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ては、それまで互いに対立を繰り返していた人類は国

や人種を超えて一致団結し地球外からの脅威に対抗

してそれを排除するという希望に満ちた設定もありま

した。

現在、新型コロナウイルスという全人類に対する脅

威が全世界に拡散しています。感染者数はこの原稿を

記載している8月中旬で2,000万人を超え、死者も80

万人に達しようとしています。低開発国や未開発国で

はこれからますます感染者は増加するものと思われ、

新型コロナウイルスの流行は今後も長期にわたって

椙獄を極めそうです。ところがそのような人類に対す

る脅威に襲われているにもかかわらず、現実の世界で

は、人類が一致協力して脅威に当たる理想とは全くか

け離れ、国の間では医療資源の囲い込みや感染対策に

対する非難応酬が横行しています。このような情けな

い状況は、人類の進化の過程に過ぎないのか、あるい

は人類の本質であるのかを考えることが多くなりま

した。

新型コロナウイルスの流行に伴い、全国的に受診抑

制が多くなり、特に小児科・耳鼻科での減少が顕著で

す。多米淳日本小児科医会社会保険委員から全国でも

北海道の受診者減少が最も著明との報告をいただき

ました。北海道では流行早期から発症者が多かったこ

とも原因の一つかとは思いますが、全国的に感染者数

が急増している現状では今後も小児の受診抑制は続く

ものと予想されます。流行が長期にわたると、持続化

給付金や家賃支援給付金、新型コロナウイルス感染症

特別貸付などの支援策はあるものの、健康保険制度で

収入をコントロールされている現状では医療施設の

経営危機は続くものと思われます。受診者数減少に伴

う医療崩壊を防ぐためには長期的な行政の対応が必須

です。

新興感染症の流行に限らず、世界的な異常気象や

地震・火山の噴火など、 日本をとりまく自然災害の

脅威はまだまだ多くあるでしょう。このような時代に

あっては、医療関係者は自身の健康と生活を守ること

により医療体制を維持しつつ、子ども達を病気から

守るのみならず、子ども達を取り巻く家庭・保育・教

育環境にまでに目を配る必要性がますます重要になる

と思われます。

そのために小児科医は何ができるのでしょうか。

2019年12月に施行された｢成育基本法｣は成長過程
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新型コロナウイルスという

脅威を迎えて

北海道小児科医会会長

渡辺 徹

北海道小児科医会会員の皆様

2018年に山中樹前会長のあとを継いで会長に指名

されてから早いもので2年間が過ぎ去りました。

この2年間、 2020年6月6日・7日に札幌コンベン

ションセンターで開催される予定でした「第31回日本

小児科医会総会フォーラム、札幌」の開催準備に逼進

しておりましたが、皆さまご承知のように、新型コロ

ナウイルス感染症の流行に伴い総会フォーラム、札幌

は中止の已む無きに至りました。土田晃実行委員長を

中心にフオーラムの準備を進め4題の特別講演、 6題

の教育講演、 3題のシンポジウム、 6題の委員会企画

シンポジウム、 12題の教育セミナーなどとともに、

市民公開講座としてHBC少年少女合唱団の合唱と、

JAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）

川口淳一郎氏による『｢やれる理由こそが着想を生む｡」

はやぶさ式思考法』とJAMSTEC(国立研究開発法人

海洋研究開発機構）科学支援部江口暢久氏による

『地球深部探査船「ちきゆう」について』を企画して

おりました。市民公開講座は米川元晴実行委員の奮

闘とJAXA、 JAMSTECのご協力により7月18日に

ZOOMウェビナーを用いて全国に発信することができ

ました。ご聴講いただいた会員の先生も多いかと存じ

ますが、 まさに多くの子ども達に夢を与える講演で

した。この市民公開講座は北海道ろうあ連盟のご協力

も得て、字幕と手話通訳をつけて聾学校に配信する

予定です。今回のような市民公開講座のWeb配信は、

今後の日本小児科医会総会フォーラム市民公開講座に

おけるモデルケースになるのではと自負しております。

会員皆さまのご協力に深く感謝申し上げます。

2020年は新型コロナウイルスパンデミックの年とし

て記憶される年になりそうです。私はSF好きですが、

その一分野に地球外生物が地球を侵略するというジャ

ンルがあります。このような人類に対する脅威に対し
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にある子どもおよびその保護者、並びに妊産婦に対し

て、必要な成育医療を切れ目なく提供するための施策

を総合的に推進することを目的とする理念法です。こ

の基本法の成立にあたっては、 日本小児科医会の長年

にわたる努力がありました。

北海道小児科医会は、 日本小児科医会を構成する各

ブロック地区小児科医会の一員として日本小児科医会

の各種委員会に参加し、 日本の小児医療の充実に向け

て活動を継続しています。 日本小児科医会は「子ども

の心相談医」や「地域総合小児医療認定医」の認定を

通じて小児科医の研鑛と啓発を図っています。北海道

小児科医会会員の皆さまの多くは日本小児科医会の会

員でもあると拝察いたしますが、会員となられていな

い先生には是非日本小児科医会にもご入会いただいて

全国的に開催される各種研修会にご参加くださるよう

にお願いいたします。

最後に、 2年前の会長就任挨拶にも述べた事ですが、

私の会長としての責務は今まで蓄積された北海道小児

科医会の伝統・能力を若い世代に引き継ぐとともに若

い世代の感性・要望を医会運営に反映することであろ

うと考えています。

諸先輩の皆さまにはこれまでにも増して北海道小児

科医会の運営にご指導．ご助力をいただければ幸いで

す。また、若い世代の先生にはより積極的に北海道小

児科医会の運営に参加し、北海道の小児医療の充実に

向けてご協力いただけることを願っております。

会員の皆さま、子ども達のために一致協力して新型

コロナウイルスによりもたらされる難局を乗り切りま

しょう。

瀞

湾

蕊
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るだけ新しく信頼できる論文を中心にSARS-CoV-2

の研究と、 このウイルスで起きる疾患CoV-Disease

2019(COWD-19)の子どもの特徴について解説した

いと思います。

2.SARS-CoV-2の誕生と進化

1)SARS-CoV-2の誕生

SARS-CoV-2と全体の遺伝子配列に一番近似して

いるウイルスはコウモリのRaTG13ですが、ヒトの受

容体に接着するSpike(S)蛋白をコードしている遺伝

子配列に一番近似しているのはセンザンコウのCoV

(Pangolm-CoV)です。そのため、 SARS-CoV-2は

RaTG13とPangolin-CoVのS遺伝子間に組み換えが

起こり誕生したと推測されています。SARS-CoV-2

にはPangolin-CoVとRaTG13にはないFurinによ

るS蛋白の開裂部位(S1/S2)があり、 これがヒトへ

の感染力を増した要因の一つと考えられます。この

ウイルスの誕生により、 ヒトCOVは感冒の原因の10~

15％を占める4種類の季節性CoV(HCoV-HKU1,

HCoV-OC43,HCoV-229E,HCoV-NL63)と、急性

呼吸器症候群を引き起こすSARS、MERS、 SARS-

CoV-2の3種類となりました。病原性が高いSARS、

MERS， SARS-CoV-2には、 4種類の季節性COVには

存在しないNucleocapsid(N)蛋白の核局在化シグナ

ルの部分とS蛋白の受容体結合ドメイン(Receptor-

bindingdomain:RBD)の部分に共通の塩基配列の

違いが存在するという報告がありますが、 これらが病

原性の高い原因かは明らかでありません。一方、 4種

類の季節性CoVは誕生した時には大人に病原性が高か

ったが、感染しても重症化しない子どもの時期に感染

し、免疫を持つヒトが増えていくにつれ、次第に通常

の感冒のCoVになったと推測している研究者もいます。

SARS，MERSもSARS-CoV-2と同様に子どもに重症

化が少ないことから、私もこのように考えています。

学術コーナー

新型コロナウイルスと子ども

東栄病院・小児科

菊田英明

1 ．はじめに

武漢で原因不明の重症肺炎が発症したというニュー

スを私が知ったのは、TIME' SMEMORYという感

染症の最新のニュースを伝えてくれるブログでした。

その原因が新しいコロナウイルス(Coronavirus:

CoV)であることが2週間ほどで分かりました。当初

は、致死率が高く、 ヒト・ヒト感染は明らかでなく、

中国だけで封じ込められるだろうと思っていましたが、

致死率がSevereAcuteRespiratorySyndrome

(SARS)、MiddleEastRespiratorySyndrome

(MERS)と比べ低く、感染力が強かったため、あっと

いう間にパンデミックに至りました。WHOがパンデ

ミックを発表した3月ll日にTIME' SMEMORYと

いうブログは、 「MyjObisdone.Gotohell,World!」

の言葉を残し閉鎖されました。このウイルスがフラン

ス、イタリアなどヨーロッパに12月末には既に広まっ

ていたことが分かりました。 1月15日に日本国内で

最初の感染者を確認され、一番心配だったことは、子

どもは大人と同様に重症になるのかということでした

が、今年2月に入ってから子どもに関して重症化は少

ないと分かってきました。 日本でクラスター以外の感

染者が発見された頃から、撲滅できるウイルスではな

いと考えるようになりました。連日、論文情報が氾濫

し、有名雑誌でも撤回する論文も出てきました。でき

表ヒト・コロナウイルス

自然宿羊 中間宿主 受容体 誕生 発見年

αコロナウイルス

HCoV-229E コウモリ ラクダ科 AminopeptidaseN 200年前 1966年

HCoV-NL63 コウモリ ？
● ACE2 (Angiotensin-convertingenzyme-2) 560-820年前 2004年

βコロナウイルス

HCoV-OC43 げっ歯類 ウシ 9-O-acetylatedsialicacids 120年前 1967年

HCoV-HKU1 げっ歯類 ？
● 9-O-acetylatedsialicacids 70年前 2005年

SARS-CoV コウモリ ジャコウネコ ACE2 2002年

MERS-CoV コウモリ ラクダ DPP4(dipeptidylpeptidase4) 2012年

SARS-CoV-2 コウモリ センザンコウ？ ACE2 2019年
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は主にRBD､一部は融合ペプチドに存在します。その

ため、 S蛋白は、 ワクチン、治療用抗体および診断の

重要なターゲットになっています。

2) S蛋白と免疫

SARS-CoV-2のRBDのアミノ酸はSARS-CoVと

75％相同性を持っていますが、MERS-CoVや季節性

CCVとは20％位しか相同性はありません。そのため、

SARS-CoV-2の中和抗体の一部はSARS-CoVと交差し

ますが、季節性CCVとは交差しないとされています。

また、 SARS-CoV-2感染者のS蛋白に対する抗体遺伝

子(VHとVL)配列の検索によると、その抗体遺伝子

配列は多様なVDJ遺伝子再編成を持ち体細胞突然

変異が少ないものであった。通常は少数のクローンが

優勢になるが、常に多くのクローンがS蛋白に対して

維持され続けているという興味深い報告でした。細胞

性免疫ではSARS-CoV-2の回復期患者と17年前に

SARS-CoV感染を受けていた患者にはSARS-CoV2

抗原に特異的に反応するrnemoryT細胞(CD8+およ

U<CD4÷T)が存在します。また、 SARS-CoV-2に暴

露されていないヒトの20～50%にもSARS-CoV-2抗

原に対して特異的に反応するT細胞が存在することが

報告されています。現在、交差する抗原として季節性

CoVとヒト以外の動物のβCoVが推測されています。

ただし、暴露されていないヒトの反応はCOVID19の

回復期の患者と比べ反応する抗原のパターンが異なる

と言う報告もあり、暴露されていないヒトが持ってい

るnlenloryT細胞が、 SARS-CoV-2感染の発症、軽症

化にどの程度影響を与えているかに関しては今後の研

究が待たれます。一方、季節性CoVの先行感染の有無

で、 SARS-CoV-2感染の発症、軽症化に差がないとい

う報告もあります。

2)SARS-CoV-2の進化

SARS-CoV2はExonucleaseNによる校正機能

を持っていますが、 1回の複製過程で106塩基の1個

に変異が起こります。武漢で誕生したSARS-CoV-2

はヨーロッパに伝播し生じた変異の1つにS蛋白の

D614G変異(614番目のアスパラギン酸からグリシン

ヘの変異)があります。 1月中旬に日本に入ってきた

のは武漢由来のD614でしたが、 3月中旬から流行し

ている株はヨーロッパから入ってきたG614株です。

現在、世界でD614GのA2a株が主流になっています。

この変異により感染力が増しましたが、病原性が増し

たという報告はありません。一般的にウイルスは、感

染力が増し、病原性が減る方向に進化すると言われて

います。

3.S蛋白とACE2受容体

1 ） ウイルスの接着融合

SARS-CoV-2の感染にはAngiotensinconverting

enzyme2 (ACE2)受容体とTMPRSS2 (II型膜貫

通型セリンプロテアーゼの一種）が感染細胞に必要で

す。 SARS-CoV-2が人体に感染するためにはウイルス

のS蛋白が、細胞の表面に存在するACE2に接着した

のち、 ウイルス外膜と細胞膜の融合を起こすことが必

要です。まず、 S蛋白は細胞由来のFurinによりSlと

S2に開裂されます。Funnによる開裂部位を持つCCV

はHCoV-OC43、HCoV-HKUl，MERS-CoV，SARS-

CoV2で、HCoV-NL63、HCoV-229E、 SARS-CoV

は持っていません。その後Sl蛋白のRBDがACE2受

容体に接着した後､S2蛋白は細胞表面のセリンプロテ

アーゼのTMPRSS2で開裂され、 ウイルス外膜と細胞

膜の融合へと進みます。即ち、S1蛋白は接着、S2蛋白

は融合の働きを持っています。中和抗体のエピトープ

図SARS-CoV-2 S蛋白

S1/S2 S2' S2subunitS,Subunit

c$- ｡f TMPRSS2Furin

■■

日 ■’N
DOmainA Unker DomamB C D UH FP HRf CHBH HR2 TMCT

(aisotemledRBD)

RBD=receptor-bindingdomain,UH=upstreamhelix,FP=fusionpeptide,

HR1=heptadrepeatl,CH=centralhelix,BH=B-hairpin,HR2=heptadrepeat2,
TM=transmembraneregion,CT=cytoplasmictail
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3)ACE2受容体の発現部位と症状

COVID-19の障害部位は、ACE2受容体の発現部位

と一致しています。ACE2の発現の多い臓器としては、

肺、小腸、腎臓、血管、心臓、耳下腺などがあります。

呼吸器系では肺のⅡ型肺胞細胞、鼻、鼻腔では繊毛上

皮細胞と粘液ムチンを分泌する杯細胞に発現していま

す。気管、気管支、細気管支は繊毛上皮細胞と分泌細

胞である杯細胞やclubcellsに発現しています。気管、

気管支、細気管支での発現は肺と比べ少なく、子ども

では気管支炎、細気管支炎があまり多くないことに関

係しているかもしれません。消化器系では小腸の腸細

胞に多く発現しており消化器症状を起こします。腎臓

では有足細胞、メサンギウム細胞、ボーマン雲の頭頂

部の上皮、近位細管細胞刷子縁、集合管などに発現し

腎障害を起こします。血管では血管内皮細胞に発現し

ており血管炎を起こしrnultisysteminflammatory

syndromemcmdren(MIS-C)、血栓形成に関連して

いる可能性があります。心臓の心筋細胞にも発現して

おり、心機能低下に関連している可能性があります。

口腔、舌の上皮細胞、味覚細胞、嗅細胞にも発現して

おり、嗅覚障害・味覚障害との関連が推測されます。

また、唾液腺の分泌管上皮にも発現しており、COVID-

19はSARSと同様に唾液中にウイルスが多数含まれて

おり、飛沫感染と空気感染による伝搬の多さ、マスク

による予防の有効性の理由になっているのではないか

と推測されます。

4)ACE2受容体と可溶性ACE2の働き

S蛋白の受容体であるACE2は細胞膜に発現してお

り、その発現は多くのもので影響を受けます。例えば、

I型インターフェロンはACE2の発現を促進し、几-13

はACE2の発現を抑制します。ACE2発現の増加によ

りSARS-CoV-2は感染しやすくなり、感染性が増し重

症化させると推測している報告が多くあります。しか

し、アンジオテンシン変換酵素阻害薬やアンジオテン

シン11受容体拮抗薬ではACE2の発現を増加させます

が、 これらの薬剤がCOVID-19のハイリスクの因子に

なっていません。また、ACE2はアンジオテンシンⅡ

からアンジオテンシンー(1-7)への変換を行い､レーン・

アンジオテンシン・アルドステロン系を抑制し、肺損

傷を保護するという逆に働きも持っています。ACE2

の発現の増加がSARS-CoVL2の感染性の増加や重症化

につながっているとは簡単には言えないと思われます。

ACE2，TMPRSS2、Furinなどの発現量、遺伝子の

違いで、 SARS-CoV-2の感染性の増加、重症化を説明

している報告がありますが、国人種、性別、年齢な

どで発現量、遺伝子に大きな違いがあるという統一し

た見解はありません。

ACE2には､細胞膜にあるACE2の他に可溶性ACE2

(solubleACE2:sACE2)があります。 sACE2は、

主にADAM17によりACE2が切断され細胞外に放出

されます。TMPRSS2はSARS-CoV-2のS蛋白の開裂

だけでなく、ACE2を切断しウイルスの細胞内への侵

入を促進します。TMPRSS2の切断はADAM17によ

る切断を抑制すると推測されていますが、 sACE2の

詳しい制御は不明です。また、可溶性のレコンビナン

トACE2は中和抗体のようにSARS-COV-2に結合し、

ウイルスの細胞への侵入を抑制することが報告されて

います。唾液中のsACE2の働き、年齢による差に興味

がもたれます。

4．ウイルス排泄

症状の有無、重症度、年齢などでウイルス量、排泄

期間に差がないということ報告がありますが、最近は、

症状があるヒトは無症状のヒトより、重症者は軽症者

より、大人は子どもよりウイルス量が多いという報告

がみられるようになってきました。ウイルス量は呼吸

器検体と便の検体でほぼ同等で、呼吸器検体では多い

順から鼻咽頭・喀疾、咽頭、唾液とされています。鼻

咽頭のウイルス排泄は発症の2日半前から始まり、ウ

イルス量のピークは発症の半日前で、症状出現前の潜

伏期から大量のウイルス排泄が始まっています。潜伏

期間は平均5～6日（1～14日、多くは4～12日）で、

子どもは数日と大人より長いと考えられています。多

くの患者のウイルス排出は2～3週間持続しますが、

重症例は3～4週間持続すると報告されています。

一度検出されなくなり、再度検出される症例は、ほと

んど再感染ではないとされています。唾液は鼻咽頭よ

り早期に検出されなくなり、喀疾は鼻咽頭より長期間

検出されます。鼻咽頭から生きたウイルスが分離でき

るのは多くは発症後1週間程度で、ウイルス産生を示

すSubgenomicmessengerRNAの結果もそれを支持

しています。この期間が感染性の強い期間と推測され

ます。SARS-CoV=2が急激に広がった理由はウイルス

排出が潜伏期の無症状の時から始まっていることと、

唾液に多くのウイルスが含まれていることが理由と
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ています。

2）感染しても症状が軽い

感染し発症する子どもは10～20%で、年齢とともに

上昇し70歳以上では70％と考えられています。また、

発症し重症になる大人は20％と多いですが、子ども

では多くても5％程度しかいません。ただし、乳幼児

と基礎疾患を持つ子どもは重症化に注意が必要です。

軽症の理由として、ACE2の発現量が子どもでは大人

と比べ少ない、子どもはSARS-CoV-2に対する免疫

反応が大人より弱く、宿主に障害を与えるような免疫

反応の暴走(サイトカイン・ストーム）を誘導しない、

など推測されていますが明らかではありません。幼少

期で感染すると症状がほとんど無く、思春期以降に

初感染を受けると免疫反応が強く出て重症化する同じ

ような感染症に、EBウイルス感染症（伝染性単核症）

があります。

3）ヒトに感染させにくい

子どもは軽症が多いため、ウイルス量が少なく排泄

期間も短く、他のヒトに感染させにくいと思われます。

また、全く症状のない子どもも多く、 このような子ど

もはヒトに感染させない可能性が高いと考えられます。

7.学校閉鎖

4月以降90％以上の国で学校閉鎖が行なわれました。

まだ、統一した見解はありませんが、学校閉鎖は感染

拡大を防ぐ有効な手段でないことが多数報告されてい

ます。一般的に基本再生産数(Ro)が2以上で(SARS-

CoV-2は約2.5,A(H1N1)pdmO9は1.7) 、子どもの

発病率が大人より低く、無症候感染者が多く (SARS-

CoV-2は30～50%、インフルエンザは約16%)、無症

候感染者の感染力が弱い場合は学校閉鎖が感染伝搬

を防ぎにくいとされています。逆に、学校閉鎖により

医療従事者は子どもの世話のために仕事を休まなけれ

ばならず、結果としてCOVID-19死亡者をむしろ増加

させると推定されています。学校閉鎖は、単に子ども

の教育の機会を奪うだけではなく、屋外活動や社会的

交流の減少により、子どもの心身を脅かします。この

ように子どもに関する限り、COVID-19が直接もたら

す影響よりも健康被害の方が大きくなると考えられま

す。最近、不定愁訴で外来を受診する子どもが増えて

います。子どものCOVID-19の特徴を説明し恐怖心を

減らすことが重要と考えます。SARS-CoV-2は学校再

開により子どもに感染が広がると思われますが、 日本

考えられます。便からの排泄は呼吸器検体より長く、

5週間持続することがあり、ウイルスが消化管内で

活発に複製を繰り返していることを示唆しています。

しかし、便、血液、尿、母乳からは生きたウイルスが

分離できることはほとんどなく、感染源になる危険は

SARSと異なり、多くないと考えられます。

5．ヒトヘの感染性

SARS-CoV-2患者の60%は接触時に症状のある

COVID-19患者から感染していますが、 40%は接触時

には無症状の感染者（正確には接触時は無症候感染者

Asyrnptornaticcarrierだったが、その後に症状が出

現するので症状出現前無症状患者Presymptomatic

carder)から感染しています。生きたウイルスが分離

されるためには、発症して1週間以内でウイルス量が

2.5×105コピー/m以上が必要であり、105コピー/mL

以上でも発症して8日以降であればウイルスは分離さ

れません。また、発症6日以降であればCOVID-19

患者に濃厚接触した場合でも2次感染を受けないと

報告されており、 これは生きたウイルスが分離できる

期間と一致しています。このことから、COVID-19の

重症例以外では発症前3日～発症後7日の間が感染さ

せる危険な期間と言えます(CDCは発症後10日まで

COVID-19患者の隔離を推奨） 。この期間以外に濃厚

接触しても、感染する可能性は低いと言えます。感染

を受けてから潜伏期間の14日を過ぎても症状がない

患者は本当の無症候感染者であり、感染させる可能性

は低いと言えます。ただし、 14日を経過していない患

者は症状出現前無症状患者である可能性があるため感

染後14日間経過を観察する必要があります。

6.子どもの3つ謎

子どもに関しては、国、人種、性別にかかわらず、

大人と異なる以下の3つの特徴がありますが、その理

由は依然として謎です。

1）子どもは感染しにくい

子どもは大人に比べ、感染しにくく、感受性者は

大人の半分以下と報告されています。家族での子ども

の2次発病率は10～20％と高くありませんが、家族

内で濃厚感染を受ければ大人と同様に感染するので

注意が必要です。子どもの感染の大部分は家族内での

感染が多く、70～80％を占めます。最初に家族内で

子どもが感染し家族内に感染を広げるのは10％程度

で、大部分は同居する大人から子どもへ感染が広がっ
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の子どもに限れば通常の感冒と変わりないことが多く、

