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巻頭言

会報200号を目指して

副会長板金康子

会員のみなさま、今期

副会長を拝命しました板

金です。どうぞよろしく

お願い致します。私が大

阪小児科医会に入会し

て、早くも4半世紀がた

ちました。最近の4年間

は情報・広報部会の部会

長と会報委員会の委員長

を兼任しておりましたオを兼任しておりましたが

置付けられ、学術という幹からいろいろな枝がすく

すくと伸びていくことこそが、医会活動の本来の姿

である、 という初代会長、故安達先生の強いご意志

を感じます。そしてこのような基本精神を受け継

ぎ、会報は今春より学術論文の受け入れを始めまし

た。会員のみなさまにおかれましては、 日頃の臨床

研究の発表の場、あるいは経験された貴重な症例を

共有する場として会報への投稿を検討いただけます

と幸いです。

さて過去の会報を読み返してみますと、折にふれ

て、 「これからの」小児科医のあり方についていろ

いろな先生方が考察、提案をされています。それら

は現在にも通じるものが多く、そのご慧眼に感服す

るばかりです。設立10周年記念号にはすでに、小児

科医は受診した子と．もを診る、受け身の医療行為だ

けでなく、母子保健、学校保健にも目を向け、問題

を発掘し小児科医の活動を拡げる必要性が提言され

ています。その後30年余りたった現在（ちょうど平

成の時代と重なりますが)、 さらに小児の疾病構造

は大きく変化し、少子化も進みました。子どもの生

活環境も予想以上に変わっています。しかし、 これ

らの変化に小児科医がフィットできているか、 と考

えるとまだまだ道のりは遠そうです。子育て支援の

の場面でも、現在整備されつつある子育て世代包括

支援センターの連携機関として、病気の時以外でも

保護者や地域から頼りにされる存在になること、 ま

た病気に関しても、子どもの「総合医」として、幅

広く健康問題に対応できる実力を備えることが大切

です。 さらにこれからの地域社会の医療ニーズを考

えると、小児科は「小児」だけを診る科ではなく、

胎児期、新生児期から成人期、 さらに次世代へと続

いていくライフサイクルを見据えた医療を実践する

「成育医療」科へ進化しないと役割を果たせないで

しょう。

以上のことを踏まえながら、 これからもアンテナ

を高くして、会報は学術的にも豊かで、かつ日常診

療、保健活動に資する情報を提供する努力を続け、

200号へ繋いでいきたいと思います。

一

、今期も副会長として情

報・広報部会を担当させていただきます。

この4年間を振り返りますと、 まず医会が誇る

ISOPニユース速報は1号も休刊することなく毎月

1回以上発刊されております。メール配信のメリッ

トを生かして今年5月号よりカラー化を行い、 さら

に読んでいただきやすくなりました。また、 より多

くの会員が集会に参加いただけるよう、 2017年11月

より小児科関連集会に関するリマインドメール

「minlSOP」を毎週水曜日に配信しています。ホー

ムページは「使い心地の良い」ホームページを目指

して、 まる2年間かけてリニューアルエ事を行いま

した。閲覧しやすく、有用な情報をより得やすい構

成になりましたので、ぜひご利用ください。

会報は本号が第191号となり、いよいよ200号が見

えて参りました。会報は1976年医会発足と同時に第

1号が発刊され、 40年以上医会とともに歩んで参り

ました。第1号には医会発会式の様子が報告されて

いますが、当時の保険診療の枠組みの中で内科に隷

属したような扱いを受け、崩壊の危機に直面してい

た「弱小科目」小児科医療をなんとしても守らね

ば、 と立ち上がられた関係者の先生方の熱い想いが

伝わって参ります。さらに私が感銘を受けたのは、

発会式当日に早くも学術講演会が行われたことで

す。この日は関西医大松村教授をお招きして「ハイ

リスク新生児の集中強化療法」と題した記念講演が

行われ、その抄録も第1号に掲載されています。小

児科医が社会に発信し、小児医療を守るためには、

小児科医自身の知識技能の向上が必須です。会員の

生涯研修は設立当初から医会事業の最重点項目と位

二唾

一=
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《うぶ声》

SmallfOrgestationalage (SGA)の内分泌的問題

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学西垣五月

芽腫のリスクが高いことは認識しておくべきである3)。

80％は3歳までに発症するので、若年例の場合はGH

開始時(および治療中)に腹部エコーを実施し、AFPを

チェックしておく。治療実施にあたっては、 日本小児

内分泌学会の策定したガイドラインを参照されたい4)。

特に40週以降で出生した児の場合、出生体重が

2500g以上でもSGAの基準を満たすことがあり、新生

児期に保護者がSGAとしての説明を受けていない可能

性がある。低身長の診療をするうえでは、出生歴を詳

細に聴取することが重要である。

【はじめに】

SmallfOrgestationalage(SGA)とは、出生時の

身長と体重について、在胎期間別の出生時体格基準値

と比し、身長と体重の両方が10パーセンタイル未満と

定義され、世界的には3～10%程度の頻度である')。

SGAの成因は様々で、母体要因が半数近くを占め、児

の染色体異常が5％程度、残り40％は原因不明とされ

ていたが、近年の遺伝学的検査の進歩により、原因が

同定される症例が増えている。SGAは小児内分泌学分

野でも注目される病態であり、本稿ではSGA児におい

て出生後に留意すべき内分泌的問題点につき、①低身

長、②思春期早発症、③メタポ'ノックシンドロームの

3点に絞り概説する。

澱へI

2思春期早発症

SGA児ではAGA(Appropriateforgestational

age)児に比し、思春期開始年齢が早いことが知られ

ている5)。思春期開始後その進行も早く、骨端線の閉

鎖が促進されるため、前述のSGA性低身長症に加え

て、SGA児の最終身長をより低くしてしまう。詳しい

メカニズムは不明であるが、乳幼児期の急激な体重増

加が成因に関連していると言われている。一般に思春

期早発症は、男児において①9歳未満で精巣発達、②

10歳未満で陰毛発生、③ll歳未満で腋毛、髭、変声を

認める場合、女児において①7歳6カ月未満で乳房発

育、②8歳未満で陰毛、腋毛発生、③10歳6カ月未満

で初経発来を認める場合とされる。SGA以外の原因が

存在する可能性もあるため注意する。特に男児では

hCG産生腫瘍などの器質的疾患の割合が高いので、精

査を考慮すべきである。器質的疾患が否定され、治療

基準を満たしたものにはGnRH(Gonadotropin

releasinghormone)アナログの定期注射で思春期を

遅らせる性腺抑制療法を行うこともある。

1．低身長

SGA児のうち約80～90%は2～3歳ごろまでに、正

常体格範囲に追いつく、いわゆる｢Catchupgrowth」

を示す2)。一方SGA児のうち、 2歳までに身長が-2SD

に満たない場合、SGA性低身長症と定義される。さら

に3歳になっても低身長の程度が重度の場合は、SGA

性低身長症として、 日本では2008年より成長ホルモン

(GrowthHormone;GH)治療適応症となった(表1)。

治療に用いるGH量は通常のGH分泌不全性低身長症の

0.175mg/kg/weekよりも高用量の0.23～0.47mg/kg/

weekである。GH治療中は採血でIGF1をモニタリング

し年齢性別基準値より上がりすぎないよう注意すると

共に、効果が不十分なのに闇雲にGHを増量・維持し

ないようにする。治療に当たり、低出生体重児では肝

~､

出生時＊

身長と体重どちらも10％未満

身長と体重どちらかが-2SD未満
S.メタボリックシンドローム

SGA児（および低出生体重児）は、将来の糖尿病・

脂質異常症・高血圧・肥満のリスクが高いことが示さ

れている。機序は十分解明されていないが、乳幼児期

の急激な体重増加が原因であるとする仮説がある6)。

CatchUpしたSGA児は、たとえ肥満でなくとも3歳時

の段階で既にインスリン抵抗性が獲得きれると言われ

ている。また、SGA児における胎盤の酵素発現が低下

治療開始時

歴年齢3歳以上

身長-2.5SD未満

年間成長率OSD未満

＊出生時の体格は在胎日数別出生時体格標準値をもとに判定する

表1 SGA性低身長症のGH適応条件
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する結果、胎児期に高濃度のステロイドに暴露され、

生後の高血圧や耐糖能異常を招くという仮説もある。

胎児環境や出生体重と、メタボリックシンドロームを

はじめ様々な生後発症の疾患の関連について提唱した

ものがDOHaD(DevelopmentalOriginsofHealth

andDisease)仮説である。支持する研究報告は多い

が、後ろ向き研究が主体で、若年成人のデータが乏し

く、具体的な発症時期が明らかでないなど、検討課題

が残る。

守るため、少しでも小児期からできることを始めて行

きたい。

文献

1)KarlbergJ,Albertsson-WiklandK.Growthin

full-termsmall-for-gestational-ageinfants: from

birthtofinalheight.PediatrResl995;38:733-739.

2)ArgenteJ,MehlsO,BarriosV.Growthand

bodycompositioninveryyoungSGAchildren.

PediatrNephrol2010;25:679-685.

3）菱木知郎、檜山英三日本における小児肝腫瘍

治療の現況． 日児誌2010;114:946-955.

4）田中敏章、横谷進、西美和、他SGA性低身

長症におけるGH治療のガイドライン． 日児誌

2007;111:641-646.

5)VerkauskieneR,Petraitienel,Albertsson

WiklandK.PubertyinChildrenBornSmall

forGestationalAge.HormResPaediatr2013;80:

69-77.

6)ChoWK,SuhBK.Catch-upgrowthandcatch-

upfatinchildrenbornsmallfOrgestationalage.

KoreanJPediatr2016;59: 1-7.

【結び】

小さく生まれた子どもが、しっかり食べて成長し、

他の子どもと同じぐらいまで体格が追い付くことは、

児と家族にとって大きな喜びである。また、早期の体

格CatchUpは神経学的予後や免疫能を改善するとい

う報告もある。しかし一方で、急激な幼児期の体重増

加が、将来の思春期早発症や、成人期のメタボリック

シンドロームのリスクを上げるという警鐘が鳴らされて

いる。これを考えると、小児科医としては、成長を手

放しで共に喜べない、なんとも複雑な気持ちである。

いうまでもなく、小児科医は小児期だけでなく、将来

成人期の健康の礎を築く役割を担う。今後明らかとな

る知見を注視し、未来を担う子供たちの生涯の健康を

/~ヘ

/へ、

ー〆

第10回成育医療研修会

2019年ll月9日(土) 14:45～17:30

グランフロント大阪北館タワーB カンファレンスルームBl+B2

報告：大阪小児科医会「乳幼児健診に関するアンケート調査」結果

講演I :「クリニックで実施できる『集団乳児後期検診』の実際

～今どきの諸問題にいかに対応するか～」

医療法人松下こどもクリニック 松下享先生

講演Ⅱ： 「"離乳食"から"補完食"へ～その意義と適切な進め方～」

医療法人笑山凱風会緑の森こどもクリニック 張尚美先生

時
場

ｐ
Ｈ
今
云
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大学の窓

昨今の医学生気質に関する所感

関西医科大学小児科学講座教授金子一成

なものがあると思います。 「少子化によって過保護

に育てられたこと」、 「IT化のせいで新聞や本を読

む習慣が減ったこと｣、 「友人との深い付き合い（友

人と飲み明かす、徹夜で麻雀をする、など）がなく

なったこと｣、 「社会と関わるサービス業（ファスト

フードの店員など）のアルバイトをしなくなったこ

と」などが思いつきますが本当のところは分かりま

せん。ただ、 “幼くわがまま"な医学生は、卒後、初

期研修医になってから患者さんや家族のクレームを

受けることがあります。クレーム内容から気付くの

は、立場の異なる他者の意見を傾聴する姿勢が足り

ないということです。彼らは患者さんの病気につい

てはよく勉強しているのですが、自分とは異なった

背景や立場にある患者さんや家族の希望を理解し共

感することが得意ではないのです。

研修医になってからクレームを受けることのない

よう、 “転ばぬ先の杖"という気持ちで、医学生にや

んわりと指導（強く指導するとパワハラになるの

で）をするのですが、なかなか素直に受け入れても

らえません。その背景には、 「医学部を卒業して医

師免許を取得しさえすれば就職には困らない」とい

う彼らの強気な思い込みがあるようです。しかし厚

生労働省の医師需給推計によると、 2028年頃にはわ

が国の医師数は約35万人となり、需給は均衡すると

されており、2022年度以降の医師数減員に向けた議

論がすでに始まっています。医師需給が均衡すれ

ば、患者さんサイドが医師を選ぶ時代になることは

間違いありません。そういった時代に医師となる医

学生諸君に、 さまざまな課題に気付いてもらうた

め、どのような工夫や仕掛けが必要かを考える毎日

です。

Q1 「あなたが当院での初期研修を希望きれた最

大の理由は何ですか？」

A1 「自宅が近いからです｡」

Q2「あなたが医師を志す理由は何ですか？」

A2「親が医師だからです｡」

上の2つの質疑は、私が所属する関西医大附属病

院での初期研修を希望する医学部6年生に対する採

用試験での面接官と応募者のやりとりです。このや

りとりに違和感を覚えるのは私だけでしょうか？

100名以上の応募者から50名程度しか採用されない

狭き門の採用試験と分かっていれば、 もっと面接官

にアピールできる回答を返そうとしないものでしょ

うか。私なら、 「何度か見学に来て貴院の充実した

教育スタッフと設備、そして研修プログラムの内容

を拝見して私の能力を最大限に引き出して頂けると

考えたからです｣、 「自分の献身的努力が、最も直接

的に他人の幸福（健康回復）に反映される職業が医

師であると信じるからです」などと積極的にやる気

と熱い想いを語るでしょう。

最近よく、 「大学生が幼くなった」という意見や

評論を目にします。私は医学生教育に30年以上携わ

っていますが、やはり 「幼く、わがままな医学生が

増えた」と感じています。例を挙げると、 「臨床実

習の担当教員が性格的に合わないので変えて欲し

い｣、 「夕方5時以降のカンファレンスについて、学

生は強制参加でなく自由参加にして欲しい｣、 「再試

（本試験で赤点だった場合に対象者のみに行われる

試験）の日程を西医体の日程にぶつけないで欲し

い」といった医学生からの要求が指導責任者の私に

届きます。

こういった医学生気質の変化の要因としては様々

'魚

ノヘ､
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診療一口メモ

幼児肥満ガイド

医療法人七美会すこやか小児科理事長小國龍也

はBMI (カウプ指数と同じ数値）を用いる必要があ

る。理由の一つは、WHOは経済格差が健康格差に

繋がらないという前提のもとで中進国でも実施可能

な方法を推奨している。身長と体重の値のみから計

算でき、世界規模で比較評価できる利点がある。

(c)幼児肥満は将来の肥満症やメタボリックシンドロ

ーム(MS)の発症母体である

一般に乳児肥満は自然解消するため、授乳量や食

事指導の必要はなく、一部の二次性肥満を疑う所見

が無い場合経過観察で良い。幼児期に肥満による代

謝異常を呈することは稀で、その意義は成長と共に

解消せず、成人肥満へと継続していく群が存在する

ことである。この群を早期に見出す方法として、

AR(adiposityrebound)がある。BMIは臨床的に

は脂肪蓄積の簡易指標になるが、年齢と共に変化

し、一般に乳児期に一度ピークがあり年齢と共に減

少し6歳頃に最低値となりその後増加する。最低値

から増加に転ずるポイントをARという。このARが

早い程将来の肥満症やMSのリスクが高くなること

が知られている。

(d)母子（健康）手帳から幼児肥満の危険因子の情報

が読み取れる

対象児が肥満症に進展するか否かの推定には、出

生体重、栄養法（母乳)、乳児期の発育情報（睡眠

時間等)、肥満やNCDの家族歴、生活歴（家族の喫

煙状況など）が重要である。また出生前因子とし

て、親の肥満の有無、妊娠糖尿病、妊婦の喫煙も知

ることができる。これらの情報はすべて母子手帳か

ら読み取れる。予防接種や定期健康診査時での小児

科医の対応は重要である。

(e)幼児肥満対策の実際

診療所小児科医には個別的介入と集団的介入の二

つの役割がある。

多くの診療所では、肥満指導に専念できる看護師

や栄養士を配置していることは少なく、個別介入と

しては、小児科医自身が行う必要がある。根拠のあ

る指導を行うことが大切で間違った指導はかえって

保護者を無気力にさせる危険性がある2)。この場合

次の3点に留意しておく必要がある。乳幼児期は出

「幼児肥満ガイド」が日本小児科学会、小児保健

協会等のHPに掲載きれ、ダウンロードして広く利

用する事が可能になった。 18歳未満を対象にした

「小児肥満症診療ガイドライン2017」が肥満学会か

ら出され、既に本会報でも紹介されている。続い

て、これまで取り扱われてこなかった5歳未満の児

を対象に幼児肥満ガイドが、 日本小児医療保健協議

会（4者協）栄養委員会より出された。本ガイドは

医師や看護師、管理栄養士、保育士、教員等、子供

に関わる職種を対象にまとめられている。幼児の肥

満に関しては後に述べるように、通常のガイドライ

ンの基になるような大規模のランダム化比較試験に

依るエビデンスが少なく、本ガイドでは国内の研究

成果を基に、 expertopinionとしてまとめられてい

る。内容は第1章、幼児期からの肥満対策の重要性

から、判定法、疫学、病態、問題点、対策、予防の

7章で構成されている。医会会員は、地域で多数の

子どもに、長期的に、安定的に深く接する職種で幼

児肥満対策の中心的役割が期待される。この一口メ

モでは小児科医に関連が深い点を本ガイドから抽出

して列記するが、詳細はガイドを参考にされたい。

(a)幼児肥満対策の重要性

肥満は､幼児期には合併症を起こすことは無いが、

少年期、青年期へと繋がっていく事(トラッキング）

が知られており、非感染性疾患(noncommunicable

diseaseNCD)の発症の原因として、予防すべき状

態として認識されている。幼児期からの肥満対策が

NCDに対し有効か否かのエビデンスはまだないが')、

幼児期、学童期は人生全般にわたる生活習慣を身に

つける時期であり、幼児期の肥満予防対策が重要で

あることの蓋然性は高い。

(b)判定法は、肥満度法が推奨されている

我が国では2000年度の日本人小児の身体測定デー

タが把握されており、それを基にした肥満度法が臨

床、教育等の分野で適切とされている。また母子

（健康）手帳には省令様式の範囲に「幼児の身長体

重曲線」が掲載されており、身長と体重をプロット

する事で、すぐに肥満度が得られ、利便性がある。

しかし欧米の雑誌に投稿をする事を前提にした場合

/…、

/~為

一・
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また、地域医師会の活動を通じて肥満対策を行う

集団的介入も大切である。医師会や関連団体の小児

肥満対策は、実際全国各地で行われており、その成

績は学会等でも報告されている。

(f)その他

幼児肥満対策は食事、運動など健康な生活習慣を

家族<、るみで啓発していく必要がある。家族で規則

正しい偏らない食事、 メディア接触時間の制限、体

を動かす遊びの奨励、夜更かしさせない等良質な睡

眠の確保等、これらは肥満のみならず、 メデイア、

不登校対策等にも共通するものである。子どもの健

やかな育ちを見守る小児科医にとって決して目新し

いものではない。

生後の期間が短いので、その体格を規定する因子は

環境要因より遺伝要因の影響が強い事が知られてい

る。 1）幼児肥満は親（特に母親） も肥満している

場合が多く、 「肥満＝悪」という一律的指導は親の

自己肯定感の否定にもつながり好ましくない事、

2）家族を巻き込んで指導する事、 3）母子手帳を

利用する事である。診療所で専用の時間帯を設けて

行う事も考えられるが、保護者の継続性や診療所運

営の観点からも難しく、必然的に一般診療の中で行

っていくことになる。この場合内科領域で有効性が

確認されたbriefoppormnisticmtervention(声かけ

介入）が有望である。表の言葉を予防接種、一般診

療の合間に、その都度必要な言葉を選び保護者に繰

り返し声かけする。一文あたりの必要な時間は数秒

で日常診療への負担も少なく、有力な方法と思われ

る。実施にあたっては小児科医自身の言葉として、

繰り返し、繰り返し、声かけすることが重要であ

る。幼児期にすでに幼児の身長体重曲線が30％を優

に超えるような肥満傾向が強い児は、症候性肥満の

可能性もあり、専門医への紹介を考慮する必要があ

る。

観へ、

文献

l)TimLobsteinetal・Childandadolescent

obesity:partofabiggerpicture.Lancet2015,vol

385:2510-2520.

2)KristaCasazzaetal.Myths,Presumptionsand

FactsaboutObesity.NewEnglandJournalof

Medicine2013,368(5):446-454.

