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愛媛県小児科医会の発足は昭和59年､日本小児科

学会愛媛地方会の一部門が分離独立するような形で

設立されました。これはその当時の全国的な流れに連

動してのことだったのですが､小児科学会は、 「小児科

学を学ぶ人たちのための学術団体｣という役割に徹し、

小児科医会は、 「小児科医としてのアイデンティティーを

持ち､小児科の医療を現場で実践している人たちのた

めの団体｣という役割を担うということで始まりました。

このような歴史から見れば､愛媛県小児科医会は小児

科学会愛媛地方会の弟分のような立場で発足し､発展

してきたものとも言えるでしょう｡現在､会員は約130名

ですが､開業医は約70名､勤務医は約60名ということ

で､ほぼ半々に近い状況ですb発足当初､開業医中心

の会であったことは否めない事実ですが､現在は勤務

医の力なしでは到底運営し得ない組織となっていますb

現在､日本小児科医会愛媛地方会と愛媛県小児科

医会(本会)の役員については共通の顔ぶれが多く､地

方会の会長(愛媛大学小児科石井榮一教授)には本

会の顧問を､県立中央病院の石田也寸志先生には本

会の副会長をしていただいていま式その他､愛媛大学

や基幹病院･公立病院等の多くの勤務医が小児科医

会の理事･役員をしてくださっていますbまた､歴代の県

小児科医会長には地方会の副会長という役が振られ

ていますb

ご存知の如く、本会の活動は多岐に亘っていますが、

その中でも強調したいのは､委員会活動と年2回の教

育集会です｡委員会活動の中でも、アレルギー疾患対

策委員会､小児救急医療対策委員会､学校検尿対策

委員会､小児在宅医療検討委員会などは､勤務医の力

なしでは成り立たないもので式

また､年2回の教育集会では､勤務医･開業医を問わ

承日常の小児科の診療に役立つ講演を聞いて勉強す

ることが出来ます6

以上の活動に加えて､今､準備を進めているのが､こ

の会報を衣替えし､査読制度を備えた学術誌として発

刊するという計画です｡日本小児科学会の小児科専門

医取得のために必要な論文の発表のための重要な存

在になるであろうと考えていますが､現在予定している

のが､2019年7月18日論文締め切り→10月掲載論文へ

の採用決定→2020年1月頃までに第1号の発刊を目指

す､というスケジュールです｡その後は､年2回の発行を

目指していますb

この学術誌発刊のための準備委員長は石田副会長、

副委員長は高橋貢副会長と愛媛大学の石前峰斉先生

です｡そのほか､編集委員･査読者として多くの勤務医

のご協力を頂く予定にしていますし､学術誌第1号には

石井教授にも総説を寄稿していただく予定となっていま

す｡投稿規定などの詳細は､愛媛県小児科医会公式

HPの他､愛媛大学小児科同門会のML等を通じて周

知に努める予定ですbまた､本誌の巻末にも掲載してい

ますので､ご覧ください｡この学術誌に投稿するために

は愛媛県小児科医会の会員になる必要がありますので、

よろしくお願いします6

今後は益々､小児科学会地方会と本会が表裏一体

となり、連携を密にして活動して行くこと､そして､小児

科医になったら先ず小児科学会と愛媛県小児科医会に

入会するというのが愛媛の常識になるのが私の目指す

ところですb

皆様､何卒､よろしくお願いいたします6
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第69回愛媛県小児科医会生涯教育集会特別講演1

小児の眼疾患十a
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島村一郎贋の子病院眼科
､蠅騨

今回は視力･屈折異常と1歳半健診､3歳児健診時に

注意するべき肉眼でわかる疾患について述べさせて

いただきました。

3歳児健診の場合､眼科的にまったく問題がなくて

も､眼鏡で矯正していない裸眼での視力検査で1.Oで

る割合が67％程度といわれており､4歳で76％､5歳で

86％､6歳でほぼ100％であるとされておりますb眼科

的な治療に反応する視覚の感受性は1歳半前後で

ピークになり､9歳前後までは治療に反応し､3歳から

4歳までには視力の発達に影響する疾患を発見､9歳

までには加療が必要です｡ただし､完全に視覚が遮

断されてしまう疾患や出生直後からある先天疾患の

場合は超早期に治療が必要になります6

小児の眼疾患の中で､ I.視力･屈折異常､Ⅱ肉眼でわ

かる疾患についてお話しさせていただきました。

| ･視力･屈折異常

出生直後の乳児の視力は0.04前後といわれており、

それ以降､眼を使うことによって視力が向上してゆき、

眼科的に問題なければ1歳前後で0.1,2歳前後で0.4,

3歳半から4歳前後で1.0の視力がでま式視力が正常

に発達するためには､眼球→視神経→視交叉→視索

→視放線→視中枢(後頭葉)という視路に問題がな

いことが重要ですb視路のどこかに問題がありますと

視力の発達が障害されますが､早期にその障害を取

り除かなければ視力の発達が望めなくなりますb疾患

の種類や程度によって極早期に治療が必要なものか

ら、ある程度経過観察が可能なものまで様々ですが、

一

乳幼児にみられる症状と代表的疾患

症状 代表的疾患

1 ．眼球の構造と視力 視反応不良

眼瞼の異常

器質的眼疾患、中枢神経系疾患、視覚発逹鐸証

内眼角賛皮、逆内眼角賛皮、眼瞼欠損、眼瞼下垂、

瞼裂狭小症候群、重症筋無力症、動眼神経麻痘、

Horner症候群、 generalfibrosis、皮様嚢腫、血管腫、疲粒臆、

白血痛、横紋筋肉腫、Down症候群、 Goldenhar症候群、

Sh｣rge-Weber症候群、 vonRecklinghausen病

眼嵩蜂巣炎、血管臆、 リンパ管腫、皮様嚢腫、

白血病、横紋筋肉腫、偽腫癌、 histioWtosis，

視神経グリオーマ、甲状腺眼症、Crouzon症候群、

Ape枕症候群、 vonRecklinghausen病

小眼球、小角膜、前眼部形成不全、強膜化角膜、

前眼部ぶどう腺、発達緑内障、巨大角膜、球状角膜

先天無虹彩、虹彩コロポーマ、白子、瞳孔膜遺残、

小瞳孔、虹彩炎、虹彩異色、Waardenbur錘候群、

動眼神経麻簿、 Horner症候群

網膜芽細胞腫、Coats病、第一次硝子体過形成遺残、

未熟児総膜症、家族性潅出性硝子体網膜症、 Norrie病、

色素失調症、網膜異形成、脈絡膜コロポーマ、炎症性疾患

結膜炎、先天鼻涙管閉塞角膜炎、角膜外傷、角結膜異物、

発達緑内障

膣毛内反、角膜炎、虹彩炎、発達緑内障、先天無虹彩

白子、全色盲、白内障、斜視

睦毛内反、麦粒腫、角膜炎、虹彩炎、発達緑内障、

眼嵩蜂巣炎、動眼神経麻簿、ヘルペス眼症

先天眼振、器質的眼疾患、中枢神経系疾患、神経芽細胞腫

斜視、仮性斜視、器質的眼疾患、中枢神経系疾患

斜視、眼位性眼振、眼瞼下垂、屈折異常、器質的眼疾患

中心窩
§

ニー

眼球突出

眼球・角膜の大小

瞳孔・虹彩の異常

白色瞳孔

2.健康診査問診

･1歳6か月児健康診査問診

･極端にまぶしがったり、目の動きや視力で気になる時がありますか。

流涙・充血

達明

眼痛

･3歳児健康診査問診

･1）目つきがおかしいですか今斜視､眼瞼下垂

･2)まぶしがりますか‐＞弱視､斜視､内反症､角膜･白内障

･3)目を細めてみますか‐＞屈折異常､弱視

･4)物に近づいてみますか‐＞屈折異常､弱視

･5)頭を傾け-たり､横目で見たりしますか今斜視､眼球運動異常

･6)その他、目について気になることがあればお書きください

眼振・異常眼球運動

眼位異常

頭位異常

小児眼科診療眼科プラクテイス20 2”8文光堂

－0_
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特別講演

症状 視覚の感受性期間

視反応不良 視覚発達遅延

眼瞼の異常 眼瞼下垂､瞼裂狭小症候群

眼球突出

眼球･角膜の大小 発達緑内障

瞳孔･虹彩の異常 動眼神経麻癖

白色瞳孔 先天白内障､網膜芽細胞腫､PHPV,FEVR

流涙･充血 結膜炎､先天鼻涙管閉塞､角膜炎、

籠毛内反､角膜外傷､各結膜異物､発達緑内障

差明 睦毛内反､角膜炎､斜視

眼痛 礎毛内反､麦粒腫､角膜炎

眼振･異常眼球運動先天眼振

眼位異常 斜視

頭位異常 斜視､眼位性眼振､眼瞼下垂

感
受
性
の
強
さ

3 18 2430カ月 8歳

月（年）齢

3～4歳で発見､9歳までに加療が必要。
ただし､感覚遮断性弱視､斜視弱視は

もっと早期に発見治療が必要。

0

｜

①屈折異常

小児の眼疾患の中で最も多い疾患で､近視･遠視と

乱視がありま式無限遠から平行光線が眼球に入った

時､眼球の屈折が正常な場合(正視)、光は網膜の中

心窩に焦点があいま式網膜より眼球の中心側に焦点

が合うのが近視､網膜より後ろに焦点が合うのが遠視

で、角膜や水晶体の問題で光の焦点が1点に集中して

いない状態が乱視で式眼球の屈折は角膜･水晶体や

眼球の長さ(眼軸)によって決まり､乳幼児は眼軸が短

いため､軽度の遠視が見られま式眼軸は成長に伴い

伸長してゆき､9歳前後で成人と同じ長さになりま式

視力は網膜の中心窩にちゃんと焦点が合うことによっ

て成長してゆきますので､屈折異常があると視力が成

長せ式弱視となってしまいま魂屈折異常を眼鏡等で

矯正して年齢相当の視力が出る場合は弱視とは言わ

式矯正視力が出ない場合を弱視と呼びますが､近視

の場合は近く力現えますので、強度近視や左右の眼球

の屈折の差が大きくないと弱視にはなりにくいで式小

児の場合は遠視や乱視が原因で弱視になることが多

く､特に左右眼の屈折に一定の差があり､遠視の強い

方の眼が弱視になってしまう遠視性不同視弱視がもっ

とも多くみられます。

②遠視性不同視弱視

弱視の中で最も多いのが遠視性不同視弱視で、3

歳児健診に視力検査が行われるようになり､早期に発

見されるようになってきました｡特に､最近になって簡

便に乳幼児の屈折を検査できる機器が発売され､屈

折異常を早期に発見できるようになってきておりますb

遠視性不同視弱視の治療は眼鏡装用と視力の良い方

の眼を遮蔽して悪い方の眼を訓練する健眼遮蔽によっ

て行われますが､弱視の中では治療によく反応するタ

イプ勿疾患で式

ll.肉眼でわかる疾患

視覚は眼を使うことによって発達しますが､網膜に

光が届かなかったり､眼位の異常があり片眼を使わな

くなったりすると弱視になります｡また視神経以降の視

路や視中枢に異常がある場合も視覚に障害がでます

が､今回は割愛させていただきま式

i
風

乳幼児にみられる症状

･視反応不良

･眼瞼の異常

･眼球突出

･眼球･角膜の大小

･瞳孔･虹彩の異常

･白色瞳孔

･流涙｡充血

･差明

･眼痛

o眼振｡異常眼球運動

･眼位異常

･頭位異常

風

①形態覚遮断性弱視

乳幼児期に眼球に光が入らなくなることにより起こる

弱視で､早期に発見と早期治療が必要で､弱視治療に

抵抗性がある場合が多くみられますb原因としては、

眼瞼の異常､先天白内障､角膜混濁､眼帯の長期装

用などがありま式

眼瞼の異常には眼瞼下垂､瞼裂狭小症候群､重症

筋無力症､Down症､血管腫等がありま式特に瞳孔を

半分以上覆ってしまう重症の先天眼瞼下垂の場合早

期に眼瞼を挙上して瞳孑噸を開放する必要がありま式

－3－
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立ちません｡眠い時や疲れたときに外斜視が出やすく、

まぶしがることがよくあります63歳～5歳頃にかなり斜

視が健在化しますが､それまでは正位の期間が長いこ

ともあり､重篤な斜視弱視にはあまりなりません｡ただ

外斜視が顕在化しているときには両眼視機能はなく、

複視の訴えや転倒しやすかったり、階段やエスカレー

ターの下りを怖がったりしますb視力や両眼視機能が

良好であれば経過観察を行い､必要であれば手術を

行いますb先天下斜筋過動は側方視を行うと､内転眼

が内上方に向いてしまい白目がちになります｡先天上

斜筋麻痙からくる代償性下斜筋過動や先天内斜視に

合併することがあります｡正面眼位に問題がない場合

は視力･両眼視機能が測定できるまで経過観察です

が､正面眼位に異常がある場合は手術となります6

③斜視の見つけ方

先天斜視や顕性化している斜視の場合､ペンライト

で角膜頂点反射と瞳孔領の位置の関係を見ることに

より内斜視外斜視の区別やある程度の斜視角を知る

ことができま式デジカメでフラッシュを焚いて写真をと

り確認すると確実で式

顕性化していない斜視､ほとんど間歌性外斜視で

すが､この場合は交代遮蔽試験(カバーテスト)を行う

と顕在化してきま式

治療としてはテーピングでの上眼瞼の挙上､眼瞼下垂

手術､続発性の場合は原疾患の治療となりますbペン

ライトで眼を照らし､角膜頂点反射が確認できるかど

うか､顎を挙げて物を見るかどうかが診断の一助となり

ま式

水晶体が混濁してしまうのが先天白内障ですが､臨

床的に問題となる先天白内障は出生児の0.4％ぐらいで、

白内障単独例は約20%､他は何らかの随伴症状を

伴っているといわれておりますb早期の手術加療が必

要ですが､乳児の場合､人工レンズを挿入できず､強

度遠視となってしまい､眼鏡もしくはコンタクトレンズの

装用と弱視治療が必要ですが､眼科的にも白内障以

外の合併症があることが多く､予後不良の症例が多く

みられますb鑑別診|断としては白色瞳孔がみられる網

膜芽細胞腫､未熟児網膜症等があります6

②斜視

左右眼の眼位のずれがあり､視線がずれるのを斜

視といい､眼位のずれによっておおまかに外斜視､内

斜視､上下斜視に分類できますb視機能障害を引き起

こす小児の眼科疾患の中で屈折異常に次いで多い疾

患ですb斜視がありますと､斜視弱視､両眼視機能の

障害､美容上の問題､眼精疲労が引き起こされま式

臨床的には間歌性外斜視が最も多く､調節性内斜視、

乳幼児内斜視､下斜筋過動などがありますb出生直後

から顕在化している先天斜視は早期発見早期治療が

必要ですb本態性乳児内斜視は先天斜視の中で最も

多く､生後6か月以内の発症､大きな斜視角､斜視角の

変動がない､眼鏡等で矯正しても斜視角が改善しな

い､という特徴があり､2歳前後～3歳までに手術を行

います6調節性内斜視は小児の内斜視の中で最も多

く､1歳～3歳で発症し､斜視角は変動し､本態性乳児

内斜視よりも斜視角が小さいことが多いで式中等度

の遠視が多く、眼鏡装用で斜視角は減少しま式治療

としては調節麻陣点眼剤を使用して屈折を測定し､完

全矯正眼鏡の装用を行いま式先天内斜視と比較し

て予後は良好ですb小児の斜視の中で､最も多くみら

れる間歌性外斜視は､外斜視の時と正位の時がある

斜視ですbもともと外斜視があるのですが､より目をす

る力(輻湊)が強いため､最初のころはあまり斜視は目

＝ｰ

フラッシコーを焚いて写真を

●
●
●

●
●
●

唾

峠

》

一

斜視の見つけ方

･ペンライトもしくはデジカメでフラッシュを焚いて写真を撮る。

･カバーテストを行う。

。より目ができない場合､外斜視が多い。

。近くで内斜視､遠くで正位は､調節性内斜視が多い。

･横を向くと内転眼が白目になる｡下斜筋過動､上斜筋麻痘

－4－
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④その他

・先天緑内障や発達緑内障では角膜直径が大きくな

り牛眼を呈することがありま式

・流涙･差明先天鼻涙管閉塞や睦毛内反､角膜～

水晶体の異常､眼位異常で訴えがあることがありま

戎

・春季カタル眼瞼結膜に巨大乳頭ができるアレル

ギー疾患で重症化すると角膜上皮欠損をきたすこと

がありま式

･Duane症候群､先天上斜筋麻陣による眼性斜頸、

小児の疾患は早期発見早期治療が必要な疾患が多く、

眼科領域でも同様で式

ペンライト－本･デジカメー台でいろいろなことがわ

かります6

平素より小児科の先生方から患児のご紹介を賜り､ま

た当院通院中の患児達がお世話になり､感謝いたしてお

りま式またこのような機会をお与えいただいた愛媛県小

児科医会諸先生方に厚く御礼申し上げま式

今後ともご指導ご鞭燵のほどをよろしくお願い申し上

げます6振り子様眼振について症例を紹介いたしました。

凧

凧

－5－
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肉をのどに詰まらせる､空気嚥下が多くお腹が張ってい

て放展が多い､という症状を訴える｡その場合､鼻咽腔

閉鎖機能の確認が必要となる。

はじめに

「発音が悪い｣という主訴は集団生活が本格化する

3歳ごろから増え始める｡発音を決定づける構音動作

は主に舌と軟口蓋が効果器として働いているが､構音

動作の発達には個人差が大きく、何をもって異常と言

い､何をもって遅れていると言うのか､の判断は専門家

である言語聴覚士であっても難しい｡そのため、 「発音

が悪い｣という主訴で外来に来た未就学児に対して､つ

い様子をみましようと言ってしまいがちである。

では､どのようにして様子をみるのか､様子をみていて

どのような所見があれば介入に踏み切るのか､は悩まし

い問題になる。

「発音が悪い｣子に潜む言語発達障碍児

「発音が悪い｣を主訴に来院したものの､課題が構

音だけに留まらずく言語発達障碍にたいして介入しなけ

ればならない代表的な例を以下に3つ示す6

へ

1軽度難聴

厳密には言語発達障碍児には分類されないが､傍か

ら見ても｢聞こえていない｣ことが分かり易い中等度以上

の難聴児に比べて､軽度難聴児では聞こえよりもことば

の発達や発音に課題を抱えて受診することが多い。 「人

の話をきちんと聴くことができない｣姿は周囲が騒がしい

と顕性化することが軽度難聴の特徴であり､家庭では

難聴に気付かれないが､保育園や幼稚園では｢聴いてい

ない｣と指摘を受けることも多い。

異常構音の出現と摂食嚥下障碍の併発

全ての構音動作は小学校に就学する前後に習得さ

れる｡逆に小学生になっても構音が整わず｢発音が悪

い｣という評価を受けてしまう場合にはそれなりの理由

があり､就学後に構音を矯正するためのトレーニングを

始めてもなかなか改善しない。

それなりの理由の多くが異常構音の獲得である'1｡異

常構音とは側音化構音や鼻咽腔構音､口蓋化構音に

代表される日本語の発音にはない構音である。目的の

構音がうまくできないために､いわばごまかして誤学習

することで獲得した動作であり、異常構音が本人の構

音動作として確立した後に矯正することは困難である。

したがって､異常構音が完成する前に矯正することが

重要になる。

また粘膜下口蓋裂などがあって手術をしなければ構

音の改善を期待できない器質性構音障碍は例数こそ

少ないが一定頻度で見つかる。このような症例では摂

食嚥下機能に影響がでることが多く､咀ll爵が下手でよく

－

2発達性読み書き障碍

言葉を文字単位に正確に聴き取ることを音韻意識と

いう｡図は｢ゆきだるま｣と話しかけられた場面を想定した

ものである。 「ゆきだるま｣という言葉を聴くたびに色々な

発音で別々の言葉として聴き取っていると､まず理解語

彙がなかなか増えない。 「ゆきだるま｣を｢ういだ－ま｣と

憶えてしまって､その通りに言えば｢発音が悪い｣と評価

を受けることになる｡さらに平仮名の読みを憶える段階

になって、 「き｣という文字を｢い｣と読んだり、 「う｣と読ん

だり、 「ち｣と読んだりするとなかなか字を読むための学習

が進ま式最終的には発達性読み書き障碍という学習

障碍に進展することになる2)。

－6
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表3歳6ケ月前後の発音例図音韻意識困難力丁あると

が高い｡さらに｢キリン｣を異常構音である側音化構音で

発語すると｢ヒイン｣に聞こえ、 「うさぎlを異常構音である

口蓋化構音で発語すると｢ウカギ｣に発語しているように

聞こえる。

発音の悪さに加えて､保育所や幼稚園で｢人の話を聴

いていない｣が家庭では問題はない､色の名前が言えな

い､数を数えることができない､あり得ない絵を描く､手

先が不器用､などの特徴があれば､いよいよ言語発達障

碍を疑って言語聴覚士の介入を検討する必要が出てくる。

3.発達性ゲルストマン症候群

ゲルストマン症候群は左右失認､手指失認､失書､失

計算の四徴が揃った状態であり､通常は脳梗塞後に見ら

れる。このような特徴が不完全ながらも発達過程でみら

れる状態が発達性ゲルストマン症候群である3.4)｡発達性

ゲルストマン症候群では､3歳前後にボディーイメージの

乏しさから構音時の舌の運動が安定せず、 「発音が悪

い｣という評価を受け易くなる。しかし､5歳ぐらいまでに

発音力浪くなることが多く､一見すると｢様子をみていたら

良くなった｣と思われてしまうが､就学後は序は読めるの

に書けない」 「計算ができない｣という重篤な学習障碍に

進展することになり､未就学のうちに適切な介入があるこ

とが望ましい。

へ

文献

l)福迫陽子,沢島政行,阿部雅子:小児にみられる構音

の誤り(いわゆる機能性構音障害)について.音声言語

医学17(2);60-71,1976

2)KudoMF,LussierCM,SwansonHL:Reading

disabilitiesinchildren:Aselectivemeta-analysisof

thecognitive literature.ResDevDisabi1.40(1):51-

62,2015

3)MillerCJ,HyndGW:Whateverhappenedto

developmentalGerstmannssyndrome？Linksto

otherpediatric,genetic, andneurodevelopmental

syndromes.JChildNeuroll9(4):282-9,2004

4)益田慎,長嶺尚代,福島典之:発達性ゲルストマン

症候群の一例.小児耳鼻咽喉科34(1):16-22,2013

へ

まとめ

「発音が悪い｣という主訴で来院した未就学児に､言

語聴覚士の介入が必要かどうか､あるいは今の介入方針

を変更した方が良いのかどうかを判断するための目安は、

異常構音がある､言語発達障碍がある､の2点に集約さ

れる。

ただし､日常診療の中でこのような判|折をすることは意

外と難しい｡一つの目安として3歳児健診を受ける頃の

「キリン｣と｢うさぎ｣の発音を表にして例示した｡ほとんど

の子音が抜けて母音だけでしゃべる場合､力行がタ行に

置換されている場合にはなんらかの問題がある可能性

庁

一イー
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小児の経口補水療法と

経静脈輸液療法

ﾖ
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ウ糖とNaのモル濃度が等しいことが理想である。し

かし、国内で製剤されているものは飲みやすさを重

視し改良が加えられている。

4.日常診療で経験する強い嘔吐を伴う脱水症に対して

は経口補水療法の効果は限定的である。

体内における水分の流れ

体内への水分の吸収は消化管で行われる。成人で

食物中から1日におよそ1L､水分として1Lの吸収が行

われ、また､消化液の腸管循環も含めて1日8Lの水分

が吸収されるとされているが､その90％以上が小腸で

行われ､残りが大腸で行われる。腸管における水の吸

収においては､電解質によって構成される浸透圧差を

用いた受動輸送により細胞内を介して血管内へ輸送さ

れる(受動輸送と呼ばれる)。その際､浸透圧差を形成

するために働くのは種々のNa輸送体であるとされている

（図1)。腸管において吸収された水分はその後､血管

内に取り込まれ､細胞外､細胞内へと行き渡る。過剰

な水分は腎において排泄される｡腎臓においては糸球

体で成人で1日に150Lが濾過され､尿細管へと流れ込

む｡尿細管においては主に集合管でその99％が再吸収

され体内の水分量を一定に保つ｡その際､様々な受容

体により下垂体における抗利尿ホルモン(バゾプレッシ

ン;AVP)の産生能が調節されることにより､体内の水

分量は厳密に調整される。

体内の水分のその他の流れには､エネルギー産生の

際に同時に産生される代謝水(成人で1日0.3L)および

呼気や皮層からの不感蒸泄(成人rで1日1L)も考慮する

必要がある。

一

発展途上国においては､下痢に伴う脱水症は､現在

なお小児における重要な死因の一つである。しかし､そ

の人数はここ数十年で大幅に減少している｡その大きな

要因が適切なORTおよびロタウィルスワクチンの浸透に

よるものと考えられている[1]・

ORTは1945年よりその有効性が報告されたものの、

その組成に関して当時はまだ不適切であり､高ナトリウ

ム血症などの報告があった。その後､先進国における

経静脈輸液療法の進歩により､それに伴い､経口補水

液(oral rehydrationsolution:ORS)の組成に関して

も再検討されるようになった｡その結果､現在の有効な

ORTの開発につながった。

一方日本においては､ほとんどの施設で比較的容易

に経静脈輸液を施行することが可能であるため､ORT

の有効性に関してはそれほど広く認識されていない｡ま

たコレラの流行地域である発展途上国におけるORT

の重要性は､日本においては認められない｡しかし､本

来ORTは軽症から中等症の脱水症(表l)に対しては

その有効性は証明されており､経済面､非侵襲性およ

びその実施の容易さから第一選択となり得る治療法と

考えられる｡ただし後述のように､強い嘔気嘔吐を伴う

場合､その効果は限定的であることもある。日本におい

て小児科で経験する患者はほとんどの場合､強い嘔吐

を伴うことによる軽症から中等症の脱水症であり､その

場合ORTは十分な効力を発揮しない可能性もある。

。司

経口補水療法(Oral rehydrationtherapy:ORT)の

概要

経口補水療法には以下のキーポイントが上げられる。

l軽症から中等症の脱水に対して経口補水療法は経

静脈輸液と同等の効果がある。

2.経口補水療法は簡便で経済的であり､軽症から中等

症の脱水症に対して推奨されるべきである。

3.経口補水液においてはその生理学的機序から、ブド

－8－
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単≦"所見fI! 'ザー軽"､■嘘云壽一
体重減少 3-5％

