005;l:２

４）ＣｈａｎｇＡＢ，GlombWBGuidelinesfor

evaluatingchroniccoughinpediatrics：ACCP

evidence-basedclinicalpracticeguidelines

Chest2006;l29260S

5）ＨａｙＡＤ,etaLThenaturalhistoryofacute

coughinchildrenagedOto4yearsinprimary

care：asystematicreviewBrJGenPract、

2002;52:401-9.

6）ＨａｙＡＤｅｔａＬＴｈｅｄｕｒａｔｉｏｎｏｆａｃｕｔｅｃｏｕghin

pre-schoolchildrenpresentingtoprimarycare：

ａｐｒｏｓｐｅｃｔｉｖｅｃｏｈｏｒｔｓｔｕｄｙ・ＦａｍＰｒａｃｔ、

2003;20:696-705.

7）PaulIM,BeilerJ,McMonagleAetaLEffectof

Honey，Dextromethorphan，andNoTreatment

onNocturnalCoughandSleepQualityfor

CoughingChildrenandTheirParents、Arch

PediatrAdolescMed2007;161:1140-1146

8）西村龍夫.鼻副鼻腔炎の治療管理：小児科医の立

場から小児科2009;50:1405-11

9）NishimuraH,ｅｔａＬＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎ

ｂｒｏｎｃｈｉａｌｈｙｐｅｒｒｅｓｐｏｎｓｉｖｅｎｅｓｓａｎｄ

ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆａｓｔｈｍａｉｎｃｈｉｌｄｒｅｎｗｉｔｈ

ｃｈｒoniccoughPediatrPulmonol､2001;31:412-8.
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特異的IgE抗体検査における測定法の比較検討

八尾市木村三郎

最近当科での血中抗原特異的IgE抗体（以下、

RＡＳＴ）検査の測定法が、従来我が国で汎用されて

いるファディア社イムノキャップ特異的IgE（以下、

CAP法）からシーメンス社イムライズアラスタッ

トIgEⅡ（以下､アラスタット法）に変更されました。

その結果アラスタット法で測定されたＲＡＳＴ値が

CAP法の測定値に比べてかなり高い印象を受けた

ため、Ｎ社に依頼して両測定法の比較検討を行いま

した。

対象は無作為に選んだ23例（年齢４か月～４歳４

か月、平均１歳４か月、男12例）で、卵白、牛乳、

小麦に対するＲAST値をＣＡＰ法およびアラスタット

法で測定しました。結果、全体にアラスタット法の

ＲＡＳＴ値がCAP法よりも高く卵白で顕著な傾向が認

められ（図１～３)、他の報告と同様でしたが、小

麦ではアラスタット法がCAP法よりも低値で（図

４)、アレルゲンによって両法問の相関に一定の傾

向はありませんでした！)-4)。
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測定法の変更に伴う日常診療での問題点として

は、ｌ）同一患児において前回の測定値との比較が

困難であること、２）病診連携しているアレルギー

専門医（医療機関）がほとんどCAP法を採用して

いるため円滑に連携し難いこと､3）プロバビリティ

カーブなどCAP法によるＲＡＳＴ値に基づいて作成さ

れた資料が利用できないことなどが挙げられます5)。

現在当科では測定法をＣＡＰ法に戻していますが、

RAST値を評価する際には測定法を確認しておくこ

とが極めて重要であると考えています。また、アレ

ルゲンによって両測定法の相関関係は傾向が異なる

ため更なる検討が望まれます。

稿を終えるに当たり、ご校閲頂きました大阪府立

呼吸器・アレルギー医療センター亀田誠先生に深謝

いたします。

2）HamiltonRGetalExtensionoffoodallergen

specificIgErangesfromthｅｌｍｍｕｎｏＣＡＰｔｏ

ｔｈｅｌＭＭＵＬＩＴＥｓｙｓｔｅｍｓ・AnnAllergyAsthma

ImmunoL2011;107:139-44

3）ＷａｎｇＪ,etaLCorrelationofserumallergy

（IgE）testsperformedbydifferentassay

Systems・JAllergyClinlmmunol2008;121：

1219-24.

4）長尾みずほ、他．アラスタット３gAllergyとイ

ムノキャップ⑰によるアレルゲン特異的IgE抗体

測定値の比較：反復喘鳴を呈した乳幼児におけ

る検討．日小ア誌２０１３；２７：170-8.

5）厚生労働科学研究班．食物アレルギーの診療の

手引き2011.

文献

l）佐藤香奈子．アレルギー疾患患者における血中

特異IgE測定キット2法の評価検討．医学検査

２０１０；５９：929-35

第３３回大阪小児科医会公開講座

日時：平成25年１０月26日（士）午後２時～４時３０分

会場：貝塚市立西小学校

メインテーマ「安心して子育てを楽しむために」

講演ｌ：「知ってて得する病児への対応～今日からの育児に役立つ豆知識～」

大阪小児科医会）'１崎こどもクリニック川崎康寛

講演２：「おうちの中にも危険がいっぱい～家庭内事故の予防を考える～」

大阪小児科医会くぼこどもクリニック久保和毅

講演３：「たくざんのワクチンどう受けたらいいの？」

～乳幼児期に受けるべき予防接種について～

大阪小児科医会市川小児科市川正裕

リズム：「親子で笑顔になろう！～ベビーダンスと親子で楽しむふれあいあそび～」

ベビーダンス講師木藤順子先生

ふれあいあそび講師ＮＰＯ法人え－ろ
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公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

〒530-8480大阪市北区扇町2-4-20
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まずは北野病院の歴史を簡単に説明させていただ

きます。

大阪の実業家、田附政次郎氏が1909年に膿胸を患

われ、京都大学医学部で手術を受けられて全'快しま

した。感謝された田附氏は「最高の医療を大阪の地

に」と多額の私財を京都大学に寄付され、それをも

とに大正14年（1925年）財団法人田附興風会医学研

究所が京都大学医学部内に設立されました。この行

為に共感された大阪市から用地の提供をうけ、昭和

３年（1928年）にこの研究所に附属する病院として

誕生し、当時の関一市長より北野病院と命名され

ました。その後､増築に増築を重ねて昭和56年(１９８１

年）に741床の総合病院となりました。しかし、建

物の老朽化が進み、平成１３年９月（2001年）に旧来

の北側の土地に新築移転し、最新の設備、医療シス

テムを備えた病院（25年より699床）に生まれ変わ

りました。

小児科外来は２階のＢブロックにあり、外来診療

は５～６診体制で行なっています。小児科常勤ス

タッフは秦大資（Ｓ59年卒主任部長、日本小児

科学会認定専門医、日本アレルギー学会認定指導

医)、渡辺健（Ｓ61年卒循環器部門部長、日本

小児科学会認定専門医、日本小児循環器学会認定小

児循環器専門医)、羽田敦子（Ｈ１年卒感染症部

門部長、日本小児科学会認定専門医、日本感染症学

会感染症指導医・専門医、infectioncontroldoctor、

日本小児科医会子どもの心相談医)､塩田光隆（Ｈ

７年卒血液・腫瘍部門部長、日本小児科学会認定

専門医、日本血液学会認定血液専門医、曰本がん治

療認定医機構がん治療認定医)、水本洋（Ｈ１１年

卒新生児部門部長、日本小児科学会認定専門医、

ＮＣPＲ（新生児蘇生法）コアインストラクター、日

本周産期新生児医学会認定周産期(新生児)専門医)、

吉岡孝和（Ｈ８年卒副部長、日本小児科学会認定

専門医、日本アレルギー学会認定専門医)、山下純

英（Ｈ１０年卒副部長､日本小児科学会認定専門医、

専門:内分泌･代謝)、熊倉啓（Ｈ１2年卒副部長、

日本小児科学会認定専門医、日本小児神経学会認定

小児神経科専門医、日本てんかん学会認定てんかん

専門医)、内尾寛子（Ｈ１6年卒副部長、日本小児

科学会認定専門医、専門：新生児・未熟児)、中田

昌利(Ｈ１9年卒医員、日本小児科学会認定専門医)、

ii<ii雲jI11：

ＮｌＣＵ

明石良子（Ｈ１9年卒医員、日本小児科学会認定専

門医)、三上真充（Ｈ２0年卒医員)、後期研修医１４

名の総勢26名です。一般小児科だけでなく小児アレ

ルギー・免疫、循環器、感染症、血液・腫瘍、未熟

児・新生児、神経、内分泌・代謝等の疾`患につき各

小児科専門医が揃っており、午後に専門外来を開き、

最先端の医療を提供できるよう努力しております。

病床は一般病床38床（内準PICU４床）と

NICU１２床、ＧＣＵ６床の計56床となっております。

４人部屋の総室はゆったりとした配置となってお

り、また、円筒形の建物の利点を生かして、内側の

２床にも窓が配置されており、‘愚考ざんにも高い評

価をいただいております。

昨年１年間の入院患者数は2,722名(一般病棟2,422

名､NICUGCU300名､内時間外緊急入院1,444名)、

小児外科入院305名を合わせると合計3,027名、一日

外来平均`患者数は125人です。学術面、教育面は特

に力を入れており、院内での症例検討会、抄読会に

加え、各種の学術講演会を開催しております。また

学会発表、論文発表を積極的に行っており、最近５

年間の英文論文発表は30編、年平均６編です。

２４時間365日小児科医が２名から４名体制で救急

当直、ＮＩＣＵ当直を行い、断らない医療を実践して

おり、また病棟に準ＰＩＣＵ４床も備えておりますの

で重症`患者さんの受け入れも可能です。日勤帯は医

局秘書（ＴＥＬ：06-6312-8824夜間は自動的に守衛

室に転送されます）に連絡していただければ、もっ

とも確実につながります。午後の専門外来への御紹

介の場合は地域医療サービスセンター（ＴＥＬ：
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地域医療、小児医療の発展に努力いたす所存です

ので､御指導､御支援よろしくお願い申し上げます。

06-6131-2955、ＦＡＸ：06-6312-8620）に御連絡いた

だければ幸いです。

外来担当表

月 火 水 木 金 士

午前ｌ診 秦 羽田 塩田 秦 羽田 交代

２診 吉岡和 熊倉 明石 吉岡和 塩田 １，４熊倉

３診 水本 中田 三上 内尾 明石 交代

４診 交代 壹岐 金子 太田 本田 宮本

５診 中井 福山 田中 小児外科

循環器

(胎児エコー

渡辺）

６診 伊藤由 高折 岩崎 伊藤由

午後ｌ診
血液

(塩田）

循環器

(渡辺）

腎臓・夜尿

(羽田）
乳児健診

循環器

(渡辺）

２診
内分泌

(山下）
森嶋

アレルギー

(吉岡和）

新生児

(水本）

アレルギー

(秦）

３診 内尾 明石 中田
神経

(熊倉）

神経

(熊倉）

４診 金子 本田 壹岐

内分泌

１，３，５山下

２，４河丼

三上

５診 小児外科 小児外科 １，３，５福山 小児外科

６診
１，３，５中丼

２，４太田

検診部 予防接種 予防接種
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社会医療法人生長会阪南市民病院
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〒599-0202大阪府阪南市下出１７

電話：O72-471-3321FAX：072-461-6543

ＭＭＩ、８MＨ
￣

小児科部長

赤井美津代先生

三~基盤■唖認蕊塾囲睡■■■■■■■■
1$反1輸市｢』篭掘卵耀へのうを遡堕アクセス
斌攻:MWNU本線砥蛸釈《特急停璽釈）下旗山側へ1.1歩５分

摩:≦霊夢瀧襲襄墨;雪練綱へ肌下出交差禽柵恢
潔窒實語織碆騨:`柵純へ進み･黒鬮交差鐡蜜折

爵懲２６

－１￣
鮫和自動五五
鍾濠インンター
（和歌山力闘〉

阪和自動正道
泉南インター
（大纏方鰯）
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金曜の午前中と月、金の午後)、専門外来として和

歌山県立医科大学から鈴木啓之准教授（循環器外来

毎週水曜日)、吉川徳茂教授（腎外来偶数月第

３火曜日)、和歌山労災病院から檜皮谷朋子（発達

外来第２，３木曜日）に担当していただいており

ます。

午後からは、主に、,慢性疾`患の診療、予防接種、

健診などを行っています。`慢』性疾`患としましては、

鈴木准教授に循環器外来で川崎病や先天'性心疾患の

経過観察を行っていただいている他、てんかんで加

療中の方が約40名、低身長で成長ホルモン投与中の

方が約１５名おられ、赤井が担当しています。

当院の外来の特徴は、かかりつけ医からご紹介い

ただいた`患者様への二次医療の提供、慢性疾,患の子

どもさんへの定期観察と幅広く、女医が多いという

特徴から地域の子育て中のご両親の悩みに、きめ細

やかな対応を行っています。

一方､時間外の救急医療はマンパワーの問題から、

あまり十分な対応をできていないのが現状です。微

力ではありますが、泉州小児輪番病院に参加きせて

いただき、第５土曜日を担当しています。また､ハッ

ピーマンデーを含めて月曜日が祝日となり、３連休

となる場合に曰曜日を特診日として９：００～１５：００

の診療を行っています。それ以外の時間は､泉佐野・

熊取・田尻休日診療所、泉州北部小児初期救急広域

センター、泉州小児輪番病院を受診していただいて

おり、医師会、大阪小児科医会、小児輪番病院の諸

先生方に大変お世話になっております。この場をお

借りいたしまして厚く御礼申し上げます。

病院概要

阪南市は大阪府の市の中で最も新しい市で、泉南

地域に属し、大阪市の中心部から約45km、和歌山市

の中心部からは約１０kmの位置にある、人口５万６千

人の小さな市です。当院は南海本線の急行停車駅、

尾崎駅から徒歩５分、阪和自動車道の阪南IC、泉

南ICから１０分というアクセスで和歌山県からの交

通の便がよいところに位置しており、以前から、主

に和歌山県立医科大学の関連病院として診療を行っ

ていました。

昭和28年、尾崎病院として診療開始、昭和36年、

公立尾崎病院、平成３年、市制施行により、阪南市

立病院と改称されました。平成１９年、医師の退職が

相次ぎ、病院存続の危機に立たされましたが、平成

23年４月に、指定管理者制度を導入し、経営母体を

変えて、公設民営の「社会医療法人生長会阪南市

民病院」として生まれ変わりました。その後、平成

25年４月には185床の総合病院として、新病院が完

成しました。現在、診療科は13科、常勤医師数は、

まだ流動的でありますが、泉州南部における公的中

核病院として、一般急性期医療とともに亜急`性期、

回復期医療の機能も強化し、病院理念である「ゆき

届いたサービス」を提供できるように態勢を整えて

いこうとしています。

小児科診療

小児科医師は常勤３名で、赤井美津代、市川由香

里、扇本真治、非常勤医師として、中森幸絵、濱

武継、津野嘉伸が一般小児科診療を担当（月曜から

；懸〆'鰯露

１
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外来１ 小児科外来２
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－病院紹介記