〆~､

声掛け介入の言葉の具体例 時間

子どもの肥満対策は家族全員で取り組もうね。

果物や野菜を多く食べさせようね。

ソフトドリンクや甘いジュースを減らそうね。

飽和脂肪酸、塩、砂糖の多い食品は減らそうね。

テレビやゲームなどの時間を減らそうね。 2時間以内ね。

競争してもしなくてもいいから、外で体を動かすことをさせようね。 1時間はね。

家族でご飯を食べようね ◎

食事はバイキング形式はやめて一人前づつ用意してやってくださいね。

ゆ つ くりよく噛んで食べる習慣をつけようね。早食いはだめですよ。

育児の手段として食品はつかわないようにしてね。

早起き、早寝、朝ご飯、適度な運動、朝うんち

乳児期は甘やかし、幼児期は驍、少年期は教え、思春期は考えさせろ

秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒
秒

４
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第194回学術集会
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講演「学童の近視にチャレンジする！ 」

慶應義塾大学医学部眼科学教室教授坪田一男先生

②◇◇》Ｅ 》◇◇ ◇》》

青演
出＝

＝

口 一

学童の近視にチャレンジする！

慶應義塾大学医学部眼科学教室教授坪田一男

激増する学童の近視

世界中で近視が激増している。殊に東アジア地域

に顕著であり、アジアの多数の地区において、高校

卒業、大学在学時の調査で80～90％が近視に罹患し

ているとする報告が相次いでいる。 日本においても

都内の中学校ですでに90％を超える報告があり、 ま

るで感染症の蔓延のようだと比嚥される程、大きな

社会問題となりつつある！ )。

近視は従来、成人になると止まるものと理解され

ていた。 しかしながら近年では、近視による視覚障

害が日本では第5位、中国では第2位を占め、成人

後も眼軸長の伸長が止まらず、視覚障害を引き起こ

す例が増えていることが指摘されている。最近の疫

学研究では視覚障害に至る可能性の高い強度近視の

割合が人口の20％にものぼることが示され、対策が

急務となっている。Tidemanらの大規模疫学研究に

よれば－6D以上の近視においては、 75歳以上の視

力障害率はなんと39％にも及ぶという2)。

屋外時間増大によって近視の発症を抑制できる

従来より、近視は遺伝と環境の2つの要因によっ

て起こるとされてきたが、過去60年間の急激な増加

は遺伝では説明がつかず、環境要因が大きいと考え

られるようになってきた。環境要因、生活習慣要因

（
）
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ンに含まれる黄色の色素である。 Invitroのアッセ

イ系ではクロセチンは容量依存的にEGRlの活性を

上げることが確認でき、マウスの近視動物モデルに

おいて近視の進行抑制を示した。現在、多施設共同

研究によりクロセチン摂取による学童の近視進行抑

制の研究が進められており、可能性が広がってい

る。

には、近見作業の増大、屋外活動の減少、塾などの

教育圧力、体内リズムの攪乱などが考えられてい

る。従来までは近視の増大に対する進行予防が難し

かったが、環境要因や生活習慣要因の可能性が見え

てきたことから、予防が大きく注目されるようにな

ってきた。実際、屋外の滞在時間を増やすことで学

童の近視進行抑制のエビデンスがアジアを中心に出

始めており、 シンガポール、台湾などでは国をあげ

て学童の屋外活動時間を増やす指導が行なわれてい
う3 5）
'① o

まとめ

学童の近視が激増しており、成人になっても近視

が止まらずに進行し強度近視となる例が増えてい

る。強度近視は視力障害のリスクを高める疾患であ

ることから緊急な方策が求められる。基本は、屋外

環境時間を増やすことである。また、バイオレット

ライト仮説により、近視の進行が抑制できる可能性

が出てきている。屋内にいても屋外環境光を得るこ

とができれば、近視の発症および進行抑制の可能性

が期待できる。今後さらに研究が進み、近視予防、

進行抑制に一翼を担うことができれば嬉しく思う。

屋外環境の近視抑制はバイオレットライトによる

屋外環境がなぜ近視進行の抑制になるのかはまだ

議論のあるところではあり、屋外の方が屋内と比べ

て格段に明るいという照度仮説もある。我々は照度

とは別に、特定の波長であるバイオレットライト

(VL:波長360nm-400nm)が屋外には存在するが

屋内には存在せず、 この光が近視を抑制する可能性

を見出した6-8)。ヒヨコおよびマウスの動物近視モ

デルの近視進行をVLが抑制することを確認し、 ま

た、後向き臨床研究において、VLを透過するコン

タクトレンズを装用する学童では、VLを透過しな

いコンタクトレンズを装用する学童よりも眼巾,|,長伸

長が抑制されていることを見出した。現在VLを透

過させるメガネを開発し、 これを用いた臨床研究を

行っている。

なぜVLが近視の進行を抑制するのか？我々は網

羅的な遺伝子解析により、VLが近視抑制遺伝子で

あるEGRlの活性を上げることを見出した。 さら

に、EGRlをターゲットとしたサプリメントスクリ

ーニングを行った。207種のスクリーニングの中か

らEGRlの活性を上げる物質として、 クロセチンを

見出した9)。クロセチンはクチナシの果実やサフラ

へ

文献

l)Dolgin,E,Themyopiaboom.Nature, 2015.
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7)Torii,H"etal"VioletLightTransmissionis

RelatedtoMyopiaProgressioninAdultHigh

Myopia.SciRep,2017.7(1) :p､14523.

8) Jiang,X"etal. ,ProgressandControlof

へ

屋外環境光スペクトル:バイオレッiライ|成分

ASTM(米国駄験材料協会)による標準データ８
６
４
２
１
８
６
４
２

１
１
１
１
０
０
０
０

（
Ｅ
筐
身
Ｅ
、
藻
）
燭
匪
茎
曇
采
求

峯 ＝AirMa5s）

泰

準’一と

一
ｍ
ｔ
Ｆ

Ｉ

↑
叩
恥
尉

灘
、
”
・
伽
オ

３
イ
ー

１
８
６
４
２
０

０
０
０
０

ゆ
、
、

至
燭
匪
塞
嚢
蝦
余
ノ

6m 7釦 8m

波長(nm）

エネルギー童Z8W/m2
（太隈光全体の3%）

図3



大阪小児科医会会報10 2019･10

MyopiabyLightEnvironments.EyeContact

Lens,2018.

9)Mori,K., etal.,Oralcrocetinadministration

suppressedrefractiveshiftandaxial

elongationinamurinemodeloflens-induced

myopia.SciRep,2019.9(1) :p.295.

COI開示

坪田一男、根岸一乃、栗原俊英、鳥居秀成はバイ

オレットライトによる近視抑制関連の特許を申請し

ている。また坪田、栗原、鳥居は大学発ベンチャー

（株）坪田ラボにて近視進行抑制プロジェクトに関

わっている。

座長印象記

学術部会有瀧健太郎

'…､

今回慶応大学眼科学教室の坪田一男教授に「学

童の近視にチャレンジする！ 」というタイトルでご

講演いただき、その座長を務めさせていただきまし

た。 2年以上前にたまたま本屋で手に取った先生の

著書「あなたのこども、そのままだと近視になりま

す｡」を拝見した時に強い衝撃を受け、ぜひご講演

をお願いしたいと思っておりました。この学術部会

の委員を拝命し、講演の候補者として提案させてい

ただいて、ついにその機会が実現したことに、 とて

も感激しながら拝聴いたしました。

近年世界中で近視の方が増加していて、特に東ア

ジアでその傾向が顕著だそうです。先生はこの爆発

的な増加をパンデミックという表現を用いて、危機

としてお話しされていました。また従来の定説とは

異なり成人後も近視が進行している事もわかってき

ました。近視の環境要因というのは最近になりよう

やく解明されてきており、 日中に屋外に1日2時間

以上出ている人は2時間以下の人より近視の進行が

遅くなることが分かったそうです。その理由を探る

ために、先生たちのグループは、屋外にあって屋内

に無い物を比較して検討したところ、可視光線の中

の紫外線に最も近いバイオレットライトが、近視の

進行に関係がある事がわかったのです。その光は窓

越しでは浴びることができず、ガラスは紫外線を力

シ卜するため、バイオレットライトもカットされて

しまうそうです。シンガポールなどでは子供が外で

遊ぶように促す条例を設けたそうです。

先生は昔の子どもに比べ、電子ゲームの普及や塾

通いなどで、外で遊ぶ時間が明らかに減っている

事、紫外線に対するリスクを恐れるあまり、あまり

子どもは外に出ない方が良いという風潮が、近視の

増加に影響していると指摘し、昔のこどもは暗くな

るまで外で遊んでいたものだと話しておられまし

た。バイオレットライトを浴びるのには、屋外とい

っても日向でなく日陰でも良いそうで、窓越しでは

ない屋外に1日2時間は出てほしいと話しておられ

ました。

他の会と重なっていた事もあり、参加者は少な目

ではありましたが、参加された先生方は興味深く聞

いていただいたようで、多くの質問をいただきまし

た。先生には、帰りの新幹線の時間ぎりぎりまで丁

寧にお答えいただきました。大変ありがとうござい

ました。

また皆様お時間がありましたらぜひ坪田教授の著

書「あなたのこども、そのままだと近視になりま

す｡」と「ブルーライト体内時計への脅威」をお

読みいただけると嬉しいです。

/~ヘ
イ

ー戸
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第9回成育医療研修会報告

2019年（令和元年） 6月1日 (jz) 14:45～17:30

グランフロント大阪ナレッジキャピタルカンファレンスルーム タワーC

｢乳幼児健診～他科の専門家に学ぶ～」

｢乳幼児健診で役に立つ、小児泌尿器科疾患とその対応」

大阪市立総合医療センター小児泌尿器科担当部長

｢血管腫・血管奇形・あざにおける診断及び治療の変遷」

大阪警察病院形成再建外科・美容外科部長

プライマリ ・ケア部会藤谷宏子

日時

会場

テーマ

講演I

石井啓一先生

講演Ⅱ

壽 先生日笠

座長

/鋤
＝××

プライマリ ・ケア部会藤谷宏子

スライドを御提示いただきながら解説くださいまし

た。停留精巣、遊走精巣、陰襄水腫など比較的遭遇

しやすい疾患ですが、啼泣時にのみ上昇する遊走精

巣は上昇している期間が長いと萎縮精巣になる可能

性もあるので要注意、また両側非触知精巣の場合は

性分化異常の可能性もあることから専門医への早期

の紹介が重要であると力説きれました。また一般小

児科ではなかなか遭遇しない先天性副腎性器症候群

などの症例も数多く見せて頂き研修医の頃を思い出

しました。陰茎疾患では包茎や尿道下裂が代表的

で、特に包茎につきましてはご家族が心配されるこ

とも多いです。しかし尿道下裂などの先天異常がな

いかぎり生理的包茎の場合が多く、適切に対処し、

家族の不安を解消することが重要であるとの御意見

でした。

小児科診療において、乳幼児の健康を全体的に把

握するためには、他科との連携が大変重要になりま

す。また、乳幼児健診などでは他科領域の疾患も見

落とさず遅れることなく適切に専門家に紹介し、早

期からのフォローが重要であることは言うまでもあ

りません。

今回は、乳幼児における泌尿器科系領域と血管奇

形・血管腫・あざなどの形成外科領域を取り上げ、

小児科医が見落としてはいけないポイントを学びま

した。参加者は会員・非会員合わせて141名でした。
'へ､

【講演I】

ご講演はまず小児科医のために、小児泌尿器科系

の疾患の紹介から始まりました。

泌尿器科系は腎・尿路系疾患と生殖器系疾患に大

別され広範囲にわたりますが、腎・尿路系疾患では

水腎症、多襄胞腎、巨大尿管、膀胱尿管逆流、尿管

瘤などの先天性疾患を紹介されました。これらの疾

患は無症候性に経過しその多くは自然軽快するもの

の、時には外科的治療が必要になることもあるので

見逃さないことの重要性を話されました。特に繰り

返す腹痛や腹部腫瘤を認める時、原因不明の発熱を

繰り返す場合は先天性水腎症や膀胱尿管逆流の可能

性もあり、見逃さないためには腹部エコーの検査が

有用であることを説明されました。

次に健診でよく遭遇する生殖器系疾患を主とする

外陰部異常につき、陰襄部と陰茎部に分けて多くの

【講演Ⅱ】

私たちがよく遭遇する血管腫・血管奇形・あざに

つきましてのご講演です。

まず、母斑について、赤あざ（乳児血管腫・サー

モンパッチなど)、青あざ（異所性蒙古斑、太田母

斑など)、黒あざ（色素性母斑)、茶あざ（扁平母

斑）などに分類して、形状についての多くのスライ

ドを見せていただきながら、その種類や特徴そして

治療につきまして明快にお教えいただきました。

赤あざの血管腫については特に詳しくご説明があり

ました。
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今まで、広く 「血管腫」と呼ばれてきたものは、

現在「血管腫」と「血管奇形」という別々の疾患と

してISSVA分類に基づき治療方針が標準化されて

います。いちご状血管腫も「乳児血管腫」と言われ

る様になり、以前の治療の主流は自然退色の症例が

多いことから「wait&see」が中心でありました

が、自然退色しても皮層嬢痕や萎縮が残ることが多

く、 レーザー療法の技術が発達し現在では早期から

積極的にレーザー治療されているとのことです。ポ

ートワイン母斑につきましては早期からのレーザー

治療開始の方が予後も良く、出来るだけ早期に治療

を始めることを勧められました。レーザー療法の歴

史につきましても解説頂きました。 1954年マイクロ

ウェーブ利用の「メーザー」がタウンズ博士（後に

ノーベル賞受賞）により開発され、 レーザーの発明

へと発展していきました。 1960年にはルビーレーザ

ーが開発され、初めて血管腫の治療に使われたそう

です。その後CO2レーザーなども開発され1996年か

ら単純性血管腫に対するレーザー治療への保険収載

が認められ、現在では治療の中心となっているとの

ことです。

次に、現在注目の乳児血管腫に対するプロプラノ

ロール療法についての解説になりました。このプロ

プラノロール療法はセレンデイピテイで、2008年フ

ランスのボルドー大学皮層科の先生が見い出された

ものです。鼻咽腔の乳児血管腫（いちご状血管腫）

に対してステロイド治療を開始されていた症例で、

なかなか効果が認められませんでしたが、経過中に

心筋炎を併発しプロプラノロール治療が開始された

ところ、数日で鮮やかな赤みが紫色に槌色し、軟ら

かくなるなど、急激に乳児血管腫の症状の軽快を認

めたとのことです。しかし当時は、ステロイド治療

の効果がやっと出てきたものと考えられ、プロプラ

ノロールの効果とは考えられていませんでした。ス

テロイド治療中止後に心筋炎の治療のプロプラノロ

ールのみが投与されているだけで血管腫の症状はど

んどん軽快し14か月で乳児血管腫は消失したことか

らプロプラノロールの効果が認められ、以降乳児血

管腫に対するプロプラノロール治療が開始されたと

のことでした。このエピソードは大変興味深かった

です。その後何例もの症例にプロプラノロールが使

用ざれ劇的な効果が認められています。わが国では

2016年7月に承認され、 9月から保険適応となって

います。 「血管腫・血管奇形・ リンパ管系診療ガイ

ドライン2017」のCQ14「乳児血管腫に対してプロ

プラノロールは安全で有効か？」に対して推奨文で

は「慎重な観察の下に投与されるのであれば、プロ

プラノロール内服療法は乳児血管腫に対し第1選択

となる可能性の薬剤である」とされ、推奨度1エビ

デンスAとなっています。紹介されました実際のプ

ロプラノロール治療の経過のスライドは大変衝撃的

でした。副作用もあることから全身管理ができる施

設での使用が必要で一般小児科では難しい治療法で

はありますが、紹介先でどのように治療していただ

いているかを知るのに大変役立ちました。

/へ、

今回の「乳幼児健診～他科の専門家に学ぶ～」で

は泌尿器系疾患と血管腫・血管奇形・あざについて

学びました。診断や治療法は日進月歩で進んでお

り、私達もそのことについて知っておく必要がある

と実感しました。またご講演いただいた疾患は日頃

の健診や診察においても比較的遭遇しやすい疾患が

多く、今後紹介する時期などは遅れない様にしたい

ものです。

/~ヘ

ー.
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第16回子どものこころの研修会報告

〃

時：2019年8月3日 （土） 15：00～17:00

場：あくのメデイックス 6階ホール

ｎ
口
〈
云

講演： 「子どものネット ・メディア依存と健康問題への対処」

兵庫県立尼崎総合医療センター精神科

座長：プライマリ ・ケア部会金崎光治

柴田真理子先生

'鋤､
プライマリ ・ケア部会金崎光治

ゲームメーカーもネットを通して定期的にゲーム

内容を見直して、新しい要素を追加したり、プログ

ラムを修正することができ、プレイヤーを長い時間

飽きさせず、やめにくいゲームを提供している。依

存症患者は、自己評価が低く、人を信じられない、

孤独、見捨てられ不安が強いことなどが特徴として

あげられ、 「依存症は生き方の病」と評された。さ

らに発達障害の人は依存症に陥りやすく、有病率は自

閉症スペクトラム(ASD)で10.5%、ADHD12.5%、

ASD+ADHD例では20%にのぼる。発達障害は成人

期に気分障害、不安障害等を合併する率も高く、こ

のような2次障害に至らないよう小児期から適切に

対応することの大切さを強調された。

ネット依存症の治療戦略もダイエットと同じで、

「続ける、 リバウンドが起こり得る、意思だけでは

できないが意思も必要」と考える。例えばライザッ

プは正しいことを押し通そうとはしない、無理な勧

誘はしない、それが集客のコツだそうだ。ネットや

ゲーム依存症も「まごころで接し、非支配的、そし

て共感する」ことが大切、また家庭や学校での状況

が見えないと良い治療はできない、 と話された。

日本では、不甲斐ない夫を支える妻、息子のため

に身を粉にする母、献身的で辛抱強い妻、良妻賢母

な母、家族全員に責任を持つ長男などが、 しっかり

していると評価され、美徳とされる文化背景があ

る。イネーブリング(enabling)は依存者が依存を

継続することを可能にするために、手を貸してしま

うことという意味である。いくら世話をしても、依

存者に「自律性」がなければ、すぐに反動がきて依

今回はネット ・メディアと子どもの依存症の関係

を、兵庫県立尼崎総合医療センターの精神科医の柴

田真理子先生に、 90分の講演をしていただいた。

依存症は、意思の強さでは止められず、依存を中

断すると離脱症状（怒り、イライラ、意欲の低下）

が出現する。ネット ・ゲーム依存はプロセス依存で

あり、WHOは今年5月25日、「ゲーム障害(gaming

disorder)」を国際疾病として正式に認定した。

ICD-11の定義によると、ゲーム障害の主な症状は、

ゲームをする頻度や長さを自分で制御できず、ケー

ムを生活での利益や日常活動よりも優先し、問題が

生じてもゲームを継続して個人、家庭、社会、教

育、職業など重要な機能の障害をもたらすことであ

る。 もはやゲーム依存症は子どもの疾患なのであ

る。ネット ・ゲーム依存が増えてからは、家庭内暴

力が減ってきているそうだ。現状では一番の治療法

は、ゲームやネットを全否定するのではなく、 “節

ケーム"と"節ネット"だそうだ。心理精神療法、薬

物療法（催眠剤としてロゼラム、 メラトニン)、環

境を調整することも必要だと話しておられた。

次に20項目からなるIAT(インターネット依存度

テスト）が紹介され、参加者も回答してみた。私は

ビビリながらテストを受けたが31点なので、 「平均

的なオンラインユーザー」だった。でもその中に、

「インターネットをしているとき 『あと数分だけ」

と言っている自分に気がつくことがありますか」と

いう項目があり、あと数分と思いながら気がつくと

1時間く、らい過ぎてしまっているのは私だけでしょ

うか。

’侭…､
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存行為に舞い戻る。だから、世話をし続けること

は、相手が依存し続けることを助けていることにな

るという意味が含まれている。私見だが、依存症患

者に対してイネーブリングを止めることは大切だ

が、イネーバーさえも身近にいないことはもっと悪

い方へ進んでいくことになると思う。難しい問題で

す。

最後に太平洋戦争連合艦隊司令長官、山本五十六

の名言を依存症の子どもたちに当てはめておられ

た。 「やってみせ、言って聞かせて、 させてみせ、

ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳を傾

け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やって

いる、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実ら

ず｣。

2008年にFacebook、Twitterが登場、 2012年には

LINEがサービスを開始している。それ以後に生ま

れてきた子どもは赤ちゃんの頃からSNSが日常であ

る。 socialmediaaddictionもまたその子どもに受け

継がれその特性は後天的遺伝をする可能性がある

(epigenetics)。時間は待ってくれない。ストップ、

ネット依存症。

/へ、

/#‐、

ー

大阪小児慢性便秘症診療フオーラム

2019年11月30日(土) 14:45～17:00

梅田スカイビルタワーイースト33FA会議室

講演I : 「開業医でもできる便秘診療…～海外での実状を踏まえて～」

医療法人<ぽたこどもクリニック院長 久保田恵巳先生

講演Ⅱ： 「小児の便秘治療アップデート～ガイドランと新たな治療薬～」

群馬大学医学部附属病院

地域医療研究・教育センター講師 羽烏麗子先生

時
場

ｐ
Ｈ
今
云
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第21回日本小児科医会「子どもの心」研修会を終えて

日本小児科医会「子どもの心」研修会準備ワーキング・グループ代表竹中義人

られ、関西地域の先生方の中に本研修会を通して

「子どもの心」相談医の申請をされた方が多かった

ことではないだろうか。単なる研修会の開催だけで

なく、地域における新たな相談医の拡充を図れた役

割も大きいのではないかと感じた。前期のご講演内

容は、臨床心理発達を皮切りに、発達障害の早期発

見や大阪での行政の取り組み、ペアレント ・ トレー

ニング、小児心身症への対応、地域的に通報の多い

大阪の子ども虐待の現状や予防、虐待に対する社会

的養護への取り組みであった。後期は言葉の発達や

学習の問題への小児科医が取るべき対応、発達障害

に関連する睡眠の問題や性の健康教育、就業への取

り組み、大阪らしく喜怒哀楽をテーマとしたアンガ

ーマネージメントや、笑いと健康をテーマにご講演

いただいた。前期は、講師の先生方が実際に意識さ

れたのかどうかは窺い知れないが、それぞれが上手

にバトンタッチをきれて研修のリズムと流れを作ら

れ、非常にまとまった研修会という印象であった。

後期は、それぞれの講師の先生方のテーマがやや分

散したこともあり、 1時間の限られた枠内で、それ

ぞれが情熱的に自分の思いをご講演の中に込めてお

話しいただいた。中には持ち時間が1時間では足ら

ず3時間くらいあればと発言されるほど情熱的に語

っていただいた方もおられたが、それでも最後は時

間をきっちり守っていただき、参加者にも熱い思い

が伝わった後期の研修会となった。

はじめに

今回の「子どもの心」研修会は、第3回研修会か

ら18年ぶりの大阪開催となった。令和に改元されて

初めての研修会をここ大阪の地で開催させていただ

けたのは、非常に光栄であるとともに身の引き締ま

る思いでもあった。

大阪小児科医会準備委員会、日本小児科医会準備ワ

ーキング・グループの設立

平成29年初秋、当時の武知哲久会長から、大阪で

日本小児科医会「子どもの心」研修会が開催される

ことが決まり、その準備をするようにご指示をいた

だいた。その後、大阪小児科医会内に準備委員会、

遅れて日本小児科医会「子どもの心」研修会準備ワ

ーキング・グループ(WG)を立ち上げ、大阪小児

科医会の執行部の先生方を含め、オブザーバーの先

生方とともに企画の準備を行った。計5回にわたる

「子どもの心」研修会準備WG(通算7回の準備委

員会）を開催し、開催の成功に向け、熱心にご議論

いただいた。主に会場や研修内容の選定、講師の推

薦、参加者への対応等であった。今回の開催で危'具

されたことは、近年の大阪でのインバウンドの増加

や、 6月のG20大阪開催により、他府県からの参加

者の宿泊施設の確保が問題となり、準備段階で宿泊

施設の仮予約を実施したが、 「子どもの心」研修会

では初めての試みでもあった。さらに、 日本小児科

医会の事務局と本会の事務局でも準備を綿密にやり

取りし、本会の事務局スタッフも前期・後期を通し

て参加者の誘導や受付にご尽力いただいた。

/へ、

'…､、

終わりに

日本小児科医会の主催ではあるが、のべ4日間に

わたり多くの参加者が集まる研修会を大阪小児科医

会も全面的に協力し、大過なくやりとげることがで

きた。これもひとえにご講演下さった講師の先生

方、WGやオブザーバーの先生方、準備段階からア

ドバイスいただいた日本小児科医会の先生方や事務

局スタッフ、大阪小児科医会事務局スタッフ、ご参

加いただいた先生方等、多方面からのご協力の賜物

であり、この場をお借りして感謝申し上げたい。

前期・後期の研修会開催を終えて感じたこと

前期は5月18日 (Jz) 19日 （日）、後期は7月14

日 (B) 15日 （月・祝）に、グランフロント大阪の

ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンタ

ーにて開催した。参加者は前期484名後期483名で

あった。印象的であったのは、多くの先生方が参加

されたのはもちろんのこと、 「子どもの心」相談医

に新規申請された先生方が78名（7月26日現在）お
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平成30年度#8000報告オブザーバーとの往復書簡

