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第118回日本小児科学会学術集会および 

第62回日本小児保健協会学術集会参加報告 

 

新平鎮博 
（教育情報部） 

 

 

要旨：第118回日本小児科学会学術集会（大阪）および第62回日本小児保健協会学術集会（長崎）において，

研究報告と情報収集を行った。教育関連学会以外で取り上げられる特別支援教育に関わる教育の話題として，

特別講演，シンポジウム，教育講演，一般講演等の中で，筆者が参加した内容を紹介した。医学会では教育

に関わる話題はほとんどないが，保健学会では教育との関わりの内容も報告されていた。 

見出し語：日本小児科学会，日本小児保健協会，学術集会報告 

 

Ⅰ．医学会及び保健学会の参加の意義 

 

筆者の所属する研究所は，教育に関する国立の研究

機関であるので，過去，本ジャーナルにおいても日本

特殊教育学会他，教育関連学会の参加報告がなされて

きた。筆者が属する学会の中で，平成 27 年度に開催さ

れた，第 118 回日本小児科学会学術集会，大阪（以下，

小児科学会と略す）および第 62 回日本小児保健協会学

術集会，長崎（以下，小児保健学会と略す）にて研究

発表と各種の教育講演，シンポジウム等にも参加した

ので，本稿では，発表した内容とあわせて，医学会，

保健学会で取り上げられている話題について，いくつ

か情報提供を行いたい。 

 医療関係者に教育の内容を伝えることを目的として

医学会や保健学会での発表を行ったが，教育関係者が

参加することが少ない学会の様子を本ジャーナルで紹

介することも意義があると考える。 

医教連携（医療と教育の連携）は，特別支援教育の

中で，病弱教育だけが必要であるのではなく，全ての

障害種に必要と考える。障害の医学モデルから社会モ

デルに変わったとはいえ，医療との連携の重要さは変

わらない。むしろ，十分な連携が取れていないとすれ

ば，何らかの対応が必要ではないかと考える。病気や

医療的ケア，身体障害等，医療と密接に関わる場合の

みではない。そのことも踏まえて，参加報告とする。

なお，多くの演題，講演があったが，今回は，教育の

世界でも重要と考えられた，３つの話題を中心につい

て，報告をする。 

 

Ⅱ．筆者が発表した内容 

 

１．日本小児科学会 

 本学会では，研究所で進めている専門研究Ｂの一部

として，「医療と教育の新しい連携を模索するパイロッ

ト研究～慢性疾患をもつ子供の合理的配慮」を発表し

た。専門研究Ｂでは，特別支援学校（病弱）の協力を

得て，病気のある児童生徒の教育上のニーズと配慮の

研究を進めている。今回は，その一部として，医師が

考える病気の子供の教育の場における必要な配慮につ

いて，パイロット的に研究を行った内容を報告した。

合理的配慮は，医療機関の場でも必要であるが，ここ

で報告したのは，医療を受けている子供が教育の現場

において，どのような配慮を必要とするか医師が考え

ている内容を分析したものである。合理的配慮では，

保護者（本人）と教育関係者での合意形成が必要であ

るが，医療関係者の意見も少なからず影響がある。そ

のことを，特に病気や障害の診断治療に関わる小児科

医が参加する学会の場で報告をした。今回は，パイロ

ット研究であるが，合理的配慮についての医学会での

発表は，現時点では見当たらないので，医療関係者に

意識化を促す契機の一つになったと考える。また，今

後は系統的な調査研究が必要であるという意見を頂き，

今後の研究課題として考えている。 

 なお，小児がんのある高校生の学校調査に関する一
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般演題はあったが，それ以外の教育に関する研究発表

やシンポジウム，講演はなかった。 

 