今後は学校閉鎖をすべきでありません。園、学校で注

意しなければならないのは、学校の先生、保育士さん

などの感染だと思われます。

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛

生管理マニュアル｢学校の新しい生活様式」 （文部科学

省: 2020.6.16Ver.2)のレベル2の地区での市立の園、

学校の子どもの新型コロナウイルス感染症にかかる出

席停止の基準は、 「家族（親とか兄弟とか同居者です）

に発熱、咳などの「風邪症状」があると登校、登園で

きません。 」とされています。感冒で一番多いウイル

スはライノウイルスで30～50％を占め季節性CoVより

多く、アルコール消毒は効きません。親が発熱などの

風邪症状のある場合は別として、感冒が流行してきて、

この基準を厳密に守った場合、特に兄弟がたくさんい

る家族では登校、登園できない子どもが多数出る事が

予想され、柔軟な対応が必要であり、過度な登校制限

を設けるべきではありません。

8.今年のインフルエンザシーズン時の新型コロナウイ

ルスへの対応

ウイルスの季節性には、気象、ウイルス伝搬に影響

するヒトの行動、感受性者の割合などの要因が関与し

ています。COVIDF-19感染者が集団免疫に必要だと

される50～70％にほど遠い状態では、秋から冬に増

加してくることが予想されます。COVID-19患者と濃

厚接触している子どもは、保健所から専門の病院を紹

介されるため、診療所を受診することはないと思われ

ます。市中感染が子どもに拡大してしまった場合には、

症状は感冒と同じため、診断は全く困難になると思い

ます。それまでは、子どもの多くは同居している両親

を含めた大人から感染しているため、大人の2週間の

感冒の有無の問診をしっかり取るように心掛ける必要

があります。子どもと同居している大人に風邪症状が

ある場合、大人の症状出現時期、大人が感染させる可

能性の高い時期（発症3日前～発症7日後） 、大人と

子どもの接触時期、子どもの潜伏期間など考慮して、

今の子どもの症状がCOVID-19である可能性を考えま

す。子どもの今の症状がCOVID-19である可能性が否

定できない場合は、子どもが重症でない限り、大人の

COVID-19診断を待ってから対応を考えています。

呼吸器感染症の抗原迅速検査を行うか否かに関して、

各先生で考え方が違うと思います。COVID-19は臨床

的に、RSウイルス(RSV)、 ヒト・メタニューモウイル

ス(IMPV)、インフルエンザより軽症と思います。気

管支、細気管支には肺と比べACE2受容体が少ない

こと、COVID-19ではへルパーT細胞はThl優位であ

ることから、喘鳴を伴う気管支炎、細気管支炎が少な

いと思われます。そのため、聴診所見で喘鳴、ラ音、

呼吸障害があれば、特別の治療はありませんがRSV、

hMPVを疑い迅速抗原検査を行っています。インフル

エンザシーズンに高熱と呼吸器症状があれば、インフ

ルエンザの迅速抗原検査を行い抗インフルエンザ薬

の使用を考えるでしょう。子どもの呼吸器感染症で

は16～40％が重複感染のため、 SARS-CoV-2と他の

ウイルスが重複感染している可能性もありますが、た

とえCOVID-19が重複感染していてもRSV、hMPV、

インフルエンザの症状が前面に出てくると思われます。

一般的に呼吸器感染症で二次病院に入院を依頼するか

否かは、子どもの呼吸状態により判断しています。聴

診所見にあまり異状がなく、風邪症状と呼吸障害が

ある場合は、胸部レントゲン写真、 白血球数、CRPな

どを参考にSARS-CoV-2による肺炎を疑った場合は

PCR検査を行える専門の二次病院を紹介することに

なると思われます。私自身とスタッフの感染予防のた

め、子どもの状況と流行の程度で検体採取時の感染防

御のレベルを変えていこうと考えています。PCR検査

は検出率の高い発症後0～4日に行っても、偽陰性が

10～20%あることが知られています。SARS-CoV-2

迅速抗原検査はPCR検査よりさらに感度が低いため、

診療所で使用できるようになっても、COVID-19を疑

ったら迅速抗原検査を行わずPCRを行える二次病院を

紹介することになると思われます。抗体検査に関して

は、集団免疫を知るために行って良いと思われますが、

無症状者、軽症例では抗体の反応が弱く抗体低下も早

いため正確でない可能性があります。個人の診断や免

疫の有無の確認のために、抗体検査を行うことはお勧

めしません。

9.おわりに

生まれてきた子どもにとってSARS-CoV-2を含め季

節性CoVは全て新型のCOVになります。子どもには、

CoVに過剰な反応をしないでCoVを排除する防御機

構が備わっていると思われます。SARS-CoV-2が世界

から撲滅されない限り、今の子どもが大人になるまで

に、 SARS-CoV-2に何度も感染し免疫を次第に獲得
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していきます。今の子どもが大人となって、 SARS-

COV=2に再感染しても今の大人と違って過剰に反応せ

ず感冒として終わると思われます。今の大人はSARS-

COV-2に自然感染するかワクチンにより免疫を次第に

獲得し、感染を受けても過剰に反応しなくなります。

そうなると、 SARS-CoV-2は感冒を引き起こすウイル

スとなり、 5番目のCoVとして常在化していくと思わ

れます。 （令和2年7月27日）

最近、 SARS-CoV-2に感染している子どもの唾液

には、大人より多くのウイルスRNAが存在するとい

う報告がありましたが、ウイルス分離は行われていな

いため、感染性に関しては不明です。

I型インターフェロンにより発現したACE2はN末端

を欠いたACE2で、 SARS-CoV-2と接着できないとい

う報告がされました。

、一.銅
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る。不適切なかかわり （マルトリートメント）に気づ

き、それに代わる関わり方を提示できるだけの知識は

必要だろう。医療にできることを見極め、地域の援助

につなげるためには紹介先の把握も必要である。私た

ち小児科医には虐待の診断能力のみならず、発信力、

支援先につなぐための知識が求められている。

1児童虐待の考え方定義と予防

子どもの基本的人権の保障を定めた国際条約である

「子どもの権利条約」は1989年に国連総会で採択され

た。 18歳未満の子どもを権利の主体と位置づけ子ども

を大人と同様にひとりの人間としての人権を認める

とともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要な子

どもならではの権利も定めており、日本も1994年には

これを批准している。

日本においては、 2000年に制定された児童虐待防

止法第2条において監護者のその子どもに対する虐待

が児童虐待と定義され、 4類型の行為（身体的虐待

性的虐待ネグレクト心理的虐待）に分類された。

2001年にはへルスプロモーションの観点から「健や

か親子21」が策定され、子ども虐待と呼ばれる状態に

なる前の関わりかたが検討され、保健師の活動を中心

に全国的に子育て支援、虐待予防に大きく方向転換さ

れた。 2015年には妊娠期から子育て期にわたるまで

の総合的な相談支援を提供するワンストップ拠点とな

るように子育て世代包括支援センターの全国展開が目

指され、切れ目のない支援による虐待の連鎖を断ち切

る取り組みが推進されることとなった1．

2新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大状況に

おける子どもたちと家族のストレス

COⅥD-19は多くの人命を奪い、医療体制を崩壊の

危機に陥れると同時に世界においては日々の生活維持

さえ厳しい状況に追い込んでいる。また、UNESCO

のデータによると感染拡大のために一時的にでも学校

閉鎖をした国は190ヵ国以上に及び、世界の全生徒数

の約90％が影響をうけている2．

学校閉鎖による子どもたちへの弊害としては

①教育の中断

②栄養状態の低下（学校給食に頼っている場合も

ある）

③教師の混乱やストレス

④保護者の混乱（教育の一端を自宅で担う場合の

混乱：親の教育状況や在宅資源）

ウイズコロナ時代における虐待防止

～少子化時代の小児科医の役割を考える～

函館中央病院・小児科

石倉亜矢子

はじめに

2019年6月に公布された「児童虐待防止対策の強

化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」

により親権者等による体罰は禁止され、 2020年4月

1日から施行された。

民法に規定された懲戒権の在り方についても施行後

2年を目途に検討されることになっている。

2020年2月後半からの北海道における新型コロナ

ウイルス感染の広がり （第一波）により、道知事の指

示で一斉の外出自粛要請や小中学校の休校の決定、そ

の後全国に広がった一斉休校など、あわただしい社会

の動きがみられた。見えない感染の広がりによる医療

機関での混乱や緊張とともに、社会全体の疑心暗鬼の

自粛にともなう経済活動の低迷が道民に与える打撃は

大きく、突然マスクや手洗いを指導され自宅にこもる

以外になくなった子どもたちやその親への負担の大き

さははかり知れない。そのなか、体罰禁止が法制化さ

れたことはどの程度社会に認知されているのだろうか？

ここ数年、虐待で命を落とした子どものニュースは

残念ながら後を絶たない。医療者として何ができたか

自問せずにはいられない。 「もうおねがいゆるし

てください」の言葉を残して亡くなった5歳女児の目

黒事件。転居前に小児科医がかかわっていた。家族の

背景にDVがあるとわかっていたとして、どのような

切り口で母の援助希求能力をひき出すことができたの

だろうか？学校でのいじめアンケートに父から虐待さ

れていると訴えた千葉県野田市の小学4年生女児。児

童相談所で医師から性的虐待やPTSD(心的外傷後ス

トレス障害）が指摘されていた。札幌市において保健

師がかかわり、児童相談所にも連絡のあった2歳女児。

1歳半健診に来たときは体重が5ヵ月児程度、身長が

8カ月児程度であった。確実な医療へのつながりが実

現することはなかった。

どの事例も医療だけで救える命ではないが、医師が

危険性を把握し、どのように発信できるか問われてい
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保護者が子どもとどう向き合うかの子育てヒント5を

発信している。これまでと違う日常を過ごすためにど

うしたらよいのか、すぐに役立つ情報である。

①一対一の時間をつくる（子ども一人ひとりと過

ごす時間を確保、子どもに何をしたいか尋ねる

など）

②ポジティブでいる(子どもに何かをしてもらいた

いときに前向きな言葉を使う、穏やかにわかる

言葉を使う、伝え方を工夫する、よくできたら

ほめる、子どもができそうなことを求めるなど）

③日常を整える（ある程度の柔軟性を持ちながら

の一定の日課を設ける、手洗いや人との安全な

距離について話し合い、大人がお手本になって

行動する）

④誤ったふるまいをしたときには（切り替えをし

てみる、子どもたちの注意を悪い行動からよい

行動に向けさせる工夫、 自分が怒鳴りそうにな

ったら深呼吸をするなど）

⑤ストレスとうまくつきあう （保護者も自分のケ

アをする、休息をとる、深呼吸や意識の集中の

仕方などのリラクゼーションの紹介）

⑥新型コロナウイルスについて話す（自由に話せ

る環境をつくる、正直にこたえる、子どもの気

持ちに寄り添う、お互いに対するおもいやりに

ついて話し合う、寝る前に何か楽しいことにつ

いて話をするなど）

3新型コロナウイルス感染状況における児童虐待

新型コロナウイルス感染拡大が爆発的で深刻であっ

たアメリカニューヨーク州において2020年3月23日

から5月4日までの児童虐待通告件数は3,855件と前

年の同時期に比べ54％減少した。これは休校措置な

どで虐待通告義務のある教育関係者などと子どもの接

触がなくなったから、 と考えられている。オクラホマ

州のスクールカウンセラーによると、子どもたちは学

校に来て虐待被害を開示することは多くなかったとし

ても、学校現場ではいつもと違う子どもの様子（授業

中に居眠りしている子がいたら、夜に眠れなかったの

かしら、何かがあったのかも、学校で提供している朝

食を勢いよく食べる子がいたら夜ご飯を食べられな

かったのかも、怒りのコントロールができなくなった

子も何かあったかも）における「小さなサイン」から

家庭内で何かが起きていることがわかることがある。

⑤保護者による目が届かない時間帯の存在(子ども

だけになる時間での監督者不在:火事や事故など

の懸念）

⑥子どもの世話などで休職する保護者の経済的な

影響

⑦保護者が医療職の場合に在宅を要することで社

会ニーズとして医療に携われないこと

⑧休校明けに不登校となる率の増加

⑨暴力や搾取への曝露機会の増加(若年妊娠やオン

ライン被害の増加）

⑩社会からの孤立(社会活動や関係性の構築の場と

しての学校での生活が不可能）

日本においても学校閉鎖はあった。新型コロナウイ

ルス流行期における子どもと保護者の生活や健康状態

を明らかにすることを目的に2020年4月30日から

5月31日にかけてインターネットで実施された全国

調査の結果（コロナ×こどもアンケート第1回調査

報告書3）が2020年6月22日に発表された。保護者

6,116人、子ども2,591人あわせて延べ8,707人からの

回答が得られていた。この中で「コロナのことを考え

るといやな気持になる」 「すく曇にイライラする」 「最

近集中できない」などの何らかのストレス反応・症状

が子ども回答者全体の75％にみられた。保護者からみ

た子どもの様子に関する回答でも「すぐにイライラし

たり、怒るような場面ではないのに感情を爆発させた

り、激しいかんしゃくをおこしたりする」ことがあっ

たのが、全体の59％と多くみられた。また、親子のか

かわりにおける好ましくないかかわりとして、子ども

回答では小学1～3年生の23％が「どなられる」と

回答していた。保護者回答では49％が子どもに対して

「感情的に怒鳴った」と答え、 6％の保護者は他のお

となに対して「罵ったり、脅したりした」と答えた。

保護者自身がほしい支援に関しては「あなたの不安や

苛立ちへの対処法・リラックス法についての情報」の

答えが45％と最も多く、子どもにも保護者にもストレ

スがかかっていることがわかった。

unicef(国連児童基金）は2020年3月20日に「新型

コロナウイルス虐待などから子どもを守る行動指針」

を発表し、世界中の子どもたちが虐待やジェンダーに

基づく暴力や搾取、社会的排除や保護者の同伴がない

ことなどによる安全面や健康面の脅威に注意喚起がさ

れた4｡unicefは4月10日には感染拡大の危機下で、



北海道小児科医会会報(12)令和2年9月15日 第36号

しかし、休校中は把握が難しく、オンラインではこの

「小さなサイン」に気づきづらい、と報告している。

一方、フランスでは政府が外出制限の開始と同時に

テレビで虐待防止メッセージ広告を流した。広告は家

の中から泣き叫ぶ子どもの声と怒鳴りつける母親の声

が耳に残る動画で「何もしないと虐待はつづく」 「子

どもが危ない、虐待の疑いがあれば通告を」というメ

ッセージが流れる。フランスにおいては2020年3月

18日から5月10日までの約2カ月間で97,542件の虐

待通告があり、前年の同時期と比べると56％増加と

なった6・

日本における児童相談所への児童虐待相談対応件数

をみてみる。 2020年1月から4月までの各月における

児童相談所での児童虐待相談対応件数は1月で前年比

22％増、 2月も11％増、 3月も12％増、 4月は4％

増であった7・

札幌市児童相談所（児相）に2020年3月中に寄せ

られた児童虐待通告件数は前年同月比で1.5倍となる

約150件あった。報道ではこの増加の原因を休校の長

期化や在宅勤務などで家庭環境が変化した影響もある

としている。児相によると150件の通告のうち、 100

件は警察からの通告で、子どもの目の前で親が配偶者

に暴力を振るう 「面前ドメスティックバイオレンス

(DV) 」などの心理的虐待が疑われる案件であった。

児相は「子どもも親も自宅にいる時間が長くなり、ス

トレスなどが影響している可能性もある」 「育児の悩

みなどは児童相談所や保健センターに相談してほしい」

とよびかけていた。

DVに関しては内閣府の発表でも新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴う外出自粛の要請や休業要請に伴う

生活不安やストレスの強まり、経済的な困難が重なる

ことなどが影響しているのか、全国の配偶者暴力(DV)

相談支援センターに2020年4月に寄せられた相談件

数は13,282件と前年同月よりも約3割増えている8．

また、にんしんSOS(｢誰にも言えない・ ・ ・思いが

けない妊娠」に悩む女性を支援する相談窓口）の東京

窓口には2020年3月から5月にかけて、 10代からの

相談が例年の1.8倍であった。誰にも相談できていな

い人が68％（14％増）で、休校の影響なのか身近な

友人にも相談しづらい環境が想像された9.

2020年4月7日に日本子ども虐待医学会、 日本子

ども虐待防止学会、 日本小児科学会の連名で厚生労働

大臣あてに「新型コロナウイルス感染症の拡大を契機

に増大する子どもへの虐待リスクなどへの対応に関す

る要望書」が提出され、市町村等における子ども家庭

福祉の強化を国として支援することや家族関係悪化防

止のための広報活動の強化や文部科学省との密な連絡

に留意するよう求められた。

国レベル、市町村レベルでの取り組みが強化された

としても感染拡大防止のために社会的つながりを控え

る状況はしばらく続くと考えられる｡大人同士でさえ、

閉鎖された環境においては暴力や暴言が増えている。

さらに脆弱な立場にある子どもたちへのしわ寄せは計

り知れない。 「自粛という作戦」にて感染拡大を一定

程度緩やかにすることができているのはある意味「ひ

とに迷惑をかけないように」という考え方によるかも

しれない。マスクを、手洗いを、 うつらないように、

うつさないように。

その一方でこの「ひとに迷惑をかけないように」と

いう考え方は、ゆき過ぎると子どものためのしつけだ

から体罰も容認する、 という考えにつながりかねない。

4体罰禁止

2020年4月1日から児童福祉法の改正法が施行され、

体罰は許されないものとして法定化された。子ども支

援専門の国際NGOである公益社団法人セーブ・ザ・

チルドレン・ジャパンが2017年に全国2万人の大人

を対象としたアンケートによると、約6割の大人が

「しつけのための体罰・たたくこと」を容認している

結果であった'0．わが国においては「しつけのために

は子どもを叩くことはやむを得ない」という意識が根

強く存在するようだ。昔の漫画やドラマを思い出すと、

遅刻しないか校門の前で竹刀を持った先生が立ってい

たり、忘れ物をしたら廊下で立たされたり、運動部の

練習で水も飲まずにトレーニングさせられたり、 口答

えをしたらビンタされたりというシーンがあった。

国際的な動きをみてみると、 1990年に発効した児童

の権利に関する条約に基づき、 58カ国が子どもに対

する体罰を法律で禁止しているが、 日本は1994年に

批准して以降、再三にわたり国連児童の権利委員会か

ら体罰禁止の法制化とともに啓発キャンペーンなどを

行うべきとの見解が示されてきた11｡ 2019年6月に

やっと体罰が許されないものであると法定化された。

さらには民法に定める懲戒権のあり方については施

行後2年を目途に検討することとなっている（懲戒権
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とを学ぶように育てる責任を私たちは負っており、体

罰を用いない子育て手法を次の世代に伝えていく必要

がある。

・言葉で3回注意したが言うことを聞かないので頬

を叩いた

・大切なものをいたずらして触ったので、長時間正

座をさせた

・友達を殴ってけがをさせたので、同じように子ど

もを殴った

・宿題をしなかったので夕ご飯を与えなかった

・やる気を出させる口実として、きょうだいを引き

合いにしてけなした

これらはすべて体罰や子どもの心を傷つける行為で、

2020年4月以降禁止である。

5これからの小児科医の役割

奇しくもこの新型コロナウイルス感染症拡大の懸念

に伴い、小児科医療は転換期を迎えていると言わざる

を得ない。フィジカル・ディスタンスの保持や体調不

良の場合に休むことの徹底、マスクや手洗いの励行な

どでいわゆる感染性疾患は激減している。

これからの小児科医は急性期含めた疾患対応はも

ちろんのこと、ストレスや漠然とした不安の漂う社会

における孤立した家族の支援、子育てアドバイスも求

められるだろう。

体罰によらない子育てをしていくための具体案が

2020年2月に厚生労働省による「体罰等によらない

子育てのために～みんなで育児を支える社会に～｣11

において発表されているが、unicefの発信したアドバ

イスにほぼ一致している。子どもとの関わり方の工夫

と保護者自身に対する工夫である。子育てにおいてス

トレスがたまってきて否定的な感情が生じたときに保

護者自身がそれに気づき、体調の悪さや孤独感や忙し

さに気づくことも重要とされる。保護者のリラクゼー

ションや休息も重要であるとともに、周囲の力を借り

ることができるようになることも重要とされる。

ここで強調しておきたいことは、 このような育てに

くさや育児の行き詰まりを感じた親子は他の症状や訴

えで小児科医の前に現れる可能性が高いことである。

保護者は子育てで困っていると相談してくるよりも、

子どもが眠らない、落ち着きがない、かんしゃくがひ

どい、食事の時に歩き回る、朝にお腹が痛くて登校で

きない、忘れ物が多い、などの相談で来院することが

822条．820条より、子どもの利益のために、子の問

とは民法題行動に対して監護教育の観点から子に懲

罰手段をとることができる、 というもの） 。

「理想の子どもに育てよう」 「将来困らないように

しっかりとしつけなくては」 「他人に迷惑をかけない

子どもに育てなくては」等といった思いから、時には

しつけとして子どもに罰を与えようとする思いがある

かもしれない。しかし、たとえしつけのためと親が思

っても、身体に何らかの苦痛を与え、不快感を意図的

にもたらす罰はどのように軽いものでも体罰に該当し、

法律で禁止となる。体罰によって、子どもの行動が変

わったとしても、それは叩かれた恐怖心等によって行

動した姿であり、 自分で考えて行動した姿ではない。

罰を避けるためだけに「良く振る舞う」ようになるか

もしれないが、根本的な解決にはならず、子どもに暴

力的な行動のモデルを示すこととなり、子ども自身も

周りの人に対して問題解決のために暴力を用いること

は許されると誤学習してしまう。保護者に対する恐怖

心は決して信頼関係の構築にはつながらず、心配ごと

や悩みごとがあっても相談できなくなり、場合によっ

てはさらに大きな問題に発展することがある。

2017年の調査研究では、親から体罰を受けていた

子どもは全く受けていなかった子どもに比べて「落ち

着いて話が聞けない」 「約束が守れない」 「一つのこ

とに集中できない」 「感情をうまく表せない」 「集団

で行動できない」という問題行動のリスクが高まり、

体罰が頻繁に行われるほど、そのリスクはさらに高ま

ると指摘されている'2。

「軽くたたくことと虐待は大きく異なる」と主張す

る人もいるが、大人が暴力の程度を正確に制御するこ

とができるという前提に立つこの主張は既に反証され

ている'3．暴力がエスカレートしていき、気づいたと

きには虐待に発展することも考えられる。実際の虐待

加害者も「しつけのためだった」と言っていることも

多い。

また、 自身も体罰を受けることが当たり前の環境で

育ち、体罰は子どもによいことで必要であると主張す

る人もいるが、体罰は自分のためであると自身に言い

聞かせることでその保護者の態度や行動を受け入れ、

自身が受けた痛みを正当化し、納得しようとした結果

ともいえる。ひとりひとりの子どもが人として身体的

不可侵の権利を尊重され、他の人の権利も尊重するこ
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多い。

小児科医が子育ての答えのすべて持ち合わせている

ことはないだろうが、せめて地域の関係機関が提供

しているサービスを知り、顔見知りになっておくと

「ハブ」の役割を果たすことはできるだろう。つなぎ

先として市区町村の子育て相談窓口や保健センター、

学校や保育園、ファミリーサポートセンターや放課後

等デイサービス、学童保育などがある。

体罰にエスカレートしそうなしつけには代替案を提

案できるような備えをしてはいかがだろうか。地域関

係機関の支援者たちとこまめに連絡をとりあい、支援

の安全ネットの網目を細かくし、網の目からすり抜け

てしまうことがないようにここばかりはつながりを

「密」にしておきたい。
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釧路沖地震などで壁にひびが入り、 日ごろからぱらぱ

らとモルタルが降り注いでいました。移転直前の2018

年9月6日の北海道胆振東部地震のブラックアウトで

は小児科病棟の非常電源がうまく働かずエレベーター

が使えないため人工呼吸器管理中の子ども達を他の病

棟に担架で一時避難させなくてはならない怖しい経験

をしました。 10月16日ビル免震制震オイルダンパーの

データ改ざんのニュースが全国を駆け巡り新病院にも

採用されているのではないか？という心配もありまし

たが、私達は、 「旧病院に残るよりは安心。 」と這っ

てでも新病院に行く覚悟でした。

病院移転のためのリハーサルは8月から8回行われ

ました。 リハーサルをするまで気付かなかったことに、

①新生児を救急車で搬送する時に、 クベースをストレ

ッチャーに乗せて移動するしかないが、非常に不安定

であること。②エレベーターのボタンを各階で勝手に

押すと各階止まりになってしまうので、エレベーター

操作者を限定しないとならないこと。③搬送の緊急度

別・行先別に専用エレベーターを決めておかないと渋

滞してしまうこと。④各人の役割ごとにLINEグルー

プを作り進行状況を連絡しあうと便利なこと。などで

した。

2018年11月1日9時、晴れ、気温5度の中、いよい

よ病院移転が開始されました。移送患者280人。 うち

重症患者23人。小児科は患者8人。 うち人工呼吸器患

者4人(NICU1人） 。移送病院スタッフは約500人。

十勝広域消防局の救急車8台、陸上自衛隊第5旅団の

輸送車両、十勝バス、介護車両など全25台。重症患者

、

ノ
施設紹介

JA北海道厚生連帯広厚生病院

JA北海道厚生連帯広厚生病院小児科

第一主任部長 植竹公明

【病院の沿革と概要】

帯広厚生病院は1945年6月に西1条南9丁目に開設

されました。 1955年に西6条南8丁目に円型2階建て

の病院を新築移転し、小児科が診療科に加わりました。

この時は従業員数87名、病床数192床でした。その後

増改築を重ね、 1980年に新本館と別館2棟となり、円

型病院が撤去されました。OBの先生方がいらっしゃる

とよくこの円型病院のお話しを懐かしんでされていま

す。当時は従業員473名、病床数550床だったそうで

す。 2001年には小児救急医療支援事業を受け入れ､ 10

月には北海道総合周産期母子医療センターの認定を受

けています。 2010年には総合周産期母子医療センター

の指定を受け、NICU改修整備(NICU6床、GCU7床)、

MFICU改修整備(3床）を進めました。そして2018年

11月に現在地西14条南10丁目に新築移転しました。

現在の従業員数は1,546名、病床数は651床です。診

療科は透析科も含め24科から構成され、総医師数156

名、そのうち初期研修医は30名です。

【新病院への移転】

1980年に建築された旧病院は相次ぐ十勝沖地震、
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はパトカー先導の救急車で移送し、 13時46分に無事に

