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〔巻頭言〕

「成育基本法元年」
一成育基本法の成立によって小児科医会の活動をさらに活発に一

鳥取県小児科医会会長

石谷暢男

平成30年8月の烏取県小児科医会役員会及び

総会で、笠木正明前会長の後を引き継ぎ、会長

に就任いたしました石谷暢男でございます。歳

だけは取っておりますが、不慣れなため、ご指

導ご鞭燵をよろしくお願いいたします。

今後の烏取県小児科医会の基本方針としまし

ては、笠木前会長在任時の方針を継承し、前会

長及び地区選出の松田隆中部小児科医会会長、

長田郁夫西部小児科医会会長、東部小児科医会

会長（現在は私が兼任していますが、近い将来

優秀な会長に引き継ぐ予定です）と綿密に連携

を取りながら、小児医療を供給する側と受給さ

れる側がウインウインの関係になるような活動

を企画していきたいと思っています。

さて、平成29年9月現在、烏取県小児科医会

の会員数は東部25名、中部13名、西部41名計79

名です。鳥取県小児科医会に所属していながら、

日本小児科医会の会員をされている先生は平成

30年12月1日現在46名です。 日本小児科医会の

会員数は5,515名で、最も多いのは東京小児科

医会538名、最も少ないのは山梨と奈良小児科

医会の39名で、烏取県は下から5番目です。小

さな県ですので、会員全員が、少なくとも一つ

の委員会に所属していただき、全員参加型の運

営を行っていこうと考えています。ご協力の程

お願いいたします。

以上のような文面を書いていた矢先、平成30

年の年末に「成育基本法」の成立というニュー

スが入ってきました。 12月5日に衆議院を通過

し、 8日午前2時25分頃に参議院本会議にて全

会一致で可決通過し、与野党の協力で国会で成

立したという経緯です。成育基本法は、 日本医

師会が平成16年に、新生児期から思春期まで一

貫して扱える、小児を中心とした保健・医療・

福祉の法律を目指し、小児科連絡協議会（日本

小児科学会、 日本小児保健協会、 日本小児科医

会）に仮称小児保健法プロジェクトチームが設

置され、検討が始まりました。この度、 15年来

の小児科・産婦人科など様々な医療従事者の悲

願でもありました法律が成立した事になります。

日本小児科医会からのメールを受け、一人で拍

手と万歳をし、地区選出の青木一彦、赤沢亮正、

石破茂、舞立昇治代議士（あいうえお順）へ礼

状をお送りいたしました。

これまでは、胎児期（妊娠期)、新生児期、

乳幼児期、学童期、思春期などライフステージ

でそれぞれに法律がありましたが、継ぎ目なく

支援できていませんでした。成育基本法により、

子どもを、人格を有する権利主体とした上で、

子育てを、次世代を育成するための社会全体の

責任と考え、一人の人間の成育過程をシームレ

スに支援していくことが可能になりました。成

育基本法は、理念法・基本法ですが、子どもに

関する施策を行う根拠となる法律です。 これか

らは、厚生労働省が関係省庁と連携して、成育

医療等基本方針を総合的に策定し、全国の1700

の自治体それぞれに、具体的な医療政策の作成

を促すことにより、子どもが生まれてから大人

になるまでの心身の健やかな成長の育成過程を

切れ目なく支援、推進していくことができるよ

うになります。

「子どもは、未来」です。烏取県小児科医会
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として、都道府県レベルでの協議会に積極的に

参加し、次世代の子どもの関わる専門職（小児

科医）として、活発に活動していきましょう。
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【特別寄稿1】

開業小児科で出来る ｢抗菌薬の適正使用」

境港市、岡空小児科医院

岡空輝夫

（1）はじめに

最近、 “薬剤耐性（以下AMR)対策アクショ

ンプラン(NationalActionPlanonAntimi-

crobialResistance2016-2020)''とか“抗菌

薬の適正使用”という言葉を耳にされたことは

ありませんか。 2015年5月の世界保健機構

(WHO)総会において薬剤耐性に関するグロー

バル・アクション・プランが採択され、 これを

受けて、 2016年4月5日厚生労働省より日本で

は初めてのアクションプランが発表されました。

抗菌薬の不適正使用による耐性菌増加が深刻

化したために、いよいよ国際社会全体での取り

組みが始まったのです。

私たち医師（とりわけ小児科医）に課せられ

た課題は何でしょう？ずばり 「抗菌薬の適正使

用」です。どうすれば良いのでしょか？まず手

始めに、ウイルスがほとんどの原因である“風

邪”に抗菌薬を使わないということです。抗菌

薬処方が不必要な感染症に抗菌薬処方をやめる

という、極めて簡単なことです。しかしながら、

私が子どもの頃、植木等さんは歌っていました！

｢わかっちゃいるけどやめられない・ ・ ・」そ

うなんですよね！極めて簡単なことであっても、

長年習慣になっていることを変える（改める）

となると、簡単ではないのが世の常なのです。

本稿では一見簡単そうで実は難しい、抗菌薬

が不要な感染症に抗菌薬処方をやめるという

｢抗菌薬の適正使用」について、具体的にどう

すれば良いのか？ 開業小児科医の立場から考

えてみました。

ご存知のない人のために、私は1954年生まれ

の65歳、 1979年烏取大学医学部卒業41年目のロー

トル小児科医です。自己紹介を含めて、私と抗

菌薬との関係について述べさせていただきます。

小児科医になりたての1980年代はセファロスポ

リン系抗菌薬(CS系）が次々に開発販売され、

ペニシリン系抗菌薬(PC系）に取って代わっ

た時代です。大変お世話になった先輩や指導医

の教え、教授回診においても、子どもの発熱に

は抗菌薬を処方しなさいというのが常識の時代

でした！始めはビクシリン(ABPC)でしたが、

次第にケフレックス (CEX)、 ケフラール

(CCL)、オラスポア(CXD)など結果的に多

くの抗菌薬を処方していました。

多少の経験を積んだあと、 1996年に郷里で小

児科医院を開設しましたが、開院当初は発熱小

児のほぼ全例に処方していました。真偽の程は

明らかではありませんが、 メーカーからセフゾ

ン(CFDN)購入量烏取県Nolの称号（今か

ら思えば、不名誉称号）を授かり、有頂天になっ

ていた時代もありました。小児科医になって、

最初の20年間はまさに抗菌薬をたくさん処方し

たと言っても過言ではないと思います。

開業後しばらくして、新しい知識を求め、 日

本外来小児科学会などに参加するなかで、 『抗

生物質を使用しなければ小児医療における耐性

菌は確実に減少する（武内一)』と言う発表に

出会いました。 まさに目から鱗の衝撃でした1

大きな衝撃を受けた私はこのまま抗菌薬を使い

続けていいのだろうか？と、疑問を感じるよう

になり、 2000年頃から行動変容を起し、それま

でたくさん処方していたCS系を減らし、処方（2）自己紹介を兼ねて、私と抗菌薬について
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ん、 リスクは小さい程良いのですが、過剰なリ

スク回避を求めるあまり、保守的となり、新し

い挑戦を全くしなく （出来なく）なります。そ

のような状態は「リスク回避病」と呼ばれてい

ます。

医療に関して可能な限りリスクを回避するこ

とは大切ですが、 100%のリスク回避を追求す

ると今度は過剰医療となります。例えば、迅速

検査が陰性の場合に何度も検査する（あるいは

陰性に関わらず、当該薬剤を投与する）場合な

どはリスク回避を追求するあまり、 リスク回避

病（状態）に陥っていると考えられます。

ほぼ必要のない状況にも関わらず、何かあっ

たら困る（責任を取らされる）という理由で抗

菌薬を処方する心理状態はリスク回避病（状態）

と同じです。医学の基本である患者背景、感染

症の流行状況、問診、診察所見をおろそかにせ

ず、必要最低限の検査も検討しながら、 自分の

下した診断名には自信を持ち、過剰なリスク回

避は行なわないことが大切です。

するにしてもまずはPC系へと移行しました。

またミノマイシン(MINO)の副反応（歯牙の

黄染など）を考慮し、原則8歳以上に限定し、

突発性発疹症(ES)、アデノウイルス感染症な

どは原則抗菌薬を使わないなどの努力も合わせ

て行なうようにしました。さらに2005年頃から

｢単なる風邪に抗菌薬を使わない」方針にし、

乳幼児への抗菌薬投与はかなり減少しましたが、

熱と咳の学童には、肺炎マイコプラズマ(MP)

感染症を念頭に入れて、ほぼ全例にクラリスロ

マイシン(CAM)を処方していました。

そんな折、MP感染症の急性期診断にMP-

LAMP法が有用であるということを知り、 2013

年5月からMP-LAMP法を外注検査として採

用、MP感染症を発病数日の急性期に確定診断

出来るようになり、 CAM、MINO、オゼック

ス(TFLX)の適正使用を念頭に置きながらの

診療を行なえるようになりました。今さらでは

ありますが、感染症の診断と治療には流行把握、

丁寧な問診と診察所見の重要性を改めて認識し

ました。今では単に「流行っているから、念の

ために・ ・ ・」の疑い病名での抗菌薬処方は過

剰なリスク回避（すなわち、 リスク回避病：後

述）だと思っています。そして2018年の夏、 日

本外来小児科学会第1回AMRセミナーに参加

し、AMR対策の必要性を確信しました。

（4）自分自身の抗菌薬処方状況を（こっそり）

知る方法について、考えてみました1

抗菌薬の適正使用を考えるにあたり、 こっそ

りじやなくて良いのですが、まずは自分自身の

抗菌薬処方状況を知る方法について、考えてみ

ましょう。

1）処方菱1000枚あたりの抗菌薬処方数

カルテ全部を紐解けば良いのですが、実際に

は大変な場合も多いので、特定の1ヶ月分のカ

ルテを検索してみました。小児科医院としては

比較的閑散期の7月の1ケ月分を2013年、 2018

年について調査致しました。具体的には診療報

酬実額、 ワクチンや乳児健診を除く保険診療受

診総数、処方菱発行枚数、抗菌薬（種類と量）

を集計します。そして、処方菱1000枚あたりの

抗菌薬処方数を計算し、比較しました。

諸事情により診療報酬実額は秘密ですが（笑

い)、保険診療1000人あたりの処方妻発行枚数

（3）感染症に対する抗菌剤薬投与とリスク回

避さらにリスク回避病

風邪のほとんどはウイルスが原因であり、風

邪に抗菌薬は効かないことは、長い間医学を学

び、医師国家試験を合格した医師なら、先刻承

知のはずです。では、なぜ風邪に抗菌薬を処方

してしまうのでしょう？それは社会情勢や経済

の先行きが不透明なように、医療にも不確実な

こと（医療の不確実性）が必ずあるからです。

数学や物理の世界でない限り、先行き（答え）

はひとつではなく、不透明であり、社会生活に

は一定のリスクを伴うことは当然です。もちろ
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は962枚(2013年7月）→909枚(2018年7月)、

処方雲1000枚あたりの抗菌薬処方枚数は100.6

枚→27.8枚に減少しました。また、 2018年7月

の診療報酬実額指数(2013年7月を100として）

は106であり、 2018年の患者数が減少した訳で

はありませんので、ご安心ください（笑い！ ）。

〆
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図1 1ヶ月間の抗菌薬処方量の比較

2013年7月

67.89

24.19

14.99

49.749

1.89

3.459

5.79

167.59

2018年7月

34.79

20.79

0

0.9g

O

O

O

56.39

抗菌薬

AMPC

CEX

CDTR･PI

Ｍ
Ｍ

Ａ
Ｚ

Ｃ
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MINO
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合計

表1 1ヶ月間の抗菌薬処方量の比較

抗菌薬種類別の比較（表1 ）ですが、AMPC

とCEXは半減？微減程度でしたが、 CAMは著

減セフジトレンピボキシル(CDTR･PI)、

AZM、MINO、 TFLXは処方なしとなったの

が大きな変化です。

1ヶ月間の抗菌薬処方量の比較を図1 ，表1

に示しました。抗菌薬の処方総量において、

2013年7月: 167.59, 2018年7月:56.39(2013

年対比： 33.6％）であり、約3分の1に減少し

ています。
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2013年7月抗菌剤167.59内訳 2018年7月抗菌剤56.3g内訳
CAM
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図2処方抗菌薬割合の変化

処方抗菌薬割合の変化を図2に示しました。

抗菌薬の処方は細菌感染症の流行状況にもよ

りますので、 当該月の感染症状況もあわせて調

査しました。 2013年7月の主な感染症は、溶連

菌感染症(GAS) 15例、手足口病(HFMD)

24例、MP感染症6例、 アデノウイルス感染症

7例などです。一方2018年7月はGAS3例、

ヘルパンギーナ7例、HFMD4例、エコーウ

イルス感染症11例、 RSウイルス感染症2例な

どであり、MP感染症の発生はありませんでし

た。 2013年7月のCAM、AZM、MINO、TFLX

処方はMP感染症に対するものだと理解して良

いと思います。抗菌薬の適正使用は必要な症例

には処方し、不必要な症例には出来るだけ使用

しないと言うことであり、使用数や使用量が少

ない程よくて、多いとダメだと言うことではな

いと思います。必要な症例には自信を持って、

抗菌薬を処方すべきだと思います。 2018年7月

はMP感染症の発生がなかったため、 CAM等の

処方がほとんどなかっただけという、極めて当

然の結果だったと言うことです。

すなわち、MP感染症の流行の有無により

CAM/AZM/MINO/TFLXなどの処方は左右さ

れますが、 5年間で処方菱自体を発行しない患

者は約3倍に増え、抗菌薬の処方雲発行数は約

4分の1に、抗菌薬の処方量は約3分の1に減

少していました。

2）年度別抗菌剤購入量調査

厳密には抗菌薬購入量＝使用量ではありませ

んが、不良在庫や大量購入がなければ、抗菌薬

使用量を購入量で代行出来ると考えられます。

院内処方であれば、薬剤卸しの請求書1年分

を調査するだけですので、実際の処方調査に比

べても極めて簡便に調査が可能です。当院の会

計年度別に、 2005年度（実際は2005年9月～

2006年8月)、 2011年度(2011年9月～2012年

8月)、 2016年度(2016年9月～2017年8月)、

2017年度(2017年9月～2018年8月）分を集計

し、比較しました。

購入量全体の比較（表2、図3参照）では、

2005年度:22599, 2011年度: 1942g (2005年

度比: 86.0%)、 2016年度: 847.59 (37.5%)、

2017年度: 10719 (47.4%)であり、 2005年度

に比して、 2011年度は微減、 2016/17年度はと

もに半減以下という結果でした。
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抗菌薬/年度

AMPC

BAPC

CEX等

CMZ等

CDTR-PI等

CAM

AZM

CLDM

MINO

TFLX/NFLX

FOM

合計

2005年度 20011年度

5009 5009

259 0

2159 2209

0 359

3909 2109

5839 5809

4709 2509

69 69

259 459

59 10g

409 809

22599 19429

2016年度

500g

o

40g

10g

409

2309

0

2017年度

9509

0

909

0

269

5g

O

O

O

O

O

10719

0

地

睡

－

０

847.59

表2年度別、抗菌薬別抗菌薬購入量の比較

略語：バカンピシリン(BAPC) セフメタゾール(CMZ)

ノルフロキサシン(NFLX) ホスホマイシン(FOM)
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図3年度別、抗菌薬別抗菌薬購入量の比較

当院は院内処方ですので、調査は比較的簡単

です。薬剤卸各社の請求書を年度ごとに抗菌剤

のみピックアップして集計します。資料が残っ

ている一番古い年度から、数年ごとに比較して

みれば、抗菌薬の購入状況の推移が分かります。

年度末在庫の偏りさえなければ、購入量＝ほぼ

使用量と考えて良いだろうと思われます。

購入量および抗菌剤種類の年度別の比較です

が、 2005年度と2011年度は基本的に大きな変化

はありませんが、 2016年度は総量で大幅に減少

(2005年度比較で62.5%減)、抗菌剤種類におい

てはPC系変わらず、 CS系減少、 CAM半減、

ワ
イ



AZM、FOM購入せずとなり、大きな変化を示

しました。 2017年度の購入総量は若干増えまし

たが、種類において、 PC系は倍増、CS系では

CEXのみ増加、CAMは著減しています。 2017

年度はGASの症例が多く認められた反面、MP

感染症の流行はなく、CAMの購入がわずかだっ

た理由だと思います。

当院においてMP-LAMP法は2013年5月か

ら開始したため、それ以前はMP感染症疑いで

相当数の患者にCAMおよびAZMを処方してい

たものが、 2016年度には67例という相当数の確

定症例がありながら、CAMの購入量は逆に半

減しているという一見奇異な結果となりました。

しかしながら、 このことはすべてが不適正使用

とは言えないとは思いますが、 2005年度、 2011

年度を含む2013年度以前は多くの症例へのCAM

やAZMの無駄な投与が行なわれていたと想像

されます？我ながら、穴があったら入りたい気

持で一杯です。一方、 2017年度の購入総量は若

干増えましたが、種類において、PC系は倍増、

CS系ではCEXのみ増加、CAMは著減していま

す。 2017年度はGASの症例が多く認められた

反面、MP感染症の流行はなく、CAMの購入も

わずかでした。 2016年度、 2017年度に限って言

えば、 2016年度はMPの流行によりCAMの購入

が増え、 2017年度は例年よりGASが多かった

ため、 PC系の購入量が増加したと考えられ、

適正な症例に適正に抗菌薬が処方されたと考え

られました。

とです。

開業して何年も経つと自分の診療は正しいの

だろうかと不安になります。時々自分自身の抗

菌薬使用について、月単位あるいは年単位で調

査してみてはいかがでしょうか？そして、抗菌

薬の適正使用に向けて、大きく舵を切りません

か？

（5）自分自身の抗菌薬使用状況を知り、抗菌

薬適正使用に舵を切ろう！

感染症診療リスク回避に抗菌薬投与を行なっ

ていませんか？ 「抗菌薬の適正使用」は決して

抗菌薬を使うなということではありません。適

切な症例に適切な抗菌薬を適切な量、適切な期

間、適切なルートで投与するということです。

抗菌薬の必要な患者には抗菌薬を処方し、必要

のない患者さんには処方しないという簡単なこ
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【特別寄稿2】

医療的ケア児支援の動向について
～障がい児施策の変遷と烏取県での取り組み～

鳥取大学医学部附属病院小児在宅支援センター

玉崎章子

と推計されている。 （図1）歩ける子どもから

寝たきりの重症心身障がい児まで病状は幅広く、

また、病状の安定や成長発達とともに医療的ケ

アが不要となる子どももいる。このように個別

性が高いため、保育や教育を含めた支援の方法

は個別、具体的に検討する必要がある。

1 ． はじめに

医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、

新生児集中治療室等に長期入院した後、引き続

き人工呼吸器や胄瘻等を使用し、疾の吸引や経

管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な障が

い児である。全国の医療的ケア児や約l.7万人

図1 :医療的ケア児数の推移
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医療的ケア児はこの10年で約2倍に増加

厚生労働省HPより引用

しかし、 ここ数年、重症心身障がい児に該当

しないが、医療的ケアが必要な子どもが増加し

ており、従来の福祉制度や法律では支援ができ

ない子どもが存在するようになった。平成28年

6月の児童福祉法に「医療的ケア児」が明文化

され、平成30年4月の障害者総合支援法および

児童福祉法の一部改正により、障がい児支援の

ニーズの多様化へのきめ細かな対応、各機関の

連携が求められるようになった。医療的ケア児

2．障がい児施策の変遷

日本の重症心身障がい児施策として、昭和40

年、 50年代は施設入所の対応が主流だったが、

平成の時代に入ると自宅で過ごす重症心身障が

い児．者への支援として「通園事業」が急速に

普及した。その後、短期入所、ホームヘルパー、

児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介

護等、在宅で過ごす重症心身障がい児のための

福祉サービスのメニューが増えた。
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3． 医療的ケア児が日中過ごす場所を拡げるた