２．日本小児保健学会 

 本学会では，「小児喘息の子どもたちへのアプローチ

～保育者・教育者への間接支援（１）（２）」を発表し

た。本研究は，筆者が客員研究員として研究に協力を

行っている中で，小児喘息のある児の支援について，

保護者以外に，日ごろ子供たちと日常的に接している，

保育士と看護師，教員（今回は，養護教諭）への支援

を行った結果について報告をした。小児喘息は，医療

の進歩により，我が国では喘息死が大きく減少し，世

界のトップレベルにある。また治療目標は「発作の軽

減，発作時の対応等」ではなく，「発作を起こさない」

治療へ大きく変貌した。これは，小児喘息の治療ガイ

ドラインの普及による効果的な治療が標準化されたこ

とにもよる。すでに，特別支援学校（病弱）における

喘息のある児童生徒の在籍数が大きく減少し，通常の

学級に在籍することが増えた。しかしながら，医療機

関を受診していない等，十分な治療を受けていない児

童生徒，つまり，コンプライアンスがよくない，ある

いは，アドヒアランスがよくない，特に思春期以降の

児童生徒は少ないが存在するので，教育現場での支援

が必要となっている。今回は間接支援において，研修

前には気づいていない「さらに支援が必要な喘息児」

が，研修後には有意に増加していることを報告し，新

たな支援策として間接支援の重要性を強調した。 

 従来，小児保健学会では，喘息に関連する演題が多

く発表されていたが，今回は，筆者の演題のみであっ

た。特別支援学校の在籍数も喘息疾患は減少しており，

すでに，支援が必要な病気ではないと考えられること

が多いのかもしれないが，新たな課題が生じているこ

とを併せて報告した。なお，小児喘息の医療はさらに

進歩しており，また，療養生活に関する課題等につい

ても，別途参加した小児アレルギー学会では演題が報

告されている。保健医療と教育等，関連する領域で相

互に発表される小児保健学会での変化に，小児を取り

巻く変化が大きくなっていると感じた。乳幼児健診や

発育・発達の演題もやや減少しており，注目したいの

は，医療的ケア・在宅医療の演題，発達障害関連（最

近，多くの発表がある）であるが，従来同様，児童虐

待，子育て支援等もあり，今後も総合的な学会として

注視したい。 

 

Ⅲ．各学会における講演，シンポジウム等 

 

１．ｉＰＳ細胞関連 

ノーベル賞を受賞された京都大学の山中教授が，「ｉ

ＰＳ細胞研究の現状と医療に向けた取り組み」を講演

し，また，「ｉＰＳ細胞はどれだけ臨床現場に近づいた

か」というシンポジウムも行われた。まさしく，一線

の医学研究に触れることができる貴重な経験であった。

ｉＰＳ細胞は，様々な細胞に分化しうる細胞であり，

特に，再生医療において期待がされている。人間の細

胞は，分化が進むことで臓器特異的な機能を発揮する

が，その細胞は，他の臓器や組織に変わることはない。

そのために，障害や病気により，一度，臓器・組織が

障害を受けると，永続的な障害になることが多い。ど

のような臓器にもなりうるｉＰＳ細胞が再生医療とし

て期待されるのである。他にも，病気の遺伝子をもつ

ｉＰＳ細胞の研究から病態を解明し，新たな創薬に貢

献することも可能である。このように，ｉＰＳ細胞に

は多くの期待が寄せられている。今回の，特別講演だ

けではなく，シンポジウムで，現在，医療の最前線で

行われている研究から，非常に高い可能性を感じたが，

現時点で可能なことについては，一般的な理解よりは

客観的にとらえている。しかしながら，今回の講演か

らも，今後の特別支援教育については，さらに変革が

あるのではないかと感じた。 

さて，医学的な内容以外に，特別公演では，研究に

いたる様々な経験などを紹介することが多く，今回も

貴重な話を聞くことができた。研究を思考した理由は，

ご自身の患者である身体障害者への治療，そして，国

内での研究の苦労や留学の経験，自分では非常に感銘

を受けた「師が，研究のビジョン，方向性を意識する

ことを教えてくれた」等が紹介された。研究者として，

目先にとらわれがちになるが，なぜ，自分がこの研究

をしているのかという目標，方向を意識する重要性を

改めて思い起こすことができた。また，研究所での国

際対応の重要性についても，再認識した次第である。

当日の講演は，非常にファンタスティックで，わかり

やすく，ユーモアにあふれたものであったが，十分に
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伝えきれていないかと感じるので，ぜひ，機会があれ