移送を完了しました。帯広協会病院、帯広市医師会、

十勝医師会、その他大勢の方々の御協力のおかげです。

そして11月5日、世界で唯一のばんえい競馬場の真向

かいに10階建て、屋上にへりポートを擁する新病院が

グランドオープンしました。

【新病院のご紹介】

新病院は西側の正面玄関を入ると吹き抜けの大ホー

ルとなっており、左手にコーヒー・ショップとコンビ

ニエンス・ストア、食堂、農協のATMがあります。

受診受付など事務部門は正面にあり、右手の1 ･ 2階

に外来が広がっています。小児科の外来はエスカレー

ターで昇った2階の中央にあります。小児科専用の診

察室は4室、隣接して他科と共用の診察室がl室あり、

小児科用の処置室、点滴室（4床） 、隣接して共用の

処置室（6床） 、他に小さな説明室、授乳室、小児科

外来専用のトイレもあります。

職員専用の動線が迷路のような裏路で隔絶されてい

て各診察室の裏口がこの迷路につながっています。セ

キュリティーの確保のため、 この迷路や病棟また医局

には職員用のIDカードがないと入れません。さらに薬

局などの特別な聖域には特定のIDカードが必要です。

うっかりIDカードを忘れてこのエリアを出て患者用の

トイレに飛び込んだりすると医局にも病棟にも戻れず、

他の職員が通りかかるのをじっと待つしかありません。

泊り明けの早朝に途方に暮れたことがあります。脳波

やPET，MRI、超音波診断装置などの検査機器と検査

室も増えて予約は取りやすくなりましたが、呼ばれて

もどの部屋に行けばよいのか迷子になってしまいます。

医局は全科共用で、部長以上は仕切り付きのブース

で区切られています。研修医室も医局にドアーつで隣

接しており、オープンで各自に本棚付きの机が並んで

います。副院長以上は別区画に個室があります。研修

のためにパーティションで分けられる大ホール、会議

室4室講義室2室、図書室、医療器具の練習を行う

スキルラボの他複数のミーティング・ルームがあり

ます。 9階西側には職員限定の十勝連峰を見渡せる会

議室（サロン室）があります。ほとんど毎日のように

全職員対象研修会、感染管理研修会、医療安全研修会、

虐待防止研修会、 コンブライアンス研修会、救急症例

カンファレンス、CPC、臨床救急のつぼ、ひよこの会

（研修医によるレクチャー） 、内科Englishseminar

など何らかの勉強会が行われています。

【小児科の病棟】

病院は上から見ると鉄アレイの形をしています。小

児科・新生児病棟は産婦人科病棟と同じ4階にありま

す。 2つの病棟が中間の連結棟をはさんで並んでいる

構造です。中央の連結棟には陣痛・分娩室、搬送用エ

レベーター、共用のスタッフ休憩室患者用エレベー

ター、十勝大橋を望む面会用デイルームがあります。

小児科病棟は南側で中心にナース・ステーションがあ

り、個室13床（陰圧室l室）と2床室8室（陰圧室2

室）があります。他に処置室2室、プレイルーム、説

明室、沐浴室、調剤室、作業室、カンファレンス室、

小児科外来診察室
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小児科病棟ナースセンター

NICU

レーゲルのシーリング・サプライユニットを吊り下げ

て6床を並べ、壁側に3床を配置した形です。NICU

の集中管理システムについてはかなりもめました。最

終的に業者の対応や既存の機器との互換性、既に導入

されている病院の評価、納入価格などから日本光電の

プライム・ガイアを採用しました。いざ始動して大変

だったのは相当に融通の利かない曲者のプログラムで

あったことです。プライム・ガイアはまだ未成熟な新

しいシステムで、北海道内では最初の採用でした。 日

本光電の開発中のプログラムであるため、プログラム

改善のために業者もこちらの要望に積極的に答えよう

スタッフ用仮眠室2室などがあります。新生児病棟は

中央でNICUのナース･ステーションとGCUのナース・

ステーションで区切られており、NICUは9床の他、

陰圧隔離室l室と処置室l室、GCUも9床で隔離室l

室と沐浴室l室があります。また新生児病棟内に母子

室l室、授乳指導室l室家族控室、説明室、検査室、

カンファレンス室、スタッフ控室、スタッフ用仮眠室

2室、NICU医師当直室l室があります。

セントラルモニタリング・システムには日本光電の

システムが採用されています。NICUの9床は「．｣の

字型に配置しました。部屋の中央に2列に3基ずつド
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NICU回診

とはするのですが、安全管理が最優先のためどうして

も改変できない部分があったり、プログラム変更が有

料のオプションになったりする点があったりします。

医師が完全にNICU専属で働けるような病院ならば対

応する余裕があるのかも知れませんが、 当院のように

小児科と兼業しなければならないような病院ではゆっ

たりと入力する余裕などありません。他の病院で十分

に経験を積んでこられたベテランの小児科医にとって

も初めてのプログラムで御苦労をおかけして申し訳な

いです。

【小児科の診療】

1999年救命救急センター開設、 2010年総合周産期

母子医療センター指定を受けて施設設備が充実すると

ともに変化したことに当院の小児重症患者の割合の増

加がありました。 2010年には天使病院からの優秀な

後期研修医を送っていただいて一時は9人体制で多忙

ながらもどうにか乗り越えてきましたが、その後は常

勤医が8人、 7人と減りました。当院では時間外受診

の小児科の患者は全て小児科医が対応して内科と外科

の時間外患者を小児科医が診ることはありませんが、

毎晩20人近い小児科の受診者がいて翌日もそのまま勤

務なので大変でした。帯広市医師会、夜間急病センタ

ーや帯広協会病院の協力もありましたが、 2015年ころ

からどうにも立ち行かなくなり、 2018年7月27日から

それまで3日あった午後の一般外来を取り止めて慢性

疾患の予約外来のみとしました。医療の進歩によって

助けられる患者が増えた一方で、医療の進歩によって

医療従事者が楽になるわけではないというジレンマを

ひしひしと思い知らされました。当院OBの諸先生方

におかれましては何とも不甲斐ないと感じられるかも

しれませんが、それでも現場は困窮が続いていること

を御理解ください。

小児科には現在7名の常勤医師がおり、周辺の医療

機関、 自治体、教育機関と連携をとりながら十勝の小

児医療の中心的役割を果たしています。午前の外来は

風邪などの一般の急性疾患の受診が可能です。慢性疾

患は特殊外来を設定して診療にあたっています。 日本

小児循環器学会専門医2名、 日本小児神経学会専門医

1名、 日本小児科学会専門医1名が常勤している他、

血液、内分泌、免疫、腎臓、遺伝の疾患については

北海道大学病院や札幌北楡病院、北海道医療大学病院

から各専門医を招聰して診察していただいています。

神経外来では、てんかん治療のひとつである迷走神経

刺激装置の調節・管理も行っています。また、昨年秋

からは胎児心エコー外来を開始し、将来的には全妊婦

の胎児心エコー・スクリーニングができるよう準備を

進めています。各外来の担当医師については週間診療

予定表をご覧ください。
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ありません。また他の遠隔地と同様にバック・トラン

スファーの問題があり、防災へりで札幌に搬送された

患者が術後も入院管理が必要な場合は迎えに行かない

とならない場合もあります。 6月には1カ月で3例の

札幌への搬送と人工呼吸器有りの1例のバック・トラ

ンスファーの迎えが必要でスタッフ達の状態が危機的

状況でした。この搬送の問題は緊急に解決しなければ

ならない全道共通の重大な問題です。

終わりにこれまでこの十勝で小児医療を切り開いて

くださった多くの先生方、それを引き継ぎ育ててくだ

さった多くの研修医、専攻医の先生方に深謝いたしま

す。先生方の誰一人が欠けても当科はここまで成長で

きなかったと思います。今後とも御指導・御鞭燵のほ

どよろしくお願いします。

医師の紹介2020年7月26日現在

第一主任部長植竹公明卒業年次：昭和59年

日本小児科学会小児科専門医・指導医

日本小児神経学会専門医

第二主任部長衣川佳数卒業年度：昭和58年

日本小児科学会小児科専門医・指導医

日本小児循環器学会小児循環器専門医

部長 八鍬 聡卒業年次：平成6年

日本小児科学会小児科専門医・指導医

日本小児循環器学会小児循環器専門医

医長 伊藤ゆたか卒業年次：平成17年

日本小児科学会小児科専門医

日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法専門コースイ

ンストラクター

医員 山田 聡卒業年次：平成27年

医員 長谷河昌孝卒業年次：平成28年

医員 横川涼介卒業年次：平成29年

NICUでは脳機能評価の可能な新生児脳波測定機器

(aEEG)を導入し、一酸化窒素吸入療法などの最新の

高度新生児医療を行っています。出生前から何らかの

問題が予測されるようなお母さんと赤ちやんについて

は、最良の状態で誕生を迎えられるように予め産科お

よび関係各科と毎週カンファレンスを行っています。

【小児科カンファレンス】

病棟モーニング・カンフアレンス：毎朝8:45～

患者カンファレンス： 月曜日17：00～

周産期カンファレンス： 火曜日17：30～

小児科勉強会 水曜日18：30～

少子化とワクチンの影響だと思われますが、 10年前

に比べて小児科の外来患者数は約3/4，入院患者数

は約4/5に減少しています。 2019年度の受診者数は

13,537人で初診者数は1,732人、のべ入院患者数は

12,359人でした。またNICU入院者数も118人、 10年

前の4/5に減少しているのですが、逆にNICUでの人

工呼吸器管理の割合は約30％から40％に増加してい

ます。産科管理が良くなって2,500g未満の低出生体重

以下の入院数も減っているので奇妙な現象です。個人

的な印象ですが、単なる早産児ではない複雑な先天性

心疾患や内臓奇形などの先天異常の入院が増えてき

ている印象です。NICUは那須敬医師から引き継いだ

伊藤ゆたか医師が一人で専攻医の指導をしながら昼夜

を問わず激務と闘っています。この原稿を書いている

海の日とスポーツの日の連休も休まずに肺高血圧症2

人の一酸化窒素吸入療法を行いながら、一過性骨髄異

常増殖症(TAM)の全血交換輸血をしています。いつ

倒れるかといつも心配しています。新生児の専門家が

もう一人いてくれたらと願っています。

帯広は札幌まで高速道路で約3時間と便利ではあり

ますが、逆にドクター・ヘリが来てくれることは先ず

外来担当医表

専門外来：神経、心臓、血液・腫瘍、内分泌、腎臓、免疫、川崎病、胎児エコー、遺伝、

MCUフォロー、 1カ月乳児検診、予防接種は予約制です。電話にてご相談下さい。

受付時間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前8:00～11:00
八鍬

植竹

八鍬

植竹

衣川

植竹

八鍬

植竹

衣川

植竹

午後予約制
専門外来 専門外来 専門外来 専門外来

1カ月健診

専門外来
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の3つのBetterをモットーに、 さらなる成長・発展を

図るべく教室員一同頑張っております。

旭川医科大学小児科学講座の現況

当講座では、子どもの心身共に健康な成長と発達を

診療目標とし、病気に悩む子どもとその家族を支えて

いくことを第一に考えています。教室運営の基本方針

は、地域に根ざしながらも世界に眼を向けて学問を

深め、高度先進医療機関としてふさわしい小児疾患の

診断と治療を実践すること、そして地域の小児医療の

中心として社会に貢献することです。

1 ．臨床・研究について

当講座では、感染・免疫、内分泌・糖尿病神経

循環器、血液・腫瘍新生児の6つの専門グループに

分かれて診療、研究活動に力を注いでいます。毎週

火曜日にリサーチカンファレンスで各自の研究成果の

発表と課題の討論を行い、毎週水曜日にクリニカル

カンファレンスまたはレビューレポートで日々の診療

で出会った患者さんの症例発表や最新の知見の共有を

行っています。また、 これまで数多くの学会・研究会

を主催してきましたが、 2019年度は東教授が会頭と

なって第51回日本小児感染症学会を旭川市で開催致

しました。

以下、各診療グループの活動内容です。

【感染・免疫グループ】

感染・免疫グループは、 さまざまな感染症の他、若

年性特発性関節炎・小児皮層筋炎・全身性ループス

エリテマトーデスなどのリウマチ性疾患、潰瘍性大腸

炎・クローン病といった炎症性腸疾患肝炎・膵炎な

伊
ｑ
、 ’教室紹介

ノ

旭川医科大学小児科学講座

旭川医科大学病院周産母子センター

岡本年男

旭川医科大学小児科学講座の沿革

旭川医科大学小児科学講座は、全国的な医師不足

解消を目的として新設された新設医科大学の一期校

として、 1973年（昭和48年）に旭川医科大学が開学

した翌年の1974年（昭和49年) 4月に開講しました。

初代教授として北海道大学医学部小児科助教授であっ

た吉岡一先生が赴任され、 同助手であった奥野晃正

先生が助教授、同医員であった藤田晃三先生が助手と

して発令され、 この3人で教室作りが始まりました。

その後、北海道大学医学部小児科からさらに7人の

先生が赴任して教室の基礎が作られ、 1979年に旭川

医科大学一期生5名が入局して以降次第に入局者も

増え、徐々に専門診療グループが整備されました。

199()年から二代目奥野晃正教授、 2000年から三代目

藤枝憲二教授の元で教室は成長を遂げ、主に道北・

道東の小児高度先進医療を支える存在となりました。

そして2011年8月から現在に至るまで、四代目の

束寛教授の元、 「Betterpatientcare」 、 「Better

professionalism」 、 「Betterresearch-onentedmmd」



北海道小児科医会会報 令和2年9月15日 （21）第36号

【循環器グループ】

循環器グループは、北海道の北部と東部の小児循環

器疾患のセンター病院として、時には重症な先天性心

疾患をもつ児がへリコプターで搬送されてくるなど、

心疾患をもつ数多くの小児患者の診療に当たってい

ます。先天性心疾患、肺高血圧症、不整脈、心筋症、

川崎病などの小児循環器疾患患者の診断検査・心不全

管理、心臓外科医や新生児科医と協力しての周術期

管理、そして心臓カテーテルを用いた薬物負荷試験

や心内電気生理検査の他、バルーン拡大術、コイル塞

栓術、ステント留置術などのカテーテルインターペン

ションを行っています。また、産科との協力で胎児心

エコー検査や、成人期の先天性心疾患の診療にも力を

入れていますも研究面では､小児肺高血圧患者における

肺血管拡張薬の薬物血中濃度の検討、フォンダン循環

における薬物負荷による血行動態変化の検討、成人先

天性心疾患患者の病状理解に対する意識調査、MRIを

用いた先天性心疾患患者の右室の心機能およびフロー

解析の検討をテーマに活動を行っており、 日本小児循

環器学会専門医制度修練施設に認定されています。

【血液・腫瘍グループ】

血液・腫瘍グループは、 白血病、悪性リンパ腫、

神経芽腫、肝芽腫、ウイルムス腫瘍、横紋筋肉腫、

脳腫瘍などの小児がん疾患および、再生不良性貧血、

血小板減少性紫斑病、血友病などの血液疾患の診療を

行っています。また、思春期・若年成人のいわゆる

AYA(AdolescentandYoungAdult)世代の治療

についても、他科と連携しながら積極的に行っていま

す。難治の血液腫瘍疾患や固形腫瘍、免疫不全や骨髄

不全症に対して、骨髄移植、膳帯血移植などの造血幹

細胞移植を行っています。小児科領域においては、

道内では札幌を除く唯一の移植施設となります。研究

面では、化学療法と心毒性、重症遺伝性球状赤血球症

の病因解明、 自己免疫性好中球減少症の病態解明、

小児難治性悪性腫瘍に対する抗がん剤感受性試験に

よる治療法の開発をテーマに活動を行っており、 日本

血液学会専門医研修施設、 日本がん治療認定医機構

研修施設、 日本小児血液・がん専門医研修施設に認定

されています。

【新生児グループ】

新生児グループは、周産母子センターにNICU9床、

GCU12床を有し、道北道東地区の周産期医療の最後

どその他消化器疾患、気管支喘息・アトピー性皮層炎・

食物アレルギーなどのアレルギー疾患、周期性発熱な

どの自己炎症性疾患など、多岐にわたる疾患の診療を

行っています。外来では予防接種外来を担当し、各地

方自治体から依頼を受けて予防接種の相談を受け、健

康被害者が出た際には救済制度の橋渡しも行っていま

す。研究面では、 リポソームが生体の免疫機能に及ぼ

す影響の詳細解明、マクロファージ機能の成長発達に

伴う機能変化、 IgA血管炎の臨床像と免疫学的発達と

の関連解明、 自己免疫性好中球減少症の診断法をテー

マに活動を行っており、 日本感染症学会認定研修施設

に認定されています。

【内分泌・糖尿病グループ】

内分泌・糖尿病グループは、低身長、性分化異常

症疾患、思春期発来異常、副腎疾患、甲状腺疾患、

くる病、糖尿病、肥満などの各種内分泌疾患や遺伝性

疾患の診療を行っています。大学病院での診療の他に

も関連病院での小児内分泌専門外来とも相互に協力し

て診療を行っています。また、新生児マススクリーニ

ング対象疾患や内分泌疾患の北海道におけるセンター

としても機能しています。研究面では、先天性副腎過

形成・低形成症の分子遺伝学的診断と病態解明、性分

化異常症の分子遺伝学的診断と病態解明、新生児糖尿

病の分子基盤、先天性甲状腺機能低下症マススクリー

ニング陽性者の追跡調査、ビタミンD欠乏性くる病の

北海道における臨床調査などをテーマに活動を行って

おり、 日本内分泌学会内分泌代謝科認定教育施設、

日本糖尿病学会認定教育施設に認定されています。

【神経グループ】

神経グループは、てんかん、脳性麻痩、変性疾患、

筋疾患などの診療に加え、 自閉スペクトラム症、

ADHD、学習障害などの発達障害の診療にもあたっ

ています。また、地域と連携した診療も重視し、関連

病院や発達支援センターでの神経専門外来や相談業務

も数多く担当しています。研究面では、前脳特異的

Cdk5欠損マウスをモデルとした脳形成異常の病態解

明、 レット症候群・MECP2重複症候群の臨床遺伝学

的研究、GLUT1欠損症の診断と病態解明、てんかん・

神経発達障害の分子遺伝学的研究、脳浮腫の分子機構

の解明・治療法開発をテーマに活動を行っており、

日本小児神経学会小児神経科専門医研修認定施設に

認定されています。
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の砦としての役割を果たしています。特に、当地区に

おいて新生児外科疾患を扱うことのできる唯一の医療

機関であることから毎年多くの外科疾患の新生児を受

け入れています。また、膜型人工肺、血液透析、血液

濾過、脳低温療法などを必要とする新生児疾患にも対

応しています。周産母子センターはユニセフ・WHO

から「赤ちゃんにやさしい病院」の認定を受け、入院

する全てのご家族が自信をもって楽しく育児ができる

ように支援を行っています。研究面では、新生児出血

後水頭症の分子病態の理解、子宮内発育の遺伝的解析

と成長予後の検討、胎内環境が新生児期に与える内分

泌学的影響の検討、早産児における有核赤血球トラン

スフェリンレセプター発現量の解析をテーマに活動を

行っており、 日本周産期・新生児医学会専門医認定

施設に認定されています。

2．教育について

旭川医科大学は先進的な学生教育カリキュラムを

もち、その中でも小児科はコア科としての位置づけ

にあります。毎月の教官会議でも教育方針を検討し、

小児科独自に医学生を対象としたレクチャーやハンズ

オンセミナーを定期開催するなど、学生教育に力を注

いでいます。また、今年度は新型コロナウイルス感染

症の影響で中止となっていますが、クリニカルクラー

クシップやアドバンス実習といった参加型の臨床実習

においては関連病院にも学生を受け入れていただき、

幅広く小児科の醍醐味が体験できるようなカリキュ

ラムを提供しています。

また、旭川医科大学小児科ジェネラリスト専攻プロ

グラムがあり、毎年最大8名の専攻医を受け入れてい

ます。本プログラムでは、 「小児科医は子どもの総合

医である」という基本的姿勢に基づいて3年間の研修

を行っています。小児科医は成長、発達の過程にある

小児の診療のため、正常小児の成長・発達に関する

知識が不可欠で、新生児期から思春期まで幅広い知識

と、発達段階によって疾患内容が異なるという知識が

必要です。さらに小児科医はgeneralphysicianとし

ての能力が求められ、そのため小児科医として必須の

疾患を経験し、疾患の知識とチーム医療・問題対応

能力・安全管理能力を獲得し、家族への説明と同意を

得る技能を身につける必要があります。本プログラム

を通して、 これら5つの資質を備えた小児科専門医の

育成を目指しています。北海道は過疎地域を多く抱え、

特に旭川医科大学小児科がカバーする医療圏では

都市間の移動距離が100kmを越えることも多いため、

小児医療の集約化・役割分担が進んでいます。本プロ

グラムでは、関連病院と協力し、三次医療を担う大学

病院をA群、地域の小児二次医療を支える地域小児科

センターをB群、過疎地域を支える地域振興小児科

をC群とし、 3年間で全ての群の病院を回ることで、

それぞれの立場での小児医療を経験します。さらに、

関連施設として重度心身障害児者施設である北海道

療育園や道立旭川肢体不自由児総合療育センターを

擁しており、近年増加傾向にある発達障害診療や医療

的ケア児の在宅支援などの診療を研修することも可能

にしています。これら3年間の研修を通して、病気を

診るだけでなく、家族をはじめとした子ども達を取り

囲む環境から考え、その中から子ども達が持っている

力を引き出すという、当講座が開設当初から大切にし

ている診療姿勢を継承していきたいと考えています。

3．地域貢献について

当講座は、小児科常勤医のいない斜里町国民健康

保険病院、枝幸町国民健康保険病院、雄武町国民健康

保険病院、豊富町国民健康保険診療所、遠別町立国保

病院、標茶町立病院、士別市立病院、中頓別町国民

健康保険病院、浜頓別町国民健康保険病院に医師を

派遣し、地域住民の健康を守っています。また、行政

と協力して旭川市を含む計21市町村の乳幼児健診や

学校健診を行うなど地域の小児医療の中心としての活

動も行っています。また、道北小児科懇話会、北海道

小児先進医療研究会といった地域における学会、研究

活動を行っています。その他にも、旭川医科大学小児

科の診療・研究活動を一般市民の方々にも知っていた

だく機会として北海道小児健康フォーラム、講座と関

連病院との連携を深める旭川医科大学・関連病院合同

カンファレンスを定期開催しています。

4．関連病院について

関連病院は、当講座を中心とした旭川医科大学小児

科医会のネットワーク病院と位置づけられています。

以下の15施設が含まれますが、旭川医科大学小児科

学講座は、診療や研究の対象を小児に限定するのでは

なく、胎児から成人、次、あるいはその世代までさら

には障害を有することになった小児まで、人の縦軸を

一貫してみることを大事にしてきました。従って障害

を持った児をみる医療機関・福祉施設も関連病院と
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さまざまな業務を担っています。

