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日本の医療制度
•皆保険制度

➢ 保険証があれば7割無料

•自由標榜制と自由開業制
➢ 医師であれば何科を名乗っても良いし、自由に開業できる

•フリーアクセス
➢ 素人判断で好きな医療機関を受診できる

•乳幼児医療費助成制度
➢ 中卒まで無料の県が増加中

•免許の更新不要
➢ 勉強しなくても失職しない？

• アレルギー科はアレルギーの専門家とは限らない

• ひとりでいくつもの診療科を名乗ることもできる



フリーアクセス

医療機関へのアクセスという点で、日本と最も対照的

なのは英国です。英国の医療は国民医療サービス

（NHS）というシステムの下で提供されます。NHSの主な財

源は税金で、医療機関の主たる収入は、NHSから配分さ

れる予算となります。また、受診時の患者の自己負担は

ありませんが、原則、地元の家庭医（General 

Practitioner：GP）からの紹介がなければ、専門医や病院

にはかかれません。

日本では選定療養費として紹介状なしの大病院受診は￥５４００を徴収



乳幼児医療費助成制度
• １９６１年、岩手県和賀郡沢内村での実施が始まりとされる

• 【村内の乳児死亡率】
• (1957年)69.6人／千人 ?⇒ ?(1962年) 0人／千人 ?

•岩手県(1964年)・青森県(1965)・福島県(1967)で、国民健康保
険加入者のみを対象とした県費による助成を導入。

• １９７２〜７４年、42道県が相次いで市区町村が行う乳幼児の
医療費助成事業に対して県費による助成を開始。

•岐阜県では就学前まで県で助成、群馬県は義務教育修了ま
で所得制限なく県で助成



乳幼児医療費助成制度の問題点

•コスト意識の低下
•日頃の受診回数の増加

• 耳鼻科の通院は長い？

•検査、処方の過剰
• 軟膏を混ぜると８００円

•自己負担なしによる治療対象の増加
•成長ホルモン分泌不全症 月３０〜５０万円

•過剰な検査
•受診した小児に片っ端から超音波検査



朝日新聞
2018年2月21日朝刊
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ただし、1回の費用が安いため
全体の医療費としては安くなっている



例えば以下のような場合、あなたはどうしますか？
✓風邪を引いたとき
✓高血圧と糖尿病でずっとクスリを飲まなくてはならなくなったとき
✓子どもが夜中に突然熱を出したとき
✓ぎっくり腰になったとき
✓“じんましん”が出たとき
✓タバコをやめたいと思ったとき
✓インフルエンザの予防接種を受けようと思ったとき
✓最近、どうも調子が悪く、「更年期障害」ではないかと思うとき
✓身体がしんどくて何もやる気がでず、夜に目が覚めて眠れない日々が続くとき
✓包丁で手をザックリと切ってしまったとき
✓背中の痛みが続いていて、大きな病院を受診した方がよいのかどうか悩むとき
✓おじいちゃんの介護に手がかかるようになり、主治医意見書を書いてほしいとき
✓がんの末期だが、住み慣れた自宅で余生を過ごしたいと思ったとき

✓ 真っ先に受診する医療機関は、まさに「プライマリ・ケアを提供する」医療機関です。
✓ ここでは日常的に起こる健康問題の大半について解決することが可能です。
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これからの医療制度の課題

•皆保険制度は堅持したいが

•フリーアクセスは一定の制限

•かかりつけ医による初期診療を充実

•乳幼児医療費助成制度は見直すべき

•外国人労働者の増加への対応
✓日本で保険に加入し、高額な医療を受ける

✓保険に加入した状態で帰国して出産、一時金取得





愛知県保険医協会 第２５回子どもの健康を考える集い 
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四種混合は
3ヶ月、4ヶ月、10ヶ月、4歳での接種が一番よい



http://www.ip.mirai.ne.jp/~yyy/link/Pertusis.mp4


なぜ百日咳が問題なのか

•免疫のない赤ちゃんがかかると危険である

• ワクチンは数年しか効果がない

•小学校以降で診断されていない百日咳の流行がしばしばある

• 就学前に四種混合を接種する
• 12歳の二種混合を三種混合にする
• 妊娠後期に接種して赤ちゃんを守る



H15.11.28

H15.7.5

鹿児島大学医学部

H12..



