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表紙絵にそえて

－ノートルダム大聖堂の薔薇窓一

2019年4月15日夜，大規模火災が発生し屋根の尖塔などを焼失

した． くしくも改修工事中であり，そのための作業足場が組まれ

ていた．火災警報システムもとられており2度稼働し1度目は異

常は発見されず， 2度目の時はすでに火災が発生していたとい

う． フランスのメディアは， この改修工事による火災の可能性が

あると報じている．

3つの薔薇窓は無事であった．

マクロン政権は5年以内の再建をめざすと発表したが，崩落し

た尖塔デザインは国際コンペで決めるという．世論調査では，新

たなデザインにせず火災前の姿に戻す意見が半数を越えるとか．

現在進行中の熊本城は石垣1個まで完全な復元をめざしてい

る．単純に比較はできないが，個人的には何度か仰ぎみたことの

ある， あの尖塔に復元してほしい．

つる小児科クリニック津留 徳
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各地区小児科医会間の交流を考える

青
頭

福岡県小児科医会は会員380名を抱える大きな会ではありますが，実質的には

年に1回の総会，役員会を開催することと福岡県小児科医報を発行すること以外

には大きな事業はしていません．福岡県小児科医報は今年で57号の発行になりま

すが，全国の小児科医会に先駆けて医報の発行を始め，毎回特集を組みその企画

が多岐にわたるとともに内容も充実しており，他県小児科医会から今までに多く

のお褒めの言葉もいただいてきております．

福岡県内には5地区（福岡地区，北九州地区，宗像地区，筑豊地区，筑後地

区）の小児科医会があり，各々がしっかりと活動しておりまして，福岡県小児科

医会が口を差し挟む余地は余りありません． ただ今まで長い間役員として本会や

各地区の動きを見ていますと， このように行われている各地区の活動がお互いの

医会間で共有されることはありませんでした．私の属する福岡地区と北九州地区

の医会間では長い間交流事業が続いていますが，いつも北九州地区の取り組みに

感心させられ刺激されています．他地区の小児科医会においてもそれぞれが独自

でいろいろな活動や勉強会，事業をしていると思いますが，それを県小児科医会

全体で紹介して交流する場がありませんでした． そこで今年から本会がまとめ役

として働き，各地区の役員の先生方の交流会，研修会を開催する予定にしていま

す．各地区で行われているいろんな活動，取り組み， あるいは課題を他地区の役

員の先生たちに紹介してもらい，全員で議論ししっかりと理解して地元医会に持

ち帰って活用してもらえるような交流会・研修会にしたいと考えています． きっ

と，各地区において参考になるし，刺激になると確信していますし， このような

活動こそが県小児科医会の役割かなとも思っています．

具体的には，参加者は福岡県小児科医会役員と各地区小児科医会役員とする予

定です．各地区から役員が集まりますと40人以上になり結構大人数での研修会に

なり，本会事務局の負担が増えますが，今までは福岡市での総会の開催が2年に

一度だったのが5年に一度になり少し負担が軽減しましたので，その分をこの研

修会に振り向けたいと思っています．発表テーマは2題とし，各地区から提供し
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てもらい，各テーマに発表20分，討論40分，全体で1時間程度かけて全員が理解

できるまでディスカッションしたいと考えています． テーマとしては，保育園や

幼稚園での与薬，小児在宅，下痢や発熱時の登園基準， インフルエンザや感染症

の登園届などなど，各地区で対応に困っているものを持ち寄りたいと思っていま

す． これから始まる試みですが，県全体の小児医療および小児保健の向上あるい

は均てん化に寄与できるよう頑張ってみたいと考えていますので，皆様からのど

意見をお待ちしています

＝二哩一･弓一宇．
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特集2019

回隠化する
小児科外案

I .初めに

近年外来を受診する外国人が急増している事を

実感する． 当然，海外からの観光客（インバウン

ド） （図l)や日本に居留する外国人の増加(図2)

に伴うものだが， その背景には国の二つの政策が

関係している．外国人観光客の誘致と，外国人労

働者受け入れの推進である前者については観光

を日本の新たな産業に育てようと政府が2003年か

ら国を挙げて推進しており1,2), 2020年の東京オリ

ンピック年には4,000万人の訪日者を受け入れる

事を目標としている観光は既に数兆円の収益産

業になっており， オリンピック後も観光客誘致の

傾向は続いていくと考えられる．後者は日本社会

の老齢化，若年労働人口の減少という社会問題に

対して取られている政策である．労働力不足は更

に深刻化すると考えられており，今後も日本で働

く外国人は増えていく事が見込まれる34,5) ． この

ような事情で国家として外国人の流入を誘導して
国際化する小児医療
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いる以上， 日常の診療の現場を訪れる外国人が増

えるのも当然である． そうであれば，我々日本の

医療者としても， 日本人に対してだけでなく，来

日する， あるいは日本に住む外国人に対して，早

急に受け入れ体制を構築するべきであろう．

ところで,外国人を診療する時に苦労するのは，

何と言っても言葉（コミュニケーション）の障壁

であり，考え方や習|貫といった文化の違いである．

実際，診療の現場で外国人に当たると，相手がど

んな言語，文化を持った人なのか， どう対応すべ

きか， 出会った途端に苦労が始まる． しかも，最

近は非常に多様な国・地域からの来日者が受診す

るため，多言語への対応，多文化への対応が必要

になる‘ この現状を端的に言えば，我々自身の国

際化が求められているという事なのであろう．世

界の様々な事情に対応できる力が求められている

のである． では， 国際化として， 医療の現場で具

体的にどんな対応が必要になるのか？以下， 医療

の現場で必要となる事の多い対応について述べ

る．

うになった特に福岡県は㈱ アジアに近いため

か，全国でも外国人の訪問が多い県となっている6）

(図3) 元来日本人は， 島国という事もあり， 日

常の生活そのものが殆ど日本人のみで営まれてい

た． そのため， 日本人と違う属性に出会うと， し

ばしば日本人か否かという基準を設け， 日本人以

外を外国人と一括りにして扱う事が多い． しか

し，一括りにされた外国人の詳細を見ると，非常

に多彩な国から来日していることがわかる7) （図

4)． 中国，韓国台湾などといった東アジア諸

国からの割合が非常に高いが，他にも欧米， 中南

米諸国など地球上のあらゆる地域から来日してい

る． この傾向は,そのまま医療現場にも見られる

図4 2018年各国・地域別の内訳
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て挙げた項目を示す．患者出身国と日本の医療機

関との情報のやりとりの重要性を示唆する解答が

あるのは興味深い．以下,これらの情報を参考に，

筆者の偏見ながら，医療の現場で外国人受け入れ

体制を構築する際より重要と思われる内容につ

いて以下に述べる．

少し古い資料であるが， 日本病院会が実施した調

査8)を表lに示す．病院を受診した外国人の国籍

を見てみると，日本への国別入国者の傾向と同様，

アジアを中心とした近隣諸国からの割合が圧倒的

に多い．続いて， 中央アジアやヨーロッパ，南米

諸国の人が受診しており，非常に多様な属性を持

つ人が受診していることがわかる. とすると，医

療機関が目指すべき外国人受け入れ体制として求

められるのは，多様な言語障壁多様な文化障壁

を，少しでも軟らげるための仕組みであると言え

よう．

1． コミュニケーションと医療通訳

外国人に医療を提供する上で感じる一番大き

な障壁はコミュニケーションである． 図6に示

すように，外国人受診者の多くは日本に居留し

ている人であるから，多少は日本語にも馴染んで

いるとも思われるが，病気に関する単語の使用は

一般会話よりもコミュニケーションのハードルが

上がる．患者との意思疎通ができなければ，情報

も取れないし結果説明もできない．従って，何ら

かのコミュニケーション手段の確立は非常に重要

である． しかし，一言でコミュニケーション確立

と言っても外国人患者の国籍は様々であり，全て

の患者の言語に対応するのは現実的に非常に難し

い． この難問に対応すべ〈，近年国内で様々な取

り組みがなされている．

幾つかの地方自治体は積極的に医療通訳士の養

成に取り組んでいる9'10･11).福岡では，福岡県，福

岡市の事業として「福岡アジア医療サポートセン

ター｣を立ち上げ,電話通訳や医療通訳ボランティ

アの派遣を行っている． そこでは，外国語での医

療通訳士を養成するためにボランティアを募集

し，通訳士としての研修プログラムを作って訓練

している． また，医療機関から要請を受けた時に

専門の医療通訳士を現場に派遣する活動を実施し

ている．現在，英語や中国語， タイ語ベトナム

語等，複数言語で対応している．医療通訳は他人

の「病気という個人情報」に通訳として関わるの

だから，個人情報の取り扱い，プライバシー対応

倫理上の問題等についても理解を深めてもらう必

要がある． また， 日本の医療制度･社会保険制度，

等の理解が基礎知識として要求される12'13'14). そ

れにも関わらず，夜間派遣要請，遠方派遣要請，

必要経費負担など通訳業務に付帯して発生してく

る負担も多く，通訳士をボランテイアの身分のま

まで扱うには限界がある．制度拡充の為にはまだ

表1 患者の主な出身国
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日本病院会平成27年度｢医療の国際展開に関す
る現状調査｣結果報告書の資料を一部改訂

Ⅲ、インバウンド小児への対応

世界各国，地域から日本にやってくるインバウ

ンド外国人に医療を提供するには，我々は言語や

文化の多様性から起こってくる課題に対応するだ

けでなく，世界で行われている母子保健サービ

ス，保健制度，感染症監視活動についても理解し

ておく事が必要である．特に小児の保健サービス

においては，患者自身が自国と日本， というよう

に国を跨いで継続して受けることも多い． これは

小児保健が世界共通のプログラムとして展開され

るものが多いからである．図5に，外国人診療に

関わった医療機関が，受け入れにおいて課題とし
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ない行為を確認しながら診療する， などの工夫を

すれば， 日本人患者と同様の信頼関係を築くこと

は十分可能である．以下,宗教的な習慣も含めて，

外国文化で幾つか注意すべき点について述べる．

ただ,全ての異文化に対応するのは困難であるし，

患者側も日本という異文化を前に不安を感じてい

るのだから，率直に「嫌な事，不明な事があった

ら言って下さい」などの言葉で安心感を与える工

夫をすれば,異文化摩擦は十分回避が可能である．

宗教的注意点:タイ， ミャンマー，マレーシア，

インドなどでは子供の頭は撫でてはいけない， と

されている．宗教的理由であったり，土着の風習

が関係していたりなど，理由は様々である．

イスラム教徒：イスラム教'617)は，宗教の中で

も信者人口がキリスト教と並んで信者が多いのに

日本人にはなじみが少ない． アジア諸国ではマ

レーシア，ブルネイ， インドネシア， タイの南部，

中国の新彊ウイグル自治区， ミャンマー，元ソビ

エト連邦の構成国であった中央アジア諸国など

が,イスラム教信者が多い地域として挙げられる．

近年， アジアのイスラム教国からの入国が増えて

おり， イスラム教への宗教的配盧も話題になって

いる． イスラム教には日常生活の中に深く入り込

んでいる戒律がある．以下， イスラム教徒の診療

に当たって特に留意するべき点について述べる．

①断食：年に一回の断食月には，小児や病者はそ

の実践から除外される事が認められている．特

に断食期間の経口摂取，水分摂取については，

厳密には適応されない．

②ハラルフード：コーランには日常の生活に関す

る言及がなされている． そこに述べられている

内容が戒律となっている． その中で食して良い

ものといけないものが定められているが， コー

ランの中で食が許可されているものをハラル

フードと呼ぶ． その中で全面的に禁止されてい

るのが豚肉とアルコールである．ハラルミート

は， コーランに述べられている対応に従って処

理した肉である．

③アルコール：アルコール禁止について， 日常生

活における戒律の実践は地域差が大きい．筆者

の経験では中央アジア諸国では宴席にはウォッ

カが欠かせないが， インドネシアでは宴会でア

検討すべき点が多い．

特定の国出身者のコミュニティがある地域で

は，地域医療機関でポルトガル語， ネパール語，

ベトナム語と言ったコミュニテイの言語での指差

し会話帳等を作成しているところもある． ただ，

双方の疑問や返答を満たすものを作成するのは容

易ではない． 日本の医療システムや院内の医療手

順など，基本情報を伝達する手段として利用しや

すい．

最近,訪日外国人の急増に対して,スマートフオ

ンなどのIT(InternetTechnology)を使った翻訳

会話を実現する会社も出てきている'5)． スカイプ

などでネイティブと繋ぐ体制を構築しているとこ

ろもあるが， まだ汎用性の高い使用方法の確立に

は至っていない. ITを使った翻訳機能は，医療

現場に限らず外国人とのコミュニケーションツー

ルとして急速に進化してきている．

同国出身者がコミュニティ内でSNS(Social

NetworkService)ネットワークを作って情報の

やり取りを行っている事はよく知られている． こ

のネットワークは，病気や困りごとなどに際して

自分たちの側から情報を取りに来ようとするもの

で， 自分たちとは異なる文化の国日本における外

国人の自己防衛活動と言える．重要な役割を担っ

ている． このネットワークに， 日本側から外国人

向けに発信している情報が繋がると，在留外国人

向けの医療サービスの向上の改善が図れるのでは

ないかと思盧される．

2．宗教・異文化対応

日本国内では宗教対立はあまり話題にならない

が，世界では非常にデリケートな問題である．す

べての宗教戒律や文化・習慣の違いを理解する事

は困難だが，知らなかったから， という理由では

済まされない事例も起こりうる． このような未知

の怖さのために外国人患者の受け入れに二の足を

踏む医療機関も多い． しかし，未知の宗教や文化

を恐れずに接点を持ってみると，意外にハードル

が低い事を実感する．相手側も日本を自分とは異

文化の国と承知して来院している事が多いから，

指差し会話や自動翻訳機などでコミュニケーショ

ンを図り，直接相手に宗教や文化的にしてほしく
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本に持ち込まれる． 2006年には， フイリピンから

