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2016年12月

【巻頭言】

社会保険支払基金の審査員に就任して

昨年（平成27年）6月に社会保険支払基

金の審査員に就任した。会長に指名されて

渋々就任した。前任は高橋洋三先生で19年

の長きに亘って審査員を務めて頂いたので、

このまま現状が続くと思い油断していた。現

在、保険の審査員は社保が中津先生、国保は

幸田先生で、そこに新任の私が加わった。

審査員になるに当たって大きな不安があっ

た。私のような開業医に、高度の救急救命医

療や進歩の著しい専門医療の審査が出来るだ

ろうか。日進月歩の医療における検査や治療

薬､さらにDPCなど入院の保険制度の仕組み

が十分に理解出来ていないのに、これで適切

な審査が出来るのか。大きな不安と共に引き

受けた審査員も1年以上経過した。

毎月20日前後になるとレセプト審査を中

心に生活が動くようになった。審査員の仕事

は一般のレセプトの審査と再審査、二次審査

研究会への出席で、月に4日から5日、多い

月には6日間出務する。日曜日には朝から夕

方まで詰めていることもある。

これがストレスの種で、肉体的な負担だけ

でなく心理的にも負担である。睡眠が浅く

なってレセプトの夢をよく見る。査定は適正

であったか、誤りは無かったか、見落としは

ないか等々不安は限りなく広がる。何と言っ

ても保険診療は我々医療機関の最も大切な収

入源である。

8月審査で私の担当分レセプトは25医療

機関から2万7千件余りであった。もちろん

日浦恭一

(徳島県小児科医会副会長）

全てのレセプトに目を通すわけではない。高

額レセプトや重点医療機関のレセプトを中心

に審査し、一般開業医のレセプトは特定の医

院の他は事務チェックで指示されたものだけ

を審査する。問題のない（少ない）医療機関

のレセプトは全く見ないこともある。

診療内容は我々医者の自由裁量である。

行った医療行為を点数に換算して医療費の請

求を行う。レセプトの書式さえ整っていれば

どんな内容の医療でも請求は認められる。多

くの医療機関のレセプトを見ていると、その

診療内容に感心する。驚いたり腹を立てたり

することもあるが、慣れてくると医師の意図

や性格まで分かって興味深い。

保険を通すために無理やり病名をつけたレ

セプトもあるが、時に保険制度を理解してい

ないと思われるレセプトに遭遇することがあ

る。保険制度は医師にとっても大切なもので

あるが、本来は患者のためのものである。

審査の上で査定の対象になるのは治療や検

査が保険に適応のない場合、検査回数や薬剤

投与期間が過剰である場合、特に小児では適

応のない薬剤の使用や成人量を上回る薬剤量

の投与が問題になる。

保険適応のない薬剤や検査については個々

に適応拡大を要求していくしかない。地道に

エビデンスを示して実績を積み上げることに

よって適応のない新しい医療を認めてもらう

努力が要る。保険診療は契約に基づいて行わ

れるもので、医学的に正しい医療がすべて保
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険に認められている訳ではない。保険審査で

は契約をどこまで厳密に適用するかが常に問

題になる処で、審査を重ねるたびに新しい問

題に直面する。その都度、適否の判断を下す

ことになるが、一度下した判断は前例になる

ので注意が要る。

再審査は支払者からの請求が多く、下した

判断に対して再考を求められる。判断の正当

性を主張するために色々と理屈をつけて反論

する｡支払者は縦覧や突合などを駆使して､審

査段階での不合理や見落としを指摘する。無

理やり理屈をつけて逃れようとするが審査段

階での見落としは厳しい。

小児科医の仕事は保険診療とワクチンや健

診を中心とした自由診療が主体である。最近

はワクチンによる自由診療の占める割合が増

加しているので経済的には安定していると思

われる。HPV、ヒブ、肺炎球菌から始まって

不活化ポリオ、4種混合、水痘、B型肝炎ワ

クチンの定期接種化などがワクチンバブルと

呼ばれる状態を生み出した。

ただ今後、ワクチンを中心とする自由診療

分の増加が何時までも持続するとは考えられ

ない。少子化の影響で接種対象者が減少する

ことに加えて4種混合にヒブやB型肝炎を加

えた5種混合や6種混合へ、MRがMMRま

たはMMRVへと多価ワクチンに変更される

ことが予想され、現行のようなワクチン接種

料金の設定方法では1本当たりの接種手技料

金が2分の1から3分の1に減少する。現在

でも同時接種に対する接種料金に対して批判

を受けて減額修正を余儀なくされている地域

もある。ワクチンの重要性を考えれば1つの

疾患を予防することによってどれ程の子ども

が救われて医療費がどれ位節約されるのかを

基本に接種料金を算定すべきであり、多価ワ

クチンになったら小児科医の接種手技料が減

るようなシステムは容認すべきではない。

小児の保険診療も少子化の影響を受けて今

後さらに減少する可能性があるが、自由診療

に比べればまだ優遇されている。

今後の小児医療は小児科医の不足に伴って

総合診療医や他科の医師が参入する可能性が

高い。しかし小児診療は子どもの生理的特徴

を熟知した小児科医が行うべきである。小児

の成長や発達を理解していない医師が小児の

診療にあたるのが普通になれば小児科医の存

在意義は無くなる。

これからも日本の健全な国民皆保険制度を

堅持して、より良き小児医療を維持するため

にも小児医療は小児科医の手に留める努力が

必要であり、我々自身が保険診療に対して真

蟄に取り組む必要性を感ずる。

社会保険支払基金の審査員の定年は70歳

である。小児科医会や医師会の役職に定年は

ないが、開業医の多くが年齢を重ねて老齢化

しているのが現実である。lO年後、20年後

の小児医療について全員が考え、今後の小児

科医の有り方、小児科医会の有り方について

考えて貰いたいものである。
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【特集】

小児救急と超音波検査

point-of-careultrasound(ちよいあてエコー）の勧め

森一博

(徳島県立中央病院小児科）

超音波検査は、小型化、画質向上、価格低

下により、小児の一般外来や救急外来のベッ

ドサイドで広く利用されるようになりました。

最近では、従来の中央検査部での系統的な詳

細な検査ではなく、超音波を専門としていな

い診察医師が聴診器代わりに「ちょっと探触

子をあててみる」という利用方法が勧められ

ています!)。この考え方は、海外ではpoint-

ofcareultrasoundと言われています｡当院で

も2013年4月からの24時間小児救急の開

設に伴い、小児科専用超音波装置を救急外来

に配備し、診断の一助として大いに利用して

います｡本原稿では､小児救急におけるpoint-

ofcareultrasoundの利用法を御紹介したい

と思います。

秘の広がりをその場で保護者に示す事ができ

ます（図2)。

u

，3歳男児腹痛(救急搬送） 恥骨上水平断薗
璽口径を蝿欝
(鯖陸の桷断像〉

宮■毎＞3αnm
の時は便秘。

音同紘影＋は
隆い便11

砿

１
４
。
■
戸
区
．
。
■

》
４
品
巳
一

■

ｍ、４４

ゴ
マ

一

|季I…に3”｡｡W

＝後方は何も見えない！
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1：腹部超音波検査
｜ 一 1鑓9ヶ月男児腹痛

2時間前からひどい班痛で大蕊れ
母動揺して､救急車要陥妙

直腸には大量のそれほど固く轍い便つまる

＝膀胱を後方から圧緋

結巽は､全体'二表面以外は減衰し
輿は見えず＝固めの停上糟定便秘

一一口

膀胱

1） 便 秘

頻度の高い疾患で腹部超音波検査が有用な

疾患に「便秘」があります。消化管内腔は便、

ガス、腸液の3者で成り立っており、超音波

ではその区別が可能です。硬い便であればあ

るほど、超音波検査で「便の表面が高輝度」

｢後方は減衰」します。

最も簡単な方法として、恥骨上に水平に探

触子をあてた断面で直腸径＞30nm1で｢直腸に

大量の便塊あり」と判定できます（図l)｡ま

た､結腸に沿って探触子を移動してゆくと､便

_,獺剛IみI

図2：超音波検査による「便秘の広がり」の評価

2）回腸末端炎

右下腹部痛の症例は、多くが虫垂炎疑いで

紹介されます。しかしながら､実際にはそのう

ちの2／3の症例は回腸末端炎を主体とする

腸炎です。この病名を聞き慣れない先生が多

いと思いますが、超音波検査で「腸間膜リン

－ 3 －
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合もあり､｢如何に迅速に心エコー検査を施行

するか？」が心筋炎救命の鍵になります。心

臓超音波検査では、左室の収縮が低下し、僧

帽弁逆流や心嚢液をしばしば伴います（図

4)。心筋炎を疑う糸口として、ギャロップや

肝腫大などの理学的所見に注意を払うと共に、

心筋逸脱酵素や心電図もチェックして、少し

でも「心筋炎が怪しい症例」では超音波検査

を施行してみる事が大事です。

.
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図3：回腸末端炎の超音波像
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パ節腫脹」と「回腸末端部～バウヒン弁のき

のこ状腫脹」を認めれば診断されます（図3)。

原因は多彩で、カンピロバクター、病原性大

腸菌､エルシニア、アデノウィルスなどです2）

3)｡特に腹痛症例で腎機能障害や川崎病症状を

伴う場合、回腸末端の限局性肥厚があればエ

ルシニア感染を強く疑うことが出来ます。
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艦,嚇熊蕪企

図4：急性心筋炎の左室短軸断面

2：心臓超音波検査

胎児エコーの普及により重症先天性心|職病

は胎児診断され専門施設で出産、フォローさ

れるようになりました。そのため、以前のよ

うに複雑心奇形の児が「出生後に救急外来や

ご開業の先生の外来を状態不良で受診するこ

と」は激減しています。

現在では､｢超音波検査を聴診器と同じスタ

ンスで利用」して、心鍵液貯留、アンバラン

スな心腔などの所見から「急いで専門医に紹

介すべき病態」をピックアップする目的で心

臓超音波検査が施行されています4)。

1）心筋炎

小児心筋炎の1／4の症例では早急に悪化

する激症型であり、補助循環を要します。初

発症状は非特異的で、消化器症状や喘鳴のこ

とが多いです。脈拍は過度の頻脈のことが多

いですが、房室ブロックで徐脈のこともあり

ます。レントゲンで心拡大が明らかでない場

2）ショック状態の評価としての心エコー

検査

極度にグッタリした子供が外来受診した際、

左室径と左室内径短縮率（左室収縮の程度）

から、ショック状態であるのか？またその原

因が何なのか？をある程度推察できます。図

5は、麻輝性イレウスで受診した生後10か

月の女児です。意識混濁状態であり、超音波

生後10か月女児堕蕊産濱､発懸

前日の夕方までは元気｡その後､噂叶魚向あり､次第に元気がなくなり、深夜に救
急外来を受診｡体逼40度.心拍232加釉｡収確閏曲唾鴎ノ
縄蟠勤音聞こえず.腹部膨潜苓明
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図5:hypovolemicshockと左室径
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検査を施行したところ左室径は14mmでした。