麻疹

•死亡率 １０００名に１～４人

•脳炎 １０００名に１人

•肺炎、中耳炎 高頻度

• SSPE きわめて稀だがほとんど死亡

乳幼児期の予防接種で最も大切なのは、 麻疹



将軍様も麻疹（はしか）で死んだ

慶安 ３年 １６８０年
元禄 ３年 １６９０年 ４１年目
享保１５年 １７２０年 ３０年目
宝暦 ３年 １７５３年 ３３年目
安永 ５年 １７７６年 ２３年目
享和 ３年 １８０３年 ２７年目
文政 ７年 １８２４年 ２１年目
文久 ２年 １８６２年 ２８年目

江戸時代の平均寿命は男女とも28歳。

2歳の平均余命では４３－４４年、

２０歳での平均余命は約６０年という資料があります。





風しんワクチンの接種年齢と罹患状況



十年間に予防接種にかける予算を考えましょう

定期接種以外で優先度が高いものから
➢ 成人

1. 麻疹風疹（ＭＲ） 一生に２回

2. 破傷風 １０年に1回

3. Ｂ型肝炎 一生に3回

4. Ａ型肝炎 一生に２～３回

5. 日本脳炎 １０年に1回

6. HPV

➢ 小児
1. Ｂ型肝炎

2. おたふくかぜ

3. ロタウイルス

4. Ａ型肝炎

5. 髄膜炎菌

余裕があればインフルエンザも

矢嶋小児科の職員は
・ 麻疹、風疹、水痘、おたふく 確認済み
・ 破傷風追加接種
・ B型肝炎接種
・ A型肝炎接種

矢嶋家の子どもたちは
・ 麻疹、風疹、水痘、おたふく 済み
・ B型肝炎
・ A型肝炎
・ 髄膜炎菌



アレルギー、アトピーに

ついて学ぼう

なぜ、アレルギーが増えているの？

そもそも、本当に増えているの？

矢嶋小児科 勉強会２





アトピー性皮膚炎における除去食療法の意義

•◯後藤幹生1)，岩橋奈穂美1)，古庄卷史2)