【深川市立病院】小児科医1名を派遣しています。

【札幌徳洲会病院】小児科医長1名と非常勤医師1名

を派遣しています。一般小児診療に加え、血友病セン

ターを有していることが特徴です。

【あかびら市立病院】常勤医1名を派遣しています。

【清水赤十字病院】小児科部長1名を派遣しています。

して大きくしてきたという背景があります。以下、簡

単ですが関連病院の紹介です。

【旭川厚生病院】専攻医4名を含む小児科14人体制

です。小児病棟33床、MCU/GCU計28床と関連病院

最大規模を誇り、小児科は小児救急拠点病院、NICU

は総合周産期母子医療センターの認定を受け、地域の

小児・新生児医療の中心的役割を果たしています。

【旭川赤十字病院】小児科部長1名を派遣しています。

【旭川医療センター】小児科部長1名を派遣してい

ます。

【北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター】小児

科医5名を派遣しています。障がいを持つお子さんに

対する「療育」 、すなわち医療、教育、 リハビリテー

ション、心理的アプローチを含めた総合的な発達支援

活動を行う「医療型障がい児入所施設」です。

【北海道療育園】小児科医6名を派遣しています。

病院と福祉施設の2つの機能を持ち、重症心身障害児

者に対して医療、発達生活の支援を提供する療育施

設で、全国2番目の規模の施設です。

【名寄市立総合病院】専攻医4名を含む小児科8名

体制です。 2007年に隣接する士別市立病院小児科と

の集約化が行われ、 この地域の小児中核病院となりま

した。地域の小児救急医療の拠点で、小児の専門医療

も行う他に、周辺地域の健診や一般診療も行い、さま

ざまな役割を果たしています。

【市立稚内病院】専攻医2名を含む小児科4人体制で

す。宗谷地域の基幹病院として中核的な役割を担って

おり、特に小児救急医療、周産期医療においては宗谷

地方唯一の小児科入院施設、分娩取り扱い施設として

北の砦となっています。

【富良野協会病院】専攻医1名を含む4人体制です。

学術活動にも力を入れており、専攻医の先生方も在籍

中に数多くの論文を発表しています。

【広域紋別病院】専攻医1名を含む小児科3人体制で

す。オホーツク西紋別地域5市町（紋別市、滝上町、

興部町、西興部町、雄武町）が共同して運営する広域

的な病院で、一般診療に加えて周辺地域も含めた健診

業務や教育活動も行っています。

【網走厚生病院】専攻医1名を含む小児科3人体制で、

オホーツク総合振興局地域の唯一の総合病院です。

【遠軽厚生病院】専攻医1名を含む小児科3人体制で、

遠紋地区の中核的病院です。小児の一般診療を中心に

さて、わずか1年前の2019年を思い起こしてみます

と、 5月に「平成」から「令和」へと元号が変わり、

新しい時代の到来を告げました。 9月に開催された

ラグビーワールドカップ日本大会における日本代表の

活躍に多くの人が感動し、 「ONETEAM」は流行語

大賞にも選ばれました。そして年が明けた2020年、

東京オリンピックに向けての気運が高まる中で、中国・

武漢に端を発した新型コロナウイルス感染症は瞬く間

に世界中に広まり、 これまで当たり前と思っていた

われわれの日常を奪い去り、現在も終息の気配を見せ

ていません。幸い、 この感染症による小児の重症化は

まれなようですが、感染妊婦からの出生児は早期の

母子分離や母乳育児の制限を余儀なくされ、長期に

渡る経済活動の低下や臨時休校に伴う貧困、虐待等

の問題が懸念されています。 「令和」を希望に満ちた

時代にするために、われわれ小児科医が｢ONETEAM」

となって果たすべき役割はたくさんあるように思いま

す。小児科医不足が叫ばれて久しいですが、 2020年

度は6人の先生が旭川医科大学小児科の専攻プログラ

ムを選択してくれました。 これからも当講座は歩みを

続け、北海道の小児医療に少しでも貢献できるよう

努力したいと思います。今後ともどうぞよろしくお願

い申し上げます。
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第39回周産期学シンポジウム

北海道大学病院周産母子センター 長 和俊

第39回周産期学シンポジウムを2021年1月22日働・23日出に札幌コンベンションセンターにおいて開催

させていただきます。本シンポジウムは、 2004年に日本周産期学会と日本新生児学会が合併して日本周産期．

新生児医学会が成立した際に、 日本周産期学会が年1回開催していたシンポジウムを継承したものです。本

シンポジウムは、テーマの公開からシンポジウムの開催までの2年間の間に、演者と周産期学シンポジウム

運営委員会が協働して演題の質を高め、 1つまたは2つのテーマについてまる1日かけて検討するというユ

ニークなものです。

第39回周産期学シンポジウムのテーマは「周産期における社会的支援を考える」です。晩婚化、少子化、

核家族化、社会的格差の拡大、精神疾患合併妊娠の増加などを背景に、妊娠・出産．育児に困難を抱えなが

ら社会から隔絶されている母子が増加しております。これらの母子は、分娩という場面でのみ社会と接触す

ることが多いため、周産期医学には大きな役割が求められています。困難を抱える母子とその家族に対する

支援を行うために、何が必要で何ができるのか、今こそ叡智を結集して討論するべきであると考えます。

今回のシンポジウムにおいて、 1月22日のプレコングレスでは、 自治医科大学附属さいたま医療センター

周産期科新生児部門の細野茂春先生に「コンセンサス2020アップデート講習｣、北海道大学教育学研究院教

育学部門教育社会学分野の松本伊智朗先生に「小児の貧困」 、函館中央病院小児科の石倉亜矢子先生に「地

域において特定妊婦とその子育てを支える医療機関の役割」についてご講演いただきます。 1月23日のシン

ポジウムは、午前中の「精神疾患・メンタルヘルス」に関する4演題と総合討論、昼のランチョンセミナー、

午後の「ハイリスク妊婦・新生児」に関する5演題と総合討論から構成されます。

新型コロナウイルス感染症の流行拡大から、本シンポジウムの実開催が可能か否かの判断が難しい状況と

なっております。今回のシンポジウムでは、参加登録をして下さった方に、全ての講演を事前にWeb配信し、

質問とコメントを受け付けます。実開催可能な場合は、事前に寄せられた質問やコメントを総合討論で活用

させていただきます。また、実開催が不可能になった場合は、質問に対する回答の一部をホームページ上で

公開いたします。 9月23日から参加登録を開始する予定です。沢山の皆さまのご参加をお待ち申し上げます。

また、家族支援に興味をお持ちの周囲の医療者の方に積極的に情報提供をしていただけると大変有り難い

です。
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第65回日本新生児成育医学会・学術集会

北海道大学病院周産母子センター長 和俊

第65回新生児成育医学会・学術集会を2021年5月7日闇～9日(日)にロイトン札幌および札幌市教育

文化会館において開催させていただきます。本学会は日本小児科学会の分科会であり、旧未熟児新生児学会

から法人化と共に改名したものです。北海道おける本学会の学術集会は、 1978年10月に永松一明先生が

第23回未熟児新生児研究会、 1993年10月に南部春生先生が第38回、 2008年10月に服部司先生が第53回

日本未熟児新生児学会を担当されて以来、通算4回目の開催となります。

本学術集会の会期は、当初は2020年7月を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を受けて会期を2021年5月に延期させていただきました。本学術集会は、 2021年5月8日出～9日(日)に

下河原みゆき会長が担当する、 「第30回日本新生児看護学会」との共同開催となっております。新生児看護

学会とは、合同招請講演や合同シンポジウムなどを通して有機的な連携を持って運営に臨みたいと考えてお

ります。

本学術集会のテーマは、 「北の大地で新生児医学・医療の未来を語ろう」です。新生児死亡率が極限に近

いところまで低下した一方で、長期予後の改善が頭打ちになってきているところに、少子化、働き方改革な

ど社会的要因も加わって、新生児医学・医療にはある種の閉塞感が生まれてきています。そのような時代だ

からこそ、今こそ未来を語る時と考えました。 「北海道」と「未来」をキーワードに組み上げた企画に加え

て、男女共同参画、他職種連携、国際化などの要素を組み入れた企画をご用意しております。

特別講演として、札幌大学地域共創学群の本田優子先生に「アイヌ文化の未来｣、招請講演として、 Johns

Hopkins大学のLamrrenceM.Nogee先生に「NextstepinChlLDstudy」 、ソウル大学のHan-SukKim

先生に、 Pulmonaryhypertensioninpreterminfantswithbronchopulmonarydysplasia」 、Oxford

大学のRebeccahSlater先生に「NextstepinpaincontrolinNICU」をお願いしており、新生児看護学会

との合同招請講演として、ケニア・シロアムの園の公文和子先生に「アフリカの大地で障がい児と向き合う～

障がい児とご家族が笑顔でいられる社会を目指して」をお願いしております。

新型コロナウイルス感染症の流行拡大から、本学術集会の実開催が可能か否かの判断が難しい状況となっ

ております。今回の学術集会では、参加登録をして下さった方に、全ての講演を事前にWeb配信し、質問と

コメントを受け付けます。実開催可能な場合は、事前に寄せられた質問やコメントを活用させていただきま

す。また、実開催が不可能になった場合は、質問に対する回答の一部をホームページ上で公開いたします。

沢山の皆さまのご参加お待ち申し上げます。
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での新型コロナウイルス流行のニュースが多くなって

きました。

北海道の観光業は中国、韓国からの観光客に頼って

いる部分が非常に大きく、実際、 2月の雪まつり後は

北海道内で新型コロナウイルスの第1波が押し寄せる

形となりました。

3月、 4月に開催予定だった各学会は軒並み中止、

もしくは延期となり、その中で6月の総会フォーラム

を開催するか否か、徐々に実行委員会のメーリングリ

ストでも話が出るようになり、最終的には5月のゴー

ルデンウイーク明けに日本小児科医会執行部で決定す

ることとなりました。

実行委員会では、開催及び中止の両方のケースに

対応できるように準備を進める必要が出てきましたが、

中止のケースを考えながら準備を進め、モチベーショ

ンを保つのは非常に難しい状況でした。

また、その状況の中で考えなくてはいけなかったの

が収支です。開催日が近くなれば、抄録集を初めとす

る各種印刷物の発注が増えてきます。会場、懇親会の

キャンセル料も増えてきます。中止になれば協賛メー

カーからの収入も無くなり、参加費用による収入も

無くなるため、 日本小児科医会からの助成金のみとな

ります。それを超える支出となった場合の収入をどこ

から確保するのか、 日本小児科医会で昨年から加入し

ている保険を利用することができるのかどうか、開催

の可否を考える中で検討すべき点が非常に多くありま

した。

懇親会は学会会場（コンベンションセンター）でし

たが、ケータリングは札幌市内のホテルに依頼してお

り、ホテルの規約では、キャンセル料が非常に高くな

っておりました。そのため、抄録集等の印刷依頼を

ギリギリまで遅らせていましたが、 3月の段階で中止

を決定した場合でも、既にキャンセル料を考えると

赤字になっていました。これ以上開催の可否を遅らせ

ると、さらに赤字が膨らんでしまうため、 日本小児科

医会執行部に当初より少し早い段階での開催可否の決

断を依頼することとなりました。最終的には4月1日

の執行部会にて第31回日本小児科医会総会フォーラム

の開催中止が決定となりました。

その時点で、学会運営依頼先（コンベンションサー

ビス）に提出してもらっていた収支書では、 300万程

度の赤字となっております。その後、学会会場に関し

会学 報
出
口

第31回日本小児科医会総会フォーラム

開催中止、そして、

日本小児科医会Mreb講演from札幌へ

第31回日本小児科医会総会フォーラム実行委員会

米川元晴

2020年6月6日出～7日(日)、北海道札幌市にて

第31回日本小児科医会総会フオーラムを開催するこ

ととなり、 3年前より実行委員会を立ち上砿準備を

行ってきました。会頭に北海道小児科医会会長渡辺徹

先生、顧問には第23回日本小児科医会総会フオーラ

ム会頭の富樫武弘先生、前北海道小児科医会会長の

山中樹先生にも入っていただき、そうそうたるメン

バーの中、若手の実動部隊として学術教育委員の私も

実行委員に加わることとなりました。

日本小児科医会学術教育委員会では、 「生涯研修セ

ミナー開催の手引き」の改訂が終わり、 これから総会

フォーラム開催の手引きも改訂するところでした。

総会フォーラムの根本は変わらなくても、専門医

制度や、 日本小児科医会の各委員会の活動も時代に合

わせて変化しており、総会フォーラム開催の手引きも

それらに合わせた改定が必要でした。

実行委員の一員であると同時に、 日本小児科医会

学術教育委員会の一員であることは、双方の意思疎通

には非常に良い立場でした。

2019年の第30回日本小児科医会総会フオーラム

in京都を実行委員会で視察させていただき、次期

北海道開催に向けて会頭からのPRも無事終えること

ができました。

秋からは協賛メーカーも予想以上に順調に集まり、

教育セミナーの協賛メーカーも最低6社、できたら

8社を目標としておりましたが、最終的には12社の

教育セミナー協賛が集まりました。企業展示の協賛も

予想以上に集まったため、懇親会では全国から集まっ

た会員の皆さまに北海道の美味を堪能していただける

よう準備を進めておりました。

2020年の年明けには、実行委員一同、いよいよ半年

後に開催と意気込んでいましたが、その頃から、中国
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市の少年少女合唱団ですが、昨年はウィーンでも合唱

を行っております）による合唱の三本立てで開催予定

となっておりました。

コロナウイルスで総会フォーラムが中止になりまし

たが、緊急事態宣言で多くの子どもたちが今までとは

全く違う生活を送り、夢を持つのも大変な世の中だか

らこそ、市民公開フォーラムを開催する事に大きな

意義があると実行委員会でも考え、Web講演の開催

を目指すこととなりました。

web講演による開催を決定した頃には、合唱やカラ

オケによるクラスターの発生も騒がれており、HBC

少年少女合唱団も活動を完全に中止している状況でし

た。そのため、 JAXAとJAMSTECの2講演でWeb

講演を開催することになりました。

ただ、全国規模のweb講演を、各々が違う場所から

開催するのは初めての試みであり､通常のweb会議で使

用するZOOMミーテイングと、大規模な講演で使用す

るZOOMウェビナーでは利用方法も大きく異なるため、

開催までは予行演習を2回開催する必要がありました。

ZOOMウェビナーを利用したのは、オンデマンド

配信ではなく、ライブ配信で、子どもたちがその場で

演者に質問ができるためでした。また、ZOOMウェビ

ナーを利用することで、詳細な視聴者のデータ収集を

行う事も可能です。

視聴者数：1,205名(事前登録のうち当日参加者は67％)、

性 別：男性52％、女性45％、不明3％

ては、札幌市よりコロナウイルスによる中止の場合は

キャンセル料無しとの連絡があり、懇親会を依頼して

いたホテルとも交渉の結果、キャンセル料を大幅に減

額することができました。その他、もろもろの経費を

減額することができたため、最終的には日本小児科

医会からの助成金でほぼ賄うことができました。開催

可否の決定が後1週間後になっていたら、助成金内に

納めることは不可能でした。開催可否の判断を早めて

いただいた日本小児科医会執行部の皆さまには感謝し

ております。

ここまでは、中止による金銭面での話をしてきまし

たが、実際には、 3年かけて準備してきた学会が中止

になってしまった事は、実行委員にとっては言葉では

言い表せないほどの無念な結果でした。

開催が中止になれば、後処理だけが残り・ ・ ・と

思っていましたが、 日本小児科医会は公益法人である

ため、市民公開フォーラムは何らかの形で開催して欲

しいと執行部より話がありました。

総会フォーラムは「夢を見よう、子どもたちととも

に」というテーマのもと、北海道の実行委員会で準備

を進めてきており、市民公開フオーラムも、子どもた

ちが夢を持てるような内容の企画を考えていました。

JAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)の

川口淳一郎先生と、 JAMSTEC(国立研究開発法人

海洋研究開発機構）の江口暢久先生に【宇宙と深海】

についての講演、そして、HBC少年少女合唱団（札幌

年齢別視聴者数

"鶴凧
､数
鰻
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当日は、約170件の質問が両演者に寄せられ、その

多くの質問に演者から直接回答していただくことがで

きました。子どもたちが川口先生、江口先生に直接

質問ができる機会は滅多に無く、今回は貴重な経験が

できたのではと思います。

また、講演前に聾学校の先生から、聾学校で生徒達

に見させてあげたいため、字幕付きにできないかとの

相談がありました。ライブ配信で字幕付きの配信を考

えるには準備する時間がなく、演者の先生方と相談し、

後日、全国の聾学校向けに配信を行う事となりました。

その際には、北海道ろうあ連盟で字幕作成、手話の

編集をしていただけることとなっております。

当初の予想参加人数と比べると、参加人数は少なか

ったですが、 これはPRの方法、期間等の問題がありま

した。もう少し余裕をもってPRを行えば、 もっと多く

の子どもたちに見てもらうことができたと思います。

今回、市民公開フォーラムをWeb講演という形で

初めて開催しましたが、その経験を元に、今後は会場

とWebでのハイブリッドでの開催など、より多彩な

開催方法を考えられるのではと思います。

市民公開フォーラムのJAXA川口先生の講演で、 「0」

から 「1」を作り出すことの大切さについての話があ

りましたが、今回、総会フォーラムは中止になりまし

たが、北海道の実行委員会で最後に、市民公開フオー

ラムの新たな「1」の形を作り出すことができたので

はと思います。

学術教育委員として、そして、北海道小児科医会の

会員としても初の仕事が今回の第31回日本小児科医会

総会フォーラム開催でした。北海道小児科医会の実行

委員会の皆さま、 日本小児科医会執行部、事務の皆さ

ま、 日本小児科医会の各委員会の皆さま、そして学術

教育委員会の皆さまには御迷惑をおかけしてしまうこ

とも多々ありました。その中でも何とかここまで形を

作ることができたのは、皆さまのお力添えのおかげと、

深く感謝しております。 この場をお借りして御礼申し

上げます。

６
１



北海道医師会

医師キャリアサポート

相談窓□〉

ドクターの人生に寄り添い､希望にかなう働き方を全力応援！

介護
サポート

育児
サポート

セカンドキャリア
サポート

就業・復職
サポート

◎詳しくは専用ホームページをご覧ください
http://www.hokkaido.med.or.jp/josei-dr-shien/

蕊北海道医師会医師キャリアサポート相談窓□
札幌市中央区大通西6丁目北海道医師会

、零

ン ~こー

i-dr-I

ご相談はこちら

m｡O120-112-500
（受付時間:月～金9:00～17:00）

FAX:011-231-7272 mai[:josei-dr-shien@m.doui.jp

050



北海道小児科医会会報(30）令和2年9月15日 第36号

生方に講師をお願いしましたが、本学会の意義を改め

て思い起こしてくれるような含蓄のある話を聞かせて

いただきました。また「インフルエンザの治療薬こ

れまでとこれから」では、インフルエンザに関連する

薬に関して、多角的な視点から、考えるきっかけを提

供していただいたと思います。さらに「再考：小児医

薬品」と題してのミニシンポジウムが企画されていま

した。小児用医薬品開発に向けた行政の取り組みの話

と小児の薬物療法の現状に関する話がありました。

教育講演は、 「脳腱黄色踵を疑うポイントとその治療」

と「コンパニオン診断の現状と今後一がん関連遺伝子

検査から遺伝子パネル検査へ－」の二つがありました。

また三つの教育セミナーもありました。主題は、

1)ビバンセの臨床的意義と流通管理体制について、

2)+3SDの小児科医が-2SD未満の児と向き合って考

えること、 3）亜鉛製剤の位置づけを模索して･不安・

恐怖・痛みのない小児医療を求めて、でした。 この他

にモーニングセミナーが二つ。タイトルは、 1)創業

1597年かんのむしを追いかけて、 2)舌下免疫療法は

小児のアレルギー史を変えうるか？でした。そして、

坂田先生のメモリアルセミナーでは、北海道大学病

院臨床研究監理部の寺本剛先生を講師にお招きし、

「臨床研究が叶える未来医療～素朴な疑問から研究の

実践に向けて～」のタイトルで講演していただきまし

た。特に、小児領域における臨床研究が滞っているこ

とをお示しいただき、適正な臨床研究とはどのような

ものかをお話いただきました。 口頭発表は15題ポス

ター発表が22題でした。参加者は実に550名を超えた

事を報告させていただきます。

学会の開催に関与した事で、小児の薬物療法にはい

まだ未解決な問題が多く残されていることに気づかさ

れました。最後に、学会場にご参集いただいた皆さま

に心より深謝いたします。

第46回日本小児臨床薬理学会学術集会

旭川医科大学小児科

東 寛

第46回日本小児臨床薬理学会は、故坂田宏先生を

大会長として、令和元年9月28日、 29日に札幌市の

ロイトン札幌で開催されました。 この学会は、教室の

初代教授である吉岡一先生が1974年(昭和49年)に

層雲峡で開催した「発達薬理シンポジウム」にその起

源があります。途中、名称が「日本小児臨床薬理学会」

となり、実に30年ぶりに北海道で学術集会が開催され

たものです。大会長に替わって坂田葉子先生が事務

局長として、静岡厚生病院小児科の田中敏博先生が

プログラム委員長として学会の準備をいたしました。

また、 トロント小児病院の伊藤真也先生には、副大会

長として学会を支えていただきました。本学会は、

学会準備途中で亡くなられた、坂田先生への追悼の意

が込められた学会にもなりました。学会のテーマは、

坂田先生の考えられた「北の大地で子どもの未来と薬

について語りあおう」でした。天候にも恵まれ、小児

科の臨床医だけではなく、薬理学等を専門とする基礎

医学の諸先生、薬剤師、保健師、看護師など幅広い領

域からの参加者が集まりました。

特別講演1は、北海道大学薬学部の原島秀吉先生に

「多機能性エンベロープ型ナノ構造体の開発とナノ

医療への展開」と題した講演でした。細胞の核内に効

率よく薬物を運ぶことができる新しいdrugdelivery

systenlの開発について熱く語っていただきました。

特別講演2は、旭山動物園園長の坂東元先生より、

「命をつなぐ動物園」 と言うタイトルで講演をして

いただきました。シンポジウムは2つありました。

「小児臨床薬理学の原点に帰る」では、ベテランの先

園鑓唾戴蝋
垂
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ムの講演内容を取り入れて肉付けしてみました。講演

後に当院の磯部宏院長（肺癌が専門）からIPEX-like

症候群とPD-1阻害薬の副作用に共通点があるのでは

ないかというご指摘をいただいたのが印象的です。

この学会は懇親会出席率が高いのが特徴です。開会

の挨拶に続き、渡辺徹会長はじめお世話になった先生

方からご挨拶をいただきました。懇親会では北海道産

の食材と日本酒を取りそろえましたが、真っ先に売り

切れたのは当医会副会長・土田晃先生から差し入れて

いただいた竹鶴でした(差し入れに感謝申し上げます)。

まさか、 自分が小規模とはいえ全国学会を主催する

ことになろうとは夢にも思っていなかったのですが、

日本医大小児科教授で日頃から懇意にしていただいて

いる伊藤保彦先生（日本小児リウマチ学会前理事長）

の「そろそろ北海道行きたいなあ～」というつぶやき

で立候補するに至りました。色々と不手際もある中で、

当院の大倉有加・下村真毅両医師が臨床に忙しい中で

献身的に手伝ってくれたこと、また他のメンバーが

しっかり留守を守ってくれたことに心から感謝して

おります。

この3月に会計処理も全て終了し、なんとか赤字を

出さずホッとしています。そして、学会の成否を担う

のは、活きの良い若手の発表と、 これに建設的なコメ

ントをしてくれる中堅・ベテランの教育的配慮、すな

わち参加者の熱意なのだということを改めて認識した

次第です。

第29回日本小児リウマチ学会

KKR札幌医療センター小児科

小林一郎

2019年10月4～6日にライフオート札幌において

日本小児リウマチ学会を主催させていただきました。

天候には恵まれませんでしたが、全国に大きな被害を

もたらした台風15号と19号を何とか避ける形で開催

できたのは幸いでした。北海道小児科医会からもご支

援をいただき、無事終了することができました。また

札幌医科大学小児科の川崎幸彦教授のご厚意で、会場

を格安価格で借りることができました。この場をお借

りしてお礼申し上げます。

以前は札幌効果というのがあり、札幌で学会を開催

すると参加者は2割増しになったそうです。前年度の

参加者が400名であり、今回も同程度？と目論んでお

りましたが、学会業務を請負う担当者から「最近、札

幌効果はないですよ。 270が良いところでしょう」と

のこと。実際の参加者も招待者含めて275名でした。

さすが、プロです。しかも美女二人でしたので、打ち

合わせの煩わしさは皆無でした。

もともと症例報告を重視してきた臨床の学会であり、

昨年にほぼ匹敵する93の一般演題が口演またはポス

ターで発表されました。今回は“飛翔”というテーマ

のもと、招待講演やシンポジストの先生方には若い

参加者を対象になるべく臨床と基礎をつなげるような

お話をお願いいたしました。特別講演は北海道大学

内科Ⅱ．渥美達也教授にSLE及び抗リン脂質抗体

症候群のお話をしていただきました。また、メイン・

シンポジウムは若年性皮層筋炎をテーマに小児科・

内科・皮層科・神経内科から第一人者をお呼びしまし

た。その他、 自己炎症、 SLE、血管炎、男女共同参画、

移行期医療などのセミナーやシンポジウムでも参加者

の活発な議論があり、有意義な学会になったと思って

おります。

学会を主催すると、会長講演なるものをしなくては

なりません。有賀正名誉教授に座長の労をお取りいた

だき「自己免疫のメカニズム」というテーマで大風呂

敷を広げてみました。小児膠原病との出会い、私が取

り組んできた自己抗原の同定と制御性T細胞の話を中

心に、 これまでこの学会で企画を担当したシンポジウ
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野田聖子議員もご参加され、活発な情報交換がなされ