ば講演を聞かれたい。山中教授の人柄に触れることが

できた魅力あふれる講演であった。 

 

２．新しい出生前診断 

「新型出生前診断の光と影」（小児科学会の総合シン

ポジウム），「非侵襲的出生前検査（NIPT）」（小児保健

学会のシンポジウム）は，新しい出生前診断が１年経

過したのを受けて，両学会で取り上げられたものであ

り，出生前診断を担当する産科医，多くの障害のある

子供の主治医となる小児科医，遺伝カウンセリング医，

倫理など様々な立場での議論がなされた。当日の個々

の内容については，発表者の意図を曲解しないように，

抄録等を参考にしていただきたい。ここでは，マスコ

ミ等で報道されている出生前診断について，これは，

特別支援教育に深く関わる重要な課題であると考える

が，医学会，保健学会で議論されていたことを知って

いただければ幸いである。表面的な内容，つまり，障

害のある子供の出生が減るということのみが取り上げ

られることが多いので，十分に留意をしたい。少し，

簡単に解説しておく。従来，障害等があると，一つの

診断法として染色体検査を行う。21 トリソミーなど数

の異常と構造の異常がある。特に，21 トリソミーはダ

ウン症候群（あるいはダウン症）と呼ばれ，特別支援

教育の対象となることは知られている。染色体異常や

先天性代謝異常症などは，出生前に，羊水検査等で診

断ができることもある。もちろん，検査に伴うリスク

もあり，また，検査前には，いわゆる遺伝カウンセリ

ングを実施している。今回の新しい検査は，あくまで

もスクリーニングであるが，母親の血液を採取して行

う，比較的リスクの少ない検査である。現時点では，

研究的な取組であり，スクリーニングできるのは，21

トリソミー，18 トリソミー，13 トリソミーの３つの染

色体の数的異常である。確定検査ではないこと，倫理

的な面も含めて，十分な遺伝カウンセリングが必要と

される。今後，十分な議論が必要とされることから，

両学会で取り上げられたと考える。筆者は，多くの患

者を診断してきたことと，現在，障害のある子供たち

の教育として，特別支援教育を推進している立場にあ

ることから，今回の議論で不足しているのは，障害を

持つ子供たちの生きている姿であったように感じた。

教育，福祉を交えた議論，何よりも，遺伝カウンセリ

ングの素養に，療育や教育の知識が必要であると考え

る。検査の詳細や遺伝カウンセリングについては，書

籍，ホームページ等で公開されている情報を参考にさ

れたい。 

なお，小児科学会では，「21 トリソミーの‘小児以

降’を知る」，小児保健学会では，「ダウン症候群の成

育」という教育講演があったが，筆者は他の発表との

関連で参加できなかった。学会は結果を単に報告する

のではなく，広くディスカッションをすることである

ので，様々な視点から検討できるテーマの設定には賛

同したい。しかしながら，最近の学会は規模が大きく

なり，全てに参加できないことや，並列した分科会が

多いと，情報伝達できる対象も限られることを感じた。 

 

