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獄任撲拶

岡山県小児科医会会長横山裕司

2016年4月より中島道子前会長の後任として岡山県小児科医会会長の重責を担うこととなり身の引き締ま

る思いで一杯です。素より浅学非才の身であり，微力ではございますが会務に逼進し，小児医療の充実に努力

していきたいと思います。前々会長の薮内弘先生の時より副会長として会の運営に関与はしてきましたが，な

にぶんにも「おんぶに抱っこ」の状態で，いざ自分が会長となった今,何ができるのか，何をどうすればよいの

か不安だらけですが,役員の皆様のお力を拝借して頑張っていこうと思います。

まず,確実にできることとして，総会や外来強化研修会での講演会を皆様の役に立つものとしたいと考えま

す。今年4月の総会・学術講演会では，京都大学iPS細胞研究所副所長・臨床応用研究部門特定拠点教授中畑

龍俊先生に｢iPS細胞の小児難治性疾患への応用」の講演を，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児急性疾

患学講座教授池田政憲先生に｢小児の食物アレルギーとアナフイラキシー」の講演をしていただきました。最

先端の医療の話題と身近な臨床に直結する話題がともに聴けて非常に良い企画だったのではないか自負して

います。今後も，学術担当の諸先生と相談しながらより良き講演会を企画していきたいと思います。

次に，昨年度より始まっている中国四国9県の小児科医会の合同事業を各県と協力しながら進めていきたい

と思います。これは，小児在宅医療・学校医・食物アレルギーの3分野で各県が知恵を出し合って，例えば学

校検診マニュアルやアレルギー対応マニュアル等を作成しようというものです。特に在宅医療の分野は岡山

県が中国四国の委員長であり主導的に活動したいと思います。新生児医療や障害児医療の進歩により気管切

開や経管栄養・胄瘻等を必要としながら急性期病棟やNICUから退院し地域で生活していく子供たちは今後

ますます増えていくものと思います｡小児の在宅医療を進めていくうえでは，医学的な手技の習得のみではな

く，福祉行政機関との連携家族への精神的支援を含めた多職種との連携など克服すべき課題が山積していま

す。この事業を通して，小児在宅医療の充実に貢献できればと考えます。

最後に家庭看護力熟成に向けての活動を進めていきたいと考えています。小児救急の受診過多を早急に

解決し，小児救急医療の質を向上させるために，各家庭で適切な受診のタイミングを判断する「家庭看護力」

を養う試みが日本小児科医会を中心に広がっています。現場の小児科医の疲弊を防ぐためにも，不必要な受診

を減らすことは喫緊の課題です。しかし，受診のタイミングが遅れて手遅れになるような事態は絶対に避けな

ければなりません。そのためには， 日常の診療の中での家族教育や, #8000番の小児救急電話相談の有効活用

の促進，地域．学校．幼稚園等での両親への講義等色々なアプローチを試みる必要があると思います。一つ一

つ模索しながら進めていきたいと思います。

いずれにしても，会員の諸先生のご尽力なしには進めることができないことばかりです。是非とも会員の皆

様の格別のご支援ご鞭燵を何とぞ宜しくお願い申し上げます。
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｢講演芸あ記詞

における脈暇舌励

岡山大学大学院小児医科学教授塚原宏一先生

小児科医は患者さんの成長．発達を見守りながら診療します。そして，周産期新生児期は成長・発達のfirst

stageです。私は周産期新生児医学会(暫定)指導医であり, 1995年から2010年まで福井大学病院において

NICUの実質的診療責任者でありました。

この時期は周産期新生児領域の重要な疾患の病態の理解や治療が進展した時期でもあります。その中で自

身がいくらか関与したと思われる事項について発表させていただきます。

おもに米国で開発きれた早

れたlowerdose治療(デキ

Neonatel999.EarlvHum

l)気管支肺異形成症(BPD)の病態と早期デキサタゾン(DEX)療法の有効性

期ステロイド補充療法の紹介(小児科診療1996,周産期医学2002）と福井で改良されたlowerdose治療

サメタゾン0.125mgx2/dayのDay4～Day6の連日iv補充など)の有効性(BiolNeonatel999,Early

Dev2007)。

200単位/kgの週2回皮下投与では十分

皇環境の是正が必要なこと（小児科診療

2)エリスロポイエチン(EDo)を用いた未熟児貧血治療の問題点

な効果が得られない新生児がいて，そのような児では鉄補充など栄養環境の是正が必要なこと（小児科診療

1996,発達腎研究会誌2007) ，ラットにおいてEpoの血管作用,すなわち,Epoが内因性一酸化窒素(NO)産生，

エンドテリン(ET)産生を充進させること，また，その不均衡が早産児の循環障害に関与する可能性(ScandJ

ClinLablnvestl997,Nephronl998)。

リン相対欠乏(PDS)の対処の重要性,二重エネルギーX線吸収測定3)未熟児骨代謝の病態と治療・管理（

法(DEX)の新生児への応用(ActaPaediatrJpnl989,BiolNeonatel993&1995) ,ラットにおいて上記(2)

で述べられた血管作動因子であるNO,ETが成長期骨代謝を制御する可能性(AmJPhysiol-Endocrinol

1996,Metabolisml998)。

(4)母乳の生体作用:母乳において抗炎症・抗酸化因子,細胞増殖促進因子が豊富なこと（周産期医学2005,

EarlyHumDev2004&2008) ,その中で特に高値のチオレドキシン(TRX)の重度急性炎症における治療的

有用性を示したマウス実験(FreeRadicRes2005,CritCareMed2013)。

多くは古い臨床研究でありますが,上記の事項,特に血管内皮を中心とする多臓器連関は現在行われている

NICUでの診療や治療の理解を深める上で有意義であると考えて発表きせていただきます。また，このような

実施臨床と基礎研究の橋渡しとなる動物実験についても触れたいと思います。

（講師抄録）

別15年4月5日於岡山コンベンシヨンセンター
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"I帽の心身症への糊『

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学准教授岡田あゆみ先生

小児の心身医学では，心身一如の観点から，生物・心理・社会的な存在として子どもを診ていく。小児科診

療は，子どもとその家族を対象とし，病気の治療だけでなく健康な心身の発達を応援するという点で，自然と
心身医学的な対応を行っている。

小児科診療で経験することの多い心身症(広く，心理社会的なストレスが影響している疾患や問題)として，

主に起立性調節障害,不登校,摂食障害を挙げて対応の要点を述べる。

・起立性調節障害：日本小児心身医学会から診療ガイドラインが発表されており， 自覚症状の確認と共に，新

起立試験を実施してサブタイプ(起立直後性低血圧,体位性頻脈症候群,神経調節性失神,遷延性低血圧）を判

定したうえで確定診断を行うことが推奨されている。治療は生活指導が第一義で，中等症以上では薬物療法も

行うが,不登校状態に至った重症例の治療は難渋する。長期間日常生活に支障をきたす親子に対しては，疾病

教育と共に支持的な対応も必要である。また，学校と連携して体調に合わせた活動を保証し，進路選択に当た

っても丁寧な情報提供が必要である。

・不登校：不登校は状態像であり，その背景は様々である。小児科医は不登校の初期に身体症状(いわゆる不

定愁訴の形を取りやすい｡頭痛,腹痛,倦怠感,登校前の気分不良など)が出現しやすいため，おのずとかかわ

りを持つ機会が多い｡背景にある，身体疾患,精神疾患発達障害などの問題を見逃さないことが重要である。

また，親子に｢登校へのストレスから身体症状が発生している」という意識がない場合， ドクターショッピン

グを招く可能性があるので， しばらく経過をみる，時機を見て教育相談室などを紹介するなどの対応も必要で

ある。

・摂食障害：神経性やせ症は近年増加傾向，若年化傾向が指摘されている。難治で確立された治療法が未だな

いこと，無月経や骨粗霧症,精神疾患の合併など二次障害が重篤であることから，心身医学領域の大きな課題

である。現在,早期発見のために質問紙の標準化と配布を検討している。また，小児科領域では，従来非定型

の摂食障害とされてきた,神経性やせ症神経性過食症とは異なる病態の摂食障害の頻度が高く，我々の調査

では約40％に上っている。いずれの疾患も，やせ願望や身体認知のゆがみはない｡機能性嚥下障害(窒息や嘔

吐を契機に，食物を飲み込むことへの恐怖感が発生する)，食物回避性情緒障害（うつ病や不安障害の一症状と

して説明ができない食物の回避が発生する。抑うつや不安を伴う)，選択的摂食(極端な偏食があり，新しい食

品を摂取しようとしない）などは，小児科医がその病態を親子に説明することで,安心して治療に取り組める。

なお，心身症の治療で心がける点としては， 1）身体の安定を図り，親子と協力して可能なことを見つける，

2）治療的介入に反応しない,拒否される場合に，自分がダメだと思ったり相手に対して腹を立てたりするの

ではなく，この｢無力感」こそ親子が感じていることだと思い至る， 3）よい変化を起こすには， 「よい関係(す

なわち信頼関係)」を作り， 「ほめる・労う（保護者に子どもをほめるように指示する前に，治療者自身が保護

者をほめる。そのことにより，どこに注目すればよいか，またどのように伝えればよいかの練習ができる）」，

｢叱る．教育する（抽象的なことは伝えず,具体的な方法を考える。子どもを否定するのではなく，行動を修正

する)」の段階をふむこと，などが重要である。

（講師抄録）

別15年4月5日於岡山コンベンションセンター
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ドラインと怒口縛狄療法"ﾘ巨急 薑ｿ膓