めに

以前は、 自宅や福祉施設で、親子で過ごすこ

とが主流であったが、特に母親が仕事復帰や就

労を希望する事例が増えてきていることから、

子ども単独で通園できる福祉施設や保育園での

保育のニーズが高くなっている。就学に関して

も、 インクルーシブ教育の流れもあり、特別支

援学校ではなく、 自宅近くの学校に通学を希望

する事例が出始めており、今後増加することが

予想される。そのため、園医や学校医にも医療

的ケアが必要な子どもが、保育園や学校で安全

に過ごすための助言を求められることが増えて

くると思われる。そして、病院で主治医をして

いる医師も園医や学校医との連携が求められる。

米子市では、近年、医療的ケアが必要な子ど

もの保育園入園の希望が増加しており、医療的

ケア児受け入れのためのガイドラインを今年度

作成した。医療的ケアが必要な子どもを保育園

で受け入れるにあたり、事前に保護者や医療機

関から情報収集を行い、児を安全に受け入れる

ことができるか協議を行うこと、保育園の看護

の支援に関する保健医療、福祉、教育等の連

携の一層の推進について誰っており、 「地方公

共団体は、人工呼吸器を装着している障害児、

その他の日常生活を営むために医療を要する状

態にある障害児が、その心身の状況に応じた適

切な保健、医療、福祉その他各関連分野の支援

を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の

各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行

うための体制の整備に関し、必要な措置を講ず

るように努めなければならない｡」としている。

そして、保育、医療保健、障がい福祉、教育

それぞれの分野で役割についても明記されてい

る。医療関係の役割は、訪問診療や訪問看護等

医療を受けながら生活することのできる体制整

備の確保、小児在宅医療従事者育成のための研

修会の実施、等である。また、行政の各関係課

室等の連携だけでなく、関係機関等の連携につ

いても明記されており、 これまで医療者があま

り関わることのなかった保育や教育、福祉分野

の職種と連携する「多職種連携」が今後重要と

なる

写真1 医療的ケア児等コーディネーター養成研修

医療機器の体験コーナ 支援計画の立て方

模擬担当者会議

"濁
準：： :"鴬、灘懲

蕊写真掲載について許可をいただいています。
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師への研修、入園後の医療機関との連携につい

て記載されている。今後、 このガイドラインが

活用され、 より良いものにブラッシュアップさ

れ、 また県内の市町村でも活用されることが期

待される。

就学について、県立の特別支援学校の受け入

れ体制は整備できつつあるが、市町村立の小中

学校への受け入れ体制は未整備である。今後、

特別支援学校の受け入れ体制を参考に教育委員

会と協働して取り組んでいく必要がある。

ネーターの役割が重要であり、育成が急務であ

る。烏取県では、平成30年10月20日、 11月5日．

6日、 11月29日･30日の5日間コースで医療的

ケア児等コーディネーター養成研修が開催され

た（写真1 ）。相談支援専門員、訪問看護師、

保健師等、医療的ケア児支援の総合調整を担う

職種を対象としている。人工呼吸器、気管切開

等医療的な内容はもちろんのことながら、保護

者の思いや各ライフステージに必要な支援、相

談支援の考え方、実際の支援計画の立て方まで、

幅広く学習できる研修である。県内の相談支援

専門員20名、看護師8名、保健師4名を含む合

計39名が受講した。修了生が、医療的ケア児支

援のコーディネーターとして地域で活躍し、連

携が円滑にいくことが期待される。

4医療的ケア児支援のためのコーディネーター

高齢者の在宅生活支援のコーディネートは、

介護保険制度に規定されるケアマネージャーが

行う。障がい児・者支援のコーディネートは障

害者総合支援法に規定される「相談支援専門員」

がその役を担うことになる。 しかし、医療的ケ

ア児の相談支援となると、相談支援専門員は医

療の知識がほとんどなく、医療機関との連携が

円滑にできないといった課題がある。医療機関

側も相談支援専門員の存在を知らないことがあ

る。多職種連携を円滑に進めるうえでコーデイ

5医療的ケア児等とその家族のための大山キャ

ンプ

烏取県では平成30年9月22日～24日の2泊3

日で、医療的ケア児とそのきょうだい、保護者

を対象としたキャンプを大山で開催した。 日常

生活において制約を受けることが多い子どもた

写真2:大山キャンプ

支援者と家族で子どもの体調確認と医療的ケア等の情報共有 ‘■

気管切開人工呼吸器が必要でも
ポニーに乗馬して、家族写真。

バルーンアート ※写真掲載について許可をいただいています。
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ちに新たな出会い（社会参加） ・成長（自立）

を体験してもらうとともに、 日頃、子どもたち

の育児や見守りに多くの時間を費やしている保

護者の負担軽減を図り、合わせて医療的ケア児

等に対する県民への理解啓発を図ることを目的

としたものである。医療的ケア児9名、兄弟姉

妹4名、保護者13名が参加し、支援者・ボラン

ティアとして医師・看護師・学生等の計50名が

付き添った。屋内ではバルーンアート、キャン

ドルサービスなどを実施し、屋外では動物との

ふれあいやバーベキュー、星空観賞、花火を行っ

た。気管切開、人工呼吸器が必要な子どもたち

もポニーに乗って家族写真を撮ったり、大浴場

で入浴したりと、子どもや家族だけでなく、支

援者も一緒に楽しい時間を過ごすことができた。

(写真2）ボランティアとして、現在医療的ケ

ア児の支援を行っている人から、初めて医療的

ケア児に関わるという人まで幅広く参加した。

医療的ケア児のことを知ってもらう良い機会に

もなったと考える。キャンプの開催費用は、ク

ラウドファンディング型ふるさと納税を活用し

たため、県民への啓発にもつながった。 （※）

平成31年度も烏取県主催でこのキャンプを開催

する予定である。詳細は烏取県子育て王国推進

局子ども発達支援課のホームページを参照され

たい。

することを目標にしている。平成31年4月に県

内第1号となるハブ拠点施設（博愛子ども発達・

在宅支援クリニック）がオープンする。医療的

ケア児、重症心身障がい児・者、難病児の発達

支援、体調管理を外来診療や訪問診療で行いな

がら、 日中の活動場所である医療型児童発達支

援・児童発達支援・放課後等デイサービス事業、

家族の休息や日常のケアの見直しを目的とした

医療型短期入所事業を行う。子どもを主とした

訪問診療は県内初であり、今後西部地区の障が

い児医療体制は、保護者の通院負担を軽減した

うえで、細やかな体制がとれるようになる。福

祉サービスでは、気管切開や人工呼吸器が必要

な子どもを積極的に受け入れることとし、 これ

まで遊ぶことや社会参加の機会が少なかった子

どもたちへの支援を始めることができるととも

に、保護者、特に母親の就労支援にもつながる。

子どもを支援する地域の人材の育成、今後ニー

ズが出てくると予想される保育園や学校の受け

入れ体制強化にも行政と協働して取り組んでい

く予定である。

7． まとめ

医療的ケア児の地域生活支援は、子ども本人

のみならず、兄弟姉妹を含む家族の支援も必要

である。そして、支援を担う人材の育成と連携

が必要である。支援を行う人材は、全員その道

のプロになる必要はなく、いつでもプロに相談

できる体制を整備すること、経験を積んだ人材

が初めて支援する人材を指導する屋根瓦式の教

育体制を地域で整えていくことが必要だと考え

る。ハブ拠点での活動、烏取県主体の大山キャ

ンプ等を基盤に人材育成の裾野を広げていきた

い。

6．難病の子どもと家族の地域生活支援拠点：

博愛子ども発達・在宅支援クリニック

平成27年ll月から鳥取県と日本財団が共同し、

地域住民が元気に暮らし、誇りを持てる社会づ

くりのためのプロジェクトを実施している。こ

のプロジェクトの1つに、難病の子どもと家族

の地域生活支援「福祉、医療、教育の連携」が

あり、難病児と家族が地域で不安なく生活して

いくための支援体制づくりを進めている。最終

的には烏取県内東．中．西部にlか所ずつハブ

拠点となる施設をつくり、地域の支援者や事業

所、医療機関と協働して、生活支援体制を構築
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【特別寄稿S】

『子どもと歯』

烏取県西部歯科医師会

田本 晃

日本は、超高齢化社会を迎えています。健康

で長寿に生きるための三本柱として、 「栄養

(食と口腔機能)｣、 「身体活動（運動など)｣、

｢社会参加（就労、ボランティア、余興活動)」

の三つに集約されるといわれます。もっと簡単

に言えば「しっかり噛んでしっかり食べ、動き、

そして社会性を保つ」ことといえます。子ども

のう歯は、減少傾向が続いておりますが、一生

涯、 口の健康を保つため、その入り口である小

児の口腔ケア、 う歯予防と処置、そして口腔機

能向上が重要になってきました。今日は、小児

のう歯予防を中心に書きたいと思います。

なぜ、どうしたらう歯が出来るのでしょうか？

う歯は、感染症といわれ、その原因菌である

｢ミュータンストレプトコッカス(SM菌）の

感染・定着｣に始まります。SM菌が、エネルギー

を得るため、糖質を分解し酸を作ります。歯の

周りは、食後2～3分でpH7からpH4.5まで低

下します。永久歯はpH5.5、乳歯はpH5.8 (乳

歯の方がう歯になりやすい）で歯質のCaとPが

溶け出します。これを脱灰といい、約20分間続

きます。その後、唾液により中和されpH7に戻

り、唾液中のCaとPが歯に再付着（再石灰化）

がおこり、歯は修復されます。口の中に糖質が

入るたびに、脱灰と再石灰化を繰り返します。

例えば、ジュースをチビチビ飲む、アメやガム

を長時間食べると、脱灰のみ進み、唾液の修復

機能が働かず、歯に穴があき、 う歯となります。

フッ素は、歯質の耐酸性を強化し、再石灰化を

促進することによりう歯を予防します。

次にSM菌の感染・定着についてです。 SM菌

は、乳前歯が萌出する生後6ケ月までは、 口の

中から検出されません。乳前歯が萌出する生後

6ヶ月頃より徐々に検出し始め、第一乳臼歯が

萌出する1歳半頃からSM菌の検出率が高まり、

乳歯が出揃う2歳後半から3歳頃までに68％の

小児の口の中から検出されます。そして、 SM

菌検出率の増加にやや遅れ、 う歯罹患率も高く

なります。ちなみに4歳以降になると、ほとん

どSM菌は定着しません。SM菌は、多くは両親

(特に母親）から感染します。 う歯予防の第一

歩は、 SM菌を感染させないことが重要で、唾

液を介した菌の伝播を防ぐため、子どもと同じ

スプーンやカップを使用しない、唇にキスをし

ない、噛んで食べたものを子どもに与えないな

どが、保護者に求められます。

それでは、小児の口腔ケア、歯みがきはどの

ように進めたらよいのでしょうか。

よく患者さんから「いつから歯みがきをした

らいいか？」 「仕上げみがきは、いつまですれ

ばいいか？」などの質問を受けます。口腔ケア

は、赤ちゃんがまだお母さんのお腹の中にいる

ときから始まります。お母さんがう歯治療、歯

みがきをしっかりすることで、 SM菌数を減少

させ、子どもへの伝播を減らすことが出来ます。

そして、生後すぐから、まだ生えていない赤ちゃ

んでも、歯みがきの準備を心がけるようにしま

す。口の周りをやさしく撫でたり、清潔な指で

口の中を触れたりします。生後6ヶ月に歯が生

え始めたら、頬、 口唇に優しく触れ、少しずつ

口の中に歯ブラシを入れていきます。 3歳頃か

ら親の仕上げ磨きが重要で、親が座って膝の間

に子どもを寝かせ、 口の中がよく見える状態で

奥歯まで丁寧にみがきます。また、 この時期か
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子、 口唇の閉鎖不全の子などが問題になってい

ます。昨年の診療報酬改定で、歯科疾患管理料

(歯管）に、小児口腔機能加算が入りました。

これは、食べる、話す、栄養（体格）について、

一定の口腔機能の評価基準に基づき、 「口腔機

能発達不全症」と診断された患者(15歳未満）

に、継続的な指導及び管理を実施するものです。

しかし、 まだ始まったばかりで、歯科医師会と

しても、今後講習会等を通じて、会員への周知

を図っていくつもりです。

ら歯みがきの習慣を身につけ始めます。 3～6

歳から自分でも歯みがきをさせ、親が仕上げ磨

きをします。 （フロスも大変有効です｡）そして、

小学校3年生までに自立できるのが目標です。

子どもは、お父さんお母さんを見て育ちます。

家族が食後や寝る前に、歯を楽しそうに磨いて

いれば、仕上げ磨きも楽しいものになります。

次は、砂糖（おやつ）の話をします。 日本にお

いて年間の砂糖消費量は、 1960年代をピークに

一人あたり30kgから減少し続け、現在16kgと

いわれ、米国31kg、 EU36kgと比べ、先進国

で最も少なくなっています。砂糖は、量より摂

り方が重要です。 「おやつ」は、子どもにとっ

て（大人にとっても）楽しみの一つです。時間

を決め、ダラダラと飲食せず、寝る前は甘いも

のを食べないことが大切です。また、乳幼児期

に、哺乳瓶でジュースやスポーツ飲料を与える

と、 う歯の原因になります。なお、母乳及び乳

糖は、 SM菌に感染してもう歯は作りません。

ただし、母乳と砂糖が混在すると、 う歯は急速

に進むといわれています。

最後にフッ素についてです。フッ素は、再石

灰化の促進、歯質強化、そして最近の酸産生の

抑制をする効果があり、 う歯予防ができます。

フッ素利用方法としては、 フッ素配合歯磨剤、

フッ素洗口法、 フッ素塗布の三つがあります。

フッ素配合歯磨剤は、 3歳頃より500～1000

PPMの歯磨剤を5mm以下使用し、寝る前が

効果的で、歯みがき後5～lOmLの水で、一回

ほど洗口します。 6～14歳は、 1000PPMの歯

磨剤を1cm、 15歳以上は、 1000～1500PPMの

歯磨剤をl～2cnl使用します。 フッ素洗口法

は、 4歳以上からフッ素洗口液でブクブクうが

いをする方法で、家庭や幼稚園・保育園及び小

中学校ですると効果があります。フッ素塗布法

は、歯科医院などでフッ素を歯に直接塗る方法

で、年に数回塗布し1歳半頃から行います。以

上、 う歯予防を中心に書きました。

最後に、最近食べられない子、飲み込めない
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【特別寄稿4】

『成育基本法』の成立

こどもクリニックかさぎ

笠木正明

等を包括したイメージとして考えられていたと

思います。

その後、 日本小児科学会・日本小児保健協会・

日本小児科医会の三者で結成された（仮称）小

児保健法プロジェクトチームでも、 「小児保健

法」に包含すべき内容について検討されていま

す（平成16年1月31日、 日本小児科学会ホーム

ページより)。平成16年3月、 日本医師会の乳

幼児保健検討委員会答申で、医療・保健・福祉

を包含した子どものための総合的社会制度が必

要であるとされ、 「子ども支援日本医師会宣言」

(平成18年5月、 日本医師会）に「小児保健法

の制定」が明記されました。平成20年1月、 日

本医師会の小児保健法検討委員会（プロジェク

ト）で、小児保健法の具体的なあり方ついて検

討協議され、答申が出されました。平成20年3

月頃より、 日本医師会は、 「小児保健法（仮称)」

案をまとめ、 日本医師連盟とともにロビー活動

を始め、 自民、公明の与党国会議員と勉強会、

検討会を重ねていましたが、平成21年8月衆

議院議員選挙による政権交代の影響でロビー活

動が一時頓挫してしまったています。

平成24年8月、 日本医師会周産期・乳幼児保

健検討委員会に、会長より 「母子保健法の課題

とあるべき方向性一小児保健法の可能性を含め

て－」を諮問。 平成25年10月、 日本医師会周

産期・乳幼児保健検討委員会（五十嵐隆委員長）

において、 日本医師会小児保健法検討委員会

(プロジェクト）答申で示された小児保健法案

をベースとして、新たに「成育基本法」として

制度の骨格が示され、 日本医師会長に答申とし

て提出されました。

1 はじめに

平成30年12月8日開催の参議院本会議で、 日

本小児科医会の積年の念願であった『成育基本

法』が可決成立いたしました。 「成育過程にあ

る者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な

成育医療等を切れ目なく提供するための施策の

総合的な推進に関する法律」 （略称：成育基本

法）と言いいます。子どもに関する施策を行う

法的根拠となるものです。

成育基本法は、理念法・基本法になります。

胎児期、新生児期、乳幼児期、学童期、思春期

を経て成人に至るまでの成育過程にある者に、

医療、保健、教育、福祉が連携して切れ目なく

支援を行い、健やかな成長をはかるとともに、

安心してこどもを産み育てる環境を整備するこ

とを目的としています。政府に対し「成育医療

等基本方針」の策定・閣議決定を求め、基本方

針に基づく施策の実施や、必要な法制上・財政

上の措置を講じることも記載されています。厚

生労働大臣の下に新たな会議体として「成育医

療等協議会」を設けることも明記、同基本方針

の策定・見直しを検討する場とされ、 この基本

方針は6年ごとに見直すことになっています。

2経緯

当初、 1990年代頃、 日本小児科医会内で、子

どもの権利を認め、子ども自身が健全に成長し

ていくためのよりよい環境作りと、それを社会

全体で支えていくシステムを制度化するための

法律「小児保健法」として画策されていました。

関連法規である「健康保険法｣、 「母子保健法｣、

｢児童福祉法｣、 「予防接種法｣、 「学校保健法」
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日本小児科医会は、同じ頃に各地で「小児保

健法制定促進の集い」を開催等、着実な活動を

続け、その頃「小児保健法（仮称)」の考え方

を踏襲しながら、新たに「成育」の概念を取り

入れ、名称を「成育基本法（仮称)」として、

検討を続けらてきました。

平成27年5月、成育基本法成立に向けた議員

連盟設立 （会長：河村建夫衆議院議員、事務

局長：羽生田俊参議院議員)。平成28年6月ll

日-12日、米子市で開催した第27回日本小児科

医会総会フォーラムにおいても、当時の松平隆

光会長に『成育基本法と共に歩んだ20年』とし

て講演して頂いた。さらに、特別企画『小児の

医療、保健、福祉の未来像～わが国の小児科医、

これから希求されるもの、行動するもの～』と

して、当時小児科学会会長・五十嵐隆先生、 日

本小児保健協会会長・岡田知雄先生、まだ同年

の参議院選挙候補者であった自見はな子先生に

講演をして頂くとともに成育基本法成立に向け

た議員連盟会長の河村建夫衆議院議員にも成育

基本法の動向についてご講演頂いた。

平成28年9月、 日本産婦人科医会、 日本小児

科医会、 日本医師会の三者で成育基本法の早期

成立に向けた意見広告、 『｢成育基本法」は、 日

本の未来を産み、育てる法律です』を新聞に掲

載（毎日新聞2016年9月30日)。平成28年ll月

議員連盟役員会が開催され、同年の初当選され

た自見はなこ参議院議員が事務局次長に就任。

日本小児科医会は、 日本医師会と協働して、議

員連盟議員へのロビー活動とマスコミ等を通じ

て国民へ周知を行い早期法案提出に向け働きか

け。その後、 自民党内で検討され、平成30年5

月22日 「超党派成育医療等基本法の成立に向け

た議員連盟」 （会長河村建夫衆議院議員、会長

代行羽生田俊参議院議員、事務局長自見はなこ

参議院議員）が設立され、 ll月7日開催議員連

盟役員会で成育医療等基本法骨子案が了承、多

くの手続きを経て12月5日衆議院厚生労働委員

会、 6日衆議院本会議、夕方の参議院厚労委員

会、 8日参議院本会議と動きは一気に加速、法

案成立に至った。すべて全会一致可決されまし

た。

3成育基本法

この成育基本法は、 5章19条から成っている。

その第一章の総則には、その目的を（第1条）

｢次代の社会を担う成育過程にある者の個人と

しての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな

成育が確保されることが重要な課題となってい

ること等に鑑み、児童の権利に関する条約の精

神にのっとり、成育医療等の提供に関する施策

に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、

保護者及び医療関係者等の責務等を明らかにし、

並びに成育医療等基本方針の策定について定め

るとともに、成育医療等の提供に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、成育過程

にある者及びその保護者並びに妊産婦（以下

｢成育過程にある者等」という｡）に対し必要な

成育医療等を切れ目なく提供するための施策を

総合的に推進することを目的とする」と述べら

れている。

この法律において（第2条） 「成育過程」と

は、出生に始まり、新生児期、乳幼児期、学童

期及び思春期の各段階を経て、おとなになるま

での一連の成長の過程をいうとされ、また「成

育医療等」とは、妊娠、出産及び育児に関する

問題、成育過程の各段階において生ずる心身の

健康に関する問題等を包括的に捉えて適切に対

応する医療及び保健並びにこれらに密接に関連

する教育、福祉等に係るサービス等をいうと定

義されている。

基本理念（第3条）として、成育医療等の提

供に関する施策は、成育過程にある者の心身の

健やかな成育が図られることを保障される権利

を尊重して推進されなければならないとされ、

成育医療等が切れ目なく提供され、居住する地

域にかかわらず等しく適切な成育医療等の提供

がなされ、社会的経済的状況にかかわらず安心
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して次代の社会を担う子どもを生み、育てるこ