1)ＮＴＴ九州病院アレルギー科，2)京都大学小児科

• この演題は、1996年４月25～27日に横浜市で開かれた、

第８回日本アレルギー学会春季臨床大会のシンポジウム８

「アトピー性皮膚炎と食物アレルギー＜診断・検査・治療の工夫と問題点＞」

で口演発表したものです。



抄録

【はじめに】 アトピー性皮膚炎（ＡＤ）の原因療法として、除去食療法（ＦＥＴ）による原因食物抗原の除去が有効

である症例が少なからず存在することは周知の事実である。除去食療法は、小児ＡＤ患者に対してもはや欠くこ

との出来ない治療手段となっており、成人ＡＤ患者に対しては未だ広く用いられるには至っていないが、その有

効率は決して低くないと我々は考えている。

しかし、除去食療法の実施方法は各施設で様々であり、適応決定から除去方法、効果判定、負荷試験（誘発

試験）、そして除去継続期間等にいたるまでの標準化されたガイドラインは存在しない。今回は、我々が行って

いる除去食療法によるＡＤ治療のアプローチの実際を具体的に示すとともに、その効果、意義等について言及

する。

【発表予定内容のダイジェスト】 当科では1993年３月より全年齢のアトピー性皮膚炎患者に対して除去食療

法を行っている。中等症以上のＡＤ患者は、説明会に出席してもらい、理論的背景と具体的なノウハウを十分に

説明し、質疑応答を経た後、原則として３大除去（卵・牛乳・大豆）を開始する。皮疹の改善が不十分な症例には

４大除去（３大＋小麦）や５大除去（４大＋米）を行い、自宅での除去食が困難な場合は、入院にて行っている。

【まとめ】 ＡＤをアレルギー疾患と考える限り、除去食療法・食物負荷試験は、原因抗原の決定と回避のため

に一度は試みて良い治療法である。本法に全く反応しない重症ＡＤには、多角的集約的治療が必要である。









血液検査はあくまで参考値

すこしのIgE抗体でも
反応出ればアレルギー？

どちらの状態か、あきらかにするには、
食物負荷試験が必要

じんましんで食物アレルギーが原因であるのは
約１０％と言われている





抗生剤と風邪薬の使い方

矢嶋小児科 勉強会 ③



中耳炎は治療が必要？
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正常鼓膜 →

←中程度の中耳炎







腸管からの吸収率



耳が痛くなったら

•幼児が耳痛を訴えて中耳炎の可能性は半分程度

•急性中耳炎の初期は鎮痛剤で十分

•急性中耳炎の原因の多くはウイルス＋細菌

•中耳炎でも抗菌薬や鼓膜切開なしで治ることは多い

• チュービングは耳鼻科の専門領域

難聴が疑われる滲出性中耳炎は耳鼻科を受診



１～５歳の死因１位は不慮の事故

• 1960年以降、0歳を除いた小児の死因の第1位は不慮の

事故となっています。先進国と比較すると、わが国の乳幼

児の事故による死亡率は高く、改善の努力が必要です。

• (1)重傷度が高い事故

• (2)発生頻度が高い事故

• (3)具体的な解決法がある事故

• について優先的に取り組む必要があります。



■生後５カ月を過ぎたら誤飲に注意

•誤飲、窒息の防止のために、直径３２ミリ、長さ５７ミリ
の筒を作り、その中の入るものは床面から１メートル以
上の高さに置く。タバコや異物の放置が事故の元。

￥５００



気
管

気管に異物がはいること

奥に行けば肺に入る

豆まきに豆は危険！

誤嚥



男の子だけの話

停留精巣

•１歳までにちゃんと下行しないと手術が必要

•不妊症、悪性化を予防する意義がある

•おむつがとれてから手術では遅い

•包茎？ 小さい？
•日本人は多くが仮性包茎といわれる

•小学校までは様子を見るか軟膏処置でよい

•皮を剝いた方がいい？

•そもそも洗うのか？



包茎
•日本人は割礼を受けないので、
多くは包茎。

•小学校入学時に４０％が包茎で
ある。

•早期の手術は見栄えが悪い。

軟膏治療の例

神奈川こども医療センター
寺島和光先生のテキストより



こどもはほとんど包茎だ

• 時に炎症を起こすことが
あるが、通常は軟膏塗
布だけで治る。



包茎はそのままでいい？

泌尿器科で包皮をむくよ
うに指導された結果
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熱傷の湿潤療法
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子宮頸がんワクチンの報道は、なぜ科学的な事実を軽視した形で突っ走
ったのか。なぜ遺伝子組み換え作物はいまなお社会的に理解が進んでい
ないのか。なぜ太陽光発電は夢のエネルギーかのように報じられるのか
。そうした報道の偏り（バイアス）の正体は何なのか。その謎は記者たちの
「心」の中にあった。

目次
第１章 子宮頸がんワクチン報道の大いなる失敗
（ＨＰＶワクチン報道をめぐる新聞記者と村中璃子さん；なぜ新聞は市民に
弱いか ほか）
第２章 遺伝子組み換え作物報道はなぜいつも偏るのか（組み換え作物の
トンデモ報道；組み換え作物を正しく知るＱ＆Ａ）
第３章 トンデモ報道の法則と特徴―ニュースのゆがみは記者のゆがみ（
週刊誌を撃退する武器）
第４章 メディアの「リスク報道」と安全・安心の科学（なぜ報道のスタンスは
不変なのか；過去の報道は「ハザード報道」（怖いもの報道） ほか）
第５章 世の中を動かす力は何か―「メディアのメディア」をどうつくるか（「
安全」よりも「安心」が重視される社会；「安全」よりも「安心」が王様 ほか）



• 実際に副反応症状とワクチン接種の間に関連性があるのか確認するために，2015年1月に名古屋市はワクチ

ン接種の対象となった世代に無記名アンケート形式の調査を実施した。これは子宮頸がんワクチン被害者連絡

会の要請もあって施行されたものであり、質問の内容については，被害者連絡会の意見も含めて設定した．

• ワクチン接種後に24の症状についての有無，病院受診をしたか，学校の出席に影響したか，などの質問に答

えてもらった．

• ワクチン接種した群と接種していない群を比較し、24すべての症状において，ワクチン接種後にその発症が増

える結果は得られなかった．さらにワクチン接種後に自覚した症状の数が増えても，ワクチン接種との関連性

は認めなかった．





子宮頸がんは年間約１万人が罹患し、約2,900人が死亡しており、患者数・死亡者数とも近年増加
傾向にあります。特に、20歳～40歳台の若い世代での罹患の増加が著しいものとなっています。

10万人あたり20人


