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大　会　名　称
メインテーマ
日　　　　時
会　　　　場

主　　　　催
担　　　　当
参　 加 　者
日　　　　程
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平成25年11月９日（土）
秋田キャッスルホテル
秋 田　県　民　会　館

分 科 会　 ………………………………………………10:00～12:002

受　　付　 ………………………… 9:00～10:001

第１分科会【からだ・こころ（1）】こころ・予防接種・食物アレルギー
４Ｆ 矢留の間



－ 3－

４Ｆ 放光の間 Ｂ

第２分科会【からだ・こころ（2）】生活習慣

４Ｆ 放光の間 Ｃ

第３分科会【からだ・こころ（3）】検診・運動器検診
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７Ｆ アゼーリア

第４分科会【耳鼻咽喉科】
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３Ｆ 弥生の間

第５分科会【眼科】
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開 会 式・表 彰 式　　　　　　　　 …………13:00～14:003

昼　　　　　　　　　食　 ………………………………………12:00～13:00
都道府県医師会連絡会議　 …………………………………12:00～13:00

シンポジウム　　　　　　　　　　 …………14:00～15:404
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特別講演　　　　　　　　　　　　　 …………15:40～16:405

次期担当都道府県医師会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　 …………16:40～16:506

閉　　会　　　　　　　　　　　　　 …………16:507

懇 親 会　　　　　　　　　　 …………17:45～19:458
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記　録　写　真
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開会式・表彰式

挨拶／日本医師会　　　
　　　会長　横倉　義武

祝辞／文部科学大臣　下村　博文　様
代読／文部科学省スポーツ・青少年局
　　　学校保健教育課長

大路　正浩　様

開会の辞／秋田県医師会　　　
　　　　　副会長　坂本　哲也

祝辞／秋田市長　　　
　　　穂積　　志　様

挨拶／秋田県医師会　　
　　　会長　小山田　雍

祝辞／秋田県知事　　
　　　佐竹　敬久　様

　祝辞／日本学校保健会
　　　　会長　横倉　義武　様
　代読／日本学校保健会
　　　　副会長　道永　麻里　様

祝辞／秋田県教育委員会　　　
　　　教育長　米田　　進　様
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日本医師会長表彰　受賞者記念撮影

表彰式／受賞者代表　秋田県：斎藤　征司　様
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第１分科会

第１分科会【からだ・こころ（1）】
こころ・予防接種・食物アレルギー
座長／秋田県医師会学校保健委
　　　員会委員　水俣　健一

第１分科会【からだ・こころ（1）】
こころ・予防接種・食物アレルギー
座長／秋田県医師会学校保健委
　　　員会委員　小松　真紀

第２分科会

第２分科会【からだ・こころ（2）】
生活習慣
座長／秋田県医師会学校保健委
　　　員会委員　木村　　衛

第２分科会【からだ・こころ（2）】
生活習慣
座長／大曲仙北医師会
　　　理事　　吉村　総一
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第３分科会

第３分科会【からだ・こころ（3）】
検診・運動器検診
座長／秋田市医師会
　　　理事　　原田　健二

第３分科会【からだ・こころ（3）】
検診・運動器検診
座長／秋田県医師会学校保健委
　　　員会委員　山田　　晋

第４分科会

第４分科会【耳鼻咽喉科】
座長／日本耳鼻咽喉科学会
　　　秋田県地方部会
　　　会長　　石川　和夫

第４分科会【耳鼻咽喉科】
座長／日本耳鼻咽喉科学会秋田県
　　　地方部会幹事・学校保健委員会
　　　委員長　　桃生　勝已
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第５分科会

第５分科会【眼科】
座長／秋田県眼科医会
　　　会長　　吉本　弘志

第５分科会【眼科】
座長／秋田県医師会学校保健委
　　　員会委員　高木　武司

都道府県医師会連絡会議
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シンポジウム

座長／秋田県小児科医会
　　　会長　　澤口　　博

シンポジスト
大館市立総合病院副診療局長
感染制御室長、検査科部長
　　　　　　　高橋　義博

座長／秋田県医師会
　　　常任理事　大山　則昭

シンポジスト
秋田県立本荘高等学校養護教諭
（前秋田県教育庁保健体育課指導主事）
　　　　　村　上　まゆみ

基調講演講師
秋田県医師会感染症等危機管理委員会アドバイ
ザー　東北大学大学院医学系研究科病理病態学
講座微生物学分野教授　 押谷　　仁

シンポジスト
秋田赤十字病院総合周産期
母子医療センター長
　　　　　　　平野　秀人

シンポジスト
秋田県医師会常任理事
　　　　　　　小泉ひろみ
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座長／秋田県医師会会長　小山田　雍

　講師／秋田大学学長　吉村　　昇　先生

特別講演

石川県医師会会長　近藤　邦夫 秋田県医師会副会長　西成　　忍

次期担当県挨拶 閉会の辞
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懇　　親　　会

なまはげ太鼓

会長バンド 西馬音内盆踊り

アトラクション

竿燈
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都道府県医師会連絡会議
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主　　催

日　　時

会　　場

出 席 者

次　　第
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【司会　ＴＢＳアナウンサー　長岡杏子】
　皆様、本日は第44回全国学校保健・学校医大会
に全国よりご参加いただきまして、誠にありがと
うございます。
　本日、司会をさせていただきますＴＢＳアナウ
ンサーの長岡杏子と申します。「かまくら」とい
う雪まつりで知られます、秋田の南側にあります
横手という町の出身でして、そんなご縁で今日一
日司会をさせていただきます。どうぞよろしくお
願いいたします。
　それでは、開会に当たりまして、秋田県医師会・
副会長の坂本哲也より開会の辞を申し上げます。

　開会の辞

　　　　　　秋田県医師会　副会長
坂　本　哲　也　

　秋田県医師会副会長坂本でございます。
　それでは、ただいまから、第44回全国学校保健・
学校医大会を開会いたします。

【司会　長岡】
　続きまして、本大会担当県の秋田県医師会会
長・小山田雍より皆様にご挨拶を申し上げます。

　担当県挨拶

　　　　　　秋田県医師会　会　長
小山田　　　雍　

　秋田県医師会の小山田でございます。
　日本医師会主催の第44回全国学校保健・学校医
大会を担当するに当たりまして、一言ご挨拶を申
し上げます。
　全国の学校医諸先生の熱意に満ちた学校保健活
動に対しまして、心より敬意と感謝の意を表しま
す。
　また、このたび、表彰の栄に浴されます方々に
は、長年にわたる活動とご貢献に対し、心からお

喜び申し上げますとともに、深甚なる敬意を表し
ます。
　今大会を担当する私ども秋田県医師会は、本大
会の第１回目を担当しましたが、それから44年経
た今回、２度目の開催となります。
　この間の約半世紀を振り返りますと、時代の変
化とともに、学校保健の領域もさまざまな変化を
経てまいりました。
　平成21年施行の学校保健安全法には、事故・災
害に対する防災、感染症の予防・排除などの安全
対策が含まれますが、最近は、いじめ、暴力など、
生命にかかわるような対人的な安全も重大視され、
まさに多方面の共同・連携が不可欠な事例も多く
なってまいりました。
　また、電子機器の発達や情報媒体に関連した問
題も深刻化し、この領域への対策が指摘されるほ
か、アレルギーや運動器に関する諸問題、がんに
関する教育など、次々と新たな課題への対応が生
じてまいります。
　このような中、全国の学校医が一堂に会して、
活動内容や調査研究を発表し合い、交流を深める
ことはまことに意義深いことであります。
　今大会は、「子供は希望。未来の力」を主題と
し、シンポジウムでは、「学校における感染対応」
を取り上げ、議論を深めたいと思います。
　また、現代は、地球規模で資源やエネルギーの
問題が挙げられておりますが、特別講演では、こ
の領域において、我が国で長い歴史がある秋田大
学の吉村昇学長に、資源学の分野から国際的な資
源に関するご講演をいただきます。
　この大会が、ご参会の皆様にとりまして有意義
な大会となるよう、全力で担当してまいりますの
で、何とぞよろしくお願い申し上げます。
　また、秋田県は豊かな自然や温泉に恵まれ、こ
の機会にぜひお立ち寄りいただき、また、秋の収
穫による味覚もお楽しみいただければ幸いに存じ
ます。
　日本医師会初め、ご指導、ご協力を賜りました
関係各位に深く感謝を申し上げ、挨拶といたしま
す。
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【司会　長岡】
　秋田県医師会会長小山田雍よりご挨拶をさせて
いただきました。
　続きまして、本大会の主催者であります日本医
師会会長・横倉義武よりご挨拶をさせていただき
ます。

　主催者挨拶

　　　　　　日本医師会　会　長
横　倉　義　武　

　第44回全国学校保健・学校医大会の開催にあた
り、一言ご挨拶を申し上げます。本日お集まりの
先生方におかれましては、日頃より地域の学校保
健の推進にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。
　特に、一昨年３月の東日本大震災以来、東北地
域の先生方には、多くの難題に直面する学校保健
現場で、子どもたちの心身のケアに心を砕いてい
ただきました。先生方お一人お一人のプロフェッ
ショナル・オートノミーによって多くの子どもた
ちが救われた事実は、世界に誇ることができる素
晴らしい財産であります。
　そして、先日、IOC総会で、2020年に東京でオ
リンピック・パラリンピックが開催されることが
決定いたしましたが、学校保健が果たす役割と責
任は一層大きなものとなり、先生方への期待も大
きなものとなってまいります。
　ご高承の通り、幼年期から学齢期にかけての身
体・精神両面の発達と変化が著しい時期の保健指
導、健康教育は、生涯にわたる健康づくりとライ
フスキル向上の礎となるもので非常に重要です。
しかし、時代の変化とともに、取り巻く環境の急
激な変化によって、例えば、メンタルヘルス問題
の深刻化、生活習慣病の若年化、アレルギー疾患、
運動器疾患などの増加、そして、新型インフルエ
ンザや麻しん等の感染症の脅威の増大など、子ど
もたちが直面する問題は、多様化・深刻化してお
ります。
　加えて、東日本大震災の被災者の方々が、いま
だ全国に避難を余儀なくされている中で、被災地

の内外を問わず、子どもたちも放射線の問題や学
校安全、食品安全などの大変難しい問題にも向き
合わなくてはならなくなりました。
　子どもたちが直面する多くの課題を解決し、安
心して健康に学校生活を送ることができるように
するために、先生方には、学校保健安全法に則っ
て、学校や家庭、地域とともに、子どもたちの健
康を推進していただきたいと思っております。そ
のために、日本医師会も、様々な環境整備に取り
組んでいく決意であります。
　本日は、学校医、養護教諭、学校関係栄養士の
方々に、日本医師会長表彰をさせていただきます
が、皆様、長年にわたり、地域の学校保健の発展
のために著しいご功績をあげられた方々です。そ
のご功績に対して深く敬意を表しますとともに、
今後、一層、地域の学校保健の充実・推進にご支
援賜りますようお願い申し上げます。
　本大会のメインテーマは「子供は希望。未来の
力」です。今、我が国が直面する様々な問題の中
で、未来を担う子どもたちの健やかな身体と豊か
なこころを育むために、学校医を始め学校保健に
関係する者がなすべきことは何か、という学校保
健の原点に立ち、大会での建設的な議論を通して、
地域の学校保健活動に反映していただければ幸い
に存じます。
　本日ご参集の皆様方におかれましても、生涯保
健と地域保健の重要な基盤である学校保健活動の
重要性をあらためてご認識いただき、なお一層ご
活躍されますことをご期待申し上げます。
　結びにあたり、今年８月に秋田県北部の豪雨災
害に見舞われながらも、本大会の開催にご尽力賜
りました秋田県医師会・小山田雍会長をはじめ、
役職員の皆様に心より御礼を申し上げますととも
に、ご参集の皆様のご健勝とご活躍を心より祈念
申し上げ挨拶とさせていただきます。

【司会　長岡】
　日本医師会横倉義武会長のご挨拶でした。
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　表　彰　式

【司会　長岡】
　それでは、表彰に移ります。
　長年にわたり、学校保健の向上にご尽力され、
また、ご功績のあった学校医、養護教諭、学校関
係栄養士の方々に日本医師会会長より表彰状と副
賞が授与されます。また、秋田県医師会会長から
は、記念品が贈呈されます。
　それでは、受賞者の方々のお名前をご紹介させ
ていただきます。お名前をお呼びいたしましたら、
どうぞその場でご起立をお願いいたします。

受 賞 者 名 簿
� （敬称略）

【表彰状授与】
　　学　校　医　代　表　　斎　藤　征　司
　　養 護 教 諭 代 表　　伊　藤　隆　子
　　学校関係栄養士代表　　京　極　郁　子

【記念品贈呈】
　　受　賞　者　代　表　　斎　藤　征　司

　謝　　辞

【司会　長岡】
　それではここで、受賞されました方々を代表し
ていただきまして、秋田県の学校医斎藤征司先生

よりお言葉を頂戴したいと存じます。
　斎藤先生、どうぞお願いいたします。そして、
横倉会長もお願いいたします。
　受賞の皆様、ご起立をお願いします。

【受賞者代表　斎藤　征司　様】
　受賞者を代表して一言御礼を申し上げたいと思
います。
　先ほどは、日本医師会長から名誉ある表彰、ま
ことにありがとうございました。心より感謝申し
上げます。
　学校医は、児童生徒の健康と幸せのために働く
というのがメインであるということは存じており
ますが、学校医が一人ですべてなすことができる
とは全く思っておりませんで、医師会の諸先生方、
あるいは学校の先生たち、今日ここに参集の養護
教諭の皆様、それから学校関係栄養士の皆様、何
よりも子供たちの協力と共同作業によってなされ
るものだというふうに考えております。今日の受
賞は、これらの方たちと一緒にいただいたと私自
身思っておりますので、ともに喜ばせていただき
たいと思っております。
　これからさらに努力、精進いたします。その上
で、現状はなかなか大変ですけれども、子供たち
の置かれている大変な状況に対して、我々一生懸
命支援をしていくということ、受賞者一同心に
誓っております。
　今後ともよろしくご指導、ご鞭撻のほどをお願
いしたいと思っております。
　本日は本当にありがとうございました。

【司会　長岡】
　ありがとうございました。受賞者を代表して、
秋田県の学校医斎藤先生よりご挨拶を頂戴いたし
ました。皆様、どうぞもう一度大きな拍手をお送
りくださいませ。
　ご着席ください。
　これをもちまして、日本医師会会長表彰を終了
いたします。

【司会　長岡】
　続きまして、ご来賓の皆様よりご祝辞を賜りた
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県名 学校医 養護教諭 学校関係栄養士

青森県 縄
なわ

　田
た

　與
とも

　幸
ゆき

工
く

　藤
どう

　孝
たか

　子
こ

宮
みや

　本
もと

　房
ふさ

　子
こ

岩手県 和
わ

　田
だ

　博
ひろ

　泰
やす

川
かわ

　嶋
しま

　範
のり

　子
こ

宮城県 佐
さ

々
さ

木
き

　文
ふみ

　秀
ひで

菱
ひし

　沼
ぬま

　ゆ　う 氏
うじ

　家
いえ

　幸
ゆき

　子
こ

山形県 佐
さ

　藤
とう

　泰
やす

　司
し

土
つち

　屋
や

　孝
たか

　子
こ

池
いけ

　田
だ

　陽
よう

　子
こ

福島県 星
ほし

　　　雄
ゆう

一
いち

郎
ろう

湯
ゆ

　田
だ

　厚
あつ

　子
こ

佐
さ

　藤
とう

　由
ゆ

美
み

子
こ

秋田県 斎
さい

　藤
とう

　征
せい

　司
じ

伊
い

　藤
とう

　隆
たか

　子
こ

京
きょう

　極
ごく

　郁
いく

　子
こ
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いと存じます。
　文部科学大臣・下村博文様、お願いいたします。

　祝　　辞

　　文部科学大臣　　　　下　村　博　文　
　　代読／文部科学省スポーツ・青少年局
　　　　　学校保健教育課長
　　　　　　　　　　　　大　路　正　浩　様

　第44回全国学校保健・学校医大会の開催を心か
らお祝い申し上げます。
　学校医の皆様には、日ごろから学校保健活動の
充実のためご尽力をいただいており、厚く御礼を
申し上げます。
　長年にわたり学校保健活動の普及・発展にご活
躍いただき、大きな功績を上げられ、本日、表彰
の栄に浴された皆様に対し、深く敬意を表します
とともに、心からお祝いを申し上げます。
　一昨年３月11日に発生いたしました東日本大震
災は、現在も多くの児童生徒及び保護者、教職員
の健康に、さまざまな影響を与えております。ま
た、今日、新型インフルエンザや麻しんなどの感
染症対策や、アレルギー疾患、メンタルヘルスと
いった子供の現代的健康課題など、児童生徒等の
心身の健康問題が多様化・深刻化しており、これ
らの問題に学校が適切に対応するためには、家庭
や地域社会との連携が不可欠となっております。
　文部科学省としては、健康相談や保健指導を行
うに当たって、地域の医療機関等との連携を図る
ことは重要と考えており、学校保健安全法の趣旨
も踏まえ、地域の実情を踏まえた医療機関等との
連携など、学校保健に関する課題解決に向けた取
り組みに対して支援を行うなど、各種施策を進め
ているところでございます。
　学校医の皆様におかれましては、児童生徒等の
健康診断や疾病の予防処置のほか、健康相談や保
健指導の実施、地域の医療機関等との連携等にお
いても、重要な役割を担っており、さらなる学校
保健の充実のため、今後とも、皆様のご支援・ご
協力をよろしくお願い申し上げます。

　本大会では、学校保健活動のさらなる充実を図
るため、「子供は希望。未来の力」をメインテー
マに、シンポジウムや特別講演が実施されると
伺っています。本大会がご参会の皆様にとって実
り多い大会となるよう、心から期待しております。
　結びに、本大会の開催に当たり、ご尽力をいた
だきました公益社団法人日本医師会、一般社団法
人秋田県医師会を始めとする関係の皆様に、改め
て感謝を申し上げますとともに、大会のご成功と
ご参会の皆様のご活躍を祈念し、お祝いの言葉と
いたします。
　　平成25年11月９日
　　　　文部科学大臣　下　村　博　文

【司会　長岡】
　下村大臣のお言葉でございました。
　続きまして、秋田県知事・佐竹敬久様、お願い
いたします。

　祝　　辞

　　　　　　秋 田 県 知 事
佐　竹　敬　久　様　

　本日、「第44回全国学校保健・学校医大会」が、
学校医の皆様を初め、学校保健に携わる多くの
方々のご参加のもと、このように盛大に開催され
ますことを心からお祝いを申し上げます。
　全国各地からお集まりをいただきました皆様、
ようこそ秋田においでいただきました。心から歓
迎申し上げます。
　皆様には、子どもたちの健康の保持・増進並び
に健康教育の推進に、日頃ご尽力されておられま
すことに深く敬意と感謝の意を表します。
　また、ただいま表彰を受けられました皆様に対
しましては、日頃のご尽力に対し、感謝と御礼を
申し上げたいと存じます。
　さて、時代は今、社会経済のグローバル化によ
り、様々な分野で競争が激化している一方、我が
国においては、人口減少社会を迎えるなど、大き
な転換期を迎えております。こうした中で、我が
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国が持続的に発展していくためには、未来を切り
拓く人材の育成が何よりも重要であります。
　このため、秋田県では、全国に先駆け、小・
中学校における少人数学習を推進するとともに、
「英語力日本一」を目指した取り組みをはじめと
するグローバル人材の育成に積極的に取り組んで
おります。７年後の東京オリンピック・パラリン
ピックでは、秋田の子どもたちが海外の方々を英
語で“おもてなし”をするなど、スポーツのみな
らず、様々な分野で活躍してくれることを願って
おります。
　また、子どもたちが学習やスポーツなどに集中
して取り組むためには、何よりも規律ある生活と
健康が重要であります。
　このため、「健康長寿あきた」の実現に向けて
策定した「第２期健康秋田21計画」においては、
ライフステージ毎の課題に対応した健康づくりを
基本方針の一つに掲げ、関係者が一体となって子
どもたちの健康づくりに取り組んでおります。
　しかしながら、近年の社会環境の急激な変化は、
子どもたちに様々な影響を与えており、学校や家
庭、地域など、社会全体で子どもたちの心身とも
に健全な成長を支えていくことが強く求められて
おります。
　このような中、「子供は希望。未来の力」をメ
インテーマに全国の学校保健関係者が一堂に会し、
専門的見地から研究発表やシンポジウム等が開催
されますことは、まことに時宜を得たものであり、
今後の学校保健及び健康教育の充実・強化につな
がるものと期待いたしております。
　本県では、10月から12月まで、「秋田デスティ
ネーションキャンペーン」を実施しており、全国
からたくさんのお客様にお越しいただいておりま
す。是非この機会に、全国的に評価が高まってい
る秋田の地酒やきりたんぽ鍋などの郷土料理、紅
葉や県内随所にある温泉など、秋田をご堪能いた
だきたいと思います。
　また、来年10月には、「文化の国体」と言われ
る国民文化祭が開催されます。本県は、全国最多
の16の重要無形民俗文化財を有しておりますので、
再び秋田を訪れ、新しい側面から秋田を発見して
いただければ幸いでございます。

　結びに、本大会が実り多いものとなりますとと
もに、皆様の活動のますますのご発展と、ご出席
の皆様のご健勝、ご活躍をお祈り申し上げまして、
お祝いの言葉といたします。
　おめでとうございます。

【司会　長岡】
　ありがとうございました。
　秋田の竿燈ですとか、なまはげ太鼓を、この後、
皆さんにご覧いただこうと用意してございますの
で、そちらもお楽しみにお待ちくださいませ。
　秋田県知事よりご祝辞を頂戴いたしましました。
　続きまして、秋田市長の穂積志様、お願いいた
します。

　祝　　辞

　　　　　　秋　田　市　長
穂　積　　　志　様　

　ご紹介いただきました秋田市長の穂積でござい
ます。
　本日は、第44回全国学校保健・学校医大会が、
関係者一同のもと、ここ秋田で盛会に開会されま
すことを心からお喜び申し上げます。本市秋田に
おいて開催いただきましたことは、誠に名誉であ
り、32万の市民を代表して、心から皆様を歓迎申
し上げます。
　また、長年、子供たちの健康・福祉の増進にご
尽力され、先ほど表彰を受けられました皆様に対
し、心から敬意と感謝を申し上げる次第でござい
ます。誠におめでとうございます。
　東日本大震災の発災から、はや２年７ヵ月経過
いたしました。東北には76の市が、市町村ですと
227あります。全国の皆さんから多大なるご支援
を賜りましたことに、東北の仲間として、首長の
一人として、この場をお借りして、厚く御礼を申
し上げます。
　また、秋田県は、全国の学力テストでは、ここ
４年、５年と、日本トップクラスの成績を収める
ことができました。これもやはり現場の先生、そ
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して学校医の皆様を含めた教育関係の皆様が力を
合わせて、子供たちが健やかに安心して暮らせる、
そういう環境づくりにご尽力いただいている結果
だと思っております。
　「早寝早起き朝ごはん」と家庭での教育の必要
性も言われておりますけれども、秋田はそれだけ
ではなく、地域力と言うべきか、地域全体で子ど
もを育てる環境にも恵まれた地域ではないのかな
と感じているところでございます。
　話は変わりますが、今、秋田はデスティネー
ションキャンペーン期間中です。紅葉もピークは
過ぎましたが、それでも、まだ楽しむには十分な
時期に秋田にお越しいただきました。ぜひ、この
大会が終わった後は、明日からの英気を養うため
に、秋田市だけではなくて、秋田県全体に足を延
ばしていただき、素晴らしい秋田をご堪能くださ
ることをお願い申し上げます。
　ここ秋田は、今から400年以上前に佐竹氏が移
り住み、佐竹藩の城下町として発展してまいりま
した。その佐竹北家21代目の当主が、先ほどあい
さつをされた佐竹さんで、今は、当県の知事にご
就任なさっております。
　「ゴホン」と言えば、皆様、何を想像しますか。
のどの薬で有名な龍角散でありますけれども、佐
竹知事が殿として出演する龍角散のＣＭが明日か
ら全国放送されます。家臣である御典医が、殿の
のどを治すという内容ですが、200年も前、御典
医に知事のご先祖様が治していただいたというい
われもあってのＣＭで、そのような経緯もあり、
ここ秋田の産業として薬草を育てていこうという、
そんな一つの産業の芽も芽生えてまいりました。
　このような秋田の一面もぜひ覚えていただきた
いのですが、何よりも、来年は国民文化祭が開催
されます。秋田市では13のイベントを予定してお
り、全国に出場者を募集しているところです。秋
田市だけでも約３万人が出演する予定でおります
ので、ぜひ、趣味の世界で、また、文化の世界で、
秋田にお越しいただければと思っております。
　「子供は希望。未来の力」、このテーマを掲げた
本大会が実り多き大会となり、また、貴会のます
ますのご発展と、皆様のご健勝とご多幸をお祈り
申し上げながら、歓迎の挨拶にかえさせていただ

きます。
　本日は誠におめでとうございます。ありがとう
ございました。

【司会　長岡】
　秋田市長よりご挨拶をちょうだいしました。
　続きまして、日本学校保健会会長・横倉義武様、
お願いいたします。

　祝　　辞

　　日本学校保健会　会長　　横　倉　義　武　
　　代読／日本学校保健会
　　　　　副会長　　　　道　永　麻　里　様

　日本学校保健会副会長の道永と申します。ただ
いまから、日本学校保健会横倉会長からのお祝い
の言葉を代読させていただきます。
　平成25年度第44回全国学校保健・学校医大会が
開催されるに当たりまして、一言お祝いを申し上
げます。
　本日お集まりの先生方には、日ごろから、児童
生徒の学校保健活動に熱心にお取り組みいただい
ておりますことに心から敬意を表し、感謝申し上
げる次第でございます。また、本会の学校保健活
動へのご支援・ご協力に対しましても厚く御礼申
し上げます。
　近年、学校現場においては、さまざまな健康課
題が生じております。このような健康課題に対し
て、学校医の先生方は、健康診断及び健康相談を
通じて、児童生徒の心身の状況を把握し、健康上
の問題があると認めるときは、専門知識に基づい
た効果的な保健指導とともに、学校関係者への指
導・助言をすることが極めて重要なことと思って
おります。本大会のメインテーマは「子供は希望。
未来の力」とあり、子供たちを取り巻く環境は混
沌とした状況を感じておりますが、このテーマに
励まされ、子供たちの前途に光明を見出す思いで
ございます。
　さて、本会が文部科学省指導のもと、『学校の
アレルギー疾患に対する取り組みガイドライン』
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を全国の学校に配付してから５年が経過いたしま
した。このたびの痛ましい事故から、対応の一貫
として各地で研修会が開催されております。
　この問題に関して、学校医に求める基本的取り
組み姿勢をあえて申し上げるのであれば、主治医
による児童生徒の学校における「学校生活管理指
導表」の提出を求め、学校の関係教職員が情報を
共有し、適切な処置を講ずる必要があります。具
体的には「学校医・学校歯科医・学校薬剤師」い
わゆる三師会を中心とした専門家が積極的にかか
わり、「アレルギー疾患対策委員会」を学内に組
織し、日常的に学校と地域医療関係者が密接にか
かわり対応する必要があると思っております。つ
きましては、今まで以上に、学校医が積極的にか
かわり、三師会を取りまとめ、連携を強化し、解
決にご尽力賜りたいと願っているところでござい
ます。
　なお、本会では昨年度末、「学校検尿・心臓検
診」に関する手帳、しおり等を見直し、「学校心
臓検診」に関するマニュアルについても改訂した
ところでございます。今年度は、文部科学省作成
「学校において予防すべき感染症の解説」が本会
から発行されております。
　今後も子供たちの健康課題解決に寄与すべく、
皆様とともにその役割を果たさせていただきます。
ご支援賜りますよう、よろしくお願いいたします。
　結びになり恐縮ではございますが、本大会の開
催に当たりご尽力いただいた秋田県医師会をはじ
め関係各位に敬意を表し、ご参会の皆様のご健勝
と本大会のますますのご発展を祈念いたしまして、
お祝いの言葉とさせていただきます。
　平成25年11月９日
　　公益財団法人日本学校保健会会長
　　　　　　　　　　　　横　倉　義　武
　代読いたしました。本日はおめでとうございま
す。

【司会　長岡】
　ありがとうございました。
　続きまして、秋田県教育委員会教育長・米田進
様、お願いいたします。

　祝　　辞

　　秋田県教育委員会教育長
米　田　　　進　様　

　「子供は希望。未来の力」のメインテーマのもと、
第44回全国学校保健・学校医大会が、全国各地か
ら学校保健に携わる学校医の皆様をはじめ、多く
の関係の方々を本県にお迎えし、このように開催
されますことを心よりお喜び申し上げます。
　また、日ごろから、学校保健活動等を通じて、
子どもたちの健康の保持・増進のためにご指導、
ご協力をいただいておりますことに対し、深く感
謝申し上げます。
　さて、子どもたちを取り巻く社会環境の急激な
変化は、心と体の健康にさまざまな影響を与えて
おりまして、生活習慣の乱れ、いじめ、不登校、
児童虐待などの心の健康問題、アレルギー疾患、
薬物乱用、感染症など、健康にかかわる課題は多
様化・複雑化しております。また、子どもが被害
者となる事件・事故や自然災害への対応など、通
学路を含めた学校における子どもたちの安全確保
が重要な課題となっており、これまで以上に、学
校、家庭、地域が連携を強化し、諸課題の解決に
向けて社会全体で取り組むことが求められており
ます。
　ここ数年、本県の児童生徒は、学力・体力とも
全国のトップクラスと評されておりますが、学校、
家庭、地域が一体となって行っている学力や体力
の向上に向けての支援、並びに基本的生活習慣の
確立に向けた学校保健活動等における地道な取組
が、子どもたちの健全な成長を支えているものと
とらえております。
　こうした中、本大会に御参加の皆様が現下の諸
課題を踏まえ、研究発表やシンポジウムを行うこ
とはまことに意義深く、本県のみならず、今後の
日本の子どもたちの健康の保持・増進と学校の保
健の充実・発展につながっていくものと確信して
おります。
　さて、私からも秋田のＰＲを一つさせていただ
きます。