診療を続けてまいりました。小児科外来が維持でき

ましたのも、皆様のご支援とご協力のおかげと感謝

いたしております。今回、新病院を紹介きせていた

だけることになり、以前のことを考えると夢のよう

です。新病院は、公的病院として地域のニーズに積

極的に取り組み、民間経営としてフットワークと効

率の良さを十分に発揮して、公設民営の利点を十分

に生かしております。その中で、小児科は現状に甘

えることなく日々精進し、皆様に信頼していただけ

るように努力してまいりますので、今後ともご指導

のほどお願い申し上げます。

小児科病棟は４階のＨＣＵとの混合病棟で小児科

の病室としては、個室３室、４人部屋２室がありま

すが、現在の平均入院数は５，６人で４人部屋を個

室のように使用しています。地域の先生方の入院依

頼にはできるだけお応えしようとしていますが、感

染症による急性期疾患が多いため、今後のシーズン

には病床運用はかなり厳しくなりそうで、ＨＣＵや

他病棟の個室をお借りしてしのいでいかなければい

けないかと思っています。新館には、病棟内にプレ

イルームが併設され、慢性疾患の入院も積極的に受

け入れていきます｡病棟スタッフの｢ゆき届いたサー

ビス」は、退院時のアンケートでもいつもお褒めの

言葉をいただいております。また、他科との連携も

スムーズで、リハビリテーション（ＰＴ、ＳＴ、

ＯＴ)、薬剤科、栄養科、ＭＳＷなどが患者様に積極

的にかかわってくれています。新生児医療は平成１５

年に産婦人科が廃止されてからは行っておりませ

ん。現在、地域で切望されている、在宅高次医療を

受けておられる子どもさんのレスパイト入院も前向

きに取り組むべく、準備を進めていこうとしていま

す。

新館になってからまだ数か月で、試行錯誤の状態

ではありますが、しっかりしたシステムの構築と柔

軟な対応で地域のニーズに対応してまいりたいと思

います。

：篝i蕊i瀞iiiiiili;iiiiliii1l蕊fi謬塞I2iiI鑿

おわりに

平成20年、阪南市立病院が「存続の危機」と新聞

に取り上げられてから、微力ではありますが地道に
病棟プレイルーム２

Ｈ１議蕊l(上醗；
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小児科診療予定表

月 火 水 木 金

午前診

l診

９：００ ＝、￣

診察開始

９

2診
●

● 0０ ￣、￣

診察開始

赤井

中森

中森 赤井

循環器クリニック

(予約）

鈴木啓

慣 津野

午後診

一般外来

１３：３０～

診察開始

専門外来

(予約）

ワクチン

(予約）

市)1１

赤井

１５：００ ￣、－ １６：００

受付１４：３０

赤井

１４：００～１５：００

受付１３：３０

扇本／市川

(乳児後期健診）

赤井

１４：００～１５：００

受付１３：３０

檜皮谷

(月２回）

(発達外来）

扇本

赤井

受付時間
午前診…月曜日～金曜日午前８時～午前１１時30分迄受付

午後診…月曜日・金曜日午後１３時～午後15時迄受付
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地域研究会の紹介

３－１会（枚方 交野小児懇話会）●

寺嶋一塚田こどもクリニック塚田周平

Discussionや、現在幹事の寺嶋先生（札幌医大出身）

のケニヤでのJICAのProjectの話や、当番幹事の裁

量で心身症、二分脊椎、形成外科疾患などのトピッ

クスを院内や関連病院の先生にお願いしています。

最近では泌尿器疾患の診断と治療（奈良医大泌尿器

科、青木先生)、小児と放射線被爆（関西医大核医

学科、河先生）などの講演が行われました。

同じ北河内で小児科の臨床を担う医師が開業、病

院を問わず一堂に会して今後の診療に役立てようと

頑張っています。最近の参加者は一般開業医が１５～

１８名、病院勤務医が18～20名で総勢30～40名に及ん

でいます。今後とも枚方、交野を中心とした先生方

の協力を得てこの会を発展させて行きたいものだと

思っています。興味をもたれて参加しようと思われ

る先生方は寺嶋一塚田こどもクリニックまで一報く

だされば案内状を郵送きせていただきます。尚、本

懇話会は平成８年より日本小児科学会専門医認定制

度の研修会として認可を受け、出席することにより

３単位の加算（現在は２単位）が認められています

平成３年、当時の大林小児科大林先生（現在すこ

やか小児科）の肝煎りで始められた。名前の由来は

３か月に一度開催するということを目標にした命名

であったが、実際は１年に三回開催することとなっ

て現在に至っています。平成25年６月の時点で60回

を数えておりよく続いたなあと感慨深く思われま

す。初回から第29回（平成13年）までは、枚方市民

病院（山城、小國先生)、関西医大男山病院（杉本

先生)、星ケ丘厚生年金病院（奥田、塚田）の持ち

回りで進められました。それぞれが大阪医大、関西

医大、奈良医大と大学の関連病院であったり、付属

病院であったりするので当番病院になって発表する

際には、他流試合に望むような緊張感があったのを

覚えています｡第29回を限りに男山病院が勇退され、

又、この頃より大林先生が大阪小児科医会会長の任

務に加えて日本小児科医会副会長となられ多'忙とな

られたため、寺嶋一塚田こどもクリニック寺嶋、塚

田で幹事を引き受けて継続してきました。また、第

34回、３７回と関西医大付属香里病院（安原先生）に

参加して頂きその香里病院の閉院後、第40回（平成

18年）より新しく枚方の地に新築された、関西医大

枚方病院が金子教授の協力の元に参加されることと

なりました。この際に幹事も我々２名に加えて関西

医大枚方病院（蓮井先生から野田先生)、枚方市民

病院（田邊先生から岡空先生)､星ヶ丘厚生年金（澤

本先生から中島副院長)、開業医では卯西先生、田

邊先生そして会計監査は大林先生にお願いいたして

おります。

昨今スポンサーとしての製薬会社の協力が得られ

にくく第41回から第50回まではアステラス、第５１回

(平成22年）よりグラクソ、大正富山、塩野義、

ＭＳＤの４社で持ち回りとし、第61回より特別講演

も５回に１回から７回に１回と回数を減らして、講

演会の案内も葉書からFaxやメーリングリストを利

用するなど節約し、また会費も300円から500円に値

上げして何とか自前の研究会を自前で運営すべ〈頑

張っています。

演題は各病院の臨床症例やReview物が中心です

が、時には境界領域である耳鼻科の先生方との

寺嶋一塚田こどもクリニック

塚田周平tsukashu＠athena・ocn・nejp

寺嶋秀幸kf4h-trsm＠asahi-netDrjp
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ベッドサイドメモ