たそうです。このように、無事に第16回から第17回

の同セミナーへもバトンを渡せたと考えております。

数年前から、北海道において、学校における医療的

ケアの推進のためにモデル的に導入されたのは、教育

委員会により選定された医療的ケアの指導医が、学校

医とは別に訪問指導する方法です。ただし、ご存じの

ように、 これまでこのような医療的ケアのモデルが展

開される以前から、各地域の小児科主治医は学童の指

導に長年関わってきた経験があります。北海道は広く、

札幌以外の人口密度はまばらで、医療過疎が進んでお

り、どのような医療的ケアの取り組みが適切なのか、

この機会に振り返り、再検討、再構築する必要があり

ます。そのような中、本セミナーが、参加される皆さ

まにとって有意義な情報交換の機会となり、教育と医

療を含めた子ども達の環境の充実につながる一助とな

ったことと思います。

今回のセミナーを開催させていただきました私自身、

何度か全国各地の医療的ケアセミナーに参加していま

すが、北海道の事情をあらためて認識する機会になり

ました。今後も、 さまざまな機会を通じて、全国の

グローバルな視点を確認しながら、北海道においても

適切な医療的ケア児の教育を含めたコミュニテイーの

充実をはかることが重要と考えます。

第16回医療的ケア研修セミナー

国立病院機構北海道医療センター

神経筋／育生センター

(前国立病院機構八雲病院小児科）

石川悠加

第16回医療的ケア研修セミナーは、令和元年10月

6日(日)に、北海道大学学術交流会館におきまして、

予定通り開催することができました。本セミナーは、

北海道小児科医会会長の渡辺徹先生には多大なるご理

解およびご支援を賜り、協賛およびご助成をいただき

ました。会場確保に際して、小児神経学会北海道支部

長の白石秀明先生のご尽力をいただきました。また、

本セミナーを主催する小児神経学会社会活動・広報委

員会の北海道の委員である北海道立旭川療育センター

宮本晶恵先生と北海道立小児総合医療・療育センター

続晶子先生にも格別のご指導をいただきました。

北海道を中心に全国から135名（医師15名、看護師

56名、保健師、理学療法士、作業療法士、教師など

64名）に加え、スタッフとして8人（うち医師2人）

が参加し、講師を含めると総勢151人の会となりまし

た。最近の同セミナーの参加人数は、第13回長崎大

学、 14回東京大学、 15回金沢商工会議所において、

それぞれ200人程度、医師が約3分の1でしたので、

今回は医師の参加人数が少なかったようです。

医療的ケアの北海道のモデル校である拓北養護学校

の主任看護師の講師の方々に実情をご発表いただき、

会の終了後にも、教頭先生と小児神経学会社会活動・

広報委員会委員長の米山明先生（社会福祉法人日本

肢体不自由児協会心身障害児総合医療療育センター

板橋区子ども発達支援センター外来療育部長） 、副委

員長の三浦清那先生（愛知県医療療育総合センター中

央病院副院長）としばらく情報交換が続けられました。

教頭先生からは「このような全国の医療的ケアの動向

や展望を各職種が一同に集まり情報交換する機会があ

るとは知らなかった」と、コメントをいただきました。

今回のセミナーには、第17回医療的ケア研修セミ

ナーの会長である熊本大学病院小児在宅医療センター

小篠史郎先生もご参加いただきました。第17回の同

セミナーは、令和2年4月に予定されていたため、新

型コロナウィルスの影響で既にWebにて開催され、
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プログラム

第16回

ケア研修セミナー

9:30～gz35

開会の挨拶

石川悠加(国立病院機構八種病院小児科）

9:35～10:35

人工呼吸や気道クリアランスを要する子どもの日常生活支援と救急指導

緒方健一（おがた小児科･内科医院）

|O:35~1 1 :35

消化管運動異常の診断と栄巷管理:胃ろうの適応と効果･配慮点

川原央好(浜松医科大学小児外科）

1 1 ;35－12: 10

呼張･軽下･消化管運動にも配慮した気道クリアランス･車いす･アシステイブ
テクノロジーを活用した学習環境

三浦利彦（国立病院機構八雲病院理学療法室）

’3: 10～14: 10

学校における医療的ケア肴護師の立喝から

勝田仁美（兵庫県立大学君謡学部）

14: 10~'5:OO

北海道における学校での医擦的ケア

北海道における医療的ケアの現状と課題

津川周一（北海道教育委員会主査）

学校における医療的ケア～学校看護師の実際～
川崎奈津枝(北海道拓北番讃学校主任霧護師）

2019年10月6日(日） 9:30～17:00(受付開始9:00）

北海道大学学術交流会館小講堂
（札幌市北区北8条西5丁目）

諏冒ロ 医師7,000円､非医師3,000円､医療系学生2,000円

=B 180名（申し込み先着順）

E麺珊20'9年8月5日（月）≦9月26日（木』
※期間内であっても定員になると締め切ることがあります。

[申込方法1一般社団法人日本小児神経学会ﾎｰﾑベｰヅ
(httPS://wwwch!ldneuro.jp〃から所定のﾌｫｰﾑを利用してお申込み下さい。

対象

重症神経疾患児･重症心身障害児（者）等の、医療･療育･教育･通園通所・
訪問看護などに携わる、医師･看護師,保健師･理学･作業療法士･雲語聴覚士.

蕪:鷺駕霧f"",
三浦清邦(愛知県医療療育総合センター中央病暁）

'5: 10～16: ’0

全国の学校での

'6: 10~'6:4O

子どもの発達支

偲

援と医療的ケア:オーバーピユー --蓬一筆． 勇一＝
米山明（心身障害児鱈合医療療育竃シター小児科

板橋区子ども発達支援センター）
慰

底÷16:40～17:00

総合討論
酔琴ﾅ

『問合せ先》

一牧鞍雲,蚤人日*』I,蒐神竃学会寧繍蝿●原癖奉舗窪会丁辱乞袖ﾈｵﾒｲ+ごｱ軒》
E-m皿窪歴､』7色[他Idn輯』心Jpfar03-"51.4“7筆T噌罠掻的ケア鞭修踵ﾅ÷会長石川麺繧＝墨狐八宙篠稜拳窪}

~、､、里日宇鼻
曲解凸,垂弾

－邑 、、

、
唖
、
Ｙ
§

咽
４
曲
蝋

､｡1， 1．

迄屡翠
臼該毎ダ増宗 1歩全咀

山

， /
歩譲=‘…い 職 氏需･蕪． 毎銭

E琴勉



北海道小児科医会会報(34）令和2年9月15日 第36号

UniversityChildren' sHospitalからProfessorSu

EunParkを招聰いたしました。講演のタイトルは

「Cytokineprofilesofcerebrospinalfluidinchil-

drenwithenteroviralandparechoviralmeningitis」

でした。

シンポジウムは、五つで、 1）治療に伴う免疫不全

状態と感染症及びその治療戦略について考える、 2）

感染症の変化と求められる対応、 3）マスギヤザリン

グで問題になった感染症に警鐘を鳴らす～東京オリン

ピック・パラリンピックに備えて～、 4）インフルエ

ンザ：古くて新しい話題5）動物由来感染症につい

て考える、でした。現在、 コロナウイルス感染が世界

中に広まっておりますが、 シンポジウムで取り上げた

内容を振り返ると、今まさに、 日常生活そのものが

「マスギャザリング」の状況となってしまいました。

また、 シンポジウム3の話の中にあった感染拡大の解

析の「数理モデル」が、 コロナウイルス感染症の対策

を練るために応用されている、 という状況となってい

る事に唖然としております。教育講演は、八つのテー

マを企画しました。 l) JIAの病因論、 2)パルボウ

イルス感染症、 3）尿路感染症の治療方針について、

4）小児感染症の新しい検索法、 5）免疫受容体に

よるウイルス感染制御、 6）本邦小児敗血症の現状と

未来予測、 7) aHUSの臨床と注意すべき感染症

8）小児急性化膿性虫垂炎の治療方針の変遷、です。

「若手小児科医への研究の勧め」と題したワークショ

ップも開催しました。一般演題は250題を超え、参加

者も1,000人を超える人数となり、無事に学会を終了

することができました。

最後になりますが、北海道小児科医会員の先生方か

らも多くの参加をいただきました事、心よりお礼申し

あげます。

第51回

日本小児感染症学会総会・学術集会

旭川医科大学小児科

東 寛

令和元年10月26日から27日の2日間、第51回日本

小児感染症学会総会・学術集会を、旭川市星野リゾー

}OMO7で開催いたしました。教室の初代教授である

吉岡一先生のご専門が感染症であったことから、 51

年という長い学会の歴史の中で、初めて旭川でこの学

会が開催できたことは、私どもにとって、大変に喜ば

しい事でありました。会場全体が手狭になる事も心配

されましたが、むしろ、一カ所に集中できたことによ

り、各会場への移動が容易となり、そのことで、参加

していただいた皆さまには、非常に好評だった様に思

います。

さて、今回の学術集会は、令和元年の開催で、かつ

51回目と言う巡り合わせもあり、古きを覧み、それを

足場として新しきを考えると言う意味を込めて、主題

を「感染・免疫学の覧古考新」 、副題として「better

patientcareを目指して」といたしました。

特別講演は、二つあり、元北海道大学医学研究院の

瀬谷司先生による「安全性の高いワクチンの免疫増

強剤」と京都大学大学院の森和俊先生による「小胞

体の機能と制御のダイナミクス」でした。瀬谷先生の

話は、 自然免疫系を活性化しないアジュバントの話で

あり、副作用のないワクチンの開発につながる話でし

た。森先生は、細胞内小器官である小胞体の機能解析

の分野の先駆者のお一人であり、研究の開始から現在

に至るまでの経緯を話していただきました。参加され

た皆さまには、 いずれも興味深くお聞きいただいた

と思います。招待講演の演者としてPusannational



北海道小児科医会会報第36号 令和2年9月15日 （35）

2）診療情報提供料(I) :①提供先を幼稚園や学

校等の教育機関、保育園や病児・病後児保育など

の保育機関も加える。②様式の追加として学校生

活管理指導表、アレルギー疾患生活管理指導表、

病児保育連絡票等の様式を認める。③要支援児童

の対応での、様式12-2, 12-3の使用対象医療機

関の見直しをする。④包括範囲の見直しをする。

5． 日本医師会社会保険診療報訓検討委員会・内科系

学会社会保険連合会議・内保連小児関連委員会・

日本小児科学会社会保険委員会等に日本小児科医

会代表の委員として出席した。

6．令和元年度診療所小児科医業経宮実態アンケート

調査を実施し、集計および報告書の作成をした。

7．令和2年度日本小児科医会総会フオーラム（札幌）

における社会保険委員会企画シンポジウム「これ

からの小児医療.保険を考えた診療報酬のあり方に

ついて」の計画・準備を行った。

令和2年度診療報酬改定について（小児科関連概要）

外来医療

1．小児科外来診療料（変更内容）

①算定対象となる患者の年齢が3歳未満から6歳未

満に拡大

②当該保険医療機関において院内処方を行わない場

合は、処方雲の交付、不交付にかかわらず「処方

菱を交付する場合」で算定する。

③施設基準に係わる届出が必要。

④小児抗菌薬適正使用加算は、月1回に限り認める。

6歳未満まで認める。

⑤包括されない点数に「診療情報提供料Ⅲ」が追加

される。

2．小児かかりつけ診療料（変更内容）

①算定対象となる患者の年齢の変更。未就学児は

同じだが、 6歳以上の患者は、 6歳未満から小児

かかりつけ診療料を算定しているものに限る。

（これまでは、 3歳以上の患者は、 3歳未満から

算定しているものに限る。 ）

②当該保険医療機関において院内処方を行わない

場合は、処方菱の交付、不交付に拘らず「処方

菱を交付する場合」で算定する。

③小児抗菌薬適正使用加算は、月1回に限り認める。

未就学児まで認める。

（ア）包括されない点数に、 「診療情報提供料Ⅲ」

日本小児科医会委員会
だより

社会保険委員会

前常任理事長野省五

1．委員会の開催：全体委員会2回、小委員会1回、

全国委員会1回

①令和元年6月9日(日)令和元年度第1回社会保険

委員会総会フォーラム、京都（京都テルサ）

②令和元年9月15日(日)社会保険小委員会

エイジーエス西新宿ビル

③令和元年11月10日(日)第2回社会保険委員会

エイジーエス西新宿ビル

④令和2年2月23日(日)社会保険全国委員会

（開催中止）

2．次回診療報酬改定における小児医療に関する要望

書を、 日本小児科学会社会保険委員会と共同で内科

系学会社会保険連合・日本医師会・厚生労働省に提

出した。

3． 日本医師会診療報酬検討委員会で次回診療報酬改

定に対する小児科の要望事項（案）を提示した。

【重点項目1】◎診療報酬提供料（1）の紹介先の

対象拡大と小児科外来診療料からの除外特例項目

とする。

【重点項目2】◎小児かかりつけ診療料の算定要件

の変更及び増点○小児科外来診療料の算定要件の

変更及び増点（1,000点以上の高点数を除外） 。

【重点項目3】◎小児入院医療管理料：入院基本料

加算の包括範囲の見直し及び増点○小児入院医療

管理料3～5の増点。

4．医療技術評価提案書を、内保連を介して厚生労働

省に提出した。令和元年7月31日㈱に委員4名が

出席して厚労省のヒアリングを行った。

1）小児かかりつけ診療料：①2つに区分し現行の

施設基準と新たに年齢に配慮した施設基準を設定

し、選択を可能にする。②1人の患者に対し施設

基準を満たした医療機関での連携を可能にする。

③1,000点を超える手技料については当該診療料

に含めない。
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ヒトメタニューモウイルス抗原定性150点→146点

ノロウイルス抗原定性 150点→150点

マイコプラズマ抗原定性（免疫クロマト法）

150点→150点

アデノウイルス抗原定性（糞便を除く）

194点→189点

が追加される。

（イ）機能強化加算は、施設基準が変更になる。

初診料対象患者すべてが対象となるのは変わ

らず。

④小児特定疾患カウンセリング料

（ア）公認心理師による場合が追加。 2年を限度

として、 1回200点、月2回に限り算定。

⑤診療情報提供料I

（ア） （算定要件の追加）医療的ケアが必要な児

である患者について、患者が通学する学校の

学校医等に対し、当該患者が学校生活を送る

に当たり必要な情報を提供した場合、月1回

に限り算定。

⑥診療情報提供料Ⅲ（新設）

（ア）かかりつけ医機能を有する医療機関から紹

介された患者、あるいはかかりつけ医機能を

有する医療機関に紹介された患者について、

紹介元の医療機関からの求めに応じ、患者の

同意を得て、診療状況を示す文書を提供した

場合に算定。 （かかりつけ医機能及び医療機

関間の連携を推進する観点から紹介患者の返

事に対する評価の新設。初診料を算定する日

は除く、ただし、次回受診する日を予約する

など継続して診療を行う場合はこの限りでは

ない。 ）

（イ） 150点。 3月に1回に限り算定。

（ウ）ただし、同一の患者について同一の保険医

療機関に対し診療情報提供料Iを算定した月

は、別に算定できない。

入院医療

在宅医療

1．在宅療養指導管理材料加算の通則

在宅酸素療法指導管理料、在宅人工呼吸指導管理料

又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を6歳未満の

乳幼児に対して算定する場合は、乳幼児呼吸管理材

料加算として、 3月に3回に限り1,500点を所定点

数に加算する。

その他

l.感染症迅速検査点数

A群β溶連菌迅速試験定性 130点→127点

RSウイルス抗原定性 142点→138点

インフルエンザウイルス抗原定性 143点→139点

騨鋤繍繍職鋤蝋翻聯騨鋤蝋職鋤鋤職

公衆衛生委員会

常任理事古田博文

1．第1回2019年6月8日 （京都テルサ）

2．第2回2019年9月22日 （新宿）

3．第3回2020年1月19日 （新宿）

（1）予防接種推進専門協議会報告委員会3回分

副反応検討部会の報告

おたふくワクチン後に髄膜脳炎 1歳児後遺症

（＋）ワクチン株が検出

水痘ワクチン帯状萢疹の後に無菌性髄膜炎をおこ

すこともある。

MRワクチン翌日に顔色不良呼吸停止蘇生した

が低酸素脳症、肺水腫予後不良の判断で積極的治

療はせず2日後に死亡QT延長症候群KCNH2

遺伝子に変異がみられた。

風しん関連の報告

患者数増えている

CRS2例目が出た

風しん第5期の追加事業が始まった

麻しん関連の報告

GW後の発症がめだつ。 15%が海外での感染。排除

認定がキャンセルされる可能性もある。技術研修生の

持ち込みに注意が必要。医療機関ではスタッフのワク

チン接種「2回」を確認する。

RS流行都道府県により流行開始時期が異なり、

注意報、警報レベルを設定して開始時期を決めている

ところもある。埼玉、大分など。都道府県単位で支払

基金、国保連と連絡を取る必要がある。

2018年度の感染症流行予測調査がでた。 2013年度

では4， 5歳児の百日咳抗体の著明な落ち込みがあ

り、その後抗体保有率が上昇するという傾向が見られ
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たが、 2018年度は最も低い年齢層が9歳で、グラフが

5年分右に移動したように見える。

・予防接種法改正に向けて、ワクチンのリスクコミ

ュニケーション、予防接種にかかる費用、風しん

5期の周知法などが問題。

・がん教育の中に「ワクチンによるがん予防を盛り

込むための要望書」を提出。

（2） 日本小児科学会予防接種感染対策委員会報告

・ワクチンへのhesitancyへの対応4月にシンポ

ジウム企画

「知っておきたいわくちん情報」 日米の共同研

究を進める

米国では2018年10月までにすべての州が新生児

のSCIDマススクリーニングを実施したが、 日本

でのSCIDのマススクリーニングの進捗はどうな

っているのか。今後の問題。 （及川理事）

・おたふくかぜワクチン添付文書の改訂の要望書に

ついて

「生後24～60カ月に接種することが望ましい｣の

文言削除を要望する。

要望書はPMDA宛とすべきで、予防接種推進

専門協議会委員長の岩田先生がPMDAに照会し

てみることになった。

・2期DTの接種時に代替としてDPTを任意接種し

た場合、 「予診のみ」として予防接種委託料を請

求できるか？ 「予診のみ」の委託料を設定してい

るところであれば、問題なくできると思われるの

で、地域に戻って行政とすりあわせをして実施し

ていただきたい。

（3）自見はなこ議員によるワクチン勉強会

5月30日参議院議員会館にて峯理事が参加。

岡部信彦氏のショートレクチャー厚労省予防接種

室長国会議員などが出席。

第3回ワクチン勉強会（自民党）司会進行自見

はなこ議員峯理事

伊藤副会長が出席。 「国立感染症研究所予防接種の

実施について」 、 「ワクチン政策における地方衛生

研究所の役割と課題」 。意見交換。

第5回ワクチン勉強会（自民党）峯理事

HPVワクチンの積極的勧奨再開を目指す勉強会

（自民党議員連盟）峯理事

細田博之氏が委員長、三原じゆん子氏が中心

（4）第31回総会フオーラム

（札幌2020年6月6日～7日）一般演題

コロナのため中止。

霧霞霧翰鐘霧霞鯵轡鯵鯵参謬轡霧霞

乳幼児・学校保健委員会

常任理事小池明 美

日本語版BrightFuturesは、厚労省研究事業「Bio-

psychosocialに健やかな子どもの発達を促すための切

れ目のない保健・医療体制提供のための研究」 （通称：

岡班）にて検討中であるが、乳幼児学校保健委員会で

も毎回討議が行われ「子どもが過ごす社会・環境、心

身にわたって、出生前から20歳の成人まで継続して小

児科医が見守る仕組みを取り入れる」ため、各委員が

米国版を小学校低学年、高学年、中学生、高校生に分

けて翻訳し、診療所での個別健診を行う際のチェック

シートを作成することとなる。

令和元年度第1回乳幼児学校保健委員会

日時：令和元年6月9日(日)12時10分～14時10分

場所：京都テルサ第4会議室

【報告事項】

「就学時健診」健診についてアンケート調査：

松下委員長6月8日総会フオーラムー般演題で発表

【協議事項】

1．第9回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会に

ついて

役割分担、 日本小児科学会専門医シールについて

2． 日本語版BrightFuturesについて

3．令和2年度総会フオーラム（札幌）でのシンポジ

ウムについて

4．第10回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会に

ついて

令和元年度第2回乳幼児学校保健委員会

日時：令和元年6月23日(日12時～16時

場所：エイジーエム西新宿ビル

【協議事項】

1． 日本語版BrightFturesについて

2．令和2年度総会フオーラム（札幌）のシンポジウ

ムについて
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3．第10回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会に

ついて

令和元年度第3回乳幼児学校保健委員会

日時：令和元年9月16日(日)10時～14時

場所：エイジーエム西新宿ビル

【協議事項】

1． 日本語版BrightFuturesについて

2．令和2年度総会フオーラム（札幌）のシンポジウ

ムについて

案「学童思春期のへルスプロモーション～個別

健診を目指して」

3．第10回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会に

ついて

仮題：学童思春期を極める

4．研修会の交通費支給について

5．令和元年度総会フォーラム発表「就学時健診診断

の現状と問題点」

日本医学雑誌投稿

令和元年度第4回乳幼児学校保健委員会

日時：令和2年1月13日 （月祝） 11時～15時

場所：エイジーエム西新宿ビル

【協議事項】

1． 日本語版BrightFuturesについて

2．令和2年度総会フオーラム（札幌）のシンポジウ

ムについて

テーマ： 「学童思春期のへルスプロモーション

～個別健診を目指して」

3．第10回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会に

ついて

テーマ：学童・思春期を極める－子供たちの心

身の健康をかかりつけ医が見守る－

4．産後ケア法案について

騨織蝋鋤鯵翻織騨総騨蝋鋤鯉騨職職

学術教育委員会

常任理事米川元晴

例年は、 6月の総会フォーラム、 10月の生涯研修セ

ミナー時に学術教育委員会を開催するが、令和元年の

生涯研修セミナーは台風のため令和2年3月に延期と

なった。その後、新型コロナウイルスの影響で3月の

生涯研修セミナーも中止となったため、学術教育委員

会は6月の1回のみ、他はメーリングリストにて検討

となっている。

日時：令和元年6月9日(日)の1回開催

報告事項

総会フォーラムについて

1．第30回日本小児科医会総会フォーラム

（2019京都)進行状況について

2．第31回日本小児科医会総会フォーラム

（2020北海道）について

3．第32回日本小児科医会総会フォーラム

（2021九州福岡市）について

4．第33回日本小児科医会総会フオーラム

（2022香川県）について

5．第34回中部ブロックの予定、開催地はブロック

内で協議して決定する

生涯研修セミナーについて

l.第14回日本小児科医科会生涯研修セミナー

(2018広島）の総括

2．第15回日本小児科医科会生涯研修セミナー

（2019愛知）について

3．第16回日本小児科医科会生涯研修セミナー

（2020和歌山ホテルグランテイア和歌山)について

4．第17回日本小児科医科会生涯研修セミナー

（2021群馬県高崎市予定）について

※群馬県小児科医会から10月11日 （祝日） 、

高崎市のGメッセ群馬

5．第18回日本小児科医科会生涯研修セミナー

（2022宮崎県）について

6．第19回日本小児科医科会生涯研修セミナー

（2023）について

東北・北海道ブロック内で協議して決定する
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＜検討事項＞

・北海道は生涯研修セミナーを開催しないという取り

決めだったが、北海道・東北ブロックに再編された

ため、今後は総会フォーラムの開催負担が減る分、

生涯研修セミナーも開催することとなる

・開催地は大都市の必要はなく、開催地と主催県を一

致させる必要は無い

・フォーラムのプログラム作成、運営に関して学術教

育委員会が直接関わることとなる

・委員会企画の取り扱い、枠の確保に関して

・生涯研修セミナーの改訂版は提出された物を元に協

議する

・総会フォーラム開催の手引きはこれから修正点を協

議していく

・学術教育委員会に女性委員がいなく、各ブロックか

らの選出時に女性委員の推薦に配慮していただく

・今後、大学所属者にも入会を勧める

・総会フォーラム、生涯研修セミナーを含めた日本小

児科医会の企画に対する保険について

①ニュースNo.68を発行（令和元年8月31日）

平成30年度事業報告、第30回総会フオーラム

開催報告、ブロックニュース等を掲載。

②ニュースNo.69を発行（令和2年1月15日）

会長挨拶、執行部年頭所感、成育基本法推進全

国大会開催報告、ブロックニュース等を掲載。

（3）医会会報への原著論文掲載

各都道府県医会より2名程度の査読員を推薦してい

ただいたリストから広報委員会で適切な査読者を2名

選定して査読と掲載判定を行っている。令和元年度は

会報第57号に2編、第58号に2編の原著論文を掲載

した。

（4）事務局変更

広報委員会は会報・ニュース等紙媒体の発行配布を

担っていることから、印刷製本を業とする日本小児医

事出版社に事務局を委託していた。しかし経営方針転

換に基づき同社が令和元年度をもって委託業務より撤

退することとなり、別会社を選定する必要に迫られた。

3月の委員会は異例かつ新型コロナウイルス感染拡大

に伴い長距離移動を伴う学会等が中止延期になる中で

あったが、対面議論が必要と判断し、社会的距離を保

っての委員会開催となった。複数社の見積もりおよび

業務内容を吟味し、令和2年度より中西印刷（株）に

業務委託することとなった。

曇曇響⑲鯵零響響⑳②曇鐘露鐘鯵鯵

広報委員会

副会長高室基樹

広報委員会は令和元年6月8日、 12月9日、令和2

年3月15日の3回開催された。 この他、関東在住委員

と担当理事による小委員会が不定期に開催された。活

動概要は以下の通り。

（1）医会会報の発行(年2回）

①会報第57号を発行(平成31年4月30日）

特集1 「一般診療を見直す」 、特集2 「第14回

日本小児科医会生涯研修セミナー」 、 「第8回

日本小児科医会乳幼児学校保健研修会『乳幼児

の食について考える』」、 「日本小児科医会第4

回小児救急研修会」等を掲載。

②会報第58号を発行(令和元年10月31日）

特集｢第30回総会フォーラム『輝かそう未来を』」

等を掲載。

（2）医会ニユースの発行（年2回）
連
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●●●●●●●●●●●●●●●●