����������������������
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　御来県の皆様には、せっかくの機会であります
ので、この公園のお堀を挟んで、ちょうど向かい
側に当たりますが、世界的に有名な建築家安藤忠
雄先生が設計された秋田県立美術館が９月28日に
本オープンしておりますので、そこに足をお運び
いただければ幸いでございます。だいぶ前から、
女優の吉永小百合さんのテレビコマーシャルでも
紹介しておりますが、世界的に有名な藤田嗣治画
伯が描いた巨大な壁画「秋田の行事」、これは縦
が3.65メートル、横が20.5メートルの巨大な壁画
でございますが、この秋田の行事のほか、同じく
藤田画伯による大作「大地」、そしてまた、我が
国、あるいは世界で初公開となると思われる「装
飾の壁画」、これは「花鳥図」という名前が付い
ております。そのレプリカでございますが、この
３点を同時にごらんいただける機会でありまして、
実は、明日がこの企画展の最終日となっています。
ちょうどいい時期にいらしてくださったと思って
おります。このような面でも、また秋田を味わっ
ていただければ大変ありがたいと考えております。
　結びになりますが、本大会の開催に当たり、大
変御尽力いただきました日本医師会、そして、秋
田県医師会をはじめ関係の皆様に心より感謝申し
上げますとともに、本大会の御成功と御参会の皆
様のますますの御活躍を心から祈念申し上げまし
て、私からのお祝いの言葉といたします。本日は
大変おめでとうございました。

【司会　長岡】
　秋田県教育委員会教育長・米田進様よりご挨拶
をちょうだいたしました。
　続きまして、主催者側の関係者をここでご紹介
させていただきます。

主催者側関係者　紹介

　石川県医師会会長　　近　藤　邦　夫　様
　（次期担当県医師会会長）
　日本医師会常任理事　石　川　広　己
　日本医師会常任理事　道　永　麻　里

【司会　長岡】
　これをもちまして、第44回全国学校保健・学校
医大会の開会式並びに表彰式を終了させていただ
きます。
　皆様ありがとうございました。
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第１分科会
【からだ・こころ（1）】

こころ・予防接種・食物アレルギー

　座　長
　秋田県医師会学校保健委員会委員
� 水　俣　健　一　
　秋田県医師会学校保健委員会委員
� 小　松　真　紀　

第１席　学校訪問プログラム（中学生生徒に対す
るメンタルヘルス理解活動）が教師の精
神疾患理解に及ぼす影響
（三重県医師会　長尾　圭造　先生）

　三重県医師会・学校メンタルヘルス分科会では、
この９年間、精神科医が定期的に学校を訪れるプ
ログラムを複数のモデル校に対して行っている。
その目的は、１．子どもの理解の仕方として子ど
もの内面を知る客観的資料を基にすることと、２．
子どもの内面をメンタルヘルスの視点から、すな
わち子どもの行動・態度を本人の能力・内面特性
や、家族・仲間との関係性から理解することにあ
る。３．そして、それらの問題点に応じて、学校
の社会資源のうち、どの分野が担当するかを検討
する。４．そのうち、クラスでの問題解決が望ま
しい内容に関しては、クラスの健康度の高い生徒
の協力を得ながら問題の軽減や解消・解決を図る
ところにある。このような活動を行っていること
が、それを経験した教師たちにとっては、どのよ
うな波及効果を及ぼしているかを、意識調査を通
して検討したので報告された。
　その結果、我々の児童生徒に対するメンタルヘ
ルス活動は、教師の児童生徒に対する内面理解の
みならず、精神障害の理解にもつながることが
判った。

第２席　奈良市における児童・生徒の「心の健康」
に関する相談及び診断事業

� （奈良県医師会　北村　栄一　先生）

　児童・生徒が示す精神・行動上の問題は、追っ
て概ね増加してきており、その背景には、我が国
の社会・地域・家庭・学校などにおける、さまざ
まな問題や歪みが複雑かつ重層的に関与してい
る事は言うまでもない。「一体どうすればよいの
か？」との教育現場からの問いかけ、「学校医と
して如何にあるべきか、何が出来るのか？」との
問いかけと検討から、平成10年度より「児童・生
徒の心の健康に関する相談・診断事業」が奈良市
教育委員会の事業として実施される事になり、現
在まで15年間あまり続けてきた。今回、事業の概
要と平成23年度までの結果について報告された。
　本事業の目的は、学校長の申請により、①精神
科医師と臨床心理士が同席して、対象児童・生徒
の相談・診断を行う②教職員を対象に学校におけ
る児童・生徒の心の健康問題について指導・助言
する③対象児童・生徒の保護者、教職員への積極
的支援の実施である。
　なお、事業の対象者は、奈良市立の小・中学校
に在籍する児童・生徒、その保護者、教職員であ
る。
　まとめとして、１）精神科医師と臨床心理士が、
一緒に相談・診断に当たり、共同で診て行く事に
より、事例を、より深く理解し、より適切に助言
し指導できるものと考えている。２）相談事例は、
不登校、発達障害、神経症・心身症、の順に多く
見られたが実に多彩なケースがあり、１例、１例
から教えられる事はさまざまであった。３）児童・
生徒を中心として、関係者を含めて、「理解し、
共有し、支持し、指示」する事を行ってきた。

第３席　不登校の予防（第２報）
� （徳島県医師会　二宮　恒夫　先生）

　不登校予防の取り組みは、教育委員会と医療と
が連携し、いかに具体的にすすめていくか、学校、
家族が子どもの個性を理解し対応するかがポイン
トになる。
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　プライマリー医療機関において不登校予防の視
点から対応の必要な子どもに出会った場合の具体
的な取り組みについて、徳島県教育委員会、徳島
市教育委員会と話し合いを重ね
①　不登校未然防止のための研修会の開催
②　子ども・家族支援のための情報提供書の特徴
③　プライマリー診療における不登校予防マニュ
アルの目次の紹介
④　ウェブミーティングシステムによる居ながら
の研修会の開催
⑤　今後の取り組み：高校における不登校再発の
予防
　などについて報告された。

第４席　中学生・高校生の電子メディア接触と生
活リズムについて　－島根県及び益田市
の現況と益田市での取組みについて

� （島根県医師会　中島　匡博　先生）

　平成24年に島根県教育庁により県内小学校５、
６年生・中学校１、２、３年生・高等学校１、２、
３年生・特別支援学校生を対象に生活とメディア
接触に関するアンケートが実施された。平成24年
に島根県益田市内のＡ中学校１、２、３年生、Ｂ
高校２年生にメディアアンケートを実施し、島根
県及び益田市の中高生の電子メディア接触と生活
リズム等の実態と、益田市圏域での子どもとメ
ディア啓発及びアウトメディアの取組について報
告された。
　中高生のメディア長時間接触は休日に高率で、
体調不良と生活リズムの乱れが認められ、長時間
メディア接触による影響の可能性が考えられた。
　益田市圏域では、アウトメディアの取組が、地
域全体で開始された。
　学校・家庭・地域が連携して、子どもとメディ
アの啓発を継続していくことが重要で、学校医は
キーパーソンとしての役割が期待されている。

第５席　蔓延する子どもの慢性疲労症候群：過剰
なメディア漬け　～そして後天性発達障
害

� （宮城県医師会　田澤　雄作　先生）

　2004年10月から2011年10月までの７年間に仙台
医療センター小児科「こころの外来」を受診した
1,000名を対象とし、その主訴及び身体的所見と
背景因子を解析した。また小児慢性疲労症候群と
診断した930名を４病型に分類し、その特徴を解
析した結果を報告された。
　「心の外来」を受診する多くの子どもは慢性疲
労を抱えているが、その病因の一つが「メディア
漬け」である。この不適切な養育環境は、現実体
験のための時間を削ぎ落とし、子どもの社会的発
達を障害し、後天性の発達障害を生み出してい
る。慢性疲労症候群に認められる「メディア漬け」、
「うつ状態」、「後天性発達障害」の存在は、現代
の日本の子どもたちが「世界一寂しく、世界一自
尊心を傷つけられながら生きている」事実に呼応
する。特に、発達障害は、罹病期間の長期化と共
に高頻度化することから、大人の社会的問題（現
代型うつ病等）への関連を示唆している。

第６席　発達障害を抱える子どもたちへの学校介
入と問題点

� （埼玉県医師会　平岩　幹男　先生）

　発達障害を抱えている場合には、行動やコミュ
ニケーションの問題を抱えている場合が多く、こ
うした場合には、学校や家庭、医療機関がばらば
らではなく、連携して対応する必要があるが、実
際にはその連携は容易ではない。また発達障害を
積極的に疑い、対応を模索する学校と、関心を持
ちたがらない学校との落差も大きい。学校によっ
ては「医療機関に行って投薬を受けてくれば」と
保護者に勧めるところすら見受けられる。診断を
受けるまでは、学校での対応についてさまざまな
配慮を行っていたとしても、いったん診断がつけ
ばすべてを医療機関に押し付けるような場合もあ
る。これまでにも可能な場合には学校介入を行っ
てきたが、その中で、次のような課題について言
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及した。
①学校・家庭・医療機関の連携の問題点
②どんな介入で苦労するか：いくつかの具体例を
挙げている。

第７席　南相馬市での学校との連携の試み
　　　　－東日本大震災と原発事故の後で－
� （福島県医師会　安藤　幸典　先生）

　南相馬市は福島県浜通りの北部に位置し、東京
電力福島第１原子力発電所から約10～40㎞の範囲
に位置する地方都市である。平成23年３月11日の
東日本大震災・津波とそれに引き続く原発事故は
今もこの地域に大きな影響を残している。
　市内居住者は４万６千人と震災前の約65％に減
少した。幼稚園・保育園児、小学生、中学生数も、
それぞれ震災前の41％、57％、67％に減少し、そ
の母親世代の20代から40代では女性の市内居住率
は、現在も男性に比べて低いままである。
　ここでは子どもたちを取り巻く環境の変化が多
方面で起こり、それは彼らに様々な影響を及ぼし
た。今回、平成25年１月から８月までの間に、当
院で関わり健康問題に関して学校に対して専門的
立場から助言を行った小・中学生18名についてこ
の地域での学校との連携について（原発事故の影
響も含めて）検討した結果を報告された。
１）現代の学校の健康問題は、多種多様で複雑化
しつつある。
２）教育と医療、双方に関わる問題を抱える児
童・生徒が多い。
３）自閉症スペクトラム児には突然の避難による
環境変化の影響が大きかったが、２年を経過し
た現在はほぼ安定していた。
４）通常学級に在籍する自閉症スペクトラムが多
く、担任教諭を支援する学内体制が必要である。
５）学校との連携のためには、努力と工夫と時間
が必要である。

第８席　福島県の中学生・高校生の心および性の
意識について　－震災後に行なったアン
ケート調査より－

� （福島県医師会　本多　静香　先生）

　福島県においては、10代の人工妊娠中絶率が全
国上位にあり、また性感染症患者の中にしめる若
者の割合も幾分減少傾向にあるもののいまだ全国
平均より高い。これまで、福島県産婦人科医会は
性教育を充実させ、若者たちの性感染症と望まな
い妊娠を減少させるため平成16年と平成19年に
「性に関するアンケート」を実施してきた。
　このような状況の中で、2011年３月11日東日本
大震災および原発事故が起きた。福島県産婦人科
医会では、「被災により、家族や周囲の人々との
つながりや、生命観に対する意識の変化があるの
ではないか」また「被災後の現状を把握すること
で、今後の“生と性の教育”に役立てるべき」と
の意見が提起され、中学生・高校生の心と性に関
して、経時的変化と東日本大震災及び原発事故が
及ぼした影響について調査・分析し、今後の取組
みに役立てることを目的として次のアンケート調
査を行なった。
１）中高生・男女別の震災前後における心の変化
について
２）地区別の震災前後における心の変化
３）性に対する意識について
　震災後において「生」に対しては、自己肯定感
が強くなり、生き方を真剣に考える中高校生が増
えた。特に、いわき・相双地区でその傾向が強
かった。「性」に対しては、前回調査と比較して、
積極的な意識がうかがえた。

第９席　麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワクチン
　　　　－第Ⅲ期－　集団接種を終えて
� （京都府医師会　奥村　正治　先生）

　平成20年度より麻しん・風しん（ＭＲ）混合ワ
クチンのⅢ期・Ⅳ期の接種が始まり、24年度で５
年間の時限立法が終了となった。京都市では21年
度より京都市立中学校において、麻しん・風しん
（ＭＲ）混合ワクチンⅢ期を個別接種と並行して
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集団接種を行い、好成績を得たので、副反応など
も含め報告された。
　初年度の平成20年度の京都府の初期接種率は非
常に低調であったため、京都市保健福祉局は接種
率向上には集団接種の方式を取り入れるのが最適
と考え、翌21年度より個別接種と並行しながら集
団接種も行う事を決定した。
　５年間のＭＲⅢ期の最終接種率は20年度86.1％、
21年度97.5％、22年度97.8％、23年度97.4％、24年
度97.7％であった。
　４年間の副反応報告は年々報告が減っており、
58例から10例です。特記すべき点は、初年度じん
ま疹が３例出た。
　まとめとして、①大勢のスタッフは必要である
が、接種率の向上には、学校における集団接種は
有用であった。②接種率95％以上の目標は、達成
された。③今回の取り組みは今後新型インフルエ
ンザなどの流行の時に、集団接種を必要とする際
に役立つと考えられる。

第10席　弘前市学校給食アレルギー対応食提供
事業について

� （青森県医師会　柿﨑　良樹　先生）

　弘前市では、平成25年度から、学校給食におい
てアレルギー対応食を提供する事業を開始した。
対象および方法は弘前市立小学校37校児童8,094
人（男子4,151人、女子3,943人）および中学校16
校生徒4,389人（男子2,217人、女子2,172人）を対
象とし、弘前市が作成した「学校給食食物アレル
ギー対応マニュアル」に従って実施。学校校舎内
調理施設１か所をアレルギー対応食専用調理施設
として使用し、アレルギー対応食担当栄養士と専
任調理士が献立を作成し調理したものを各校へ配
送した。
○アレルギー対応食提供までの流れ
○アレルギー症状への対応
○アレルギー対応食提供を受けている児童生徒の
詳細
○誤食事故
について詳細に説明された。
　今後の課題として、①誤食事故の防止として、

学校内での配膳方法の工夫などに加えて、教職員
全員の情報の共有を徹底する。②アレルギー症状
出現時の教職員の対応について、定期的に研修会
を開催するなどが挙げられた。
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第２分科会
【からだ・こころ（2）】

生活習慣

　座長　　秋田県医師会学校保健委員会委員
� 木　村　　　衛　
　　　　　大曲仙北医師会理事
� 吉　村　総　一　

第１席　秋田市小中学校肥満調査を20年継続し
てわかってきたこと

� （秋田県医師会　後藤　敦子　先生）

　秋田市小児科医会では、秋田市医師会・教育委
員会の協力のもと、1990年から秋田市内小学校の
肥満調査を毎年継続して行っている。1994年から
は中学校、2012年からは秋田大学附属小中学校を
加え、現在は秋田市内の全小中学校（小学校45
校・中学校25校）が調査対象となっている。20年
以上にわたる継続調査の結果、地域差・肥満の背
景など、これまでにわかってきたことについて報
告された。
１）わかってきたこと
　①肥満と診断されない児童・生徒にも、メタボ
リックシンドローム予備群がいると予想される　
②腹囲は肥満－メタボリックシンドロームの重要
な指標である　③周辺部の地域ほど肥満児が多い
④小中学校の統廃合が進むと通学距離が長くなり
運動量が減って、肥満児が増える可能性がある
２）今後の課題
　①用紙を減らすなどの工夫を　②肥満と診断さ
れないメタボリックシンドローム予備群にも適切
な指導を　③子どもの運動量を増やす工夫を　④
学校統廃合によるスクールバス移動や運動量の減
少が、ほんとうに肥満頻度に影響するかをさらに
調査してゆくこととした。

第２席　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会の
学校保健活動

� （愛知県医師会　長嶋　正實　先生）

　若年者心疾患対策協議会（以下若心協と略す）
の設立から現在までの経緯、目的、活動内容、問
題点と今後のあり方として若心協の将来を担う若
い世代の育成、また九州を除く西日本が中心であ
り、全国的な研究会とはなっていないので全国組
織として重要な問題を検討していく必要がある。

第３席　平塚市小学４年肥満児童の現状と対策　
－平塚市子どもの生活習慣病予防対策委
員会の検討－

� （神奈川県医師会　梅沢　幸子　先生）

　平塚市においては平成５年より、平塚市子ども
の生活習慣病予防対策委員会を立ち上げ、幼児期
から学童期までの肥満対策を行っている。特に学
校保健の領域では、身長の加速現象が始まる小学
４年生に対して、無理なく肥満度を改善する最後
の好機と位置づけ、学校、医療機関、教育委員会
が協力し支援を実施している。今回、平成15年度
から平成24年度に行った平塚市小学生肥満児童に
対する取り組みと経過について報告された。
　平塚市の小学４年肥満児童の頻度は減少傾向で
あった。身長の加速現象が始まる小学４年時に働
きかけを積極的に行うことは、小児の肥満対策に
おいて有効であると考えられた。肥満度と腹囲は
有意な相関を示しており、学校健診の場で腹囲測
定を取り入れることは、メタボリックシンドロー
ム対策に有効であると考えられた。

第４席　小学生から高校生にかけての追跡集団に
おける生活習慣の変化と健康指標との関
連

� （和歌山県医師会　中井　寛明　先生）

　地域における生活習慣病予防のための基礎情報
を得ることを目的に、現在、成人に達している集
団について、既存の調査資料の解析結果から、思
春期における生活習慣の変化と心血管危険指標と
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の関連を調べた。
　1992年から10年間にわたり、日高医師会学校医
部会が小学４年生と中学１年生を対象に生活習慣
病予防検診を実施した。2003－2004年に同地域の
県立高等学校に在籍する高校生を対象として追跡
調査を実施した。
　小学４年時、中学１年時の１日当たりのTV視
聴時間とPC・FC使用時間は、高校１・２年時の
それと男女いずれにおいても有意な関連を認めた。
　中学１年でTV視聴時間が１日平均２時間以上
であった場合と、中学１年で運動部に非加入で
あった場合に、高校生の健康指標のうちメタボ
リックシンドロームの構成要素と関連する項目の
一部で、望ましくない方向に関連を認めた。
　学校保健の場において早期からの生活習慣改善
のための介入が有効であることを示唆する結果を
得たとの発表であった。

第５席　大阪府医師会学校医部会における生活習
慣病対策事業と支援学校における肥満対
策の実際

� （大阪府医師会　高谷　竜三　先生）

　学校保健において肥満対策は重要視され、食育
推進を含め様々な取り組みがなされている。平成
24年に大阪府医師会学校医部会では生活習慣病対
策事業として、学校医から学校教諭および学童・
保護者に対する教育資材（パワーポイント25枚、
読み原稿5000字）を作成した。内容は小児適正体
格検討委員会作成の「小児肥満症の診断基準」１）

と厚生労働省班研究（大関班）の「小児期メタボ
リックシンドローム診断基準」２）に準拠したもの
である。「わかりやすく、見やすい」との評価を
得た。一方、「低学年には読みづらい漢字があ
る。」との指摘を頂いており、今後、修正を要す
ると考えている。
　また、高槻市支援学校において、平成19年から
教諭、保護者を対象として勉強会と個別の相談会
を行い、勉強会参加者の半数に減量効果がみられ、
学校全体でも肥満頻度が減少傾向にあるとこ報告
がなされた。

第６席　茨城県における小中学生の肥満児
　　　　－10年間の推移－
� （茨城県医師会　山脇　英範　先生）

　茨城県学校保健会では、2002年に肥満対策委員
会をたちあげて、各学校に肥満児に対して医療機
関受診の勧奨や生活指導などの肥満対策を依頼し
た。それと同時に各学校にて肥満児を軽度、中等
度、高度にわけた人数の調査をおこない全県の
データの集計をした。
　われわれの全数調査に近い調査は、文科省の調
査にくらべ実態に近いデータが得られる点、また、
県内の地域特性が検討できる点で意義があり、ま
た、10年間持続しておこなってきたことにより、
経時な変化の検討が可能になった。そこで10年間
に集計を行い下記の結果（①～⑤）とその考察に
ついて報告された。
①都市化地域では、肥満児の割合が低い。
②茨城県でも全国的にも肥満児は減少傾向にある。
③肥満児は小学生の間で増えるが、その後小学校
１年生レベル近くまで減る。
④幼児期の肥満児の減少が、肥満児減少の重要な
要素である。
⑤小児の肥満対策は幼児期に焦点をあてるべきで
ある。

第７席　岩手県における肥満対策について
� （岩手県医師会　山口　淑子　先生）

　岩手県は相変わらず肥満傾向児の多い県である。
平成24年の統計でもその割合は高く、なかでも内
陸山間部、沿岸北部に多いという結果であった。
一昨年の静岡でのこの大会で、「関係機関と協働
による小・中学生のメタボ対策に取り組んで」と
題して、特に肥満傾向児の多い地域で平成21年か
ら３年間実施された、地域振興推進事業「メタボ
予防いき２キッズ大作戦」の取組内容と経過等を
報告した。この事業により肥満については著明な
改善を得たわけではないが、参加した学校におけ
る健康に向けての自主的な取組みがなされるよう
になったこと、そして市町村における食育推進活
発化にも刺激を与えたことなどが成果であった。
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　今回は岩手県の中でも肥満傾向児割合の最も多
いＫ地区に注目し、学校および学校保健会、そし
て地域での状況を報告された。

第８席　県医師会の学校保健委員会を通した肥満
対策の標準化の試み

� （山形県医師会　渡辺　眞史　先生）

　山形県は全国平均より小児の肥満の割合が多く、
各学校単位で対策がおこなわれてきたが十分な効
果が得られたとはいえない。有効な対策のために
は県全体で同一の基準で肥満判定をおこない、小
児肥満対策の標準化を図る対策をとることが大切
と考えた。県医師会学校保健委員会で肥満対策の
標準化について検討し賛同を得て、教育委員会と
話し合いをおこない、県医師会と知事との懇談会
の議題として取り上げた協力を依頼した。肥満対
策は肥満度30％以上50％未満（中等度肥満）、50
％以上（高度肥満）で対応をわけて行った。

第９席　富山市における小児生活習慣病予防検診
　　　　“すこやか検診”の現状と課題
� （富山県医師会　三川　正人　先生）

　富山市では平成６年小児生活習慣病予防検診
“すこやか検診”が創設され、今年度で18年目を
迎えたので、現状と課題について発表された。
　対象は小学４年生と中学１年生で、検診は生活
習慣調査と採血並びに体位測定検査からなる。受
診率は、任意参加ということもあって当初は70％
前後と低迷したが３年目からは90％前後から95％
以上と非常に高い水準を今日まで維持している。
また、毎年検診後に要医療、経過観察の生徒なら
びに保護者を対象に、集団ならびに個別指導、栄
養指導さらに簡単な有酸素運動の指導を行なう
“すこやか教室”を２回日曜日に開催してきてい
る。
　“すこやか教室”では専門医による講演の聴講
のあと、運動指導のほか個別の栄養指導と親子交
えての個別指導が行われる。本検診は、本質的に
お互いに干渉されやすいかなり近似した生活習慣
のもとの“家族ぐるみの検診”とも言える。ごく

普通に考えれば、児童生徒より保護者の方がより
差し迫った問題であるともいえる。このことから
富山県のほぼ半分を擁する富山市における極めて
高い受診率、これ自体が地域ぐるみ、家族ぐるみ
の検診として成熟しつつある証と考える。従って
本検診は全体には生活習慣病の発症を誘起する危
険性を警告する有効なツールとなりえていると確
信している。
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第３分科会
【からだ・こころ（3）】
検診・運動器検診

　座長　　秋田市医師会理事　原　田　健　二
　　　　　秋田県医師会学校保健委員会委員
� 山　田　　　晋　

第１席　東京都立学校における学校心臓検診の状
況（都立高等学校・都立中等教育学校・
都立中学校）

� （東京都医師会　泉田　直己　先生）

　東京都から東京都医師会に委託された東京都立
学校心臓検診は、昭和63年（1988年）からまず都
立高校生を対象に開始された。その後、都立の中
学校、中等教育学校が設置され平成17年（2005年）
から中学生が加わり、現在のような中学生・高校
生を対象にした検診となった。東京都医師会では、
検診事業を行うに当たり都立学校心臓検診判定委
員会を組織し検診に取組んでおり、今回は、近年
の当検診のシステムと最近５年間の検診データを
紹介と、良質な検診システムについて検討し次の
ような結論を得られたと発表された。
　正しい判定・管理を行い良質な検診を維持する
ためには、判定委員会と学校医・養護教諭、検診
機関との連携が重要で、事前に説明会などで情報
を交換しておくことは有益であった。また、検診
システムのマニュアルを作成し、検診の各過程を
判定委員会と事務局で確認しつつ行うことで、検
診の質と判定の統一性が確保されると考えられた。
新たな知見や想定外の事態に迅速に対応できる体
制も重要であると考えられた。

第２席　全県統一学校腎臓検診における緊急受診
システムの現状と問題点

� （静岡県医師会　和田　尚弘　先生）

　静岡県では本年度より全県統一学校腎臓検診シ
ステムを開始した。その際に、静岡県でも県内の

一部地域で行われていた緊急受診システムを全県
に広げて統一を試みた。
　他県のいくつかのマニュアル中の緊急受診シス
テムの記載内容と異なる点は、肉眼的血尿や血尿
＋尿蛋白（３＋）以上は対象から外したこと、尿
糖（３＋）以上を入れたことである。
　緊急受診は直接に専門病院受診が望ましいが、
専門病院がない地区も多いことから、とりあえず
学校側は早急に近くの医療機関受診を勧め、緊急
受診用紙を保護者に渡し、この用紙を学校側が回
収することで緊急の最低限の情報を学校側は把握
することができる。その後も管理・医療を必要と
する児は再診することから、後日、他の有所見者
と同様に三次検診用紙を提出してもらい、詳細と
その後のフォローを学校側・医療側（判定委員会
など）双方が把握できる体制とした。
　問題点として、システム変更の際に新たなこと
が導入しやすいことから、緊急受診システムも同
時に県内統一の導入を試みたが、一次・二次検尿
や検査センターにも影響することから、現場での
混乱が予想される。
　県内全体となると委託される検査センターの数
も多く、また入札制度を導入していることから委
託検査センターが年ごとに今後も変更される可能
性がある。緊急システムは新学期が始まってすぐ
に１次検尿がスタートすることから、委託検査セ
ンターへの周知が徹底されないことが危惧される。
また尿試験紙の判定基準は、日本臨床検査標準講
義会（JCCLS）により標準化されているものは
（＋）のみであり、微量側の（±）と同様に強陽
性側も標準化されておらず、（３＋）が最大表示
の試験紙も実際に使用されている。検査センター
が異なれば使用する試験紙も異なるが、その統一
は難しい。
　さらに、症状のない児への緊急受診が有所見
者・家族の不安をあおる危険性がある。早急に受
診していただく必要性を理解しつつ、過度の不安
をあおることを避けた養護教諭・学校側の説明が
要求される。
　医療側として、緊急性の判断基準がかかりつけ
医の間で一定でない可能性がある。静岡県内でも
地域により医療環境も異なり、まだ症状のない本
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人・家族がどのくらいの緊急性を感じて早急に遠
方の専門病院に受診していただくかなどの問題点
もあげられる。

第３席　姫路市における医師会と養護教諭との連
絡会の取り組み

� （兵庫県医師会　岡　　勝巳　先生）

　学校保健に関する問題では学校関係者や保護者
は問い合わせる医療機関によって答えが違うと戸
惑ったり混乱したりします。少なくとも姫路市内
では対応を統一できないかということで夏休みの
最後の時期に養護教諭と医師会学校医委員会の間
で連絡会を６年間にわたり行ってきたのでその取
り組みについて紹介された。その成果としての
「学校保健におけるＱ＆Ａ集」を作成してきた内
容の報告がされた。
　20年度より学校医研修会と連絡会を行い、養護
教諭との連絡会の内容の周知や質問を受け付け、
その年度のトピックスに応じて講演を行っていま
す。ただ参加者が決して多いとは言えず、その方
法や内容を検討していかなければならないと考え
ている。
　この連絡会は最初に養護教諭からリクエストの
多かった内容での講習を行い、その後で「Ｑ＆Ａ」
の内容に関する解説と質疑応答を行う形で開催さ
れます。この講習会の内容は過去５年間では食物
アレルギー、低身長、学童期の皮膚疾患、熱中症、
不整脈などであった。

第４席　広島市安佐地区における『健康相談教
室』事業の報告

� （広島県医師会　松本　治之　先生）

　広島県安佐医師会では昭和54年から現在まで34
年間、年１回、広島市安佐地区（安佐南区・安佐
北区）において、内科、耳鼻科、眼科、整形外科、
皮膚科、精神科、歯科などの専門医が、児童の健
康に関する様々な疑問や不安について相談を受け
る「健康教室」を開催している。今回はこの34年
間のうち、平成11年から平成24年までの14年間の
相談内容１）について報告があった。

　この14年間の「健康相談教室」で全コーナーを
合わせて最も相談数が多かったのは、整形外科の
「姿勢」に関する相談で72件、２番目に多かった
のはアトピー性皮膚炎67件、３番目は歯科の「歯
並び」に関する相談で51件、４番目は「視力」に
関する相談で50件、５番目がアレルギー性鼻炎で
46件、６番目が「あざ」や「ほくろ」の色素母斑
の41件、７番目が「夜尿」で内科24件と心の相談
９件を合わせて33件、８番目が喘息で28件、９番
目がチックおよび頭痛で26件、11番目が腹痛で25
件、12番目が友人関係で22件、13番目が不登校で
21件だった。
　われわれ安佐医師会の「健康相談教室」はアト
ピーや喘息などの疾患に関するセカンドオピニオ
ンを求めたり、姿勢や歯並び、あざ、ほくろなど
治療を要するか否かの判断を求めてくる保護者に、
指導・助言を行うという役割も果たしている。保
護者は子どもに関して多くの不安や心配事を抱え
る一方で、医療機関への直接の受診はハードルが
高いと感じていることも事実です。そういう意味
でもわれわれ安佐医師会の健康相談教室は価値が
あると考えています。

