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序��文

ベテラン小児科医が伝授する外来診療のコツ

田中秀朋�あかちゃんとこどものクリニック

�昭和39年（1964年）の東京オリンピック開催前の日本では，子どもが亡くなることはさほど珍しいことでは

なかった．昭和40年代から日本の乳幼児死亡率はどんどん下がって，日本の乳幼児死亡率の低さは世界のトッ

プクラスである．衛生インフラの整備や抗菌薬の開発・普及，予防接種や健康教育の効果もあるであろう．先輩た

ちが貢献してくださった小児医療の発展も大きく寄与しているに違いない．それでも，平成初期には小児科病棟

には気管支喘息や肺炎，急性胃腸炎，髄膜炎，川崎病など，たくさんの病児が入院していた．

�しかし，この十数年間を振り返ると，診断・治療技術の進歩やめまぐるしい予防接種の普及により，小児患者の

入院機会が減少しつつある．小児科領域においては，外来診療のウェイトがこれまで以上に増していると考え

られる．一方，大学病院や小児病院などの大規模な研修指定病院では，外来のみで完結するような軽症患者を診

る機会は少ない．その結果，若い小児科医の多くは，外来診療の経験を十分に積まないまま研修を終えるのでは

ないだろうか．ベテラン小児科医も他の医師の外来診療を見る機会は少なかったに違いない．外来診療の現場

で実地指導を受けるのが最良の方法であろうが，そのような制度はまだ充実しているとはいえない．そこで，外

来診療に長年携わってきたベテラン小児科医の得意分野について“診療のコツ”を披露していただいた．子ども

を前にして目を輝かせて診療されている方々ばかりである．これから外来に出る若い小児科医に役立つ情報を

具体的に示していただいたので，どの章も実践的なものとなっており，すぐに外来で役に立つであろう．若い小児

科医だけでなく，小児の外来診療を行っているすべての医師にご一読いただきたい．

�これを読まれた医師たちが生き生きと外来診療を行い，子どもたちや家族が笑顔になることを心から願って

いる．最善を尽くせば，患者と医療者がともに幸せになれるwin-winの関係をもてる医療という仕事は本当に素

晴らしい．

�最後に，大変難解なテーマにもかかわらず，執筆を快く引き受けてくださった執筆者の皆様に心より感謝申

し上げます．
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