正常新生児でも左室が18mであることを考

えると明らかに「著明な循環血液量不足」で

あり、生理的食塩水30ml/kgの急速静注で状

態を改善させることができました。このよう

に、心臓超音波検査は循環動態の重症度評価

のみならず、急場をしのぐ治療の選択にも有

用なのです。

3：当院救急外来での超音波検査の利用

最後に、当院の救急外来での超音波検査の

利用状況を御紹介します。2013年4月から

の1年間で4535名の小児救急患者が受診し

ました。夜間は超音波専門技師が不在で担当

小児科医師が超音波を施行するわけですが、

324名(7.1%)で超音波検査が施行されてい

ました(図6)。内訳は消化器疾患が3／4を

占め、循環器（川崎病を含む)、頭頚部、腎尿

路疾患と分野は様々でした。腹痛が主訴の患

者で、巨大尿管、卵巣出血、処女膜閉鎖例な

ど消化器疾患以外の症例が短時間で診断され

る事が稀ならずあります。

なお、当院では、重要症例を「中央病院小

児科MailingList｣から画像を配信するシステ

ムを構築しており、私も含めて全員のレベル

アップを目指しています。最近では､全員､超

音波検査に対する抵抗が少なくなり、救急患

臼
例

図6：当院救急外来での超音波検査状況

2016年12月

者の8％以上にpomt-ofcareultrasoundを利

用しています。

現在、当院では腸重積を全例超音波で整復、

虫垂炎は80％が超音波診断可能となりまし

た。とは言え､｢超音波検査見逃し例」や「CT

なしでは診断出来ない腹痛症例」も多々あり、

今後も全員で超音波診断のレベルアップが図

れるよう工夫してゆきたいと考えています。

そして何よりも、「丁寧に臨床経過を聞き、

丁寧に理学的所見を得る事」が大事であるこ

とは言うまでもありません。
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l.鈴木昭広.JpnJMedUltrasound2016;

43：435－440

2．森一博他。日本小児科学会雑誌2015;

119:480

3．森一博他。日本小児科学会雑誌2016；

120：344

4.SpencerKTetal.JAmSocEchocardiogr

2013；26：567－581
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夜尿症診療ガイドライン2016

上田隆

(阿南共栄病院副院長）

夜尿症診療ガイドラインは2005年に日本

で初めて発表され、翌年に国際小児尿禁制学

会(InternationalChildren'sContinence

Society:ICCS)が発表しました。2016年7

月、日本の夜尿症診療ガイドラインが大幅に

改定されたので報告します。

2．夜尿症の定義と分類

【定義】診断に際して残された課題は､日本と

外国で膀胱容量の定義が違うことでした

（図l)｡ICCSは年齢を基準に計算されてい

ますが、日本は体重を基準に計算されてい

ます。したがって、国際学会で発表すると

きにはICCSの基準に直して発表しなくて

はなりません。

【分類】日本では多尿型･膀胱型･混合型の分

類が使われてきましたが、今後つぎのよう

な2つの分類に統一されます。

●一次性夜尿症

夜尿が消失していた時期が6カ月未満

二次性夜尿症

夜尿が消失していた時期が6カ月以上

●単一症候性夜尿症

下部尿路症状を合併しない

1．変更した3つのポイント

①Minds(MedicalinfOrmationNetwork

DistributionSeIvice)の手法に基づいて作

成されています。

②夜尿症の定義と分類を、国際小児尿禁制

学会(InternationalChildren'sContinence

Society:ICCS)に合わせたことですが、課

題は残りました。

③夜尿症の診療アルゴリズムをICCSに合

わせたことで、日本で独自に行われていた

夜尿症診療を世界の水準に合わせた点です。
回
９
－

本邦とICCSの

夜岡尿量と膀胱容量の定麓の比較

●、『.赤司の定養
夜岡多尿(9mLﾉkg以上）壁墜睦容量(6mLﾉkg未湊）
6n(21kg)189mL以上128ml未演

10n(34kg)306mL以上204mL未溝
●D民大友の定稜

夜岡多尿(0.9mL/kg/hr以上）低膀麟容量(7mL/kg未演）
6皮〔10時固■■》189mL以上147mL未漢
10n(9跨口■巴)275mL以上238mL未濁

●ICCSの定養
夜間多尿(年齢推定膀既容丑の130%以上）
6a273mL以上

10n429mL以上
低蹄既容丑(年齢推定暁胱容量の65蜂濁）
6黛136mL未済
10n214mL未満

図1本邦とICCSの夜間尿量と膀胱容量の比較

「茜雨盲1房一頭嗣乖気

↓
治画

図2夜尿症の診療アルゴリズム(2016年）
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非単一症候性夜尿

下部尿路症状を合併する

原因疾患として排尿筋過敏、反復性尿

路感染症、脊椎癒合不全などがある。

3．新しい夜尿症の診療アルゴリズム（図

2）

夜尿症診療ガイドライン2016は単一症候

性夜尿の初期治療に重点が置かれており、非

単一症候性夜尿が治療しても持続する場合は

専門家に相談するに留まっています。

今回のガイドラインの改定で最も強調され

ている点は、夜尿症の治療の第一選択として

デスモプレッシンとアラーム療法が勧められ

ています。抗コリン薬と三環系抗うつ薬は、

デスモプレッシンとアラーム療法の併用療法

でも効果が認められないときに使用されるこ

とになっています。

抗コリン薬が第一選択薬として推奨されな

い理由は、次の2点です。日中の症状を伴わ

ない単一症候性夜尿症には、抗コリン薬単独

治療の有効性は乏しいこと。次に、副作用と

して便秘による効果の減弱と、残尿量の増加

による尿路感染症の発症であること。しかし、

デスモプレッシンと併用することで、夜尿頻

度を有意に低下させることから、デスモプ

レッシンと抗コリン薬の併用療法で夜尿症を

コントロールできる例があり、私は、このよ

うな事例にはあえてアラーム療法をしなくて

もいいのではないかと考えています。

三環系抗うつ薬が第一選択薬として推奨さ

れない理由は、加療投与時の心臓障害（刺激

伝導障害と心機能障害）の副作用があり、死

亡例も報告されているからです。

4．アラーム療法の効果と問題点

アラーム療法の有効率は一般に40～80％

著効率は20～50％と、施設によってばらつ

2016年12月

きがあります。どのようなメカニズムで夜尿

を改善させるかについての詳細は不明ですが、

覚醒障害を改善し、随意的な排尿を行うこと

が排尿訓練となり、夜尿改善に寄与するので

はないかという説があります。

アラーム療法の特徴は次の通りです。①ア

ラームが鳴ったとき、できるだけ早く覚醒さ

せるか認識させる。完全に覚醒させなくても、

アラームを止めさせるなどして夜尿をできる

限り認識させる。②患児自身で起きられない

ことが多く、アラーム療法には家族の介助を

要する。介助者が脱落すると、患児も脱落す

ることもある。③患児および介助者共に治療

意欲があることが好ましい。④一般に即効性

に欠け、効果を実感するまでに6ケ月以上掛

かることも多いため、焦らず継続する。⑤効

果の有無は6～8週間位で判定できる。一般

に夜尿頻度や一回の夜尿量が徐々に減少した

り、夜尿時間が徐々に朝へ移行したりして現

れる。⑥一晩に複数回夜尿がある場合は、初

回のみアラームを使用する。これは睡眠リズ

ムが乱れたり、睡眠が不足したり、精神状態

が不安定にならないよう配慮しての使用法で

ある。

アラーム療法がドロップアウトしやすい理

由は次の通りです。①国民皆保険制度と小児

に対する医療助成制度の充実により、薬物療

法が優先される。②アラーム療法は、保険適

応がなく、器具の購入やレンタル費用がかか

る。③アラーム療法に熟知した医師が少ない。

④即効性に欠け、効果を実感するまでに数カ

月以上かかることが多い。⑤覚醒障害のある

子どもはなかなか起きない。⑥家族の睡眠不

足による疲労が大きい。

夜尿症の多くは自然に治りますが、悩んで

いる親子は多く、小児科医が積極的に治療す

る新しいステージになったと思います。

－7－
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運動器検診が始まりました

御存じの通り今年の4月から運動器検診が

始まりましたのでその御紹介を致します。

運動器とは「骨・関節・筋肉・靱帯・腱・

神経など、身体を支えたり動かしたりする器

官」と定義されています。自動車に例えると

ボディやタイヤに相当し、運動器のいずれか

が故障すると車は動かなくなります。運動器

は大事な器官ですが、他の器官に比べるとま

だまだ認知度（消化器､呼吸器が約70％､運

動器30％）は低いようです。（図1）

この運動器の障害のために移動機能の低下

をきたした状態を「ロコモティブシンドロー

ム」略してロコモといいます。高齢の方でロ

コモが進行しますと、介護が必要となるリス

クが高くなり、寝たきりの原因にもなります。

ロコモは大人だけの問題ではありません。

2年前NHKのクローズアップ現代で子供の

ロコモが取り上げられました。「"しゃがめな

い""腕がまっすぐ上がらない”今、子どもた

ちの体に異変が起きています。子どもは“ロ

各器官の認知度
《“》

｜“1－－－‐

｜

．

’”

、
“

“｜

:|阿
討伊ぷぷ緯溌

"

全国インター穴ネットリサーチ：1mOサンプル

ぁなたは『卸勘珊』I輔魔暴』『泌尿野jI涜化鰯11呼吸淫jという宵纂

や．それぞれのその立錐を知っていましたか？《2015

年I運動淫の10年1日本箇会》

図1

岡田祐司

(城東整形外科内科院長）

コモ”の予備軍。これからは小児の予防対策

が非常に重要になる｡」と放送されました。

現代の子供たちの特徴は、運動不足により

運動能力が低下している子供たちと運動のし

すぎによりスポーツ障害を来たしている子供

たちに分かれており､｢身体の二極化」が問題

となっています。

そこで「運動器の10年」日本委員会では、

平成17年度から「児童・生徒の運動器機能

障害やスポーツ障害を早期に発見し、適切な

指導、教育、治療を施し、心身ともに健全な

成長・発達を促す」という目的で「学校にお

ける運動器検診体制の整備･充実モデル事業」

を開始しました。

平成17年度は北海道、京都、島根、徳島

で開始され、その後新潟、宮崎、愛媛、埼玉、

大分､熊本と平成22年には10道府県で実施

されました。その結果、運動器疾患・障害の

発生頻度はl～2割と報告されており、子供

の健全な成長に早急な対策を講じる必要性が

判明しました。

このような背景があり、平成26年4月30

日に「学校保健安全法施行規則」が一部改正

され今年の4月1日より、運動器検診が始ま

ることになったわけです。

実際の運動器検診の流れは、まず①事前調

査として保護者が、保健調査票（従来の内科、

皮膚科、耳鼻科、眼科、歯科以外に整形外科

の6項目)をチェックし学校に提出します。②

それを参考にして養謹教諭、担任が再度

－8－



チェックし､学校医に報告し（従来の学校健診

に加えて)運動器検診をしていただく。③その

結果、運動器の異常が疑われる場合は整形外

科専門医の二次検診をうけるよう指示する。

④事後措置としてその結果を学校と保護者に

伝える。というものです。（図2、図3、図4）

|運動総診の耐n

保健調査(保護者、養護教諭）

等
健康診断（学校医による検診）

U
専門医（整形外科医）による二次検診

子

事後措置
図2

本来、整形外科医がすべき運動器検診を内

科・小児科医の先生方にお願いするのは大変

恐縮ですが､この検診を円滑に進めていただく

ために運動器検診の仕方と各項目がどの様な

疾患を想定しているのかをご説明いたします。

①脊柱側弩症のチェックポイントとして、

肩の高さ・肩甲骨の高さや後方への出っ張

り・ウエストラインの左右差を確認し、前

屈テストでハンプ（隆起）の有無をみます。

②腰を曲げたり反らしたりすると痛みがあ

れば、前屈による痛みは腰椎椎間板へルー

Z･後屈は腰椎分離症が疑われます。

③野球肩や野球肘を想定しバンザイをした

時に上肢が耳につくか否か、手のひらを上

にむけて肘がまっすぐ伸びて十分曲がるか

否かを確認します。

④片脚立ちが5秒以上できないあるいは

しゃがみ込みができない場合は、ペルテス

病、大腿骨頭すべり症、先天性股関節脱臼、

オスグッド・シュラッター病などが疑われ

ます（図5)。

2016年12月

もちろん、この一次検診だけで診断をつけ

るのは困難ですので疑いのある場合は二次検

診を受けることを勧めて下さい。運動器検診

は、児童生徒のみなさんの運動器疾患の早期

発見・早期治療に大いに役立つものと期待し

ておりますので、今後ともどうぞ宜しくお願

いいたします。
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5最近の健康状態について該当するものに､該当学年の枠内に○印を入れてください。