帰国した旅行者が帰国後に狂犬病を発症し死亡

した2425)．近年, SIRS(Systemiclnflammatory

ResponseSyndrome),MARS(MiddleEast

RespiratorySyndrome),ブタインフルエンザ，

ジカ熱26)，エボラ出血熱"､錫)などの新興感染症も

次々現れて急速に世界に広がり，世界を震憾させ

ているが，感染症流行を抑え込むための対策では

疾病の出現を早期に監視するサーベイランス活動

が非常に大事である．

一般に病院は感染症患者が訪れる場所であるか

ら，輸入感染症の持ち込みを監視する上でも非常

に重要な場所である． 日本では， 1999年以降，数

度の修正を経て今の感染症法が作られてきた．現

在の感染症法では，症状の重さや病原体の感染力

などから，感染症を1類～5類の5種類の感染症

と指定感染症新感染症，新型インフルエンザ等

の感染症の計8種類に分類している． これらの疾

患について全数報告対象と定点報告対象疾患があ

るが，網羅されている疾患が多くて， また馴染の

無い疾患もあり，外来での輸入感染症のスクリー

ニングは容易ではない．例えば, 1類に分類され

る感染症には，エボラ出血熱クリミア・コンゴ

出血熱，ペスト，マールブルグ病， ラッサ熱など，

日本ではふつう出会う機会の少ない疾患である．

これら馴染の少ない，恐らく経験した事のない疾

患を外来で発見するのは容易ではない．

近年，何らかの感染症で世界流行が懸念される

場合，世界各国に同調した対応が求められる．そ

の第一歩は早期発見活動であり，海外からの帰国

者やインバウンド外国人を診察する場合，感染症

持ち込みの可能性を念頭に置き，ルーティン業務

の中で渡航歴の確認や，他の症状の確認を怠らな

いようにすることが重要である． それを実践する

為には，我々自身普段から世界の感染症発生事情

に同調して，外国で発生している疾患についての

診察や情報収集をイメージしておく必要がある．

ルコールが提供されることはない． 尚， アル

コール禁止というのは飲料に限ったものではな

い．戒律に厳格な人は，発酵食品に入っている

アルコールにも注意を払う．

④豚肉:不浄の食材として食べない．厳格な人は，

豚肉調理に使った包丁，俎板などで料理をする

事を嫌がる場合もある． また，医療で使うもの

で，薬に豚成分由来の物が含まれると服用を，

拒否されることもある．例えば，豚由来のイン

シュリンに抵抗感を示す人もいる．

⑤お祈り ：一日5回， メッカに向かってのお祈り

をする．

⑥女性の習慣：イスラムの女性は， ニカブ（全身

を覆うベール）やへジャブ（ヘッドスカーフ）

などを着用し顔や体を隠す事が多い'8)．女性が

婚姻関係に無い男性からの陵辱から身を守ると

いう考えで起こってきた習慣と言われている．

ヒンドゥー教：ヒンドゥー教徒は牛を神聖な

生き物として食べない．一般外来では問題にな

る事は少ないが，入院の場合は注意が必要であ

る．

菜食主義者：欧米やインドなどには，ベジタ

リアンと呼ばれる野菜中心の食事で動物性の食

材を摂らない人たちがいるが，卵や魚などは許

容している人も多い． しかしビーガン'9)と称

される純粋な菜食主義者は， これら動物性の食

材の摂取を一切受け付けない．一般外来では問

題になる事は少ないだろうが，入院加療の場合

には注意が必要である．

3．感染症侵入監視

感染症は，基本的に病原微生物の拡散によって

流行が起こる．世界中の人が国境を跨いで移動す

るグローバル化の時代，地域流行感染症新興

感染症とも，人の移動に伴って世界各地に運ば

れ， そこで流行を引き起こす事は想像に難くな

い．最近起こった身近な例として麻疹20.21)や風疹

22.羽)が挙げられる．近年， どちらも日本国内で大

流行が起こり問題になったが，流行の発端は，海

外から持ち込まれた株によると考えられている．

マラリアやデング熱など特定地域で日常的に流行

している感染症が，人の移動によってしばしば日

4．予防接種

予防接種は，疾病予防において非常に有効な手

段であり，世界中のどの国でもほぼ例外なく，予

防接種活動は実施されている．予防接種のスケ

9



ぐ組織がこのようなサービスがある事を理解して

いないと，受益の対象から漏れてしまう．母子手

帳は既に複数の言語で作成されたものが存在して

おり，幾つかの国では現地語で印刷されたものが

利用されている．母子保健サービスの多くは母子

手帳の項目に沿って説明すると記憶しやすい．母

子手帳は，一人の子どもの成長記録を健康という

面でのイベントを主に記録を残していくものであ

るから，手帳の記録方法を工夫すれば他の国に移

動した場合でも母子の健康履歴を現地医師と共有

できる利点がある．

現在手帳自体をデジタル化33)する動きも出て

いる． スマートフォンで予防接種や疾病罹患歴，

服薬歴などがいつでも簡単に確認できるようなソ

フトも開発されており， この機能を使えば世界中

で情報のやり取りが可能になる．健康の記録とし

て情報が世界で持ち運びできるような時代になる

と予想される．

ジュールではWHO(世界保健機構）の推奨するス

ケジュールに準じた内容を導入している国が多い

が， 日本は独自の経験を経て予防接種政策を推進

してきた歴史があるため，他国のスケジュールと

は若干相違がある． ただ，予防接種の論理に違い

があるわけではないため，予防接種に規定された

内容，回数を終了する事が大事である．居留外国

人が増えてくると， 自国と日本を跨いでの予防接

種スケジユールなどについて相談を受ける事が増

えてくると考えられる．予防接種の詳細について

は，別項を参照して頂きたい．

予防接種対象疾患について，近年しばしば大人

での罹患・流行が問題になってきている． この数

十年，感染症流行の背景となる社会環境が改善さ

れ，それに伴って自然流行が見られなくなってい

る．その結果，子供の時に十分な抗体を獲得でき

なかった人が免疫を獲得しないままで大人になる

ケースが増えている． これが若い成人の問で麻疹

や風疹が流行する背景になっているのは周知の通

りである． この事は非常に重要で，麻疹や風疹が

人の移動と共に日本に持ち込まれ，既に日本国内

では排除された疾患が成人の問で大流行する， と

いう事態が発生する．感染の拡大を防ぐには，早

期発見が非常に重要である． ただ， ここで一つ懸

念される事がある．予防接種の効果により,近年，

麻疹，風疹，ポリオなどの患者を診察する機会が

減っている． それ自体はいいことだが， その反面

で，診察経験の無い若い医師が増えており，疾患

の流行の早期発見という意味では，意外に侮れな

い事態である．

6．医療内容と経費の説明

インバウンド外国人には， 日本の診療体制や保

険制度を知らない人は多い． また， 日本の医療機

関側も外国人の持つ保険の種類やカバー領域を理

解していないから，診療後の診療費請求で問題が

起こる．外国では，検査や治療内容について，事

前に費用を説明し，了解を得てから実施するとい

うプロセスを踏み，未収事例を防いでいる国も多

い．従って，外国人の診療に際しては， 日本の医

療料金制度，保険免除などは，要点をマニュア

ル化して治療の前に相手に説明し，事前に了承し

てもらうような流れを作っておくのが有用であろ

う．説明内容自体は項目が限定されるから，それ

を多言語で表現したものが医療系のIT会社で作

成ざれ出回るまでそう遠くないだろう．医療の基

礎情報については，将来，母子保健，保険制度，

医療機関などの情報はマニュアル化ざれ多言語で

発信されるようになると期待される．それができ

れば各医療機関での説明負担が相当軽減できると

期待される．

5．母子保健活動

日本では，在留資格29)を得て日本に一定期間

滞在している人は，妊婦健診や乳児健診，予防接

種も含め， 日本人と同等の母子保健サービスを享

受できる30)．妊婦は，妊娠の届け出と共に母子手

帳の交付3L32)を受け， それ以後は日本人と同等の

母子保健サービスを受ける事ができるが，サービ

スの内容やスケジュールは日本独自のものである

ため，反復した説明が必要である．役所では外国

人居住者の増加に伴い外国語での説明資料を充実

させてきているが，肝心の外国人本人と役所を繋

10
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7． JMIP(JapanMedicalServiceAccreditation

for internationaIPatients) 34)

日本医療教育財団は，厚生労働省支援の下， 「外

国人患者受け入れ医療機関認証制度」に則り国内

の医療機関の外国人患者受け入れ体制の整備に

ついて認証を行っている． この認証制度JMIPは，

国際化社会を迎えた中， 日本に在住する外国人，

日本を訪れる外国人を受け入れてくれる医療機関

の体制整備を促すのが目的になっている． まだ新

しい制度であり，外国人が日本で医療機関を受診

する場合にJMIP認証の有無で病院を選定してい

る訳ではないが, JMIP自体外国人を受け入れる

体制を充実させようとするのが目的であるから，

近い将来JMIP認証の有無を基準に，外国人の受

診を誘導する事になるのかもしれない．おそらく

地域の中核病院はこの認証を受ける事：つまり認

証を受けるのに必要な体制を整備する事が求めら

れてくると推察される．

V.まとめ

国の政策によって訪日外国人，居留外国人が急

増しているが，医療の現場にもインバウンドが新

たな受療者として押し寄せている．彼らは世界の

様々な地域からやって来た， 日本人とは異なる文

化を持つ人たちである．彼らには当然， 日本人

と同じ医療を提供すべきであるが， そのために

は我々自身が異文化に対応する力， 「医療の国際

化」に向かわねばならない． 医療の国際化とは，

日本にやってきたどの国の人にも，世界と同じプ

ラットフォームで相手に医療を提供できる体制で

ある．世界は今， どの国に行っても共通の医療が

求められるようになってきている． とすると，今

我々がもがいている国際化の過程は，世界の医療

とつながっていくためのステップとして不可避

の，非常に重要な道と考えられる．
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園1.場△ るハー胃鰯光 特集2019

我が国に在留・訪日する外国人は増え続け，福

岡市でも人口の2.4％（約3.8万人， 2019年4月）

が外国人であり，福岡への訪日外国人は最近の5

年間(2014～2018年）で2.6倍に増加し, 300万

人を突破しました． その中で，在住外国人の方や

訪日中に体調を崩された外国の方に安全で安心し

た医療サービスを受けられる体制を目指して当セ

ンターは2016年4月に開設されました．

スタッフは全て兼任ですがコアメンバーとして

医師4名，経営企画課課長1名，その他に事務部

や看護部，各種の技師を含め30数名で構成してい

ます．業務内容は主として（1）外国人患者の

受入時と院外からの問い合わせについての対応

と （2）外国人患者に関する情報収集とマニュア

ル等も含めた受入体制の整備です．平成30年度よ

り，来院された外国人の患者さんが安心して受診

できるよう，外国語を話せる職員の名札等に対応

可能な言語の国旗ピンバッジ（ランケージピン）

を着用しており，職員向け英語ならびに中国語研

修会を毎月開催しています．

当センターが開設されてからまだ3年ですがこ

の間に96人の患者さんに支援を行いました各年

度の患者数は2016, 17, 18年度それぞれ31人, 33

人， 32人で増加傾向はありませんが，支援者が

周囲に全くいない患者さんの割合が2016年度の

29.0%から2018年度の68.8%へ増えています． ま

た海外在住の方の割合も32％から41%に増加して

います．国別では3年間で中国の方が最も多く28

人（29.2％),バングラデシユの方が7人（7.3％)，

韓国，エジプトの方がそれぞれ6名（6.3％)， ア

フガニスタンの方も5名（5.3％）いらっしゃい

ました．

インターネットを用いた言語サポートをすでに

使用している先生方は多いと思いますが， 当セン

ターで使用しているサポートやツールは下記の二

つです．

1）みえる通訳（ドコモ)，遠隔オペレーター

による通訳サービス，対応言語：英語， 中国

語韓国語ほか全10か国語

2）ポケトーク（ソースネクスト)， インター

ネット上のAI(人工知能）による双方向音声

翻訳機，対応言語：全74か国語

福岡市立こども病院
国際医療支援センター

センター長

郭義胤
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他に福岡アジア医療サポートセンターによ

る電話通訳･医療通訳派遣を利用しています

当センターは在住外国人や訪日外国人の方

へ安全で安心した医療を提供することを目的

に設立され， 医療を目的とした訪日， いわゆ

る医療ツーリズムヘの対応は現在原則として

行っていませんが， 時折問い合わせを受けて

いますあるいは他の医療機関での医療ツー

リズム治療を受けた患者さんの経過観察を依

頼されることがあり，今後の課題と考えてい

ます

福岡市はその地理的特性から古くより 「ア

ジアの玄関口」として海外諸国と深い繋がり

を持ち，現在も学術・文化・経済など多方面

でアジア諸国を中心として様々な国との交流

を推進しています今後も外国の方が安心し

て医療を受けられるよう， あるいはアジアの

医療の発展に貢献できるよう研錯と努力を重

ねていく所存です

19
潭
劉

Ｆ
‐
画
爾
Ｉ
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国1．番上する小児科タ唱 特集2019

福岡徳洲会病院は福岡県春日市に位置し，筑紫

医療圏のみならず福岡市の一部からも患者受診が

あり，外国人（在日･訪日）の受診も少なからず，

2019年前期は月に100名内外の外国人患者受診が

ありました．

その多くは，英語圏・中国語圏の方ですが，他

に韓国やベトナム・ネパール等東南アジア圏の方

の受診もあります．

当院は，国際医療支援室を設置し，外国人患者

への医療サービスをサポートし，平日日勤帯は2

名の翻訳員が常勤し，英語・中国語の患者に対応

し，一般診療から予約・検診（ドック）の患者の

受付から会計までをサポートしています． 2017

年12月には外国人患者受入れ医療機関認定制度

(JMIP)の認証を受け，病院のホームページにも

診療部門紹介として国際医療支援室の紹介を行

い，活動内容を一般にも公開しています．

小児科受診の外国人患者に関しては，予約・健

診のケースはほとんどなく，その多くが一般診療

で，夜間診療や休日診療を含めほとんどが初診患

者で，在日外国人の子供や外国人旅行者の子供や

外国人留学生の子供などの受診があります．父あ

るいは母あるいは付添っている第三者が片言でも

日本語が通じるケースもあれば，全く日本語が通

じないケースもあります．

夜間・休日や上記2か国語以外の患者に対して

は，外来医事課に自動翻訳機を常備し，受付から

診療・会計まで翻訳機を通じて対応を行っていま

すが， それでも対応困難な場合は，福岡アジア

医療サポートセンター(FukuokaAsianMedical

SupportCenter(24時間365日対応) ; TELO92-286-

9595） も利用して対応にあたっています．

これらの外国人患者対応に関しては，医事課や

医師以外の全職員が情報を共有すべ<，外国人患

者受け入れマニュアルを電子カルテのイントラ

ネットに共有ファイルとして保存しており，全職

員がマニュアルを共有する事が出来るようになっ

ています． また外来医事課に，受付から患者案内

の手順や自動翻訳機の常備場所等のマニュアルの

抜粋を常備し， 24時間外国人患者に対応出来るよ

うに努めています．

しかし，問題点としては， 自動翻訳機や第三者

外国人患者に対しての
福岡徳洲会病院の
取り組み

福岡徳洲会病院小児科

平田雅昭
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を介した翻訳では日常会話的なやりとりは出来る

ものの医学用語に関しては対応が難しく詳細な

ニュアンスが伝わりにくく， 日本語と各国語の翻

訳内容の微妙な違いにより （特に第三者を介した

翻訳は双方に意訳となり）正しい情報が伝わらな

い可能性がある事や，国や宗教の違いにより日本

では常識的な診療内容でも患者に不利益が生じる

可能性があり，各国・各宗教の要求や禁忌を学習

し共有し幅広い外国人に対応出来るようになる事

が今後の課題となっています．

当院では， 3ヶ月毎に国際医療推進委員会を開

き，外国人患者の実情の把握・外国人患者の要望

と不満の分析と検討・外国人患者受入れ体制の整

備・外国人患者対応に関しての職員の教育と情報

の共有・マニュアルの見直しと改定を行い， より

良い国際医療支援を目指す取り組みを行っていま

外国人（在日・訪日）受診者数〔全科〕

件
件
件
件
件
件

９
９
９
３
９
２

１
９
７
９
９
０

１

１

2019年1月

2019年2月

2019年3月

2019年4月

2019年5月

2019年6月

2019年4月～6月の外国人（日本語不可)患者数〔全科〕

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

１
７
９
５
２
１
１
１
１
１

４
１

中国語

英語

ベトナム語

ネパール語

韓国語

シンハラ語
（スリランカ）

フィリピン語

ミャンマー語

ロシア語

インドネシア語

す

外国人患者診療の流れ

平日・日勤帯受診患者 夜間・休日受診患者

以外

一↓

英語・中国語患者 英語・中国語以外

｜↓ L司
国際医療支援室を通じての対応 自動翻訳機を通じての対応

各科診療
●

会計
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… 特集2019

-40年前のアフリカにて-

1978年～1980年，私は西アフリカのガーナ共

和国（以下ガーナ）へ小児医療協力専門家として

JICA(国際協力機構当時は日本国際協力事業団）

から派遣され，現地の小児医療に携わりました．

派遣前に3ケ月間，東京大学医科学研究所で熱帯

病についての研修を受けましたが，見聞きするも

の全てがそれまで学んできた日本での疾病・医療

とは大きく異なり，戸惑いを覚えたのを今でも思

い出します．

ガーナは，平均気温27℃と高温で多湿（70～

90%）な熱帯性の気候です．衛生施設の整備は上

水道の普及率30％，下水道の普及率7％と水準が

非常に低く，断水や停電が日常的にあります．衛

生水準が低いためにコレラ，腸チフスなど食物や

飲み物を介した感染症が多くみられ，死亡原因の

30%が感染症です．多くの風土病があり，特にマ

ラリアは一年中流行しています．

私は， ガーナで唯一の医学部であるKorleBu

TeachingHospitalと栄養失調専門病院のPML

Hospitalとで小児医療に携わりました．

3歳の女の子が，高熱で外来を受診しました．

日本でしたら， ウイルス性上気道感染症をまず疑

い，季節によって手足口病，ヘルパンギーナ， イ

ンフルエンザなどを考えるでしょう． アフリカで

ももちろん単なる上気道炎はあるのですが， まず

マラリアの検査をし，マラリアかそうでないかと

いうところから鑑別診断が始まります．赴任当

初， 「それではドクター関場，マラリアの検査の

ための採血をしてくださいませんか？」と頼まれ

たので，その子の耳朶血を採取しようと耳朶に針

をさそうとしましたら，周囲の看護師から止めら

れ，びっくりしました．採血は，指頭からするも

ので，耳朶からなんてとんでもない， ということ

でした． あとでその理由がわかりました採血

は，患者さんの目に見えるところで行わなければ

ならないのであって，患者さんの目の届かない耳

からの採血などはまかりならぬ,とのことでした．

｢大人の患者さんだったら， あなたが殴られてい

たところでしたよ」と言われましたまず，現地

での生活や医療の習慣に慣れるところから私のア

フリカでの医療生活は始まりました．

アフリカでの医療体験，
そして現在の
外国人診療経験から

せきぱクリニック

関場慶博
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路上で這いつくばりながら道ゆく人にお金をせ

びっている子どもたち， 日常の光景でした． ポリ

オの子どもたちです．最初はその子どもたちがポ

リオ後遺症で下半身が麻癖しているのだとは知る

よしもありませんでした． 「あの子どもたちは何

故這っているのですか？」などと間抜けな質問を

してしまい， ガーナ人の同僚から大笑いされたこ

とを思い出します． 「ドクター関場はポリオを知

らない」と言われてしまいましたワクチンさえ

あれば防げる病気で命を亡くし，後遺症に苦しむ

子どもたち………帰国後，今日まで私はインド

のポリオワクチン投与活動に関わってきましが，

その理由は，路上を這って物乞いしているガーナ

の子どもちたを忘れられないからなのです．

ガーナでは， キリスト教徒が70％， イスラム教

が20％で残りは仏教や土着信仰です．子どもの診

療上，宗教的に問題となったことはありませんで

した． 自分の子どもが亡くなるときに，神様に自

分の子どもを天国で見守ってくださいと祈る母親

の姿にいつも感動を覚えたものでした．私もいつ

のまにか，祈る母親の傍にたたずみ一緒に祈って

いましたガーナでの2年間は宗教について深く

考えさせられた時でもありました

保育器の中で全身硬直状態の新生児がいまし

た初めて見る新生児破傷風の患児でした田舎

では未だに，出産時,石で膳の緒を切断するため，

そこから破傷風菌が侵入したのです． ほとんどの

子は亡くなりました

下痢で訪れる子どもはかなり多く,外来では｢下

痢性腸炎」との診断がつくのですが， その中に

はコレラ，腸チフスの子も多く，都市部ではそれ

なりの検査設備はあるのですが， 田舎の方へ行く

と検査設備が無い医療施設がほとんどで， また投

与すべき抗生剤や点滴材料が不足することが日常

で，抗生剤があれば，点滴材料があれば助けられ

たのに………助けられなかった子どもが数多くい

たことは今でも噺槐に堪えません．

日本では肥満が問題ですが， ガーナでは栄

養失調症の子どもが多くいました．栄養失調

症には絶対性栄養失調症と低タンパク性栄養

失調症とがありますが， ガーナではクワシオル

コルKwashiorkorと呼ばれている低タンパク性

の栄養失調症なのです． ガーナのガ語である

Kwashiorkorを直訳すると「上の子・下の子」あ

るいは「一番目・二番目」という意味で， 「第二

子が生まれた時にかかる第一子の病気」がクワシ

オルコルなのです．第二子が生まれ，母親からの

母乳栄養がそれまであげていた第一子へいかなく

なるために低栄養になってしまうのです．第一子

へ何も食べさせていないかというとそうではな

く，食べさせてはいるのですが， たんぱく質が極

端に少ない食事を与えるために低タンパク性の栄

養失調を発症してしまうのです． キャッサバとい

う芋が主食なのですが，そればかりを与え，魚と

か肉とか豆などは与えないために起こってしまう

のです． 肉は手に入らないか宗教上の理由から食

べることはなく,魚を食べる食習慣もありません．

肉や魚を食べなくても大豆を食べさせることな

ど，お母さんたちに栄養の知識をしっかり与える

ことで，低タンパク性栄養失調症の発症予防に繋

げていきたいと,お母さん向けの栄養学級を作り，

一定程度の成果を上げることができましたしか

し，重症化して運ばれてきた栄養失調児は感染症

をも併発していることが多く，彼らの多くの命を

救うことができませんでした．

－現在の日常診療で一

外国人の方を診療することがありますが，私の

住む地域（青森県南津軽郡藤崎町）ではそんなに

多くはありません．近年， 日本を訪れる観光客や

日本で働いている外国人の方が多いわけですが，

その外国人の数は地域によって大きな偏りが見ら

れると思います．

40歳のナイジェリア人が高熱で受診されまし

た．観光で訪れたのですが， ナイジェリアから日

本へ着いて間もなく発熱， ホテル近くの大きな病

院で診てもらって風邪薬を処方されましたが一向

に熱が下がらず， 自分ではマラリアだと思うと医

師に伝えたがなかなかうまく伝わらず，当院では

言葉が通じると人づたえに聞き，私の診療所を訪

れたとのことでしたさっそくマラリアを疑い指

頭から血液を採取し， 自分で血液塗抹標本を作成

し，顕微鏡で覗いたところマラリア原虫を見つけ
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ました． ガーナでの医療経験が大いに役立ったわ