脈拍 霧 正常

収縮期血圧 正常

§ 呼吸 正常

口唇 正常または軽度乾燥

大泉門 正常

眼 正常

ツルゴール 正常

皮膚 正常

尿量 正常または軽度減少

全身状態 鴬 口渇の訴え
CRT 3秒以下

鯵 中農ﾉf等?症； 難．
← ・ ､ ！

6-9％

上昇

正常または低下

深く、回数も増加

乾燥

陥凹

陥没

低下

冷感

著明に減少

倦怠、いらつき

3秒以上

． 、典 ．

．重 症稗

10%以上

上昇または低下

低下

深く、多呼吸または呼吸回数減少

強く乾燥

強く陥没

強く陥没

強く低下

冷感、 まだら、チアノーゼ

乏尿

Ⅱ叩吟、無気力、昏睡

3秒以上

CRT:Capillaryrefilltime表1 小児における脱水の重症度分類とその臨床所見

へ

腸管における水分吸収およびその生理学的機序[2,3］

小腸､大腸を含めた腸管は､水分の吸収においてと

ても優れた臓器である。成人においては口から摂取さ

れた水分や腸管から分泌された水分を含めて1日約8

リットルの水分を吸収し､その93％が小腸から吸収され

るとされる｡そのため､特に小児ではその吸収機構が容

易に破綻することにより下痢症状を認めやすい。

腸管での水分の吸収には､以下の3つのNa再吸収に

伴う受動的な水分の吸収の機序が働いているとされて

いる(図1)。

1.Na/H交換輸送体:小腸､主に回腸に存在する。

2.腸管内一細胞内との濃度勾配に伴うNa吸収の促進

(Na-K-ATPaseにより細胞内Na濃度の低下がもたら

される） ：小腸､大腸ともに存在するが､主に大腸に

おいて働く。腸管感染症により容易に障害され､下痢

の原因となる。

3.Na-クツレコース共輸送体:小腸のみに存在する｡腸炎

感染症の際もNa-グルコース共輸送体の機能は正常

のまま保たれることが報告されている[2]｡その原理に

よりORTにおいて､後述のようにブドウ糖とNaのモル

濃度の等しいORSを投与することにより､水分が最も

効率よく再吸収される。これがORTの有効性が下痢

の際にも保たれる要因となっている。

腸管 血管

二二>$｡じⅢ i二一

割迄 #“
需"茎辛、

UT2

KATPase

一 一
～一

図1 腸管における水分吸収機序

腸管においては､様々な輸送体を用いてNaの再吸収が能動的に行

われる｡それに伴い浸誘庄差が形成されるため､腸管内の水分が受動

的に細胞内に吸収され､血管内へと放出される。
へ

経口補水液(oral rehydrationsolution:ORS)[4,5]

1960年代よりORSの組成に関してはNaとブドウ糖の

モル濃度が等しい際に最も有効で､脱水症状を伴うコ

レラ患者においては経静脈輸液と同等の効果があるこ

とが示された（表2、例:WHO-2002において、

Na75mEq/l=75mmol/l,ブドウ糖189=100mmolなの

で13.59/l=75mmol/l)。その後のORSはこの組成をもと

に作成されている｡その後WHOからORSの組成に関し

て下記の点が推奨されている[4]。

'総浸透圧は200-310mOsm/lとする。

2.ブドウ糖とNaのモル濃度は等しくする。

3糖濃度は209/l(111mmol/l)以下とする。

4.Na濃度は60-90mEq/lとする。

5.K濃度は15-25mEq/lとする。

－9－
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ブドウ糖が腸管内の浸透圧を高くし水分の吸収を減らす

ため推奨されないとしている(表2)。

国内で市販されているORSを表2に示爽ブドウ糖189が

100mmolであるため､WHO推奨の組成に比し､Na濃度

が低く糖質濃度が高い｡しかしその分小児でも飲みやす

い味に作成されており､コレラのような重症の腸感染症の

ない我が国においては､むしろ飲みやすさが重視され作

成されたものと言える。

6.クエン酸濃度は8-12mmol/lとする。

7.Cl濃度は50-80mEq/lとする。

なお､WHOは2002年にORSの組成として､総浸透圧

245mOsm/l､ブドウ糖13.59/l､Na75mEq/lとすることを

推奨し､現在まで､WHOにより全世界で推奨されている

|唯一のORSである。

一方､りんごジュースなどのフルーツジュースはNaより糖濃

度が著明に高く､そのため腸管内に吸収されず残存する

K

(mEq/L)

糖質

(g/L) (濡盟)飛施
Na

(mEq/L)

CI

(mEq/L), 鴬 ‘ 鴬蕊

245

247

194

270

260

285

326

285

260

700

5．4

13

13

10

20

19

27

16

21

40-60

ガイドライン WHO(2002年）

ソリタ頼粒2号
医薬,品

ソリタ頼粒3号

OS-1

経口補水液 アクアライト

アクアバランス

ポカリスエット（成人用）にI

イオン飲料ポカリスエット（小児用）

アクエリアス

その他 リンゴジュース

医薬,品

経口補水液

イオン飲料

布
一
帥
一
弱
一
列
一
訓
一
妬
一
刻
一
別

岨
－
３

別
別
別
別
加
加
５
５
５
卯

開
一
帥
一
訓
一
卵

妬

妬
一
蠅

崎

13．5

32

33

25

50

45

67

41

50

100-150

釦里

食品

表2経口補水液等の組成

ORTの実際の使用方法

脱水の際の治療としては50-100mL/kgを4時間かけ

て投与することを目安とする｡具体的にはスプーンやシリ

ンジ､ l1寺には胄管チューブを挿入し嘔吐を誘発しない程

度の少量ずつ､通常1回5mLを1-2分間隔で投与する。

脱水が補正された後は通常の食事や水分摂取を行う

[5]｡強い嘔吐を伴う場合は､胃部の膨張が嘔吐反射を

誘発するため､やはり少量の頻回投与(10-15分間隔)を

根気よく続けることでIIm吐を誘発せず脱水症を防止で

きることがある。しかし､それ以上に強い嘔気を伴う際

は､最終嘔吐から1-2時間絶飲食とし､その後再開する。

必要がある。

5.下痢に伴う水分喪失に対しORTによる補充が追いつ

かない場合。

6重症の持続性の嘔吐を認める場合。

ORTのまとめ

軽症から中等症の脱水症に対してORTはきわめて有

効とされている。しかし､小児における急性腸炎におい

ては強い嘔吐を伴うことも多く､その場合ORTの効果は

限定的である。しかし､最も頻度の高いノロウィルスやロ

タウイルスによる腸炎では嘔吐症状は初期の短期間で

治まることが多い｡そのため､冷静に患者の状態を観察

し､嘔吐消失後に少量頻回のORTを開始することで､そ

の有効性を発揮することができる｡今後､ORTの方法、

その効果や簡便性につき､患者の親のみでなく、まずは

小児科医などの医師への啓発が必要である。

。両

ORTを避けるべき状態

脱水を有する小児患者に以下の状態を伴う場合、

ORTを行うべきでないと考えられる。

1.意識状態の低下を認める場合;誤嚥の可能性がある

ため。

2.イレウス。

3.短腸症候群など腸管からの吸収機能が低下している

場合。

4重症の脱水症の場合;入院の上､経静脈輸液を行う

経静脈補液療法の概要

経静脈補液療法には以下のキーポイントが上げられ

る。

l.小児の輸液においては補充輸液と維持輸液に大別

－10－
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できる。

2.補充輸液においては脱水の補正が目的であり､必ず

等張液を用いる｡ショック状態にある場合は等張液

の急速投与(生理食塩水10-20ml/kgを5-10分で）

を行う。

3.維持輸液は健康な児がベッド上で絶飲食状態にある

場合､恒常状態に維持するための輸液である。

HollidayとSegarが1957年に提唱した通り､3号液な

どの維持輸液製剤を4-2-1ルールに従い投与するの

が理想であると考えられてきた。

4.しかし､入院中の多くの小児患者はnon-Osmotic

stimuliによりAVPの分泌充進状態であるため､安易

な低張液投与により、Hospital-acquired

hyponatremiaを発症することがある。

5.海外からは､維持輸液も等張液で開始し､その後患

者を注意深く観察した上で次の輸液製剤を選択する

ことが提唱されている。

6.小児の維持輸液においては､憂慮すべき最優先事項

は低Na血症の発症を未然に防ぐことであり､その上で､

患者の注意深い観察の元､輸液製剤の種類および

投与量を決定する必要がある。

輸液として静脈内投与されると､ブドウ糖は血漿中です

ぐに代謝されたり細胞内にとりこまれるため､また､張度

として作用する電解質は存在しないため､張度はOで、

自由水と考えられる｡つまり､輸液製剤では､生理食塩

水（張度308mOsmol/L)やリンゲル液（張度

280mOsmol/L)は等張液であり、ソリタT3は糖分によ

り等浸透圧であるものの､低張液(張度110mOsmol/

L)ということになる｡主な輸液製剤およびその張度を表

3に示式

補充輸液の概念および適応

補充輸液においては表1に示す中等度以上の脱水症

に対して､その水分の不足分を補うための輸液を指式

細胞外液量の是正を行う必要がある場合がほとんどで

あり､基本的に等張液を投与する｡ショック状態では生

食の10-20ml/kgを5-10分でボーラスショットするこ

とにより､ショック状態からの回復を目指爽補充輸液

の投与量の目安は体重の喪失分であるが､輸液開始後

の排尿の有無を確認することで脱水症の改善の有無の

目安とする｡ただし､後述の通り､多くの小児患者はnon‐

OsmoticstimuliによりAVPの分泌充進状態であるため、

実際には脱水が十分に補正されているにもかかわらず

排尿を認めない場合があり､その際､過剰投与とならな

いように注意する必要がある。

〆識、

経静脈輸液療法の役割と種類

経静脈輸液療法とは体内の水分量および組成を正

常に保つために直接静脈内に水分や電解質､糖分など

を補充する治療法を指すb臨床においては､1）なんら

かの原因により体内の不足した水分や電解質を補うた

めの輸液:補充輸液(repletiontherapy、初期輸液とも

言われてる)と2)体内の恒常状態(ホメオスタシス)を

維持するための輸液:維持輸液(maintenance

therapy)に分けることができる。

維持輸液の概念および適応

維持輸液とは恒常状態に保たれている状態の患者さ

んで､経口摂取がしにくい場合に､水分､電解質を経静

脈的に補充することにより恒常状態を維持するための

輸液を意味する｡実際の臨床の場では､そのほとんどが、

手術前後の経口摂取ができない状態､または腸炎で補

充輸液が終了し恒常状態に回復した後に絶飲食が続

く場合脳症による意識障害､化学療法の副作用により

食事､水分摂取ができない場合が適応となる｡経口摂

取が可能になった時点ですみやかに維持輸液は減量中

止する必要があり､長期に維持輸液が必要となることは

非常にまれである。

“

等張液(isotonicfluid)と低張液(hypotonicfluid)

の違い

張度(tonicity)とは半透膜を超えて影響を及ぼす浸

透圧のことであり、具体的には細胞膜を通過しない溶

質による浸透圧を意味する｡血漿の張度はNaおよびK

と同じだけの浸透圧を持つ陰イオンと共存しているため、

およそ2×(Na濃度+K濃度)で表される。5%ブドウ糖

液は252mOsmol/Lで血漿とほぼ等浸透圧であるが、
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100ml/100kcal/dayと算出した｡それにより､維持輸液

に必要な水分量の計算式を表4のように決定した｡この

投与量は海外でも4-2-1ルールとして広く知れ渡っている。

一方電解質に関しても、水分量の算定と同様にカロ

リー消費に必要な量から算出し、NaおよびClは

2-3mEq/100ml､Kは1-2mEq/100mlが必要とした。

さらに維持輸液中にブドウ糖が混ぜられるようになっ

た｡その理由として､1)脳の代謝を補助する2)体の蛋白

の異化冗進を防ぐ3)筋肉の異化充進を防ぐことでKの

喪失を防ぐなどがあげられる。

その結果として､維持輸液の際に世界中で頻繁に用

いられていた0.18%NaCl液(Na:30.8mEq/L、

K20mEq/L､Cl50.8mEq/L､5%ブドウ糖)とその投与

量(表3)に関する概念が確立した。日本で発売されて

いる製剤としては3号液がこれに相当する。

低張液による維持輸液に閨する基本的な考え方の成り

立ち

維持輸液は絶飲食状態にある患者において､体内水

分量､電解質を一定に保つことを目的とする。患者にお

いて､水分､電解質は尿､便､呼気､皮層から失われる

ので､それらを十分に補う必要がある｡維持輸液におい

て世界中で最も普及した方法は1957年にHollidayと

Segarが発表した概念に基づいている[6]｡彼らは健康

な児が病院のベッド上で生活している状態を想定し､必

要カロリー量から､そのカロリーを消費するのに必要な

水分量を算定し､維持輸液に必要な水分量とした。そ

の結果､体重3-10kgの乳児では100kcal/kg､10-20kg

の幼児では1000+100×(体重-10)÷2kcal､20-70kgの

学童以降は1500+100(体重-20)÷5kcalが必要とし、

100kcalのエネルギーを代謝するのに必要な水分量が

＝

＄解

mE(I/L
且’

Lac
ブドウ糖

(g/L)
張度

(mOsmol/L)
‘ Ca製品名 浸透圧比Na K CI

0.9%NaCl(生食）

ラクテックD

ソリタT1

ソリタT2

ソリタT3

5％ブドウ糖

堀

ｍ

卯

弘

一

妬

哩
一
皿
一
ｍ
｜
妬
一
弱

１
ｌ
２
１
ｌ
１
ｌ
１
ｌ
１

班
一
知
一
Ⅷ
｜
邪
一
山
０

4 3 28

20

20

2(）

即
一
妬
認
一
蛤
一
帥

加

卯

表3一般的な輸液製剤とその組成

輔液量(1日当たり） 【‘

100x体重

1000+50x(体重-10)

1500+20x(体重20)

体重(kg)

3－10

10-20

>20

輪液量(1時間当たり)：

4x体重

40+2x(体重10)

60+1x(体重-20)

へ

表4維持輸液(4-2-1ルール） ＊投与量卜限は1日当たり2400m1

Hospital-acquiredhyponatremia(医原性低ナトリウ

ム血症)とは

輸液療法によって生じる低ナトリウム血症のことをさ

すb1985年に肺炎や細菌性髄膜炎などの急性疾患のこ

どもたちは低ナトリウム血症を発症しやすいと報告され

[7]､その後､同様のcaseseriesstudyが相次いで報告

された。また､肺炎や細菌性髄膜炎だけでなく、頭部外

傷､細気管支炎､敗血症､急性腸炎に伴い嘔吐や下痢

を認める場合､そして､外科手術前後の小児患者では

高頻度にAVP(antidiuretichormone, arginine-

vasopressin)の上昇を認め(non-osmoticAVP

excretionstimuli)、その際に低張液を投与することによ

りHospital-acquiredhyponatremiaを発症するというメ

カニズムが明らかとなった。この問題に対し､海外では

等張液投与群と低張液投与群の2群間でその後のNa

濃度等を検討したランダム化比較試験(RCT)の結果

が次々と発表され､最近報告されたmeta-analysisの結

果でも維持輸液に低張液を使った場合､血清Na値が

有意に低下を認めるため､維持輸液には等張液を使う

方が安全であると結論づけられている[8]･日本からも

有熱疾患の小児では17％に低ナトリウム血症を認め､低

ナトリウム血症を呈した73例全例にAVP濃度の上昇を
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認めたという報告[9]およ吠腎生検を施行した小児60

例の前方視的検討で約30%に腎生検後にAVPの上

昇を認め､0.6%NaClを投与した患者群では血清Na濃

度が平均1.9mEq/L低下したのに対し､0.9%NaCl投与

群では血清Na濃度の低下を認めなかったと報告されて

いる[10]。

また､Hospital-acquiredhyponatremiaにより､死亡

したり神経学的後遺症を残した小児患者が､これまで

世界中から50例以上報告されている(MHRAreport:

http:"www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-p/

documents/Websiteresources/conl99555.pdf)。

「どのような定型的な輸液法を採用するにしても限界

および例外が存在することを常に認識しておかなけれ

ばならない｡より大切なことは､患者さんの状態を正確

に把握し､それによって輸液内容の調節の必要性を判

断することである｡」

維持輸液に関する最新の概念

UpToDateではMaintenancefluidtherapyin

childrenと題して､2018年1月に最終のupdateが行わ

れた。 (http://www.uptodate.com/contents/

maintenance-fluid-therapy-in-children)。そこではま

式前述のHollidayとSegarによる輸液の基本概念が詳

しく紹介され､その後､non-osmoticAVPexcretion

stimuliの説明およびそのような状態にある小児として、

1)周術期､2)中枢神経の障害のある状態(感染､外

傷､出血)、3)肺疾患､特に肺炎およびRSウイルス感染

に伴う細気管支炎､4)AVP分泌冗進を引き起こす薬剤

（カルバマゼピンやシクロフォスフアミド大量静注など)、

5)嬉痛や不安がある状況をあ状それらの患者では低

Na血症を起こす可能性があることが説明されている。

そして､次にNevilleらによるRCTの結果を詳細に説明

している[13]｡その内容は以下の通りであった。

mevilleらは124人の手術目的で入院した小児患者を

0.9%NaCl投与群と0.45%NaCl投与群および通常量

（4-2-1ルール)投与群と半分量投与群の全4群に分類

した｡その結果、

1.4群すべての患者で術中にAVP値が2-4倍の上昇を

認め､術後24時間まで高値が持続した。

2.半分量投与群では23％に脱水兆候を認めたのに対

し､通常量投与群では1例も脱水兆候を認めなかっ

た｡脱水兆候を認めた患者においては0.9%NaCI群

と0.45%NaCl群それぞれ半数ずつであった。

3.術後8時間時点では0.45%NaCl投与群では

0.9%NaCl投与群に比し､有意に低Na血症発症率が

高かった(30%vslO%)。術後24時間時点では有意

差を認めなかった(14%vs8%)。

4.0.9%NaCl投与群では11%の患者で血清Na値が

5mEq/L以上の上昇を認めた｡一方0.45%NaCI投与

群では1例も認めなかった。

~ミ
維持輸液の組成に関する概念の変遷

前述のように､2000年代前半まで､0.18%NaCl液(+

K+ブドウ糖)が世界中で最もよく使われる維持輸液の

組成であったが､Hospital-acquiredhyponatremiaの

発症メカニズムが明らかとなり2003年より低張液の使

用に対する注意喚起がなされるようになった(The

RoyalCollegeofAnaesthetists,2003:https:/yWww.

rcoa・ac.uk/news-and-bulletin/rcoa-news-and-

statements/possibility-ofwater-overload-severe-

hyponatraemia)。また､同時期にMoritzらにより維持

輸液には0.9%NaClを使用すべきとの提案がなされた

[11]｡その後Hollidayらはこれらの動きを受けて､以下の

ように記述している[12]。

1.嘔気嘔吐を認める場合や全身麻酔を行う場合など、

non-osmoticstimuliによりAVPの分泌冗進が予想さ

れる病態では維持輸液量を4-2-1ルールの半分量に

することも考慮する必要がある。

2.AVPの分泌冗進を認める患者では低張液輸液で低

Na血症を認めることがあるので注意が必要である。

3.ただし､0.9%NaClを用いることでNaの過剰負荷にな

る可能性があるのでこちらも注意が必要である。

以上のように､AVP分泌冗進状態にある小児では、

彼らの提唱した維持輸液のNa濃度および4-2-1ルール

の投与量にも問題がある可能性を示唆し､また一方で

0.9%NaClにより後遺症を残すような高Na血症発症の

可能性があることも示唆した｡その上で､以下のように結

論づけた。

ﾉヘヘ
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成で開始し､患者の状態､尿量､血中/尿中電解質の推

移を注意深く観察した後に0.45%NaCl以上の張度の

組成の輸液を使用し､その後も観察を続けることが重

要と考えられる｡0.9%NaCl+5%ブドウ糖による維持

輸液にも前述のように問題点があることは確かであるが、

現時点では､それよりも､低Na血症に伴う死亡例や神

経学的後遺症例を防ぐことが重要と考えられ､海外か

らはその防止に重点を置いたガイドラインが作成されて

いる｡今後､我が国においても小児の維持輸液に関する

ガイドラインの作成の必要があると考えられる。

5.0.9%NaCl投与群においても､平均血清Na値は

138mEq/Lから136mEq/Lに低下を認めた。

6.通常量の投与を受けた0.9%NaCl投与群のうち2例

で､低Na血症に対する補正を必要とした。この2例は

SIADHの診断基準を満たしていた。

これらの結果およびその他のRCTの結果からUPlbDate

では以下のように結論づけている。

「小児患者で脱水のない状態の患者に対する維持

輸液は患者の自由水の排出能力を注意深く観察した上

で決定しなければならない｡入院中の小児患者の多く

はAVP分泌冗進状態にある。これまで報告されている

限られたデータを検証した結果､入院中の小児患者の

維持輸液は等張液で4-2-1ルールに従い通常量で開始

し､その上で､患者の状態に合わせて組成や投与量を

変更することが最も理にかなっている｡」
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0.9%NaCIで維持輸液を行う場合の問題点

以下の点が考えられる。
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2.Naの過剰投与による高Na血症を発症する可能性が

ある

3.Clの過剰投与による代謝性アシドーシスを発症する

可能性がある

4.等張液でもなお､低Na血症を発症する可能性がある

5.ブドウ糖を添加する必要がある

6.血清K値測定後､カリウムを添加する必要がある /‘~閤、

経静脈輸液のまとめ

補充輸液においては必ず等張液で体液の不足分補

う｡ショック状態では生理食塩水のボーラス投与が理に

かなっている。

維持輸液においては以下の通りである。

輸液および体液の組成を熟知している医師以外は
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液であっても血清Na値の低下を認める患者がいること

を考慮すると､UpToDateが推奨するように､初期の維

持輸液には等張液またはそれに限りなく近い張度の組
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『

近年のガイドラインでの特徴的な点は、Bladder

BowelDysfunCtion(BBD)という概念が加わっている

点である｡BBDとは下部尿路の異常症状(尿失禁､尿

意切迫､排尿遅延､腹圧排尿など)とともに腹部腸管

異常所見(便秘､遺糞等)を伴う病態と定義され､日本

小児泌尿器科学会では下部尿路異常所見は自排尿可

能な5歳以上で明らかな器質的要因を伴わない下部尿

路の機能障害と定義している｡BBDが尿路感染管理

上重要なのは､反復性尿路感染のリスクを増やすこと

が明らかになり､膀胱尿管逆流のグレードとUTIの回数

とともに腎腰痕形成に寄与する因子であることが報告

されている｡このため､小児では排尿機能異常と排便機

能を評価することが重要である｡小児ではDysfunctional

VOidingSymptomScore(DVSS)が広く使われ､日本語に

標準化したものも報告(日泌尿会誌105:112,2014)さ

れ使用が勧められている。

はじめに

小児の泌尿器科疾患に伴う尿路感染を診療する上

で､特徴的な点は先天性尿路異常に伴う場合､手術治

療を速やかに行う必要があるかをしっかり見極めること

が重要である｡尿路生殖器系臓器である腎尿路･精路

の構造･機能は成人期に向かって成熟していくため､必

ずしも幼少期に手術を行わなくとも自然改善する病態

も存在し､これが泌尿器科疾患に伴う病態を診療する

際に考慮されるべきである。

小児尿路感染の診療の難しさは①尿路感染を想起

させる症状を患児が訴えない｡②治療の反応性は良好

であるが､治療が適切でない場合の悪化も早い｡③尿

路の構造が正常であるとは限らない。ところであり、こ

れらの点を概説したい。

一

｛小児尿路感染の診断｝

EAU/ESPUガイドラインでは、導尿検体では≧

1000-50000CFU/ml、中間尿検体で所見あり≧104

CFU/ml、昼間尿検体で所見なし≧105CFU/mlと

されている。検尿バックの採取では36.8％がコンタミ

ネーションを起こすと報告され､導尿の重要性が示|唆さ

れているが､膿尿がなくても尿路感染は除外できないと

NICEガイドラインでは示されていて尿路感染の診断の

難しさを示している。

尿所見だけで診断が難しいとすれば､画像検査を

併せるべきなのかという点でも､海外のガイドラインで

も方針が異なっており、超音波検査を推奨するものが

多いが､2007年のNICEガイドラインでは非典型な尿

路感染の場合しか推奨していない｡さらには､以前は広

く行われていた排尿時膀胱造影(VCUG)に至っては

基本的に進めないガイドラインが多くなり、尿路の異常

所見がある場合に検査を行う方向性に変化している。

｛小児尿路感染の特徴｝

1.尿路感染を想起させる症状を患児が訴えない

小児の尿路感染が重要な病態であるかといえば､未

熟な小児腎臓は繰り返す上部尿路感染により不可逆的

な腎障害を呈するためである。3回以上の尿路感染で

腎嬢痕の頻度が増える報告も多く、以下に早く診断し

治療するかが重要である。ただし､小児の尿路感染の

症状は発熱が唯一の症状であり､尿路感染を疑って尿

検査を行わない限り見落としやすい｡乳幼児の熱源不

明発熱の5％が尿路感染であるといわれ(Hoberman,

1993)､疑って診療を行うしか方法がない｡顔色不良・

哺乳不良･不機嫌などの症状を呈することもあるが特

徴的な所見でなく､腹痛､側腹部痛､CVAtenderness

も腎周囲炎症が進展する前に重症化することもあるた

め明確でないことも多い。このため､熱源不明の際に尿

到里
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路感染を疑うことが重要である。 され包皮を切除するすることが推奨する報告もあるが、