ロ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■ﾛ■
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症状 小1 小2小3小4小5小6中1 中2中 3

小
児
科
内
科

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

食欲がなく､体重が増えにくい

頭痛を起こしやすい

腹痛を起こしやすい

下痢､便秘になりやすい

動悸､めまい､息切れをすることがある

疲れやすく､元気のないことが多い

急に立つとめまいをすることがある

ひきつけをおこすことがある

ぜんそくが時々おこる

じんましんがよくでる

アトピー性皮膚炎がある

耳
鼻
科

12

13

14

15

16

17

18

19

20

聞こえが悪いことがたびたびある

発音で気になることがある

よく鼻水や鼻づまりがある

鼻血がでやすい

のどの腫れや痛みを伴う発熱が多い

普段口を開けている

いびきをかくことが多い

中耳炎にたびたびかかる

声がかれている

眼
科

21

22

23

24

25

26

黒板の字が見えにくい､目を細めて見る

色まちがいをすることがある

頭を傾ける､上目づかい､顔の正面で見ない

左右の視線がずれることがある

目がかゆくなる、目やにがでる、目が赤くなる

メガネ､コンタクトレンズをしている

歯
科

27

28

29

30

31

32

33

歯が痛んだりしみたりする

顎の関節が痛んだり音がしたりすることがある

かみにくい､食ぺにくいと思うことがある

歯並びやかみ合わせが気になる

口のにおいが気になる

歯ぐきから血が出ることがある

矯正をしている

整
形
外
科

34

35

36

37

38

39

背骨が曲がっている

塵を曲げたり反らしたりすると痛みがある

バンザイをした時に腕が耳につかない

肘が完全に曲がらないまたは伸びない

片脚立ちが5秒以上できない

かかとを床につけたまましゃがみこむことができない



2016年12月

平成年月日

年組

様

運動器検診結果のお知らせ

本年度の運動器検診の結果をお知らせします。

口異常ありませんでした。

口運動器の下記に異常の疑いがあります。早めに整形外科等で精密検査を受けて下さい。

※『運動器」とは骨、関節、筋肉、靭帯、腱、神経など身体を支えたり動かしたりする器官の名称

です。

※最後の健康管理に必要となりますので、受診後、下記の報告書を学校（担任）に提出して下さい。

受診報告書

年組児童生徒名

口治療の必要なし

(診断名等）

口軽過観察の必要あり (学校での留意事項等）

(診断名等）

口治療の必要あり (学校での留意事項等）

平成年月日

医療機関名

医師名

図4二次検診結果報告書
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学校での運動器検診の手引き（検診の仕方）
1．背骨が曲がっている

脊柱側わん症四つのチェックポイント

①肩の高さに左右差がある

②ウエストラインに左右差がある

③肩甲骨の位置に左右差がある

④前屈した背面の高さに左右差があり､肋骨隆起もしくは腰部隆起がみられる

I
〆

3 4

上記の4項目の中では､スクリーニングとして④の前屈テストが最も重要です。

・前屈テストで5度以上＊の肋骨隆起､あるいは腰部隆起がある｡----整形外科への受診要

（明らかな背部､腰部の”非対称な”後方への隆起）

・前屈テストで5度未満の背部隆起がある。‐-----経過観察･簡易指導

･ウエストライン､肩甲骨の高さや肩の高さに明白な左右差がある----整形外科への受診要

2.腰を曲げたり反らしたりすると痛みがある

屈曲時に痛いときは､腰椎椎間板障害の疑いがあります。

伸展時に痛いときは､腰椎分離症の疑いがあります。

･どちらかで痛みがあり、日常生活や運動時に支障なし---経過観察･簡易指導

･どちらかで痛みがあり、日常生活や運動時に支障あり-----整形外科への受診要

図5学校での運動器検診の手引き（検診の仕方）
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3.腕(うで)を動かすと痛みがある

・ 運動時に軽い痛みあり経過観察簡易指導

運動時に強い痛みと支障あり---整形外科への受診要

・体育に支障あり整形外科への受診要

・校内生活および通学に支障あり-----整形外科への受診要

4.腕の動きに悪いところがある

主に､左右差を比較する．わずかの可動域制限あり－－経過観察･簡易指導

．はっきりした可動域制限あり－－整形外科への受診要

（例:肘の伸展:左右差で5．以上､完全に伸びないなど）

野球肘､野球肩のスクリーニングとなります。

5.片脚立ちが5秒以上できない（左右ともに検査する)片方があてはまれば

・5秒できるが､ふらつきが大きい------経過観察･簡易指導

・5秒以上できなくて､歩行時に脚(あし)の痛みなし----経過観察･簡易指導

・5秒以上できなくて､歩行時に脚(あし)の痛あり----整形外科への受診要

2016年12月

ペルテス病､大腿骨頭すべり症､発育性股関節形成不全(先天性股関節脱臼)のスクリーニングとなりま

す。

(疑問に思う場合も専門医(整形外科)の受診を勧めてください。

6．しゃがみこみができない(足のうらを全部床につけて完全に）

・しゃがめなくて､運動時痛なし---------経過観察

・しゃがめなくて､運動時痛あり-------整形外科への受診要

オスグッド病や足関節拘縮のスクリーニングになります。

(疑問に思う場合も専門医(整形外科)の受診を勧めてください｡）
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【弔文】