インフルエンザワクチン株の変遷

インフルエンザワクチン製造に使用されるウイルス株は、現在ＷＨＯが北半球、南半球に分けて

シーズンの半年以上前に推奨株を提示し、それをもとに各国が検討して決定されている。基本とし

て、Ａ型としてＨｌＮｌ、H3N2の２亜型、そしてＢ型の３抗原がワクチン製造に利用される。今シー

ズンは、Ｂ型はＷＨＯにより２亜型が推奨されたが日本国内の流行状況やワクチンに入れられる抗

原量の上限などを勘案してｌ亜型のみ採用されている。

インフルエンザウイルス株は分離された場所や年度によって命名分類されている。表に示した如

く、「Ａ，ＢＣのいずれの型か」「分離された生物種（ヒトの場合は省略)」「分離された場所」「分

離された順」「分離きれた年度（1999年までの場合は西暦の下２桁、2000年以降は西暦の４桁)」の

順に記載し、Ａ型の場合は、最後に括弧内にＨＡ（ヘムアグルチニン）とＮＡ（ノイラミニダーゼ）

の抗原型を書く形で表される。

ＨｌＮｌとH3N2とを比べてみると、前者の方が推奨株の変化が少ない。すなわち、ウイルスの変異

のスピードが遅くなっている（変異が行きついている？）ことを示唆しているとも考えられる。一

方で、Ｂ型は流行を読んで推奨株を変化させているのであるが、毎年のように変化させても、流行

をなかなかカバーしきれていないという状況にも見える。

（川崎康寛）



児科医会会報大阪 小2０１３．１０ 5９

：

鰐
シーズン Aソ連型／新型（ＨｌＮｌ） A香港型（Ｈ３Ｎ２）

B型

1Ⅱ形系統 ﾋﾞｸﾄﾘｱ系統

1989/1990 A/山形/120/86(ＨｌＮｌ） A/四)||/2/87(H3N2） B/山形/16/8８ B/愛知/5/8８

1990/1991 A/山形/120/86(ＨｌＮｌ） A/貴州/54/89(H3N2） B/香港/22/8９ B/愛知/5/8８

1991/1992 A/山形/32/89(Ｈ１Ｎｌ） A/北京/352/89(H3N2） Ｂ/バンコク/163/9０

1992/1993 A/山形/32/89(ＨｌＮｌ） A/北京/352/89(H3N2） B/バンコク/163/9０

1993/1994 Ａ/山形/32/89(ＨｌＮｌ） A/北九州/159/93(H3N2） B/バンコク/163/9０

1994/1995 Ａ/山形/32/89(ＨｌＮｌ） A/北九州/159/93(H3N2） B/三重/l/9３

1995/1996 Ａ/山形/32/89(ＨｌＮｌ） A/北九ｿ､ﾄ|/159/93(H3N2） B/三重/l/9３

1996/1997 Ａ/山形/32/89(ＨｌＮｌ） A/武漢/359/95(H3N2） B/三重/l/9３

1997/1998 Ａ/北京/262/95(ＨｌＮ１） A/武漢/359/95(H3N2） B/三重/l/9３ B/広東/05/9４

1998/1999 Ａ/北京/262/95(ＨｌＮｌ） A/シドニー/5/97(H3N2） B/三重/l/9３

1999/2000 Ａ/北京/262/95(ＨｌＮｌ） A/シドニー/5/97(H3N2） B/山東/7/9７

Ａ/ニューカレドニア/20/9９

(ＨｌＮｌ）
A/パナマ/2007/99(H3N2） B/山梨/166/9８

2001/2002
Ａ/ニューカレドニア/20/9９

(ＨｌＮｌ）
A/パナマ/2007/99(H3N2）

B/ヨハネスバーグ

/5/9９

2002/2003
Ａ/ニューカレドニア/20/9９

(ＨｌＮｌ）
A/パナマ/2007/99(H3N2） B/山東/7/9７

2003/2004
Ａ/ニューカレドニア/20/9９

(ＨｌＮｌ）
A/パナマ/2007/99(H3N2） B/山東/7/9７

2004/2005
Ａ/ニューカレドニア/20/9９

(ＨｌＮｌ）

Ａ/ワイオミング/3/2003

(Ｈ３Ｎ２）
B/上海/361/2002

2005/2006
Ａ/ニューカレドニア/20/9９

(ＨｌＮｌ）

Ａ/ニューヨーク/55/2004

(H3N2）
B/上海/361/2002

2006/2007
Ａ/ニューカレドニア/20/9９

(ＨｌＮｌ）
A/広島/52/2005(H3N2）

Ｂ/マレーシア

/2506/2004

2007/2008
A/ソロモン諸島/3/2006

(ＨｌＮｌ）
A/広島/52/2005(H3N2）

Ｂ/マレーシア

/2506/2004

2008/2009
Ａ/ブリスベン/59/2007

(ＨｌＮｌ）

Ａ/ウルグアイ/716/2007

(H3N2）
B/フロリダ/4/2006

2009/2010
Ａ/ブリスベン/59/2007

(ＨｌＮｌ）

Ａ/ウルグアイ/716/2007

(H3N2）

Ｂ/ブリスベン

/60/2008

2010/2011
Ａ/カリフォルニア/7/2009

(ＨｌＮｌ)pdm

Ａ/ビクトリア/210/2009

(H3N2）

Ｂ/ブリスベン

/60/2008

2011/2012
Ａ/カリフォルニア/7/2009

(ＨｌＮｌ)pdmO9

Ａ/ビクトリア/210/2009

(H3N2）

B/ブリスベン

/60/2008

2012/2013
Ａ/カリフォルニア/7/2009

(ＨｌＮｌ)pdmO9

Ａ/ビクトリア/361/2011

(H3N2）

Ｂ/ウィスコンシン

/01/2010

2013/2014
Ａ/カリフォルニア/7/2009

(X-l79A）（ＨｌＮｌ)pdmO9

Ａ/テキサス/50/2012（Ｘ‐

223）（H3N2）

B/マサチュセッツ

/2/2012(BX-51B）
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想随

ました。頂上付近は大変寒かったのですが、友人は

半そでのランニング－枚で寒そうにしていました。

話を聞くと近くにいた子供が寒そうだったので、上

着を貸してあげたのだとのこと。この友人はそうい

う男です。さすがに頂上の火口には夏でも残雪があ

りました。

富士山は火山灰でコークスを積み上げたその上を

歩く感じでした。樹木も無く、ただ茶色の山です。

最後の日にやっと眼下の雲の中からご来光を拝み、

初めて見る光景に感激いたしました。当時、登山の

人数はよく覚えていませんが、写真で見る限り我々

のグループ以外に２～３人しか映っておりません。

しかし、この山は登る山ではなく、遠くから眺める

山だということを改めて感じました。下山してきた

とき、「こんな山でよく３日も泊まったな」と、先

生に冷やかされ笑われました。

富士登山から先生の宿に帰り、近くのラ・ペ_と

いう綺麗な湖のほとりにある喫茶店に行きました。

この辺りは水のきれいなところです。ほっと一息つ

いて飲んだコーヒーはまろやかで何とも言えない味

でした。そこで、友人はテーブルに１００円置いて、

おしゃれなコーヒーカップを、そっと持って帰りま

した。帰ってから先生に叱られるのを覚`悟で、恐る

恐る報告しました。そしたら先生はそれならもう一

つ二つ拝借してもよかったかな、と言われたので皆

で大笑いした思い出があります。

小児科医になって永らく経って後、校医をしてい

た学校の修学旅行で、何度か付き添いとして富士山

に行きました、吉田口の５合目まで観光バスで登り

ましたので歩いてはいません。昔、須走口から登っ

た５合目の素朴な小さな山小屋と違って、今は立派

な売店もありました。沢山の人が出入りしていて、

ほかにも、団体のバスも来ておりました。以前は、

山小屋の建設は大変だったと思います。剣山の麓で

したが、一人で３～４メートルの太い梁を担いで

登っていく強力（どうりき）と会ったことがありま

す。その頃はすべて人が頼りでした。車も入れず、

ヘリコプターもない時代でした。人が材木を担いで

山に登っていましたので、小屋を建てるのは簡単に

はいかなかったと思います。

解剖学と小児科とはあまり接点はありませんでし

たが、勤務医も後半の頃になり、日本でも遺伝相談

思い返す富士登山

堺市西区木寺克彦

今年、富士山が世界文化遺産に登録されました。

その後、テレビなどの報道では押すな押すなの混雑

ぶりです。環境破壊はもちろんのこと、何か事故で

も起こらないかと不安が尽きません。富士山はやは

り信仰の山であり、昔から浮世絵などにも多くの作

品として取り上げられてきました。なるべく自然の

ままで残したいものです。先日、１０日間で３千万円

余りの入山科が集まったようです。環境保全か何か

に使うことも良いのではないかと思う次第です。

さて、私にも富士山については特別な思い出があ

ります。古い話ですが、大学生の頃（60年前）に初

めて登りました。思わぬことでそのようになったの

です。親しくしていただいていた解剖学の先生が、

三島の国立遺伝学研究所へ研究に行かれ、夏休みに

その先生に誘われて学生４人で富士山に登ることに

なったのです。解剖学の先生は登山家でした。新婚

旅行で立山へ行き損ねたとかで、２歳の女児と奥様

とその妹さんとの総勢８人で登ることになりまし

た。

我々学生４人は大阪駅から急行彗星で行くことに

なったのですが、ホームの一番後ろに並んでいて、

とても座れる状態ではありませんでした｡そのとき、

小旗を持った人が来て「どちらまで行かれますか」

と聞かれたので､沼津から三島へと答えると、「我々

の団体に入ってくれないか」という。人数が急に足

らなくなったのだとのこと。何という団体か忘れま

したが、お陰様で早々と優先乗車ができて助かりま

した。その上､通路にはビールの箱が積まれていて、

大阪駅で列の終わりに並んだ時の哀れな気持ちも、

ビール付の客に変わり、相手の団体からはお礼を言

われ、この登山はついているなと思いました。

須走の５合目で先生らは２歳の幼児がいるので山

小屋にお泊まりになり、学生４人はその横でテント

を張って泊まりました（最近では、この山ではテン

トは張れないそうです)。運悪く翌日は雨でしたの

で､先生は寒くて子供がかわいそうだからと、リュッ

クに幼児を入れて背負って下山されました。学生４

人は３日間我'慢して晴れるのを待って頂上まで登り
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(現、遺伝カウンセリング）が盛んに取り上げられ、

大阪市勤務医師会でも取り組むようになりました。

そのとき、人類遺伝学会の理事で遺伝相談の世話役

の先生に再三講演に来ていただきました。その先生

こそ昔、三島の遺伝学研究所におられ、そのお家に

ころがり込み富士山へ一緒に登った先生でした。何

十年ぶりかで久しぶりに、また、ご指導を受けるこ

とになりました。遠い昔のことを思い出し、今更な

がら不思議なご縁を感じ、大変ありがたく幸せに思

いました。

今年、富士山が文化遺産に登録されて以来、しば

しば報道されるにつれて、’懐かしい昔の登山のこと

を思い出しながら記しました。

いてある小さな駐車場でまた人に尋ねるほどでし

た。その駐車場で会ったご婦人がまじまじと私を見

つめておられるのです。私もこの方はお会いしたこ

とがある方だと直感しました。「飯田先生ではない

ですか？」「はい、そうですが・・・」「私の子ども

が先生にみて貰いました、その子はもう結婚して子

どももいます、その節は随分お世話になりました｣。

その方に詳しく道を教えて頂きました。

座禅草は雪をかぶった沼地のような林の中に群生

していました。丁度時期が良かったらしく、芽を出

したばかりのものや美しく開花したものなど楽しみ

ました。

それにしてもあんなに遠くの場所で偶然にも元`患

者さんのお母さんにお会いできるのは不思議でもあ

り嬉しい瞬間でした。

その後もやや遠くの自然が残っている所まで出か

けて散歩しますが､かなり離れたそんな場所でも｢先

生！お元気ですか？」「はい、え－と・・・」「子ど

もがお世話になりました」「またここに来るでしょ

う？」「ええ」次にお会いした時には何と！子ども

さんからの可愛い絵手紙を頂きました、大切にとっ

てあります。その田舎めいた地域の散歩だけでも、

たんぼ道の真ん中で、あるいはバス停で４人も元`患

者さんのお母様、お父様にお会いしました。担当し

ていた幼稚園の園長先生にもお会いしました。

食材を求めて近くのスーパーに行くとよく元`患者

さんのご家族に会います。沢山の`患者さんをみてき

て、今こうしてあちこちで声をかけて貰うのはとて

も幸せです。

そのほかにも、蕗の薑、節分草、カタクリの花、

クリンソウ、バイカオウレン（梅花黄連）などを探

してかなり山奥の白生地まで出かけました。最近は

それも叶わなくなって近くの田んぼ道の野草を眺め

る程度ですが、やはり春先と秋がいいようですね。

草花の本や植物図鑑、進化論、植物相の話、ジャガ

イモが来た道、小麦の祖先、蜘蛛の糸の研究・・・

出歩けないので本も楽しんでいます。

最初にご紹介した座禅草ですが不思議な植物で

す。色々な野草図鑑に記載されています。

座禅草

池田市飯田喜彦

iiiiiiIiIIIIiiiiliili
私は一時期市立池田病院に勤務していました。

(故）清水先生と私と２人だけでしたから池田や能

勢や猪名川の奥を含むその近郊から入院してくるす

ぺての子どもを受け持ちました。大学を退職して池

田で開業してからでも結構長かつたので随分多くの

子どもをみてきました。今は年を考えて市の検診の

お手伝いをしています。体調を崩して好きだった山

歩きも思うようにはなりませんが健康のためにでき

るだけ歩くように心がけています。

ある時春に先駆けて咲く座禅草の群落を探して遠

く琵琶湖北端の高島町まで出かけました。雪の多い

地区で遠くの山は雪で真っ白でした。地表もうっす

らと雪が残っています。その場所は目立たない小さ

な群落らしく高島町に行ってもどこにあるのか中々

見つかりません。「座禅草群生地はここから」と書

ザゼンソウ（座禅草:サトイモ科）

周囲の氷雪を溶かして開花。仏像の光背に似た形
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が僧侶の座禅を組む姿に本当によく似ています。１

月下旬から３月中旬開花、開花時に発熱し周囲の氷

や雪を溶かし、いち早く顔を出すことで、この時期

には数の少ない昆虫を独占し受粉の確率を上げてい

るといわれます。発熱時の悪臭と熱によって花粉を

媒介する昆虫をおびき寄せます。種子ができるには

昆虫などによる花粉の運搬が必要ですが気温の低い

時期に開花するため昆虫の活動は低調で種子の結実

率は低いのだそうです。多くの種子は野ネズミに

よって食べられてしまいますが一部が野ネズミの貯

食習'性で運ばれ食べられないものが発芽します。

(ウィキペディアの記載・現地の看板・ボランティ

アの方の解説を参考にしました｡）

その群落は最初地域の中学生が発見したと書いて

あります。熱を出して氷を溶かす、強い匂い物質を

出して昆虫を引き寄せる、自家受粉せず、昆虫など

による花粉の運搬が必要。進化のための健気な奮闘

だと私は思いますが、最近の自然界の変化がこの植

物の生存を脅かしているようにも感じました。
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相談役というのも小児科医としての役割の一つでは

ないかと考えるようになりました。自分が積極的に

その役割を担いたいと考えるようになった訳です。

三つ目の理由は、既存のスタイルに縛られず、自

分のやりたい診療を自分で自由に決めて行える開業

医に魅力を感じたからです。対象疾患や診療方針の

決定､スタッフの教育といったソフト面から診療日・

診療時間、予約形態や院内・院外環境などといった

ハード面までも自分の思うように決めることができ

る。自分のイメージしたものを少しずつ形にしてい

くことで自分の理想とするクリニックを作っていけ

る。こんなことを思い描いているうちに、気持はど

んどんと開業に傾いて行きました。

さて、こういった様々な思いを胸に、昨年12月に

開業を実現したのですが、その後８～９か月が経と

うとしています。冬、春、夏が過ぎ、'忙しい時期も

暇な時期もある程度経験しました。勤務医時代には

外来`患者が少ない時にも楽観的で、息抜きができて

嬉しいなどとポジティブに考えられたものですが、

開業後は、暇な時期があると、孤独感や焦燥感、劣

等感とすっかりネガティブな感情に思考がとって代

わられていたのは不思議な現象でした。こういった

ネガティブ感似情とどうつきあっていくのかも開業を

続けていくのに重要な要素であることを知りまし

た。

この先何年医師の仕事を続けていけるかはわかり

ませんが、医師としての生涯をこのクリニックで終

えることは間違いありません。今後は、開業を決意

した初心を忘れることなく、地道に地域医療を継続

していくことが重要と考えています。そして将来、

地域に必要とされる存在となることができれば幸い

と考えております｡どうぞよろしくお願い致します。

入会のご挨拶

茨木市原啓太

はじめまして。平成24年１２月に一世一代の決心で

開業いたしました原と申します。開業に伴ってこの

たび大阪小児科医会に入会させていただきました。

会報の「会員の声」の執筆要請があり、何を書こう

か迷いましたが、この場を借りて、開業に至った経

緯と、今後の決意を書かせていただくこととしまし

た。

私は平成８年に大阪医大を卒業し、現在43歳にな

ります。小児科医としては比較的早い年齢での開業

かと思いますが、私が開業を志すようになったのは

おおよそ５年前のことです。そこへ至るには三つの

理由がありました。

まず一つ目は、専門性に偏っていたそれまでの自

身の診療スタイルから幅を広げ、子どもの健康に関

するさまざまな問題に広く深く対応できる小児科医

になりたいと感じるようになったことです。もちろ

ん、その背景には、専門以外の分野に自信をもった

診療ができていなかった自分への反省の念が強くあ

りました。

二つ目は、ちょうどこの時期に自分自身が子ども

の親となり、育児というものに関わるようになった

ということです。小児科医を十数年続けていたとい

うことで、子育てというものには多少の自信はあり

ました。しかしながら、実際は、教科書で習う「小

児科学」や病院でみる「小児疾患」と「育児」とい

うものは全く別物であり、戸惑う面が多々ありまし

た。自分自身が育児に関わり、子どもの成長過程に

おいて、「授乳｣、「離乳食｣、「卒乳｣、「夜泣き｣、「ト

イレットトレーニング｣、「しつけ」等々、その時々

の様々なイベントに直面し、実際の子育てとは教科

書や病院内では知り得ない多くの疑問や不安の連続

であることを知りました｡その一方で､わが子の日々

の成長を目の当たりにすることは、それまでの子育

ての困難など忘れさせるほどの喜びであることも実

感しました。インターネット社会で様々な'情報が溢

れ、ともすれば混乱をきたしかねない育児環境の中

で、子育ての困難に直面している家族に適切なアド

バイスを行い、子育ての楽しさを共感できる気軽な
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号外２０１３年６月１４日

第２４回曰本小児科医会総会フォーラムは成功裏に終了しました

第２４回日本小児科医会総会フォーラムは６月８．９日に小川会頭の指揮の下、大阪市中央公会堂で開催

きれ、無事終了致しましたこの開催にあたり全ての会員に厚く御礼申しあげます．梅雨にもかかわらず

天候には恵まれ、参加者は事前と当日を併せて最終1,480名となり、招待者、研修医、医学生を入れて1,500

名を越える来場者となりました．

参加人数が心配された６月８日（土)午前の２つのセッションは、どちらも満席状況で立ち見席が出る反

響でした.共催セミナーもすぐ満席となり､食事なしでの参加も多数みられました.午後からのポスターセッ

ションでは３８の演題すべてに質疑応答が行われ、大阪小児科医会の「医と食」のリーフレットは1,500部

がなくなりました小川会頭の開会挨拶で始まったあとの在阪５大学小児科教授の教育講演は圧巻でした．

－人30分という時間でありながら講演の質の高ざと話の巧みさから大集会室は２階席もいれて会場一杯の

聴衆で埋まりました．岡本名誉会長の謝辞の後、山中教授のビデオ講演から始まった特別講演ｌは高橋講

師で完壁な講演となりました．リーガロイヤルホテルでの着席式の懇親会は府医師会交響楽団の素晴らし

い音色をバックに、300名の参加者が特別限定メニューを堪能しました６月９日（日）午前からのシンポ

ジウムは朝よりほぼ満席状態で始まり、特別講演２まで続きました，同じ時間に開催された小児救急電話

相談の集会には厚労省の中林専門官の参加もあり、質の高い話し合いが行われました午後からの公開講

座は300名を超える発達障害に関係する市民が加わり、また同時間帯に３階で開催された食物アレルギー

の教育講演には350名を越える参加がありました空前の盛会となったと思っています．最後の日本小児

科医連盟、日本小児科医会共催の成育基本法制定促進の集いは、残念ながら広報が十分でなく120名前後

の参加に留まりました以上、概要を速報致しました （総会フォーラム実行委員会）

執行部よりのお願いです１羽生田たかしサポーター名簿を集めて下さい

成育基本法制定促進の集いに挨拶に来られた日本医師会副会長羽生田たかし先生は、今年７月の参議院

選挙に出馬予定です．当選された場合、子どもの権利条約を守るための小児保健法あらため「成育基本法」

を提出していただく予定です．今回のフォーラムでの御礼と小児を守る法案提出を後押しする目的で、大

阪小児科医会でも羽生田たかしサポーター名簿を集めることにしました．具体的にはサポーター名簿用紙

を医会から配布しますので、記名が完成後医会事務局に返信する手)|頂で行います．

【羽生田たかしサポーター名簿作成手順（署名集めの要領)】

Ｌ用紙の送付（１枚に有権者５名の氏名と住所を記載、電話、ＦＡＸ、メールアドレスは

必須記載ではない）

２．会員一人１０枚以上（５０人分以上）お願いします（不足分は各自コピー下さい)．

３．参議院選に出る方ですが投票をお願いするのではなく、子どものための法案を進める

ために応援しています．

４．用紙の回収は返信封筒にいれて投函下さい（６月２７日必着)．

＊外来の保護者を中心に上記３．の説明で、記載をお願いして下さい．

＊大阪小児科医会の社会的発言力に関わってきますので、是非ともご協力いただきますようよろしくお願

いいたします．（会長武知哲久）
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羽生田たかしサポーター名簿を集めて下さい