理事･NPO法人小児救急医療サポートネットワーク代表福井聖子

平成29年度から（一社）大阪小児科医会は大阪府

#8000の公式オブザーバーとなりました。昨年・一

昨年度に引き続き、＃8000の相談に対する助言とし

て、病診連携部会救急委員会の先生方の中から今年

度は、塩見正司先生・原田佳明先生・春本常雄先生

から会報190号(2019年7月号）掲載の平成30年度

の報告p.23～27に対して、ご意見をいただきまし

た。ご意見．ご感想をとりまとめ、それに対する

#8000側の対応を口枠内に記載する形で、報告いた

します。

6回の研修のうち2回以上参加を義務づけてい

ます。運営費は、どこまで公にしていいのか迷

うところもあり、個別にお答えしたいと思いま

す。

＊「電話がつながらない」という声はあります

が、一斉にかかる傾向があり、かけ直すとつな

がることが多いと聞いています。話中待機の電

話のデータを取るのは、別途結構高額な器械の

設置が必要らしく、果たせていません。回線数

増加や記録作業の短縮化の後は件数が増えたの

で、つながらない相談があるとは思いますが、

23時以後の件数は伸びが少ないため、 20時～22

時台に相談に応じた結果23時まで待つ場合は多

くないと考えています。

＊発症時間帯は「今」が多く、 20時･21時台の

件数が多い理由として、 とりあえず電話で聞き

たい保護者が#8000が始まると同時にかけてく

るといった印象が強く、労働時間や夜診との関

連はよくわかりませんでした。

/へヘ

1 ．時間帯と件数について

くオブザーバーより〉

①平成27年度と平成29年度における、前年からの相

談件数増加は回線増加のためと思われる。23時台

の数が増加していないのは、この時間帯は電話の

待ち時間が元々多くないためではないか。利用者

は電話がつながるまで、どの程度時間を要してい

るか、データはないか？ 小児救急電話相談がつ

ながりにくいという状態は解消されるべきである

と思う。

できれば小児救急電話サービスの運営費用、担

当するオペレーター（看護師？）の体制、なども

少し記載があれば興味深い。

②20時･21時台の相談が増えている原因は親の労働

時間が長くなっている（＝夜診の終了時刻に間に

合わない)、 というのは言い過ぎか？

〈＃8000より〉

2症状の推移について

くオブザーバーより〉

①相談件数の月別推移について、 「平成28年度以後

に顕著になった4月～7月の相談件数増加と同じ

傾向が認められた｡」は疑問である。 「以前ピーク

が5月だったが、平成28年度以降7月に変わって

きている」は言ってよいのでは？ ヘルパンギー

ナなどの夏風邪か猛暑による熱中症などの可能性

があるが、はっきりは分からない。さらに、 「以

前は9月が最も少ない時期(谷底)であったが、こ

の2年間はそれが11月に変わっている」と言える

のでは？ 温暖化の影響か、感染症の流行の変化

か、これも、もう少し経過を見ないと分からない。

②流行する感染症としては、 7月は手足口病などの

エンテロウイルスが多く、 1月はインフルエンザ

が多いとすると、年齢構成としては、 7月は2歳

未満が多い、 1月は年齢層が広いという傾向はな

いか？

/‘へ、

ー

＊大阪府＃8000は、20～23時： 4回線、23～0

時： 2回線、 0～8時： 1回線で、GWや年末

年始などの繁忙期は23時～8時に1回線増えま

す。勤務表作成と連絡のため一定期間が必要

で、例年相談の多い時期を繁忙期としています

が、感染症の流行等による急な件数増加に人員

配置を合わせることは困難です。相談員は小児

看護経験のある看護師が対応しています。看護

師の登録数は51名(2019年8月現在）で、年間
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図2－2発熱の月別推移：年齢構成割合<#8000より〉
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3．新生児の相談について

くオブザーバーより〉

①現在の正常分娩の退院は第5日目～第7日目であ

ろうと思う。第1週の相談となると第6日目、第

7日目となるのか、あるいは、退院前から＃8000

を利用するのか、不思議な気がする。この際、第

●日目に●件というグラフがあれば、事情が推定

できるかもしれません。 また、大阪府健康局

＃8000のページには育児相談はできないと記載さ

れているので、間違ってかけられている、あるい

は、別に育児相談でこれだけの相談件数がある、

というのも、ちょっと付け加えた方がいいのでは

ないでしょうか。出産数が減少しているので、経

営上から産院の入院日数が伸びる傾向にあるよう

にも思えるが、医師看護師の労働を緩和するた

め、退院後短期間であっても、電話での相談を時

間内に制限する、 ということをやっているかもし

れません。

〈＃8000より〉

図1－1 ． 年齢別月別推移：件数
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くても、新生児の養育に支援が必要と感じま

す。産後うつが問題になっていますが、幅広い

層に核家族対策としてのマンパワーも必要であ

ると感じます。

6．表の項目の意味について

くオブザーバーより〉

①症状はいつから出現したかへの質問

夜中零時を過ぎてから電話があり、数時間前の

午後8時とかから症状が出た場合には、 「昨日か

ら」に入るのか？ もしそうであれば、深夜帯に

電話をした方々は多くは「昨日から」と答え、そ

れが「昨日から」の数を多くしているかもしれな

いo

②紹介機関名→中河内市民には、中河内の輪番制

病院（東大阪医療センター・八尾市立病院等）が

曜日固定で決まっているので、そこを紹介するの

がよい

く＃8000より〉

4．相談の症状に関する電話に先立つ受診について

くオブザーバーより〉

①表5の解釈として、保護者が家庭内ケアや受診の

目安について学ぶ状況が進んだと推論することは

できないと思う。

②表5． 「受診時に保護者が家庭内ケアや…可能

性」は疑問。 3分の2が診療時間終了後に症状が

でているので、 「電話相談の周知が進み、症状に

…可能性」は正しいと思われる。

〈＃8000より〉
/へ、

＊時間経過を表わすのはいつの時点からどう分

けるのか難しく、前日日中に受診したかどうか

等を知るための項目なので、マニュアルとして

下記の定義にしています。

＊紹介機関名は初期救急医療機関が輪番の場

合、輪番病院を案内しています。ここでは、受

診の多い医療機関名だけを取り上げていて、あ

とはその他になっています。

平成29年度と比較し30年度は受診済み件数が

減少し、全体に対する受診済みの比率が低下し

ました。受診済みの相談では、受診時に「熱は

数日続くこともある」等の見通しや坐薬の使う

タイミングなどを聞いていれば夜でも自分で対

応できるのにと思う相談が多いです。件数や比

率が下がった理由として、保護者への指導が進

み自分で対応できる保護者が増えたのではと期

待を込めたのですが、件数の減少傾向が続くの

か今後の経過を見た方が良さそうです。
表．大阪府#SOOOマニュアルにおける

「症状はいつから」の時間経過

5．外因系傷病について

くオブザーバーより〉

①外傷系の症状は準夜帯が多いが、耳痛や鼻出血は

深夜の相談が多かった｡→前者が活動・遊び・(熱

傷は夕食・入浴） との関係が深く、後者は時間帯

関係なく出現するからだろう。

③表3は､折れ線グラフ化すると解りやすいだろう。

〈＃8000より〉

侭
〉

40％

30％
7．地域別件数について

くオブザーバーより〉

表10. ｢30年度小児人口比」の大阪府の平均を掲
20％

載して欲しい。そうすると、○○市は大阪府の平均

と比較して相談数が多い（少ない） と評価できるの

で。

また、豊中市と吹田市は相談が多い一方、南河内

や泉州は相談が少ない。前者がマンション住まい．

10％

0

0歳|歳2歳3歳4歳5歳6霊78蓋91壜11濤4礎雑
÷頭部打撲 一鶴一頭部以外の外傷÷手足の痛み

一一熱傷 ÷耳痛 一一．鼻出血

受付票項目 主な内容

今～ 今夜になってから さ
話相談の時間帯で

つ きから電

夕方から～ ほぼ保育所・幼稚園・学校か帰って
から20時まで

朝から～ 朝起きてからから夕方まで

昨日～ 20時になる日の前日から、当日まで

数日前～ 20時になる日の数日前から、昨日ま
で

それ以前～ 数日より前から
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9．救急車を呼ぶ対応について

く昨年度オブザーバーより〉

「救急車を呼ぶ」対応はl.2%であり、割合的に

は低いが、件数として680件(1日2件程度）ある

ことは看過できない。

＊どのような症例に救急搬送依頼を勧めたのか

＊搬送後の結果は？

〈＃8000より〉

核家族が多く、身近に相談できる相手（祖父母な

ど）が少なく、後者が祖父母と同居や近所住まいの

可能性がある。それを裏付ける市町村別の「三世代

同居率」の統計があれば、それとの関係で考察する

のが良いと思われた。あるいは、両地域の差は行政

の広報が行き届いているか（保健所の乳幼児健診で

紹介している等）否か、かもしれない。行政の広報

による違いについては、同じ北河内でも寝屋川市

（6.72） と交野市（4.66） とは大きな差があり、一

考を要する。

〈＃8000より〉

平成29年度、救急車を呼ぶ対応例を取り上げ

て、詳細を検討しました。件数には「もし○○

の症状があれば、救急車を呼ぶ」といった対応

も含めていたので、主な対応が「救急車を呼

ぶ」だった例463件の音声を分析し、今年度日

本外来小児科学会で報告予定です。結果につい

ては、学会終了後、報告させていただきます。

搬送後の結果については、ORION等救急部

門との連携を要請していきたいと思います。

＊30年度大阪府全域の合計件数は56,203件（地

域不明1,627件を除<)で、小児人口比は5.14で

した。次年度からは、表に数値を入れます。

＊地域差の理由は、推測の域を出ず、三世代同

居率などのデータも参照していきたいと思いま

す。

〆へ、

B.救急安心センタ－おおさか#7119について

くオブザーバーより〉

相談件数が増加し、大切な事業になっているの

で、毎年、分析結果を報告することは意義があると

思う。以前､＃8000と#7119を比較されていたが､「救

急安心センタ－おおさか＃7119」のデータも紹介し

ていただければ、全体像がわかっていい。

〈＃8000より〉

メー､ 救急安心センター#7119は1月～12月の集計

のため、今回の#8000の年度集計と対象が異な

りますが、参考として、小児科系（小児科・小

児外科・新生児科）医療機関案内件数50,758

件、小児の救急医療相談56,655件と報告されて

います。救急医療相談の年齢は0歳が24％と最

も多く、年齢分布は＃8000とほぼ同様です。集

計方法が違うので参考値ですが、発熱31%、嘔

吐・吐き気10%はほぼ同様、頭頸部外傷が19%

と＃8000より多いです。
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第30回日本小児科医会総会フォーラム参加記

副会長藤岡雅司

2019年6月8日 （土)、 9日 （日）の2日間、第

30回日本小児科医会総会フオーラムが、京都市の京

都テルサで開催されました。京都での開催は20年振

りです。約1,000名と全国から多数の小児科医が参

加し、成育基本法制定後初めての記念すべき大会に

なりました。

総合テーマは「輝かそう未来を｣。最先端の研究

から一般臨床まで多彩な内容のプログラムで、小児

科学会專門医受講単位の付与される講演やシンポジ

ウムは、立ち見は当然のこと、会場に入りきれない

人も多数という状態でした。

成長曲線を用いた学校保健の現状と取りくみ｣、 「思

春期女性アスリートの無月経と骨粗憲症｣。

特別企画は3題で「難病の子と÷もたちを道標

に」、 「小児がんのトランスレーショナルリサー

チ｣、 「成育基本法の成立とこれから｣。

シンポジウムは5題で「保育園・幼稚園・こども

園における感染症対策｣、 「子育ての精神保健～子育

てに悩む親とともに｣、 「パリビズマブの適正使用に

ついて｣、 「＃8000情報収集分析事業からみえてくる

こと」、 「ワクチン間違い接種の動向と対策を考え

る｣。

そして、市民公開講座は「京都鉄道博物館で発

見！ 」でした。

一般演題は37題ありました。大阪小児科医会とし

ての発表は、病診連携部会小児救急委員会から「大

阪府＃8000における外因系傷病の相談の現状｣、プ

ライマリ ・ケア部会在宅小児医療委員会から「かか

りつけ医を引き受けた医師へのアンケート調査｣、

情報・広報部会から「大阪小児科医会における対内

広報」の3題でした。これ以外にも大阪小児科医会

会員の関係する発表も5題ありました。

一般演題はすべて口演発表で、ポスター発表は行

なわれませんでした。 1日目午後に3会場並行で行

なわれたため、興味があっても聞くことができず、

少々惜しい気もしました。

これら以外にも、 日本小児科医会の理事会、定時

社員総会や、小児救急医療、公衆衛生、広報、地域

総合小児医療検討、子どもの心対策、社会保険、ホ

ームページ、学術教育、乳幼児学校保健、国際なとﾞ

多くの委員会が間隙を縫うようにして開催されてい

ました。

総会フォーラムで一番の楽しみである懇親会は、

小鼓と笛の艶やかな「一調一管」で始まり、アトラ

クションでは祇園祭の優雅な旋律が流れました。当

然ながら乾杯は日本酒で。会場には10名もの芸妓さ

んや舞妓さんが華やかさを演出し、京都の風情を堪

能できる素晴らしい時間を提供していただきまし

た。

私自身は､開会式から閉会式まで､真面目に（ 1 ）会

＝＝

縛謹蕊
日本小児科医会総会ブォージムi哩京都

耀か碆認来来急
2019年6月8日＠．9日⑬乎畢､京都ﾃﾙｻ
…公益社団法人日本小児科医会･京都小児科医会…藤田克寿

幻匡

一

愚 諦

ボスター

当然ながらすべてを聴講することはできません

が、京都小児科医会の皆様が企画されたプログラム

の題名を記しておきましょう。

特別講演は「疾患特異的iPS細胞を活用した病態

解明から創薬｣。

教育講演は6題で「リスクマネジメント ：基本の

考え方｣、 「ビッグデータ ・AIが拓く医療の未来｣、

「虐待を見たとき あなたの頭の中に起こる10のこ

と｣、 「母子関係性の内分泌制御｣、 「新しく始まった
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か？」として、迅速検査を重視しすぎる診断や、感

染拡大防止に効果のない登園停止の問題点について

説明しました。ワクチンのない感染症での流行防止

は期待できないということ、園医として、保育所等

の関係者に対して、医学的に正しい対応を説明し、

理解してもらう責務があるとまとめました。

今回の総会フオーラム最大の企画は成育基本法成

立記念講演会でした。 「成育基本法の成立とこれか

ら」と題して、法律制定を一番望んでおられた松平

隆光日本小児科医会名誉会長が講演されました。

成育基本法は、出生に始まり成人するまでの成育

過程で、医療だけでなく保健、教育、福祉が連携し

て切れ目なく子どもや保護者への支援を行なうため

の基本法です。小児保健法構想から30年もの長い期

間を経て、 ようやく制定された成育基本法ですが、

その運用の基になる成育医療等基本方針の策定に向

けて、これからが正念場であると熱弁されました。

日本小児科医会や都道府県小児科医会という組織

の下、全国の小児科医がそれぞれの地域で、今まで

以上に考え、発言し、行動することの必要性がよく

理解できました。

日本小児科医会の最大の集会である総会フォーラ

ムに参加し、あらためて小児科医の社会的責任を考

え直すよい機会となりました。また、全国の同志と

共に「子どもたちの未来を輝かす」という目的に向

かって活動することの意義も実感できました。

来年（2020年）は6月6日、 7日に北海道札幌市

で開催きれます。全国の仲間との再会を楽しみに、

すべての子どもたちの幸せのため、一年間がんばっ

ていきたいと思います。

場におりました。参加することができたプログラム

の一部を紹介します。

1日目の午前中は通常理事会と定時社員総会でし

た。神川晃新会長の下、成育基本法成立を受けて、

終始なごやかな雰囲気でした。

午後のシンポジウムl 「保育園・こども園・幼稚

園における感染症対策」の会場は満席で、熱気に溢

れていました。

まず、予防接種推進専門協議会監事である和田紀

之先生が「保育所における感染症対策ガイドライン

2018年改訂版のエッセンス」と題して、同ガイドラ

イン作成の経緯や趣旨をコンパクトに解説されまし

た。ワクチンで予防できる病気はワクチンで予防す

ることの重要性を強調されていました。

次に公衆衛生委員の鳥越貞義先生が「何処で誰か

ら感染するのか？ 突発性発疹及びCMV感染症」

と題して、オリジナルの研究データを基に発表され

ました。HHV-6DNAは突発性発疹発症後3～7か

月の問に乳幼児の唾液から高率で検出きれ、集団生

活の場で感染が起こっているということを説明され

ました。

三番目は大阪の西村龍夫先生です。 「病児保育と

保育所の感染症の違いと対策」と題して、ご自身で

開設している病児保育室と小規模認可保育所でのウ

イルス感染症の流行状況の調査を発表されました。

前者では院内感染がほとんどないのに対して、後者

では多いという結果でした。その差は発症前こそ感

染力が強く、発症した時には既に感染が成立してい

るという推察で、確実なワクチン接種がもっとも重

要な対策であると強調されました。

最後は私が「その感染症、登園停止は必要です

/…、

〆へ､

第196回学術集会

時
場
2020年1月18日(ia) 15:30～17:30

あくのメディックス 6階ホール

講演1 : 「高次脳機能障害について（仮題)」

大阪市立総合医療センター小児神経内科

講演2 ： 「外国人にやさしい小児医療をめざして」

甲南女子大学看護リハビリテーション学部教授

ｐ
Ｈ
合
云

九鬼一郎先生

中村安秀先生
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シリーズ在宅小児医療に取り組む（その30）

重症児の在宅生活を担う医師等養成コース（インテンシブコース）のご紹介

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学

『重症児の在宅支援を担う医師等養成コース』大学院生冬木真規子

『重症児の在宅支援を担う医師等養成コース』

は、文部科学省課題解決型高度人材養成プログラム

『重症児の在宅支援を担う医師等養成事業』の一環

として鳥取大学、秋田大学、山形大学、大阪市立大

学の4大学で平成26年から5年間実施された事業を

引き継ぐ形で今年度も実施することになりました。

本コースの目標は【重症児の在宅生活の支援を行う

ことが出来る人材育成】です。具体的には4年制の

大学院コースと約半年間のインテンシブコース（集

中講義・実習コース）に分かれています。

いしてご講義いただいておりました。今年度から

は講義形式を、 e-ラーニングを用いたインターネッ

ト配信に移行し、受講生の皆様には期間中このe-ラ

ーニングを用いて繰り返し勉強頂けるようになりま

す。集合研修はグループ．ワークを中心に実施しま

す。

グループワークの内容は、一人のお子さんの人生

を追う形で8か月時点のNICUからの在宅移行支援

からはじまり、学童期の医療的ケア調整、青年期の

トランジションの問題などを考え、最終は看取りを

見据えた話し合い（アドバンス・ケア・プランニン

グ）について学ぶという、在宅医療的ケア児におこ

るライフイベントを時間軸に沿って考えていく内容

となっております。当コースの参加者は多職種で構

成されているため、 自分の職種の特性を意識しなが

ら他の職種と話し合う、多職種連携の模擬練習もで

きる内容となっています（図2)。

実習先も多くの施設の皆様にご協力いただき、訪

問診療・訪問看護・療育施設など在宅重症児が生活

する実際の現場に行っていただいております。

一

インテンシブコースは、平成27年度より小児医療

に関わり在宅医療に興味がある医療従事者（医師・

看護師．保健師・相談支援専門員など）に対し、小

児在宅医療に関して講義・多職種で行うグループワ

ーク ．実習の三つを柱とした内容を提供しておりま

す。これまでの4年間で計254名が全コース修了し

ています。図lに昨年度の講義う．ログラムとグルー

プワークの内容をお示しします。

講義は月に1度、 1時間×2回の頻度で、実際に

小児在宅医療を行われている多職種の先生方にお願
二里

・
鍵

群
議
●
跡
鶴
野

鍵
齢
＃ 津■〆溺各部門の役割

療育センターの役割と実際

訪問診療と往診の実際

小児における訪問看護の役割と実際

重症児の見方

在宅重症児総論

在宅重症児の見方

在宅移行

学校における在宅支援

重症児へのセラピーと家庭療育

病院から在宅へ

一在宅移行の実際とポイントー

《グルーブワーク

識箪ワールドカフェ：重症児支援の現状と課題

グループ。ワーク：病院から在宅への退院支援

グループワーク： さらなる医療的介入があった場合の退院支援について

‐ グループワーク：成人期を見据えた移行支援

ロールブレイ ：アドバンス・ケア・プランニング

緩和ケアと倫理

小児緩和ケア

ご遺族からのﾒｯｾｰジ

市民公開講座

家族支援について考える

図1 ：平成30年度の講義・グループワークの内容
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※グループは全て多職種で形成されています劃