子どもの心対策委員会

前常任理事渋谷好孝

●●●●●●●●●●●●●●●●

ホームページ委員会

副会長高室基樹

平成30年度総会において同委員会への北海道ブロッ

クの委員推薦は免除されたが、理事推薦委員として

高室が引き続き委員を継続している。委員会は令和元

年6月9日、 12月22日の2回開催された。メールカン

ファレンスはほぼ毎週行われている。活動の概要は以

下の通り。

（1） 一般用ホームページ

毎週火曜日に更新している。医会からの報告に加え、

理事、委員が提案した関係学会・行政機関等の小児科

関連ニュースへのリンクもアップしている。小児科関

連ニュースは担当委員が月毎に持ち回りで、 リンクで

きるサイトを一週間単位で提案し委員会メーリングリ

ストでソースの信頼性や継続性を担保している。

（2） 会員用ホームページ

会報、ニュースのPDFをダウンロードできる他、

Web上での会員アンケートやコミュニティ機能が稼働

している。会員諸氏の積極的な活用を期待したい。

セミナー履修状況など会員情報の確認更新ができる

よう作業を進めている。

引き続き見やすく安全なホームページを目指して

いきたい。会員諸氏よりご意見ご要望をいただければ

幸甚である。

一般用ホームページ：

https://www.jpaweb.org/

会員用ホームページ：

https://www.jpeda.or.jp/index.html

多くの先生方にホームページを閲覧ご活用してい

ただきたい。

令和元年度子どもの心対策委員会では、下記の研修

会を行っております。

子どもの心相談医研修会ナレッジキャピタルコン

グレ・コンベンションセンター

前期令和元年5月18日・ 19日

後期令和元年7月14日・ 15日

前後期とも500名以上の参加をもって終了しており

ます。

子どもの心研修会（導入偏)KFCホール

令和元年10月27日

思春期臨床講習会KFCホール

令和元年11月10日

なお、各会の研修内容は小児科医会ホームページに

記載されておりますので、参照してください。

子どもの心相談医カウンセリング実習は全国で開

催され、各会20名前後の参加があり、盛況のうちに終

了しております。

北海道では令和元年12月15日に函館にてカウンセ

リング実習が行われ、 12名の参加を得て盛会にて終了

しております。
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職鰯鯵鯵騨鋤騨鶴鋤欝繍総繍繍繍繍 参照下さい

(http://www.jpa-web.org/about/organization

chart/cm_committee.html) 。子どもとメディア委員会

常任理事諏訪清隆

鐵鯵鶴鯵鶴露霧鐙鯵鯵馨露鯵謬参鯵令和元年度、委員会は2回開催されました。

第1回委員会

日時：令和元年6月23日（日）

午前10時30分～午後1時40分

場所：エイジーエス西新宿ビル

第2回委員会

日時：令和元年11月4日侭） （振替休日）

午前10時30分～午後1時40分

場所：エイジーエス西新宿ビル

当委員会では、ゲーム障害など子ども達の心身への

電子メディアの影響に関連したさまざまな問題やその

対策等に関して情報交換や討論が行われました。

令和元年5月にはWH○総会において国際疾病分類

(ICD)への『ゲーム障害』が精神障害の一部として

疾病認定されたことで、他の依存症同様、治療が必要

な疾病と認められました。

これを受け、 日本小児科医会は全国の団体とともに

喫緊に取り組むべき内容を示した提言書を文部科学大

臣、厚生労働大臣に手渡しました。

委員会としては今後、依存についての啓発を進めて

いく予定です。 （関連記事:NPO法人こどもとメディ

アホームページよりhttps://komedia.or.jp/news/

2019/10/post-13.html)

また、令和2年6月に札幌で開催される「第31回日

本小児科医会総会フォーラムin札幌」において子ども

とメディア委員会企画を実施することを決定しました。

北海道をはじめ、全国各地から演者を招いて、それぞ

れの地域での取り組みについての講演を予定し、準備

が進められました。しかし、残念なことに、新型コロナ

によって総会フォーラムは中止となってしまいました。

NPO法人こどもとメデイア主催の第10回子どもと

メデイア全国フオーラム（令和2年1月26日）を共催

し、啓発活動が行われました。

今後、ゲーム障害の啓発、学校へのスマホ持ち込み

解禁への対策に取り組んでいく予定です。

子どもとメディア委員会のホームページでは、関連

情報や啓発資料について掲載されていますので是非ご

小児救急医療委員会

常任理事未岡裕文

1 ．調査研究事業

（1）小児救急医療委員会

小児救急医療委員会事業の事業計画作成、事業遂

行、事業進捗状況をチェック。

（2）小児救急アンケート調査

都道府県の小児救急医療の現状分析と課題の検討

を目的。

47都道府県小児科医会に対して、初期小児救急医

療の調査を実施。

（3）＃8000全国情報支援センター協議会

令和元年度は開催には至らなかった。

（4）＃8000情報収集分析事業

全国の＃8000事業から得られる情報を収集して

分析し、保護者の啓発に活用し、相談員の質の向

上をはかるため、令和元年度の厚生労働省医政局

の＃8000情報収集分析事業に応募して、選定を

受けた。

2．学術集会および研修会事業

（1）シンポジウム開催

＃8000事業について会員に普及し、小児かかり

つけ医制度を推進するために、第30回日本小児

科医会総会フォーラム（京都）においてシンポジ

ウムを開催。

（2）第5回小児救急研修会

令和元年9月22日(日)全国町村会館

会員の小児救急医療レベルの向上、今後の小児救

急の課題を話し合うことを目的。

1）家庭看護力醸成

2）小児救急の身体診察

3）子ども虐待への小児科医の役割を考える

4）＃8000情報収集分析事業を日常診療に生かす
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下での研修体制や座学での補完についても検討した。

2020年1月には最初の指導者が誕生するので、指

導者の名簿が作成でき、研修体制の一環としての地

域の貢献活動の単位を取得しやすくする。

2．第2回地域総合小児医療検討委員会

（2019年9月16日：新宿区）

前回の委員会で申請書を医会のHPからダウンロ

ードする事としていたが、予算変更をして郵送での

申請害の配布に決定した。

第6回指導者研修会のプログラムについて：健診

における予期的ガイダンスのグループデスカッショ

ンの形態についてBrightFutureを参考にして進め

て行くことを確認した。第7回指導者研修会は那覇

市で虐待、貧困、禁煙についてのプログラムとした。

第31回日本小児科医会総会フオーラムin札幌で

の委員会シンポジウムについて：成育医療等協議会

の第1回開催も踏まえて、佐藤委員長が認定医につ

いて、横田先生（日本外来小児科学会理事長）が小

児プライマリケアについて、大山先生、 と小西先生

（日本小児科学会小児医療供給体制委員会)からコミ

ュニティ小児科学を含めた将来の小児科医像につい

てお話しいただき、成育基本法と認定医の関係およ

び小児科医会と小児科学会が同じ方向を向いて成育

基本法のその先へ進むためのプログラムとした。

指導者の役割について：認定医制度では指導者、

カリキュラム、研修の場の3つが必要であり、指導

者の役割として1）認定医の育成・指導、 2）地域

小児医療のスペシャリストを2本柱とする。指導者

には子ども地域包括ケア、子ども地域医療構想を理

解して、地域でコーデイネートできる人材である事

を目標とする。加えて指導者のインセンティブをど

のように確立して行くかについてさまざまな意見が

出された。今後は医師会や行政へのアピールも進め

て行く。

地域総合小児医療認定医育成カリキュラムについ

て：小児科専門医以外にも地域総合小児医療認定医

を取得してもらうには、質の担保として認定医育成

カリキュラムが必要になるため作成を進めてゆく。

3．第3回地域総合小児医療検討委員会

（2020年1月12日：那覇市）

神川晃会長挨拶：厚労省の地域医療計画課の第8

次計画には小児医療の文言がほとんど入っておらず、

5）災害時の小児医療

・3.11東日本大震災を振り返る

・3.11東日本大震災と原発事故

・災害医療研修会について

3．普及啓発及び支援事業

（1）第5回家庭看護力醸成セミナー

令和元年10月27日（日）三重県医師会館大ホール

ー般市民、子どもの医療人等に対して、家庭看護

力醸成を啓発することを目的。

テーマ

「育てよう1身に着けよう！子どもを看る力を！」

基調講演

1) 「いつもと違う」が家庭看護力の基本！

2）家族に寄り添う小児救急医療と家庭看護力醸成

シンポジウム

「あっ！危ない1 1－家庭での気づき一」

1）家庭での子どもの事故

2）食物アレルギーを起こしたときの家庭での対応

3）家庭支援と子ども支援

鯵鯵総鶴鋤鶴鯵繍鯵翻鰯繍鯵鰯繍鶴

地域総合小児医療検討委員会

副会長士田 晃

1．第1回地域総合小児医療検討委員会

（2019年6月8日：京都市）

報告事項では、地域総合小児医療認定医暫定制度

の説明および4者協地域総合小児医療連絡協議会の

報告で、現段階では小児科専門医を認定医取得条件

から外すべきではないという意見が強かった。

協議事項としては、本制度の申請書を医会のHP

からダウンロードして記入後、提出できるようにし

研修簿の修正を行った。

第6回指導者研修会及び第7回指導者研修会

（後述）のプログラム・演者について検討した。

認定医の研修については医会内の各委員会、特に

学術教育委員会に依頼し、地域総合小児医療の知識、

経験が不足している部分（障がい児医療、在宅医療、

子育て支援、地域連携、病児保育など）の補填が必

要である。また地域貢献活動単位について指導者の
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小児科医会厚労科研の地域医療基盤開発推進研究事

業「小児医師確保計画を踏まえた小児医療の確保に

ついての政策研究」へ日本小児科医会から佐藤理事

を推薦した。 これから小児科医のニーズについての

データー作成や小児医療の集約化が機能しているか

も検証し、今後少子化時代における小児科の機能の

必要性を踏まえて、小児医療の枠組みを組み立てて

行かなければならない。

地域総合小児医療認定医・指導者申請状況： 1月

7日時点で認定医は1,159名。認定医新規申請者は

31名、同更新者は100名、両方の申請者は92名で

あった。

2019年11月24日に東京で開催された第6回指導

者研修会の報告（後述）

第7回指導者研修会を2020年1月13日に那覇市

で虐待、貧困の講演と禁煙のグループワークを行う

ことに決定。

第31回日本小児科医会総会フオーラムin札幌

での委員会シンポジウム： 「成育基本法その先へ

地域総合小児医療を考える」と題して、神川晃先生、

佐藤好範先生、大山昇一先生、横田俊一郎先生、

小西恵理先生の4名をシンポジストとして、 日本小

児科学会担当委員会の提言や日本外来小児科学会で

の新しい小児科医像なども踏まえて意見交換を行う

こととする。

その他◎指導者の役割についてガイドラインの作

成を含めた種々の意見が出された。

また、認定医の育成カリキュラム作成についても

検討し、 日本小児科学会専門医のカリキュラムでも

地域医療の項目が有り、内容も本制度と重複して行

く傾向が有りそれに合わせたものにする。

4．第6回指導者研修会 （2019年11月24日：東京）

第1講：東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科

竹林洋典先生の「なぜ研修にワークアップなのか

－実りある研修のために一」と題して、ワークショ

ップについてその特徴と有用性、具体的な運用方法、

プログラム、ファシリテーションを講演いただいた。

第2講：国立成育医療研究センター理事長の

五十嵐隆先生に「健やか親子21と成育基本法」

と題して、小児医療の変遷と病気の有無にかかわら

ず身体、心理、社会性の面から子どもと家族を支援

し、子どものリスクに対応できる体制作りと小児科

医が必要で有ること、 「健やか親子21」が21世紀の

母子保健の主要な取り組みを提示するヴイジョンと

して関係機関が一致して取り組む国民運動計画であ

る事、最後に「成育基本法」に関して効果的に運用

することが小児・青年の医療・保健に携わる者の大

きな責務であると述べられました。

第3講：国立成育医療研究センター総合診療科

の坂下和美先生より 「小児医療は子どもをもっと健

康にできる～ヘルス・スーパービジョンの概念から

学ぶ」と題して、子どもの「健康の社会的決定因子」

を評価し、アメリカの小児保健は予防的介入中心と

した健康促進と予防戦略としてBrightFuturesを

提唱しており、 この体制をすぐに日本に導入するこ

とは難しいが、 日常の小児科診療に関して、 「かか

りつけ医を持つという文化を育てる」 「健康の社会

的因子を評価する」という提案をされました。その

後、 anticipatorygmdanceについてグループワーク

を行いました。

5．第7回指導者研修会（2020年1月13日：那覇市）

第1講：沖縄県立中部病院小児科の川口真澄先生

から「子ども虐待の対応」という演題で、児童虐待

の早期発見、子どもの安全確保、通告そしてチーム

医療の必要性、多職種、多機関連携による対応の重

要性、司法面接について講演されました。

第2講：沖縄県ゴザ児童相談所の後野哲彦所長が

児童相談所の業務と実情について講演されました。

一時保護とそののちの施設、里親制度などの社会的

養護への措置児童福祉司、市町村への支援の充実

について言及されました。

第3講：沖縄県中央児童相談所の元所長山内優子

様から沖縄県の貧困の現状について、要因として戦

後の戦争孤児から始まり米国の統治、祖国復帰など

時代背景が特殊な環境を形成し、そこから生まれる

貧困が負の世代間連鎖、貧困の再生産を引き起こし

ているため、その防止に子どもの居場所を作り、年

代に合わせた支援を未来に向け取り組むことと述べ

られました。

第4講：徳山クリニックの永吉奈央子先生から

「禁煙支援の基礎知識～子ども達をたばこから守る

ために～」と題して、喫煙の現況と健康被害、未成

年者や被喫煙者への受動喫煙のお話を伺い、禁煙支

援の声掛けのグループワークを行いました。
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クの要望・意見の取り纏め及び法案におけるく目標＞

＜基本要望＞を設定し協議する委員会です。

令和元年度の成育基本法推進委員会は、令和元年6

月9日、 9月8日の2回開催されました。

1．第1回成育基本法推進特別委員会

（2019年6月9日：京都市）

出席者ブロック推薦委員（8名）として北海道ブ

ロック：土田晃東北ブロック：目時規公也(宮城)、

関東ブロック：澤田雅子（東京） 、中部ブロック：

鈴木敏弘（愛知） 、近畿ブロック：渡辺志伸(兵庫)、

中国・四国ブロック：西村真一郎（広島） 、九州ブ

ロック南武嗣（鹿児島）各委員

役員として神川晃会長、松平隆光名誉会長、伊藤

隆一副会長、武知哲久副会長、田原卓浩副会長、お

よび鴫尾智、佐藤好範、内海裕美、渡部誠一、大山

昇一、藤谷宏子、渡辺徹、峯眞人、工藤脇志、三浦

義孝、大山宣秀各理事

委員長に林泉彦総務担当理事、副委員長に澤田

雅子関東ブロック委員を選出した。

その後、神川会長より今後のロードマップとして

2019年6月から健やか親子21 （第2次）の中間評

価が実施され、 2019年8月に関係省庁連絡会議を

立ち上げ、 2019年12月1日に「成育基本法」が施

行となり、 2020年1月に成育医療等協議会が設置

され成育医療等基本方針の検討が開始される旨の説

明が有った。また松平名誉会長より成育基本法に求

められる基本的理念についても説明が有った。

委員会では日本小児科医会「成育医療等協議会へ

の要望事項」への意見交換が行われた。

今後はこの要望事項に基づいて都道府県またはブ

ロック、および各委員会で具体的要望などの意見を

集約し第2回委員会でさらに検討する。

2．第2回成育基本法推進特別委員会

（2019年9月8日：東京都）

第1回委員会で纒めた要望事項に加えて、各ブロッ

クおよび都道府県の小児科医会から出された質問・意

見を集約し、新しく追加、修正した要望書を作成しま

した。

北海道小児科医会会員にも広く意見を聴取した結果、

数名の会員からご意見。ご質問を頂いたので、委員会

にて反映させていただきました。

この要望書は成育医療等協議会へ提出する予定です。

地域総合小児医療認定医の指導者は、後進の育成と

いうことが重要な役割ですが、それ以上に地域での

小児医療、保健、福祉そして教育などに主体的、指

導的役割を担い、多職種、多機関のコーディネータ

ー役も演じることが期待されます。

鐙馨鐘鐘鯵③鯵霞憲謬e雷霧⑳鰯雲

地域総合小児医療認定医審査委員会

副会長士田 晃

地域総合小児医療認定医審査会は令和2年3月15日

に開催されました。

（コロナウイルス感染症対策のため、委員長及び理事

の4名で開催された。 ）

議事

l.認定医審査：新規申請者は28名で全員認定した

2．更新申請者：申請者は181名で全員認定した。

猶予願い案件の7件は全て了承

3．指導者申請者： 168名で全員認定した。

4．規定、細則の改定を行った。

今回の更新対象者は637名で、未更新者は288名で

した。

未更新者については、次回の地域総合小児医療検討

委員会にてその対応と処置を決定する予定です。

認定医は現在1,159名で、更新後は899名となり、

次年度は260名の減となります。

鰯鋤鰯騨職繍鰯繍鯵鋤鰯懲鰯綱鰯職

成育基本法推進特別委員会

副会長士田 晃

令和元年度に新しく新設された「成育基本法推進特

別委員会」は、 2018年12月14日に公布された「成育

過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要

な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合

的な推進に関する法律（略称：成育基本法） 」に対し

てその施行に際し、 日本小児科医会としての各ブロッ
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成育基本法成立祝賀会は2019年9月7日出17

時から帝国ホテルで開催された。

（3） 「子どもの心」相談医

相談医総数1,257人（2019年10月1日）

（4）地域総合小児医療認定医

地域総合小児医療認定医722人、指導医171人

が登録されている。今後も認定医と指導医への積

極的な登録が期待されている。

（5） 日本小児科医会の主催する研修会、講演会など

が中止された時の保険契約

近年の自然災害の増加に鑑み日本小児科医会

主催の諸行事が中止された場合に対する保険が

契約された。今後日本小児科医会が主催する研修

会、講演会などが自然災害により中止された場合

はそれまでに要した準備費用や会場などのキャン

セル料は保険により補填される。残念ながら今年

の第31回日本小児科医会総会フォーラム、札幌に

おける新興感染症による中止は補償の対象とはな

らない。

(6)HPVワクチンの勧奨

HPVワクチンは定期接種化されたものの、地方

自治体から接種対象者には接種通知がなされていな

い。この現状に対して、 日本小児科医会は会員施設

におけるポスターによる接種勧奨を図ると共に、地

方自治体へは接種対象者に接種通知を再開するよう

に活動することとした。

（7）内藤壽七郎記念賞受賞者

令和元年度は秋山千枝子氏(東京都)、神尾守房氏

（兵庫県）が推薦され承認された。

なお昨年の医会ニュースで報告されていなかっ

たが、平成30年度の受賞者は内海裕美氏（東京）で

あった。

鰯職騨鞠騨職騨職職騨繍職騨蝋職聯

日本小児科医会理事会報告

会長渡辺 徹

1 ．理事会開催履歴

第1回令和元年5月12日(日） （開催地：東京）

第2回令和元年6月8日仕） （京都）

第3回令和元年9月8日(日） （東京）

第4回令和元年12月8日(日） （東京）

第5回令和2年3月15日(日） （東京） ：

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い

在京委員を中心に開催された。

2．理事会での主な話題

（1）会員の状況

2019年3月31日時点の会員数は5,425人

(A会員3,290人、 B会員2,127人）である。

（2）成育医療等基本法（成育基本法）の成立

日本小児科医会が20年あまり成立に向けて活動

を継続してきた小児保健法が、超党派「成育医療

等基本法成立に向けた議員連盟」の活動により成

育基本法（略称）として2018年12月14日に公布

され、 2019年12月1日に施行された。

成育基本法は目的として第一条に「この法律は、

次代の社会を担う成育過程にある者の個人として

の尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が

確保されることが重要な課題となっていること等

に鑑み、児童の権利に関する条約の精神にのっと

り、成育医療等の提供に関する施策に関し、基本

理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療

関係者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療

等基本方針の策定について定めるとともに、成育

医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定

めることにより、成育過程にある者及びその保護

者並びに妊産婦（以下「成育過程にある者等」と

いう）に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供

するための施策を総合的に推進することを目的と

する。 」とある。

この理念法を実際に施行するにあたって日本小

児科医会は成育医療等協議会を設立し、今後の基

本法施行にあたっての検討を行うことになった。
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■「親子でピロリ菌除菌プロジェクト」のおしらせ■

日本では2013年から内視鏡検査でピロリ菌感染胃炎と診断されれば、健康保険でピロリ菌検査と除菌治療が

受けられるようになりました。ピロリ菌は主として母子感染によりおこり、小児でも消化性潰瘍鉄欠乏性貧血、

腹痛の原因となることがあり、除菌をお勧めしています。クラリスロマイシン耐性菌の増加により、除菌失敗例

が増加していますので、当科では菌の感受性を検査してから、抗菌薬を選び、一度の治療で除菌成功を目指して

います(下図参照)。親がピロリ菌陽性のお子さん、あるいは腹痛や貧血のお子さんの検査を希望される場合には、

便中抗原のキットをお送りし、無料で検査をおこないますので、お電話、Faxあるいはメールでご連絡ください

連絡先：札'幌厚生病院小児科今野武津子,藤原伸一

TEL: 011-261-5331,Fax:0112715320

Email:mutsukon@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp

』し ヨレ

胃の中にピロリ菌は
存在しません

ピロリ菌が胄の中に
感染している可能性が
あり、精査が必要です

胄内視鏡検査（冑カメラ） 胃内視鏡検査を希望しない場合

ヨレ

冑粘膜培養 胄液培養

－丁

冬

4L 2カ月以上経過後

尿素呼気試験/便中抗原検査による除菌効果判定

尿素呼気試験は、絶食して検査を行う必要がありますので、
朝食をとらず午前中に来院してください

便／血液によるピロリ菌検査

陰性 陽性

有効な除菌薬を選択します

ピロリ菌除菌薬を

1週間服用していただきます
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（2）北海道小児救急医療地域研修会

9月11日伽北見市 山中顧問

9月26日附名寄市 土田副会長

10月16日㈱滝川市 土田副会長

10月23日㈱帯広市 富樫顧問

10月24日附釧路市 富樫顧問

10月31日附新ひだか町太田顧問

11月20日伽函館市 土田副会長

2月2日（日）札幌市 渡辺会長、小林副

会長､末岡常任理事

◎会員数（令和2年3月31日現在）

A会員115名B会員105名 計220名

1．北海道小児科医会関係諸会議等

（1）令和元年度全理事会・定期総会

5月18日出

（2）第31回日本小児科医会総会フオーラム

第3回実行委員会

4月4日附

渡辺会長、土田・高室・小林各副会長、菊田・

米川・士畠・小池各常任理事、母坪札幌市小

児科医会副会長、松原・柳内各委員

（3）北海道医師会との小児救急医療地域研修事業に

関する打合せ会

3月3日㈹に開催予定であったが、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため開催延期となった。

3．北海道関係委員委嘱等

（1）北海道障がい者施策推進審議会

（医療的ケア児支援部会）

専門委員土畠常任理事

（3）第31回日本小児科医会総会フオーラム

第1回プログラム委員会

6月20日附

渡辺会長、土田・小林両副会長､菊田・米川・

小池各常任理事、山中顧問
（2）北海道HTLV-1母子感染対策協議会

委 員水島理事

（4）第31回日本小児科医会総会フォーラム懇親会

に関する打合せ

7月24日㈱

渡辺会長、高室副会長、米川常任理事

（3）総医協地域医療専門委員会周産期・小児医療検

討委員会

臨時委員土畠常任理事・水島理事・佐藤理事

（4）北海道新生児聴覚検査体制検討協議会

構成員浅沼常任理事（5）第31回日本小児科医会総会フオーラム

第4回実行委員会

10月30日㈱

渡辺会長、土田・高室・小林各副会長､米川・

小池両常任理事、中田札幌市小児科医会顧問・

母坪札幌市小児科医会会長､松原･柳内各委員

（5）北海道小児救急電話相談員研修会

11月9日出

渡辺会長ほか

4．後援

（1）子育て応援電話ママパパライン⑧ほつかいどう

（2）第16回医療的ケア研修セミナー

（3）第21回北海道小児健康フオーラム

（4）第46回日本小児臨床薬理学会

（5）道央圏周産期医療研修会

（6）第31回日本小児科医会総会フオーラム

第5回実行委員会

1月22日伽

渡辺会長、土田・小林両副会長菊田・米川・

土畠・小池各常任理事、中田札幌市小児科医

会顧問、松原・柳内各委員

5．学会助成

（1）第46回日本小児臨床薬理学会学術集会

（令和元年9月28日・29日）

（2）第29回日本小児リウマチ学会・学術集会

（令和元年10月4日～6日）

（3）第16回医療的ケア研修セミナー

（令和元年10月6日）

（7）北海道小児科医会・札幌市小児科医会

新型コロナウイルス感染症合同対策委員会

3月24日㈹

渡辺会長、高室・小林両副会長

2．北海道医師会関係諸会議等

（1）北海道小児救急医療地域研修事業協議会

5月16日附

渡辺会長、土田・小林両副会長、提嶋常任

理事、山中・太田両顧問
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令和元年度北海道小児科医会会計収支決算