先日よりお願いしておりました羽生田たかしサポーター名簿は、６月２７日（木）必着でお願いします．

外来などで署名の依頼ができる保護者などに呼びかけて下さい．投票をお願いするのではなく、子ども

の法律を推進するためという簡単な説明ですぐに集まると思います．出来れば会員一人１０枚（50人分）

お願いいたします．（会長武知哲久）

HPVワクチンの積極的勧奨中止をどう考えるか

厚生労働省は６月１４日に、頻度は低いもののＨＰＶワクチン接種後の持続'性痙痛が特異的に報告されて

いることから、その発生頻度やワクチン接種との因果関係などがより明らかとなるまでは、同ワクチンの

接種を「積極的には勧奨しない」と決定した今回の決定の主な理由と考えられている「複合`性局所痙痛

症候群（Complexregionalpainsyndrome：CRPS)」は慢性痙痛の一種であり、症例数は多くないものの

HPVワクチン接種後のＣＲＰＳは他国でも報告されている．英国では接種後に６例、米国では７例（米国で

はRenexsympatheticdystrophy：ＲＳＤと分類）であるが、英国ではＨＰＶワクチン接種後のCRPＳ発生

頻度が他の原因の発生頻度と変わらないため、ＨＰＶワクチンだけに特有の副作用としては捉えていない．

日本でのＨＰＶワクチンの総出荷本数は約865万本（サーバリックス696万本、ガーダシル169万本）

である．接種後の持続性痙痛症例は３８例（うち未回復例は８例）であるが、ＣＲＰＳの診断基準に合致しな

いものも多く含まれている．すべてがＣＲＰＳであるとしても、その頻度は極めて低い．

ＣＲＰＳの症状は､接種直後や数日後に､接種部位以外の部分に通常では説明できない過敏な痛みが持続し、

浮腫や発赤、発汗異常がみられる場合もある．ＨＰＶワクチンは３回接種であるが、接種回数との関係は明

らかではないただし採血や献血、他のワクチンの接種後でも起こっている．時間はかかってもほとん

どの場合は回復するが、治療を開始する時期が予後に影響するようである．

一方、決定直後に厚生労働省が公表した接種対象者へのリーフレットでは「現在、子宮頸がん予防ワク

チンの接種を積極的にはお勧めしていません．接種に当たっては、有効'性とリスクを理解した上で受けて

ください.」と記載されている．保護者がこれを読めば、国が勧めていないワクチンを接種して重い副作用

が起こっても国は認定してくれず、接種を決めた個人の責任になってしまうのではないだろうかと不安に

感じるのではないだろうか

しかし、この「子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にはお勧めしていません」という文言は、今回

の決定を正しく伝えているとは言えない．むしろ状況を分かりにくくしている．保護者だけでなく、定期

の予防接種を実施する市町村担当者や、医師や保健師など医療関係者も混乱する内容になっていることは

問題である．正確には「現在のところ、国は国民に対して、ＨＰＶワクチンの接種を受けるよう努力する義

務を課すことを止めています」ということである．国がＨＰＶワクチンの定期接種に努力義務を課さない

ということと、医師や市町村がワクチン接種の必要`性を考えて接種を勧めるということとは、本来は関係

がない．言い換えれば「しばらくの間、子宮頸がん予防ワクチンは定期予防接種ですが、水痘、おたふく

かぜ、Ｂ型肝炎、ロタウイルスワクチンなどの任意接種や、高齢者のインフルエンザワクチンの定期予防
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接種と同じ扱いにします」ということに過ぎないしかし、これらのワクチンの接種と違うところは、接

種による重い健康被害が起こった時には予防接種法による手厚い救済措置が受けられるということである・

接種を受けたいという人にとっては、接種費用や健康被害救済の点で受けやすい環境や条件はきちんと整

備されている．一方で、接種を受けたくないという人にとっては、受けるよう努力する義務がないので、

受けないからといって法的にも問題はなくなった

「市町村や医師は混乱｣、「保護者に判断を九投げ」という報道も見られるが、これは報道側が状況を正

しく解釈できていないことの表れである．高齢者のインフルエンザワクチンは、国が「積極的勧奨はしな

い（努力義務を課していない)」ことは同じだが、「市町村や医師は混乱」していない水痘やおたふくか

ぜワクチンについても同様で､国は今まで一度も「積極的勧奨はしない（努力義務を課していない)」が､｢保

護者に判断を九投げ」という批判的な論調で報道されたことはない．

結論として、現時点で厚労省が国民に対して言っているのは「現在は子宮頸がん予防ワクチンの定期予

防接種を受けなくても国は何も言いません」ということに過ぎない．水痘やおたふくかぜワクチンが無料

で接種でき、健康被害救済措置も手厚くなるのなら、小児科医にとってこれほど望ましいことはない．あ

えて言えば、努力義務など無い方がすっきりする．予防接種事業に携わっている現場の我々は、ＨＰＶワク

チン接種について、厚労省からの通知等に対し慌てることなく、今まで通り粛々と勧奨や接種を続けてい

くだけである． （予防接種委員会藤岡雅司）

｢会費および負担金の減免」につきお知らせいたします

「会費および負担金の減免」は定款施行細則第１章第４条に記載しています．

○定款施行細則第１章第４条

会費および負担金は管理医師を除く勤務医師（Ｂ会員という）にあっては、開設医師あるいは管理医師、

およびこれに準じる医師（Ａ会員という）と区別して減額することができる．

2.つぎにかかげる場合は会費あるいは負担金を減免することができる．

（１）疾病あるいは障害によって診療などに従事することができない場合ただし、免責期間は事由発生

後３ケ月とする．

（２）満77歳を超える場合

（３）前２号規定のほか、理事会において適当と認められた場合

3.定款第33条に規定する顧問および同34条に規定する名誉会長は会費および負担金を免除することがで

きる．

上記条件にあてはまり、減免措置を希望される先生は、申請用紙（事務局設置）にて申請していただきま

すようお願いいたします．

尚、現在の入会金、年会費は下記の通りです．

入会金年会費

Ａ会員5,000円42,000円

Ｂ会員3,500円12,000円

（総務部会藤谷宏子）

｢在宅小児医療診療報酬の手引き第２版」ＨＰ閲覧と冊子発行のお知らせ

第２４回日本小児科医会総会フォーラムでミニシンポジウム「在宅小児医療の実際と将来展望」を開催さ

せていただきましたところ、会場いっぱい１５０人弱の参加者で成功裡に終えることができました．ありが

とうございました当日参加者全員に冊子「すべて見せます、大阪の在宅小児医療在宅小児医療診療報

酬の手引き第２版十会報在宅シリーズ総集編」（平成25年６月発行）を贈呈いたしました前半の「手引

き第２版」は､大阪小児科医会ホームページ会員専用欄（ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ:opal23）で閲覧･ダウンロードできます．
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また、この冊子を１冊1,000円で販売もしております（医会会員に限り送料無料．会員外も５冊以上購入

の場合は医会負担)．小児科医師、在宅医、訪問看護師、行政担当者など、多くの方々に役立つ内容と自負

しております．購入希望者は、大阪小児科医会事務局にお問い合わせください

（在宅小児医療実践小委員会春本常雄）

｢子育て通信」の追加注文について

新しい「子育て通信」ができあがりました．会員の皆様にはすでにお送りさせていただいていますが、

ご覧いただけましたでしょうか？一部の先生方から、追加注文をいただいていましたが、先日の総会フォー

ラムの準備で事務局も多`忙であったため、お待ちいただいておりました．このたび、平常業務にもどりま

したので、追加注文をお受けしたいと思います．ご希望の方は、本ＩＳＯＰ最後にあります「子育て通信注

文用紙」に必要事項をご記入の上、事務局までＦＡＸにてご注文ください．1冊1,000円（会員は送料無料）

です．書籍料金は「子育て通信」発送時に同封の振込用紙をご利用いただくか､事務局までお尋ねください．

よろしくお願いいたします．（子育て通信委員会）

診療所小児科の医業経営実態調査にご協力お願いします

７月に日本小児科医会社会保険委員会は、日本小児科医会会員の半数を対象に診療所小児科の医業経営

実態調査を行います．この時、同時に大阪小児科医会小児医業経営部会は、大阪小児科医会Ａ会員を対象

に同じ調査を行います．一部の先生方には２重の調査となりますが、用紙の取り違えがないようお願いい

たします．また大阪小児科医会では質問項目を増やしています．４年ぶりの調査となりますが、今回は予

防接種の増加により、自由診療分が増加していると思われます．ご回答をよろしくお願い申し上げます．

（小児医業経営部会市川正裕）

大阪小児科医会の新しいロゴマークを募集します

このたびの一般社団法人への組織移行に際し、長らく使用されてきた大阪小児科医会のロゴマークを変

更します．新時代に船出する医会に相応しいロゴマークの案は、医会会員から募集いたします．応募資格

は大阪小児科医会の会員であること．お－人１点までで､PowerPoint､Word等のソフトで作成し､ロゴマー

クの趣意について200字以内の説明をつけて、医会事務局（mailaddress：office’＠osk-paorjp）まで送

信してください．締め切りは７月３１日（事務局必着）です．理事会にて厳正に審査し、最優秀１点を新ロ

ゴマークと決定し、秋頃に発表する予定です．最優秀作の応募会員には豪華副賞（５万円相当）を進呈い

たします．会員のみなさま、ふるってご応募ください （総務部会）
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専門医制度について今後小児科専門医はどうなるか