第５席　広島県県立学校における学校医に関する
アンケート調査の報告

� （広島県医師会　渡邊　弘司　先生）

　学校医に係る契約に関して、市郡地区では、市
（または、郡）教育委員会と市郡医師会が契約を
結んでいる地区が多いが、県立学校に関しては、
個別契約であったことから、県医師会が学校医の
現況・契約状況を把握できないでいた。この度、
県立学校における業務内容・条件を検証し、状況
に応じた環境整備を行うことを目的として県教委
と協議を開始したが、その基礎資料として、県立
学校医の現状を把握するため、アンケートを実施
した結果について報告があった。
　我々の学校医へのアンケート実施に対し、教育
委員会は、学校関係者（校長）へのアンケートを
行うこととなった。これらの結果をもとに、学校
医・健康管理医としての県内の契約内容の標準化
を図る予定である。
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第６席　徳島県における小学生サッカー選手の障
害の実態　－メディカルチェックの結果
より－

� （徳島県医師会　鈴江　直人　先生）

　平成24年度に行われたメディカルチェックの結
果より、小学生サッカー選手に発生する障害の実
態について報告された。
　徳島県の全サッカー少年団チームが参加する大
会（第39回徳島県サッカー少年団大会）に参加し
た全選手を対象にメディカルチェックを行った。
メディカルチェックは大会前の事前アンケート、
大会期間中の一次検診、大会後の県内協力医療
機関での二次検診の３段階で施行した。全113
チーム中、アンケートが回収できたのは97チーム
（85.8％）であり、総アンケート回収数は1162で
あった。そのうち、547名（47.1％）に疼痛の既
往がみられた。一次検診受診者数は77チーム494
名であり、そのうちの394名（79.8％）が要二次
検診者であった。しかしながら実際に医療機関を
受診したのは106名（26.9％）に過ぎず、受診し
た選手のうち80名（75.5％）に成長期骨軟骨障害
を認めた。具体的な疾患として、シーバー病、オ
スグッド病、有痛性分裂膝蓋骨、ラルセン病、腰
椎分離症、有痛性外脛骨、膝離断性骨軟骨炎など
が挙げられた。

第７席　豊島区立中学校における骨密度測定事業
について　－第２報－

� （東京都医師会　猪狩　和子　先生）

【はじめに】
　東京都豊島区では、平成22年度より、区立中学
校に在籍する中学校２～３年生を対象に骨密度測
定事業を行っている。平成24年度は、区立小学校
１校、ジュニアサッカーチームも加えて骨密度測
定を行った。昨年は骨密度と食事、生活習慣など
との関連性を検討し、第１報として報告した。今
回は、さらに平成24年度の区立中学校の集計を追
加し、区立小学校１校、ジュニアサッカーチーム
の骨密度、体組成を測定し、食習慣のアンケート
も含めて、考察を加え検討し、第２報として報告

された。
　平成23～24年度のスティフネス同年齢比較平均
は中学２年生男子では23年度に比較して24年度で
有意に高い結果となったが、女子では年度の差は
認められなかった。中学３年生男子では23年度と
24年度で有意差は認められなかったが、女子では、
23年度に比較して24年度で有意に低い結果となっ
た。
　低骨密度傾向（70％未満）にある者の割合は、
22年度は２年生0.68％、３年生０％、23年度は２
年生0.58％、３年生1.06％、24年度は0.12％、0.68％
であり、24年度で低骨密度傾向にある者の割合が
減少した。
　骨密度測定が実施できた小学校（１校）につい
て、骨密度と体格との関係について横断的な調査
を行った。スティフネス平均値は、男子に比較し
て女子で有意に高かった。昨年の報告より、運動
とスティフネスとの関連が認められたため、Ｕ12
ジュニアサッカーチームの選手89名を対象に、骨
密度健診を実施した。ジュニアサッカー選手の
スティフネス平均値と「スティフネス若年比較」
は同年代男子に比較し有意に高値であった（p＜
0.05）。
　中学生時の運動と良好なカルシウムの摂取は、
将来の骨粗鬆症発生頻度を下げるためにも有用な
方法である。

第８席　平成24年度「学校保健課題解決支援事
業」埼玉県における学校での運動器検診
について

� （埼玉県医師会　柴田　輝明　先生）

　児童・生徒の運動器疾患・障害や運動器機能不
全の実態調査とその予防と治療のため、埼玉県で
は、平成19年度より学校保健の定期健康診断に運
動器検診の導入を計画し、就学時児童からモデル
事業としてこの検診事業を実施した。
　平成19年度から、平成23年度までの運動器検診
の実施の結果より、児童生徒の運動器疾患・障害、
運動器機能不全の実態とその対策の集大成として、
平成24年度に「学校保健課題解決支援事業」とし
て埼玉県鴻巣市にて「運動器検診」の課題を中心
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にこの事業を行ったとの報告があった。
　主催は埼玉県教育委員会、モデル地域は鴻巣市
境域委員会である。
・拠点地域は鴻巣市赤見台第二小学校、鴻巣市赤
見台中学校
・テーマ「埼玉県における学校での運動器検診に
ついて」
・参加者　該当河野校長、教諭、保護者、市内小

中学校の保健主事、養護教諭
・日　時　平成24年12月５日㈬　15：30～16：30
・会　場　鴻巣市箕田公民館
　平成24年度は学校保健解決支援事業の趣旨の元
に、学校保健支援班の協力を得て、これまでの知
見や実践結果を地域単位の学校に啓発をした。
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第４分科会
【耳鼻咽喉科】

　座長　　日本耳鼻咽喉科学会秋田県地方部会会長
� 石　川　和　夫　
　　　　　日本耳鼻咽喉科学会秋田県地方部会
　　　　　幹事・学校保健委員会委員長
� 桃　生　勝　已　

第１席　学校健診で発見された聴覚障碍
� （秋田県医師会　中澤　　操　先生）

　毎年、学校健診で軽度中等度難聴や心因性難聴
が発見されるが、一定の母集団にどの程度発症す
るのか検討した報告は少ない。
　県内の耳鼻咽喉科医が、学校健診後の精密検
査票をもって自施設を受診した児童生徒のうち、
「今年初めて難聴と診断された」ケースについて、
年齢、新生児聴覚スクリーニング受診の有無、現
在の聴力型、推定される疾患名などをまとめ、全
県分を集計し内容について検討した。

第２席　就学児童の「きこえ」と「ことば」の関
わり

� （奈良県医師会　川本　浩康　先生）

　知的障害や情緒障害をもつ児童は聴覚で認知し、
言葉を表現する能力に遅れがあるといわれている
ため、「きこえ」と「ことば」の関わりについて
調べた。
　平成22年度から24年度までの３年間に特別支援
学級に在籍した小学１年生累計254名のうち、知
的障害・情緒障害をもつ児童149名である
　調査の結果から、知的障害や情緒障害をもつ児
童は「きこえ」が正常もしくは正常に準ずる程度
であったとしても、「ことば」を表現する能力に
遅れがみられることがわかった。スクリーニング
聴力検査の有無に関わらず、聴力が正常と思われ
ても、言語障害が60％もあるので、特別支援を受
ける児童には日常生活では見落とされがちな難聴

児童の存在が示唆され、簡便なスクリーニングだ
けではなく、正確な聴力（聴覚）検査と言語教育
の必要性を感じられたと報告された。

第３席　横浜市における耳鼻咽喉科救急疾患の救
急処置・対応の現状

� （神奈川県医師会　朝比奈　紀彦　先生）

　近年はインクルーシブ教育の流れや武道必修化
など、児童生徒を取り巻く環境が大きく変化して
きており、耳鼻咽喉科領域の救急疾患と救急処置
について改めて学校関係者に周知させる必要があ
る。横浜市立小・中学校10校を対象に救急疾患・
救急処置に関するアンケート調査を行い、学校で
行う救急処置の現状と今後の課題について検討し、
学校側（養護教諭）の現状をまとめてみた。
①耳鼻咽喉科領域の救急疾患に対し、基本的な救
急処置はできている。
②専門医療機関に引き継ぐタイミングに不安があ
る養護教諭が多い。
③耳鼻咽喉科救急疾患の中で、特殊な病態に関す
る知識はほとんどない。
④耳鼻咽喉科救急疾患の最新の知識や救急処置法
を習得したいと思っている。
⑤「耳鼻咽喉科救急疾患・救急処置マニュアル」
を是非とも活用したいと思っている。
　このような学校側の現状を理解したうえで、わ
れわれ耳鼻咽喉科学校医は要望に答えるべく活動
していくことが求められている。また「武道必修
化」によって予期せぬ耳鼻咽喉科領域の救急疾
患・外傷に直面する可能性もあることから、早急
に養護教諭・学校関係者に向けた「耳鼻咽喉科救
急疾患・救急処置マニュアル」作成の必要性を感
じた。

第４席　バイリンガル教育が一因と考えられた言
語発達遅滞例

� （徳島県医師会　宇高　二良　先生）

　母語習得の重要な時期に、様々な理由でバイリ
ンガル教育を強いられた事が一因となり、言語発
達遅滞を生じたと考えられる３症例を経験したの
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で報告された。
　いずれの症例も、母語の確立途中に第二言語を
混同させて習得したために両言語とも思考手段の
言語として年齢相応に達していないダブルリミ
テッドバイリンガルdouble� limited� bilingual（従
来セミリンガルsemi� lingualと呼ばれていたも
の）に該当し、思考のための母語が充分に獲得で
きていない状態と考えられた。
　バイリンガル教育についてはさまざまな理論が
提案されてきたが、現在最も支持されている説は
カミンズが1979年に提案した「２言語共有説（氷
山説）」であろう。すなわちしっかりとした母語
を前提として、さらに外国語を学んで伸びた能力
は母語自体にも移転し能力を高めるという考え方
である。現在、小学校への英語教育の導入が図ら
れているが、母語と第二言語学習の時期やその方
法については今後も慎重な検討が必要である。

第５席　聴覚特別支援学校における聴覚過敏につ
いてのアンケート調査

� （大阪府医師会　西村　将人　先生）

　大阪府にある聴覚特別支援学校で聴覚過敏につ
いてのアンケート調査を実施した報告である。
　対象は、大阪市立聴覚特別支援学校の小学部
～高等部の計130名で、アンケート方法としては、
中川ら１）が神奈川県の知的障がい特別支援学校
で用いたのと同様に、Anderssonら２）がイギリス
やスウェーデンで用いた質問用紙を和訳、抽出し
たものとし、保護者に自由回答の形で配布・回収
した。質問紙に記載した保護者への聴覚過敏の説
明は「普通の人よりも、ある特定の音が大きく聞
こえてしまうために、日常生活のさまたげになる
ような症状」とした。
　今回の検討は聴覚特別支援学校１校でのアン
ケートで全員が聴力障害者であり、内耳の影響を
見るための健聴群との比較検討は出来なかったが、
中川ら１）が報告している知的障害特別支援学校
での聴覚過敏を訴える音の種類とほぼ同様の音で
あった。本校での罹患率は中川ら１）が知的障が
い特別支援学校で施行したアンケート調査の小学
部で約70％、中学部・高校部で約40％とする報告

より少ないという結果であった。今回の検討では
消失した例は１例であり、卒業後を含め検討する
必要があると考えられた。

第６席　福島県における聞こえに課題のある児童
生徒の実態調査

� （福島県医師会　馬場　陽子　先生）

　福島県の新生児聴覚スクリーニングは平成16年
１月から平成19年３月までの期間に県の事業とし
て試行的に行ったことから始まり平成24年度には
県内のおよそ90％の新生児が新生児聴覚スクリー
ニングをうける状況になった。新生児聴覚スク
リーニングで早期に難聴が発見され、高度・重度
難聴児でも補聴器や人工内耳を使用し、早期に療
育を開始することにより、通常学級で学ぶ児童、
生徒が増えていると考えられる。また、第６次福
島県総合教育計画では障害のある子供が地域で共
に学び、共に生きる教育を推進する施策を示して
おり、聴覚障害児の通常学級における今後の学習
環境の整備のためにはまず、現在の本県における
聴覚障害児の学習環境などの実態を把握する必要
があると考え、福島県における聞こえに課題があ
る生徒児童の学習環境などに関する実態調査を
行った。
　福島県では小中学生162,539名中394名の生徒児
童に聞こえに課題があることが分かった。そのう
ち人工内耳・補聴器を使用している生徒児童は92
名、補装具を使用していない児童生徒が302名で
あった。全体の８割が通常学級に在籍していた。
聞こえに課題のある児童生徒の担当教員のおよそ
６割が学級経営や学習の指導に問題を感じており、
学習環境の問題点が明らかになった。今後これら
の問題を解決すべく医療・教育の連携による様々
な取組を継続してゆくことが重要であると考えら
れた。

第７席　小児心因性難聴の動向
� （兵庫県医師会　阪本　浩一　先生）

　今回、兵庫県立こども病院耳鼻咽喉科における
小児心因性難聴の現況を報告した。
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　2007年から2012年の検討では、その数は増加す
る傾向を示した。発症は、５歳から14歳におよび、
男女共８歳前後が最も多かった。また、男女比は、
女児が多かった。難聴の発見は、学校検診が多
かったが、児自ら聞こえないとの訴えで受診に至
る例も30％程度認められた。経過観察により60％
に改善がみられたが、改善の見られない例も40％
程度見られた。心理発達検査の分析では、発達が
IQ 80前後の軽度発達遅滞を持つ群、IQの低下は
なく、下位項目のばらつきの大きい発達障害傾向
を持つ群の存在が一定の割合で認められた。心因
性難聴の発症の背景には、特定の原因によるもの
より、その児の集団における生きにくさの現れと
考えられる症例が多く存在することが示唆された。

第８席　肢体不自由児特別支援学校における耳鼻
咽喉科学校健診での摂食嚥下問診票の活
用について

� （秋田県医師会　中澤　　操　先生）

　肢体不自由児特別支援学校での耳鼻咽喉科健診
では、摂食嚥下機能の評価が求められるように
なってきたが、限られた時間内に多岐にわたる摂
食嚥下機能の要素的評価を行うことは不可能であ
る。そこで保護者と養護教諭の協力を得て、耳鼻
咽喉科健診前に摂食嚥下問診票を記入してもらい、
健診前に回収し、これに学校医が目を通して健診
に臨む方法をとってみた。
　毎年の学校健診の２週間ほど前に、摂食嚥下問
診票を養護教諭が記入、健診の１週間前に、学校
医がその全てに目を通し、健診当日に注意して観
察すべきケースを抽出しておく。健診当日には、
担任教師、養護教諭とともに情報交換しつつ診察
する。健診後の養護教諭との打ち合わせで、小児
科学校医と相談すべきケースを抽出する。その後、
小児科学校医との総合判断で保護者に情報還元す
べき内容をまとめる。
　今回の対象児童生徒の殆どでは、おそらくほぼ
適切な食形態であったので発熱もなく経過してい
たものと推測された。しかしこれはあくまでも推
測であって、詳細な嚥下評価（内視鏡や嚥下造
影）をしたわけではない。理想的には嚥下評価を

行えば情報量は大幅に増えることは事実だが、主
治医と児童生徒の家庭との関係にも配慮が求めら
れるし、仮に賛同を得たとしても、小児の嚥下評
価は時間と人手の面で容易ではない。その意味で
は問診票の活用は当面実用的な判断手段になるか
もしれない。

第９席　宮城県における耳鼻咽喉科学校健診の現状
� （宮城県医師会　熊谷　重城　先生）

　日本耳鼻咽喉科学会宮城県地方部会学校保健部
では毎年テーマを設定して学校保健に関わる調
査・検討・対策を行っている。今回は高校生と幼
稚園児に対して健診を行うにあたっての校医側の
意識の違いと、健診器具の充足状況に関して報告
した。
・アンケート１
　宮城県においては、高校生に対する健診を不要
視する意見が散見されるので、あらためて児童、
生徒の年齢層によって健診を行う校医の意識に違
いがあるのか調査を行った。その結果、高校生に
対する健診に消極的な意見がかなり多く、健診に
対する意識が年少児に対するものとは明らかに違
いが見られた。このことは年齢による疾患構成の
違いが最も大きな要因であろうが、健診の方法や
校医ごとの担当学校数などの格差も関係している
ものと思われる。
・アンケート２
　学校健診に使用する器材を、健診の現場で洗浄
して再使用することが以前から問題視されていた。
最近の充足状況を各校医に依頼して調査を行っ
た。その結果、学校健診に使用する器材に関して
は、耳鏡以外はかなり充足しているということが
わかった。
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第５分科会
【眼　科】

　座長　　秋田県眼科医会会長
� 吉　本　弘　志　
　　　　　秋田県医師会学校保健委員会委員
� 高　木　武　司　

第１席　静岡県における学校現場の状況と眼科学
校医の関わり

� （静岡県医師会　永田　豊文　先生）

　学校現場には視覚に関連する問題が多く存在し
ているが、眼科学校医がどのように関与するかは、
個々の眼科医に任されているのが現状である。し
たがって、眼科学校医の学校現場への関わり方に
は差があり、関わり方が分からない、対処法に苦
慮している眼科医も少なくないと思われる。この
点を鑑み、静岡県眼科医会学校保健委員会では、
学校現場における実状や問題点の把握、ならびに
眼科学校医が今後どう関わっていくべきかの指針
を検討するため、会員に対してアンケート調査に
ついて報告があった。
　回答は46医療機関より得られた（回答率30.0
％）。回答を寄せた眼科医療機関が担当する学校
数は、小学校136校、中学校79校であった。以下
にアンケートの設問を示す。
設問【１】学校の色覚検査について
設問【２】色覚検査の事後処置について
設問【３】色覚異常に関する指導等について
設問【４】ロービジョン児童生徒について
設問【５】遠見視力について
設問【６】学校保健委員会について
　アンケート調査により、学校現場の実情や眼科
学校医の取り組みの状況をある程度把握すること
ができた。この結果をもとに、眼科学校医が今後
どう関わっていくべきか検討を進めたい。また、
このようなアンケート調査は、眼科学校医に学校
保健の課題を伝えることにも有効であると感じた。

第２席　眼科学校健診で眼底検査をすべきか？
　　　　アンケート調査報告
� （秋田県医師会　高木　武司　先生）

　今回、秋田県眼科医会の当該会員を対象として、
主として眼科学校健診時の、眼底検査に関するア
ンケート調査の結果の報告があった。
　健診時に眼底検査を行うことに賛成と回答した
方は17/46名（37％）で、17名全員が、対象を眼
底疾患の既往がある例や、視力低下例などに限定、
抽出して行うべきとの回答であった。眼底検査を
行うことに反対と回答した方は29/46名（63％）
で、その理由として、時間的な制約、明室での眼
底検査の正確性への疑問、検診マニュアルにない
こと、発見できる病変の頻度が低いことが挙げら
れた。
　今回の調査では、マニュアル外に眼底検査を
行っている眼科学校医が、３割以上いることがわ
かった。ほとんどが健康調査票から、眼底疾患の
既往がある例や眼底疾患を疑った例、視力の極端
な左右差がある例、外斜視例などを、検診時に抽
出して、明室、無散瞳で行っていると考えられる。
　その一方、眼科学校医の６割以上は、眼底検査
を行うことに、反対ないし否定的な意見をもって
いることもわかった。その主な理由は、たとえ抽
出例でも、明室において無散瞳で眼底後極部のみ
をみても、正確な所見が得られるとは限らず、「異
常なし」と確信を持って言えないためとの回答で
あった。
　現状では、学校健診時の眼底検査を実施するか
否かは、個々の眼科学校医の裁量、判断に任され
ており、強制も否定もすべきものではないと考え
られた。

第３席　横浜市における就学児健診時視力検査実
施協力の実際

� （神奈川県医師会　鈴木　高遠　先生）

　横浜市（人口370万人、眼科校医実数146名、平
成25年４月現在）では、かねてより視力検査につ
いては「希望者のみ実施」と解釈され、実際には
ほとんど行われていなかった。横浜市眼科医会で
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は、このことに危機感を持ち、平成24年10月の㈳
日本学校保健会の就学児健診マニュアルでの改訂
を受けて、横浜市内の就学児健診での視力検査全
員実施と前記マニュアルの規定に則った「視力
1.0未満に受診勧告」を目指して、市の教育委員
会と協力しつつ健診内容の拡充に向けて協力・指
導活動についてこれまでの経緯が報告された。

第４席　僕・私、遠視なのに
� （岩手県医師会　鈴木　武敏　先生）

　眼鏡装用をしている生徒の眼鏡を確認してみる
と、遠視なのに近視度数の眼鏡を装用している例
が少なくない。平成24年８月から25年６月末まで
の間に当院を受診し、屈折異常の疑いで、眼鏡
処方を希望した２歳以上18歳以下の症例、305例、
610眼について調査した結果の考按を述べられた。
１．自動屈折計の信頼性
　自動屈折計は精度が上がってきたといっても、
まだまだ、その値を単純に適応できない。遠視で
ありながら、自動屈折計で近視の結果が出た割合、
「僕・私、遠視なのに」は10％近くもある。そして、
遠視眼の半数以上がレフ値では近視のデータがで
ているのである。
　日本では眼科医にもスキアがほとんど使われて
おらず、自動屈折計の値を重視すると、たとえ機
械近視の影響を考慮したとしても、遠視のみなら
ず、すべての屈折値において、かなりの割合で不
正確な処方をしてしまっていることが伺える。
２．調節麻痺剤とオーバースキアの必要性
　スキアも調節麻痺剤も使わない、という施設か
らの再受診者に「近視でないのに」、「なんで、こ
んな強い近視度数なの」という症例が少なくない。
３．SPhの調節への影響
　SPhの使用時間が２時間を超える症例で近見反
応が正常に働いていない症例の増加傾向が強い。
このような症例は、調節麻痺剤もオーバースキア
も使わない検眼では発見することは難しく、あり
得ないような処方例が増えてくることが危惧され
る。
４．眼鏡処方ガイドラインの設定を
　すべての眼科医と視能訓練士が正しい眼鏡を処

方出来るように、調節麻痺剤の適応やスキアの施
行などを含めた眼鏡処方ガイドラインの作製が必
要なのではないかと提言された。

第５席　平成24年度名古屋市屈折特別検診のまとめ
� （愛知県医師会　元倉　智博　先生）

　平成23年度以降、特に見え方について特別に配
慮の必要な、両眼共にＤＤランクの小学校児童を
対象に屈折特別検診を実施してきている。両眼共
にＤＤランク（裸眼もしくは眼鏡装用下で0.3未
満）の小学校児童には、学校から「目の特別検診
受診のお勧め」を渡して、眼科で精密検診を受け
てもらう。その結果は、眼科医からも詳しい精密
検査結果と事後措置を記述して、返信書を秋にま
とめて、学校医（眼科）会に返送するようにして
いる。学校医（眼科）会では、返信のあったＤＤ
ランク検診の結果を分析、評価して、事後対策も
含めて名古屋市教育委員会に提言していく。
　名古屋市の弱視の児童は約21名と推定された。
名古屋市内全児童（国、公、私立）約11万4,000
人のうち、0.02％（約5000人に１人）。このうち
の７名が普通学級に在籍して授業を受けていた。
特別支援学校や特別支援学級に在籍すべき弱視児
童が普通学校を選択する数が増えているものと推
測される。そのことを考慮し、眼科医は普通学級
に在籍する視覚に障害のある児童生徒の教育環境
の整備について、教育委員会や各担当校の先生方
とよく相談、検討して改善の為に努める必要があ
る。

第６席　学校保健と色覚検査
　　　　－受診者に関する実態調査より－
� （大阪府医師会　宮浦　　徹　先生）

　平成15年以後は小学４年の児童に行われていた
色覚検査がほとんどの学校で実施されなくなった。
日本眼科医会では、全国657の眼科診療所に対し
色覚受診者に関する実態調査を実施した。その結
果、学校生活、進学・就職さらに就業の場におい
て色覚に関するさまざまな問題が起こっているこ
とが分かった。
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　未就学児の受診は特徴的で、「子どもの色覚
がおかしい」58.5％と「身内に色覚異常がいる」
38.0％のふたつの動機でそのほとんどが占められ
ていた。小学校低学年の児童では園児と同様に周
囲の目をあまり気にせず、感じたままに表現する
ため時に図画の写生や理科の自然観察で色を間違
うことがある。ただ小学３～４年あたりになる
と、徐々に周囲と自分を比較するようになる。小
学校での受診の動機の多くは学校での色覚検査が
きっかけとなっていた。中学校になると「進学」
11.6％、「就職」1.4％が受診動機として登場する。
さらに高校では「進学」21.3％、「就職」45.7％と
急増していた。「学校健診」を動機とした受診は
中学校では44.9％であったが、高校では22.0％に
減少、今後の人生を左右する進学・就職を見据え
ての受診が主な動機となっていた。一方眼科を受
診するまでに異常を認知していた割合は中学校で
は54.7％、高校では54.5％となり、約半数の者が
自らの異常に気づかずに進学・就職を迎えていた
ことが示された。学校現場では色覚異常に対する
認識は年々薄れ、学校での色のバリアフリーの進
展もみられない状況が続いている。さらに10年間
に多くの教職員が入れ替わり、色覚についての十
分な知識を持つこともなく、適切な配慮、指導の
できない教職員が増えてきており、学校生活にお
いても色覚に係る様々な問題が起きている。この
ような現状のなか、先天色覚異常の色覚特性を理
解できる教職員が求められている。一方、自らの
異常を知ることなく進学・就職に向かい合ってい
る中高生に対しては、進路指導の一環としての色
覚に配慮した適切な対応が必要である。以上のこ
とから、小学校での希望者に対する色覚検査と中
学校の進路指導における任意の色覚検査を実施す
るべきと考える。

第７席　学校における自覚的裸眼視力の問題点
� （埼玉県医師会　河鍋　楠美　先生）

　小・中学生について、昭和63年（1988）から平
成８年（1996）の９年間に調査した視力と屈折度
のデータが両方とも揃っている児童生徒、小学校
２校の8392名、16784眼、中学校１校の5668名、

11336眼を調査対象に他覚的屈折値と自覚的裸眼
視力の相関について検討した。自覚的視力検査の
結果が視力Ａであるべき屈折度だけでなく、全て
の屈折度から視力Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄになる割合を見
た。その結果、相当矛盾があることが判った。そ
の問題点を挙げると、測定者、測定環境、測定条
件、検者、被験者、遮蔽器具、測定順序などであ
る。つまり視力測定者の技術不足、測定環境の良
し悪し（部屋の照度、視力表照明装置の照度不
足）、測定条件（字１つ視力、すなわち単一指標
か並列指標か、視表材料が紙か後部光源式か）、
被験者の非協力、または眼の状態（眼を細めての
視力、眼をこすった後の視力、遠視系の眼鏡を外
した直後の視力）や、後ろの友達の助言、並列指
標の場合は事前に覚える、遮蔽器具（遮眼子）が
適正か不適正か、測定順序（通常は、右眼からだ
が、優位眼からかどうか）ということだ。使用す
る他覚的屈折度検査器にも特性があるので、その
ことも熟知し、測定時にも注意すべきである。併
せて、測定時の被験者の姿勢、瞳孔の大きさも関
係する。それらの改善を進め、環境を整えていく
必要がある。さらには検者の教育、また、教師は
毎年の視力の経過を見守り、急激な視力低下には
何らかの原因があるはずなので、この点にも注意
を払うべきであると提案された。

第８席　学校健診において視力低下のため、受診
勧奨された小学生の視力および屈折度数
の変化

� （宮城県医師会　小林　茂樹　先生）

　今回、小学校より受診勧奨され、当院を受診し
た児童を学年別に裸眼視力、屈折度数および裸眼
視力の学校評価と当院での評価を比較検討につい
て報告された。
　対象は平成24年度および平成25年度は平成25年
８月６日まで当院を受診した裸眼および眼鏡視力
において小学校より受診勧奨された児童75例150
眼（男児38例76眼、女児37例74眼）。対数裸眼視
力および球面度数は小学１年生と比較すると２年
生では有意に下降し、その後、あまり変化しない
傾向が今回の結果において示唆された。つまり、
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小学１年生から小学２年生にかけて近視が進行し、
裸眼視力が下降すると推定される。そして、その
後、小学３年生～小学６年生では裸眼視力や近視
度数に大きな変化を認めない。その原因として幼
稚園から小学校に進学することによる環境変化に
よると考えられる。小学１年生～２年生は少なく
とも午前中は黒板に向かい、教科書を見ているこ
とが義務づけられる。字を見るという環境は多く
の幼稚園と比較すれば自由な環境ではない。また、
見る字の大きさも幼稚園と小学校では異なる。さ
らに学年が上がるとその環境がある程度、一定し
てくる。つまり、小学校３年生以降になると授業
時間やテレビを見ている時間も長くなり、その他、
近年では塾での勉強やコンピュータゲーム等、眼
を酷使する機会が増加する。以上の原因により、
今回の結果に至ったと考える。次に裸眼視力の学
校評価と当院での評価についてである。一致率が
43.4％と低いのは児童と測定する学校現場に問題
点がある可能性は否定できない。まず、児童が視
力検査を受ける際、大勢の児童の中で測定するた
め集中できず、精度が落ちたり、片眼遮蔽が不完
全である可能性もある。また、測定する側である
学校現場では視力測定が決められた時間内に大勢
の児童相手にマニュアルどおり、正確に行うこと
ができるか？といえば困難なことが現状ではない
だろうか。いずれにしても裸眼視力の学校評価と
眼科専門医評価の一致度の低下は受診勧奨した学
校と受診後、受診児童の父兄との信頼関係が揺ら
ぐ可能性があるため、その精度を上げる必要があ
ると提案された。

第９席　小学生の視力・屈折・調節機能について
　　　　－第３報　精査結果の報告－

および眼球運動検査による発達障害児ス
クリーニングについての検討

� （千葉県医師会　川端　秀仁　先生）

　昨年度、一定の割合で近見視力不良の子どもが
存在しその原因に調節機能が関与している可能性
を報告した。今回、近見視力および調節効率不良
で眼科受診勧告を出した児童の精査結果について
報告された。

　学校検視後、遠見視力不良で眼科受診する児童
に対し、遠見視力だけでなく、近見視力および調
節機能検査を行い、適切な対処を行う必要がある。
学校検診時、近見視力も検査することが望ましい
が、精査勧告基準についてはさらに検討する必要
がある。
　今年度も遠見視力不良で精査受診を勧告された
もので、近見視力も不良であったものが20～30％
存在していた。アンケートの結果から、近見視力
は近見の視行動に影響を与えていることが確認さ
れた。また、調節効率不良は遠視に多いことが確
認された。遠見視力不良で眼科受診した児童には
近見視力も現在の学校眼科検診で近見視力検査お
よび可能なら調節麻痺検査を行うことが望まれる。
　パスート、サケード眼球運動は簡易な検査で評
価可能であり、その不良は多くの視行動不調に関
連していることが示された。今後学校検診に導入
する場合の方法、問題点等検討していきたい。

