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等巻頭言弓

COVID19の感染爆発について考える

桑原 浩桑原医院

治療が必要ということがわかりました。症状が

軽くても酸素飽和度の低下が早期に起こったり、

味覚障害、臭覚障害も起こりやすいことがわかっ

ています。

2020年3月6日時点ではクルーズ船を除く国

内の感染者は348人、死亡6人（三重県内は感染

者1人、死亡0人)、米国で初めて感染者の報告

がありました。またたく間にクラスター（集団

感染）が起こり世界に拡散し、 6月5日時点で

は日本国内では感染者17,064人、死亡907人、世

界全体では感染者640万入超、死者38万入超。

PCR検査の母数が国によって異なるため死者数

で比較したほうが実態に近いと思われます。

日本の約3倍の人口の米国で10万人、イギリ

ス、イタリア、ブラジルで3万入超の死者がで

ており感染の中心が欧米、南米になっています。

日本での流行は、当初中国の武漢発症のコロナ

ウイルスでしたが、 3月以降はヨーロッパ由来

のコロナウイルスが流行し致死率が高まってい

ます。ロックダウン（都市封鎖）や外出自粛、

学校の休校、商業施設、飲食店、遊興施設への

休業要請により感染者の増加は鈍化してきまし

た。経済へのダメージも大きいため、 5月7日

からは制限が緩和され、三重県では16日から遊

園地が再開、 18日からは公立学校の分散登校も

始まりました。 しかし北九州でクラスターが起

こり東京でも再び感染者が増加してアラートが

出されました。 1917年から流行したスペイン風

邪では第2波、第3波があり多数の死者がでま

した。東京における抗体保有率は0.1％とのこと

です。悪夢の再来がないことを祈るばかりです。

2020年はコロナウイルス(COVID19)によっ

て世界が大きく変わった年としてこれからも記

憶されることでしょう。感染拡大が早く死亡率

も高い。 リーマンショックを凌駕する世界規模

の経済的打撃があり生活様式の見直しが迫られ

ています。これまでは人間関係構築の上でface

tofaceやスキンシップ、絆などが重視されてい

ましたが感染防止のために密接、密集、密閉の

3密を避けsocialdistanceが必要とされテレワー

ク、テレビ会議、WEB授業が推奨されるなど社

会常識が大きく変化しています。

日本ではダイアモンドプリンセス号を発端と

して感染経路不明例も多く心疾患、糖尿病を持

つ高齢者に死亡例が多くでています。治療法も

なくイベントの中止、小中高休校、マスク不足

ひいては、消毒用アルコール、体温計、 トイレッ

トペーパーやティッシュペーパー、生理用品な

どの不足まで起こり社会不安となっています。

検査キット、ワクチンや治療薬の開発が望まれ

ます。

コロナウイルスは以前から存在しヒトに日常的

に感染するのは4種類のコロナウイルス(Human

Coronavirus:HCoV,HCoV-229E,HCoV-OC

43,HCoVNL63,HCoV-HKU1)です。 これ

らは冬季に流行し風邪の10～15%の原因であり

ほとんどの小児は6才までに感染を経験し大半

は軽症のはずでした。

今回のCOVID19はまだ確定していませんがコ

ウモリ由来コロナウイルスと考えられています。

ドイツからの報告では、剖検例12例中6例に肺

梗塞が報告され、単なる肺炎だけでなく血栓も

御へ
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定期的な治療や検査が必要な患者や健診、ワ

クチンが必要な乳幼児が受診を控えることがな

いよう国民には強く訴えていかなければならな

いと考えます。そのためには受診時間帯を分け

たり健診、ワクチンのみの曜日を設けたり、地

域の行政と医師会で協力して発熱外来を立ち上

げるなどの工夫が必要と思われます。受診者も

移動先や体調不良を隠蔽せず正確な情報を医療

者に伝えてもらわなければなりません。COVID

19は医療関係者だけではなく国民全体で立ち向

かっていくべき試練です。

そしてコロナウイルス以外の感染爆発、バッ

タの大発生による蟆害などの危険性も考慮して

準備しておかなければなりません。皆様のさら

なる協力が必要とされています。粘り強く頑張

りましょう。

感染対策としては、次亜塩素酸やアルコールに

よる消毒、ウイルス活性の抑制、防護衣の充足、

対応する医師、看護師、検査技師等の補充、発

熱外来設置が必要ですが、 うまく機能したとは

思えません。感染を恐れるあまり国民は必要な

受診を控えたり、デマ情報に左右されました。

医療機関側も帰国者や発熱した患者は受け入れ

ないなど過剰反応し、結果的に重症者がたらい

回しとなってしまいます。外来患者数は減少し、

風評被害も加わって閉院した医療機関もありま

した。

問診とテレビモニターによる遠隔診療が推奨

されていますが、聴診、触診、検査やレントゲ

ン等なしでは診断や治療は困難であり、特に耳

鼻咽喉科、歯科においては診療不可能であると

思われます。

へ
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第1ｱ9回三重県小児科医会理事会報告

令和2年5月24日（日）

10時より （テレビ会議にて）

8．若手小児科医育成基金

9．各種委員会構成表

・日本小児科医会各委員会委員（任期2年）

公衆衛生委員会：長谷川昌弘、社会保険委

員会委員：松田正、子どもとメディア委員

会委員：渡辺正博

10．乳幼児保健委員会より

・三重県からの令和2年度委託事業として三

重県医師会乳幼児保健部会が「1歳6か月

児・ 3歳児健診マニュアル」を作成する。

11．小児在宅検討委員会より

12．社保・医療経営委員会より

・第5回三重県小児在宅医療実技講習会・講

演会は時間を短縮しWEB開催で実施する。

13．三重県小児科医会HPVワクチン接種状況報

告について

14．令和2年度医療機関における保健師に対す

る乳児健診研修について

・令和元年度は20名の保健師が14小児科診療

所で研修を受けた。

15．令和2年度無料講師派遣事業計画について

・令和2年度は四日市地区1件、伊勢地区4

件、亀山地区1件を実施する。

16．令和2年度三重県小児科医会医学奨励金に

ついて

17．令和2年度若手医師優秀論文審査（結果）

について

18．小児科医に向けた連続講座について

・令和2年7月30日嗣、 8月27日附、 9月24

日附19時より、三重県こども心身発達医療

センターにて実施する。

19．三重県でのCDRモデル事業について

簿協議事項●

1. 【中止】第179回例会（総会）

令和2年5月24日（日） （マルホ㈱共催）

。特別講演アレルギー関連講演を2題予定。

3．第180回例会令和2年9月27日（日）

若手医師委員会企画

。特別講演（ノバルティスファーマー㈱共催）

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

生涯免疫難病学講座

教授森 雅亮先生

「不明熱（仮)」

・若手医師委員会「ワークショップ3題（県

立総合、三重病院、伊勢日赤より予定)」

･WEB開催についての検討を始めること。

4．第181回例会

令和3年1月24日旧）

（ノーベルファーマー㈱共催）

。特別講演微量元素欠乏について（予定）

･WEB開催についての検討を始めること。

5．第182回例会（総会・理事監事選挙）

令和3年5月23日（日） （マルホ㈱共催）

。特別講演アレルギー関連講演を2題予定。

6．今後の例会等のテーマ・講演について

・医療事故について（梅本理事、弁護士他）

・これからの小児医療・保険を考えた外来小

児科の診療報酬について（松田監事、 日本

小児科医会社会保険委員会委員他）

・重症先天性心疾患の出生後スクリーニング

について

・ビタミンD欠乏性くる病について

7．令和2年度三重県小児科医会定例総会議案

書について

/銅、
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12．令和元年度第2回三重県医師会乳幼児保健

部会（県医師会館）

13． 【中止】日本医師会学校保健講習会（日医会

館）

14． 【中止】三重県小児科医会小児在宅検討委員

会（三重病院）

15．家庭看護力醸成WG会議（テレビ会議Zoom)

16． 【中止】三重県医師会産前産後の親子安心サ

ポート研修会（県医師会館）

17．三重県小児科医会編集委員会（三重病院）

18．第3回三重小児COVID-19カンファレンス

（テレビ会議Zoom)

19．三重県小児科医会役員会（テレビ会議Zoom)

20．第4回三重小児COVID-19カンファレンス

（テレビ会議Zoom)

21．三重県小児科医会理事会（テレビ会議Zoom)

・三重県より三重大学小児科が委託を受け実

施する。

20. COVID19対応情報について

21．乳児ビタミンK欠乏性出血症の予防投薬に

ついて

・三重県小児科医会は母乳栄養児に対して13

回法を推奨する。

22．乳児へのビタミンD投与について

・母乳栄養児に対するVitD投与の必要性につ

いて議論された。

23． 出生後24～48時間のSpO2測定と母子手帳

記載について

・重症先天性心疾患のスクリーニング法として、

新生児に対する生後24～48時間の下肢経皮

的酸素飽和度測定について話題提供があった。

24．家庭看護力醸成について

・日本小児科医会家庭看護力醸成WGにおい

てマニュアルを作成中。

凧

●事務局●

1．会員数 A会員89名 B会員131名

名誉会員2名 総数223名

2．入会者 伊藤道子(B)・荻野仁志(B)･

鬼藤雄介(B)・木村隼大(B)・須藤直樹(B)・

豊田花菜(B)・堀江潤(B)・若林えり子(B)･

坂崎友則(B)・林良-(B)・北村創矢(B)

3．退会者 川田節男(A)・田邉穰(B)･

小俣真(B)