L:"
錘 ，

志薩繊
霧

露

蕊
錘惑‘

ーF ~驚

一窪乏
熱

､ q

癖

鯛
グループワークの風景。グループごとに熱心に話し合いをしてい

る。前年度以前のインテンシブコース修了生がファシリテーター
として、グループワークのサポートを行っている。

図2

へ

図3にお示しいたします。

本年度も小児在宅医療に取り組まれている皆様に

ご協力いただき、 コースを盛り上げたく存じます。

今後とも皆様のご支援ご鞭燵のほどよろしくお願い

致します。

本年度より大阪市立大学大学院医学研究科障がい

医学・再生医学寄附講座の支援を受け継続するのを

きっかけに、本コースの内容をリニューアルし、 よ

り現場に役立つ人材育成の場になるよう検討を続け

ていきます。

本年度は11月から開講予定です。本年度の案内を

■症1月の在宅支擢存担う専門瞳養成のためのインテンシブコースｽｹジｭｰﾙ.国輿
重症'貝の在宅支援を担う医師等養成

E-ラーニング講義(Moodleを用いたweb講義) 8項目

･癒度同■聾 ･地嗜1－全ける支橿の寅際(肋屈妙盛‘肋侭田"ど〉
･丘嘩匝冬斌 '■昼的ケアと霧
‘Nlmからの戸唾毒埋 ･蝉な杜凸■室
･康育ｾ葬一の”と壷冑 ,行欧の役翫

’ 2“9.狐.9”↑､ 大薩市立大学■学部学舎泌爾今宇君 14:“～17:00

かﾜｰﾙドカフヱーエ死の客幸暫囚仁ついて考えてみよう~

令型酉5m“からめE』毎右堀パスの使い方 大臣母子■■ｾﾝ争一毎球守田副■長璽月虞■

グングループﾜｰｸ①…からの序行文蚤
☆贋■:在宅での生活の完底 か部や”ﾘﾆ抄ｸ 践長風錘培膚

ル ZO1941Z‘Z1鑓t 大麗市鹿大学区学■学舎】6殿舎曲■ 14;”-17:”
l 儲 ﾚヴﾙｰブﾜｰ麺参る“介入があったと倉
プ＃ 古揖輯:心唾士の行埋がら

↑"雛顎:鴬藍”樵_” “…
ワ

？2 ’…ﾘ'､．魯坤麺、 大蔽…☆虫同ｾﾝﾀｰ風鯨 竹率厩

霊:;篭駕唖。 ゞ腫驫雪：澱埠鶏藤駕鰯
一 T 〉HP”ﾜｰｸｼｮﾌﾌﾟ 大脹あ記田令鋤センターHps 吾巳唾

ﾅ 2019.2.1s郵弐厳市立大学■学⑧学舎6睡中旅竺室 14“~17号"
>鋳末蘭についての鯖し合い~アドパンスロケァ･プランニングについておえる～

函宙鐵冑医劇種ﾝﾀｰ鹿合鯨皿■纏和ケア科診毎部長命谷幡之

☆ロールプレイ

Z019．3．ﾕ4$at 大薮市立大学■学■~19竃余璽■ ﾕ4;“～ﾕｧ:00

本コースけ埴唾と速揖して亘便児の在宅庖一さ銀を行える専円■を聾吋るために－

4､兄在宅察痔について『迅陵から旭域での生活までを領転捉えることができも」
壷巳と急臣看に其冒の■令審#4供することを目的としています．

ｺｰｽ趣邇# 2019年10月?1円～2020年3月31日

定員 40名〈“邪曲の坦馳生娘狂■、麩を行います）

対象… 小児医疲に緯わり在宅醍掘に風嘩のある砿晦猶事名
（医■.■■脚.伊喧卸 恥Wなど）

募纂懇間 2019年9月17日～2019年9月30日消印有効

臓蜜肉喜 ：霊認鶯群瞬,(舞薙，醇迩"需…緒匿鯵了とする
｡実習(1カ所）

曼璽料 z0,000儲(徹り込み方法につきましては､央付完了便ﾒｰﾙにてご率内い
たし鯨.）

募集方法 臥下のHPからの受召踊をダｳﾝﾛｰドし窃送にてお申し込みください。
、 ” URL hItpr"www m函.｡”極-画凸匡‘jp/pEd旧Vd函叡_GdⅨ■t画Vp唖ram-html

大麓市立大学小見料のHPにもリンク『重戯兜の在宅支擾を因う伍蝉節要成プログラム』があります､

声里

コース慨婁

E-ラーニング議載十グループワーク,ハンズオンセミナー､実習
修了式市民公開温厚

食増 一＝

、蕪閥鍵燕諦鷲零。
TEL;C56“5．3815恥X06．6636－8737

あぺのメディックス
亨興§“鉱大阪踊露個野区鯉町ルルァ

Arくの篭く ･鴛懲灘熱,､鴬"聯鳶* ‘ . ､ ､坪
般寄り眠《いず恥も僅歩約函分）

･原天王寺蚊一雄あくの冨畷･大薮ﾒﾄ同騨査軍律天王寺眼

・大伍ﾒﾄﾛ谷町瞳天王寺願‘医堺愈阜天王寺駅画限

凧天工守眼から社参の既含
、天王･厚■間口昏肉ろと大eな文昼丘晋ぐるりと■む谷二二

があり座す.参■侭を使って.j侭天王守駅と舛角■1号毎も文匠

息角に■って下さい.その准議大通りの夕謂屡西へ運んで<垣さ
L,． （左手にアポロピル､ルシアス管凡を見なぷら竃みます〕ま句

すぐ田賎ゆ五を■ると角にあも速劉瀞.あぺのメヂィツクスピル

でず今人口陣撤厨歩適践り軍に夕L逮ん膣ところです．■字郎

掌台はﾒ乎ｨｯｸｽの憲侮の建駒です.

グ培所大飯市大医学部学舎会繊宣他
ノト ･霞:縄秘謬鰹鋲'準(圭) ｜実修了式'市民公開講座3/14(土） ：：
プ

◆小児在宅豚療について沮確から地壊での 蝿

7 。“鑿識愛響蕊 習
ク ◆産毛夢行につい．‘･央睡cきる

※修了狂はグループヮーク､実■､唇ラーニングの

舎剰巴修了肴に兜行いたします．
■合や －

習実Ｉ

以下の堂蝿から1力箭

◆底同センター

◆小児ホスピス
◆肋閣妙無

◆肪閲肴渡ステーション
◆ヘルパーステーション

◆神別支援学校
◆画定児のためのポラガィァ活画

（崎画■害を行い実智牛襲択）

’
｢且症児の在宅支援を担う医廃専昼成事富」 【率先唖巾立大学■手抄卜見料イ汗ﾝｼプｴｽ$■同

大飯市立大字…学轡究科嘩漂い■学･再生■学麟宅冷夫 〒…理大伍祀修腿哩面1÷ヨ

大転市立大牢…■学研究獅免連小児■竿 竃璃角史 画 砥石“矛ﾖ醜6 Fa凋埠“35町丑7
，ウ虜冑医■ｾﾝﾀｰ毎食座癖翻睡和ケア判 宗谷幡之 E-maiI;pnuEu化、me｡“a…u必gJp

図3本年度のインテンシブコースの案内
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市立貝塚病院

瀧購堂興塚憲饒

回ロロロロ回回ロロ
一

I■■■ F■■一一一一L』ーn一■幻 ■■■

戸置 匠 闘 闇 ロ凰 閻 Bpm5p閏mmmR

■両

【交通アクセス】

南海本線貝塚駅（海側）下車後、徒歩で北進約10分

T597-0015貝塚市堀3丁目10番20号

TEL:072-422-5865

FAX: 072-439-6061

診療局長

小児科主任部長

森口直彦
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としています。

専門外来については、腎臓外来、夜尿外来、心臓

外来、 アレルギー外来、内分泌外来、 ワクチン外

来、乳児健診などを設けています。原則予約制で午

前は9 :00～11 :30、午後は14: 00～16 :00の診療

時間です。

このうち、腎臓・夜尿外来は近畿大学小児科の杉

本教授が担当しています。腎臓外来は隔週の水曜日

の午後が診療日で、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、

遺伝性腎疾患などの診療をしています。また、本年

7月から月1回の土曜日午前に夜尿外来を開始しま

した。

心臓外来は毎週月曜日の午後に近畿大学小児科前

教授の篠原先生が担当され、先天性心疾患、不整

脈、川崎病などの対応をされています。アレルギー

外来は毎週金曜日の午前午後が診療時間で、外来で

の経口食物負荷試験、アトピー性皮層炎に対するス

キンケア、気管支喘息治療など、多くの患者の診療

を行っています。内分泌外来では、成長ホルモン分

泌不全性低身長、思春期早発症、 甲状腺疾患などの

加療を行っています。

病院の概要

市立貝塚病院は、昭和14年に町立貝塚病院として

内科、小児科、婦人科、外科の病院で開設されまし

た。昭和18年に市制施行に伴い市立貝塚病院に改称

され、昭和40年に総病床数は現在の249床となりま

した。平成8年には敷地内に新病院棟が完成し、現

在、乳がん高度検診・治療センター、消化器・肝臓

センター、婦人科腫瘍センター、外来化学療法セン

ター、人工関節センターなどを有しています。 「高

度先進医療｣、 「がん医療｣、 「地域医療」を三本柱に

「地域住民を守る良質な医療の提供」を理念に掲げ

て、地域の中核病院として医療の質の向上に取り組

んでいます。

へ

小児科の概要

現在、小児科常勤医が3名、非常勤医は5名の体

制で診療をしています。また、小児科專門医制度の

研修協力病院として近畿大学病院小児科から後期研

修医を受け入れています。地域の小児医療機関と連

携して小児期の内科系疾患全般の診療を行い、特に

呼吸器感染症、消化器感染症、喘息発作、痙箪なと．

多くの小児急性疾患に対応しています。

救急診療

夜間救急診療については泉州地域の各病院が参加

している小児救急診療体制（輪番制）の一員とし

て、毎週金曜日の初期・二次救急（夕方～翌朝6

時）の対応をしています。2018年の受診患者数は

1,660名でした。本年4月からはこれに加えて月1

外来診療

一般診療は午前9 ： ()0～11 :30、午後12:00~

14:00の受付です。地域の医療機関との連携を密に

し、患者様の紹介については17時まで受け入れ、当

科で対応できる疾患については断らないことを原則
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回月曜日の初期・二次救急（夜間10時～翌朝6時）

を担当しています。

などの加療、低身長の精査などを行っています。食

物アレルギーの経口負荷試験については、患者様の

ご家族から希望がある場合やアナフイラキシー症状

を起こす危険のある方には専門のスタッフが入院で

も施行しています。

入院診療

病棟は眼科、乳腺外科との混合病棟です。小児科

の病床は12床ですが、入院患者が増加した時には他

病棟にもお願いして受け入れてもらい、柔軟に対応

しています。多くの近隣の医療機関の先生方からた

くさんの患者様を紹介していただき、症例は豊富で

す。急性疾患とともに、川崎病、腎炎・ネフローゼ

などの腎疾患、血小板減少性紫斑病・貧血などの血

液疾患、重症アトピー性皮層炎、糖尿病、てんかん

少子化が進む現状ですが、地域の中核としての病

院小児科の重要性は増しているように思えます。当

院小児科は多くの医療機関の先生方に支えていただ

いていますが、今後も出来るだけ地域の依頼にこた

えていくように努力していく所存ですので、 よろし

くお願いします。

一

へ

小児科病棟

外来診察担当表

水 金 土木火月

杉本

（夜尿症）

第4または第5週

森口森口 飛梅 益海l診 森口

午前

竹村豊
(アレルギー）

森口2診 卜島または西 (内分泌）

飛梅
(ワクチン）

益海飛梅l診 卜島または西 益海

午後
竹村豊

(アレルギー）

杉本

(腎臓）隔週

篠原

(循環器）
乳児健診2診
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香芝生喜病院医療法人藤井会

識 ､難蒔
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一

【交通アクセス】

公共交通機関でお越しの方

近鉄大阪線二上駅・関屋駅、近鉄南大阪線二上山駅、JR和歌山線香

芝駅より送迎バス運行

お車でお越しの方

西名阪自動車道「柏原|C」からお越しの場合

①「柏原|C前交差点」を桜井・橿原方面へ【左折】→国道165号線を約2.4km

②「穴虫西交差点」を香芝市街へ【左折】→県道105号線（中和幹線）約350m

西名阪自動車道「香芝|C」からお越しの場合

①「香芝IC出口」を香芝・王寺・大和高田方面へ【右折】→県道54号線を約400m

②「香芝IC上中交差点」を明日香・大和高田方面へ【右折】→国道168号線を約2.0km

③「北今市3西交差点」を柏原方面へ【右折】→県道105号線（中和幹線）約30km

〒639-0252奈良県香芝市穴虫3300番地3

TEL: 0745-71-3113

FAX: 0745-71-3336
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＝
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香彗牛菫病院
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大和高田

バイパス

近鉄南大阪線

､＝室’

大和高田

バイパス

君付堂

△ 近鉄下
●

香芝市役所

小児科副部長

鶴原昭史

哨

4JR君付堂
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病院概要

医療法人藤井会香芝生喜病院は平成29年4月1日

に奈良県香芝市に新規開院いたしました。各專門診

療科目全22科、 241床で、小児專用病床10床の規模

です。職員用の付属保育園を有します。藤井会の理

念は愛情、信頼、奉仕であり、香芝生喜病院も安全

で質の高い医療を効率よく提供し、人間愛を尊重し

た医療を目指しております。藤井会は東大阪を拠点

とする外科系の民間医療法人ですが、新病院の設計

段階より小児医療を行うという前提で計画されまし

た。民間医療法人での新規小児科開設というのは昨

今全国的にみても珍しいのではないかと思います。

おります。医師の構成は常勤6名のうち2名が顧問

（週4勤務)、 2名の女性医師が週4時短勤務で、

のこり2名の男性医師でオンコールおよび輪番当直

対応を行っております。

小児科外来

午前9 ：00～12: 30に一般外来および予約／専門

外来を行っております。午後は予防接種およびアレ

ルギー専門外来を週3日設定しております。当院の

特徴は小児内分泌専門医が2名在籍しており、成長

障害を中心に内分泌専門診療を提供させていただい

ております。2019年4月より専門外来を開設し、多

くの患者様にご利用いただいております。循環器や

神経、腎臓の専門診療、 また心理発達検査はご提供

できる状況ではないため、高度専門診療が必要と思

われる患者様には速やかに奈良医大をはじめ高次医

療機関や専門医療機関にご紹介させていただいてお

ります。

へ

小児科概要

開院当初は常勤3名でスタートし、 3年が経過い

たしました。2019年4月からは医師6名にパワーア

ップし、診療規模は年間外来受診数が約4,000人、

年間入院患者数が約400人となっております。奈良

県では二次医療機関で輪番体制をしき、夜間の小児

救急搬送、入院受け入れを行っております。当院も

月3～4日輪番に参加し小児救急医療に貢献してお

ります。全国的に公的医療機関が民営化、集約化の

流れを加速させているなか、民間医療機関が小児科

および小児救急医療を担う社会的意義はますます大

きなものになっていくだろうと思います。医師の確

保はとても難しい課題ですが、育児中の女性医師が

無理なく働ける労働環境を設定していくことにより

克服していけるのではないかと考え、 日々努力して

小児科病棟

小児科病床は専用個室10床あり、病棟は内科外科

との混合病棟です。平均稼働病床数は4床で、季節

変動は激しいですが、入院患者数はゆるやかに増加

傾向です。全床個室で、 トイレ、シャワー、 ソファ

ーベッドが完備されており、付き添い環境が非常に

良いのが特色です。入院患者数が10名を超える場合

には大部屋（4人） も利用しつつベッドコントロー

ルしております。
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外来 プレイル ム

外来担当表

火月 マIﾉ・
ﾉJ、 木 今言

､Iノ 土

朝l診（一般） 新宅 新宅 小西 野村 菅原 鶴原

／一朝2診（予約） 菅原 野村 鶴原 小西

／ ／午後 小野 小野 小野
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小児医療勉強会の紹介

近畿川崎病研究会のあゆみ

近畿川崎病研究会運営委員寺口正之

近畿川崎病研究会は1981年8月22日に大林ビルで

第1回が開催されました。本年の3月で43回を数え

る伝統ある研究会です。当初は年に2回の開催で、

初代の運営委員長であった（故）神谷哲郎先生のも

と、活発な議論で毎回大ll'畠に終了時間が遅くなった

ようです。私の初参加は1986年2月15日で薬業年金

会館にて開催され、演題を発表しこの研究会にデビ

ューしました。発表後、論文として近畿川l11奇病研究

会会誌に報告しました（図)。

参加者は小児科医を中心に、 さまざまなジャンル

の先生方であり、近畿圏だけではなく、九州、四

国、名古屋、金沢、東京からと広範囲におよびま

す。研究会の企画は、毎年の研究会会長が決定し、

おおむね特別講演がl～2題と、一般演題20題以上

あります。研究会の歩みをみると鐸々たる先生方が

特別講演をされ川崎病の歴史を感じます。パネルデ

ィスカッションやシンポジウムも盛んに行われまし

た。 (http://wwwkinki.jp/historyhtml)。第1回の

特別講演は川崎病を発見された川崎富作先生でし

た。川崎病の大流行年の第2回(1982年）では病因

論のダニ抗原説を提唱した古庄巻史先生の講演や、

ステロイドパルス療法の有効性の議論がワークシヨ

ップでありました。この時はステロイドパルス療法

が有効であると報告されました。現在はステロイド

治療が再検討（後述のRAISESTUDY) されてい

ますが、古庄先生らによる画期的な治療となった免

疫グロブリン療法(IVIG) の有効性の報告によ

り、 ステロイド療法の有効性の追試がされずIVIG

による治療の時代になったと考えられます。病理学

的な検討では、濱島particleを発見した濱島義博先

生や、マウスの川崎病モデル作成に成功した直江史

郎先生の講演がありました。病因はいまだ不明です

が、 1996年にシンポジウムで「川崎病の謎を解く

－確かな証拠を求めて－」や2001年に「川II1奇病解明

への新しい切り口」などのシンポジウムで常に最新

のデータで議論が深められたように思います。

川崎病の治療ではプレドニンとIVIGの併用療法

の有効性を示したRAISESTUDY以降、 IVIGとシ

クロスポリンの併用療法のKAICAtrial、 IVIG不応

例へのインフリキシマブ治療のSAKURASTUDY

なと貴重な多施設共同研究が行われ新しい時代に入

った感があります。近畿川崎病研究会では2016年か

ら和歌山県立医科大学小児科教授の鈴木啓之先生の

会長のもとで活発に活動しています。日本で発見さ

れたからには日本で原因を究明してほしいと願って

おられる川111奇先生はご夫妻で毎回参加されていま

す。若い先生方は川崎病の発見者の川崎先生のサイ

ンがもらえますよl是非この研究会に参加していた

だきたいと切に思います。

－

へ

近畿川崎病研究会会陸第9巻

(第10回近畿川崎病研究会昭和61年2月15日於:大阪）

ノ'|埼病

昭和62年1月16日発行

近通川崎病研究会

荻野廣太郎

近壷川崎病研究会世騒人

顧問

川崎富作 川島康生 渡島義博

世話人

上村 茂 小川 宮 大国英和

神谷哲郎 北村惣一郎 清沢伸幸

四宮敬介 鈴木療一 田村時緒

西岡研哉 馬場国蔵 播磨良一

広瀬 一 蔵原久義 槙野征一郎

山城国暉 山本 隆 横山連郎

近亜川崎病研究会世括人会

〒565 吹田市藤白台5-125

困市置琿器病センター小児科

担当：鈴木淳子

TEL（06）833－5012

日本アップジヨン株式会社

発行者

編集責任者

編集者

曵 哉串 ]

侭F j

y幸 狸

荻野贋太郎

後藤正勝

内藤泰顕

伴 敏彦

安居資司

(五十音順）

発行所

事務局
リ減朋〃Pド ！'

酌 其 輻虻

‘§ ． ‘－ ． 職躍' 1幟繍識…鍵
4鵠諒I<』＃〃ハ藩､”14“癖噛揮 も灘'

ノ 4【 パ〃J坤＃1蛾J朝霧矛1段f鋤 製 作

頒 価 1.000円

(左）表紙の川崎病は川崎宮作先生の自筆です（右）当時は大阪小児科医会名誉会長の小川先生が世話人でした
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ベッドサイドメモ