戸井千枝子先生を偲んで

戸井千枝子先生と一緒に働き始めたのは、

昭和63年8月それから平成23年5月まで

の約22年9か月、当院副院長を務めて頂き

ました。

大学時代は､｢ヒ素ミルク」事件にも拙わっ

ていて、大変だったとお話されていたのを記

憶しております。

戸井先生は、いつも姿勢正しく、立ち姿も、

とっても美しい女性でした。

趣味では、革製品の創作と、日本舞踊、お

茶をたしなみ、日本舞踊を舞う御姿は姻爽と

して、指先、つま先からあふれる感情に、見

入ったことを覚えております｡日本舞踊は､当

院の忘年会でも披露していただいたこともあ

り、舞台で舞う御姿は、りりしく凛としたお

姿でした。今こうして目を閉じても、その舞

姿が思い出されます。

あるとき職員が､｢さぬき子供の国」へ行っ

て、トトロの折り紙を教わって折っているの

を戸井先生が見つけ、さっそく折り方を教わ

り、その年はトトロの折り紙作品で小児科が

いつぱいになりました。

トトロや、いろいろな動物の折り紙を折っ

て、モビールにしてクリスマスには、子供た

ちにプレゼントをなさっていました。

そのプレゼントに子供たちも、おおはしゃ

ぎ11でした。

お人柄は、ときに厳しく、優しく「おばあ

ちゃん先生」と子供たちからも慕われ、子供

の時に戸井先生に診てもらった子が、大きく

藤野正晴

(医療法人藤野会理事長）

なり当院でスタッフとして働いている者もい

ます。

診察では、子供たちに、またその子供たち

の親に「親の都合で子供たちの面倒を見たく

ない時や、おとなしくさせたいために、テレ

ビやゲームをさせるのはいかんよ。ちゃんと

管理せなあかんよ」とご意見されていました

が、昨今スマホやタブレットが世の中にあふ

れ、いつでもどこでもみな携帯をいじってる

のをみるたびに、この戸井先生のお人柄とそ

のお言葉を思い出されます。

「戸井先生､わが孫も、ちょこまかちょこま

かされると、うっとうしいときもあり、つい

つい携帯渡してテレビを見せてしまいます。

やはりメディア漬けにならないよう。教えを

守ろうと思います｡」

おかげ様で、孫たちも元気に成長していま

す。

御礼方々、ご冥福をお祈りします。

平成28年11月2日
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戸井千枝子先生を偲んで

平成28年2月25日戸井千枝子先生が御逝

去されました。この戸井千枝子先生の悲報を

お聞きしたのが、今年の夏頃だったかと思い

ます。確か昨年に入院され闘病され、回復さ

れたという情報をお聞きしていましたが、お

見舞いにも参上せず、戸井先生はじめご家族

の方には大変申し訳なく思っております。徳

島県小児科医会の会員の皆様にも、悲報の伝

達が遅れましたことをここにお詫び致します。

さて、戸井千枝子先生は、大正14年2月

12日に出生されました｡その後の医療関係の

ご略歴を下記に記載致します。詳細は省略し

ますが昨年まで勝浦病院へは非常勤での勤務

をされていたようにお聞きしています。

昭和28年3月

昭和28年4月

昭和29年4月

昭和32年7月

昭和32年8月

昭和45年7月

昭和45年8月

昭和47年7月

昭和47年8月

昭和59年7月

名古屋市立大学医学部医学

科をご卒業。

国立徳島病院(現中央病院）

実地研修

徳島大学医学部小児科教室

入局(研究生）

徳島大学医学部小児科教室

退局

勝浦町立勝浦病院勤務

勝浦町立勝浦病院退職

香川農協屋島総合病院勤務

香川農協屋島総合病院退職

阿南共栄病院小児科勤務

阿南共栄病院小児科定年退

職

2016年12月

田山正伸

(徳島県小児科医会会長）

昭和59年8月

昭和63年7月

昭和63年8月

平成23年5月

阿南医師会中央病院勤務

阿南医師会中央病院退職

成田病院勤務

成田病院退職

私が戸井先生に初めてお会いしたのは先生

が成田病院に勤務されていた頃だったかと思

います。私が徳島県小児科医会の役員になっ

た頃ですが、徳島県小児科医会の主催する学

術講演会には、必ずといって、会場中央の前

方の席にお座りになっていました｡しかも､講

演会会場には、会長である私より先に来られ

ていました。いつまでも学究肌の先生だと感

心させられました。ある先生からの情報です

が、戸井先生は徳島大学小児科で初めて学位

を取得された女医さんであったことを知り、

納得した次第です。更に、徳島県小児科医会

の総会及び忘年会にご参加された時、忘年会

で同じテーブルとなりました。アルコールは

ほとんどお飲みにならなかったかと思います

が、食事を一緒に致しまして、気さくにいろ

いろなお話をさせて頂きましたことを今も覚

えています。その折に、戸井先生が徳島県小

児科医会会報に投稿しますと言っておられま

した。その原稿は、今回再び掲載することに

なりました。皆様も再度ご一読下さいますよ

うお願い致します。

最後になりますが、戸井千枝子先生のご冥

福を心からお祈り致します。
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【随想】

現役BB歳に想う

一テレビドラマ『梅ちゃん先生を観て』一

テレビドラマ「梅ちゃん先生」（平成24

年度上半期にNHK総合テレビ・BSプレミア

ムで放送）を観て、「ああ、私の経てきた時

代だな」とつくづく想い、最後まで毎日楽し

みに観てきました。

北村義男・元徳島大学小児科教授の奥様の

お葬式の日に、古川一郎先生から「梅ちゃん

先生は、先生の時代ではなかったですか？」

と問われた事があり、テレビ画面の蒲田の焼

け野原を見るにつけ、当時の様子を書いてみ

たいと云う気持ちに駆られました。以前、小

児科医会雑誌に「私の医局時代一人生80年

を生きて－」を投稿し、少し重複する点もあ

りますが、それほど当時の出来事は私の心の

底に残っていることだと思います。

私は現在88歳で、この年まで生きて仕事

が出来るとは思ってもみなかったのですが、

いつの間にか卒寿を迎えることが出来、両親

より長生き出来たことに感謝の気持ちで一杯

です。私の経てきた時代は、今の若い人たち

には不思議に思われることが沢山あると思い

ます。今更ながら時代のめまぐるしい進歩に

驚き、また反面、良きにしる悪しきにしろ、

人間の心のあり方まで変わってきたことに戸

惑いを感じる今日この頃です。

私の幼少期は、男3人女2人の5人兄弟の

長女に産まれ、母は私に女の子として当たり

前のことをやらせました。私は生来小児喘息

故戸井千枝子

があり、母は毎日のような病院通いに苦労が

あったと思いますが、長ずるに従い喘息症状

はなくなり、学校を休むこともなくなりまし

た。

私の父は20歳のときに徳島で初めて自動

車修理工場を開業しました。忙しい仕事の傍

ら、私に対して「これからの女の子は何らか

の職を持たなければ！」と、当時に相応しか

らぬ考えを持ち、私を医学の道に進ませよう

と、明治生まれの頑固さで独り決めしていま

した。今の時代なら人権を無視したやり方と

思うかも知れませんが、納得せざるを得ない

時代でした。「梅ちゃん先生」は、父親が大

学教授であったことから、父親の患者に対す

る真面目な態度に接して、自らの意志で医学

の道を選びましたが、私とは大きな違いでし

た。

その当時、女子の大学はなかったため、私

は医学専門学校である帝国女子医学薬学専門

学校(現在の東邦大学）を受験させられまし

たが、失敗に終わり、関連校である帝国女子

理学専門学校に入学させられました。学校は

大森にあり、「梅ちゃん先生」の舞台である

蒲田は大森の隣でした。学生たちは全員寄宿

舎生活で、毎朝納豆売りの声と共に目覚め、

甘納豆と間違えて笑われたこともありまし

た。物の無い時代とは云っても、入学当初は

蒲田の氷菓専門店の小豆アイスが好物で、よ

く買いに行きました。また付近の小さなレス

－16－



トランのロールキャベツが学生たちの間で評

判で、今でもその味を記憶しています。

夏休みが過ぎ登校した時、一生忘れ得ない

事ですが、A型肝炎に罹患して入院しまし

た。全くの食思不振で、物の買えない時代で

もあり、父が運んでくれた梨や葡萄などの果

物で10日間を過ごしました。今思うと、よ

くこれだけで体が持ったものだと思います

が、何とか退院にこぎ着けました。帰徳した

後も黄疸が強かったため、市内の病院へ毎日

注射に通いました。

2カ月後に全治し、再び上京しましたが、

戦局の悪化と共に勉強どころではなくなり、

私たちも蒲田にある大軍需工場（新潟鉄工所

蒲田工場）に動員され、毎日旋盤工として捻

子を切らされました。たまたま勉強のある日

は、軍事訓練として、万年少尉殿とあだ名さ

れる人から銃の訓練を受けました。その後は

大学生まで戦争に駆り出されるようになり、

「ひとりで死にたくない」と云う気持ちが強

くなりましたが、なかなか帰省が許されず、

最後の速達で父がアセチレンガスタンクの爆

発で両眼を失明したとの便りがあり、漸く帰

省が許されました。そして帰徳の翌日、東京

大空襲があり、学校や寄宿舎のある大森・蒲

田辺りはほとんど焼け野原となりました。こ

のときほど、危機一髪で帰省できた私の運の

強さを感じたことはありませんでした。しか

し帰徳して間もなく、徳島も空襲に遭いまし

た。私の家の二階にも焼夷弾が落下しました

が、壕に残っていた私と父で消火に努め、二

階の一部を焼いただけで、近所の家も火災を

免れました。見回りに来た町内会長に「勇敢

なお嬢さん」と褒められ、則りか気をよくした

事がありました。

その後、焼け残った家に、焼け出された親

族が住むこととなり、親戚他三世帯が一階に

住み、私たちは二階に追いやられ不便な生活

2016年12月

となりましたが、父は「お互いに助け合い」

の精神で快く同居を許しました。私はもう学

校を辞めようと決意しましたが、最後まで父

に説得され、再び上京し、疎開先である千葉

習志野の陸軍兵舎で学び、本科生物科を卒業

して中学校教師の免状を受けました。しかし

父は相変わらず私が医師となることを諦め

ず、名古屋女子医科大学医学部への編入試験

を受けさせ、無事合格したときの父の喜び様

は尋常ではありませんでした。そして学部一

年の夏、近所の材木商から出火して自宅が全

焼し、叔父の家の二階に家族七人が間借りす

ることになったところで終戦を迎えました。

その後、先祖の土地である現在の地に居を構

えることとなりました。

昭和28年に大学を卒業し、陸軍国立徳島

病院(現在の徳島県立中央病院）で実地修練

を終え、国家試験に合格した後、徳島大学小

児科学教室に入局しました。当時の北村義男

教授は、「梅ちゃん先生」の父親の様に、見

かけは非常に固く、規則正しく、心穏やかで

真面目な教授で、どちらかと云うと近寄り難

い存在でした。在籍中に教授に褒められたの

は入局後初めての地方会で「新生児表皮剥脱

性皮膚炎」の症例報告を行ったときで、しゃ

べり方が分かり易いとお褒めの言葉をいただ

きました。

また反面、論文作成の折には「私は一晩で

論文を読んだんですよ」とお叱りを受けまし

た。後で分かった事ですが、他科の教授は俟

が積もるほど机の上に論文を放置したり、ま

た私の友人が入局した金沢大学皮膚科は一年

に一人しか学位を出さなかったりで、北村教

授のお叱りは「論文を早く持って来なさい」

という事だったのですが、非常に良き教授に

恵まれたことに感謝しました。「梅ちゃん先

生」のように、医局時代に自分の論文を「は
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い、ご苦労様」の一言で他の先生に引き継ぐ

と云う理不尽なことはありませんでした。教

授は「次の教授会に論文を間に合わせるよう

に」と仰り、父が自動車屋をやっていた関係

を活かし、京都からの大学の荷物を中洲港で

引き取り、大学で私の論文と教室の有井先生

の論文を探し出し、教授会に間に合わせまし

た。この時ばかりは父のお節介をしみじみ有

り難く感じました。

医局時代は、森永ヒ素ミルク中毒事件で、

てんやわんやでした。また現在は予防接種の

おかげで患者を診ることもなくなりました

が、当時はポリオも流行しており、何人もの

患児を受け持ち、腰椎穿刺でビタミンBlを

注入する毎日で、泣き叫ぶ子どもを宥める母

親たちの苦労も大変でした。私たち医師も心

を鬼にして、一発で命中するように心の中で

念じつつ施行しました。おかげで自信を持っ

て腰椎穿刺を出来るようになりました。

ある日、徳島市民病院への就職を持ちかけ

られましたが、私は即座に断りました。しか

し医局長から「教授の云うことはあくまで命

令形である」ことを聞かされ、その後の勝浦

病院への就職は即座に引き受けました。

当時の勝浦病院は、町立病院の中でも、小

児科以外に内科・外科・産婦人科・耳鼻咽喉

科・眼科と全科が揃っている病院でした。徳

大から派遣されていた耳鼻科・眼科を除い

て、他科は岡山大学からの先生方で占められ

ていました。

その頃は子どもの数も多く、毎日30名近

くの患児で賑わっていました。現代の先生方

はほとんど麻疹を診ることがないと思います

が、麻疹の流行時は一日に100名を越える

受診がありました。赤痢の流行があったとき

は、感染源不明のまま隔離病棟が満床となっ

たため、畳を敷き詰め雑魚寝の有様でした。

中学生は男女別室としましたが、中学校長か

ら消毒の問題やら、思春期の心の問題やら、

その扱い方などを指摘されたことがありまし

た。また、溶連菌感染症の疑いで入院させた

幼児が、解熱せず、診断不明のまま大学へ紹

介させてもらったことがありました。その後

この病態は、小児科学会雑誌に「急性熱性皮

膚粘膜リンパ節症候群」として発表され、後

に「川崎病」の診断名が確立し、経過中に冠

動脈瘤の発生が云われるようになり、その後

の発疹性疾患の診察は注意して診るようにな

りました。

その後、屋島総合病院を経て、阿南共栄病

院で定年退職となりました。引き続き阿南医

師会中央病院で4年半勤務させていただき、

病棟新築と共に小児科病棟を作ってもらいま

した。しかしその後の院長の考え方、やり方

に不満があり、昭和63年に友だちの紹介で

脇町の成田病院小児科に就職しました。その

後23年間無事に勤務させていただき、内科

の臨床も少し勉強させていただきました。

以前から心雑音があり、徳島赤十字病院の

パートの先生から弁狭窄を指摘されていたの

ですが、平成22年5月に生まれて初めてイ

ンフルエンザAに罹患し、肺炎から心不全を

来たして徳島市民病院へ入院しました。退院

後、坂東ハートクリニックで大動脈弁肥厚性

狭窄と云われ、絶対無理をしないようにとの

ことで、成田病院を退職し、以前から続いて

いた勝浦病院の週1日の勤務で現在に至って

います。

「梅ちゃん先生」は、開業医として家庭と

仕事を両立させましたが、当時の私には考え

られないものでした。医師となる以上、一大

決心の上になったもので、母親にはなり得ま

せんでしたが、小児科医として、いろいろな

母親の姿をみるにつけ勉強させられ、また子
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どもの発育を楽しみに健診をすることも多

く、現在に至っています。当時診た子どもも

父親・母親となり、また健在なる祖父母に声

をかけていただき、小児科を選んだことに後

悔の念はありません。何もかも父の言いなり

に過ごしてきて、唯一つ初めて父に反対した

のは小児科を選んだことでしたが、父は何も

言いませんでした。

「人は人の為に生きてこそ人である」との

誰かの言葉どおり、感じ入る所があり、88

歳現役で生きて、少なからず多くの子どもた

ちを診てきて、感謝されたことに満足してい

ます。趣味は日本舞踊、レザークラフトを

やっておりますが、最近は園芸が楽しみで、

これからは水彩画もやってみたいと思ってい

ます。

最後に、自分の一代記を書くようになりま

したが、長い間お付き合い下さいました諸先

生方に改めて感謝と御礼を申し上げます。

(平成25年5月）
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【随筆】

渋 柿

徳島県の県北中央部では、渋柿といえば愛

宕柿と大和柿が一般的である。愛宕柿は釣鐘

型で尖端がとがった形になっているが、大和

柿は尖端が丸くどっしりした形に見える。

我が家の先祖代々の畑には、父親が50～

60年前に接ぎ木をして植えた大和柿の木が

約50本あり、毎年秋になり黄色く色づくよ

うになると収穫を手伝ったものである｡約17

年前に父親が亡くなり、常に世話をする者が

いなくなっても毎年黄色い実をたくさんつけ

ている。

私も、年1回程度は動力噴霧機を駆使して

へた虫の消毒をしたり、素人ながらも剪定を

したりするように努力はしているつもりだが、

自由な時間がないので一人ではなかなか全て

に手が回らないのが現状である。しかし、私

には中学時代の同級生で現在も親交があり、

気のおけない友人が7～8人いる。彼らは仕

事の合間をみて柿畑の草刈りを手伝ってくれ

たり､畑の垣根として植えてある高さl0mは

あろうかと思われる杉の木を切り倒しても

らったりと、全員にいろいろと助けられてお

り、畑を維持管理する上では、なくてはなら

ない存在である。昨年は私が一人で剪定をし

たのだが、切り落とした枝がいつの間にかな

くなっていた。友人に聞いてみると私の知ら

ない間にトラックでやって来て数人がかりで

処分してくれたらしい。本当に良い友人達に

恵まれたものだ。

最近ふと気がついたのであるが、収穫をし

佐藤登

(阿波病院小児科）

ていて今まで大和柿ばかりと思っていたが、

どうも一本の木に大和柿と愛宕柿が混在して

なっているようなのだ。接ぎ木をしたせいな

のかどうか判らないが、柿の世界にも先祖返

りという言葉があるのかと思ったことだ。

一昨年の秋もたくさんの柿がなっていた。

前年同様に友人に収穫を手伝ってもらい、柿

の実は友人・知人に配ったり各自で採っても

らったりしていた。田舎の実家の二軒隣りに、

同級生達とは別の私より1歳下の竹馬の友と

もいうべき友人がいた。小学校の間は学校か

ら帰ると、毎日のようにその友人も含め近所

の数人と野原に出て三角ベース野球をしたり、

珠数玉鉄砲作りをしたりと、時間を忘れるぐ

らい遊びに明け暮れる毎日であったことを思

い出す。昨今のポケモンGO等のアプリケー

ションゲームを含むコンピュータゲーム主流

の賑わいからすると、隔世の感がある。

その友人が、親戚に送るので渋柿を分けて

くれないかと言ってきた。しかし、他の友人

や知人達に殆どあげてしまい、柿の実も残っ

ているのは最後の一本になっており、それも

行く先が決まっていた為、やむを得ず「申し

訳ないがこういう事情であげるものがない」

と説明し納得してもらった。そのまま忙しさ

に取り紛れ、その友人とは会えずじまいと

なっていた。

1年後の昨年の秋も、また柿の実がみのる

季節になった｡一昨年の秋に断ったことが､心

の重しになっていたので、今年こそはまず一
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番に友人にあげようと思っていたが、その矢