●報告事項●

1・三重県少子化対策計画推進部会（合同ビル）

2．令和元年度学校保健総合支援事業第2回協

議会（県医師会館）

3．三重県小児医療懇話会（吉田山会館）

4． 日本医師会母子保健講習会（日医会館）

5．三重県医師会小児在宅医療連絡協議会（県

医師会館）

6． 【中止】三重県医師会乳幼児保健講習会等

（県医師会館）

7．三重県医療審議会周産期医療部会（県庁）

8． 【中止】第78回三重県小児保健学会（県総合

文化センター）

9． 【中止】日本小児科医会生涯教育セミナー

（名古屋）

10.第2回産前産後の親子安心サポート事業検

討会（県医師会館）

11．第2回みえ出産前後保健指導事業検討部会

（県医師会館）

'へ

鯵今後の主要学会●

1．三重県開催

・2020． 9． 6（日） 第79回三重県小児保健学会

（県総合文化センター）

･2022. 6.24㈲-26(日） 日本小児保健協会・

学術集会（県総合文化センター予定）

2． 日本小児科医会関係

・フォーラム 【中止】2020． 6． 6－7．(札幌）

2021. 6.26-27.(福岡）

2022． 6．11－12（高松）

・生涯セミナー 《WEB開催》2020.10.18(日）
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（和歌山）

2021.10.10(日) (高崎) 2022. 10. 9旧) (宮崎）

3．三重県内外での講演会・研修会

・2020． 7． 5旧） 【中止】HPVワクチンについ

て（案） 村中璃子氏（県医師会館）

･2020.8.2 (H) <WEB開催》第5回三重県

小児在宅医療実技講習会・講演会（津）

･2020.10. 4旧)白圭会総会（鳥羽）

（野村記）

一

騨鍵鱗繍且寧繍一
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三重県小児科医会令和2年度定例総会報告

県小児科医会が会員の診療技術の研鎖、会員の

親睦のため活発に活動していけるよう会員皆様

のご協力をお願い申し上げます。

「成育基本法」が、 2019.12.01に施行されま

した。 2020年夏ごろまでに厚労省「成育医療等

協議会」が成育医療等の基本方針の案をまとめ

閣議決定される予定でした。しかし2020.3.26第

2回協議会で日本小児科医会が提案（目標と基

本要望）を発表したのを最後に開催がないよう

です。それどころではないのでしょうね。尚、

2020年度から「成育基本法」のもとで三重大学

小児科は三重県の委託を受け「予防のための子

どもの死亡検証(ChildDeathReview(CDR))

体制整備モデル事業」を実施されますので、一

部は動き出しているのかと思います。

本会各委員会活動に話を移します。周産期委

員会は三重県周産期医療部会で母体・新生児の

新たな搬送システムを纏めました。又、三重県

の災害時小児周産期リエゾンが発足いたしまし

た。乳幼児健診委員会は三重県医師会内で「三

重県母子保健健診マニュアル第2版」や「三重

県乳児健診ガイドライン」の作成、又、三重県

の委託事業として「保健師診療所研修」を行い

ました。感染症・予防接種委員会はHPVワクチ

ン接種率向上に向け、三重県産婦人科医会との

連名で推奨文書作成し、同ワクチン接種状況調

査を開始しました。保育園医委員会は無料で講

師派遣事業を継続しています（2019年度6件)。

小児救急医療事業委員会は2019.10.27に三重県

医師会館で「第5回家庭看護力醸成セミナー」

を開催いたしました。学校保健委員会は三重県

医師会内で学校メンタルヘルス事業の県内普及

に向け再出発です。小児在宅検討委員会は第2

回医療的ケア児診療実態調査を2020. 1月に実施、

日時：令和2年5月24日（日）

新型コロナウイルス感染症の発生状況を鑑み、

定例総会開催を中止した。同日10時よりテレビ

会議(Zoom)で理事会を開催し、同会の議決

を以て定例総会の議事を承認とした。

1．定例総会次第

1．会長あいさつ

2．議長選出

3．議事

第1号議案令和元年度事業報告（案）に

ついて

第2号議案令和2年度事業計画（案）に

ついて

第3号議案令和元年度決算報告（案）の

承認について

第4号議案令和2年度予算（案）承認に

ついて

4．会長謝辞

5．閉会

'凧

Ⅱ、会長あいさつ

2020年は2月頃から新型コロナウイルスに翻

弄され、三重県小児科医会活動は元より、県内

外のあらゆる会議・講演会等が中止されていま

す。 5月18日からは県内小中学校が再開され、

賑やかさ・元気さが戻りつつあるようですが、

この秋に向け、これからの短い期間で第2波に

向けた対策や心構えを準備する必要があります

し、個人的にも何とか生き延びたいなぁ－と思っ

ています。

先ず本会の概要です。この1年間の入会はA

会員2名、B会員13名で合計15名、退会はA会

員3名、B会員2名、名誉会員1名で合計6名

でした。現在の会員数は223名です。今後も三重

鮒愈
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災害マニュアル・ノートを改訂しました。更に、

三重県の小児在宅活動が全国的に認められ、2019.

9.25に日医都道府県小児在宅ケア担当理事連絡

協議会、及び2019.10.11に厚労省医療的ケア児

の地域支援体制構築に係る担当者合同会議で活

動を紹介しました。会報編集委員会は査読制度

の実施、医中誌への医会報登録、若手医師優秀

論文表彰を通して医会報を充実していただいて

います。HP委員会は学術論文や研究会抄録の掲

載、学術委員会は3回の例会開催、社保委員会

は診療上改訂に伴う情報の速やかな伝達、若手

医師委員会委員会は2019.9.29の例会でPALSの

実習を実施いたしました。

今年度から県立子ども心身発達医療センター

の先生方が講師となり「小児科医師への連続講

座」が開催されます。小児科医の発達障害児へ

の対応力を強化し、発達障害児が地域で早急に

支援を受ける体制作りを目指します。同センター

の初診待機期間の短縮にも有効です。三重県の

発達障害児への新たな取り組みの始まりですの

で、奮って参加して下さい。

最後になりますが、令和元年5月に3期目の

三重県小児科医会会長職を拝命し折り返し点に

到着いたしました。この5年間を支えていただ

きました皆様方に感謝申し上げますとともに、

引き続きご支援ご協力をお願い申し上げます

が必要な時は三重大学が調整する。

2）新生児は総合周産期､地域周産期センター

に加え桑名市総合医療センターを加えた6

施設に依頼する。心疾患、新生児外科疾患、

28週未満の新生児の受入調整は総合周産期

センターで行う。

2．三重中央医療センターで行っている以下の

2事業への支援を行った。

1）三重県周産期医療ネットワークシステム

運営研究事業支援

2）平成29年度新生児ドクターカー運営研究

事業支援

今後、集積した膨大なデータを活用し臨床

現場へのフィードバック、学術論文化などが

課題である。

3．総合又は地域周産期センターがない鈴鹿、

松阪、伊賀地域、紀州地域における新生児蘇

生、安定化、搬送システムの構築について提

言を作る。

本目標に関しては、搬送ルールは決まった

が、安定化についての取り組みは未達成。

4．三重県下の新規、及び産科医療関連施設

NICUの動向調査

・桑名市総合医療センターの新生児部門が徐々

に活動を始めた。

・済生会松阪病院産科での新生児取り扱い数

は連携がなく正確には不明。

5．産科との連携強化

施設によっては連携が取れているが、県下

全体では、必ずしも連携が良好と言えないの

で、今後も努力していく。

6．令和元年度三重県胎児・新生児研究会へ援

助金（10万円）を支出した。

7．三重県の災害時小児周産期リエゾンが発足

した。別添三重県資料4－1～3参照。

乳幼児保健委員会

1．三重県母子保健健診マニュアル第2版作成

追記項目のみ予防接種スケジュールの変更

/~ヘ

/銅、

Ⅲ、令和元年度事業報告

周産期委員会

1．総合周産期センター、地域周産期センター

への母体・新生児搬送のエリア別実績に基づ

く搬送ルールの見直しについて（最重点課題）

別添三重県資料3の様に母体と新生児搬送

について決定した。

1）母体は三重県下の出産を扱い新生児の診

療が可能な総合周産期、地域周産期センター

に加えて桑名市総合医療センター、済生会

松阪病院を含む7施設に依頼し、受入調整
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2）「子どもにがんをどう伝えるか～子どもの