日本専門医制評価・認定機構が、１８ある基本領域専門医に総合診療医を加えた事は周知のことである．

厚労省の総合診療医の主眼は内科中心の在宅医療であり、総合診療医による小児の診療を含めた地域医療

を目標としている．専門医評価・認定機構の指針によれば、研究者希望でなければ研修医は平成２７年度か

ら後期研修を選択する際に何らかの基本領域の専門医を取得することになる．その中に現在の学会が進め

てきた小児科や内科の専門医とは別に総合診療医が創設された．また、基本領域専門医はダブルポード（２

つの専門医）が出来ないことになっている．この方針で行けば地域医療で総合診療医と小児科医がクロス

する部分が生じ、特に小児科医不足の過疎地では総合診療医が活躍し、小児科医が集まっている都会では

小児科専門医と総合診療医との競合が生じる．将来、小児の初期診療を総合診療医が実施し、その後に小

児科専門医が構えるという法的配置や規制が実行されるなら、現在の診療所小児科の形態は消滅していく

形になる．そのため小児科専門医を今後どのように位置づけるかが大きな課題である．日本小児科学会で

は、小児科専門医は小児の総合医であるという視点から、小児科専門医研修における２４番目の地域総合小

児医療を重点化する方針を示した．さらに５月１２日に実施きれた小児科関連４団体（日本小児科学会、小

児保健協会、小児科医会、外来小児科学会）と日本プライマリ・ケア連合学会による総合診療医合同検討

委員会では、小児科研修プログラムを３か月とした日本プライマリ・ケア連合学会からの申し出を、短期

間では研修サポートはできないとして断った．一方、日本小児科医会では小児科専門医の上に地域小児科

総合医の認定制度を構築する案が出され、日本外来小児科学会と協働で制度の設立に動きだした．小児科

専門医は学問的な専門性はもとより地域医療の担い手としての実績が問われはじめ、総合医としてのiden‐

tityを保つために、母子保健、乳幼児健診、学校保健などの研鏑が必要になる．しかしながら現在の学会で

は研修する場としては困難と考えられ、それゆえに医会や外来小児科学会が実践的な研修プログラムを考

えはじめた．集会における小児科専門医の研修単位が見直される中、これからの医会の集会は地域医療の

担い手としての生涯教育プログラムに重きを置く事になるだろう．いずれにせよ平成27年度からの後期研

修医の選択が始まるまでに明確な方針を出す必要が出てきている．（会長武知哲久）

大阪府市町村乳幼児医療費助成制度

平成25年７月１日現在の大阪府の各自治体の乳幼児医療費助成制度について、各自治体に電話で聞き取

り調査し、結果を一覧表にした（【資料】参照)．昨年７月からの１年間で、通院では９自治体にて対象年

齢の拡大があった中学３年まで対象となっているのが８自治体ある．一方未就学児が２３自治体ある．入

院では１３自治体で対象年齢の拡大があった．中学３年までを対象にしているのがこの１年で１５自治体か

ら２４自治体に増加した．一方未就学児が３自治体、小学１年がｌ自治体ある所得制限については４自治

体で撤廃があった名称であるが、この報告は従来通り幼児医療費助成制度としているが、年齢の拡大が

あることより最近はこども医療費助成制度としている自治体が多い．

（小児医業経営部会市川正裕）
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夏型感染症流行期に入る

大阪府感染症発生動向調査第28週（平成25年７月８日～平成25年７月１４日）によると、報告の第１

位は手足口病で、定点あたり報告数7.2と、警報レベルである５を超えた．第２位はヘルパンギーナで、

定点あたり報告数4.2である．一昨年にＣＡ６（コクサッキーウイルスＡ６）による手足口病が流行したこと

は記憶に新しいが、本年もこれまでのところ、ＣＡ６が検出ウイルスの大半を占めている（国立感染症研究

所ＨＰ：https://nesid3gmhlw､go､jp/Byogentai/Pdf/data37jpdf)．ＣＡ６による手足口病は、典型的な手足

口病より発疹が大きく、四肢末端に限局せずに広範囲に認められる（水痘様発疹）といった臨床的特徴が

ある．また近年、ＣＡ６による手足口病で、ｌ～２か月後の爪の脱落の報告もなされており、診断に注意が

必要と思われる．（感染症サーベイランス委員会八木由奈）

福島の被災地・避難区域の子どもたちおよび自主的避難の子どもたちへの

任意予防接種助成事業の実施期間が延長されました

ロタウイルスワクチンでの表記助成事業の実施期間が、平成２５年９月１３日まで延長されました．延長

後の請求日は、平成２５年１０月１０日、１１月１０日、１２月１０日です．尚、接種券申込および請求に関する

問い合わせは、社団法人福島県医師会事務局内「ふくしまこどもワクチン基金（Ｔｅl;024-522-5191)」まで

お願いします．また事業に対する詳細は、福島県小児科医会ＨＰ（http://ped-fukushimajp)をご参照くだ

さい．（情報広報部会）

｢子育て通信」のお知らせ

先月のISOPでもご案内いたしましたが、子育て通信の追加注文を受け付けています．

皆様は「子育て通信」をどのように活用されていますか？いろいろな利用法を聞きました．

ｌ)０歳児の予防接種が全部受け終わったらご褒美としてプレゼントする．

２)ご出産（結婚）のお祝いにプレゼントする．

３)流行している疾患のページをコピーして渡す．

４)保護者に質問された時、答えを「子育て通信」から探し、一緒にみる．

５)保育所、幼稚園の健診時、園長に渡し活用していただく様依頼する．

会員の皆様により作られた「子育て通信」です．どうぞ、ご活用ください．今回は多くの会員の先生方にご

利用いただこうと5,000冊印刷いたしました次々に注文していただいていますが､まだ3,500冊くらい残っ

ています．ご希望の方は、最後のＦＡＸ用紙にて事務局までお申込みくだきい （子育て通信委員会）

第９回日本小児科医会生涯研修セミナーの参加登録が始まっています

第９回日本小児科医会生涯研修セミナーが１０月１４日金沢で開催されます．本セミナーは、今年度から

小児科学会研修集会の基本単位８単位に格上げされました．集会における基本単位は、学会学術集会（１０

単位)、学会セミナー（8単位)、学会地方会（８単位)、医会総会フォーラム（１０単位）だけでした．なお、

自己研修オンラインセミナーは基本単位です．平成２７年からの専門医更新申請には基本単位が５０単位必

要になります．セミナーでは午前に特集として日常診療で陥りやすいピットホール、ランチョンセミナー

を挟んで午後から予防接種定期接種化の取り組み最新』情報、小児疾`患ガイドラインの理念の解説、特別講

演が予定されています．小児科医の研鏑を積むのに相応しい研修集会として企画されていますのでご参加

下さい．なお秋の行楽シーズンとなる１０月の連休２日目の開催ため、前日からの宿泊予約や事前登録にご

配慮下さい． （日本小児科医会教育委員会）
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【資料】

大阪府市町村乳幼児医療費助成制度実施一覧（平成25年７月現在）

通院院

市町村対象年齢所得制限給付方仏対象年齢所得制限給付方仏

＊大阪市中学３年なしあり現物給付中学３年なし.あり現物償還

小学３年 現物給付 中学３ よし 現物・償還

＊箕面市中学３年なし現物給付中学３年現物・償還

＊豊中市未就学児なし現物給付小学６年なし.あり現物・償還

吹田市未就学児あり現物給付小学６年あり現物・償還

豆能町未尤学あり見物f人付中学年あり見物｛還

能勢町斗字甲あり見物紗付１ｺ～年あり見物ﾈﾉ､ｲｊ

摂聿-行未尤宇目し見物ｷ'､付中声甲し見物償還

一木市」学年あり見物キ付」学年あり見物緋什

槻け」字年し見物紗付ｊ平し見物紗付

島本『未ﾉL字日あり見物ｲﾉ､什未ﾉﾋあり見物抄付

枚方市未ﾉL宇目し見物紗付ｊ字年し見物キイＩ

寝屋Il-h」字ｑし見物iv､付」声年し見物紗什

守市未ｶｰありｊＷｊＶ､付Ｉ学年あり見物伊還

門一市Ｉ学年し見物iv､付」字イＴし見物紗付

大東一行ｌ字年し且イキノ､tｌ」声「し見物償還

条畷市」学年し凡〃紗ｲ」ｊ学年し見物紗付

交野十木尤声し」し物抄ｲｺﾞ」声午し見物イ逗

東大阪市木ﾉﾋ声し見物1ＮI中声年し見物イ還

尾市木ﾉﾋ学しあり見物キイ」中学年ありし見財佇逗
）歳児のみ)ﾆﾘT得制l眼

＊；昨年７月の調査以降変更のあった自治体（太字は変更内容）

通院 入院

市町村 対象年齢 所得制限 給付方法 対象年齢 所得制限 給付方法

＊大阪市 中学３年 なし．あり 現物給付 中学３年 なし.あり 現物・償還

(2歳までは所得制限なし）

*池田市 小学３年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

(4人月より小学６年）

*箕面市 中学３年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

＊豊中市 未就学児 なし 現物給付 小学６年 なし．あり 現物・償還

吹田市 未就学児 あり 現物給付 小学６年 あり 現物・償還

(平成25年９月より通院、入院とも対象年齢が中学３年生までの予定）

＊豊能町 未就学児 あり 現物給付 中学３年 あり 現物・償還

能勢町 中学３年 あり 現物給付 中学３年 あり 現物給付

摂津市 未就学児 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

＊茨木市 小学６年 あり 現物給付 小学６年 あり 現物給付

高槻市 小学６年 なし 現物給付 小学６年 なし 現物給付

島本町 未就学児 あり 現物給付 未就学児 あり 現物給付

枚方市 未就学児 なし 現物給付 小学６年 なし 現物給付

寝屋川市 小学６年 なし 現物給付 小学６年 なし 現物給付

守口市 未就学児 あり 現物給付 中学３年 あり 現物・償還

門真市 小学３年 なし 現物給付 小学３年 なし 現物給付

大東市 小学３年 なし 現物給付 小学６年 なし 現物・償還

＊四条畷市 小学３年 なし 現物給付 小学３年 なし 現物給付

交野市 未就学児 なし 現物給付 小学６年 なし 現物・償還

東大阪市 未就学児 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

＊八尾市 未就学児 なし.あり 現物給付 中学３年 あり・なし 現物・償還

(0歳児のみ所得制限なし）

＊柏原市 未就学児 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

＊松原市 未就学児 なし 現物給付 小学６年 なし 現物・償還

羽曳野市 未就学児 なし 現物給付 小学６年 なし 現物・償還

藤井寺市 未就学児 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

富田林市 小学６年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

河内長野市 小学３年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

大阪狭山市 小学３年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

＊河南町 中学３年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物給付

＊太子町 中学３年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物給付

＊千早赤阪村 中学３年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物給付

堺市 中学３年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物給付

＊和泉市 小学３年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

泉大津市 小学１年 なし 現物給付 小学１年 なし 現物給付

(平成25年１０月より小学２年） (平成25年１０月より小学６年）

高石市 未就学児 なし 現物給付 小学６年 なし 現物・償還

＊忠岡町 未就学児 なし 現物給付 小学６年 なし 現物・償還

*岸和田市 未就学児 あり 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

＊貝塚市 未就学児 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

泉佐野市 未就学児 なし 現物給付 未就学児 なし 現物給付

＊泉南市 未就学児 なし 現物給付 小学３年 なし 現物・償還

阪南市 未就学児 なし 現物給付 未就学児 なし 現物給付

＊熊取町 未就学児 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還

田尻町 中学３年 なし 現物給付 中学３年 なし 現物給付

＊岬町 未就学児 なし 現物給付 中学３年 なし 現物・償還
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平成２５年度大阪府母子保健運営協議会からの報告

平成２５年８月１日に本年度の大阪府母子保健運営協議会が開催されました．母子保健に関わる府の関係

者と学識経験者と関係機関の代表が集まり協議されましたので、その内容を抜粋して報告します．

○ＮＩＣＵ等入院児の在宅医療支援対策について

大阪府下のＮＩＣＵ重症長期入院児は平成１９年度が１１５名であったのに対し、平成24年度では５６名と減

少したまた長期入院児の在宅への退院は平成２１年度の６７名から、平成24年度は１０４名となり在宅医療

への移行が進んでいる．大阪府保健所が支援している在宅高度医療児は平成１９年度の３６３名から平成２４

年度では５４１名に増加、このうち人工呼吸器装着は１９年度５２名から２４年度89名となっている．以上は

大阪府の保健所が管轄するもので、政令指定都市（大阪市、堺市)、中核市（高槻市、東大阪市、豊中市）

の数は含まれていない．さらに地域医療機関の訪問診療を受けているものは支援している全体の一部であ

る．府は高度医療児への在宅支援体制整備に向けてのネットワーク構築を進めており、専用の小児在宅生

活支援地域連携シートを活用して医療、保健、福祉、教育関係機関等の連携を進めている．これらの支援

活動は政令指定都市、中核市より大阪府保健所が先行している．また大阪府看護協会も小児訪問看護を進

めているが、地域の在宅医療受け入れ診療所の確保が課題となっている．

○児童虐待予防対策

大阪府の子ども家庭センターにおける児童虐待相談対応件数は２４年度が6,079件で、政令指定都市の件

数を含めて府全体で8,000件を上回り、毎年全国一の件数を更新している．大阪のこの実態は、虐待実数

を示しているのか虐待の発見数が多いのか検証されていないが、少なくないことは事実である．小児科領

域では児童相談所等との連携など被虐待児への対応が中心になる傾向があるが、児童虐待の基本対策は予

防である．背景にあるのは「望まない妊娠」「妊婦健診未受診」など妊娠期、周産期から引きずった家庭内

の問題と併せ持つ事が多く、妊娠期からの相談体制の整備および養育支援を必要とする家庭の支援など、

児童虐待予防のための医療と保健の連携を目指している．この連携体制の整備を目的に平成２１年度から「

要養育支援者情報提供票」が始められ、この票を用いた医療機関から府の担当機関への連絡は平成２１年度

の1,396件から平成24年度は3,377件と増加している．この票の連絡により養育不安や虐待のリスクのあ

るケースが判明し虐待の早期発見に繋げているという事が報告された

○大阪府発達障がい児者総合支援事業の取り組み

母子保健分野における取り組みは、乳幼児健康診査（１歳半・３歳）における早期発見に資する問診項目

を提示すること、さらに発見後の診断確定や療育機関へのつなぎとした．現状では療育機関へのつなぎが

充足されていないことが協議となり、これを速やかに改善、早期発見事業と並行して進めることが要望に

あげられた．さらに乳幼児健診に出務している健診医の質についても議事が持ち上がった．なお発達障が

い児支援事業は政令指定都市の大阪市、堺市、中核市の高槻市、東大阪市、豊中市では府の事業とは別に

実施されているが、基本的な行動は府と同調している．乳幼児健診（1歳半・３歳）における早期発見に資

する問診項目については、府の策定プロジェクトに今北優子理事がオブザーバーとして参加しており、９

月上旬に新しい問診項目が決まる予定．（会長武知哲久）
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１３価肺炎球菌結合型ワクチン導入に際して

今年度から定期接種になった小児の肺炎球菌ワクチンであるが、今秋にも使用するワクチンが現在の７

価ワクチンから１３価ワクチンに変更きれる．１３価ワクチンには現在の７価ワクチンに含まれる７種類の

抗原に加えて、新たに６種類の抗原（血清型ｌ、３，５，６Ａ、７F、１９Ａ）が加えられている．肺炎球菌のす

べての菌株に対するカバー率は、現在の71.8％から88.0％になる．肺炎球菌結合型ワクチンの主な目的は、

髄膜炎や菌血症といった重症の侵襲,性肺炎球菌性疾患の予防であるが、１３価ワクチンには７価ワクチン導

入後に増加する傾向がある１９Ａや６Ａ型も含まれている．関連法令の改正はまだ完了していないが、現時

点で判明している情報は以下の通り．（１）定期接種として使用するワクチンの１３価ワクチンへの切り替え

は１１月１日．同日からは７価ワクチンは使用できない（２）定期接種としての回数が完了していない場合

は、残りの回数を１３価ワクチンで実施する．（３）１３価ワクチンへの切り替えを見込んで接種を延期する

こと（接種控え）はおこなわないこと．（４）０歳で３回の初回接種が完了していていたら追加接種を１歳６

か月まで延期してもよい．１３価ワクチン導入まで待つことも選択肢として可能である（厚生労働省は追加

接種の標準的な時期は「1歳３か月まで」としていたが、１３価ワクチン導入の検討過程で、「１歳６か月で

も可」という解釈を出してきたため)．しかし、既に１３価ワクチンヘの移行を済ませた先進諸国では実施

された補助的追加接種（7価ワクチンで接種を完了した幼児に対する１３価ワクチンの１回接種）は、定期

接種としては認められなかった．そのため、５歳未満の児については、７価ワクチンで接種が完了していて

も、７価ワクチンの最終接種から８週間以上の間隔で１３価ワクチンによる１回の補助的追加接種を実施す

ることが望まれる．（予防接種委員会藤岡雅司）

一般向けエピペンの適応が決定されました

平成25年７月２４日、日本小児アレルギー学会のアナフイラキシーワーキンググループにおいて、「一般

向けエピペンの適応」が決定されましたエピペン適応の患者さんや保護者のかたへの説明などにご活用

ください． （プライマリ・ケア部会藤谷宏子）

一般向けエピペンの適応旧本小児アレルギー学会

エピペンが処方されている患者でアナフイラキシーショックを疑う場合、

下記の症状の１つでもあれば使用すべきである．

消化器の症状；・繰り返し吐き続ける．持続する強い（がまんできない）おなかの痛み

呼吸器の症状；・のどや胸が締め付けられる．声がかすれる．犬が吠えるような咳

・持続する強い咳込み．ゼーゼーする呼吸・息がしにくい

全身の症状；・唇や爪が青白い．脈を触れにくい．不規則

・意識がもうろうとしている.ぐったりしている．尿や便を漏らす
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すが、医会全体として正確な情報を共有しておく必