一方包茎の有無による病原性細菌のコロニー形成は

50％程度で有意な差がないとする報告(IrkitataL:J

PakMedAssoc,2016)もあり､包茎治療が尿路感染の

リスク改善に寄与するかは不明である｡ただし､不潔で

あることは感染リスクになることは確かである。

2.治療の反応性は良好であるが､治療が適切でない

場合の悪化も早い。

乳幼児の尿路感染は菌血症を起こしやすく､新生児

期は約30％､生後1-3か月に約20％､生後3か月以降は

約5％と幼少時期であるほどその頻度は高くなる

(SubcommitteeonUTI,Pediatrics,2011)｡泌尿器

科的には先天性尿路異常に伴う尿路感染は出生後早

期に起こることが多く､この点で乳幼児の尿路感染では

尿路異常の検索も併せて必要であることが多い｡性別

でも尿路感染の頻度は変化し､生後6か月目までは男

女差は明確でないが､生後半年以降では女児が明らか

に多くなる(女児8.3％:男児1.7%)(YangS.Pediatr

Nephrol,2017)ことも示され､性別･年齢により尿路感

染の頻度が異なることを理解することが必要である。

{膀胱尿管逆流(VUR)}

2016年に日本小児泌尿器科学会から診療手引き

が発行され、http： ispu､ipimRtebiki2016-2､pdf

疫学等は明確化されているので参照されたい｡なお、

現在VURは膀胱尿管逆流症ではなく膀胱尿管逆

流に統一されている。手術治療適応に関しては・

Breakthrough-UTI症例､UTIコントロール不良例・

gradeVVUR･腎機能低下例(発見時･観察期間

中）・CAP対象年齢以降の年長児の繰り返すUTI症

例･下部尿路機能障害(BBD)を伴う高度VURと診療

手引きでは示されている｡膀胱尿管逆流の手術治療に

おけるポイントは現在､旧来の開放手術の他､気膀胱下

（腹腔鏡下)手術､内視鏡下デフラックス注入療法と

なっている｡これらの治療成績は有意な差がないとされ

ているものの､どの治療もあくまで手術治療であり､特

に内視鏡的注入療法は安易に行われがちであるが､遅

発性の尿管狭窄などの報告もあるため､安易な手術治

療は慎むべきである。

ノー、

3.尿路の構造が正常であるとは限らない。

小児の尿路感染では先天性尿路異常を伴う可能性

が高く､上部尿路感染患児の30-40％に膀胱尿管逆流

認めると報告され､小児の再発性･難治性尿路感染を

診た場含先天性尿路異常の存在を考える必要がある。

尿路感染を起こす異常としては大きく分けて③ongenital

anomaliesoftheKidneyandurinarytractにAKU'I） ②

膀胱機能異常③包茎である｡③の包茎は特殊な疾患

ではないが臨床的には問題になることがある｡その点に

ついて病態ごとに概説する。

へ、

｛後部尿道弁･前部尿道弁(尿道憩室)｝

後部尿道弁は程度により症状が広く異なることが特

徴であり､最重症では胎児期より腎形成異常･膀胱機

能異常を呈するが､乳児期に判明するものは尿路感染

で判明し､さらに年長児では昼間尿失禁で判明するこ

とも多い。

診療上の注意はValvebladdersyndromeを呈する

点であり､尿道弁患児は出生時前からの排尿障害によ

り排尿筋過活動､低コンブライアンス膀胱､尿排出障

害･残尿多量､排尿筋機能不全等の下部尿路機能障

害を呈しており､弁切開術後もこの障害が持続すること

状態である｡このため治療後も･尿失禁(トイレトレーニ

ング後に30%が下部尿路異常)･VUR再発･尿路感染

{包茎｝

包茎に関しては海外のガイドラインでは割礼も含め

た包茎根治術が行われていることが多いため男児の尿

路感染が少ないとされ､それに比して日本の男児の尿

路感染の頻度が高いとの報告はある｡包皮の翻転が可

能であると再発性尿路感染の頻度は17.6％に対して翻

転不可であると34．0％であると報告(ShimYH:

PediatrNephrol,2009)され､膀胱尿管逆流患児にお

ける尿道周囲細菌は予防的抗菌療法を行っても菌種

の変化はないが､環状切除すると病原性の高い菌の検

出が減るとも報告(GucukA:JPediatrUrol,2013)
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基本であるが､明らかな巨大尿管の悪化､尿路感染・

腹痛･結石形成などの症候性転化を認めた場合手術

的治療が考慮される。このため巨大尿管症患児で尿路

感染を呈した場合手術治療を考慮する必要がある。

コントロール不良を呈することも多く､長期的な観察及

び介入が必要である。

｛先天性水腎症(腎孟尿管移行部通過障害)｝

腎孟･腎杯および尿管を含む尿路が先天的に拡張し

た病態｡このうち腎孟尿管移行部通過障害(UPJO)が

最多であり､内因性通過障害､高位付着や交差血管に

よる外因性通過障害により起こるものである｡この疾患

も日本小児泌尿器科学会より小児先天性水腎症(腎孟

尿管移行部通過障害)診療手引き(http:"ispu.jp/

｛尿管瘤｝

膀胱尿管接合部の粘膜下の先天的構造異常により

膀胱内尿管が襄胞様に拡張する病態､疾患であり､膀

胱内にのみ存在する膀胱内(intravesical)尿管瘤と膀

胱頚部を超えて尿道に存在する異所性(ectopic)尿管

瘤に分類される｡この疾患のポイントとしては完全重複

腎孟尿管に伴う場合､尿管瘤は上半腎尿管所属で

60-80％が異所性尿管瘤である点と､尿管瘤の自然改

善は期待できない点である。このため尿管瘤による尿路

感染を呈した患児は速やかに手術的治療を行う必要

がある。

が示されており､参照されたい。imRtebiki2016-1･pdf

先天性水腎症の尿路感染のリスク因子としては･高度

水腎症､VUR合併､女児､包茎手術を行っていない男

児､利尿レノグラムでの閉塞パターンJ1mm以上の尿

管拡張･尿管膀胱移行部通過障害が報告されている

が､管理上重要な点は先天水腎症は自然改善が期待

できる疾患でもあるため､①画像診断上､明確な悪化、

②SFUgade3以上の分腎機能低下例(分腎機能

40-45％以下)、③ﾚﾉダﾗﾑ検査での分腎機能低下・

利尿レノグラムでの排泄パターンの悪化、④SFU

Grade4の長期的継続に該当しない場合長期的経過

観察も可能であるが､尿路感染を起こすと症候性と判

断され手術適応となるため､幼少期の手術を回避する

ために予防的抗菌療法を行うことも考慮される。

}/へ、

一一

｛尿管異所開口｝

尿管芽発生の位置以上により､本来開口すべき膀胱

三角部以外の場所に尿管が開口している状態､疾患で

ある｡男児では括約筋より頭側の膀胱頚部､後部尿道、

射精管､精管､精襄などに開口し､女児では尿路から

膣まで幅広く開口(膀胱頚部､尿道､膣前庭､膣､子宮、

ガートナー管襄胞)する｡このため男児では胎児期に異

所開口尿管が腎低異形成･無形成を呈するが､女児で

は腎低異形成を伴う失禁という形で判明することが多

い｡尿路感染という点では男児は問題ないことが多い

が女児では逆行性感染という形で治療が必要になるこ

とが多い｡残存腎機能力浪好であれば膀胱尿管新吻

合術を考慮するが､分腎機能が10％以下では腎尿管

摘出を選択することが多い。

/‐、｛巨大尿管｝

多様な発生要因により尿管が持続して拡張した状態

であり、・閉塞性･逆流性･閉塞性逆流性･非閉塞性非

逆流性に分類される｡無症候性であることが多いが､1

歳未満では尿路感染が35％以上と高頻度に認められ

ることが知られている。巨大尿管の定義は明確化して

おらず正常小児の場合尿管径が5mmを超えることは

少ないため､近年では7mm以上を拡張尿管とする報告

が多い｡さらにはその閉塞の定義も明確でなく､腹痛な

どの祖父構成になったときや､無症候性の場合には・初

回患側分腎機能が40％以下､・経過中の経時的な分

腎機能低下が5％以上､・画像検査上の尿管拡張の悪

化を閉塞性と定義するものが多い｡治療方針としては

70-90％に自然改善率が期待できるため保存的治療が

｛神経因性膀胱･膀胱機能障害｝

神経因性膀胱や膀胱機能障害は多種の要因により

引き起こされるが､尿路感染の要因として見逃してはな

らな病態である｡尿路感染を引き起こす要因としては、

膀胱高圧に伴う二次性VUR､括約筋機能障害に伴う

尿失禁汚染､排尿筋機能障害に伴う残尿の他に気を

つけなければならないのが膀胱高圧化に伴う機能的上

－18－



特別講演

部尿路閉塞である。この病態は尿路感染を起こした時

には腎機能障害がすでに進行していることも経験され、

これらの病態を疑ったときはしっかりと評価する必要が

ある｡見落とさないようにするためには①尿失禁様の排

尿ではないか？（ﾗｲタイムがあるか?)②明らかな尿

路異常がないにもかかわらず繰り返す尿路感染はない

か?③膀胱変形はないか?④膀胱壁肥厚はないか?を

確認することが重要である｡ただし､膀胱壁肥厚で神

経因性膀胱を評価することは難しく､通常の膀胱壁の

厚さ(BWT)は 0.4-2.3mmであるが､神経因性膀胱

患児のBWTは1.7±0.5mmと明らかに壁肥厚があると

は言え談上部尿路に異常をきたしうる神経因性膀胱

患児のBWTは3.3mm以上('IhnakaH:JUrol,2008)

との報告があり､3mm以上あった場合注意が必要であ

終わりに

小児泌尿器科医の観点では小児の尿路感染は何ら

かの原因があると考える｡①排尿機能異常(低年齢、

BBD､神経因性膀胱)②閉塞性病変抱茎､先天性尿

路閉塞疾患)③構造的異常(先天性尿路形成異常）

のどれかの病態があるかもしれないと考えて尿路感染

患児を診ると確実な治療と腎機能予後に影響しない診

療が可能となる｡尿路感染患児を診た場含少なくとも

超音波検査は考慮し､その結果により適切な治療もしく

は小児外科･泌尿器科医への紹介を考慮していただけ

たら幸いである。

‘戯、

る。

β“
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lipoidadrenalhyperplasia｣について講演をおこないま

した｡司会は田内久道先生がおこない､座長は､愛媛大

学小児科の江口真理子先生と永井功造先生がつとめま

した｡講演後の質疑では､それぞれの演題について活発

2018年9月15日に道後山の手ホテルで韓国の小児科

医師5名をふくむ31名が参加じて第6回日韓小児科交流

会が開催されました｡9月上旬に近畿地方に上陸した台

風21号は関西国際空港に大きな被害をもたらしました。

当初､韓国の先生方は関西国際空港をへて松山に来る

予定でしたが､関西国際空港への航空便が欠航となり、

急きょ福岡空港をへrての来県となりました。

午後5時30分から7時の間､講演会が開催されまし

た｡愛媛大学小児科の石井榮一教授に開会のごあいさ

つをいただき､日本から2演題､韓国から2演題で合計4

演題の発表がありました｡日本の演題は､愛媛大学感染

制御部の田内久道先生が､｢infectioncontrol for

pediatricpatientswithcancer｣について講演し､愛媛

大学小児科の竹本幸司先生が､｢adiponectin/resistin

levelsandinsulinresistanceinchildren : a four

countrycomparisonstudy｣について講演しました｡韓

国の演題は､全南大学小児科の梁恩美先生が、

｢currentapproachestonocturnalenuresis｣について

講演し､全南大学小児科の金燦鐘先生が､｢congenital

な意見交換がおこなわれました。 F詞

ユ両
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松山小児科会

講演会の終了後､松山小児科会の納涼会を兼ねた

懇親会が､午後7時から9時まで開催されました｡松山小

児科会長の上田晴雄先生による開会のあいさつの後、

愛媛県小児科医会長の児玉義史先生による乾杯の発

声があり､その後､おいしい仏料理とお酒をたのしみなが

ら､英語､日本語､韓国語をまじえて､おおいに語り合い友

情を深めあいました｡特別グｽﾄとじて招かれた松浦俊人

先生と池田緑氏によるコントラバスとピフツによるジャズ演

奏をたのしみました｡すばらしい演奏と楽しい語らいに､こ

のまま時がとまり､この夕べがずっと続けばよいと思いまし

た｡しかし､時間を止めることはでき式最後に森本武彦

先生による閉会のあいさつのあと､参加者全員で記念

写真をとり､再会を約束して会を終了しました。

次回は2020年､東京オリンピックの年に韓国光州市で

開催の予定です6皆様の参加を歓迎いたしま式

蕊識》■鰯 溌
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蔭！
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新居浜市の南にそびえる赤石山系の山の中に、かつ

て別子銅山が栄えたころの施設が遺跡として数多く残

されていますb新居浜小児科医会は2018年5月20日、

これらの遺跡をみて銅山峰にむかうハイキング登山を

実施しました｡その記録ですb

まず旧別子のことから説明しますb

新居浜市街地から南に目を向けると赤石山系の

山々が望めますbその向こう側(南側)が別子山村でし

た。 （2003年の市町村合併により､現在は新居浜市別

子山になっています｡）1690年(元禄3年)その山中に

露頭(鉱脈が地表に現れたところ)が発見されました。

それを手がかりとし､翌年から住友家の手によってここ

での銅鉱石の採掘が開始されました。これが別子銅

山の始まりです｡以来200年近く、江戸時代を通じて

別子銅山は世界有数の銅鉱山として存在し続けまし

た。別子山村には精錬施設他が作られ発展していき

ました｡それに伴い人口は増え､1895年(明治28年）

の最盛期には愛媛県内では松山市に次ぐ一万二千の

人口を擁していました｡学校､病院､劇場､醸造所､郵

便局､寺､神社など何でもありました｡劇場には上方か

ら歌舞伎役者が訪れ､この時は芝居を観るため多くの

人間が麓の村から山に上がってきたそうです｡その時

代､今の新居浜市はただの漁村でした。ちなみにこの

病院とは､1884年(明治17年)に設立された､現在の

住友別子病院の前身です。

明治時代に入ると、殖産興業を掲げる政府の意向

を受け､住友は別子銅山の近代化を進めました。山中

を抜ける鉄道トンネルも整備しました。それに伴い、大

正五年に採鉱本部は別子山村から赤石山系瀬戸内

海側の東平(とうなる)へ移りました｡以後､別子山村

は衰退していきます｡今その地を旧別子と呼び､そこに

は別子山村が栄えたころの施設が遺跡として残されて

いますb

昭和5年､採鉱本部は東平からさらに麓の端出場

（はでば)へ移されました。昭和48年､別子銅山は閉

山。現在東平は東洋のマチュピチュとして、また端出

場はマイントピア別子としていずれも観光施設として

整備されています。

次に､我々が目指す銅山峰です｡新居浜市内から南

を眺めた時､緩やかな尾根が望めます｡これが銅山峰

です｡別子山から山を越えて瀬戸内側へ出る時に越

える尾根です｡だいたい標高1300mほど｡この銅山峰

を目指す登山口は瀬戸内海側が東平､南側は別子山

日浦にありますb銅山峰で両方の登山道が合流する峠

が銅山越(標高1294m)ですb江戸時代､精錬された

粗鋼は人力で､さらに牛車にのせられこの峠を越え、

新居浜に運ばれていました。

旧別子めぐりは日浦登山口から始まります｡日浦の

標高は831m･銅山越まで標高差約450mの登山ですb

登山道は住友の手により完全に整備されており、遺跡

をめぐりながら安全快適に登山ができます6

三里

一

淳 一 一,一 一宇

|日別子案内図
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旧別子に眠る古の施設の跡は素晴らしい近代化産

業遺産で式新居浜に住むからにはこれを見ずにはい

られない｡そこで新居浜小児科医会はこの遺跡群をめ

ぐるハイキング登山を計画し、第1回を2013年(平成

25年)5月12日に実施しました｡今回その2回目です6

歩き始めて最初に接待館跡につきます｡レンガ造り

の建物の一部が残っています｡その奥には醸造所の

煙突。ここを通り過ぎると小学校､劇場跡と続きますb

木造の建物はすでになく､苔むした土台の石垣だけが

残りますが､その立派さに驚きますb劇場跡に立つと回

り舞台の跡と思われる大きな円形のくぼ地があります。

橋を渡り少し歩いてダイヤモンド水に9:20到着｡最初

の休憩ポイントです｡ここは地下水が一年中枯れるこ

となくこんこんと湧き続けています｡これをなぜダイヤ

モンド水というのか｡それは､掘削機の先についていた

ダイヤモンドが掘削の際に穴の中に落ち込んだという

だけのことで､ダイヤが出るわけではありません｡一息

入れた後､先を進みます｡途中登山道を外れて東延

斜坑跡を目指しました｡分岐に戻って歓喜坑に10:35

着。ここは別子銅山発祥の記念すべき最初の坑道で

す｡江戸時代に苦心して山中を探し、この付近で最初

の鉱脈を発見し歓喜したということでこの名前が付き

ました｡そして銅山越に11:10到着｡そこから西へ尾根

を歩きます｡銅山峰ですb幸運にもツガザクラが咲き始

めていました。

さてこれからいよいよ登山ですb

参加者は真鍋豊彦(マナベ小児科)、松浦章雄､大

藤佳子(県立新居浜病院)、手塚優子(県立新居浜

病院)ご夫妻､加藤文徳(こにしクリニック)の6名｡真

鍋先生は、日本百名山登頂を達成され､今でも毎週ど

こかの山に登られている鉄人｡松浦先生は､高山赤十

字病院に赴任されていたとき北アルプスが庭だった方。

手塚先生ご夫婦はバリバリの山ガール山ボーイ｡大藤

先生は泰然自若｡私､加藤は､道具と着衣はベテラン

ぽい新参者です。

朝7:30市内で集合し2台の車に分乗､大永山トン

ネルを抜け8:00日浦登山口に到着｡駐車場は満杯で、

かろうじて離れた路肩に駐車できました。この時期の

西赤石山はアケボノツツジを見るために人気抜群｡多

分山は人でいっぱいですb

アケボノツツジの説明をしておきます｡ツツジの一種

で樹高2～5mになりますb葉が展開する前にピンクの

花が咲きます｡ここ赤石山一帯はそのアケボノツツジの

大群落として有名で､花の咲く時期には多くの登山者

が訪れます｡花期は5月の連休頃から中旬あたりまで

です｡ただ2018年は春先に暖かい日が続き、この時ア

ケボノツツジはすでに咲き終わっていました。

話は戻ります｡登山口で記念写真を撮って8:20、

先頭は加藤、しんがり真鍋先生で出発｡天気は快晴、

新緑のなか気分は最高。

へ

へ

劇場跡石垣

ここでツガザクラのことを説明しておかねばなりませ

ん。ツガザクラは高山植物の一つです｡樹高はせいぜ

い20センチまでで､小さい花がたくさん咲きます｡サク

ラと名前がついていますが桜ではなく、葉が針葉樹の

つがに似ていること､花の色が桜色のためこの名がつ

いています｡本来は本州中部山岳地帯の高山にしか

生育しません｡本州以外ではここ銅山峰でしか見るこ

とはでき式生育分布上この銅山峰が南限と位置付け

られていますbその花がなぜ四国の暖かい低山で繁殖
日浦登山口で､これから出発
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しているのか｡研究の結果､氷河期からの在来種が

赤石特有の地形､地質､気候にあって生き延びたもの

と結論付けられています｡2018年11月､銅山峰のツガ

ザクラ群落は植物としては67年ぶりに国の天然記念

物に指定されることが決まりました。高山帯でのツガ

ザクラの花期は7～8月ですが､銅山峰では5月中旬か

ら6月にかけて花が咲きます｡アケボノツツジは見られ

ませんでしたが､ツガザクラに出会えたのは幸運でし

た。

銅山峰で､後ろは新居浜

小高い岩の上に．の字型の石垣が残っていますb蘭

塔婆です｡1694年(元禄7年)に発生した大火災で犠

牲になった人たちを悼むため､住友が作った墓です。

現在まで毎年ここで盆供養が続けられています｡帰路

は目出度町(めったまち)から大山積神社跡を経て､ダ

イヤモンド水へ戻りました。14時日浦登山口着｡全行

程約5時間半でした。銅山峰まで普通に上って降りて

くると登り2時間､下り1時間半くらいなので､遺跡見学

を入れていいペースでした。

旧別子はかつて銅山開発のため木々が切り倒され

一木一草も生えていない岩山でした｡それは精錬のた

めに木を伐採し炭として使い、また坑道を支えるため

の坑木として使い､施設や住居を立てるための材料と

して使ったからです｡さらに精錬による煙害のため草も

枯れました｡銅山としての役目を終えたあと、自然を戻

すため植林が行われました。その中心となったのが明

治の別子総支配人､伊庭貞剛でした。

『このまま別子の山を荒蕪するままにまかせておく

ことは､天地の大道に背くのである。どうかして濫伐の

あとを償ひ､別子全山を旧のあおあおとした姿にして

之を大自然にかへさねぱならない｡』

（伊庭貞剛伝記幽翁より｡明治30年頃）

そして毎年､100万本の植林が行われました｡松、

杉､ヒノキなどが次々と植えられましたが､荒れた地盤

で育たず、やっと長野県八ヶ岳のカラマツを移植しそ

れが根付き､赤石山系はカラマツ林となりました｡そこ

は今､自然の法則にしたがっていろいろな植物が生え

る自然林に変貌しつつありますb

緑青々とした林の中で､かつて-万人を超える人々が

生活した遺跡の前にたつと､歴史の重さに身が震えます6

－度ここを歩きに来てみませんか。

へ

ツガザクラ

銅山峰は岩礫地帯で高木は生育していません｡そ

れで見晴らしが最高です｡この日は快晴で､新居浜市

から瀬戸内海がよく見えました。ここで昼食。山で食

べるカップ麺とおにぎりは最高の味です｡昼食後､尾

根を先に進みます｡ここには露頭が見られます｡尾根

の途中から迂回して下山します｡大和間歩があります。

間歩とは坑道のこと。この大和間歩は元禄時代の古

い坑道の跡で､人ひとりが通れるくらいの狭さですbそ

の先で牛車道に出ます｡これは粗鋼を運んだ物資輸

送路の跡で式

一

銅山峰を歩く
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学校保健安全法施行規則の一部改正により､平成

28年度から学校健診で児童生徒の発育を評価するう

えで､成長曲線を積極的に活用することが求められ、

学校で成長曲線作成用ソフト｢子供の健康管理プロ

グラム｣を使って､身長曲線･体重曲線および肥満度

曲線を作成し､検討が必要な児童生徒を抽出して活

用することになった。

松山市医師会は松山市教育委員会からの依頼を

受け､平成28年度から成長曲線作成ソフトで抽出され

た健診結果をもとに運用方法を検討し､平成31年度

（30年度は試用）から松山市医師会学校医会の健

診事業の一つとして､成長曲線健診を行う。

比べて最新値が20%以上大きい群､C9(肥満度減

少過多)は過去の肥満度の最大値に比べて最新値が

20％以上小さい群と定義されている。
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へ C2:身長増加過多