理解と心理面への配慮～」

鈴鹿医療科学大学保健衛生学部

医療福祉学科准教授 中西健二氏

3） 「中央情勢報告」

日本医師会総合政策研究機構

主任研究員和田勝行氏

2．三重県学校メンタルヘルス分科会

【第1回】 日時令和元年8月29日附

【第2回】 日時令和2年3月19日附

3．三重県医師会身体の問題検討部会

【第1回】 日時令和元年7月4日附

【第2回】 日時令和2年3月19日附

4．三重県学校保健安全研究大会

日時令和元年11月14日嗣クラギ文化ホール

「子どもの心身の健康とネット・スマホ依存

について」

久里浜医療センター院長 樋口 進氏

5．全国学校保健・学校医大会

令和元年11月23日仕）

「名張市における教育支援委員会と乳幼児健

診委員会・個別乳幼児特別支援事業・ 5歳児

健診との連携について」

三重県医師会稲持英樹

小児在宅検討委員会

1．委員会会議開催実績

1）第25回委員会

平成31年4月11日附三重病院

2）第26回委員会

令和元年7月4日附三重病院

3）第27回委員会

令和元年10月31日附三重病院

4）第28回委員会

令和2年3月12日附三重病院（中止）

2．第4回三重県小児在宅医療実技講習会・講

演会開催

・午前実技：人工呼吸器管理の講義・実習

参加者医師25名訪問看護師26名

等した。

2．三重県乳児健診ガイドライン作成

若手医師の乳児健診に関する知識の整理留

意点を確認するために作成した。

3．保健師診療所研修（20名）を実施した。

4．各群市医師会乳幼児保健検討委員会の実施

状況調査

子育て世代包括支援センターの母体になる

ことが期待されるので、各地の活動状況を調

査した。

感染症・予防接種委員会

1．三重県HTLV-1母子感染対策事業支援

児の抗体検査等実施状況の調査を実施した。

2． ムンプスワクチン接種後の副反応調査

平成26年1月からの調査を継続実施した。

3.HPVワクチン接種率向上対策

･HPVワクチン推奨文書を作成し会員に周知

した。

･HPVワクチン接種状況調査を開始した。調

査開始以降の接種数増加は明らかではない。

保育園医委員会

子ども健康週間における無料講師派遣事業を

6件実施した。

小児救急医療事業運営委員会

1．第5回看護力醸成セミナーを開催

1) 2019.10.27に日本小児科医会主催、三重

県小児科医会共催、三重県医師会館にて。

2）保護者、保育士・幼稚園教諭、看護師・

保健師、医師、学生、市民ら234名が出席。

2． 日本小児科医会「地域小児科救急全国協議

会」への出席

乳幼児事故予防推進会議委員会

特になし

学校保健委員会

1．県医師会学校医研修会令和元年12月8日(日）

1）「三重県の学校におけるがん教育」

三重大学医学部附属病院がんセンター／

腫瘍内科助教石原幹也氏

織凧

'凧
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3．三重県小児セラピー研究会開催（会場；

鈴鹿医療科学大学）

・令和元年6月2日

テーマ股関節脱臼を含む小児痙縮治療

・令和元年12月1日

テーマ在宅人工呼吸器管理を要する子ど

ものセラピー

4．令和元年度都道府県医師会小児在宅ケ

ア担当理事連絡協議会

・令和元年9月25日 日本医師会館医師会

の取組（野村豊樹）

5．令和元年度医療的ケア児の地域支援体制

構築に係る担当者合同会議

・令和元年10月11日厚労省講堂医療的ケア

児の協議の場（県医師会中村康一常任理事）

6．医療的ケア児診療実態調査アンケート形式

（平成26年度との比較検討）

・一次調査：配布済

・二次調査：令和2年1月実施

7．三重県小児在宅災害マニュアル・ノート

改訂

・三重県小児科医会、三重県医師会両HPに

アップ

8．第2回三重県医師会小児在宅医療連絡協議

会令和2年2月20日

会報委員会

1．三重県小児科医会報108号、 109号、 110号を

発行した。

2．投稿論文の査読を行い、 108号に2論文掲載

した。 111号にも2論文掲載予定。

ホームページ委員会

HP委員会では三重県小児科医会のHPを事務

局の太田さんのご援助をいただき、小児科医会

例会や各種小児科関係の研究会などの開催をHP

上でご案内する事業を行ってきました。平成29

年度より三重県小児科医会医報を学術論文掲載

誌にすることが決まり、その論文をHPにて自由

に閲覧できるようになりました。今年度は小児

科関連の学会や研究会の抄録をHPに掲載するこ

とが可能となりました。会報にふるって投稿し

ていただきますようお願いいたします。

学術委員会

1．三重県小児科医会例会を3回（第176回、第

177回、第178回）開催した。

2．医学奨励金1件を実施した。

社保・医療経営委員会

1．令和元年度日本小児科医会社会保険委員会：

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in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

は新型コロナ感染拡大のため中止

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。

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。

5． 日本医師会社会保険診療報酬検討委員会・

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営実態アン

ケート調査を実施し、集計および報告書の作

成をした。令和元年度診療所小児科医業経営

実態調査の製本版は各小児科医会事務局に5

/余、

/か、
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NICUの動向調査

・今年度も継続して行う。特に、済生会松阪

病院産科の新生児担当医師との連携も模索。

5．産科との連携強化

6．令和2年度三重県胎児・新生児研究会へ援

助金(10万円）を支出する。

乳幼児保健委員会

1． 1歳6ヶ月児健診、 3歳児健診マニュアル

作成

・令和2年度三重県子ども福祉部から依頼を

うけ、保健師を含め健診業務にあたる担当

者向けのマニュアルとする。

2．保健師診療所研修

・本年度は各診療所の受け入れを拡大する予定。

3．母子保健健診マニュアル補足

1）ビタミンD欠乏

2）ビタミンK2シロップ

3）予防接種スケジュール（令和2年10月改

定にむけ）

4．産科医療機関配布の「はじめてのお母さん

へ」全面改訂。

感染症・予防接種委員会

1．三重県HTLV-1母子感染対策事業支援

・児の抗体検査等実施状況の調査を実施予定。

2． ムンプスワクチン接種後の副反応調査

・平成30年度～令和2年度で継続実施予定。

3．教育現場にワクチンの意義と効果を伝える

・保護者に伝達と共に今後日本を支える子ど

もたちにワクチンを知ってもらうため学校

教育の場での啓発事業に取り組む。

(Ex. iPadを使った“ワクチンのおはなし”

をもとに教育教材の作成に着手している｡）

保育園医委員会

・各地区園医の協力の基、子ども健康週間にお

ける無料講師派遣事業を引き続き実施する。

小児救急医療事業運営委員会

・日本小児科医会「地域小児科救急全国協議会」

への出席

部ずつ郵送済み。

7．令和2年度日本小児科医会総会フォーラム

（札幌）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・準備を行ったが中

止となった。

若手委員会

1．若手委員会担当の小児科医会例会（第177回）

令和元年9月29日(日）

・一般演題 三重大学小児科大矢和伸

。特別講演 桑名市総合医療センター

周産母子センター長馬路智昭先生

・若手委員会企画PediatricAdvancedLife

Support:PALS実習

インストラクター杉浦勝美、森本真理

2．若手リクルート対策委員会

・2019年5月10日勘

･2019年7月5日㈱

・2019年11月22日㈱

銀“、

Ⅳ、令和2年度事業計画

周産期委員会

1．令和元年度に見直された母体・新生児搬送

ルールの運用上の改善点の調査

2．三重中央医療センターで行っている以下の

2事業への支援継続

1）三重県周産期医療ネットワークシステム

運営研究事業支援

2）平成29年度新生児ドクターカー運営研究

事業支援

・集積した膨大なデータを活用し臨床現場

へのフィードバック、学術論文化の推進

3．総合又は地域周産期がない鈴鹿、松阪、伊

賀地域、紀州地域に於ける新生児蘇生、安定

化、搬送システムの構築について提言を作る。

・本目標に関しては、昨年度の積み残しの課

題であり、 4年後を目途に構想を練る。

4．三重県下での新規及び産科医療関連施設

“
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・日本小児科医会の家庭看護力醸成推進事業へ

の協力

乳幼児事故予防推進会議委員会

特になし

学校保健委員会

地域の小、中、高校の学校医活動を推進する

と共に、児童生徒のアレルギー疾患対応や生活

習慣病対策、運動器検診、心臓検診、腎臓検診

等、多種の事業を進めつつ、時宜に即した取組

の実施、学校医研修会開催等学校保健事業の推

進に努めます。また、校医の適正配置について

も郡市医師会の状況を把握し支援を行います。

特に「学校におけるがんに関する教育」は重

点課題であり、県下全ての学校での実施するこ

とを目標に事業を推進します。「学校メンタルヘ

ルス事業」はこれまでの実績を基に、今後は全

ての学校において実施可能なシステムの構築を

目指します。更に新学習指導要領に基づく、そ

の他の健康教育・児童生徒の健康増進等・学校

保健活動への学校医の参画を支援します。

小児在宅検討委員会

1．第5回三重県小児在宅医療実技講習会・講

演会テーマ未定

・日時：令和2年8月2日予定

場所：三重県医師会館1F

・対象：午前三重県の医師30名限定

（訪問看護師20名）

午後多職種

2．三重県小児セラピー研究会

令和2年12月6日(日)13:30～鈴鹿医療科学大学

・テーマ電動移動機器の歴史と今（案）

びわこ学園 高塩純一先生（予定）

3．県医師会合同医療的ケア児の“かかりつけ

医”調査解析（日本小児科学会誌投稿考慮）

会報委員会

・三重県小児科医会報111号、 112号、 113号を発

行する。

ホームページ委員会

時代はペーパーレスの方向にあり、今後はHPに

て三重県小児科医会会報全体を閲覧できるように

していく必要があると考えます。HPに対するご要

望がありましたら、HP委員会までご連絡をお願い

申し上げます。ただし、予算やサーバーの容量の

問題もあり、すべてのご希望に沿うことは難しい

ことはご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

学術委員会

1．三重県小児科医会例会を3回（第179回、第

180回、第181回）開催する。

2．本会例会等で新専門医制度研修単位（Ⅱ専門

医共通講習･iii小児科領域講習)の取得に努める。

3．三重県小児科医会医学奨励金を公募する。

社保・医療経営委員会

今年度の委員会開催予定は6月の札幌フォー

ラムで決まる予定であったが、新型コロナ感染

の拡大により現在は未定。

若手委員会

1．第180回例会 担当：若手委員会

2020年9月27日(日）

1）特別講演

東京医科歯科大学 森 雅亮先生

「不明熱（仮)」

2）若手委員会企画

・前半の特別講演に関連したワークショップ

形式の症例検討（グランドラウンド） 3例

・プレゼンター：後期研修医

2．今後の行事

･2020年5月23日㈹実技研修＆新入局員歓迎

会（初期研修医・学生勧誘も兼ねる）

・2020年7月入局説明会

/“、

御
一

V.令和元年度三重県小児科医会決算報告

承認された

Ⅵ、令和2年度三重県小児科医会予算

承認された （野村記）
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COVID-19の対応に関する臨時役員会報告