神戸市立医療センター中央市民病院小児科上村克徳先生
(日本小児救急医学会ガイドライン作成委員会小児急性胄腸炎ワーキンググループ副座長）

小児の急性胄腸炎は極めて一般的な疾患で，それに伴う脱水症に対応しなければならない機会は多い。欧米

では1980年代からアメリカ小児科学会(AAP)やヨーロッパ小児栄養消化器肝臓学会(ESPGHAN)を中心に

ガイドラインが発表きれ,改訂が進められており，小児の急性冑腸炎・脱水症の治療指針は世界的な拡がりを

みせている。一方，本邦では一部の学会でガイドライン作成の動きがあったものの，残念ながらこれまで本疾

患に関する正式なガイドラインは作成されてこなかった。しかし近年，小児救急医療の社会問題化や医療環

境・医療経済への注目に伴い，欧米と同じように小児の急性冑腸炎・脱水症の治療に対して経口補水療法が

注目きれるようになってきた。

現在,小児救急医学会ガイドライン作成委員会小児急性胄腸炎ワーキンググループにおいて，エビデンスの

総括・推奨される診療内容を提示し，診療の質の向上を目指しつつ本邦の生活文化・医療環境・社会的要請

に配盧したガイドラインの作成作業を進めている。ワーキンググループは8名の委員に加え，公益財団法人日

本医療評価機構が運営するMinds(MedicallnformationNetworkDistributionService)から外部委員を一名

招き,Mindsが推進する診療ガイドライン作成の手引き(2014年版)に沿って作業を進めた。具体的には，本

疾患の診療アルゴリズムに沿った17のCQ(clinicalquestion)をPICO(patients, interventions, comparisons,

outcomes)形式に沿って作成し，それぞれに対して推奨文・エビデンスレベルの提示・推奨文作成の経過お

よび解説を作成した。経口補水療法に関する主な推奨は，

①脱水のない， もしくは中等症以下の脱水のある小児急性胄腸炎に対する初期治療として，経静脈輸液より

も経口補水液による経口補水療法が推奨される。また経口補水療法は，嘔吐や下痢の症状が始まったら，速や

かに自宅で開始することが推奨される

②軽症～中等症の脱水のある小児急性胄腸炎に対する初期治療として,4時間以内に不足分の水分を経口補

水液で経口摂取することが推奨される

③嘔吐症状がある小児急性胄腸炎に対しても，経口補水液による経口補水療法は推奨される

④経口補水液を嫌がって十分量の経口補水液が摂取できない場合には，明らかな脱水所見がなければ,経口

補水液以外の水分を摂取してもよい。但し，脱水徴候が出現したり，意識レベルの変容が見られたりした場合

には，速やかに医療機関を受診するべきである

となった。ガイドラインの最終版には診療アルゴリズムに基づく17のcQ(急性冑腸炎の診断,重症度評価，

経口補水療法以外の治療,予防についてのcQが含まれる）に対する推奨文に加え，推奨レベル・推奨作成の

経過および解説を提示し，公開する予定である。

（講師抄録）

"15年10月4日於ホテルグランヴイア岡山
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"'媚の

大阪医科大学小児科余田 篤先生

成人だけでなく小児科領域でも炎症性腸疾患(InflammatoryBowelDisease;IBD)の発症数は増加傾向で，

日常診療でも遭遇する機会が増えてきている。しかし初発時には血便などの消化器症状がみられず,発熱，関

節痛,体重増加不良,肛門周囲膿瘍など様々な消化管外症状で発症することもある。

IBDの診断には下部消化管内視鏡と上部消化管内視鏡検査,生検による消化管の組織,小腸造影などが必須

であるが,小児科領域では一般に内視鏡検査が遅れる傾向にあり，小腸の検索が省略されやすい。 たしかに，

これらの検査は患児の侵襲が強く，敬遠されがちで，いいかえると初発症状が様々であることと検査が侵襲的

であることが診断の遅れに関係する。具体的には以下のようなIBD診断時の注意点がある。

1）潰瘍性大腸炎

小児期では便秘などによる裂肛はあるが,成人でみられる痔核はまれであり，血便を繰り返す場合には安易

に痔や感染性腸炎として治療すべきではない。これらの場合には痔核以外の炎症性腸疾患を含めた他の原因

疾患を考盧する。実際の診療現場で,血便を訴えてから確定診断までに数ヶ月からl～2年経過して診断され

る例をしばしば経験する。また,初診時の内視鏡所見において,小児ではしばしば直腸が保たれている(Rectal

sparing)ことがあり，このような例を安易にクローン病としない。

2）クローン病

潰瘍性大腸炎に比較して，血便血性下痢などの症状以外で発症することが多い。具体的には,不明熱関節

痛,肛門病変,CRPのみ高値などがあげられる。確定診断には，初発時の病状の評価が必要で,病変部位,罹患

範囲,活動度を把握することが重要で，治療法の選択,治療後の病変部の改善や増悪,伸展の有無などの再評

価も必要である。小児では小腸病変をもちやすく， また，成人よりも腸管外合併症も伴いやすい。したがって，

下部消化管内視鏡だけでなく上部内視鏡や小腸造影も必要である。また，消化管の潰瘍形態はしばしば成人よ

り軽症で，アフタを含めて浅い傾向があり，縦走潰瘍や敷石様病変も成人ほど典型的でないことが多い。

この20年間小児のIBDとかかわる機会が多く，潰瘍性大腸炎とクローン病，ベーチェット病を含めたIBD

類縁疾患,免疫不全にともなう慢性腸炎などを経験してきて, IBDの発症時の症状を含めて診断に注意する

点,検査の手順などを中心に，当科で採用しているIBD診療を提示する。

（講師抄録）

"15年10月4日於ホテルグランヴイア岡山
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張臓の新“)方向性一鮒ワクチンおよびワクチンの弱点につ↓)て一

平先生
一
呈
自川崎医大小児科寺田

Hib菌や肺炎球菌に対するワクチンや水痘ワクチンが定期接種となり,B型肝炎ワクチンも来年から定期接

種となる予定である。これまでわが国は予防接種の遅れた国だったが， ようやく先進国の仲間入りしつつあ

る。しかし一方,年間1,500万人以上の日本人が海外へ行っているが,多くは渡航ワクチンを接種せず出国し

ているため， 日本は海外から名指しで非難きれている。今回，必要な渡航ワクチンや問題点について解説した

い。そのほか，ワクチン接種後の再感染が問題となっている。例えば,水痘ワクチン接種後のbreakthrough

varicella,風疹ワクチン接種後の再感染の多さ， また抗体陽性が確認できた妊婦から先天性風疹症候群の児が

生まれるなどである。一般に免疫の有無を考慮する時に抗体価で判断されるが,抗体測定だけでは再感染によ

る罹患防止を予測することができない。私達の研究の一端をお示しして，特異細胞性免疫が罹患防止に重要で

あることを解説したい。

（講師抄録）

"15年8月1日於岡山コンベンションセンター

鯉命

』剰し今
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識(/帽稗…7gｸ奉瀧から

"ﾘ…･〃暢雛たつC)て

倉敷中央病院外科（小児外科担当） 岡本晋弥先生

はじめに）

前赴任地である京都大学で経験した小児肝移植と小腸移植に関して，その適応疾患や前赴任地の成績をも

とに，小児肝移植と小腸移植に関して概説したい。

l.肝移植に関して

本邦では肝移植は小児の胆道閉鎖症に代表される胆汁うっ滞性肝不全に対する治療として1989年に始まっ

たが，当初生体部分肝移植として実施された。その後1997年10月に脳死移植に対して臓器移植に関する法整

備が行われ, 2010年7月に改正法が施行された。改正法施行後はそれまでと比べれば,脳死からの臓器提供は

約5倍に増加したがそれでも年間50例の提供にとどまり，肝移植において生体が主なグラフト供給源である

現状はかわっていない。諸外国と比較し本邦の脳死からの臓器提供は少なく，今後とも脳死からの臓器提供の

啓蒙活動が重要である。小児肝移植の年間症例数は近年140例前後で推移している。小児に対する肝移植の成

績は手術手技,術後管理の改善により1年生存率88,5％と成人に比べて良好である。適応疾患は胆道閉鎖症な

どの胆汁うっ滞性疾患が7割をしめ,代謝疾患(尿素サイクル異常症とウィルソン病が大半を占める）と急性

肝不全がそれぞれ約1割肝腫瘍(肝芽腫が主な疾患)は約3％となっている。小児特有のグラフトの問題とし

てLargefbrgraftがある。外側区域グラフトが通常の最小のグラフトサイズであり， ドナーの体格にも依るが

約150～200gである。乳幼児での体重あたりのグラフト重量の上限は4%と考えられているため, 1609のグラ

フトサイズであれば,4kgがレシピエント体重の下限となる。しかし，近年グラフトを小さくする手術手技の

改良によりグラフトを外側区域よりさらに小さくすることで体重の小さな児に対しての安全性が向上した。

小児の移植後のリンパ増殖性疾患(PTLD)の主な原因はEBウイルスである。近年EBウイルスのPCR法に

より血中ウイルス量モニタリングができるようになり，血中のEBウイルスのゲノム量に応じて免疫抑制療法

を調節することが可能となった。それに伴いPTLDの発症,死亡が減少した。小児肝移植のデータ集積が国立

成育医療センターを中心に開始され,今後のデータ集積によって希少疾患に対しての最適な治療などへの活

用が期待される。小児肝移植では免疫抑制療法は本邦では比較的早期に減量される傾向があり，一部の中長期

症例では肝線維化を惹起している可能性があり，中長期を見据えた安全な免疫抑制療法の改良や難治性拒絶

を起こしにくい免疫抑制療法と難治性拒絶に対するよりよい免疫抑制療法の開発が今後期待される。
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2．小腸移植に関して