要があると思います。次に今後の医会活動について

ですが、各部会活動につきまして、伝統を守りつつ

も社会の変化に対応した変容が必要になっておりま

す｡例えば学術部会のプログラム委員会では昨年来、

学会の専門医単位数の絡みなどで、あらためた企画

準備に奔走しておられます。また診療所小児科では

保険診療収入がおそらく減少しているはずで、予防

接種収入で全体では相殺されているものの今後のこ

の状態を容認していってよいものか、在宅小児診療

が医業経営的に釣り合うのかを検討して頂ければと

思います。その他いくつもの課題が挙げられると思

いますが、部会の活動の実際は各委員会が担当して

おり、その委員会では作業部会的になりがちで全体

の方向性は各担当副会長、部会長を中心に、あるい

はこの理事会で協議するべきではと考えておりま

す。本日委員会のあり方についても審議事項にあげ

ておりますのでよろしくお願いします。

本日は理事会の進行をまかせられて初めて２時間

という時間を頂いております。理事会のあとには小

川先生のご苦労様会が控えておりますが、ただいま

よりしっかりと議事を進めたいと思います。それで

はみなさまの活発なご議論をお願い致します。

一般社団法人大阪小児科医会

第３回（通算403回）理事会

日時：平成25年６月22日(士）１５：００～１７：３０

場所：大阪小児科医会事務局会議室

出席者：（敬称略アイウエオ順）

武知会長、卯西、田尻、藤岡、藤谷各副会長

田中、根岸各監事

赤木、板金、市川、今北、小野、川崎、）||村、

久保、坂崎、佐野、竹中、田邊、中島、西嶋、

西野、西村、原田、春本、東野、福井、藤井、

松下、八木各理事

小田副議長

定款29条の規定による定足数を満たしており、本

会は成立した。

１．会長あいさつ

６月に入り、本格的な梅雨の日々が続きはじめま

した。本日は理事会に出席しやすい日程などを考え

大阪小児科医会の史上初めての土曜日の理事会開催

を試みました。ちょうど2週間前の土曜日には日本

小児科医会総会フォーラムが幸い雨に降られること

もなく1571名というフォーラム史上最高の参加者で

開催され、成功裏に終了しました。それぞれの担当

の実行委員が信念を込めた成果が見事に盛会を導い

たものと思われます。本当にご苦労様でした。それ

に加えて、大会事務局で会場に出向くことなく会計

を握っていただいた小田先生、二日目にＡＰ大阪会

場に島流し状態で委員会開催を支えていただいた中

島先生や、そのほか会運営の骨組みを支えていただ

いた実行委員の活躍もお互いが認識し、記憶に残し

てもらいたいと思っております。また今回の経験、

結束力を今後の医会の活動に生かしていければ

フォーラムの開催が本当の意味で価値があったもの

になります。フォーラムの結果詳細については議事

の中で報告する予定です。

きて、四月に一般社団となり３回目の理事会を向

かえますが、今まではフォーラムという大イベント

の方に会の運営がシフトしていましたが、今回から

本格的に一般社団法人としてのこれからの医会運営

を理事会で考えていきたいと思います｡さて､フォー

ラムの余韻に浸っている間にＨＰＶワクチンの副作

用の問題が挙げられております。この問題の正確な

理解について藤岡先生よりＩＳＯＰで説明頂〈予定で

２．報告事項（庶務担当）

(1)会員異動

ｌ）新入会員なし

２）退会会員
すやまいつじ人

Ｂ会員周山逸人（社会福祉法人四天王寺

福祉事業団）

〒583-0868大阪府羽曳野市学園前６丁目ｌ

番地１号

TELO72-956-2985FAXO72-956-6993
さかもとともこ

Ｂ会員坂本矢Ⅱ子（医療法人篤友会坂本病

院）

〒561-083l豊中市庄内東町2-7-13

TELO6-6332-0131FAXO6-6332-9838
たなかはるき

Ｂ会員田中Ｈ青樹（近畿日本鉄道大阪健康管

理センター）

〒543-0031天王寺区石ケ辻町4番l2

TELO6-6771-2650FAXO6-6771-3321

３）Ｂ→Ａなし

４）物故会員なし

(2)現在会員数（名誉会長４名、顧問７名、参与５

名）
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Ａ会員（367）名、Ｂ会員（294名）計661名

(Ａ会員は前回より増減なしＢ会員は前回より

３名減）

２）第24回総会フォーラムの医会展示物の整理・

準備作業を行なった。

３）在宅小児医療小委員会ミニシンポの設定・

準備作業を行なった。

４）在宅小児医療診療報酬の手引き第２版の販売

方法について

在宅小児医療診療報酬の手引きは500冊の印刷

を行い、フォーラムでの配布、販売後320冊の

在庫がある。フォーラム実行委員・理事・役員

には１冊を進呈し、事務局に保存版として50冊

を残し、各方面への宣伝を行い残りの200冊を

売り切る予定である。

(3)情報・広報部会（川崎理事）

３．各部会報告

（１）学術部会（松下理事）

ｌ）平成25年度第１回（第93回）学術部会を平

成25年５月25日（土）薬業年金会館で開催。

２）調査研究委員会からの報告

「熱'性けいれん児へのワクチン接種に関するア

ンケート調査」及び「小児科外来を受診した感

冒児の経過に影響する因子について」日本小児

科医会総会フォーラムでポスター発表を行うが

その内容について確認を行った。

「熱性けいれん児へのワクチン接種に関するア

ンケート調査」は小児神経学会で発表を行い、

「小児科外来を受診した感冒児の経過に影響す

る因子について」は、論文にして日本小児科学

会雑誌に投稿した。

３）プログラム委員会からの報告

９月、１１月、２月に開催予定の学術集会テーマ

と講師候補について検討した。

①９月１４日(土）和歌山県立医科大学耳鼻咽喉

科教授山中昇先生に中耳炎を中心とした

テーマで講演を依頼し内諾を得ている。会場

は北浜フォーラムを予定している。

②11月は検討中

③２月８日(士）川口市立医療センター放射線

科部長原裕子先生にレントゲンの読影方

法や放射線診断学のトピックス等について講

演を依頼。

いずれの講演も複数演題を検討している。

４）その他

①今後の学術集会の方向性について意見交換を

行った。

部会内だけの検討ではなく、医会全体の方針

として理事会等で議論いただくことも提案さ

れた。

②委員の委嘱について

市立池田病院小児科の尾崎由和先生が推薦

ざれ承認された。

(2)プライマリ・ケア部会（竹中理事）

l）第１０５回情報・広報部会（第218回会報委員会）

を平成25年６月20日(木)に大阪小児科医会会議

室で開催。

案件：１０月号企画、７月号校正

2）ＩＳＯＰ委員会（松下理事）

①第209号５月16日発行済み

②第210号編集中の主な掲載予定記事

・羽生田たかしサポーター名簿を集めて下さい

・ＨＰＶワクチンの積極的勧奨中止をどう考え

るか

．「会費および負担金の減免」のお知らせ

.「在宅小児医療診療報酬の手引き第２版」Ｈ

Ｐ閲覧と冊子発行のお知らせ

．「子育て通信」の追加注文について

・診療所小児科の医業経営実態調査にご協力依

頼

・学会・集会の案内

③大阪自閉症研究会自閉症セミナー後援依頼

について

・年間後援依頼について

年間スケジュールが示され平成26年３月まで

の講演は承認きれた。

・平成25年７月11日開催の自閉症セミナーにつ

いて

開催概要が示され後援は承認された。あわせ

てＩＳＯＰへの掲載も承認された。

・後援に際し参加者人数（うち小児科医の数）

などを報告いただく事を依頼する。

3）ホームページ委員会

①定時更新を行う「在宅診療報酬の手引き」

の収載など

4）会報委員会

l）第239回プライマリ・ケア部会を平成25年６月

７日（金）に大阪市中央公会堂中集会室・小

集会室で開催。
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①第166号（７月号）原稿収集、校正中

②第167号（１０月号=総会フォーラム特集号）

企画中、原稿依頼中

総会フォーラム特集に関して各プログラムの

リーダーに、座長印象記のようなまとめ原稿

を書いていただく事などが検討ざれ７月末を

めどに執筆いただく事が承認された。

5）感染症サーベイランス委員会

①風疹の流行状況

大阪府内における風しんの最新状況について

資料を提示し報告を行う。

②八尾市の定点選考について

大阪府医師会より八尾市田中小児科閉院に

伴う後任医療機関の選定依頼が届いており現

在選定作業中である。

など活発な議論があった。

(5)小児救急部会（久保理事）

ｌ）大阪府小児救急電話相談（#8000）平成24年

度の集計結果について

集計結果について詳細なデータを提示しながら

説明を行った。

また、今年度より＃8000事業は大阪府からＮＴＴ

データ関西に業務委託されていることも説明さ

れた。

(6)勤務医部会（西野理事）

平成25年度第１回障害児問題検討委員会を平成２５

年６月19日森之宮病院８階会議室にて開催。

ｌ）成人期を迎えるお子さんのこれからのてんか

ん診療についてのアンケート調査について中間

報告が行われた。

２）学齢期における高次脳機能障害の実態調査の

アンケート調査について調査方針の検討を行っ

ている。

３）病院における小児在宅医療に関するアンケー

ト調査について最終結果のまとめ報告が行われ

た。今後は大阪府医師会（１１月)、日本小児神

経学会（来年６月）などで発表を予定している。

在宅医療委員会との連携も行っていく。

４）冊子「障害を持つ子どもたちのよりよい生活

のために」の改定に向けて追加すべき項目など

の検討を行った。

５）次回委員会は平成25年８月28日（水）に森之

宮病院８階会議室を予定。

(7)総務部会（中島理事）

１）第１回一般社団法人大阪小児科医会第１回定

時総会が平成25年５月25日（士）薬業年金会館

にて開催。

第１号議案平成24年度庶務･事業報告に関し、

承認を求める件

第２号議案平成24年度会計収支に関し、承認

を求める件

第３号議案平成25年度予算の補正に関し、承

認を求める件

第４号議案参与、顧問、名誉会長委嘱に関し、

承認を求める件

全ての議案は賛成多数により可決された。

２）本理事会終了後にフォーラム慰労会の開催を

予定している。

4）小児医業経営部会 (市川理事）

l）第１回（通算263回）小児医業経営部会を平成

２５年６月１日（士）に大阪小児科医会事務局会

議室にて開催。

2)次期改定への要望事項(小児在宅医療について）

大阪小児科医会在宅小児医療実践小委員会およ

び小児医業経営部会の討議を経て、在宅小児医

療を推進する立場で、在宅小児医療に関する診

療報酬の要望事項をまとめた。関係諸機関と意

見調整を行い、日本小児科医会社保委員会に提

出する。

3）医業経営実態調査

日本小児科医会では医業経営実態調査を７月に

行う。前回は平成21年度に実施しており、４年

ぶりの調査となる。この調査から大阪の状態は

わからないので、前回同様大阪でも同じ調査を

同時に行う。大阪小児科医会の調査用紙には耳

鼻科的処置および病児保育に関する独自の項目

を追加する。

4）平成25年度第１回日本小児科医会社会保険委

員会報告

平成25年６月９日（日）ＡＰ大阪・ＲｏｏｍＣにて

開催

主な議事

・日本小児科医会理事会報告・日本医師会社会

保険診療報酬検討委員会報告・日本小児科学

会社会保険委員会報告・内科系学会社会保険

連合報告・平成25年度診療所小児科の医業経

営実態調査について・予防接種料金算定基準

（案）について・各地区および委員近況報告 ４報告及び審議事項
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く報告事項〉

（１）一般社団移行後の公益目的財産等の確定手続き

について

一般社団法人移行後に提出が必要な資料を示し説

明を行う。移行後３か月以内の提出を求められて

いるため本理事会での報告後速やかに提出する予

定。

(2)フォーラム会計報告（収入速報値）について

日本小児科医会総会フォーラム開催期間中の収入

について説明を行う。フォーラム全体の決算報告

については１０月の理事会で報告を予定している。

ｉPS細胞研究基金の募金も後日振込を予定してい

る。また今回ご協力頂いた協賛企業の一覧を示す。

フォーラム開催期間中の参加者は1571名であっ

た｡都道府県別の参加者数も資料を示し説明する。

特に大阪は427名の参加があり医会会員の３分の

２が参加した。

近日中に日本小児科医会関係者、寄付者、協賛企

業、医会会員、に礼状の発送を予定している。

(3)大阪府医会連合開催案内

平成25年６月27日（木）に平成25年度第１回大阪

府医会連合代表者会議の開催が予定されている。

予定議案などを説明する。医会からは武知会長が

出席予定である。

(4)大阪府医師会勤務医部会設立40周年記念式典

開催案内について

平成25年７月13日（土）に大阪府医師会勤務医部

会設立40周年記念式典が開催される。開催概要を

説明し、医会からは武知会長と卯西副会長、藤谷

副会長の３名の出席を予定している。

’慣例により祝儀３万円を持参する。

(5)一般社団法人大阪府女医会総会・講演会・懇親

会出席について

平成25年６月30日（日）に一般社団法人大阪府女

医会総会・講演会・懇親会が開催される。開催概

要を説明し、医会からは武知会長が出席予定であ

る。慣例により祝儀３万円を持参する。

(6)「小児がん検診を受けましょう」チラシ配布に

ついて

大阪府立母子総合医療センターより、「小児がん

検診を受けましょう」啓発チラシが届いている。

例年同様全会員に発送を予定している。

(7)発達障害ワーキンググループからの報告

平成25年６月５日大阪府別館において会議が開催

された。医会からはオブザーバーとして参加して

いる。当日の資料を示し、発達障がい児者総合支

援事業の説明を行う。

(8)ＨＰＶワクチンの接種勧奨差し控え

厚生労働省から配布された資料を示す。担当理事

より詳細な説明が行われた。ISOP参照

(9)小児在宅生活支援地域連携シートについて（大

阪府健康医療部より）

大阪府健康医療部において小児の在宅医療を円滑

進めるため「小児在宅生活支援地域連携シー」が

作成された。運用方法について説明する。

(10）細菌'性髄膜炎から子どもたちを守る会からの

報告について

大阪小児科医会が後援を受諾した、一般財団法人

細菌性髄膜炎から子どもたちを守る会の「こども

たちの守れるいのち・輝くいのちフェスタ」が平

成25年５月１９日に開催され、その報告書が届く。

報告書の概要を説明する。

(11）ＮＭＣSニュース配布について

ＮＭＣSニュースについて配布依頼と共に配布物が

届く。例年同様全会員に配布する予定。

(12）事務局及び会議室賃貸契約更新について

前回の理事会で承認された事務局及び会議室の賃

貸契約更新書類が届いている。同一条件で３年契

約の更新を行う予定である。契約更新後に書棚な

どの購入も検討している。

尚、会議用机、椅子は小川名誉会長に寄贈いただ

いた。

(13）平成25年度大阪府医師会医学会総会一般演題

（パネル展示）の募集について

大阪府医師会より、平成25年度大阪府医師会医学

会総会一般演題募集について案内が届いている。

募集要項を説明し参加を募る。

(１４）その他

１）小児科医会のロゴマーク募集について

新たな小児科医会のロゴマークを募集する。募

集要項についてはISOPに掲載する予定。

２）羽生田たかしサポータ名簿について

羽生田先生のサポータ名簿について協力をお願

いする。

<審議事項〉

（１）麻しん風しん予防啓発用チラシ配布について

大阪市保健所より平成25年度の麻しん風しん予防

啓発用チラシの活用要請が届いている。

例年は全会員に配布しているが配布枚数も少な

く、医療機関では利用しにくい。医会ホームペー
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ジなどで案内し必要な会員に対して事務局で対応