保育施設の多様化と嘱託医の役割

【保育施設の増加と多様化】

近年保育施設数の増加は著しく、会員の診療圏内にも続々と保育施設が新設され、嘱託医・園医を

依頼される機会も多々あると思います。

また、「保育所」と言えば、以前は都道府県の認可を受けた「認可」保育所と、認可を受けない「無

認可」保育施設の区別しかありませんでした。しかし待機児童問題の深刻化を受けて、この20年間に

新たな制度が次々打ち出され、保育施設の種類は多様化しています。

第一は認可外保育施設に、 自治体が独自の基準を設けて補助を出す地方単独事業(2001年～)、第

二は幼稚園の活用による認定子ども園制度（2006年～)、第三は小規模施設の設置を促す地域型保育

事業(2015年～)、そして第四が国の直轄で、企業の保育施設設置の促進を狙った企業主導型保育事

業(2016年～）です。このように施設体系は非常に複雑化していますが、現在の保育施設の大まかな

分類を図1に示します。また、昨年度までの保育施設数の推移を図2に示しますが、2015年「子ども

子育て支援新制度」がスタートして以来、保育施設数はうなぎ登りで、認定こども園、地域型保育、

企業主導型保育施設の急激な増加が目立ちます。

'緬陶､

【嘱託医・園医の役割とは】

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号：第33条第1項）では、保育

所には嘱託医を置かなければならないとされており、これに準じて、他の保育施設（｢その他の認可

外保育施設」を除く）の運営においても、嘱託医（認定こども園では園医）の配置が必須となってい

ます。さらに同基準（第12条第1項）では、 「施設の長は入所した者に対し、入所時の健康診断、少

なくとも一年に二回の定期健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行わなければな

らない｡」と定めており、長らく嘱託医はこれら健康診断を担うことが主な役割とされてきました。

しかし、2008年に改定された保育所保育指針で、保育所における「健康・安全」対策は、保育所全

体で組織的に取り組むことが明記され、その中で初めて、保育保健に関わる専門職としての嘱託医の

'へ､

きないロU

三刃可保育所保講

所の機能・

ち、

支援も行う可保育一 ．＝

所より少人数の単位

人未満)で、0～2歳の

もを保育する

大都市のニーズに対応するため自治体独自の

基準を設定し､自治体が助成を行う

(｢東京都認証保育所」「横浜保育室｣）

運営費・整備費を国が助成

企業の従業員が利用する｢従業員枠｣以外に

地域住民が利用する｢地域枠｣あり(必須でない）

ベビーホテル､院内保育所､インターナショナル

スクールなど特色のある教育を行なっている

施設､臨時に設置など､都道府県に届け出た施設

地方単独保育施設

認可外保育施設 企主導型保育事業

その他の施設

図1 保育施設の分類
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役割が提示されました。2017年に改定された保育所保育指針や、後述する参考ガイドラインに示され

た嘱託医の具体的な職務を表1にまとめました。

雪母<か所）
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９
７

２
２
２
２
１
１

23524

/~､

15.0”
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厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（平成30年4月1日)｣ https://mhlw.go.jp/content/11907000/000350592.pdf

＊企業主導型保育事業は企業主導型保育事業ボータルサイト「児童育成協会」 https://www.kigyounaihoiku・jp/info-cat/助成決定

図2保育所等数の推移(企業主導型保育施設以外の認可外保育施設は含まない）

表1 嘱託医の職務

1 ．入園前健康診断、定期及び臨時の健康診断
・子どもの発育・発達、健康状態を確認し、さらに保誰者の疑問や不安について適切な助言を行う。

・診断の結果、受診や治療、援助が必要な場合は保護者への丁寧な説明と地域の保健・医療機関、児童発達支援

センター等との連携に努める。

2．疾病、体調不良児への適切な処置や対策の指示

傷害及び事故発生時の対応に関する医学的処置を指示

3．感染症発生時の予防・感染拡大防止等の指導、地域の医療・保健機関との連携
・保育所だけでなく、地域全体の子どもの健康と安全を視野に入れた対策を講じる。

・予防接種に関する保護者及び保育士等への指導。

．日頃の感染症対策の取り組みに対する助言。

4．アレルギーへの対応
・保育所におけるアレルギー対応委員会やアレルギー対応マニュアルの作成への参画及び助言・指導。

・アレルギ疾患を持つ子どもの対応について助言・指導。

・地域におけるアレルギーの専門医・医療機関との連携体制の構築。

5．個別的な配慮を必要とする子どもへの対応についての指導・助言、関係機関との連携
（慢性疾患児、児童発達支援の必要な子ども、その他の医療的ケアを必要とする子ども等）

/~、

保育所保育指針(2017年)及び｢保育所における感染症対策ガイドライン｣｢保育所におけるアレルギー対応ガイドライン｣より

【保育所の子どもの健康と安全に関わる各種ガイドライン】

厚生労働省は、保育所保育指針に定められた子どもの健康と安全の確保に資するため、感染症対

策、アレルギー対応、事故予防等についてそれぞれガイドラインを作成しています（表2)。これら

は医療の専門家でない保育士等にも現場で積極的に活用されるよう、 「わかりやすき」を目指して、

要点の明示や図表等、構成・記載の工夫がされています。さらにその普及のため、わかりやすいリー

フレットやポスターも配布されています（図3．4)。しかし現在のところ保育士等における各ガイ

ドラインの周知は十分ではありません。

またアレルギー対応、感染症対策は、共に保育所全体で組織的に取り組む必要があり、専門職であ

る嘱託医は積極的に参画・協力することが不可欠です。各ガイドラインでも、嘱託医は年2回以上の

健康診断だけでなく、保育所全体の保健対応や健康管理について総合的に助言・指導することが求め
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られ、地域の関係機関との連携体制作りの要としても期待されています。

嘱託医が以上の役割を十分に果たすためには、保育所職員との情報交換、連携が必須ですが、その

際これらのガイドラインが「共通言語」 となるよう、保育所職員と嘱託医共にこれらの内容をしっか

り理解・把握する必要があります。

表2保育所保育指針(2017年改定)第3章「健庚及び安全」に関する参考ガイドライン

乳幼児の特性を踏まえた保育所における感染

症対策の基本

保育所における感染症対策ガイ

ドライン
2018年改訂

乳幼児の特性を踏まえた保育所におけるアレ

ルギー疾患を有する子どもへの対応の基本

保育所におけるアレルギー対応

ガイドライン
2019年改訂

重大事故が発生しやすい場面ごと（窒息・誤

嚥、食物アレルギー､睡眠中の事故等)の注意

事項や、事故発生時の具体的な対応

教育・保育施設等における事故

防止及び事故発生時の対応のた

めのガイドライン

2016年

へ

睡眠中は仰向けにし き"…‐
子どもを1人にしないようにしまし壷

のご案内

ラヂ展,め霞が貞筧ろ櫛向飼こ寝芥せ託と家重婁惹-ー．
1

i ※医学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめられている場合は除きます･

･･子どもを一人にせず､寝かせ方に配慮い安全な睡眠環i
I境を整えましょう

｡．やわらかい布団やぬいぐるみ等を使用せず､周りにﾋﾓ､i
＃ ヒモ状のものを置かないようにしましょう

画・口の中の異物やミルク､食べたもの等の嘔吐物がない 1
1か確認しましょう

｡･定期的に子どもの呼吸体位､睡眠状態を点検しましょうI
L 。 ‘ロﾛ． ．ー“－．－．－．－．－．－．－．－．

図4 ｢教育･保育施設等における事故防止及び事故発

生時の対応のためのガイドライン｣リーフレット
③厚生労働省

へ

図3 「保育所における感染症対策

ガイドライン｣リーフレット表紙

【おわりに】

待機児童解消に向けて保育施設数はうなぎ登りですが、保育の質をどのように担保するかは大きな

課題です。子どもの健康と安全を守るため、保育施設での組織的な取り組みが必要な中で、嘱託医の

役割は広がってきています。 まず嘱託医自身が、各種ガイドラインについてよく理解し、保育施設関

係者にこれらの内容を共通認識として普及させるよう努力することが重要だと思われます。さらに多

||皮にわたる嘱託医の職務を遂行するためには、広範な保育保健に関する最新知識が必要になります。

このため東京都医師会では、 これからの園医に必要な保育保健、疾病の予防や対応に関するガイドラ

イン、指針、参考文献等をまとめ、園医が自由に活用できる「園医のためのリファレンス」を作成

し、ホームページに掲載中です。大変便利ですので参考にされてください。

https://www.tokyomedor.jp/wp-content/uploads/health_of_infants/application/pdf/

reference_201905.pdf (板金康子）
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美を美と感じることができなかったのかもしれな

い。草軽での雑木林の散策というもイメージできな

いものである。あるいは美を表現する芸術や文学を

持っていなかったかもしれない。高等遊民とは高等

教育機関で教育を受け卒業しながらも、経済的に不

自由がないため、労働に従事することなく、読書な

どをして過ごしている人のことであり、明治になっ

て生まれた言葉でもある。独歩のような暇のある高

等遊民の新しい眼でなければ発見できなかったので

あろう。現在の私どもは高等遊民の身分ではない

が、休みの日には雑木林を歩けることに、そして

「武蔵野」以後の人間としてその美を教えてもらっ

ていることに感謝してしなければならない。

興味を持てば雑木林は文化的にも生態学的にもふ

ところが深い。このことを幅広い観点からよく分か

るように教えてくれる本に出会った。科学朝日の編

集長を務め、定年後ナチュラリストとして生きた足

田輝一氏が雑木林の美しさに目覚めて書いた「雑木

林の博物誌」である。要約的に引用すると、 「雑木

林は、がんらい天然自然林の林ではない。これは歴

史的に、 また人為的に、つくられた人工林のひとつ

なのだ。生態学者は、こういう林を二次林とよんで

いる。日本列島の森林の中で、二次林には代表的な

二つのタイプがある。その一つが、クヌギとコナラ

からなる雑木林である。クヌギーコナラ林は、東北

地方から関東地方に多い。十五年から二十五年に一

回は木炭やたきぎの材料として切り払われる。これ

くらいに生長した、 クヌギ材、コナラ材が、ちょう

ど手ごろの太さになるからである。切られた株から

は、 また芽が生長してきて、次第にもとの樹の林へ

と、帰っていく。こうした人間の影響が、数百年に

わたって、 くりかえされてきたところに、雑木林と

いう姿が形成されてきたのである。だから、雑木林

は常に人力による定期的な調整が必要なのであっ

て、全く人為をほどこさずに放っておくと、雑木林

は違った林相へと変化していくはずである。…本州

の中部から西、四国、九州などの、天然常緑広葉樹

林をきりひらくと、そこに生まれる二次林の姿は、

多くはアカマッ林である。アカマツ林は関西地方の

典型的な林の景観となったのである。だから近畿を

中心としていた、 日本の古い文化の中では、美術的

にも、文学的にも、松林というものが重い地位を占

樹木の旅雑木林②クヌギ

八尾市迫正廣

数学者で作家の藤原正彦氏は著書「祖国とは国

語」の中で『美しいものへの感動を得るには自然や

芸術に親しむことも大事だが、それだけでは不十分

である。美しい詩歌、漢詩、 自然を躯歌した文学に

触れることでさらに美への感受性が高まる」 と書い

ている。 「邪宗門」という北原白秋の詩によって当

時の人々がかくれ切支丹の暗いイメージから解放さ

れ、南蛮に新たな美や認識を広げることができたこ

とを司馬遼太郎さんは「天草諸島は白秋の詩によっ

てそれまで世間の既成イメージとは全く異なる舞台

装置をあたえられ－中略一一天草だけでなく南蛮

もくつの電流を帯びて発光していまにいたってい

る」 と書いている。 （街道をゆく17島原・天草の

諸道）物事の本質に一瞬で到達してしまう力が詩の

最大の効用である。このように文学や詩歌は美をイ

メージさせやすくしてくれる力があるのだろう。受

験生の時は本の内容は知らずとも国木田独歩＝

「武蔵野｣、田山花袋＝「布団」と反射的に覚えて

いたものであるが、山歩きが好きになったせいもあ

るがこの歳になると、本気で読みたくなる。国木田

独歩は「武蔵野」の中で、 『元来日本人はこれまで

楢の類の落葉林の美を余り知らなかったようであ

る。林といえば重に松林のみが日本の文学美術の上

に認められて居て、歌にも楢林の奥で時雨を聞くと

いう様なことは見当たらない」 と書いている。赤坂

憲雄は著書「武蔵野をよむ」の中で遊民・郊外・散

策が三位一体をなして、独歩によって武蔵野の「落

葉林の美」が発見されたと書いている。ざらに独歩

の日記を読み比べながら「武蔵野」の作品の背景に

傷ついた恋愛の感傷が秘められていたことを読み解

いている。美も価値も何かに触発されて一旦発見さ

れなければ見えないものなのである。独歩を触発し

たのは二葉亭四迷訳、ツルゲーネフの「あいびき」

に書かれた白樺林の風景だったということである。

雑木林の作る風景は昔も変わらなかっただろうが

里山に暮らす人々は日々の生活に追われ、木を薪

炭・肥料の対象と見る目にはありふれ過ぎていて、

/へ､、

/ハヘ
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里山の思想はエコロジーの観点から今後人間にとっ

て主流になっていくべきものである。里山の豊かさ

と、自然への手入れの大切さを、養老孟司氏は著書

「手入れという思想」の中で『専門家は里山の生命

系というのは非常に豊富であると言います。それは

自然のままでもなければ、人工そのものでもないか

らです。人間が手入れをしていって作った世界だか

らです。それは日本的な世界の特徴だと思います。

その話をちょっと進めますと典型的な同じやり方が

子育てだと思うのです」と述べている。ほったらか

しでも過剰に手を入れ過ぎてもいけないという意味

で子育てに関わる小児科医としては心に留めるべき

言葉かと思う。

足田輝一氏は消えゆく武蔵野を惜しみつつ、 『雑

木林を失うことによって、私たちは何を失ったであ

ろうか。ガス、石油、電気による暖房で寒さを屋内

からなくすことが、それほど私たちに幸福だっただ

ろうか」 と問いつつ、残きれた武蔵野を一日歩き回

った後、 また現代の文明がもたらした暖かい灯のも

とへかえっていくことへの後ろめたさを『現在の私

にできることは、雑木林について語ることによっ

て、一人でも、二人でも、雑木林の旅に心の同行を

求めることだ。雑木林の美しさを知る人が増えるこ

とは、雑木林の生命が、一日でも伸びることなの

だ｡』 と書きつづっている。この本は1977年に出版

されている。私が医者になりたてのころである。そ

の頃には手に取ることもなかっただろうし、読んだ

としてもすれ違っていたかもしれない。それから40

年たっている。武蔵野もさらに変わったであろう。

何事においても出会うには自分の側の準備が必要で

ある。私自身70年の齢を重ね、山歩きをするように

なって、やっとこの本にたどり着いた。私も同行の

一人としてこの本のことを多くの人に知ってもらう

べく著者の終わりの言葉を記してこの稿を終える。

めてくる。…雑木林は私たちの生活に密着して、私

たちに必要な林だった。またそれは子供たちの天地

だった。樹液にあつまる、カブトムシや、クワガタ

ムシは、彼らの遊び相手だった』

私は独歩の「武蔵野」に書かれた場所があの東京

の繁華街になっている渋谷のあたりの120年前の風

景であることに驚くのである。関東に住んだことの

ない私は実際の武蔵野を知らないが、急速な都市化

により武蔵野のような美しかった風景を見ることは

できなくなったという。大阪で同じような場所があ

るとしたら、能勢の妙見山あたりであろう。そこに

行くと山里の雰囲気が残っている。山腹から美しい

山村風景が眺められ、ポッコリとした山を背景に

家々がぽつりぽつりと離れて立っていて、まんが昔

話のような光景になぜか気持ちが安らぐ。山を麓に

下りてくると輪伐と再生の繰り返してできた台場ク

ヌギが数多く残っている。クヌギは炭やシイタケの

ホダ木として利用されてきた。幹の1メートルく、ら

いのところで伐採するとそこからすぐにひこばえが

成長し10年<、らいで適当な太さになる。それをまた

切り出すことを繰り返す。台場になった幹はずんく、

りむっくりの味のある芸術作品の様になる。まさに

人とクヌギの共同作業によって時間が創り出したも

のであり、持続可能性を追求して、自然と人間とが

調和した最も理想的な姿を現しているようで、見る

だけで心が安らぐ気分になる。里山の暮らしを理解

するには鉄道も車もなく、都会の会社に行く必要も

ない時代のことを想像しなければならない。そこに

暮し、そこで人生が完結する人々にとって、能勢の

山里は山の恵みにあふれ最も豊かに暮らせたところ

であっただろう。このような平和な暮らしは古代以

来長い間続いてきたようである。男女が山に登り、

歌を掛け合う耀歌（かがい）を行ったということか

ら名がついたと摂津風土記にも書かれている歌垣山

も近くにある。生物多様性が失われつつある現在、

'へ、

後へ，
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口
いうことです。毎日のようにいじめや虐待のニュー