とができる環境を整備しなければならないと記

載されている。

さらに、国の責務（第4条)、地方公共団体

の責務（第5条)、保護者の責務（第6条)、医

療関係者の責務（第7条）等も記載され、関係

者相互の連携及び協力（第8条）するよう述べ

ている。また、成育医療等の提供に関する施策

を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置（第9条）を講じ、成育過程にあ

る者等の状況及び成育医療等の提供に関する施

策の実施の状況を公表する（第10条）ことも記

載されている。

にも言及)、 （第16条）調査研究（生育過程にお

いて生じる心身の健康に関する問題等に関する

調査・研究等）が記載されています。

第四章の成育医療等協議会には、 （第17条、

第18条）厚生労働省に、成育医療等基本方針を

検討する「成育医療等協議会」が設置すること、

また第五章の雑則には、 （第19条）都道府県が

医療計画等の作成に当たっては成育医療等の提

供が確保されるよう配慮することも記載されて

いる。

4今後期待される政策・課題

未来を担う子どもの健やかな成長を社会全体

で支援することが少子化対策を一層強化するこ

とに繋がります。本基本法の制定は最初の一歩

であり、子どもに関する施策を行う法的根拠と

なるものです。 この後は、成育医療等の基本施

策の案を作成することが重要課題となります。

今後子どもとその保護者のためになる実効性の

ある施策の確実な実現を求めていく必要があり

ます。

孤育に代表される育児不安・子育ての悩みや

支援について、子どもの相対的貧困率増加等の

課題があり、具体的には、出産後の母子に介入

する機会でもある乳幼児健診体制（切れ目ない

健診体制として、 2週健診、 lか月健診等)、

不測の事態にも備えれる予防接種体制の構築、

虐待の問題、発達障害の傾向を有する子どもへ

の支援、思春期の医療・保健に関する支援等様々

な課題が挙げられます（表中の項目も参照)。

子育てを社会全体で支援するために、今後こ

の法を基本として行政機関を始め、小児科医会・

医師会や関係学会など子どもにかかわるすべて

の関係機関と連携・協力をしてゆく必要があり

ます。小児科医が意見を述べることができる機

会も増えてきます。小児科医会の中でもいろい

ろな課題について意見交換・協議していくこと

が更に必要です。

第二章の成育医療等基本方針に、 （第ll条）

政府は、基本理念にのっとり、成育医療等の提

供に関する施策の総合的な推進に関する基本的

な方針（以下「成育医療等基本方針」という｡）

を定めなければならないとされ、成育医療等基

本方針には、施策の推進に関する基本的方向、

基本的な事項、重要事項について定めるものと

するとしている。さらに、厚生労働大臣は、成

育医療等基本方針の案を作成し、閣議の決定を

求めなければならないこと、成育医療等基本方

針の案を作成しようとするときは成育医療等協

議会の意見を聴くものとするとされている。

第三章の基本的施策では、その基本的施策に

は、 （第12条）成育過程にある者及び妊産婦に

対する医療（医療提供体制の整備、救急医療の

充実等も含む)、 （第13条）成育過程にある者等

に対する保健（社会からの孤立防止、虐待予防

及び早期発見、健康診査、相談支援体制にも言

及)、 （第14条）教育及び普及啓発（心身の健康

に関する知識、愛着形成に関する知識、健康増

進にも言及)、 （第15条）記録の収集等に関する

体制の整備等（予防接種・乳幼児健診・学校健

診等の記録の収集及び管理、活用等に関する体

制整備等にも言及、また死因究明の体制整備等
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（参考）

○（仮称）小児保健法に包含すべき内容につい

て； 日本小児科学会・日本小児保健協会・日本

小児科医会仮称小児保健法プロジェクトチー

ム平成16年1月31日

https://www.jpeds.or.jp/modules/about/

index.php?content id=27

○「子ども支援日本医師会宣言」 ； 日本医師会

平成18年5月

http://www.med.or.jp/kodomo/kodomo.pdf

○日本医師会小児保健法検討委員会（プロジェ

クト）答申；日本医師会平成20年1月

http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/

200801231.pdf

○日本医師会周産期・乳幼児保健検討委員会答

申一成育基本法の制定に向けて－； 日本医師会

平成25年10月

http://d1.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/

201310233.pdf

○意見広告 「成育基本法」は、 日本の未来を

産み、育てる法律です； 日本産婦人科医会・日

本小児科医会・日本医師会（毎日新聞平成28

年9月30日）

http://www.jpa-web.org/dcmsmedia/

other/seiikukihonhouadvertisingl60930.

pdf

○成育基本法成立を受けて（日本医師会の声明

文） 平成30年12月19日

http://d1.medor.jp/dl-med/teireikaiken/

201812192.pdf

○成育基本法成立までの日本小児科医会の活動

をご紹介；日本小児科医会

http://www.jpa-wehorg/seiikukihonhou

katsudou・html

｢成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推
進に関する法律案」によって実現を目指す政策群

従来の主な政策
1

~－， ー一…一一一､~題．－－…ー‘弓芳－－－ 一一一~ー寺一

今後期待される政策
成育基本法

一と（略称）

’○児童虐待の発生予防・早期発見の促進 ｜
‐調査研究など

lo成育過程にある者の死亡の原砺に鴎す ’
’○成育医療等基本方針の策定（閣議決定･公 I ｛_雪毒?』髪_管豊』翌蕾幽fW謹噛_」

’表綴低6年ごとの農直し) と評価鍛霊 ｜ 議繍鰯
1 『一・一.ー一・一・一､一・一一一・一・一・一一一.一‐ー一ー－－－－~一一・一一一－－1

、 ノ l

‐--‐‐‐-ｰ-----ー-‐-ｰｰｰ‐-‐‐--‐‐－－‐一一一一 IC総合的に推進するための行政組織等の在り方 I

L－－－－－－,__､- .---,--, .－--------._一----.---.-.－－－－－－－－

図成育基本法

一一一一一口一一一一一一一一－'一一一一一一ー一ー一一一一一一一一一一~~一一､

O適切な養育を受け、健やかな成長・発達や目 ，

立等を保障されること等を基本原理として規 ｜
定（H28年改”

(耀蹴瀧誘銭蒜鶏望)支 ’
○支援を要する妊婦等を把握した医療機鴎の市 ｜

継材への情報提供（H28年改正）

i r(H28年改”
’○隙害児や社会的養育を必要とする児童への支

｜ 壌を含めた､基本的な児童福祉施設や事業
IC支援を要する妊婦等を把握した医療機巽の市

｜継材への情報提供(H28年改正）
二一，－画･- .一一一一一一一.一.一､一一一一一一一一凸一・一-－－…_～…

側聯駕撫鰯嬢襯郷＃
｜ 事業

'○母子保健に関する施策が児童虐待の発生予防
I 篁期発見に資することに留意〈H28年改眼）

'○市町*準､母子健康包括支援通ンター （子育
’ て世代包括支援センター）の設趨に努める

I (H28年改正）

’○母子保健分野の国民運動

io地域識での健康格差や､ {脚人や家庭状況の遅 ’
l い等の多様性を認識した母子保健り"‐ビスの 1

1 展開等を目標に'o年後に鷲成すべき指標を設 ｜
i 定して縛連の取組みを推進
L－－－－－－.__一一__--__--------－-.-------.__一__------

i-------
io児童虐待を受けたと思われる児童を発見した ’
1 者に対する．市町村又は児童相談所等への通 i

l 省義務
,○見亜虐待を受けた者の教育の改善充実、 園 ｜
｜立支援のための施策の実施
L一一一一－------－一一-－ －－－－－－．－--.----.-. _－－－－1

轍鰯雲蕊蕊罫悪罰謬］
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【特別寄稿5】

映像メディア・スマホ依存の始まりは赤ちゃんの

時から?世界一寂しい。自尊心が低い。大人に

なれない。笑顔のない日本の子どもたち?発達障害

‘‘インフレ診断，，の罠・ゲニームやスマホに‘‘マインド

コントロール，’されるホモ・サピエンスの未来は？

小児科医

田澤雄作

はじめに：多様な社会的現象や反社会的事件の

背景にあるもの

30年前に比較して、 「幼な子の言葉の遅れ、

不注意、多動、暴れる」問題や「幼稚園・保育

園・小学生から始まる学級崩壊、中学1年の壁、

現代版いじめ（虐待）や不登校」などの「前代

未聞」の社会的現象や反社会的事件が次々と登

場し「発達の問題がある」と評価される子ども

や大人になれない青年が急増し、その対応が議

論されています。しかし、問題の解決はいっこ

うに出口がないまま、子どもや青年の「不幸」

は続いています。子どもを苦しめている多様な

社会的現象や反社会的事件の源に何があるので

しょうか。その背景には、 この問題を直視しな

い、無視・無関心を装う、考えない政治家、役

人、教育関係者、医療専門家やその周辺にいる

スタッフの存在があると思います。

50年前には、少なくとも現代風の「いじめや

不登校」の問題はありませんでした。現代の子

どもの問題は「未曽有」の社会的現象であり、

次々とその姿を変えて登場してきました。 「子

どもの発達」の問題は半ば放置され、幼児の言

語発達などの問題からフリーター、パラサイト

シングル、ニート、現代型うつ病とその姿を変

化させ、子どもの発達障害(10年間で約4倍、

2002～2018年)R]、ついには「大人になれない」

青年の急増（8年間で約20倍、 2016年)R2をつ

くりだしました。姿は「大人」ですが、幼い、

病的な自尊心をかかえ、社会性が乏しく、大人

の人間として働くことができない、 自己中心的

なパーソナリティを抱えた青年（現代型うつ病）

や不幸にも発達障害を抱えてしまった青少年で

す。しかし多くの自称専門家は、その源が「子

ども時代に始まっている」ことを気付かないま

ま、表面的に断片的に問題解決を図ろうとして

いますがその成果は限定的です。問題の中心に

あるのは親子の時間の希薄化であり、それを助

長しているのが赤ちゃんの時代からの人工的な

養育環境（メディア漬け)、行過ぎた進学競争、

過激な部活動などです。今日生まれたばかりの

赤ちゃんは、すぐその先にある「発達障害｣、

｢睡眠障害を背景にした慢性疲労」や「いじめ

や不登校｣、 「大人になれない青少年」などの多

様な社会的現象の試練を乗り越えていけるので

しょうか。今生まれた赤ちゃんが泣き叫ぶのは

当然、その声を聞いた大人にその責任がありま

す。
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図現代の子どもの社会的現象と反社会的事件の背景にあるもの

が当てはまっていました。娘にゲームを与えた

のは小学2年生の時です。今の子どもはみなゲー

ムを持っているから、まあいいか‐-‐と思った

からです．毎日ゲームをして、親が帰宅するま

でゲーム三昧です。 4年生になってからは、夜

寝る時までゲーム。そして原因不明の発作です。

先生からお話を聞き、助言があり、本を借りて

読んで、ゲーム脳、脳の疲労について本当に怖

いと思いました。娘とゲームをする時間を決め

た‐-‐というより、やってもよい時間を押し付

けたような気がする。ゲームをする時間が短く

なったことでいらついて、八つ当たりをしてい

た娘ですが、発作もなくなり退院できました。

今は、毎日ゲームはしていません。祖母宅へ

行っても30分やるかやらないで終わっているよ

うです。友だち同士でゲームは毎日やっている

話を聞たり、ゲームが「どこまで進んだ？」と

お話をするみたいです．娘は「ゲームしていな

いからすすんでいない--‐と言っているけれど、

友だちとゲームのお話をしたいから少しやりた

いけどいい？」と親の許可を取るようになりま

した。外出した時も社会でゲームをやりばつな

しでしたが、今は、バックにゲームを入れず、

風景をみて感激したり、外で電動バイクに乗っ

て遊んだりしています。ゲームを少しの時間やっ

ても目の下に隈（くま）ができるので、娘自身

好んでゲームを手にしなくなりました。ゲーム

私たちが直面している重要なテーマに関して

は、発刊された拙著(2015年)R3と2つの論文、

小児保健研究(2018年)R4、小児歯科臨床(2019

年)R5をご参照いただきたいと思います。本稿

では、発達障碍のインフレ診断そして大人にな

れない、ゲーム・スマホに寄生されマインドコ

ントロールされるホモ・サピエンス、 “笑顔”

のない（慢性疲労） 日本の子どもたちを中心に

問題のからくりを改めて考えてみます。

1 ．院内学級担当の先生からのお手紙：日常生

活（養育環境）の見直しで病的問題が解決する

私が啓発活動（小学校での授業）のきっかけ

になった子どもさんのお母さんからのお手紙が

この朝届きました：原因不明の発作で入院。発

作は、娘が眠って1時間経つと「ヒーヒー」言

いながら顔を歪ませ呼吸が上手にできず苦しが

ります。意識はなく、完全に眠っている状態で

す。発作が起きた時は、背中をさすり、叩く．

名前を呼び、眠りから起こす感じでした。発作

が収まっても、娘は発作が起きていたことは覚

えていません。病院の先生も検査しましたが、

原因は解らず．投薬して発作を鎮めていました。

病院の院内学級の木村先生からゲーム脳のお話

を聞きました：ゲームは子どもをキレやすくす

る、やる意欲、注意力、集中力を低下せせる、

笑顔が無くなる。先生があげた事すべてに、娘

20



機の代わりにカードゲーム、マンガ本で楽しん

でいるようです。

医師は、患者さんの現病歴（生活歴）を大切

に扱い、患者さんの身体所見を注視し見逃さな

いことが原因不明の症状の正しい診断に繋がり、

無用な医療（入院検査投薬）を避けること

が可能となることを教えていただいた事例です。

このような症例は稀ではありません。現代、大

混乱を引き起こしている病的社会現象の核心を

知ることが大切であることを示唆しています。

“専門家へ紹介”する、つまりは「丸投げ」外

注化する、お金（薬）で解決しようとする新た

な人為的なシステムです｡R6二つ目はスマホ

(ゾンビ）です。寄生生物は、寄生した生物の

脳に神経化学物質（ドーパミンなど）を注入し

てマインドコントロールし（死に向かわせ）そ

の身体を糧にして次世代を繁殖させます。スマ

ホやゲームは、無機質な寄生生物と同じように、

人間の脳に同じような影響を与えます｡R7スマ

ホやゲームは、 “麻薬依存”と同じように、脳

から分泌される「興奮や'洸惚感」を生じさせる

神経化学物質であるドーパミンなどのホルモン・

シャワーに長期間暴露される結果、嗜癖（依存）

という精神的疾患をつくるからです。

2．友人への返信：子どもの未来は？ 「正常の

発達」とは？ゲーム・スマホ依存の原因は？

ひかえめに咲くマンサクの小花、明るい陽射

しに恵まれた紅梅の花を見つけ、一冬を越える

時間を与えられたことに感謝しつつ、 日々を大

切に過ごしています。さて子どもだけでなく

(子育ての）女性をふくめて社会的に力が弱い

人を思いやる文化が、 この国では遅々として育

ちません。自然の脅威は避けがたいものですが、

かつて（江戸時代）人々が災害や飢餓を乗り越

えて清貧に生きた幸せな時代の心根が、明治時

代以降、行き過ぎた「物が豊かになれば幸せに

なる幻想と弊害」を引きずる時代の中で失われ

てきました。そして今、私たちの子どもや孫た

ちが幸せに生きていく未来を想いやるのが辛い

時を迎えています。私は「このままではいけな

い、大人は「考え、学び、真実を知り、助言

(直言）すべき」と心に決めました。

私たちが、現在、直面している課題は2つあ

ります：一つ目は、子どもはもともと「発達の

途上にある、未熟である」存在で、大人の基準

で考える「正常」とはことなります。今起こっ

ているのは、問題の最前線にいる教育・医療関

係者が過剰診断の危険性のあるⅡマニュアル診

断'を頻用し， 「正常」を「問題がある（異常)」

と診断する過誤（診断のインフレ）の拡散です。

この異常な現象を助長しているのが背後に居座

る「灰色の○○会社」です。面倒なケースは

3． “笑顔のない日本の子どもたち： “笑顔の消

失”は慢性疲労のサイン

笑顔は、脳の高次機能の中で最後に獲得され

たものであり、なかなか壊れません。しかし、

生物学的には、一番新しいものは過去のものを

全部使っているので何処かが壊れるとすぐ壊れ

るので、一番高次なものは一番壊れやすいこと

になります｡R8

慢性疲労は「前頭葉の高次機能低下」であり、

｢笑顔の希薄化」という誰にでも察知できるシ

ンプルなサインで診断できます（人間レベルの

前頭葉発達がないサルは笑いません。チンパン

ジーは「笑うかも」のレベルです)｡R3天真燗

漫な笑顔を観る機会がないためでしょうか、あ

る大人の専門医は「老けて見える」と評価しま

す｡R9認知障害は、前頭葉の機能低下あるいは

廃絶ですが、同じ様に「笑顔の希薄化や消失」

が重要なサインです。慢性疲労は、 日常生活の

是正で回復しますが、認知障害の回復は困難で

す。

日本は「一億総疲労（慢性疲労）社会」です。

1991年、旧厚生省研究班は「現代病」として認

定しましたが、当時、慢性疲労は、大人だけで

なく、子どもから赤ちゃんまで広く蔓延し、大
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同調し、思考を停止し、子どもの変化を見逃し、

あとは無視・無関心を装う 「凡庸な大人の存在

とその愚行」です。

しかし、心ある大人は立ち上がり、傷ついた

子どもに寄り添い、人間が持つ心の回復力（レ

ジリエンシー)RⅢを再起させ、 こつこつと松明

やかがり火の道を開いています｡R'1そしてこの

心の修復力を呼び起こすためには「信頼できる

大人の助言」が必要です｡R'2しかし、私たちホ

モ・サピエンスが笑顔という高次の脳機能を獲

得したように、 この秘められた心の力「回復力」

を信じ、子どもたちに寄り添い、助言（直言）

し、共に歩みながら、 この試練を乗り越えてい

きたいと思います。

人も子どもまでも「60％以上」でした｡R3慢性

疲労では、前頭葉にある「眼窩前頭野」に送ら

れた「疲労」の情報が感知できない状態にあり、

自分が「疲れている」ことに気付けない「疲労

感なき疲労」があり、 この慢性疲労を放置すれ

ば「過労死・突然死」に突き進む可能性があり

ます｡R3R9疲労のデータが眼窩前頭野に届けら

れる際、 （ゲームやスマホ使用と同じように）

ドーパミンなどの快感・興奮物質が分泌されて

いると情報がかき消され、疲労を疲労感として

認識できなくなる「疲労のマスキング」 （隠れ

疲労）が生まれます。 「生きる幸せ」以上に

｢もっとよい生活」を求め、結局は「行き過ぎ

た欲望が疲労をマスク」するからです｡R9慢性

疲労は「うつ病」と同じような臨床像を示しま

す｡R3ある医師は、慢性疲労を「うつ病」と診

断し、不必要な治療を重ねる過誤をつくりだし

ました｡R3

現代は人類史上もっとも疲れやすい時代です。

疲労を解消する睡眠障害が大きな影響を与え、

長時間に及ぶテレビ、ゲーム、スマホ（ブルー

ライト）視聴がこの問題の背後にあります。特

に、子どもには「早寝早起き」の静かな養育環

境が「子どもの正常発達」に大切であり、 これ

が問題の中核にある「慢性疲労」を予防し、回

復させ、明るく元気な、笑顔が素敵な子どもた

ちが再起し、次世代への希望をつむぎます。

参考：

Rl 朝日新聞2018年3月6日．

R2朝日新聞2016年2月27日．

R3 田澤雄作． メディアにむしばまれる子ど

もたち？小児医からのメッセージ．教文館2015.