過去の身長の最小値

に比べて最新値が

1Zスコア以上大きい

C7:肥満度増加過多

過去の肥満度の最小値に比べて

最新値が20％以上大きい

C9:肥溝度減少過多

過去の肥満度の最小値に比べて

最新値が20％以上小さい
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C4:身長増加不良

過去の身長の最大値

に比べて最新値が

1Zスコア以上小さい

C52極端な低身長

身長の最新値が－25

Zスコア以下
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1
図2カテゴリー2,4,5,7,9/5 ﾉ1,児生活習|貫病予防対策

心臓病対策

学校検尿 （小児科）

喫煙防止対策

学校給食食物アレルギー対策

成長曲線健診(H31年より、H30年は試用）

身長に関わるカテゴリーC2、C4、C5の抽出者は

小学生約600名､中学生1600名と非常に多かったた

め､抽出者全員の成長曲線を目視し､以下のような結

論に達した。

①抽出者の中には多くの正常者が含まれるので、効率よ

く健診を行うためには､更なる絞込みが必要である。

②病的かどうかの判定が難しいものがあるので､要医

療の判定は養護教諭ではなく、成長障害を専門と

する小児科医が行う。

小児科医が判定を行うことにより、1）要医療の判

断の精度が高くなる、2)学校間の格差がなくなる(養

護教諭による差が出ない)、3）医療機関受診前から

小児科医が関わることで､医療機関受診結果の集計

が容易になるといった利点もあり、松山市では小児科

医が要医療の判定を行うこととし、図3、図4に示す

健診事業計画を立案した｡平成31年度から（平成30

年度は試用）は､①各学校の養護教諭が成長曲線と

データを9月初めまでに印刷して提出､②成長曲線健

●

●

●

1 ●

、 ノ
一

性教育推進(産婦人科)、視力対策(眼科）

運動器健診(整形外科)、精神保健対策(精神科）

皮層疾患対策(皮層科）

図1 松山市医師会学校医会が松山市と行っている事業

平成28年度に松山市立の全小中学校に在籍した

児童生徒約39000名を対象に､成長曲線作成用ソフ

ト｢子供の健康管理プログラム」を用いて､特に注意

が必要とされる異常カテゴリー群(Cと略す)、C2、C

4、C5、C7､C9を抽出し評価を行い､事業化にむけ

て運用方法を検討した。C2(身長増加過多)は過去

の身長の最小値に比べて最新値が1Zスコア以上大

きい群､C4(身長増加不良)は過去の身長の最大値

に比べて最新値が1Zスコア以上小さい群､C5(極端

な低身長）は身長の最新値が-2.5Zスコア以下の群、

C7(肥満度増加過多)は過去の肥満度の最小値に
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女子は小学4年生まで､男子は小学5年生までを抽出

するという考えもあるが､データ集積を目的に､今後数

年間､女子は小学2年生から5年生まで､男子は小学

6年生までを抽出することとした。

C4の抽出率は学年とともに高くなり、中学生で急

増するが､早期に最終身長に達したものなど､成長障

害のないものが多く含まれており、効率よく健診を行う

ためには更なる絞込みが必要である｡思春期の時期の

ずれを調整する簡便な方法はないため、身長が低身

長の基準値（最終身長の-2.0SD値である男子

159.1cm､女子147.6cm)を超えたものを除くという方

法を考えた。この方法で絞り込むと､抽出者を約1/3に

減らすことができた。松山市の健診では、わかりやす

い値を設定するということと､基準値で絞り込むことで

問題がないかを検討するため､今後数年間､最新の身

診委員会が10月末までに判定結果を返送､③家庭に

結果通知書と紹介状を送付､④児童･生徒が指定され

た医療機関の小児科医を受診､⑤保護者が受診報告

書を学校に提出､⑥医療機関から受診結果報告書が

提出､⑦年度末に運営会議を行って問題点を検討､と

いう手順で運用する。

〆 、

松山市医師会

学校医会
成長曲線健診委員会
、 ノ

《云毒
師会委

嘩医医
線校市

学山曲
潅松

ノ

①データ提出

一
一
②結果判定

僻…管ゞ③結果通矢
紹介状

今

｜ 家庭 ’
j④受診 一

| ｜膳豊熟関) ｝
小児科

(指定医療機関）⑥受診結果報告書

図3成長曲線診断事業(松山方式）
長が男子160cm、 女子150cmに達したものはC4から

’
除くことにした。

C5は抽出率が約1%と低く､病的なものが含まれる

可能性が高いことから、絞込みはしないことにした。

2)データの印刷と提出(表1）

各学校の養護教諭が印刷し､9月まで(遅くとも2学期

抽出作業1学期の身長｡体重を入力し､C2,4,5を抽出し、

(1学期） 各学校の養護教諭が成長曲線を印刷

－ひ教育委員会を通して､松山市学校医会に送付

|判定(7~9月)成長曲線健診委員会による管理区分判定｜
-u教育委員会を通して､各学校に結果を送付

小児科〔指定医療機関〕受診(9～3月）
要医療者に学校から受診勧奨(児童｡生徒に結果と紹介状）

保護者が受診報告書を学校に提出

医療機関が受診結果を教育委員会に提出

中)に教育委員会に提出する。

経年的にデータを管理するため､前年度在籍してい

なかった児童･生徒(転校生）については前年度に在

籍していた学校名を記入する。中学1年生については、

前年度に在籍していた小学校名を記入する。

運営会議 健診結果報告､実施方法について検討

(3月） 委員:松山市医師会理事､基幹病院および愛媛大学病院小児科医
学校長、保健主事、養謹教麟､教育委員会､松山市PTA連合会

図4松山市の成長曲線健診事業計画 餌、

肥満とやせに関わるカテゴリーC7とC9の抽出者に

ついては､松山市が現在､小学4年生と中学1年生を

対象に行っている小児生活習慣病予防健診と将来的

に統合して有効活用する方向で運用を検討することと

した。

個人情報保護のため、

なを黒塗りにして見えなくして見えなく

氏名（2か所)、名前､ふりが

したものを教育委員会に提出

する｡教育委員会から健診委員会に届けられたデータ

用紙は､ID番号をつけて管理する。

表1 データ提出についての取り決め

1）印刷と提出

・各学校の養護教諭が印届l1
・カテゴリー2は男子小学2～6年､女子小学2～5年を抽出

●カテゴリー4は男子160cm､女子150cm以上は除く

・データができ次第教育委員会に提出(遅くとも2学期中）

成長曲線健診を実施するにあたり､暫定的に以下の

方法で行うことにした。

'）カテゴリー抽出時の絞込み方法

C2は学年が上がるほど抽出率は高くなるが､抽出

された中学生は小学校低学年での身長のスパートは

なく（思春期早発症ではない)、低身長も認められな

かったことから､中学生(女子は小6も)抽出対象から

外すことにした。思春期早発症の治療を勘案すると、

2)転校生･中学1年生について

o前年度在籍していなかった児童･生徒(転校生)の場合、

前年度に在籍していた学校名を記入

・中学1年生については､前年に在籍した小学校を記入

3)個人情報保護

・個人情報保護のため、 氏名(2か所)、名前、ふりがなを

見えなくしたものを提出

･教育委員会から健診委員会に届けられたデータ用紙は

ID番号で管理され､判定結果を作成
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3)データミスの取り扱い(表2）

データミス(身長･体重計測時の測定ミス､用紙へ

の記入ミス、パソコン入力ミス）のために抽出される

ケースが多いので、養護教諭は以下のチェックを行う。

a)印刷時(教育委員会へ提出する前)のミスチェック

データがないもの､身長が前年より低くなっているも

違いかないかを再度チェックする。

… a輌鯲

ー
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ロ
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画
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龍Ⅷ癖

J】千口『

のなど、 明らかな入力ミスがない力動をチェックする｡C2

では､身長が10cm/年以上伸びているもの､C4で

は身長の伸びが3cm/年未満であるものについて､ミ

スがないかチェックを行う。

表2データミスのチェックについて
図5C2の注意点①

データミスには測定ミス､記入ミス､入力ミスがある
~､

“ ヨ■席画

1)印刷時のミスチェック

・データがないもの､身長が前年より低くなっているもの

も
豆
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【の百

明らかな入力ミスがないかチェ、など、

･小学2年のデータは間違いかどうか判断しにくいので、
抽出されたものを再度チェック

●測定ミスが疑われる場合は､2学期と前年の3学期の
データから推測

2)判定結果返却後の再チェック

・データのおかしいものについては健診委員会から教育

委員会を通してデータの再送付を依頼
･2学期と前年の3学期のデータをお願いする場合あり
・病気療養など､成長に影響を及ぼすと考えられる要因
があれば､データ用紙に記入

図6C2の洋意点②

b)判定結果返却後の再チェック

データミスが疑われるものについては健診委員会か

ら教育委員会を通してデータの再送付を依頼するので、

パソコン入力ミスがあった場合は､訂正してものを再提

出する。パソコン入力ミスがないのに､データがおかし

い場合は､測定ミスや記入ミスの可能性があるので､2

学期と前年の3学期のデータを用紙に記入して再提出

する｡病気療養など､成長に影響を及ぼすと考えられ

る要因があればデータ用紙に記入して再提出する。

図7のように､成長率が直線状に増加しているもの

など､視診で判定が困難なものについては｢二次性徴

チェック｣とし､養護教諭が思春期早発症の診断基準

に当てはまるかを確認し､当てはまる場合は｢要医療｣、

当てはまらない場合は｢要経過観察｣とする(表3)。あ

てはまるかどうか迷う場合は｢要医療｣とする。

鯛

4)管理区分

成長曲線健診委員会に届いたデータは､小児の成

長障害を専門とする医師により管理区分が判定される。

C2の管理区分については､視診で男子10歳､女子

8歳までにスパートが開始されたと推測されるものを

「要医療」とする。小学2年および3年生でC2と判定

されたものについては､データミスかどうかの判断が難

しいので､判定結果返却後に養護教諭がデータに間

暴期旱発症の診断基準

月子ン蕊ff…" ‘:疎甚寒
瀧未満で精巣｡陰茎ｳ陰嚢@
な発淳 ≦
10歳未満で陰毛の発生
11幾乗議蒄鑑垂F冷め拳。

患謬譲

図7C2の『二次成長チェック』
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表3C2の【管理区分】

示休

る場合は、

斑チェック』

鯵

図8スパートがはっきりしないケース

C5は「要医療」とする。C4は､視診で成長のス

パート前と推測されるものについては､身長の伸びが

年間3cm以下(特に2年間で6cm以下)のものを｢要

医療」とし､それ以外のものについては医師が｢要医

療」と「要経過観察｣を判定することとした。スパート

後で最終身長に近づいたと推測されるものについては、

最新の身長が低身長の基準値(最終身長の-2.0SD

値である男子159.1cm､女子147.6cm)より身長が高い

ものは｢管理不要｣、基準値以下のものは養護教諭が

二次性徴をチェックし､生理･声変･腋毛などの二次性

徴が発現していれば｢最終身長･管理不要｣とし､二

次性徴が発来していなければ｢要医療｣とする(表4)。

図8のように､標準曲線に沿って伸びた後､急激な伸び

がないまま伸びが止まっている場合は､視診でスパー

トの有無を推測できないため、 「二次性徴チェック｣と

する。

養護教諭が二次性徴をチェックする際､はっきりし

た二次性徴の発現がない場合は、 「要医療｣とする。

表4C4の【管理区分】

5)健診結果の通知

管理区分の判定は教育委員会を通じて､各学校の

養護教諭に伝えられ､要医療と判定された児童･生徒

に健診結果(資料1）と紹介状(資料2）を学校で手

渡して､保護者に通知すす｡保護者と児童･生徒は指

定された医療機関のいずれかを選んで受診する。

/…､1

6)受診結果

保護者は健診結果(資料1）の下半分にある受診

報告書を学校に提出する｡受診があった医療機関は

受診結果報告書(資料3)を3回に分けて教育委員会

に提出する｡第1回報告書(11月30日まで受診分)は

翌年1月7日までに､第2回報告書(翌年1月31日まで受

診分)は翌年2月28日までに､第3回報告書(翌年4月

10日まで受診分)は翌年5月10日までに提出する。

保護者からの受診報告書と医療機関からの受診結

果報告書を照らし合わせて､受診結果をまとめる。

/~、

7)運営会議

年度末に運営会議を行って､健診結果および実施

方法について検討する。

1)スパート前ゴ ホ 〃 Ⅷ; !: J:J:i" "fﾛ" ■､？ ■1℃〃

『要医療』 ■ ■
■■:成長率が年間3cm以下(特に2年間で6cm以下）

2)スパート後で最終身長に近い

『二次性徴チェック』

最新の身長が低身長の基準値釧121下のものは、
養護教諭が二次性徴をチェック

‐生理･声変などあれば『最終身長･管理不要』

‐なければ『要医療』

『最終身長･管理不要』

最新の身長が低身長の基準値詮り高い

＊低身長の基準値男子159.1cm､女子147.6cm
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資料1

平成 年 月 日

保護者様

（ 年 組 ）

松山市成長曲線健診委員会

松山市立

校長

委員長

学校

成長曲線を用いた健診結果のお知らせ

学校保健安全法の改正により、座高が削除され、かわりに身長と体重から成長曲線を描き、成長の様子

を継続的に見ていくこととなりました。その結果､お子様の成長に下記の傾向が見られましたので、お渡

しした成長曲線の用紙と紹介状(別紙）を御持参の上、小児科医の診察を受けられますようお勧めいたし

ます。

小児科を受診されましたら、下線下の受診報告書の提出をお願いいたします。以前に成長のことで小

児科を受診されたことがある方は必ずしも受診する必要はありませんので、受診報告書にチェックを入

れて提出をお願いいたします。

'‐､

検診結果

身長の伸びが、標準曲線に比べて大きすぎる（カテゴリー②）

身長の伸びが、標準曲線に比べて良くない（カテゴリー④）

身長が同性、同年齢の-2.5SDラインよりも低い（カテゴリー⑤）

（注)-2.5SDラインは、同性同年齢の子どもを160人並べて

1番背が低い子どもの身長を示しています

□
□
□

、 O■■ ﾛ I ーー■■■ q■■ q■■ q■■ ■■■ーーー■■■ー■■■■■■ q■■ 。■■ Q■■ｰー。■■ Q■■■■■ー。■■ q■■ーー■■■ q■■ーg■■ー■■■ー■■■一一日■■ーーー。■■ q■■－－0■■ q■■ ロ■■ ■■■■■■ 0■■ q■■ ■■■ ■■■ーq■■ q■■■■

受診報告書 ＊保護者記入

学校長様

年 組 番氏名
伽､、

口小児科（病院名 ）を受診し、特に異常はみられなかった。

口小児科（病院名 ）を受診し、経過観察の必要ありと言われた。

口小児科（病院名 ）を受診し、検査の必要ありと言われた。

口学校生活上、気を付けることを指導された。指導内容を下のかっこにお書きください。

）（

）を受診し、口以前（ 才頃）に成長のことで小児科（病院名

特に異常はみられなかった。

口以前（ 才頃）に成長のことで小児科（病院名

治療・経過観察している。

）を受診し、

受診日平成 年 月 日

保護者氏名
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資料2

紹介状

･患者名（児童・生徒名）

･住所

歳･年齢･生年月日 平成 年 月 日

･性別一男 ・ 女

/緬掴、

※保護者記入欄

松山赤十字病院(TEL924-1111)、愛媛県立中央病院(947-1111)、松山市民病院

（943-1151)、愛媛大学附属病院（964-5111） （順不同）の中から受診される病院

をご記入ください。

受診病院名

(注意） 病院を病院を

病 小児季

受診される場合は､受診前に病院小児科外来に電話して､内分泌専門

医の外来日を膳認しその日に受診してください‘ 受診する時は､必ずこの紹介状を持参

してください。

上記の4病院以外に、下記の医院・病院を受診してもかまいません。

のびのびこどもクリニック(TEL926-1555)、徳丸小児科(969-1090)、

いとう小児科（969-7888)、愛媛生協病院小児科（976-7202予約専用）

/へ、

外来担当医先生御侍史

患児は成長曲線健診にてロカテゴリー②身長増加過多、 ロカテゴリー④身長増

加過少、ロカテゴリー⑤身長が平均の-2.5SD以下と判定されたため、貴院での精密検

査が必要と思われます。

御高診、よろしくお願いいたします。

平成 年 月 日

松山市成長曲線健診委員会

委員長伊藤卓夫
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資料3

平成30年度成長曲線健診医療機関受診結果報告書

松山市教育委員会宛第1回報告書（平成30年11月30日まで受診分）

医療機関名 ［

凧、

,伽、

－31－
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2018年8月5日､市立宇和島病院北棟講堂において、

第13回愛媛こどもの食物アレルギーシンポジウムが開催

されました｡平成30年7月豪雨災害後の交通不便の時

期､また災害の後片付けに忙しい中､134名のご参加を

いただき､情報交換ができました事を感謝申し上げま式

愛媛県医師会村上博会長､愛媛県小児科医会児玉

義史会長もご参加くださり､ご挨拶をいただきました｡市

立宇和島病院小児科林正俊先生とくす小児科久寿正

人先生のお二人が司会進行をしてくださいました。

「食物アレルギーの基礎知識｣を福岡小児科福岡圭

介先生にお話しいただきました｡食物アレルギーの疫学、

診断､検査について､食物依存性運動誘発アナフイラキ

シーについて､口腔アレルギー症候群について､食物アレ

ルギーとアトピー性皮膚炎との関連についてなど､幅広く

お話ししていただきました。

続いて｢宇和島市保育園･幼稚園･認定こども園の除

去食対応について」､まず岡本から､シンポジウムに先

立って行われたアンケート調査のまとめを発表しました。

宇和島市の保育園･幼稚園･認定こども園では､全体の

3.5％の児が除去食対応を受けており､その73％が2歳

以下でした｡愛媛県の｢アレルギー除去食に関する連絡

票｣の普及率は90％､誤食を起こした際の対応について

保護者との打ち合わせができている園が96％に登った

点は6年前調査と比較して大きな改善が見られたもの

の､誤食時の与薬が可能と答えた園が56％に留まった

点は､当地域の今後の課題として浮き彫りになりました。

続いて栄養士の立場から､宇和島市保健福祉部福祉

課管理栄養士船田美穂先生にお話しいただきました。

給食の献立を作る立場から､除去食や代替食について、

また､園側で作成するアレルギー児の対応マニュアルに

ついて､詳しくお話ししていただきました｡調理員の立場

からは､宇和島市立番城美徳認定こども園調理貝酒井

第13回愛媛こどもの食物アレルギーシンポジウム

開催日時H30年8月5日(B) 13:30～16:00

会場市立宇和島病院北棟講堂

＜プログラム（敬称略)＞

司会進行： 〈す小児科 久寿正人

市立宇和島病院小児科 林正俊

1）開会あいさつ：愛媛県医師会長村上博

2)食物アレルギーの基礎知識福岡小児科アレルギー科福岡圭介

3)宇和島市保育園･幼稚園･認定こども園における除去食対応について

3－1アンケートのまとめと除去食連絡票について

市立宇和島病院小児科 岡本典子

3－2栄養士の立場から

宇和島市保健福祉部福祉課子育て支援係管理栄養士船田美穂

3－3調理員の立場から

番城美徳認定こども園調理員酒井泰子

3－4保育士の立場から

北灘保育園主任保育士居村千代
4)患者家族からの提言

一

5)アナフィラキシ－時の対応とエピペンの使用法

愛媛大学医学部地域救急医療講座・

八幡浜総合病院地域サテライトセンター楠目和代
6)総合討論

7)閉会あいさつ：愛媛県小児科医今会長児玉義史

資料1 プログラム

泰子先生にお話しいただきました｡食物アレルギーを持

つこどもの数が年々増加傾向にある中、給食調理員の

先生方が食物アレルギーを持つこどもに対し誤食事故を

出さない為の方法､配慮に試行錯誤しながら取り組んで

おられることを､具体的な写真も交えつつお話しじていた

だきました｡保育士の立場からは､宇和島市立北灘保育

園主任保育土居村千代先生にお話しいただきました。

誤食を防ぐための保育室における対応について､アレル

ギー患児のみなら式同級生の園児に対しても声掛けを

行うことで、患児に対する理解に結びついたこと､具体例

を示しながらお話ししていただきました。

患者家族からのお話しは､今回､｢食物アレルギーのあ

る子どもを育てて｣と題して､宇和島市の井伊架波さんが

お話ししてくださいました｡卵･小麦･大豆など多抗原陽性

の重症の食物アレルギーで、特に卵･小麦は微量から摂

取開始し､時間をかけて少しずつ負荷量を増やしていく

一
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必要がありました｡熱心に根気強く治療を進められ､年中

の時点で給食での除去食対応が不要となりました｡治療

を進める中で母親としての不安､覚悟､食物負荷を嫌が

る時期もあった患児に対し根気強く治療を続けた時の

苦労についてなど､努力された日々を切実にお話しして

いただきました｡お話の中で、治療を進めていくこと､誤食

事故に注意しながら集団生活を送る必要がある中でも、

食物アレルギー児の精神面にも配盧が必要であること

を､私自身も強く受け止めました。

続いて｢アナフィラキシー時の対応とエピペンの使用

法について｣を愛媛大学医学部地域救急医療学講座

楠目和代先生にお話しいただきました｡アナフィラキシー

症状について､アナフイラキシー対応の具体的な流れや

注意点について､愛媛県の｢アナフィラキシー対応マニュ

アル｣に沿ってご説明いただいた後､エピペントレーナー

を用いて具体的な演習が行われました。

最後の総合討論では､平成30年7月豪雨災害を受

ば災害時のアレルギー対応について､問題提起がありま

した｡事例を振り返りつつ､必要な支援に繋げるための

情報の整理､共有が重要であるということを改めて認識

しました｡災害に備えることが重要で、かつ､必要な支援

についての情報発信､受信､支援側への伝達について、

それぞれの立場で吟味しネットワークを構築していく必要

があると感じました。

次に､参加者からのご意見をいくつか提示しま式｢と

ても勉強になった｣｢保護者の立場からの発表に心打た

れた｣｢アレルギーの子どものためにたくさんの方が考え

てくださっていることを嬉しく思う｣｢エピペンの使い方を

練習することができてよかった｣などお褒めの言葉を多く

いただきました｡｢子どもたちの精神面についてもう少し周

知する必要があると感じた｣｢アレルギー児の命を守るこ

とが一番であるが､親の気持ちに寄り添うことも大切と感

じた｡そのために正しい知識を持つことが重要｣など､患

者家族からのお話を受けてアレルギー児や家族への心

理的配盧が大切であるというご意見もいただきました。

｢災害時における対応の体制作りについては今後の課

題と思った｣など災害対策についてのご意見も多数いた

ナ妻妾士1ナァ
ィーごd、レノーO

最後に大変猛暑の中､準備に奔走してくださった愛媛

県医師会の方々､シンポジスト､司会の諸先生方に､この

場をお借りして心から御礼を申し上げま式本当にありが

とうございました｡今後ともどうぞよろしくお願い申し上げま

へ

式

鍔齢 産 噂

、 ~：

参季

一
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臨時理事会
日時･場所:平成30年2月1日(木)19時

場所:愛媛県医師会館4階第2会議室

出席者(順不同･敬称略）

児玉義史､高橋貢､永井信也(監事)、森本武彦(監

事)、松浦俊人､丹愛子､松田修､壬生真人､伊藤卓

夫､井上哲志､上田晴雄､岡本真理子､久寿正人､近

藤陽一､重見律子､中村泰子､向田隆通､矢野喜昭、

山本英一､吉田和弘､吉松誠､豊田茂樹､大村勉､長

谷幸治(以上24名）

児玉会長挨拶

皆様､診療にお忙しい中､また､お寒い中､多数お集

まりいただきまして有難うございました｡後程報告があり

ますように､この度の会長･副会長選挙で､石田先生と

高橋先生が副会長に､私が会長に､無投票で信任して

いただきました。私どもに今後の2年間を託して頂いた

この選挙結果に関しまして､会員の皆様に感謝申し上

げますb

2年前に私どもが会長･副会長に就任しまして､努力

しましたことは､歴代の会長以下役員の先生方の下で

発展してきた本会の､理事や委員の先生方による活動

を応援し､そのお考えの実現に必要な手段を講じて行

くこと。それから､会員皆のために､風通しの良い小児

科医会､役員･会員のだれもが自由に意見を出し合え、

お互いが得た有用な情報を皆とオープンにやり取りし合

える開かれた小児科医会にしようということでした｡その

ために､全会員のためのメーリングリストであるepa-kids

の加入率向上にも努力し､実質殆ど100％にまで上昇さ

せることが出来ました｡また､担当理事のご努力により、

公式HPは頻繁に更新され､会員の皆様への情報提

供･情報伝達がしっかりと行なわれています｡また､他

に､努力したことの一つとして､勤務医の先生方への入

会の呼び掛けがあります｡こちらの方は､未だ道半ばで

ありますb

先にも述べました各部･各委員会の日常の活動に関

しましては､理事･委員の先生方を始めとした会員の皆

様の活発な意見交換や､研修会や講演会等を始めとす

る研修の催しが盛んに行なわれておりますbこれらのこ

とに関しましても､活動に力を尽くしていただいている先

生方に深く感謝いたしますb

今後2年間の目標の一つとして､勤務医の先生方の入

会をさらに促進し､県小児科医会を開業医･勤務医を

問わず､県内の小児科医たちの意見交換･情報交換の

場､学術的な研鐙の場､また､お互いの顔の見える交流

の場として発展させることに努力したいと思っておりま

すbそのための施策を色々と考えておりますので､何卒、

ご理解｡ご協力をお願いいたしま式

本日の理事会は､今期の初顔合わせということで､新

理事の山本英一先生､中村泰子先生､新監事の森本

武彦先生､永井信也先生をお迎えしておりますb

新しいメンバーを迎えての2年間､何卒､よろしくお願

い申し上げます6

一

一

【報告･承認事項】

○選挙報告(久寿選挙管理委員長）

1月15日締め切りで会長･副会長選挙の立候補届を

受け付けた｡会長に児玉義史氏､副会長に高橋貢氏と

石田也寸志氏の立候補届があった｡それぞれ定数通り

であり、当選と認定した。

○会員異動の件(井上理事）

前回の第65回理事会[FAXニユースNo.98]以降は

会員の異動はなく、2月1日現在の会員数は128名であ

る。
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○新理事定数･分掌(案)の承認(別掲）（児玉会長）