スが流れ、かかわった学校や行政の不作為が非難さ

れていますが、 このようなこどもたちを単一の機関

だけで救うのは不可能に近いと感じています。地域

のかかりつけ医、病院、 自治体、幼稚園や保育園、

学校、療育施設などが横に連携して情報共有をしな

いと、一つの施設だけで関わると疲弊しますし、 目

が届かないように思います。

あんなに苦手だった「こどものこころの病気」で

すが、今では私のクリニックの看板事業になりつつ

あります。私の問題意識と、他の先生方の問題意識

は必ずしも同じではないかもしれませんが、仕組み

を変えないといけない時期に来ているということ

は、みなさんも感じておられるんじゃないかな？と

思います。

含目⑨戸
#f階

こと､､ものこころの病気について思う事

生野区久保田惠巳

新しく理事に就任しました久保田恵巳です。理事

の就任に際して、田尻仁前会長そして、松下享会長

にお世話になりましたことを、心より感謝申し上げ

ます。

私は研修医時代から、 「こどものこころの病気」

が大変苦手でした。私がこころの病気のこどもに対

して、あまり付度せずに接するために、 「ショック

療法」と椰楡してからかわれたものです。私自身が

幼少時より少し変わった子で、 もしかしたら問題児

の範嶬に当てはまるかもしれず、そのことゞもたちの

気持ちがわからないでもなく、そのせいで苦手意識

があったのかなあと今になって考えています。

10年ほど前に、大阪市生野区で開業するとこころ

の病気のこと、ものあまりの多さにびっくりしまし

た。しかし、私はなんせ、 「こどものこころの病気」

に対する圧倒的な苦手意識があります。どうしても

自分で診るのが嫌で、心理士を雇おう ！ と単純に考

えて心理士の雇用を始めました。

現在心理士を雇い始めて5～6年になり、今では

2名の心理士が来てくれていますが、その需要はび

っくりするほど増えています。苦手意識のあった私

も、 さすがにあきらめて自分でもかかわるようにな

りました。雇っている心理士にこどものこころの考

え方を私も一から教えてもらっている感じです。そ

うすると今まで見えていなかったいろんなことが見

えるよう （な気）になってきました。話を聞いてい

ると、本人の特性もありますが、その子を取り巻く

環境や関係機関の対応にも問題があるように思えて

きました。解決のためには環境調整も大変重要なん

だとわかってきましたが、その環境調整にまで手を

出すと泥沼にはまっていきます。そこで、 「私、 日々

の診療で忙しいから」と、心理士にお願いします。

そして心理士が保育園や学校、療育の先生や、 自治

体の担当者と面談してくれます。そんなこんなの繰

り返しで、心理士は疲弊しつつありますが、やりが

いも感じているようです。

今ここで改めて思うのは、 こころの病気や虐待も

含めて、多職種連携の必要性がここにも来ていると

一

ごあいさつ

住吉区中篤子

今期、大阪小児科医会理事に初めて就任いたしま

した畑小児科の中篤子と申します。

このような執筆の機会を与えていただき誠にあり

がとうございます。

2年前、初めて総務部会委員として医会の活動に

携わり、 どれだけ多数の先生方が、子どもたちのた

め大阪小児科医会の向上に日々努めておられるか目

の当たりにしました。ほとんどの事がまさに初めて

だらけ、たじろぐばかりの状況ですが自分らしく少

しでも役立つよう活動する所存です。どうぞよろし

くお願い申し上げます。

以下、 自身についてサマリーを書き、ご挨拶とさ

せていただきます。

私の一日は朝、 目が覚めるとまず声が出るか確か

めることから始まります。かすれが無かったら「今

日も診療ができる」とほっとします。開業約1年過

ぎた頃から次第に嗅声となり、診察に支障をきたす

ほどとなったため声帯ポリープ摘除術を受けまし

た。現在、ボイストレーニングを行っています。私

にとって嗅声は悲しく、 また相手が聞きづらくない

かと気を遣い随分引っ込み思案になってきました。

小児科研修の初めての患者さんは白血病再発した

5歳の男児、骨髄移植直後でした。病棟に泊まり込

んで取り組みましたが感染症による肺炎で他界、そ

へ
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科でにこにこしながら大好きな子供たちに声をかけ

ていると確信しています。

こで感染症を勉強しようと微生物病研究所の細菌感

染分野博士課程に進学しました。

微研では病原細菌の病原性因子や毒素の研究をし

ました。主にアジアからの留学生や理学部、農学

部、薬学部の修士の方が多数いて、当初、私は物珍

しくみえたようで、いつも3cm浮いて歩いている、

謎のチャイニーズと噂されていました。当時の本田

武司教授は、細菌のことになると我が子のように優

しい眼差しで『病原菌はひとより勤勉で賢い、病原

菌との「共生」を考えよう』 とお茶の時間によく話

されていました。

自分が小児科を志したのは間違いなく 「生涯現役

小児科医、畑欣之亮」という父の存在です。

父は小児科医になるため医学部に進学、最期の最

後までそうでした。

かなり外れた思想を持ち言動をする父でしたので

よくひやひやさせられました。プライベートはもち

ろん、診療においても半パン、Tシャツ、わら草履

の定番スタイル、いつも「僕は赤ちゃん、子供の味

方」を口にして、挙句の果てに「予防こそ医学1ニ

ッポン男子たるもの武士道の精神をもっていざ立ち

向かん」と続くものですから私からみると"ただの

ええかつこしい”でした。

私が子供のころ、患者さんから電話がかかってく

ると約束はドタキャン、一緒に歩いていると、突然

しゃがみ込んで「ぼく、おなまえは？」と聞いてい

る、その子の親は変な目線、私が「見知らぬおじさ

んから声を掛けられると逃げるようにと教えられて

いるのよ」と注意しても全く耳に貸さずにこにこと

満面の笑顔で関わり続けていく。それも出会うすべ

ての赤ちゃん子どもたちに対して同じような言動、

根っこからの"子供好き"でした。そんな父は、ずっ

と赤ちゃん子供たちと一緒に居たいと望んでいた通

り、息を引き取る8時間前まで"我が聖地"と称した

畑小児科に出勤、なんと天晴れな人生でしょう 1

喪服を着て挨拶をしていると、真っ赤な眼で泣き崩

れるご家族や赤ちゃんを見せに来てくれたお母さん

の眼から大粒の涙がポロポロとこぼれて…そんな姿

をみているうち「こんなに愛きれていたのだ！ 」、

「どんな小児科医だったの？」と父の患者さんに会

いたくて、他界後1週間以内に、すでに閉院した医

院を新規開業する決意しました。しかし、近畿厚生

局は当初保険医指定を認めず、署名活動を経て、夜

間、 日曜日をあけて無我夢中で走ってきました。お

墓には居ないよと言っていた父は今でもここ畑小児

地域小児医療に再び身をおいて

住吉区小垣滋豊

平成30年4月に大阪急性期・総合医療センター小

児科・新生児科に赴任してまいりました小垣滋豊と

申します。総合病院の中で新しいスタートを切りま

した大阪府市共同住吉母子医療センターで、小児病

棟と周産期病棟で日々起こる様々な問題と闘いなが

ら将来の小児科医をめざす研修医の先生方とともに

汗をかいております。

思い返せば昭和63年に大学を卒業して小児科の研

修医として最初の歩みを始めたとき、当時小児科病

棟のライター（病棟統括医）が本会の6代目会長の

小川實先生でした。驚くなかれ、当時の栄養消化器

グループを担当されていたのが前会長の田尻仁先

生、そして循環器グループ（循環動態研究室）の病

棟係（病棟指導医）が現会長の松下享先生でしたか

ら、今にして思えば途轍もなく大物の先輩医方にご

指導いただいていたのだと改めて背筋が伸びる思い

がします。大学での研修医生活1年を終えたのち、

私が今日一般小児臨床医としてやっていける基礎を

教えていただいたのが、市立豊中病院の尾上幸子先

生、市立泉佐野病院の丹羽久生先生、市立池田病院

の牧一郎先生でした。そして今も何とかNICU当直

をこなすことができている新生児臨床の基礎は、大

阪母子保健総合医療センター（現大阪母子医療セン

ター）新生児科で竹内徹先生、藤村正哲先生、北島

博之先生にご指導いただいたことで築かれました。

その後、佐野哲也先生率いる小児循環器の門をたた

き、その道を約24年間ひたすら走ってまいりまし

た。かけがいのない患者・家族との出会い、 ともに

働かせていただいた先輩・同僚・若手医師・コメデ

イカルスタッフの支えに心から感謝しています。そ

して今再び、一般小児の地域医療の現場に戻り、

日々新しい発見とトラブルシューティングをしなが

ら無知を恥じずに勉強を続けております。第一線の

かかりつけ医と高次医療機関の中間的医療施設とし

て医療的・社会的・経済的難しさを突き付けられて

いる毎日です。

さて、勤務医も働き方改革の順守が否応なしに押

'‘…、

へ､
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し寄せています。もともと労働十自学自習時間とい

うわけのわからない時間区分のもとで、実際にはほ

とんどの時間を臨床・教育・研究に当ててきた古参

の小児科医にしてみると、現研修医の先生方は何も

指導しなくとも自らきっちりと働き方改革を実践さ

れています。お手本のようで素晴らしいと感心する

一方で、これで本当に患者から学ぶという貴重な機

会が保たれるのだろうか？？と心配してしまうのは

私だけなのでしょうか。

まだまだ医会の理念とも言うべき「小児医療の向

上、小児保健および福祉の充実、普及を図りもって

小児の健全育成に寄与する」には、勉強不足で程遠

い未熟者ではありますが、少しでも地域の子どもの

健康と医療に役に立てるよう今後精進してまいりま

すので、先生方のご指導のほどよろしくお願い申し

上げます。

ナッツアレルギーが予防できるかどうかを証明する

ための無作為化臨床試験が行われ、見事に投与群の

方が、明らかにピーナッツアレルギーが少ない結果

となりました。2017年に本邦で乳児期の早期の卵摂

取が本当に卵アレルギーを減少させるかどうか無作

為化試験が施行され、明らかに完全除去群に比べ、

早期投与群の方が、卵アレルギーが少ないという結

果が報告されました。この様に今までにアレルギー

素因のあるこどもは、妊娠中・授乳中・乳児期・幼

児期に将来アレルギーとなるような食品は徹底的に

除去されていた指導が、今では離乳食開始時期か

ら、そのような食品を積極的に摂取させるという指

導に180度変わりました。

では一旦出来上がった、食物アレルギーの子ども

にアレルゲンとなる食物を食べられるようにするこ

とが本当にできるのか、いわゆる経口免疫療法です

が、 この療法はevidenceが乏しいこと、そして一定

の確率でアナフイラキシ－が起きることで、学会は

一般診療として認めていません。私は2009年からこ

の経口免疫療法に様々な工夫をしていまだに改良に

取り組んでいます。数百人の患者にこの治療をして

いくと見えてくるものがあります。症状を出さない

で継続させることです。反抗期で食べなくなる。学

校、 クラブ活動、塾があり摂取する機会がなくな

る。味が飽きてくる、色々な問題点があり、難しい

ですが、患者のQOLを十分に考えた上で、患者に

あった食べさせ方をするのが一番大事なことと考え

ています。経口免疫療法をして、全寮制の野球部の

ある高校に入学できた。友達とスウイーツが食べれ

るようになった。海外旅行に行けるようになった。

たくさんの患者の喜びの声が届いています。

問題点は経口免疫療法に使用するのは薬剤ではな

く、食品であることです。この経口免疫療法が一般

の治療となり、厚労省の認可を得るには、莫大な研

究費がかかります。食品会社はそのノウハウもな

く、またアナフィラキシ一を起こすことで企業のイ

メージが損なわれるということで完全に及び腰で

す。スポンサーになっていただき、この食物アレル

ギーの子どもたちの将来のために、投資していただ

けるかたを探しています。

文献

l.食物アレルギーの考えかた－除去から摂取へ－

谷内昇一郎編著中外医学社2014年

2．経口免疫療法谷内昇一郎編著中外医学社

2012年

/へ、

最近の食物アレルギー診療に思うこと

高槻市谷内昇一郎

最近の食物アレルギー診療においてその考え方の

激変ぶりには目を見張るものがあります。

この20年前までは、乳児湿疹の乳児が受診したら

血液検査をして、食物アレルゲンが陽性であれば、

完全除去、そして、原則的にはステロイドは塗布し

ないというのが、小児科医の一般的な治療方針であ

ったと記憶しています。それらの治療方針の根底に

は、生後すぐの乳児湿疹が食物アレルギーによって

おこるという考えがあり、乳児湿疹から引き続いて

起こるアレルギーマーチを予防しようとすると、最

初にそれらのアレルゲンを除去することで、それら

のアレルギーマーチが阻止あるいは予防できること

は当然であり、実際行われていました。

2008年にLack博士が、食物アレギーは結果であ

って、原因ではなく、すなわち環境中や母乳の中に

ある卵・牛乳・ピーナッツなどが乳児湿疹などのバ

リアー機能が破壊された皮層を介して、経皮的に感

作され『皮層からアレルゲンが侵入し、 IgE抗体が

産生きれる｣、体内にアレルギーに対するIgE抗体

が産生され、それらのアレルゲンが消化管で吸収さ

れると全身のアレルギー反応が出現する。以上のこ

とが仮説として提唱されました。その後2016年に乳

児期にピーナッツを早期に食べさせることで、ピー

/~、
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…語勢や…

鰄冒
庁

一蕊唖驫急患､無

…蕊' 、 噌 盤， 鶏畢一蝉電…典

より道・よこ道・さんぽ道 群 …認……韓黛鐸織騨鍵

卓澤盈羅期凝玲熟響韓密…

が少し見えた気がしました

その後ライセンスも取得し，様々な草レースに出

る様になりました以下は今年7月14日に岡山国際

サーキットでのTipoOverheatMeetingに出走した

ときの模様です．

「新バトルロイヤル60分エンデュランス・ トロフ

ィーにエントリー…しかし前日土砂降りの中サーキ

ットロッジ到着間際に， アンチスキッドとABSの

譽告ランプ°が点灯してしまいました．翌朝の予選は

そこここに水たまりが残るフルウエット…最悪で

す． それでも何とか26台中6番グリッドを確保出来

ました． よく頑張ったと自分を褒めてあげたい， ス

トレートエンドでは何度もブレーキロックして，本

当に怖かったんだから…

いろいろな走行枠が進み, BMWチャレンジ，バ

トルロイヤル・スフ°リントトロフィーの頃にはほぼ

ドライコンディションになりましたトリは我々の

出番ですやったね…内心ほくそ笑みながら，空気

圧をうんと下げました． ところがスターティンググ

リッド上でフロントガラスに雨が…スタート時点で

本降りになってしまいました…鳴呼

スタートとゴールは私が担当し，赤旗中断では6

位キープ…5位でバトンタッチしてから田中選手は

順調に順位を上げるも前走者に進路を塞がれ，パニ

ックブレーキでグラベルに飛び出し万事休す…今日

は本当についてなかったなあ． …で， パドックでヘ

ルメットを脱いでたら，何と再スタートして17位で

ホームストレートに帰ってきたじゃないですか． そ

こからく､ん〈"ん追い抜いて7位で私と最後のドライ

バー交代をし，終わってみれば5位でしたいろい

ろあったけど， とても楽しめました…まあこんなも

んでしよ」

47歳で父親の跡を継いでからはや15年…63歳とな

った今老害と謂われない様日々勉強に勤しみ，学

会にも積極的に参加するよう努めていますが，老視

が進行して文献の小さな文字が辛いです．

次回は学生時代からの私の人生の道しるべそのも

の…東大阪市東野医院の東野博彦先生にお願いしま

したどんなお話になるのか,今からワクワクします．

ちょっと見せます私のoff生活

走り続けるということは…

枚方市緒方肇

小学生の頃帰宅するや否や， ランドセルを投げ出

して自転車に跨がり， 「行ってきま－す｣．教室の先

輩曰く ， 私は成人型ADHDの典型だそうです． 自

由に動き回ることが兎に角好きで， じっとしていら

れなくて，大学に入ったら峠族…箕面や六甲でアニ

メのイニシャルD紛いのことをしていましたし， 3

回生の夏40日間の訪欧中にレンタカーで5千キロ

以上を4週間で走破しました医大では陸上部のキ

ャプテンを務め，還暦を過ぎてから地元のハーフマ

ラソンに参加する様になりました日常生活でも雨

が降らなければ, 3km離れたクリニックまでロード

バイクをこぎ。丘を越えて1日2往復しています．

開業して10年が過ぎようとする頃， 自分へのご褒

美にそろそろ好きな車を買ってもいいかと家内に持

ちかけましたどうしても， またマニュアルミッシ

ョンの車に乗りたかったのです． 還暦を目前にし

て， あと5年もすれば運動神経がついてこなくな

り， オートマチック車しか乗れないじいさんになっ

てしまうという焦燥感がありました 「いつヤル

のⅢ今でしよ ！ 」

白羽の矢を立てたのはイギリス製スポーツカーの

ロータスエリーゼS…軽自動車並みの軽量な車体

に，信頼のトヨタ製エンジンがドライバーの背後で

車の重心に近いところに置かれています．価格もポ

ルシェの半額位で手を出しやすかったのも購入に踏

み切れた理由でした喜々として乗って帰ってきた

私に家内は一言， 「編された…｣．乗降性も乗り心地

も悪く，狭くてうるさいこの車に，女性は一切価値

を認めない様で，娘共々全く寄りつきもしません．

マニュアルミッシヨンの操作勘は直ぐに戻りまし

た幸い大阪には大阪府医師自動車連盟という全国

に誇れる素晴らしい組織があり，主催するサーキッ

ト走行会に参加する様になりました． はじめて鈴鹿

サーキットを走ったときの高揚感は今でも覚えてい

ます． 一般道において100km/h超でハンドルを切る

ことは滅多にありませんが， サーキットでは160km/

h以上でもコーナリングしますし，体重の1.5倍のG

（慣性力）がかかるブレーキングも日常的です峠

道とサーキットではスピードとGの次元が全く違

い，実際に体験してはじめて， どうしてモータース

ポーツというのか， そのスポーツの意味するところ

へ

へ

＝／
／

まく

凡

忽硬

＝－－－－コ…

電電識識
『
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■

鰄襄より道・よこ道・さんぽ道

に介入してアイディアを盗み出す企業スパイ映画。

それに「インターステラ｣、人類を救おうと異次元

空間に迷い込んだヒーローの姿を描<SFドラマ。

正直、相対性理論や量子力学が出てくるのであまり

よくわからなかったですが、京大数学科の親友はこ

の映画を観て面白かったと称賛していました。

世代を超えて今も圧倒的なファンがいる映画と言

えば、 「スターウォーズ」です。特に（エピソード

1 ･ 2 ･ 3) を通して、本当に大切に思う人を失う

苦しみを味わいたくない。そのために悪魔と契約を

結ぶ、 ファウスト的な物語であると言えるでしょ

う。アナキンが抱えている問題の根源は、正義感、

執着心の強さだと思います。アナキンは執着するこ

とでさらなる力を追求し、ついには宇宙を支配でき

ると考えるところにまで行き着いてしまう。フオー

スは武士道の精神でもあると思います。

他にも泣ける映画として「アルマケドン」 「永遠

の0」 「グランド・ トリノ」など。 「ハドソン川の奇

跡」 も"正しい選択とは何か"を考えさせられる社会

派映画です。

私はUSJにも行きます。そこにはハリウッド資料

館「シネマギャラリー」があります。私は5年前に

たまたま見つけた「DARKKNIGHTRISES」のハ

リウッドスター直筆のサイン入りのポスター(図)を

買いました｡お宝探しの旅はまだまだ続きそうです。

さて、あわてんぼうの私は、今回Sub生活の代わ

りにOff生活を披露してしまいました。Sub生活の次

の走者は、浦岡小児科の中村美奈子先生です。 1月

号を楽しみにしてください。

ちょっと見せます私のoff生活

映画楽しんでます

堺市中区金崎光治

数年前からは余暇に映画を楽しんでいます。映像

はAppleTV4Kでネット回線で、 TSUTAYA

DISCASでDVDを、音響にはBoseスピーカーを使

ってAmazonPrimeVideo，Huluなどのアプリケー

シヨンにアクセスして鑑賞しています。ご存知の方

もいらっしゃると思いますが、映画の魅力は2時間

という短い時間の中に監督のメッセージは何かを探

ること、そして不可能なことを叶えてくれる、その

演出する力だと思います。映画をどう楽しむかは、

人それぞれ違います。哲学、法学、政治学、心理学、

物理学、数学、歴史学、文化学そして医学など様々

なジャンルが登場します。また主役、悪役、脇役な

ど俳優によってその作品の出来栄えが変わってきま

す。人生を豊かにしてくれる最高のエンターテイメ

ントです。

わたしの記憶の中では小学生の時に初めて映画館

で、従姉妹たちと 「チキチキバンバン」というファ

ミリーミュージカルを観ました。 もちろん「ゴジ

ラ」 も記憶に残っています。中学生の時にブルー

ス・ リーの「燃えよドラゴン」を観て感動して、 ヌ

ンチャクの練習をしたことを覚えています。彼の名

言に"Don'tthink, feel."という言葉があります。今で

も大切にしている言葉です。残念ながらこれが遺作

になってしまいました。享年32歳でした。大学時代

は「宇宙戦艦ヤマト」 「ターミネーター」 「エイリア

ン」 「13日の金曜日」 「バック ・ トゥ ・ザ・フューチ

ャー」などなど一般大衆映画を数々観ました。

さてみなさんに観ていただきたいイチ押しの映画

を紹介いたします。まずバットマン「ダーク ・ナイ

ト」です。私はクリストファー・ノーラン監督の大

ファンです。ジョーカー役の故ヒース・レジャーの

超クレージーな演技が忘れられません。でもこれが

遺作になりました。 ”何が正義なのか''を考えさせて

くれた作品の一つです。

2つ目は「セブン」です。キリスト教の「七つの

大罪」をモチーフにした猟奇的な連続殺人事件を描

くサスペンス・スリラーです。特に最後のシーンは

祈るような気持ちで見入ってしまう作品です。監督

はあの「ソーシャルネットワーク」のデヴイッド・

フィンチャーです。

他にも 「インセプシヨン｣、他人の夢の深層意識

＝＝

一



大阪小児科医会会報 412019. 10

令和元年度大阪小児科医会賞募集のお知らせ

令和元年度大阪小児科医会賞選考委員会委員長原田佳明

大阪小児科医会は、昭和51年9月に「大阪府内に

おいて小児とその家族に最も親しく接する医師が、

小児医学の研鎖に努め、専門的立場に立脚して小児

医療の向上、小児保健および福祉の充実、普及を図

りもって小児の健全育成に寄与すること」を目的に

発足しました。発足当時より学術委員会を組織し、

設立20周年から大阪小児科医会賞を設け、会員によ

る小児科臨床研究と保健活動を表彰してきました。

大阪小児科医会賞の概略は下記の通りです。会員

の先生方の多数の応募をお待ち致します。

〔目的・対象・応募資格〕 本賞は、小児医療分野

における研究等を支援し、子どもの健康向上に寄与

することを目的とし、小児医療における臨床的研究

で、子どもの健康増進に貢献が期待されるものを対

象とします。応募資格は大阪小児科医会の会員であ

り、自薦・他薦を問いません。

〔副賞) 10万円。

〔応募方法〕 事務局にある所定の申請書に記入

し、活動状況のわかる資料を添えて、大阪小児科医

会事務局に提出して下さい。今年度の募集締め切り

は令和元年12月25日です。

〔選考委員会〕 選考は大阪小児科医会賞選考委員

会にて行い、令和2年2月上旬までに選考を終え、

理事会の承認を得て決定致します。

〔贈呈式ならびに研究発表〕 受賞者への贈呈式は

令和2年度大阪小児科医会総会で行います。受賞者

は総会後の教育セミナーで受賞講演を行っていただ

き､大阪小児科医会会報に授賞内容を掲載致します。

'~、

大阪小児科医会賞受賞研究・受賞者一覧（敬称略、所属は受賞当時）

'願…、

平成9年度
小児気管支喘息の治療一開業医の立場から－

被虐待児85例の検討一大阪府立病院13年間の経験から－

木村三郎（木村小児科）

納谷保子（大阪府立病院）

平成1l年度 地域からみた小児救急医療の現状一堺市の分析から－ 橋爪孝雄（市立堺病院）

平成14年度
保育所（園） 0歳児保育現状調査報告

小児救急に対する患者家族の充足度の検討

小川實（小川クリニック）

吉川賢二（市立枚方市民病院）

平成16年度 尋常性乾癬の治療及び再発抑制に著効を奏した2症例 田中久左衛門（田中小児科）

平成17年度
ヘリコバクター・ピロリ感染と血管性紫斑病との関連性に関す
る検討

田尻仁

(大阪府立急性期・総合医療センター）

平成19年度
アデノウイルス咽頭炎・扁桃炎における血中プロカルシトニン

値の検討
吉原隆夫（松下記念病院小児科）

平成23年度

小児救急電話相談のあり方と保護者の状況把握について

インフルエンザA/H1N12009による小児の急性肺炎の治療に関
する研究

福井聖子

後藤幹生

(静岡県東部健康福祉センター）

平成24年度 長年在宅小児医療に関わってきた地域小児科医からの提言 田中祥介（田中小児科）

平成26年度 母乳育児の復活大阪市行政区別母乳率の推移など 平林円（大阪市立十三病院小児科）

平成27年度
当センター出生の社会的ハイリスク新生児261例の実態と虐待の
関連性

丸山朋子

(大阪府立急性期・総合医療センター小児科）

平成28年度 大阪府内における被虐待児の社会的入院における現状と課題
石崎優子

(関西医科大学総合医療センター小児科）

平成29年度
小児慢性機能性便秘症におけるプロバイオテイクス治療効果と
それに伴う腸管マイクロバイオームの変化の評価

久保田惠巳

(医療法人くぼたこどもクリニック）

平成30年度 ｢在宅小児かかりつけ医紹介事業｣からみた小児在宅医療の考察
藤井雅世

(医療法人藤井こどもクリニック）
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ces/W･Osα虎aPem加か施此
芙今情報サービス

No.282 2019年6月21日

罐第7回定時総会開催

2019年度定時総会が5月25日にホテルグランヴイア大阪で開催されました．牧一郎議長、卯西元副議長の

選任後、田尻仁会長の挨拶、物故会員への黙祷が行われました．引き続き、議案の説明及び決議が行われ、

全ての議案は提案通り承認されました．承認された議案は、2018年度庶務・事業報告及び決算報告、並びに

2019年度事業計画及び収支予算案です．次に、中川正選挙管理委員長から役員選挙の経過及び結果が報告さ

れ、新役員が選出、承認されました． また、大阪小児科医会賞が藤井雅世会員に授与されました．新年度も

会務の運営にご協力のほどよろしくお願いいたします． （総務部会藤岡雅司）
/へ、

驫新役員決定

役員選挙の結果を受けると共に、同日に行われた理事会において、新役員が選出され、定時総会で承認さ

れました．以下に新体制の役員を紹介します（敬称略)．会長は松下享、副会長は板金康子、竹中義人、原

田佳明、藤岡雅司、村上城子の5名．理事は赤木秀一郎、宇野里砂、尾崎由和、金崎光治、川崎康寛、北知

子、久保馨、久保田恵巳、小垣滋豊、坂暗弘美、住本真一、寺口正之、冨吉泰夫、鳥邊泰久､ ･中篤子、西川

嘉英、西嶋加壽代、西村龍夫、春本常雄、平林円、福井聖子、藤井雅世、藤谷宏子、八木和郎の24名．監事

は武知哲久、田尻仁、東野博彦の3名．裁定委員は青野繁雄、尾崎元、片桐真二、迫正廣、志野和子、武田

義廣、西野昌光の7名． また、玉井浩先生に代わり、大阪医科大学小児科学教授に就任された芦田明先生に

新しく顧問に就任していただきました．

松下新会長のもと新体制の役員で一致協力し、 さらに充実した活動を目指したいと思います．

（総務部会藤岡雅司）
/徳騎

鼈3種混合ワクチン追加接種勧奨ボスターについて

感染症対策委員会では、学童期のお子さんの百日咳感染の実態に鑑み、 3種混合ワクチン追加接種勧奨ポ

スターを作成しました．すでに皆様のお手許に届いていることと思います． ワクチンで得られた免疫は、百

日咳に関しては就学前には減少しており、百日咳に罹患する患者ざんの多くは学童期です． そのため、 2018

年8月1日から日本小児科学会の推奨スケジュールが改定され、就学前に任意接種として、 3種混合ワクチ

ンとポリオワクチンの追加が推奨されました． また、定期接種の2種混合ワクチンを3種混合ワクチンに代

えることも推奨されています（いずれの場合も3種混合ワクチンの接種量は0.5mlです).すべて任意接種と

なりますが、追加接種の勧奨のため、皆様にポスターをご活用いただけましたら幸いです．詳細は「日本小

児科学会が推奨する予防接種スケジュール」 (http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content

id=138)をご参照ください．

なお現時点で、 4種混合ワクチンは4回までの接種に限られています．就学前に追加接種を行う場合には

4種混合ワクチンで代用することはせず、 3種混合ワクチンとポリオワクチンを用いるようにしてくださ

レュ （感染症対策委員会久保田恵巳）
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蝿第30回日本小児科医会総会フォーラムが開催されました