R4田澤雄作．大人になれない．世界一寂し

い．自尊心の低い日本の子どもたち～ゲーム

(スマホ）障害（依存）は精神疾患～小児保健

研究2018;77:581-585.

R5田澤雄作．世界一寂しい．自尊心の低い．

大人になれない日本の子ども立ち？その背景・

未来にあるもの？小児歯科臨床2018;23:39-

47．

R6 アレン・フランセス.<正常＞を救え．

精神医学を混乱させるDSM-5への警告．講談

社2013.

R7キヤスリン・マコーリフ．心を操る寄生

生物．感情から文化・社会まで．インターシフ

ト 2017.

R8本庶佑. 21世紀医学フオーラム．京都

最後のメッセージ：人間に秘められた「心の回

復力」

一部の大人たちが自分の利益（お金）のため

に自然を破壊し、まことしやかに論弁（うそ）

を振りかざし、人のこころを踏みつける「邪悪

な虚無」が秘かに拡散し増大し、その鎌首をも

ちあげています。子どもたちの未来を照らす燈

はいまだ小さく、松明やかがり火の輝きをじっ

と待つことしか許されないのでしょうか｡R'0現

代の子どもの悲劇の彼方にあるのは、平凡な大

人が子どもの権利（幸せ）を尊重せず、周囲に
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【臨床レポート1】

4年間で経験したPenodicfeverwMh

aphthousstom帥批s,pharyngmsand

(PFAPA)の5例cervicaladenms

山陰労災病院小児科

林 篤

【要旨】

当科開設後約4年間で5例のPFAPAを経験

した。発症年齢1～5歳の男児1例女児4例。

全例ともに発熱周期は約1ヵ月で、家族歴はな

く、発熱期間は3～7日間で少量ステロイドが

著効した。 2例は6～8歳で自然軽快。口蓋扁

桃摘出術は1例で施行され著効した。複数の病

院で反復性扁桃炎、連鎖球菌性咽頭炎として治

療され、 PFAPA診断に8か月以上を必要とし

た。咽頭扁桃炎の反復時はPFAPAを考える必

要がある。

である。炎症性サイトカインの周期的な過剰産

生が原因と想定されているが、特異的な検査所

見に乏しいことから、現時点では特徴的な臨床

症状と他の自己炎症性疾患の除外が診断の根拠

となる。

今回、 2015年4月に山陰労災病院に小児科が

新設されてから約4年間に5例のPFAPAを経

験したので、その臨床経過を報告する。

【症例】

症例1 ：4歳3ヵ月男児。主訴は周期性発熱、

反復性扁桃炎。 3歳6カ月頃から月1回の発熱

(発熱持続期間は4～5日間）をくりかえし、

腹痛および肘関節・膝関節痛を伴うため精査目

的で当科紹介となった。身体所見では、発熱お

よび扁桃腫大あり、 口内炎・頸部リンパ節腫大

なし。血液検査（表1）では白血球増多とCRP

上昇、 PCT軽度上昇が確認されたがIgDは正常

【はじめに】

Periodicfeverwithaphthousstomatitis,

pharyngitisandcervical adenitis (以下

PFAPA)は主に乳幼児期に発症する周期性発

熱、繰り返すアフタ性口内炎、頸部リンパ節炎、

咽頭炎を主症状とする非遺伝性自己炎症性疾患

表1 入院時検査所見（症例1）

＜血液一般＞ ＜血液生化学＞ ＜血清検査＞

WBCl6300/MI TP 7.6 g/dl CRP 9.24mg/dl

(st.lOseg631ym22) Alb 4.9 g/dl PCT l.06ng/ml
Hb l2.lg/dl AST 31 1U/L IgD l.2mg/dl
Hct 35.8% ALT lllU/L IgA ll6mg/dl
Plt 32.5万/lll LDH 285 1U/L IgG 971mg/dl

BUNl3.4mg/dl lgM ll6mg/dl

＜尿所見> Cr O.34mg/dl lgE 96mg/dl
尿比重 l.024 Na l36mEq/L C3 138mg/dl
尿蛋白 ± K 4.5mEq/L C4 27mg/dl
尿ケトン ± Cl lO2mEq/L CH5046.2CH/ml
RBC l</HPF Ca 9.9mg/dI ASO 769IU/ml

WBC l</HPF P 4.8mg/dl ANA <×40

CPK 84mg/dl

＜咽頭感染症検査> BS 90mg/dl
咽頭BLNAR検出
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範囲。咽頭からBLNAR検出された。当科での

診療開始後、一か月毎に5～6日間の発熱、扁

桃炎を繰り返し、抗生剤での治療が繰り返され

た。そのうちA群溶連菌迅速検査（以下GAS)

陽性が2回あった。プレドニゾロン(PSL) 5

Ing単回投与をしたところ速やかに解熱しPFAPA

の診断となった（診断まで9か月)。 5歳時に

シメチジンを試みたところ3か月間発熱なく有

効であった。 6歳には高熱はなくなり周期的な

微熱と口内炎のみ残存している状況となった。

症例2： 3歳8カ月女児。主訴は周期性発熱

反復性扁桃炎。 8カ月前に扁桃炎のため7日間

入院（他院)。 家族歴：母が反復性扁桃炎。

2歳6カ月頃から1カ月に1回の発熱（発熱持

続期間は3～5日間）を反復。 5日目の発熱お

よびCRP17mg/dlと上昇あり、精査目的で当

科紹介入院。身体所見では、発熱および扁桃腫

大および白苔あり、 口内炎・頸部リンパ節腫大

なし。血液検査（表2）では白血球増多とCRP

上昇、 PCT軽度上昇が確認されたがIgDは正常

範囲。咽頭培養陰性。化膿性扁桃炎と診断しセ

フトリアキソン(CTRX)で治療開始したが高

熱持続し、 CRPの改善がなかったため、 3日

目にメロペネム(MEPM)へ変更したところ

すぐに解熱し退院。 1ヵ月後にGAS扁桃炎に

罹患し抗生剤内服で解熱。 2ヵ月後に4日目の

高熱と扁桃炎あり入院。前回の入院経過より最

初からMEPM施行したが高熱持続したため、

PFAPAを考えMEPM中止し、 PSL15mg投与

単回投与のみ施行したところすぐに解熱した。

以上の経過からPFAPAと確定診断し（診断ま

で15か月）、 2週後にPFAPAの治療目的で口

蓋扁桃摘出術施行となった。以後、周期性発熱

は消失した。

入院時検査所見（症例2）

＜血液生化学＞ ＜血清検査＞

TP 5.8 g/dl CRP 15.53mg/dl

Alb 3.3g/dl PCT O.40ng/ml

AST 18 1U/L IgD O.6>mg/dl

ALT 7 1U/L IgA ll5mg/dl
LDH 238 1U/L IgG 653mg/dl

BUN 5.7mg/dl lgM 139mg/dl

Cr O'29mg/dl C3 186mg/dl

Na l34mEq/L C4 34mg/dl

K 3.6mEq/L CH5084.5CH/ml

Cl lO2mEq/L ASO 2 1U/ml

UA 3.0mg/dl
Ca 8．3mg/dl

CPK 37mg/dl

BS 86mg/dl

表2

＜血液一般＞

WBC17700/ul

(st.20seg421ym30)

Hb 9.9g/dl
Hct 29．5%

Plt 20.4万/Ⅱ1

＜咽頭感染症検査＞

咽頭培養陰性

表3入院時検査所見（症例3）

＜血液一般＞ ＜血液生化学＞ ＜血清検査＞

WBCl3200/MI TP 6.9 g/dl CRP 9.97mg/dl

(st.10seg551ym27) Alb 3.8 g/dl PCT ND

Hb lO.5g/dl AST 21 1U/L IgD 12.6mg/dl

Hct 30.8% ALT IIIU/L IgA 77mg/dl

Plt 26.3万/MI LDH 224 1U/L IgG 998mg/dl

BUN 9．6mg/dl lgM 87mg/dl

＜血沈> Cr O.36mg/dl C3 220mg/dl
67mm(lh) Na l39mEq/L C4 49mg/dl

101mm(2h) K 4.3mEq/L CH5069.8CH/ml

Cl lO6mEq/L ASO OIU/ml
＜咽頭感染症検査> Ca 9.3mg/dl ANA <×40

陰性 P 4.2mg/dl
CPK 90mg/dl

BS 92mg/dl
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症例3： 5歳10ケ月女児。主訴は周期性発熱。

5歳から月1回の発熱（発熱持続期間は3～4

日間）を繰り返した。 2カ月前、 3カ月前に扁

桃炎で入院加療歴あり （他院3病院)。今回、

4日目の発熱、扁桃炎の加療目的で当科入院。

身体所見では、発熱および扁桃腫大および白苔

あり。血液検査（表3）では白血球増多とCRP

上昇が確認された。 IgDは軽度上昇を示してい

た。クリンダマイシン(CLDM)投与を行い、

入院3日目には解熱した。経過よりPFAPAと

診断し（診断まで10か月)、発熱発作時にPSL

10mg単回投与したところ速やかに解熱した。

以後はPSL10mgあるいはデカドロン2rng単

回投与で経過良好。 8歳時に発熱発作消失を確

認。

症例4： 2歳4ヶ月女児。主訴は周期性発熱。

8か月前から月1回の発熱（発熱持続期間は3

～4日間）を反復した。 うち扁桃炎のため入院

2回、 GAS咽頭炎1回あり。インフルエンザ

B罹患後に発熱遷延し、PSL単回投与を行い解

熱した。 8か月前からの経過によりPFAPAと

診断し（診断まで8か月)、以後有熱時ステロ

イド投与を行っている。GAS咽頭炎時の血液

検査（表4）では、 白血球増多とCRP上昇、

PCT軽度上昇が確認されたがIgDは正常範囲を

示した。

症例5： 6歳5ケ月女児。 1歳発症の周期性発

熱。一カ月毎の発熱（5～7日間)、 リンパ節

炎、扁桃炎および口内炎で3歳時にPFAPAと

診断（診断まで24か月）。発熱時PSL18mgで

近医治療中であった。発熱、右下腹部痛を主訴

に当科救急受診し入院。PFAPAに虫垂炎併発

も疑い、 PSL10mgと抗生剤で治療した。 しか

し、腹部CTでは虫垂の腫大は確認されず、翌

日には解熱し腹痛消失したため退院。退院後3

日間の発熱があり、 PSL追加投与を行い以後解

熱した。PFAPAに対し、 口蓋扁桃摘出術を予

定した。本症例の血液検査の結果を表5に示す。

表4検査所見（症例4）

＜血液一般＞ ＜血液生化学＞ ＜血清検査＞

WBCl4900/lll TP 6.8 g/dl CRP 4.14mg/dl

(st.lseg681ym20) Alb 4.7 g/dl PCT O.20ng/ml

Hb l2.lg/dl AST 37 1U/L IgD 6.3mg/dl

Hct 35.7% ALT 12 1U/L IgA 54mg/dl

Plt 26.7万/lll LDH 287 1U/L IgG 540mg/dl

BUNl3.0mg/dl IgM 77mg/dl

＜血沈> Cr O.31mg/dl C3 126mg/dl

26mm(1h) Na l34mEq/L C4 26mg/dl

54mm(2h) K 4.7mEq/L CH5046.5CH/ml

DsDNA<IOIU/mlCl lOOmEq/L

＜咽頭感染症検査> Ca lO.0mg/dl
咽頭GAS3+ CPK 113mg/di

BS IO6mg/dl

表5検査所見（症例5）

＜血液一般＞

WBClllOO/lll

(st.lseg68Lym20)

Hb l3.4g/dl
Hct 40．4％

Plt 33.8万/↓Ll

＜血液生化学＞

TP 7.5 g/dl

Alb 4.5 g/dl
AST 26 IU/L

ALT l2 1U/L

LDH 243 1U/L

BUN 7.0mg/dl

Cr O.44mg/dl

Na l36mEq/L

K 4.3mEq几

Cl lOlmEq/L
Ca 9.5mg/dl

CPK 90mg/dl

BS 94mg/dl

＜血清検査＞

CRP l.60mg/dl

PCT O・09ng/ml

IgD 9.2mg/dl

IgA 262mg/dl

IgG 1242mg/dl

IgM 154mg/dl

C3 123mg/dl

C4 24mg/dl
CH5041.lCH/ml

DSDNA<101U/ml

＜血沈＞

ND

＜咽頭感染症検査＞

咽頭GAS陰性
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表6

症例発症性別診断

年齢 まで

5症例のまとめ

発熱発熱CRP/PCT IgD 治療

周期期間 予後

① 3Y6M 男 9M 1M 4-6D 9.24/1.061.2 Cimetidine

Steroid

6歳微熱

5-6D 15.5/0.400.6> Steroid

3歳扁摘後治癒

3-4D 9.97/ND 12．6 Steroid

8歳で治癒

4-6D 4.14/0.206.3 Steroid

2歳症状持続

5-7D 1.60/0.09 9．2 Steroid

6歳扁摘予定

② 3Y6M 女 15M1M

③ 5Y 女 10M1M

④ 1Y10M女 8M 1M

⑤ 1Y 女 24M1M

＃①②④はGAS咽頭炎の既往あり

表6に5症例のまとめを示す。発症年齢1～5

歳の男児1例女児4例。PFAPAの診断に至る

までに8～24か月を必要とした。発熱周期は約

1カ月で、家族歴はなく、発熱期間は3～7日

間であった。CRP上昇とPCT軽度上昇がみら

れた。 IgD上昇(10ng/ml以上）は1例のみに

確認された。少量ステロイドが著効し、診断に

有用であった。

行され、 うち12例(92.3%)に有効であった。

なお、 PFAPAの多くの症例で年齢とともに間

隔が開き、ついには発作がみられなくなる。

今回経験した症例から、PFAPA診断までに、

複数の病院で反復性扁桃炎、連鎖球菌性咽頭炎

として治療され、不要と思われる入院加療およ

び抗生剤治療が繰り返されていた実態が明らか

になった。特に症例2において、CTRX無効な

耐性菌による化膿性咽頭扁桃炎と考え、MEPM

治療を施行したことには反省すべき点がある。

結局、次回の入院加療時に、MEPMによる治

療効果ではなく、PFAPAの自然経過による解

熱と診断するために、MEPM無効を確認し、

PSLの単回投与を行いPFAPAの診断を確定し

たが、当初からPFAPAを疑い、 PSL単回投与

を試みていれば、MEPMを投与することなく

診断できたと考えられる症例であった。その他、

症例3は診断までに4病院での入院、症例4で

は2回の入院歴があった。結果として今回の5

症例ではPFAPAの診断に至るまでに8～24か

月を必要とした。咽頭扁桃炎の反復時はPFAPA

を考え、不要な抗生剤投与および入院加療を避

ける必要がある。

なお、GAS陽性例に対しては、PFAPAを背

景にもつ重度溶連菌感染後急性糸球体腎炎例も

報告されており3)、腎炎の重症化に影響を与え

【考察】

本症は、 1987年、Marshallらにより 66syn-

drorneofperiodicfever,pharyngitis,and

aphthousstomatitis''として初めて報告され、

1999年に現在の病名が提唱された')。古本らは

本邦でのPFAPA100例について検討を行って

いるが2)、 この報告によれば、平均発症年齢は

2.9歳で男女比は56対44．発熱周期は1．1か月に

1回で平均発熱期間は4.7日であったとしてい

る。随伴症状としては咽頭扁桃炎93.8％、頸部

リンパ節腫大62.6％、 口内炎55.6％であり、周

期性発熱や扁桃摘出の家族歴が56.0%に確認さ

れている。WBC増多、CRP上昇があるがPCT

上昇は軽度であり、 IgD上昇は28/76 (36.8%)

にみられている。シメチジン有効例は25/47

(53.2%) PSL0.5mg/kg投与が行われた48例で

は全例に効果があった。扁桃摘出術は13例に施
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た可能性も示唆されていることから、ペニシリ

ン系抗生剤によるGAS咽頭炎治療が必要と思

われる。扁桃炎を反復し、QOLが損なわれる

児に対しては積極的な口蓋扁桃摘出術も検討す

べきと考えられた。

【結語】

1．小児科開設後4年間でPFAPA5例を経験

した。

2．診断までに複数の医療機関と8～24か月の

期間を必要とした。GAS咽頭炎が3/5例で確

認された。

3．発熱時のプレドニン投与および口蓋扁桃摘

出術が有効であった。

4．発熱を繰り返す児には、 PFAPAを鑑別に

入れる必要がある。

【文献】

1)ThomasKT, FederHMJr, Lawton

ARetal :Periodic feversyndrome

inchildren． JPediatr l35 : 15-21,

1999

2）古本雅弘、 岡田まゆみ、柴直子他：

PFAPA症候群lOO例の臨床像。 日本小児

科学会誌119:985-990, 2015.

3）渡邊祥二郎、千葉奈歩、相澤知美他：

PFAPAを背景にもつ重症溶連菌感染後急

性糸球体腎炎の1例． 日本小児腎臓病学会

誌26: 110-115, 2013.
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【臨床レポート2】

女児の片側腎欠損を見つけた時・ ・ ・

子宮奇形は大丈夫？

-OHVIRA症候群の2症例一

烏取県立厚生病院小児科

河場康郎

れ、他病院泌尿器科を受診。腹部CT(図1 )

で左腎欠損と子宮構造が不明瞭である事が指摘

され、大学病院泌尿器科に紹介された。川崎病

既往から合併症精査の依頼で同院小児科に紹介。

明らかな合併する異常なく、血尿に関して小児

科・泌尿器科の併診で定期通院となった。子宮

に関して女性診療科に紹介されたが、思春期頃

に再評価として経過観察となった。

9歳時に頭痛を主訴に当院を受診。高血圧も

認め入院加療となり、降圧薬で改善した。現在、

Ca拮抗薬で巾l干管理できている。

10歳時の大学病院小児科の定期受診の際腹

部MRIから重複子宮を認め、 OHVIRA症候群

を指摘された。 （図2， 3）

11歳3か月、 月経開始となり当院受診。腹部

超音波では膀胱背側の液体貯留を認めた。当院

婦人科紹介を経て大学病院女性診療科紹介となっ

た。その後、 月経時の腹痛で当院婦人科に受診

し、超音波で膣留血腫を認め、完全閉塞型の

OHVIRA症候群と考えられた。その際は鎮痛

はじめに

OHVIRA(Obstructedhemivaginaand

ipsilateral renalanomaly)症候群は、胎生

期における発生学的機序より、重複子宮、重複

膣、片側膣閉鎖、同側腎欠損を合併する疾患で

ある! )。症状としては、膣留血腫に伴って周期

的下腹部痛、 月経困難症や、子宮内膜症、不妊

症などを引き起こす可能性がある。発見の契機

は、思春期の月経開始に伴う腹痛の精査や、胎

児期・乳児期やそれ以降で偶発的に片側腎欠損

を発見された際の精査となる。 この度、片側腎

欠損の精査を契機にOHVIRA症候群を発見し

た2症例につき報告する。

症例l : 11歳女児

主訴：左腎欠損、腹部CTで子宮構造が不明瞭。

既往歴: 1歳時に川崎病。冠動脈病変なし。

家族歴：父方家系に高血圧あり。腎尿路奇形な

し。

経過： 7歳時の学校検尿で尿潜血陽性を指摘さ

一

＃

R

左腎無形成と右腎の代償性肥大を認める

図1 症例1 （7歳時）腹部CT
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た。超音波検査では、子宮の描出は困難であっ

た。症例lの前例を考慮し、 13歳4か月に腹部

MRIを実施したところ、 重複子宮を認め、

OHVIRA症候群が疑われた（図4， 5， 6)。

また、 1歳時のMRIを見直すと、重複子宮と思

われる所見を認めた（図7)。単腎症について

は、年に1回の定期通院を継続中である。 月経

が開始した際には外来受診するよう説明してい

るが、 13歳9か月時点で来院はない。

薬で痙痛は自制内であった。

1l歳6か月、大学病院にて閉鎖膣の開窓術が

行われた。

症例2 : 13歳女児

主訴：左腎欠損。

家族歴：特記事項なし。

経過：生後4か月、開業医の乳児健診のスクリー

ニング超音波で左腎欠損を指摘された。 当院に

紹介とり、定期通院で経過観察となった。 1歳

時の腹部MRI検査では子宮構造は確認できなかっ

た。なお、両側の卵巣は確認できた。定期通院

中の腎機能は正常で、右腎の代償性肥大を認め

考察

OHVIRA症候群は、胎生期の女性生殖器と

腎低形成の発生異常を伴う先天奇形である。子
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宮・卵管・膣上部2／3の女性生殖器は、胎生