先に友人の計報が突然に飛び込んできた。私

は憎然として柿をあげられなかったことを悔

いた。さすがに告別式に持参するのは輝られ

たので、機会をまって渋柿の実を友人の墓前

にそっと置き、心の中で「すまなかった」と

詫びた。

今年の秋も何事もなかったように渋柿が実

をつけている。今年もまた、私は渋柿の実を

墓前に供えることになる。

－21－
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【随筆】

小児循環器学会雑誌のpdf化をめぐって

定年になって決心したこと

今年3月で大学を定年退職した。しかし引

き続き再任用ということで、生活は何も変わ

らない｡何も変わらないのも芸がないので､こ

れを機会に所属学会を整理することを思い

立った。入会の時にいろいろ厳しい条件の

あった学会もあるが、いざ退会と決めると意

外と未練なく、あっさりと辞めることができ

た。ところが学会誌の処分ではたと行き詰る。

そのまま資源ごみというのは何とも切ない。

そこで考えついたのはpdf化である。そんな

わけで､今までに二つの学会誌をpdf化し､現

在3つ目に取り掛かっている。その作業をご

紹介したい。

巻頭言

小児循環器学会雑誌第1巻第1号は昭和

60年3月1日発行である。さて、雑誌のpdf

化第一段階は背表紙の裁断だが、通常雑誌の

各ページは糊付けであるから裁断により各

ページがバラバラになる。ところが初期の同

学会誌の場合そうはならなかった。購いたこ

とに糊付けだけでなくホッチキス止めされて

いたのである。一冊で3カ所、手作業で針を

外さなければならなかった。やれやれと思い

ながら作業を続けているうちに、つい手が止

まり内容に目が移る。学術論文はスルー、お

もしろいのは巻頭言だった。

多田羅勝義

(徳島文理大学）

第2巻第2号の巻頭言担当は宮尾益英先生。

日本で初めての小児カテーテル検査のお話が

掲載されていたが、このお話し、初めてでは

なかった。実は宮尾先生の一年後輩の草川三

治先生から何度となくこの経験談を聞かされ

ていたからである。その草川先生の巻頭言は

第3巻第2号、宮尾先生のお話を引き継ぐか

たちで心血管造影について述べられている。

何もなく、ただ情熱だけで取り組む様子があ

りありと読者の目に浮かぶ｡｢何もないからで

きない」は、ただの言い訳に過ぎないとあら

ためて思う。こんな調子なので、作業は遅々

として進まなかった。

私は現在、直接ご指導いただいていた頃の

恩師の年齢を超えている。私だけでなく、宮

尾先生、草川先生から直接ご指導いただいた

世代は、みな学会整理の時期に入っているの

ではなかろうか。そうすると、これらの歴史

裏話もやがて消え去る運命にあるのかもしれ

ない。学術的なことは残っても、その背景は

残すことが難しい。

(もしこれらの巻頭言、読んでみたいとおっ

しゃる方があればご連絡ください。お送りし

ます｡）

雑誌のpdf化に関する二言三言

雑誌のpdf化に、まず必要なのはスキャ

ナーである。連続スキャンできることが必須

条件である。この分野でもっともポピュラー
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な機種はSnapScanと思う。私も過去に2台

ほど購入した。しかし、学会誌pdf化作業に

はちょっと役不足である。

現在使用しているのは、富士ゼロックス社

のDocuCentre-IVC2260という事務用汎用

機である。文理大学に赴任した時、100名近

い学生の授業用資料を毎回自分で用意しなけ

ればならないことがわかり、秘書を雇うつも

りで購入した。今回はそのスキャナー機能を

利用した訳である。以下に、学会誌pdf化の

際のポイントを挙げる。

1．連続スキャン

高速連続スキャンは必須の条件である。小

児循環器学会雑誌のページ数は通常200

ページ前後であるが、抄録集になると400

ページ近くになる事もある。加えて一度に装

填できる枚数が問題になる。SnapScanでは

50枚程度で､実質的に雑誌pdf化は無理であ

る。DocuCentre-IVC2260でも抄録集の場合

は2回に分ける必要がある。

複数に分けた場合後で、pdfソフトで編集

する方法もあるが、手間がかかる。その点

DocuCentre-WC2260では「次の原稿あり、

なし」ボタンがあり、ありにすると統合され

て出てくる。

連続スキャン成否のポイントはローラーで

ある。ローラーによる紙送りがうまくいかな

いと2枚一緒にまきこんだりしてストップし

てしまい､イライラすることになる｡ローラー

劣化の場合は取り替えるしかないが、頻回に

水あるいはアルコールで拭くと案外うまくい

く。

もちろんページがくっついているとうまく

いかない。糊がはみ出ていて、裁断でばらば

らになっていない事も多く、止まってしまう。

この確認作業が予想外に手間である。

2．紙質

コピー用紙のスキャンで問題が生ずること

2016年12月

はまずないが、学会誌の紙は通常高級紙であ

る。上質であるがゆえに滑りやすく、これが

またローラーに嫌われる。対策はこまめに

ローラーを水で拭くことである。

さらに困るのは表紙・裏表紙、これが厚過

ぎる場合である。もしこの問題でスキャナー

に嫌われるとどうしようもない。表紙、特に

裏表紙なんて無くてもいいじゃないかと言わ

れるかもしれないが、それでは何か釈然とし

ない。最後の手段は表紙をコピーしてスキャ

ンする方法である。

3．サイズ

小児循環器学会雑誌は当初B5サイズで

あったが､第18巻第1号からサイズが変わっ

た。てっきりA4サイズに変わったと思って

いたら、これが特殊サイズなのである。ああ、

万事休す！ところがDocuCentre-IVC2260

恐るべし、読み取り方法にサイズを自由に記

入する方法があった。しかも出力を例えばA

4と決めると、そのサイズに倍率を自動的に

決めてくれる機能があったのだ。

最近のOA機器には思わぬ機能が備わって

いる事が多く、なかなかユーザーが追いつけ

ないところがあるが、まさに好例である。

いったいなんのためにpdf化したのか

小児循環器学会雑誌pdf化が、ほぼ終了し

た。費やした時間はいったいどれくらいにな

ろうか。学生たちが夏休みであった9月中旬

までは、そこそこの時間を費やしていたと思

う。もしこのpdf化した学会誌をデータベー

スとして活用しようと思うならば、OCRを

使ってテキスト化する必要がある。つまり検

索ができなくては意味がない。しかし、そこ

までやる意思はないし、気力もない。だとす

ればpdf化作業時間はなんだったのだろうか。

第18巻第5号の巻頭言担当は日大の原田
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研介先生であった。判断力を養う教育という

タイトルで、「何のために、誰のために、何を、

どのように行うべきか」ということの判断が

できないのではないかと思うと、述べられて

いた。ドキッ、やらなければいけない事はい

ろいろある。にもかかわらずpdf化を優先し

たのはなぜか。私の判断力を問われているよ

うな気がした。

この問いに答えるのはなかなか難しい。し

かし、作業を終えて何かすがすがしいものを

感じたのも事実である。宮尾先生と直接お話

しをした事はなかったが、草川先生の昔話に

よく登場した。草川先生は私にとってやはり

第一の恩師である。女子医大第2病院と日大

の循環器グループが定期的に勉強会を開いて

いたこともあり、原田先生からもいろいろお

もしろいお話しをお伺いした。その原田先生

とは、静岡駅で偶然お会いしたのが最後だっ

た。

今は三人の先生も鬼籍に入られた。小児循

環器学会雑誌pdf化作業を通じ、他にも懐か

しい先輩たちに久しぶりにお会いできた。例

えデータベースとし活用することは一度もな

くても小児循環器学会雑誌pdf化に費やした

時間を無駄だったとは思わない。決して間

違った判断ではなかったと、私の決断を評価

した。
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【随筆】

有田観光記

(第14代酒井田柿右衛門氏の思い出とともに）

lO月10日に佐賀市で、第12回日本小児

科医会生涯研修セミナーが開催された。井上

萬二氏の特別講演「陶芸への道」の聴講を楽

しみに、セミナーに参加した。

前日の9日に、陶磁器発祥の地「有田」を

観光した。午前5時43分発の始発特急で徳

島を出発し、正午すぎには有田へ着いた。有

田駅前で客待ちをしているタクシーに、観光

案内をしてもらった。

有田焼は、今より約400年前、秀吉の朝鮮

出兵の際に、朝鮮半島より連れ帰った陶工達

によって生まれた。その中の一人､李参平(日

本名金ケ江三兵衛）が、有田泉山に白磁石

を見つけて、そこに窯を開いたのがルーツだ

そうだ。泉山の白磁石は､採り尽くされて､今

は禿山となっていたが、その近くで、当時の

登り窯の跡を見ることができた｡李参平は､有

田焼の祖として神社に祭られ、有田陶磁器祭

には、韓国からも舞踏団が招かれて、舞が奉

納されるそうだ｡韓国の陶芸地では､古くなっ

て取り壊した窯から出た焼レンガを、家屋の

囲い塀としてリサイクル利用する風習がある

そうで、有田の街並みにも古いレンガ塀で囲

まれた家屋が多数みられた。有田と朝鮮半島

との交流の深さを垣間みることができた。

街並観光を終えた後は、有田の三大窯を訪

れた。

最初は、今右衛門窯。当代（第14代）今

泉今右衛門氏は､52歳の若さで人間国宝に指

宮本直紀

(宮本小児科）

定されている。今右衛門の陶磁器といえば

｢青」のイメージを持っていたが､元来今泉家

は佐賀藩の御用赤絵師の家柄であったそうで、

ギャラリーでは、赤色の鮮やかな陶磁器も多

数観ることができた。

次に、今回のセミナーで講演していただい

た、井上萬二氏の窯を訪れた。同氏も人間国

宝に指定されている。訪問時には、私達以外

に来訪者は無く、後継者の息子様が留守番を

されていた。明日のセミナーの聴講に来た旨

を告げると、大変歓迎していただいた。井上

萬二氏といえば､真っ白な陶磁器であるが､息

子様は、白磁の中に淡いすかし模様を付けた

独自の世界を切り開いているようであった。

最後に､柿右衛門窯へ案内してもらった｡柿

右衛門様式と称される同窯の磁器は、有田を

代表する磁器で、濁手（にごして）と呼ばれ

る乳白色の生地の上に、色彩豊かな色絵が特

徴だ。江戸時代に、初代柿右衛門が、赤絵の

色付けに成功して以来の伝統様式である。窯

の横では、初代の頃に植えられたという柿が

色づき始めていた。私にとって、柿右衛門窯

には特別な想いがあり、今回有田を訪れたの

も、同窯を見学するのが、最大の目的であっ

た。

平成22年2月、そごう徳島店で､第14代

酒井田柿右衛門展が催された。私は2日目に

妻と一緒に同展へ出掛けた｡朝早い時間で､来

客はほとんどいなかった。そこへ、第14代
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柿右衛門氏（人間国宝）が現れた。スタッフ