する事が提案ざれ承認された。

(2)「夏型感染症にご注意を!」チラシ配布について

大阪市保健所より「夏型感染症にご注意を!」チ

ラシの活用要請が届いている。

審議事項１と同様に医会ホームページなどで案内

し必要な会員に対して事務局で対応する事が提案

ざれ承認きれた。

(3)「ワクチンメディカルシンポジウム」（仮）（ＭＳＤ

株式会社）共催依頼について

MSD株式会社より、平成25年９月７日（士）に

開催を予定している「ワクチンメディカルシンポ

ジウム」（仮）について共催依頼が届いている。

担当理事より開催概要が説明ざれ共催は承認され

た。

(4)会費未納者、会費免除者について

２年以上会費を納めていない８名の会員について

対応を協議する。会費未納者については監督官庁

からも指導を頂いており対応が必要である。直接

連絡がとれる会員については理事から督促を行っ

て頂く。その他の先生については退会の案内も含

めた最終案内を発送することが担当理事より提案

ざれ承認された。

(5)子育て通信販売促進方法について

現在約4,000冊の在庫がある。理事より通信販売

最大手のAmazonなどを活用してはどうかとの提

案があった。電子版については手数料なども安く

送料なども不要なので検討しても良いのではない

かとの意見があった。初期投資費用や運用に問題

が無いかを調査予定。

実際の印刷物（4,000冊）の販売促進はISOPでの

案内、各委員での活用方法などの検討を行い次回

理事会でも再検討する。

(6)会員名簿作成について

一般社団法人移行もあり今年の秋をめどに会員名

簿を再作成したい。理事から異論はなく承認され

た。

(7)今後の学術集会開催方法について（学会専門医

承認単位対策を含めて）

現在の学術集会の単位は以前の８単位から３単位

へと変更されている。学術部会でも議論を行って

いるが方向性については理事会で審議し医会とし

ての方向'性を示きれたい。他の医会も８単位を維

持することは困難な状況ではあるが、大阪小児科

医会の活動は全国からも注目されている。全ての

集会を８単位にすることは困難だが開催回数の見

直しや開催を日曜日にするなどの検討を行い８単

位の取得を目指すべきとの意見が示きれる。担当

理事からは会員からの意見を聞くためのアンケー

トの実施なども提案された。審議時間も少なく次

回理事会での継続審議となる。

(8)事務局夏季賞与・夏季休暇について

ｌ）夏季賞与について支給時期は６月末とする。

支給額は栗山事務局長は年俸制支給にフォーラ

ムでの慰労金として１０万円を増額、摺木氏には

１０万円、橋本氏には５万円支給する。

２）事務局夏季休暇は８月13日から８月16日の４

日間とする。

事務局夏季賞与及び夏季休暇について承認され

た。

(9)その他

ｌ）報告事項発達障害ワーキンググループから

の報告への追加

平成25年７月22日に実務者会議が開催ざれその

報告が担当理事に届く予定である。届いた報告

書をメーリングリストで送信するので意見を頂

きたい。

議事録署名（自筆署名または押印）

平成25年６月22日

会長武知哲久

副会長卯西元、田尻仁、藤岡雅司、

藤谷宏子

監事田中祥介、根岸宏邦

理事赤木秀一郎、板金康子、市川正裕、

今北優子、小野厚、川崎康寛、

川村尚久、久保馨、坂崎弘美、

佐野哲也、竹中義人、田邊卓也、

中島滋郎、西鴫加壽代、西野昌光、

西村龍夫、原田佳明、春本常雄、

東野博彦、福井聖子、藤井雅世

松下享、八木由奈
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医制度の改革を始めており、小児科総合医としての

小児科専門医の確立のために今後の医会はどう関わ

るべきか､という大きな課題が出てきました。また、

医会内部では各部会の委員会の中で、在宅小児医療

や障害児問題など共通の課題を協議している所があ

り、当然のことながら互いの部会間で協力できると

ころは協力して活動の効率化を進め、あるいは部会

構成の見直しまでを考えて頂ければと思います。

この理事会では、理事一人ひとりが積極的に今後

の医会のあり方を考え、時代にあった医会の運営に

意見を出して頂きたいと思います。

それでは早速ですが本日の理事会の報告に移り、

審議にしっかりとして時間をとりたいと思いますの

で皆様よろしくご協力お願いいたします。

一般社団法人大阪小児科医会

第４回（通算404回）理事会

日時：平成25年７月１８日（木）１４：００～１６：００

場所：大阪小児科医会事務局会議室

出席者：（敬称略アイウエオ順）

武知会長、卯西、藤岡、藤谷各副会長

小國監事

赤木、板金、市川、小野、川崎、久保、

圀府寺、坂崎、住本、竹中、西垣、西鴫、

西野、西村、春本、東野、福井、藤井、松下、

村上、八木各理事

小田副議長

定款29条の規定による定足数を満たしており、本

会は成立した。 ２報告事項（庶務担当）

（１）会員異動

ｌ）新入会員
あずまたかし

Ａ会員東孝（あずまこども診療所）田中

祥介会員推薦

〒581-0056大阪府八尾市南太子堂２－１－５７

ＴＥＬO72-990-5541FAXO72-990-5543
かわじりみえ

Ａ会員）Ⅱ尻三枝(きららこどもクリニック）

田中蘆会員推薦

〒544-0014大阪市生野区巽東1-2-14ウイ

ングヒルズlF

TELO6-6457-5109FAXO6-6757-510３

２）退会会員
すぎたかつひろ

Ａ会員杉田勝洋（杉田｣､児科医院）

〒584-0032富田林市常盤町6-3

ＴＥＬO721-25-7888FAXO721-25-7889
すぎはらまさあき

Ｂ会員杉原正章（杉原｣､児科医院）

〒577-0817束大阪市近江堂2丁目lO-39

TELO6-6722-2000FAXO6-6723-5099

３）Ｂ→Ａ
おかのともひで

岡野智英（岡野クリニック）

〒560-0034豊中市蛍池南町l-3-6

TELO6-6852-5337FAXO6-6852-5337

４）物故会貝
おかのつとｔｊ

Ａ会員岡野勤（岡野クリニック）

〒560-0034豊中市蛍池南町l-3-6

TELO6-6852-5337FAXO6-6852-5337

生前への本会へのご協力に深謝し、冥福を祈っ

て黙祷…

(2)現在会員数（名誉会長４名、顧問７名、参与５

１．会長あいさつ

７月に入り夏らしい日々というより、とても蒸し

暑い日が続いております。熱中症搬送者が１万８千

人を超えたという報道がなされ、われわれが問題に

している風疹の問題が隠れているような印象があり

ます。また、このような気候で体調不良のため本日

ご欠席の役員もおられ、みなさまにおかれましては

体調管理に十分ご留意下さい。さて、本日も理事会

へのご足労を頂き有り難うございます。

次の日曜日には参院選が控えておりますが、医療

福祉改革を訴える候補達がどのように票を獲得する

か見守りたいものです。６月のフォーラムからlか

月あまりが経ちましたが、盛会の余韻に浸る間もな

く皆様は次の仕事を進められているものと思いま

す。先月の理事会ではフォーラム燃え尽き症候群の

気運もありましたが、前回で繰り越しとなった議事

を本日は十分に審議していただきたいと思います。

フォーラムでは大阪小児科医会の今までの業績を

全国に示しましたが、それは大きな節目として、こ

れからは医会のあり方を理事会で検討していかなけ

ればと考えております。特に小児科医を取り巻く社

会の変化に対応するべく、医会の事業も変えていく

必要があり、その改革にあたっては伝統を守ってき

た事業も切り捨てる覚悟、あるいは大きく変える英

断も必要かと思っております。

ところで今回、会員への周知を目的に専門医制度

の行方についてＩＳＯＰに褐載せていただきましたが、

専門医評価認定機構では５年以上先を見越した専門
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対意見はなく、紹介元として大阪府下の保健

所関係者までを対象とすることが承認され

た。

②かかりつけ医登録票の更新や新規募集に関し

て意見をいただいた。

③在宅小児医療実践小委員会について

現在、在宅小児医療実践小委員会はプライマ

リ．ケア部会内の病診連携委員会の傘下で小

委員会となっているが活動も活発であり在宅

小児医療実践委員会としてはどうかとの提案

があった。理事から反対意見はなく今後在宅

小児医療実践委員会とすることが承認され

た。

７)会長より日本の風疹予防対策などの説明があっ

た。

８）プライマリ・ケア部会構成の－部再編につい

て

共通の目的をもった事案については各部会間で

の協力を今まで以上に行い、合同の委員会を開

催するなど、活発な部会活動を進めていただき

たい。

９）公開講座開催について

平成25年度は１０月に貝塚市にて開催を予定して

いる。平成26年度は東大阪市での開催が決定し

た。

(3)情報２広報部会（川崎理事）

名）

Ａ会員（368）名、Ｂ会員（292名）計660名

(Ａ会員は前回より１名増Ｂ会員は前回より２

名減）

３．各部会報告

(1)学術部会（松下理事）

ｌ）部会開催なし

２）学術集会の開催について

①９月14日（士）和歌山県立医科大学耳鼻咽

喉科教授山中昇先生に小児の中耳炎を中

心とした耳鼻科疾`患に関する講演を依頼し内

諾を得ている。会場は北浜フォーラムを予定

している。もうｌ演題追加し複数演題となる

よう計画中である。

②１１月は次回の学術部会で検討する予定であ

る。

③２月８日（士）川口市立医療センター放射

線科部長原裕子先生にレントゲンの読影

方法や放射線診断学のトピックスなどについ

て講演を依頼している。

2）プライマリ・ケア部会 (竹中理事）

l）第240回プライマリ・ケア部会を平成25年７月

４日（木）に大阪小児科医会２Ｆ会議室で開催。

2）会長より総会フォーラム終了に関する報告が

あった。

3）子どもの心委員会より総会フォーラム市民公

開講座（子どもの心研修会共催）の報告があっ

た。

4）病診連携委員会より会報１０月号における病院

紹介記（北野病院・阪南市民病院）及び地域勉

強会紹介（３‐ｌ会（枚方・交野小児懇話会)）

の原稿執筆依頼を行い内諾を得ている。

5）在宅小児医療小委員会より第１１回在宅小児医

療実践小委員会報告があった。

6）在宅小児かかりつけ医紹介事業について

①在宅小児かかりつけ医紹介事業は2013年２月

より試運用を開始している。当初の予定では

会員から会員への紹介を考えていたが、実際

の運用では保健所関係者からの問い合わせが

多い。そこで保健所関係者にはオープンにし

てもいいのではという意見が出された。訪問

看護ステーションまで範囲を広げると収拾が

つかなくなる恐れもあるため、現段階では保

健所関係者までを検討している。理事から反

l）第106回情報・広報部会（第３回感染症サーベ

イランス委員会）を平成25年７月18日（木）に

大阪小児科医会会議室で開催予定。

2）ISOP委員会（松下理事）

①号外６月１４日発行済み

②第210号６月24日発行済み

③第211号編集中の主な掲載予定記事

・専門医制度について今後小児科専門医はど

うなるか

・大阪府市町村乳幼児医療費助成制度

・夏型感染症流行期に入る

・福島の被災地・避難区域の子どもたちおよび

自主的避難の子どもたちへの任意予防接種助

成事業の実施期間が延長されました

.「子育て通信」のお知らせ

・第９回日本小児科医会生涯研修セミナーの参

加登録が始まっています

・学会・集会の案内

3）ホームページ委員会
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①定時更新

②更新履歴の窓を設置

③「在宅小児医療診療報酬の手引き第２版」

の収載

④大阪小児科学会、大阪小児保健研究会などの

ホームページヘのリンク

⑤Googleを使用したサイト内検索（検証作業

中）

4）会報委員会

①第166号（７月号）来週中に発送予定

②第167号（１０月号=総会フォーラム特集号）

原稿依頼中

5）感染症サーベイランス委員会

①小児科・疑似症定点の選定について

・八尾市のひょうり小児科を選定し大阪府に報

告を行った

・羽曳野市の選定作業については作業途中

４．報告及び審議事項

く報告事項〉

（１）フォーラム会計について

総会フォーラムの会計について現時点での収支計

算書を示し詳細な説明、報告が行われた。

予備費の利用について医会の研究費としての運用

を考えている。会計報告および予備費の運用につ

いて承認された。

寄付をいただいた先生にはお礼状と収支計算を発

送する予定である。

(2)大阪府医師会医学会座長派遣依頼について

平成25年９月26日（木）に大阪府医師会医学会、

学術講演会が開催される。今年度の担当は小児科

医会のため座長を派遣する。あわせて会員の参加

をお願いする。

(3)自閉症セミナー参加者の報告について

前回の理事会で後援を決定した自閉症セミナーか

ら過去の参加人数報告が届いた。

参加された先生からは有意義な会でありＩＳＯＰな

どでの案内は必要との意見があった。

(4)東日本大震災-小児科医の足跡-の配布について

日本小児科医会より東日本大震災-小児科医の足

跡-が届いている。希望の理事はお持ち帰り下さ

い。

(5)託児サービス併設費用補助について

大阪府医師会より託児サービス併設費用補助につ

いて案内が届いている。６月に開催した総会

フォーラムでの託児サービスに関する費用の請求

を行う。今後の医会活動においても対象となる場

合は申請を行う予定である。

(6)会員へのあいさつ状について

暑中見舞いや年賀状の扱いについて説明を行う。

理事からは特別な内容がないのであれば費用もか

かることなので控えてはどうかとの意見があっ

た。会報（１月号）の活用も検討し今年度の暑中

見舞い、年賀状は発送しないこととなった。

(7)その他

現在のワクチンなどの`情勢について

大阪３者協議会で意見をまとめ、厚生労働省に対

し意見書の提出準備を進めている。

小児用肺炎球菌の定期接種ワクチン、７価肺炎球

菌結合型ワクチンから１３価肺炎球菌結合型ワク

チンへの切り替えについて説明された。

<審議事項〉

（１）今後の学術集会開催方法について

4）小児医業経営部会 (市川理事）

ｌ）部会開催なし

２）７月１日に医療経営に関するアンケートをＡ

会員に発送し現時点で56件の回答があった。回

答率を上げるため督促ハガキの発送を予定し

ている。

３）大阪府市町村乳幼児医療費助成制度の一覧を

ISOPに掲載予定である。

(5)小児救急部会（久保理事）

ｌ）部会開催なし

２）大阪府医師会救急・災害医療部委員会報告

平成25年７月４日（木）に大阪府医師会館で開

催された平成25年度第１回大阪府医師会救急．

災害医療部委員会報告が行われた。新年度第１

回目の委員会のため構成委員の紹介や事業計画

が主な報告内容であった。

(6)勤務医部会（西野理事）

１）部会開催なし

２）７月30日（火）に病気を持つ子どもの保育・

教育検討委員会が開催予定。

３）第１５回研修医のための小児救急・新生児勉

強会が平成25年９月21日（土）に大阪府医師協

同組合会議室で開催予定。

(7)総務部会（板金理事）

l）部会開催なし

2）大阪府より公益目的財産額の確定について通

知が届き公益目的財産額が確定した。
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（学会専門医承認単位対策を含めて）（６月理事会