別掲の案を提出し､承認された。

○第69回教育集会(平成30年3月11日､中予地区担

当)について(上田理事）

1.特別講演(1) 「小児の斜視-その診断と治療-」

薦の子病院眼科島村一郎先生

2.特別講演(2)発音が悪い子

広島県立病院小児感覚器科主任部長益田慎先生

矢野喜昭､吉松誠､豊田茂樹､大村勉､後藤悟志､林

正俊(以上24名）

児玉会長挨拶

皆様､年度末のご多忙の中､お集りいただきまして有

難うございました。

ご承知の通り､今年1月の会長･副会長選挙で、会員

の皆様から引き続き石田･高橋両副会長と私を信任し

ていただきました｡以来､2月1日の臨時理事会も経まし

て､時間を掛けて､平成30年度の､各部･各委員会の事

業計画を練っていただきました｡本日の理事会では､主

にその事業計画と､それに伴う予算案のご審議をしてい

ただく予定で式新理事の中村泰子先生､山本英一先

生も加わりまして､本会の活動がますます盛んになり、

愛媛県内の勤務医･開業医の先生方にお役に立てる、

欠くべからざる会として､存在感を増してゆくことを祈っ

ておりま式どうか､本日の理事会の審議をよろしくお願

いいたしま式

【協議事項】

1.平成30年度理事会開催日程について(承認）（総務

部）

平成30年明7日（明第1木曜）

平成30年明23日（明第4日曜）

平成30年12月13日(12月第2木曜）

平成31年3月10日（3月第2日曜）

2.第70回教育集会(宇和島南宇和郡地区担当）（長

谷理事）

講演は決定し演者の都合により､9月23日（日）開

催となった。

3.各部事業計画､各委員会委員名簿更新･事業計画

の準備(久寿理事）

第66回理事会(3月11日）までに､各部の主任理

事･各委員会の委員長はepa上に平成30年度事業

計画を提出することとする｡なお､この事業計画に基

づき､平成30年度予算を編成して理事会に諮る必

要があるため､猶予をもって(できれば2月中に)準

備されたい。

また各委員会委員長は､委員構成を検討し更新

した委員会委員名簿も同時に提出されたい。

“

【報告･承認事項】

○総務部(井上理事）

1)会員異動の件

2月の臨時理事会以降､本理事会で1名の入会が承

認され､現在会員数は129名となった。

［入会]H30.3.11若本裕之愛媛県立子ども療育セン

ター(勤務）

［異動]H30.2. 1中山寛しののめクリニック(勤務）

→自宅会員(勤務）

凧

○社会保険部(後藤理事）

1）日本小児科医会社会保険全国委員会報告[2月25

日東京］

特別講演､報告･協議事項があった(epa-kids:13581

をご参照されたい)。

4月からの改定に関して小児科関連とじて

･小児かかりつけ診療料の算定要件の変更

。かかりつけ医機能を有する医療機関における初診の

評価

･外来診療等における抗菌薬の適正使用の促進

･一般名処方加算の増点

第66回理事会
日時･場所:平成30年3月11日(日)11時

場所:愛媛県医師会館4階第2会議室

出席者(順不同･敬称略）

児玉義史､石田也寸志､永井信也(監事)、森本武彦

（監事)、加藤文徳､川上郁夫､松浦俊人､松田修､壬

生真人､伊藤卓夫､井上哲志､上田晴雄､岡本真理王

久寿正人､楠目和代､重見律子､中村泰子､向田隆通、
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2)メーリングリストの運営[会員(epa-kids)、理事会

(epa)､各委員会］

3)理事会･総会の運営

理事会予定FAXニュース(理事会･総会の議事

録)作成

平成30年度理事会開催日程

平成30年6月7日(胡第1木曜)19:00～20:30

平成30年9月23日(9月第4日曜)11:00～12:30

平成30年12月13B(12月第2木曜)19:00～20:30

平成31年3月10日(3月第2日曜)11:00～12:30

4)各委員会の設定と運営

5)外部団体への協力

・えひめこどもの城博門相談｣への協力･医師派遣

・公益財団法人母子衛生研究会： ｢赤ちゃんとお母さ

んの為の健康と保健衛生相談｣への協力･医師派遣

6)会員名簿の作成

7)渉外､文書管理､会則･施行細則等の改正案作成、

マスコミ対応

8)日本小児科医会中四国ブロック連絡協議会(年2回

岡山市開催）

○情報部舩浦理事）

1)HPの管理･運営(松浦理事･向田理事）

2)愛媛新聞の健康ファイルの執筆手配(松浦理事.向

田理事）

3)会報発行(伊藤理事･向田理事）

今後会報を研究論文を査読付きで掲載する方向に

するとしたら､新医学系倫理指針に従うと､IRBでの倫

理審査が必要になる｡ほとんどの病院にはIRBがあり、

学会報告や論文投稿前に審査を受けてから研究をす

ることになっている｡開業医の先生方にそのような仕組

みを医師会などに作る必要が出てくるかもしれない｡今

後検討が必要かと思われる(石田副会長)。

○第1保健部(川上理事）

1)育児支援への取り組み

2)病児保育の現状把握と問題点の検討

3)乳幼児健診の内容と問題点の検討

4)予防接種の啓蒙､広域化を含め問題点の検討及び

情報収集､全国調査への協力

5)感染症の情報提供

の話があったが､算定要件などは不確実であったので､

今後の正式な通知などでご確認をお願いしたい。

○児玉会長

1）小児救急医療電話相談事業運営協議会(1月22

日)報告

本会からは石田副会長､岡本理事､檜垣理事が出席

した｡事業概要及び運営実績の報告事例研究等が行

われた｡平成19年度の開始以来､相談件数は増加傾向

であったが､平成27年度からはほぼ横ばいである｡平成

29年度は1日当たり31.7件だった｡事例研究では､昨年8

月に発生した生後1か月のRSV感染症児に関する相談

への誤った対応についての検討が行われ､再発防止策

についての意見を出した。

2)平成29年度愛媛県医師会学校医会園医会総会(3

月10日)報告

松山赤十字病院小児科鈴木由香先生による岸校・

園における発達障害児への対圃の講演等が行われ、

盛況であった。

3)愛媛県医師会によるHPV予防接種に関する啓発活

動について

厚労省が作成したHPVワクチンに関する一般の方向

けと医療従事者向けの各リーフレットについて､愛媛県

医師会の平成30年度の事業計画に盛り込み､関係医

療機関に配付することを検討する予定である。

4)予防接種後健康状況調査事業実施機関の選定等

について

平成30年度～31年度の二種混合ワクチンに関する調

査について､実施医療機関の交代(なか小児科→なか

むらこどもクリニック)があった。

【協議事項】

1.平成30年度各部･各委員会の事業計画案について

格担当理事）（別記）

協議の結果､平成30年度各部･各委員会の事業計画

案について了承された。

2.平成30年度予算案の承認について(吉松理事）

協議の結果､平成30年度予算案について了承された。

【各部事業計画案】

○総務部(久寿理事）

1)会員入退会･異動の管理

/~、

/~、
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6)在宅医療への取り組み及び現状把握

○第2保健部(岡本理事）

1)思春期精神保健対策の推進

2)小児救急への取り組み

3)虐待の予防と対策への取り組み

4)学校医会園医会活動の推進

○生涯教育部(大村理事）

1)第70回教育集会(平成30年9月23日)宇和島南宇

和郡地区の担当

2)第71回教育集会(平成31年3月10日)中予地区の担

当

○会計･会員福祉部(吉松理事）

1)予算の作成と検討

2)決算の作成と検討

3)会計制度および会計処理の改善

4)日常収支の管理

5)財産(預貯金)の管理

6)9月23日総会後に懇親会開催､翌9月24日第1回親

睦ゴルフ大会

○社会保険部(後藤理事）

1)診療報酬･療養担当規則改定に関する研究

2)保険診療上の疑義･査定に関する研究

3)審査委員会等への要望

4)平成30年度改定についての評価と次回改定への要

望の収集

○勤務医病院部(林理事）

1)勤務医入会対策

県小児科医会総会及び研修会で専門医取得のため

の単位が取りやすい企画を目指し､愛媛県小児科医会

報の中で査読の仕組みを取り入れて､学術論文を発表

できる場を提供する。こういった試みを進めて､勤務医

の入会を図る。

2)診診､病診連携対策

賂委員会事業計画案】

○育児支援委員会(第1保健部管轄/委員長:吉田理

事）

1)長期的に心身の発達に問題がある子どもの子育て

支援についての研究

2)健常な子どもの子育て支援についての研究

3)子育て支援Q&Aを作成

○アレルギー疾患対策委員会(第1保健部管轄/委員

長:楠目理事）

食物アレルギー対策委員会からアレルギー疾患対策

委員会に委員会名を変更し､対応疾患を食物アレル

ギー単独から気管支喘息･アトピー性皮層炎などの他の

疾患に広げる。

1)県小児科医会公式ホームページの改訂･内容充実

2)気管支喘息に対じて小児吸入指導システムの普及

3)アトピー性皮層炎に対するスキンケアパンフレット作

成

4)学校生活管理指導表(アレルギー疾患)の評価お

よび普及率調査

5)第13回愛媛子どもの食物アレルギーシンポジウム

明5日市立宇和島病院講堂於

6)2018年版除去食連絡票の作成･資料集改訂

○パンフレット委員会(情報部管轄/委員長:向田理

事）

1)既存のパンフレットの時代に合わせた手直し

2)種々の団体等から出ているパンフレット等の会員へ

の配付(印刷物として)の必要性の判断

○小児在宅医療検討委員会(第1保健部管轄/委員

長:矢野理事）

1)愛媛県下を対象とした研修会の実施

日程等未定であるが､内容として､学校における医療

的ケア版)について検討している。

2)医療的ケア児地域支援協議会の設立に向けた取り

組み

愛媛県として医療的ケア児地域支援協議会の設立

に向けて協議中であり､設立されれば､色々な面におい

て協力していきたい。

3)地域における小児在宅医療の推進に対する支援

平成29年度同様､今治市､四国中央市の活動の支援

は継続していく。

○未成年喫煙防止対策委員会(第2保健部管轄/委員

長:豊田理事）

1)未成年者の喫煙防止に向けて､タバコの有害性につ

いて啓発する

2)県小児科医会HP｢こどもとﾀパｺ｣の内容を更新する

4へ

凧
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賀来満男先生に｢災害対策｣をテーマにお願いしてい

る｡南海大地震が発災した際の災害訓練はどの施設も

繰り返し実施されていると思う｡市立宇和島病院も毎年

病院を挙げて訓練を行っているが､それは発災から数時

間までの超早期に対するものに今まで終始しており､その

後の発災後数日～数週間で起こってくるであろう感染対

策については手が付けらｵぽいない｡今回はそこに焦点を

当てて､災害時の感染対策について皆で考える機会を持

ちたいと企画した｡関心のある方はご参加ください。

○アレルギー疾患対策委員会がお勧めする講演会(楠

目理事）

1)医薬連携講演会

明7日(土)16時から17時半松山市医師会館

吸入指導システムの話楠目先生

2)第30回四国小児アレルギー研究会:今治市会長村

上至孝先生

明7日(土)19時～今治国際ホテル

招待講演:山口大学小児科教授長谷川俊史先生

明8日(日)テクスポート今治症例発表ほか。

特別講演:福岡市立こども病院手塚純一郎先生

3)第11回愛媛小児吸入療法研究会･第24回愛媛小児

アレルギー懇話会

合同開催で1明27日17時半～松山市医師会館

講師:JA広島病院小児科岡畠宏易先生

4)小児科皮層科フォーラム

明26日(水)舩山）

皮層科側講師:島根大学皮層科千貫祐子先生食物ア

レルギーについて

小児科側講師:筑波メディカルセンター小児科林大輔

先生

アナフィラキシー対応

○松山市急患医療センター将来構想検討委員会提言

害(久寿理事）

平成25年明当委員会の答申書舩山市急患医療セン

ターを中核とする小児救急医療対策について｣に基付

き､松山市急患医療センター将来構想検討委員会が提

言書を作成し平成30年1月松山市長に提出した。

註)内容は後日メーリングリストで報告予定。

3)加熱式タバコ等の有害性についても啓発を行う

○学校検尿対策委員会(第2保健部管轄/委員長:林

理事）

1)各自治体内で学校検尿対策委員会を設立する方向

で検討をしていく。

それが困難な地域では､小児科医会の学校検尿対策

委員会が､そのサポートをしていくよう検討する。

2)小児科医会および愛媛県医師会の学校検尿対策委

員会また各自治体の学校検尿対策委員会は相互に連

絡を取り協力する。

3)新学期に実施される学校検尿結果を各自治体から

対策委員会にお送りいただき､県全体でまとめ再び各自

治体にﾌｨｰドパｯｸする作業を続けていく。

その旨の案内を､平成29年度の学校検尿結果と一緒

に送付予定。

○会報編集委員会(情報部管轄/委員長:伊藤理事）

○小児救急医療検討委員会(第2保健部管轄）

下記､中予部会の上部組織として､愛媛県全体の小児

救急医療を検討する委員会を､6月の理事会を目処に設

置する方向で、調整作業を進めることとする。

・中予部会(部会長:久寿理事）

1)中予地区の適正な小児救急医療体制を実施するた

め､地区医師会･愛媛県医師会･日本小児科医会･行政

等と協力し情報を収集し対策を検討する。

2)年に1～2回の定例会に加え､必要に応じて委員会を

開催。

3)メーリングﾘｽﾄ上での情報ならびに意見交換の継

続。

[話題提供］

○親睦ゴルフ大会の再開(吉松理詞

平成30年9月24日(月･祝）場所エリエールゴルフクラ

ブ松山

愛媛県単独開催で式参加費3,000円3組予約奮っ

てご参加下さい。

○小児の災害対策および南予院内感染対策研究会につ

いて(林理事）

泪20日(金)19:00から市立宇和島病院北棟講堂で

第12回南予院内感染対策委員会を開催する予定。

特別講演を､院内感染対策の第一人者の､東北大学

/へ､
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第69回愛媛県小児科医会 神戸大学小児科准教授野津寛大先生

演題(2)泌尿器科からみた尿路感染症(仮）

東京都立小児総合医療センター泌尿器科医長佐藤

裕之先生の予定である。

第71回教育集会(中予地区担当)平成31年3月10B

議事

1.平成30年度事業計画案の承認を求むる件

協議の結果､平成30年度事業計画案は承認された。

理事会報告の[協議事項]の項､参照

2.平成30年度予算案の承認を求むる件

協議の結果､平成30年度予算案は承認された。

日時･場所:平成30年明11日(日)13時

場所:愛媛県医師会館4階第1会議室

児玉会長挨拶

皆様､年度末のお忙しい中､ご出席いただきまして､真

に有難うございました。

本年1月に会長･副会長の選挙がありまして､石田･高

橋両副会長と共に､引き続き､本会の運営に携わらせて

いただくことになりました､児玉でございま式今期の理事

会は､松山市医師会の副会長として大変ご多忙というこ

とで理事を退任された平井伸幸先生の代わりに､中村泰

子先生と山本英一先生を新理事にお迎えし､新しい陣

容で運営して行くことになりました。

本会は全大きな転換の時期に直面しておりま式従

来の会よりも､更に勤務医の先生方にご参加いただい

て､愛媛の小児医療のため､また､愛媛のこどもたちのた

めの、 「オール愛媛｣の小児医療を考え､実践して行く会

へと変貌し､進歩してゆくことを目指しておりま式

そのためにも､もっともっと若い勤務医の先生方のご参

加をお願いしたいと思っておりますし､その先生方にとっ

て魅力ある会にしてゆきたいと考えております｡その方策

の一つとして､本会の会報を学術雑誌とし､若手の先生

方の医学論文掲載の受け皿になれるように整備すること

を計画しておりま爽また､その他にも様々な企画を用意

しておりま式

新しい愛媛県小児科医会として､お役に立てる存在に

なれますよう､皆様のご支援｡ご協力をお願いしまして、

私のご挨拶といたしま式

澱無為

[ll]第69回教育集会
(本会報に掲載予定）

[lll]情報･意見交換[座長:石田副会長］
1.アレルギー疾患対策委員会報告:楠目理事

理事会【話題提供】の項､参照

2.保険情報について:石田副会長

以下の点についてご留意いただきたい。

＜ビソルボン吸入＞ビソルボン吸入の適応疾患は、

「急性/慢性気管支炎､肺結核､手術後｣となっており、

気管支喘息には適応がない。

<AD-HD治療薬＞コンサータ､ストラテラの保険適

応病名が｢注意欠陥／多動性障害(AD/HD)」と特定

されており、自閉症スペクトラムや広汎性発達障害等の

病名での保険者からの疑義が多く寄せられている。

＜菫麻疹におけるステロイド含有軟膏>毒麻疹の病

名におけるステロイド含有

軟膏に対して皮層科から適応外であり有効性が証明

されていないので査定すべきであるという意見が寄せら

れた。

＜インフルエンザ迅速検査同一月複数回の場合>支

払基金本部から、 「インフルエンザ抗原迅速検査は発

症後48時間以内に実施した場合にかぎり算定する｣を

徹底するよう指示された｡1週間未満に2回以上の迅速

検査を行った際には必ず症状詳記が必要である｡抗イ

ンフルエンザ薬を使用した場合には､必ず確定病名を

入れる。

“

[|]第69回総会
報告

1.会員異動並びに現状

前回総会(9月)以降の異動と現状(会員数は1名の

増員)について報告した。

今回と第65回理事会(12月)、臨時理事会(2月）の

理事会報告を参照されたい◎

2.第70回教育集会･総会日程について:南予地区担当

平成30年9月23日（日･祝）

演題(1)電解質について(仮）
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岡本主任理事･檜垣副主任理事に大変お世話になっ

た。

○総務部(久寿理事）

1） 「2018世界禁煙デーinえひめ｣後援申請承認の件

上記研究会より後援申請があり､総務部で検討し後

援することとした。

2） 「第30回四国小児アレルギー研究会｣後援申請承

認の件

上記研究会より後援申請があり､総務部で検討し後

援することとした。

3）「第70回中四国小児科学会｣HPを当会HPとリンク

する件

総務部で検討し会員ページの30年度学会予定表に

掲載した。

4）「第22回日本渡航医学会」（平成30年明21日～7月

22日､松山市)HPを当会HPとリンクする件

総務部で検討し会員ページの30年度学会予定表に

掲載した。

○生涯教育部(林理事）

1)第70回教育集会(平成30年明23日）

小児の輸液と経口補液一その原理と投与方法－

神戸大学大学院医学系研究科内科系講座小児科学

分野准教授野津寛大先生

座長市立宇和島病院長谷幸治先生

泌尿器科側から見た尿路感染の管理､手術適応などに

関して

東京都立小児総合医療センター泌尿器科医長佐藤

裕之先生

座長愛媛県小児科医会会長児玉義史先生

○会計･会員福祉部

1）9月15日(土)日韓小児科交流会のご案内(吉田理

事）

道後山の手ホテルにて17時30分より開催予定。

2)9月23日(日)教育集会総会後の懇親会(高島屋四川

飯店)のお知らせ(吉松理事）

ふるってご参加ください。

3)9月24日(月･祝)愛媛県小児科医会主催のゴルフ大

会の中間報告(吉松理事）

現在9名の参加申し込みがありま式まだ参加の余裕

3.その他

閉会挨拶(石田副会長）

第67回理事会
日時･場所:平成30年明7日(木)19時

場所:愛媛県医師会館4階第2会議室

出席者(順不同･敬称略）

児玉義史､石田也寸志､高橋貢､森本武彦(監事)、加

藤文徳､川上郁夫､松浦俊人､丹愛子､松田修､壬生真

人､伊藤卓夫､井上哲志､上田晴雄､岡本真理子､久寿

正人､楠目和代､近藤陽一､重見律子､中村泰子､矢野

喜昭､吉田和弘､吉松誠､豊田茂樹､大村勉､後藤悟

志､林正俊､向田隆通(以上27名）

児玉会長挨拶

梅雨時のうっとうしい時期ですが､皆様ご多忙のとこ

ろ､多数お集まりいただきまして有難うございました｡こ

の4月に診療報酬の改訂がありまして､新しく｢小児抗菌

薬適正使用支援加算｣なるものが登場しました｡この加

算の算定要件に｢文書により説明内容を提供｣という文

言があり､その解釈に戸惑う、といった局面もありまし

た｡また､小児かかりつけ診療料の要件緩和等も含め、

保険診療の報酬体系がどんどん変わっていっている感

がありますが､小児科医どうしは変わら武力を合わせ

て諸課題に取り組んでゆこうと思っております。

本日も様々な議題が出ておりますが､活発な議論をお

願いいたしま式

[報告･承認事項］

○会長報告

1)中国四国ブロック小児科協議会幹事会(5月20日岡

山市)報告

本県からは久寿･井上の総務部担当理事と児玉が出

席し､中四国の9県で情報･意見交換を行った。

2)平成30年度中国四国医師会連合学校保健担当理

事連絡協議会への提出議題の件

8月19日(日)に島根県松江市で開催される標記の会

議に本県医師会から岸校等におけるAEDの設置･運

用状況について｣という議題を提出し､日医に対しても、

学校等にAEDの複数台設置を要望することとした。こ

の議題･要望書の作成に当たっては､本会第2保健部の

/~、

瓜､
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行った｡多数の出席があったが小児科医の参加が少な

かったので､来年は多くの小児科医の参加をお待ちして

おりま式

○学校検尿対策委員会(林理事）

1)学校検尿は平成30年度､愛媛県のほぼすべての自

治体で二次検尿まで実施となった。

2)愛媛県医師会学校検尿対策委員会報告(林理事・

上田理事）

県医師会学校検尿対策委員会は県教育委員会と学

校検尿を改善するため協議を重ねてきた｡4月に第4回

の会議があり､県立高校の学校検尿は二次検尿を行う

ようになったが､検査結果､暫定病名､安静度､受診病

院など個人情報が含まれる情報の提供､医学的見地か

らの改善案､紹介状やパンフレットの提供など提案した

が､実施の合意には至らなかった｡しかし､今後は協力

関係を保ちつつ､二次検尿の結果を見て､お互い改善し

ていく方針となった。

県医師会には医師の学校検尿に対するスキルアップ

を目的に､学校検尿指針､学校検尿マニュアルを全会

員に配布し､その解説を県医師会報に掲載していただ

いた。この冊子は県医師会会員専用ホームページでダ

ウンロードも可能である。

また､県医師会から可能な郡市医師会は市町教育委

員会と学校検尿対策委員会を設置すること､困難な郡

市医師会では県小児科医会学校検尿対策委員会の

東､中､南予地区委員と協力して広域の学校検尿対策

委員会を設立することの推奨を認めていただいた。

今後も県小児科医会の理事､会員の先生方に学校

検尿改善に対しご協力をお願いしたい。（上田理事）

松山市のように以前から学校検尿対策委員会を創ら

れ活動されている処もあり､これからの処もある｡その自

治体の規模も違い､チーム編成も異なって当たり前で､

各自治体のやり方で検討していただきたい｡東中南予

で、県小児科医会学校検尿対策委員会では､ブロック

ごとの委員がいるため､その委員にご相談いただきなが

ら進めていただきたい。(林理事）

○その他(上田理事）

1)第71回総会(平成31年3月)教育集会演者について

虐待に関する講演会を検討中｡演者は北九州市立八

がありますので､ふるって参加申し込みください。

○アレルギー疾患対策委員会(楠目理事）

1)第30回四国小児アレルギー研究会

今治市､会長県立今治病院小児科村上至孝先生

明7日(土)19時今治国際ホテル

招待講演:山口大学小児科教授長谷川俊史先生

7月8日(日)9時テクスポート今治

症例発表､特別講演:福岡市立こども病院手塚純一郎

先生

2)第13回食物アレルギーシンポジウム

明5日(日)宇和島市市立宇和島病院講堂

3)第11回愛媛小児吸入療法研究会･第24回愛媛小児

アレルギー懇話会合同開催

10月27日(土)17時半愛媛県医師会館

特別講演:JA広島病院の岡畠宏易先生

○小児在宅医療検討委員会(矢野理事）

1）自立支援協議会子ども部会(医療的ケア児等支援

協議会)について

今年度より愛媛県が医療的ケア児等支援協議会を

設立した｡この協議会は､愛媛県自立支援協議会の中

の子ども部会が医療的ケア児支援協議会の役割を担う

ことで設立されている｡平成30年度の構成委員として、

小児在宅医療検討委員会から､私と南愛媛療育セン

ターの堀内先生が任命された｡さらに県小児科医会か

ら県医師会に対して委員の推薦を要望し､本検討委員

会の委員である愛媛県立今治病院の松田先生と相談

支援専門員である西村幸氏を県医師会から推薦して頂

き､構成委員の一員となった｡今後､協議会が充実し発

展していくように本委員会として支援をしていきたい。

2)平成30年度全体研修会について

今年度の小児在宅医療検討委員会が開催する研修

会について､下記の日程で行う予定としている。

「学校における医療的ケアについてのシンポジウム

（仮)」

日時:11月4日(日)場所:愛媛県医師会館

○未成年喫煙防止対策委員会(豊田理事）

1） 「世界禁煙デーinえひめ」 （愛媛県小児科医会後

援､5月13日)報告

5月13日(日)、肚界禁煙デーinえひめ｣のパレードを

〆“

』へ、
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て､愛媛大学小児科から新理事を迎えたいと考えて石