けですが,熱帯地域からの旅行者,帰国者の場合，

熱帯病を常に疑う姿勢が大切なのは言うまでもな

いことです．

当院から車で2時間ほどの距離のところに，米

軍のレーダー基地があります． そこで働く米軍関

係の子どもが予防接種にやってきます．基地の近

くには公立の病院があるのですが，言葉がうまく

通じないので英語を話せる小児科医を求めて当診

療所へとやってくるのです．予防接種歴を見せて

もらっても，使われているワクチンが日本とは異

なるので，記載されているワクチンを調べるとこ

ろから始まります． この英語が手書きであること

がほとんどで， アルファベットの判別に苦労しま

す． ワクチンの内容がわかったところで，今度は

日付の問題です． 「5/8/2017」は， 2017年5月8

日なのか？それとも2017年8月5日なのか？ガー

ナではイギリス式なので， 8月5日ですし， アメ

リカ式では5月8日です．父親に確認したところ

5月8日とアメリカ式でよかったのですが，世界

ではアメリカ式の日付が少数派です． 日付は世

界の誰でもが正確にわかるように,August5,

2015と書いて欲しいものです．

フィリピンから当地域の農家に嫁いできている

方々がいらっしゃいます．彼女たちはある程度日

本語が話せるものの，細かな身体的症状を伝える

には不十分な場合があります． こちらが日本語で

話していますと頷きながら聞いているですが，本

当に理解しているかどうか怪しいので，今度は英

語で話してみるとやはりきちんと理解していない

ことがあります． フィリピンは英語が公用語とは

言え， 中には十分に英語が通じない方もいます．

その時は，英語が十分に話せるフィリピンの方を

連れてきてもらい， タガログ語一英語の通訳をし

てもらっています．言葉の問題は，外国人を診療

する上で欠かせない問題です．私は英語ならなん

とかなるのですが，英語以外の母国語しか話せな

い方が受診されることもあり，その時は，その言

語を話せる外国人の友人にお願いしてなんとかそ

の場をしのいでいますが，当地にも医療通訳の方

がいて欲しいと願っているところです．

私の拙い外国人診療の経験をお話させていただ

きました言語，宗教，生活習慣が異なる外国の

方々を診療させていただく時にいつも思うこと

は，相手とのコミュニケーションをいかにちゃん

と取れるか， 「私は誠心誠意あなたの病気を治し

たいと思っているのです」という思いをいかに相

手にしっかり伝えられるかがたいへん大事なこと

だと思っています． もちろんそのためには理解し

合える言葉が必要なことは言うまでもないことな

ですが
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昨今の訪日外国人の増加を受け，在福外国人も

増加しています． 2019年6月末時点での福岡市住

民基本台帳では, 0-14歳人口は, 206,364人． う

ち，外国人人口は2,788人で, 1.4%が外国人です．

例えば,両親どちらかが日本人で日本国籍であれ

ば外国人人口には入りませんが， 日本国外で幼少

期を過ごし， 日本での予防接種と異なる接種方法

や接種時期で済ませ，福岡に移住した児童は増加

していると想像されます． 日頃から，不足してい

る予防接種や今後の接種時期について，かかりつ

け医として相談を受ける機会もあろうかと思いま

す．

1 ．個人の経験

私は2010年に東南アジアのシンガポールに夫の

帯同として渡星し，子供を出産．子供が3歳にな

るまで滞在し， シンガポール人小児科医に予防接

種をしてもらいました日本と違い， ほとんどの

予防接種を大腿部の筋注で行われました日本と

いくつか異なることがありましたまず，生後す

ぐ臂部にBCGワクチンを皮内接種，今だに瞥部

にケロイド状の凹みがあります．次が, B型肝炎

ワクチンも含めた6種（5種混合が主流です）混

合ワクチンの接種， 3つ目がMMRV(麻しん・お

たふくかぜ・風しん・水痘）ワクチンを1歳時に

半年あけて2回接種したことなどです．任意接種

でしたが，髄膜炎菌ワクチン接種もしました．

滞在中は， 日系クリニックで現地に滞在する日

本人小児を診療致しました．現地では， 日本で必

要なワクチンの接種回数が終わらずに渡航してき

た小児に対しての予防接種（主にA型肝炎ワクチ

ンやB型肝炎ワクチン)，親の勤務地変更に伴い，

シンガポールから他国へ渡航する場合の予防接種

などを行なっていました． シンガポールは， とて

も近い国になり，近年は日本と同じ感覚で居住す

る方も増えて来ました．そのため，現地での生活

で必要な生活習慣や留意する点，必要な予防接種

などをしてきました

外国で予防接種を受けて
来た小児への対応

l)

2）

福岡歯科大学総合医学講座小児科学

福岡看護大学基礎・基礎看護部門

基礎・専門基礎分野

沼田里奈'）

岡田賢司'） 2）

2．当科での予防接種

帰国後は福岡歯科大学小児科へ赴任し， 岡田賢
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司先生の下，予防接種に関する様々な相談やcase

を勉強させて頂いております． 当科のワクチン外

来で圧倒的に多いのは，成人も含めた，渡航時の

予防接種です．少ない件数ではありますが，在福

外国人の予防接種や外国出生でそのまま居住し，

日本と異なるスケジュールで予防接種を受けて来

た小児の2例を紹介します．

本脳炎ワクチンの接種計画を立てましたまずは

ツベルクリン検査で陰性を確認． その後にBCG

接種を行いました（任意接種)．併せて日本脳炎

ワクチンも初回から順次接種していきました．

海外製の予防接種を受けてきて日本へ移住した

場合，同じ製剤を継続して接種することは当科で

はできないため， 日本での認可製剤での接種を勧

めています．一例として，初回MMRワクチンを

海外で接種， 2回目を日本で接種する場合,MR

ワクチンとおたふくかぜワクチンの同時接種で

行っています．渡航外来を行っている医療機関の

中には，海外製のワクチンを個人輸入して接種可

能な施設もありますが， 当科では立場上対応でき

ないのが現状です． 申し訳ございません．

渡航が重なり，定期接種の機会を逸した子ども

たちも散見されます． このような場合は， まずは

日本での住民登録があり定期接種が受けられるか

の確認をして接種可能な期間内であれば早めに接

種していきます（公益財団法人予防接種リサーチ

センター発行の予防接種ガイドライン')参照)．

複数回接種が必要なワクチンで接種間隔が渡航

などのために空いてしまった場合， 当科では，初

回からは接種せずに，必要な回数を完了するよう

計画を立てています．

自国と異なる接種時期や回数である場合，時期

がずれて任意接種となってしまうと，決して安く

はない予防接種費用を考慮して，接種を控えてし

まう事があります． 日本で暮らすにあたり，予防

接種を受けて，地域皆で疾患に罹患する事を予防

する，その必要性を説明することが重要だと思い

ます． また,外国出身の両親から出生した小児は，

6か月以上の長期間，その親の国で滞在する事が

あります．帰国後に， 日本の定期接種と照らし合

わせ，接種漏れがないか確認する事も重要と考え

ています．

海外で予防接種を受けてきた小児に対して，そ

の後のfbllow-up接種には下記を前提に説明して

います．

1） 日本国内で居住している間は日本の予防接

種スケジュールに合わせる

2）相談を受けた時点での月齢・年齢と照らし

Casel ) 5歳と6歳， 中国の女児

両親共に中国籍で， 6か月前まで中国で暮らし

ていましたが，母の仕事により家族全員で福岡に

移住．父は中国語のみ，母は日本語が堪能で，予

防接種の予診票も日本語で記述し，母子手帳の日

本語表記や説明も理解していました． 2人とも，

日本の幼稚園と公立小学校に通い， 日本語習得も

来日後半年ながら上手でした．父が連れて来た際

には，母に電話を繋いでもらい，通訳と接種する

ワクチンの確認をしながら診療しました． 予防

接種記録は， 中国で使用していたものをそのまま

継続年齢と回数を照らし合わせ，姉は中国での

接種に追加して，水痘ワクチン2回目十おたふく

かぜワクチン初回日本脳炎ワクチン3回目を接

種しました．妹は， 日本脳炎ワクチン3回目 （定

期接種扱い)，水痘ワクチン初回十おたふくかぜ

ワクチン初回を接種しました． ロタウイルスワク

チンを未接種であり，問合せがありましたが，年

齢を考慮し接種しなくて良いのでは？と提案しま

した． インフルエンザワクチンは中国で接種した

事がなく，接種そのものの質問がありましたので

次の2点を説明しました． （1）予防接種の回数や

間隔は日本の方式で行う． 日本の定期接種の年齢

と回数の説明（2）中国で接種した事のないイン

フルエンザワクチンの説明．

Case2) 3歳女児

両親共に日本国籍で，乳児期に父の仕事で米国

に居住していました．そのため, BCG未接種であ

り結核感染が心配とのことで相談を受けました．

米国のクリニックで日本語が話せる米国人に予防

接種を受けていたそうです．現地で予防接種の説

明をしっかりと受けて理解していました．

今回は，母子手帳で接種歴を確認, BCGと日
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合わせて予防接種の必要な回数や期間が終え

られているかを確認し，不足があれば接種す

る

3）予防接種を受ける意志があるか， または任

意接種に対しての理解と同意の有無

3．通訳者の支援

日本語や英語での説明が難しい場合，通訳者に

同行いただくとスムーズにできることがありま

す．来日後， 日常会話には不自由ない親御さんで

も，病気の説明や予診票の確認となると，多少専

門用語への理解が必要になります． この際も必要

時に通訳者へ連絡が取られるようにしておくと，

日常診療もスムーズにできたことも経験していま

す．福岡県では医療通訳士のボランティア制度が

あります．福岡アジア医療サポートセンターで

は医療に関する外国語対応コールセンター（092‐

286-9595）を設けて， 24時間365日，アジアを中心

に17言語に対応していただけます． また，外国語

表記の予診票は， 自治体のHPからダウンロード

できることもありますし，公益財団法人予防接種

リサーチセンターのHPでも多言語に対応してい

る予診票をダウンロードすることもできます．

最後に，国際化する日本にあって， 日本人小児

のみならず外国人小児も診療する機会が増えてい

ます．先生方の日々の診療の一助となれば幸いで

す．

福岡アジア医療サポート
センター

福岡県では，年々増加している在住・訪日外国

人の方々が日本人と同じように安心・安全に医療

を受けられる環境を整備するため，福岡アジア医

療サポートセンターを福岡県と福岡市とで共同設

置し，以下の3つのサービスを提供しています．

○医療通訳ボランティア派遣サービス

○電話通訳（医療に関する外国語対応コールセ

ンター）

○医療に関する案内（医療に関する外国語対応

コールセンター）参考文献

1)予防接種ガイドライン2019年度版

ガイドライン等検討委員会執筆」監修

法人予防接種リサーチセンター発行

予防接種

公益財団 福岡アジア医療サポートセンターに関する情報

は以下のサイトからご覧ください．

https://asian-mscjp/
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T 脾

※県内の医療機関が，事前登録不要で通話料のみで利用できます
二
一
回

壼
毫 旧

一舌通訳の通 先 【24時間365日

1－286－9592-2 5

対応I

丁 09目 L 5

【お問い合わせ先】福岡アジア医療サポートセンター(事業委託者(株)JTB)

TELO92-734-3035 FAXO92-288-2668 [9時～18時※土･日･祝は休み】

WEBhttp://asian-msc.1p

※福岡アジア医療サポートセンターは福岡県及び福岡市の共同事業です
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総会プログラム

PM4:00

総会

1．会長挨拶

2．議長選出

3．物故会員への黙祷

4．庶務報告

5．各ブロックからの報告

6． 日本小児科医会関係報告

7．協議事項

8. 2020年総会のお知らせ（筑豊地区小児科

医会）

9． その他

第55回

福岡県小児科医会総会

日本小児科学会専門医更新単位

iii小児科領域講習1単位, iv-B1単位

日本小児科医会

地域総合小児医療認定医： 5単位

日本医師会生涯教育：2単位

PM5 :00

講演会

講演: 1

「保険診療の理解のために～小児科編～」

久留米大学保険診療管理部部長・小児科准教授

牛島高介先生

座長：下村国寿先生

（福岡県小児科医会会長）

日時

令和元年7月6日 （土曜日）

午後4時00分～

会場

ホテルマリターレ創世久留米

福岡県久留米市東櫛原町900

講演： 2

「三つ子の魂は社会が決める

～ドイツの教え・日本の倣い～」

法政大学スポーツ健康学部教授

山本浩先生

座長：本間真一先生

（筑後小児科医会会長）

講演： 3

「子ども政策の今日的課題～成育基本法

と今後について～」 （ビデオ講演)」

参議院議員

自見はなこ先生

座長：進藤静生先生（自見はなこ議員を

支える福岡県小児科医の会会長）

PM7 :40

懇親会
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会長挨拶

福岡県小児科医会

会長下村国寿

昨年の総会で会長に選任されまして1年が過ぎ

ましたが， この間に二つほど新しい試みを始めて

みました一つは，会長副会長会の設置です．役

員会が年に1回だけの開催で定期的に行われてい

ませんので， 日本小児科医会や他の団体からの通

達事項や依頼事項は今までは会長と庶務理事で多

くを処理していましたただ，二人ともに福岡市

にいまして県全体の事情はわかりませんし， また

県全体に情報を流す必要も多々あります． そこ

で，福岡県内5地区の小児科医会の会長が本会の

副会長に就任していますので， この5人の副会長

と会長，庶務理事との話し合いでいろいろな事項

を処理するようにしました．年に2回の会議を開

催しますが， メーリングリストを立ち上げて迅速

な対応も可能にしました． もう一つは，本会役員

と5地区の小児科医会役員の合同勉強会を年に1

回開催することしました．疾患の勉強ではなく

地域医療に大切なシステムを強会する会にする予

定です．各地区小児科医で行われている有意義な

活動を紹介して頂きまして， それを役員が勉強し

て各地区で実施してもらいたいと思っておりま

す．

それから小児科医念願の成育基本法が出きまし

たこれは基本法で， これからこの幹に枝葉をつ

けて本当の子どもたち小児科医のための施策がで

きていきます． 日本小児科医会では9月8日にこ

れに関しての会議があり，鹿児島の南武嗣先生が

九州代表の委員になって出席しますが，会員の先

生からの意見を募集しています．例えば，乳児健

診を増やす，年長児では発達障害に対する小児カ

ウンセリング料の算定を2年からもっと長くする

など， なんでも結構です． ご意見があれば私ま

で， メールでご連絡ください．

それから，話は変わりますが今年は参議院選挙

です．後で自見はなこ先生からのメッセージビデ

オとともに今回参議院選挙に立候補している羽生

田たかし先生からのメッセージビデオがありま

す． 羽生田先生は医師の代表として，私どもの生

活のための代表として出ています．思想信条とは

別のものです．私は正直言って安倍首相は嫌いで

すが， 羽生田先生には投票しますし，家族や親せ

きにも選挙に行くようにお願いしております．会

員の先生方におかれましても家族親戚で10票くら

いは出しましょう

これ以外にも話したいことはありますが， これ

から議題や講演がたくさんありますので， これで

挨拶に代えたいと思います．本日はご出席いただ

きましてありがとうございました．

総会議事
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金光正剛 先生

2018年11月1日 享年97歳
庶務報告

平成BO年度の活動状況
4．活動報告

1）平成30年4月14日平成30年度役員会井上秀一郎

2）平成30年7月7日

第54回総会担当は福岡地区

（出席者：総会94名，懇親会45名）

1 .会員数(2019年4月30日現在）

福岡地区 148名

北九州地区 110名

宗像地区 17名

筑豊地区 28名

筑後地区 77名

合計 380名

特別講演「子ども政策をめぐる今日的状況

～成育基本法について～」

自見はな子先生（参議院議員）

学術講演1 : 「税務署から否認されない賢い税務

調査対策」

緒方芳伸先生（緒方会計事務所税理士）

2新入会員:2018年7月1日～2019年4月30日

福岡地区：檜山麻衣子先生（中央区）

中嶋洋介先生（太宰府市）

伊東敦子先生（東区）

下村豪先生（西区）

森安善生先生（東区）

宗像地区：管尚浩先生

（宗像市：宗像医師会病院）

北九州地区：香月きょう子先生（門司区）

友納優子先生

（小倉南区:北九1，|､|市立総合療育センター）

神薗淳司先生

（八幡東区：北九州市立八幡病院）

天本正乃先生

（八幡東区：北九州市立八幡病院）

有馬透先生

（戸畑区：戸畑共立病院）

筑後地区：辻功介先生（柳川市）

工藤嘉公先生（小郡市）

坂西信平先生（大牟田市）

｢ワクチン接種を跨曙する家族への対応

～相互理解をめざして」

種市尋宙先生（富山大学小児科）

講演2

3）平成30年11月2日

平成30年度第1回会長副会長会

4）平成30年11月

福岡県小児科医報第56号(特集｢小児の肥満｣）

を発行．

5）平成30年11月会員名簿発行

6）平成31年3月6日

平成30年度第2回会長副会長会

3物故会員

会員：佐久間孝久先生

2018年8月21日 享年89歳

市川光太郎先生

2018年10月11日 享年68歳

松本壽通先生

2018年10月21日 享年88歳
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福岡地区小児科医会 方にアンケート調査を実施した

③乳幼児健診マニュアル第6版出版に向け

て改訂作業を行っている．

4）出産前後子育て支援事業

産科からの紹介者数が318人，小児科受

診者数が274人と平成29年度に比し減少し

た．受診率は86％であった．令和元年よ

り， 出産前後子育て支援事業のチラシを保

健センターで母子手帳交付時に挟んでもら

うことになった．

5．丹々会講演会

年10回開催しており，参加人数は毎回100

人前後である．年々企業の共催が難しくなっ

てきており，情報交換会の附帯も平成29， 30

年度共， 4回であった．

6．新たな講演会

①福岡地区小児科症例検討会(H31/1/16)

勤務医会と丹々会合同で急患センターで

経験したリスキーな症例について症例検

討と総説の組み合わせで3例提示を行っ

た．非常に好評であった．

参加者： 136名（開業医73名，勤務医58

名， コメデイカル5名）

今年度以降も年1回開催予定である．

②耳鼻科小児科合同講演会R元年/7/24開

催予定

黒川美知子

平成30年度の報告は以下の通りです．

1．会員総数148名（平成31年3月31日現在）

福岡市：97名（東20，博多10,中央12,南18,

城南9，早良15,西13),

筑紫：27名，粕屋: 18名，糸島: 6名

2．会員異動（平成30年4月1日以降）

逝去退会： 3名

入会 ： 5名

退会 ： 3名

3．小児保健に関する活動

l)プレママ・ママとプレパパの子育て・ワ

クチンセミナー（第7回）の開催

参加者80名

2）産婦人科・小児科合同講演会（第6回）

の開催参加者195名

3）乳幼児保健委員会の活動

①小児神経科，精神科の先生方とともに子

どもの心検討会を行い， 「かかりつけ医

のための発達障害が気になる子どもへの

対応マニュアル」が完成し発刊予定．

②基幹病院MCU医師とともに福岡地区小

児在宅検討会を行い，丹々会会員の先生

◆◆◆

宗像小児科医会 クリニック）の正会員と，準会員として宗像地区

の他の診療科の医師13名や地区外の小児科専門医

8名から成ります．

平成31年に役員改選はありませんでした

この地域は人口65,461人の福津市と人口96,906

人の宗像市の合計162,367人（1,387人増）人で

そのうち0～14歳が24,235(23,247）名（15.0％，

間克麿

宗像小児科医会は福津市・宗像市を管轄する宗

像医師会に属する小児科専門医16名(2病院と9
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会が10回，正会員会等の会議が数回開催されまし