令和2年7月14日(Web会議）

三重県小児科医会役員会

野村、駒田、落合、東川、松田、平山

長谷川、水谷、永井、菅、岩本、豊田、大橋

出席者

またはゴーグル、長袖ガウン（ビニール製でも良

い)、使い捨て手袋を使用し、アルコールによる

手指衛生を確実に行えば、仮に患者がCOVID-

19患者であっても濃厚接触者とはならない。利

用可能であれば、N95マスクを使用しても良い

が、一般診療所では入手しにくく、また、費用

が高くなる。使用できる場合は、N95マスクの

上からサージカルマスクを着用し、使用後サー

ジカルマスクは使い捨てにし、N95マスクは清

潔に保管し1日使用するなどの節約の工夫が必

要である。

SARS-CoV-2検出キットは、現在のところ使

用に当たって、保険診療で行う場合、PCR検査

と同様に三重県との契約が必要であり、使用結

果の報告義務がある(3)。ただし、自費診療では

キットさえ入手できれば可能であるが、 1キッ

}6,000円と高額である。

キットの性能は、有症状者（発熱、咳嗽、鼻

汁、味覚・嗅覚異常などCOVID-19感染症を疑

う症状）で、症状発症日を第1日として、第2～

9日目の迅速抗原検査キットの陽性率はPCR検

査と同等で、陽性であれば確定診断となり、陰性

例であればPCR検査は不要である(4.5)。但し、迅

速抗原検査キット陰性であっても確実にCOVID-

19を否定することには見逃しリスクもあること

は認識しておくべきである。臨床経過から感染

が疑われる場合は、確定診断のため医師の判断

においてPCR検査を行う必要がある(4,5)O小児発

熱疾患の多くは発熱症状発症後第2～9日以内

に医療機関を受診することが多いので、SARS-

小児では受診動機として発熱患者が多いが

COVID-19と他の発熱疾患を鑑別するためにイ

ンフルエンザ迅速抗原検出キットなどの使用は

どのようにするか？

［ステートメント］

病歴、身体所見から臨床診断に努め、迅速キッ

トの使用の適応を慎重に判断する。検体採取に

際しては、飛沫・接触予防策、手指衛生を確実

に行う。

［解説］

日本医師会は、インフエンザ迅速抗原検査な

どのエアロゾル発生の可能性のある検査は、検

体採取者のCOVID-19罹患のリスクがあるとし

てN95マスクの使用を推奨している(')。しかし、

小児科では、エアロゾルが発生する可能性があ

る検査として、インフルエンザ迅速抗原検査以

外に、溶連菌、マイコプラズマなどの細菌抗原

とアデノウイルス、RSV，hMPVなどのウイル

ス抗原検出キットが使用されている。病歴、身

体所見から臨床診断可能であれば、抗菌薬投与

の適応がある溶連菌感染症以外は自然経過で治

癒する疾患が多いので迅速検査が必要かを慎重

に判断する｡COVID-19の疑いが強い時は、検

体採取は行わず、保健所に相談の上、行政検査

または地区のPCRセンターヘPCR検査を依頼す

る。

厚生労働省の指針では、上咽頭、咽頭などの

上気道からの検体採取には、接触・飛沫感染予

防策で可能となっている(2)。具体的には、サージ

カルマスク （採取後は交換)、フェイスシールド

銅胤

凧
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査結果は翌日にはでる。法に基づく休業は要請

されないが、濃厚接触者はPCR検査が陰性であっ

ても14日間の自宅待機が必要であるため、現実

的には自院の判断で休業とせざるを得ないと考

えられる。 また、COVID-19を診療した診療機

関名は公表されない。ただし、風評被害による

経営上のダメージはある可能性はある。慢性患

者であれば、COVID-19対応として電話再診が

保険診療で認められているので活用する。また、

パソコンや携帯電話を用いた遠隔診療も導入を

考慮する。

CoV-2の検出は迅速キットの使用で可能で、利

用できれば有用であると考えられる。無症状者

における感染のスクリーニングおよび発症第1

日目、発症後,0日目以後患者の診断には適さな

い(415)o

自院でCOVID-19の患者の診察をしていた場

合に濃厚接触者となるのか？

［ステートメント］

COVID-19患者を診察しても、飛沫・接触予

防策、手指衛生を確実に行っていれば、濃厚接

触者にならない。

［解説］

厚生労働省の指針では、上咽頭、咽頭などの

上気道からの検体採取には、接触・飛沫感染予

防策で可能となっている(2)o具体的には、サージ

カルマスク （採取後は交換)、フェイスシールド

またはゴーグル、長袖ガウン（ビニール製でも良

い)、使い捨て手袋を使用し、アルコールによる

手指衛生を確実に行えば、仮に患者がCOVID-

19患者であっても濃厚接触者とはならない(5)o

濃厚接触者とならないためには、診察時のサー

ジカルマスク、 フェイスシールド着用と特にア

ルコールによる手指衛生が重要である。つまり、

COVID-19患者の紛れ込みがあっても、診療所

医師、看護師、受付事務を含め、スタッフ全員

が濃厚接触者にならない診療体制が最も必要で

ある。医療機関に関しては濃厚接触者でなくて

も、接触者として医師およびスタッフのPCR検

査を行政検査として保健所に依頼する｡PCR検

r■

各弛区医師会で、 ドライブスルー方式等によ

るPCR外来（センター）を設置しているが小児

には対応可能か？

［ステートメント］

三重県下で小児に確実に対応可能なPCR外来

(センター）は、鈴鹿、亀山、伊勢のみである

(令和2年7月18日現在)。

［解説］

PCR外来（センター）へ検査依頼する患者は

入院の必要でない患者である。入院が必要と考

えられる患者は地区の入院可能な病院へ検査せ

ずに紹介する。現状では、小児の上気道検体採

取は困難として、 15歳未満の患者は全て除外さ

れてしまう可能性が高い。小学校高学年であれ

ば成人と同じに対応できる。また、乳幼児でも、

ドライブスルー方式であっても、座席に保護者

が抱っこして児を保持し、片手で保護者に患児

の両手を抑制し、片方の手で前額部を固定すれ

一

*難､ ． ､ ､蕊溌 ・識. ： : ･ ;難 . -糠 戦

効能・効果､用法・用量､禁忌を

含む使用上の注意等については、

添付文書をご参照ください。

鑑…夛許ツタ慰霊
富山県富山市八尾町保内1－14－1
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外への移動歴、濃厚接触者との接触がなかった