井教授に相談したところ､石前峰斉先生を推薦された。

協議の結果､石前先生の本会入会を前提に､理事に就

任していただくことが了承された。

また､本会の理事選出母体としての｢宇摩･新居浜

市･西条市｣地区から勤務医の理事が出ていないことか

ら､県立新居浜病院小児科の大藤佳子先生の理事就

任を提案し､了承された。

4.小児救急医療検討委員会の新設について(井上理

事）

3月の理事会において､愛媛県全体の小児救急医療

を検討する委員会を､中予部会の上部組織として設置

する方向で、次の理事会までに調整作業を進めることに

なった｡このことを受けて､蛆に総務部がセッティングし

た準備会において､委員会設置の是非が協議された結

果､一次救急ついては各地区の実情に応じた対策に委

ねつつ､地区を越えた救急車による搬送などを含め､2

次／3次救急医療を視野に入れて県全体の小児救急医

療の実態を調査し､検討するという委員会の指針が定

まった。しかしながら、この準備会は3月理事会で意見

を述べた理事など限られたメンバーからなるものであ

り､構成メンバーとなるべき小児科勤務医/開業医への

呼びかけや認識の共有については作業途上である｡以

上のようなことを踏まえつつ､檜垣理事を委員長として

本委員会を組織することが承認された。

5.会費免除申請依頼(1件)に関して(久寿理事）

協議の結果承認された。

[話題提供］

1）アレルギー疾患対策委員会がお勧めする講演会

（楠目理事）

小児科皮層科フォーラム

9月26日(水)19時松山全日空ホテル

皮層科講師:島根大学小児科千貫祐子先生

食物アレルギーについて

小児科講師:筑波メディカルセンター病院小児科林

大輔先生

食物アレルギーの即時症状への対応

幡病院院長市川光太郎先生と｢愛知方式｣と言われる

特別養子縁組を始められた元児童相談所職員､社会

福祉士の矢満田篤二先生を候補としている。

［協議事項］

1.会員異動の件(井上理事）

3月の理事会以降､3名が退会し､本理事会で3名の

入会が承認され､現在会員数は129名と不変である。

［入会］

H30.6.7穐吉眞之介愛媛県立中央病院(勤務）

H30.6.7小泉宗光小泉小児科(勤務）

H30.6.7岡本典子市立宇和島病院(勤務）

［異動]なし

［退会］

H30.3.31山下康喜山下医院(開業）

H30.3.31福田光成愛媛県立新居浜病院(勤務）

→県外へ

H30.3.31篠原示和愛媛大学医学部(勤務）

→県外へ

2．日本保育保健協議会第6･第7(中国四国)地区研

修会(平成31年1月20日松前総合文化センター)への協

力について(児玉会長）

第6･第7地区研修会は中四国の9県の小児科医会の

持ち回りで毎年1回開催されている｡平成30年度は本県

が担当することとなり､現在､本会総務部理事と保育園

関係者･行政の担当者と共に準備委員会を組織し､開

催への準備を進めている｡研修会の主催者は日本保育

保健協議会であるが､担当県として本会からも寄付金

の拠出を考え､研修会のプログラム案･予算案を提示し

た上で協議した｡その結果､本会の特別会計から5万円

の寄付金拠出が承認された｡また､できるだけ多くの本

会理事･役員に日本保育保健協議会の会員になってい

ただきたいと考え､全理事･役員対象に入会勧誘を行

なうことが了承された。

3.会報編集部の創設と新理事就任依頼について(児

玉会長）

本会の会報を､査読制度を備えた学術誌とし､会員

からの学術論文を掲載できるようにしたいと考えてい

る｡その第1号の発行を来年度後半と定め､年2回の刊

行を目指している｡学術誌刊行のための準備の一環とし

'…、
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理事会報告

第68回理事会 来年度以降の県下市町の乳幼児健診の委託料等に

つき相談があった｡平成30年度の健診料は据え置き。

31年度に消費税が10％に増税された場合には増税分

を上乗せの予定。

3)＃8000事業運営協議会(9月6日）

今年度の相談件数はほぼ横這い～微増である｡新し

い話として､休日昼間帯の対応時間拡大と受託事業者

との複数年契約化が来年度から実現する可能性があ

ることが示された｡また、 「愛媛県小児救急医療電話相

談｣を､厚労省の方針に基づき、 「愛媛県小児医療電話

相談｣と､呼称が変更になるが､事業内容に変更はない

とのこと。

4)愛媛県医師会学校医会･園医会(9月22日)報告

来年3月23日(土)に愛媛県医師会学校医会･園医会

総会が開かれる予定なので､その際の特別講演のテー

マ･講師についての相談がなされた。スクールカウンセ

ラーについての講演が第1候補となっている｡また､被災

地の子どもの心のケア等に関する現状報告を行なって

いただくことも考えている。

5)大雨見舞金および義援金について(報告済み）

愛媛県小児科医会から､被災された医療機関宛て

に､各5万円ずつの見舞金をお送りした｡また､会員から

の義援金を募ったところ､70名余りから計200万円余の

金額が集まり､被災された医療機関宛に､被害の程度

に応じて配分を行ってお送りした。

6)中国四国小児科連合からの見舞金について(報告

済み）

中国四国の8県の小児科医会から計50万円の義援金

を頂いた｡この義援金も､被災医3月の理事会以降療機

関に適正に配分した。

7)県小児科医会教育集会における託児サービスにつ

いて

今回の教育集会に際して､託児サービスの実施を考

え､希望者を募った｡結果的に今回は希望者はおられ

なかったが､今後も教育集会の度に希望者を募る予定

である。

○総務部(久寿理事）

1)第24回愛媛小児アレルギー懇話会･第11回愛媛小

児吸入療法研究会:10月27日(土)､愛媛県医師会館

日時･場所:平成30年9月23日(日)11時

場所:愛媛県医師会館4階第2会議室

出席者(順不同･敬称略）

児玉義史､高橋貢､大藤佳子､川上郁夫､松浦俊人､壬

生真人､丹愛子､井上哲志､上田晴雄､岡本真理子､久

寿正人､楠目和代､重見律子､中村泰子､山本英一､向

田隆通､吉松誠､大村勉､林正俊､永井信也(監事)､森

本武彦(監事)(以上21名）

児玉会長挨拶

皆様､ご多忙のところ､お集り頂きまして有難うござい

ました。

前回の理事会以後に､我が愛媛県は大きな災害を経

験しました｡被災された会員の先生方には大変な思いを

されたこととお察し申し上げますbこの災害に際しまし

て､会員の皆様に義援金の呼び掛けをしましたところ、

多くの会員の先生方から予想を遥かに上回る金額を寄

せて頂きました｡改めて､愛媛の小児科医の団結力の素

晴らしさを見せていただいた思いがいたしました｡また、

私どもの所属いたします中国四国小児科連絡協議会の

8県の先生方からも義援金を頂戴しました。この､周辺

他県の先生方からのご厚意にも深く感謝しておりま式

以上のようなことからも､我々愛媛県小児科医会の会

員としては､今後も､会員相互の連帯と団結を強め､ま

た､他県の先生方とも連携しつつ､将来ある子どもたち

のために進んで行かねばならないとの決意を新たにして

おりま丸本日の理事会も､多くの議題が出ております。

限られた時間内ですが､活発なご協議をお願いいたし

ま式

[報告･承認事項］

○会長報告

1）第29回日本小児科医会総会(6月23日･24日横浜

市)報告

日本小児科医会会員には､既に「日本小児科医会

ニュース｣8月31日号が届いており､そこに要点が記され

ている｡松平隆光会長が退任されて名誉会長に､また、

神川晃氏が新会長に就任された。 「成育医療等基本法

成立に向けた議員連劉が超党派で結成された。

2)乳幼児健診に関する各市町との相談(8月3日）

~、
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理事会報告

愛媛地方会の石井教授と相談の結果､第2保健部岡本

真理子先生と相談して進めて行く方向である。

○生涯教育部(山本理事）

1)第71回教育集会(平成31年3月10日)中予地区の担

当

講師北九州市立八幡病院院長市川光太郎先生

元愛知県児童相談所､児童福祉司矢満田篤二先生

○会計･会員福祉部(吉田理事）

1)第6回日韓小児科交流会報告(9月15日）

○勤務医病院部(林理事）

1)愛媛県HTLV1母子感染予防体制マニュアルにか

かる小児科説明会

明21日に｢愛媛県HTIJVL1母子感染予防体制マニュ

アルにかかる小児科説明会｣が県庁で開催され､県内

の基幹病院の小児科医が集まった｡他に県担当者は竹

内豊健康増進課長他3名だった。

この会議では､県が作成したマニュアルについて､基幹

病院小児科医から下記のような反対意見が出た。

①産科で母乳の指導を徹底することが大前提で､そこ

に県としても尽力してほしい。

②漏れて陽性になるケースがあった場含それを病院

小児科でカウンセリングすることは大変難しい。

③県内全体で2-3名の可能性が考えられており､その

ケースについては保健医療センターとか大学とかの特定

の施設でカウンセリング指導は実施していただきたい。

これらの意見を次回の周産期協議会までに勤務医

部会でまとめ､県に改善策をあげることにした。

○社会保険部(後藤理事）

1)中四国社会保険委員会(9月9日岡山市)報告

epa-kids:13844に報告済。

○アレルギー疾患対策委員会(楠目理事）

1)第13回食物アレルギーシンポジウム:愛媛県医師会

主催･愛媛県小児科医会共催

8月5日(日)宇和島開催､参加者130名

災害時対応･緊急時内服の是非について議論が_上が

る｡詳しくは愛媛県小児科医会報で報告予定。

2)第30回四国小児アレルギー研究会:愛媛県小児科

医会後援

9月24日(月･振休)今治市テクスポート今治､9時～

共催申請があり､総務部で検討の結果承認された。

2)第46回｢良い子を産み育てる妊婦の日」 ：愛媛県産

婦人科医会主催11月3日(土･祝)､愛媛県医師会館

講師派遣の件､打ち合わせ会が8月29日に開催され久

寿理事が出席した。

3)平成30年度地域総合小児医療認定医申請受付中：

暫定期間～平成30年11月30日(必着)。詳細は日本小

児科医会ホームページ参照。

○第2保健部

1)地域小児救急全国協議会(6月24日横浜市)報告

（岡本理事）

･小児救急研修会(小児科医対象） 9月23日(日)東京

で開催。

・家庭看護力醸成セミナー(保護者向け） 10月28日

(日)山形で開催。

・小児かかりつけ診療料に関して次のような意見が出

た。

同意書を取るのは囲い込みのようでトラブルになる懸念

がある

月1回以上地域の急患センターに出務しなければならな

いのがハードルが高い､など

．＃8000について小児救急電話相談情報収集分析事

業が始まった｡5つの道県で調査され以下のような状況

が判明した。

全相談件数6,327件

年間で20から30人(小児)に1人が#8000を利用すると

推定

3歳未満が54％

相談者は30代40代が多い

相談の分類では医療機関案内のニーズが40％と高い

主訴は発熱､嘔気嘔吐､外傷が多い

33％が医療機関受診後に#8000を利用していた

2)小児救急市民公開フォーラム(日本小児科学会主催、

来年度愛媛開催)の件

（山本理事）

日本小児科学会が開催している上記の件で、愛媛県

での開催が調整されており、児玉会長にご協力をお願

いした｡協議の結果､後援することが承認された｡現在

平成31年5月開催の方向ですすめている｡小児科学会

凧
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理事会報告

会長:県立今治病院村上至孝先生

特別講演:福岡市立こども病院アレルギー･呼吸器科

手塚純一郎先生

3)第24回愛媛小児アレルギー懇話会･第11回愛媛小

児吸入療法研究会合同開催:愛媛県小児科医会共催

10月27B(土)17時半愛媛県医師会館

吸入指導インストラクター新たに42名認定

特別講演:JA広島病院岡畠宏易先生

○未成年喫煙防止対策委員会(豊田理事）

1)愛媛県小児科医会HP仔どもとタバコ｣内容を改訂

作業中

○愛媛県小児科医会会報編集委員会(仮)(高橋副会

長）

1）「愛媛県小児科医会報を学術誌への進捗状況｣の

報告

石田也寸志編集委員長を中心に愛媛県小児科医会

会報を､査読制度を備えた学術誌とするべく作業中。

投稿規定および投稿通知書･確認書､利益相反、

チェックリストなどは日本小児科医会会報に準じて作成

し､細かい点について検討中。

1.所属施設に倫理委員会がない場合(開業医等)､倫

理審査の委託先をどうするか

2.投稿論文が集まるか?定めた日程で審査･査読が回

転するか

3.投稿原稿が最終稿になったあとの出版までの流れ

4.電子ジャーナルのみにするか､紙媒体の冊子を作成

するのか

などが検討課題として挙がっている｡次回の会報に

投稿規定等を掲載予定。

2019年7月18日締め切り→10月採用決定→2020年1月ま

での発刊を目指式

○小児在宅医療検討委員会(矢野理事）

平成30年度全体研修会について

「学校における医療的ケアについてのシンポジウム

（仮)」

日時:11月4日(日)場所:愛媛県医師会館

［協議事項］

○総務部(久寿理事）

1)会員異動の件(井上理事）

明7日の理事会以降､入会が1名あり(前回理事会で承

認)､会員数は130名となった。

［入会]H30.6.12石前峰斉愛媛大学医学部(勤

務）

2)新理事の就任と理事定数の変更について(久寿理

事）

10月1日付けで大藤理事(新居浜市→松山市)､竹本

先生(愛媛大学→県立新居浜病院)の異動が予定され

ており､東予東部地区(宇摩･新居浜市･西条市)選出

の理事を竹本先生に交替し､県医師会の理事でもある

大藤理事の続投を可能にするため､中予地区の理事数

を1人増員することが提案され､協議の結果承認され

た。

3)厚労省が作成したHPVワクチンに関するリーフレッ

トの印刷･配付について(向田理事）

昨年度愛媛県産婦人科医会･愛媛県小児科医会・

愛媛県医師会の事業として決定していた事業である

が､県医師会の新体制発足に伴い､事業見直しが行わ

れて､厚労省のリーフレットの利用(印刷･配付)に異議

の意見が出､事業の見直しが必要となった。

協議の結果､日本小児科学会のHPVワクチンに関す

るリーフレットの利用(印刷･配付)を検討する事とし、

県医師会で議論してもらうこととした。

4)チャイルドシート着用全国ワースト1について

本年4月､警察庁及び一般社団法人日本自動車連盟

がチャイルドシート着用状況等について全国調査を行っ

た結果､愛媛県は着用率38.6％(全国平均66.2％)で

全国ワースト1であった。この結果を踏まえ､今後チャイ

ルドシート着用の徹底について啓発活動の推進を行う

必要があり､協議の結果､愛媛県作成の啓発チラシを

会員他に配布し､待合室等に設置するなど､会員施設

で活用することとした。

○第2保健部(岡本理事）

1）「愛媛県小児科医会の災害対策ﾘｰﾀﾞ廷について」

7月の豪雨災害の時に､小児科の被災状況などの情

報収集が不十分だったため､災害対策リーダーが必要

と考えられ､児玉会長から第2保健部にその検討を依

頼された。

部内で検討した結果､災害基幹拠点病院である愛

'侭
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理事会報告

のアレルギーに関する情報を仕入れるよい機会なので

ぜひご参加ください）

媛県立中央病院小児医療センター長の石田也寸志先

生が適任との意見がまとまり､石田先生から承諾を得

た｡協議の結果､了承された｡県立中央病院小児科の

山本英一部長にも､補佐していただくこととなった。

○会計･会員福祉部(吉松理事）

1)平成29年度愛媛県小児科医会決算書(案)につい

て

協議の結果､決算書が承認された。

[話題提供］

○総務部(児玉会長､井上理事）

1）日本保育保健協議会第6･第7(中国四国)地区研

修会(平成31年1月20日､松前総合文化センター)開催

準備の進捗状況報告

児玉会長が会頭を務める同研修会について､席上資

料であるプログラム案に沿って案内した。

本協議会は園医･保育士･看護師などで構成する団

体で､全国学会(去年は高知県で開催)のほかに､各地

区で保育保健の研修の場を提供している｡中国四国で

は県小児科医会の持ち回りで､保育･行政関係者と協力

して企画･準備するものであり､園医にとっても意義のあ

る研修内容となっている。

10月のうちに案内チラシが完成する予定であり､epa-

kidsで改めて報告するので、是非､当医会会員も参加さ

れたい。

なお､日本小児科学会の｢小児科領域講習｣3単位を

申請中(二申請結果は小児科学会HPに掲載)で、日

本小児科医会の｢地域総合小児医療認定医｣新規5単

位／更新5単位と、 「子どもの心｣研修2単位とについて

は､すでに認定済みである。

○アレルギー疾患対策委員会(楠目理事）

1)第31回小児科皮層科フォーラム(9月26日(水)､松山

市全日空ホテル）

皮層科講師:島根大学小児科千貫祐子先生食物アレ

ルギーについて

小児科講師:筑波メディカルセンター病院小児科林

大輔先生

2)第1回日本アレルギー学会中四国地方会平成31年2

月2日(土)9時

広島コンベンションセンター(耳鼻科･皮層科･内科

第70回愛媛県小児科医会

日時･場所:平成30年9月23日(日)13時

場所:愛媛県医師会館4階第1会議室

[|]第70回総会
報告

1.会員異動並びに現状

前回総会(3月)以降の異動と現状(会員数は1名の

増員)について報告した。

今回と前回理事会の理事会報告を参照されたい。

2.第71回教育集会･総会日程について

理事会生涯教育部報告参照

議事

1.平成30年度日本小児科医会総会報告

理事会会長報告参照

2.平成29年度会計決算案の承認を求むる件

審議の結果､平成29年度会計決算案は承認され

た。

/~ヘ

[ll]第70回教育集会

(本会報に掲載予定）

/“

[lll]情報･意見交換[座長:高橋副会長］
1.アレルギー疾患対策委員会報告

理事会アレルギー疾患対策委員会報告ならびに話

題提供を参照

2.保険情報について

閉会挨拶(高橋副会長）

ｱ0回愛媛県小児科医会

日時･場所:平成30年12月13日(木)19時

場所:愛媛県医師会館4階第2会議室

出席者(順不同･敬称略）

児玉義史､石田也寸志､高橋貢､川上郁夫､竹本幸司、

丹愛子､松田修､壬生真人､伊藤卓夫､井上哲志､上田
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晴雄､大藤佳子､岡本真理子､久寿正人､重見律子､中