た．学校医会や園医会と合同で発達障害や在宅医

療生活習慣病，食物アレルギー等について専門

医にご講演いただきました．

市民公開講座として， 8月4日に「お母さんと

お父さんの楽しい子育てセミナー」を開催し117

名の方にご参加いただきました．令和元年も8月

3日に開催予定です．

ペリネイタルビジットについて宗像産婦人科医

会と合同で平成31年1月より開始しました．行政

よりの補助はなく医師会の予算で開始しました．

実績を積み行政と折衝する予定です．現在， 67名

の妊婦さんまたは新人ママを小児科につないでい

ただきました．

小児在宅医療については，小児科医会の担当理

事と医師会の在宅医療担当理事で検討を開始した

ところです．

988人増） という状況です．

昭和56年に開設された公設民営の宗像急患セン

ターがあり宗像医師会が運営しています．九州大

学小児科と久留米大学小児科の先生にご協力いた

だき，宗像小児科医会会員も出務とオンコールと

いう形で運営に参加しています．

宗像急患センターに隣接する宗像医師会病院は

平成20年に常勤小児科医が不在となってからは小

児循環器と小児腎臓外来を中心に外来のみという

状況でした．九州大学小児科大賀正一教授や医局

員の先生方のご配盧により平成31年4月に常勤医

が1名配置となりました病棟の設備やスタッフ

等小児科の入院は困難な状況ですが，令和元年度

に環境整備を行い令和2年度より2名の常勤医と

なる予定ですので入院の受け入れを開始できれば

と考えています．

平成30年度の活動状況としては講演会などの例

◆◆◆

を含め進んでいますので福岡県全体に広がればと

考えています．

小児在宅医療は医療的ケア児の増加や福岡県の

支援もあり，副会長の高橋保彦先生を委員長とし

て北九州市立総合療育センターを中心に行ってい

ます． 開業医の参加はまずは予防接種からできる

ようにとアンケート調査が終わり， 5月26日には

北九州市医師会主催で初めてモデル人形を使った

気管カニューレや胄瘻の管理・交換の実技講習会

も開催されました少しずつではありますが前に

進んでいます． いずれにしても行政や在宅内科

医，訪問看護ステーションなど在宅に関わる多職

種で協力して小児科医も参加することからできれ

ばいいと思います．特に北九州地区は勤務医と開

業医が一緒に参加しますのでこれを生かして協力

していければと思います．

発達障害児支援事業も北九州市医師会と協力し

て行政とともに検討会，勉強会を開き啓蒙を広げ

ています． 当会からは原田博子先生を委員長に養

護の先生を含む教育委員会など多職種にて検討会

を開いています．北九州市から予算が出ます小児

北九州地区小児科医会

三宗巧

北九州地区小児科医会は平成31年1月時点で開

業会員92名，勤務医会員150名，合計242名です．

3名の先生がご逝去されました．

佐久間孝久先生

2018年8月21日ご逝去（享年86歳）

市川光太郎先生

2018年10月21日ご逝去（享年68歳）

相良勝臣先生

2019年5月2日ご逝去（享年72歳）地区外

特に佐久間先生，市川先生は北九州地区小児科

医会に貢献されました． ご冥福をお祈りします．

さて，福岡県でも先行していますペリネイタル

ビジット事業が公費負担となり，順調に小児科医

の指導も増加して予算の1,000万円に達するよう

に増えています．今後も委員長の西村慎太郎先生

を中心に，産婦人科，精神科と共に産後うつ対策
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保健研究会（梶原康巨委員長）にても発達障害支

援課と共に保育園幼稚園の先生方と保護者にアン

ケートをしてその考え方の違いを研究の予定で

す．

最後に学術例会は委員長の神薗淳司先生を中心

に月一回，他に感染症， アレルギー，神経，子供

のこころなど各懇話会と合同例会を含め開催して

います．発達障害や小児在宅は開業医，勤務医の

連携が必須です．

私は今年が最後となりますがどうぞよろしくご

指導の程お願いいたします．

◆◆◆

筑豊小児科医会 をなくすことが目的です． また， 田中祥一朗先生

による"舌下免疫療法外来"が開設され，開業小児

科医と連携することによりSLIT導入が容易にな

りました(122回日本小児科学会集会にて発表).

企業主導型保育園が続々と誕生しましたが，感

染対策への不備と不統一が指摘されており， 9月

に筑豊地区保育協会との意見交換会を予定してい

ます． また，県による小児等在宅医療推進事業に

担当委員として穐吉（アキヨシ）先生（飯塚市立

病院）が就任されました

筑豊小児科医会

HP:http://www.clinic-morita.com/tpa

森田潤

会員の変動はありませんでした．年に10回の勉

強会を開催し， うち2回は筑豊周産期懇話会, 1

回は筑豊感染症懇話会として共催しています．

飯塚病院に就任した岡松部長がアレルギーを専

門とすることから，園での食物アレルギーへの統

一した指導表を作成し周知を行いました．専門家

でなくとも記入ができ，何より不必要な食物除去

◆◆◆

筑後小児科医会 *講演会開催

･平成30年9月22日に筑後小児科医会主催の市民

公開講座を久留米市役所ホールで開催しまし

た．つむら診療所津村直幹先生に「予防接種で

子どもを守ろう」のご講演を賜り，多数の子育

て世代の方が参加され盛会でした．

･平成31年2月28日にはジャーナリストで医師の

村中璃子氏を招いて，久留米小児科医会・産婦

人科医会との共催でワクチン関連の貴重な講演

を聴く機会に恵まれました．

･聖マリア病院小児科と合同のプライマリーケア

カンフアランスを31年度3回開催

小児科専門医ではない他科の先生方にも出席

戴き，高い評価を得ております．

･聖マリア病院大部敬三先生，同小児科医局先生

方のご尽力で「筑後プライマリケア研究会」が

本間真一

2018年総会後の県小児科医入会は柳川市：辻

功介先生，小郡市：工藤嘉公先生，大牟田市：坂

西信平先生です．

本年5月30日「第55回筑後小児科医会総会」を

久留米市で開催しました．今年度役員改選は無

く，会長：本間，副会長：井上治先生，総務：吉

永陽一郎先生の体制で運営に当っております．

筑後小児科医会セミナーを含む学術講演会企

画， 開催は学術担当の長井健祐先生をリーダー

に，平成30年度は筑後小児科医会セミナーを4回

開催，医会発足以来通算213回を数えています．
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＊久留米広域小児救急医療センター

2006年に開設久留米市はじめ近隣ll自治体か

らの運用費用出資，併せて筑後地区小児科医の先

生方に参加いただき，順調に運用されています．

センターは連日午後7時～ll時まで聖マリア病

院内の小児救急専門外来内に開設されており，地

域の保護者にも大変好評です． しかしながら働き

方改革に伴う規制により，夜間勤務医マンパワー

不足が一段と進む現状があります．医師確保，セ

ンター開設時間の延長実現に向け，行政主導を色

濃く出来るか否かが当地区の小児救急医療確保の

ためのキーポイントになっています．

計3回聖マリア病院内で開催， 当医会が共催し

ました． 日本小児科学会専門医単位取得講習と

して医会会員が受講出来る環境を整備，継続開

催が望まれます．

*RSウイルス感染症に対する病診連携

RSウイルスシーズンに備え，昨年秋から久留

米大学，聖マリア病院新生児科から紹介されるシ

ナジス接種対象者を筑後小児科医会会員の先生方

に受け入れて戴き，それぞれのクリニック内で接

種しています．病院新生児科医の負担軽減， また

筑後広域の医療機関で接種可能なため，保護者の

通院に要する時間，待ち時間時短の軽減に寄与し

ており，受け入れ体制の更なる充実が必要です．

◆◆◆

成育基本法の成立後，河村建夫議員を会長自

見はなこ議員を事務局長とする超党派の「成育医

療等基本法成立にむけた議員連盟」は「成育基本

法推進議員連盟」に名称を変え（衆議院124名，

参議院52名)，成育基本法の理念を実現していく

ための大きな支えとなっていただいています．そ

れにあわせて日本小児科医会は7名の委員からな

る「成育基本法推進委員会」を発足させ6月の京

都での総会フォーラムで第1回の委員会を開催し

ました．九州からは鹿児島の南武嗣先生が委員と

なっておられます． さらに，小児科学会，小児保

健協会，外科系団体と連携を図る日本小児医療保

健協議会(旧四者協)に｢成育基本法検討委員会」

が設置されていますので，小児科の英知を結集し

て理念の具現化を進めていく体制が出来上がって

いると考えています．

小児科医会には複数の委員会がありそれぞれに

活動をしています．小児科医会のホームページは

ほぼ毎週のべースで更新されています．研修会の

開催情報や’終了後の開催報告も充実したものと

なっていますので，ぜひご覧になってください．

日本小児科医会理事会報告

稲光毅

現在県内の小児科医会の理事は，昨年進藤先生

が退任されましたので私1人です．九州管内で

は，沖縄県の具志一男先生，宮崎県の高山修二先

生が理事を務めていらっしゃいます．

日本小児科医会は昨年6月に東京都の神川晃先

生が会長に就任され’年が経過しました．執行部

はほぼそのままですが，神川先生が就任され，理

事会は新しい流れで運営が進んでいます． この1

年に9月9日, 12月9日, 2019年3月10日, 5月

12日， 6月8日の5回の理事会が開催されまし

た．

日本小児科医会にとってこの1年で最も大きな

出来事は，昨年12月の成育基本法の成立でした

1991年， 日本小児科医会が小児保健法を提案して

30年近くの年月を要しました．産婦人科医会， 日

本医師会の理解と支援，そして日本医師会推薦の

参議院議員が羽生田先生に加えて自見先生のお2

人になったことが非常に大きな力となり，昨年12

月に混乱した国会の中で成立しました．
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乳幼児学校保健委員会 機関において就学以降成人に至るまで，心身の健

康，生活環境の確認を含む健康診査・保健指導実

施可能とするための指針を作成することを目指し

ています．

例年，学術集会及び研修会事業として開催して

いる乳幼児学校保健研修会は，今年度は9月15日

（日）に「小児科医として知っておきたい学童・

思春期の健康教育」をテーマに東京で開催いたし

ます．皆様のご参加をお待ちしています．詳細は

小児科医会ホームページをご参照ください．

稲光毅

神川新会長の諮問を受け， 「米国BrightFutures

をモデルとした就学以降の健診システムの導入に

向けた研究」に取り組んでいます．就学以降の子

どもたちを，家庭や学校など子どもたちをとりま

く生活環境から支えることを目的に，小児科医療

◆◆◆

日本小児科医会定時社員総会報告 副会長報告，審議事項のほぼ例年通りで，審議

事項は特に発言もなく承認されました．

審議事項

①各事業の報告は担当理事により行われました

が，その要約が会誌に掲載されますので参照

ください．事業報告の最後に総務委員会報告

がありましたが, 2019年3月31日時点での

会員数は5,490名【A:3,371名, B:2,112名，

入会（復会）者181名，退会者225名】だそう

です． ちなみに日本小児科学会員数は22,164

名(2018年）です． 日本小児科医会は会員の

高齢化もあり，徐々に会員数を減らしている

とこです．未入会の先生方の勧誘も今後の課

題かもしれません．

②2018年度の決算報告では，貸借対照表に

よる正味財産合計が142,468,419円で， 正

味財産増減計算書では， 経常収益（収

入） は149,530,902円（主な内訳：会費収

入81,997,000円， 事業収入37,600,360円，

国庫補助金29,316,000円),経常費用（支

出）は146,468,961円（主な内訳：事業支出

119,515,970円，管理費26,952,991円）でした

事業収入は研修会参加費や認定料などです．

事業支出は会誌･会報印刷，研修会運営費な

どです．公益社団法人となってからは国庫補

助金を受け， より広範な小児保健活動が求め

られています．

坂口祐助

2019年度（公社） 日本小児科医会定時社員総会

が，第30回日本小児科医会総会フオーラムの開催

に合わせて，京都テルサ（京都市南区）で6月8

日 （土） 10：00～12：00に行われました．総会

の構成は，各県からの代議員79名と会長はじめ役

員34名で，福岡県からは理事の稲光毅（以下敬

称略)，代議員の下村国寿，本間真一，筆者の4

名が出席しました．

総会開始にあたり昨年度の逝去会員39名（福岡

県逝去会員:佐久間孝久，市川光太郎，松本壽通，

金光正剛）の黙とうがあり，総会は次第に沿っ

て，会長挨拶・報告，副会長報告，審議事項（①

2018年度の事業報告の承認，②2018年度の決算報

告の承認，③名誉会員の承認), 2019年度の事業

計画及び予算の報告，内藤壽七郎記念賞者の報告

が行われました．

昨年度に会長交代があり，神川会長になって初

めての総会で，会長挨拶・報告は所信表明的なも

ので文書が配布されました．本文末【資料】のよ

うですが，昨年12月に国会で可決された「成育基

本法」が本年度中に施行されるようになるので，

それに対応した小児科医会の活動方針を示されま

した

31



総会議事

③名誉会員は執行部から昭和59年から平成24年

まで日本小児科医会の役員をされていた相澤

昭(東京都)の推薦があり，承認されました．

会藤田会長，会員の皆さまに深謝いたします．

昨年6月会長就任後に実施してまいりましたこ

とを報告させていただきます．

一つ目は成育医療等基本法の成立に向けての活

動です． 自見はなこ先生をはじめ，関係者と相談

させていただきながら続けてまいりました昨年

5月に超党派「成育医療等基本法の設立を進める

議員連盟」が河村建夫衆議院議員を会長に設立さ

れ，会長代行に羽生田俊参議院議員，事務局長に

自見はなこ参議院議員が就任されました． 7回の

議員総会を経て昨年12月8日参議院本会議にて

全会一致で可決されましたこれも全国の会員の

皆さまの協力のおかげと感謝申しあげます．

成育基本法は本年中に施行されます．施行後に

は成育医療等協議会が厚生労働省に設置され，成

育基本法の基本方針並びに施策がまとめられ，厚

生労働大臣が閣議に諮り了承されれば実施されま

す．子ども達の未来を明るくする成育基本法にな

るよう対応してまいります．明日，ブロック推薦

委員による成育基本法推進委員会を開催いたしま

すが， これからも会員の皆さまのご意見， ご協力

をお願い申し上げます．

二つ目は「これからの健診と診療報酬」につい

てで，会長就任後の2年間の仕事と考えておりま

す． 6年前，松平名誉会長が成育基本法の成立に

むけ準備している中，子どもの成育過程で生じる

様々な問題に，誰が関与し，誰が継続してみてい

くのかが問題と感じました当然，子どものかか

りつけ医であると考えます． そのためには，母子

保健法の範囲での乳幼児期と学校保健安全法の範

囲での学童生徒の時期に継続して個別に関与する

必要があります．

学童期では学校健診が集団で実施されています

が， それとは関係なく個別健診の導入が必要と考

えました．そのためには，学童生徒の健診マニュ

アルをまとめ，対象年齢に妊婦健診のようなクー

ポンでの実施を考えています．乳幼児学校保健委

員会にお願いして,BrightFuturesのヘルススー

パービジョンのガイドラインを参考に，健診マ

ニュアルを作成していただいております． この件

は厚生労働科学研究成育疾患克服等次世代育成基

盤研究事業「Biopsychosocialに健やかな子どもの

2019年度の事業計画及び予算の報告

ほぼ例年通りのものですが，会長挨拶にある

方針に沿ったものです． この事業計画及び予算

に対する発言を求められ， 2人の発言がありま

した. 1つは少子化に対しての日本小児科医会の

積極的な取り組みが少ないのではないかとの意

見があり， 2つ目は， 「成育基本法」は厚労省管

轄の基本法となっているので，文科省等との関

係はどのようになるのか，会長の示したBright

Futuresにあるようなヘルススーパービジヨン

｢Biopsychosocialに健やかな子どもの発育を促す

ための切れ目のない保健・医療提供体制」を目指

すためには， ドラステイクな変化も必要ではない

かとの意見でした．会長は， （仮称）小児保健法

を目指した段階から関わっていたので， その基本

理念にあった既存の法律（母子保健法，児童福祉

法，学校保健安全法など）の不備や不連続性を修

正するものであり， あくまでも小児の立場に立脚

した法律とするとの趣旨に通じておられ，今後は

学校保健や虐待など文科省ともコミットできるよ

うな方向も模索されたいとのことでした

内藤壽七郎記念賞者の報告

秋山千枝子（東京都)，神尾守房（兵庫県）の

両氏が受賞され，その場で表彰が行われました．

次のアナウスがありました．

次回総会フオーラム（第31回）は, 2020.6.6～7

札幌コンベンションセンター

今年度の生涯研修セミナー（第15回）は，

2019.10.13 ウインクあいち

【資料】神川晃会長の挨拶･報告

代議員の皆さま, 2019年度総会にご出席いた

だきありがとうございます．

令和元年，新しい年に当たり，皇室ゆかりの地

京都で，会長就任後の第1回総会を開催できま

すことに身が引き締まる思いです．第30回総会

フォーラムをご準備いただきました京都小児科医
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発育を促すための切れ目のない保健・医療提供体

制のための研究班」東大小児科岡教授の班と連携

して進めていく予定です．

乳幼児期の係わりは乳幼児健診回数の増加です

が， 30年前に厚生省児童家庭局長通知で就学前ま

でに16回の健診を実施することが望ましことが示

されました． しかしながら，現状4，5回の健診

を実施している自治体が多いと思います． これを

すぐ､に増加させることは難しいかもしれません

が，更なる充実が必要です．

次に，子育て世代包括支援センターの機能を充

実させる件です．子育て世代包括支援センター

は子どもの継続支援をうたっていますが，妊娠分

娩時でのハイリスクの子どもは継続支援されます

が，普通の子どもに関しては乳幼児健診回数が少

ないので，ポピュレーションアプローチが届きに

くいと思います． また， センターは母子保健法に

規定されていますので，主に3歳健診までの継

続になりそうです．

子育て世代包括支援センターを補完するために

は，地域子育て支援拠点事業が充実されることも

必要です．妊娠期からの継続的は支援拠点で，保

育園や児童館が実施主体になっていて，マイ保育

園が有名です．小児科医療機関も実施することが

できます． これは，マイ小児科で，小児科医が妊

娠期から継続して子どもの経過をワンストップで

見ることができますので今後実施すべき事業で

す．

さらに，診療報酬からの検討もすべきかと考え

ます．今後，小児人口は減少し続け， 2040年ごろ

には出産数は70万人程度と予測されています．

医療だけでは小児科医療機関の経営は難しくなり

ますので，保健を含むような診療報酬の包括化も

課題と考えます． こちらは，社会保険委員会に検

討をお願いしております．

今お話ししました内容を2年間の課題と考え，

理事会，ブロック小児科医会協議会に出向き説明

させていただきました．来年の総会フォーラムの

時に，何かしらの方向性をお示しできればと考え

ております．

以上, 1年間の報告をさせていただきました．

◆◆◆

国際委員会 循環器医師は皆無である．経済的に困窮した70％

を占める国民は， ウランバートルまで行く旅費が

工面できないため，心疾患の存在が疑われても放

置されて手遅れ状態になってしまうことも多々あ

るとのことであり，実際今年の検診でも，早期で

あれば簡単に経カテーテル閉鎖ができた可能性大

の，既に完全にEisenmenger化したPDAが存在

した．

以上から，母子センターと地方都市での， 2本

立て検診がいましばらくは必要と考えている．

進藤静生

1 ．調査研究事業

1）モンゴル調査・研究事業

HSP(ハートセービングプロジェクト）モン

ゴル渡航小児循環器検診班との共同事業とし

て，予定通り実施した．

【事業内容】

2018年8月，首都ウランバートルの国立母子セ

ンターと， ウランバートルから西に1000km離れ

たゴビアルタイ県で心臓検診を行なった

＊国立母子センターでの心エコー検診結果

受診者総数140名

一歩ウランバートルを出て地方へ行けば，小児

2．学術集会及び研修会事業

l)第4回予防接種・海外渡航合同研修会

予定通り実施した．交通の便がやや悪い地で

の開催であったにも関わらず，全国から60名

の参加者があり， たいへん充実した内容の研

修会であった．
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接種に追いついてきたためか，予防接種に関する