第10席　特異的読字書字障害児と眼科学校医の
関わり

� （静岡県医師会　松久　充子　先生）

　読み書きには視覚が必須条件であるにも関わら
ず、眼科医はこれらの児童生徒の診断や支援に全
く関わっていない。しかしながら学校で児童生徒
の視覚をあずかるのは眼科学校医である。読み書
きに困難のある児童生徒の将来のために学校医と
して眼科医の果たすべき役割がある。
　読み書き困難の児童生徒は「字を読むことで疲
れる」「黒板の字を写すのに時間がかかる」など
の表現での訴えのため、眼科医は自覚的・他覚的
屈折検査を実施して、屈折異常があれば眼鏡を処
方し、屈折異常がなければ異常なし、まれに心因
性視覚障害などと診断して読み書き困難からの主
訴に気が付かずに終わっているのが通常であろう。
しかし、読み書きは視覚入力系（視力・屈折異
常・調節機能・両眼視機能・眼球運動・視野・色
覚）だけでなく、視覚中枢系（形態覚・空間位置
関係・動きの認知や視覚情報把握・符号化・記憶）
さらに、音を記号に変換する音韻処理を経て、読
む（発声）ことや書く（眼と手の協応運動）こと
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として運動系に出力されている。これらは先だっ
て視覚がなければ成り立たない。
　形態覚・空間関係・動きや目と手の協応などを
評価する視知覚検査は小児科における発達検査に
は組み込まれていない。読み書き検査は小児科で
も実施しているが、視覚入力系や視知覚の発達を
評価しないままでは児童生徒を適切な学習環境に
導くことはできない。我が国では眼科医は視力だ
けでなく視覚をあずかっていることは誰もが認め
ることであるので、視覚中枢系や視覚から音韻処
理の検査や診断には、眼科医はもう少し関わるべ
きである。

第11席　高校生におけるコンタクトレンズ汚染
の感染経路の検討

� （神奈川県医師会　坂本　則敏　先生）

　コンタクトレンズ（以下CL）の使用問題は、
カラーコンタクトレンズの使用の増加と相まって
急増している。今回調査した神奈川県某高校生に
おいては、１年生315名中CL装用生徒35名11％、
２年生278名中CL装用生徒67名24.1％、３年生277
名中CL装用生徒66名23.8％、全体で、870名中168
名19.3％にも上り、また、カラーコンタクトレン
ズ（以下カラーCL）の装用生徒は、全体で20.8％
（35／168名）、１年25.7％（９／35名）、２年51.4
％（18／35名）、３年22.9％（８／35名）にも上る。
そのCLの装用生徒の使用背景を報告する。また、
今回は、鼻腔検出細菌と結膜嚢内検出細菌との比
較検討を報告し、CL関連角膜感染症の発症に鼻
腔の検出細菌がどのように関与しているかの推測
を報告する。
　CLの汚染経路には、鼻涙官を通しての経路も
否定できない。また、CLの感染性角膜感染症は、
低酸素による日和見感染が起こりうることは、周
知の事である。第43回全国学校保健・学校医大会
にて、嫌気性菌Propioni -bacterium� acnesによっ
ても15時間以上のCL使用による低酸素状態では、
角膜上皮バリアーが障害されCL関連角膜感染症
を起こしうる事を文献的にreviewした。
　カラーコンタクトレンズの装用生徒が20.8％
（５／168名）にも上り、57.1％（20／35名）が眼

科の管理下にないという大問題に、われわれ眼科
学校医は、CL関連角膜感染症は日和見感染であ
る事を、常に、念頭において啓発活動をすべきで
ある。
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【司会　長岡】
　皆様お待たせいたました。ただいまより、シン
ポジウムを始めさせていただきます。
　『学校における感染対応』をテーマに、基調講
演及び４名のシンポジストによる発表を行ってま
いります。
　座長を務めますのは、秋田県小児科医会会長澤
口博先生、そして、秋田県医師会常任理事大山則
昭先生でございます。
　それでは、先生方、お願いいたします。

　座　長
　秋田県小児科医会会長　　　澤　口　　　博
　秋田県医師会常任理事　　　大　山　則　昭

【座長　澤口】
　それでは、ただいまよりシンポジウム『学校に
おける感染対応』を始めたいと思います。座長の
澤口です。どうぞよろしくお願いいたします。

【座長　大山】
　同じく座長の大山です。よろしくお願いいたし
ます。
　今回は、基調講演と演題④の座長を大山が、演
題①から③を澤口先生が担当いたします。簡単な
確認事項がありましたならば、各発表の後に質問
を受け付けますが、すべての発表が終了した後に
ディスカッションの時間を設けてありますので、
内容に関しての質問はディスカッションの時間に
お願いいたしたいと思います。
　また、発言される方は、所属と名前をお願いい
たします。
　それでは、初めに、基調講演より始めさせてい
ただきます。
　講師は押谷仁先生です。押谷先生は、皆様ご存
じと存じますが、恒例ですので、簡単にご略歴を
紹介いたします。
　押谷先生は、1987年に東北大学をご卒業後、国
立仙台病院にて小児科・臨床ウイルス学の研修を
されております。ＪＩＣＡ専門家としてザンビア

でウイルス学の指導、アメリカ・テキサス大学で
の留学を経られまして、1998年より新潟大学医学
部公衆衛生学助手、1999年より同講師、また、同
年８月よりＷＨＯ西太平洋地域事務局・感染症地
域アドバイザーをされておられます。2005年より
東北大学大学院医学系研究科微生物学分野教授に
就任され、現在も活躍されております。また、秋
田県医師会感染症等危機管理委員会のアドバイ
ザーとしてもご助言をいただいております。
　それでは、早速ですが、基調講演「インフルエ
ンザ対策における学校の役割」をよろしくお願い
いたします。

　【基調講演】
　『インフルエンザ対策における学校の役割』
　　　秋田県医師会感染症等危機管理委員会
　　　アドバイザー
　　　東北大学大学院医学系研究科
　　　病理病態講座微生物学分野教授
　　　　　　　　　　　　　　押　谷　　　仁

　ただいまご紹介いただきました東北大学の押谷
です。大山先生、ご紹介どうもありがとうござい
ます。
　また、このような立派な会にお招きいただき、
秋田県医師会の関係者の皆様に厚く御礼を申し上
げます。
　私のほうからは、「インフルエンザ対策におけ
る学校役割」、一体なぜ学校がインフルエンザ対
策において重要なのかということと、どういうふ
うにして学校の中でインフルエンザに対応して
いったらいいのかというような話をさせていただ
きたいと思います。
　まず、内容ですが、なぜインフルエンザ対策に
とって学校が重要なのかと。また、毎年インフル
エンザがはやりますので、先生方も、学校の中で
いろんな形でインフルエンザ対策をされていると
思いますけれども、そのインフルエンザ対策とし
ての学校閉鎖、学級閉鎖等の有効性などについて
お話をさせていただきたいと思います。
　まず、なぜインフルエンザ対策にとって学校が
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重要なのかということなんですが、これは季節性
インフルエンザでも新型インフルエンザでも同じ
だと考えられているんですけれども、通常、まず
学校で流行が起こるということが多くて、学校の
流行を起点として、それが地域とか家庭内に広
がっていく、こういう流れである場合がほとんど
です。このため、学校閉鎖とかをすることが、単
に学校の流行をとめるということだけではなくて、
地域への感染をできるだけ防いでいくということ
にとって重要だというふうに考えられています。
　では、なぜ学校が最初のインフルエンザの起点
となる可能性が非常に高いのか、そういう事例が
多いのかということなんですが、これも先生方、
皆さんご承知のことだと思いますけれども、イン
フルエンザの感染経路としては、主に飛沫感染だ
と考えられています。接触感染、手を介して感染
する、あるいは空気感染というのもある　　飛沫
核感染ですね、正確に言うと　　ということもあ
るだろうというふうに考えられているんですが、
主な感染経路としては、実際にどのくらいの割合
で飛沫感染が起きているかとかということは、本
当のところはよくわかっていないところがあるん
ですが、最も重要な感染経路としては飛沫感染だ
ろうというふうに考えられています。
　飛沫感染は、通常は、濃厚接触、いわゆる1.2
メートルとか1.数メートルというような、至近距
離での濃厚接触がある場合に起こり得ます。
　これは、くしゃみとか、せきとかが飛ぶ距離に
依存しますので、ちょっとわかりにくいスライド
なんですが、これは、ヨーロッパで、人がどうい
うふうに接触しているかということを調べたもの
です。イギリスとかフランスとか、いろんな国の
データなんですが、どこの国も大体同じような傾
向で、これはイギリスのデータですけれども、何
を示しているかと、これは年齢です。年齢と、こ
の色の白っぽいところが、接触する可能性の高い
年齢層、つまり、この辺ですね　　子供たちから
若い人、20代の前半ぐらいまでの人たち。この辺
の中でも特にこの辺なんですけれども、小学校ぐ
らいの年齢層の子供同士の接触が、やはり社会全
体の人と人の接触の中で、このあたりの年齢層が
一番高いということがわかっています。

　あとは、この辺にあるのは、小さな子供とお父
さん、お母さんとかですね、そういう接触がここ
ら辺に出てきているのですが、大人同士の接触と
いうのは、そんなに多くはないということが言わ
れています。
　では、なぜ、子供たちの接触が高いのかという
ことですが、こういう普通に一般に見られる学校
の風景だと思いますけれども、普通に学校という
子供たちがいる空間というのは、子供同士の接触
密度が非常に高い空間、人と人の接触密度が非常
に高い空間なんです。この写真をぱっと見ても、
本当に濃厚接触している子供たちが、しかも、飛
沫感染が起こる条件として、フェイス・ツー・フェ
イス、つまり顔を近づけて、至近距離で接触する
ということがありますが、そういう、顔を接触さ
せるような、非常に近い距離での濃厚接触が多い
空間が学校という空間なんですね。
　これに対して、職場でもインフルエンザの流行
は起こるんですが、通常の職場というのは、こう
いう形で、ほとんど人と人が至近距離で接触する
ということのない空間です。会議とかで、人と人
がフェイス・ツー・フェイスで話をするというこ
とはありますけれども、それでも、相当の距離が
あいています。
　普通の大人が職場とかで過ごしている空間と子
供たちが過ごしている空間を比べると、子供たち
の方が接触密度と言っていますけれども、接触す
る割合が非常に高い。これが、学校で特に子供の
間でインフルエンザが最初に流行する一つの大き
な理由だと考えられています。
　これは、先ほど出したのと同じ論文の中で、イ
ンフルエンザではなくて、完全に仮想的な感染症
を想定し、そして全くどの世代も同じように感受
性があると仮定して、コンピューターでシミュ
レーションしたものです。そうすると、全くどの
年代も同じように感受性があると仮定した場合に、
どういう年代でそういう感染症が起こるかという
と、大体５歳から９歳、要するに、小学校の年齢
層で一番多くて、そこから10歳から14歳、さらに
15歳から19歳、このあたりの年齢層が一番感染が
起こる年齢層になります。
　実際に、これは、日本の2011－2012年、前の前
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のシーズンですね。実は、昨シーズン、2012－
2013シーズンは、非常に特殊な形で、この原則が
あまり当てはまらなくて、大人がかなり多く、子
供の感染が非常に少なかったんですが、これは、
H3N2という同じウイルスの流行が２シーズン続
いていたということで、昨シーズンは非常に特殊
な形なんですが、通常の年はこのような年齢分布
をとることが多いです。
　一番多いのは５歳～９歳。だから、先ほどお見
せした、こういうシミュレーションをしたのと
ちょうど同じような形。つまり、こういう年齢層
がソーシャルコンタクト　　濃厚接触をする可能
性が非常に高い年代だということが、この年代、
あるいは10歳～14歳というような年齢層で感染が
起きてくるということなんだと思います。あとは、
ゼロ歳～４歳、この辺だと幼稚園とか保育園とい
うところで流行が起こるということも関与してお
ります。
　これは、この後に話をされる秋田の大館の高橋
先生たちのところと一緒にやっている研究の結果
なんですが、これも昨シーズンではなくて、その
前のシーズン、2011－2012シーズンの大館市での
インフルエンザの発生状況を、未就学、小学生、
中学生というふうに分けて見たものです。下は
100分率です。これを見ると、やっぱり流行の最
初のころの半分以上は小学生が占めているという
ことがわかると思います。要するに、小学生の年
齢層がコミュニティー全体の流行のドライビング
フォースになっているという形を示しているもの
です。
　そういう小学生がどこで感染しているかという
と、これもアンケート調査をしたものなんですが、
大半は、恐らくその多くが学校内で感染している
と考えられます。一部家族内とか、その他のとこ
ろで感染している子供たちもいますけれども、子
供たちの感染の多くは、恐らく学校内で起きてい
るということになります。そして、学校内で起き
た感染が、こういう流行の全体の最初の部分をか
なり後押ししてしまっています。こういうふうに
して、地域内でのインフルエンザの流行が起きて
くるということになります。
　これは、2009－2010シーズンですので、皆さん

ご記憶だと思いますが、H1N1の新型インフルエ
ンザのシーズンの年齢階層別のインフルエンザの
報告数ですけれども、このときは、さらにその傾
向が非常に強くて、このピンクが５歳～９歳で、
黄色が10歳～14歳ですが、このときは、特に中学
生、高校生も含めて、こういう学校に通うような
年齢層が、流行の初期には大半を占めていました。
この流行では、子供たちが最初に感染して、それ
が後半になって、小さな子供とか大人とかに感染
していくことにつながっていったというふうに考
えられています。
　この後、シンポジウムの演題の中にもあります
が、今、国立感染症研究所が中心になって、学校
の欠席のサーベイランスを全国各地でやっていま
す。この学校の欠席のサーベイランスがなぜ意味
を持つかというと、こういうふうに子供たちが最
初の地域での流行の端緒になることが多いことが
その理由です。学校のサーベイランスをやること
によって、地域での流行を早期に検知できるとい
うメリットがあります。
　実際に、ではその対策として、特に学校閉鎖と
か学級閉鎖というような対策がどうして有効なの
か、どう考えていったらいいのかという話を次に
させていただきます。
　これは、2009年、平成21年のあの新型インフル
エンザの真っ最中に、９月の終わりぐらいですが、
厚生労働省に頼まれて、我々が学校閉鎖に対する
基本的な考え方をまとめた文書になります。
　学校閉鎖の考え方ですが、基本的には２つの考
え方があります。積極的な学校閉鎖と消極的な学
校閉鎖。積極的な学校閉鎖のほうは、英語では
Proactive�School�Closureと言っていますが、こ
れは、一番最初のスライドでお見せしたような、
早期に学校閉鎖をすることによって、地域への感
染拡大をなるべく減らしていこうという考え方に
なります。これに対して、消極的な学校閉鎖は、
欠席者がだんだん増えてきて、10％か20％の欠席
率になってきて、どちらかというと学級経営上の
理由で学校閉鎖、学級閉鎖がなされるというもの
です。
　これは、厚労省が発表している昨シーズンの
データですが、こういう形で、日本は、通常の季
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節性インフルエンザに対しても、こういう学校閉
鎖とか学級閉鎖、特に学級閉鎖ですけれども、こ
れが非常に積極的に行われている、世界の中でも
かなり数少ない国の一つです。こういう形の学校
の休業措置というのは、ほかの国では、特に欧米
ではほとんどやられていません。
　アメリカに住んでいた方はわかると思います
が、こういう休業措置がアメリカでできない最大
の理由は、州によっても違うんですが、アメリカ
の場合には、12歳とか、そのくらいの年齢層未満
の子供を、家に子供だけで置いておくと児童虐待
になってしまう。だから、絶対に子供だけで置い
ておけないんです。それで、学校閉鎖とかをして
しまうと、親が家にいるか、もしくはベビーシッ
ターを雇わないといけない。そういう社会的な影
響が非常に大きいために、ほかの国ではこういう
ことをほとんどやっていません。日本では、こう
いうことをかなり積極的にやっている数少ない国
の一つです。
　これも皆さんご記憶のことだと思いますが、
2009年５月17日に、神戸で、まず最初に高校生の
国内感染事例が見つかりました。その後、兵庫県
と大阪　　大阪でも高校生で見つかりましたので、
大阪ではかなり広い範囲で学校の一斉休業をしま
した。これによって、一たんは流行がおさまりま
す。最初の流行が完全におさまったということは、
いろんな観点から示されています。
　ただし、これはその後の流行曲線を含めたもの
ですが、ここが神戸、大阪の流行です。一たんは
その流行はおさまりますけれども、その後は、６
月の初めぐらいから７月の終わりぐらいにかけて、
どんどん感染者が増えていって、この辺になると
学校閉鎖等をしてもほとんど効果がなくて、流行
が起きてしまうという状態になっていって、９月
になって夏休みが終わって学校をあけると、もう
学校閉鎖等では、先ほどの、こういうような効果
はほとんどなくなってしまったということになり
ます。
　なぜ学校閉鎖等がこういう形で流行の早期には
有効なのかということなんですが、これも秋田の
大館のデータで、2011－2012シーズンですが、こ
こがちょうど冬休みになります。で、日本の場合、

例年大体12月ぐらいからインフルエンザの流行が
起こることが多いです。冬休み前に、流行が立ち
上がってきているんですが、ここで冬休みになり
ます。冬休みになると、一たん流行がおさまりま
す。これも毎年のように全国各地で見られている
傾向です。この理由は明らかで、社会活動をとめ
れば流行はとまります。だれも外に出なくなれば
流行はとまります。日本では、やはり一番お正月
の時期が外に出ない。学校が休みになりますし、
家にいる機会が最も大きい期間ということになり
ます。こういう状況になるとインフルエンザの流
行はとまります。ただし、お正月のような状況を
ずっと続けるということができないということが
大きな問題になります。
　これも秋田県大館のデータで、学年閉鎖をした
場合、どのくらい実際に感染者が減るのか。これ
は発症日ごとに見ているんですが、実際には、学
年閉鎖とか学級閉鎖をされるのは、大抵の場合に
は、後から見ると、流行がもう既にピークを迎え
た後になされている場合が多いです。それでもあ
る程度その後の感染者を減らす効果はあるのです
が、その効果というのは、実際にはかなり限られ
た効果しかない。ここで言うと、数例の感染者が
防げるぐらいの形だろうということになります。
　では、実際にはどの時点でやればいいのかとい
う問題があります。学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉
鎖等をどこでやればいいのかというと、実際には、
これは仮想的な流行曲線だと思っていただきたい
と思うんですが、実際には、流行早期にやる方が
有効だと考えられます。学校で感染者が数名出た
というようなときにやれば、その効果が非常に高
いということは疫学的にも示されています。
　ただ、実際に、今の日本の教育現場でやられて
いる休業措置というのは、恐らく通常の場合には、
ピークを越えたあたりでやられています。そうす
ると、若干、その後の感染拡大を防ぐ効果はある
けれども、それほど大きな効果があるわけではな
いということになります。
　もう一つ、休業措置、学年・学校閉鎖等を積極
的にやった場合に、我々が考えておかなければい
けないことがあります。これは、休業措置をやら
なかったとしても、自然にピークを迎えて流行は
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とまります。何も対策をやらなくてもとまります。
この流行がとまる理由は、多くの子供たちが感染
してしまうからです。大体これも疫学モデル上は、
子供たちの50～60％ぐらいが感染すると、それ以
降の流行はだんだん収束傾向になるということが
示されています。
　これは、赤が感染した子供だと思ってください。
この時期ごとに赤が感染した子供、青の部分が感
染していない子供。感染した子供がどんどん増え
ていくと、何もしなくても流行はおさまっていき
ます。その理由は、未感染者、つまり感受性者の
数、割合が減っていくということになります。
　それで、積極的な休業措置をした場合に、積極
的な学校閉鎖をした場合には、特に早期にやると
感染拡大を抑える効果があるということは示され
ています。ただし、それはとりもなおさず、感受
性者を大量に積み残していくということになりま
す。ここでワクチンとかしない限りは、感受性者
はそのまま残っていきます。そうすると、問題は、
学校を再開したときにかえって大きな流行になっ
てしまう。非常にシャープな流行になってしまう
ようなことが起こりうるという問題があります。
　実際に、これは、香港の2009年の新型インフル
エンザが流行したときのインフルエンザ疾患の流
行曲線です。2009年の６月ぐらいに香港では新型
インフルエンザの地域内感染が起きてきます。こ
の時点で、香港政府は、夏休みを前倒しします。
要するに、学校が一斉に休業するという形になり
ます。夏休みになって、ここで一たん流行はおさ
まるんですが、ただ、その後、感染者がずっと増
えていって、学校を開いた途端にものすごく大き
な流行になってしまっています。
　これは、香港大学のグループが疫学モデルをつ
くって、恐らく、夏休みを前倒しにしなければ、
もっと感染者は少なかっただろうというような結
果を出しています。つまり、こういう積極的な学
校閉鎖をやることによって、かえって大きな流行
を起こしてしまう可能性がある。こういう危険性
は、常に考えておかなければいけないということ
になります。
　学校閉鎖等の公衆衛生対策の有効性と限界です
けれども、一般には、学校閉鎖は流行早期にやれ

ば、特に神戸で2009年に行われたような形の非常
に積極的な学校閉鎖を早期にやると、かなりその
地域への感染拡大を防ぐという観点から有効だと
考えられています。ただし、感受性者が残ってし
まうということになりますので、学校を再開した
ときに、かえって大きな流行になる可能性がある。
つまり、流行状況、その地域の疫学状況によって、
効果が、学校閉鎖、学級閉鎖等の効果がある場合
とない場合があるということになります。
　もう一つは、こういう休業措置をした場合に、
いろいろな社会的な影響もあります。アメリカほ
どではないですけれども、やっぱり経済的な影響
があったり、子供たちも学校が長期に閉鎖される
と、授業日数、時間数が足りなくなるとか、そう
いう問題が出てきます。だから、常に、こういう
対策を考える上で、効果と社会的な、あるいは経
済的な影響のバランスを考えてやっていかないと
いけないということになります。
　最後に、日本では、学校現場で手洗いといった
こともかなり積極的にやられています。これも、
世界的にも見ても、日本はこういうことを非常に
積極的にやっている国の一つです。
　これは、昨年の厚労省のポスターですが、こう
いう形で手洗いをする、マスクをするということ
が、ある程度インフルエンザの感染拡大には有効
だとされています。ただし、こういう手洗いとか
マスクがどの程度本当にインフルエンザを防ぐの
に効果があるのかという科学的なエビデンスは非
常に限られています。
　これは、米国ＮＩＨの研究費で、世界各国でこ
ういう効果がどのくらいあるのかということを検
証したデータを簡単にまとめたものですが、ここ
まであるエビデンス、科学的な根拠としては、手
洗いとかマスクをすることによって、ある程度は
インフルエンザの感染を防げる。ただし、その防
げる割合はかなり小さいということがわかってい
ます。10数％とか20％とか、そのくらいの感染を
防げる可能性があると。つまり全く効果がないと
いうことではなくて、効果はありますけれども、
それだけで、例えば手洗いをすることによってイ
ンフルエンザの流行が防げるということはなくて、
こういう対策は、必ずほかの対策と一緒にやる必
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要があるということです。ワクチンをやるとか、
先ほどの学級閉鎖をやる、そういういろんな対策
と組み合わせてやるということによって初めて効
果があるというようなデータです。
　もう一つ、これ、数年前の厚労省の同じような
ポスターなんですが、数年前までは、前面に出て
いたのがうがいなんですけれども、恐らく、うが
いをインフルエンザ対策として推奨しているのは
日本が世界でほぼ唯一だと思います。うがいに関
しては、科学的な根拠は、少なくともインフルエ
ンザを防ぐという観点からの科学的な根拠は全く
ありません。唯一あるのが、京大のグループが出
しているものですが、呼吸器感染症が若干減って
いるというデータが出ているんですが、この後、
同じグループがインフルエンザ様疾患に限定して
同じ解析をした場合、ほとんど効果がなかったと
いうデータが出ていて、つまり、うがいがインフ
ルエンザを防ぐという観点からどれだけ効果があ
るのかということに関しては、全く今のところ科
学的な根拠がないということになります。
　これは、まとめの最後のスライドですが、学校
はインフルエンザの伝播に非常に重要な役割を果
たしています。これは、いろいろな疫学モデルの
データもそうですし、実際の季節性インフルエン
ザ、新型インフルエンザのデータから見ても、学
校が地域のインフルエンザの伝播に非常に重要な
役割を果たしているということは、明らかです。
学校でインフルエンザ対策をするということは、
単に学校内での感染拡大を防ぐというだけではな
くて、地域への感染拡大を防ぐという観点からも
非常に重要なものだということになります。
　ただし、いろいろな対策が考えられていて、日
本でもいろいろな対策が積極的にやられています
が、それぞれの対策にはいろいろな問題点もあり
ます。こういうそれぞれの対策の効果と限界をき
ちんと理解した上で、正しい対策を選択していく
という必要があるんだと思います。
　以上です。どうもご清聴ありがとうございまし
た。

【座長　大山】
　ありがとうございました。ただいまの基調講演
に関しまして、この場で確認したい事項があれば、
お一人質問を受けたいと思いますけれども、あり
ますでしょうか。　　ないようです。
　押谷先生、どうもありがとうございました。

【座長　澤口】
　それでは、引き続きまして、４人のシンポジス
トの先生方から発表していただきます。
　まず第一席です。「秋田県大館市の麻しん地域
流行・新型インフルエンザを振り返って」大館市
立総合病院高橋義博先生、よろしくお願いいたし
ます。

　【シンポジウム】
　『秋田県大館市の麻しん地域流行・新型イン
　 フルエンザを振り返って』
　 ～麻しん流行と新型インフルエンザにおける
　 学校閉鎖・出席停止対応の検証～
　　　大館市立総合病院副診療局長
　　　感染制御室長・検査科部長　
　　　　　　　　　　　　　　高　橋　義　博

　大館市の高橋です。今回、押谷先生が、インフ
ルエンザの地域内拡大の研究を行っている街です
が、かなり県北にある、青森県のすぐそばの地域
です。
　今回、最初に事例提示ということで、１つは、
2007年の年末に始まった麻しんの地域流行におけ
る制圧についてですが、ちょうど今から25年前、
秋田県で4,000人規模の乳幼児を中心とした大発
生がありまして、10人のお子さんが亡くなってい
ます。
　今回については、関東でかなり大学生を中心と
した流行があったときですが、この年の５月に、
ぽつっと、関東からの感染例があり、それから７
月に、国体を控えて、大館市の高校生が１名罹患
しました。国体直前ということで、このときは県
教委と相談して、４週間がっちり学校閉鎖を行い
ました。幸い、夏休み中だったので、集団の合宿
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とか練習、スポーツ活動を止めたということでお
さまりました。10月から、何かだんだん怪しい雰
囲気が出てきました。この当時、秋田県と隣接す
る弘前で、定点観測では数名の報告にとどまって
いたのですが、実は、弘前市中心に学校関係の子
供たちが、150人の大発生がありました。恐らく、
私たちの市民は、ショッピングセンターがこのす
ぐ30～40キロ隣の弘前に行く、映画なんか見に行
く地域です。そういう商業圏としての交流地なの
で、そこから入ってきた可能性がありますし、同
じく盛岡から、これは別の感染ルートだったので
すけど、12月に入ってからルートが不明な感染者、

麻しん発症が続きまして、年末から正月にかけて
一気にブレークしました。
　その後、緊急対策のワクチン、それから、学校
保健法の12条適用の停止措置ですね。これがその
ときの新聞ですが、「未接種者は出席停止」。まあ、
かなり極端なやり方なんですけれども、実は、学
校保健法に、以前のでは12条、現在の学校保健安
全法では19条に、「感染症にかかっており、かかっ
ている疑いがある、またはかかるおそれがある児
童生徒は出席を停止させることができる」とあり
ます。この12条と市内の流行で、ワクチン接種を
勧めても、なかなかブレークをとめられない、ス

2007年12月～2008年２月

ー秋田県北部における地域内麻しん流行阻止対策ー

学校保健法第12条適応による出校停止措置と

緊急ワクチン接種効果

昭和63年(1988年）秋田県の麻しん大流行

麻しん患者の流行を正確に把握する制度がない当時、

秋田県小児科医会、日本小児科学会秋田地方会が調査

調査期間：昭和63年9月～平成元年8月（１年間）

調査結果：患者数3,832名、うち死亡者9名

0～3歳3/4（ピーク1歳1/3：1,000名以上）

推測：4,000名規模の流行（小児科以外受診や調査期間外受診）

死亡確認計10名（調査対象前に1名の死亡を確認）

平成２５年１１月９日 秋田市
第４４回全国学校保健・学校医大会

「秋田県大館市の麻しん地域流行・新型インフルエンザを振り返って」
～麻しん流行と新型インフルエンザにおける

学校閉鎖・出席停止対応の検証～

大館市立総合病院
小児科・感染制御室 高橋義博

秋田県大館市
人口 78000人

忠犬ハチ公のふるさと
きりたんぽ、比内地鳥

学校保健法（昭和33年４月10日法律第56号）
第三章 伝染病の予防
（出席停止）
第十二条 校長は、伝染病にかかつており、かかつておる疑があ
り、又はかかるおそれのある児童、生徒、学生又は幼児があるとき
は、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

平成21年４月 学校保健安全法に改正平成21年４月 学校保健安全法に改正
第四節 感染症の予防
（出席停止）
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いが
あり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で
定めるところにより、出席を停止させることができる。