継続審議事項）

はじめに、今後の専門医制度について会長から詳

細な説明があった。基本領域専門医に新設された

総合診療医の小児診療への参加について小児科関

連４団体は全面的には容認していない。学会は小

児科専門医を小児科総合医とする考えであるが、

学会では地域小児医療の研修が出来ていない現状

であり、医会が地域小児医療の研鑑をいかにする

かを課題とする。その状況にあって、大阪小児科

医会は今後の研修集会のあり方を専門医制度も含

めて見直す時期が来ている。

松下学術部会長からは学術部会としてはまず、８

単位取得を目指すのか、３単位のままでいいのか

の方向性を示してほしい。今後の学術集会で専門

医承認単位８単位の取得を目指すのであれば学術

部会単独で検討するのではなく、各部会から委員

を選出し新たな委員会を作る案が提案された。卯

西副会長からは開催回数も５回にこだわるのでは

なく回数を減らしてでも内容の充実した集会を目

指す意見がでた。他の理事からは、歴史のある集

会であり、大学と医会との交流や行政も交えた集

会の検討も必要である。大阪小児科医会は会員数

も多く、また一般社団法人としての立場も踏まえ

８単位が取得できる集会も必要ではないか。単位

数の議論だけでなく医会が目指す方向性の検討が

必要ではないのか｡など活発な意見が交わされた。

単位数ありきではなく、年１回の総会で複数演

題を検討してはどうか、その結果単位数が増えれ

ばいいのではないのか。５年以上先を見据えた小

児科医のあり方を考え開催内容を検討するべきで

ある、次回の定時総会開催時の学術集会は改革の

意識を持ったプログラム構成を検討することを学

術部会に要請する。

(2)今後の部会活動のあり方について

ｌ部会構成の見直し２．委員会構成の整理

３．委員の任期の明確化の為に委嘱状の発送準備

を進めている。新規委員の参入は理事会での承認

とする４．委員会の開催形式以上の検討を

行っているが本日は審議時間も少なく次回理事会

での継続審議とする。

(3)子育て通信販売促進方法について（６月理事会

継続審議事項）

子育て通信は5,000冊の印刷を行い、現在4,000冊

弱の在庫がある。販売促進のためチラシを作成し

配布を検討する。また地域の保育所・幼稚園に対

してもチラシと子育て通信の目次を発送し販促活

動を行う予定である｡チラシの作成は承認された。

Amazonなどでの販売も議論されたが手数料や発

送・在庫管理の問題もある。現段階では在庫の販

売に集中する。

(4)メーリングリスト管理の担当について

今後のメーリングリスト管理については事務局が

行う事が承認された。

(5)忘年会・懇親会開催計画について

忘年会は１２月21日（士）理事会終了後に開催する

ことが承認された。

(6)会員名簿作成について

総務部会でプロジェクトチームを立ち上げ今年中

の完成を目指す。名簿作成は承認された。

(7)第９回男女共同参画フォーラムについて

平成25年７月27日に開催される日本医師会主催

「第９回男女共同参画フォーラム」について開催

概要が説明された。医会会員が参加する場合は交

通費を医会が負担することが承認きれた。

(8)＃8000事業活動について

＃8000事業については現在NTTデータ関西が事業

を受託している。実務を行う受け皿としてＮＰＯ

法人の設立を検討している。設立の際には小児科

医会のバックアップを受けたいと考えている。事

業の継続を心配する意見があった。審議時間が少

なく次回理事会での継続審議とする。

(9)その他

特になし。

議事録署名（自筆署名または押印）

平成25年７月１８日

会長武知哲久

副会長卯西元、藤岡雅司、藤谷宏子

藍事小國龍也

理事赤木秀一郎、板金康子、市川正裕、

小野厚、川崎康寛、久保馨、

圀府寺美、坂崎弘美、住本真一、

竹中義人、西垣敏紀、西鴫加壽代、

西野昌光、西村龍夫、春本常雄、

東野博彦、福井聖子、藤井雅世、

松下享、村上城子、八木由奈
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部会報告（～Ｈ25.8）

平成25年度第１回

障害児問題検討委員会

日時：Ｈ25.6.19（水）１９:00～２１：００

場所：森之宮病院８階会議室

出席者：荒井、宇野、柏木、九鬼、島川、

田川、田邊、烏邊、永井

平成25年度第１回

病気を持つ子どもの保育・教育検討委員会

日時：Ｈ25.5.21（火）１９：００～

場所：大阪市立総合医療センター第５会議室

出席者：永井、稲田、圀府寺、田川、藤丸、小野寺

平成25年度第１回

小児医業経営部会

日時：Ｈ25.6.1(士）１５：００～１７：００

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、市川、西村(龍)、卯西、大久保、

木野、田中(祥)、西村(拓)、原田、春本、

福田(弥)、村上(城)、和田

第１１回在宅小児医療実践小委員会

日時：Ｈ25.6.20（木）１４：００～１６：００

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：春本、田中(祥)、藤井(雅)、住本、

鳥邊

竹川、

第105回情報広報部会

（第218回）会報委員会

日時：Ｈ25.620（木）１４：００～１６：００

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：川崎、松下、板金、坂崎、藤谷

第239回プライマリ・ケア部会

日時：Ｈ25.6.7（金）１４：３０～

場所：大阪市中央公会堂中集会室

出席者：藤谷、竹中、板金、卯西、小野、久保田、

田中(童)、田中(祥)、冨吉、中村、春本、

福田(弥)、藤井(雅)、望月 第240回プライマリ・ケア部会

H25.7.4（木）１４：３０～１６：００

(－社)大阪小児科医会事務局

武知、藤谷、竹中、小野、久保田、

田中(祥)、春本、福井、福田(弥)、

藤井(雅)、若宮

日時：

場所：

出席者：

日本小児科医会総会フォーラム実行委員会

（前日準備）

日時：Ｈ25.6.7（金）

場所：大阪市中央公会堂第６～８会議室

出席者：小川、武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷、

板金、市川、今北、小田、小野、Ⅱ|崎、

川村、圀府寺、佐野、隅、住本、竹中、

中島(滋)、西垣、西嶋、西野、西村(龍)、

原田、春本、福井、松下、八木、和田、

木野、小國、田中(童)、坂崎、藤井

第４回正副会長会

日時：Ｈ25.7.11（木）１４：３０～１７：００

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷、小田

第106回情報広報部会

（平成25年度第１回）

感染症サーベイランス委員会

日時：Ｈ25.7.18（木）１６：００～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、藤岡、川崎、松下、八木、圀府寺

第３回正副会長会

日時：Ｈ25.6.13（木）１５：００～１７：００

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷
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編集 後記

９月に入り、今夏の「猛暑」から想像していたほ

ど残暑が厳しくないことに幾分安堵していますが、

本号がお手元に届く頃には更に過ごしやすい秋の

日々となっているのではないでしょうか。さて本号

は、６月に開催されました第24回日本小児科医会総

会フォーラムの特集号となっています。内容は、単

なるプログラムや抄録の掲載ではなく、各担当者に

企画から当日の運営に至るまでの苦労話や裏話につ

いて語っていただきました。総会フォーラムのプロ

グラム集が表本とすれば、まさに裏本となるもので

す。これをお読みいただき、当日の熱気あふれる大

阪市中央公会堂の雰囲気を思い起こしていただくと

同時に、その陰で私達実行委員がどのように関わっ

ていたのかについて、少しでもご理解をいただけれ

ば有り難く思います。本号を無事に発刊できれば、

いよいよ総会フォーラムに関わる業務が終了となり

ます。集大成としての本号を､是非お楽しみ下さい。

一方で、本号には会員からの貴重な投稿が２編掲

載されています。１つは､柏原市の西村先生から｢咳

嗽診療を見直してみませんか？」、もう１つは八尾

市の木村先生から「特異的IgE抗体検査における測

定法の比較検討」です。ともに日常診療から生じる

疑問点や注意点をまとめられたもので、小児の外来

診療に携わる私達にとって大変重要な話題を提供し

ていただきました。このように会員から日常診療に

直結する話題を提供いただくことは、本会誌が会員

相互の研鏑の場として有益なものであると同時に、

本会誌の質を高めるものでもあります。会員諸氏に

は､今後も積極的な投稿をお願いしたいと思います。

更に、「診療一口メモ」では、ＪＲ東京総合病院の

奥山伸彦先生に「子宮頸がんワクチンとＣＲＰＳ（複

合性局所痙痛症候群)」というテーマでご寄稿をい

ただきました。子宮頚がんワクチンの積極的な勧奨

が差し控えられている中、小児のＣＲＰＳを専門とさ

れる医師は少ないことからも、この領域をご専門に

されている奥山先生に編集委員会からお願いをさせ

ていただきました。ＣＲＰＳをどのように考えるか大

変示唆に富んだ内容となっています。ご参考いただ

ければ幸いです。

その他、うぶ声、大学の窓、病院紹介記、地域研

究会の紹介、ベッドサイドメモ、随想、会員の声な

ど、毎号のシリーズ物も読みこたえがあります。個

人的なことで恐縮ですが、小生は毎回「随想」を楽

しみにしています。諸先輩からの寄稿は、先生方の

人生を垣間見ることができるものであり、｢何かホッ

とできる」読み物の１つとなっています。いつか私

もこのような文章を書いてみたいと思っています。

以上、本号は大変内容豊富なものとなりました。

－度読むだけでは消化不良を起こしそうですが、楽

しんで読んでいただければと思います。

（松下享）
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平成25年度第２回（第94回）学術部会

日時：Ｈ25.7.20(士）１４：００～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、卯西、松下、西鴫、尾崎、小田、

黒瀬、田邊、寺口、中島(滋)、西村(龍)、

藤谷、牧、余田

平成25年度第２回

病気を持つ子どもの保育・教育検討委員会

日時：Ｈ25.7.30（火）１９：００～

場所：大阪市立総合医療センター第５会議室

出席者：永井、稲田、岡崎(伸)、圀府寺、田川、

藤丸

ワクチン接種打ち合わせ会

日時：Ｈ25.8.8（木）１４：３０～

場所：（－社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、藤谷、市川、小田、久保、久保田、

圀府寺、住本、中島(滋)、藤井(雅）

第５回正副会長会（拡大）

日時：Ｈ25.8.8（木）１５：１５～

場所：（~社)大阪小児科医会事務局

出席者：武知、卯西、田尻、藤岡、藤谷、市川、

川崎、久保、住本、竹中、松下
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会員異動

新入会員

Ｔ

区分変更

Ｔ

退会会員

物故会員

Ｔ

生前の本会へのご協力を深謝し、ご冥福をお祈り申しあげます。

現在会員数(名誉会長４名、顧問７名、参与５名）

Ａ会員(367名)、Ｂ会員(292名)、合計(659名）
Ａ会員が前回と変わらず〈Ｂ会員は前回より－５名

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ

住所
ＴＥＬ
ＦＡＸ

Ａ 川尻三枝 きららこどもクリニック 544-0014
大阪市生野区巽東1-2-14
ウイングヒルズ1Ｆ

06-6757-5109

06-6757-5103

Ａ 東孝 あずまこども診療所 581-0056 八尾市南太子堂2-1-57
072-990-5541

072-990-5543

区分 氏名 勤務先名
ｌ
Ｔ

住所
ＴＥＬ
ＦＡＸ

Ｂ －し Ａ 岡野智英 (医）岡野クリニック 560-0034 大阪府豊中市蛍池南町1-3-6
06-6852-5337

06-6852-5337

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ

住所
ＴＥＬ
ＦＡＸ

Ｂ 周山逸人 四天王寺悲田院 583-0868 羽曳野市学園前6-1-1

Ｂ 坂本知子
(医）篤友会坂本病院
小児科

561-0831 豊中市庄内東町2-7-13
06-6332-0131

06-6332-9838

Ｂ 田中晴樹
近畿日本鉄道大阪健康管理
センター

543-0031 大阪市天王寺区石ケ辻町4－１２
06-6771-2650

06-6771-3321

Ｂ 杉原正章 (正仁会）杉原小児科 577-0817 東大阪市近江堂2-10-39
06-6722-2000

06-6723-5099

Ａ 杉田勝洋 (医）杉田小児科 584-0032 富田林市常盤町6-3
0721-25-7888

0721-25-7889

Ａ 吉田匡司 吉田小児科 570-0066 守口市梅園町3-32
06-6992-7175

06-6992-7175

区分 氏名 勤務先名

ｌ
Ｔ 住所

ＴＥＬ
ＦＡＸ

Ａ 岡野勤 (医）岡野クリニック 560-0034 豊中市蛍池南町1-3-6

７
７

３
３
３
３
５
５
』
』

２
２
５
５

８
８
６
６
』
－

６
６

０
０



一般社団法人大阪小児科医会住所等変更届

平素は一般社団法人大阪小児科医会に御協力賜ﾚﾉましてありがとうございますｂ

ご住所､勤務先等の変更がございましたら､お届け下さいますよう宜しくお願い致します。

－般社団法人大阪小児科医会事務局ＦＡＸＯＳ－ＳフＳ１－７ＳＳ２

平成年月曰

切
り
取
り
線

個人情報保護法によりこの情報は当医会のみでの使用に限ります。

氏名

(ふIﾉがな）
■■■■■－－－－－－￣■■■■■■■■■－－-－－－-－￣■■■￣■■■￣’■■■■■■－－－－－－--￣■■■－－－－－■■■－－－－－－－－■■■■■■■■■■■■■■■￣

会員種別

Ａ・Ｂ

生年月日 西暦年月曰 男・女

勤務先名
(ふIﾉがな）

■￣－－－－－－－－-－－－－－￣■■■￣■■■■■■-－－－－－－－--－－’■■、－－■■■■■■■■■-－■■■■■■■■■-－－－■■■■■■￣■■■■■■－－￣■■■■■■■■■－－￣■■■■■■■■■■■■－－￣■■■■－－￣■■■－－■

勤務先所在地

(ふ0ﾉがな）
Ⅱ■--￣■■■■■■■■■－－■ﾛ■■-－－－■■■-－-－－－－－－－－－￣■Ⅱ■,－－－－－－-－－－￣■■■■■■￣■l■■－－--－－￣￣■■■￣■■■■■■■■■－－－－5-dヨI■■■ﾛ｡ﾛ■I■

Ｔ

ＴＥＬ FＡＸ

所属医師会名

自宅住所

(ふIﾉがな）
■■■■－－－－￣■■■－－■■■■■■￣■■■－－－－－－-－-－－－-－￣■■■－－－－￣￣￣■■■￣￣－－■■■￣■■■－－－－-－－－￣￣￣￣￣■■■■■■－－－－-－－－■■■￣■■■－－-1■

Ｔ

ＴＥＬ FＡＸ

携帯

文書送付先 1.施設所在地２.自宅住所

メールアドレス
医会の情報を電子媒体で希望

される会員はご記入ください。
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■