相談が減少傾向となり逆に病気や薬剤などに関す

る相談が増加傾向になって来ていた．

2）国際交流

①台湾交流事業

平成30年度は受け入れ先の高雄小児科医会

の事情により，交流事業は中止されたが，

平成31年度は11月22日～24日まで台北，

高雄を訪問して交流を行う予定．

②日本・ ミャンマー小児科医会と日本小児科

医会との親睦交流・学術講演事業

予定通り実施した

【事業内容】

9月20日

ヤンゴン日本人学校での学童健康相談を昨年に

続いて実施した．

9月21日

ミャンマー小児科学会会長ProfKyawLmn

およびヤンゴン大学小児科教授ProfYeMyint

Kyawと会談を持ち, 2019年9月の症例検討会，

2020年のミャンマー医学会（ミャンマー小児科学

会が主催）への参加について確認しあったその

後，ヤンゴン小児病院内を視察し， ミャンマーの

小児医療おおよび疾患について討議した．

9月23日

ミャンマー市内で開業している医院を訪問し，

ミャンマーでの医療事情について知見を得た

【事業内容】

平成30年12月2日（日),青森県弘前市弘前パー

クホテルで「第4回予防接種・海外渡航合同研修

会（主催：日本小児科医会，共催：青森県小児科

医会）を開催した．

研修会のテーマ及び講演内容は下記の通り．

テーマ「グローバル化する社会での感染症のリス

クと予防接種」

講演①「トラベラーズワクチンの基本概念」

座長：岡田純一

（日本小児科医会前国際委員会委員長）

演者：水野泰孝

（日本小児科医会国際委員会委員長）

講演②「まだある日本のワクチンギャップ」

座長：峯真人（日本小児科医会理事）

演者：神谷元

（国立感染症研究所感染症疫学センター）

ランチョンセミナー「不活化ポリオワクチン就

学前追加接種の重要性」

(サノフイ株式会社共催）

座長：田原卓浩（日本小児科医会副会長）

演者：関場慶博（日本小児科医会業務執行理事）

講演③「グローバル化社会での輸入感染症のリスク」

座長:進藤静生（日本小児科医会国際委員会委員）

演者：中野貴司（川崎医科大学小児科教授）

講演④「間違い接種事例の事後対応」

座長：及川馨（日本小児科医会業務執行理事）

演者：辻祐一郎（日本小児科医会業務執行理事）

演者：桑原博道（仁邦法律事務所所長，弁護士） 昨年に引き続き2回目となったミャンマー訪問

だが， ミャンマー小児科医会と日本小児科医会と

の親睦交流から小児医療協力へ向けて， より具体

的に進展しつつある． ミャンマーでは新生児破傷

風， マラリア，デング熱，下痢性疾患，腸チフ

ス，栄養失調など， 日本では見られない亜熱帯・

熱帯特有の疾患が数多く存在し，小児の生命を脅

かしている． ミャンマー小児科医会とよく相談し

ながら，私たちがこれらの疾患からミャンマーの

子どもたちの命を救うために何ができるか，医療

協力のあり方を考えていきたい．

日本への海外からの渡航者が年間2,000万人を

超える今日，海外から持ち込まれる感染症のリス

クが増大していおり，邦人渡航者が海外から感染

3．普及啓発及び支援事業

1）インターネットによる情報提供

予定通り実施した．

【事業内容】

平成30年4月1日より平成31年3月3旧現在

で，海外およびこれから海外へ出かけて行く家族

から26件の相談を受けた内容は予防接種に関す

る相談が6件，病気や薬剤などに関する相談が20

件．海外の病院事情や薬剤に関して不明な点は，

国際委員会委員の個人の知人などのルートを介し

て情報を得て返事をした．最近の傾向としては日

本の予防接種の種類が増加して，海外諸国の予防
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症に罹患して私たちの外来にやってくる機会は今

後ますます増えていくと思われる． ミャンマー小

児科医会との交流は，熱帯病に関するアップデー

トな医療情報をより具体的に得る絶好の機会であ

り，そこから得られる情報は私たちの日常の診療

に大いに役立つと思われる．

ヤンゴン日本人学校学童健康相談は学校側から

継続の強い要望もあるので， ご父兄からのフィー

ドバックを参考にしながら次年度も実施したい．

次年度以降もミャンマー医療活動事業を継続し，

そこから得られる情報を日本小児科医会会員およ

び関心ある日本の医療従事者の方々へ提供してい

きたい．

◆◆◆

地域総合小児医療検討委員会 定申請書」が送付されています．詳しい情報は以

下のウェブサイトあるいは8月のニュースレター

をご覧下さい．

https://wwwjpa-web.org森田潤

地域総合小児医療認定医制度の現況

2014年の制度開始より5年が経過しました．

2014年637, 15年225, 16年122, 17年65, 2018年

110名を認定し総計1,159人となりました勤務医

23.5％，平均年齢586歳，女性医師が31.3％でし

た．単位取得内容では，小児救急医療･母子保健・

予防接種･保育園･学校医分野が高く，在宅医療・

発達障害・虐待・子育て支援・多職種とのネット

ワーク・病児保育には充分な関わりを持っていな

い傾向がありました

2019年度から本制度がスタートし，暫定よりの

変更点は以下の通り．

・指導者を定義し，取得について明記した．

・認定医，指導医の更新申請について明記した．

・申請資格に小児外科を加えた．

指導者としての要件は，教育・指導のマインド

を持ち地域小児医療を包括的にコーディネートで

きることです．最低1回の参加が必要となる指導

者研修会は今までに5回開催し，成人教育に関す

る講義やグループワーク， ロールプレイを取り入

れたワークショップ形式で開催し地域リーダーと

しての技術を学ぶことができるようプログラムさ

れています．

2014年（平成26年度）申請された認定番号l～

637番の更新申請期間は, 2019年11月1日～2020

年1月31日です．すでに「更新申請書・指導者認

第6回指導者研修会

(9月2日申込み開始）

2019年ll月24日 （日) 10:00～16:30

JA共催ビルカンファレンスホール

1）ワークショップにおけるファシリテーター

の役割（仮）東京医科歯科大学総合診療科

竹村洋典先生

2）健やか親子21と成育基本法（仮）成育医療

センター五十嵐隆理事長

3）こどものヘルススーパービジョン（仮）成

育医療センター阪下和美先生

4）グループワーク:anticipatoryguidanceを

考える

第7回指導者研修会第1報

(11月1日申込み開始予定）

2020年1月13日 （月・祝) 10:00～16:00

沖縄県市町村自治会館

虐待関連2演題

1）沖縄県立中部病院小児科 川口真澄先生

2）沖縄県コザ児童相談所所長後野哲彦様

子どもの貧困関連

3）沖縄子どもの貧困解消ネットワーク代表

山内優子様

禁煙関連

4） （医）清心会徳山クリニック永吉奈央子
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れます．早めに交通・宿泊の手配をお願いし

ます．

先生(JASCS認定禁煙支援医師）

当日は成人の日の催しと重なることが予想さ

◆◆◆

2.WHO総会における「ゲーム障害」の疾病認

定を受けて

WHOは2019.5.25 1CD-llの中でゲーム障害

(gamingdisorder)を国際疾病として正式に認定

しました．

(Disordersduetoaddictivebehaviours6C51

Gamingdisorder)

DSM-5のインターネットゲーム障害(Internet

GamingDisorder) とは異なり， オンラインだけ

でなくオフラインについても依存として見なして

います．

ICD-llが発行される2022年1月までに国内で

も様々な準備されていきます．

子どもとメディア委員会（日本小児科医会）は，

文部科学省と厚生労働省に対してゲーム障害を含

むネット依存への対策（治療と予防のための体制

確立，専門家の育成と相談体制の充実）を要望す

る提言書に賛同しています．

子どもとメディア委員会

佐藤和夫

1 ．デジタルデバイスについての情報提供

日本小児科医会のホームページで以下の情報

提供を行いました．是非一度確認して下さい．

https://www.jpa-web.org/infbrmation.html (トッ

プ＞一般の皆さまへ）

･ 3/19乳幼児のスマートフオン使用～依存や

悪影響に注意～（日医ニュースより）

・ 3/19デジタル機器による視力障害につい

て：日本眼科医会記者発表資料

「デジタル機器により生じる視機能の弊害」

「デジタルデバイスの小児および若年者に与

える影響」

・3/26スマホで聴く音楽に難聴リスク「音量

下げて」WHOが勧告

◆◆◆

第巳0回『子どもの心』
相談医認定審査ワーキング
グループ報告

さい

＜議題＞

1. 「子どもの心」相談医申請（新規・更新）

の認定審査に関して

第20回「子どもの心」研修会受講記録につい

て，途中入場/退場者の出席判定：30分以内

の遅刻早退は「受講」とし， それ以上は「未

修」としたが，その中で1名は交通機関の遅

れのための遅刻で「受講」と判定した

審査対象と結果：30分以内前期8名，後期7

名の計15名全員「受講」

30分以上前期15名，後期7名の計22名のうち，

吉田ゆかり

平成30年9月2日に東京で「子どもの心」研修

委員長，認定審査委員3人が出席し開催されまし

た．

以下に議事内容をまとめます．

ぜひ皆様， 「子どもの心」相談医になられて<だ
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交通事情の前期1名のみ｢受講｣，その他は｢未

修」

2． 「子どもの心」相談医新規登録申請者

2017年資格取得者43名中18名, 2018年資格取

得者132名中99名申請，

合計117名， 申請率合計で66.9%

相談医新規登録者のうち， 20名は日本小児科

学会専門医証提出待ち

9名は活動歴の判定で問題なし． 1名は推薦

書による．

3． 「子どもの心」相談医更新登録申請者

更新者：98名）暫定制度希望者1名）／更新

新対象者144名：

更新率68.1%

未更新者46名中75歳以上は6名

相談医更新者のうち17名は活動証明書に代わ

る症例報告書の判定，

1名は平成27年度暫定者の更新判定で問題な

し．

・平成30年度は暫定制度希望1名あり

4． 「子どもの心」相談医登録数について（図）

今年度は昨年より若干の増加に留まってい

る．今後の登録者数の増加を期待するため

に，新規登録や更新の有資格者であるにもか

かわらず登録未申請者45名と未更新者16名に

対して，事務局から来年申請資格がある旨の

連絡葉書を送る．

図新規/更新申請者(率)、新規/更新未申請者

相談医人数分布、登録人数推移
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監事 2名

参与 若干名

（2）会長は各地区小児科医会会長の話し合い

協議事項

により選出する．

（3）副会長は各地区小児科医会会長が就任す

井上秀一郎

1）会則の変更について承認を求むるの件

下村会長より下記の会則の変更が提案され，

総会において承認された

る．

（4）理事は会長が指名する．

（5）監事は前会長，福岡県医師会役員，およ

ぴ会長が指名する者をあてる

(役員，その他の役職）

第7条

(1)本会に次の役員をおき，役員の任期は総

会での承認後から2年間とする．

（6）参与は会長経験者，前副会長，および会

員の中から会長が指名する者をあてる．前

副会長は元副会長になった時点で参与を損

任することとする

会長

副会長

理事

1名

5名

若干名

（7）全ての役員は総会において承認を得るも

のとする．

（8）役員は任期満了の場合，後任者が決まる
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3． 当該年度の初め（4月1日）をもって， 80歳

以上の会員は，会費を免除する．

4．会費の請求は， その年4月1日の身分・年齢

までその職務を行わなければならない

第8条

（5）参与は会長の諮問に応じ意見を述べるこ

とができる．

第9条

(1)会長は役員会の議をへて委員会を置くこ

とができる．

をもって行う

歳の誕生日を迎会長経験者が80(2） 会長は，会長経験者が8〔

える年度をもって名誉会長に推薦し，総会

において承認を得るものとする．

（3）会長は総会の議をへて顧問を委嘱するこ

とができる．

○人事

・参与：現在：

大山幸徳，井上賢太郎，高崎好生，金平榮，

永山清高津川信，武谷茂

2019年度総会での承認後：

一木貞徳坂口祐助，荒木久昭，井上謙吉

・名誉会長：現在：

豊原清臣

2019年度総会での承認後：

豊原清臣，大山幸徳，井上贄太郎高崎好生

2）会費の内規について承認を求むるの件

庶務担当理事の井上秀一郎より，現在，県小

児科医会の会費について明文化されたものがな

いため，福岡県小児科医会内規を作成し， 【入

会金および会費に関する内規】 として，以下の

会費額を明記することが提案され，総会におい

て承認された

【入会金および会費に関する内規】

1 .入会金は， なしとする．

2会費は，以下のとおりとする

A会員 開業医（地区医師会A会員）

12,000円

Bl会員ガhⅨ医師会B会員で，施設内で筆頭

小児科医 12,000円

B2会員地区医師会B会員で，施設内で筆頭

小児科医以外5,000円

C会員 勤務医5,000円

自宅会員5,000円

総会議事
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会計報告

平成BO年度福岡県小児科医会決算

収入の部

支出の部

監査報告：平成30年度福岡県小児科医会歳入歳出決算において帳簿並びに通帳等を精査したところ違算なく正確で

あったことを認めます

監事進雁瀞
監事那支ノ

平成31年4月24日
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項 目 30年度予算額 30年度決算額 摘 要

〔1〕会 費

県 小 児 科 医 会

九州小児科医会

3,691,000

670,000

3,665,000

666,000

開業医:12,000円×285人

勤務医:5,000円×49人

2,000円×333人

〔2〕総 会 懇 親 会 費 500,000 420,000 10,000円×42人

〔3〕学術研修補助費 100,000 100,000 福岡県医師会

〔4〕広 告 代 190,000 80,000 3万円×l社5万円×1社

〔5〕雑 収 入 100 47 預金利息

〔6〕前 年 度 繰 越 金 6,783,793 6,783,793

計 11,934,893 11,714,840

項 目 30年度予算額 30年度決算額 摘 要

[1]九州小児科医会会費 670,000 666,000 2,000円×333人

〔2〕総 会 ． 懇 親 会
総会費 ・ 講師謝礼他

会場費 ・ 懇親会費

600,000

800,000

676,066

1,145,465

〔3〕会 報 印 刷 代 1,500,000 1,490,400

〔4〕役員会議費 ・ 交通費
会 議 費

交 通 費

250,000

110,000

224,389

165.000

役員会，会長副会長会

役員会:5,000円×19人

会長副会長会:5,000円x7人x2回

〔5〕役員事務通信費 130,000 130,000
会長・庶務： 5万円

会計： 3万円

〔6〕編 集 委 員 会 180,000 170,000

〔7〕出 張 旅 費 補 助 500,000 325,280 九州小児科学会参加など

〔8〕事 務 通 信 費 80,000 34,369 振込手数料など

〔9〕会 員 名 簿 作 成 250,000 233,820

〔10〕雑 費 300,000 120,239 会報原稿謝礼10万円，供花

(11]学 会 補 助 0 0

〔12〕予 備 費 64,893

〔13〕次 年 度 繰 越 金 6,333,812

計 11,934,893 11,714,840



総会議事

平成B1年度～令和元年福岡県小児科医会予算

収入の部

支出の部
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項 目 H30年度決算額 R元年度予算額 摘 要