2019年6月8日-9日、京都で総会フォーラムが「輝かそう未来を」の総合テーマで開催されました約

1,000名と全国から多数の小児科医が参集し、成育基本法制定後初めての記念すべき大会になりました特

別講演、特別企画3題、教育講演7題、シンポジウム5題、市民公開講座と、最先端の研究から一般臨床ま

で多彩な内容のプログラムでした． とりわけ小児科学会専門医受講単位の付与される講演やシンポジウムは

会場に入りきれない状況でした．一般口演は37題あり、当医会からは、病診連携部会小児救急委員会から

「大阪府#8000における外因系傷病の相談の現状｣、プライマリ ・ケア部会在宅小児医療委員会から「かか

りつけ医を引き受けた医師へのアンケート調査｣、情報・広報部会から「大阪小児科医会における対内広

報」の3題がありました．懇親会は、小鼓と笛の艶やかな「一調一管」で始まり、アトラクションでは祇園

祭の優雅な旋律、そして会場には10名もの芸妓さんや舞妓さんが華やかさを演出、京都を堪能できる素晴ら

しい時間でした． なお、来年は2020年6月6日－7日に札幌で開催される予定です．

（日本小児科医会藤岡雅司）

'~、

"#SOOO事業の現状報告と「電話応対スキルアツプ研修会」の紹介

#8000は平成16年に不要不急な救急受診患者の抑制、保護者の不安解消と適切な受診行動促進を目的に開

設きれました． しかし平成24年には厚労省の目的が①家族の判断を電話相談によって支援すること、②情報

提供によって支援すること、③都道府県内における患者の症状に応じた適切な医療提供体制を構築すること

とされ、事業名称も平成30年から「子ども医療電話相談事業」に変更されました．都道府県での名称は任意

で、大阪府では「小児救急電話相談」を継続しています．大阪府#8000の登録看護師は約50名です．家族支

援のための電話相談は、保護者の聞きたい要望に応じ、子どもの状態を確認しながら話を進めるため、 日常

診療とは異なる会話の技術が必要で、研修も工夫を重ねてきました約15年の研修方法の集積を元に、電話

相談事業に限定せず、平成27年より年2回、看護師・受付事務職対象に電話応対スキルアップ研修会も行な

い、クリニックのチーム医療に貢献できるよう努力しています． （理事福井聖子）

躍第27回救急・新生児研修会一般演題の締め切りは7月16日1 1

"へ､ 2019年（令和元年） 9月14日 （土）にあくのメデイックス6階ホールにて第27回救急・新生児研修会を開

催します．救急セミナーは、 「様々な呼吸補助装置～highfiowtherapyを中心に～」 （高槻病院小児集中治療

科起塚庸先生)、 「急性期医療の栄養管理」 （大阪市立総合医療センター小児集中治療部宇城敦司先生）

の2題です．一般演題を募集中ですが、会員の先生がたへの周知を早くするために、演題名受付を7月16日

締め切りとしております．ぜひご応募ください．抄録は8月31日締め切りです．一般小児科の先生が経験す

るかも知れない救急のケースについて、討論し勉強する会ですので、ご参加をよろしくお願いいたします．

（病診連携部会病院勤務医ネットワーク尾崎由和）

曇会員向けホームページをリニューアルしました！

6月14日 （金）から、新・会員向けホームページ(HP)の運用を開始しました．一般向けHPをリニユー

アルして約1年、長らくお待たせ致しました．新会員向けHPでは、「わかりやすい」「見やすい」「役に立つ」

をコンセプトに、デザイン、ページ構成を工夫しております． さらに、スマートフォンやタブレット端末な

どでも、快適にご覧いただけます．なお、新しい会員用HPではセキュリティー強化対策の一環としまして、

ログイン時のユーザー名とパスワードをこれまでの全会員共通から個別のログイン方式に変更いたしまし

た．ユーザー名は「opa会員番号｣、パスワードは「osaka生年月日の下4桁」 (10月5日生まれの場合は

1005)です． （ユーザー名、パスワードにつきましては、すでに皆様に医会事務局から重要書類として郵送
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されていますので、ご確認下さい. ）

今後も、さらに内容を充実させ、 より活用しやすい情報提供を行ってまいりますので、宜しくお願い致し

ます．ぜひ、新・大阪小児科医会のHPをご覧下さい! (情報・広報部会HP委員会坂崎弘美）

曇「小児在宅医療診療報酬の手引き第4版」を会員専用ページに掲載

「小児在宅医療診療報酬の手引き第4版」は平成30年度診療報酬|改定を受けて昨年6月に発行されてから

丁度1年が経ち、ホームページ(HP) も刷新され、会員専用ページのセキュリティーも強まりましたので、

かねてから要望のあった「大阪小児科医会HP会員専用ページへの掲載」をしていくことになりました．在

宅の診療報酬|をお調べになりたい時に、是非ご活用ください（会員専用ページ→在宅小児医療→診療報酬請

求の手引き→小児在宅医療診療報酬の手引き第4版)． なお、 「手引き第4版」は引き続き冊子販売もしてお

りますので、会員以外の先生方にはそちらの方をご紹介いただければ幸いです（一般のページ→医会刊行物

→「小児在宅医療診療報酬の手引き第4版」を発行しました)．

（プライマリ ・ケア部会在宅小児医療委員会春本常雄）
/へ、

ISOPニュース速報
肋允yO"Z伽加"S"Uices/by･OsaゐaPe団加かiciα"s

大阪小児科医会情報サービス

No.283 2019年7月19日

罐世界母乳育児週間のご紹介

1990年8月1日にユニセフとWHOは30か国の政府や複数の国際団体と共同で母乳育児の保護・推進・支

援の必要性を「イノチェンテイ宣言」として発表しました． この日を記念して世界母乳の日が制定きれ、

1992年より8月の第1週を世界母乳育児週間として様々な取り組みが行われるようになりました． 日本では

1992年8月1-2日に「母乳をすすめるための産科医と小児科医との集い」が開催され、第3回以降は「母乳

育児シンポジウム」として継続中です． 「母乳育児成功のための10ヵ条(TenSteps)」は赤ちゃんがお母さ

んの母乳で育つのに最適な環境を提供するために1989年(2018年改訂）にWHOとユニセフでまとめられた

勧告です．哺乳類であるヒトにとって母乳で赤ちゃんを育てることはごく自然なことで、環境さえ整えば無

理せずに70～80％のお母さんは母乳だけで赤ちゃんを育てることができます．決してお母さんに母乳だけを

押しつけることなく、必要な時には乳児用ミルクも使います．誕生して間もない赤ちゃんには一見元気そう

に見えても、低血糖や突然の呼吸停止などのリスクがわずかですがあります．周産期施設ではTenStepsに

則った周産期ケアと同時に赤ちゃんとお母ざんの健康管理も万全に行います. ｢TENSTEPSプロジェクト」

(https://10steps-p'j・net/projest/) というウェブサイトを立ち上げました. 1度訪ねていただき、 もし趣旨

にご賛同いただけるようでしたら、周囲の方にも広めていただければ幸いです．

（プライマリ ・ケア部会平林円）

/“

馨第16回子どものこころ研修会のご案内

8月3日 （土）午後3時一午後5時、あくのメデイックスにて「子どものこころの研修会」を開催しま

す．昨年度に続き「ネット ・メデイア関連トラブル」をテーマに講演を企画いたしました．今年2月に日本
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眼科医会からスマートフォン（以下スマホ）を含むデジタル機器による視機能への影響を、 3月にはWHO

からスマホなどの音響機器による難聴のリスクが報告され、 5月にはWHOで「ゲーム障害」が国際疾病に

認定されました．子どもたちを取り巻くネット ・メディアの環境は看過できない状況になってきています．

今回は兵庫県立尼崎総合医療センター精神科柴田真理子先生をお招きして「子どものネット ・メディア依存

と健康問題への対処」をご講演いただきます．子どもの依存症をどうとらえるか、現在の医療者の対応とし

て押さえておきたいことについてお話いただけると思います．多くの先生方や子どもとネット ・メディアに

ご関心のある方々のご参加をお待ちしております． （心身発達検討委員会中村美奈子）

鼈日本小児科医会第21回「子どもの心」研修会を終えて

第21回日本小児科医会「子どもの心」研修会（前期：令和元年5月18-19日、後期: 7月14-15日）は、グ

ランフロント大阪ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンターにて、前後期それぞれ約500名の参

加者が集い、盛会のうち無事に終了することができました講師の先生方はもちろんのこと、大阪小児科医

会や全国からご参加いただいた先生方、 3年前から企画準備を進めていただいたワーキンググループ、ご助

言を賜りましたオブザーバの先生方、事務局スタッフ、企画段階からサポートしていただいた日本小児科医

会の先生方や同事務局の方々など、各方面からのご尽力の賜物であると考えます．改めて、ご協力いただき

ました方々には心より御礼申し上げます．前期研修会では心理発達や心身症、発達障害の大阪の取り組みや

ペアレント ・ トレーニング、子ども虐待の予防や大阪の現状を中心に、後期研修会では言葉の発達や学習障

害、発達障害の睡眠や性の健康教育、就労支援、笑いや怒りなど感情をテーマにした大阪らしいご講演をい

ただきました．新しい知見のみならず、講師の先生方の熱い思いやメッセージが散りばめられたご講演内容

であったかと思います．今回の研修会の知見を活かして、参加された先生方の日々の臨床や研究にざらに役

立てていただければ喜ばしい限りです．

（日本小児科医会「子どもの心」準備ワーキンググループ竹中義人）

〆へ､

澱…､

by･Osα虎α〃α施

青報サービス

No.284 2019年8月23日

"ISOPをリニューアルしました！

皆様お気づきになられたかと思いますが、 ISOPは令和元年5月発刊より、カラー版にグレードアップい

たしました．色の数は、 ロゴマークや記事を引き立てて、かつ邪魔しないように制限し、PC画面で見ても

印刷しても記事が読みやすいようにとフォーマットも工夫しております． ご覧になっていかがでしょうか？

また、今月号よりさらに、記事内に掲載されるウェブサイトにリンクを張るようにいたしました．読みやす

く、そして情報にアクセスしやすくなったISOPにリニューアルです． これまで以上に、会員の皆様にご活

用いただければ幸いです．現在、 まだFax送信でISOPを受け取っていらっしゃる先生方もいらっしゃいま

す．ぜひこの機会に「メール配信」に変更していただき、情報をより迅速に手に入れて、有効活用していた

だければと思います． どうぞご検討ください． メール配信への変更をご希望の方は、大阪小児科医会HPの

会員ページ内「ISOP」をクリック、配信先登録・変更のページからお願いいたします．

（情報・広報部会北知子）
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鼈育児支援ビデオ「赤ちゃんのふしぎな世界」のご紹介

母と子の健康のために、現在多くの会や団体が様々な活動を繰り広げています． この度、 「乳幼児期の脳

とこころの健全な発育・発達のために、保護者をはじめとする周囲の大人たちの愛情深いかかわりが不可欠

であるということを多くの人に知っていただきたい」ということを目的として、 日本産婦人科医会母子保健

部会より、育児支援ビデオ「赤ちゃんの不思議な世界」 (http://www.jaog.or.jp/news/videol81019/)が作

成されました． とても優しい言葉と可愛らしい映像で作成されている16分54秒のビデオです．子育て中のご

家族はもちろんのこと、支援をきれている全ての皆様にもぜひご覧いただきたいと存じます． なお、このビ

デオは大阪小児科医会HPの「小児保健」からもリンクさせております． どうぞご利用ください．

＊この動画をご覧いただく場合は、FlashPlayer対応のブラウザをご利用ください．

（情報・広報部会北知子）

龍乳幼児健診に関するアンケート調査ご協力のお願い
/…、

成育医療基本法制定を受け、こどもの健やかな育ちを目指すとき、小児科医の業務の中で乳幼児健診は以

前にも増して重要と考えられます． プライマリ ・ケア部会では健診の実態を把握し、質の向上と標準化を目

指すため、関係機関への調査を検討しています． それに先立ち、会員の先生方が健診に関してどのような問

題を感じておられるか、また健診の質の標準化に向けた取り組みについてもご意見をお聞きすることになり

ました．すでに、 8月9日にメールまたはFAXで、アンケートをお願いしていますが、この機会にできる

だけ多くのご意見を頂戴できることを期待しています．調査の締切は8月26日 （月） と迫っていますので、

まだご回答いただいていない先生方はご協力どうぞよろしくお願いいたします．

（プライマリ ・ケア部会福井聖子）

"RSウイルス感染症流行期入りか

大阪府感染症情報センターのHPによりますと、大阪府でのRSウイルス感染症の定点あたり報告数は、第

27週（7月1日～7日）の0.36以降漸増し、第32週（8月5日～8月1l日）には1.40となっています. RSウ

イルス感染症が定点あたりの報告数として情報還元されるようになったのは2018年第9週からですので、現

在のところまだ注意報レベルや警報レベルが定められておらず、 「流行」開始時期を推定することが困難な

状況が続いています．楠田（周産期医学Vol.48.No.2155-158)は、同じ年の東京都でのRSウイルス感染症と

インフルエンザの流行グラフを横に並べて、両感染症のピーク時の感染症報告数を合致させることによっ

て、流行開始時期の定点あたりの報告数は0.3という基準案を提唱しています． また、山上ら(Progressin

MedicineVol.38.No.789-95)は、独自の数理統計アルゴリズムを用いた研究で、RSウイルス感染症の流行

開始時期を東京都では定点あたり報告数0.3、全国では0.4としています． これらの研究結果を参考にします

と、今年の大阪では第27週～第28週頃より流行期に入っていたと推測されるのかもしれませんし、RSウイ

ルス感染症よりも年間の患者数がはるかに多いインフルエンザの流行開始の目安が1.00ということを考えま

すと、現時点では既に流行期入りしているものと思われます．

（プライマリ ・ケア部会感染症対策委員会冨吉泰夫）

/僑蕊
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(7)現在会員数704名(前回より4名増、顧問5名

を会員数に反映させたため）一般社団法人大阪小児科医会

第73回（通算473回）理事会

2．部会報告

(1)学術部会（原田副会長）

1) 2019年7月6日 （土）「第194回学術集会」（あ

くのメデイックス）開催予定。

2) 2019年9月28日 （土）「第195回学術集会」（あ

くのメデイックス）開催予定。

（2）プライマリ ・ケア部会（福井理事）

日時:2019年(令和元年) 6月20日 （木）

午後2 :00～4 :00

場所：大阪小児科医会事務局会議室

出席者： (敬称略五十音順）

松下会長、板金、竹中、原田、藤岡、

村上各副会長

赤木、宇野、尾崎、金崎、北、久保田、寺口、

冨吉、烏邊、中、西川、西嶋、西村、春本、

平林、福井、藤井、藤谷、八木各理事

武知、東野各監事

理事の出席が、定款29条の規定による定足数（理

事総数の過半数） を満たす22名になった午後2時

に、本会は成立した。

会長挨拶の後、本日の審議を開始した。

1) 2019年6月6日 （木） 「第305回プライマリ ・

ケア部会」 （医会会議室）開催。

2）子育て委員会

新方式による公開講座開催について検討中。

3）心身発達検討委員会

①乳幼児健診についてのアンケート調査を準備

中。

②2019年6月1日 （士） 「第9回成育医療研修

会」 （グランフロント大阪）開催報告。

③2019年ll月9日 （土）開催予定「第10回成育

医療研修会」準備状況報告。

④WHO/ユニセフ「母乳育児成功のための10

か条」啓発目的ウェブサイト 「TENSTEPS

プロジェクト」 (https://10steps-prj.net/

project/)情報提供。

4）感染症対策委員会

2019年5月15日 （水）、 5月29日 （水） 「大阪府

感染症情報解析委員会」出席報告。

5）在宅小児医療委員会

2019年6月1日 （土） 「第35回在宅小児医療委

員会」 （医会会議室）開催。大阪府「難病児者

支援対策会議」委員に春本常雄理事を推薦。大

阪府「医療依存度の高い重症心身障がい児者等

支援部会」委員に南條浩輝会員を推薦。

(3)情報・広報部会（北理事）

'へ、

l.会員異動

(1)新入会員
はじめ

緒方 肇（医療法人おがた小児科)(紹介者なし）

〒573-0053枚方市伊加賀南町5-4

TEL:072-845-2626FAX:072-845-1314
やぎ けいこ

八木敬子（大阪市保健所） （紹介者なし）

〒545-0051大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000

あくのメデイックス10F

TELO6-6647-0959FAX:06-6647-0803

(2)退会会員
だかおか すすむ やすぎ じゆん

高丘 将（東大阪市） 八杉 純（兵庫県）

(3)勤務先変更
ふじおか きよし

藤岡澄司（前）愛染園附属愛染橋病院

（新）大阪大学医学部附属病院
はしもとなつこ

橋本奈津子（前）浜田病院小児科

（新）なつこ小児科・アレルギー科

(4)会費減額適用を承認した会員

新入会員の八木敬子先生は勤務医であることが報

告され、会費減額適用が承認きれた。

(5)会費減額適用中止を申請した会員
はしもとなつこ

橋本奈津子（開業のため）

(6)物故会員
やまだ としお

山田俊雄（旭区）

2019年5月27日ご逝去（享年96歳）

生前の本会へのご協力に深謝し、冥福を祈って黙

祷…

〆へ、

l) 2019年6月6日 （木） 「第242回会報委員会」

（医会会議室）開催。

①会報7月号進捗状況の確認と会報10月号企画

検討。

②会報「地域勉強会の紹介」コーナー見直し◎

今後は「地域」にとらわれず、小児内分泌、

小児神経、小児循環器など「専門領域」に特

化した勉強会も紹介。

③会報編集作業行程を見直し、新しい「会報編

集の流れ」への移行を協議。
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2) ISOP委員会

①第281号:2019年5月17日 （金）発行。

②第282号:2019年6月21日 （金）発行予定。

③minlSOP:第63～66号配信

3）ホームページ委員会

①定時更新、掲載内容点検作業。

②一般向けページ「お知らせ」 コーナー：

ISOP第281号から「新生児聴覚スクリーニン

グ(NHS)の現状」改変掲載。

③会員専用ページ：改定作業終了。2019年6月

14日 （金）公開。

4）会報委員会

①会報第190号(2019年7月号）校正作業中。

②会報第191号(2019年10月号）原稿執筆依頼

準備中。

③4月に論文投稿募集を開始。投稿1編。

(4)医業経営部会（藤岡副会長）

各部会で検討された2019年度組織構成の報告と

承認。ホームページと会報で告知予定。

(2)定時総会、総会・教育セミナー報告と次回開催

の件

2019年5月25日 （土） 「第7回定時総会｣、 「第

6回総会・教育セミナー」 （ホテルグランヴイ

ア大阪）開催報告。次回は2020年（令和2年）

5月30日 （土）開催予定。会場選定作業中。

(3)小児科標傍医療機関（非会員）情報（近畿厚生

局）

和泉市1件。出身大学、専門領域の情報共有。

(4)大阪府医会連合「令和元年度第1回代表者会議」

2019年7月4日 （木）、大阪府医師会館。松下

会長が出席予定。

(5)大阪府「医療依存度の高い重症心身障がい児者

等支援部会」委員推薦依頼

南條浩輝会員を承認。

(6)大阪府「難病児者支援対策会議」委員推薦依頼

春本常雄理事を承認。

(7)大阪府移行期医療支援センター「移行期医療連

絡会議」委員就任依頼

烏邊泰久理事を承認。

(8)子どもの心の診療ネットワーク事業研修会「子

どもの心の諸問題と依存」開催案内

2019年7月19日 （金）、東京で開催。会員への

告知は行なわない。

(9)大阪府医師会「令和元年度大阪府医師会医学会

総会」一般演題募集

2019年11月4日 （月・祝）開催の標記集会への

一般演題（パネル展示）募集。プライマリ ・ケ

ア部会、病診連携部会障害児問題検討委員会か

ら応募予定。

(10)大阪府医師会「乳幼児健診料」交渉の件

大阪府との交渉状況について大阪府医師会から

報告が送付。

(ll)大阪府「第3回小児外傷救急医療体制に関する

検討会」出席報告

2019年6月10日 （月）大阪府医師会館で開催。

田尻監事、福井理事が出席。

(12)理事会納涼会

2019年7月20日 （土）午後6時。

/~、

l)部会開催なし

2）報告事項なし

(5)病診連携部会（尾崎理事）

1）障害児問題検討委員会

①2019年6月15日 （土) ｢2019年度第1回障害

児問題検討委員会」 （医会会議室）開催。

②豊中市教育委員会アンケート ：調査結果確

認。

③熱性けいれんを有する児に対する保育所の対

応についての実態調査：会員向けアンケート

内容確認。

2）病院勤務医ネットワーク運営委員会

2019年9月14日 （土） 「第27回大阪小児科医会

救急・新生児研修会」 （あくのメデイック

ス）開催予定。

3）救急委員会

報告事項なし

(6)総務部会（藤岡副会長）

〆鐸為、

l) 2019年6月13日 （木） 「第21回総務部会」 （医

会会議室）開催。

2）定時総会総括。次回開催会場選定について協

議。

3）事務局職員夏季賞与の検討。

4）今後の活動方針確認。特に勤務医の入会促

進。

4．審議議案A(主に承認を要する議案）

（1）後援名義使用申請

1）大阪小児呼吸器談話会主催「第57回大阪小児

3．報告事項

(1)2019年度組織編成



大阪小児科医会会報 492019･10

時から、医会事務局会議室で開催を予定していると

告知され、閉会となった。

呼吸器談話会」

2019年9月14日 （土）開催予定。後援名義使用

承認。

2）大阪府医師会主催「令和元年度小児救急医療

研修会」

2019年度内3回開催予定。後援名義使用承認。

(2)共催依頼

1)バイオジェン・ジャパン株式会社「乳児後期

健診＆神経筋疾患セミナー」 （仮称）

2019年10月5日 （士）開催予定。共催依頼承

認。

2）大阪小児科学会「こどもの健康週間講演会」

2019年10月27日 （日）開催予定。共催依頼承

認。

(3)大阪小児科医会賞選考委員会の所属部会の件

総務部会から学術部会への変更につき承認。

議事録署名（自筆署名または押印）

2019年（令和元年) 6月20日

会長松下享

副会長板金康子、竹中義人、原田佳明、

藤岡雅司、村上城子

理事赤木秀一郎、宇野里砂、尾崎由和、

金暗光治、北知子、久保田恵巳、

寺口正之、冨吉泰夫、烏邊泰久、

中篤子、西川嘉英、西嶋加壽代、

西村龍夫、春本常雄、平林円、

福井聖子、藤井雅世、藤谷宏子、

八木和郎

監事武知哲久、東野博彦

'へ、

5．審議議案B(特に議論を必要とする議案）

(1)顧問の会費の件

総務部会提案。顧問就任中の会員登録、会費免

除の案を説明。審議の結果、提案どおり承認。

(2)今後の公開講座の件

プライマリ ・ケア部会提案。公開講座の地域分

散型方式の計画案を説明。 2年間の試行期間後

に評価予定。審議の結果、提案どおり承認。

(3)新しい「会報編集の流れ」の件

会報委員会提案。印刷業者への業務委託、責任

校正から著者校正への変更、必要経費の見積も

り等、会報編集作業の変更点について説明。審

議の結果、提案どおり承認。

(4)乳幼児健診に関するアンケートの件

プライマリ ・ケア部会提案。標記の企画書とア

ンケート案を提示。審議の結果、アンケート実

施について承認。設問等内容についてはプライ

マリ ・ケア部会で再検討。

(5)事務局職員の夏季賞与の件

総務部会提案。審議の結果、提案どおり承認。

(6)電磁的方法による理事会議案の確認、承認の件

総務部会長提案。理事会開催時間の短縮、審議

時間の確保を目的に、 メールやウェブサイト等

の電磁的方法を利用した、議案の事前確認、一

括承認の方法を説明。試行的実施について承

認。

へ、

次回の理事会開催は2019年7月18日 （木）午後2
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(2)退会会員なし