小腸移植における長期の予後は未だに厳しい状態で, 5年生存率が，アメリカで50％程度,世界平均で50％

を下回るが,本邦では68％と症例が少ない中では良好な成績を残せている。世界的には欧米を中心に年間小

児,成人ともそれぞれ約100例ずつが行われ, 2011年現在で2611例が施行されている。本邦では小腸移植の施

行数は限られ, 2013年末までに22名に対して25回のみの施行で,生体と脳死小腸移植がほぼ半数ずつである。

適応疾患は中腸軸捻転や小腸閉鎖症,新生児壊死性腸炎,膳帯ヘルニア，腹壁破裂など先天性疾患などに伴う

短腸症候群と特発性慢性偽小腸閉鎖症や広汎腸無神経節症などに伴う腸管運動不全による小腸機能不全であ

る。しかし通常は経静脈栄養で管理が行えるが，中心静脈路が残存2ルート以下になった際や繰り返す血行路

が原因の敗血症発症時や経静脈栄養に伴う肝障害が進行してきた際も小腸移植の適応となる。

京都大学で施行した小腸移植後,3年以上生存しているのは3症例である。京都大学では生体を中心に行っ

ていた2003年までの前期と，一旦中断していた小腸移植を再開した2009年以降,脳死による小腸移植に移行

した後期とに分けられる。前期の5症例に対して6回の小腸移植を行った。前期で3年以上の長期生存を得た

症例はl例のみであった。後期は全例脳死からの小腸移植で3例に対して施行し2例が3年以上生存している。

3例の中長期生存例に関しては4年以降に明らかな拒絶のエピソードなく経過している。後期で生体肝移植を

先行して施行した症例は，脳死小腸移植後も脂肪肝炎のため，再度肝移植が必要となった。2例で現在間欠的

に補液を必要としている。全例に少なからず腎障害を認めている。現在腸管不全の全国調査が開始され今後全

体像と予後が明らかになることで，どの時期に小腸移植が必要となるかが明らかにされると期待される。小腸

移植における抗体関連拒絶に対して注目が集まる中，中長期の予後を改善でき腎臓に優しい維持期の免疫抑

制療法の開発が期待される。

（講師抄録）

2015年3月25日於倉敷国際ホテル
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鋪(/帽科…〃7回例会記嚴から

唖醍調

怒涛学で考える障害ﾉ糠

慶應義塾大学経済学部中島隆信先生

障害児医療を経済学的な視点から考えるということは，その医療サービスすべてを市場経済のもとで行う

ことを意味するものではない。実際,市場メカニズムが完壁に働いているケースはそれほど多くない｡大抵の

医療サービスには市場機能を阻害する要因が多く含まれているからである。だからといって経済学的視点が

無意味ということにはならない。市場機能の阻害要因を見いだし，分析することにより，分析の対象となる医

療サービスのどこに問題があるかがわかり，それをどう改善すればよいか処方菱が見えてくるのである。

その点からいえば,障害児医療はきわめて市場メカニズムの働きにくい領域といえる。第1に，医学の知識

には高度な専門性があるため，医師は障害児やその家族よりも優位な立場にある。こうした情報の非対称性は

医師を絶対的な存在とし，不安な患者を従属させる状態を招きやすい。さらに，この問題をより深刻化してい

るのは，医療サービスの実施と効果に時間差があることである。障害児が苦しいリハビリに耐えられるのは，

本人や家族が将来健康を取り戻せると信じているからである。しかし,それが本当に必要な医療サービスだっ

たかどうかの評価は後になってなされる。

第2に，医療サービスは｢公定価格｣によって市場がコントロールされている。そのため，需給は価格ではな

く数量サイドで調整が行われることになる。もし，需要が供給よりも多ければ,サービスの割り当てが実施さ

れる。割り当てによる需給調整は，優先順位を付けるのが難しい上に，既得権益を生みやすいという点で問題

がある。

第3に，医療サービスでは，医療機関の収支と社会収支の逆転現象が起きている。病院の収入の多くは保険

や税金で賄われているが，これは社会にとってみれば支出である。そして社会にとって医療サービスのアウト

プットは，国民の健康状態の改善である。にもかかわらず,病院は患者が回復して病院に来なくなると収入が

減ってしまうのである。

第4に，医療・福祉サービスではアウトプットである健康状態改善の評価がきわめて難しい。単に寿命が延

びさえすればよいというわけでもなく，健康を取り戻した人がどのような社会貢献をしたかによってアウト

プットが評価される。その点から言えば,重症心身障害児の場合は，こうした改善の見極めがほとんどつかな

いことから評価は難しくなる。

そして第5に，障害児医療ではしばしば当事者不在のサービス提供がなされることがある。たとえば,先天

性の障害を持って生まれた子どもの場合,親は，望むと望まざるとにかかわらず,子どものあらゆる意思決定

に関わることになる。その結果,医療サービスは障害児本人ではなく親のために提供されてしまう危険がある。

こうした特殊性を有する障害児医療の望ましい姿はどのように描けるのだろうか。
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第1に，医療サービスのネット ・ベネフィットを正しく理解することである。すなわち，医師にとってサー