の御厚意で、テーブルを用意していただいて、

何と、柿右衛門氏とコーヒーをのみながら談

話する機会を与えていただいた。私は、人間

国宝の前でガチガチになって、何を喋ったか

覚えていないが､14代はとても気さくな人柄

で、私供に様々な話をしていただいた。天皇

皇后両御陛下に陶芸を御教授されているそう

で、「美智子様は、研究熱心で、大変お上手で

す。陛下はチョット…」とか、色絵の話でも

｢緑の色は､銅の緑青で出すが､最近は材料が

なかなか手に入らない。この壷の緑は、上杉

家の御門を解体修理したときに出た銅釘をも

らってきて使っている」といったような、ス

ケールの大きな話を聞かせていただいた。し

かし、一番心に残ったのは、「無器用、大いに

結構。無器用な者は､一生懸命努力すれば､い

つかは大成する。手先の器用な者は、すぐに

それなりのものは造れるが、なかなか大成し

ない｡」との言葉であった。最後に、「有田に

来られる機会があれば、是非、柿右衛門窯へ

立ち寄って下さい」と言っていただいた。今

回は、その想い出をたどる旅でもあった。

残念ながら、14代柿右衛門氏は、平成25

年6月に亡くなられたが、このとき購入した

｢濁手柿文花瓶」と､同氏と一緒に撮っていた

だいたスナップ写真が、我家の家宝となって

いる。

窯の見学を終えた後は、九州陶磁文化館を

訪れた。ここは、400年来の有田焼の歴史が

学べるのと、そのころからの名器が、多数展

示されており、興味のある人なら一日観ても

飽きないと思われた。また、館内のグリルで

は、人間国宝の焼いた有田焼の名器で飲食が

楽しめる。有田観光では、オススメのスポッ

トである。

以上、天候にも恵まれて、充実した有田観

光を楽しむことができた。
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【随筆】

母乳育児を振り返って

現在高校一年生の長女は1歳8カ月で、中

学一年生の長男は4歳6カ月で卒乳しまし

た。二人とも完全母乳でした。長女の時は産

後6カ月、長男の時は産後2カ月で仕事に復

帰しました。父と二人で仕事をしていたので、

もちろんフルタイムで働いたわけではありま

せんが、上手く母乳育児と仕事が両立出来た

と思います。二人とも、卒乳までは夜間の頻

回授乳をしていたので、長男が生まれてから

の4年半は、朝までぐっすりと寝たことがな

かったことになります。こんなことを書くと

すごく大変なことをやっていたように思われ

るかもしれませんが、母乳育児の間は特につ

らいと思ったことはなく、ほっこりと暖かい、

かけがえのない宝物のような時間だったと思

います。幸いなことに母乳の勉強をする機会

があり､それなりの知識を持っていたのが､母

乳育児が上手くいった理由だと思っています。

恥ずかしながら私は、自分の出産まで母乳の

知識がほとんど無かったのです。

長女が生まれて2年ぐらいが経過した

2003年、神戸で行われた日本ラクテーショ

ン・コンサルト協会(JALC)の母乳育児学習

会に主人と参加し、大変感銘を受けたことを

思い出します。その後も何度かJALCの勉強

会に出席し、母乳について勉強する機会を得

たことは、今も大きな私の財産となっていま

す。このことは以前にも徳島県小児科医会報

(第18号）に執筆させていただきました。つ

いでながら、長女の母乳育児経験も徳島県小

2016年12月

中川礼子

(古川病院小児科）

児科医会報（第16号)、日本小児科医会会報

(第29号）に書かせていただいています。

自分が授乳していた間は、母乳育児への思

い入れも強かったので、母乳ハラスメントと

言われても仕方がないような松岡修三的言動

も多々あり、多くの母親たちを傷つけてし

まったのではと、今になって反省しています。

忙しいことを理由に育児（家事も）の大部分

をアウトソーシングしてきた私は、母乳育児

しか偉そうに語ることができないのです。手

塩にかけて子育てをしているお母さん方に、

心から敬意を表します。

最近のお母さん方は、以前より母乳育児を

されている方が多くなったように思います。

｢母乳が出ないんです」と嘆くお母さんより

も､｢まだ卒乳しなくても良いですよね」と仰

るお母さんたちが増えたように感じています。

これらのお母さん方は、かつての人工乳育児

全盛時代に育った世代ですが、母から子への

母乳育児の伝承が少ない分、姉妹間やママ友

など、横の連携が上手くいっているようにも

思われます。SNSは、時にはびっくりするよ

うな情報の伝達もありますが、母乳育児に関

して言えば、それなりにお母さん方にとって

役立っているように感じています。

若い先生方や助産師さんは、正しい母乳の

知識が豊富で、母乳育児に熱心な産科施設も

増えてきました。数年前までは、母乳育児が

上手くいかないお母さんに対して、私自身が

外来で、ぬいぐるみの人形を持って、授乳姿
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勢や授乳のタイミングなどを、一生懸命に説

明していましたが、最近は、そのようなこと

がほとんど無くなりました。しかし、充分上

手く授乳出来ているのに母乳不足と思い込ん

でいるお母さんは今でも多く、途中から何と

なく人工乳を足している人も少なくありませ

ん。産院で母乳育児を上手くスタートさせて

もらっているのに、もったいないな、と感じ

ます。

生後2カ月で初めてお会いする親子の母乳

育児を、上手く卒乳までお手伝いすることも、

かかりつけ小児科医の役割の一つではないか

と思います。母乳育児の途中で困ったときに

優しく上手くサポートできる良き伴走者にな

りたいと願っています。

－28－



【絵本紹介】

【わたしが薦めるこの一冊】

小児科待合室の絵本

ぼくのジィちやん

くすのきしげのり作・吉田尚令絵

佼成出版社(2015年）

当院では来院されるお子さまに少しでも元

気を出してリラックスしていただけるよう、

クスッと笑える絵本を選んで本棚に置いてい

ます。

断然人気があるのは「アンパンマンをさが

せ」や「ミッケ！」などの視覚探索絵本なの

ですが、お母さまが待合室でそっと読み聞か

せをされている姿を見ると、自分自身の子育

て時代を思い出し、懐かしく、少しうらやま

しくもあります。そんな中で皆様もご存知か

もしれませんが、お薦めの一冊を紹介させて

いただきます。

2016年12月

久保雅宏

(くぼ小児科クリニック）

「ぼくのジィちゃん」は徳島県在住の絵本

作家くすのきしげのりさんの作品です。表紙

にはにっこり笑ったジィちゃんとちょっと不

満げな主人公のぼくが描かれています。場所

は万国旗の飾られた運動場。そう、運動会が

お話の舞台になります。

運動会といえば、小学生にとっては年に一

度の大イベント。特に徒競争やリレーは競技

の花形です。2年生のぼくはクラスで一番走

るのが苦手で運動会が憂鯵でした｡そこへ､田

舎からジィちゃんが応援に駆けつけます。う

さぎのついたピンクのTシャツを着たジィ

ちゃんを、ぼくはちょっとかっこ悪いと感じ

てしまいました。はやく走るコツをジィちゃ

んに聞いても「右足を前に出したら、次は左

足を前に出す。それを、だれよりもはやく」

ととぼけた答えをされてしまいます。

さて、運動会当日。練習もいっぱいしたし、

ジィちゃんの言う通りに走りましたが、ぼく

は徒競争でビリでした。その上、PT汎クラス

対抗リレーに出るはずだったとうさんが、会

社のトラブルで突然出場できなくなるという

ハプニングが起こります。リレーのアンカー

という重要な役割に「あの～、困ってるのな

ら、わしがでましょうか」と手を挙げたのは

なんとジィちゃん11でした。

みんなの心配とぼくの不安をよそに、ジィ

ちゃんがリレーに出場することになりました。

リレーのシーンではスピード感あふれる絵と
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共に、ぼくの中のジィちゃん像が変わってい

く瞬間を魅せてくれます。ジィちゃんのある

秘密はこのお話のポイントになるので内緒に

しておきますが、本当に読後感がスカッと気

持ちいい、ドラマチックな一冊です。「ジィ

ちゃん、かっこいい!!」その一言につきます。

作者のくすのきしげのりさんは、たくさん

の絵本を出版されていて、課題図書になった

｢おこだでませんように」をはじめ、「しょう

じき50円ぶん」や「ふくびき」など大人も

感動できる絵本がたくさんあります。絵本を

読んだり、読み聞かせをしたりできる時間は

長い人生の中でほんの少しです。大人になっ

ても「あの本好きだったなぁ」と思い出せる

一冊を持つことができれば幸せだなと思いな

がら、今回の本を紹介させていただきました。

皆様もぜひ、手にとってご覧ください。
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【病院紹介】

吉野川医療センター小児科のご紹介

平成27年5月11日に吉野川医療センター

として移転後、1年を迎えました。徳島県中

部（吉鰯||市・阿波市）を中心とした診療圏

で小児科の診療を担っております。

前任の川人雅美医師が平成28年3月で退

職され、代わりに徳島大学より異動してきま

した尾崎と申します。まだまだ若叢者の私が、

このように当院小児科のご紹介をさせていた

だく機会を与えていただき、ありがとうござ

います。

当院小児科外来は、麻植協同病院の時から

小児科を支えてくださっている山田正先生が

現在は非常勤として、引き続き火曜日と木曜

日の外来診療、毎週日曜の時間外小児救急で

病院外観（南岸から）

尾崎夏子

(吉野川医療センター小児科）

日勤帯を診療しています。また、小児科外来

には「育孫中」のベテラン看護師さんと、産

休明けで育児真っ盛り中の看護師さん、専属

のクラークさんがおられ、外来診療をサポー

トしてくださっています。

実際に外来診療に携わり、県西部はおじい

さまやおばあさまがお孫さんを連れてこられ

る割合が比較的多いと感じています。働くお

母さんとそれをサポートしてくれるご家族が

身近におられるのは心強い限りです。私自身

が1歳の娘と3歳の息子の子育て中であり、

こどもの急な発熱や、帰りが遅くなった際に

は、自分自身の両親や叔母を頼り、サポート

をお願いしながら勤務しています。今ではサ
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ポートなしの勤務は考えられないほど、おじ