などが重要項目である。Web問診が可能であれ

ば活用する。COVID-19を強く疑う場合は、帰

国者・接触者外来、発熱外来、PCR外来へ、そ

うでなければ自院で接触・飛沫感染予防策を取っ

て診察する。

外来待合では、三密を避ける工夫をする。予

約制を徹底し、発熱患者は車での待機とし、携

帯電話等で呼び出し、待合に入る人数を極力少

なくし、非発熱患者との接触をさける。慢性疾

患は、電話再診での投薬や、テレビ電話システ

ムを利用した遠隔診療を組み合わせることも考

慮する。

さらに、来る秋冬に向けて、各診療所が県内

地域別のCOVID-19およびインフルエンザ等の

感染症サーベイランス情報を把握し診療に活用

することが求められる。また、三重県小児科医

会会員向けにSlackなどのSNSを活用して、診

察上の工夫などの情報を会員間で共有し、安全・

安心な小児科医療の提供体制を構築していく必

要がある。

ば、検体採取可能である。採取方法の写真や図

を作成し小児科医以外の医師の協力を得る必要

がある。保護者が2人いれば、一人が抱っこし

て児の両手を保持し、もう一人が後部座席から

患児の頭を固定すれば、さらにスムーズに採取

可能である。

小児から大人に感染した事例は少ないという

報告があるが本当か？

［ステートメント］

エビデンスに乏しく、不明である。

［解説］

オーストラリアからの報告では15の学校で18

人の患者（9人は生徒、 9人は学校職員）が863

人（生徒735人、職員128人）と濃厚接触があっ

たにもかかわらず、感染が確認されたのは生徒

2人だけだった(6)。 ヨーロッパでも9歳の患者

が3つの学校やスキー学校で有症状のまま112名

に接触したにもかかわらず、誰にも感染してい

なかった事例がある(7)。 しかし、東京の保育園

では、保育士、園児を含め20名を超える集団感

染の事例があり、三重病院の症例も含め、小児

では、無症状にかかわらず非常に多いウイルス

量が検出される乳幼児がいるのは事実であり、

小児からの感染リスクに関しては、不明と言わ

ざるを得ない。これからの疫学的な状況解析の

結果が待たれる。

凧
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第5回日本小児科医会「家庭看護力醸成セミナー」報告

セミナー実行委員会

野村豊樹

家族の受療側との協働による理想の体制構築が

望まれる。

厚労省2013-2014年の救急医療のあり方に関

する検討会で、故市川先生は「行政機関や医療

機関は、国民に対して救急医療体制を適正にす

るために必要な知識を啓発することで、受診の

必要性や緊急性を患者家族が自ら判断できる判

断能力（家庭看護力）を地域に於いて醸成し、

継承していくべきである｡」と報告した。更に、

子どもの急な傷病は親にとって非常に不安なも

のであり、その緊急度を見抜くことができれば、

冷静な対応が可能になる。共働きのため夜間し

か子どもを受診させられないなど、患者家族の

努力だけでは対応できない社会環境も理解した

上で、医療体制を構築する必要を示した。

家庭看護力の原点は、子どもの様子が「いつ

もと違う」か否かの観察にある。その方法とし

て、小児救急医療現場のトリアージで使用され

ている「第一印象(PAT:PediatricAssessment

Triangle)」がある。A:活動性・意識(Activity

&consciousness)、B:呼吸状態(Workof

breathing)、C:皮膚への循環(Circulationto

skin)である。Aは見た目であり、 ぐったりし

ているか、苦しそうか、全く動いていないかなど

になる。Bは呼吸が速いか、遅いか、呼吸パター

ンが良いか、悪いか、異常呼吸音が患者に触れ

ずに聞こえるかなどになる。Cは皮層色蒼白や

チアノーゼ、末梢冷感の有無などになる。いず

れかに問題があれば分類は「悪い」であり、全

く動いていなかったり、死戦期呼吸を疑えば

｢蘇生が必要」となる。この考えを基に保護者の

｢いつもと違う」ことにも着目し、「救急受診の目

「家庭看護力醸成」は、2012年故市川光太郎

先生（元北九州市立八幡病院小児救急センター）

が提唱し、 2つの視点が示された。①日常生活

上での健康面への予防・注意と傷病の応急対処

法の周知普及、②急性傷病における患児の症状

から診た看護観察（ケア視点）のポイントと緊

急受診のタイミングの判断である。

日本小児科医会主催による本セミナーは、2015

年に第1回が茨城県で開催され、兵庫県、岡山

県、山形県と続き三重県が第5回である。令和

元年10月27日(日)三重県医師会館にて開催し227

名が参加した。尚、 日本小児科医会主催・地区

小児科医会共催の形式での実施は今回で終了と

なり、今後はこれまでの実績をまとめ、これを

基本に各地区小児科医会で展開されると伺って

いる。

'“

1 ． 「いつもと違う」が家庭看護力の基本

～子どもの異変に、早く気付こう～

．

北九州市立八幡病院

小児救急･小児総合医療センター西山和孝氏

2000年前後から小児救急医療（特に初期救急

医療）が問題化しているが、その拡充は未だ継

続しているのが現状である。医療サイドの問題

(開業小児科医の高齢化、小規模急患センターの

医療提供非充実等)、保護者サイドの問題（核家

族化・家庭力の低下、育児不安、より質の高い

医療の要望等)、医療経済的問題（病院小児科の

廃止、小児科医不足、小児医療の不採算性等）

などがあるが、小児初期救急医療体制は地域の

貴重な医療資源であり、医療提供側と保護者。
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安・判断チェックリスト （受診遅れを防ごう ！ ）」

を作成した。

ここで注意して欲しいのは、家庭看護力は受

診の遅れを防ぐことを目的としており、受診抑

制をH的としたものではない。軽症で受診して

もらい、軽症で終わらせることが小児救急医療

の本質である。

故市川先生は、①「PAT(第一印象)｣、②

｢いつもと違う」、③「家族の不安・心配への傾

聴」を家庭看護力醸成の3つの柱に挙げられた。

そして家庭看護力醸成とは、子どもたちの苦痛

を最小限に抑え、受診の遅れを防止し、軽症で

済ませる。医療者は受療行動の契機となる保護

者の不安や心配を正確に理解し同調し、更に家

庭での実践対応法を指導することを述べられた。

日本小児科医会小児救急医療委員会は、保護

者がPATを用いて家庭で急病の子どもをみて判

断するための表「救急受診の日安・判断チェッ

クリスト」を作成した。本チェックリストが保

護者、病院の事務、看護帥、医師、保育士、薬

剤師、その他の子どもの急病にかかわる方々で、

｢ここが悪いと思う。 ここは良いと思う。ここが

不安｡」など、一緒に見ながら話し合える、いわ

ば共通言語としてのパンフレットになることを

願う。

2．家族に寄り添う小児救急医療と家庭看護力

醸成

日本小児科医会小児救急委員会担当理事

土浦協同病院 渡部誠一氏

口匡

2000年前後の小児救急の危機から、小児救急

の調査研究が行われた。小児救急の9割が初期

救急であることが指摘され、①小児救急医療情

報(EMIS、 online子ども救急、 #8000、 こども

救急ガイドブック）による保護者の受診判断支

援、②トリアージ（緊急度判定）の導入、③小

児救急医療提供体制を集約化重点化の3点の対

応を進めてきた。

小児救急トリアージは、まずカナダ方式(P-

CTAS)が日本に導入され、 PAT:Pediatric

AssessmentTriangle (第一印象） という、素

晴らしい概念に出会った。具合の悪そうな子ど

もをみたら、 「見た目（外観)、努力呼吸、皮膚

の循環」の3点を一瞬で評価して、 トリアージ

レベルを決めることである。更に、 もう一つ重

要なことは「いつもと違うか？」という、保護

者の感じ方である。

3． シンポジウム

「あっ ！あぶない1 1－家庭での気づき－

1）家庭での子どもの事故

気道異物に対する予防啓発一

三重耳鼻咽喉科院長 坂井田麻帖子氏

声＝

気道異物とは、気道に留まってしまった食べ

物などの固形物のこと、 もしくは異物が詰まっ

た状態を指す。窒息のリスクがあり、命に関わ

ることもある。

「咽喉頭異物」は喉に詰まって窒息状態にな

鰯シ燕々謡蕊蕊 歌には､人を癒すチカラがあります。

<すりも歌のように､人を励まし､勇気づけ､笑顔にするチカラがあります。

私たちは､〈すりを通して世界中の人々の健康に奉仕で､きるよう、
とうつう

代謝性疾患･感染症･痔痛などの疾患領域を中心に、

研究開発から製品情報の提供まで､日々努力を続けています。

すべての人々のクオリティ･オブ･ライフの向上をめざして。

SONGforyoul シオノギです。
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食物アレルギーを有する児が原因アレルゲン

食物を「誤って」摂取したとき、即時型のアレ

ルギー症状が起こる。皮層症状（毒麻疹、発赤

など）が最も多いが、粘膜（目：眼球結膜充血・

流涙、鼻：鼻汁、鼻閉、 くしゃみ、口腔：違和

感や腫れ。かゆみ・イガイガ感)､消化器（嘔吐、

下痢、腹痛など)、呼吸器（のどが締め付けられ

る感じ、嗅声、犬吠様咳嗽、喘鳴、咳込、呼吸

困難など)、そして全身（アナフィラキシーショ

ツク：上述の様々な症状が複数出現し、 ぐった

りし。意識檬朧・呼応反応なし）へと多彩な症

状が起こる。

食物によるアレルギー誘発症状に対する治療

は①抗ヒスタミン薬、②副腎皮質ステロイド薬、

③エピペンがある。特に、アナフィラキシーショッ

クは生命にかかわるため、迅速に判断（緊急性

の高いアレルギー症状：全身症状・呼吸器症状・

消化器症状） し、適切な対応（安静を保つ体位

を取らせ、エピペンを使用する）が必要となる。

管理の基本は①正しい診断（どの食物にアレ

ルギーがあるか)、②正しい診断に基づく必要最

小限の除去（食物経口負荷試験で摂食閾値を知

ること、症状を起こさないようにアレルゲンの

量や範囲を超えないように食べること)、③間違

えて食べて症状がでたときの対応（主治医とよ

く相談しておくこと、エピペンをもらったら正

しい使い方を日頃から練習すること）である。

るが、 3つの要因がある。①食べ物の種類： ミ

ニトマトのような丸いもの、餅のように粘りの

あるもの、パンのようにぱさつくもの。②食べ

方：詰め込み食べ、丸呑み、早食い、歩き食べ

など。③食べる人：噛む力が弱い、飲み込む力

が弱い、詰まっても吐き出せない（小さい子供

とお年寄り)。 5年間で103名の小児が食べ物を

詰まらせて窒息死している。事故を防ぐために

①食材を詰まりにくい形状へ（ミニトマトやブ

ドウは分割し、団子・餅・バナナ等は一口サイ

ズへ)、②危険なもの（飴玉、グミ、ガム、こん

にゃくゼリー、ブラックタピオカ等）を与えな

い、③行儀よく食べさせる（よく噛む、 しゃべ

らない、座って食べる）を心がける。

事故発生時は咳をさせる→助けを呼ぶ。救急

車を呼ぶ→ハイムリッヒ法（1歳以上）・背部叩

打法及び胸部突き上げ法(1歳未満）→心肺蘇

生を行う。窒息後5分で呼吸停止となるので、

5分以内の異物除去が必要である。

「気管・気管支異物」は声門を通り抜けて吸

い込まれるピーナッツなどの乾燥豆類に多い。

すぐに窒息状態にはならないが、自力で喀出す

るのは困難であり、全身麻酔下での摘出術が必

要である。異物吸引直後は咳嗽や喘鳴が起こる

が、時間が経過すると無症状期となり、現場を

見ていなかった場合は発見が月単位で遅れる症

例もある。事故予防のためには①3歳までは乾

燥豆類を与えない、②家に置く場合も手の届か

ないところへ、③クッキーやケーキに入ってい

るナッツ類にも注意する。

気道異物の事故を予防するためには①気道異

物についての知識を持ち、②予防の対策を取る、

③そして子どもに関わる全ての人へ啓発するこ

とが重要である。

~、

“

3）家庭支援と子ども支援一虐待の未然防止を

考える一

元三重県児童相談センター鈴木 聡氏

「日本には存在しない」とまで言われていた

児童虐待は、当初、海外赴任者に「子育て注意

点」として伝えられるような話であった。 しか

し、 「児童虐待の防止等に関する法律」 （平成12

年法律第82号）が成立して以降、通告はうなぎ

上りに増え、児童虐待に適切な対応を行うべく、

度重なる法律改正も行われてきた。三重県でも

2）食物アレルギーを起こしたときの家庭での

対応

国立病院機構三重病院院長藤澤隆夫氏
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死亡事例等が発生する中、独自のリスクアセス