2007年からの大館市周辺の麻しん発生状況と2008年の流行経過

07年5月20日 ２歳女児の修飾麻しん：１歳時にＭＲワクチン歴有り、
感染ルートは、４月末、関東から遊びに来ていた親戚？

07年5月28日 秋田県麻しん例全数報告スタート

07年7月11日 市内高校３年生（ワクチン未）の発症（感染ルート不明）、
→国体を控えていて、４週間の学校閉鎖措置とり、二次発生なし

07年10月22日・30日 20歳代兄弟例２例（弟が盛岡で感染、同居兄は、弟から感染）
→弟はフリーター、兄は市内ヘアーサロン勤務していたが、二次発生なし

07年12月14日 市内高校3年生（ワクチン歴なし、感染ルート不明）
→接触していたワクチン歴なしの友人1名12月25日発症

07年１2月16日 20歳代成人（ワクチン歴なし、感染ルート）不明）
→6ヶ月の子供に緊急接種行うも、12月31日発症（軽症化あり）、

接触した 歳代の妹 月 日発症

秋田県の麻しん発生状況
年 ０～14歳 15歳以上

2004 4 0
2005 7 0
2006 5 0
2007 4 17

H19.10.1～H19．12.30：青森
県の定点把握では８名報告されて
いたが、弘前市を中心に学校開設
者から154名の麻しん報告があっ
た。

接触した20歳代の妹、1月3日発症
→診断した夜に、勤務先の接触した同僚13名に緊急ワクチン接種

07年12月28日 20歳代成人（ワクチン歴なし）発症、感染ルートは、12月16日発症し、届出が
遅れていた同胞と後日判明、これらの職場同僚には緊急ワクチン接種できず

08年1月１日10代１名、３日３名、４日２名、６日２名、７日２名と感染ルート不明の発症続く

08年１月８日 麻しんの急速拡大として、市保健センターへ緊急ワクチン対策を進言

08年1月10日 6ヶ月以上乳児、ワクチン未接種の幼児、小中高生対象の公費補助緊急接種を決定

08年1月15日 市内、小中高校始業式、公費補助麻しんワクチン緊急接種スタート

08年1月21日 市予防接種協議会、非常事態宣言をだすとともに、市教委への学校保健法12条の
適応を進言→1月23日から県教委指示の地域内高校を含め、12条適応による出席

停止措置開始

。
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ピードが鈍らないということで、多分、公的には
全国初めての、かなり古い法律なんですが、先見
の明があるというか、適用させていただきました。
　今回の適用は、大館市は、市内小学校、中学校
は市教委で、同時に、地区内の高校に関しては、
県教委のほうで、同じく12条適用で、麻しんにか
かっていなくてワクチンやっていない児童、生徒
は出席停止、そしてワクチンをさっさと受けてく
ださい。それで出校はできますという対策でした。
　これは、そのときがピークですけれども、10代
ですね。小学校高学年から高校生中心の発生です。
これが第一波、第二波、第三波。ここで（2009年

1/15）ワクチンを公費補助で行いましたが、残念
ながら、集団接種ではありませんでした。私個人
的には集団接種を強く希望したのですが、いろい
ろありまして、集団接種にならず、まあ、それで
もいいかなと思ったのですが、やはり発生が多く
なってきたので、早々に12条の適用を進言して、
23日から出席停止措置を開始しました。
　これが全体像ですね。ここで予防接種の公費補
助が始まったのですが、また新しい発生が出てき
た。それで、最終的には、この12条適用で、麻し
んワクチン接種していない者は学校に来るなとい
う措置をとりました。
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　こちらは乳幼児の状況です。
　こちら小学生はぐっと、予定どおり、２週間後
には減っています。
　こちらは高校生の状況ですね。小中学校は、学
校閉鎖や学級閉鎖していません。ただ、高校で、
１つの高校だけ、ある行政機関から指示が出たの
ですが、学校閉鎖が行われました。結局この期間
で発症した人たちは、まあ、学校、休校措置を
とってもとらなくても変わらなかった人たちと推
測されました。ワクチン対策が完全に行き届いた
ことによって、いわゆる制圧、これはコンプリー
トコントロールですね、完全制圧ができた。

　県内では、同じく連動しまして、全自治体で、
ワクチン補助が行われましたので、全県への拡大
は防げています。
　流行の終息には、麻しん、当初からの地域内の
保健、行政、教育委員会の連携が必要で、麻しん
ワクチン公費助成もよかったのですが、最終的に
は、ワクチンを受けていない感受性群をいかにコ
ントロールするかということで、結果が出た次第
です。
　もう一つは、新型インフルエンザのときの状況
です。市内では、市教委で、たしか10月ぐらいに
市民向けの講座で、小児科医会中心の健康週間で
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1/15公費補助接種開始

1/23 出席停止措置開始

ま と め

１．秋田県内では2007年春から散発発生が続き、5月28日から
全数報告で監視体制を強化していた。

２．12月中旬、感染源不明の高校生の発症についで、感染ル－
ト不明者が相次いだことから、1月15日から６ヶ月以上の
乳幼児・小中高校生未接種者を対象とする、麻しんワクチ
ン公費補助接種を開始した。

３．補助接種事業開始後の接種者の伸びは不十分で、流行は
衰えず、1月21日、麻しん非常事態宣言を出すとともに、
ワクチン未接種で麻しん未罹患者を発症の恐れがある者
として、学校保健法第12条による出席停止措置策を挙げ、
1月23日から地域内小中高校に出席停止措置を開始し、ワ
クチン接種が確認され次第、同措置を解除するとした。

４．この出席停止措置と緊急ワクチン接種により、麻しん発生
数は急減し、２月14日以降新たな発生がないことを確認
し、３月14日非常事態宣言を解除した。

麻しん緊急予防接種接種状況及び麻しん発症状況（高校生相当）
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1月21日 市予防接種協議会 学校保健法第12条適応答申 → 1月23日出席停止措置開始

↑
1/15 公費補助接種開始

大館市2009/10年

新型インフルエンザ流行における地域対策

－学校閉鎖対策を中心に－

【目的】
新型インフルエンザ（新型インフ）流行における、

大館市内小中学校の閉鎖措置と新型インフ罹患率
から、閉鎖措置の有効性を検討した。

【方法】【方法】
H21年11月～H22年1月の小中学校の閉鎖措置数

と児童生徒の罹患率を調査した。なお学級・学年・
学校閉鎖措置は、市教委マニュアルにより統一化
された。

５．最終的な大館市における麻しん発症者は6歳未満6、小学生
10、中学生23、高校生41、10代6、20代10、30代7、40代1例
の計104例で、入院は9例、脳炎例・死亡例はなかった。
流行期間中の麻しん・MRワクチン接種者数は、6ヶ月以上の
乳幼児・小中高生の費用補助緊急勧奨接種者595人、自費接
種者1497人、総計2092人に上った。

６．麻しん流行時に、未接種・未罹患の児童・生徒・学生に
学校保健法第12条を適応して、麻しんワクチン未接種で
麻しん未罹患者の出席停止措置を行なうとともに、ワクチ
ン接種公費補助を含めた強力なワクチン接種勧奨を行なう
ことは、同第13条による休校や学年閉鎖をすることなく、
早期の地域内麻しん流行阻止に繋がることが期待された。

７．早期の流行終息には、麻しん流行当初から、地域内の保健
所・市保健センター・行政・教育委員会の連携が不可欠で
あったと共に、県内全自治体で麻しんワクチン公費助成が
行なわれ、流行の全域化を阻止できたことも特筆される。
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の話をしたんですね。私が演者だったんですが、
そのときの話を市教委がまとめてくださって、い
わゆる出席停止期間や学級学校閉鎖の基準を統一
してくださいました。こういう対策、学校の閉鎖
のタイミングとか、代替授業の実施とか、休んだ
子に不平等にならないように、それから、入試の
場合どうするか、部活等をどうするか、保護者、
子供をだれが見るかですね、そういう問題点が挙
がりましたけれども、統一した基準で、すべて市
内全域、小・中は統一、高校も大体これに準じて
行われました。
　これが秋田県の流行のパターンです。これが、

保健所別ですけれども、大館が、この地区のここ
です。ここがぽんと横になったのは、ちょうどこ
この前に集団接種が、うちの病院を会場に、全市
内の小学生、それから幼児へ一斉接種を行いまし
た。病院管理職や市教委、市保健センター職員を
含めて、総動員でスタッフが約100人規模で接種
した結果かもしれません。
　これが結果ですが、学級閉鎖、学年閉鎖、学校
閉鎖やっていますけれども、ゼロのところもあり
ます。実は、ほとんどもう何も発症していない学
校は、実は小規模校ですが、大規模校ほど発生が
多かったんです。罹患率と閉鎖回数とか、罹患回

感染の状況 必要な措置

感染の疑いのある者(インフルエンザ様症状) 保護者と相談し感染防止の対応

集団発生による2009年 大館市教育委員会

学校（園）における新型インフルエンザ対応マニュアル から

臨時休業等について

学校で感染者(感染者と疑われる者を含む)が発生した場合、さらに感染が

拡大することを防ぐため、学校長・学校医・保健所・市教委等と相談の上、次の

ような措置を講ずるものとします。

感染の疑いのある者(インフル ンザ様症状) 保護者と相談し感染防止の対応

当該学級等で1名(10%未満)の発症が確認された場合
本人4～ 7日間程度の出席停止
※

当該学級等で10～15%以上の発症が確認された場合 4～ 7日間程度の学級閉鎖

当該学年等で学級閉鎖等が複数となつた場合 4～ 7日間程度の学年閉鎖

当該学校で学年閉鎖が複数となつた場合 4～ 7日間程度の体校

※ 実際には７日間の出席停止閉鎖期間
４～７日：潜伏期がおよそ４日間のため。

広範な発生
患者数がおよそ２０名（感染効率２～３として、四次感染まで拡大を意味）

秋田県におけるインフルエンザ流行状況（定点）

新型インフルエンザ第一波

2009年11月～2010年1月

新型インフルエンザ第二波

2011年1月～2011年３月

地域対策として学校に特化した必要な対策

・学級・学年・学校閉鎖のタイミング

・授業実施の可否や代替授業の実施の検討

・授業の進行が不平等にならないよう、休んでいる子に

歩調を合わせる

・入試時期に流行した場合（追試・再試）

・部活・サークル活動への対応部活 サ クル活動への対応

・保護者への対応（特に臨時休業中の対応）

・インフルエンザへの対応が、児童生徒（幼児）の間での

いじめ等につながらないような配慮をする。

3 3
5

11

2 2 1

4

1

6

4
2

3
3 3

5 4
2

5
3

1

1
1

0
2
4
6
8

10
12
14

学校
学年
学級

27.8

56.3

48.3

27.4 62.9

54.7

0.0

40.3

34.8

7.4

43.2

28.5

0.0

41.0

26.4

19.5
25.7

31.0

53.0

流行第１波 2009/2010 大館市内小学校の 学級・学年・学校閉鎖 と 罹患状況
2010年２月１７日現在 罹患者 1470人/3859  38.1 % 

学校名/クラス数/児童数 小中学校 罹患者総計 2201人 37 4 %学校名/クラス数/児童数 小中学校 罹患者総計 2201人 37.4 %
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流行第１波 2009/2010 大館市内 中学校の 学級・学年・学校閉鎖状況 と 罹患状況
2010年２月１７日現在 罹患者 731人/ 2019  36.2 %

学校名 クラス数/生徒数 小中学校 罹患者総計 2201人 37.4 %

中学校の学級・学年・学校閉鎖総数と罹患率 r = 0.218罹患率

y = 0.006x + 0.323
R² = 0.047

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

0 2 4 6 8 10 12 14

y = 0.017x + 0.255

R² = 0.788

0

5

10

15

0 100 200 300 400 500 600 

中学校の生徒数と学級・学年・学校閉鎖総数 r = 0.888

y = 0.0001x + 0.3252
r=0.193

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%

0 100 200 300 400 500 600 

中学校生徒数と罹患率 r=0.193
生徒数

生徒数

閉鎖回数
閉鎖回数

罹患率

秋田県内の定点調査から見たインフルエンザ流行状況
2008-2009シーズンと2009‐2010シーズン

（大館保健所管内 2009‐2010シーズン新型インフルエンザ定点報告 2032人）

定点ピーク 秋田県 ４４W 53.55
大館 ４５W 48.14
北秋田 ４７W 49.33 

新型インフルエンザ第一波

2009年11月～2010年1月
新型インフルエンザ第二波

2011年1月～2011年３月
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数とか、児童数の状況、罹患率と児童数とか、全
部見ましたが、全部正の相関で、結局、学級閉鎖、
学年閉鎖、学校閉鎖は、地域コントロールとして
は無効であったという結果です。
　中学校は優位差がほとんど出ません。これは第
一波のときと翌シーズンの第二波ですね。結局第
一波でかからなかったところは、翌年にはどんと
出ていました。ワクチンが十分機能していれば、
２年連続接種していますから、こういう現象を防
げると思いますが、残念ながら、子供たちでは、
ワクチン効果は一部にとどまった結果じゃないか
と思います。

　これもそうですね。初年度青印で罹患率が高い。
そうすると、２年目は結局、経験していますから、
低い。初年度低かったところは、罹患率は翌年高
いという結果が出ています。
　こちらは、私が学校医をやっている中学校です
が、このグラフの基本は実はそこの学校長がつ
くってくださって、そして、毎日プロットしてく
ださって、毎日送ってくるんですね。当時の新型
インフルエンザの潜伏期、大体１～２日、そして、
感染効率は２～３人という状態を考慮して、毎日
にらめっこして、この学校の２年生の一斉閉鎖で
は、すうっと新規発生は、一応はコントロールさ
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学校

学年

学級

2010/2011年（第２波）の小学校学校閉鎖状況

市内 A 中学校１年生の閉鎖状況と罹患状況

学級閉鎖 １年５組→ ３・８組→ １・６組→ ２組 ↑
校内まん延済みと判断し
閉鎖阻止は取らず

【結果】

第１波の流行は、H21年42週（10/12）から始まり第45週(11/2)が

ピークで(48.14人/定点)、H22年1月末に終息状況になった。 H22年

2月時点で、全19小学校の総罹患率38.1%(0.0～62.9%)、閉鎖回数

は0～12回、全10中学校では総罹患率36.2%(15.9～45.6%)、閉鎖

回数は１～12回であった。各学校の閉鎖回数・罹患率のばらつきが

大きく、閉鎖措置と罹患率の関係は明らかではなかった。

ただし市内一の大規模中学校で、罹患者出席停止と閉鎖を行っ

た前後の状況をみると、新規発生の抑制が確認された。

なお新型インフ流行第２波では（H22年12月～H23年３月）流行

規模が小さく、第一波と第二波における比較検討は行えなかった。

市内 A 中学校３年生の閉鎖状況と罹患状況

学級閉鎖 ３年１組→ ２・３組→ ４組→ ５組
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れました。
　３年生、受験を控えていましたが、３年生は、
五月雨式にきたので、学級ごとの閉鎖を行って、
一応、その後はぐっと減っています。
　１年生、１年生が最後の発生だったのですが、
結局、校内で蔓延していますから、一応学級閉鎖
をやっていますけれども、ここで一応とまりま
した。でも、その後に最終の校内流行が来まし
た。ただし、ここはもう校内蔓延、大体罹患率50
～60％ですから、加えて２～３割はほとんどの症
状の出ない生徒もいますので、ここで閉鎖措置を
行っても意味がないということで、放置です。結
局、各学年、学級は１回の閉鎖措置でしたが、あ
まりにも早い段階で閉鎖措置を入れちゃうと、も
しかしたら、２回目の閉鎖措置が必要になったか
もしれない。ですから、タイミングを考えながら
閉鎖措置を行うと、一応学校内では、スピードを
遅くできるという効果は示されたと思います。
　感染制御については、一応その地域内で、小・
中をいかに対応するかが問題であります。VPD、
ワクチンで防げる病気であれば、麻しんのごとく、
いわゆるコンプリートコントロール、完全制圧は
可能じゃないかと思います。ところが、インフル
エンザのようなワクチン効果が不十分なものであ
れば、現実的にはちょっと難しいということにな
りますが、ただし、地域内での行政、教育、それ
から医師会の連携によっては、一応はある程度の
コントロールは可能になると思います。
　以上です。

【座長　澤口】
　ありがとうございました。
　ただいまの発表について、何か今、確認をして
おきたいことをお持ちの方、いらっしゃいました
ら、挙手を願います。　　どうぞ。

【質問者　Ａ】
　兵庫県医師会から来ました橋本と申します。
　以前から、この話は一度聞かせていただきたい
なと思っていましたので、お伺いしたいのですけ
れども、いわゆる学校保健法で予防接種をすると
いうことになったときに、もし、副作用が出たら
どうなるのか　　副作用というか、副反応ですね、
必ず出ると思うんですね。子宮頸がんでも、今、
問題になっています。普通の定期予防接種の場合
でしたら、国が責任を持ちますし、任意の普通の
予防接種ですと、もちろん団体で出すということ
になります。定期予防接種とそれとの違いと大き
な問題があるんですが、今回の先生ところがされ
たような場合ですと、最終的には校長の責任でと
いうことになるのでしょうか。その辺のところを
お知らせいただきたいと思います。

【シンポジスト　高橋】
　今回の麻しんワクチンは、これは行政接種、行
政予防接種ということで、市のほうが保険を掛け
ていますから、そちらで救済されます。定期とは
違います。行政接種としての扱いで、市のほうが
全面的に、万が一の副作用が出た場合は、その保
険を掛けていますから、そこから救済するという
形になっています。

【質問者　Ａ】
　ですから、定期とは違う扱いということですね。

【シンポジスト　高橋】
　はい、そうです。あくまでも行政接種です。臨
時の行政接種です。

【質問者　Ａ】
　はい、了解しました。ありがとうございます。

・感染症流行時の地域内感染症制御にあたっては、幼児から

小中学生における感染症対策が重要と思われる。

・基本的には、VPDであれば小児での事前のワクチン対策、

高い接種率の確保と流行時のワクチン未接種者（感受性群）に

対する緊急接種の推進が重要である。

・流行時には 地域内の種々関係者：医療（診療機関・地域医

地域感染症流行時の感染症制御について

・流行時には、地域内の種々関係者：医療（診療機関・地域医

師会）、行政（自治体、地域保健所）、学校関係（教育委員会）、

報道機関等の迅速で密接な連携が流行制御のキーポイントに

なると思われる。

・事前行動としては、感染症対策の専門家を中心とした、地域内

の感染症流行時の行動計画の策定と、日頃の各機関を交えた

行動訓練（机上、実地）が必要である。
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【座長　澤口】
　ありがとうございました。
　地域での麻しんの流行を防ぐ取り組みについて
発表していただきました。学校保健安全法19条の
適用を初めて行ったことで、これは秋田モデルと
して高く評価されているものでございます。あり
がとうございました。
　それでは、続きまして、第二席ですが、「感染
症情報収集システムの全県運用に向けて」秋田県
立本荘高等学校養護教諭の村上まゆみ先生、よろ
しくお願いいたします。

　【シンポジウム】
　『感染症情報収集システム（学校欠席者情報
　 収集システム）の全県運用に向けて』
　　　秋田県立本荘高等学校養護教諭
　　　（前秋田県教育庁保健体育課　指導主事）
　　　　　　　　　　　　　　村　上　まゆみ

　秋田県立本荘高等学校養護教諭の村上まゆみと
申します。
　私は、昨年度まで、秋田県教育庁保健体育課に
おり、学校保健を担当させていただいておりまし
た。その中で、感染症対策を充実させるため取り
組みました感染症情報収集システム、別名学校欠
席者情報収集システムの活用についてお話しさせ
ていただきます。
　発表内容については、県教育庁保健体育課より
指導いただいておりますが、主に、私が把握して
いる昨年度までの状況ということで、ご了承いた
だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

　はじめに、学校欠席者情報収集システム導入の
きっかけについてお話しさせていただきます。平
成21年度に新型インフルエンザ（A／H1N1）が
全国的に流行し、本県においても、医師会、医療
機関、保健部局、教育委員会、学校、学校医等が
それぞれの立場において迅速な感染拡大防止対策
を講じました。翌年の新型インフルエンザ対策検
証の場においては、教育委員会や学校の対応につ
いて、臨時休業が感染拡大を抑えたと評価される
一方で、臨時休業などの対応で、市町村や学校に
よりばらつきが生じたことや、学校医や保健所等
との閉鎖基準の共通理解が不十分であったことな
ど、課題が幾つか挙げられ、情報共有、連携を重
視した早期対策の必要性を実感しておりました。
　そのような中、平成22年８月に開催された秋田
県医師会と秋田県教育庁との懇談会において、秋
田県医師会から、学校欠席者情報収集システムを
推薦していただきました。これを受け、秋田県教
育委員会は、関係者がリアルタイムに感染症の流
行状況を把握し、早期対策で感染拡大を防ぐこと
のできる本システムの全県運用に向けて取り組み
始めました。
　ここで、感染症情報収集システムについて簡単
に説明させていただきます。
　本システムは、国立感染症研究所主任研究官大
日康史先生が開発された、記録、連携、早期探知
を一元化したリアルタイムサーベイランスです。
学校や関係機関ごとにＩＤが配付され、安全なイ
ンターネット上のデータベースにログインし、欠
席情報、感染症による出席停止情報等を入力する
ことにより、関係者がリアルタイムに情報共有で
きるシステムです。

感染症情報収集システム
（学校欠席者情報収集システム）の

－平成２５年度 第４４回全国学校保健・学校医大会「シンポジウム」－

秋田県立本荘高等学校 養護教諭

（前秋田県教育庁保健体育課 指導主事）

村 上 ま ゆ み

全県運用に向けて

はじめに
（学校欠席者情報収集システム導入のきっかけ）

②平成２２年８月 秋田県医師会から本システムを推薦

①平成２１年度の新型インフルエンザ対応を振り返り、
関係者における情報共有・連携を重視した早期対策
の必要性を実感した。

関係者がリアルタイムに感染症流行状況を把握
し、早期対策で感染拡大を防ぐことのできる
「学校欠席者情報収集システム」の導入へ

（注）感染症情報収集システム＝学校欠席者情報収集システム

②平成２２年８月、秋田県医師会から本システムを推薦

された。
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　本システムの全県運用に至る経緯について説明
させていただきます。
　平成22年８月、秋田県医師会から本システムを
推薦していただいたことをきっかけに、その翌月
には、25市町村教育委員会を対象とした本システ
ム運用に関する意向調査を実施しました。その時
点で、運用を希望すると回答いただいたのは17市
町村でした。希望しない理由としては、日々の欠
席入力を別のソフトに入力している、保健室来室
者の対応を優先するため、定時の入力が不可能、
地域で感染症流行状況を把握するための方策を
とっているなどが挙げられました。

　この結果を受けて、入力担当者の負担感解消に
向けて、秋田県独自の配慮事項を設け、マニュア
ルとして配付することとしました。
　本システムは、毎日の欠席入力により、早期探
知を目指すシステムではありますが、入力内容を
感染症による出席停止と臨時休業に限定し、当面
の間、毎日の欠席入力は義務づけないこととしま
した。また、入力の締め切り時間は、原則として
当日正午までとしますが、あくまでも原則として
おります。さらに、入力担当者は、養護教諭に限
定せず、担当者を複数にするなどの配慮を学校に
お願いしております。そのほか、これまでの報告

全県運用に至る経緯①
「秋田県医師会と秋田県教育庁との懇談会」において本システム運用に
ついて協議

Ｈ２２．８．１８

学校欠席者情報収集システム活用に当たっての配慮事項（秋田県独自）

１ 入力内容
①感染症 よ 席停

各市町村教育委員会を対象とした本システム運用に関する意向調査実施Ｈ２２．９

→運用希望 １７市町村／２５市町村

①感染症による出席停止
②インフルエンザ様疾患等による臨時休業（学級閉鎖、学年閉鎖、休校）の措置
※秋田県においては、当面の間、毎日の欠席入力は義務付けない。

２ 入力の締切時間
原則として当日正午まで（さかのぼって入力可）

３ 入力担当者
養護教諭に限定しない。
担当者を複数にする等の配慮が必要である。

４ システムから印刷できる報告書（出席停止月報、臨時休業報告）は、
秋田県版の様式とする。 （開発者 大日康史氏に依頼）

５ 保健所への臨時休業報告は、従前通りシステムから印刷した報告書を
FAXする。

全県運用に至る経緯②
潟上市において研修会を開催（ 講師：大日康史氏）Ｈ２２．１０．２１

潟上市をモデル地区とした本システム運用開始Ｈ２２．１１．２９

モデル地区（潟上市）における本システム活用後のアンケート実施Ｈ２３．２

全県の市町村立学校を対象とした研修会開催（ 講師：大日康史氏）Ｈ２３．２．１４・１６・１７

井川町運用開始Ｈ２３．３

１１市町村運用開始（鹿角市、小坂町、能代市、藤里町、五城目
町、八郎潟町、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、東成瀬村）

Ｈ２３．４

県立学校を対象とした研修会開催（ 講師：大日康史氏）Ｈ２３．４．２８

３市町（三種町、八峰町、男鹿市）及び県立学校（高校・特別支援
学校）運用開始

Ｈ２３．５

Ｈ２３．６ ４市町運用開始（由利本荘市、にかほ市、湯沢市、羽後町）
Ｈ２３．８ 大館市運用開始

北秋田市運用開始Ｈ２３．１１

上小阿仁村運用開始Ｈ２３．１２

秋田市教育委員会主催による研修会開催（共催：秋田県教育委員会）Ｈ２４．８．２０

秋田市試行運用開始Ｈ２４．９

大潟村運用開始、秋田市試行運用から運用へＨ２５．４

→全県（２５市町村立学校・県立学校）運用（国立、私立学校を除く）

※幼稚園・保育所も運用している市町村：五城目町（町立幼稚園のみ）、大仙市、横手市

感染症情報収集システム
（学校欠席者情報収集システム）とは

（開発者：国立感染症研究所 主任研究官 大日康史 氏）

教育委員会
（県・市町村）学 校

「記録」・「連携」・「早期探知」を一元化した
リアルタイムサーベイランス

リアルタイムに情報共有
→早期対策

学校医へ
メール配信

保健部局
（健康福祉部、保健所等）

医師会学校医

学 校

健康観察
↓

システムに入力
（インターネット上の

データベース）

（２）学校医の立場から

◎感染症の流行状況がわかり、日常診察にも役立つ。

システム活用による成果（メリット）等②
（モデル地区アンケート等より）

◎少人数の罹患の場合には、今までは学校から連絡
がなかったが、このシステムが開始されてからはス
ムーズな連携がとれている。

◎情報が早く確実である。全体の広がりがわかりやすく、
対応が容易である。

（３）教育委員会（行政）の立場から
◎地域及び各学校で流行している感染症の状況をすばや
く把握でき、注意喚起に生かすことができる。

システム活用による成果（メリット）等③
（モデル地区アンケート等より）

◎紙面での文書のやりとりの煩雑さが解消され、事務が簡
略化された。

◎教育委員会（県・市町村）等からのコメントをトップページ
に掲載することができるため、感染症流行時の注意喚起
や緊急の連絡（通知内容等の周知）等に活用できる。

◎ソフトをインストールする必要がなく、費用もかからない。

（１）学校の立場から
◎入力することにより、教育委員会への出席停止報告書の提出
が不要となった。

◎地域での流行状況が把握でき、予防指導、職員・家庭への注
意喚起がしやすい

システム活用による成果（メリット）等①
（モデル地区アンケート等より）

意喚起がしやすい。

◎感染症の流行状況について、リアルタイムで地域（中学校区毎）
の情報を得ることができる。

◎学校医に見ていただき、迅速に助言をいただける。

◎校内で複数の職員が状況を確認することができるのもよい。

◎学校毎の解析資料を自動的に作成（グラフ化）することができ
るため、保健だより、職員会議、学校保健委員会等の資料とし
て活用できる。

△（慣れるまで）入力への負担を感じる。
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様式を変えないよう、開発者の大日先生から、シ
ステム内の様式を秋田県版に修正していただきま
した。
　その後、モデル地区を潟上市にお願いし、同年
10月には研修会を開催、11月末には、運用を開始
していただきました。３ヵ月ほど活用後、アン
ケートを実施しております。
　同時期に全県の市町村立学校を対象とした研修
会を３日間にわたって開催し、多くの市町村教育
委員会及び学校からご理解をいただき、平成23年
には１町、４月には11市町村がシステム運用を開
始しております。
　県立学校向けには23年４月に研修会を開催し、
翌月から運用を開始しました。その後、各市町村
の状況が整った時期にスタートした結果、今年４
月に全県運用に至りました。
　システム活用による成果を挙げさせていただき
ます。この成果は、主にモデル地区である潟上市
に実施していただいたアンケート結果から得たも
のです。
　学校の立場からは、「入力することにより、教
育委員会への出席停止報告書の提出が不要となっ

た」、「地域での流行状況が把握でき、予防指導、
職員・家庭への注意喚起がしやすい」、「学校医に
見ていただき、迅速に助言をいただける」、「学校
ごとの解析資料を自動的に作成できるため、保健
だより等の資料として活用できる」、というよう
に、連携、記録活用、省力化に関するメリットが
挙げられました。１点だけ、「入力への負担を感
じる」というマイナス面の意見がありますが、慣
れるとそれほど時間もかからないと聞いておりま
す。
　学校医の立場からは、「感染症の流行状況がわ
かり、日常診察にも役立つ」、「少人数の罹患の場
合、今までは学校から連絡がなかったが、このシ
ステムが開始されてからはスムーズな連携がとれ
ている」、「情報が早く確実である。全体の広がり
がわかりやすく、対応が容易である」、というよ
うに、学校と連携する上でのメリットが挙げられ
ました。
　教育委員会の立場からは、「地域及び各学校で
流行している感染症の状況を素早く把握でき、注
意喚起に生かすことができる」、「紙面での文書の
やりとりの煩雑さが解消され、事務が簡略化され
た」、「教育委員会からのコメントをトップページ
に掲載できるため、感染症流行時の注意喚起や緊
急の連絡に活用できる」、というように、迅速な
流行状況の把握、省力化、注意喚起等に関するメ
リットが挙げられました。
　システム活用による成果をまとめますと、１つ
目、リアルタイムに関係者が感染症の流行状況を
把握し、連携して早期に感染拡大防止対策をとる
ことが可能となりました。具体的には、学校医か
らの助言をもとにした迅速な臨時休業措置、教育

本県の実情に合わせた形で本システムを活用させていただくこ
とにより、関係各所の理解を得て、この春、全県運用に至った。
本システムの「早期探知・早期対応」「連携」「記録」「省力化」と
いうメリットを生かした活用が浸透してきたところである。

本システムの大きなメリットである「早期探知」をより充実させる

おわりに

ためには、症状も含めた毎日の欠席入力が重要視されるところ
であるが、本県においては、まだ入力に慣れていない地域や学
校もあり、今後の課題と言える。

今後、新型ウイルス感染症の流行をも想定した危機管理の一
環として、学校、学校医、教育委員会、医師会、保健部局（保健
所）がそれぞれの立場で本システムをさらに有効活用され、迅速
かつ連携を強化した感染症対策がなされることを期待したい。