ビスを提供して診療報酬を受け取ることは本来の目的ではない。診療行為の結果,健康状態の改善した障害児

が社会全体に対してどのような便益を生みだしているかが本来のベネフィットなのである。今後,高齢化が進

み，国民の医療費負担が重くなるにつれ,医療サービスの割り当てはますます進んでいくことが予想される。

既得権益を排除し，社会にとって真に必要な医療サービスの提供を心がけることが肝要である。

第2に，医学的な｢機能不全」を「障害」にしないための知恵が求められる。機能不全は必ずしも障害を意味

しない。機能不全が社会不適応を起こしたときはじめて障害となる。たとえば,近視は機能不全だがメガネを

かければ大きな障害にはならない。筋ジストロフイー患者も人工呼吸法を適切に用いれば外出が可能となる。

精神障害者の社会復帰には正しい薬の処方と服用が欠かせない。こうした事例からも明らかなように，障害児

医療に関わる医師に求められるのは，単に機能不全を診断することだけではなく，それが社会不適応をもたら

している原因を確かめたうえで，不適応を緩和するための医療サービスの提供や情報発信を行うことである。

そのためには，医療機関に閉じこもるのではなく，教育や福祉の現場と積極的に関わりを持ち，医学のスペシ

ャリストとして全体最適のためのアイデアを出すことが望まれる。

（講師抄録）

2015年11月25日於倉敷国際ホテル
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[－廟I害稿司

</I" コア人 に参加して

南岡山医療センター小児科井上美智子

今回多くの先生方の支えがあり小児科医会の中で小児在宅医療という領域で活動させていただくことに

なりました。その活動の研修のため，先日（2月7日）に東京で行われた小児等在宅医療地域コア人材養成講

習会に参加して参りました。当日は全国から150人を超える参加者で広い会場が一杯になっていました。

5つの都道府県が一つのグループになり，講演とそれに続くグループディスカッション，プレゼンテーシヨ
ンで構成されており，非常に濃密な内容でした。

在宅医療の現状は都市部や地方などの地域によって異なる点が多いようでした。しかし，問題点や課題は共

通のものが多く，プレゼンテーションでは大勢の方が共感を持って話に聞き入る様子が見られました。在宅医

療に対する参加者の熱意を感じ,今後の全国的な改革の兆しが垣間見られたように思います。

在宅医療では福祉職を含めた色々な職種が関わることから，全体像が把握し難い面があります。さらにその

コーディネートする機能を誰が担うか等,不明な点が多く，踏み込みにくい領域と感じるのではないでしょう

か｡介護保険ではケアマネージャーがコーデーネート機能を果たしますが,小児在宅医療ではケアマネージャ

に近い役割として相談支援専門員が配置きれるようになりました。しかし，相談支援専門員の役割は限定的で

あり，報酬体系についてもケアマネージャーより低い水準のため同様のサービスを果たしにくい点がこの講

習会で指摘されていました。また小児では医療が緊密に関わるためコーディネートに難渋することが問題点

として挙げられていました。さらに在宅医療を支える社会資源については，短期入所施設の乏しさや小児医療

に関わるマンパワー不足が共通した課題です。また療育施設や学校においても，家族が待機して医療ケアを行

っている状況が多く，家族の負担が大きい現状も話題になりました。このような実態や課題を他県の方々と共

有し，今後の在宅医療を充実させていく必要性を痛感いたしました。

幸い岡山県は旭川荘療育・医療センターが重症心身障害児の福祉を長年牽引してきた歴史があり，実際に

ここ数年の先進的な取り組みにより，他県に類をみない程の短期入所施設の開拓に成功しています。また，訪

問診療を行うクリニックも徐々に増えており，在宅医療を一線で担う医療機関が増しているようにも思われ

ます。一方で中四国の中で岡山県は地域で暮らす重症心身障害児者が比較的多く，平成22年に旭川荘が行っ

た調査では500人を超えるといわれており，特に在宅医療を要する障害児は今後増加すると見込まれていま
す。

以上から岡山県ではこれまで拡充してきた福祉と医療がより緊密に繋がり連携して機能することが,在宅

医療が充実するカギになるように思います。すなわち，医療者が在宅医療と福祉のネットワークを患者支援に

生かし，他職種と協働することにより，小児在宅医療のケアシステムが充実していくと考えます。そして在宅

医療を受けるこども達やその家族が地域で過ごす環境を整備することが可能になり， さらに社会の子育てに
対する安心感を増すと考えます。

さて，南岡山医療センターでは毎年1月に当院の入所者と通所者の新成人を祝う成人式を行います。これは

新成人ひとり一人のこれまでの生い立ちを振りかえり，そしてご家族の思いを聞く機会にもなります。その中

で，ある重症心身障害をもつ新成人のお母様からこのような言葉をお聞きしたことがあります。

「私はこの子を通じて色々な人に出会い幸せです。でも， この子は幸せだろうかとずっと考えてきました。

今回，これまでに出会った人のことを思い起こし，この子を大切に思う気持ちや祈りのような思いをたくさん

受けてきたことに思いを馳せ，この子は幸せに違いないと思えるようになりました｡」

わが子の介護といえ，保護者にかかる負担は重く疲弊する家族も少なくないと思います。こうした家族の思

いの発信は，医療や介護を必要とする子供たちへの支援の輪を広げる大切さを再認識させてくれます。

課題の多い領域と思いますが，これからの岡山の小児在宅医療のさらなる充実のために，ご支援の程宜しく
お願いいたします。
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[~ロ~pニ随悪司