いちゃん・おばあちゃん様様です。

外来受付時間は前年度より変更になり､月・

水・金曜日は15時まで、火．木曜日は16時

までとなっております｡一般外来以外には､火

曜日午後に予防接種と木曜日午後に乳児検診

(第4木曜以外）を行っております。

平成27年7月からの分娩再開に伴い、新

生児診療にも関わっております。平成28年

5月で新病院100人目のベビーが誕生しまし

たが、今後はさらに分娩件数も増えてくると

見込まれています。お産同様に新生児の状態

もなかなか予測できないことも多く、常勤1

名体制では対応しきれない症例もあり、呼吸

状態の不安定なベビーなどについては徳島県

立中央病院NICUの先生方に受け入れをお願

いし、新生児搬送を要した症例が年間で数件

ありました。このような不測の事態が起こっ

た際に、外来診療をストップせざるを得ない

病院全景

ことが稀にありますが、ご容赦いただければ

と思います。

小児科病棟は最上階の7階西病棟で、病室

からの眺めはとても良いです。特に男の子に

好評なのは、西麻植駅から発着する汽車の行

き来が、病室の大きな窓から眺められるとこ

ろです。近くの踏切の音が聞こえると、窓に

張り付いてうれしそうに眺めているのを見る

と、微笑ましい気分になります。小児科の病

室は完全個室で6床ありますが､兄弟で1部

屋に同時入院も可能です。広くて日当たりも

よいため、付き添いの保護者の方々にも比較

的ストレスが少ないのではないかと思います。

まだまだ至らない点が多いかとは思います

が、ご開業の先生方とも連携して吉野川市・

阿波市を中心とした医療圏の小児医療に少し

でも貢献できるよう、努力していく所存です

ので、今後ともご指導ご鞭燵のほど、よろし

くお願い申し上げます。
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【新入会員】

入会のご挨拶

今年度、徳島県小児科医会に入会いたしま

した、田中有美子です。以前からこの会の存

在は知っていましたが、少し医局と離れてい

たので入会せずにいました。それでも去年か

ら小児科常勤に復帰しましたので、これを機

に入会いたしました。現在は徳島県鳴門病院

に勤務していますも

私は平成13年、2001年徳島大学卒です。

子供に関わる仕事がしたくて、産婦人科か小

児科かと思っていましたが、深く考えなくて

も自分は内科系なので、小児科になりました。

5年生での研究室配属のときから表明してい

たので、6年生になって勧誘の時期にはどっ

ちかというと、される側ではなく勧誘する側

に立っていたように思います。

研修医になって、実家が蔵本の近くなので

学生のときと基本は変わらなかったのですが、

頑張りすぎて7月には仕事に行けず寝込んで

いました。元々徹夜などできないタイプだっ

たのに、先輩方がみなこなしていることを自

分でもできると思い、睡眠時間を削ってカル

テを書いたりサマリーを書いたりしていまし

た。細かいことは覚えていませんが。息つく

暇もなかったのは覚えています。準備運動を

せずにいきなり全速力で走ったようなもので

した。それでも、ぼちぽち復帰したり、やっ

ぱり不調になり休ませてもらったりまた復帰

したりを繰り返していましたが、仕事がだん

だんこなせなくなり､お手伝い程度になり､い

よいよ退職することになりました。

2016年12月

田中有美子

(徳島県鳴門病院小児科）

その間に結婚し、出産し、主婦業をしてい

ましたが、縁あって週1日だけ手伝ってくれ

ないかとお声がかかり、内科病棟をみる仕事

を手伝うようになりました。ほとんどは回診

して検査や処方をするだけでしたが、ときに

は成人の患者さんの挿管をするなんて場面も

ありました。非常勤で週1日が2日になり、

不調の時は代診をお願いしたりしていくうち

に、いろんな経験ができたかと思います。

平成24年から、麻植協同病院へ非常勤で

勤務していました。小児科をまたするように

なって、改めて子供をみるほうがいいと感じ

ました。だいぶん体調も安定して、自信もつ

き、去年度から常勤に復帰すると決め、東徳

島医療センターに勤務しました。重心という

知らない世界を経験させていただき、出会い

もあり、小児科医として頑張っていこうと思

いました。

まず第一歩は専門医試験に挑戦しています。

なかなか達成できずにいますが、あきらめず

にいこうと思っています。いろんなところで

皆様方にはご迷惑をかけることがあるかもし

れませんが、どうぞご指導ご鞭燵のほどをよ

ろしくお願いいたします。
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【学術記録】

平成28年1月27日㈱

徳島県小児科医会学術謂演会

場所：ホテルグランドパレス徳島

学術講演会「カルニチン欠乏症の病態と治療

一先天代謝異常症と重症心身障害者一」

徳島赤十字ひのみね総合療育センター

小児科部長・副園長

内藤悦雄

平成28年3月16日㈱

第194回徳島県小児科医会例会･学術講演会

場所：ホテルグランドパレス徳島

一般講演「著明な体重増加不良、低蛋白血症、

電解質異常を呈したアトピー性皮膚炎の乳児

例」

徳島大学小児科

苛原誠、杉本真弓、香美祥二

徳島赤十字病院小児科

松本苑美

徳島県立中央病院小児科

森一博

特別講演「アトピー性皮膚炎の時間軸」

広島大学大学院医歯薬保健学研究院

統合健康科学部門皮膚科学教授

秀道広

平成28年6月29日鯏

第195回徳島県小児科医会例会･学術講演会

場所：徳島グランヴィリオホテル

ー般講演「ワクチンの効果と必要性を考える

～当院職員における流行性ウイルスの抗体価

の推移について～」

徳島市民病院感染対策室!）小児科2）

山上貴司!)2)、金丸昌史!)、橋本幸子2）

特別講演「ヒューマンエラーから予防接種過

誤を考える～過誤のない予防接種を子ども達

に～」

池上総合病院小児科科長

辻祐一郎

平成28年7月21日附

徳島県小児科医会学術講演会

場所：徳島県医師会館

特別講演「2016年版夜尿症ガイドライン

(予報)」

阿南共栄病院副院長

上田隆

平成28年7月27日㈱

徳島県小児科医会学術講演会

場所：ホテルグランドパレス徳島

学術講演『｢予防接種の意義とインパクト」～

ロタウイルスとB型肝炎を中心に～』

大阪府立急性期・総合医療センター

小児科部長

田尻仁

平成28年9月28日㈱

第196回徳島県小児科医会例会･学術講演会

場所：徳島市医師会館

一般講演「虫垂炎との鑑別が困難であった盲

腸憩室炎穿孔の一例」
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徳島県立中央病院小児科

近藤朝美

特別講演「小児のB型肝炎とその予防の重要

性～HBワクチン定期接種化に向けて～」

大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医

療センター消化器・内分泌科部長

恵谷ゆり

平成28年12月15日耐

徳島県小児科医会総会・忘年会

場所：ホテルクレメント徳島

(文中敬称略）
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平成27年小児の健康週間事業

山田進一

毎年恒例のこどもの健康週間行事が平成

28年9月19日月曜日にふれあい健康館ホー

ルにて行われました。今年は、徳島県立中央

病院の森一博先生が中心となって『こどもの

健やかな発達支援』をテーマに、講演、子育

て小児科相談コーナー、それからお楽しみ企

画と盛りだくさんの企画でした。

プログラム

1.講演

『知っておこう1ほんとは怖い

秋から冬のこどもの病気』

2．ファミリーコンサート

『親子で音楽を楽しもう！』

協力四国二期会

弩恐驫ファ三
．

6曲I1

I
e

アラジンのテーマトルコザラ迎曲
ね岳毎一理型ジブリメドレー
子俄の”ら魅

113激

閻興聞霞
”5財 い 曲 疽 瞳 D I D 岡 『 ■ 鉢 日 悔 『

翻急灘…
毎厘触れら碍劇．

ビア′

WlnlOO渕丁そん勉ひととか
どうぞ塞異しみく慮白い，

‐T'ヴア『ヶ

海牛向箆

愈
一､．

潮:蝋…"…

3．子育て小児科相談コーナー

受付にて随時受け付け

当日はあいにくの雨模様でしたが､大人63

名、こども43名の計106名、中央病院の先

生方と小児科医会のスタッフ10名を含める

と116名という大賑わいの会となりました。

また、徳島県

からはすだち

君も急遜駆け

つけてくださ

り、さすがす

だち君でこど

もたちに取り

囲まれていま

した。

＝

田山先生の挨拶の後、森一博先生の講演は、

RSウイルス感染症、インフルエンザ、ロタウ

イルス・ノロウイルス冑腸炎、熱性痙筆や病

気時の看護の仕方、3ヶ月未満の赤ちゃんの

発熱など小さなこどもさんをもつご家族にま

さにぴったりの内容でした。コンパクトにま

とめられたプリントに熱心にお母さん方がメ

モを取っていました。

－

中央病院の先生方の子育て小児科相談コー

ナーも開場前からも相談者が続き、コンサー

ト中も相談者

が並び、子育

てにまつわる

悩みに関して

のニーズの高

さがうかがわ

れました。
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お楽しみ企画のファミリーコンサートは、

四国二期会の皆さんの歌声にこどもも大人も

大満足でした。ジブリの音楽から、懐かしい

黒猫のタンゴ、こどもたちが大好きな絵本の

歌に手遊びなど、それまで賑やかにしていた

小さなこどもたちも舞台に釘付けで、小さな

こどもたちもとても楽しそうでした。

を受けることはとても安心することであるこ

とがうかがえました。また、相談コーナーの

利用者も非常に満足されてました。

ファミリーコンサートについては､｢アット

ホームな雰囲気で、小さなこどもたちが一緒

に楽しんでいて､みている大人も楽しかった」

との意見が多くありました。

←‐〃三J 今年は受付からはじまり、企画全般に中央

病院の先生方がたくさん参加されました。救

急で非常にお忙しい中ありがとうございまし

た。病院から離れたこどもさんたちのご家族

とふれあう機会はいかがでしたでしょうか。

皆さんすてきな笑顔でした。

！ 》
葛

＆一望

填
一角 口

１
名

へ 』 〃 7

■
■
■
■
■
』

■
句
■
亀
吃
＆

■
口
々
■
ロ
町
」

蝦一一言夢〆

来場いただいた方からのアンケートでは、

講演に対しては「簡潔ながらわかりやすくた

めになった」との回答が多く寄せられて、こ

どもを持つ家族が現場の医師から病気の説明
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【会務日誌】

小児科医会理事会

平成28年徳島県小児科医会第1回理事会

平成28年3月9日㈱

徳島県立中央病院3階会講堂

19:30～21:00

1)平成28年度診療報酬改定

「小児かかりつけ診療料」について

＊平成28年2月28日（日）東京

日本小児科医会社会保険全国委員会

2）平成27年度第2回徳島県周産期医療協

議会

平成28年2月10日㈱午後7時

徳島県立中央病院

3）学校健診の変更平成28年4月より

①運動器健診の導入②寄生虫検査中止③座

高測定廃止④色覚検査

4）会長の動向（医師会関係）

現在、徳島市医師会副会長であるが、平

成28年6月で辞任

徳島県医師会常任理事に就任予定。徳島

県医師会では、毎月第2及び第3水曜日夜

に常任理事会と理事会が開催されている。

したがって、6月以降の徳島県小児科医

会の理事会及び例会の開催日について、従

来の水曜日夜の開催は無理となるため、変

更します。

5）第28回四国小児アレルギー研究会（開

催、徳島）後援依頼

平成28年6月4日、5日

杉本真弓先生会長

6）病院報告

①流行感染症、入院者状況、人事異動等

②病診連携連絡会の開催

徳島大学にて6月までの開催予定

＊第2回徳島県小児科医育成・診療協議

会平成28年3月1日㈹開催

7）自見はなこサポーター名簿提出のお願い

8）その他

9）学会、講演会

①第194回徳島県小児科医会例会なら

びに学術講演会

平成28年3月16日㈱

ホテルグランドパレス徳島

「著明な体重増加不良､低蛋白血症､電

解質異常を呈したアトピー性皮膚炎の乳

児例」

徳島大学小児科苛原誠先生

『アトピー性皮膚炎の時間軸』

広島大学院医歯薬保健学研究員

統合健康科学部門

皮 膚 科 学 教 授 秀 道 広 先 生

②第119回日本小児科学会

平成28年5月13日～15日

ロイトン札幌

③徳島県小児科医会理事会

平成28年6月1日鯛予定

④第195回徳島県小児科医会例会なら

びに学術講演会

平成28年6月8日㈱

ワクチン田辺三菱

⑤第27回日本小児科医会総会フォーラ

ム

平成28年6月11日12日米子市

⑥徳島大学小児科地方会、同門会

平成28年6月25日出
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⑦徳島県小児科医会学術講演会夜尿症