システム活用による成果（メリット）
①早期探知→関係者が連携した早期対応

リアルタイムに関係者（学校医、教育委員会、医師会、保健所等）が感染症
の流行状況を把握し、連携して早期に感染拡大防止対策をとることが可能と
なった。

・学校医からの助言をもとにした迅速な臨時休業措置
・教育委員会から学校に向けた迅速な注意喚起

システムト プペ ジのコメント欄活用

②学校毎の記録解析資料を自動作成
学校毎の集計表、グラフがシステムにより自動作成されるため、保健だより

や、職員会議、学校保健委員会等の資料に活用できる。

③オンライン上で報告を提出=省力化
臨時休業や出席停止の報告をオンライン上で提出することができるため、

学校や教育委員会における事務が簡略化された。

～システムトップページのコメント欄活用
インフルエンザ流行期における臨時休業情報提供（週２回ＨＰ更新）

・近隣の流行状況をもとにした学校から児童生徒・保護者への注意喚起 等

御静聴

あ ざありがとうございました。
秋田県ﾏｽｺｯﾄ ｽｷﾞｯﾁ

【参考】
国立感染症研究所 ＨＰ 「症候群サーベイランス 早期探知システムのご紹介」
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委員会から学校に向けた注意喚起、近隣の流行状
況をもとにした学校から児童生徒、保護者への注
意喚起などが挙げられます。
　２つ目、システムに入力することにより、学校
ごとの集計表、グラフが自動作成されるため、保
健だより等の資料に活用でき、迅速な注意喚起だ
けでなく、省力化にもつながっております。
　３つ目、臨時休業や出席停止の報告をオンライ
ン上で提出することができるため、学校や教育委
員会における事務が簡略化され、省力化につな
がっております。
　秋田県においては、開発者の大日先生のご協力
のもと、県の実情に合わせた形で本システムを活
用させていただくことにより、関係各所のご理解
を得て、この春全県運用の運びとなりました。早
期探知、早期対応、連携、記録、省力化というメ
リットを生かした活用が浸透してきたところと思
われます。
　本システムの大きなメリットである早期探知を
より充実させるためには、症状も含めた毎日の欠
席入力が重要視されるところであり、大日先生か
らもご指導をいただいておりますが、秋田県にお
いては、入力に慣れていない地域や学校もあるこ
とから、当面の間は、感染症による出席停止及び
臨時休業時の入力を継続していく旨を秋田県教育
庁保健体育課に再度確認しており、今後の課題と
言えるのではないかと思います。
　最後に、今後、新型ウイルス感染症の流行をも
想定した危機管理の一環として、関係者がそれぞ
れの立場で本システムをさらに有効活用され、迅
速かつ連携を重視した感染症対策がなされること
を期待しております。
　ご清聴ありがとうございました。

【座長　澤口】
　ありがとうございました。ただいまのご発表に
ついて、何か確認しておきたい事項をお持ちの方
いらっしゃいますでしょうか。　　はい、どうぞ。

【質問者　Ｂ】
　ありがとうございます。大阪府医師会の武本と
申します。先生が大阪におられたら、僕はどんな

に楽だったかと、つくづく思っておりますが、１
つだけ。
　市町村に広げるときに、各学校がインターネッ
ト化されていない、保健室にコンピューター、イ
ンターネット関係が来ていない場合の予算措置で、
なかなか各市町村進まないというところがござい
ますが、先生、どのように克服されていましたか。

【シンポジスト　村上】
　はい、ありがとうございます。
　その物理的な問題も、開始するときにはかなり
問題視され、意向調査の中でも挙げられておりま
した。保健室の中にインターネットにつながった
パソコンがないという学校が多く、職員室の中に
あるインターネットにつながったパソコンで入力
をするので、入力するまでに時間がかかるとか、
正午までできないというようなお声を開始する前
にはいただいておりました。しかし、現場の先生
方のご協力で、そのような状況でもやっていただ
いているというところです。

【質問者　Ｂ】
　ありがとうございます。

【座長　澤口】
　ありがとうございました。
　立ち上げから２年半かけて、ことしの４月から
全県運用になったこのシステムについて紹介して
いただきました。ありがとうございました。
　それでは、第三席ですけれども、「秋田県医学
生麻しんワクチン高校プロジェクトの効果につい
て」秋田県医師会常任理事の小泉ひろみ先生、よ
ろしくお願いいたします。
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　【シンポジウム】
　『秋田県医学生麻しんワクチン高校プロジェ
　 クトの効果について』
　　　秋田県医師会常任理事
　　　　　　　　　　　　　　小　泉　ひろみ

　よろしくお願いいたします。
　学校において、さまざまな健康教育が行われて
います。この後、お話のある性教育や薬物教育、
禁煙教育、がん教育などありますが、子供たちの
柔らかな心に浸透し、ご家族にとっても影響も大

きいと考えています。
　今回、秋田県医師会では、医学生と一緒に、高
校を訪問する形式で、ワクチンに対する講演を行
いましたので、その効果についてご報告いたしま
す。
　本プロジェクトの目的です。昨年までの５年間、
麻しん・風疹ＭＲワクチンは、中学校１年生で行
う第Ⅲ期、高校３年生で行う第Ⅳ期の接種が行わ
れていました。Ⅳ期は、最初、接種率が低かった
ため、その接種率向上に寄与することが目的の一
つです。また、高校生がワクチン接種をする本当
の意味を理解することにより、その次の世代の子

本プロジェクトの目的

１）高校3年生でおこなう麻しん・風しん混合（ＭＲ）ワク
チンⅣ期の接種率向上に寄与する

２）高校生が予防接種の意義を理解することにより、彼
らの次世代の予防接種に関しても貢献できる

３）医学生が秋田県の各地で講演をおこなうことによ
り 自ら現在の日本のワクチンの状況を理解するとともり、自ら現在の日本のワクチンの状況を理解するととも
に、秋田県の状況を理解する

時期
平成22年度～平成24年度の3年間

対象対象
秋田県内の高校（県教育委員会が募集）の高校2年
生、高校3年生

条件
秋田県医師会では、医学生の出動に関する保険、交
通費を負担する

秋田県保健会からの助成
学生の活動費に使用

第44回全国学校保健・学校医大会
シンポジウム「学校における感染対策」

2013. 11. 9

「秋田県医学生麻しんワクチン「秋田県医学生麻しんワクチン
高校プロジェクトの効果について」

秋田県医師会常任理事 小泉ひろみ

経過

医師会から医学生のサークルMedik Aに主旨を説明し、学生が企画
をおこない以下の内容になった。

講演会の内容講演会の内容

・麻しんについての学生による寸劇（動画入りﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄに作成）
・麻しんという病気について、予防接種の重要性に関してのﾊﾟﾜｰﾎﾟﾝﾄ
で説明
・ニュース報道された実際の患者さんについてのビデオ
・高校生の参加者に対して講演前のアンケート、講演後のアンケート
をおこなうをおこなう。

講演前におこなうアンケートは、秋田県健康福祉部がおこなっていた
高校3年生への麻しんワクチン啓発アンケートと内容を一致させた。

以上の内容で、事前の打ち合わせを高校養護教諭等とおこない、学生の講演と医
師の講演を単独か両者でおこなう。

講演の前後で、参加した高校生にアンケートをおこなった。講演前
アンケートは下記「麻しんワクチン啓発アンケート」と内容を一致さ
せた。

秋田県では、平成21年より平成24年まで、4月を「麻しん排除月間」
として この中で県内の高校3年生全員への「麻しんワクチン啓発アとして、この中で県内の高校3年生全員への「麻しんワクチン啓発ア
ンケート」をおこなった。

１．高校3年生は麻しんの2回目の予防接種を受けなくてはいけないことを
知っていましたか？
２．高校3年生は麻しんの予防接種を無料で受けられることを知っていまし
たか？
３．麻しんが命に関わる病気だと知っていますか？

講演前後のアンケート結果を県でおこなっているアンケート結果と
比較することにより、本プロジェクトの効果を評価した。

３．麻しんが命に関わる病気だと知っていますか？
４．麻しんには有効な治療法がなく、予防接種だけが効果があると知って
いますか？

実施結果

平成21年度末に試行 １校
平成22年度 ５校平成22年度 ５校
平成23年度 ７校
平成24年度 3校

合計（延べ）16校

高校2年生 1,011人
高校3年生 1,604人が受講

医学生は1回につき１～4名、10回延べ24人が出動
医師12回出動
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供たちへの接種に貢献すること、第３に、医学生
にとっても、ワクチン事情を理解するとともに、
秋田県の状況を理解する機会になることです。
　時期は、平成22年度から平成24年度の３年間で
す。
　実施の結果です。
　県内各地区の合計16校で行いました。受講した
のは、高校２年生1,011人、高校３年生1,604人の
合計2,615人でした。医学生は、１回につき、１
～４名、延べ24人が出動しました。
　医師会から、秋田大学医学部のサークルＭedic
Ａに趣旨を説明し、医学生が内容を考えました。

まず、医学生による導入の寸劇があり、その後、
学生が麻しんという病気の怖さや、予防接種の重
要性について説明いたしました。その中で、テレ
ビで放映されました重症患者さんのニュースも使
用いたしました。
　講演前後にアンケートを行いました。講演前の
アンケートは、秋田県が高校３年生の４月に行っ
ていた麻しんワクチン啓発アンケートと内容と一
致させました。
　医学生が行った寸劇は、パワーポイントにつく
りこんでおき、だれでも共通して使用できるよう
にいたしました。麻しんの怖さを医学生の言葉で
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表現してくれました。ワクチン接種についても、
漫画などを使用して説明してくれました。
　最初の高校での写真です。
　本プロジェクトの効果を評価するために、講演
前に行ったアンケートと県の麻しんワクチン啓発
アンケートの結果を比較しました。麻しんワクチ
ン啓発アンケートの内容は、問い１「高校３年生
は、麻しんの２回目の予防接種を受けなくてはい
けないことを知っていましたか。」、問い２「高校
３年生は、麻しんの予防接種を無料で受けられる
ことを知っていましたか。」、問い３「麻しんが命
にかかわる病気だと知っていますか。」、問い４、

「麻しんには有効な治療法がなく、予防接種だけ
が効果があると知っていますか。」です。
　高校２年生で講演を聞いた場合、その後、３年
生の４月に県のアンケートを受けます。ここに、
３校でやりましたアンケート結果を示しています
が、いずれの項目でも、高校２年生の講演前アン
ケートより、パーセンテージが上昇しています。
県のアンケートの平均と比較しても高い結果でし
た。
　高校３年生で講演を聞いた場合、１回、春に県
のアンケートを受けていますので、啓発的アン
ケートによる効果がわかります。

順位（ % ） １期 ２期 ３期 ４期

2008年度 47位(88.2) 1位（97.3） 4位（94.9） 11位（86.3）

秋田県の麻しんワクチン接種率と都道府県順位

2008年度 47位(88.2) 1位（97.3） 4位（94.9） 11位（86.3）

2009年度 15位（94.2） 1位（97.1） ５位（94.2） ８位（88.6）

2010年度 6位（97.5） ２位（96.0） ６位（94.4） ５位（90.0）

2011年度 21位（９５．２） 1位（９７．３） 6位（９４．3) 5位（90.7）

2012年度 ４２位(95.1) 3位（９６．８） 8位（９４．５） 4位（９３．５）

国立感染症研究所調査

（赤字は、95%を超えているもの）
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ト（その前に県アンケート済
み）

２
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Ⅲ群：県アンケートのみ
（講演聴講なし）

学生へのアンケート結果

回答者：8人 （男性5人、女性3人）

男性のうち3名が2年間参加

2年生で参加したのが3人、3年生が6人、4年生で参加したのが2人年 参 年 年 参

8人全員が他のサークルや部活動を兼ねていた。

感想
・自分に対して：全員、良い経験になった、勉強になった、スキルアップになった

・高校や高校生に対して：熱心に聞いてくれた、まじめに聞いてくれた、
年齢が近いため うち溶けやすく聞い くれた年齢が近いため、うち溶けやすく聞いてくれた

・医師会に対して：これまで医師自身のためのものと思っていたがちがっていた、
医師会の活動を知る機会になった

・活動を通して秋田県についての感想：愛着がわいた、秋田大学の役割を認識した、
地方の様子を見ることができた

まとめ

１．医学部の学生と高等学校を訪問しておこなう形式で、麻しんワク
チン第4期接種に関わる講演をおこなった。

２．県がおこなったワクチン啓発的アンケートと比較して、「予防接
種をおこなうこと」や「それがその時無料であること」への認知は、
同等の効果であったが、麻しんという病気の怖さやワクチンでしか
予防できないといった知識の獲得は、本講演の効果が大きかった。

３ 年齢も近く 魅力のある医学生とおこなう講演は 高校生にとって３．年齢も近く、魅力のある医学生とおこなう講演は、高校生にとって
効果が大きかった。

４．一方、医学生にとっても、自らのスキルアップ以外に医師会への
理解や地元への理解が深まる良い機会となった。

「秋田県医師会医学生高校麻しんワクチンプロジェクト」 平成24年7月

～参加してくださった医学生の皆さん用アンケート～

このプロジェクトにご参加いただき、ありがとうございました。本プロジェクトは、今年度
をもって終了となります。昨年医学教育学会のために江間さんがまとめてくださった
結果を拝見しましたが、秋田県が4月に高校3年生向けにおこなうアンケートでも「高
校3年生に今無料でワクチンをうつことになっている」ということを知らせるのに有用で
はありましたが、本プロジェクトの講演を聞いた方々では、「麻しんのこわさ」や「有効
な治療法はなく ワクチンでの予防だけが有効」ということを理解していた割合が多くな治療法はなく、ワクチンでの予防だけが有効」ということを理解していた割合が多く、
皆様の迫力あるご講演の成果ではないか、と思っております。このプロジェクトを終え
るにあたりまして、出動してくださった皆様のご意見を伺いたく、アンケート記入をお願
いいたします。

•高校へ行った時、何年生ですか？（ ）年生（複数年の場合、両方書いて下さい）

•男女別をお知らせください。 （ ）男 （ ）女

•ほかの部やサークル活動を兼ねていますか？ （ ）はい （ ）いいえ

参加され み ご感想をお願 します•参加されてみてのご感想をお願いします。
１自分のことについて
２高校や高校生について
３医師会などについて
４秋田県や行った地方について

•今後、自分や後輩が、医学生として医師会などの団体と一緒にやってみたいことや
やってみたらいいと思うことがありましたら、お書き下さい。
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　問い１「高校３年生は、麻しんの２回目の予防
接種を受けなくてはいけないことを知っていまし
たか。」に対しては、各学校で見ても、講演の効
果も県の啓発的アンケートも、いずれも効果があ
ることがわかります。
　問い２「高校３年生は麻しんの予防接種を無料
で受けられることを知っていましたか。」に対し
ても、講演と啓発的アンケートと同様に効果があ
ることが示されます。
　問い３「麻しんが命にかかわる病気だと知って
いますか。」に対しては、学校によっては、県の
アンケートも効果があるようでしたが、本講演の
効果がよい結果でした。
　問い４「麻しんには、有効な治療法がなく、予
防接種だけが効果があると知っていますか。」に
対しては、各学校で比較しても、本講演の効果が
大きいことがわかります。
　統計的に検討してみました。高校２年生で講演
を聞き、その後、高校３年生になってから、県の
啓発的アンケートに回答した方たちをⅠ群とし、
Ⅰの１は、講演前アンケート、Ⅰの２は、県のア
ンケートとしました。Ⅱ群は、高校３年生で講演
を聞いた群で、その前の高３の春に県のアンケー
トを受けています。Ⅲ群は、講演を受けていない
群で、県全体からⅠ群を除外したものです。各設
問に対して、各群間で、カイ二乗検定を行いまし
た。問い２の「高校３年生は無料で麻しんワクチ
ンを受けられることを知っていますか。」に対し
てのⅠの２とⅡの群だけ、優位差がありませんで
した。そのほかは、すべての２つの群間で優位差
がありました。赤色で示すⅠ群の２は、本講演の
効果を、緑色のⅡ群は、県の啓発的アンケートの
効果を示すと考えられます。
　問い１と問い２、すなわち、麻しんワクチンの
接種を行うこと、無料であることに関しては、や
や差はあれ、本講演も、県のアンケートも高い効
果を示していますが、問い３と問い４、すなわち、
「麻しんが怖い病気であること」「ワクチンが唯一
効果があることを知っている」に関しては、本講
演のほうが、県のアンケートに比してかなり効果
が大きかったことがわかります。
　秋田県の麻しんワクチン接種率です。この５年

間を一覧にいたしました。秋田県は、集団接種を
行っていない県の中では、高い接種率を維持し、
Ⅲ期もⅣ期も、目標である95％に肉薄しておりま
す。
　Ⅳ期だけをグラフにいたしました。この講演の
効果は微々たるものかもしれませんが、この高校
生が自分たちの子供、すなわち次の世代への影響
があったのではないかと思っております。
　最後に、本プロジェクトの目的の３つ目である
医学生にとっての影響です。
　画面に示しますようなアンケートを行いました。
回答者は８名で全員です。男性５人、女性３人で、
男性５名のうち３名が２年間参加してくれました。
２年生で参加した方が３人、３年生６人、４年生
２人でした。全員ほかにサークル活動や部活動を
兼ねていました。
　彼らの感想です。医学生の「自分自身について」
は、「よい経験になった」「勉強になった」などで
した。「高校生や高校について」は、「熱心に聞い
てくれた」「年齢が近いため、打ち解けやすく聞
いてくれた」などでした。「医師会に対して」は、
「これまで医師会は医師自身のものと思っていた
が違っていた」「医師会の活動を知る、よい機会
になった」などでした。「秋田県について」の感
想では、「愛着がわいた」「秋田大学の地域での役
割を認識した」「地方の様子を見ることができた」
などでした。
　まとめです。
　医学生と一緒に高校を訪問して講演を行う形式
で、麻しんワクチンに対する講演を行いました。
県が行いました啓発的アンケートと比較して、予
防接種を行うこと、無料であることは、講演もア
ンケートも高い効果がありましたが、病気の怖さ
や、ワクチンしか効果がないという知識の獲得は、
本講演のほうが効果が大きい結果でした。年齢も
近く、魅力のある医学生が講演を行うことは、高
校生にとって効果が大きかったと考えます。
　一方、医学生にとっても、みずからのスキル
アップ以外に、医師会への理解や、地元への理解
が深まるよい機会となりました。
　最後に、本事業に参加していただきました各高
等学校、秋田県教育委員会、各地域の教育委員会、
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秋田県小児保健会、秋田大学医学部地域医療推進
学講座長谷川仁志教授、秋田県健康福祉部健康推
進課、秋田県医師会事務局、そして医学生のグ
ループＭedicＡの皆さんに深謝いたします。
　以上です。

【座長　澤口】
　ありがとうございました。ただいまの発表につ
いて確認しておきたいことを持っている方いらっ
しゃいますでしょうか。　　はい、どうぞ。

【質問者　Ｃ】
　茨城県の医師会の山脇と申します。非常にため
になるご発表ありがとうございました。我々もま
ねしたいと思います。
　１つお聞きしたいんですけれども、接種率を、
実際に上がったのかどうかの検討はなさっている
んでしょうか、その高校で。

【シンポジスト　小泉】
　接種率に関しては、実際のところはやっており
ません。一校一校で予防接種率があがったかとい
う調査というのはできてはおりません。

【座長　澤口】
　よろしいでしょうか。
　それでは、ただいま秋田県の医師会と秋田大学
の医学部の学生が協力して高校に出向いて、麻し
んや、あるいはワクチンの重要性について講演を
行って、その結果、高校生の意識が非常に高まっ
たということについて発表していただきました。
ありがとうございました。

【座長　大山】
　引き続きまして、第四席「秋田県における中学
校および高等学校の性感染症への取り組みと秋田
県医師会の行う性教育講座への要望」秋田赤十字
病院平野秀人先生、よろしくお願いいたします。

　【シンポジウム】
　『秋田県における中学校および高等学校の性
　 感染症への取り組みと秋田県医師会の行う
　 性教育講座への要望』
　　　秋田赤十字病院総合周産期
　　　母子医療センター長
　　　　　　　　　　　　　　平　野　秀　人

　それでは、これまでの３つの学校感染症の演題
とはかなりカラーが異なりますけれども、我々が
取り組んでいる性教育講座の中で、性感染症のお
話をさせていただきたいと思います。
　これは、性感染症の罹病者数をあらわしており
ます。2002年のデータですので、かなり古くなり
ますけれども、全年齢では、人口10万人対1,200
人ぐらいの罹病者数になりますが、中学校の高学
年、それから高校生を含める15～19歳では2,400
人と、約２倍多く見られております。
　性感染症は、ご存じのように、パートナーに感
染させるとか、妊娠への影響、それから子孫への
影響、治らない、死ぬことがあるなど、人生を左
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右する重大な疾患でありますが、知識と強い意識
で予防することができるという意味では、教育が
とても重要な疾患であると言えます。
　秋田県の医師会では、平成12年より高校生を対
象として、平成16年からは中学生を対象として、
全校に性教育講座を行っております。今回は、性
感染症に焦点を当てまして、学校における性感染
症の取り組みの実態と、それから、性感染症に対
する意識等に関するアンケート調査を行いました。
回収率は、中学校が72.3％、高等学校が88.4％で
あります。
　性感染症について授業を行っているかという問

いに対しまして、中学校では、対象は主に３年生
になるんですけれども、ほとんどの学校で行って
いるという回答でございました。その回数は、年
間１～３回という学校がほとんどでございました。
　高等学校では、対象は主に１、２年生になりま
すが、全校で授業を行っているという回答でござ
いました。その回数は、年間の回数は、１～３回
が70％と半数以上を占めるのでありますが、４～
９回が19％、10回以上が11％と、高頻度に授業に
取り上げている学校もございます。
　学校の授業で取り上げている主な性感染症の疾
患でございますが、エイズ、クラミジアがほとん
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どの学校で行われております。高校では、淋病に
関する講義が行われております。そして、ＨＰＶ
感染症でございます子宮頸がんのことに関しまし
ても、中学校、高校で20％の学校が取り上げてい
るというのは、特筆に値するのではないかと思わ
れました。
　生徒の性感染症に対する関心はどうかといい
ますと、中学生では「高い」が20％、「普通」が
44％、それから高校生では「高い」が24％、「普
通」が52％と、比較的高い関心を持っているとい
うことがわかります。
　私は、ことし、秋田県秋田中央高等学校の性教

育講座を担当いたしましたが、高校２年生233人
に対して行いました。この講座の後で、学校の先
生に、「このことを知ってよかったと思ったこと
を一つ挙げるとしたらどんなことですか」という
アンケート調査をしていただきました。その結果、
性感染症と答えたのが63％で、ほかの項目よりも
はるかに高い関心度を示しております。特に、私
が性感染症を重点的にお話をしたというわけでは
なかったんですけれども、このような結果でござ
いました。
　一方、生徒の性感染症に対する知識はどうかと
いいますと、中学生では「低い」が59％、それか
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ら高校生では「低い」が52％と、知識は関心に比
べまして必ずしも高くない、むしろ低いという結
果でございました。
　性感染症を予防するためにどういう知識が必要
かという問いに関しましては、感染源、感染経路、
それから予防法、そして、その疾患の病態につい
てという項目が多かったんですけれども、中学校
では「意識」という回答をしてくれた、まあ、モ
ラルの問題ですね、これが重要だというふうに回
答してくれたのは興味深い点ではないかと思いま
す。
　秋田県の医師会で行っている性教育講座に対す

る学校側の見解、あるいは要望について紹介いた
します。
　性教育講座、どのようなテーマを取り上げてい
ただきたいかということですが、やはり予防、そ
れから感染経路、疾患の解説といった項目が多く
見られました。その反面、コンドームの使用法と
か治療方法については、さきの３つに比べまして、
それほど希望されておりませんでした。
　よく、性教育講座のアンケート調査後に、衝撃
的な画像であったとか、スライドが気持ち悪かっ
たという回答がございます。恐らく性感染症の画
像に対しての反応と思われます。この性感染症、
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a.8%

b.28%

c.44%

d.20% a.18%

b.27%
c.29%

d.26%
a.8%

b.28%

c.44%

d.20%

高等学校

a.18%

b.27%
c.29%

d.26%

パピローマウィルス（HPV）が原因

子宮頚ガンや陰茎ガンに関わる！

50

0

10

20

30

40

a b c d e f

■高等学校
中学校■



－ 71 －

画像の使用についてどう思われますかというアン
ケートも行いました。
　これは、私が、性教育講座で使っている実際の
画像です。尖圭コンジロームの画像ですけれども、
制作者である私が見ても、確かに衝撃的な画像で
はないかと思っております。中学校では、ぜひ使
用するべきである、あるいは教育上使用するのは
仕方がないという回答をしてくださったのが、お
およそ３分の１、それから、高校ではおよそ半分
に相当いたします。しかし、中学校も高校も、使
用していけない、すべきではないと回答した学校
はございませんでした。

　以上より、学校側のおおよその見解は、教育上、
性感染症疾患の画像供覧は必要であると。しかし、
視覚上不快感を催すような画像の使用は控えるべ
きであるといったところではないかと思います。
　それから、性感染症の感染のルートのお話をし
てほしいというご希望が多いんですけれども、こ
の話をする上で、男女間の性交のほかに、性交の
多様性についても触れる必要があります。この件
についてどう思われますかと聞きました。ｂ、ｃ
が、こういう多様性、性行為の多様性の話をぜひ
するべきであると。それから、ｅ、ｆがしないで
ほしいという欄でございますが、特に中学校では、
こういう男女間の性交以外の性行為について説明
を控えてほしいというところが目立ちました。
　以上、まとめますと、口腔性交や肛門性交など
の性交の多様性について、感染のルートを説明す
る上で必要ではあるけれども、具体的に詳細に話
をする必要はないであろうと。「異性間、同性間
の性的行為」程度の表現でよいというふうな見解
ではないかと思います。
　そのほか、性教育講座に望むことといたしまし
ては、性感染症は個人的な問題ではなく、社会的
な問題であることをぜひ伝えてほしい。それから、
人間として、その人をいたわる気持ち、相手を大
切に思う気持ち、命の大切さなど、生徒さんの心
にしみ入るお話をしてほしいというご希望でござ
います。
　まとめは、スライドに書かれているとおりでご
ざいます。
　今回、私は、このアンケートを通して感じたこ
とを申し上げますと、医師による性教育講座の心
得としまして、性感染症を教育するに当たりまし
て、学校がどの程度のことを教えているのか事前
に知り、学校差や地域差、あるいは学年差などを
考慮し、事前に学校側と十分に打ち合わせをする
ことが望まれると思われました。
　謝辞はスライドにかえさせていただきます。以
上です。

【座長　大山】
　ありがとうございました。ただいまのご発表に
関しまして、この場で確認しておきたいことがあ
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りましたら、挙手をお願いいたします。　　どうぞ。

【質問者　Ｂ】
　先生、ありがとうございます。大阪府医師会の
武本と申します。
　学校の性感染症教育に当たってのゴールデンタ
イム、高校１年生の場合に、夏休みに入るまで
にある程度しっかりした教育をしてあげないと、
「ひと夏の経験」ということがあるよということ
で、非常に注意を受けるんですが、それに関して、
時期の問題で、学校側との相談とかあったんで
しょうか。なかなか学校側は、時期も忙しいので、
時間をとってくれない場合も多いんですが。

【シンポジスト　平野】
　そうです。秋田県では、やはり先生がおっしゃ
るように、夏休みに入る前に、夏休みというのは、
性行為、性感染症の発生する一番危険な時期です
ので、それ以前にお話をしてほしいという希望を
提示される学校が結構ございます。

【座長　大山】
　ありがとうございました。秋田県医師会と教育
庁が協力して推進しております、医師が直接学校
で行う性教育講座に関してのご発表とその成果で
した。平野先生、ありがとうございました。
　それでは、総合討論に移りたいと思いますが、
席の準備がありますので、しばらくお待ちくださ
い。

【座長　澤口】
　それでは、ただいまから総合討論に入りたいと
思います。このシンポジウムは３時40分までとい
うことになっておりますので、ご協力のほどよろ
しくお願いいたします。
　まず、シンポジストの人たちに、それぞれ１題
ずつ、質問を１つずつ受け付けまして、その後で
さらにディスカッションを深めたいと思います。
　まず、第１席の高橋義博先生のご発表について
質問ございませんでしょうか。いかがでしょうか。
　　どうぞ。

【質問者　Ｄ】
　三重県医師会の駒田と申します。
　本当は押谷先生にお聞きするべきかもしれませ
んけれども、2009年のパンデミックのときには、
10％を超えると学級閉鎖という通知が生きていま
して、それが途中から効果をなさないことは、だ
れの目にも、押谷さんのお話でもわかったかと思
うんですが、高橋先生、ちょっと無茶かもしれま
せんけれども、医師会の行動計画の中で、もう少
し柔軟な対応ができるということを期待してよろ
しいんでしょうか。つまり、途中からですと、恐
らくは、従来型に戻す、ないしは学級閉鎖は、回
数は少し減らしても、個人の欠席、休業のほうを
主に置くとかという形の対策がとれれば本当はよ
かったと思う、あのときも。まあ、この次の行動
計画のことになるわけですが、そういうことが柔
軟に行われることを期待していいのかどうかとい
う質問なんですけれども。

【座長　澤口】
　高橋先生、いかがでしょうか。

【シンポジスト　高橋】
　実際は、確かに、今回軽かったから、結果論な
んですよね。ただし、当地区なんかは２月でした
ので、中学校のほうでは高校入試が直前でした。
ある意味、そういうことも考えると、こういう措
置は悪くはなかったなと思うんですね。もう、世
界的な流行が始まってから十分たっていましたの
で、ものの状態はわかっていましたけれども、時
期とか状況、あと、学校の性質なんかを考慮して
のその対応は必要であって、それはある程度、そ
の地域で統一した行動をとるほうがコントロール
はしやすいかと思いました。結果としては。

【質問者　Ｄ】
　私は、三重県の北西部のほうなんですが、途中
から、効果がないということと、既に社会にもう
蔓延していますので、その時点の学級閉鎖はあま
り効果がないだろうと考えて、自分の町ですけれ
ども、私と教育長の責任において、途中からです
けれども、その学級閉鎖、２回目、３回目も行わ