(3)勤務先変更
いわもと ひろたか

岩本裕敬 （前）西宮市立こども未来センター

（新）四天王寺和らぎ苑
しのはら きようこ

篠原京子 （前）市立池田病院小児科

（新） まきこどもクリニック

(4)会費減額適用を承認した会員

新入会員の鶴原昭史先生、宍田紀夫先生、木村暢

佑先生は勤務医であることが報告され、会費減額

適用が承認された。

(5)会費減額適用中止を申請した会員なし

(6)物故会員なし

(7)現在会員数（名誉会長4名、顧問7名、参与6

名） 709名（前回より5名増）

一般社団法人大阪小児科医会

第74回（通算474回）理事会

日時:2019年（令和元年) 7月18日 （木）

午後2 ：00～3 ：40

場所：大阪小児科医会事務局会議室

出席者： (敬称略五十音順）

松下会長、板金、竹中、原田、藤岡、

村上各副会長

赤木、尾崎、金崎、川崎、北、久保、久保田、

坂崎、住本、寺口、冨吉、鳥邊、西川、西村、

春本、平林、福井、藤井、藤谷、八木

各理事

武知、田尻各監事

理事の出席が、定款29条の規定による定足数（理

事総数の過半数） を満たす20名になった午後2時

に、本会は成立した。

会長挨拶の後、本日の審議を開始した。

/…､

2．部会報告

(1)学術部会（寺口理事）

l) 2019年7月6日 （土）「第194回学術集会」（あ

くのメデイックス）開催報告。

2) 2019年9月28日 （土）「第195回学術集会」（あ

くのメデイックス）開催予定。

3) 2019年7月6日 （士）「第117回学術部会」(大

阪市立大学医学部附属病院会議室）開催。

①「第196回学術集会」の開催について検討。

②「離乳食の不安感」に関するアンケートの検

討。

（2）プライマリ・ケア部会（福井理事）

1.会員異動

(1)新入会貝
つるはら あきとし

鶴原昭史（医療法人藤井会香芝生喜病院小

児科） （紹介者新宅治夫会員）

〒639-0252奈良県香芝市穴虫3300番地の3

TEL:0745-71-3113 FAX:0745-71-3336
みずしま ひろこ

水島浩子（ワールド水島なぎさクリニック）

（紹介者なし）

〒590-0521泉南市樽井1丁目7-5 ウイルビ

ルlF

TEL:072-480-2020FAX:072-480-2021
ししだ のりお

宍田紀夫（森川こどもクリニック） （紹介者

森川嘉郎会員）

〒533-0032大阪市東淀川区淡路2丁目16番6

号シンプルコート1階

TEL:06-6327-0415FAX:06-6327-0415
おいかわ しげき

及川茂輝（湘南台あかちやんクリニック） （紹

介者なし）

〒252-0804神奈川県藤沢市湘南台2-3-1 ア

ルテミス湘南2階

TEL:0466-45-0012FAX:0466-45-0018
きむら のぶすけ

木村暢佑（なにわ生野病院） （紹介者住本真

一理事）

〒556-0014大阪市浪速区大国1-10-3

TEL:06-6632-9915 FAX:06-6632-9919

l) 2019年7月4日 （木） 「第306回プライマリ ・

ケア部会」 （医会会議室）開催。

2）子育て委員会

新方式による公開講座開催について検討中。

3）心身発達検討委員会

①乳幼児健診についてのアンケート調査を準備

中。

②2019年8月3日 （土）開催予定「第16回子ど

ものこころの研修会」準備状況報告。

③2019年8月8日 （木） 「心身発達検討委員会

意見交換会」 （医会会議室）開催告知。

④2019年ll月9日 （土）開催予定「第10回成育

医療研修会」準備状況報告。

4）感染症対策委員会

①2019年7月4日 （木） 「第2回感染症対策委員

会」 （医会会議室）開催報告。

②2020年3月14日 （土）開催予定「第39回感染

症サーベイランスモニター会」準備状況報

/…、
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中。

②小児の外科系疾患：対応医療機関一覧（第3

版）発刊に向けた準備を開始。

(6)総務部会（藤岡副会長）

告。

③大阪府感染症情報解析委員会出席報告をメー

リングリストで実施。

5）在宅小児医療委員会

2019年7月4日 （木） 「第13回小児の在宅医

療・看護連携懇談会」（医会会議室）開催報告。

(3)情報･広報部会（北理事）

1) 2019年7月ll日 （木） 「第22回総務部会」 （医

会会議室）開催。

2）部会活動の分担について協議。

3）若手医師入会促進について検討。

4）医会からの郵便物に会員番号を記載する件に

ついて検討。理事会において承認。

l) ISOP委員会

①第282号:2019年6月21日 （金）発行。

②第283号:2019年7月19B (金）発行予定。

③minTSOP:第67～70号配信。

2）ホームページ委員会

①定時更新、掲載内容点検作業。

②一般向けページ「お知らせ」 コーナー：

ISOP第282号から「三種混合ワクチン追加接

種勧奨について」改変掲載。

③医会刊行物：大阪小児科医会作成のポスター

に「小学校入学前の3種混合ワクチン接種を

お勧めします」「侵襲性髄膜炎菌感染症につ

いてご存知ですか？」を追加。

④セキュリティ向上のためSSL(SecureSockets

Layer)について検討中。

3）会報委員会

①会報第190号(2019年7月号）発行済。

②会報第191号(2019年10月号）原稿執筆依頼

中。

③「地域勉強会」紹介記事についてはタイトル

も含め、検討中。

④論文小委員会より、各理事に専門分野につい

てアンケートを実施予定。

(4)医業経営部会（春本理事）

3．報告事項

（1）次回の定時総会開催会場について

理事会メーリングリストにおいて全理事の確認

済み。次回の定時総会はANAクラウンプラザ

ホテル大阪で開催することを承認。

(2)大阪府医師会「令和元年度大阪府医師会医学会

総会一般演題」募集について

理事会メーリングリストにおいて全理事の確認

済み。プライマリ ・ケア部会より乳幼児健診に

関する演題で応募予定であると報告。追加の演

題がある場合は担当部会で検討の上、理事会メ

ーリングリストを通じて告知。

(3)厚労省通知：里帰り出産における定期の予防接

種への配慮について

理事会メーリングリストにおいて全理事の確認

済み。厚生労働省健康局健康課から各都道府県

衛生主管部に通達された「里帰り出産における

定期の予防接種に関する配盧について（依

頼)」の情報を共有。

(4)大阪小児保健研究会運営委員について

慣例として会長が委員に就任しているとの説明

あり。松下会長の委員就任を承認。

（5）日本小児科医会より 「第8回健康寿命をのばそ

う 1アワード（母子保健分野)」応募開始につ

いて

標記応募開始に関する情報提供をおこなった。

(6)｢妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関

する検討会」の「議論の取りまとめ」の送付及

びこれを踏まえた取組の推進について

大阪府医師会から情報提供があった標記につい

て報告があり、情報を共有した。

(7)｢大阪府母子保健運営協議会」委員就任依頼

松下会長の委員就任を承認。任期は2020年6月

30日まで。

'~､、

'縄、、

l)部会開催なし

2） 日本小児科医会社会保険委員会委員として市

川正裕先生の重任を確認。

3）大阪府医師会に「次期診療報酬点数改定要望

事項意見」を提出。

(5)病診連携部会（尾崎理事）

1）障害児問題検討委員会

委員会開催なし。報告事項なし。

2）病院勤務医ネットワーク運営委員会

2019年9月14日 （土） 「第27回救急・新生児研

修会」 （あくのメデイックス）開催予定。

3）救急委員会

①NPO法人小児救急医療サポートネットワー

ク年次報告書に関するコメント執筆者を選定
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(8)｢移行期医療推進会議」参加報告

2019年7月3日 （水）大阪国際がんセンターで

開催。鳥邊理事が出席。

(9)顧問への連絡文について

顧問就任期間中の会費や発送物についての案内

を発送。

(10)平成30年度感染症発生動向調査事業協力金につ

いて

感染症サーベイランス事業に関する協力金が振

り込まれた。次年度は疑似症定点施設が変更さ

れ、協力金の減額が見込まれる。

(11)大阪府医会連合「令和元年度第1回代表者会

議」参加報告

2019年7月4日 （木）大阪府医師会館で開催。

松下会長が出席。

(1)筆頭副会長の選任について

会長提案。筆頭副会長に村上城子副会長を推

薦。審議の結果、提案どおり承認。

(2)共催研修会での非会員参加費については医会の

収入であることを確認。

次回の理事会開催は2019年9月19日 （木）午後2

時から、医会事務局会議室で開催を予定していると

告知され、閉会となった。

議事録署名（自筆署名または押印）

2019年（令和元年) 7月18日

/へ、
会長松下享

副会長板金康子、竹中義人、原田佳明、

藤岡雅司、村上城子

理事赤木秀一郎、尾崎由和、金暗光治、

川崎康寛、北知子、久保馨、

久保田恵巳、坂暗弘美、住本真一、

寺口正之、冨吉泰夫、鳥邊泰久、

西川嘉英、西村龍夫、春本常雄、

平林円、福井聖子、藤井雅世、

4．審議議案A(主に承認を要する議案）

（1）共催依頼

1)EAファーマ株式会社「小児'|曼性便秘症に関

する講演会」 （仮称）

2019年ll月30日 （土）開催予定。共催依頼承

認。

（2）日本小児科医会成育基本法推進委員会から成育

医療等協議会への要望項目に関する検討

理事会での意見を松下会長が取りまとめ、 日本

小児科医会近畿ブロックに提案することを承

認。

(3)NPO法人小児救急医療サポートネットワーク

へのオブザーバー派遣について

オブザーバーとして松下会長と武知監事の派遣

を承認。

(4)田辺三菱製薬株式会社からの共催研修会に関す

る問い合わせ

2020年3月頃に共催による研修会の開催希望あ

り。 「予防接種セミナー」として開催準備を進

めることを承認。

(5)事務局夏季休暇について

総務部会提案。事務局の夏季休暇を8月12日か

ら8月15日の4日間とすることを承認。

(6)事務局長の中退共積立金額について

総務部会提案。隔年に検討している事務局長の

中退共（中小企業退職金共済制度）掛金につい

て月額2,000円の増額を承認。

藤谷宏子、八木和郎

監事武知哲久、田尻仁

/へ、

5．審議議案B (特に議論を必要とする議案）
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部会報告(～2019.8）

第62回正副会長会

日時:2019(Rl) .6.13(木) 15:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：松下(享)、板金、竹中(義)、原田(佳)、

藤岡(雅)、村上(城）

第35回在宅小児医療委員会

日時:2019(R1) .6.1(土) 18:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：春本(常)、藤井(雅)、南條、久保田、

田中(祥)、大植、竹本、二宮、

藤原(亨)、冬木、山寺

第1回障害児問題検討委員会

日時:2019(R1) .6.15(土) 18:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：荒井(洋)、宇野、烏邊(泰)、田川、

竹本、永井、新居

第305回プライマリ・ケア部会

日時:2019(R1) .6.6(木) 14:30~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：竹中(義)、福井、藤井(雅)、板金、

金崎、冨吉、中村(美)、春本(常)、

平林(円)、藤岡(雅)、藤谷

/へ、

第306回プライマリ・ケア部会

日時:2019(Rl) .7.4(木) 14:30~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：竹中(義)、福井、藤井(雅)、板金、

金崎、久保田、武知、田中(薫)、

田中(祥)、冨吉、中村(美)、春本(常)、

藤岡(雅)、藤谷、八木(由）

令和元年度第1回感染症対策委員会

日時:2019(R1) .6.6(木) 16:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：竹中(義)、冨吉、藤岡(雅)、圀府寺

第133回情報広報部会(第242回会報委員会）

日時:2019(Rl) .6.6(木) 16: 10~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：板金、金崎、川崎、北、坂暗(弘)、

西川(嘉)、春本(常)、藤岡(雅)、

藤谷

令和元年度第2回感染症対策委員会

日時:2019(R1).7.4(木) 16:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：竹中(義)、冨吉、久保田、藤岡(雅)、

八木(由)、圀府寺
"へ､

第52回在宅かかりつけ医紹介事業

担当者会議

日時:2019(R1) .6.12(水）

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：田中(祥)、藤井(雅）

令和元年度第1回子育て委員会

日時:2019(Rl).7.4(木) 16:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：福井、藤谷、板金、中村(美）

第13回小児の在宅医療・看護連携懇談会

日時:2019(R1) .7.4(木) 18:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：春本(常)、望月、藤井(雅)、

南條、久保田、田中(祥)、福田(弥)、

和田(浩)、山寺、

小林(正） （オブザーバー）

第21回総務部会

日時:2019(R1) .6.13(木) 14:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤岡(雅)、板金、久保田、寺口、

烏邊(泰)、中
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令和元年度第1回(117回)学術部会

日時:2019(R1) .7.6(土) 17:00~

場所：大阪市立大学医学部附属病院2階会議室

出席者：原田(佳)、寺口、荒木、有瀧(健)、

今北、圀府寺、小垣、佐野(哲)、西嶋、

西村(龍)、春本(常)、保坂(泰)、

牧、村上(城）

第134回情報・広報部会(全体会議）

日時:2019(R1) .7.20(土) 16:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：板金、北、坂暗、上野(弥)、尾崎、金崎、

川崎、小垣、寺口、冨吉、橋本(奈)、

原田(佳)、藤岡(雅)、八木(和）

心身発達検討委員会意見交換会

日時:2019(Rl) .8.8(木) 14:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：竹中(義)、福井、藤井(雅)、中村(美)、

板金、宇野、冨吉、藤谷、

井村(オブザーバー）

第22回総務部会

日時:2019(Rl) .7.11(木) 14:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：藤岡(雅)、川崎、住本、板金、北、

久保田、寺口、烏邊(泰)、中、藤井(雅）

/へ、

第63回正副会長会

日時:2019(Rl).7.11(木) 15:00~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：松下(享)、板金、竹中(義)、原田(佳)、

藤岡(雅） 、村上(城）

第64回正副会長会

日時:2019(Rl) .8.8(木) 15:30~

場所： （一社)大阪小児科医会事務局

出席者：松下(享)、板金、竹中(義)、原田(佳)、

藤岡(雅） 、村上(城）

/季賦
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会員異動

口新入会員

'#~､、

口退会会員

高丘将（東大阪市）

八杉純（兵庫県）

口物故会員

山田俊男（旭区）

生前の本会へのご協力を深謝し、ご冥福をお祈り申し上げます。

'…､

現在会員数（名誉会長4名、顧問7名、参与6名）

709名（前回より＋4名、加えて今回から顧問5名も会員数に反映）

ｰー

！ 会報委員会では、会員の皆様からのご投稿をお待ちしています

次号（2020年1月号）の入稿締切日は、 2019年ll月15日です。

投稿に際しては、投稿規定(2019年4月号掲載）をご参照下さい。

ご不明な点がありましたら、会報委員会kaihou@osk-pa.or.jpまでお問い合わせ下さい。

氏名 勤務先名 〒 勤務先住所
TEL

FAX

お がた はじめ

緒方 肇 医療法人おがた小児科 573-0053 枚方市伊加賀南町5－4
072-845-2626

072-845-1314

や
八

ぎ けい こ

木敬子 大阪市保健所 545-0051
阿倍野区旭町'-2-7-1000

あくのメデイックス10F

06-6647-0959

06-6647－0803

つる はら あき とし

鶴原昭史
医療法人藤井会

香芝生喜病院小児科
639-0252 奈良県香芝市穴虫3300-3

0745-71-3113

0745-71-3336

こみず しま

子水島 ワールド水島なぎさクリニック 590-0521
泉南市樽井1－7－5

ウイルビル1F

072-480-2020

072-480-2021

おい かわ しげ き

及川茂輝
医療法人社団湘南薫風会

湘南台あかちやんこどもクリニック
252-0804

神奈川県藤沢市湘南台2－

3-1 アルテミス湘南2階

0466-45-0012

0466-45-0018

しし だ のり お

宍田紀夫 森川こどもクリニック 533-0032
東淀川区淡路2-16-6

シンプルコート1階

06-6327-0415

06-6327-0415

き むら のぶ すけ

木村暢佑 なにわ生野病院小児科 556-0014 浪速区大国1-103
06-6632-9915

06-6632-9919
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三編集
E＝＝＝＝＝＝＝＝＝

後記
－

この度、情報・広報部会の部会長を拝命いたしま

した北知子と申します。これまで4年間あまり、

ISOP編集という畑を耕す日々を送っておりました

ので、部会という都会に出て、あまりに高いビルが

多く立ち並ぶ世界に一瞬たじろぎましたが、最近よ

うやく、あたりをきょろきょろ見回しながらそろそ

ろと歩き始めたところです。まずは、医会から様々

な情報を発信していく部会として、迷子にならない

ように「知ってもらう ・使ってもらう」という旗を

掲げ、今いる場所を把握しながら、新しい道の開拓

を図っていこうと思っております。これまでに引き

続き、 どうぞ暖かい目でご指導ご鞭燵いただきます

よう、 よろしくお願いいたします。

今回の巻頭言は、板金新副会長より、小児科医と

して歩むべき道を改めて示してくださる、力強いメ

ッセージをいただきました。広い視野を持って日々

の診療に当たらなければと、身が引き締まる思いで

す。そして、 うぶ声では、大阪市立大学の西垣五月

先生からSmallforgestationalageの内分泌問題に

ついてご解説いただきました。外来にも時折来られ

るSGA児に対し、かかりつけ医としても、低身長・

思春期早発・メタボリックシンドローム等、普段か

ら意識して診療にあたることが大切と改めて感じま

した。大学の窓には、関西医科大学の金子一成先生

より、昨今の医学生気質についての所感を寄せてい

ただきました。教育の場におけるもどかしさ、近頃

の若いお母さん達にも通じるものがありそうです。

ベッドサイドメモでは、嘱託医・園医についての

様々な情報・ガイドラインが紹介されています。非

常に参考になりますので、ぜひ皆様もご一読いただ

けたらと思います。

また、 これまでの「地域勉強会の紹介」コーナー

は、今月号より 「小児医療勉強会の紹介」と名前を

変え、 より専門的な分野の勉強会についても掲載し

ていくことになりました。今月号は近畿川崎病研究

会についてのご紹介です。一歩踏み込んだ専門分野

の研究会に興味を持っていただける、そんな情報提

供の場としてご活用いただければと思います。

そして、個人的にとても楽しみにしている、 187

号から連載が始まった「より道・ よこ道・ さんぽ

道」のコーナーには、今回お二人の先生がご自分の

off生活についてご紹介くださいました。素敵な余

暇の楽しみ方で、 こちらまで楽しくなります。皆様

はoif生活･ sub生活、 どのように過ごされています

か？ このコーナーでぜひ会員の皆様には笑顔でホ

ッと一息ついていただければと思います。

今回もおかげ様で多くの先生方にご寄稿いただき

ました。心より御礼申し上げます。次号も会員の皆

様の積極的なご投稿をお待ちしているとともに、会

報では学術論文の受け入れも始めておりますので、

特に小児科専門医を目指す若手の皆様にはぜひお声

がけいただければと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。

（北知子）
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