メントシートを開発するなど、社会の要請に合

わせる形で初期段階での「危機介入」ともいえ

る対応を大きく変化させてきた。 しかし、危機

介入の次の段階については、三重県だけでなく

全国的にも悩ましい問題となっている。その背

景には、様々な複合的な個別要因が絡む児童虐

待の複雑さが挙げられる。一言で「児童虐待」

というのは簡単だが、その解消に向けた対応は

千差万別なのである。

そんな中、平成28年に児童福祉法の改正によ

り、法の理念が大きく転換し、子どもは権利の

主体と位置付けられた。 この児童福祉法改正を

受けて平成29年に発表された「新しい社会的養

育ビジョン」では、家庭状況が良くない多くの

子どもたちへの支援を、権利擁護の観点から見

直し、 「在宅の社会的養護（在宅の指導措置)」

という新しい考え方が取り入れられた。

今後は市町村の児童福祉担当部署と県の機関

である児童相談所が役割分担しつつ、民間機関

とも協同しながら「すべての子どもたちを支え

る」という基本的スタンスをどう具現化してい

くのかが検討されていくことになる。児童相談

所のような危機介入は必要だが、それだけでは

子どもの育ちは守れない。まずは様々な家庭の

養育をさらに支援することで、虐待の未然防止

が目指される。権利を守る観点から、子どもを

直接支援することも大切である。地域の重層的

な家庭支援や子ども支援をみんなで作っていき

たい。

今

。頁

零

グラクソ･スミスクライン株式会社
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霧開業雑感蕊

紹介自己

きのここどもクリニック

木平健太郎

皆、見た目が怖い上、強靱な肉体で、体重も100

kg越えは普通でしたので、ずっとこてんばんに

投げられ、また関節技で弄ばれ、痛い思いをい

つもしていました。そのため土曜日が来るのが

怖かったのですが、そのうち、土曜日になると

塾に行くと言って休む部員ばかりになり、部長

と私、やる気のある後輩の数人だけとなる状況

になりました。そうなると、練習での出番が増

え悪循環でした。あるとき、出稽古の帰りの電

車の中で、顧問の先生に、浪人するなら全国も

連れて行ってやるぞ、みたいなことを面と向かっ

て言われ、どう返事すればよいか困った思いを

したのを憶えています。とはいえ、根性スパル

タ柔道時代のおかげで、 ドMの神髄に触れるこ

とが出来ました。また、体力と根性、度胸はそ

れなりに身につき、医者になってからも役立っ

ているので、感謝していますが、肘は今も痛い

ままです。

三重大での学生時代は、部活、飲み会、麻雀、

バックパッカー、でとても忙しかったため、あ

まり勉強することがなく、ほぼ全ての再試験、

最終試験を受けました。同級生にいろいろ助け

てもらい毎年ぎりぎりで進級を続け、 2000年に

三重大学をなんとか卒業しましたのでお世話に

なった同級生には今でも頭が上がりません｡ 6

年生の夏休みも，ヶ月ほどバックパッカーをし

ていて、国家試験までに全ての範囲の勉強が出

来なかったので、受かるとは思っておらず、入

局先も決めずにいました。 しかし、国試後の自

己採点で合格してそうな感じでしたので、あわ

2018年10月15日に、津市久居藤が丘の地に於

いて新規開院しました、きのここどもクリニッ

クの木平健太郎と申します。

一緒に仕事をされた方はご存じかと思います

が、諸先輩方、若い先生方には、御面識の無い

先生もお見えと思いますので、自己紹介を兼ね

て本稿を作成したいと思います。

一部、久居一志地区医師会会報誌に寄せたも

のと文面が重複しておりますが、自己紹介とい

う内容上、ご容赦頂きたいと思います。

~ヘ

私の自己紹介ですが、 1975年生まれの45歳で

す。津市で生まれ、三重大学附属中学校、津高

校、三重大学医学部と地元の環境で育ち、学ん

できました。

自然に囲まれた環境でしたので子どもの頃は

外で遊んでばかりでした。小学校4年からサッ

カーを始め、中学、大学とサッカーを続けてい

ましたが、高校時代だけ中学の先輩に、部員が

少なくて廃部になるとお願いされ、深く考えず

柔道部に入りました。しかし、その部長もすぐ

に辞め、また部も卒業後間もなく廃部になった

ようなのであの数年間は何だったのだろうと思

います。柔道部時代は、顧問不在の平日は練習

はせずに、マットの上で、UNOやトランプ、室

内バレーや野球遊びをしていて、週末の顧問が

いるときだけ頑張りました。週末は他校へ出稽

古に行くことが多く、上野工業や津工業、四日

市？、三重高校など、強豪校（恐ろしいところ）

によく連れて行かれました。他校の柔道部員は

凧
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てて入局先を探しました。外の病院に見学は行っ

たことも考えたこともなかったので、臨床実習

(ポリクリ）先から選ぶことにしました。実習は

大体うまくサボっていたのですが、見逃してく

れず真剣に指導してくれた科が、小児科と心臓

血管外科でした。共にとても厳しく、小児科の

堀先生や、心臓血管外科の水谷先生に、 「こんな

のもわからないのか｣、「何も知らないな｣、と毎

日叱られ、時には「医者辞めろ｣、 「来なくてよ

い」と言われる始末でした。小児科の医局でひ

どく怒られた後、落ち込んでいたら、当時レジ

デントの豊田先生に「学生さんは、みんな怒ら

れているから大丈夫だよ～」と慰めてもらいま

したが、コンピュータに向かっていた岩本先生

が急に振り返り、「イヤ、おまえは特にひどい！

ひどすぎる！」とだめ出しされたことを今でも

覚えています。研修医だった岩佐先生が指導医

で、毎日丁寧に指導してくれましたが、難しい

話ばかりで相づちが大変でした。参考になるか

らと英語の論文のコピーを5個渡されましたが、

一つも読むことなく終わりました。そのことは

今でも、岩佐先生にちくちく言われます。国試

後に入局先を考えたときに、学生時代のことを

思い出し、ここに入ればきちんとした医者に育

ててくれるのではないかと、またまた他力本願

な考えが浮かびました。心臓血管外科とで少し

悩みましたが、自分は小心者なので、取り返し

の付かない失敗をするリスクのある手術は向か

ないと考え、小児科を選択しました。

当時は現在の臨床研修制度とは異なり、直入

局が主流でしたので小児科に入局し、すぐに小

児科研修が始まりました。小児科医としても人

間としても魅力的な素晴らしい指導医の元で三

重病院、山田日赤（現伊勢日赤)、三重中央医療

センター、県立総合医療センターで多くの症例

を経験することが出来ました。その後も、名張

市立、山本総合（現桑名医療センター)、大学病

院、新宮市立医療センター、鈴鹿中央総合病院

で多くの経験を積みました。開業前は、大学病

院で血液悪性腫瘍・先天性心疾患を中心とした

小児科病棟医長、外来医長を務め、一つ一つの

症例をその疾患・病態はもとより、患者背景や

家族関係などを考えた上で、検査や治療計画を

立てることが必要と学びました。それまではウ

イルス感染、川崎病、痙箪疾患など何にしる診

断基準などを参考にし、杓子定規的に対応した

ことがほとんどでしたが、必ずしも診断基準に

合致しなくても検査や治療を必要とすると判断

した際は、より早期に介入を行い、丁寧にフレ

キシブルに症例に向き合う思考力が付きました。

最後の1年は伊勢赤十字病院で勤務しましたが、

東川副院長から一般小児科、NICUについて厳

しく教わりました。副院長は、研修医には声も

指導も優しいのに、私には警察学校？の教官の

ようにとても厳しく指導するので、毎晩泣いて

いましたが、開業後は、日赤での一年間の経験

が非常に役に立ち、もう数年は伊勢で東川副院

長からの指導を受けていればよかったと思って

います。

/銅、

このような微妙な経歴のため、開業後約2年

ほど経ちますが、患者さんのご期待に応えるに

はまだまだ力不足を感じる毎日です。三重県小

児科医会の先生方にご迷惑をおかけしているこ

ともあるかと思いますが、今後ともご指導、ご

鞭燵を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。

/参

一
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蟻忘れ得ぬ症例鱗

勇恋穆職馨蕊蕊謬職

やましろ小児科

山城洋樹

肺停止の方に私と看護師1名で処置、もう片方

の児は残りの看護師1名でとりあえずバギング

で繋いでもらうよう指示したところで救急隊に

抱かれたベビーたちが到着しました。挿管して

ボスミンを撒いたところ、冬場のトイレに落ち

て低体温になっていたかもしれないのが良かっ

たのか心拍が再開し、 もう片方の児の処置に移

りかけていた時に待機番のOH先生が到着され

て第一声、「山ちゃん、サーファク撒こか」と落

ち着いたトーンでおっしゃられて、物凄くホッ

とした記憶があります。とはいえ人手は絶対的

に不足しており、翌朝から日直担当のS先生を

呼び出すのは無理があるので、N先生とO先生

に（温和な方々なので非番の深夜でも絶対に嫌

な顔はしないであろうとの確信？もあり）来て

いただき、看護師2名と医師4名で夜通し未熟