－ 73 －

ないと。そのかわり、個人の欠席を大事にする。
その結果として、冬休みをつぶす、補習授業もつ
ぶすこともなく、２週間ゆっくり休養できて、そ
こで流行が既に終わってしまったという経験をし
ておりますので、もう少し行動計画に関しても、
この次は柔軟な対応ができればと考えております。
よろしくお願いいたします。

【シンポジスト　高橋】
　重症の場合であれば、積極的に相談が来るんで
すけれども、今回に限っては、社会的にそういう
状況がわかっていましたので、私が関与している
学校医の、経過を、３つ、３学年出したところは
こまめにやってくれたので、ある程度の成果は出
たと思うんですね。そこで区切っていくことはで
きたと。あれ、中途半端にすると、どんどん変な
状態で、授業の差が出たりとかですね。それは防
げたんじゃないかと思うんです。ですから、状況
だと思いますけれども。

【質問者　Ｄ】
　ありがとうございます。

【座長　澤口】
　押谷先生、同じ質問でいかがでしょうか。

【シンポジスト　押谷】
　2009年のときにも、学校のほうの関係者、特に
文科省とか教育委員会とかからは、統一の基準を
出してくれということを強く要望されたんですけ
れども、我々の意見としては、統一の基準を出す
というのは、これはもう不可能だと考えています。
本来は、先生おっしゃったように、地域の感染状
況、疫学状況ですね、早期で周りに、地域に蔓延
していないような状況であれば、かなり学校閉鎖
というのは有効なんですけれども、ある程度地域
に感染が拡大してしまっている後は、やっても
やっても、これはもうイタチごっこで、あまり効
果がなくなっていきます。そういう、本来は、地
域の状況に応じて、何を期待して、どういう基準
でやるのかということを決めていかないといけな
いということになります。何％になったら何日間

やりますということを、統一の基準でやるという
こと自体が無理なんだというのが基本的な考え方
だと思います。

【座長　澤口】
　ありがとうございました。
　それでは、第二席の「感染情報収集システムに
ついて」ご質問。　　はい、どうぞ。

【質問者　Ｅ】
　高知県の石黒と申します。この４月に新型イン
フルエンザ等対策特別措置法、特措法が施行され
まして、各県で行動対策、計画というものが作成
されつつあると思うんですが、そのときに問題に
なったのが、リアルタイムにその情報を得る一つ
のシステムとしまして、学校欠席者情報収集シス
テムというのが問題になりました。
　ところが、これは、リアルタイムに、学校医の
み取得できる情報でありまして、いろいろな感染
症をグループに、情報をなかなか皆もらえないと。
パスワードが必要だということで、それ以外の先
生方には、結局、１週間ごとの情報ならわかりま
すけれども、それ以外に、リアルタイムに出る情
報、ほかに先生方に広く得る方法としまして、こ
の学校欠席者情報システムというのが有用だとい
うことはわかっているんですけれども、秋田県な
いしほかの県では、これをこういうような特措法
の情報源として利用させるために、どのように今
後活用されるか、全医師会員にもですね、情報を
ほかの先生方もパスワードなしで入っていけるよ
うなシステムができないかどうか。どういうふう
にお考えでしょうか。

【座長　澤口】
　小泉先生、どうぞ。

【シンポジスト　小泉】
　秋田県医師会で感染症の対策をやっております
常任理事の小泉と申し上ます。感染症情報システ
ムは、医師会のパスワードというのをいただいて
おります。医師会のパスワードで入りますと、例
えば個人的な学校の何年何組までは見られません
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が、地域でどんな感染症どように流行しているか
は全部が見られるようになっております。学校医
の方はご自分の学校の何年何組まで見れますが、
各医師会員にはパスワードをお教えしますという
ことでお知らせしております。ただ、パスワード
のリスクがあるところは、だれでも変えられるの
で、絶対変えないでくださいというふうにお願い
して、秋田県医師会のパスワードをお知らせして
います。ただ、まだ、新型インフルエンザでこれ
を使うというところまでのお話し合いにはなって
いませんが、先生の今のご意見を伺って、使える
かもしれませんので、今後、その特措法に基づい
た行動計画の中に、医師会の行動計画、今、それ
を作成中ですので、ぜひ参考にさせていだたきた
いと思います。ありがとうございます。

【質問者　Ｅ】
　ありがとうございました。

【座長　澤口】
　ありがとうございました。
　それでは、第三席の「高校プロジェクトの効果
について」の発表について、ご質問ございません
でしょうか。　　はい、どうぞ。

【質問者　Ｆ】
　兵庫県から来ました日野と申します。ややワク
チンに、ネガティブな日本の社会を変えるために、
やはり中高生の意識を変えるというのは非常に大
切なことと思いまして、小泉先生のご発表、非常
に興味深く聞かせていただきました。
　私も、このＭＲのⅢ期、Ⅳ期の最後の年に、ぜ
ひ中高生の意見を聞きたいと思いまして、私のと
ころでやるときに、一応そのワクチンの説明をし
まして、１ヵ月後にアンケートを送らせてもらい
まして、それでしたんですけれども、１年間で90
人ぐらいやったと思うんですがけれども、それで、
回答が70ぐらいあったと思うんですが、それで、
説明をして、このワクチンが有意義であったかど
うかというのが、それの有意義だとした者は、や
はり病気の知識が高い群、そして、親の理解、ワ
クチンに対する積極性が高い群ということがわか

りました。
　ワクチン接種時の不安感、ワクチンが怖いとか、
あるいは副作用が心配というのは、結局、副作用
がゼロだったもので、それは優位には関係しな
かったということはわかったんですけれども、友
達に勧めたいか、あるいは子供ができたときに子
供にしたいかということは、何とも言えないとい
うのが多くて、ちょっとがっかりしているところ
であるんですけれども、先生のご発表で、積極性
にしたいかとか、あるいは有意義であったとか、
あるいは友達に勧めたいかとか、そういうところ
の何か情報とかアンケートがあれば、あるいは村
上先生のほうでも、何かそういうワクチンに対す
る中高生の意識がおありになれば、お教えいただ
きたいと思います。

【シンポジスト　小泉】
　ありがとうございます。一応、今回のワクチン
に関してのアンケートは、比較のために県の啓発
的アンケートとそろえたのと、この講演に対する
アンケート、有用であったとか、そういう内容は
ありましたが、自分の子供に積極的にやりたいと
かということなどは、残念ながら取りませんでし
た。
　ただ、どの子も今ワクチンを接種に行けと言わ
れて来たとか、痛くて嫌だとか、そういうことが
主な子が多くて、その中で、やはりどういう意味
があるかというのをやっぱり理解していただくと
いうのが非常に大事なので、その辺のところはア
ンケートに出なかったことは確かですので、今後
こういうようなことをまたやるとすれば、また参
考にさせていただきたいと思います。
　村上先生、何かありますか。

【シンポジスト　村上】
　資料を全く持ち合わせておりませんので、ご回
答できるかどうかというところなのですが、この
ＭＲのⅢ期、Ⅳ期が始まってからは、毎年、県の
健康福祉部健康推進課の事業「秋田県はしか排除
推進月間」の一環で、高校３年生を対象として接
種に向けた意識啓発を目指したアンケートを実施
していただいておりました。
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　その結果は手元にないのですが、秋田県は全国
の中でも接種率が上位に位置しており、アンケー
ト等の取組が貢献したのではないかと思っており
ます。小泉先生がやってくださったプロジェクト
もありがたい事業で、生徒の意識を高める上で大
きな成果を上げていただきました。

【座長　澤口】
　ありがとうございました。

【シンポジスト　小泉】
　先生、追加ですが、先ほどご質問いただきまし
たワクチン接種率が上がったどうかというのは、
先ほどお話ししましたように調べてはいないので
すが、実際、この講演を希望していただいた学校
に訪問しますと、うちは接種率が低いので申し込
んだという言い方をしておられました。その後調
査していないのですが、同じ学校からまた申し込
みがあったりと、効果があったと勝手に自負して
いる状況です。もっと調べればよかったと反省し
ております。

【座長　大山】
　それでは、第四席の性感染症と性教育講座に関
しての演題に関して質問ございませんでしょうか。
　　はい、どうぞ。

【質問者　Ｇ】
　佐賀県医師会の徳永と申します。
　二、三お伺いしたいんですが、一つは、この講
義に行かれるのが産婦人科の先生、小児科、泌尿
器科の先生ということなんですが、小児科の先生
や泌尿器科の先生たちがどの程度、何％ぐらい加
わっているかということが一つと、この中に学校
医の先生が入っているかどうかということ。もう
一つは、授業の内容なんですけれども、何か均一
化できるようなスライドとか文書とか、そういう
ものはつくられているんでしょうか。

【シンポジスト　平野】
　まず、最初のご質問ですけれども、多分、産婦
人科の先生が７割くらいでしょうか。小児科の先

生が２割くらいで、１割ぐらいが泌尿器科の先生
じゃないかなと思われます。
　それから、学校医の先生も含まれております。
　あとは、共通するスライドは、産婦人科医会の
ほうでつくったスライドをもとに、その後、県の
医師会で共通するスライドを作成しておりますし、
また、今度それを新しいものにしようということ
も行われております。

【質問者　Ｇ】
　ありがとうございました。
　佐賀県医師会のほうでは、県の医師会に性教
育対策委員会というのをつくりまして、そこが
チェックをしながら共通のスライドをつくってい
ます。それは、学校医を中心とした学校での性教
育ということで、佐賀県全県下及び高校、高校の
場合は１年から３年まで行って、そのうち３回の
うち１回は学校医がやってくれということを教育
委員会のほうが進めてくれて、その中で手伝って
おります。
　どうもありがとうございました。

【シンポジスト　平野】
　学校医の先生は何科の先生が。

【質問者　Ｇ】
　普通の内科の先生が多いと思います。一般に開
業されている先生ですね。ただ、始めるに当たっ
て、できないという声がものすごく多くて、何回
か研修会を行いました。質問があったときにどう
すればいいんだとか、そんなことがありましたけ
れども、今、４割ぐらいは学校医がしていただい
て、残りは婦人科の先生です。ただ、婦人科の先
生にも非常に格差がありまして、20回ぐらい行っ
てくれる先生もあれば、振り向いてくれない先生
もいるんですね。今回のこの話で、先生が泌尿器
科の先生たちもおいでになっているということが
非常に参考になりました。どうもありがとうござ
いました。

【シンポジスト　平野】
　どうもありがとうございます。秋田県でも、ぜ
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ひ、先生のところの活動を参考にさせていただき
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【質問者　Ｇ】
　そうですね、佐賀県のホームページから、性教
育のスライドですか、使っている講義内容は閲覧
できますので、どうぞご利用ください。

【シンポジスト　平野】
　拝見したいと思います。

【座長　大山】
　ありがとうございました。
　多少時間がありますので、押谷先生の発表も含
めて、各先生方に対してのご質問ありましたら。
　　それでは、前の方からどうぞ。

【質問者　Ｈ】
　ぜひ押谷先生にお聞きしたいんですけれども、
インフルエンザの対策における、特に新型です
ね、学校の役割は非常に大切だというのは、さっ
き非常にわかったんですが、そうすると、学校で
結局、医者が行って集団で、例えばインフルエン
ザのワクチンをするときに、今、経鼻ワクチンも
ありますよね。そうすると、どうせ、新型ですと、
どうしても２回しないといけないので、非常に人
手がかかって、それで効果が出るまで時間がかか
るので、なかなか制圧するというか　　おくらせ
ることはある程度できるかもしれないんですけれ
ども、制圧は難しいと思うんですよ。そのときに、
短期間で、もし、経鼻ワクチンがあれば、医師法
上できるのかどうかわからないんですが、医者が
インストラクターになって、中高生だと自分で鼻
に、一斉にできるんじゃないかと思うので、非常
に、そうすると、短時間でできるし、集団が何人
いてもいいので、インフルエンザワクチンさえあ
れば。
　ただ、国はまだ認可していませんよね。で、将
来的な話ですが、新型は多分必ず入ってくると思
うんですが、そういうときのために、国はそうい
うことまで考えているのでしょうか。

【シンポジスト　押谷】
　今、新しいワクチンは幾つか開発中のものが
あって、国産のワクチンでも、感染研が開発して
いる経鼻ワクチンが、恐らく近々臨床試験も始
まってくるんだと思うんですが、そういう形で、
新型インフルエンザを見据えて、どんなワクチン
をどういうふうな形でやっていったらいいのかと
いうことは、国も考えてはいます。
　かなり巨額の予算がそこには使われていて、新
しいワクチンの開発、あとは、迅速に、短期間に
ワクチンをつくるという体制をつくるというよう
なことに、国の予算はかなり使われています。
　ただし、少なくとも、その経鼻ワクチンが出て
くると、また状況は違ってくると思うんですけれ
ども、今のワクチンは、迅速に接種しても、恐ら
く流行を阻止する効果はかなり限定的にしかなく
て、もう少し、その新しい経鼻ワクチンを含めて、
新しいワクチンが出てこないと、新型インフルエ
ンザが起きて、それを感染拡大を阻止するという
効果を期待してワクチンをやるというところには
なかなかいかないというのが今の現状だと思います。

【質問者　Ｈ】
　医師法に触れるんですか。自分で、例えば、集
団で、例えば医者がインストラクターになって、
全員こうしましょうなんて、ぼんとやるのは、医
師法に触れますか。

【シンポジスト　押谷】
　経鼻ワクチン、現状では日本で認可されている
ものがありませんので、それが認可されたときに
どういう形になるかということは、これからの恐
らく検討課題になるんだと思います。

【座長　大山】
　もう一方の方、どうぞ。

【質問者　Ｂ】
　大阪府医師会の武本です。
　押谷先生にお伺いしたいんですが、早期のイン
ターンベンション、早期のサーベイランスによっ
て、介入して、その後しばらくしても、集団感染
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の中の未感染部分が増えていると、後の感染が
ぐっと広がる可能性があるというその香港のグ
ループの考え方なんですが、新型のときに大阪で
証明しましたように、やはり早期の対策というの
は、その次の対策の時間稼ぎであって、感染を完
全に抑えることはできないというのは基本的にア
グリーだと思うので、そこのところで、例えば、
もしもその対策を打ってなかったら、もっと早期
に、ひどいディザスターな状態が起こったのでは
ないかという考え方があるんじゃないかというこ
とを、ひとつ、その辺、先生どうお考えなのかと
いうことで、多分先生もおわかりだと思うんです
けれども、そこもひとつ注意したかったのと、そ
れから、それに対応するには、やはりリアルタイ
ムなサーベイシステムがぜひ必要でありますので、
なぜそのリアルタイムのサーベイシステムがトッ
プダウンで進まないのかというところを、先生、
教えていただけませんでしょうか。

【シンポジスト　押谷】
　第１点目ですが、早期の対応というのは、神戸、
大阪で証明されたように、ああいう形で効果があ
るだろうということがわかっています。地域の感
染の拡大を阻止するためにもかなり効果があった
と考えられます。日本は実際にかなり積極的な対
策を行いました。一たん封じ込めに成功して、そ
の後、また、どんどん感染が広がっていくわけで
すが、そこで時間稼ぎができたというのは、非常
に大きな効果があったと思います。
　４月20日前後に、ニューヨークで同じようなこ
とがあって、ニューヨークも、中高一貫の大阪と
同じようなセッティングで流行が起きて、ニュー
ヨークはすぐに学校閉鎖をやらない、原則として
やらないと決めて、もう５月にはかなり大きな流
行が起きてしまっています。ニューヨークの中で、
かなり多くの人が亡くなっているんですね。そう
いうことが起きなかったというのは、やっぱりそ
こで時間稼ぎができたということは非常に大きな
意味があったんだと思います。
　ただ、あれを、じゃもう一回同じようなセッ
ティングで、同じようにやって、同じようにうま
くいくかどうかというのは、これはまたよくわか

らないところがあります。それは、恐らくいろん
な状況、そのニューヨークも、恐らくその周りに
感染者がかなりいるような状況で、日本の状況と
はかなり違ったということが一つあるんだと思い
ますが、ただし、そういう時間稼ぎして態勢を立
てるとか、ワクチンの生産に間に合わせると、そ
ういう意味での効果が期待できるものだと、私も
思います。
　２点目の、リアルタイムのサーベイランスのシ
ステムというのは、いろんなことが考えられてい
て、その学校の欠席システムなんかは、かなりリ
アルタイムに近い状況ですけれども、今の感染症
法で規定されている定点サーベイランスとか、そ
ういう方法ではどうしてもタイムラグが起きると。
これを何とかしなきゃいけない。医師会によって
は、かなりリアルタイムに近いような形で、ネッ
トで入力して、それをリアルタイムで公開してい
るようなところもあって、そういうことを本来は
やっていかなければいけなくて、ただ、それが、
先生ご指摘のように、国からのイニシアチブとし
てはできていなくて、地方の医師会とか、そうい
うレベルでやっているというのが現状なので、こ
れは、本当は、新型インフルエンザというような
ことを見据えるのであれば、先ほどから議論に
なっているように、リアルタイムのモニタリング
システムというのはどうしても必要なので、そう
いうことをやっていく必要があるんだと私も思っ
ています。

【質問者　Ｂ】
　先生、地区の医師会で進めるのに非常に苦労し
ていますので、ぜひよろしくお願いします。

【座長　大山】
　まだまだディスカッションは、たくさんあると
思いますが、そろそろ時間ですので、これでこの
シンポジウムを終わりたいと思います。あとは、
懇親会の席でご討議をよろしくお願いいたします。

　最後に、本日のシンポジウムに関しまして、押
谷先生より総括をよろしくお願いいたします。
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【シンポジスト　押谷】
　僭越ですが、簡単にコメントをさせていただき
ます。
　私も、今日ここに来るまで、こんなに大きな会
だということも知らずに、この会が44回目ですか、
40年以上にわたってやられているということも存
じ上げていませんでした。ただ、やっぱり学校と
いう場は、感染症対策を考える上で、いろいろな
意味で重要な場で、感染拡大の場でもあるし、先
ほどから話が出ている教育の場でもあるし、そう
いう意味で、学校を中心に感染症対策をしていく
というのは非常に重要な意味を持っているのだと
思います。
　こういう形で学校医とか養護教諭とか、そうい
うシステムがある国というのは世界的にも非常に
少なくて、こういう歴史を持って、その学校を中
心に感染症　　感染症だけではないですが　　保
健対策をやってきたということが、日本のいろん
な公衆衛生対策の中でも非常に大きな意味があっ
たのだと思います。
　2009年のあの流行でも、ほかの国に比べると、
日本は非常に被害が最小限に抑えられています。
死亡者も200人ぐらいに抑えられています。アメ
リカはＣＤＣの推計で、１万2,470人の人が亡く
なったという推計が出されていて、そういうこと
を比べて、あの2009年の対策をよくよく今見ると、
私なんかが見ると、どう考えても、国の対策がよ
かったから日本がうまくいったとは思えません。
　最初のとき、あのとき、ちょうど、政権のかわ
り目だということもあって、いろんな混乱があっ
て、最初に出てきたころは、舛添さんが厚生労働
大臣だったんですけれども、我々から見ると、何
でこんなことをするんだろうというようなことが
たくさんなされていて、ワクチン接種に関しても、
ワクチン接種の回数がころころ変わったりとか、
大量のワクチンを輸入して全然使われなかったり
とか、そう考えると国の対策がよかったからとい
うふうには、どうも私には思えなくて、やっぱり
日本の、ああいうことが起きたときの日本の強さ
というのは、やっぱり地域の強さなんだと思いま
す。
　そういうのを支えているのが地域の医師会とか、

学校医を中心とした学校関係者とか、そういうも
のに支えられて日本の感染症対策というのは、世
界よりも非常に進んでいる部分があるのだと思い
ます。
　やはり歴史のあるこういう会がそういうものを
支えてきたんだと私は思っています。これからも、
学校が感染症対策に重要だということは全く変わ
りがなくて、今後いろんなことが起きてくると、
また先生方がいろいろな対策をしていくというこ
とで、日本の感染症対策というのは支えられてい
くのだと思います。そういった意味で、これから
も先生方に頑張っていただきたいと思っています。
　以上です。

【座長　大山】
　ありがとうございました。
　学校におきます感染対策を多方面より検討する
ことができたと思います。
　これで本日のシンポジウムを終了させていただ
きます。ありがとうございました。

【司会　長岡】
　先生方、ありがとうございました。会場の皆様
も活発な議論をありがとうございました。どうぞ、
もう一度大きな拍手をお送りください。
　ありがとうございました。そして、座長の先生
方もありがとうございました。
　続きまして、特別講演に移ります。ステージの
準備が整うまで、いましばらくお待ちください。
準備ができ次第特別講演を始めていただきます。
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座　　長　　　秋田県医師会会長　　　　　小山田　　　雍

演　　題　　　『資源の獲得競争に負けない日本を
　　　　　　　　　　－秋田から資源学の発信を－　 』

講　　師　　　秋 田 大 学 学 長　　　　　吉　村　　　昇
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【司会　長岡】
　お待たせいたしました。ただいまより、特別講
演を始めさせていただきます。
　本日の特別講演は、秋田大学学長の吉村昇先生
をお迎えいたしました。演題は、「資源の獲得競
争に負けない日本を－秋田から資源学の発信を－」
です。
　座長は、秋田県医師会会長の小山田雍先生にお
願いいたします。それでは、先生、お願いいたし
ます。

【座長　小山田】
　特別講演の座長を務めます秋田県医師会の小山
田でございます。座ったままで失礼いたしますけ
れども、講師であります秋田大学学長吉村昇先生
をご紹介いたします。
　先生のご略歴につきましては、本大会、大会冊
子の59ページに掲載されておりますので、ご参照
いただきたいと存じます。
　申すまでもありませんが、今、ＩＴ機器、ま
た、自動車に用いられるレアメタル、レアアース
の世界におけるニーズが高まっておりますけれど
も、これらの資源の確保は、国際的に熾烈な情勢
となっていることはご承知のとおりでございます。
エネルギーや資源の安定的な確保は、国の存亡に
かかわると言っても過言ではありません。
　秋田県の鉱山や資源の歴史を振り返りますと、
100年前の明治期に盛んになりまして、特に銅の
生産は全国有数のもので、鉱山専門学校が開設さ
れ、その後、昭和の時代、戦後でございますが、
唯一の大学、鉱山学部が発足いたしました。
　吉村学長は、この歴史を有する秋田大学が、日
本の資源開発、産業の発展に寄与するべき人材の
養成を担うために、卓越したリーダーシップを発
揮され、来る平成26年４月には、秋田大学の学部
を再編いたしまして、国際資源学部の新設という
ことが決定したところでございます。
　そうして、今月の11月１日には、栄えある秋田
県文化功労者を受賞されました。資源の世界的教
育の拠点、国益に貢献する大学に向けて、秋田大
学の今後の発展を期待するものであります。
　それでは、「資源の獲得競争に負けない日本を

－秋田から資源学の発信を－」と題します先生の
ご講演をお聞きいたしたいと思います。
　先生、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　　資源の獲得競争に負けない日本を
　　　－秋田から資源学の発信を－
　　　　　　　　　秋田大学学長
　　　　　　　　　　吉　村　　　昇　先生

　ただいま医師会長の小山田先生からご紹介い
ただきました秋田大学の学長の吉村でございま
す。平成20年の４月から学長をしておりますので、
ちょうど６年目ということであります。
　小山田会長から、ぜひ講演をと言われまして、
何が一番皆様方に興味を持っていただけるかなと
いうことをいろいろ考えました。私自身は工学系
の電気工学出身ですので、医工連携というのはも
ちろんさまざまな研究をしておりますが、本日は、
医学部出身、医者の先生がほとんどですので、全
く変わった話をさせていただいたほうがいいかな
ということで、資源あるいは鉱山というキーワー
ドで、ぜひお話をさせていただきたいと思います。
　日本は、昔から資源小国であると言われており
ますが、今ますます大変な状況に陥っております。
ご承知のように、中国が国家的な重点事項として
資源の獲得を挙げ、石油、石炭、非鉄金属、鉄鋼、
これらすべて国家事業として世界中の国へ出か
け、資源を採掘し自分の国に持ってくるという状
況にあります。一方日本は、残念ながら、ＯＤＡ
の予算で、資源のある国にある程度の予算を置い
て、民間事業として少し事業をしてきたというこ
とが現状です。このままいったのでは、商社、あ
るいは鉱山会社頼みで、お金を出して、その国の
権益を買って鉱石を持ってくるという時代感覚で
は、世界的には中国に負けてしまいますので、もっ
と密接な交流をすべきであるということをいろい
ろ考えました。
　成田為三作曲に「秋田県民歌」があります。成
田為三先生は、旧秋田師範学校の卒業生ですので、
秋田大学の卒業生ということになりますが、この
成田為三先生が作曲された県民歌の２番の歌詞の
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なかに、「地下なる鉱脈／無限の宝庫」という歌
詞があります。
　「地下なる鉱脈／無限の宝庫」、これをつくった
当時、資源は秋田では無限にあると思っていたん
でしょうが、いずれ、石炭にしても石油にしても、
それから非鉄金属にしても、すべて掘り尽くすと
何もなくなってしまう。現在は、ほとんどない状
態が秋田でも生じています。日本の国力を高める
ためにも、戦略を練って国益をきっちり守るとい
う形をつくる必要があると思い、学長になってか
ら、資源の復興はもう一度秋田大学が担いたいと
いう気持ちをずっと持っておりました。
　秋田には、約23万部ぐらい発行している「秋田
魁新報」という地元の新聞社がございますが、今
日たまたまタイミングよく、「秋田大学の国際資
源学部に期待する」という社説が掲載されており
ました。
　今、会長先生からご紹介ありましたように、今
回私は秋田大学の改革をかなり大胆に進めてまい
りました。医学部だけは今回一切手をつけており
ませんが、手形キャンパスの教育文化学部と現在
の工学資源学部を改組して、改組再編してという
よりも全く新しい学部、新しい発想の国際資源学
部というのをつくることで、10月31日に文科省か
ら認可を受け、正式に来年の４月１日付で発足す
ることが決定しました。後ほどパワーポイントで
ご説明をいたしますが、この学部は、２年の後半
からの専門教育はすべて英語で授業し、１年生に
入ってから２年の前期までは、すべて英語の基礎
教育をしっかりやります。それから、３年生の後
期で、約４週間、外国の鉱山に実習に出します。
これは必修科目です。定員が120名ですが、すべ
ての学生を出しますということで、今回、これで
文部科学省に申請をさせていただきました。
　もう一つは、教授会改革をしました。これは全
国で初めての教授会改革でございまして、皆様の
なかには医学部・医科大学の卒業生で、現在教授
の先生もおられるかもしれませんが、学部の教授
会というのは、これはなかなか大変な教授会でご
ざいまして、今は死語となっていますが、今で
も「教授会の自治」という言葉を発する教授がお
ります。法律的には、学校教育法という法律がご

ざいます。通称学教法と言っておりますが、学校
教育法第93条に、「学部に教授会を置く」という
規定がありまして、その後に、重要事項を審議す
るという文言が生きています。昭和24年に新制大
学ができてから、その学教法93条の規定に基づき、
教授会において重要な事項を審議するということ
で、人事から予算からすべて教授会が決定すると
いう形がずっと今日まで生きてきております。
　最近、平成16年の国立大学法人化とともに、
もっと学長のリーダーシップ、ガバナンスをしっ
かりつくるという方向が、今、大変議論の最中で
ございまして、恐らくこの学教法の93条の文言が
いずれ変わる予定でおりますが、秋田大学のこの
国際資源学部は、その改革の第１号です。
　何を変えたかといいますと、簡単にお話いたし
ますと、学部長は学長が指名をするということが
１点目。全国のどこの学長も、「学部長は学長が
指名したいんだけど、できないんだよな」という
ことを言います。私も今までの医学部はもちろん、
工学資源も教育文化も、学部長を指名するのはで
きませんので、選挙で選ばれた学部長を承認する
という形をとってきましたが、今回の新しい学部
は、学長が学部長を指名をするということが１点
目。
　それから、人事権、それから予算権。これはす
べて外部から委員を半分入れた教育研究カウンシ
ルという組織を今回つくりました。12名の構成員
で、国際資源学部の教授が６名、それから外部か
ら６名の外部委員。例えば東大とか東北大学とか
九州大学の教授、独法の先生とかですね、民間企
業の第一線の活躍者とか、そういう外部の方が６
名入っております。６名と６名の合計12名で、採
用、昇任、それから予算にめり張りをつけるとか、
そういうことをしますということを今回決定をい
たしました。
　これが今回、第１号ということで認めていただ
き、文科省からも大変高い評価をいただきました。
秋田大学の国際資源学部が、これから世界に打っ
て出られる人材を、オールジャパン体制で秋田の
地でつくり上げていくと。東大・東北大の教授も
秋田に来ますし、英語で授業し、外国から留学生
もたくさん受入れ、日本人の学生もタフな学生で、



－ 81 －

英語ができる学生が外国の鉱山会社とネゴシエー
ションができるような、そういう人材を養成して
いくという制度設計が無事認められ、来年の４月
から設置ということになっています。
　今日はその話は別として、最後に少し触れさせ
ていただきますが、もともと秋田は鉱山の非常に
豊富な、石油も地下資源も日本でも有数の鉱山県
でした。その過去から現在、未来、こういうこと
を今考えていますよということで、しばらくお話
をしたいと思います。しばし、ご清聴のほどお願
いしたいと思います。
　以下「※」で画面を進めています。
　※これがきょうの表紙でございまして、秋田大
学の正門の右側からちょっと眺めた写真でござい
ます。平成20年４月、学長になってから、まず環
境整備をしっかりしたいということで、こういう
形に変えました。本当はこの松の木がちょっと邪
魔なんですが、なぜか秋田大学は松の木ばかり
あって、後ほど古い写真を見ますと、当時松の木
を植えたのは、何か防風林のためだという話があ
るんですが、やたらと黒松が多いんですね。これ
が今まで校内を暗くしてきたものですから、間引
きをして、ところどころに広葉樹を入れて、こう
いう形で少しずつ変えております。
　※きょうのお話の内容は、秋田の地、鉱山開発
の歴史で、秋田県の例と大学の例と、それから、
レアメタル、レアアースのかかわり、資源政策、
最後に秋田大学の改革状況について、しばしごら
んになっていただければと思います。
　※まず最初に、秋田県の人口動向を見ていただ
きたいと思います。実は、昭和55年、ちょっと最
近の話なんですが、125万6,000人、秋田県の人口
がございました。古くは136万という時代があっ
たんです。鉱山がものすごく隆盛のころ、136万
という人口だったんですが、１回落ちて、もう一
回ここで126万になりましたが、これからずっと
右肩下がりに落ちてきています。平成17年、私が
県の政策にかかわったときですが、平成17年で
114万まで下がっております。平成６年には、実
は地下鉱山がすべて廃止になり、いわゆる鉱山の
採掘からその他すべてが秋田ではなくなりました。
石油が今少し採れておりますが、鉱石関係はここ