３．教育関連 

教育関連のシンポジウムもあったので，紹介をする。

小児保健学会では「学校不適応を予防するために～学

習障害の視点から～」のシンポジウムに参加した。地

域における学校での取組や大学研究の取組の他に，当

事者の経験を対談形式で知りえた貴重なシンポジウム

であった。現在の法律でいう発達障害は，様々な領域

を含めているが，その一つである学習障害については，

その特徴から，早期の気づきとそれに適応した教育が

必要である。気づかれないために十分な教育を受ける

ことができなかったという経験者の対談は，特別支援

教育の研究に携わる我々への期待だけではなく，躊躇

してはいけないメッセージを感じた。そして，医学的

な立場での指摘，また，学校現場に持ち込むことが課

題であるＩＣＴ研究の成果，学校での取組が報告され，

進展を実感しつつも，まだまだ，地域によっては十分

に普及していないという現実も指摘された。教育関係

の学会でも多くの報告が多い分野であるが，今後も，

関連する学会で様々な情報提供と議論が行われること

を期待したい。なお，関連する内容で筆者が取り組ん

でいることを紹介したい。兵庫教育大学特別支援教育

モデル研究の中の地域モデル研究部に協力を行ってい

るが，研究所が持つ情報を早く提供することで，学習

障害を含めた発達障害の早期支援の実践に役立ってい

る。国立の研究所として，研究成果だけではなく，学

会等を含めた研究や調査等の情報を収集することがで
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きるので，少しでも早く現場に活用されるための情報

提供が必要であることを痛感した。今回の様々な取組

に関する貴重な報告についても，広く情報を提供する

必要を感じた。 

 今回のシンポジウムの話題と直接関連しないが，シ

ンポジストの発言で「学習障害では，早期の診断と教

育が必要であり，自身が地域でシステムを整備して大

きな成果を得ました。（中略）また，障害者差別解消法

により，今後は合理的配慮が不可欠になりましたので，

みなさん（医療関係者）が診断をすることが必要です。」

（要旨）があった。合理的配慮は新しい概念であるの

で，一つの意見として受け止めたが，今後，様々な研

究者等の報告や司法判断などを含めて議論が深まり，

社会的なコンセンサスが得られていくと考える。なお，

筆者の発表で触れたように，病気のある児童生徒の合

理的配慮に関する研究は，現時点では，医学・保健関

係では見当たらないので，医療者が考える教育上の配

慮から「合理的配慮」として参考にできるデータを積

み上げることが必要であり，合意形成に役立つ内容に

なると考えている。参考までに，本研究所のホームペ

ージでも紹介しているように，「障害者の権利に関する

条約」第 2条の定義において，「合理的配慮」とは，「障

害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を

享有し，又は行使することを確保するための必要かつ

適当な変更及び調整であって，特定の場合において必

要とされるものであり，かつ，均衡を失した又は過度

の負担を課さないものをいう」とされている。 

 

Ⅳ．参加した感想とまとめ 

 

 今回，教育関係者の参加が少ない学会での参加報告

を行った。医学会，保健学会で話題となっている内容

を少しでも理解いただければ幸いである。もちろん，

医学に教育関係者も参加できると良いが，近年，学会

の規模が大きくなり，演題発表も同時に進行され，ま

た，シンポジウムや講演も並行して行われるので，参

加したとしても限られた情報しか収集することができ

ない。効率よく情報を収集するためには，事前に抄録

集等を十分に検討する必要がある。一方で，医学会，

保健学会では，どうしても教育に関する内容は学会の

主目的ではないので，発表時に，参加者が少ないこと

も気になったが，教育に関連する研究成果を効果的に

発表することは，特別支援教育の充実に寄与すると考

えている。 

 今年度の学会では，マスコミなども報道されている

重要なテーマの議論が行われたが，結論的なものにつ

いては，当然，得ることができない。成否の議論では

ないと感じる。この点，本稿を読まれる教育関係者の

方々，障害のある児童生徒の教育に携わる立場で様々

な経験をしていると思うので，情報を収集し，議論に

加わっていただきたい。 

 また，今回，教育とは関係ない世界で論じられてい

る内容を知ることで，本研究所が進めている，インク

ルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進，例えば，合理的配慮に関する情報を十分に提供す

ることの重要性を痛感した。教育関係者以外に，いか

に情報発信できるかが，ナショナルセンターとしての

役割であると考える。 

 最後に，繰り返しになるが，山中教授の講演からは，

ｉＰＳ細胞の知見だけではなく，研究者としての使命

を教えて頂き，特に，ナショナルセンターとして，ど

のようなミッション，ビジョンをもって研究をするか，

成果として学会に参加するか，また，情報普及の重要

性などを学ばせて頂いた。 
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