期にWOlff管の誘導のもとに左右のMuller管が

癒合し形成される。片側WOlff管の形成異常は、

同側のMuller管由来の子宮・膣の形成異常と、

WOlff管由来である同側の腎形成異常となり本

症が生じる。なお、 同側の腎形態異常には、腎

欠損の他にも、多襄胞性異形成腎(MCDK)

低異形成腎などが報告されている2)。

′弾

恋勧箒=■､"!…_…〆
左腎無形成と右腎の代償性肥大を認める

図4症例2 （13歳時）腹部MRI T2強調画像

H

↑重複子宮(体部）

図5症例2 （13歳時）腹部MRI T2強調画像
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重複子宮と思われる所見を認める

図7症例2 （1歳時）腹部MRI T2強調画像

OHVIRA症候群の頻度は、女性全体の2万

人に1人と報告されている。腎欠損は1,000~

2,000人に1人とされるが、女性の片側腎欠損

を認める場合には37～60％に子宮膣の奇形を合

併する報告3)や、 81％に重複子宮を合併する報

告』'があり、腎欠損に高頻度で子宮膣の合併奇

形を有するという認識は重要である。

症状は、閉鎖膣への膣留血腫に伴う下腹部痛・

月経困難症・不正性器出血などがみられる。膣

留血腫により腹腔内へ月経血が逆流すると、子

宮内膜症や骨盤内癒着を来すといわれており5)、

将来的に不妊症につながる可能性がある。

OHVIRA症候群の形態はRockらの検討で3

群に分類されている（表1 ）(' }･第1群の完全

閉鎖型では初経後より膣留血腫による腹痛症状

を呈することが多い。第2群、第3群のように

左右の膣または子宮間に交通のある不完全閉鎖

型は、 月経時の症状は比較的軽度である。

診断は、内診・超音波・MRI ･CT･子宮卵

管造影などを併せて行われる。若年女性では経

膣的な診察が困難な時もあり、MRI検査が診断

に多く用いられている。月経が開始した場合で

も健側膣から月経血の流出を認める事から、積

極的に画像検査が行われないと初診時に診断が

されにくい場合が多い。

診断時期は月経の発来以降の10歳代が多い。

中央値で14歳との報告もある。 自覚症状のない

まま成人期に妊娠を契機に発見される場合もあ

る。本症のように、腎欠損の精査が発見契機と

なる事もあるが、その際の子宮奇形の精査の時

期は定まっていない。月経が開始するまでは基

本的には無症状であるため、思春期前か、遅く

とも月経の開始が精査の時期と考えられる。

自験例の2症例の定期通院中に、超音波で子

健側 患側

G 腎欠撹

完全閉塞型

第1群

完全膣閉塞

子宮間に交通なし

56.79b

初経から症状出現

不完全閉塞型

第2群 第3群

不完全膣閉鎖 完全膣閉鎖

(対側膣と交通あり） （対側子宮と交通あり）

26‘7％ 16．7％

月経時の症状は軽度

成人期以降に診断される事がある

鐙

夏膣

ﾕ且

(表1) OHVIRA症候群の分類
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宮の描出をその都度試みたが描出困難であった。

超音波手技の熟練度の他、思春期前で子宮が未

成熟であった事も影響したと思われる。家族に

は思春期年齢や月経開始時にはMRI検査で評価

する事は説明していた。

治療に関しては、 月経開始後に閉鎖膣壁の開

窓術が行われている。十分に開窓する事が肝要

であり、 また再狭窄する事もあるため、定期的

な婦人科診察を要する。

治療時期は、不妊症や流早産等の胎児への影

響を考慮して妊娠前に積極的な治療を行うとい

う意見が多い。完全閉塞型では膣留血腫による

症状が強く、早期に治療される。不完全閉塞型

で症状が軽度であれば、妊娠を希望した際また

は症状の増悪時と、治療時期を待機する事もあ

る。また、転居の際には画像を提供する事や定

期的な受診を指導することも重要となる。

妊娠の報告例のまとめによると7'、患側子宮

の妊娠は流早産であった。分娩様式については、

妊娠子宮の健側・患側を問わず、記載のあるも

のでは帝王切開術が行われていた。

なお、OHVIRA症候群に類似する症候群に、

Herlyn-Werner症候群、WUnderlich症候群が

知られている（表2)｡OHVIRA症候群は、子

宮奇形、膣留血腫患側腎形成不全を呈するこ

れらの3症候群の総称として用いられることも

ある

まとめ

小児の一般診療において、初診時に子宮奇形

を考盧して診察する機会は極めて稀と思われる。

一方で、偶発的に片側腎欠損や低形成、異形成

等の腎奇形を発見する事はあるため、女児の腎

奇形を発見した場合には、本症も念頭に入れる

べきである。
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qa (A

重複膣、片側膣閉鎖

による腫鷲撫漉

双角子宮､子宮内腔と

交通のある

“r《"鐘r溌胞内血蕊
(Wolff管下部の過残）

片側子宮頚部膣

閉鎖による

子宮頚部篭靭蕊

病態

Gartner管襄胞由来の

繊毛細胞、

立方/円柱上皮

腺組織

円柱上皮

(子宮頸管腺由来）

中隔の

病理組織

扁平上皮

(膣壁由来）

双角子宮重複子宮

重複膣

重複子宮歪
一
膣 膣は単数

(表2) OHVIRA症候群の鑑別疾患
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【臨床レポート3】

発達障害の要支援度評価尺度

<TheMum-DImensionalScalefor

PDDandADHD)の使用経験

国立病院機構鳥取医療センター小児科

赤星進二郎

2.MSPAの概要

この原稿を依頼された後に、船曳康子による

｢MSPA(発達障害の要支援度評価尺度）の理

解と活用」が勁草書房から出版された。興味の

あるかたはこの本を読んでいただければと思う。

船曳らは、MSPA開発の目的として医療機関へ

の受診に待ち時間が長いこと、診断重視で支援

がうまくできていないことなどを問題点として

あげている。医療機関だけでなく、教育機関、

福祉施設などで利用されることで診断にこだわ

らない特性理解、生活現場での活用、共通言語

として種々の立場に人が連携するツールとして

の利用を想定している。最終的には、当事者の

希望があった時点にて医療機関以外でMSPAが

実施され、実際の生活場面のそれぞれの特性に

合わせた支援にMSPAが利用される様になるこ

とが期待されている。さらに、DMS-5に準拠

した重症度と一致するようにMSPAの重症度評

価が設定されていることが特徴である。評価項

1 ． はじめに

発達障害の要支援度評価尺度(TheMulti-

DirnensionalScaleforPDDandADHD)

(以下MSPAと略す）は、 2011年に京都大学大

学院人間・環境学研究科の船曳康子らにより開

発された発達障害の評価方法である')。また、

2016年度から保険収載（発達及び知能検査操

作と処理が極めて複雑なもの450点）された

ことにより一般臨床での使用が可能となった。

船曳は、 2017年4月に第7回烏取県発達障害治

療研究会（米子市）と2017年6月日本小児神経

学会（大阪市）においてMSPAに関連した講演

を行った。 2017年度に当院でもMSPAに関して

使用を検討したが、先ず講習会を受講すること

が必須であり、その講習会の待機者も多かった。

このため、当院でのMSPAの運用は2018年度か

ら実施可能となった。まだまだ使用症例は少な

い段階ではあるが、MSPAの概要と発達障害の

臨床を行っている現場での印象を述べたい。

図1 MSPAの評価項目と発達障害との関係

→『コミュニケーション」 「集団適応力」
｢共感性」 『こだわり」 「感覚」

協調性運動了;

緯害協添蕊溺『反復運動」 『粗大運動』

『微細協調運動」

G禾臺篝丁干薑罰荏ｱ扇荏D一
｢睡眠リズム」

騨團｢学習」 r言語発達歴」
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2を参照してください）として示されるため、

同じ情報を多数の関係機関（学校、保育園、塾、

放課後デイサービスなど）と共有しやすいと考

えられる。また、実施に当たっての注意事項を

表1に示す3)。守られない場合は正確な評価と

して認められない。重要な点は、実施対象者の

同意を得ることと必ず面談を行って判定するこ

とである。また、MSPA評定結果は環境に左右

されないため何度も実施しないことになってい

る。

目（図1）として、 「コミュニケーション」 「集

団適応力」 「共感性」 「こだわり」 「感覚」 「反復

運動」 「粗大運動」 「微細協調運動」 「不注意」

｢多動性」 「衝動性」 「睡眠リズム」 「学習」 「言

語発達歴」の14項目に分けて評価される。それ

ぞれの項目は、図1で示す発達障害でみられる

状態を網羅している。また、重症度として1～

5まで0.5間隔の9段階で特性の程度と要支援

度を数値化できるように設定されている2)。 こ

の重症度評価により、支援や配慮の程度も分か

りやすくなっている。 3であれば、本人の工夫

や周囲の一定の配慮で集団生活に適応できるが、

4以上であれば周囲の十分な理解と個別の支援・

配慮が必要となる。結果は、 レーダーチャート

(著作権の問題から掲載できないため引用文献

3． 当院でのMSPA実施手順

図2に当院小児科外来でのMSPA実施手順を

示す。当院の臨床心理士は精神科領域での仕事

が主体であり、小児については可能な範囲で対

表1 MSPA実施の際の注意事項

1．基本特性を認識するためのものであり､変化をみるものではない．

2.発達歴をみるため､基本的に1回のみ実施する。

3.必ず本人(未成年の場合は保護者)から同意を取得する．

4必ず本人と面談する。

5.診断への言及は避ける。

6.事情の許す範囲で､『無理をしない｣ことを心掛ける。

文献3より引用一部改変

図2当院でのMSPA実施の流れ

発達外来受診

'唖ﾛP．
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応してもらう体制である。また、小児の心理検

査全般は言語聴覚士や重症心身障害児者病棟担

当の児童指導員が実施している。

た。診察場面では大きな問題は見られなかった。

最終的に不注意優位な注意欠如多動性障害（以

下ADHD) と診断した。MSPAの評価点から

は、不注意が目立ち配盧が必要な状態であった。

また、 コミュニケーション、集団適応力、感覚

で軽度の問題がある可能性があった。説明後、

内服治療を開始した。

上記2症例ともに、外来診察、心理検査など

からの診断とMSPA結果は大きく異なることは

なかった。

4．症例

以下に比較的典型的な症例を提示する。 レー

ダーチャートの掲載ができないため評価点のみ

を図3に示した。

【症例1】小学5年生の男性。学業不振のため

受診。小学2年から学業困難を指摘されており、

診察上読み書きの苦手、不器用、多動・不注意

などを認めた。WISC-IVでは全て普通範囲で、

特異的読み障害スクリーニング検査では、正常

範囲を超えていた。最終的に学習障害（ディス

レキシア）と診断した。MSPAの評価点からは、

学習の問題が深刻であり支援が早急に必要なこ

と、不注意も配盧が必要であることを示した。

来年度からの支援学級と今年度の通級指導の利

用、内服療法などが必要と判断した。

【症例2】中学2年生の女性。不注意集団不

適応、登校しぶりのため受診。保育園で、ひと

り遊びが目立っていた。小学校では小規模校で

あったため問題はなかったが、中学校で大規模

になってから友人関係での問題が出現した。

WISC-IVでは、全ての項目で普通範囲であっ

5．考案

MSPAの保険適応から約2年が経過している

が、H30年8月までの医中誌検索では、開発者

が含まれる報告を除外すると4例の学会報告が

あるのみである。船曳等の目標として、医療機

関での普及を先行した後に医療機関以外で普及

することを目指している。 しかし、現状では医

療機関においても普及には時間がかかると思わ

れる。当院での実施経験から典型的な症例では

MSPAの結果は、診察での結果と大きく変わら

ないことが判明した。 このことから、医療機関

受診前からMSPAを利用し早期の支援・配盧が

十分機能すると考えられた。今回は分かりやす

い症例を提示したが、実際の発達障害診療では

図3症例でのMSPA評価点

識
－
３
’

症例2

25

評価項目

コミュニケーション

集団適応力

共感性

３
｜
率

２
｜
率

こだわり

感覚

反復運動

粗大運動

微細協調運動

』
－
１
‐
↑
２

５
５

１
－
３
１

２
２

》
率
↑
↑
》
鋤

５
－
５

．
》
．
１
３
１

２
ゞ
１

不注意

多動性

衝動性

睡眠リズム

学習

言語発達歴
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ADHDと自閉症スペクトラム障害（以下ASD)

の鑑別が困難な場合や、 いわゆるADHD傾向

やASD傾向のようなグレーゾーンの症例も多

い。MSPAの結果からASDかADHDの診断よ

り早く、評価項目の重症度を元に支援が必要か

どうかの判断ができ、本来の目的としての早期

支援ができると思われる。しかし、当院での実

施の経験では受診予約から初診の場合、結果が

出るまでに1－2カ月必要であった。これは当

院の特殊事情もあるが、初診前に問診票を渡し

てすぐにMSPAの結果が出るようにできると理

想的であると思われる。 これらを解決すること

は、現在の当院小児科外来では難しい。今後、

小中学生ならLD等支援教員などがMSPAを実

施できるようになることが理想的であると考え

る。

船曳等は、多動でのMSPA特性チャートの重

症度評価では、 3では生活上の工夫、 4以上で

は薬物治療が望ましいと記載されている2)。今

回提示した症例においても外来診療から薬物療

法の適応があると判断しており、MSPAの不注

意の評価項目が4であることから、不注意にお

いても4以上の評価で薬物療法が必要と判断で

きるのではないかと推察した。

今後も当院でMSPAを実施する予定であるが、

医療機関であるがゆえの限界を理解した上で教

育・福祉などの関係職種と情報共有できるよう

に利用していく予定である。

2）船曳康子

MSPA (Multi-dimensional Scale for

PDDandADHD) 「発達障害用の要支

援度評価スケール」

児童青年精神医学とその近接領域． 57号4

巻;481-485, 2016.

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/

jscap/57/4/57_481/_pdf)

3）船曳康子:MSPA(発達障害の要支援度評

価尺度）の理解と活用、勁草書房、東京、

30-31, 2018

参考文献（以下に記載されたウエブサイトは自

由に閲覧できます）

1)FunabikiY.,KawagishiH.,Uwatoko

T., et. al． Developrnentofamulti-

dimensional scale for PDD and

ADHD.ResDevDisabi1． 32:995-1003,

2011.

(https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp

/dspace/bitstream/2433/152544/1/j.ridd.

2011.01.052.pdf)
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【エッセイ】

表紙写真の解説
～光の花壇～

烏取県保健事業団

平尾正人

南部町にあるとっとり花回廊を訪れる機会が

時々ある。開園当初は花が少なく、草回廊と椰

楡されていた時期もあるようだが、最近は花の

種類も多くなり、季節に応じた花が楽しめるよ

うになり、展示にも工夫が凝らされていて、四

季それぞれに楽しめるようになってきている。

そして数年前から夏の夜のライトアップ、冬の

夜のイルミネーションが開催されるようになり、

最近は冬の週末になると花火の打ち上げも加わ

り、冬季の客のいない時期に結構賑わっている。

写真撮影が趣味の人の撮影対象は風景、鉄道、

山岳、水中、人物、草花、動物、昆虫など人に

より様々である。花回廊を訪れる機会はあるの

だが、基本的に花の写真はあまり撮影しない私

としては、花回廊は観光で行くべき場所であっ

て、撮影に行くべき場所ではないとの認識があ

るのだが、数年前に中四国地方最大級となるイ

ルミネーション、 というキャッチフレーズに乗

せられて花回廊を訪れて以来、毎年12月になる

とカメラ片手に花回廊を訪れるのが恒例となっ

た。イルミネーションの規模は毎年少しずつ拡

大しているようでLEDの性能の向上のせいか、

光の色の発色も以前より鮮やかになったような

気もしている。

さて今回の写真はその花回路で数年前に撮影

した写真であるが、その日の夜は幸いあまり人

がいなくて、時間ごとに赤や青や黄色など色々

な光に変化してゆく光の花壇の様子をゆっくり

と撮影することができて大満足。そして撮影終

了後、帰ろうとしたところ、持ってきていた三

脚をどこかに忘れたのに気付いた。慌てて園内

を探すも暗くて良く見えない。仕方なく事務所

に行って、 もし三脚が見つかったら送ってくだ

さいと住所、氏名のメモを渡して、冬の冷気に

当たって冷え切った体を温めるべく皆生温泉へ

向かった。そう、 この時期に花回廊を訪れるの

は、花回廊を訪れたついでに皆生温泉へ宿泊す

るのか、皆生温泉に泊まったついでに花回廊を

訪れるのか、どちらが主目的か最近分からなく

なってきた。どうも近頃温泉に宿泊する楽しみ

の方がまさってきたようだ、 というのが夫婦共

通の認識ではある。

ちなみに三脚はその翌日には花壇の中で見つ

かったとのことで、数日後に無事に我が家に届

いた。さすが日本、 さすが鳥取、 と変なところ

で感心したのだが、忘れ物や落し物がきちんと

持ち主の所へ返るということは当たり前のよう

で当たり前でなく、今では奇跡的なことなのか

も知れないな、などとも思っている。
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【リレーエッセイ】

鳥取空港あれこれ

こどもクリニックふかざわ

深澤 哲

可します」と伝えます（管制官優位)。一方、

ノンタワー空港では「着陸するのに支障はあり

ません」と伝えます（パイロット優位であり、

あとはパイロットの判断でどうぞ、 ということ

になります｡)。

ノンタワー空港には管制塔らしき建物はあっ

てもレーダー等はなく航空管制運行情報官が気

象情報や、空港周囲の航空機の情報などをパイ

ロットに伝えるだけの空港です。 このように航

空管制運行情報官が配置されているのをレディ

オ空港（飛行場対空援助業務提供空港）といい

ます。 烏取空港も以前はレディオ空港

(TOTTORIレディオとつとりれでぃお）で

した。しかし鳥取空港は、平成27年4月から航

空管制運行情報官の配置のないリモート空港

(他飛行場援助業務、RAG空港）となっている

のです。すなわち現在の烏取空港(TOTTORI

リモート とつとりりも－と）は、大阪（おそ

らく伊丹空港内）の建物の中にいる航空管制運

行情報官が烏取空港から自動的に送られてくる

気象情報や監視カメラの映像、空港職員からの

情報などをもとに、離発着する航空機に遠隔対

空無線通信を用いて情報をやり取りする空港に

なっているのです。つまり、烏取空港周辺の航

空機が無線通信している相手は大阪にいるので

す。本当に安全なのか心配になりますが、遠隔

操作で手術が可能になる時代です。十分に安全

は担保されていると考えられ、そう心配しなく

てもよさそうです。 リモート空港はたくさんあ

り、隠岐空港や、沖縄県や東京都の離島空港。

島根県の石見空港、兵庫県の但馬空港北海道

の地方空港など日本には30以上あるようです。

これといった趣味もなく、たまたま烏取空港

の近くに住んでいるため、飛行機を間近に見る

機会が多くなり、航空機や航空管制について興

味を持つようになりました。 6年ほど前に、本

会報に烏取空港の管制についてエッセイを書い

たのですが、その後、大きな変化がありました。

一つ目は、鳥取空港がリモート空港になったこ

と。もう一つは鳥取空港へのアプローチ方法と

して、東側からのRNPAPという着陸進入経

路の設定ができたという点です。

一つ目のリモート空港についてですが、空港

はタワー空港とノンタワー空港に分けられます。

タワーとは管制塔のことです。米子空港はまぎ

れもなくタワー空港であり、航空レーダーを装

備しています。米子空港管制の無線での呼び出

しはMIH○タワー（みほたわ一）となります。

ちなみに羽田空港管制の呼び出しはTOKYO"