[1]会 費

県 小 児 科 医 会

九州小児科医会

3,665,000

666,000

3,730,000

678,000

開業医: 12,000円×290人

勤務医：5,000円×50人

2,000円×339人

〔2〕総 会 懇 親 会 費 420,000 450,000 10,000円×45人

〔3〕学術研修補助費 100,000 100,000 福岡県医師会

〔4〕広 生 代ロ 80,000 80,000 3万円×l社， 5万円×l社

〔5〕雑 収 入 47 100 預金利息等

〔6〕前年度繰越金 6,783,793 6,333,812

計 11,714,840 11,371,912

項 目 H30年度決算額 R元年度予算額 摘 要

[1)九州小児科医会会費 666,000 678,000 2,000円×339人

〔2〕総 会 ． 懇 親 会

総会費 ・ 講師謝礼他

会場費 ・ 懇親会費

676,066

1,145,465

680,000

1,000,000

〔3〕役員会議費 ・ 交通費

会 議 費

交 通 費

224,389

165,000

150,000

195,000

役員会，会長副会長会

役員会：5,000円×25人

会長副会長会:5,000円x7人x2回

〔4〕役員合同研修会

会 議 費

交 通 費

０
０

120,000

125.000 5000円×25人

〔5〕役員事務通信費 130,000 130,000 会長･庶務:5万円・会計:3万円

〔6〕会 報 編 集 費 1,760,400 1,770,000
印刷費編集委員会費
原稿謝礼等

〔7〕出 張 旅 費 補 助 325,280 330,000 九州小児科学会参加など

〔8〕事 務 通 信 費 34,369 50,000 振込手数料など

〔9〕会 員 名 簿 作 成 233,820 0

[10]雑 費 20,239 20,000 供花等

[11]学 会 補 助 0 300,000 第29回日本外来小児科学会

[12]予 備 費 5,823,912

〔13〕次 年 度 繰 越 金 6,333,812

計 11,714,840 11,371,912
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L2

2020年福岡県小児科医会総会のお知らせ

筑豊小児科医会森田潤
－1層

2020年の県小児科医会総会を筑豊小児科医会が

担当することになりました． 日程と場所が以下の

ように決まりましたのでお知らせします．会員の

方の利便性を考慮し福岡市開催といたしました

日時:2020年7月4日 （士）

午後(16 :00開始予定）

場所：タカクラホテル福岡

福岡市中央区渡辺通2丁目7-21

tel:092-731-1661

(JR&西鉄薬院駅より徒歩2分, JR博多

ご参加のほどよろしくお願いします

駅より車で10分）

内容：総会， 講演

総会議事
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I…1』

保険診療の理解のために
～小児科編～

久留米大学保険診療管理部久留米大学小児科牛島 高介

演者の意向と内容を考慮して抄録の掲載は控え

ることになりました． （編集委員会）

総会議事
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I…皀』

三つ子の魂は社会が決める
～ドイツの教え・日本の倣い～

法政大学スポーツ健康学部山本浩

[子どもの頃から独立心］

大学からの派遣で， ドイツはライプチヒ大学

のコミュニケーション研究所に派遣されたのは，

2017年9月のことだった．市内に広大な森の広が

る環境で， たびたび目にしたのは親子が連れだっ

て歩く姿それも，歩き始めたばかりの乳児を連

れた親が，手をつなぐでもなく離れて歩くシーン

だった． あちこちで見る親子連れは高い頻度で子

どもが親の後を追う構図なのだ日本であれば，

よちよち歩きの子どもの手を離す親はほとんど見

かけない． あったにしても， わずかに親の先を数

歩離れて歩くのを見かけるぐらいだろう． ドイツ

の親子の連れだって歩く姿は，森の中に限ったこ

とではない． スーパーマーケットに行けば， レジ

を済ませる親の後から，周りに置かれた菓子に視

線を投げながら歩く幼児は珍しくない． こんな

シーンを東ヨーロッパからやってきたチェコの友

人は「最近のドイツ人は子どもの自由をずいぶん

大切にする」と映るらしい．

もう一つ私たちの生活習慣と違うのは，赤ちゃ

んの添い寝友人の大学教授との雑談の中で気づ

いたのが，生まれたての赤ん坊を家の中でどう

やって寝せているかというテーマだった． ドイツ

では早い段階から親とは違う空間で寝るのを知っ

た私は， あれこれ調べてみることにした． 日本で

は，信州大学の研究者が出した論文がある (2013

徳武)'. それによれば，産んだ赤ん坊が月を重ね

るにつれて調査対象の日本の親の"添い寝率"は高

くなっている． しかも当の親は， おしなべて添い

寝を好意的にとらえている．

一方でドイツの店頭で見つけた健康に関する書

籍2に，添い寝の善し悪しについての言及があっ

た． それによれば， ドイツの専門家は「生まれて

4ケ月以降は，両親とは別の部屋で寝る方が健康

によい」としている．研究者が，生まれて間もな

い赤ちゃんの睡眠時間を計った際のデータから導

き出したもので，夫婦とは別の部屋で寝ている赤

ちゃんの方が，平均睡眠時間が長いというのが根

拠になっている．

森や家の中だけではなく社会に出たときにも，

ドイツ人には早くから自立の精神を求められるよ

うな行動が待ち受けている． それがドイツ全体で

採用されている，小学校4年時での将来の進路決

定だ． 一部例外もあるが， おしなべて10歳になる

と将来の生活設計に結びつく，学業の進路を決定

しなければならない大人になってから職人の道

を選び， マイスターを志すような子どもは実業系

の学校へ，大学進学を目指す子どもは， ギムナジ

ウムといわれる中高一貫校へと小学校4年の段階

で道が分かれていくのだ．将来的に方針変更も可

能だが，親が書類にサインするとはいえ10歳で人

生の大きな決断をしなければならない制度は，決

断力の醸成を早くから迫っているようにも見え

る．

教育現場に入ってみると，子どもたちの教育環

境が日本とは違っているのを目の当たりにする．

私が出かけたのは‘ ドイツ南東部のヴァルデンブ
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｢おもてなし」活動が生まれている． 例えば， 日

本国内の大きな空港での国際線到着ロビーでの

シーン． 流れてくるトランクの整理要員の配置

は，外国の空港では見られないもので日本独特の

サービスだ．東京駅での新幹線到着ホームでは，

ホームでゴミを受けるための大きな袋をかざして

待つスタッフがいるし，乗客が降りたばかりの車

内に入って清掃を受け持つグループの対応は， こ

れまた手際がよいだけではなく整然としていて大

好感を持って迎えられている． 更に飛行場ではと

きおり目にする地上職員の挨拶行動飛行機が搭

乗口を離れて滑走路に自走できるまできるまで牽

引する役を負っている係官が，飛行機が自走を始

めたときに整列して一礼をし，大きく別れの手を

振る行為は， 日本独特のお客様対応だ．

食に関しても日本のおもてなし精神はそこここ

で発揮されている．松花堂弁当などが得意とする

間仕切りのあるこしらえは。料理の味が混じらな

いように， 見た目も美しくと日本の真骨頂が現れ

ている これがドイツへ行くと， ところによって

はこれでもかと言わんばかりに盛り付けてくる例

がある．私たちの料理には，食べる人の立場に重

心を置いた配慮がなされているのに対し， ドイツ

ルクにある中高一貫の8年生の学校， ヨーロッパ

ギムナジウムだったバレーボールの授業がある

というので参観に及んだのだが， 中学2年生の女

子の体育の授業は生徒35人に先生がなんと3人も

配置されていた．始まるといきなりウオーミング

アップ代わりのジョギング， その後35人を3つの

グループに分けてドッジボールへと進む． ポール

の感触に慣れさせた上でバレーボールを教えよう

という教員の配慮なのだろう始まって25分ほど

で給水タイム．生徒はそれぞれ更衣室に戻ってド

リンクで水分補給この間に教師たちが手作りの

長いネットを体育館の縦方向に張っている面白

いことにこの体育の時間では始まりと終わりの道

具の対応は全て教員だけでこなす．長いネットを

懸命に引っ張って張ったのは‘ ネットを挟んでの

ラリーをなるべく沢山のペアに同時にさせようと

いう教育上の要請があったからではなかったか

やがて，バレーボールに経験のある生徒が先生の

補助をするようにして，未経験のクラスメートに

バレーボールのこつを伝授していく 先生の介入

が少ない分，子どもたちのボールと接触時間が比

較的長いのが特徴だ．始めたばかりの頃は， ボー

ルの裁きにぎごちなさばかりが目立ったバレー

ボールだったが，終わる頃にはそれなりに強烈な

スパイクを打つ者も出てくるぐらいだから，子ど

もの能力向上には目を見張るものがある

この授業から受けた印象は3つ 「すべてを教

えない」 「一人一人の実運動時間が長い」 「競技力

向上より楽しむベース｣． なるほど教員たちの手

取り足取りのない授業は，生徒一人一人のボール

をプレーする時間の長さにつながっている．

ー

皇

岡

》副
『

一
一
Ⅷ

[そこここにあるおもてなし精神］

2020年が近づくにつれ、報道では競技力の話題

が増えてきているが， スポーツに直接関わりのな

いところで東京大会につながる行為と言えば「お

もてなし」行動の発揮だろうか． 2013年， アルゼ

ンチンのブエノスアイレスで招致活動に携わった

滝川クリステルさんが壇上でジェスチャーを交え

ながらコメントした「おもてなし」のことばは，

私たちの心の中に忘れかけていた「心配り」の精

神を呼び覚ました．今ではいろいろなところで

44



総会議事

のそれは作る側の論理が中心になっているように

見えてならない．

は， 自然な手つきで壁際のスイッチを切って自席

に着く．私は思わず顔を上げた． この時私は「何

でまた電気を消したのか」という目をしていたに

違いない．博士は椅子の高さを調整しながら「ま

ぶしいんだよ」とぼそっとつぶやいた． 「まぶし

い｣ 想像もしないことばが出てきたのに，私は

我が耳を疑った． 「この程度の照明がまぶしい｣．

やがて博士は，青い目の自分たちは光に敏感だと

いった話を始めた． この日は不承不承で， にわか

には信じられなかったが㈱ やがていろいろなとこ

ろで暗い中でも平気で暮らしている碧眼の人たち

の行動に驚かされることになる．

[ライプチヒの青い目の住人］

在外研究員として’年にわたって滞在したの

が， ドイツ東部の街ライプチヒ． この街は旧東

ドイツの中心都市の一つで， かつての東独競技

スポーツの総本山だったところだ人口56万人

(2016)あまりのライプチヒには， アマチュアも

含めて18のスポーツクラブが点在している． その

ほとんどにサッカーがあるが， 5部リーグに所属

するクラブともなると，構成メンバーのほとんど

がサラリーマンや学生で，練習が夜になるのも珍

しくない． 夕方から始まる練習を何度か見に行く

機会があったが冬場ともなれば，緯度の高いライ

プチヒのこと，すぐ．に辺りが暗くなってしまう．

照明灯もあるにはあるがほとんどが簡易なもの

で， チームの予算が少ないことも影響しているの

だろうが，暗い中での懸命のトレーニングには頭

が下がる思いがした．

そんな時期に， 明るさをめぐって面白い体験を

することになった． ある秋も深まった日のこと，

自宅から大学の研究室に足を運んだ私は一人，部

屋でパソコンに向かっていた．朝のうちは周りが

暗いから電気をつけての作業をしないことには，

文字が読み取れなくて辛い．一人で作業をしてい

るところに遅れて入ってきたのが， ハンス． イェ

ルク ・シュテイーラー博士この研究室は元来，

シュティーラー博士のもので， 私が臨時に机の反

対側を使わせてもらっていたのだ． いつものよう

に挨拶を交わすと，私はそのまま作業を続けた．

およそ2時間ほどたっただろうか目の前の先生

が立ちあがって部屋の電気を消しに行く． なるほ

ど昼近くなって日が高くなったのを見計らって電

気を消しに出たのだ． しばらくして食事に一緒に

出かけた後，部屋に戻ってきて作業を続けるとや

がて辺りが暗くなり始めた冬が近いせいもあっ

て， 日の落ちるのが早いのだ．私はためらうこと

なく部屋の電気のスイッチを入れに立った． レ

バーを上げると，再び部屋は明るくなった． やれ

やれと机に戻ると同時に， シュティーラー博士は

用足しに出て行った． ややあって戻ってきた博士
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自宅の近くにある馬術クラブここにも何度か

足を運んだが，地元の人がトレーニングをする午

後ともなると， 冬場の屋内馬場はほとんど真っ

暗わずかに壁際に古びた蛍光灯が合わせて4本

ほどつけられているが， どう見ても暗闇の中での

トレーニングだそれだけではない． ケルンにあ

るスポーツ・オリンピック博物館に行ったときに

も同じような暗さに出くわした．入口から入って

しばらくまっすぐな廊下が続くが，両側には形ば

かりの小さな白熱電球があって何やら由緒を書き

記したプレートが貼ってある これが私には暗す

ぎてどうにも読みにくいのだ． そういえば↑ ドイ

ツのホテルはどこに行ってもおしなべて部屋の明

かりが暗い． 間接照明を使っていることもある

が，机の上のかすかな明かりに不便を感じたのは

一度や二度のことではない． レストランに入ると

テーブルの上にはろうそく一つ．確かにムードは

申し分ないのだが， メニューを読むには不便この

上ない． これもまたドイツ人たちには十分な明る
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ラックスぶりだ．午前中のレースでロツホは相変

わらずめっぽう速く，全選手の中で一人だけ142

秒台でクリアしていた

リュージュ最後の第4滑走は，最上位グループ

のうちタイムの遅いものから滑り始める． ロツホ

は当然，最後のスタートになる．最初の選手がス

タートを切ったのが，現地時間の午後9時50分．

ロッホは， 10時を回ってのグループ最終スタート

だった． アナウンサーの実況は落ち着きがあっ

て，絶対の自信を持っている． そこにロッホがい

よいよスタート．滑り始めてすぐの段階で， ロツ

ホに次ぐ好成績の選手に0.200秒の差をつけてい

る. 1000分の1秒で3センチとされるから6メー

トルもの差をつけてスタートしたことになる． ス

タート直後から滑りは好調で次のチェックポイン

トでロッホは更にタイム差を広げていた． この分

でいくと，後はどんどんスピードが上がるのが

ロツホの滑りだから，映像を頼りに滑りを観察す

るスタッフには優勝が大きく見えていたことだろ

う．

このコースには， ロッホだけでなく何人もの

選手が注意を喚起するポイントがあった． それ

がコースの半分を過ぎたところにある第9カー

ブだロッホ自身が， ここだけは細心の注意で行

かなければならないと口にしていたポイント．丁

度ロッホはそこにさしかかろうとしていた． その

ときだ． ロッホのソリが画面の左の壁に接触した

ように見えた．途端にアナウンサーの実況の音程

が一段階上がる．壁に接触したせいで，態勢を立

て直そうと身体の重心をわずかに動かしたのだろ

う． ソリは今度は大きく反対側に振られるように

壁をずり上がった．必死で立て直しを図るロッ

ホ． しかし，残りの斜面で思ったようにスピード

が上がらない．やがてロッホはフイニッシュヘ．

ロッホのソリは覇気なくブレーキングエリアに

入ってきた5位．画面左隅には， ドイツの夢の

破れたことを示す順位が示されていた． うなだれ

たままソリから立ちあがれないロッホに，突然一

人の男が駆け寄ってきた． ロッホの上半身を覆い

隠すようにしながら，男は何事か語りかけている

ようだった．それは， ロッホの父でドイツナショ

ナルチームの監督ノルベルト ・ロッホだった．最

さのようなのだ．

日本のサイトで眼科医がこれについて示してい

るのを見たのは，それからしばらく後のことだっ

たそれによれば， 「虹彩の色の薄い欧米人は，

暗いところでも茶色の目の人間より明るく感じて

いる」 （松本拓也/眼科医） という． ライプチヒの

街を歩くたびに，学童年齢に達する前の子どもが

サングラスをかけて小さな自転車をこいでいるの

にたびたび出くわしたそれまでは「こましやく

れた子だ」と幾分あきれた見方をしていたのが，

この話を聞いてようやく合点がいくようになっ

た子どもの頃から青い目ではすでに外ではまぶ

しいのだ．

[強い復元力］

2018年の大きなイベントと言えばW杯サッカー

と冬の五輪．韓国のピョンチャンで開催された冬

季五輪は， ライプチヒのテレビで観戦することと

なった． ドイツの放送では， 日本のそれのように

フィギュアスケートが中心になったりはしない・

男子のシングルに上位に入りそうな選手がいない

ことも関係していた．その代わりにたびたび取り

上げられたのが， ドイツのお家芸リュージュだっ

たドイツといえば， ソチ五輪ではリュージュの

種目4つ全てで金を取っている世界最強のリュー

ジュ王国で， 中でも群を抜く人気を誇っていたの

がフェリックス．ロッホだ．チューリンゲン州の

出身と言えば，私の滞在していたライプチヒのあ

るザクセン州のお隣だから，かつての東独スポー

ツの伝統が生きている地域といえる． しかもロッ

ホは，バンクーバー， ソチと連続で男子一人乗り

に金メダルを取っていた3．五輪2連覇中のもっ

とも脂ののったアスリートだっただけに，大会の

始まる前からその4つめの金メダルを疑う者は誰

もいない． そんなロッホの出場する五輪のリュー

ジュは， 開会式翌日にレースが始まる． ここで金

メダルが取れるか取れないかで， ドイツ五輪チー

ム全体の士気に与える影響も極めて大きい． ロッ

ホは，初日の一回目こそ2位で終わったが，午後

の第2滑走ではトータルで最短時間をたたき出し

トップに躍り出る．大会二日目． ドイツのテレビ

局はすでに金メダルを決めたと言わんばかりのり
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愛の息子フエリックスが，取れるはずの金メダル

