
Power of Medicine 

コロナ医療の あいち小児保健医療総合センタ ー

コロナ対策は、
子どもたちファ ー ストで！

（愛知県大府市）

予断を許さない状況が続く新型コロナウイルス。
もし、辛い状況をうまく伝えられない子どもが感染してしまったら…？
今回は、日本小児感染症学会認定暫定指導医である伊藤健太先生に、矢野きよ実さんがお話を聞きました。
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矢野こちらの「あいち小児保健医療

総合センター」は、外観も内装もかわ

いらしい造りですね。

伊藤子どもが主役の病院ですから、

院外学級やこども図書館も整ってい

ます。子どもは病気になっても発達

を続けるので、そのバックアップに

特化することが小児科専門医として

大切。「治療を頑張ろう」と思っても

らうことを目標にしています。

矢野息子が5歳の時に熱を出し、初

診では原因がわからずに対応が遅

れ、その後50日ほど小児病棟に入院

したことがあります。息子の辛さを

思い、自分の行動を悔やんで泣きま

した。保護者 用のベッドがなく、イス

で眠った日々は忘れられません。で 学会発表時のワンシーン

編集部が猿自取材！

“まさか我が家にコロナが！ ’'心構えの大切さを痛感

H家の家族構成
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1日目 妻•M美さん発熱（39度）
↓ 

5日目 娘発熱（38度）
↓ 

6日目 M美さん熱下がる
↓ 夕方、娘の熱下がる

夫が発熱（40度近く）

7日目 M美さんが家事をこなす↓ ―徐々に回復

17日目外出解禁

すから、子どもの専門病院と小児科

の先生方の存在には感謝の思いで

いっぱいです。

伊藤ありがとうございます。ただ、

我々も第一段階の診察をしてくれて

いる、かかりつけ灰の先生方に支え

られています。 一 丸となって子ども

たちを守っている気持ちです。
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矢野子どもを取り巻くコロナの状

況はどうですか。

伊藤一般の病院は大人の患者から

病床が埋まるため、本来近所で入院

できたはずの子どもが、名古屋や三

河エリアから運ばれて来たり、保護

者も感染 したため子どもだけの入院

になったケ ースも数多くあります。

また、ひとり親家庭の親が重症化で

入院し、濃厚接触者の子どもが一人

きりになり、児童相談所を経由して

当院で預かるケ ースもありました。

子どもたちに最善の医療と安心感を

届けることが僕たちの使命ですが、

元気な子までも入院しなければなら

ないのは、果た して良いのかどうか

当院も自問自答していました。

矢野その状況を聞くと、何としても

感染を止めなければと思います。

伊藤これは全体で見ると数が少な

い事例ですが、小児専門病院に期待

される役割のひとつだと思います。

|
子ともたちの重症化と心の傷を
ワクチンで予防できるのでは

...................................................... 

矢野「子どもはワクチンを打たなく

てもいい」という話も聞きます。

伊藤国内では「重症化しない子ども

に打つ必要があるのか」という意見

が小児科医からも出ていますが、当

院は実際に重症化した子も診ている

ので、重症化を防ぐという意味で打

つ 選択肢もあるのでは。それに入院

に伴う「リスク」もあります。まだデー

タはないのですが、コロナにかかっ

た子どもたちのトラウマも考えられ

るので、不安を解消できるのであれ

ば効果があるかもしれません。

矢野大人でもコロナでの心の傷が

家庭内感染を防ぐのは至難の業！ め、ホッとしたのもつかの間、夫と娘 に長い間家族一 緒にいることは

H家では妻のM美さんが最初に発 が陽性に。今度は治りきっていない ないので、子どもたちは嬉しかっ

症。夫に家事育児を任せ、部屋で隔 M美さんが一人で家事育児。 たみたいです（笑）」。

離生活をしていましたが「娘が私を 「しんどかったですね…夫は3日ほど M美さんは「まさか我が家が」と

探して泣いて泣いて … 。仕方なく何 寝込みましたが、娘は発症2日目のタ 思ったそう。もしもの時、食料の確

度か抱っこしてなだめました」。自分 方には平熱に。頓服薬も必要なく回 保だけでなく、子どもたちの預け

の洗濯とごみ捨ては、皆が寝静まっ 復しました。1歳の息子にうつらずに 先などシミュレ ーションしておく

た夜にしていたそう。 済んだのは幸いです」。 ことも大切だと痛感した、とのこ

M美さんの熱は3H後に下がりはじ M美さんの発症から2週間。「こんな とでした。
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ケ ー ションは、コロナに限らず難 し ナは軽症ですし、今後、画期的な薬 もの心身に向き合う先生と、小児専