ワー（とうきょうたわ－）です。管制塔には、

航空管制官が配置され、離発着機の管制を行っ

ています。航空管制官は国家公務員で、航空保

安大学校で一定の教育を受けてからなります。

ただ米子空港はご存知のように航空自衛隊美保

基地と共に運用されており航空管制は航空管制

隊が担っていますので、管制塔の中は自衛隊員

がいます。ほかに、管制を自衛隊が行っている

空港は、新千歳空港、小松空港、徳島空港など

日本に8空港あります。那覇空港は自衛隊員で

はない国交省の管制官が民間機と自衛隊機を管

制する珍しい空港となっています。

ちなみの航空管制は基本的にすべて英語で行

われます。例えばタワー空港への着陸機に対し

ての最終着陸許可を日本語に訳すと「着陸を許
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心配なのは烏取空港が空港として格下げになっ

た感が否めない点です。烏取空港の便数の減少

などにつながらないように見守りたいものです。

その点、米子空港は国管理地方空港であり、航

空自衛隊美保基地がある限り、格下げはなさそ

うで安泰でしょう。

もう一つ、RNPAP着陸進入経路の設定に

ついてです。平成25年12月から烏取空港到着経

路として新たに運用され、西風の時、東から西

に向けた着陸に使用されます。これは簡単にい

うと、航空機のGPSや慣性航法装置を使用す

る着陸進入ルートのことです。空港、地上側の

設備の追加は必要ありません。

ここで、烏取空港の到着についておさらいし

ます。強い西風以外は、航空機は西から東に向

かってILS(計器着陸装置、空港側から誘導電

波を発して航空機の着陸を誘導する装置）を利

用して着陸します(ILSRW10アプローチ)。

この方法では、ある程度視程が落ちていても、

着陸が可能です。大まかな経路を示します。羽

田から烏取向かってきた航空機は、烏取空港上

空を高度7000フィート （約2100m)以上で通過

します、いったん烏取空港上空を通り過ぎてか

ら、西北西に長尾鼻沖まで向かい、その後左旋

回して空港からのILSの電波を拾いながらまっ

すぐ烏取空港滑走路に向かいます。烏取空港へ

の着陸はこのILSRW10アプローチがほとんど

といっていいでしょう。気象条件としは視程55

0m以上あること、高度200フィート （約60m)

で滑走路が視認できることが条件です。また西

風の時は、航空機は東から西に向かって着陸し

ます。途中まではILSRW10アプローチします

が、空港手前、高度700～1000フィートまで降

下したところで、左90度旋回して北に向かいす

ぐに右90度旋回、空港を右手に見ながら東に向

かいます。空港を通り過ぎ、鳥取砂丘の上空あ

たりで180度右旋回してRW28に着陸します。

または、 ILSRW10アプローチで空港に近づい

てから右90度旋回南に向かい、直後に左90度旋

回してから湖山池の上を通過して千代川の手前

まで東進して左180度旋回しRW28に着陸しま

す。 （これらをサークリングアプローチといい

ます）サークリングアプローチでは、最初の左

右の旋回後はILSの電波を受けられないため着

陸支援を受けられない状態となり、滑走路を目

視で確認しながら着陸します。そのため、視程

2400～3200m以上が必要、高度約700～800フイー

ト （約210～240m)以上で滑走路の視認ができ

ないと着陸できません。烏取は雪が降るときは

荒れた天気で西風が吹くことが多いです。雪が

降って（視程がおちて）西風だと鳥取空港は着

陸が不可能なことが多くなっていたわけです。

この弱点を補強するために設定されたのが、

東側のRNPAP着陸進入経路です(RNAV

RW28アプローチ)。 これはGNSS (全地球的

航法衛星システム)、ADS(自動従属監視シス

テム)、 INS(慣性航法装置)、飛行管理システ

ム(FMS)を搭載し、検査に合格した航空機

だけが可能な着陸進入ルートです。羽田から烏

取にむかった飛行機はILSアプローチとは異な

り、豊岡の神鍋山あたりのKANNA(航空路

に地図上で設定されているMraypointのひとつ）

を高度7000フイート （約2100m)で通過し北北

西に進路をとり余部の伊笹岬(waypointの

ISASA)を高度6000フィートで通過、その後

海上に出て西に向かい、瓢馳山の北北東5～6

キロ当たりで南南西に転進し、福部上空を約

1600フィートで通過、徐々に鳥取空港に向けて

旋回し、県中の上、AEONの上を通り着陸で

す。実際には細かく通過地点と高度が決められ

ているようです。またKANNAからISASAに

向かうところの航路がカクカクしているので、

実際にはもっと手前（東）の地点からKANNA

をキャンセルして直接ISASAに向かうことを

航空路管制（東京コントロール）に要求するこ

とが多いようです。本アプローチの気象条件と

しては視程1600～1800m以上あること、高度300

フィート （約90m)で滑走路が視認できること
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が条件のようです。車のナビを使ったような飛

行ということになるのです。地上の設備の追加

は必要ないのですが、航空機側には、前にも書

いたような機器の搭載が必要条件となっていま

す。そのため、鳥取空港の「RNAVRW28ア

プローチ」はエアバスA320ではいまのところ

使用することができません。ボーイング738

(737-800)では使用可能です。西風で視程が

落ちているとき、条件を満たした航空機での欠

航の確率は低くなります。

航空管制、航空機のシステムは、進化し続け

ています。その安全性は高まり続けています。

車の自動運転が現実味を帯びてきた現在、航空

業界では、将来離陸から着陸まで全自動で行え

ることも研究されているようです。でもちょっ

と待って、 「航空機の操縦に人間の関与は絶対

に必要でしょう」と思うのは、昭和生まれの古

い考え方なのでしょうか。

と、いろんなことを考えながら、飛行機を眺

めています。
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【医会報告1】

平成30年度第2回烏取県小児科医会理事役員会開催報告

会長：石谷暢男

日時：平成30年8月5日 （日）午前10:00～午前12:00

場所：鳥取県中部医師会館

〒682-0871烏取県倉吉市旭田町18番地電話:0858-23-1323

出席者（お返事順、敬称略） ：松田隆、妹尾磯範、音田誠一、中山裕雄、

笠木正明、星加忠孝、但馬啓子、長田郁夫、瀬口正史、

岡田隆好、岡本博文、白石眞博、梅原俊介、田中情、

深澤哲、石谷暢男

欠席者（敬称略） ：林原博（急患当番)、森田元章、中井正二、谷本要、

大石一康（急患当番)、平本眞介（辞退意向）

岡空輝夫（急用のため出席→欠席）

1．協議事項

1） 「子どもの虐待防止推進全国フォーラムinとっとり （仮称)」

平成31年11月16日 (=t) 12:30～11月17日 （日）正午について

烏取県医師会第9回理事会(12月20日開催）より医療従事者関係者による講演、シンポジウム

等の企画協力依頼が当会会長あてにあり、後日烏取県福祉保健部子育て王国推進局青少年・家庭

課小谷昭夫課長より2日目の分科会（9 ：00～11 :30)のテーマや内容等の企画等の協力依頼

があった。

具体的には、全国的に有名な講師の招致依頼（候補者の内諾まで依頼） 2月中

謝金：朝が早いので、おそらく前泊が必要（厚生労働省の基準で支給）

拘束時間を入れ4時間×（8000円／時間）＋旅費十宿泊費(9800円）程度

~相応しい講師の先生をご存知の先生は、石谷まで連絡ください。

2）第16回内藤壽七郎記念賞候補者推薦

（平成31年1月18日までに日本小児科医会へ連絡）

琴笠木正明先生を候補者に推薦との意見があったが、ご本人が固辞されたので、当会では、適

当な候補者なしとなった。

3）次期代議員、予備代議員の選出（平成31年3月末までに日本小児科医会に連絡）

日本小児科医会（烏取県の会員名簿）参照

現在、 2019年（平成31年) 3月31日まで代議員が笠木正明、予備代議員が石谷となっている。

雷次期(2019年4月1日から2021年3月31日までの2年間）は、代議員を石谷、予備代議員を

長田郁夫が選出された。

4）健やか親子21推進協議会「育児支援」テーマグループ

出前講座、研修会等の推薦講師調査票が来ております。

言自薦他薦がありましたら石谷まで連絡をしていただく。
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5）今後の会内の規約や理事役員会・学術講演会などについて

前回の検討及び決定事項

会長選挙：会長会議で任命

会員資格：小児科医または他科の医師でも参加可能（趣旨に賛同した人は可）

会費：研修医:2000円、

医師免許取得後6年以上10年未満の医師:5000円、

医師免許取得後10年以上: 10000円

中井正二先生（東部小児科医会会計）よりの下記の意見が出され、検討が行われた。

①医師免許取得年月日で会費が変更になることにより、名簿を整理して、どの方がi

の対象になるかをはっきりさせてほしい。

②若い先生が入会されたいと言われた時に、会費はいくらと話をすればよいか？

どの方が減免

③医師免許取得後10年目から？通常会費？後期研修医は無料？

④途中入退会時の会費は、無料？半額？全額？

⑤実施は、来年度から？今年度から？ （会費徴収の時期になっているが？

琴入会案内を作成し、書面にて規約や会費などが一目で理解できるようにする。

6）理事役員会開催回数2回 （8月、 1月）

学術講演会開催回数2回 （8月、 1月）

日本小児科学会の領域講習の単位取得可能なように3カ月までに申請する

来年度の鳥取県小児科総会、後援会、役員会の日程

8月または7月：世話人（司会） （ ）○月○日 （会場：

1月または12月：世話人（司会) ( )○月○日 （会場：

毒地区会長会議で開催日時を検討する

ｊ
ｊ

7）会内の各種対策委員会（北海道、佐賀県の組織図のコピーを参照）

会員は1つ以上のいずれかの委員会に属すること

（1）総務委員会（会計・庶務） ：梅原俊介

（2）会報編集委員会：瀬口正史、田中清、妹尾磯範田本直弘

（3）学術・広報委員会：岡空輝夫、

（4）感染症＆予防接種対策委員会：笠木正明、岡田隆好

（5）学校保健対策委員会（健診・発達障害）

（6）母子保健対策委員会：瀬口正史、

（7）小児救急医療・災害対策委員会：瀬口正史、大谷英之

（8）社会保険委員会：深澤哲：

（9）アレルギー対策委員会：中井正二、

(10)小児習慣病対策委員会（禁煙、性教育) :

(11)小児在宅医療対策委員会：長田郁夫

(12)調査委員会

(13)新制度専門医関係（更新・審査）

(14)子どもの心対策委員会

（15）
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8）笠木正明先生への感謝状と記念品について

雷地区会長会議に一任

9）役員への感謝状

例）平本眞介先生編集委員（瀧田会長期)、会計担当（岡本会長期)、地区会長（笠木会長期）

壷地区会長会議に一任

IO)各地域の会員連絡網や被災対応の確認・構築

章入会案内、入会願、退会願を作成する時に、入会願で、どの委員会に属したいのかの希望を

とる。

ll)会報の協賛広告について

壷会員で懇意にしていらっしゃる製薬会社、検査会社にお願いし、協賛が可能であれば、石谷

まで連絡をしていただく。

12)その他

壷会員増強と若い会員の入会促進のために、烏取大学小児科の教授、准教授、医局長をはじめ

とした小児科医、勤務医にも入会をしていただけるような会の運営を行っていく。

2．報告事項

1) 日本小児科医会乳幼児学校保健委員会より 「就学児健診に関するアンケート調査依頼」 （平成

30年10月31日締め切り）があり、 3地区会長（東部：石谷暢男、中部：松田隆、西部：長田郁夫）

に依頼をした。 3地区とも、締め切りまでに連絡済。

2）地域総合小児医療認定医対象研修会単位数の変更のお知らせ

2019年4月1日から地域総合小児医療認定医の本制度が施行に伴い、ブロック・都道府県小児

科医会開催研修会の新規申請用単位が10単位から5単位になります。

3）他の小児科医会からの会報の送付（表紙と目次のコピーを参照）

①川崎市小児科医会（会長：鈴鹿隆久）

③佐賀県小児科医会（会長：島田興人）

②福岡県小児科医会（会長：下村国寿）

④北海道小児科医会（会長：渡辺徹）

4）平成30年度日本小児科医会中国四国ブロック連絡協議会出席報告

平成30年ll月18日 （日) 13:00～16:00、岡山コンベンションセンター4階

司会：担当幹事県岡山県小児科医会横山先生

次第

①田原先生挨拶

②神川会長挨拶

③新会長挨拶：烏取県（石谷)、高知県（船井先生）

④協議内容

i .平成29年度会計報告・監査報告（鮎川先生）

且、規約改正（藤原先生）

Ⅲ、各県近況報告（各県会長）

iv.中央情勢報告
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V. 日本小児科医会各委員会報告

a.乳幼児学校保健委員会（河村先生）

b.HP委員会（児玉先生）

C. 国際委員会（羽根田先生）

d.社保委員会（深澤先生→田山先生）

e.学術委員会（井上先生）

f.公衆衛生委員会（森先生）

g.小児救急医療委員会（兵頭先生）

h.子どもの心対策委員会（岡田先生→横山先生）

vi. 中国四国ブロック協医会合同事業

在宅医療：井上先生

予防接種料金内訳調査報告：田中先生

vi.幹事要望講演

「患児」から主体的な「患者」になるために～ポケットサポートの取り組み～

講師：認定NP○法人ポケットサポート三好祐也様

viii.西日本豪雨災害時の各県医会の対応今後への取り組み

広島県．愛媛県・岡山県より報告後全体討論

ix.各県小児の事故防止への取り組み

田山先生より徳島県の取り組みの紹介後全体討論

x・次年度の予定について（幹事担当県：広島県）

xi.その他

5）県医師会の事業と小児科医会の連動性を活発に

（1）県医師会：理事：岡田隆好

（2）地区医師会：東部医師会（副会長：石谷暢男)、中部医師会（会長：松田隆)、

師会（副会長：瀬口正史、理事：長田郁夫）

（3）烏取県小児科医会：会長：石谷暢男

（4）地区小児科医会会長：東部：石谷暢男、中部：松田隆、西部：長田郁夫

6）烏取県小児科医会会報41号発行について

41号進捗状況（平成30年1月7日現在）

①臨床レポート各地区から3題（済）

②会長の巻頭言（済）

③リレーエッセイ深澤先生（未）

④特別講演神崎晋教授（未）

⑤特別寄稿岡空輝夫先生AMR関連（済）

⑥特別寄稿玉崎章子先生医療ケア児（未）

⑦特別寄稿田澤雄作先生SNS対策（未）

今後の方針： 2月中にすべて揃えて印刷に回し、 4月発刊予定

協賛広告： （製薬会社：4社）武田、アステラス、シオノギ、ヤンセンファーマ

会報発行回数以前2回／年、最近は1回／年となっている。今年度から1回／年

西部医
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編集長森田元章先生から瀬口正史先生

査読制度は入れない。

会報の著作権なし

7） 日本小児科医連盟入会案内

8） 日本小児科医会中国四国ブロック連絡協医会出席報告

9） 「成育基本法」成立の御礼

代議士に礼状（赤沢亮正氏、青木一彦氏、石破茂氏、舞立昇治氏）

10) 日本小児科医会社会保険全国委員会

平成31年2月24日 （日) 13:00～16:00

講演「厚生労働省に考える小児科医が担うかかりつけ医としての役割」

講師厚生労働省迫井正深審議官

出席者：深澤哲先生（日本小児科医会社会保険委員会委員）

平成30年12月6日返事済

l1) 「子どもの心」相談医名簿を各都道府県教育庁、厚生労働省、文部科学省宛に日本小児科医会

より登録者名簿を送付。

登録医：芦原勝之、飯塚幹夫（岡本小児科医院)、石谷暢男、岡空輝夫、岡本博文、

瀬口正史、妹尾磯範、田中貴俊（医療福祉法人倉吉病院)、長田郁夫、松田隆

12)理事役員会の出席に伴う旅費と弁当代について

一人一律旅費及び弁当代として5000円を支給

13）大阪府富田林市で市民オンブズマンにより起こされた「予防接種委託費用返還訴訟」の決着が

つきました。裁判控訴審判が決着（日本小児科医会より2019.9.13に連絡あり）

「定期予防接種の同時接種の際に2本目以降の接種にも初診料分の金額が支出されたことは不

当である。税金の不適正使用であり、医師会に返金させろ」と市長と医師会を訴えた訴訟。

平成29年8月：一審判決（オンブズマン側全面敗訴）

平成30年3月：控訴審判決（オンブズマン側全面敗訴）

平成30年8月：最高裁が上告棄却並びに上告不受理と決定

本件住民訴訟に対する最終決定

【認定事実】

①同時接種時の医師の判断は、高度に医療的で大きな責任を伴うこと

②同時接種を正当に評価しない算定方法による契約が広がれば、結果的に同十接種は進まな

くなり、子どもたちの不利益となる

14)会計報告：夏季に行う
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【医会報告2】

鳥取県小児科医会会長会議

平成31年2月3日13:30～：まつだ小児科医院Rホール

出席者：松田隆（中部小児科医会会長）

長田郁夫（西部小児科医会会長）

石谷暢男（県小児科医会会長、東部小児科医会会長）

協議事項

1．先天性風疹症候群の発症増加への危倶する意見が会員よりあった。

烏取県では、妊婦の夫だけでなく、同居家族もMRワクチン接種費用が平成31年1月より拡大され

た。 3歳児健診で4分の1から3分の1のお母さんの風疹抗体価が低かった。産婦人科より声掛けを

してほしい。妊婦健診・乳幼児健診で、風疹抗体価の低い女性を見たら、費用助成のパンフレットを

渡すなどを検討してほしいという意見が会員よりあった。東部、中部、西部の会長が、市町村へ働き

かけることとなった。

2．小児科と産婦人科との密な連絡（合同研修会など）を企画してほしいという会員よりの意見があっ

た。

産婦人科と小児科で合同研修会を企画するか、小児科医会の講演会や研修会で、小児科医会で産婦

人科医の講演を聞くなどを考える。県単位では集まり難ければ、地区単位でも行う。産婦人科医と小

児科医が顔を合わせ、シームレスな形で乳幼児を持つ家族を支援していくことを考えることとした。

まず、県小児科医会会長より、県産婦人科医会会長へ問い合わせてみることとなった。

3．会費のこと

県小児科医会に入会するには、地区小児科医会を通してになる

東部:3000円、西部:4000円、中部: 0円である。

県小児科医会会員資格および入会金をいくらにするか

会員資格：小児科医または他科の医師でも参加可能（趣旨に賛同した人は可）とし、多くの若い

小児科医に入会していただき、若返りを図り、会を盛り上げていきたい。

会費:2000円（研修医)、 5000円(6年以上10年未満)、 10000円(10年以上）を検討中）

4．新役員の検討

平本眞介先生の辞退に伴い、岡本賢先生を理事にお願いをする。

5．役員退職への記念品など

理事の退職への記念品は無しとなった。

6．会長退職への記念品
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笠木正明先生(10年以上会長を務められた) :感謝状と記念品(10万円程度）を贈呈。