令和2年3月31日現在

単位（円）＜収入の部＞

＜支出の部＞

収入合計

支出合計

4,679,201円

2,855,511円

収支差額（剰余金） 1,823,690円

科 目 本年度予算額① 決算額② 比較増減②一① 説 明

1.本年度会費 2，200，000 2，124，000 △76，000 12,000円×101名(A会員）
8,000円× 5名(A会員・80歳以上）
8,000円×109名(B会員）

2.過年度会費 1,000 60，000 59，000 12,000円×1名×3年分(A会員・28～30年度分）

8,000円×3名(B会員・30年度分）

3.広告料 145,000 194,400 49，400 32,400円×3社、 16,200円×6社

4.助成金 150,000 150，000 0 北海道医師会地域保健等に関する調査研究助成

5.繰入金 600，000 0 △600，000

6.負担金 180，000 144，000 △36，000 総会懇親会負担金

7.雑収入 201，000 200，009 △991 小児救急医療地域研修事業協力金(200,000円)、預金利息

8.前年度繰越金 1，806，000 1，806，792 792

合計 5,283,000 4，679，201 △603，799

科 目 本年度予算額① 決算額② 比較増減②－① 説 明

1.総務費 240,000 148，700 △91，300 慶弔費、東北・北海道小児科医会連合会年会費、

ホームページ作成費、サーバー利用料

2.学術研修費 100，000 150，000 50，000 各種学会・研究会助成金

(R01.9.28～29第46回日本小児臨床薬理学会学術集会）

(R01.10.4～6 第29回日本小児リウマチ学会・学術集会）

(R01.10.6 第16回医療的ケア研修セミナー）

3.地域活動費 50，000 0 △50，000

4.調査研究費 150，000 150，000 0 北海道医師会地域保健等に関する調査研究助成

5.会報発行費 240,000 198，900 △41，100 会報（第35号）作成費

6.会議費 701，000 539，196 A161,804 全理事会・総会（1） 、三役会（0）

常任理事会（0） 、その他（5）

7.旅 費 1，680，000 1，384，120 △295，880 日小委員会旅費補助(第30回日本小児科医会総会フォーラム・京都）

第38回東北・北海道小児科医会連合会総会シンポジウム（新潟）

8.需用費 30,000 43,388 13，388 封筒作成費、振込手数料

9.役務費 100,000 79，207 △20，793 郵送費

10.事務委託費 165，000 162,000 △3，000 北海道医師会委託費

11.繰出金 600，000 0 △600，000

12.雑 費 10，000 0 △10，000

13.積立金 1,000 0 △1，000

14.予備費 1，216，000 0 △1，216，000

合 計 5，283，000 2，855，511 △2，427，489
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令和2年度北海道小児科医会会計収支予算

＜収入の部＞
単位（円）

＜支出の部＞

科 目 本年度予算額① 前年度予算額② 比較増減①－② 説 明

1．本年度会費 2,160,000 2,200,000 △4,000 12,000円X98名(A会員)､ 8,000円X2名(A会員･80歳以上)､ 8,000円X121名(B会員）

2．過年度会費 1,000 1,000 0 (科目存置）

3．広告料 145,000 145,000 0 会報第36号広告料

4．助成金 150,000 150,000 0 北海道医師会地域保健等に関する調査研究助成

5．繰入金 600,000 600,000 0 一時的に積立金から繰入れ

6．負担金 150,000 180,000 △30，000 懇親会会費＠6,000円×25名

7．雑収入 201,000 201,000 0 小児救急医療地域研修事業協力金(200,000円)、預金利息

8．前年度繰越金 1,823,000 1,806,000 17,000

合 計 5,230,000 5,283,000 △53，000

科 目 本年度予算額① 前年度予算額② 比較増減①－② 説 明

1．総務費 240,000 240,000 0 慶弔費、会長交際費 50,000円

東北・北海道小児科医会連合会年会費 100,000円

ホームページ費用 50,000円

サーバー利用料 40,000円

2． 学術研修費 100,000 100,000 0 各種学会・研究会助成金 100,000円

3．地域活動費 50,000 50,000 0

4．調査研究費 150,000 150,000 0 北海道医師会地域保健等に関する調査研究助成

5．会報発行費 240,000 240,000 0 会報第36号発行費

6．会議費 784,000 701,000 83,000 円
円
円
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０
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7．旅 費 374,000 1,680,000 △1,306,000 第31回日小医ﾌｫｰﾗﾑ(札幌) [日小委員会旅費補助･視察］ 0円

第39回東北･北海道小児科医会連合会シンポジウム(八戸） 74,000円

第39回東北･北海道小児科医会連合会総会(八戸・4名） 300,000円

8．需用費 30,000 30,000 0 封筒、手数料等

9．役務費 100,000 100,000 0 郵送料

10．事務委託費 165,000 165,000 0 北海道医師会委託費

11．繰出金 600,000 600,000 0 一時的に積立金から繰入れた額の戻入れ

12．雑 費 10，000 10，000 0

13．積立金 1,000 1,000 0 (科目存置）

14予備費 2,386,000 1，216，000 1,170,000

合 計 5,230,000 5,283,000 △53，000
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札幌と千歳中心の患者発生から、岩見沢市内でも美

容室クラスターの発生、その後も空知管内でリンク不

明患者は継続して発生しています。 クラスターの定義

もここで勉強しました。 「空知管内」という言葉の重

要さも学びました。岩見沢市医師会の理事もしていて、

市内医師に情報提供することの難しさ、個人情報と院

内情報の取り扱いの難しさも知りました。

院内でPCR検査を実施できるようになり、院内患者

の陰性確認検査も実施しています。全身麻酔では挿管

を伴いエアロゾル発生の危険から、手術前PCR検査を

開始。気管支鏡患者と精神科のmECT、帝王切開患者

も同様とします。帰国者・接触者外来での肺炎紹介や

濃厚接触者紹介患者のPCR検査は引き続き行います。

迅速抗原検査も使えるようになり、緊急手術や肺炎の

緊急入院前には肺CTと迅速抗原検査は必須となりま

した。手術委員会で新型コロナ陽性患者の緊急手術の

取り扱い方法の取り決めを作成。玄関での体温測定、

新型コロナウイルス感染症対策問診票の作成、発熱患

者の待機場所である発熱ブースの作成、小児科の発熱

外来部屋の新設など発熱患者動線を見直しました。耳

鼻咽喉科と消化器内科内視鏡でのN95マスク着用、救

急患者をすぐに感染症外来で診察できるように準備。

事務長から市役所へ医療スタッフの危険手当の要請、

1ｒ
Ｌ 筆随

ノ

新型コロナ対応あれこれ

岩見沢市立総合病院

佐藤俊哉

感染防止対策室長(ICD･AST)ですので、新型コ

ロナ対応で病院の診療体制が苦労しないように手助

けをする役割をしています。感染防止対策室副室長の

ICN･ASTの阿部看護師長さんが実際の前線で働く役

割です。小倉院長もICDで呼吸器内科ですし、新型コ

ロナ対応専任の呼吸器内科の上村医務局長が最前線で、

この4人でほぼ対応原案を決めています。当初は岩見

沢駅に止まったJR車内で倒れていた人がCPAで運ばれ

てきて肺炎だとなれば、 当直医師・看護師も検査技師

もレントゲン技師も救急外来で慌てますし、 PCR結果

が陰|生でよかったねとなるまでは保健所もドキドキで

した。

当院は南空知二次医療圏の第2種感染症指定医療機

関、地域周産期母子医療センター、災害拠点、救急告

示などの機能を持つ病院です。陰圧個室は簡易が2室

でしたが、札幌や千歳からの紹介入院患者が増えるに

つれてワンフロアーを新型コロナ感染症専用病棟とし、

ゾーニングして、陽性部屋、重患部屋、疑い部屋を確

保し、それまでの入院患者の大移動を行いました。

マニュアル作成、動線の空間的・時間的分離、帰国

者・接触者外来の開設、新型コロナ対応専任医師．看

護師の確保、診療継続計画(BCP)の作成、大流行時

対策への会議、院内患者発生への準備、院内新型コロ

ナ対策会議の新設と対策決定プロセスの確認、院内

PCR検査の実施検査科のリスクマニュアル作成、入

院患者への面会禁止、玄関の出入り制限と入館者の体

温測定、薬剤の準備と同意書・倫理委員会での決定、

他院からの紹介入院患者を引き受ける際の条件、職員

感染時の休暇扱いの取り決め、就業制限からの復職条

件の取り決め、透析患者とメンタル患者のゾーニング

と発熱患者への対応取り決め、院内各種委員会の制限、

学生実習の中止、講習会・研修会の中止、職員のリス

ク対応、オンライン診療の準備、 PPE物品の確保等々

やるべきことは次から次へとあります。
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岩見沢農業高校の生徒さん達からの励ましの文字花壇
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医療スタッフの緊急宿泊先の確保。関わるスタッフは

どんどん増えてゆく一方、一般患者は減少し、入院数

も伸ばせず経営は苦しくなります。

怒涛の時間が過ぎてゆく中、止まったままの研修会、

加算1同士の感染や医療安全ラウンドを延期していた

のをやらなければと準備に入りました。 「ウイズ・コ

ロナ」で「新しい診療」なのでしょうが、新型コロナ

は常にそこにあることを意識しつつ、一般患者も紹介

患者も受け、救急外来も行うという、どれも仕事を減

らせない日々の病院です。

多くの励ましの言葉をいただき、寄付もいただきま

した。写真は向かいの岩見沢農業高校の生徒さん達か

らの励ましの文字花壇です。とても励まされました。

許可をいただき当院の広報誌の表紙にも使わせてもら

いました。ありがとうございます。これからもいっぱ

い考え、討議し、反省し、見直しを行い、前へと向か

ってゆきます。

り会うなど思ってもいませんでした。

昭和58銅こ久留米大学を卒業し、卒後は新生児医

療にと産科に進むつもりでしたが、当時の小児科主任

教授の山下文雄先生から自筆の勧誘手紙をいただいた

ことに感動して小児科入局になりました。入局時に

「小児科医は体力があれば良し」と言われ、サッカー

部卒だったので「そうか、体力があれば」と思ってい

ましたが、研修を開始すると「小児科医は夜働かなく

ていつ働くのですか」 、 「米国ではどう言っています

か？」と山下教授から諭され、体力だけではダメだと

意識改革を余儀なくされました。この頃、市川先生は

聖マリア病院から北九州市立八幡病院に変っており、

ほぼ孤軍奮闘で北九州の小児救急医療活動をされてい

ました。小児救急は毎日遅くまで働き翌日の通常勤務

は当然視されていた時代でした。

北九州市立八幡病院では市川先生を中心に、 「子ど

もの来院患者はまず小児科医が診察、必要なら入院さ

せて経過見る」をモットーにしていました。小児に関

することは外傷、骨折、捻挫、皮層疾患耳、 口腔内

など何でもまず小児科医が診察し本人や保護者に初期

対応を行い、入院後も回診、退院後は専門科が診なけ

れば小児科がフォローという方針でした。また救急業

務を一次、二次、三次と分けて扱うことを嫌い、 「保

護者が救急と思えば、それが救急だ」という方針で

したので、夜間外来数は通常60～70人、年末・年始

は100～150人程だったように思います。

私は大学病院勤務後、昭和59年聖マリア病院新生

児科から研修医生活を開始。その後、麻生飯塚病院

小児科、大学病院周産期センターを経て、平成7年

から北九州市立八幡病院の市川門下に加えていただき、

小児科診療に従事しました。着任は北九州では珍しく

3～4cnlほど積雪した1月5日。同月17日に阪神．

淡路大震災が起こりました。政令指定都市のつなが

りで北九州市も災害支援部隊派遣が決まり、着任した

ての時期で受け持ち患者が少なかったため、その第1

班として先生から指示されて1月22日から神戸に向か

いました。災害現場を初めて目にし、三宮駅のそごう

デパートが、マッチ箱がひしやげたように傾いていた

ことにはびっくりしました。同行の看護師と組んで市

内の至る所に避難している小さなグループを探し診察

して回る仕事でした。

この頃から北九州市立八幡病院は次第に小児救急の

恩師との出会い

にしみこどもクリニック

西見寿博

栗山町で開業して今年の12月で15年目を迎えます。

福岡県久留米市にある聖マリア病院を辞して平成10年

4月に夕張市立総合病院に着任し、以来北海道生活22

年がたとうとしています。今まで沢山の方々からの支

援を受けて今日に至っていますが、その中でも特に忘

れられない恩師に、前北九州市立八幡病院院長、市川

光太郎先生がおられます。わたしの自己紹介も兼ねて、

市川先生との巡り会いの一部を辿りたいと思います。

市川先生と初めて出会ったのは学生時代の細菌学実

習でした。実習では顕微鏡で虫卵やいろいろな段階の

虫体を探してスケッチしますが、当時仲の良かった友

人（彼は山岳部）と隣合わせでスケッチに集中してい

た時に、 「お前たちはまた最後か！ 」と半分呆れられ

て指導を受けました。先生は院生で、実習の合間に出

来の悪い学生相手に笑顔を交えて体育会活動（先生は

空手部卒）の話をしてくれ、終わりは18時過ぎになっ

たこともありました。この時期ではまだ将来どの診療

科に進むかなど考えたこともなく、将来また先生に巡
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が一緒でした。先生は若い医局員から刺激を受けて大

変嬉しそうでした。期間はさまざまでしたが、いずれ

の先生も何らかの成果を持って次の勤務地へ飛び立た

れていかれました。現在手稲渓仁会病院で活躍されて

いる田村卓也先生とはこの時にご一緒しました。市川

先生は若い人を誘っては黒崎の街中をさまよっておら

れました。

東京に成育病院が作られる際、市川先生に成育病院

へ引き抜かれる話がきました。当初先生の心も揺れた

様でしたが、最終的には長年築き上げてきた北九州市

立八幡病院に残る事を決められました。 この事が契機

となって北九州市は、市川先生にずっと八幡で働いて

もらえるように新病院建築へ本格的に動き出しました。

平成30年12月に元の八幡病院の近くにびっくりするく

らい大きな病院ができあがり、病院内には市川イズム

が隅々まで行き渡っていると聞いています。先生には

「成育には負けないぞ」という気持ちがあったのでは

ないかと思います。後年、酸素ボンベを引きながらも

学会や講演会に出席されていたのも、そのような執念

があったからではないでしょうか。残念なことに新病

院への移転を見届けることなく、先生は平成30年10月

1l日に旅立たれました。

平成8年8月に北九州市立八幡病院を辞して聖マリア

病院へ転勤する時に先生から「すべてに謙虚に、己に厳

しく」というお言葉をいただきました。まだまだ実現で

きていませんが、市川先生のもとでご一緒できたこと

は私にとってかけがえのない時間であり、心の中で密

かに誇りに思っています。新型コロナの影響で私の診

療所は大変な状態になりましたが、 これからも先生の

想いを胸に刻み忘れずに過ごしていこうと思っています。

基幹病院となり、北九州市も小児科夜間休日診療を専

門的に行う拠点病院の一つと位置付けてスタッフの充

実がなされてきました。 この事は市川先生の小児救急

への意気込みにさらに拍車をかけることになりました

が、現実はスタッフや入院ベッドの不足が続き、他科

のベッドを借りての対応もあり朝の回診は各階を回る

事もしばしばでした。当直は月に7～8回、 当直後は

普通の日勤業務でしたが市川先生ご自身も当直体制

に加わっていました。仕事は大変でしたが、先生の勢

いについていくことは結構楽しくできました。 「市川

一門」には仕事は辛くても結束と誇りがありました。

救急業務と同じくらいに市川先生が力を入れてい

た事は「虐待」でした。北九州市でも虐待例は多く、

虐待された児のケアはもちろん、地域の児相や学校の

養護教諭との連携にはたくさんの時間を割いていたよ

うに思います。また各地の小児救急の底上げ、交流も

熱心で先生のご紹介で国立保健科学院の故田中哲郎先

生、六甲アイランド病院の故山田至康先生、京都第二

赤十字病院の故水田隆三先生など高名な先生方とお会

いする事ができました。北九州市立八幡病院での救急

業務は年を追うごとに症例数や救急搬送数が増えてい

き、時には深夜腸重積症の整復や点滴確保ができずに

何度も迷惑おかけしたこともありましたが、先生は嫌

がらず病院に駆けつけてくれました。栗山町で開業し

た後は何度もメールでの相談をしましたが、 メールす

ると必ずその日のうちに返信をいただきました。 この

ことは忘れる事ができません。

北九州市立八幡病院小児科には全国から若い先生が

集まるようになり、本格的な研修医制度（平成16年）

の始まる前には、すでに常に5～6名の研修医の先生

熱“&臘心x蟻胤§ ､鴬・ ､､

北九州市立八幡病院全景
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いました。

年が明けて、娘が家に来た時です。やっと赤ちゃん

が出来た、 と。

娘はアラフォー近くでようやくご縁があり、でもそ

の後健康問題などがあって子どもは難しいと思ってい

ました。札幌医大の産婦人科にお世話になって、妊娠

にチャレンジしていましたがこれまで数回うまくゆか

ずに終わっていました。で、予定日が7月中旬！もっ

と早くに判っていたようですが、確実になるまで話し

てくれなかったようでした。

親としてはびっくり （初孫になります） 、嬉しいこ

とは嬉しいのですが、あれ、それじや6月の旅行は無

理だね、 ということに。このツアーはキャンセルとし

ました。

その次のツアー、 9月なら生まれて2カ月たってい

るので、ま、フランスへは行けるかな、 と期待をつな

いでいたのですが・ ・ ・

その期待を無残にも打ち砕いたのがCOVID-19とい

うわけです。

娘は5月末に、夫君に連れられて我が家にまいりま

した。娘と一緒に暮らすのは、実は34年ぶり。ちょっ

と嬉しいことも事実です。

コロナを持ち込まない、 という妻の厳命で、通勤は

地下鉄-JRをやめて車で。

美唄での診療後は、病院の職員浴室でシャワーを浴

びてから私服に着替え、一目散に我が家へ。家では、

買い物に行く以外は、近所の散歩以外の外出はせずに。

メンバーとなっている札幌の合唱団は、 7月から活動

を再開しますが、練習参加はきつく自粛の要請（もち

ろん妻より） 。ガーデニングの手伝いや、家事の分担

（ほぼ毎日 「ダメだし」を食っています・ ・ ・汗） 。

それに娘の病院への送迎で日々過ごしています。

娘からは、あと2～3年でコロナが終息したら、旅

行に行けば。それまで身体を鍛えておけば大丈夫、な

どと無責任に言われています。なんとか、 この時期を

乗り切って、命ながらえて、夢のビジネスクラスツア

ーに行けたら、 と、まだあきらめてはいないのですが。

私の年齢で（今年72歳になりました）感染するとや

はり予後不良の可能性が高く、 しかも私は母が結核で、

自然陽転したためにBCGの接種を受けていません。

きっとイチコロでしょう （苦笑） 。

さて、 この駄文を載せていただく会報が発行される

夢の（夢で終わる？）

「国際線ビジネスクラスの旅」

市立美唄病院

永田 康

定年を1年延長して市立美唄病院の常勤を退職して

から5年になりました。

昭和61年から、平成27年まで29年間、 （さらに新人

時代に3年間おせわになっていましたので通算32年）

この病院で診療してきました。

現在も嘱託で週に1～2日この病院での勤務を続け

ています。現役時代は単身赴任で、週末は交代で隔週

に帰宅する生活でした。もちろん家事、育児は妻にま

かせっきり。

さて、退職したからには、 これまで行けなかった海

外旅行に、 と年に2回は妻と出かける約束をしました

（させられました？） 。おかげさまで、小川先生や、

教室からの出張の先生、また一昨年よりは大先輩の

松浦先生に甘えて、妻との約束をほぼ果たせて5年と

なりました。語学力の乏しい悲しさ、旅行はJTBの

添乗員さんに頼りっきり、ではありましたが、なかな

か楽しいものでした。

昨年暮れに、妻からもう海外へ行くのは次の年で終

わりにしましょうと。 「あなたも、最近頭の回転が悪

くなってきたから、海外でトラブル起こす前に海外旅

行はやめましょう」と。まだボケ始めては（認知症始

め、 と言ったほうがよいのかな）いないと思ってはい

るのですが、やはり体力的にきつくなってきたことは

否めません。とくに、往復の国際線の航空便。エコノ

ミークラスはやはりしんどいです。

最後の年だから、 と妻を説得して（我が家の大蔵大

臣ですから）思い切ってビジネスクラスでのツアーを

申し込むことにしました。 6月下旬にスイス・イタリア

のドロミテイ渓谷、 9月にパリーモンサンミッシェル。

本当に「清水の舞台から・ ・ ・」とはこのこと、 と思

うほどの決断でありました。

TVの旅行番組等で、タレントの方がビジネスクラ

スに乗っているのをみると、エコノミーとは比較にな

らない優雅さ（たぶん…笑） 。ビジネスクラスは機内

食も美味しいに違いない、エールフランスの便ではき

っとワインも美味しいはず、などと期待を膨らませて
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ころには、私はしっかりと（名実ともに）ジジイにな

っている予定です。もしかしたら、孫にかまけきって

いて、 「海外旅行？なにそれ」 、などと言っているか

も知れません（笑） 。

ともかく今は、娘が無事出産して元気な孫と対面で

きることが一番です。そしてそれは美唄市の人口が一

人増えることでもあります。娘が美唄に嫁いで子をな

すことは、 ことによると美唄への私の一番の貢献にな

るのかもしれません。

(この30余年たいしたことはできなかったので・ ・ ・汗）

出口の見えないトンネルのようなCOVID-19のパン

デミック。でも、きっと人類の英知はこの疾患を克服

するでしょう。そしてその時には、 このパンデミック

が焙り出した世界のさまざまな矛盾に対しても、人々

はきちっと向き合って、より良い社会を目指してゆく

ことを、心から願っているところです。

それまで、なんとか生き延びよう。そして、やっぱ

り・ ・ ・ビジネスクラスで海外旅行をしたい？？？

が始まりました。

今回の流行で、 2009年に新型インフルエンザが瞬

く間に世界中に拡散したことを思い出しました。この

時も2009年春にメキシコで新型インフルエンザが発

生したというニュースを知り、それから数ヵ月で日本

でも大流行となり、 この時は今とは逆に年代が若いほ

ど罹患率が高く、小児科外来が患者であふれかえり、

インフルエンザの検査と投薬を流れ作業で行っても対

応しきれない状況が続きました。特に休日当番医では

朝から夜中まで診療せざるを得なかったという話を聞

きました。重症肺炎も話題となりました。

この時と今とではかなり様相が異なっています。顕

著な違いは、今回は小児科外来の患者数が激減してい

ることです。理由は、小児ではそもそも罹患率が低い

こと、家族が院内での感染を恐れて受診控えが起きて

いること、マスク着用、手指衛生、人との距離をとる

などの感染対策が徹底されており、通常の感染症もか

なり予防されていることなどが考えられます。新型イ

ンフルエンザの場合は診断と治療方法が確立されてお

り、症状が出ればすぐに小児科で迅速検査と治療を受

けられるメリットがありましたが、新型コロナの場合

は検査も保健所を介する行政検査であり簡単には行え

ず、インフルエンザのような抗ウイルス薬もないとな

れば、軽いかぜ症状であれば家でおとなしくしていた

方が得策と考える親御さんが多いのではないでしょう

か。新型コロナが大部分の小児では軽症というのは小

児科医にとって大変有り難いことですが、今後安全で

有効なワクチンが開発され接種が一般化するなどによ

り住民に集団免疫が確立するまでは、まだしばらく現

状の警戒を続ける必要があります。

新型コロナの時代となり、それまで当たり前と思わ

れていたことが大きく見直される契機となりました。

感染症は人と人とが接触することで伝播し拡大するの

で、それを阻止する一番確実な方法は人と人との接触

を避ければ良いことになります。その結果、テレワー

クに代表されるオンラインでの人と人とのつながりが

急速に普及し始めました。オンライン診療を取り入れ

ている医療機関もあるようですが、私自身まだ経験は

ありません。そもそもオンラインで画像と音を見聞き

するだけで、果たしてどこまでその患者さんの情報が

得られるのかはなはだ疑問です。やはり小児科診療は、

診察室で患者さんの全身を視て聴いて触れて行わなけ

コロナの時代と小児科医

滝川市立病院

永井和重

平成28年度より空知地区理事を務めさせていただい

ております永井和重と申します。どうぞよろしくお願

い申し上げます。

新年（2020年）が始まったと思っていた矢先、中国

で新型ウイルスによる肺炎が流行しているとのニュー

スが飛び込み、流行の発端となった武漢市の封鎖、専

用のプレハブ病院の建設、子どもたちへのオンライン

授業など、かつてSARSを経験しただけあってその迅

速な対応には目を見張りましたが、大変なことが起き

ているなぐらいで完全に他人事として眺めていまし

た。ところが1月下旬に北海道で新型コロナウイルス

感染第1例目（武漢市からの中国人観光客）が見つか

り、 2月に入り横浜港に停泊中のクルーズ船内での感

染が勃発し水際で抑え込むことが叫ばれ、同時期には

札幌雪まつりで国内外から大勢の観光客が来道してお

り、それからほぼ2週間後に道内での感染拡大(第1波）
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れぱ、いくら軽症でも誤診しかねないと思います。