ツバメはささやかな幸せをはこんできました

すぐすぐこどもクリニック二階堂香織

はじめまして。

私は平成5年に岡山大学を卒業し，そのまま岡大の小児科学教室に入局しました。縁あって，地元の浅口市

に平成24年に開業し，現在に至ります。

このたびリレー随想をと言われ,何を書こうか悩みましたが,最近一番心に残っている出来事を書きたいと

思います。

私はもともとネコ好きなので，烏には全く興味はありませんでした。どっちか言うと糞を落とす生き物とし

て嫌いなほうだったと思います・ ・ ・ ･

開業して1年たったころ， クリニックに2匹のツバメがやってきました。そしてあろうことか,玄関のまん

真ん中に巣を作り始めてしまいました。これはまずい，衛生的にもよくない・ ・ ・と思ったのですが，たまた

まその日，孫を診察に連れてきていた中高時代の恩師(担当は体育)が, 「これ,いけんじゃろ？」といって，頼

みもしないのにホースの水で巣を撤去してくれました。電線に止まっているツバメの恨めしそうな視線を感

じましたが，ほっと一安心。その年はそんな感じで終わりました。

翌年，再び2匹のツバメが現れました。今回はツバメもちょっと頑張りました。ホースの水で壊しても，す

ぐ違うところに巣を作ろうとします。知り合いの先生に相談したら， 「巣がほぼ出来上がった時に壊したら，

ツバメもがっくりするのかそれ以上作らないよ～」とアドバイスをくれました。でもさすがにそれは人間とし

てひどすぎると思い，ひらひらするビニールテープを壁にはって，何とかその年もしのぎました。

しかし，隣の薬局ざんも，その向こうの耳鼻科医院さんも当たり前のように軒先にツバメの巣を許していま

す。ツバメを追い払いながら，私はなんて心の狭い人間なんだろうと反省もしました。

きて，今年です。春先からぴくぴくしていたのですが,やはり今年も2匹のツバメがやってきました。今度

も最初はホースの水で撃退。でもそれではあきらめてくれなかったので，次に自宅に転がっていた網を壁には

りました。全方向の壁にははれなかったところ，そのはってないすきをぬって巣を作ります。それもブロック

していたら，最後にはなんと網の上から（網目が10cm大と大きかったので)巣を作り始めてしまいました。

そんなにしてまで， うちに巣を作りたい？ ？と，ついに私もツバメの情熱に根負けし(昨年の反省もあり），

巣を作ることを許してしまいました。

3日ほどして巣は出来上がりました。夕方薄暗くなってくると2匹並んで巣に座っています。その姿が何や

らとてもかわいらしくて，ちょっと前までは鬼のような形相で追い払っていたのに，今度は無事に雛を巣立た

せなくては！と思うようになりました。

そして，卵が4つあるのを確認したその1週間後,今日もうちのツバメたちは頑張ってるかな～とわくわく

12



しながらクリニックに着いたその時,玄関に荒らされた巣のあとと，落ちて割れている4つの卵発見・ ・ ・。

がっくりです。

ツバメは天敵のカラスなどから雛を守るため，カラスなどより強い人間のそばに巣を作るそうです｡私はそ

んなツバメの期待に応えてあげられませんでした。

しばらく落ち込んでいたのですが,その3日後｡再びツバメたち，帰ってきました’ 1

そして巣作り再開｡今回は絶対カラスにやられてはいけないと決意し，巣の下にも網と糸を張り巡らして下

からの襲撃にも備えました。そして3週間後，かわいい3匹の雛が無事誕生しました。下に落ちる糞などもう

気にならず， 日々大きくなっていくのがとても楽しみでした。

でも，子ツバメにも巣立つ日がやってきます。ちょっと先に近所の軒先で生まれたんだろうツバメたちが， ク

リニックに何度も飛んできていてうちの子ツバメたちを誘っていました。そしてある朝， クリニックに行く

と・ ・ ・ ・子ツバメたち，いなくなっていました。

巣立った後，カラスにやられてはいないかな？

来年， また大きくなったうちの子ツバメたちに会えるかな？

うちにいたツバメかどうかはきっとわからないと思いますが， もしクリニックに帰ってきたなら，今度は追

い払ったりせずに暖かく迎えてあげたいと思っています。

造ﾏﾏに ~可マョ

ﾏﾏﾏ唾
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縊本の魅力と外来での淵

笠岡第一病院西岡奈穂

このたび,新会員としてご挨拶の機会をいただきまして，ありがとうございます。

当院の小児科外来は,平成19年に，それまであった国道2号線沿いであった場所から，かぶとがに博物館の

そばの現在の場所に移ってきました。当時,病院の冷たい無機質な印象を，壁に絵を描いて変えていこうとす

るホスピタルアートと呼ばれる運動が始まったころでした。皇室の愛子ざまがお気に入りだということで知

られ始めていた『うしろにいるのだ～れ｣シリーズのふぐだとしお氏,あきこ氏(accototo)に依頼して，素敵

な空間ができあがりました。それとともに，待合室にテレビを置いてビデオを流していたものから，思い切っ

て，絵本だけを置いてみることにしました。私たちの心配は杷憂に終わり，子どもを抱いて読み聞かせる保護

者の声が明るく響く待合となりました。

近年は，絵本ブームと言われ,子どもだけでなく大人にも絵本は人気です｡大好きな絵本の世界の魅力はう

まく言い表せないのですが,時に，分厚い冒険小説一冊に匹敵する感動をも，絵の力や自分の想像力をもって

して得られてしまうところでしょうか。

絵本の中では，私たちはとても自由で，誰にでもなって，何にでもなって，どこへでも行けてしまいます。

それこそ，動物でも車や物でも，かいじゅうとでさえ友達になって，いろいろな冒険を一緒にします。子ども

にとって，そこで怖いことや悲しいことがあっても，本を閉じれば安心できるこの世界に即帰って来られるの

も良いなあと思います｡優れたビデオにも同様のものがあるとは思いますが，それでも自分の頭の中で縦横無

尽にイメージを自分なりのスピードで膨らませていくには，絵本に勝るものはないように思います。

保護者として声に出して読み聞かせをしても楽しいし，一人でじっくり読んでも味わい深く， しかけ絵本や

字のない絵本もあり多彩です｡実は，字のない絵本の読み聞かせに挑戦したことがありましたが， とても難し

く，スッタフの保育士の上手さに，さすがだなあと感嘆しました。

一冊,私のダントツのお気に入りを，ご紹介させてください。それは『がまくんとかえる<ん｣で有名なアー

ノルド・ローベルの作の『ふくろう<ん』です｡彼は， とても可愛らしい哲学者なのです。もちろん， 自分では

そんなことを思ってはいないのですが,彼の疑問はとても素朴でとても深いのです。

ある晩,ベッドに横になり彼は気づきます，毛布の下の，ふたつのこんもり<んに。なんだろうとはぐって

みると何もない…あるのは自分の二つの足だけ。寒くて毛布をかけると， またこんもりは戻ってきます｡寝て

いるうちに大きくなったりすると怖いので正体を探ろうと毛布を掛けたりはぐったり, ， ，結局諦めて，ストー

ブのそばで安心して寝るふくろう<ん｡座って寝ればこんもりの心配は要りませんものね。挿絵も秀逸です。

『星の王子さま』にある，帽子にみえる象のシーンを連想しますが,発想は同じでも，こちらのほうが清々しい

ように思います。ふくろう<んは，わからないものはわからないまま精一杯対応して解決していきます｡本人

は一所懸命，むしろ必死なのですが，その姿がなんともユーモラスで愛おしい。また，彼は2階だての家に一

人で暮らしているのですが, 1階にいるとき2階は， また,2階にいるのときに1階はどうなっているのかなあ

と気になり始めます。階段をもっともっとはやく行き来すれば見ることができるかもしれないと必死に駆け

上り駆け下りを繰り返すのです。結局途方に暮れて階段の真ん中で座り込んでしまうふくろう<ん。その表情

がまた愛らしいのです。

絵本は原画も素晴らしい。絵本として手に取るときとは発色,絵の大きざが全く異なっていることが多く，

原画展では絵そのものに圧倒されます。

外来では年数回の読み聞かせ会を行い，その時節に合わせた絵本を紹介することも喜びです｡季節や年間行

事を見直すきっかけになってくれればいいなと思っています。

単に自分が幼稚なだけ？という疑問は敢えて無視して，これからも，この豊かな世界を楽しむ贄沢を堪能し

ていきたいです。
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自己招介

岡山大学病院小児科藤井智香子

この度岡山県小児科医会に入会きせて頂きました岡山大学病院小児科の藤井智香子です。どうぞよろしく

お願いいたします｡リレー随想のお話をいただきましたので, 自分の趣味について経歴を交えながらお話させ
ていただきたいと思います。

私は平成17年に岡山大学医学部を卒業しました。大学時代はゴルフ部に所属していました。ゴルフは華や

かなイメージのスポーツですが,部活でのゴルフはキャディのアルバイトをした後に，キヤデイバッグを自分

で担ぎ，走りながらコースを回るのが主な練習で，ゴルフの優雅さとは程遠いものでした。でも，ここでつけ

た体力が医者になってから非常に役立っていると感じています｡趣味というよりは練習に追われて必死なこ

とが多かったですが，ゴルフ自体はとても魅力的なスポーツでとても楽しかったです。

卒業後は学生時代に実習でお世話になった国立病院機構岩国医療センターで初期研修をさせていただきま

した。実習に行くまでは岩国という土地に縁がなく，研修病院の候補としても全く考えていませんでしたが，

小児科部長の守分正先生に指導していただき， 「ぜひこの病院で研修をさせていただき，小児科医になりたい」

と考え，実習の終了時には1年後に研修医として戻ってくることを約束して岡山に戻りました。岩国は岡山に

比べると自然の厳しさや利便性の悪さはありましたが， とても穏やかな土地柄で,暮らしやすい町でした。さ

らに非常に食べ物がおいしくて，色々なお店に食べに行くのが一番の趣味でした。有名な岩国ずしや山賊焼き

以外にも焼肉やイタリアン，豪華でボリューム満点の太巻きのお店など,岩国に行かれる方にはぜひご紹介さ

せていただきたいようなお店がたくさんあります。岡山に戻ってから，岩国医療センターで勤務されたことが

ある先生と岩国話で盛り上がることが良くありますが,好きだった飲食店の話をすると，楽しかった岩国のこ

とがよく思い出されます｡非常に忙しい病院でしたが,指導医の先生方が良くしてくださり，おいしい食べ物

に励まされながら， とても充実した研修ができたと思っています。

後期研修では岡山赤十字病院で楢原幸二先生,井上勝先生にご指導いただきました。当時の岡山赤十字病院

は同じく、らいの学年の先生が多く， 自分たちで勉強会を企画するなど,お互いに切瑳琢磨し勉強させていただ

くことが出来たのではないかと思います。年齢の近い先生と集まってご飯を食べに行ったり，いろいろ話をす

るのが何よりの楽しみでした。

その後は大学に帰局し，病棟医を終えた後,子どものこころ診療部(旧心身症グループ)のメンバーとして

臨床・研究を行いながら森島恒雄先生,塚原宏一先生，岡田あゆみ先生にご指導いただいております｡今は子

育て中でゴルフや外食に行くのは難しくなり，一番の楽しみは読書です｡小説などを読むこともありますが，

心理療法に関する本などを読むことが一番多いです｡心理療法は非常に幅広く，明日からの診療に活かせそう

なものもあれば，なかなか小児科で実践するのは難しそうなものもあります。でも，どこかで役立てることが

できるのではないかと思っていろいろな分野の心理療法の本を読むように心がけています｡今は特に認知行

動療法にはまっていて， 自分のストレスマネージメントに利用しています。また自分自身に用いることで， 自

分の生活や人間性を見直し，医師としても，人としても成長することにつなげることができればと思っていま
す。

今回岡山県小児科医会に入会させていただき，小児科医会の先生方からご指導を賜り， さらに岡山の小児科

医療に貢献できるように精進したいと考えております｡至らない点が多いと思いますが，どうぞよろしくお願
い申し上げます。
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戸涯7戸とは

岡山労災病院小児科安藤由香

岡山労災病院小児科の安藤由香と申します｡今回は少し前になりますが, 2010年4月から2年間，国立感染

症研究所実地疫学専門家養成コース(FieldEpidemiologyTrainingProgram:FETP)で学ばせていただく貴

重な機会を得ましたので，簡単ではありますがその時のことを書きたいと思います。

FETPは，アウトブレイク調査等の技能をもつ感染症危機管理の専門家の育成を行う2年間の研修プログラ

ムとして，平成l1年度に国立感染症研究所内に設立されました。その背景には， まず，感染症集団発生現場で

の疫学調査専門家の不足がありました。発端は1996年の堺市を中心とした腸管出血性大腸菌0157の集団発生

事例です｡何千人もの症例が,通常の行政区分を超えた広がりで確認されましたが，その頃は，広域の感染症

集団発生事例に対応するシステムがありませんでした。また，院内感染事例が社会問題として取り上げられる

ようになり， ざらに，近年の交通・貿易網の発達につれ,感染症・食中毒被害が急速に広域化国際化してき

たことも，設立の追い風になった要因です。

FETPでの2年間のほとんどが実務を通した研修であり，アウトブレイク調査,感染症サーベイランスのデ

ータ分析,疫学研究等を行います。毎年,全国各地から，感染症に関わっていた医師・看護師・薬剤師・検査

技師，地方自治体で感染症を中心とした危機管理に従事していた公衆衛生医師・獣医師,大学で病原体を扱っ

ていた研究者など， さまざまな分野の専門家が集まってきます。そして，海外からのコンサルタントや日本人

スタッフによる指導のもと，コーディネーターが中心となり，世界標準のプログラムで活動します。

数年前の小児感染症学会で,小児科医でもある国立感染症研究所感染症情報センター砂川富正先生のお話

をお聞きする機会があり， 「こんな視点もあるんだ」と， とても印象に残ったのが興味を持つきっかけでした。

一番の表舞台は，集団発生事例の調査です。地方自治体や国といった行政機関の依頼に基づいて調査を行いま

す。原則として｢FETPは現場チームの技術サポートであり，現場での調査主体は現場チームである」という

ことです。そして現場チームとの連携の度合にもレベルがあり， 「現場チームで何とか調査し，原因を突き止

め報告書を作成したが,疫学調査の専門家のコンサルテーションがほしい」とか， 「自分たちで情報・データ

を収集したが,それらをどのようにまとめ，解析したらいいのか専門的な助言がほしい｣， 「原因がきっぱりわ

からず,今でも症例発生が持続している。FETPと一緒に現場で活動したい」というものまで様々です。

私自身,調査協力させていただいた事例の中では，中学校を中心とし地域に拡大した百日咳集団発生事例が

最も印象に残っています。県保健所，医療機関，学校と協力して，ほぼ全生徒のワクチン接種歴・伝播経路

調査(同じバス利用や,仲の良さでの伝播経路が判明した際には不謹慎ではありますが探偵気分でした｡)，菌

検査,抗体検査など実施現行ワクチンスケジュールでは，年齢とともに免疫が減弱化している可能性がある

こと等示唆されました。最終的に重症乳児症例を出すことなく終息した際には，みんなで声を上げて喜びまし

た。その他,寮での髄膜炎菌性髄膜炎集団発生事例,MDRP院内感染事例，そして短期WHO西太平洋地域事

務局(マニラ）への派遣時,台風後のレプトスピラ事例調査に参加することもできました。（写真は病室の風景

です）

また，感染症サーベイランスのデータ分析なども行っています。毎週多くの疾患が報告されますが,FETP

はそれぞれ担当疾患を受け持ち，それらの発生動向を常に観察し，異常な状況(例えば急激な報告数増加など）

に対して，速やかにチームとして行動を起こします。私は，麻疹も担当していましたが，海外からの輸入症例

を発端者とし，そこからどんどん報告数増加がみられ, 「時・人・場所」を中心とする情報収集のため各方面

と連絡を取り， また注意喚起を依頼したりと，今思えば,忙しくも有意義な日々を過ごしていたなあと懐かし
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〈思い出されます。