7．子どもの虐待防止推進全国フオーラムinとっとり （仮称）人選

平成31年ll月16日 (i) 12:30～ll月17日 （日）正午について

鳥取県医師会第9回理事会(12月20日開催）より医療従事者関係者による講演、シンポジウム等

の企画協力依頼が来ている。県の担当職員と話をしたところ、全国的に有名な講師の招致依頼（候

補者の内諾まで依頼） 2月中に承諾をとる。

謝金：朝が早いので、おそらく前泊が必要

拘束時間を入れ4時間×8000円／時間十旅費十宿泊費(9800円）

現在、石谷が、シンポジスト全員医師で検討中だが、無理であれば、CAPTAや弁護士なども検

討することとなった。石谷が検討することになった。

8．今後の予定

2019年度烏取県小児科医会第1回理事役員会

世話人：長田郁夫（西部小児科医会会長）

2019年8月 日 （日) (米子市または倉吉市）

2019年度烏取県小児科医会第2回理事役員会

世話人：石谷暢男（東部小児科医会会長）

2020年1月 日 （日) (烏取市または倉吉市）

2019年度各地区会長会議（倉吉市）

2020年1月 日 （日） （倉吉市）

9．委員会のメンバー（当面：会長会より推薦）

会内の各種対策委員会（敬称略）

会員は1つ以上のいずれかの委員会に属すること

（1）総務委員会（会計・庶務）

梅原俊介、石谷暢男、松田隆、長田郁夫、笠木正明、岡本博文

（2）会報編集委員会

瀬口正史、田中清、妹尾磯範、田本直弘

（3）学術・広報委員会：

岡空輝夫、岡田隆好、音田誠一、中野英二、谷本弘子、中井挙子、西川健一、

花木啓一、本田守

（4）感染症＆予防接種対策委員会

笠木正明、岡田隆好、平本眞介、新澤毅、但馬啓子、士江秀昭、林原博、

山根陽子

（5）学校保健対策委員会（健診・発達障害）

大石一康、河場康郎、倉信裕樹、荻原嘉洋、奥田浩史、星加忠孝、大野耕作、

片山章、北原佶、佐々木佳裕、汐田まどか、 白石眞博、林篤細田淑／

本田守

細田淑人、
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（6）母子保健対策委員会

井奥郁雄、岡本晶子、田村明子、常井幹夫、肥田敦子、舩木聡、舩木聡、

山根蓉子

（7）小児救急医療・災害対策委員会

瀬口正史、大谷英之、宇都宮靖、原田友一郎

（8）社会保険委員会

深澤哲、深澤雅子、芦原勝之、中山裕雄、花木正史、平尾正人、中村哲朗

（9）アレルギー対策委員会

中井正二、石丸昌宏、松下詠治、岡空謙之輔、木村浩

(10)小児習慣病対策委員会（禁煙、性教育）

森田元章、阿部紀子、大野雅子、吹野順平、渡辺淳子

(11)小児在宅医療対策委員会

長田郁夫、杉浦千登勢、岡本良子、飯塚俊之、但馬啓子、福永真紀

(12)調査委員会

鈴木将浩、竹茂幸人、谷本要、

(13)新制度専門医（更新・審査）委員会

岡本賢、上桝百利子

(14)子どもの心対策委員会

芦原勝之、飯塚幹夫、長石純一

(15)その他

10.入会案内

石谷がたたき台を作って、総務委員会で検討をする。
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烏取県東部小児科医会活動報告

第497回烏取県東部小児科医会 平成29年1月18日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 「いまさら聞けない迅速キットの使い方」

（医）時田げんきクリニック理事長・クリニックばんびいに院長時田章史先生

（大塚製薬株式会社診断事業部岩野央氏）

演題2． 「乳児院における感染症対応の経験-10年間を振り返って」

せいきよう子どもクリニック森田元章先生

議題1．会長報告 石谷小児科医院石谷暢男

議題2．平成29年度急患診療所小児科当番表について

議題3．会費納入について

第498回烏取県東部小児科医会 平成29年2月15日水曜日 19:00～鳥取県東部医師会館

演題1． 「在宅皮下補充療法に移行したX連鎖性無ガンマグロブリン血症の一例」

烏取県立中央病院小児科宇都宮靖先生

演題2． 「先天性補体因子C9欠損症の1例」

鳥取県立中央病院小児科宇都宮靖先生

議題1．会長報告 石谷小児科医院石谷暢男

議題2．その他

大雪のため休会

第499回烏取県東部小児科医会 平成29年3月15日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1．平成28年度小児救急地域医師研修会

「地方都市における小児救急のあり方を探って～地方の子どもをどう助けますか？～」

公立豊岡病院但馬救急救命センター医長後藤 保先生

演題2． （症例検討1） 「猫ひっかき病の7歳男児例」

烏取市立病院小児科長石純一先生

演題3． （症例報告2） 「過換気発作で搬送された横紋筋融解をきたした15歳女児例」

烏取市立病院小児科長石純一先生

議題1．会長報告 石谷小児科医院石谷暢男

議題2．イチゴ状血管腫内服へマンジオール治療について

第500回烏取県東部小児科医会 平成29年4月19日水曜日 19:00～鳥取県東部医師会館

演題1． 「在宅皮下補充療法に移行したX連鎖性無ガンマグロブリン血症の一例」

烏取県立中央病院小児科宇都宮靖先生

演題2． 「好酸球性冑腸症と考えられた重症心身障害児の1例」
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烏取医療センター小児科赤星進二郎先生

烏取県立中央病院小児科大谷英之先生

演題3．学会・研究会・研修会報告および話題提供

議題1．会長報告

議題2．その他

第501回烏取県東部小児科医会 平成29年5月17日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 「特発性頭蓋内圧冗進症のl例」

烏取赤十字病院小児科松下詠治先生

演題2． 「コンサータの投与により、 自閉症症状の改善を認めたADHD症例」

石谷小児科医院石谷暢男

演題3．学会・研究会・研修会報告および話題提供

議題1．会長報告 石谷小児科医院石谷暢男

議題2．平成28年度会計報告・監査報告 中井正二先生、石井祥子先生

第502回烏取県東部小児科医会 平成29年6月21日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 「最近BCG後にコッホ現象が疑われた5例」

せいきよう子どもクリニック小児科森田元章先生

演題2． 「行動療法による環境調整が有効であったADHD症例」

石谷小児科医院石谷暢男

演題3．学会・研究会・研修会報告および話題提供

議題1．会長報告 石谷小児科医院石谷暢男

議題2．その他

第503回鳥取県東部小児科医会 平成29年7月19日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 「先天性補体C9欠損症の1例」

烏取県立中央病院小児科宇都宮靖先生

演題2． 「抗菌薬投与にも関わらず発症した溶連菌感染後急性糸球体腎炎の2例」

烏取県立中央病院小児科大谷英之先生

演題3． 【特別講演】

「子どものアレルギー疾患における免疫療法」

島根大学医学部小児科教授竹谷 健先生

演題4．学会・研究会・研修会報告および話題提供

議題1．会長報告 石谷小児科医院石谷暢男

議題2．その他

第504回烏取県東部小児科医会 平成29年9月20日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【特別講演】 （東部医師会：予防接種従事者講習会）

「予防接種の最近の話題」 「－ロタウイルスワクチン接種普及を目指して－」
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大阪労災病院小児科部長川村尚久先生

演題2． 【症例検討】 「ツツガムシ病の13歳男子例」

鳥取市立病院小児科藤井宏美先生

演題3． 【症例検討】 「右膝関節炎の1歳男児例」

烏取市立病院小児科長石純一先生

学会・研究会・研修会報告および話題提供

会長報告

その他
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議

石谷小児科医院石谷暢男

第505回烏取県東部小児科医会 平成29年10月18日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【特別講演】

「小児急性胄腸炎診療ガイドライン2017と経口補水療法」

兵庫県立こども病院救急総合診療科部長上村克徳先生

演題2． 【症例検討】

「特異な経過を示した言語発達遅滞の男児例」

烏取医療センター小児科赤星進二郎先生

演題3．学会・研究会・研修会報告および話題提供

議題1．会長報告 石谷小児科医院石谷暢男

議題2．その他

第506回烏取県東部小児科医会 平成29年ll月15日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【症例検討】

「DNA検査で診断した百日咳の1例について」

烏取赤十字病院小児科木下朋絵先生

演題2． 【症例検討】

「注意欠如多動症の二次障害を伴った愛着形成障害の家族支援」

石谷小児科医院石谷暢男

演題3．学会・研究会・研修会報告および話題提供

議題1．会長報告 石谷小児科医院石谷暢男

議題2．その他

第507回烏取県東部小児科医会 平成30年1月17日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【東部医師会学校保健学校医講習会】

「精神科的合併症を伴う発達障害の事例への理解と支援」

渡辺病院精神科竹内亜理子先生

演題2． 【症例検討】

「この2年9ケ月間に当院で経験したマイコプラズマ感染症の臨床的検討」

せいきよう子どもクリニック小児科森田元章先生

演題3． 【学会・研究会・研修会報告および話題提供】
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「平成29年度第2回烏取県小児科医会役員会出席報告」

「烏取県小児科医会学術講演会(GL2017改定のポイントと小児感染症領域の最近の話

題川崎医科大学付属病院小児科） 出席報告」

烏取県立中央病院小児科星加忠孝先生

議題1． 【会長報告】 石谷小児科医院石谷暢男

議題2． 【鳥取県小児科医会会費納入依頼について】

会計中井こどもクリニック中井正二先生

議題3． 【平成30年度東部医師会休日夜間急患診療所の小児科担当医当番表（案)】

東部医師会休日夜間急患診療所担当理事石谷暢男

議題4． 【その他】

鳥取県東部医師会学術講演会平成30年4月7日 (jZ) 17:45～19:00

「ADHDの薬物療法：支援の視点から見た治療戦略」 （仮）

医療法人テレサ会西川医院発達診療部部長

発達障害研究センター長林 隆先生

第508回烏取県東部小児科医会 平成30年2月21日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【東部医師会小児救急地域医師研修会】

「子どもの神経救急の見方」

烏取大学医学部付附属病院小児在宅支援センター副センター長玉崎章子先生

演題2． 【症例検討】

「ACNES(AnteriorCutaneousNerveEntrapmentSyndrome)疑いの1例」

烏取県立中央病院小児科大谷英之先生

演題3． 【症例検討】

「マイコプラズマ関連StevensJohnsonSyndromeの1例」

烏取県立中央病院小児科萩元慎二先生

演題4． 【学会・研究会・研修会報告および話題提供】

議題1． 【会長報告】 石谷小児科医院石谷暢男

議題2． 【平成30年度東部医師会休日夜間急患診療所の小児科担当医当番表】

東部医師会休日夜間急患診療所担当理事石谷暢男

議題3． 【その他】

烏取県東部医師会学術講演会平成30年4月7日 (jz) 18: 15～19:30

「ADHDの薬物療法：支援の視点から見た治療戦略」 （仮）

医療法人テレサ会西川医院発達診療部部長

発達障害研究センター長林 隆先生

第509回烏取県東部小児科医会 平成30年3月28日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【東部医師会園医研修会】

「育てにくい子どもの育ちを園でどう支えるか」

烏取県立烏取療育園園長前岡幸憲先生
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演題2． 【症例検討】

「CDTR-PIによる薬疹をきたした1歳男児例」

鳥取市立病院小児科石丸雄一朗先生

【症例検討】

「CMVによりVAHSをきたした14歳男子例」

烏取市立病院小児科長石純一先生

【学会・研究会・研修会報告および話題提供】

【会長報告】 石谷小児科医院石谷暢男

【その他】

烏取県東部医師会学術講演会平成30年4月7日 (jZ) 18: 15～19:30

「ADHDの薬物療法：支援の視点から見た治療戦略」 （仮）

医療法人テレサ会西川医院発達診療部部長

発達障害研究センター長林 隆先生

演題3．
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第510回鳥取県東部小児科医会 平成30年4月18日水曜日 19:00～鳥取県東部医師会館

演題1． 【医療情報】

「子宮頸がんワクチン厚生労働省作成パンフレットについて」

ジャパンワクチン株式会社河村隆行烏取県担当課長

演題2． 【症例検討】

「5歳児健診後の構音障害について」

烏取医療センター小児科赤星進二郎先生

リハビリテーション科言語聴覚士宮口真梨菜先生

森 智美先生

演題3． 【学会・研究会・研修会報告および話題提供】

議題1． 【会長報告】 石谷小児科医院石谷暢男

議題2． 【その他】

第511回烏取県東部小児科医会 平成30年5月16日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【話題提供】

3歳児健診「視力検査器」導入について

烏取市中保健センター母子保健係山名春佳・小森里美・苗村十至子保健師

演題2． 【話題提供】

母子手帳の記載内容の改正点および変更点

鳥取市中保健センター母子保健係苗村十至子・小森里美・山名春佳保健師

演題3． 【症例検討】

「自然脱落した若年性ポリープの1歳女児例」

烏取赤十字病院小児科松下詠治先生

演題4． 【症例検討】

「解熱後に関節炎と皮疹が遷延した川崎病のl例」
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朋絵先生烏取赤十字病院小児科木下

【学会・研究会・研修会報告および話題提供】

1）平成30年度第1回東部圏域感染制御地域支援ネットワーク情報交換会

石谷小児科医院

【会長報告】 石谷小児科医院

平成29 (2017)年度烏取県東部小児科医会 会計報告中井

会計監査報告 石井内科小児科医院石井

演題5．

石谷暢男

石谷暢男

正二先生

祥子先生

１
２
３

題
題
題

議
議
議

第512回烏取県東部小児科医会 平成30年6月20日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【症例検討】

「最近当院で行っている食物負荷テスト＝単回法」

せいきよう子どもクリニック小児科森田元章先生

演題2． 【症例検討】

「烏取県東部圏域における百日咳報告数の検討」

烏取市保健所長井 大先生

演題3． 【学会・研究会・研修会報告および話題提供】

議題1． 【会長報告】 石谷小児科医院石谷暢男

議題2． 【その他】

第513回鳥取県東部小児科医会 平成30年7月18日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【症例検討】

「鼓膜切開により出血性ショックをきたした1例」

烏取県立中央病院小児科小林裕貴子先生

演題2． 【症例検討】

「二相性脳症の1例」

烏取県立中央病院小児科木村昂一郎先生

演題3． 【学会・研究会・研修会報告および話題提供】

議題1． 【会長報告】 石谷小児科医院石谷暢男

議題2． 【その他】

第514回烏取県東部小児科医会 平成30年9月19日水曜日 19:00～鳥取県東部医師会館

演題1． 【特別講演】

「予防接種の最近の話題」

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科生涯免疫難病学教授森 雅亮先生

演題2． 【症例検討】

「MSSA菌血症の1ヶ月男児例」

烏取市立病院小児科木下 亮先生

演題3． 【症例検討】

「ヨード過剰摂取により一過性甲状腺機能低下を示した12歳男児例」
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烏取市立病院小児科長石純一先生

４
１
２

題
題
題

演
議
議

【学会・研究会・研修会報告および話題提供】

【会長報告】

【その他】

石谷小児科医院石谷暢男

第515回烏取県東部小児科医会 平成30年10月17日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【学校保健・学校医講習会】

「LGBTの基礎知識と学校での対応（中国地区学校医大会より)」

中井子どもクリニック院長中井正二先生

演題2． 【症例検討】

「MSPA(TheMulti-DimensionalScaleforPDDandADHD)

の使用経験について」

鳥取医療センター小児科赤星進二郎先生

中野英二先生

小松倫子先生

演題3． 【学会・研究会・研修会報告および話題提供】

議題l. 【会長報告】 石谷小児科医院石谷暢男

議題2． 【その他】

第516回鳥取県東部小児科医会 平成30年ll月21日水曜日 19:00～烏取県東部医師会館

演題1． 【特別講演】

「アトピー性皮層炎に対する外用療法の新たな選択肢

～アドヒアランスを上げるための工夫～」

慶應義塾大学医学部皮層科学教室准教授海老原全先生

演題2． 【症例検討】

「再発性膵炎をきたし診断に至った膵胆管合流異常の1例」

烏取赤十字病院小児科加藤耕平先生

演題3． 【症例検討】

「小児の消化器内視鏡検査について～小児消化器内視鏡ガイドライン2017より～」

烏取赤十字病院小児科加藤耕平先生

演題4． 【学会・研究会・研修会報告および話題提供】

議題1． 【会長報告】 石谷小児科医院石谷暢男

議題2． 【その他】
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鳥取県中部小児科医会活動報告

○第29回烏取県中部小児科医会

日 時 平成29年3月24日 （金) 19:00-21 :00

場 所 鳥取県立厚生病院5階第3会議室

参加者 10名

（1） 「発達特性に併存する気分障がい」

（2） 「幼児期からはじめる足元からの健康づくり」

（3）烏取県福祉保健部子ども発達支援課からの案内

（4）その他

烏取県立厚生病院杉浦千登勢先生

まつだ小児科医院松田 隆先生

○第30回鳥取県中部小児科医会

日 時 平成29年5月24日 （水) 19:00-21 :00

場 所 烏取県立厚生病院 5階第3会議室

参加者 10名

（1） 「イチゴ状血管腫に対するヘマンジオルの使用経験」 米子市林原医院林原伸治先生

（2） 「小児の構音について」 中部療育園言語聴覚士居組千里氏

（3）その他

○第31回鳥取県中部小児科医会

日 時 平成29年7月28日 （金) 19:00-21 :00

場 所 烏取県立厚生病院 5階第3会議室

参加者 12名

（1） 「上室頻拍心電図の読み方」

（2） 「烏取県中部の学校検尿システムについて」

（3）その他

鳥取県立厚生病院倉信裕樹先生

烏取県立厚生病院河場康郎先生

○第32回鳥取県中部小児科医会

日 時 平成29年9月27日 （水) 19:00-21 :00

場 所 烏取県立厚生病院5階第3会議室

参加者 11名

（1） 「烏取県における子どもの心のケアを含めた小児在宅医療の広がり」

烏取大学医学部附属病院小児在宅支援センター

(2) ｢SIDSとALTE～新概念のBRUEもふまえて～」 烏取県立厚生病院

（3）その他

玉崎章子先生

鈴木将浩先生

○第33回鳥取県中部小児科医会

日 時 平成29年ll月22日 （水) 19:00-21 :00
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場 所 鳥取県立厚生病院5階第3会議室

参加者 9名

（1） 「児童養護施設における児童の心の問題」

（2） 「水腎症の外来管理」

（3）その他

因伯子供学園保育士岡空 貴氏

鳥取県立厚生病院小児科河場康郎先生

○第34回烏取県中部小児科医会

日 時 平成30年3月19日 （月) 19:00-21 :00

場 所 鳥取県立厚生病院5階第3会議室

参加者 9名

（1） 「指節骨癒合症の1家系にみられた両側冠状縫合早期癒合症の1例」

鳥取県立厚生病院小児科鈴木将浩先生

(2) ｢HPVワクチンについて」 まつだ小児科医院院長松田 隆先生

（3）その他

○第35回鳥取県中部小児科医会

日 時 平成30年5月29日 （火) 19:00-21 :00

場 所 烏取県立厚生病院5階第3会議室

参加者 14名

（1） 「急性腎障害(AKI)を合併した急性巣状細菌性腎炎疑いの一女児例」

烏取県立厚生病院研修医

（2） 「英国における子どもの心のケア」 虹の森クリニック

（3）その他

高見飛烏先生

坂野真理先生

○第36回烏取県中部小児科医会

日 時 平成30年7月25日 （水) 19:00-21 :00

場 所 烏取県立厚生病院5階第3会議室

参加者 7名

（1） 「発達障がい支援について」～『エール』発達障がい者支援センターの相談状況から～

『エール』発達障がい者支援センター所長川口 栄氏

（2） 「小児の胸痛について」 烏取県立厚生病院倉信裕樹先生

（3）その他

○第37回烏取県中部小児科医会

日 時 平成30年9月19日 （水) 19:00-21 :00

場 所 烏取県立厚生病院5階第3会議室

参加者 12名

（1） 「倉吉市における健診システムとペアレントトレーニングの効果」

倉吉市健康福祉部子ども家庭課井口妙子氏
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（2） 「女児の単腎症を見つけた時…、子宮奇形は大丈夫？－OHVIRA症候群（疑い）の2症例一」