村泰子､檜垣高史､山本英一､向田隆通､吉田和弘､吉

松誠､豊田茂樹､大村勉､後藤悟志､林正俊､森本武

彦(監事)(以上26名）

児玉会長挨拶

皆様､暮れのお忙しい時に多数お集まりいただきまし

て､大変有難うございました。

皆様もご存知のように､11月2日に本会の理事であら

れた矢野喜昭先生が脳出血で急逝されました｡矢野先

生は本会の小児在宅医療検討委員会の委員長をして

頂いており､この分野で､また多岐に亘って､本県の小児

医療に多大な貢献をされました｡先生は､目指しておら

れた理想の小児医療に向かって着々と､またエネルギッ

シュに私どもを牽引してくださっておりました｡それだけ

に､矢野先生を失った損失と喪失感は計り知れないも

のがありま爽残された私どもがそのご遺志を継いで、

愛媛の子どもたちのためにそれぞれが出来る事を努力し

てやってゆくのが､先生への一番の供養になるかと思っ

ておりま式皆様､よろしくお願いいたしま式

次に､ご報告として､今回の理事会から新しい理事に

ご参加をお願いしておりますb愛媛大学の石前峰斉先

生と県立新居浜病院の竹本幸司先生で式ご活躍を期

待しておりま式

さて､先日､成育基本法が成立しました｡条文を読ま

れた先生も多いかと思いますが､いわゆる理念法であり

まして､この法律に基づいて進められる国や地方自治体

の様々な施策に､私ども現場の医療者も協力して､また

意見を出じて､この法律の精神を実現して行くようになろ

うかと思いま式これにつきましても､皆様､よろしくお願

いいたします｡本日も多数の議題が用意されております。

活発なご議論をよろしくお願いいたしますb

[報告･承認事項］

○会長報告

1）日本小児科医会中国四国ブロック連絡協議会(11月

18日)報告

[epa-kids:13913]で報告済み。

2)HPVワクチンの啓発リーフレットについて

この啓発リーフレットについては､厚労省作成のもの

(PDFファイル)を県医師会･県産婦人科医会･県小児

科医会の連名で印刷し会員に配付することを本会から

提案し､県医師会の平成30年度事業計画でも承認さ

れていたが､執行部が変わって見直しがなされた｡結果

的に､日本小児科学会発行の｢知っておきたいわくちん

情報｣の中の｢ヒトパピローマウイルスワクチン｣の部分

を加工･修正して印刷し､県医師会員に配付することで

県医師会理事会の承認が得られた。

3)チャイルドシート着用徹底呼び掛けリーフレットの配

付について

愛媛県がチャイルドシート着用率ワーストワンの県で

あることから､県が作した着用徹底呼び掛けリーフレッ

トを､県小児科医会と県産婦人科医会の会員に配付

し､子どもを持つ保護者に注意喚起することとした。

4)日本小児科医会乳幼児学校保健委員会からの｢就

学時健診に関するアンケート調査のお願い｣について

県内の全郡市医師会の状況を調査する必要がある

ため､各郡市医師会に所属する小児科医(1医師会につ

き1名)の先生方に回答をお願いした｡各先生のご協力

に感謝しま爽

○総務部

1)竹本新理事の就任について(久寿理事）

生涯教育部･勤務医病院部に所属していただく事と

した｡また､新設される会報編集委員会にも委員として

参加していただく事となった。

役員(理事分掌)･委員会名簿については別掲の通

り。

2)日本小児科医会学術教育委員会(第1回･第2回）

報告(井上理事）

例年通り平成30年度の同委員会が､総会フォーラム

［フォーラム2日目､6月24日(日)]、生涯研修セミナー[セ

ミナー前日､10月7日(日)]に合わせて2回､開催された。

フォーラム､セミナーの内容､準備のための課題や今

後の開催担当など､多岐に渡る協議がなされたが､下記

に概略を報告する。

①最近のフォーラムの出席者は1,000名前後となり､今

年の横浜では1,200～1,300名に達した。

一方､セミナーの出席者も500名前後となっており､今

年の広島では500名を超え盛況であった。

この傾向を受けて､今後の方向性として各ブロックの

,へ、

風
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演題2東京ベイ･浦安市川医療センターCEO神山潤

先生

○会計･会員福祉部(吉松理事）

1)愛媛県小児科医会主催の第1回親睦ゴルフ大会を9

月24日(月･祝)に､エリエールゴルフクラブ松山で行っ

た｡参加者は石井榮一先生､田内久道先生､石田也寸

志先生､中野省三先生､大村勉先生､吉松誠の6名。

優勝は石田也寸志先生､準優勝は石井榮一先生｡表

彰式には児玉義史会長に出席していただいた。

○勤務医病院部(林理事）

1)HTLV-1母体児への対応について以下の3点をまと

め､次回の周産期医療協議会で検討して頂くようお願

いすることとした。

①HTLVL1母子感染予防は産科での母乳中止の指導

が一番大切であり、産婦人科で徹底していただきた

い。

②児が陽性になる､または家族が心配で小児科に受診

する､3歳での検査を希望するといった場合の相談先と

しては､地域の病院での相談先として､県立新居浜病

院､県立今治病院､愛媛大学医学部附属病院､県立中

央病院､松山赤十字病院､市立宇和島病院の小児科を

指定･紹介していただいたのでよいが､家族の希望や担

当医が必要と思った時には愛媛大学医学部附属病院

での診察･カウンセリングをお願いできる協力体制をと

る。

③HTLV-1陽性の妊産婦へのカウンセリングを含め、

周産期の母親のメンタルケアは小児科でも重要な問題

になっており､各病院に､常勤の臨床心理士の配置を希

望する(上記病院の中では､県立新居浜病院､県立今

治病院に臨床心理士がいな”。

○アレルギー疾患対策委員会

1）第30回四国小児アレルギー研究会報告(9月24日

(月･振休)､今治市テクスポート今治）（当会後援）

参加63名(医師49名､看護師12名､薬剤師2名）

2)第11回愛媛小児吸入療法研究会･第24回愛媛小

児アレルギー懇話会合同開催報告(10月27日(士)､愛

媛県医師会館）（当会共催）

参加77名(医師26名､薬剤師51名)､42名吸入インスト

ラクターが新しく選出された｡

開催地について､フォーラムは大都市あるいは利便の良

い大都市､セミナーは地方都市とすることも検討されて

いる。

②2022年度(第33回)フォーラムの開催担当ブロックは

中国･四国ブロックであり､前回(結果として米子で開

催)同様､ブロック内では愛媛県の開催を押す声が高

かったが､児玉会長を中心に､四国4県と岡山県の小

児科医会会長による協議が重ねられ､開催地を香川県

に決定した。

③総会フォーラム､生涯研修セミナーの手引き(2011年

版)の改訂作業が進捗中である。

④フォーラム､生涯研修セミナーヘコメデイカルの参加

を認める場合は参加費を非会員扱いとし､初期研修医

は担当医会の責任で(会場の収容人数を考慮しての許

容数で)無料にでき､専攻医については､開催県の負担

で無料とすることは可能とする方向で意見が一致し

た。

3)第46回｢良い子を産み育てる妊婦の日」（愛媛県産

婦人科医会主催､11月3日(土･祝)､愛媛県医師会館）

報告(久寿理事）

講演の中で県小児科医会の健診パンフレット､小児

救急体制､食物アレルギー対策活動を紹介｡児玉会

長､向田理事とともに育児相談(2名)を行った。

4)NPO法人禁煙推進の会えひめより､今年も｢愛媛健

康(県高)クイズ選手権2019｣の後援依頼があり､総務

部で検討の結果承認した。

5）日本小児科医会代議員､予備代議員の選出につい

て

1月に改選予定。

○情報部

1)次回の愛媛新聞｢健康ファイル｣の執筆担当は中村

泰子理事の予定。

○生涯教育部(大村理事）

1)第72回教育集会(2019年9月8日(B))(東予東部担

当）

テーマ:子どもの睡眠演題名未定

演題1愛媛大学医学部附属病院子どものこころセン

ター長

堀内史枝先生

'魯鼎、

/知､
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○未成年喫煙防止対策委員会(豊田理事）

1)愛媛県小児科医会HP｢子どもとたばこ｣内容を改

正作業中

この度内容を一部改訂する作業に入っており､現在

情報部においてHPの改定作業が進行中である。

○学校検尿対策委員会(林理事）

1)各自治体教育委員会に､昨年同様学校検尿結果を

まとめて報告を依頼中

平成30年度の学校検尿は､愛媛県もようやく90％の

自治体で二次検尿まで実施され､中国四国小児腎臓病

学会(11月18日(日)､高知市)でも発表した。

2)愛媛県医師会学校検尿対策委員会報告(上田理

事）

11月12日(月)に第5回目の会議を開催。

①今年度から県立高校の二次検尿が公費負担となっ

たため､県教育委員会に結果の集計を要請し､非常に

協力的に行っていただいた｡二次検尿の受診率は改善

し､精密検査対象者数も一次検尿の18.5％まで絞り込

めた｡県立高校の精密検査受診率は現時点では68.2％

だった｡県教育委員会との協力関係も徐々に構築され

つつあると感じている。

②私立学校(中高一貫校を含む)の学校検尿アンケー

トを同時に実施したが､ほとんどが一次検尿のみで､精

密検査受診率は平均29％と県立高校の半分以下で

あった｡未受診者に対して各校の養護教員も苦慮して

いる。

今後､私立学校には学校長に県立高校の状況を説

明し､学校全体で学校検尿の改善を促す文章の作成な

どを行う予定。

③高橋副会長から西条市の､愛媛大学医学部地域救

急医療学大蔵隆文教授から八幡浜市の小中学校の学

校検尿の進捗状況の報告があった。どちらの市も地域

の教育委員会との協力を得て､改善していると思われ

た。

○小児在宅医療検討委員会(井上理事）

1)愛媛県小児在宅医療研修会の開催報告

当委員会が企画･立案し､愛媛県小児科医会･愛媛

県医師会･愛媛県の主催により、11月4日(日)[13:00‐

16:30]、愛媛県医師会館4階第1会議室において開催

した｡本研修会は､特別支援学校での医療的ケア児の

支援について家族･多職種で協議することを目的に､愛

媛県医師会が県から受託した｢重度心身障害児借）

医療実施事業｣の一環として実施された｡年度内に研

修会記録として冊子を作成すべく､各演者による速記記

録の修正作業が進行中である。

2)年度末までの委員会運営について

副委員長の鈴木由香先生が委員長代理を務めるこ

ととし､2月には来年度以降の体制･活動方針について

協議の場を設ける予定である。

3)小児在宅医療に関する人材養成講習会における受

講者の推薦について

上記講習会は国立成育医療研究センターが厚労省

から委託を受けて開催するものであるが､受講者の推

薦について､愛媛県保健福祉部から愛媛県医師会を通

して当医会に依頼があった。

本委員会で協議の結果､委員ではない3名[山本先生

（愛媛県立中央病院）、太田先生（愛媛大学医学

部)、菊池先生(愛媛医療センター)］と委員である2名

［松田先生(県立今治病院)、大藤先生(たんぽぽクリ

ニック)］の計5名を推薦した。

なお､2月に開催予定の委員会(上記)には委員でな

い3名の先生方も参加し､協議に加わる予定である。

［協議事項］

○児玉会長､総務部

1)会員異動の件(井上理事）

9月の理事会以降､2名の異動と1名の退会があった。

また本理事会で1の入会が承認され､現在会員数は130

名と不変である。

［入会］

H30.12.13大久保一宏愛媛大学医学部(勤務）

［異動］

H30.10.1大藤佳子愛媛県立新居浜病院(勤務）

→たんぽぽクリニック(勤務）

H30.10.1竹本幸司愛媛大学医学部(勤務）

→愛媛県立新居浜病院(勤務）

［退会］

H30.11.2矢野喜昭愛媛県立子ども療育センター(勤

務)[逝去］

,ハヘ
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現在､石田副会長(編集委員長）・高橋副会長､石

前理事(両副委員長)を中心に､査読制度を備えた学

術誌の発行に向けて準備作業中である｡(児玉会長）

前回決まった投稿規定他をワードの形で伊藤理事に

送付して､次号の会報誌に掲載する｡今後電子版のみ

にするのか､紙媒体を含めて冊子を作成するのか､まだ

決まっていないが､この点は編集委員会のMLで討議し

て決める必要がある｡予算面の問題もあり、見積りを

とった上で決めたい｡またPDFのような電子版のみにす

る際に､会員のみがアクセスできる場所に置く方が一般

的ではあるが､一般会員を含めてフリーアクセスにするこ

とも考盧される｡他の県支部の状況を調べた上で考え

る必要がある｡(石田副会長）

○その他

1)2019年2月14日(木)19時から､松前町総合福祉セン

ターで子どもの眼疾患と3才児健診におけるスクリーニ

ングについての講演会を伊予医師会･松前町の共催で

行いま式また､案内を出しますので多数ご参加くださ

い｡(向田理事）

2)2019年5月25日(土)13時(または14時開始､未定)か

ら､愛媛県立中央病院講堂で､日本小児科学会主催の

小児救急市民フォーラムを開催しま汎お母さん､お父

さん向けの内容で式また､案内を出しますので、多数ご

参加ください｡開業医の先生は､案内パンフレットがで

きましたら､病院においていただくとありがたいですb(山

本理事）

2)happybabyキャンペーンの後援依頼について

（株)テレビ愛媛から本会に後援申請のあった標記事

業について､昨年度･今年度は後援を見合わせたが､愛

媛県が後援している事業であること等を考慮して､来年

度からは､愛媛県小児科医会作成の健診パンフレット

をプレゼントの内容に含めること等を条件として後援す

ることを検討じている。

○生涯教育部

1)第71回教育集会(2019年3月10日(日))のプログラムに

ついて(上田理事）

教育集会の講師と演題名が決定し､座長を下記の先

生にお願いし､了承された。また､総会の報告･議事に

ついて協議した。

特別講演(1)

市区町村における虐待予防

～保健･医療･福祉･教育の顔の見える連携と小児科医

の役割～

講師:医療法人井上小児科医院理事長井上登生先

生

座長:山本英一理事

特別講演(2)

《総ての赤ちゃんにあたたかい家庭を》

『RAD･反応性愛着障害､子どもが必死に訴える姿か

ら』

～｢愛知方式･赤ちゃん縁組｣30年余の経験で得たも

の～

講師:元愛知県児童相談所･児童福祉司

社会福祉士･矢満田社会福祉士相談室･主宰矢満田

篤二先生

座長:児玉義史会長

[話題提供］

○児玉会長､総務部

1）日本保育保健協議会平成30年度中国四国ブロック

研修会(2019年1月20(日)松前総合文化センター)につ

いて

現在､井上哲志理事(日本保育保健協議会理事)を

中心に､本会総務部が主体となって開催準備中であ

る｡本会会員の皆様も奮ってご参加をお願いしたい。

2)愛媛県小児科医会報の刷新について

縄
一
一

/~、
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理事会報告

愛媛県小児科医会役員
2018.2.1～2020.1.31

【2018.6.12-部改正】

【2018.10.1-部改正】

名誉会長 真鍋豊彦

会長 児玉義史

副会長 石田也寸志･高橋貢

理事

1.宇摩･新居浜市･西条市 加藤文徳･川上郁夫･竹本幸司･松浦俊人

2.今治市 松田修･壬生真人･丹愛子

3.東温市･松山市 石前峰斉･伊藤卓夫･井上哲志･上田晴雄･大藤佳子

伊予･愛媛大学医学部 岡本真理子･久寿正人･楠目和代･近藤陽一･重見律子

上浮穴郡 豊田茂樹･中村泰子･檜垣高史･吉田和弘･山本英一･向田隆通･吉松誠

4.喜多･八幡浜･西予市 大村勉･後藤悟志

5.宇和島･南宇和郡 長谷幸治･林正俊

監事 永井信也･森本武彦

顧問 石井榮一

特別会員 徳丸實

理事分掌

副会長の分担(総務部は会長直轄）

石田:第1保健､生涯教育､社会保険､勤務医病院医

高橋:情報､第2保健､会計･会員福祉

（◎主任､○副主任）

総務部 ◎久寿正人･○井上哲志･向田隆通･上田晴雄

情報部 ◎松浦俊人･○伊藤卓夫･向田隆通･石前峰斉

第1保健部(乳幼児保健･育児支援･病児保育･予防接種･感染症･在宅､その他）

◎川上郁夫･○吉田和弘･壬生真人補目和代･中村泰子･大藤佳子

第2保健部俘校保健･思春期･精神保健･救急･薬物･タバコ･酒･虐待･災害､その他）

◎岡本真理子･○豊田茂樹･○檜垣高史･久寿正人･重見律子･丹愛子・

林正俊･山本英一･大藤佳子

生涯教育部 ◎大村勉．○上田晴雄･山本英一･松田修･長谷幸治･加藤文徳･竹本幸司

会計･会員福祉部 ◎吉松誠･○吉田和弘･中村泰子

社会保険部 ◎後藤悟志･○近藤陽一

勤務医病院部 ◎林正俊･○檜垣高史･○近藤陽一･長谷幸治･松田修･重見律子・

楠目和代･加藤文徳･石前峰斉･竹本幸司

日本小児科医会代議員児玉義史･石田也寸志 同予備代議員高橋貢･久寿正人

同学術教育委員井上哲志 同HP委員児玉義史

同情報連絡委員松浦俊

ﾒーヘ

凧
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理事会報告

6.学校検尿対策委員会（第2保健部）

委員長:林正俊副委員長:上田晴雄

委貝:伊藤卓夫･戒能幸一･高岩正典・

手塚優子･長谷幸治・

平井洋生(H30.3まで)･濱田淳平(H30.4から）

委員会名簿平成30年1月

1.育児支援委員会（第1保健部）

委員長:吉田和弘副委員長:壬生真人

委貝:大藤佳子･岡本真理子･中村泰子･山下万浩

2.アレルギー疾患対策委員会（第1保健部）

委員長:楠目和代副委員長:福岡圭介

委貝:久寿正人･小泉宗光･高橋龍太郎・

林正俊･村上至孝

7.小児救急医療検討委員会中予部会（第2保健部）

部会長:久寿正人

副部会長:近藤陽一･檜垣高史･平井伸幸

委貝:有田孝司･伊藤卓夫･井上哲志･上田晴雄・

大村勉･岡本真理子･重見律子・

高岡知彦･豊田茂樹･向田隆通･山本英一

3.パンフレット委員会（情報部）

委員長:向田隆通

委貝:井上哲志･岡本真理子･丹愛子･山下万浩

8.会報編集委員会（情報部）

委員長:伊藤卓夫

輿込

4.小児在宅医療検討委員会（第1保健部）

委員長代行:鈴木由香

委貝:井上哲志･大藤佳子･河邉美香・

藤枝俊之･堀内伊作･松田修・

西村幸(相談支援専門員）

9． 【新設】会報編集委員会(仮） （情報部）

委員長:石田也寸志副委員長:高橋貢･石前峰斉

委貝:伊藤卓夫･久寿正人･近藤陽一・

竹本幸司･長谷幸治･向田隆通

5.未成年喫煙防止対策委員会（第2保健部）

委員長:豊田茂樹副委員長:平井伸幸

委貝:久寿正人
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愛媛県小児科医会地区例会報告
設 郡 弗
屯全設

遺伝子異常による巣状分節状糸球体硬化症の4歳女

児例」
〔四国中央地区小児科医会定例会報告〕

演者:県立新居浜病院小児科手塚優子

話題提供「インフルエンザワクチンの有効性」

演者：高橋こどもクリニック高橋貢

第64回定例会

平成30年2月20日（火）宇摩医師会館1階会議室

演題l「四国中央市の小児救急医療の現状」

演者：四国中央病院小児科平井洋生

演題2「小児の気道異物について」

演者：四国中央病院小児科外科大塩猛人

第574回

平成30年3月14日(水） 常富寿司

福田光成先生、西村幸士先生送別会

第65回定例会

平成30年6月7日（木）宇摩医師会館 1階会議室

演題1「当院で経験した墜落分娩の3例」

演者:三豊総合病院小児科古田島希江

第575回

平成30年4月11日（水） 新居浜市医師会館

症例呈示｢精神疾患合併妊婦への育児支援の必要性

～当院の事例を通して～」

演者:県立新居浜病院小児科鎌田ゆきえ

話題提供｢愛媛県における乳児およびCPA症例の救

急搬送の実態について」

演者:県立新居浜病院小児科田代良

一

第66定例会

平成30年8月30日（木）宇摩医師会館1階会議室

演題1「川崎病後に発症した筋力低下について」

演者：四国中央病院小児科原功哉

演題2「四国中央市乳幼児健診後のフオローアツプ

体制」

演者：四国中央市保健推進課課長補佐高橋敬子

平成30年5月20日（日）

銅山峰一巡

第576回

平成30年7月11日（水） 旬花酒灯てんふじ

夏季懇親会

第67回定例会

平成30年11月15日（木）宇摩医師会館1階会議室

演題1「当院を受診した平成29年度小児習慣病健診

要精査児の検討」

演者：三豊総合病院小児科辻慶紀

一

第577回

平成30年9月12日（水） 新居浜市医師会館

症例呈示｢日本紅斑熱の3例～日常診療で遭遇するダ

ニ媒介疾患～」

演者：県立新居浜病院小児科山根淳文

話題提供｢当院救急外来を受診した小児の外科的疾

患の現状」

演者：県立新居浜病院小児科手塚優子

第68回定例会特別講演会

平成30年12月20日（木） ホテルグランフオーレ2階

演題「インフルエンザ診療を考える」

演者：愛知医科大学大学院医学研究科臨床感染症

学主任教授三鴨廣繁

四国中央市鈴木医院鈴木俊二

第578回

平成30年10月10日（水）新居浜市医師会館

症例呈示｢愛媛県新居浜市の保育園幼稚園における

食物アレルギー対応についての変遷と今後の課題」

演者:県立新居浜病院小児科浅見経之

話題提供｢低身長の鑑別診断には早朝空腹時の亜鉛

〔新居浜地区小児科医会例会報告〕

第573回

平成30年2月14日（水） 新居浜市医師会館

症例呈示「コエンザイムQ10で加療しているADCK4
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小児科医会定例会報告

平成30年3月1日（木） 基（もと）

歓迎会

値を用いるべきである」

演者:県立新居浜病院小児科山根淳文

新居浜市こにしｸﾘﾆｯｸ小児科加藤文徳
平成30年3月14日（水）今治市医師会医学研修室

演題1「鉄棒運動を契機に発見された卵巣腫瘍の

11歳女児例」

演者:県立今治病院小児科松田修

演題2｢小児の中耳炎･鼻副鼻腔炎一その所見と診療

ガイドラインについて-」

演者:今治第一病院耳鼻咽喉科川田晃弘

〔西条地区小児科医会定例会報告〕

第52回

平成30年3月13日（火）西条市医師会館

演題1「小児喘息アドヒアランス質問表

PediatricAsthmaAdherenceQuestionnair<PAAQ)

の開発」

演者:西条中央病院小児科桑原優

演題2｢金属アレルギーについて：－愛媛県歯科医師

会での学術講演会から－」

演者:宮島小児科宮島一郎

平成30年5月23日（水）今治市医師会医学研修室

演題1｢反復するケトン血性嘔吐症に対する漢方使用例」

演者:済生会今治病院小児科渡部承平

演題2「開業小児科医院でのアナフィラキシ一対凧

演者：けら小児科・アレルギー科院長森澤豊

/~､

第53回

平成30年5月15日（火）西条市医師会館

演題1｢思春期発来後にムンプス精巣炎を発症した2例」

演者:西条中央病院小児科濱田淳平

演題2｢摂食障害」

演者:星加小児科内科ﾌｧﾐﾘｰクリニック篠原聖子

平成30年7月25日（水） 今治市医師会医学研修室

演題1「小児脳腫瘍の2例」

演者:県立今治病院小児科久保みか

演題2「予防接種に関する最近の話題」

演者:KMバイオロジクス和田浩志

第54回

平成30年9月19日（水）西条市医師会館

演題1「気管支喘息患者におけるダニアレルゲン免疫

療法の呼吸機能に与える影響

演者:西条中央病院小児科桑原優

演題2「『鶏卵アレルギー発症予防に関する提言』を

読んで1

演者：まつうら小児科松浦俊人

平成30年8月24日（金） ビストロヒマル

ビール会

/~ﾍI平成30年9月19日（水）今治市医師会医学研修室

演題1「乳児期に発見された腹部腫瘤2例」

演者:県立今治病院小児科浦田啓陽

演題2｢ここまでわかったアトピー性皮層炎の病態と治療」

演者:松山赤十字病院皮層科部長南満芳

第55回

平成30年11月13日（火） かん竹

歓送迎会

西条市高橋こどもクリニック

平成30年10月24日（水）今治市医師会医学研修室

演題1「稀な腹部腫瘤の3例」

演者:済生会今治病院小児科部長阿部孝典

演題2｢精神科と小児科の協働およびトランジション」

～発達障害･精神疾患（うつ・OCD)~

演者:愛媛大学附属病院精神科河邉憲太郎

高橋 貢

〔今治地区小児科医会例会報告〕

平成30年11月30日（金）創作和食あき山

忘年会

平成30年1月24日（水） 今治市医師会会議室

臨時小児科医会
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小児科医会定例会報告

今治市みぶ小児科壬生真人

〔松山地区小児科医会例会報告〕

立中央病院ドクターカー・松山消防ワークステーション」

演者:愛媛県立中央病院救命救急ｾﾝﾀｰ長濱見原

平成30年9月15日 道後山の手ホテル

日韓小児科交流会および納涼会

松山市ひまわりこどもｸﾘﾆｯｸ吉田和弘

平成30年1月16日松山市医師会館3階大会議室A

講演1「医師のメンタルヘルス」

演者:三好神経内科院長三好典彦

演題2｢予防接種は効くのか＆ワクチンは怖くない」

演者:南の町こども医院田中公仁康

平成30年10月16日松山市医師会館3階大会議室A

講演1「インフルエンザ感染症：さて、今年はどう向き

合いましょうか？!」

演者:JA静岡厚生連静岡厚生病院小児科

診療部長田中敏博

演題2｢2017-2018シーズン松山周辺地域の

小児インフルエンザ］

演者：ひまわりこどもクリニック吉田和弘

平成30年2月20日松山市医師会館3階大会議室A

講演1｢小児の斜視の診断と治療」

演者:薦の子病院眼科島村一郎

演題2｢傷は絶対に消毒するな」

演者:南の町こども医院田中公仁康

肉、

平成30年11月20日松山市医師会館3階大会議室A

講演「ウィルソン病の診断と治療～TransitionClinic

とは?～」

演者:愛媛大学第三内科地域医療学准教授

熊本天児

平成30年3月20日松山市医師会館3階大会議室A

講演1｢小児期の頭痛」

演者:薦の子病院脳神経外科貞本泰孝

演題2「失われてゆく、我々の内なる細菌」

演者:南の町こども医院田中公仁康

松山市南の町こども医院田中公仁康
平成30年12月18日 栴檀

忘年会

松山市 くす小児科久寿正人

平成30年4月17日松山市医師会館3階大会議室A

演題｢輸入感染症～愛媛県の海外渡航ワクチンの現況

とワクチンについて～」

演者:愛媛大学医学部附属病院

総合臨床研修センター教授高田清式

側
、
‐ 〔喜多八幡浜地区小児科医会例会報告〕

第103回

平成30年11月8日市立八幡浜総合病院

特別講澗インフルエンザの治療戦略一最新の話題一」

演者:川崎医科大学小児科主任教授尾内一信

平成30年5月15日松山市医師会館3階大会議室A

講演1「川崎病～古くて新しい病気～」

演者:愛媛県立中央病院4俔科主任部長山本英一

演題2「乳幼児･母子保健協議会の報告」

演者：なかむらこどもクリニック中村泰子 喜多郡内子町おおむら小児科大村勉

平成30年6月20日松山市医師会館3階大会議室A

講演｢子どもの健やかな成長のためにできること」

演者:弁護士森保道

平成30年7月17日松山市医師会館3階大会議室A

講演1「病院前救急･愛媛県ドクターヘリコプター・県
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むちゼロ

愛の鞭0作戦

なか小児科医院 中眞一

「愛の鞭0作戦」は､厚生労働省の立案です。

ついつい子どもに手をあげてしまう体罰や､大声を

出して怒鳴ったりする暴言は､子どもの脳の発達を妨

げますb意識して行動したり、見たり聞いたり記憶する

領域などが障害され､精神的問題やいじめ、非行な

ど､反社会的行動を起こしやすいといわれています。

体罰や暴言によって､子どもが親の言うことを聞いてい

るように見えても、それは恐怖によるものです｡そうい

う環境で子育てすると､子どもは親に心配事や悩みを

打ち明けられなくなります｡親の感情を子どもにぶつ

けたり、一方的に命令するのはやめましょう。子どもを

育て、成長させるためには、 「正しいこと」 「間違って

いること」を理解させるようにしましょう。また､子ども

をひとりの人間として尊重することが大切ですb子育て

に暴力や暴言は必要ありません。

何度も言い聞かせることはあると思いますが､言い

方ややり方を変えて子どもに寄り添うなど､工夫してみ

てください｡子どもが親の期待通りに行動せず〈イライ

ラしてしまった場合は､深呼吸をしたり、一旦他の部屋

に移動したりして一呼吸置きましょう。そして普段から

コーヒーや紅茶などを飲む､好きな音楽を聴く、声を

出して笑うなどして､イライラをためないようにしましょ

う。

子育てでつらいときは、夫婦で話し合ったり、友達

や両親に話を聞いてもらう、手伝ってもらうなどしてみ

ましょう。ほかにも､行政の子育て支援やNPOの子育

て支援サービスなどの支援を受けることもできますb子

育てはひとりで頑張らないで。

（リック平成30年2月22日）

りました。現在この予防法は完全に否定され､特定の

食物の離乳開始を遅らせると、かえってその食物のア

レルギーになりやすいという研究結果が数多く発表さ

れています｡かつては､食べることでアレルギーになる

と考えられていたのですが､現在は､皮層の湿疹部分

から食物がしみ込むことの方が、アレルギーの主な原

因だと判明したためですbまた､症状が出ないことを確

認しながら微量でも食べることが予防になることも分

かってきました。

日本小児アレルギー学会が発表している最新予防

法は､①旧来の予防的除去食は効果がない､②肌荒

れ･湿疹には軟こうを用いて赤ちゃんの皮層を綺麗に

保つ､③離乳開始は早めたり遅らせたりしないで5～

6カ月から始める､④鶏卵の感作(検査が陽性)のみを

理由とした安易な除去を指導することは推奨されな

い､⑤すでに発病している（じんましんなどの症状を

経験したことがある)場合､安易に食べさせると重い

症状になる危険があるので､医師の指導の下で食物負

荷試験を行い､安全範囲を確認しながら少しずつ量を

増やす､などですb

心配だから､怖いから､検査でちょっと陽性だから、

といって除去すると、逆効果になりやすいというので

すb血液検査が陽性でも、調理法や量を工夫すれば食

べられることもあります｡かかりつけ小児科医や､アレ

ルギー専門医に相談の上､微量からでも食べさせるこ

とを試みてください。

（リック平成30年5月17日）

へ

一

VPDをご存じですか？

～ワクチンで病気の予防を～

まつうら小児科松浦秀二

VPD(VaccinePreventableDiseases)とはワクチン

で予防できる病気のことです｡その中には麻疹（はし

か)や風疹､水痘(水ぼうそう）など多くの病気があり

ますb

予防接種には｢予防接種法」という法律に書かれて

いる定期接種と、それ以外の任意接種があります｡予

大きく変わった子どもの食物アレルギー予防法

福岡小児科ｱﾚﾙギｰ科福岡圭介

食物アレルギーを予防する目的で､妊娠中・授乳中

の母親と乳児を対象に、卵や乳製品を食べないよう

にする予防的除去食療法が盛んに行われた時代があ
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防接種にはB型肝炎や麻疹風疹混合ワクチンなど10

