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第20回　大文字駅伝大会

2月12日、今年に早20回を数え京都の冬の風物詩

の一つとなった感のある、第20回京都市小学校大文

字駅伝大会が都大路を会場に開催されました。20年

と言うと、初めてこの大会に6年生で出場した生徒

が、今では30歳を超えて社会の中核を担っていると

言うことになります。それと共にこの大会は年々参

加者の意気込みも高まって、やや過熱気味になって

いないか心配です。昨年は完走後に歩くこともでき

なくなる子どもがいて、ズボンの下を見てみると足

はテーピングだらけという状況で、走っている問の

痛さは想像するに余りありました。今年は整形外科

医会では「運動器の100年」という活動をしておら

れ、その一環として学校検診における整形外科的検

診の強化の啓蒙を考えておられますが、健康の自己

管理の教育と障害の早期発見の必要性もあろうかと

考えさせられます。学校現場と学校医それぞれの限

会　長　島　村　吉　朗

られた時間の中でどれだけのことが出来るかば分か

りませんが、考えてみる必要はあるようです。

さて大文字駅伝に話を戻しますが、例年14名の医

務班には学校医会の理事が多く出ていましたが、一

昨年より出場校の学校医に参加を呼びかけるように

いたしましたところ多くの賛同者を得、今回は理事

はわずかの参加で済むほどとなりました。今回私は、

誠に勝手なことですが私用のため当日医務班には欠

席いたしました。ご協力頂きました先生方に厚くお

礼申し上げます。駅伝大会の詳細は当日御苦労いた

だきました先生に別の項で詳しく記載していただく

ことといたしますので、その熱気と感動をお感じ下

さい。そして来年は医務班に出て、その熱気を直接

感じたいという先生方がおられましたら事務局まで

ご連絡下さい。
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開会挨拶

講　　演
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『これからの予防接種とその対応』
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平成17年度　京都市立学校定期結核健康診断の結果報告

平成18年1月26日、結核対策委員会が開催され、

平成17年度の結核健康診断の結果報告及び検討がな

されました。

問診調査実施者数は、99，114人で要検討者数は

359人（0．361％）でした（表1）。自覚症状のある

3人は7月中に胸部Ⅹ線直接撮影を行い、全員「異

常なし」でした。ツベルクリン反応検査は7会場で

7月13日～22日に行い、受診者271人中、67人が陽

性でした（表2）。胸部Ⅹ線直接撮影は、9月26日

常任理事（結核対策委員）　井　上　静　子

～10月7日に各保健所で行い、受診者83人中、有所

見者が1人ありました（表3）。この1人について

は血液検査、CT等で「異常なし」との診断でした

ので、今年度も結核感染者はありませんでした。

過去3年間は、幸い結核感染者はありませんでし

たが、あまりに結果が出るのに時間がかかりすぎて

いましたので、平成18年度は、夏休み前に胸部Ⅹ線

直接撮影まで終わってしまうようにするために、現

在、関係機関との日程調整中です。

表1．問診結果

校　　　 種 在籍数
問診調 査

実 施者数
要検討者数

要　 検　 討　 者　 内　 訳

家族 ・本人

り患・予防
内服歴

高 まん

延 国
自覚症状

B C G
未接種

小　　 学　　 校 68，88 8 68，8 30 33 9 29 3 9 2 26 9

中　　 学　　 校 30，025 29，8 69 16 1 1 4 1 0

養　 護　 学　 校 417 4 15 4 0 0 0 4

合　　　　　　 計 99，330 99，1 14 35 9 40 4 3 3 27 3

割　　　　　　 合 99．783％ 0．36 1％ 0．04 0％ 0．04 3％ 0．003％ 0．27 5％

保健所問合せ後 2 　　／
表2．ツベルクリン反応検査

校　　　 種 対象者 受診者 陽性者

小　　 学　　 校 308 264 65

中　　 学　　 校 4 4 2

養　 護　 学　 校 4 3 0

合　　　　　　 計 316 271 67

表3．胸部X線直接撮影
校　　　 種 対象者 受診者 有所見者

小　　 学　　 校 100 80 1

中　　 学　　 校 4 3 0

養　 護　 学　 校 1 0 0

合　　　　　　 計 105 83 1

※対象者308名中　BCG未接種269名、高まん
延国39名

※対象者4名中　高まん延国4名
※対象者4名中　BCG未接種4名

※Ⅹ線対象者105名中　ツ反陽性者67名、ツ反未
実施者45名、家族等り患者2名、自覚症状
3名（ただし、ツ反陽性者67名のうち、高
まん延国12名は、BCG接種済のため対象
外）