烏取県立厚生病院小児科河場康郎先生

（3）その他

○第38回烏取県中部小児科医会

日 時 平成30年11月28日 （水) 19:00-21 :00

場 所 鳥取県立厚生病院5階第3会議室

参加者 9名

(1)Web講演: ｢RSウイルス、夏の流行が起きる気象条件～7シーズンの疫学解析より～」

新潟大学大学院医歯学総合研究科国際保健学分野准教授菖蒲川由郷先生

（2） 「発達障がい児の早期の気づきと支援にむけて～健診場面におけるSACS-Jの活用意義～」

倉吉市健康福祉部子ども家庭課主任児童指導員井口妙子氏

（3）その他
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烏取県西部小児科医会活動報告

【2017年1月～12月】

第520回 特別講演 2017年2月8日

「夜尿症診療ガイドラインによる夜尿症解決法」

兵庫医科大学小児科服部益冶先生

第521回 例会 2017年3月8日

「新奇場面法による母子の行動観察について一発達障碍のプライマリケアとは？－」

山陰労災病院小児科飯塚博之先生

｢麻しんにかかる発生状況及び保健所の対応」

烏取県西部総合事務所福祉保健局木山真大先生

第522回 例会 2017年4月12日

「コッホ現象への対応について～当院の経験例を踏まえ～」

米子医療センター小児科佐々木佳裕先生

｢トゥレット (Tourette)症候群の小児例～溶連菌感染症との関連～」

鳥取大学医学部脳神経小児科前垣義弘先生

第523回 例会 2017年5月10日

「イチゴ状血管腫に対するヘマンジオールの使用経験」

林原医院林原伸冶先生

｢平成28年度学校保健講習会伝習会」

ファミリークリニックせぐち小児科瀬口正史先生

第524回 例会 2017年6月14日

「発達障害診療で使用できる地域リソース」

烏取県立療育センター汐田まどか先生

｢社会医学分野の学生実習を通した小児生活習慣病対策への関わり」

（メディアと睡眠の調査について）

烏取大学医学部小児科今本 彩先生

第525回 特別講演 2017年7月12日

61



｢小児の喘息・診断、治療の新展開」

東海大学医学部小児科 望月博之先生

第526回 例会 2017年9月13日

「Yersiniapseudotubercrosiによる急性腎障害を呈した同胞例と回腸末端炎を呈した症例」

米子医療センター小児科坪内祥子先生

｢5歳児相談（鳥取市）から紹介の発達障がいの一例」

烏取市立病院小児科 長石純一先生

第527回 例会 2017年10月l1日

「米子市の5歳児健診の実施方法について」

米子市健康対策課京久野美枝先生

｢当科で経験したPFAPAの3症例」

山陰労災病院小児科林 篤先生

第528回 例会 2017年ll月8日

「烏取県の特別支援教育の現状について」

烏取県教育委員会事務局特別支援教育課加藤典子先生

｢当院における発達障害児リハビリテーションについて」

博愛病院作業療法士足立直也先生

第529回 例会 2017年12月13日

「小児循環器研修を終えて島根大学での一年間の報告」

鳥取大学医学部小児科坂田晋史先生

｢気管支喘息における呼気N0値測定について(100ppb以上の超高値例の検討)」

岡空小児科医院岡空輝夫先生

【2018年1月～12月】

第530回 例会 2018年2月14日

「気管支喘息治療中に副鼻腔気管支症候群を併発し、湿性咳嗽発作が遷延した1例」

米子医療センター小児科林原 博先生

｢発達障がいの診断1 知能検査WISC－Ⅳの読み方と指導の要点」

鳥取大学医学部子どもの心診療拠点病院推進室大羽沢子先生
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第531回 例会 2018年3月14日

「小児期鉄欠乏の早期診断における赤血球粒度分布幅

Lowhemoglobindensity

(RDW-CV)、

(LHD%)の検討」

山陰労災病院小児科船田裕昭先生

｢もう一度考えよう“子宮頸がんワクチン"」

ジャパンワクチン河村隆行氏

第532回 特別講演 2018年4月11日

「日医学校保健講習会報告（伝習会)」

ファミリークリニックせぐち小児科瀬口正史先生

第533回 例会 2018年5月9日

「小児気管支喘息におけるダニの舌下免疫療法（ミティキュア）の経験」

岡空小児科医院岡空輝夫先生

｢小児急性リンパ性白血病の現状」

烏取大学医学部小児科上山潤一先生

第534回 例会 2018年6月13日

「川崎病症例のまとめ2014-2018～IVIG不応例への対応～」

米子医療センター小児科佐々木佳裕先生

｢5歳児健診で実施する心理検査の概要（新版K式発達検査、ADHA-RS他)」

烏取大学脳神経小児科大羽沢子先生

第535回 例会 2018年7月ll日

「第63回西部在宅ケア研究会」

第536回 例会 2018年9月12日

「米子市の母子保健事業（概要）～平成30年度からの新たな体制～」

米子市健康対策課廣田智子保健師

｢顕微鏡のまち・米子市から世界へ発信する新しい腎病理観察方法の開発

一低真空走査電子顕微鏡による腎組織の三次元形態解析一

烏取大学医学部周産期・小児医学横山浩巳先生

第537回 例会 2018年10月10日

「腸炎が先行した川崎病の3例」

山陰労災病院小児科林 篤先生
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｢今求められるAMR対策・ ・ ・我々小児科医は何をなすべきか？」

岡空小児科医医院岡空輝夫先生

第538回 特別講演 2018年ll月14日

「頻度の高い小児外科的疾患の診察のポイント～鳥取県の小児外科医療の現状報告を兼ねて～」

烏取大学医学部付属病院小児外科部長高野周一先生

第539回 特別講演 2018年12月12日

｢多様なニーズを持つ子どもの理解と支援」

烏取大学医学部脳神経小児科前垣義弘先生
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東部小児科医会名簿

(県医会入会者) 2018年12月現在〔あいうえお順〕

65

氏 名 医療機関名 電 話 FAX 郵便番号 住 所

芦原勝之 あしはら小児科 0857-37-4300 37-4315 680-0874 烏取市叶283-2

飯塚幹夫 岡本小児科医院（顧問） 0858-22-1051 22-1055 682-0806 倉吉市昭和町1丁目61

石谷暢男 石谷小児科医院 0857-22-3354 23-4133 680-0047 鳥取市上魚町13

石丸昌宏 石丸こどもクリニック 0857-26-1400 21-1822 680-0847 烏取市天神町31-2

宇都宮靖 鳥取県立中央病院 0857-26-2271 29-3227 680-0901 烏取市江津730

大谷英之
おおたにこども・ファミ
リークリニック

0857-51-1221 51-1661 680-8066
烏取市国府町新通り3丁目
301-1

岡本晶子 岡本医院 0857-53-2028 53-5395 689-1102 鳥取市津ノ井258-2

岡本良子 岡本医院 0857-53-2028 53-5395 689-1102 烏取市津ノ井258-2

荻原嘉洋 荻原医院 0858-85-0454 76-3010 680-1241 烏取市河原町長瀬82-1

奥田浩史 おくだこどもクリニック 0857-31-2222 31-3686 680-0942 鳥取市湖山町東3丁目67

田中 清 たなか小児科医院 0857-21-1222 22-1879 680-0844 鳥取市興南町76

田村明子 烏取県立中央病院 0857-26-2271 29-3227 680-0901 鳥取市江津730

常井幹生 烏取県立中央病院 0857-26-2271 29-3227 680-0901 鳥取市江津730

中井正二 中井こどもクリニック 0857-30-3888 30-3890 680-0853 烏取市桜谷367-1

中野英
一

一 烏取医療センター 0857-59-1111 59-1589 689-0203 鳥取市三津876

中山裕雄 中山小児科内科医院 0858-72-1112 72-1164 680-0463 八頭郡八頭町宮谷206-9

長石純
▲

鳥取市立病院 0857-37-1522 37-1533 680-8501 烏取市的場1丁目1

花木正史 花木こどもクリニック 0858-72-0100 72-0500 680-0463 八頭郡八頭町宮谷193-1

平尾正人
鳥取県保健事業団健診セ
ンター

0857-23-4841 23-4892 680-0845 烏取市富安2丁目94-4

深澤 哲 こどもクリニックふかざわ 0857-32-1700 32-1701 680-0903 鳥取市南隈565

深澤雅子 こどもクリニックふかざわ 0857-32-1700 32-1701 680-0903 鳥取市南隈565

星加忠孝 鳥取県立中央病院 0857-26-2271 29-3227 680-0901 鳥取市江津730

松下詠治 烏取赤十字病院 0857-24-8111 22-7903 680-8517 烏取市尚徳町117

森田元章 せいきよう子どもクリニック 0857-27-2211 27-2215 680-0833 烏取市末広温泉町566



中部小児科医会名簿
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氏 名 医療機関名 電 話 FAX 郵便番号 住 所

井奥郁雄 打吹公園クリニック 0858-22-3790 24-0895 682-0824 倉吉市仲ノ町770

大石 一康 大石医院 0858-28-1100 28-1133 682-0851 倉吉市西倉吉町22-10

岡田隆好 鳥取県立厚生病院 0858-22-8181 22-1350 682-0804 倉吉市東昭和町150

河場康郎 鳥取県立厚生病院 0858-22-8181 22-1350 682-0804 倉吉市東昭和町150

倉信裕樹 烏取県立厚生病院 0858-22-8181 22-1350 682-0804 倉吉市東昭和町150

土江宏和 烏取県立厚生病院 0858-22-8181 22-1350 682-0804 倉吉市東昭和町150

岡本博文 岡本小児科医院 0858-22-1051 22-1055 682-0806 倉吉市昭和町1丁目61

岡本 賢 岡本小児科医院 0858-22-1051 22-1055 682-0806 倉吉市昭和町1丁目61

音田誠 一▲ こどもクリニックおんだ 0858-47-5181 47-5181 682-0721 東伯郡湯梨浜町田後340-5

妹尾磯範 せのお小児科内科医院 0858-55-7100 55-7104 689-2501 東伯郡琴浦町赤碕1984-10

平本眞介 平本小児科医院 0858-26-0535 26-3848 682-0023 倉吉市山根637-6

松田 隆 まつだ小児科医院 0858-22-2959 22-2977 682-0861 倉吉市新町3丁目1178

杉浦千登勢 烏取県立中部療育園 0858-22-7191 22-7192 682-0805 倉吉市南昭和町15

遠藤 充 アロハこどもクリニック 0858-35-5474 35-5475 682-0722
東伯郡湯梨浜町はわい長瀬
549-14



西部小児科医会名簿

(県医会入会者） 2018年12月現在〔あいうえお順〕

67

氏 名 医療機関名 電 話 FAX 郵便番号 住 所

阿部紀子 阿部クリニック 0859-39-7000 39-7800 683-0011 米子市福市2276-1

飯塚俊之 鳥取県立総合療育センター 0859-38-2155 38-2156 683-0004 米子市上福原7-13-3

上桝由利子 うえます内科小児科 0859-48-1000 48-1111 683-0846 米子市安倍38-2

梅原俊介 キッズクリニックうめはら 0859-31-6020 31-6021 683-0002 米子市皆生新田3-15

大野耕策
労働者健康福祉機構
山陰労災病院

0859-33-8181 22-9651 683-0002 米子市皆生新田1-8-1

大野雅子 おおの小児科内科医院 0859-35-5611 35-5612 683-0805 米子市西福原3-10-34

岡空輝夫 岡空小児科医院 0859-47-1234 44-2001 684-0003 境港市浜ノ町127

岡空謙之輔 岡空医院 0859-22-2033 22-8356 683-0054 米子市糀町1-25

笠木正明 こどもクリニックかさぎ 0859-22-2700 22-0034 683-0822 米子市中町76-2

片山 章 西伯病院 0859-66-2211 66-4012 683-0323 西伯郡南部町倭397

神崎 晋
烏取大学医学部周産期．
小児医学

0859-38-6557 38-6559 683-0826 米子市西町36-1

北原 佶 鳥取県立総合療育センター 0859-38-2155 38-2156 683-0004 米子市上福原7-13-3

木村 浩 きむら小児科 0859-32-1757 32-1887 683-0003 米子市皆生3-12-1

佐々木佳裕 米子医療センター 0859-33-7111 34-1580 683-0006 米子市車尾4-17-1

汐田まどか 烏取県立総合療育センター 0859-38-2155 38-2156 683-0004 米子市上福原7-13-3

白石眞博 白石医院 0859-24-0008 24-0002 683-0846 米子市安倍129-3

新澤 毅
赤ちゃんこどもクリニッ
クしんざわ

0859-39-2539 39-2541 683-0801 米子市新開5-1-9

瀬口正史
ファミリークリニック
せぐち小児科

0859-38-0780 38-0781 683-0805 米子市西福原9-16-26

竹茂幸人 日野病院小児科 0859-72-0351 72-0089 689-4504 日野郡日野町野田332番地

但馬啓子 たじま医院 0859-23-5800 31-5188 683-0825 米子市錦海町1-10-6

谷本 要 谷本こどもクリニック 0859-26-3030 26-4510 683-0257 米子市榎原1888-3

谷本弘子 谷本こどもクリニック 0859-26-3030 26-4510 683-0257 米子市榎原1888-3

田本直弘 米子こどもクリニック 0859-30-3456 30-3777 683-0008 米子市車尾南1-15-48

土江秀明 つちえ内科・小児科 0859-42-3031 42-5578 684-0011 境港市相生町114

中井挙子 中井医院 0859-24-0029 24-0052 683-0845 米子市旗ケ崎7-20-12

長田郁夫 子育て長田こどもクリニック 0859-29-1515 29-1511 683-0841 米子市上後藤7-1-58
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氏 名 医療機関名 電 話 FAX 郵便番号 住 所

中村哲朗 介護老人保健施設仁風荘 0859-24-0007 48-1028 683-0841 米子市上後藤3-5-1

西川健一 鳥取大学医学部保健管理
センター

0859-38-6495 683-0014 米子市永江890-15

花木啓
今

烏取大学医学部保健学科 0859-38-6322 38-6322 683-0826 米子市西町86

林 篤
労働者健康福祉機構
山陰労災病院

0859-33-8181 22-9651 683-0002 米子市皆生新田1-8-1

林原 博
国立病院機構米子医療
センター

0859-33-7111 34-1580 683-0006 米子市車尾4-17-1

原田友一郎 同愛会博愛病院 0859-29-1100 29-6322 683-0853 米子市両三柳1880

飛田敦子 飛田医院 0859-62-1023 62-1804 689-4201 伯耆町溝口242

福永真紀 同愛会博愛病院 0859-29-1100 29-6322 683-0853 米子市両三柳1880

舩木 聡 ふなきこどもクリニック 0859-33-1128 33-1129 683-0805 米子市西福原11-2

細田淑人
竜ヶ山こどもファミリ
クリニック

ー

0859-45-7222 45-7226 684-0064 境港三軒屋町4250-3

本田 守 本田医院 0859-26-0155 26-1936 683-0012 米子市八幡703-1

山根蓉子 マリ医院 0859-56-5111 56-5112 689-3401 米子市淀江町今津150

渡邊淳子 自宅 090-6845-4036 683-0802 米子市東福原7-1-24-505



鳥取県小児科医会会則

第一章 名称および事務局

第一条本会は鳥取県小児科医会と称する。

第二条本会は事務局を会長宅内に置く。

第二章 構成

第三条本会は、烏取県東部小児科医会、烏取県中部小児科医会及び鳥取県西部小児科医会をもって

構成する。

第四条本会は、烏取県内在住の小児科医、または烏取県内に診療・研究等の拠点を置く小児科医で、

本会の目標に賛同するもので構成する。

第三章 目的

第五条本会は日本小児科医会の目的に沿い、小児医学の成果に基づき、小児の保健・診療に関する

研修、向上を図るための事業を行い、 もって小児の心身ともに健全な発育と発達形成に寄与

することを目的とし、また会員相互の親睦・連携を計るものとする。

第四章 会員

第六条会員は本会の目的に賛同して入会した個人で、入会および退会については各地区小児科医会

の会長に届け出るものとする。

第七条会員は、総会で承認を得た会費を各地区小児科医会を通して納入しなければならない。各地

区小児科医会は回避の徴収を代行し、納入する。

第八条2年以上会費を未納の場合、または本会の名誉を著しく損ねた場合は退会とする。

第五章 役員および日本小児科医会代議員

第九条本会の役員は、会長1名、副会長（原則として、各地区小児科医会会長を充てる） 2～3名、

理事若干名、監事2名とする。

第十条役員は、各地区会長会議にて推薦を受け、総会において承認・選出する。役員の任期は2年

とし、再任を妨げない。尚、任期満了後も後任者が決定するまでは、その任務を行う。

第十一条会長は、本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐して会務を執行し、会長の

職務を代行することができる。

第十二条日本小児科医会代議員及び予備代議員は、 日本小児科医会代議員等選任規程に基づき選出

し、総会の承認を得るものとする。

第十三条本会に顧問を置くことができる。

第六章 会議等

第十四条会議は、総会、理事役員会、各地区会長会議として、会長が招集し、原則として会長が議

長となる。
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第十五条総会は年1回定期的に開催する。必要がある時には臨時総会を招集することができる。総

会の決議を要する時は、出席者の過半数をもって決する。

第十六条総会の承認を必要とする事項は、各地区会長会議で決めることができるが、下記の事項は

総会の承認を得るものとする。

1．予算および決算

2．会則の変更

3．役員の選出

4．その他、各地区会長会議および理事役員会で必要と認めた事項

第十七条理事役員会は原則年2回定期的に開催する。必要がある時には臨時理事役員会を招集する

ことができる。決議すべき事項は出席者の過半数をもって決議する。

第十八条各地区会長会議は、原則年1回定期的に開催する。必要に応じて臨時に開催することがで

きる。

第十九条会長は、緊急を要する案件について、各地区会長会議で協議し専決することができる。

第二十条各地区会長会議で必要と認めた研修会及び学術講演会等を適宜開催することができる。

第七章

第二十一条

第二十二条

第二十三条

会計

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入でもってこれに充てる。

会費等は理事役員会にて定め、総会で承認を得るものとする。

附則：本会則は平成25年4月1日より施行する。

（規約昭和58年9月21日制定）

（規約平成元年4月2日一部改定）

（規約平成14年4月1日一部改定）

（会則平成25年4月1日改定）

70



鳥取県小児科医会会報臨床レポート投稿規定

8． 引用文献は必要最小限にとどめ、次のよう

に統一してください。

①雑誌の場合一著者名：タイトル、雑誌名

巻：始頁～終頁、発行年（西暦）

②書籍の場合一著者名：書籍名、巻数、版数、

発行社、発行地、始頁～終頁、発行年（西

暦）

③文献の記載順序は引用順とし、一連の番号

をつけて原稿の末尾に記載してください。

本文中の引用箇所の右肩に小さい数字で引

用文献の番号を記載してください。

④共著者は3人以内であれば全員連害し、 4

人以上の場合は3名までを記載し、その他

は「他」 「etal」としてください。

l.投稿できる者は鳥取県小児科医会会員また

は当医会が依頼した執筆者とします。

2．論文の採択は原則として、編集委員会で決

定します。

編集委員会より現行の加筆、訂正、削除な

どをお願いすることがあります。

3．原稿の作成は、パソコンソフト (Office)

を使用し、本文4,000字以内、図・表は合計

10点以内としてください。

4．原稿は横書きとし、句読点、括弧などは全

角1字として扱ってください。

9．原稿は、原稿を依頼した編集委員または会

員宛に、メール添付資料として、またはCD-

R、 メモリースティックなど電子媒体で提出

してください。

5．図・表は上下がわかるようにして本文とは

別に一括し、本文中にその挿入箇所を明示し

てください。写真は図として取り扱ってくだ

さい。

10.雑誌が完成したらお預かりした資料の返却

はせず、編集委員会の責任で処分をいたしま

す。返却が必要な場合はあらかじめご連絡く

ださい。

6．図・表・写真には番号とタイトルをつけ、

簡単な説明を加えてください。

7．本文・図・表・写真は電子化し、作成して

ください。レントゲンフィルム等そのままの

資料でのご提出はご遠盧＜ださい。電子化が

困難な資料はコピーをとるなどして、返却が

不要な状態でご提出ください。

ll．別冊が必要な方は編集委員会までご連絡く

ださい。

編集担当責任者

せいきよう子どもクリニック

森田元章(mail :tirom-m@ncn-t.net)
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編集後記

この度、会報編集を森田元章先生から引き継ぎました。原稿をお寄せいただいた先生方には、改め

て深謝いたします。

今回の烏取県小児科医会会報第41号は、昨年から会長に就任された、石谷暢男先生に巻頭言をお願

いし、昨年まで長きにわたって、会長としてご尽力されました、笠木正明先生に教育基本法について

の解説をお願いしています。これまで同様に、臨床レポート、特別寄稿を継続し、会員の皆様の日常

臨床に役立つ内容やエッセイなど身近の楽しい話題も載せていきたいと考えております。

今後も編集委員が、皆様に原稿をお願いすることがあると思いますが、よろしくお願いいたします。

(瀬口記）

編集委員

東部：田中

中部：妹尾

西部：田本

清

磯範

直弘、瀬口正史

鳥取県小児科医会会報第41号

平成31年4月15日発行

発行所烏取県小児科医会

〒683-0822

米子市中町76-2

雲行美石谷暢男
印刷所合同印刷株式会社

TEL O859-25-1161
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