その他，感染症情報の発信， 自身でテーマを見つけ感染症疫学に関する研究を行ったり， 自分が身につけた

感染症疫学・統計学的知識・手法を還元する機会を与えられたり等々， とても内容の濃い2年間でした。今後今後

も何らかの形で役立てられることがあればと感じております。

いろいろご迷惑をおかけすることと思いますが,今後ともどうかよろしくお願いいたします。
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県下小児科医会の動向

倉敷小児科専門医会例会報告岡山市小児科医会活動報告

第197回例会

・日時:2015年3月25日(水)19:00~

･場所：倉敷国際ホテル

・プログラム

l.一般演題｢嘔吐を主訴に受診した食道狭窄症の一例」

倉敷中央病院小児科江口克秀先生

2．特別講演｢小児肝移植・小腸移植について」

倉敷中央病院外科部長岡本晋弥先生

第297回5月例会(27.5.9）

①IntervalAppendectomyを選択した腹腔内膿瘍の一例

NHO岡山医療センター小児外科中原康雄

②診断に苦盧した総胆管結石症の一例

NHO岡山医療センター小児外科片山修一

③小児の急性腹症

NHO岡山医療センター副院長 後藤隆文

第298回7月例会(27.7.11）

①当科における今シーズンhMPV感染症入院症例の臨

床的検討

国立病院機構岡山医療センター小児科服部真理子

②小児整形とは？一成長痛の鑑別診断は色々とアルザスl

旭川荘療育・医療センター整形外科診療部長青木清

第198回例会

・日時:2015年5月27日(水)19:00~

･場所：倉敷国際ホテル

・プログラム

1.髄膜炎を反復したl例

倉敷中央病院小児科宮原宏幸先生

2．総社市と吉備医師会で取り組む小児医療啓発活動

高杉こどもクリニック高杉尚志先生

3．小児のパレコウイルス感染症

川崎医科大学小児科宮田一平先生

第299回11月例会(27.11.14）

①先天性風疹症候群の後方視的診断法の検討

川崎医科大学小児科学講座講師宮田一平

②小児感染症における適切な抗菌薬療法一最新情報と

近未来予想一

川崎医科大学小児科学講座主任教授尾内一信 第199回例会

・日時:2015年7月22日(水)19:00~

･場所：倉敷国際ホテル

・プログラム

l.仙腸関節炎・膿瘍形成をきたしたl例

倉敷中央病院小児科水戸守真寿先生

2．総社市の病児保育～H22年から5年間の歩み～

三宅内科小児科医院三宅眞砂子先生

3．ウイルス性或は細菌性の耳下腺炎患児における’ウイルス性或は細菌性の耳下腺炎患児における唾

第300回2月例会(28.2.13)

①低身長の精査中に，染色体46,XY男性型と判明した女

児の一例

岡山医療センター小児科多田あずさ

②小児医療における形成外科の役割について

岡山医療センター形成外科末延耕作

液

検査所見

水島中央病院小児科名木田章先生

教育講演｢小児のパレコウイルス感染症」

川崎医科大学小児科宮田一平先生

第301回3月例会(28.3.12)

①気管切開を要する児の、育児困難家庭への退院支援

旭川荘療育・医療センター小児科篠塚雅子

②もう一度母乳育児を考えよう～知っておいて欲しい

最近の話題と注意点～

旭川荘療育・医療センター副院長吉尾博之

4

第200回例会

・日時:2015年9月30日(水)19:00~
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･場所：倉敷国際ホテル

･プログラム

1.小児循環器から見えてくること

倉敷中央病院副院長新垣義夫先生

2．感染症との出会いと素晴らしい恩師達

川崎医科大学小児科学講座教授尾内－信先生

（河原内科松尾小児科クリニック松尾直光）

④一診療所における最近5年間のインフルエンザ迅速

検査について

（林小児科医院林洋光）

第222回7月27日（月） 参加者18名

①2歳2か月女児のコッホ現症陽性例

（弓狩小児科医院弓狩華吉）

②10歳男児の漏斗胸例

（弓狩小児科医院弓狩華吉）

③『スマホに子守をさせないで』日本小児科学会作成パ

ンフレットを津山市乳児健診で配布しよう

（河原内科松尾小児科クリニック松尾直光）

第201回例会

､日時:2015年11月25日（水)19:00~

･場所：倉敷国際ホテル

･プログラム

l.話題提供｢異物誤飲」

倉敷中央病院小児科出来沙織先生

2．特別講演｢経済学で考える障害児医療」

慶應義塾大学経済学部中島隆信先生 第223回9月28日（月） 参加者12名

①トピラマートで発作が抑制できた若年ミオクロニー

てんかんの一例

（津山中央病院小児科梶俊策）

②水痘ワクチン2回接種後にも拘らず水痘に罹患した

l幼児例

（苅田小児科苅田総一郎）

③巣状細菌性腎炎,左停留精巣，反復性耳下腺炎と流行

性耳下腺炎のエコー検査症例

（河原内科松尾小児科クリニック松尾直光）

津山小児科医会活動報告

第219回 1月19日（月） 参加者16名

①上部尿路感染のエコー精査中に偶然に見つかった先

天性胆道拡張症の一例

（津山中央病院小児科林貴大）

②今季入院加療したRSウイルス感染症の臨床的検討

（津山中央病院小児科丸山淳也）

第224回 11月16日（月） 参加者16名

①来年度からの岡山県学校検尿・ 3歳児検尿マニュア

ル速報

（津山中央病院小児科梶俊策）

②エコー所見で気づくEHECO-157感染(3歳児例，

7歳児例の所見から）

（津山中央病院小児科梶俊策）

③エコー所見で気づく食道アカラシア（8歳児例の所見

から）

（津山中央病院小児科梶俊策）

④流行性耳下腺炎罹患後テタニー発作を発症した5歳

男児例(Hypoparathyroidism)

（津山中央病院小児科梶俊策）

第220回3月20日（月） 参加者19名

①特別講演『小児腎尿路疾患の臨床と研究』

岡山大学小児科教授塚原宏一先生

②当院における最近5年間のインフルエンザ迅速検査

キットの使用量

（林小児科医院林洋光）

③平成26年ll月N保育園に流行した発疹症について

（林小児科医院林洋光）

第221回5月18日（月） 参加者17名

①津山市の乳幼児健診と予防接種について

（河原内科松尾小児科松尾直光）

②地域医療構想について－基準病床と必要病床

（河原内科松尾小児科クリニック松尾直光）

③平成26年全国小児科医会社会保険委員会について
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剛UF4/I児科医会会則

4監事は会長が委嘱し，会計および会務を監査し，

会議に出席して意見を述べることができる。

第6条役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。

(名称及び事務所）

第1条本会は岡山県小児科医会と称し，事務局を岡山

市北区駅元町19番2号におく。

(会計）

第7条本会の会計は会費寄付金及びその他の収入を

(目的及び事業）

第2条本会は小児医学の研鑛,小児医療の向上,小児科

医業経営の合理化，医政問題を研究し，併せて

会員相互の親睦をはかることを目的とする。

このため年1回総会を開催し学術集会を持ち討

議を行う。

以って充てる。

2会費は総会で決定する。

3会計年度は毎年4月1日に始まり，翌年3月31日

に終る。

4納入された会費はいかなる理由があっても返却

しない。(会員）

第3条会員は岡山県に在住する小児科医師又は小児医

療を重点として診療を行っている医師で本会の

目的に賛同する者とする。

第4条入会,退会は姓名等を記した所定の用紙を事務

局に提出し，役員会の議を経て，会長の承認を

得るものとする。

2会員が,勤務先，自宅住所,連絡先等を変更した

場合には,速やかに事務局に変更届を提出しな

ければならない。

3会費を2年間滞納した者は退会したものとして

会員資格を喪失する。

(会則の変更）

第8条本会則を変更しようとするときは，総会の議決

を経なければならない。

(名誉会長,顧問）

第9条名誉会長は会長の推薦により，役員会で選考し，

総会で承認する。

2顧問は会長が委嘱する。

付則 平成20年10月ll日臨時総会に於いて改正。

平成20年4月1日から施行。

平成26年10月26日臨時総会に於いて改正。

平成27年4月1日から施行。

(役員）

第5条本会に次の役員を置く。

会長1名

副会長2ないし3名

幹事若干名

監事2名

2会長は会員の互選により選出する。

3会長は本会を統括する。副会長,幹事は会長が委

嘱し，会長を補佐し会の運営を処理する。

平成28年4月10日定時総会に於いて改正。

平成28年3月15から施行。
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剛血県〈/ﾘ目科医会への入会のご案内