第25回　京都市小学生持久走記録会

1月22日（日）、鴨川・出雲路橋・北大路橋コー

ス（約1，700m）で行なわれました。121校、6年男

子1，261人、6年女子896人の計2，157人のエントリー

があり、男子32組、女子27組に分れて、9：15AM

より競技が始まりました。医務は島村吉朗会長と私、

救護は八木利津子先生（常磐野中）と服部眞弓先生

（市教委）と昨年と同じ顔触れで医務テント内で待

機しました。

19、20、21日と連日の雪の予報がはずれ、雨も殆

ど降らず、迎えた当日は比叡山の稜線もくっきり見

える冬晴れで、陽射しのもとではテント内より暖か

いぐらいでした。天候や走路の状態が悪い時には、

生徒たちは慎重に走るためか、むしろ事故の少ない

ことが多いものですが、こんな日は生徒たちは張り

切ってしまい、かえって外傷者が増える心配があり

ました。医務テントを訪れたのは、16人、外傷者は

11人でした。転倒などの外傷が主で、幸い大きな事

専務理事　林　　　鐘　声

故はなく救急搬送を必要としたものはありませんで

した。転倒による外傷は手掌や膝に集中するので、

手袋や膝のサポーターなどで防禦するとよいと思い

ますが、手袋をする生徒さえ少ないようでした。内

科的疾患で訪れた5人は、嘔気や気分不良、喘息な

どを訴えるものでした。いずれも最初の1時間で訪

れていることから考えると、天気が良いとはいえ、

空気は冷たく、Warming up不足や自らの体調管

理の不十分さが窺えました。

今年も記録のよい生徒の学校は片寄っており、よ

く鍛えられた生徒から車椅子で出場した生徒や、先

生と一緒に走っていた生徒など、出場した生徒の走

力は巾広いものでしたが、自己の運動欲求を満足さ

せ、自己の記録に挑戦する機会を与えるとする大会

の主旨を体現していたことは、走る姿やお互いを応

援する姿で、しっかりと伝わってきました。

京都市学校医会北支部会

北支部長　余　　　呂　英

下記により北支部研修会を開催いたしました。

○日　時　2月4日（土）午後5時

○場　所　京都ブライトンホテル

○テーマ　「京都府医師会指定学校医制度について」

○講　師　島村　吉朗　京都市学校医会　会長

島村会長のお話をお聞きし、新制度についての理解を深めることが出来ました。

会員7名の参加をいただき、日頃の学校医活動のなかでの疑問点などにたいして島村会長から明快な回

答があり実り多い会合を持っことができました。

お話の概要は以下のようなものでした。

指定学校医制度は18年4月から発足いたします。

現在学校医の方は自動的に指定学校医になります。（拒否される方以外）

更新は3年間に3単位以上の研修を履修すればなされます。

研修単位については京都医報や「校医」ニュースなどで広報されます。

支部研修会も一単位に算定されることになっています。

殆どの場合更新の手続きなどは学校医会で行われます。

不明の点は学校医会へお問い合わせください。

－3－



第10回　常任理事会

平成18年2月4日

於　事務局

出席者　島村会長、奥村・平位副会長、林専務理事、

井上、中野、藤田、竹内、麿原常任理事、

佐野眼科学校医会副会長、星谷耳鼻咽喉科

医会理事

・会長挨拶

＜報告事項＞

1．精神衛生研究会　1／12　　（平位）

8名の参加

2．小学生持久走記録会　1／22　（島村）

今月号参照

3．色覚相談　1／24　（佐野）

4．結核対策委員会　1／26　（井上）

今月号参照

5．創立100周年記念式典準備委員会

2／3　（島村）

特別講演の候補者を絞るなど、式次第の大略が

内定

6．その他

京都市学校地域保健連絡協議会について

＜協議事項＞

1．会計、予算確認について

2．平成17年度定期結核健康診断結果について

今月号参照

3．アレルギーアンケートについて　（中野）

10年前の調査内容に加えて、シックハウス症候

群やアレルゲンの追加調査を行う

4．ホームページについて　（中野）

京都府医師会のサーバーを利用してアップロー

ドを近々に

5．京都市学校医会誌について

原稿〆切り、4月末

6．その他

・精神衛生研の中学学校医、養護教諭、S C、

校長へのアンケートの結果の総括

・14大都市学校保健大会　5／14：川崎市

4

＜関連学会・各種協議＞

1．京都市学校医会北支部会　2／4　（島村）

2．創立100周年記念誌準備委員会　2／7

3．精神衛生研究会　2／9

4．大文字駅伝大会　2／12

5．色覚相談

6．日医学校医講習会　2／18

（島村、平位の出席）

7．京都市学校保健協議大会　2／21

8．その他

9．次回常任理事会　3／4　（1：30PM～）

京都市学校医会ホームページについて

京都市学校医会のホームページを作成しました。

URL（ホームページのアドレス）は、

http：／／www．gakkoikai．kyoto．med．or．jp／

です。ご覧ください。

今のところ、平成17年4月から10月分の京都

市学校医会の学校医会ニュースを読んだり、印

刷したりできるようにしています。4月から10

月分はhtmlファイルで見ていただけます。

別途、PDFファイルもご覧いただけるよう

にしています。平成17年4月号から9月号まで

は、テキストなしのPDFファイルです。

京都市学校医会ニュース平成17年10月号から

は、透明テキスト付きのPDFファイルがご覧

いただけるようにしていきたいと思います。P

DFファイルの閲覧にはアドビリーダーが必要

です。大抵はパソコンに入っていると思います。

必要な場合はAdobe社のホームページからダ

ウンロードしてください。印刷も、テキスト検

索も、保存も可能です。

平成17年11月号からは、透明テキスト付きP

DFファイルだけにさせていただく予定にして

います。PDFからhtmlファイルに変換するの

に、どうしても1～2時間はかかりますのでご

容赦ください。

また、同様のサイトを下記のURLでもご覧

いただけます。

http：／／www．geocities／gakkoikai／