を取り損ね， 目の前でソリに乗ったままうなだれ

ている． ノルベルトの時間をかけた対応は，監督

のそれというより，肉親としての思いから生まれ

たのではなかったか．

ロッホがメダル争いから脱落した陰で， ドイッ

チームはもう一人の選手， ヨハネス．ルートヴィ

ヒが銅メダルを手にしていた． ロッホが5位に下

がったため， それまで4位の位置にいたルート

ヴイヒに銅メダルがもたらされたのだ． その夜，

近くにしつらえられたドイツハウスでは祝勝会の

準備が進んでいた．本来の金メダルではなかった

が，チームはかろうじて銅メダルを獲得したこと

もあって，粛々と会を進めることにした． テレビ

の五輪中継は，遠慮がちにドイツハウスの映像を

送ってくる．そこにテレビのリポーターが，祝勝

会の会場外にロッホが来ていることを短く伝え

た何でも氷点下13度の中，初めてのメダルを

取ったルートヴイヒの到着を待っているようだと

いうのだ． ドーピング検査や記者対応を終え，遅

れて到着したルートヴィヒを出迎えたのは他なら

ぬロッホであった．

翌日の午後の現地スタジオの特設コーナー．研

究室のパソコン画面でぼんやりテレビストリーミ

ングを眺めていた私は， スタジオのアナウンサー

の「フェリックス・ロッホが来てくれた」という

一言に耳を疑った． なんと，敗北の後まだ時間が

それほどたっていないはずなのに， ロッホがテレ

ビ画面に登場しているのだ．いつになく恥ずかし

そうなロッホは，大会前の自信をみなぎらせた顔

とは明らかに違っていた．穏やかで，幾分恥ずか

しげにしながら，司会者に促されるようにして前

日の決勝の滑りをVTRとともに振り返り始める．

｢これもスポーツなんだから受け入れなければな

らない｣． ロッホは，静かな口調でしかし丁寧に

ことばをつないだ．私は， ロッホの絞り出すよう

なフレーズに身の引き締まる思いがした．

ドイツ国民がこぞって，金メダル間違いなしと

疑わなかったロッホの，最後の土壇場での敗戦．

心に大きな傷を負ったはずのロッホは，傷を癒や

す間もなく祝勝会場に駆けつけていた． そして，

翌日のスタジオ出演．精神的にポロボロになって

隠れてしまいたかったはずの男は，いったいどこ

をどう切り替えて出てきたのだろうか．

近づいてくる東京オリンピック・パラリンピッ

ク．多くの選手たちが家族や友人，ふるさとの

人々の声援を背景に大舞台に挑んでくることだろ

う． 中には金メダル間違いなしと言われて畳に上

がる者もいるに違いない． しかしスポーツは，い

つもハッピーエンドで終わるとは限らない．つま

ずいたり転んだりすることが当たり前に起こる世

界なのだ．期待に応えられず敗退した選手．勝利

を目の前で取り逃したチーム． そうした人たち

に，私たちはどんな声をかけられるのだろうか．

期待を裏切ったと自分を責める選手に，勇気を振

り絞って人前に出る手助けができるのだろうか．

見て見ぬふりをするのでなく，ただ慰めるのでも

なく、 ともに立ちあがるための手を差し伸べる準

備をしておこう．

1 「添い寝及び添え乳の実態と問題点に関する研

究」徳武千足（信州大学医学部）

2 ｢SchokoladeMachtSchlauundAndere

Medizinmythen｣StiftungWarentest2018

3ソチでは，チーム戦にもメンバーに加わり金メ

ダルを獲得している．
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鳫至珪劃

子ども政策の今日的課題
～成育基本法の成立と今後について～

参議院議員自見はなこ

て，河村建夫先生，尾辻秀久先生を先頭に議連を

作っていただいた訳でございます．

もっとも， 自民党のなかでは保守的な考え方も

あることから「性に関する教育や，妊娠・出産に

対してどう考えていくのか」という概念的なとり

まとめをしていく， これが非常に重要なプロセス

でございました

そのあと私が当選をさせていただきまして，超

党派議連の事務局長となり，河村建夫先生に会長

をお引き受けいただき，超党派の「成育医療等基

本法成立に向けた議員連盟｣， これを成立したの

が去年の5月22日でございました．

そこから7回にわたりまして議連総会を開催い

たしまして， 「望まない妊娠で虐待が増えている．

性教育を今こそちゃんとやるべきではないか｣，

ですとか「十代の中絶，二十代の中絶の多さ」で

すとか， あるいは，妊娠期から小児期からの子ど

もたちにフォーカスを当てて「低出生体重が将来

の生活習慣病等にも繋がっている」ようなお話で

すとか， あるいは｢妊産婦のメンタル｣の話，様々

な話を聞かせていただくことができ，無事に各党

の合意が得られ，そして各党の手続きも経て，去

年国会にて成立に至っております．

女性のリプロダクテイブライツというものをな

かなか肯定的な考えをもって受け止めることがで

きない一部の保守的な考えの先生も党内にいると

いうことから，大変苦盧するのかな， と思ったの

ですが，先ほど申し上げたように羽生田先生が

しっかりと妊娠と出産というところの意見をとり

まとめていただいたお陰で， 自民党の総務会まで

しっかりと通ることができた， ということであり

ます．

本当に多くの関係者のご努力のお陰でこの法律

先生方，皆様こんばんは．参議院議員の自見は

なこでございます．

本日は第55回福岡県小児科医会の総会開催誠に

おめでとうございます．

日頃から下村会長をはじめ，多くの福岡県小児

科医会の先生方に多大なご支援を頂戴しておりま

すことを心から感謝御礼を申し上げます．

また本日は主催者の本間会長からも是非講演に

来て欲しいということでもう一年近く前から折に

触れて幾度も幾度もお話いただいておりましたが

本当に申し訳ございません．

選挙の期間中になりまして，丁度同時刻であり

ますけれども，東京都医師会をあげての羽生田先

生と武見先生の総決起大会が同じ時間に重なって

しまいまして，身体が一個しかないもので物理的

にお伺いすることが出来なくなったことを心から

お詫び申し上げたいと思います．

さて，本日は「子ども政策の今日的課題」とい

うことでお時間頂戴いたしまして誠にありがとう

ございます．

本当に多くの先生方のお陰で成育基本法が去年

の12月8日に成立をいたしました

超党派で合意がとれた，素晴らしいタイミング

での成立であったという風に思っております．

もともとは25年近く前に小児科医会の先生方，

産婦人科医会の先生方，そして多くの医療関係者

の方々の声をいただいて，そして羽生田たかし先

生を国会に送っていただいた少し前から日本医師

会の中でも検討委員会が立ち上がっているという

プロセスを踏んでいただいておりました．

我らが羽生田たかし先生が， 6年前に参議院議

員に当選され， 自民党をまとめていただきまし
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が成立したと思っておりますけれども， もっと

もっと早く成立していれば目黒区の結愛ちゃんの

ような事件，野田市，札幌市の虐待死の事件，本

当は防げたのではないかという思いすら持ってい

るわけであります．

ただ， スタートは遅くないと思っておりますの

で頑張って逼進していきたいと思います．

さて，子どもたちを取りまく政策的課題の変化

について少しお伝えしたいと思います．

忘れてならないのが平成28年の児童福祉法の改

正であると思います．

戦後70年間児童福祉法の1条に子どもたちの

権利というものが明確化されていなかったわけで

ありますが， これを塩崎恭久先生が厚生労働大臣

時代に強固な意志をもって子どもたちの権利を明

確化すべきだ, 1条を変えるべきだ， ということ

で変えていただきました．

私が当選をさせていただく前でありまして，

ちょうど日医の母子保健講習会でも塩崎大臣がそ

のお話をされておりました．

そこから「子どもたちを中心にしよう」と,｢家

庭的な養育環境が第一原則だ｣，そして「児童相

談所ももっともっと人員も含めて機能強化すべき

だ｣， あるいは｢支援と介入を分けていくべきだ｣，

そして「もっと母子保健を大事にすべきだ」とい

う話の流れが出てきました． こういう流れは平成

28年度の法改正から加速度的に進んでいるわけで

あります．

今までにはないことでありまして，塩崎先生の

お陰で厚生労働省の中にも「子ども家庭局」とい

う新しい局ができ，局長まで置いていただいてい

るということで，そういうタイミングで成育基本

法が成立できた．特に成育基本法は母子保健の拡

充でも直結をしていく理念法であります．医療．

教育・福祉・療育， これを大きく連携させる横串

を刺す法律ですので， このタイミングで成育基本

法ができた意義というものを特に我々， 国会に身

を置かせていただいている人間として，大変意義

深く感じているところであります．

去年の12月に成立を致しまして，施行まで約1

年間というで， 1年以内に準備をするということ

でございますが， この12月までは準備期間を設け

ているという時期になっています．

そして今年の12月になりますと，厚生労働省の

中に設置法を改正させていただきましたので成育

医療等基本方針を作るための成育医療等協議会と

いうものを設置させていただきます．

その協議会で撰んでいただいた様々な項目を閣

議決定をいたしまして，そして都道府県にそれを

下ろしていくという作業に入ります．それぞれの

都道府県の医療計画や障害福祉計画，様々な計画

の中に項目立てしたものが入り込んでいきます．

そしてそれを地方自治体にも同様にお願いして

いくことになっていくわけですが， この法律を作

るときにやはり私たちが大事だと思いましたの

が，それはやっている施策を「見える化」してい

くということであります．

毎年，政府には， これがどれほど進捗していく

のか，公表義務を政府に課していますので，政府

は当然お願いしている自治体でどれだけの施策が

進んでいるのかと， いう回答を求め，それを公表

する， というプロセスを踏みます．ですから， こ

れが見える化をしていくと，例えば「お隣の県で

は産後ケアがここまで進んでいるけど， こっちの

県ではまだ進んでいないんじゃないか」とか,「こ

んにちは赤ちゃんの実施率がこれだけできている

とかできていない」とか， あるいは「予防接種で，

あの地域はこれだけできているけど， まだこの地

域はできてないじゃないか」とか「難聴対策」も

そうでありますが，そういったことをそれぞれの

自治体で比較ができるということになります．比

較をできれば日本の首長さん， それぞれ選挙がご

ざいますので我々の力でもって地方議会で地方議

員に質問をしていただき「いやいや，隣の県はこ

こまでできているのだけど， どうして我が県では

これができないのか」ということを表立って「何

でできないのですか？」ということを言えるとい

う舞台を提供できたということになって参りま

す．

この舞台を提供できたということは非常に大き

いことです． よって，私がこの成育基本法で魂を

さて， この成育基本法でありますが，今後どう

していくのかということであります．
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境についてはかなり改善していくという風に思っ

ています．

入れなければいけないと思っているのは，都道府

県の県議，あるいは市区町村の地方議員の先生方

によくよく成育基本法の理念と，それから成育基

本法の項目立てする内容のお勉強を一緒にしてい

ただいて， どうしてこれが子どもたちのために大

事なのかという地方での勉強会を是非開いていた

だきたいと思っております． そしてその勉強会の

なかで，地方議員の先生たちが「なるほど」と腹

落ちしていただければ，医師会の先生，小児科医

会の先生方にこのように頼まれた・言われた．教

えてもらった， と意気に感じて議会で質問をしま

す．

そうすると議会の質問はそれぞれの首長さんへ

の質問ですが，その答弁の文章を書くのは県庁の

職員や市役所の職員などの役人であります． その

プロセスの中で県庁・市役所・町役場， それぞれ

の役場の方々が「成育基本法って何だろう.」と

勉強していただく． あるいは厚生労働省に問い合

わせをしていただいて「これはどうやって落と

し込んでいいのか.」といったことを勉強してい

ただくのは，やはり議会でまず質問をしていただ

く， ということになります．

それぞれの都道府県， あるいは市区町村では年

に何回か「何々区議会便り」とか北九州市であれ

ば「北九州市政だより」というようなものが発行

されるわけでありますが， そこの中で「こういっ

た質問があって，市長はこう答えた｣， 「我が市は

こういうことをしていくのだ」ということを市政

報告に書きますので， これで自分たちの首長さん

たちは， ある意味で子どもたちのことをやらない

といけない環境に追い込まれるということです．

私はこれを「サンドイッチ作戦」と呼んでおりま

すが，私は国会から質問をして，地方議員の先生

方は首長さんたち，そしてそれを取りまく行政の

方たちに質問してサンドイッチする． 当然予算が

足りないんだといえばそこからまた首長さんから

国の方に「成育基本法の理念のここの部分をやり

たいんだけど予算が足りないんじゃないか」と国

に上げていただきますと今度我々は「自治体から

こんな要望が来ているから足りないんじゃない

か」と財務省に言うわけであります． こういう連

鎖が上手く働きますと，子どもたちを取りまく環

また具体的な項目について少しお話をしたいと

思います．それは今回の成育基本法のポイントと

いうことで妊娠期からの切れ目のない施策支援と

いうことを認わせていただいております． ひとつ

にはやはり大事だなと思っておりますのが，性に

対する教育をそろそろ私たちの国ですべき時期

だ， ということであります．

今回の児童虐待防止法の改正でも15分ほど質疑

に立たせていただいて，安倍総理にも質問させて

いただきましたけれども，十代の望まない妊娠が

本当に多いわけであります．年間15,000件の中絶

があり， 中絶全体は16万件であります．一人一人

が大事な命ですから，できたら「おめでとう.」

と言っていただける環境で生み， そして育てて

いって欲しいというのが私たち小児科みんなの願

いであります．

この性に対する教育，私たちは性教育と申しま

すけれども，文科省では"性に関する教育"という

風に表現していまして， ポイントを端的に申し上

げれば，実はわが国の中学校の学習指導要綱の中

の性に関する教育には，避妊が含まれておりませ

ん． あくまでも妊娠のプロセスの「精子と卵子が

巡り合って受精卵になって，着床して，そして胎

児になりますよ」というのはあるんですが，性交

渉の具体的なこと，あるいはどうしたらそれが避

妊できるのか， ということについて実は触れられ

ていないわけであります．

ひと昔前ならばそれでよかったのかな， と私自

身も思うのですが， ただ最近は，小児科の先生方

はよくお分かりですけれども， 1歳の子どもたち

からスマートフォンでアンパンマン等の動画を上

手にYouTubeとかで再生できるようになってま

すので， これは適切な教育をしなければいけない

時期ではないかな， と思っています．事実，成育

基本法の議員連盟の中でも，東京の助産師の皆様

がNPOで立ち上げておられます， 「にんしんSOS

東京」というのがあるんですが，その方たちも十

代の相談がとても多くて，そのほとんどが実はそ

の妊娠したということよりも以前の，性教育のよ
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うな電話相談になっているんです， ということが

ありました．そして多くの子どもたちが十代で妊

娠した場合，本当に悩んで悩んで，妊婦検診にも

行けない状態で自宅で出産しているわけです．そ

して日齢ゼロでの，実母によって死に至らしめら

れる虐待死が日本では一番多いわけでありますか

ら， これは防ぎたいと思っています． また， これ

は本当に瓢箪から駒なのかなと思っております

が，今回の厚生労働省の医政局の検討会の議論の

中で「オンライン診療の初診で緊急避妊薬を解禁

する」という話が突然浮上して参りましたもと

もとは色々な状況があるなかで， どのお薬か一つ

だけに絞ってオンライン診療の初診の部分の解禁

をしたい， ということになったわけでございます

が，私はこのお話をいただいたときに正直言っ

て， とんでもない話だと申し上げました． という

のが，結果オーライになりましたけれども一番初

めにお話が来たときは女性を大事にする視点，子

どもたちを大事にする視点というのが見受けられ

ない政策内容になっておりまして，乱暴なかたち

でオンライン診療でピルの解禁というようなもの

が謡われていたと思います． といいますのが， オ

ンライン診療の場合， オンラインで診療をして，

そして郵送で処方菱が送られて来て，その処方菱

を薬局に持って行って，薬剤師の前で飲むという

ことになっています．そもそも緊急避妊薬は性交

渉が起きて着床を防ぐ､というものでありますの

で， 72時間以内ですけれども一刻も早く飲まない

といけない．ですから例えば電話相談等でありま

したら，すぐ近くの病院に行ってください， と当

然言うわけであります．多くの産婦人科医の先生

のところでは， もちろん診察をしてご説明をして

でありますが，診察室の先生の目の前で「はい，

じゃあこれ飲んで」とその場で飲んでいただくも

のであります． それを12時間以上多分かかるん

じゃないかと思いますが，郵便で送られて来て，

ということになりますと，かえって望まない妊娠

に近づけるのではないか， オンラインではなく本

当に受診をしていただいたがよいと思います．で

すから，あくまで豪雪地帯であるとか産婦人科医

がアクセスに制限がある地域，そういう地域での

み認められるものであろうと思います． また産婦

人科の先生方にも当然研修を受けていただくとき

に，やはり私たち小児科医もそうですけれども，

ドクターというのは司法の知識があまりないんで

すね．虐待のときも， どのように介入すれば親権

に影響がないか， とかそういった知識がない． そ

の中でオンラインに関して言うと，性被害のあっ

た女性に対してオンライン診療が対人恐怖がある

ことから認めていいんじゃないか， という文言が

ありましたけれども，実はこれはとんでもない話

でありまして女性が性被害にあったときこそ受診

をしていただいて， そして体液なりの採取をし

て，裁判をするのであればそのときのための証拠

物件を採取しなければいけないわけであります．

性被害にあったときにオンライン診療を政府とし

て勧めるというのはとんでもない話だと思ったわ

けです． そのとき私が申し上げたのは， まず性教

育をきちんとすべきだ， ということであります．

秋田県やあるいは富山市では産婦人科医会の先生

たちを中心に小児科医，助産師の皆様にもご協力

いただいて， 中学校の義務教育のうちに外部講師

の派遣ということで，特に富山市では全ての公立

中学校でもちろんコンドームや低用量ピル，それ

から緊急避妊薬の使い方まで含めて適切に性に対

する教育を産婦人科医が行う， という事業を20年

続けています．結果富山市では，その事業を長年

されていた種部恭子先生という産婦人科の先生が

県議になられましたけど，十代の中絶率が有意に

低いというデータもあります． また東京都でも実

は日野市を中心に性教育に対する不適切な報道が

出た後に， これも東京都医師会と東京都教育委員

会が協力をしてモデル事業を始めているのです

が，外部講師の派遣で産婦人科の先生方に中学校

に行っていただいて，適切な性に対する教育をし

ていただいています．結果， 当たり前ですが「命

を大事にしようという気持ちになる」ということ

で， アンケートを取りますと9割の中学生が，聞

いてよかったと，そして若いうちに安易に性交渉

することを歓迎しないというパーセンテージがか

なり増える， ということも分かりました． こうい

うこともやはり子どもたちを守るということから

私たちが積極的にすべき時代だろうと思いました

ので，今回の医政局医事課のオンライン診療の取
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であるとか， あるいは里親として子どもを受け入

れた方たちが自治体判断で使えなくなったりだと

か色んなパターンがありますので， もう少し広げ

られるようにできないかなと考えております．で

もその際にいわゆる韓国のような商業ホテル型に

なってはいけないと思っておりますので， 自治体

の枠組みと母子保健の枠組みの中に入れ込む形で

出来ないのかなという風に思っています． またこ

れは個別項目になりますけれども今年の4月10日

から「難聴対策推進議員連盟」を立ち上げさせて

いただきました． その事務局長を拝命していま

す．千人に一人と言われる先天性難聴ですが，新

スクが行われているのは全国で80％の自治体のみ

でありまして公費負担を実施しているのはたった

の22％であります．千人に一人というとガスリー

の代謝疾患の異常のどの疾患よりも頻度が高いわ

けでありますけれども， ここに対して，今は自治

体任せですが，施策をしっかりやるべきだと考え

ております． この動きは数年前から党内でもあり

まして，そういう動きが少しずつ実っては来てお

りました． この動きのなかで，都道府県の中に新

生児難聴の対策協議会を作っていただいているの

ですが， まだ設置しているのが34県ということで

ありまして， もう一歩だということで議連を立ち

あげさせていただきました．人工内耳が2歳から

1歳にガイドラインが変更されて，適用が早まっ

ておりますけれども，では人工内耳を入れれば終

わりか， ということでは全くないわけでありまし

て，言語聴覚士さん3万人いるなかでたった10％

しか聴覚のこと，そして子どものことが出来ない

ような診療報酬の体系ということもあります． こ

ういったことももちろん見直していただきたい

し， それからお母さんたちが迷子になっていま

す． ロードマップをしっかりと示してあげなけれ

ばいけない．新生児難聴のお子さんたち10人集め

れば1人のお子さんは両親ともに高度な難聴者で

ありますが，逆に言えば9人は聞こえる親御さん

のお子さんなわけであります． 自分の子どもたち

がどういう生活をするのか，教育を受けるのかと

いうところに対して現在聾学校の先生たちがボラ

ンティアベースで0， 1，2歳の部分を担っていた

だいているのですが， これはボランティアベース

りまとめの際には， この外部講師の委託を積極的

に国としてやっていただきたい，厚労省と文科省

とが連携をしてお互いに通知を出して，それぞれ

リスト化して外部講師の派遣を国として進めて欲

しいとお願いしましたでなければ緊急避妊薬の

解禁なんて到底認めることはできない， というこ

とでお伝えをしたわけであります． また薬局の薬

剤師さんに求めるのは， 目の前で飲んだことを確

認すること，でありましてそれはプロフェッシヨ

ナリテイーを持っている薬剤師さんに求めること

としてはかなり失礼なんじゃないかと思います．

むしろ例えば繰り返す方がおられたら「産婦人科

にかかって適切な家族計画をされた方がいいです

よ.」と低用量ピルの大切さもそうですが， ちゃ

んと受診につながるような行動をしていただきた

いということも併せて求めておりますし， また私

は全例の検証を求めさせていただきましたこれ

は闇で売られるようなことがあってはならないと

思っておりますので全例検証するというかなり厳

しい枠をはめた上で限定的な解禁に持っていくこ

とができました性教育に関しては，大きくこれ

は参議院議員選挙の後になると思いますけれど

も，通知などにより取り組みが進むと思います．

こういったことが非常に重要だと思っていま

す．

また性教育，先ほど申し上げた通りであります

が，妊娠期からの切れ目のない支援ということで

子育て世代包括支援センターの活用はもちろんこ

れから面として後押しをしていくのですが， もう

一つ重要だと思っているのは「産後ケア施設」で

あります．産後ケア施設は， ご承知の先生もおら

れると思いますが，実は助産院か，あるいは簡易

宿泊所かの二つのどちらかを選んで開設するとい

うことになっておりまして，産後ケア施設を決め

ている法律はないわけであります． これをどうに

か母子保健の中で位置づけられないかということ

で水面下でありますけれども， これは秋に向け

て再び議員立法で超党派でやりたいということ

で，今，役所そして関係団体含めて適切なあり方

がどういうものがあるのかというところを調整を

させていただいています．例えば，幾度も使いた

い方がおられると思うのですが，使えなかったり
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でお願いしていいことではないのではないかと思