児の処置に当たりました。夜が明けると呼吸器

に繋がれた未熟児と椅子にもたれかかった中年

男性、合計6人がぐったりしていて、正に地獄

の光景でした。

児の母親は10代の未婚のスモーカーで、なん

だかな－とか思いながらもおくびにも出さずに

診療を続け、 2人ともとりあえず無事に退院し

ました。その後は私が転勤したので様子がわか

らなかったのですが、O先生に外来フォローし

ていただき、当初は元気にしているとのことで

したが、その後は受診されなくなったと聞きま

した。もう10歳近くになっているはずで、就学

前後に顕在化するような発達面での問題が無かっ

たかどうかなど今となっては知る由もありませ

んが、元気にしていてくれているといいなぁ…

新型コロナウイルス感染症流行で、「三密」も

不要不急の外出も避けてみえる皆様、いかがお

過ごしでしょうか。この話が載る頃には、北海

道や関東でまだ二桁の新規感染者が発生した日

もある中で全国的に緊急事態宣言が解除された

のが妥当なのか裏目に出ているのか判明してい

るかと思います。妥協も大事かもしれませんが、

中途半端な我慢の末にすぐ再流行して一からや

り直しになるのは御免したいものです。ステイ

ホームの一助には到底至りませんが、本当にあっ

た怖い話？で皆様も肝を冷やした気分になって

少しでも暑さを凌いでいただ…ける訳ないです

ね、すみません。

それは、私が某病院で当直をしている時、真

冬の午前2時とか3時とかだったと思います。

爆睡しているとPHSが鳴り、産科の看護師から

血相を変えた声で「24週の双子の墜落産が搬送

されて来る1 トイレで出たらしい、片方は心肺

停止」と連絡を受けました。にもかかわらず、

寝ぼけていた私は「これって何かの間違いと違

うかなぁ…」と10分ぐらいプリーズしていまし

た（←こっちの方がホラー)｡ふと「搬送されて

来たらどこで処置するんやろ？救急外来？？イ

ンファントウォーマー降ろすんか？？それとも

Nに直接上がるんか？？」とまだボケた内容な

がらも診療の事を考えるようになりNICUへ入

ると、 2名しかいない深夜帯担当の看護師がこ

ちらも血相を変えて（当たり前）インファント

ウォーマーを2台設置していました。ボケてい

た素振りは見せずにしれつとマスク＆バッグ、

挿管セットをそれぞれの処置台に用意して、心

織錘へ

凧
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と思います。

色々な意味でホラーな話でしたが、新型コロ

ナウイルス感染のリスクに日々晒されながらも

第一線で診療を続けている皆様の健康をお祈り

して、終わりにさせていただきます。私も第一

線で診療しているつもりですが、 コロナ禍の為

か否か外来患者があまり受診されず、感染リス

クは相対的に低いのですが経済的に追い詰めら

れそうで、これもホラーな話です。
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リレー雑感
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三重大学医学部附属病院小児科

原田智哉

さんに触れることができ、非常に有意義な1年

間となりました。なかでも、集中治療室に入室

した患者さんを比較的多く担当させていただき、

非常に勉強になりました。元気に退院していっ

た患者さんもいる一方で、亡くなった患者さん

や後遺症を残した患者さんがおり、またICU入

室期間をいたずらに長引かせてしまった患者さ

んもいました。そうした患者さんを経験する中

で、実力の至らなさや知識不足を痛感し、救急・

集中治療の分野を学びたいとの思いが強まりま

した。三重県内では小児集中治療分野の専門的

な研修が受けられる施設はなく、一度県外で学

び、三重の小児科医療に少しでも力になること

ができればと考えております。一方で、先天性

心疾患の術前術後や、血液疾患、特に移植の症

例など、高度な全身管理が要求される患者さん

は県内にもたくさん存在し、後期研修中もこう

した患者さんを通して多くのことを学ぶことが

できればと考えております。

県立総合医療センターでの1年で漠然とした

将来の目標は見えてきたように感じていますが、

まだまだ実力・知識とも十分ではなく、努力不

足を痛感する毎日です。諸先生方におかれまし

ては、今後も御迷惑をおかけすることばかりと

存じますが、三重の小児科医療に精一杯貢献し

ていく所存ですので、御指導・御鞭燵のほど何

卒よろしくお願い申し上げます。

平素より、御指導・御鞭燵を賜り誠にありがと

うございます。小児科後期研修医2年目の原田

智哉と申します。約1年間の県立総合医療セン

ター小児科勤務を経て、 2020年7月より三重大

学医学部附属病院へと移動してまいりました。

小児科医会の先生方には、県立総合医療センター

時代より、大変お世話になっており、 この場を

お借りして御礼を申し上げるとともに、簡単で

はありますが自己紹介をさせていただきます。

私は平成4年に三重県津市一志町（旧：一志

郡一志町）に生まれました。両親は学校教員で、

親族にも医療関係者はおりません。幼少期は発

熱するたびに、小渕医院（小渕聖子先生)、のむ

ら小児科（野村豊樹先生)、三重中央医療センター

に御世話になっておりました。小児科医となっ

た後に野村先生にお会いした際に、私のことを

覚えていてくださり、お声がけいただけたこと

は大変感激いたしました。県立津高校から三重

大学医学部に進み、大学時代は陸上部に所属し

ておりました。鈴鹿中央総合病院での初期研修

を経て、 2019年4月より小児科後期研修医とな

りました。

3ヶ月間の三重大学医学部附属病院での勤務

の後、 2019年7月より県立総合医療センターに

赴任しました。末梢確保すらままならない状態

で、杉山先生をはじめ指導医の先生方には無数

の御迷惑をおかけしましたが、たくさんの患者

一
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新型コロナウイルスとの関わﾙI

坂口医院

坂口千晃

際どういう風にしたら良いのか判っていない様

でした。後日工場の売店のおばちゃんから聞い

た話では工場内ではこの件で大変だったようで

す。幸いこの男性はPCR検査陰性で、さらにこ

の工場からの更なる感染者はありませんでした。

新型コロナウイルスと当院の関わりはここから

がスタートでした。 （タイトルに関わりという意

味深な言葉を使用したのはこのため）

＜はじめに＞

三重県小児科医会の皆様、こんにちは。今回

3回目の投稿をさせて頂く事、お許しください

(『何だ、またお前か』と罵声が飛んできそうで

すが)。 1回目は麻疹のアウトブレイク、 2回目

はデング熱、 3回目はとうとう新型コロナウイ

ルスに遭遇しました。医者になって、こんなに

恐怖感、危機感を感じたことはありません。ま

た、この微妙な時期（第2波が来るか、第3波

が来るか）に投稿をしてもよいのかなとかなり

逵巡しましたが、未経験の方も多いと思われ

(投稿時点での三重県の小児例は5例)、少しで

もご参考になればと拙い経験を記しました。

Truestoryです。興味があれば、お読みくださ

い。尚、かなりの個別情報を持っていますが、

なるべく県の公式発表を越えないように気を付

けて書いたつもりです。かなり長くなりますが、

すいません。

/銅、

＜実症例と遭遇＞

3月から4月にかけ、三重県では伊賀、四日

市、桑名で感染者の報告が相次ぎました。 4月

9日に三重県14例目の報告があり、この方は津

市南部にある工場に勤務されている方でした

（1例目とは異なる会社)。この方と同じ工場に

勤務されている方から実症例の話は始まります。

時系列で記します。

4月13日午前： 14例目の方と同じ工場に勤務

する30代の男性から受診希望の電話がありまし

た。 14例目の方とは働いているフロアーも違う

し、全く接触もないと話されたため、診察させ

ていただきました｡ 2日前からの発熱、鼻汁、

咽頭痛があり、呼吸音は問題なく、咽頭発赤が

強く、急性咽頭炎として、帰宅させました。

4月14日午前：昨日受診された男性の10歳未

満の子供さん（姉妹）が受診。姉は前日からの

発熱、来院時40.1℃・妹も前日からの発熱、鼻

汁、軟便あり。姉に溶連菌抗原検査施行も陰性。

2人とも咽頭炎として、帰しました。

4月14日夕方：父親から電話あり。『一旦解熱

したが、今日再び発熱あり。会社からPCR検査

'罪、

＜関わりの始まり＞

1月末当院受診歴のある中年男性（津市南部

の海岸沿いの工場勤務）の方から当院へ電話が

ありました。『中国武漢から帰国した男性（後に

三重県第1例目と判明）と帰国歓迎会でBBQを

した。この中国籍の男性がコロナ感染が疑われ

ているらしい。どうしたらよいか？』という内

容でした。直ちに津保健所へ連絡をして、指示

を受けてくださいと保健所の電話番号を教え、

電話を終えました（この1月の寒い時期にBBQ？

普段の職場が屋外だからかな)。この時点ではま

だ三重県での発生、発表もなく、この男性も実
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の指示が出た。明日検査予定」