でストップです。ずっと落ちてきまして、県の総
合政策では点線が２本こうなっていますが、残念
ながら、下側の線を今秋田県はたどっております。
現在、105万まで落ちております。平成25年で105
万。間もなく12月くらいで104万に落ちますので、
いずれ近い将来100万を割るという極めて高齢化
率の高い状況です。
　※当時、かつての一番隆盛の時代に、秋田にど
のぐらい鉱山関係の事業所があったかといいます
と、非鉄金属鉱山が一番多いんですが、125ヵ所
もあったんですね。これが非鉄の金属鉱山、地下
資源です。小坂鉱山、尾去沢、花岡。小坂と花岡
と釈迦内、松峰、この辺は、昔の同和鉱業で今の
ＤＯＷＡホールディングスです。尾去沢は今の三
菱マテリアル系、阿仁は古河鉱業ですね。荒川と
か院内とか、こういうのがたくさんありました。
それから、石炭が10ヵ所、これは褐炭で、あんま
り質のよくない石炭なんですが、一応10ヵ所、硫
黄が10ヵ所、鉄も14ヵ所ぐらいありました。その
ほかに、非鉄金属の製錬所が４ヵ所、それから油
ガス関係が47ヵ所もあって、今も３ヵ所ほど稼働
しておりますが、47ヵ所あって、製油所がたくさ
んある。そういう隆盛な時代がございました。
　※これが県外の皆様方に秋田県の地図を見てい
ただきたいんですが、全国で第６番目の行政面積
を持っております。秋田市がちょうどこの辺で、
男鹿半島がございます。ちょうど岩手県との県境
が地熱の地帯。後ほどお見せいたしますが、八幡
平のあたりに地熱が２ヵ所、それから湯沢の奥に
１ヵ所ございます。現在、我々は海岸線の風力発
電を頑張ってやっている最中で、メガソーラーも
この辺でやっております。それ以外は地下資源関
係は全くございません。
　昔の話をちょっといたしますと、当時の同和鉱
業の小坂鉱山事務所です。十和田湖のすぐそばに
小坂町という町がございますが、そこに小坂鉱山
というのがございました。今の小坂製錬株式会社
ですが、近代的な当時のバルコニーつきの事務所
がございまして、これが今小坂町とＤＯＷＡで共
同出資をして、新しく別の場所にモデルの建物を
建てております。
　※これが八幡平の裾野に三菱マテリアルが所有
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していた尾去沢鉱山です。今は観光鉱山にしてお
ります。県内でトンネルの中に入れるのは、現在
はこの尾去沢だけです。ガイドつきで中に入って
見れる形になっております。八幡平の裾野のとこ
ろにあります。
　※これが当時の尾去沢鉱山選鉱所跡と大煙突で
す。これが最盛期のころの尾去沢鉱山と製錬の跡
地の写真ですね。ごらんのように、はげ山になっ
ております。排煙から出る酸性系の煙ですべて木
が生えなくなってしまって、今は緑の木になって
おりますが、当時は、はげ山だらけという状態です。
　※これがちょうど内陸線、角館と鷹巣の間に
100キロぐらいの内陸線が走っておりますが、そ
の途中に阿仁という町があります。マタギの町で
有名ですが、阿仁鉱山というのが当時ございまし
て、その鉱山事務所の明治17年の写真です。
　※これが阿仁鉱山、異人館ということで、外国
人の鉱山技師がここに住んでいたときの建物です。
現在もここに行くと、観光という形で見ることが
できます。
　※大館市の郊外に松峰鉱山というのが当時あり
ました。これは田んぼなんですが、この周りに松
峰の鉱山がありました。ここからトンネルで地下
に入って、この地下に黒鉱という大変有名な、た
くさん鉱石の含まれた黒鉱がありました。それを
掘って、ここで選鉱しているという状況の松峰鉱
山がございます。現在は、土壌浄化の汚染の拠点
という形で使われております。
　※それから、これは、大日本鉱業という会社の
発盛精錬所です。当時、これは日本海でございま
して、五能線、能代から青森県の五所川原沿いに
日本海を通る五能線という鉄道がありますが、そ
の途中に八森という町がございます。今、八峰町
という町になっておりますが、そのときの精錬所
の跡地でございます。
　※これが現在稼働しております小坂製錬株式会
社の小坂製錬です。現在、リサイクル関係で極め
て優秀な技術を持っておりまして、最初は家電４
商品を集めてレアメタル、レアアースの回収をし
ておりましたが、今は、小電回収といいまして、
携帯電話とかパソコンをここに集めて、その中か
らレアメタル、レアアースを回収し、ＤＯＷＡの

中でも拠点として使われております。
　※次に、製錬の話をいたします。これは、秋田
港のすぐ右の横にございます秋田製錬株式会社の
製錬所です。日本の亜鉛製錬のほぼ半分以上の亜
鉛をここで製錬をしております。これは非鉄大手
６社が共同出資をしてできた製錬所でございまし
て、ＤＯＷＡが一番大きな株式を持っております。
大きな製錬所でございまして、ここはちょうど東
北電力の秋田火力発電所で石油火力ですが、ここ
にタンカーが接岸して、陸路をこういうトンネル
でここにタンクに入れて、重油をたいて発電をし
ております。約160万キロワットぐらいの大きな
発電所ですが、石油火力というのは、ご承知のよ
うに極めて単価が高くて、大変お金のかかってい
る状態です。現在、古い発電所ですが、フル稼働
しております。
　※これがよく我々小学生のころに社会の教科書
に出ておりました産油量日本一のころの八橋油田
であります。これは秋田市のど真ん中に大学から
車で５分ぐらいの場所に外旭川という地区がござ
います。当時、帝国石油が、地下から油をやぐら
で採っている写真ですが、日本の最もたくさん石
油を採っていた最盛期のころのやぐらの写真です。
これが当時、小学校の社会の教科書に載っていた
写真です。
　※これが日本海沖合の「第１白竜号」です。こ
れは第２白竜号までいっているんですが、秋田か
ら本荘のほうに、羽越線という電車に乗って行き
ますと、岩城駅の近くの海岸の数百メトール沖合
に「白竜号」という海洋掘削船の基地がございま
して、ここに住んでいる人たちはヘリポートで行
き来をしていたんですが、海洋石油を採っている
最初のころの写真です。
　※一番新しい写真は、去年の７月７日に秋田で
初めて、そして全国で初めてのシェールオイルが
見つかったものです。ここは鮎川というところで、
本荘のすぐそばです。秋田市がここで、羽越線沿
いのちょうどこの辺にさっきの「白竜号」があっ
た場所ですが、鮎川油田というのがございまして、
ここで国内初の試験生産ということで、シェール
オイルが秋田でも採れるということの確認をして
おります。
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　現在、石油資源開発が、男鹿の申川の近くで第
２号のシェールオイルの採掘に入っており、日本
でもシェールオイルは採れるということを、ほぼ
間違いなく確認をしております。
　※それから、これが地熱発電所ですが、秋田県
では最も大きな澄川の地熱発電所です。東北電力
が持っておりまして、約３万キロワットぐらいの
出力を持っております。このすぐ近くに玉川温泉
という、強酸性で有名な温泉がございます。約
３万キロワットぐらいの地熱発電所で、かなり大
きな地熱発電所です。
　※続いて、次に、秋田大学の例をご紹介いたし
ます。これは、新装なった附属図書館でございま
して、きれいな図書館に変わりました。おかげさ
まで、秋田大学のほとんど建物の整備・改修が終
わっている状態です。
　※ちょっと見にくい写真で申しわけないんです
が、大正２年まで、まずはほとんど明治時代まで
に、当時の明治政府が官立で、大学、高等学校、
いわゆる旧高等学校、旧専門学校を設立しており
ます。
　当時の専門学校は、その土地に合った学校をつ
くっておりまして、この後ちょっと年表が出ます
が、秋田県には、1910年（明治43年）、秋田鉱山
専門学校が、隣の盛岡には、盛岡高等農林学校が
1906年ごろにできておりました。青森県は何もな
くて、新潟県には新潟医専が１校あるだけで、仙
台は東北帝国大学とかいろいろございますので、
ナンバースクールがございます。全国で四国は全
く空白なんですが、そういうなかで、秋田に秋田
鉱山専門学校というのがきちんと官立であったと
いうことが、東北の中でも特筆すべき一つの人材
養成です。
　※これが、工学系の、年表だけをちょっとご説
明いたしますと、明治43年、1910年、非常に覚え
やすいんですが、秋田鉱山専門学校が、採鉱学科
と冶金学科の２学部で設立されました。
　これを「ちきん」と読む方が時々おられますが、
「やきん」でございます。
　ちょうど同じ時期に、上田蚕糸専門学校という、
今の信州大学の繊維学部ですね。上田に繊維学部
がございますが、これが養蚕科と製糸科というの

でできております。
　そのちょうど１年前、米沢高等工業学校、今の
山形大の工学部、ここも繊維で有名でしたので、
染色科とか応用化学科で、今の山形大学の工学部
ができております。
　それから、1907年（明治40年）に、私立の明治
専門学校というのができております。当時、明専
と言っておりました。これが北九州にできており
ますので、東の秋田鉱専、西の明専と。北九州は
石炭が盛んな町ですので石炭の技術者養成、秋田
は石油と非鉄金属の技術者養成ということです。
日本では、２大拠点ということで、採鉱・冶金が
ここにつくられております。
　あとは、熊本高等工業学校の採鉱冶金学科とか、
ところどころにそういうのがございます。大阪大
学も、冶金の学校を作っておりますが、明治政府
がずっとこういう形で、その土地に合った人材養
成を、国内資源の技術者養成ということで作って
きております。
　※これが鉱山専門学校の100年の歴史ですが、
1910年にドイツのフライベルク鉱山大学を目標に
して、現在の手形キャンパスに専門学校ができて
おります。第１期生は、採鉱学科32名、冶金学科
21名、53名で発足をしております。1949年、ちょ
うど終戦後の昭和24年ですが、新制大学になり、
鉱山専門学校は鉱山学部に改組になっております。
それから、ずっと高度経済成長がございまして、
鉱山の隆盛期を経て、残念ながら1994年の花岡鉱
山の閉山とともに、県内の鉱山はすべて閉山しま
した。
　1998年（平成10年）の３月、鉱山学部から工学
資源学部に改組しております。当時、私が実は鉱
山学部長の最後なんですね。平成７年に実は鉱山
学部長に就任をしておりまして、３年間鉱山学部
長をして、鉱山学部ではだめだということで、名
前を改組して、初代の工学資源学部長に就任して
おります。
　実はこのとき、名称の問題がいろいろございま
して、鉱山学部の教授会は資源を前に出して「資
源・工学部」にして、資源、中に「・」を入れて
工学部ということで、文部省に申し入れをせよと
いうことで、私もそのとおり文部省に持っていき
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ました。
　そうしたら、学部の名称のなかに「・」の名称
というのはないんですね。今、随分４文字学部の
名称がはやっていますが、「・」はないんですね。
それで、文部省の役人が、「学部長、「・」の学部
がないので、『資源・工学部』はだめだ」と、そ
ういう言い方をされるので、「初めてつくったら
どうですか」という話を当時したんです。そした
ら、「それはだめです」ということをすぐ言われ
たので、その場ですぐ「逆にしてください」と。
「資源・工学」を「工学資源学」にしたんです。
　平成９年４月ごろの文部省との話し合いの最中
です。「工学資源学部」という名称にさせてくだ
さいという提案をしましたら、「いやぁ『学』が
２つあるのは違和感がありますね」今度それを言
われたんです。
　そのとき、当時の文部省は学部長が行っても課
長は出ませんので、大体係長、課長補佐です。「皆
さん『学』を10回唱えてください。『工学資源学
部』を10回唱えてください。いい味が出ますよ」
ということを言って帰ってきました。教授会で、
実は、こうするから認めてくれと言ったら、「わ
かった。よし、じゃそれでいこう」ということ
になって、５月にまた行ったんですね。そした
ら、文部省の課長補佐が、「学部長、いい名前です。
味がある」と言うんです。それで決まり。それが
この学部の名称になりました。
　そして自分で最初の学部長になったんですが、
ひたすら様々なことをしてきております。この後
ちょっと説明いたします。
　※これが当時最初につくられたころの建物です。
秋田鉱山専門学校のこれが本館で、ちょうどここ
に練兵場、今の陸上競技場があるんですが、練兵
場が当時ございまして、ここから眺めた当時の木
造のしゃれた写真です。
　※これがその本館の写真です。ちょうどここに
きれいなバルコニーがございまして、しゃれた建
物です。
　※これが大正２年の10月１日の開校式のときの
スナップ写真ですが、馬車で来ているんですね。
山高帽をかぶって馬車で来て、すごいなと思って
ずっと見ていました。

　※これが開校式の写真です。羽織を着ているん
ですね。これが実は鉱山学部のマークなんです。
今も工学資源学部のマークはこれを使っています。
理工学部になったら、これは使えませんが、一応、
今のところは工学資源学部はこのマークを使って
おります。
　※当時、秩父の長瀞で、ちょうど太平洋戦争の
始まる直前の昭和16年、削岩機を持って実習に学
生が行ったころの写真を皆さんにお見せていると
ころです。いろいろ穴があいています。
　※昭和36年に、すばらしい鉱業博物館が「北光
会」という同窓会の寄附で、約２億円ぐらい当時
集めてできました。当時の昭和天皇と皇后様がわ
ざわざここに見学に見えております。どうぞ一度
ごらんになってください。素晴らしい施設で、恐
らく一度見ると感激する博物館です。
　※最近の話になりますが、私の学部長時代の平
成11年にベンチャー・ビジネス・ラボラトリーと
いう予算をいただいて、リサイクルと素材開発の
研究拠点としました。学長になった後も、このよ
うな様々な予算を国からもらってきて、いわゆる
オールジャパン体制でいろんなことを進めてきて
おります。
　※平成21年４月13日に、日本銀行の白川総裁が
わざわざ秋田大学を見学に見えております。後ほ
ど写真をお見せいたしますが、日銀の総裁が秋田
大学に来られたのは開学以来初めてで、皆さん感
激して案内した次第です。それから、現在もあり
ますが、ＤＯＷＡから寄附講座をいただいて、リ
サイクルプロセシング講座というのをつくったり、
国際資源学教育研究センターを設置し、４月には
文部科学省から３名の教員の純増の人件費をもら
いました。法人化以降で、純増というのはあり得
ないですが、この当時いただいたのが、本学の国
際資源学教育研究センターの３名と京大のｉＰＳ
細胞の研究所だけであり、日本の大学では２校純
増で得られた成果です。
　※これが白川総裁が、秋田大学に見えられ、皆
さんで記念写真を撮ったところです。この方が、
当時の小坂製錬株式会社の井上社長。その年の６
月に残念ながら急逝されました。こちらが当時の
日銀の支店長でございます。
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　※２番のレアメタル、レアアースへのかかわり
方ということで、この話をさせていただきます。
　※レアメタルという言葉は、よくキーワードで
でてまいりますが、かなり生産国が偏在をしてお
ります。レアアースは９割ぐらいが今の中国で生
産をしております。秋田大学は、今ずっと長いつ
き合いをしておりますのはボツワナ、それからカ
ザフスタン、それとモンゴルですね。この３つの
国とは学生交流や研究者交流など、かなり深いつ
き合いをしておりまして、その他は、チリ、イン
ドネシアとかベトナムそして先進国のオーストラ
リア、カナダ、アメリカとも今いろいろ進めてお
ります。
　※埋蔵量の上位３ヵ国のシェアということでい
きますと、これはほとんどの国に偏在しておりま
す。白金ですと南アフリカ、ニオブ・タンタルで
すとブラジル、それからリチウム　　リチウムと
いうのはリチウム電池で有名ですが、チリがほと
んどですね。それからコバルトになるとコンゴ、
オーストラリア。しかし、残念ながら日本は全く
出てきません。こういう国に偏在をしているとい
うそういう状況です。
　※これが生産量の上位３ヵ国でございまして、
ご承知のように、レアアースは、現在中国が９割
ぐらいを生産しており、中国が輸出をとめると世
界のレアアースが大変になるという状況です。こ
こに日本がインジウムでちょっと入ってきており
ますが、これはアーバンマインといいますか、リ
サイクルでインジウムを採った量ですね。地下資
源で採った量ではなく、リサイクルで採った量が
このぐらい日本ではありますよということで、数
値としては上がってきております。
　※さて、日本のレアメタルの消費量は、資源が
ないのにどのぐらいあるのかといいますと、例え
ばインジウム、コバルトは世界で第１位、日本の
シェアは86％です。それから、モリブデンとコバ
ルトも１位。レアアースが２位、ニッケルも２位、
白金が３位、タングステンで４位。ほとんど上位
に日本の消費が入っています。日本に資源がない
のにもかかわらず、いわゆる工業製品としてこう
いうレアメタル、レアアースがどんどん日本では
使われてきており、そういう意味では、日本は、

もし世界からレアメタル、レアアースがとめられ
たら、もう大変な国になってしまうという状況で
もあります。
　※これは朝日新聞に掲載された写真ですが、都
市鉱山、いわゆるリサイクルの話をさせていただ
きます。これは携帯電話の中身です。ずっと見
ていきますと一番上に振動モーターがあります。
モーターというのはレアアースであるネオジウム
という永久磁石を使っております。それから、チッ
プコンがたくさん使われているチップセラミック
コンデンサについてお話します。実は、チップコ
ンというのは、ＴＤＫが秋田の南のほうに一大拠
点を持っておりまして、チップコンデンサーのい
わゆる一大拠点です。ＴＤＫのチップコンは秋田
で作っておりますが、その中から銀パラジウム、
これは電極に使っておりますし、それから、バリ
ウム、これは誘電体として使っている材料ですが、
あと、ジルコニアとかですね、こういうのが採れ
ます。あと、液晶、これは導電性ガラスにインジ
ウムスズというのを使っていますので、インジウ
ムスズが採れます。これには重要なレアメタル、
レアアースが入っておりますので、現在小坂にあ
ります小坂製錬で回収しており、現在、このぐら
い採れますよということが出ております。
　次の映像を見てください。
　【映像上映】（約５分）
　※資源確保上の課題ということでまとめており
ます。秋田大学としては、現在、資源の人材、海
外の人材の育成とネットワークを重点的に取り上
げております。
　※３番、世界における資源政策についてお話し
ます。
　※日本から一番近いのがモンゴルでございまし
て、私も一度ウランバートルに行っておりますが、
モンゴルは資源大国です。石炭、ウラン、銅その
他たくさんございますので、日本も注目をしてお
ります。
　※平成22年に私がモンゴルの科学技術大学を訪
れました。この大学では、秋田大学の鉱業博物館
をまねて１階に鉱業博物館をつくっており、一度
見に行ってきました。
　※これが中身ですが、もう棚にどっといろんな
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鉱石が並べてあるだけの博物館です。女性が館長
でございまして、この男性が学長です。これがモ
ンゴルの国です。
　※モンゴルチンギスハーン国際空港ですが、東
京だけちょっと時計がいいかげんで、現地時間に
なっているんです。ほかは正しいんですが、モン
ゴルの人というのはかなり雑な人が多くて、それ
をお見せしたくてこれを出しました。
　※これが「南部アフリカのボツワナの資源の獲
得へ」ということで、秋田大学の例を読売新聞の
石黒君という記者が書いてくれたものです。「日
本　人材育成で名乗り」となっていますが、これ
は秋田大学が名乗っているんですが、この後出て
きます。
　※この緑で塗ったところ全体が南部アフリカの
いわゆる共同体ということで、ものすごい資源が
ございます。この中で、我々が今やろうとしてい
るのは、モザンビークとマラウイという国がござ
いまして、ここを積極的に進めていこうというこ
とで、ターゲットを絞っております。ボツワナは
もう既に進めております。
　※もう一度名前を出しますが、ボツワナ、それ
からモザンビーク、マラウイ、今度１月に安倍首
相がモザンビークに行かれますが、ボツワナとマ
ラウイですね、この話を少し説明いたします。
　※実は、この６月の上旬に横浜でアフリカ開
発会議第５回（ＴＩＣＡＤＶ）が開催されまし
た。ボツワナの大統領も来ておりまして、昼食会
に私と水田名誉教授と２人が招待を受けて出席し、
カーマ大統領と昼食を一緒にしました。いろんな
大臣、日本の政治家の皆さん、あるいは前の大使
とか、この中に御法川さんがここにおりますが、
一緒に撮った写真です。
　※これが、ハボローネというボツワナの近郊に
ある国際科学技術大学の仮キャンパスです。
　※文部科学省が国家重点戦略に位置づけられる
研究事例ということで、秋田大学がボツワナ国際
科学技術大学設立へ尽力したということで、東北
地区では秋田大学だけがここに記載がされており
ます。
　※これがマラウイの国、実は私が行ったわけで
ないんですが、水田名誉教授が行ったときの記念

写真で、女性大統領と一緒に撮ってきた写真だそ
うです。
　※これが、テテの近郊にあるモザンビークの
ヴァーレ炭鉱という、石炭のすごい炭鉱です。現
在、新日本製鉄住金が炭田開発に行っていますが、
このときのトラックがすごいんですね。１本200
万するんだそうですが３週間ほどで消耗品になっ
てしまうそうです。
　※露天掘りの銅鉱山の発破写真です。
　【映像上映】（約40秒）
　すごいスケールです。露天掘りで、発破でこれ
だけ粉砕しています。
　※これがさっきのトラックで、銅鉱石を運んで
いるところです。
　【映像上映】（約15秒）
　こういうように、もう露天掘りで発破をかけて、
鉱石を砕いて、それを大きなトラックで運搬する
という、とてもトンネルでやるような代物じゃな
い。これはチリの銅鉱山の例を出しておりますが、
外国ではこれだけ資源があるということです。
　※ということで、実は、ＪＩＣＡ　　国際協力
機構と秋田大学がこの19日に連携協定をしますが、
秋田大学を中心として、南部アフリカの３ヵ国の
行政官と高度職業人に対し、大学院の博士又は修
士レベルの教育を進めるということであります。
19日に、田中理事長が秋田に来られ、協定する予
定で進めております。
　※これがモザンビークとマラウイとボツワナの
３つの国と秋田大学が、人材養成ということで進
めている今の形です。
　※日本の状況はどうかといいますと、結構ある
んですね。これは東大の加藤先生が見つけた南鳥
島周辺でのすごいレアアースですが、海底4,000
メートルぐらいのところにあります。これをいず
れ採ろうということで現在進めており、また、こ
の加藤先生が秋田大学に来て、教育を一緒にやろ
うということも進めております。
　※これは、秋田大学の柴山教授が玉川温泉水か
らレアアースを回収するということで、14種類で
す。この玉川温泉の大噴というところがございま
すが、ｐＨ1.4、強酸性で有名な玉川温泉で湯治
場として有名ですが、残念ながら、年間0.5トン
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ぐらいしか採れないので、これを１けたぐらいま
でにすると、何とか採算に合うかなということで、
今検討中でございます。
　※最後、大学の改革状況についてお話し、終わ
りにしたいと思います。
　※これは昨年２月、文部科学省が秋田大学から
聞きたいということで、私がヒアリングに持って
いった最初の図です。教育文化学部と工学資源学
部から教員と学生定員を移して国際資源学部をつ
くるという構想です。資源開発分野で日本の拠点
となり、世界をリードする人材をつくりますとい
う提案をしております。
　※おかげさまで、昨年度に、国立大学の改革強
化推進事業に選定されました。上から３番目に秋
田大学が単独で選定されました。単独で選定され
たのは、この10番の京都大学と11番の大阪大学、
そして14番の九州大学と本学の４校だけです。全
部旧帝国大学ですが、なぜか地方大学の秋田大学
だけが単独で今回認められたのが、国際資源学部
創設の話でございます。
　※来年26年４月からこの３学部が４学部に変わ
るということで、学生定員が国際資源学部120名、
210名の教育文化学部と395名の理工学部という形
をつくっております。
　※これが国際資源学部のカリキュラムです。こ
こから右のほうは全部英語で授業をします。それ
から、４週間の海外資源フィールドワークをしま
すという組織の制度設計をして、学生を世界に羽
ばたくように教育しようということで、つくり上
げた学部構成でございます。
　※これが、最初にお見せいたしました秋田鉱山
専門学校の本館をイミテイトしたバルコニーつき
の建物です。去年の11月に最終的に建設しました。
同窓会を始め、100周年記念会で5,000万寄附して
いただき、残りを大学で出して建てました。ちょ
うど、ライトアップしている写真です。大変きれ
いで、大学に来ますと一番最初にこの建物が左側
に見えます。皆様方から大変すばらしいとの評判
をいただき喜んでおります。機会がございました
ら、ぜひ手形キャンパスのほうにもおいでいただ
ければと思います。
　※ここでちょうど時間になりましたが、資源の

獲得競争ということで、秋田大学は、今、相当勢
力的に、民間企業、独法も含めたオールジャパン
体制で、日本の資源獲得競争にこれから打って出
る、貢献をすることを目指しております。それか
ら、資源大国の外国の留学生を日本で教育し、学
位を取得する、そして国に帰ってから、親日本、
親秋田になってもらう、そういう人材養成をして
いくということを現在進めようということで、こ
こまでやっとたどりつくことができました。
　以上が私の内容でございます。ご清聴ありがと
うございました。

【座長　小山田】
　吉村学長、どうもありがとうございました。
　まさしく、資源学から語る国際情勢、それから
国家の存亡、そして関連する大学の改革・再編と
いう、こういう大きな夢を実現した猛烈なエネル
ギーとリーダーシップというものを、私は、ごく
わずかでございますけれども、国立大学法人秋田
大学の経営に関して、外部の人間として少しかか
わってきておりますが、そういう中からも、非常
によく理解できて、これから夢のある秋田から資
源学の発信ということを強く思いまして、本日の
ご講演のご依頼を申し上げたわけでございます。
　いろいろ興味尽きないところでございますけれ
ども、先生はこの後の懇親会にもおいでになられ
るということですので、まだまだ実際に、じかに
お話を伺える機会がございます。ちょうど時間に
なっておりますので、本日の特別講演をこれで終
了いたしたいと思います。
　最後までご清聴ありがとうございました。

【司会　長岡】
　先生方、ありがとうございました。
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【司会　長岡】
　お待たせいたしました。
　それでは、本日開催されました都道府県医師会
連絡会議で来年度の担当県に決定いたしました石
川県医師会の近藤邦夫会長よりご挨拶をいただき
たいと思います。

　�　次期担当県挨拶
　　　　　　石川県医師会　会　長
　　　　　　　　　　　　　近　藤　邦　夫

　次回開催を担当いたします石川県学校医会・石
川県医師会会長の近藤でございます。
　本日は、小山田先生を初め、役職員の皆様方に
よる、このようなすばらしい大会を開催されたこ
とに心からの敬意と感謝を申し上げます。
　私は２日前から秋田に来ましたが、すべての企
画が非常に滞りなく、すばらしく運営をされてい
ることを見させていただき、驚いております。こ
のことを、参考にさせていただき、来年の11月８
日土曜日に、石川県の金沢市で第45回の大会を開
催したいと思います。
　金沢、手前味噌でありますが、素晴らしいとこ
ろであります。この金沢で私たちは今回、このよ
うなテーマで取り組むつもりであります。「子供
たちの明るい未来のために　－学校医の新たなる
役割を考える－」と題しまして、本日、さまざま
なご講演の中で、学校医の重要性、また、多様性
についてのお声がたくさんありました。そういう
中で、いまひとたび、この学校医に対しての役割
をもう一度金沢の地で考えていきたいと思ってお
ります。
　11月８日といいますと、金沢も少し寒くなりま
す。しかしながら、金沢城、兼六園の紅葉は多分
盛りで、大変人気のある季節であろうと思ってお
ります。加賀百万石の伝統文化を初めとして、数
年前に、世界農業遺産に認定されました「能登の
里山里海」、非常に自然が豊かなところでありま
すので、それに触れていただきながら、そしてま
た、ちょうどそのころは、日本海の幸が大変おい

しい時期でもあります。そしてまた、カニ漁、ズ
ワイガニとか、香箱蟹が解禁になるのが11月６日
でありますので、８日には旬のカニが食べられる
と思います。ぜひ金沢へおいでいただいて、皆様
と学校保健の勉強をしながら、おいしいお酒、お
いしい山海の珍味をご賞味いただきながら、大き
な大会、しっかりとした大会にしていきたいと
思っております。
　きょうおいでの皆様方、大変お忙しい先生方ば
かりだろうと思います。今後、ますます学校保健
にご活躍いただけるように、どうぞ金沢においで
いただいて、さらに英気を養って、しっかりとこ
れから頑張っていただけるように、しっかりと準
備をしていきたいと思っております。
　11月８日、金沢でお会いしたいと思います。よ
ろしくお願いします。

【司会　長岡】
　来年も楽しそうですね。ありがとうございまし
た。近藤会長でした。
　それでは、閉会に当たりまして、秋田県医師会
副会長西成忍より閉会の辞を申し上げます。

　�　閉　会
　　　　　　秋田県医師会　副会長
　　　　　　　　　　　　　西　成　　　忍

　長い時間ご参会いただきましてありがとうござ
いました。
　「子供は希望。未来の力」と題しまして行いま
した、第44回の全国学校保健・学校医大会、演題
のほうは無事に終了いたしました。シンポジウム
を初め、熱心なご議論ありがとうございました。
また、これからの秋田大学、いよいよ世界に羽ば
たくというテーマで、吉村学長、本当にありがと
うございました。
　これで、本大会、この会場は締めになります
が、先ほどアナウンサーの方がお話ししましたよ
うに、ぜひこれからの懇親会に皆さんご参加いた
だきたいと考えてございます。その懇親会の前に、
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キャッスルホテルの前で竿燈の妙技がございます
ので、ぜひたくさんお集まりいただければありが
たいと思います。
　大変長い時間ありがとうございました。

【司会　長岡】
　ありがとうございました。
　以上をもちまして、第44回全国学校保健・学校
医大会を閉会いたします。
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