いもの。イデオロギ ー （思想）が乗る や治療が出てくるわけではないと思 門の医療機関が愛知にあるなんて、

いますから、それよりも「子どもの目

線に立って欲しい」というのが、僕た

ち小児科医全ての願いです。

矢野子どもたちのことを考え、ここ

まで本音で話 すのが伊藤先生の凄

いところ。「コロナにかかったら」とい

う対応だけではなく、成長する子ど

素晴ら しいですね。今日はありがと

うございました！

※撮影時のみマスクを外しています
※本誌では正式名称にこだわらず「コロナ」

という表現をしています

Q 1 ．塁器？みなどの Q2．療養中の食事は？

発熱時は違和感がな かっ
たのですが、解熱後から1
週間ほど咳が止まらなくな
りました。夫と 娘は鼻水が
ひどかったのですが、いず
れも一週間ほどで回復し
ました。

ネットスー パ ー やUberを利
用。ただ熱が高いときはネッ
ト検索もつらく、届くまでの時
間が長く感じます。数日分の
食料ストックは必須。我が家
は離乳食が役立ちました。

Q3.t益月利だった

災害用備蓄の 紙皿、紙
コップ、使い捨てのビ
ニ ール手袋が便利でし
た。消毒用アルコール
は2個以上あると隔離
部屋と分けて使えます。
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6 ：の声「3 号でよ；五云｀三） コロナ医療の最前線／行政や医療の対応も日々変わっていると思うが、 最新の情報が聞けてためになる。経験者の声も大変リアルで興味深い。（名古屋市中区／I.Kさん）

癒えない知人がいます。子どもが心

に傷を負うくらいなら、私はワクチン

を選びます。

伊藤現時点では子どものワクチン

接種による後遺症や周囲への感染の

抑制力、一方でコロナにかかった子

どもの長期的な後遺症もわかってい

ません。ですから当然、本人やご家族

の考えを尊重すべきだと思います。

本来、予防接種に関 するコミュニ
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きよ実さんの書からは、あたたかな想いが伝
わってきます

と話がどう してもブレて しまいがち

です。僕が気をつけているのは、科学

的に検証されたデ ー タと、できるだ

けわかりやすい数字を用いて効果も

デメリットも同じように伝えること。

「先生のお子さんだったらどう しま

すか」と聞かれますが「僕 だったら

色々なことを天秤にかけた上で自分

の子どもにはワクチンを打ちます」と

お話ししています。
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矢野先生のお話をお聞きすると、や

はり子どももワクチンを接種した方

がいいのではないかと思えます。

伊藤外来時にも今日と同じ ぐらい、

お話できればいいのですが… 。

矢野このままでは子どもたちの成

長にも影響がありそうです。

伊藤マスクの下の相手の表情もわ

からずに子どもたちが過ご すのは、

良くありません。すでにヨ ー ロッパの
一部の国では「コロナのリスクも担

保するけれど、顔が見える世の中に

することも大事だ」という風潮もみら

れます。国内も3回日接種が終わり、

感染リスクが下がってきたら、次の

議論に進めるのでは。子どものコロ

で心リフレッシュ

矢野きよ実さん
パーソナリティ ・ 書家
名古屋市生まれ。15歳でモデルデビュ ー

後、 テレビやラジオなど活躍の場を広げて
いる。
17歳で始めた書で表現する独特の世界
観が注目を集め、数多くの賞を受賞。現在、
医療・災害、 教育現場、 福祉などの分野か
らの講演依頼に「生きること」「命の大切
さ」を伝えている。
名古屋小児がん基金特別顧間／愛知万
博記念災害・救急医療研究会理事／名
古屋観光文化交流特命大使／障害者と
市民のつどい実行委員会名誉実行委員
長／玄玄書作院常任理事他

矢野きよ実
オフィシャルサイト 麟

伊藤健太先生

あいち小児保健医療総合センター

総合診療科医長
名古屋市出身 、2007年鹿児島大学医学
部卒。名古屋第二赤十字病院研修医修了
後、2012年より感染症診療に従事。国立
成育医療研究センター感染症科、 東京都
立小児総合医療センタ ー感染症科を経て、

2016年4月より現職。小児科の入院原因
の大半を占める感染症診療を専門とする。
2022年より 、日本小児感染症学会ガイドラ
イン作成委員会作成委員。日本小児科学
会認定小児科指涵医／日本小児感染症
学会認定暫定指溢医／日本小児感染症
学会認定医他
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ぶニコ-HP 蓋籍

全席1、000円 ■ 愛知県芸術劇場オンラインチケットサー ビス

三
・愛知芸術文化センタープレイガイド（地下2階）

・ 当日自由席3階、チケットレス TEL 052-972-0430平日10:00-19:00土日祝休10:00-18:00 
最大席数 538 月曜定休／祝休日の場合、 翌平日

※車椅子席、ヒアリン グ

ル ー プ 席は劇場事務局にて取扱い。※未就学児入場不可。託児サー ビスあり（有料・要事前予約）。
※6月の月曜日は電気設備点検のため休館いたします。一部ウェブサイトの閲覧やFAX受信ができない場合があります。
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〕） コロナ医療の最前線／武藤先生のお話は分かりやすく心強い気持ちになりました。16キロもお痩せになったお話を読み 、 頭の下がる思いです。（岡崎市／A.Cさん） 7
 

https://docs.google.com/document/d/15LIel3Ir7qV3UwpkncbkvJMPyHdjOLCwVKt2-yEOdPs/edit