学会もオンライン化が始まっています。今年の日本

小児科学会学術集会は最終的にオンライン参加となり

ました。これについては診療と違って画期的なことだ

と思っています。勿論、学会場に行けばさまざまな人

と直接会話や討論ができ、懇親会ではその土地ならで

はの料理やお酒を味わうことができますが、オンライ

ンではそういった利点は失われます。しかし、学会場

に移動・宿泊する時間や経費を考えると、自宅や職場

に居ながら学会での必要な情報を入手できるのであれ

ば何より非常に楽です。先日テレビでニトリの社長が、

オンライン会議で事足りるようになり、 これまで会議

のための海外出張に何万時間と費やしてきたのは一体

何だったのか？と話していたのが印象的でした。

私はまだ参加経験がありませんが、オンライン飲み

会も始まりました。自宅で自分の好きな料理とお酒を

用意してオンラインで仲間と飲食するというものです。

これにもさまざまな意見があるでしょう。飲み会とい

えば、私は昨年秋に北海道小児救急医療地域研修会の

演者を引き受けた関係で土田晃副会長と滝川市でお会

いし市内のバーでお話ししていた際に、土田先生から

旭川での小児科医の定例飲み会にお誘いをいただきま

した。旭川市内の隠れ家的フレンチレストランで旭川

や深川の先生方と、土田先生持参の高級ウイスキーを

味わいながら楽しい時を過ごさせていただきました。

2回目はこちらから上川大雪酒造のお酒を持参して

皆さんに振る舞いました。そうこうしているうちに

新型コロナの影響でこの会も一時休止となりましたが、

7月末に復活しました。これがオンライン飲み会にな

ったらどうなるでしょう。皆で同じおいしい料理や

お酒を味わい品評しあうこともできなくなり、いささ

か味気ないものになりはしないかと危倶します。

新型インフルエンザのように、新型コロナウイルス

が普通のかぜの原因である既存のコロナウイルスの

一員となるまで（もしそうなるとすればですが） 、ま

だしばらくはコロナの時代の小児科医としての生活を

続ける必要がありそうです。

楽しかったことなど

市立三笠総合病院

服部哲夫

昭和48年4月やっとこさで北海道大学医学進学課

程に入学。

直ちに囲碁部と柔道部に入部しました。

高校時代に柔道部でしたので全学柔道部に入部。

北大の柔道部はご存じ旧高専柔道の流れをくむ寝技

主体の独特の柔道です。最近、北大柔道部を描いた

七帝柔道記が話題になっていますが、新入部員に対

する肝（かん）の養成など懐かしく思い出しました。

新人歓迎合宿では肝の養成は、恐ろしいものだと毎日

先輩より吹き込まれ、怒号や竹刀の音を聞きながら別

室で待つ時間が辛いと考えられていましたので、良い

子ほど順番が早いのです。善悪は別として北大のバン

カラぶりには稚気を感じていましたので、それを気取

られたのでしょうか。私は後ろから2番目。因みに最

後は九州柔道名門校の団体戦レギュラーでした。

また、道外出身新入生は雪印パーラーに、ダ●ベ

ケーキを買いに行かされました。そのような製品はな

いと断られましたが、一体何だったのでしょうかね。

新人歓迎合宿の打ち上げコンパで、お酒飲み過ぎて

意識無くして道場に寝かされていましたが、夜間に2

階から転落し血だまりの中に倒れており入院。目が覚

めると酔いは完全に消えており、体を動かすと激痛

が、アレッと思うと体にギブスが巻かれておりまし

た。第8胸椎圧迫骨折でした。少し、背が縮んだよう

で本当に残念です。

教養部長のo先生にお見舞いに来ていただいたお礼

に伺った時に、もう酒は懲りただろうと言われ、 「北

の誉」は懲りましたと答えたら叱られました。

退院後、体幹筋力の衰えがあり、夏休み後に柔道部

を退部し、以来囲碁部に専念しました。

囲碁部は木谷9段の門下であった北大工学部のH

さんが北大囲碁部に入部したときに、木谷道場のハン

デ制を導入したと聞いておりました。ハンデ9以下が

全日本大学囲碁選手権（団体戦）の部内選手選考リー

グに入ります。私は、なぜか入部時ハンデ10で将来

を嘱望され先輩にかわいがられ、毎日碁の後は麻雀、

お酒とかわいがってもらいました。引き継がれていた
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当日はいても立ってもおられず、郷里三重県から東京

の日本棋院に応援に出かけ、準優勝の好成績に喜んで

酒飲みすぎ、家に帰って大量の吐血。マロリーワイス

の診断のもと入院。

国家試験の前は一日おきに囲碁部に行き碁の後はお

酒。とうとう1週間前に、後輩達から国家試験が終わ

るまで出入り禁止とされてしまいました。国試落ちた

のを僕らのせいにされるのは嫌だからとの理由でした。

ところが奇跡か神がかり国家試験に受かり小児科

入局。その後は、囲碁はほとんど打つ暇もなく、黎明

期の新生児医療にのめり込みました。 日々の診療が碁

よりも刺激的でアドレナリンでまくり、加えて、赤ち

ゃんを助けているという充実感もありました。そし

て、 2000年49才でNICU勤務を終えました。

卒業後はいろいろなことがありました。本当にいろ

いろなことがありました。仕事だから仕方ないじゃな

いかと家族にも負担を掛けました。しかし、好きなこ

とを好きなようにやってきた人生なので悔いはありま

せん。学生時代、行きつけの居酒屋でなみなみとつが

れたコップ酒に口を寄せながら、今が人生で一番幸せ

だろうと思ったものです。しかし、その時が一番の幸

せではありませんでした。思い出は学生時代が多いで

すが、赤ちやんの役に立っていると自分の仕事に誇り

を持って仕事に没頭できた頃が一番幸せだったと思い

ます。

70才を前に、子ども達の笑顔を見ながら老後をすご

そうと、市立三笠総合病院に勤務しましたが、ひょん

な事から院長職を預かることになってしまいました。

その頃ちょうど新型コロナウイルスパンデミックに遭

遇しました。おっちょこちょいの私はこれにあたるは

医師の本懐と思い込み、院内でのPCR検査と抗原検査

の行政検査認定、プレハブ簡易診療所設置等々来たる

べき当地の流行への対応に没頭しています。最後の仕

事でしょうが、また元気が出てきました。三つ子の魂

百までとはよく言ったものだと我ながら苦笑してい

ます。

さて、一期一会を意識する歳となりました。最後に、

この場をお借りしまして、かわいがってくださった

諸先輩、何かと力になってくれた同期の皆、一緒に働

いてくれた後輩諸氏に深く御礼申し上げます。

Hさんの折りたたみ碁盤と碁石も受け継ぎました。

このハンデたるや囲碁部の絶対的価値基準で、麻雀

中に、 「服部1先自摸するな！」と怒った2年生が、

「ハンデ下のくせに、黙れ。 」とレギュラーの上級生

に逆に叱られる始末でした。多くの部員はハンデが上

がらず、後輩に追い抜かれるためにいたたまれず辞め

ていきました。先輩方が延々と留年していたことを思

うと、その方が幸せだったかもしれませんが…

その年の夏には、奇跡的に全日本学生本因坊戦北海

道代表となり全国大会出場。 1回戦、勝ったと思い席

を外した途端、見損じに気づき戻ると案の定。奇跡は

繰り返しませんでした。冬には全日本大学囲碁選手権。

青函連絡船にのって夜行急行十和田で東京へ。近くで

は北大の文化クラブの男女が肩を寄せあって寝ている

のを横目に、ポーカー。車掌さんからは余り派手にや

らないでねと注意される始末。補欠で出して貰った

信州大学戦。勝勢の相手は余裕で「蜜柑の花が咲いて

いるj」と鼻歌まじり、一生懸命目算を繰り返しなが

ら追いかけて最後に逆転半目勝ち。なかなか誉めてく

れない先輩達に誉めて貰って…すっかり囲碁部に耽溺

し、碁の後は、麻雀、その後お酒。夜半に木造2階建

て賃貸しアパートに帰宅を繰り返す毎日で、その年は

留年。その後も生活パターンは変わらず、試験のたび

に苦労するも再試のため一向に試験は減らず、出席

番号隣の優秀なN氏からは、再試の張り出し見る度に

番号が近くてどきっとするからいい加減にしてと言わ

れる始末。しかし、囲碁部では連盟幹事、部内幹事、

部長と順調に進み、その後は隠居と言われる立場で大

きな顔して過ごしていました。ちなみに後輩が就職面

接で、囲碁部部長だったが隠居と言われる上級生がい

て苦労したと話したところ、面接官の共感を大層得た

そうです。どの社会にも困った人はいるようです。

医学部は何とか進級をして、やっと最終学年。卒業

試験は受けれども再試再試で試験は減らず困惑。生ま

れてこの方カンニングはやったことないが、正攻法で

はなかなか大変。そこで思いついたのはpassiveな方

法。試験中、 目をつむり耳を澄ますと、何故か、回答

が聞こえてくる。もちろん幻聴ではありません。これ

には助けられました。今思えば、当時はおおらかだっ

たのですね。

その冬の全日本大学囲碁選手権選手選考リーグで

選手となるも国家試験が心配で辞退。しかし、試合
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副会長 3名

理事 若干名（うち常任理事若干名）

監事 3名

2会長及び副会長は理事とする。

第6条役員は、総会において会員の中から選挙する。

2常任理事は、会長が指名し総会の承認を得る。

第7条役員の任期は2年とする。

2役員の任期の起算は、その選挙が行われた年の

4月1日からとする。

3任期満了後であっても後任者が選任されるまでは

その職務を行わなければならない。

第8条会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時その

職務を代行する。

3理事は、会務を掌理する。

4常任理事は、会長の定めるところにより、会務を

分担して、常時会務を掌理する。

5監事は、会務及び財産状況を監査する。

第9条本会に顧問を置くことができる。

2顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。

第10条本会に参与を置くことができる。

2参与は、理事会に諮り、会長が委嘱する。

3参与の任期は、役員の任期と同じとする。

第6章会議

第11条会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、

会長が招集し、その議長となる。

第12条総会は毎年1回定期的に開催し、必要ある

時は臨時総会を開催する。総会の議決は出席者の

過半数をもって決するものとする。

2次の事項は総会の議決を受けなければならない。

（1）予算及び決算

（2）事業計画

（3）会則の変更

（4）その他理事会において必要と認めた事項

第13条理事会及び常任理事会は、理事及び常任理

事過半数の出席により成立し、出席者3分の2以

上の賛同を得て議決する。

第7章会計

第14条本会の経費は会費、寄附金及びその他の収

入をもってこれにあてる。

第15条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、

翌年3月31日に終わる。

第16条本会の財産は、会長が管理する。

第8章附則

1 本会則は平成28年4月23日より施行する。

北海道小児科医会会則

昭和54年4月22日設立総会議決

平成6年8月27日総会において一部改

平成7年5月13日総会において一部改

平成8年8月24日総会において一部改

平成12年5月20日総会において一部改

平成14年5月18日総会において一部改

平成28年4月23日総会において一部改

正
正
正
正
正
正

第1章名称及び事務所

第1条本会は北海道小児科医会と称する。

2事務所を北海道医師会館内（札幌市中央区大通西

6丁目）内に置く。

第2章構成

第2条本会は北海道在住の小児科医で本会の主旨に

賛同するものをもって組織する。

第3章目的及び事業

第3条本会は北海道在住小児科医が密接な連携を保

ちつつ、臨床医学の水準を高め、地域医療の発展に

努め、且つ会員相互の親睦を図ると共に、 日本小児

科医会、 日本小児科学会を支援することを目的とし、

次の事業を行う。

（1）会員の専門知識の研修

（2）地域医療問題への対応と情報の交換

（3）保険医療に関する研修並びに指導

（4）会員相互の親睦と福祉の増進

（5）その他本会の目的を達成するため必要な事業

第4章会員

第4条本会に入会しようとする者は、本会に所定の

届出をしなければならない。

2届出事項に変更を生じた場合又退会しようとする

場合は、その届出をしなければならない。

3理由なしに1年以上会費を納入しない時は、退会

したものとする。

4会員は、本会所定の会費等を納入しなければなら

ない。会費等は次のとおりとする。

(1)A会員（開業医) : 12,000円

但し、 4月1日現在で80歳以上のA会員は8,000円

とする。

(2)B会員（勤務医) :8,000円

5会費は、毎年12月31日までに納入しなければな

らない。

第5章役員

第5条本会に、次の役員を置く。

会長 1名
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北海道小児科医会役員名簿
（任期2020年4月1日～2022年3月31日）

地区 職名 氏 名 郵便番号 勤務先住所 医 療 機 関 電話番号

中央

会

副
〈
云

〃

〃

長
長

常任理事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

理 事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

渡辺 徹

土田 晃

高室基樹

小林 一郎

今野武津子

母坪智行

安田
一恵

末岡裕文

古田博文

森 俊彦

士畠智幸

米川元晴

提嶋久子

田村卓也

小池明美

諏訪清隆

浅沼秀臣

多米 淳

須藤 章

佐野仁美

長 祐子

石井 玲

高橋 悟

岡 敏明

中島泰志

長谷山圭司

吉岡幹朗

水島正人

須見よし乃

川村健太郎

境野環樹

高橋伸浩

渡邊年秀

006-0831

070-0832

006-0041

062-0931

060-0034

060-0061

065-0010

004-0882

063-0831

060-0061

006-0811

062-0907

060-0011

006-0811

063-0011

070-0061

006-0041

064-0821

004-0007

060-0011

060-0815

060-8543

078-8305

004-0041

062-8618

006-8555

062-0931

060-0011

065-0025

006-0811

006-0836

065-8611

063-0003

札幌市手稲区曙1条1丁目1-25

旭川市旭町2条10丁目128-50

札幌市手稲区金山1条1丁目240-6

札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40

札幌市中央区北3条東8丁目5

札幌市中央区南1条西14丁目291-81

ウィステリア南1条ビル2F

札幌市東区北10条東7丁目

札幌市清田区平岡公園東5丁目12-10

札幌市西区発寒11条1丁目10-75

札幌市中央区南1条西15丁目

札幌市手稲区前田1条12丁目357-22

札幌市豊平区豊平7条10丁目3-18

札幌市中央区北11条西13丁目

札幌市手稲区前田1条12丁目1－40

札幌市西区西町20丁目3-10

旭川市曙1条1丁目1－1

札幌市手稲区金山1条1丁目240-6

札幌市中央区北1条西23丁目

RK円山烏居前ビル3階

札幌市厚別区厚別町下野幌49

札幌市中央区北11条西13丁目1-1

札幌市北区北15条西7丁目

札幌市中央区南1条西16丁目

旭川市緑が丘東2条1丁目1－1

札幌市厚別区大谷地東1丁目1-1

札幌市豊平区中の島1条8丁目3-18

札幌市手稲区前田1条12丁目1-40

札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40

札幌市中央区北11条西13丁目1-1

札幌市東区北25条東3丁目1-37

札幌市手稲区前田1条12丁目357-22

札幌市手稲区曙6条2丁目2-16

札幌市東区北12条東3丁目1-1

札幌市西区山の手3条12丁目3-12

わたなべ小児科･アレルギー科クリニック

医療法人社団土田こどもクリニック

北海道立子ども総合医療・療育センター

KKR札幌医療センター

JA北海道厚生連札幌厚生病院

さっぼろ小児内分泌クリニック

札幌市東保健センター

すえおかこどもクリニック

ふるた小児科クリニック

NTT東日本札幌病院

医療法人稲生会生涯医療ｸﾘﾆｯｸさっぼろ

医療法人おひげせんせいのこどもｸﾘﾆｯｸ

市立札幌病院救命救急センター

手稲渓仁会病院小児科

医療法人宮の沢小池こどもクリニック

旭川赤十字病院小児科

北海道立子ども総合医療･痩育ｾﾝﾀｰ新生児内科

円山ため小児科

社会福祉法人楡の会こどもクリニック

市立札幌病院小児科

北海道大学病院小児科

札幌医科大学小児科

旭川医科大学小児科

徳洲会札幌徳洲会病院

JCHO北海道病院

手稲渓仁会病院小児科

KKR札幌医療センター

市立札幌病院新生児内科

こころと発達クリニックえるむの木

医療法人稲生会生涯医療クリニックさっぼろ

さかいの小児科

社会医療法人母恋天使病院

札幌緑花会緑ヶ丘療育園

011-699-1000

0166-55-0202

011-691-5696

011-822-1811

011-261-5331

011-688-7080

011-711-3211

011-888-1515

011-671-1188

011-623-7240

011-685-2799

011-820-1061

011-726-2211

011-681-8111

011-669-5551

0166-22-8111

011-691-5696

011-623-5755

011-898-3934

011-726-2211

011-716-1161

011-611-2111

0166-68-2481

011-890-1110

011-831-5151

011-681-8111

011-822-1811

011-726-2211

011-733-0087

011-685-2799

011-691-9131

011-711-0101

011-613-9301
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地区 職名 氏名 郵便番号 勤務先住所 医 療 機 関 電話番号

中央

後志

道南

日胆

空知

道北

北見

道東

理事

″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″

平川賢史

信太 知

本間靖啓

永井文作

津田哲哉

山田 豊

吉村英敦

市村一義

高柳直己

斉藤淳人

小野 曉

佐藤謙二

飽津泰史

永井和重

菊地成佳

石岡 透

室野晃一

伊坂雅行

角谷不二雄

杉本昌也

梶野浩樹

佐藤智信

貝嶋政治

栗山智之

植竹公明

福井 洋

060-0061

067-0004

061-1407

046-0004

047-0032

040-0011

040-8577

059-1261

053-0833

050-0076

051-8501

068-0851

068-0030

073-0022

073-0196

097-0022

096-8511

097-0012

076-8765

079-8417

093-0076

090-0015

084-0906

086-1053

080-0016

080-2475

札幌市中央区南1条西15丁目

江別市若草6-1

恵庭市黄金南5丁目3-8

余市郡余市町大川町20丁目5-8

小樽市稲穂4丁目2-21

函館市本町33-2

函館市中島町7－21

苫小牧市ときわ町5丁目18-5

苫小牧市日新町2丁目7-8

室藺市知利別町1丁目45

室蘭市新富町1-5-13

岩見沢市大和1条9丁目

岩見沢市10条西4丁目3-1

滝川市大町2丁目2－34

砂川市西4条北3丁目1-1

稚内市中央4丁目ll-6

名寄市西7条南8丁目1

稚内市富岡4-3-2

富良野市住吉町1-30

旭川市永山7条5丁目1-6

網走市北6条西1丁目9

北見市北6条東2丁目

釧路市鳥取大通5丁目8-11

標津郡中標津町東13条北6丁目14-2

帯広市西6条南8丁目1

帯広市西25条南1丁目14-49

NTT東日本札幌病院

江別市立病院

カリンバこどもクリニック

ながい小児科医院

医療法人社団つだ小児科

函館中央病院

共愛会病院

いちむら小児科医院

たかやなぎ小児科

社会医療法人製鉄記念室蘭病院小児科

日鋼記念病院

さとうキッズクリニック

あくつこどもクリニック

滝川市立病院小児科

砂川市立病院

市立稚内病院小児科

名寄市立総合病院

こどもクリニックはく

富良野協会病院小児科

杉本こども・内科クリニック

網走厚生病院

北見赤十字病院第一小児科

悟啓会中沢医院

中標津こどもクリニック

JA北海道厚生連帯広厚生病院

ふくい小児科医院

011-623-7000

011-382-5151

0123-39-3900

0135-23-6881

0134-32-1744

0138-52-1231

0138-51-2111

0144-67-1111

0144-71-2115

0143-44-4650

0143-24-1331

0126-20-0310

0126-33-8000

0125-22-4311

0125-54-2131

0162-23-2771

01654-3-3101

0162-34-8989

0167-23-2181

0166-46-0003

0152-43-3157

0157-24-3115

0154-51-1001

O153-78-8311

0155-24-4161

0155-37-4152

監事

〃

〃

長野奈緒子

堀野清孝

稲川 昭

078-8351

062-0004

050-0082

旭川市東光11条3丁目3-6

札幌市豊平区美園4条3丁目2-19

室蘭市寿町1丁目5-14

医療法人ながのこどもクリニック

美園産婦人科小児科

いな川こどもクリニック

0166-39-1154

011-824-0303

0143-43-2640

問顧

″
″
″
″

多米 豊

古山正之

富樫武弘

山中 樹

太田八千雄

063-0002

062-0935

060-0808

003-0022

062-0904

札幌市西区山の手2条1丁目6-14

札幌市豊平区平岸5条6丁目4-5

札幌市北区北8条西3丁目

札幌市白石区南郷通1l丁目南3-9

札幌市豊平区豊平4条3丁目3-10

ため小児科医院

古山小児科内科医院

公益財団法人北海道結核予防会

札幌複十字総合検診センター

山中たつる小児科

豊平おおたこどもクリニック

011-611-3718

011-811-5417

011-700-1331

011-866-5555

011-815-2525

参 与 三戸和昭 004-0841 札幌市清田区清田1条4丁目5-30

清田総合医療センタービル1F

清田小児科医院 011-881-5018
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日本小児科医 役員名簿（北海道選出）
Ａ
万

任期：2020年6月～2022年6月（※代議員・予備代議員は、 2019年4月～2021年3月）

役 職 名 氏 名 所 属 備考

北海道支部長 渡辺 徹 わたなべ小児科アレルギー科ｸﾘﾆｯｸ 支部長

副 会 長

(社会保険・国際部担当）
奥村秀定

北海道・東北担当

(宮城県小児科医会会長）

理 事 渡辺 徹 わたなべ小児科アレルギー科クリニック

代 議 員

土田 晃

高室基樹

土田こどもクリニック

北海道立子ども総合医療・療育センター

予備代議員

小林
△

郎

古田博文

KKR札幌医療センター

ふるた小児科クリニック

社会保険委員 多米 淳 円山ため小児科

公衆衛生委員 古田博文 ふるた小児科クリニック

乳幼児学校保健委員 小池明美 宮の沢小池こどもクリニック

地域総合小児医療検討委員

地域総合小児医療認定医審査委員

成育基本法推進特別委員

土田 晃 土田こどもクリニック

学術教育委員 米川
一

刀． 晴 おひげせんせいのこどもクリニック

広 報 委 員 平川賢史 NTT東日本札幌病院

ホ ー ムペ E一 ジ委員
高室基樹
(理事会推薦）

北海道立子ども総合医療・療育センター

裁 定 委 員 小林
今

郎 KKR札幌医療センター

子どもの心対策委員 須藤 章 楡の会こどもクリニック

子どもとメディア委員 諏訪清隆 旭川赤十字病院

小児救急医療委員 末岡裕文 すえおかこどもクリニック
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●編集後記

縮小によるストレスと、経済活動の低下は、子ど

もと保護者を負のスパイラルに陥らせ、虐待発生

のリスクは間違いなく高まっています。札幌市で

は保健センターが子育て世代包括支援センターと

しての役割を担っており、子どもの命を守ること

を最優先に考え、子育てのさまざまなフェーズに

関係機関とともに係わりながら虐待防止に取り組

んでまいります。

毎号にテーマはございませんが、第36号は、

COVID-19対策決起号になったのではと思います。

お忙しい中、貴重な原稿をお寄せいただきました

諸先生に、深謝申し上げます。

（安田一恵）

令和の時代に入り、ラグビーワールドカップ、

2020オリンピックヘの期待・ ・ ・とワクワクする

日々でしたが、新型コロナウイルス(COVID-19)

との戦いが始まり、今に至っています。われわれ

は、新しい生活スタイルのもと、COVID-19を正

しく恐れながら期間未定で共存していかなければ

なりません。

これまでのところ、子どもは感染しにくく、重

症化の割合が低いとされています。今後インフル

エンザ流行期にはどうなるか分かりませんが、

感染症としての脅威もさることながら、生活様式

の変化による心と体の健康被害が大きいことは

明らかと思います。さらに学校閉鎖や保育現場の
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