＜はじめに＞

本会は小児医学の研讃,小児医療の向上，小児科医業経営の合理化，医政問題を研究し，併せて会員相互の

親睦をはかることを目的として，昭和57年に設立されました。

「子どもの総合医」として子どもの健康に対処するために，活動しています。昭和59年には，全国組織であ

る日本小児科医会が発足し，本会をはじめ全国の小児科医会の意見をまとめて医政活動等を行っています。

＜総会・学術講演会＞

例年4月に定期総会・学術講演会

10月に臨時総会・学術講演会を行います。

＜会報＞

年1回会報を発行，送付します。

執筆をご希望きれる場合は会報委員会までご連絡ください。

＜入会・退会＞

岡山県小児科医会会則をよくお読みになり，入会をご希望される場合は，入会申込害を岡山県小児科医会事

務局までご提出ください。

入会・退会は，役員会の議を経て，会長の承認によります。

承認が得られた場合,事務局から連絡をいたしますので，入会年度の年会費のお支払いをお願いします。

なお，会員種別・年会費は下記のようにさせていただいています。

A会員診療所・病院の開設者

年会費10,000円

B会員A会員に該当しない方

年会費7,000円

次年度以降の年会費は毎年6月に，下記の方法でお支払いをお願いしております。

診療報酬|からの引き去りが可能な方は引き去りで，それ以外の方は，事務局から振込依頼害を郵送いたしま

す。

会費を2年間滞納した場合は退会したものとして会員資格を喪失しますので，ご注意ください。

また，年度途中での退会の場合でも，その年度の会費はお支払いいただきますのでご了承ください。

21



＜担当委員会＞＜平成28年度役員＞

(岡山愛育クリニック）

(岡山医療センター）

(倉敷中央病院）

(栗原医院）

(すこやかこどもクリニック）

(大野は〈、くみクリニック）

(岡山大学）

(岡山大学）

(津山中央病院）

(佐藤医院）

(高杉こどもクリニック）

長
長
長
計
務
事

今
云
〈
云

会
副
副
会
総
幹

横山裕司

久保俊英

新垣義夫

栗原 信

江口直宏

大野 繁

岡田あゆみ

小田 慈

梶 俊策

佐藤正浩

高杉尚志

学術講演

小児科医の労働環境調査

乳幼児学校保健

子どもの心

メーリング

小児救急医療

家庭看護力醸成

予防接種

小児科外来の強化

社会保険

(川崎医科大学）

(ふじの小児科医院）

(河原内科松尾小児科クリニック）

(山田医院）

(倉敷中央病院）

喜平

光喜

直光

惠介

研自

田
野
尾
田

寺
藤
松
山
脇 会報

平井俊太郎 （平井小児科）

山岡秀樹 （山岡医院）

監事

上記各委員会主催での研修会を随時行いますので各々ご案内します。

また，総会等において，各委員会からの情報提供を行います。

＜問い合わせ先＞

総務 江口直宏 （すこやかこどもクリニック）

〒702-8022岡山市南区福成l-179-8 TEL(086)264-1002

＜入会連絡先＞

岡山県小児科医会事務局（岡山県医師会内担当小野）

〒700-0024岡山県岡山市北区駅元町19番2号 TEL(086)250-5111

＜別添＞

岡山県小児科医会会則

岡山県小児科医会入会申込書

岡山県小児科医会変更届
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岡山県小児科医会会長殿

貴会の目的に賛同し入会を申し込みます。

平成 年 月 日

岡山県小児科医会入会申込書
下記を記入し､郵送してください。

岡山県小児科医会事務局（岡山県医師会内）
〒700-OO24岡山県岡山市北区駅元町19番2号

TEL:O86-250-5111

FAX:O86-251-6622

23

フリガナ

氏名

姓 名

ー｡｡令写 ■~甲 中一つ 七一号一一や‐~旬凸占一ヰー与争一今＝ー今一一一一舜与宇一＝一一一一一一~‐一色一幸缶蝉合い一ヰ韓画凸 凸 ■全ローーー■ C －－戸や ■■ ｡ e一七 一一一一やむ ‐一毛七一や｡＝‐ぬ－ 巳 凸一一＝-－一口守一描画 ｡‐の‐辱の子一一一一一‐＝ － －記缶一

印

生年月日 昭和・平成 年 月 日

会員種別 A B

勤務形態 開業医(開設者その他） 勤務医(管理医師その他） その他の医師 臨床研修医師

所属医師会

勤務先

名称

一

T

TEL FAX

自 宅

■■■■■■

T

TEL FAX

E-mail

送本先 勤務先 自宅

事務局への通信欄



岡山県小児科医会登録事項変更届.退会届

岡山県小児科医会事務局（岡山県医師会内）
〒700-OO24岡山県岡山市北区駅元町19番2号

TEL:O86-250-5111

FAX:O86-251-6622

24

口勤務形態｡勤務先･会員種別変更 口改姓･名 口退 会

口自宅住所変更 口送付先変更 □その他

フリガナ

会員氏名

姓 名

旧姓名 姓 名

生年月日 昭和・平成 年 月 日

会員種別 A B

勤務形態 開業医(開設者その他） 勤務医(管理医師その他） その他の医師 臨床研修医師

所属医師会

勤務先

名称

■■■■■■

T

TEL FAX

旧勤務先名称

自 宅

■■■■■■

T

TEL FAX

旧自宅住所

E-mail

送本先 勤務先 自宅

退会届

退会事由

平成 年 月 日をもって退会します。

事務局への通信欄



剛ｸ年度剛Zlg/'児科医会入退会沃況について

【退会】

【入会】

H28.1.31現在

※退会1名，入会11名現会員数は165名です。 （平成28年1月31日現在）

原稿募集

この会報を皆様の交流の場としてご活用下さい。その為，原稿を募集しております。

大・小論文，講演原稿・要旨，詩歌，俳句，随筆，写真， カット，趣味のご指南，自|曼話

失敗談等，何でも結構ですので，どしどしご応募下さい。

申込み先は，〒703-8265岡山県岡山市中区倉田508-8

岡山愛育クリニック横山裕司

電話086-276-8500 FAXO86-276-8503

e-メールyokoyama@aiiku-clinic.com

締め切りは，毎号12月末とさせて戴きますが，なるべく早めにお願い致します。
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氏 名 医療機関名 〒 住 所 TEL FAX 入会年月日

佐藤あいこ 佐藤医院 709-3112 岡山市北区建部町川口1524-3 086-722-1122 086-722-1167 8/31退会希望

氏 名 医療機関名 〒 住 所 TEL FAX 入会年月日

塚原宏一

岡山大学病院小児科 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-235-7251 086-221-4745 4/9入会受付

安藤由香 岡山ろうさい病院 702-8055 岡山市南区築港緑町1-10-25 086-262-0131 086-262-3391 4/24入会受付

山口和誠 ニコニコこどもクリニック 700-0973 岡山市北区下中野1223-1 086-242-5566 086-242-5565 5/12入会受付

鶴丸靖子 岡山大学病院小児科 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-235-7251 086-221-4745 5/25入会受付

藤井智香子 岡山大学病院小児科 700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-235-7249 086-235-7249 5/26入会受付