4月16日午前：津保健所健康増進課より電話

あり。 「父親はPCR検査陽性（三重県21例目)｡

当院の職員は僕も含めて濃厚接触者には該当し

ない」との話でした。保健所からは休業命令・

要請もなく、PCR検査もせよとの言葉はなく、

逆にPCR検査をどうされますかと聞かれました。

やはり心配でしたので念のためPCR検査の希望

を申し出たところ、 「では検査用のスピッツを取

りに来てください｡」との返事。 ・ ・……･ひえ－や

はり新型コロナだったのか◎接触はないと話し

ていたのに。自分が感染していたら、どうしよ

う。罹患したら、重症か悪くすれば、死ぬかな。

スタッフも大丈夫かな。他の患者さんも感染し

てないだろうか。休診したほうが良いのか、休

診すべきか。 ．…･…・

この電話の直後から院内へ患者を入れず、駐

車場に車が入るたびにマスク・フェースシール

ド・手袋を付けたスタッフを車のところに行か

せ、窓越しに来院理由を尋ね、発熱者には保健

所へまず電話を入れていただき、一般診療所で

の診察許可が出た人のみ、院内へ導入すること

にしました。定期通院の方や薬のみで済む方は

問診のみで投薬。待合室には1人か1組しか待

たせず。キッズコーナーの閉鎖、玩具・ぬいぐ

るみ・絵本を撤去、椅子を半分に減らしました。

受付の遮蔽用のビニールカーテンはすでに設置

済みでした。

4月16日午後：この日は木曜日で午後から休

診。妻と2人で津保健所へPCR検査用のスピッ

ツをもらいに行きました。スピッツを入れた紙

袋を運んできた保健所の職員さんはマスクもし

てなく、遮蔽用のビニールカーテンの下からで

はなく、カーテンの切れ目の大きく空いた空間

から手渡されたのにはびっくりしました。また、

電話もジャンジャン入っていたようには見えま

せんでした｡ (相談電話の場所と違うのかな）

4月17日午前：午前の診察前にこの格好で
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(写真)、スタッフの検体採取。私のは自分で採

取｡やはり痛い。事務スタッフの1人が体調悪

い、だるいと訴え、早退させた。 （発熱はなかっ

たけど、心配〃）妻に検体を保健所へ届けさせ

ました。

4月18日午前：津保健所から電話あり｡PCR

検査は私も含めて、スタッフは全員陰性。ほっ

と安心していたが．…･…．

4月18日午後：またまた、津保健所から電話

(午前中の人とは違う方)。今度は14日に診察し

た姉妹がPCR検査陽性と（三重県29,30例目)｡

受診状況を聞かれ、妹さんがマスクをしてなかっ

たらしいと詳しく話をされました。昨日PCR検

査を受け、当院スタッフは全員陰性と今日午前

中にそちらから電話をいただきましたと返事をし

たら、その情報がその人には伝わってなかったよ

うで「わかりました。何かスタッフに体調の変化

一
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などありましたら、連絡をください』と電話は終

わりました。………やはり家族内感染が起こっ

たのか。まだ子供さんは小さいので付き添いはど

うするんだろう。やはりお母さんかな。お母さん

のPCR検査は陰性だったのかな。………

落書き、投石もあった、家族は引っ越しを余儀

なくされた、自殺者も出たようだと聞きました。

ひどい話です。何とかしなくてはいけないです

ね。

＜ご褒美かな？＞

6月に入って、県から新型コロナ関連の医療

従事者にクオカードを進呈するとの文書が届き

ました。申請はしましたが、まだ届いてはいま

せん。医師、薬剤師、看護師にはもらえるよう

です。事務スタッフにはないようですので、私

の分を廻そうかと思っています。余談ですが、

息子のいる墨田区の病院（巨大クラスター発生

の永寿総合病院に近い）にはあのGODIVAから

チョコレートが届いたそうです。

＜その後＞

それから毎日毎日自分自身を含め、スタッフ

の体調を心配しつつ、ひやひやの連続でした

(この投稿の時点で既に患者さん受診からほぼ3

か月が経ちましたのでまず安心かと思って、投

稿を考えました)。 14例目と21例目（当院受診の

方）の勤務されている会社（日本でも有名な企

業で皆さんも一度は食べたことがあるでしよ）

は会社のホームページでクラスターの発生を告

知し、三重県最初のクラスター対策班が出動と

なったようです。当院で診察した姉妹例（29例、

30例目）はM病院で入院加療をされたと聞きま

した｡M病院の医師、看護師さん、更には三重

県各地のコロナ感染者の治療に当たった方々に

は毎日毎日感染のリスク、恐怖と戦い、御加療

されたことに感謝申し上げます。本当に本当に

ありがとうございました（本投稿で一番言いた

かったこと)。当院経験の症例は投稿の時点では

すでに無事に退院されているようです。結局、

この会社関連の発症者（7例？）のうち、 3例

が当院を通過したことになりました。

/~

＜最後に＞

非常に長くなり、申し訳ありません。この投

稿を作成している際中にも長男のいる墨田区の

病院や次男のいる埼玉の病院でもスタッフに初

感染者が出たとの情報が入ってきました。関東

は大変なようです。まだ、終息にはほど遠いと

思われますが、これほどの恐怖感、危機感を感

じたことはなく、毎日毎日（今でも）感染者を

診ていないか、保健所から電話が入らないかな

ど不安で、非常に心配をしています。また、経

営も大変です。次の言葉でペンを欄きます。

『神は乗り越えられる試練しか与えない』

縦、

＜風評被害＞

今回の新型コロナウイルス感染に際して、全

国でも三重県でも様々な風評被害があったと聞

きます。ありがたいことに当院へは非難の電話

や落書きはありませんでした。しかし、 （クラス

ター発生の工場に隣接する事務所にお勤め、職

種は全然異なる）患者さんからは勤務する事務

所に非難の電話（お前とこの会社も危険だろう、

コロナがいるだろう）があったとも聞きました

し、M和町に実家のある美容師さんからは実際、
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勉強会便り命
令
等
今

脅 や
今
令
零

捗

紀州地区小児臨床懇話会

紀南病院小児科

櫻井直人

~2019年のインフルエンザ発症率とワクチン

接種率について

かとう小児科 加藤 孝

2）発達障害と発達性協調運動障害

かとう小児科 加藤康子

紀州地区小児臨床懇話会は、北牟婁郡紀北町

から和歌山県の紀伊勝浦町までの病院勤務およ

び開業の先生方に参加していただき、引き続き

勉強会を紀南病院で開催しております。

新宮市立医療センター、紀南病院からの症例

提示をはじめ、開業の先生方にも多く発表して

いただき、他の地区に比べると少人数でありま

すが、毎回、和やかな雰囲気の中で活発なディ

スカッションが行われています。

2020年より2， 5， 9， 11月の第3木曜日に

19時より開催をすることになりました。

“

第316回2019年6月20日

一般演題

1）欠神発作に気づかず、体罰を受けていた9

才男児例

かとう小児科 加藤康子

2）外来で指摘して見つかった思春期早発症例

紀南病院小児科 倉井峰弘第313回2019年2月2旧

一般演題

1)機能性運動障害の1例

かとう小児科

2）先天性耳漏孔の1歳女児例

紀南病院小児科

第317回2019年9月19日

一般演題

1）当院におけるインフルエンザの状況～2018‐

2019年シーズン～

真砂小児科 眞砂州宏

2）コンサータ服用2年4か月で、GH治療を

開始した10才男児

かとう小児科 加藤康子

加藤康子

“
倉井峰弘

第314回2019年4月19日

一般演題

1）当院で出生から管理した極低出生体重児の

就学時発達予後の検討

新宮市立医療センター小児科魚谷周平

2)PFAPA症候群の1例

紀南病院小児科 倉井峰弘

第318回2019年10月17日

一般演題

1）発熱および高CRPの原因検索で腹部腫瘤を

認めた1例

新宮市立医療センター小児科

佐藤 匡

第315回2019年5月16日

一般演題

1）紀州地区の保育園、小中学校における2018
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第319回2019年11月21日

一般演題

1）当院乳児健診における母親の不安とイライラ

かとう小児科 加藤康子

2）右膝擦過傷後に右下肢蜂窩織炎、右膝化膿

性滑液包炎を形成した13歳男児例

紀南病院小児科 櫻井直人

第320回 2020年2月20日

一般演題

1）頭の形と自閉症児の不機嫌

かとう小児科 加藤康子

2）喉頭軟化症の一例

新宮市立医療センター小児科吉田龍法

3）ハエ症が疑われた14歳女児例

紀南病院小児科 櫻井直人

口司

一

医療･健康ニーズに応えて、

人々の健康･福祉に

いっそう貢献したい｡

患者さんのために、わたしたちにできることがきっとある。

これからも医療・健康ニーズをとらえ、独創的な新薬を開発してま！

:灘､導舞娯溌蕊深鍵蕊驚識鋳溺 q 且箪辮熱?

)持田製薬株式会社ります。 、
http://www,mochida,CO､jp／MOCHlDA
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本来では、この会報が発行される頃には、東

京オリンピックが開幕し、 日本選手の活躍を伝

えることができたはずでした。しかし、COVID

19の感染で、今年の夏はすっかり変わってしま

いました。一時収束したようにみえた感染が、

再び拡大しつつあり、まだ予断を許さない状況

です。

今回の会報ですが、第179回の定例総会は中止

となり、理事会のみWeb会議で行われました。

いつもの定例総会の報告はありませんが、COVID

19関連の投稿が多くなっています。巻頭言では、

桑原先生から、COVID19感染爆発について投稿

していただきました。また、 7月にCOVID19に

関して、臨時役員会がWeb会議で行われ、外来

診療における注意点につき討議されました。坂口

先生からは、COVID19の患者を実際に診察し、

どのように対応されたのかという生々しい報告

をしていただきました。いずれも、今後COVID

19を診療するにあたって大変興味深い内容です。

野村先生からは、昨年10月に三重県で開催され

た、第5回家庭看護力醸成セミナーにつき、報

告していただきました。家庭看護力は、受診の

遅れを防ぐことを目的としたことがよくわかりま

す。木平先生からは、開業雑感、山城先生から

は、忘れ得ぬ症例の報告をしていただきました。

今回は、定例総会報告のない特別編集の会報

です。COVID19感染はまだまだ長引き、しばら

くウイルスとの闘いは続きそうです。会員の皆

様くれぐれもお体にお気をつけ診療にあたって

ください。 （下野吉樹）

“、
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