種類があり、原則無料です｡任意接種にはおたふくか

ぜやノロウイルスワクチンなどがあり､有料となりま式

ただ重要性はどちらも同じですので､できるだけ任意

接種も受けるようにしましょう。

【ワクチンの効果は】

ではワクチンを受けることで、どのくらい病気を防げ

るのでしょうか。かつて日本は麻疹輸出国と言われて

いました。その後､麻疹風疹混合ワクチンを小児期に2

回接種するようになり、現在､国内発生はほぼ無くな

り､海外から持ち込まれた時に発生する程度になりま

した◎

また水痘ワクチンが定期接種になり、小児科外来で

見る水痘の患者さんは激減しています｡残念ながら予

防接種で100%防ぐことはできませんが､ワクチンの効

果は目に見える形で表れていま式

【自然にかかった方力浪い?】

病気にかかった方が免疫がしっかりできるので、予

防接種をしないと考える方もおられます｡病気にはい

ろんな合併症があり､命に関わったり後遺症を残すこ

とも少なくありません。

現在､テレビドラマで｢ムンプス難聴｣のヒロインが

取り上げられていますが､難聴は、おたふくかぜの重

大な合併症の1つですbまた病気にかかることは1人だ

けの問題ではなくて､周りに病気を拡げることにもなり

ます｡それらを考えると､やはりワクチンで病気を防ぐ

のが最も良い方法と言えるでしょう。

【同時接種について】

0歳で受けるワクチンは6種類あり、総接種回数は15

～16回にもなりま灸ワクチンを接種したら次の接種ま

で一定の間隔をあけなければなりません｡一つずつワ

クチンを受けるとすると､頻回に医療機関に行かなくて

はなりませんし､何よりも赤ちゃんに早く免疫を付けて

あげることができません。

そのために、現在では同時接種を行うようになりま

した。一度に複数のワクチンを接種する方法です｡同

時接種をすることで重い副反応が出やすくなることは

ありませんし､効果が落ちることもありません。

【生後2ヵ月でワクチンデビューを】

生後2ヵ月になったら早めに予防接種を開始し、大

切な赤ちゃんを病気から守ってあげるようにしましょ

う。

また一歳になってから受けるワクチンや､小学校に入

る前の年に受けるワクチンもありま式時々､母子手帳

を開いてワクチンの受け忘れが無いかどうか､確認し

て下さい。

（リビングまつやま平成30年8月4日号掲載）

抗生物質の適正使用について

山田小児科医院 山田至

内科や小児科受診時に外来で｢当院では、抗生物

質の不必要な使用を控えるため､診察や検査などによ

り明らかに細菌感染症でない（＝抗生物質が効かな

い)場合は､抗生物質を投与しない方針です｣といっ

たパンフレットをもらう方もいるでしょう。これは、本

年4月から厚生労働省の指導により、本来抗生物質の

無効なウイルス感染症に不必要な抗生物質の投与を

控え､それを患者さんに説明するために配っているもの

で式

多くの｢かぜ｣や｢感冒性の下痢」は、ウイルス感染

症のため抗生物質は無効で、安静や食事療法により自

然治癒します｡強い咳で眠れなかったり、吐き気や水

様性の下痢で脱水をきたす場合は､咳止めや吐き気

止め､下痢止めなどの対症療法を行います｡なお､3日

以上たっても高熱が下がらなかったり、便に血液が混

じるような場合には､細菌感染症も疑われますので再

受診する必要がありますb

ではなぜ抗生物質をもらえないのか､診察しただ

けで細菌感染症とウイルス感染症の区別がつくので

しょうか?100％の確率で言い切れないのならば､細菌

感染症であることも想定し､いっそのことすべての感染

症に抗生物質を投与した方が簡単､確実ではないだろ

うかと思われる方もいることでしょう。しかし、ここで重

要な点は､単なる軽い鼻水､咳などのかぜで漫然と抗

生物質を服用することによって､患者さんの体の中で

は､服用した抗生物質に抵抗性の細菌＝耐性菌がで

,蝿

似輌
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持っている患者さんは命の危険さえ出てきますb

生来健康で体力のある子どもや若年者が､たまたま
おうと

かぜや下痢、嘔吐といった感染症にかかった場合に

は､できるだけ抗生物質を使用せず自然治癒力で治し

きてしまうことなのです｡一度耐性菌ができてしまうと

その抗生物質は効果がなく、別の抗生物質を使ってそ

のときは症状が治っても、その別の抗生物質も効かな

くなり､ついにはすべての抗生物質(10種類程度しか

存在しない)が効かなくなり、お年寄りや基礎疾患を た方がよい理由で式

(リツク平成30年10月25日）

/へ、

侭
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投稿規程

愛媛県小児科医会会報く原著論文投稿規程＞

1．投稿論文について

1－1 愛媛県小児科医会会報（以下本誌という）への投稿論文の筆頭著者は愛媛県小児科医会会員に

限る。共著者は，論文に関する研究や経験に関与した（重要な示唆なども含む）者に限る。ただ

し、会報編集委員会より依頼した総説等についてはこの限りではない。＜投稿資格＞

1－2．原著投稿論文は臨床研究および症例報告とする。なお，投稿原稿の最終的な種別・領域は会報

編集委員会が決定する。投稿原稿は日本語に限り，以下の執筆要項に従う。

1－3 ．投稿論文の領域は以下に示すものとし，執筆者は投稿時に領域を申告する。

1 .新生児 2 .循環器 3 .神経・筋 4 .精神・心身 5 .血液・腫瘍

6 ．免疫・アレルギー 7 ．先天異常・遺伝 8 ．腎・泌尿・生殖器 9 ． 内分泌・代謝

10.感染症 11.呼吸器12.消化器・栄養 13. リウマチ・膠原病 14.保健15.救急

16.社会医学 17.その他

1－4 ．原著（臨床研究）は（本文十図表) 15,000字以内とする。原著（症例報告）は（本文十図表）

9,000字以内とする。詳細は執筆要項を参照されたい。

2 ．論文の投稿は，本誌のみに発表するものであって，他雑誌（和文，外国語を問わず）に発表された論

文，あるいは発表予定の論文の投稿ではないこと。ただし，会報編集委員会の許諾があれば，本誌に

掲載された論文を英文化して別誌に投稿することができるものとする。＜二重投稿の禁止＞

3 ． ヒトを対象とした研究は「ヘルシンキ宣言（以後の改訂を含む)」およびこれに準ずる指針(医学系倫

理指針）の規定を遵守すること。患者等の匿名性を十分守ったうえで，論文中にインフオームド・コ

ンセントを得たこと，所属施設・機関等の倫理委員会・治験審査委員会等の承認を得た旨を記載する

こと。症例報告においても，必要に応じて同様に対応すること。＜倫理面の配慮＞

4 ．愛媛県小児科医会が定める規定に則り，利益相反に関しては，投稿時に有無について開示すること。

＜利益相反＞

5 ．論文の採択は，会報編集委員会で決定する。

採択に当たって，会報編集委員会は原貝llとして2名以上に査読を依頼する。採用の決定が行われた

日を受理日とする。

受理日以降は内容の変更（著者名の変更なども含む）は一切認めない。変更が必要な場合は，新規

投稿扱いとなる。＜論文の採否＞

6 査読により訂正稿となった場合は， 3カ月以内に再投稿すること。期限を過ぎた場合には新規投稿

となる。

7 ．著者校正は1回行う。論文内容や図表の修正は認めない。校正刷は原貝llとして受領後3日以内に返

送すること。

8 ．別冊は50部単位で請求できる。別冊印刷代金は全額投稿者の負担とする。

9 ．掲載の順序は受理日の順とする。ただし，必要書類提出など掲載条件が完了されない場合は掲載が遅

れることがある。

一

一

－59



投稿規程

論文の著作権について

本誌に投稿された論文の著作権は，著者と愛媛県小児科医会が共有し，掲載論文の印刷，刊行，図表

の引用および転載に関する許可の権限（版権）は，愛媛県小児科医会に帰属する。

なお，抄録部分（要旨を含む）のデータベースや抄録雑誌への二次的使用ないし転載，および当該論

文の複写許諾権は愛媛県小児科医会に委嘱されたものとする。

なお，愛媛県小児科医会と特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会との契約により，投稿論文の要

旨（抄録）は医学中央雑誌にそのまま掲載される予定である。

投稿論文が採択された場合は編集協力費として1万円を下記口座に振り込み,FAXあるいはメールに

て振込名義人・振込日を事務局に通知すること。なお，入金を確認後掲載される。

振込口座

伊予銀行本店営業部

普通預金4437644

愛媛県小児科医会会長児玉義史（コダマヨシフミ）

連絡先

愛媛県小児科医会会報編集委員会事務局（福島幸恵）

TEL:089-943-7582 FAX;089-933-1465

10.

11.

/禿、
I

E-mailアドレス;fukush加a@eh加e・med.or.jp

12.投稿原稿はA4版片面に12ポイント大きさで印字した正原稿1部(図表を含む)を，投稿通知書およ

び確認書愛媛県小児科医会会報の自己申告による利益相反報告書，愛媛県小児科医会会報の論文

投稿チェックリストとともに，下記送付先に簡易書留ないしレターパックプラスにて送付する。ま

た，電子媒体(CDなど)にコピーした正原稿一部(図表を含む)を同封するか、もしくは電子メールで

下記編集事務局に送付すること。なお，封筒にはく投稿原稿在中＞と明記のこと

13.査読後再投稿原稿は電子媒体に保存し，ハードコピー1部とともに同封して郵送すること。なお，電

子化原稿は下記アドレス宛にメール添付で送信してもよい。

原稿送付先：〒790-8585松山市三番町4丁目5－3愛媛県医師会内

愛媛県小児科医会会報編集委員会事務局（福島幸恵）

TEL:089-943-7582 FAX;089-933-1465

/鮒…､I

E-mailアドレス;fukushima@eh加e.med.or.jp
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愛媛県小児科医会会報く執筆要項＞

l ｡原稿構成

（1） 第1ページ目は表紙とし,表題,各々の著者の所属,著者全員の氏名（以上は和文,英文で記載)，

キーワード，連絡責任者の住所，所属，氏名，電話, FAX,E-mailアドレス，本文の合計語数、図

表の数、文献の数を記載すること。

（2） キーワードは5個以内とし,索引として役に立つものを選ぶこと。略語は使用しないこと。また，

外国語を用いる場合は，適切な日本語がない場合に限る。

（3） 第2ページ目以降は，以下の順に作成すること。

1 ．要旨（和文抄録)， 2 ．本文， 3 ．利益相反， 4 ．著者役割（臨床研究)， 5 ．文献，

6 ．表， 7 ．図の説明， 8 ．図

（4） 図，表は1点400字換算とする。

2 ．論文種別の文字数，文献数，図・表は以下の通りである。

へ、

3 ． （原著）臨床研究および（原著）症例報告で，組上がり規定ページを超える場合は, 1ページあたり

15,000円の著者負担とする。カラー印刷の代金，図のトレース費用は著者負担とする。

4 ．著者の所属は，投稿時のものではなく，論文に関係する仕事をした時のものを記すこと。

5 ．原著論文に関しては，表題は簡潔にし，原貝llとして40字以内とし，副題は付けないこと。

6 ．原稿は，以下の要領に従って作成すること。

（1）現代かなづかい，常用漢字を用いること。

（2） 学術用語は原則として『小児科用語集』 （日本小児科学会編）によること。外国語は極力避け，そ

の使用は適当な日本語がない場合に限る。

（2）表題には略語を用いないこと。ただし略語を使用したほうが分かりやすい場合は認められる。

（4）本文中に略語を用いる場合は，一般に使われているものに限る。その場合，初出の際に省略しない

語を記載し，括弧内に略語を示すこと。

（5）原則として，外国人名は原語で，薬品名は一般名で記載すること。

7 ．英数字は半角文字を用いること。

8 ．図・表については以下の要領に従うこと。

（1） 表は，必要な情報を簡潔明瞭に示し，何を示そうとしているか分かる表題を付けること。

（2） 図・表は，本文を参照しなくともその図・表のみで内容が分かるように工夫すること。

（3） 図・表とその説明文・表題などは極力日本語を使うこと。

風
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種別 文字数 図表 要旨 文献 キー

ワード

組上がり

規定頁数

原著（臨床研究） 15,000字以内 1点400字換算 600字以内 制限なし 5個以内 8頁

原著（症例報告） 9,000字以内 1点400字換算 600字以内 15編以内 5個以内 5頁

総説 15,000字以内 1点400字換算 600字以内 制限なし 5個以内 8頁



投稿規程

性） 図。表には各々につきアラビア数字で番号を付すこと （図I ,表lなど)。

（5） 図・写真は，そのまま縮小可能な形であること。従って，縮小されても情報が読み取れるものとす

ること。

（6） 患者の顔写真を使用する際は，患者本人および患者の代諾者に十分説明の上，文書で同意を得る

こと。本人の意思表示ができない状態では，代諾者の同意のみとする。許可を得たことを写真の説明

の中に明記する。被虐待児等の症例で同意が取れない場合には, IRB (InstitutionalReviewBoard,

施設内審査委員会）の承認を得て，その旨を写真の説明の中に明記し， 目の部分を隠すなど，患者の

同定を不可能にする工夫をすること。

9 ．数字はアラビア数字を用い，数量の単位はkm, m, cm, mm, llm, L, dl, mL, llL, kg, g , mg, llg,

mEq/L, mg/dLなどを用いること。 mm3, Cmmなどは用いず, uLを用いること。

lO．著者全員の著者役割を，文献の前に例のように具体的に記載する。利益相反の後に掲載される。

（著者名）は論文の構想・設計，データの収集・解析および解釈において貢献をした。

（著者名）は論文作成または重要な知的内容に関わる批判的校閲に関与した。

ll.引用文献

（1） 文献は必要最小限にとどめること。

（2） 記載順序は引用順とし，本文中の引用箇所は，その右肩にアラビア数字を記入すること。

（3） 文献の書き方は，次の形式による。

/…、

l )雑誌の場合：著者名．表題．雑誌名発行年；巻：通巻始ページ－通巻終ページ．

2）単行本の場合：著者名．書名．版数．発行社の所在地名：発行社，発行年．

書籍の場合：著者名．書名．版数．発行社所在地名：発行社，発行年（西暦） ．

3）分担執筆による単行本の中の分担部分の引用の場合:著者名．分担執筆部分の表題編集者名．

書名．版数．発行社の所在地名：発行社，発行年：分担部分の最初ページ．最終ページ．

4）雑誌名は，その雑誌指定の略名がある場合はそれを用い，ない場合はIndexMedicusあるいは

医学中央雑誌の収載誌略名を用いること。

5 ）発行年は西暦を用いること。

6）著者名は， 3名までは全員を記載する。 4名以上の場合は最初の3名を記載し， 『，他」あ

るいは外国語文献の場合は「, etaljを付する。

7） ウェブページの場合

著者名（判れば). "Webページの題名” ・Webサイトの名称，入手先URL, (参照日付). とし，

数年間は元データを保存する。

8）実例

a) FujisawaK, TaniP, McMillanR, etal. Platelet-associatedantibodytoglycoprotein

IIb/IIIafromchronicimmunethrombocytopenicpurpurapatientsoftenbindstodivalent

cation-dependentantigens・ Bloodl993;81 : 1284-1289.

b)内田満夫，金子稔，山本洋，他．我が国におけるインフルエンザ(HlNl) 2009に対する学

校閉鎖の効果． 日衛誌． 2013;68: 103-117.

c) CohenMM. Thechildwithmultiplebirthdefects. NewYork:RavenPress l982.

〆勺
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d)大西弘高。アウトカム基盤型教育の歴史，概念，理論． 田邊政裕編．アウトカム基盤型教育の

理論と実践．東京：篠原出版新社， 2013 ： 3-38.

e) DorkenB, MollerP, PezzutoA, etal. CDw75. In:KnappW, DorkenB, GilksWR, etal,

eds・ Lymphocyte typing IV:white cell differentiationantigens. NewYork:0xford

UniversityPress, 1989: 109-110.

f) 日本小児内分泌学会のホームページ． http://jspe・umin・jp/medical/taikaku.html (2015年5

月1 日参照)．

附則

本規定は平成31年1月l

の決議で行うものとする。

i4~II

日改定、平成31年2月2日から適応する。この規定の改定は、理事会

‐､
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愛媛県小児科医会会報編集委員会殿

投稿通知書および確認書

下記題名の投稿原稿を愛媛県小児科医会会報の原著論文(臨床研究、症例報告)として掲載を希望し

ますので、送付いたします。

1． 投稿原稿については、著者全員が内容を確認し、投稿について了承しました。

2． 採択され愛媛県小児科医会会報に掲載された場合、論文の著作権(copyright)は愛媛県小児科医会

に帰属することを認めます。

3． この投稿原稿は、二重投稿ではありません。

投稿年月日 年 月 日

/#~関

論文原稿題名

論文の種類・領域： （臨床研究･症例報告） （領坦 ）

~

－64－

著者・共著者署名（責任著者は○印欄）

(自署）
確認年月日

○ 年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日
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愛媛県小児科医会会報:自己申告による禾1益相反報告書

著者名（共著者を含む全員）

論文題名

(著者全員とその対象者の配偶者、一親等の親族、収入・財産を共有する者が、投稿時から遡って過去

1年間以内での発表内容に関係する企業･組織または団体との利益相反状態を、該当する著者のみ下記

欄に記載してください｡）なお、全ての著者が下記に該当する利益相反がない場合には、次の□にチェ

ックしてください。凧、

□すべての著者が、下記に記載の利益相反事項はありません。

ﾉ向,

(申告日） 年 月 日

責任著者（署名・押印） 印

－65－

項 目

(1人当たりの金額が該当する場合は有）
該当の状況 有であれば、著者名：企業名などの記載

①報酬額

1つの企業・団体から年間100万円以上
有 ． 無

②株式の利益

1つの企業から年間100万円以上、あるいは当該株式の

5％以上保有

有 擁
〃b，、

③特許使用料

1つにつき年間100万円以上
有 ． 無

④講演料

1つの企業・団体からの年間合計50万円以上
有 ． 無

⑤原稿料

1つの企業・団体から年間合計50万円以上
有 。 無

⑥研究費・助成金などの総額

1つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局

(講座､分野あるいは研究室など)に支払われた年間総額

が200万円以上

有 ． 無

⑦奨学（奨励）寄付などの総額

1つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局

(講座､分野あるいは研究室など)に支払われた年間総額

が200万円以上

有 。 無

⑧企業などが提供する寄付講座

(企業などからの寄付講座に所属している場合に記載）
有 ． 無

⑨旅費、贈答品などの受領

1つの企業・団体から年間5万円以上
有 ． 無
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愛媛県小児科医会会報:論文投稿時チエックリスト

口筆頭著者は愛媛県小児科医会会員である

口投稿論文は臨床研究または症例報告であり、次の領域のいずれかである

l.新生児、 2.循環器、 3.神経・筋、 4.精神・心身、 5.血液・腫瘍、 6．免疫・アレルギー、

7．先天異常・遺伝、 8．腎・泌尿・生殖器、 9．内分泌・代謝、 10.感染症、 ll．呼吸器、

12．消化器・栄養、 13. リウマチ・膠原病、 14．保健、 15．救急、 16.社会医学、 17.その他

口原著（臨床研究）は（本文十図表） 15,000字以内、原著（症例報告）は（本文十図表） 9,000字
以内である

御
《
’

口二重投稿ではない

口論文原稿には、個人の匿名性を守り、説明と同意および所属施設の倫理委員会・治験審査委員会

等の承認を得た旨を記載されている

口愛媛県小児科医会会報：自己申告による利益相反報告書が記入同封されている。 （利益相反がない

場合にもその旨を記載し提出が必要）

口投稿原稿はA4版片面に12ポイント大きさで印字してあり、 「投稿通知書および確認書」が署名も

含めて記載されている

“1
口電子媒体にコピーした正原稿一部を同封され、封筒にはく投稿原稿在中＞と明記されている

口原稿送付先（下記）に簡易書留またはレターパックプラスで送付する

〒790-8585松山市三番町4丁目5－3愛媛県医師会内

愛媛県小児科医会会報編集委員会事務局（福島幸恵）

TEL;089-943-7582 FAX;089-933-1465

E-mailアドレス;fukushima@ehime・med.or.jp
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査読報告

倫理的な問題

キーワード

文章

略語

術語

統計学的方法

表

図

文献

○問題なし ○倫理委員会の承認が必要○保護

○適切である ○検索の用をなさない

○適切である ○読みづらい ○不明瞭である

○適切である ○適切でない

○不必要に外国語が多い

○正しく適用されている○適切でない

○必要十分である ○不要部分が多い○不十分．

○必要十分である ○不要部分が多い○不十分．

○保護者

○不十分で

の承諾が必要

ある

○不十分である

○不適切なものを含む○必要十分である ○多すぎる

○重要なものを見落としている

風

総合評価

A採用して可

B別紙の事項につき著者修正を要す

c全体の見直しが必要

D掲載不適当

コメント

編集委員会への意見(著者へは秘匿されます）

′輸

著者への意見(著者に送られます）
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I 編集後記

除去食連絡票の普及と誤食対応の打ち合わせが6年前

に比べて大きく改善していたのは､食物アレルギーに関

わる先生方の努力の成果と思います6力II藤先生から銅山

|||筆ハイキングの原稿をいただきました｡見晴らしの良い景

色とツガザクラの写真を見て､一度登ってみたいと思いま

した。

愛媛県小児科医会理事の矢野喜昭先生がご逝去され

ました｡矢野先生は私が初めて病棟医長になった年に入

局してきたのですが､入局前におぱあ様といっしょに四

国八十八か所参りをしたことを嬉しそうに話をしていたの

を昨日のように思い出します｡本当に人がよく、皆から

「やのつち｣と呼ばれていました｡愛媛の小児在宅医療

の核となって活躍してくれると皆が期待していたのに本当

に残念ですbご冥福をお祈りいたしま式

今年号は編集作業が遅れ､出来上がりが越年となって

しまいました。医会の活動記録としての会報は本号が最

後になりますb私は平成16年秋号(第47号）から15年間

会報の編集をしてきましたが､編集責任者として役割は

これが最後になりますbご協力いただきました会員の皆様

に深謝いたしま式

（伊藤記）

今年のキーワードは｢平成最後の｣でした｡平成が終

わるのは31年4月末ですが､年末恒例のNHK紅白歌合

戦の予告では｢平成最後の紅白」という言葉が連呼さ

れ､平成を振り返る番組も多く放送されていますb私が

開業したのが平成13年でしたが､それからでも小児医療

は大きく変わりました｡一般外来診療で大きく変わった

のはインフルエンザの治療です6迅速キットで診断し、

特効薬で治療するようになりました。また､使う薬の半分

以上が後発医薬品になりました。小児医療の無料化が

進み､小児救急(というよりも時間外診療?）のニーズが

増え､夜間急患センター･休日診療所の受診者数が増え

ました。この小児科医会会報も､本号で会員の活動報告

という役目を終え､次号から学術誌に変わりま丸

第69回の学術集会のテーマは小児の眼と構音の異常

でした｡乳幼児健診で眼位など､少し気にして診察する

ようにしていましたが､診察だけでは不十分と考え、ス

ポットビジョンスクリナーを導入しました｡手間は少しか

かりますが､遠視や斜視の疑い例が見つかるので､役に

立っていますb構音の障害については､知識不足だった

ことがよくわかりました｡なかなか難しそうですが、 「きり

ん」 「うさぎ]を試してみようと思いま丸

第70回の学術集会のテーマは小児の輸液と尿路感染

症でした｡今まで理論をあまり考えずに輸液を行ってい

ましたが､輸液中の糖分や電解質の濃度とその意味に

ついて理解することができました｡乳児の尿路感染症は

比較的よくある病気ですが､3回以上で腎癖痕の頻度が

増えることを知り､原因疾患の早期発見の重要性を再認

識しました。

吉田先生から第6回日韓小児科交流会の原稿をいただ

きました｡私もこの会に参加しましたが､和やかな良い会

で、吉田先生の流暢な韓国語がとても印象的でした｡政

治的に難しい時だからこそ､このような交流を続ける意義

があると思いますb岡本先生から､第13回愛媛子どもの

食物アレルギーシンポジウムの原稿をいただきました。

一
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