山下美保 岡山大学病院小児科 700-8559 岡山市北区鹿田町2-5-2 086-235-7249 086-235-7249 6/3入会受付

二階堂香織 すぐすぐこどもクリニック 719-0243 浅口市鴨方町鴨方1635-4 0865-44-5400 0865-44-8668 6/9入会受付

西岡奈穂 笠岡第一病院 714-0043 笠岡市横島1945 0865-67-0211 0865-67-2615 7/2入会受付

近藤英輔 川崎医科大学附属川崎病院 700-8505 岡山市北区中山下2-1-80 086-225-2111 086-232-8343 7/15入会受付

井上美智子 南岡山医療センター 701-0304 都窪郡早島町早島4066 086-482-1121 086-482-3883 8/5入会受付

若林時生 川崎医科大学附属川崎病院 700-8505 岡山市北区中山下2-1-80 086-225-2111 086-232-8343 10/8入会受付



会計報告

平成27年度岡山県小児科医会収支決算書
自平成27年4月l日

至平成28年3月31日

収入金合計

支出金合計

・次年度繰越金

・支出金

5,881 ,859

5,881 ,859

3，683，070

2， 198，789

Ａ
Ｂ

A収入の部

B支出の部

平成28年3月31日現在

A会員80名B会員86名計166名

26

H27決算 H27予算 H26決算 決算比較 備 考

一 △、
、=費

■■ q■■－1■■ーーーI■■ーーーー一一ーl■■ 1■■ 1■■ 1■■－－1■■ーq■■ 1■■

1.年度会費A会員

年度会費B会員

2．過年度会費

3．翌年度会費

1,343,000
ーー一一一一一ーーー1■■ーI■■ ■

790,000

539,000

7,000

7,000

1,403,000
-一1■■ー1■■ー■■■ 1■■ l■■ーｲ■■ー1■■

983,000

399,000

21,000

0

1,430,000
■ー1■■ー一一1■■ー1■■ 1■■ー1■■ ｲ■■ q■■

993,000

371,000

59,000

7,000

-87,000
1■■ー■I■ 1■■ーーー一一I■■一1■■ I■■ 1■■

-203,000

168,000

-52,000

0

A会員 1万円×79

B会員7千円×77

B会員7千円×l

B会員7千円×1

二、広告料 180.000 210,000 45,000 135,000
一
一

一、 講演会入金
ー q■■ 1■■－1■■ 1■■ーーー1■■ーーーーーI■■ ｲ■■ I■■ーー1■■一－－4■■

1.共催分担金岡山

共催分担金倉敷

2． 当日参加費

536,000
－一一ーI■■ー1■■ー－1■■一一1■■■

100,000

100,000

336,000

600,000
一一1■■ー一一一I■■ーI■■ー－1■■

100,000

100,000

400,000

467,000
由－－1■■一一一1■■一一一－－4■■

100,000

100,000

267,000

69,000
I■■ ｲ■■ I■■ I■■ I■■ ｲ■■ 4■■ I■■一一一一ー＝

0

0

69,000

岡山市小児科専門医会

倉敷小児科専門医会

四、雑収入
－1■■－－1■■ U■■ーーーー1■■ ｲ■■ q■■ーｲ■■ーー1■■ーー一一－1■■ 1■■

l.寄付金

2．預金利息

3． その他収入

20,623
ーーーーーーーI■■一一一Ⅱ■■ー■

0

623

20,000

500
q■■一一ー■■■ 1■■一一U■■一一ーー

0

500

0

18,716
ゆーーq■■ーーーー■■■ ■■■ー一一一

0

716

18,000

1,907
.■■ 1■■一一．■■－－4■■ーーーーー1■■

0

－93

2,000 県保健福祉部との懇談会

五、前年度繰越金 3,802,236 33,770 4,299,374 -497,138

合 計 5,881,859 6,247,270 6,260,090 -378,231

H27決算 H27予算 H26決算 決算比較 備 考

一 事業費
I■■ーーーq■■ーーーー一一ーーI■■一一一一q■■ ■■■ーq■■－－4■■

1.学術講演

2．会報

3．医政活動

4． ホームページ

1,384,702
ーq■■ー1■■ー1■■ーーI■■一一一一■

1,026,142

324,000

0

34,560

1,400,000
Ⅱ■■ 1■■ー4■■ーー一1■■一一ｲ■■ ｲ■■ー

800,000

350,000

200.000

50,000

1,185,084
‐ イ■■ 1■■ I■■－1■■－1■■ 1■■ 1■■ イ■■ イ■■ーー

739,385

324,000

87,139

34,560

８
－
７

１
－
５

６
－
７

Ｆ
，

９
－
６

９
－
８

１
－
２

0

-87,139

0

会場費講師謝礼等，受付謝礼

懇談会等

二、出張費 458,984 350,000 379,922 79,062 代議員会・委員会･協議会等
一
一

一、 事務費
■■ I■■一一一一一イ■■ー4■■ ■■■ーーーーーーーー一一一一一I■■

1.事務委託費

2．印刷・通信

3．手数料

4．事務用品他

154,145
ー－－－1■■ I■■ ィ■■ I■■ーー■■ーー■

50,000

61,636

31,860

10,649

160,000
－1■■－－1■■ー1■■ 1■■ー1■■一一'■■

50,000

80,000

30,000

0

144,702
■ーー’■■ 1■■ 4■■ー1■■ ’■■ 1■■ ’■■ 1■■ー’■■

50,000

68,260

26,442

0

9,443
1■■ 1■■ 1■■ 4■■ 1■■ 1■■－4■■ 1■■ーーー1■■ー

0

－6，624

18

10,649

県医師会事務局

総会・講演会案内

為替手数料，振込手数料等

四、会議費 164,708 400,000 191,914 -27,206 役員会，総務会等

五、渉外費 32,920 20,000 20,300 12,620 中四連絡協議会,賛助金

六、慶弔費 3,330 50,000 66,182 -62,852

七、備品 0 100,000 206,370 -206.370 H26年度はプロジェクター等

八、予備費 0 3,767,270 263.380 -263,380 H26年度は広島土砂災害義援金

九、次年度繰越金 83,070 0 3,802,236 -119,166

合 計 5,881,859 6,247,270 6,260,090 -378,231



平成28年度岡山県小児科医会収支予算書
自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

A収入の部

B支出の部

平成28年4月10日現在

A会員77名B会員84名計161名

27

H28予算 H27決算 H26決算 予算一決算 備 考
一 ﾉ△、
、云費

■■－1■■ H■■一ーq■■ 4■■一一一一一一一I■■ーq 一 ､ 1 ー

l.年度会費A会員

年度会費B会員

2．過年度会費

3．翌年度会費

1,393,000
一一.■■一一ーーー＝q■■ ■■■ q■■ q■■ ｡

770,000

588000

35,000

0

1,343,000
4■■ q■■ 1■■一ー1■■ 1■■ーー1■■一一一

790,000

539.000

7,000

7,000

1,430,000
■一一一ー一一ーー1■■Fー1■■ 1■■

993,000

371,000

59,000

7,000

50,000
一一Ⅱ■■ーー－1■■一一一一q■■ q■■ q■■

-20,000

49,000

28,000

－7，000

A会員 1万円×77

B会員7千円×84

B会員7千円×5

一

一、 広告料 150,000 180,000 45,000 -30,000
一
一

一、 講演会入金
ー 1■■ー4■■ 1■■ 1■■－－－1■■ーI■■ー一一一一ﾛ ーー Ⅱ■■ー

1．共催分担金岡山

共催分担金倉敷

2． 当日参加費

500,000
ーー1■■ー■ﾛ■ ｡■■ ■■■ ■■■一一一一一■

100,000

100,000

300.000

536,000
ーI■■ー一一'■■ Ⅱ■■－1■■ I■■－－－

100,000

100,000

336,000

467,000
■ q■■ーq■■ l■■ー一一■■■一■■■ 4■■ーー

100,000

100,000

267,000

-36,000
■■－1■■ q■■ー1■■ 1■■ー4■■ 1■■ー1■■一一

0

0

-36,000

岡山市小児科専門医会

倉敷小児科専門医会

四、雑収入
ー ｲ■■ーー1■■ーーー■■■一一一一一ー■■■一Fー P ■ I■■

1.寄付金

2．預金利息

3． その他収入

20,500
ーq■■一一一ーーーー一一一■■■ ‐

0

500

20,000

20,623
1■■ 1■■－1■■ I■■一一一ーー-1■■ 1■■

0

623

20,000

18,716
■ーー1■■ Ⅱ■■一一ー■■■ー＝ I■■一口■■

0

716

18,000

-123
一一一ーq■■ーー－－1■■ q■■一ーー

0

－123

0 県保健福祉部との懇談会

五、前年度繰越金 83,070 3,802,236 4,299,374 -119,166

合 計 5,746,570 5,881,859 6,260,090 -135,289

H28予算 H27決算 H26決算 予算一決算 備 考
一 事業費

■■一■■ーー4■■－1■■ーー1■■ I■■ 1■■ 1■■一一q■■－ーーーーFー

1.学術講演

2．会報

3．医政活動

4． ホームページ

1,400,560
一一一一一ーq■■ ■■■一一ーー1■■ ■

1,042,000

324.000

0

34,560

1,384,702
■■■ '■■－－1■■－1■■ '■■ 1■■一一一－

1,026,142

324,000

0

34,560

1,185,084
■ー1■■一一ー一一ー1■■ 1■■ 1■■一一

739,385

324,000

87,139

34,560

８
－
８

５
－
５

８
－
８

，
，

５
－
５

１
－
１

0

0

0

会場費講師謝礼等受付謝礼

懇談会等

二、出張費 550.000 458,984 379,922 91,016 代議員会・委員会･協議会等
一
一

一、 事務費
ーー1■■ 4■■ I■■ 1■■－1■■ 4■■ q■■ q■■－1■■一一1■■ーーｲ■■ 、 q■■ q ー

1．事務委託費

2．印刷・通信

3．手数料

4．事務用品他

165,000
ー1■■ 1■■一一I■■一一I■■ーI■■ーⅡ■■ ■

50,000

70,000

35,000

10,000

154,145
■■■ー1■■ 4■■一一q■■ 1■■ーq■■ 1■■ 1■■ー

50,000

61,636

31,860

10,649

144,702
I■ーーー一一一一一■■■ーーーー

50,000

68,260

26,442

0

10,855
■ﾛ■一一一1■■ーー1■■ーー一一一■■

0

8,364

3,140

-649

県医師会事務局

総会・講演会案内

為替手鮒,振込手鮒, ファームパﾝｷﾝグ等

四、会議費 200,000 164,708 191,914 35,292 役員会，総務会

五、渉外費 40,000 32,920 20,300 7,080 中国四国連絡協議会,県小児保健協会賛助金等

六、慶弔費 50,000 3,330 66,182 46,670

七、備品 0 0 206,370 0

八、予備費 3,341,010 0 263.380 3,341,010

九、次年度繰越金 0 3,683,070 02,236 －

83,070

合 計 5,746,570 5,881,859 6,260,090 -135.289
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