平成28年7月21日附

協和発酵キリン

講師阿南共栄病院小児科

上田隆先生

⑧徳島県小児科医会学術講演会ワクチン

平成28年7月27日伽

ジャパンワクチン

⑨第26回日本外来小児科学会

平成28年8月27日28日高松市

●■号■● ● ● ● ● ■ ● ■ ● ● ● ● ■ 号 ■ ｡ ■ ● ● ● ■岳■●■●●●●■号■●●●■●■｡■｡●●●●◆●●凸●●●●●●⑦

平成28年徳島県小児科医会第2回理事会

平成28年6月22日㈱

徳島県立中央病院3階会講堂

19:30～21:00

l)入会

田中有美子先生鳴門病院小児科

日本小児科医会会員にも入会

2）日本小児科医会中国四国ブロック協議会

幹事会（会長会議）

担当；香川県（来年は愛媛県）

平成28年5月29日（日）岡山市

19名参加

岡山県、愛媛県の会長交代

①各県の状況②会計報告③自見はなこ先

生の応援活動④熊本地震への義援金につい

て⑤成育基本法の制定⑥米子市での総会

フオーラムについて⑦日本小児科医会各種

委員会委員について⑧中四国ブロック協議

会の開催予定(11/6)⑨小児かかりつけ

診療料について、など協議した。

3）第27回日本小児科医会総会フオーラム

平成28年6月ll日(i)12日（日）

鳥取県米子市約1000名参加

当県からの参加者；田山、日浦先生、山

田進一先生、榎本先生、宮本先生その他？

2016年12月

松平会長挨拶（総会資料）

①成育基本法の動向②診療報酬改定､｢小

児科かかりつけ診療料」について」③地域

総合小児医療認定医④自見はなこ先生の参

議員選挙

＊第28回日本小児科医会総会フオーラム

は平成29年6月10日(all日(日)富山市

において開催

＊第29回日本小児科医会総会フォーラム

平成30年は横浜市の予定

4）「小児科かかりつけ診療料」について

全国状況は、届けている医療機関が少な

い。問題点を改善して、届出を増やす方向。

徳島県の状況はどうでしょうか？

5）自見はなこ先生の参議員選挙（比例代表

区）への応援について

参議員選挙公示6月22日

選挙7月ll日

サポーターが全国22位、状況はよくな

い。益々支援をお願いしたい。

投票用紙には個人名「自見（じみ）はな

こ」と記載してもらうこと。

6）予防接種

①B型肝炎ワクチンの10月より定期接

種化

平成28年4月l日生以降を対象

化血研（熊本県に工場）生産の遅れの

ため、開始に不安

②日本脳炎ワクチンの生後6か月からの

接種について

日本小児科学会から勧奨。千葉県小児

科医会の活動開始

7）子育て支援行事

平成28年9月19日（月、祝日）

ふれあい健康館1階ホール

四国二期会による「キッズコンサート」

こどもの健康週間行事：今年は勤務医担

当（県中、森先生中心）
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8）徳島県子育て支援行事「おぎやつと」の

県医師会小児科相談コーナーへの参加につ

いて(GW)

例年個別相談を徳島県小児科医会が担当

し、相談件数多く（40～50）

今年は5／3田山会長と田口理事が10

時から3時まで

5／4山田理事10時から15時まで､藤

野理事10時から13時頃

来年から、理事が分担して担当してもら

いたい。

9）徳島県において「小児在宅医療」の整備

が必要

笠松由華先生の孤軍雷闘。もっと在宅医

療を担う小児科医が増えないか？

10）その他

平成28年6月25日出

佐藤登先生阿波病院院長就任祝賀会

④思春期早発症・遅発症勉強会

ファイザー株式会社徳島オフィス

平成28年7月9日(i)18時～19時

「思春期早発症・遅発症の基礎知識」

広島赤十字・現場病院小児科

西美和先生

⑤徳島県小児科医会学術講演会

平成28年7月21日附

徳島県医師会館4階研修室A

『2016年版夜尿症ガイドライン（予

報)」

阿南共栄病院小児科

副院長上田隆先生

⑥徳島県小児科医会学術講演会

ホテルグランドパレス徳島

平成28年7月27日㈱

ジャパンワクチン

『｢予防接種の意義とインパクト」～ロ

タウイルスとB型肝炎を中心に～』

大阪府立急性期・総合医療センター

小児科部長田尻仁先生

⑦発達障がい支援従事者研修会

徳島市医師会会館

平成28年7月23日(土）

午後7時から9時

国立成育医療研究センター

平岩幹男先生

⑧第26回日本外来小児科学会

平成28年8月27日出28日（日）

高松市

⑨第197回徳島県小児科医会例会なら

びに学術講演会

平成28年9月28日㈱

ワクチンMSD

11）学会、講演会

①徳島県小児科病診連携・診療協議会

徳島大学病院日亜ホール

平成28年6月28日㈹19時半～21時

②第196回徳島県小児科医会例会なら

びに学術講演会

平成28年6月29日㈱

グランヴィリオホテル

「ワクチンの効果と必要性を考える～

当院職員における流行性ウイルスの抗体

価の推移について～」

徳島市民病院小児科、感染対策室

山上貴司先生

「ヒューマンエラーから予防接種過誤

を考える～過誤のない予防接種を子ども

達に～」

池上総合病院小児科

辻祐一郎先生

③第146回徳島大学小児科地方会､同門

今
云

ホテルクレメント徳島
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平成28年徳島県小児科医会第3回理事会

平成28年9月16日囹

徳島県立中央病院3階会講堂

19:30～21:00

l)自見はな子氏参議院議員選挙初当選のお

礼

210,562票獲得今後の御活躍に期待

2）麻疹の流行

関東、関西を中心に流行。ワクチン接種

者も感染。今後の注意が必要

外来の問い合わせが増え、MRワクチン

不足が懸念される。

3）学校健診

平成28年度より学校健診において運動

器検診が開始。今後検証が必要。

4）ワクチン

①B型肝炎ワクチン定期接種化10月1

日より開始

平成28年度4月1日以降の乳児対象､1

歳までに3回接種出来ないと任意接種扱い

となる。ワクチン不足が懸念される。

②日本脳炎ワクチンの不足

平成28年4月より北海道の定期接種開

始、化血研の問題で「ジェービック」が不

足、6カ月より接種可能等の影響

5）子育て支援行事

平成28年9月19日（月、祝日）

ふれあい健康館1階ホール

四国二期会による「ファミリーコンサー

ト」

こどもの健康週間行事：今年は勤務医担

当（県中、森先生中心）

6）小児在宅医療について

徳島県の小児在宅医療は全国的に人材的

にも、組織的にも遅れている。

今後、行政、医師会、小児科医会及び多

職種での組織づくりが必要

7）予防接種後健康状況調査事業実施協力医

2016年12月

療機関

B型肝炎ワクチン定期接種化に伴い、担

当を田口先生に依頼、承諾された。

8）医会報の進捗状況

9）子育て世代包括支援センターの全国展開

10）病児・病後児ファミリーサポート・サー

ビス開始への協力依頼

ll)その他

12）講演会等

①第197回徳島県小児科医会例会なら

びに学術講演会

平成28年9月28日㈱

徳島市医師会館19時から

一般演題

「虫垂炎との鑑別が困難であった盲腸

憩室炎穿孔の一例」

徳島県立中央病院小児科

近藤朝美先生

特別講演

「小児のB型肝炎とその予防の重要性

~HBワクチン定期化に向けて～」

大阪府立病院機構

大阪府立母子保健総合医療センター

消化器・内分泌

部長恵谷ゆり先生

②徳島小児内分泌疾患セミナー

小谷裕美子先生

平成28年lO月13日附

午後7時30分～

徳島大学病院外来診療棟日亜ホール

White「ホール小」

③平成28年度の中四小児科連絡協議会

平成28年ll月6日(日)12時～16時

岡山コンベンションセンター4F

407会議室

④徳島県小児科医会総会・忘年会

平成28年12月15日附
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⑤ 忘年会

ホテルクレメント徳島

徳島大学小児科地方会、】

平成28年12月18日(日）
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徳島県小児科医会理事会御中

学術講演会および行事[1．共催2.後援3．資金援助］申請書

申請責任者：

申請日： 年月

則
日

1．学術講演会・行事名とその目的（徳島県小児科医会会則第2章目的に適うこと）

2．開催予定日： 年月日

3．開催場所

4．主催および共催名と代表者名

主催： 代表者（ ）

共催者：

5.開催協力者名（徳島県小児科医会会員5名以上）

6.資金援助申請額

￥

付 則

徳島県小児科医会から資金援助は200,000円を上限とする

申請者は行事内容を会員に予告し、終了後は理事会での報告と徳島県小児科医会会報に掲

載する

1

2
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社団法人日本小児科医会徳島県支部役員名簿 －敬称略一

役 委員員
一
五

香美

古川

岸

松岡

祥

一

総 務 委員長

副委員長

委員

顧問 田山正伸

日浦恭一

岡 田要

中津忠則

二
郎
彰
優

会計・財務 委員長

副委員長

田口義行

富本尚子今
云 田山正伸長

術学 委員長

副委員長

榎本新也

岡田要日浦恭一

岡田要

中津忠則

副 会 長

広 報 委員長

副委員長

委員

藤野

中 川

山田

久原

佳
礼
進

世
子
一
孝事 鈴

大
上
森
富
藤
田
中
山
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【編集後記】

師走を迎え、会員の皆様にはお忙しい毎日をお過ごしのことと存じます。今回も貴重な原稿

をありがとうございました。

今年の一番のニュースはやはりリオ五輪。体操日本の復活団体金メダルと内村君の連続個人

総合優勝、柔道日本の復活、強い日本、水泳、カヌー、卓球と枚挙にいとまがありません。少

子化の問題、子供の貧困、いじめ問題などいろいろ社会問題がありますが、子供たちの成育環

境が一概に悪くなっているのでは無いのかもしれません。が社会の二極化を指摘する声もあり

ます。

巻頭言、日浦先生から社会保険支払基金の審査員に就任して、と題した文章をいただきまし

た。レセプトに思うことを読むと、真剣に審査をするのは大変なことと頭が下がります。その

他、ワクチンの事、小児の診療体制に対するご意見をいただき、改めて考える機会となりまし

た。

特集として①県立中央病院の森先生から小児救急と超音波検査（ちよいあてエコーの勧め）

についてやってみたいなもう少し若ければ？と興味をそそられる内容をいただきました。②阿

南共栄病院の上田先生には夜尿症診療ガイドライン2016について､書いていただきました｡最

新ガイドラインと実際の活用について詳しい内容となっています。③城東整形外科内科の岡田

先生が今年始まった運動器健診について具体的にわかりやすく教えてくださっています。

また今年2月25日、長年小児科医として働かれた戸井千枝子先生が92才でご逝去されま

した。戸井先生ご自身の随想（平成25年掲載分）を田山会長の弔文、成田病院の藤野先生の

弔文と合わせて掲載させていただきました。大先輩の素晴らしいまっすぐな生き様を見せても

らえました。また味のある随筆を佐藤先生、多田羅先生、宮本先生、中川先生からいただきま

した。諸先生から親しくお話を聞かせていただいている気分になりました。また久保先生には

絵本紹介を、尾崎先生からは病院紹介（吉野川医療センター）を田中有美子先生には入会のご

挨拶を書いていただきました。みなさまのおかげで今年も充実した会報が発行できました。こ

れからも宜しくご指導ご鞭燵よろしくお願いします。（何か特集の希望､新しい企画などご提案

募集しております｡）

では皆様よいお年を。

（藤野佳世）
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徳島県小児科医会報第29号

－原稿募集一

皆様の投稿を歓迎いたします。

小論文、症例報告、随想、書評、趣味のことなど何でも結構です。

原稿の〆切りは毎年9月末日です。

よろしくお願いいたします。

原稿送付先：〒773-0023

小松島市坂野町字平田18-4

ふじの小児科クリニック

藤野 佳世宛

TEL:0885-37-0250

FAX:0885-38-1230

email:kayofcln@tokushima.med､orjp
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徳島県小児科医会(入会･異動･退会)申込書

(ふりがな）

氏名 性：男女 生年月日大・昭・平年月日

勤 務先名称と科名

郵便番号と住所 〒

電話番号

FAX番号

自宅郵便番号と 住 所 〒

電話番号

FAX番号

メールアドレス

名 簿掲載の同意自宅住所するしな い 自 宅 電 話 番 号 す る し な い

メールアドレスするしない

日本小児科医会に入会 する し な い

徳島県小児科医会ML(交見会ML)への登録 するしない

徳島県小児科医会関係印刷物の送付先 勤務先自宅

非 常時連絡先（非公開）平日メール・FAX

(メールかFAXを選択）休日・夜間メール・FAX

お願い 勤務先・住所・連絡先などの変更に際しては必ず下記まで御連絡下さい

連絡先徳島県小児科医会事務局田山正仲

または名簿・連絡網担当ふじの小児科クリニック藤野佳世

TELO885-37-0250FAXO885-38-1230