います． もっともっと家族支援が必要なのではな

いか， あるいは10人に一人のお子さんたちは両親

ともに高度難聴ですから手話というものの文化も

必要， あるいは私たち小児科医として考えなくて

はいけないのは， この言語獲得の発達の段階でとﾞ

ういうものが一番適切なのかという研究もしてい

かなければいけないんだと思っていますこうい

うことは国として取り組むことだということで議

連を立ち上げさせていただいて， ありがたいこと

に6月6日に提言を取りまとめて根本厚労大臣と

柴山文科大臣に持って行きました． そして今年の

政府の大きな方針を決める骨太の方針には，何と

4行も入ることができました． キーワードは医療

と療育, そして教育,保健福祉これを一つの

テーブルに乗せるということであります． これは

本当に大事なキーワードになってくると思いまし

て， まさに成育基本法の理念そのものでありま

す． NIPT(新型出生前診断）の話もありますけ

れども． やはりここのセットが確立されて初めて

私たちが多様性を尊重できる社会制度が出来ると

思っておりますので， こういうことの取り組み一

つひとつが重要だと思い，現在活動させていただ

いております．

またワクチンに関しまして，私自身は2年後，

予防接種法と感染症法を同時に改正したい！ と息

巻いております． 日本の予防接種行政はかなり硬

直化しておりますけれども，事実上理念法だけで

来ておりますのでプロセスが明確化されておりま

せん． ですからこれもACIP(予防接種諮問委員

会）のようなかたちものを明確化すべきではない

か， あるいは国立感染研は国家検定をしてくだ

さっておりますけれとﾐもたった20億円しか予算が

取れていない状況です本当に汲々たる状況であ

りますのでこの辺りの施策も併せてやっていきた

いと思います． また最後になりますけれども， こ

の成育基本法は日本で初めて子どもたちの死因究

明CDRを法律に書いたものであります． ありが

たいことに今年6月6日，超党派で死因究明等推

進基本法が成立を致しております来年の4月か

ら具体的になると思うのですが，厚生労働省の中

の人員が大幅に死因究明強化をされます． 日本の

死因のデータベースもできるようになりますし，

ここで一緒に底上げをしていきたいと思っており

ますまた， その中にも三年以内の法改正が必要

な部分がありますのでそこについても書かせてい

ただいております成育基本法につづいて死因究

明等推進基本法の中にもCDRは書かせていただ

いております． これは本気でやっていきたい．予

防できる死を予防できるようにすることが私たち

小児科医の使命であろうと思います以上，子ど

もたちの話をさせていただきましたが「子ども家

庭庁」を是非作っていきたいと思っております．

こういった活動をすればするほど厚労省･文科省・

内閣府の三重行政の狭間で私たちは苦しんでおり

ますので，是非「子ども家庭庁」をいずれ作って

いきたい， と思っております．小児科医は子ども

たちのアドボカシーと言うのですが，私たち自身

が社会に対してもっともっと「子どもたちのため

にこれが必要なんだ」と声を大にして言うこと

が私たちに求められている子どもたちのためにで

きることであります．是非， 先生方と一緒に頑

張っていきたいと思いますので， これからもよろ

しくお願いいたします．

総会議事
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から小児科学会地方
L

新規圧迫材を用いた乳児贈ヘルニア圧迫固定療法の経験

飯塚病院小児外科中村晶俊

飯塚病院小児外科九州大学大学院医学研究院小児外科学分野河野 淳

[方法］

1)初診時，保護者には綿球もしくは新規圧迫材

を用いて本治療を行っている動画を各々視聴し

て貰った後に， 口頭で指導しながら，保護者が

初回より圧迫固定を行う．

2）その後も，保護者が自宅で5日毎に圧迫材と

固定テープの交換を行った（図2-C, D) .

3）圧迫開始より2週目と4週目， その後1ケ月

毎の再来時に， 自宅での本治療の状況の把握と

＜はじめに＞

近年，乳児膳ヘルニアに対する膳圧迫固定療法

(以下，本治療）はその有用性が見直され，施行

する医療機関が増えてきた'-3) ． また， 医療機関

で本治療を指導された後，保護者が自宅で本治療

を行う症例も増加している． しかし， 図1-A,

Bのような巨大かつヘルニア嚢が横に広がる症例

では， 図’一Cのように通常の膳圧迫では不十分

で， その後の治療に難渋する場合もある．

当科では， このような圧迫困難例に対して図1

-Dのように，大小の綿球を用いてしっかりと圧

迫固定することで，綺麗な鵬窩が形成されるよう

に本治療を行ってきた． このような症例は医療機

関への頻回の通院が必要となる． それに伴い， 医

療機関側は圧迫のための医療材料，処置時の人貝

と時間を費やし，保護者を含む患者側は時間と交

通費を費やすことになる．

今回，保護者が自宅で簡便かつ確実に本治療を

行なうことを目的とした新しい膳圧迫治療材（以

下，新規圧迫材）を医療機器メーカーと共同で開

発した（図2-A, B)

この新規膳圧迫材を用いた本治療の成績と保護

者への本治療に関するアンケート調査結果につい

て報告する．

図1 不十分な膳ヘルニア固岸l干迫

A

c一 D 李

図2新規圧迫材

B

I＜対象と方法＞

2014年4月1日～11月30日に初診の生後3ケ

月以内の膳ヘルニアの乳児39例のうち, drop-out

した2例，研究を撤回したl例， 医師が本治療は

困難と判断したl例の計4例を除く， 35例を対象

とした．
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膳部の状態の観察を行った．

4）本治療は， 医師の診察でヘルニア門閉鎖を確

認して中止とした．

5）圧迫中止後2－6週間目に再来して貰い，膳

の再膨隆が無い事を確認し，観察終了とした．

6）本治療終了後，圧迫材， 固定テープ，本治療

についての不満・不安，治療後の膳外観につい

て保護者にアンケートを行った．

[検討項目］

性別，本治療開始時の月齢と体重圧迫治療期

間膳窩形成時期を検討した．

なお，膳ヘルニア門は閉鎖していないが，圧迫

材を外しても膨隆せずに膳の陥凹が出来始めて

きた時期を膳窩形成時期と定義した

合併症として， 皮膚の発赤・びらんなどの軽微

な皮肩トラブルを40%(35例中14例）に認めたが，

本治療の一時的中断と短期間のステロイド含有軟

膏塗布などで改善し，本治療の継続は可能であっ

た． その他の重篤なものは認めなかった．

保護者へのアンケートは回収率97.1%(35例中

34例）であった．圧迫材については， 97％の症例

が「非常に使いやすい」 ・ 「使いやすい」と回答し

ていた固定テープについては， 「非常に使いや

すい」 ・ 「使いやすい」と回答したのは76.5％で，

残り23.5％が「使いにくい」と回答していた．本

治療に関する不満･不安については， 48.6％が「あ

り」と回答しており， その内訳として固定テープ

の「貼り方」や「固定テープの皮膚刺激」が多く，

圧迫材に対しては「強度の不安｣， 「衛生面」など

があった（図3)．本治療後の膳外観については，

l例を除いた97％の症例が「大変満足」 「満足」

と回答していた． その’例も 「どちらとも言えな

い」という回答で，本治療で膳膨隆は消失してい

た（図4A-C)

＜結果＞

性別は男児22例，女児13例であった．本治療開

始時の月齢は平均l.8±0.4カ月 （中央値1.8カ月。

1.3～37カ月)，体重が平均4538±10429(中央値

47109, 2300～65009)であった本治療の奏功

率は94.3％（35例中33例）であった．

圧迫期間は，治癒例が中央値85日間（平均93.8

±35.9日間， 54～179日間）に対して，非治癒例

は6ヶ月間以上（9ヶ月間と12ヶ月間）経過し

てもヘルニア門の閉鎖を認めなかった．膳窩形成

時期は， 治癒例が中央値15日 （平均26.1±23.1日，

3～114日）で，非治癒例は28日と33日であった．

図4圧迫奏効例の満足度別の膳外観

A「大変満足｣と回答した症例

図3保護者へのアンケート結果

く回収率:97.1%(35例中34例)>

B「満足lと回答した症例
◎固定テープの使用感◎圧迫材の使用感

…

蕊＊

~

回答
例
9％）

C「どちらでもない｣と回答した症例

鰯患

壷
琴

匙

。＄跡ｵ･テーゴ[封す諦箭･ｵ壷

~、

14例(66.7％） ！

4例（19．0％） 1

2例（9．6％）

1例(4.8％)ノ

【不満・不安の内訳】

固定テープの貼り方：

固定テープの皮慮刺激

圧迫材の強度：

圧迫材の衛生面：

r
なし

18例

(5“%' 1

L

あり

16例

(48．6％）
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かり，取扱の際に注意が必要と考えられた

今回，固定テープに関する不満・不安の回答が

多かった．研究当初の症例では膳の圧迫手技が煩

雑であったため， この時期に本治療を行った症例

の50%(12例中6例）が『使いにくい』 と回答し

ていたその後の手技の改善後は『使いにくい」

という回答は9％（22例中2例） まで減少した．

また，皮層発赤・びらんなどのテープによる軽微

な皮層トラブルは40％に認めた． しかし， 日本小

児外科学会々員へのアンケート4)における皮層ト

ラブル発生率56.5％よりは低く， 自験例での皮層

トラブルは，本治療の短期間（数日）の圧迫中断

とステロイド含有軟膏塗布で改善し，全例で本治

療の継続は可能であった．

＜考察＞

本邦における本治療に関するアンケート調査で

は， 日本小児外科学会会員の64.1%4), 日本外来

小児科学会会員の58.5％5)が， 「本治療を行って

いる」と回答している． またその中で， 「本治療

を行っていない」と回答した小児科医は『本治療

の手技が煩雑またはわからない』を主な理由に挙

げている．

本治療は，一般的には週に一度医療機関を受診

して医療者が膳圧迫の交換を行えば一定の治療成

績になると考えられる． ただし，医療機関はその

度にガーゼ，綿球， スポンジ，固定テープといっ

た医療材料を負担することになり， さらに外来で

の処置時に費やすマンパワーに対する人件費と時

間を考慮しなければならない．本治療の診療報酬

は, 2014年に新設された膳へルニア圧迫指導管理

料100点（初回のみ） と再診料のみであり，非還

納性ヘルニア徒手整復料を算定するような還納に

難渋する乳児膳ヘルニアは稀で，医療経済的には

問題と考えられる． さらに頻回の通院で費やされ

る患者側の交通費や時間は患者側のQOLを損な

うとも考えられる． このような現状を踏まえて，

今回の新規圧迫材の開発に至った．

新規圧迫材を用いた本治療の奏効率は，諸家の

報告6-8)と同等以上の良好な結果であった． ただ

し，圧迫治療期間は諸家の報告6-8） と同程度の

結果であった． これについては，本治療の開始時

期が生後最初の健診が行われる生後1，2ヶ月頃

として，本治療の終了時期を腹壁が発達して膳

輪が閉鎖する生後5，6ヶ月頃9）と考えれば，圧

迫治療期間が自験例の平均85日間や諸家の報告6‐

8)の90-120日間となることは妥当と考えられる．

また膳ヘルニアが大きな症例でも，新規圧迫材を

使用すると早期から膳窩形成が見られ，その有用

性が示唆される．

保護者へのアンケート調査でも，新規圧迫材と

本治療後の膳外観対する満足度は97％と， スポン

ジを用いた本治療に対するアンケート調査を行っ

た仲村らの報告1o)の中の満足度60%に比べても

非常に高く，新規圧迫材の有用性が示唆された．

ただし， この新規圧迫材は素材が非常に柔らかい

上にくびれた形状となっているため，同部位に外

力が集中すると破損し得る（35例中8例）事もわ

＜結語＞

今回，保護者が自宅で簡便かつ確実に膳圧迫固

定ができることを目的として開発された新規圧迫

材を用いて，乳児膳ヘルニアに対する膳圧迫固定

療法を行った新規圧迫材の使用と治療後の膳外

観に対する保護者の満足度は良好であった． この

新規圧迫材の使用により，医療機関側の医療材料

負担，マンパワーや診療時間の抑制および患者側

の頻回の通院に費やす時間や交通費の削減が期待

できる．

参考文献：

1）大塩猛人,日野昌雄,大下正晃,他：乳児の膳ヘルニ

アに対する治療法についての比較検討．

日小外会誌38：768-774, 2002

2）大橋映介：膳ヘルニア．

臨床外科48:276-278, 1993

3）佐々木潔渡辺泰宏，土岐彰：腰ヘルニアの醜形

を残さない保存的治療法

小児科43: 1482-1486, 2002

4）大塩猛人，羽金和彦：本邦における乳幼児膳ヘル

ニアの診療方針に対するアンケート調査報告

日小外会誌47:47-53, 2011

5）長田伸夫，鈴江純史，橋本裕美他：日本外来小

児科学会医師会員における膳ヘルニア治療方針の

実態調査．外来小児科19：82－87， 2016

6）大塩猛人：乳児膳ヘルニア絆創膏固定法10年間513

症例の検討．小児外科44:389-394, 2012
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小児科学会地方会演題から

ﾋブ(Hib)・肺炎球菌ワクチン公費助成後の細菌性髄膜炎の変遷

福岡市立こども病院小児感染症科小野山さがの，萩尾泰明，木下さやか，松崎寛司，木下さやか，松崎寛司，水野

福岡市立こども病院総合診療科古野

福岡市立こども病院教育研修支援室原

由美

憲司

寿郎

減少し2011年を最後に見られていない．肺炎球菌

性髄膜炎も9人から5人と減少したその一方で，

GBSや大腸菌， その他の菌による髄膜炎症例は増

加した．

薬剤耐性度：インフルエンザ菌と肺炎球菌の助

成前後での薬剤感受性の変化を図2に示すイン

フルエンザ菌は，助成前24人中6人がペニシリン

耐性菌で，助成後は総数が2名だが，共にペニシ

リンに感受性があった．肺炎球菌は，調査前後共

に半数以上がペニシリン耐性で，大きな変化はな

かった．

血清型： インフルエンザ菌は全26人中， 25人

がtypeb (Hib)だった．助成後に見られたnon-b

の症例は無莱膜型(non-typeableHaemophilus

influenzae)だった肺炎球菌による髄膜炎症例

の血清型別の頻度を図3に示す．助成前は9人中

5人で血清型が判明し，全症例が13価肺炎球菌ワ

クチンに含まれる血清型だった．助成後発症の5

人中3人はワクチンに含まれない血清型で， ワク

チンに含まれる血清型であった1人はワクチン未

接種だった．助成後は9歳, 10歳など年長児の発

症があったこと，基礎疾患を持つ症例が2人いた

こと (Mondini奇形, nasalganglialhetrotopia)

が特徴的だった．

B群溶連菌(GBS)性髄膜炎:GBS髄膜炎の総

患者数は11人，年齢の中央値は日齢26だった．死

亡はなかった．後遺症を残した症例は4人で， そ

の内訳は重度精神運動発達遅滞1 ,症候性てんか

ん2，不全片麻暉1だった．調査期間の前半から

後半にかけての変化は,早発型が減少した一方で，

全症例数および遅発型は増加し，血清型では111

＜はじめに＞

小児に細菌性髄膜炎を引き起こす代表的な細菌

であるインフルエンザ菌b型（以下Hibと略する）

と肺炎球菌に対するワクチンが開発され， 劇的な

効果をあげている．福岡市では，子宮頸がん等ワ

クチン接種緊急促進事業に伴い, 2011年3月から

Hib･肺炎球菌ワクチンが公費助成された．公費

助成以降，現在の細菌性髄膜炎の起炎菌や患者背

景を明らかにすることを目的として，今回の検討

を行った

＜対象と方法＞

2004年1月から2017年12月まで14年間で当院に

入院し，髄液培養陽性で細菌性髄膜炎と診断した

患者60人を対象とした．助成前（調査期間前半：

2004年1月～2011年2月） と助成後（調査期間

後半:2011年3月～2017年12月）の， 起炎菌

薬剤耐性度患者背景および予後の違いについて

診療録を用いて後方視的に検討した．

＜結果＞

患者背景：公費助成前後での患者背景の比較を

表lに示す．総数は38人から22人と減少し死亡は

1人だった．年齢の中央値は，公費助成前の月齢

1lから公費助成後は月齢7と低下した．新生児期

に発症した症例の割合が，助成前13%から助成後

22％と増加した．基礎疾患を有する症例の割合も

2.6％から25％と増加した．

起炎菌の推移：公費助成前後で起炎菌の推移を

図lに示した．患者数は大きく減少し，起炎菌ご

とに見ると, Hib髄膜炎は24人から1人と大きく
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型が増加した．

大腸菌その他の菌：大腸菌による髄膜炎のま

とめを表2に示す．計5人で,死亡が1人だった．

全員が新生児期または乳児期早期の発症だった．

基礎疾患として，高度の膀胱尿管逆流症を有する

症例が存在し, urosepsisから髄膜炎への進展が

疑われた調査期間後半にはABPC耐性やESBL

産生など耐性菌があった． その他の起炎菌による

細菌性髄膜炎患者は5人ですべて調査期間後半の

症例だった． （表3） インフルエンザ菌non-bの症

例を除いた4人は，脳脊髄シャントを有する，無

脾症， など髄膜炎発症のリスクとなり得る基礎疾

患を有した．

図1 助成前後での起炎菌の推移
人）１

０１

８
６
４

?鬘
| I
｢~1

11
r－1

l'二

ﾄ

司
川 ﾛ■
亘薑通

‐1■■

i=垂11|I２
０ IH
2004200S20062007ZOO8ZOO9201020ユ1201220132014201520162017

〔．Hib:"oemophjusinjYIJenzoetypeb"GBS:Srreptococcuscgqﾉocrjqe

l■S"eprococα′spneumo,WOG■■ E､coli:Esche"にﾉ,iqco〃 騒閣その他

図2助成前後での薬剤感受性の変化

インフルエンザ桿菌 肺炎球菌

唾，
＜考察＞

細菌性髄膜炎は，抗菌薬療法の発達した現代に

おいても，発症すれば致死率は高く，重篤な後遺

症を残すリスクのある疾患である． 日本では年間

約1,500人の発症があり， そのうち5歳以下の小

児が約半数を占め，小児では決して侮れない疾患

である．

小児の細菌性髄膜炎の起炎菌は，従来はHib,

肺炎球菌GBSが主だった． 日本では, 2008年

12月にHibワクチン （アクトヒブ⑧）が, 2010年

2月から7価肺炎球菌結合型ワクチン （プレベ

ナー7③）が国内で接種可能となったが，接種開

始当初は任意接種であることから接種率は高くな

かった． ワクチン接種に対して公費助成が開始さ

れたことで接種率が上昇したと考えられている．

Hib･肺炎球菌ワクチンが公費助成開始された後

に， そのほかの侵襲性感染症と同様髄膜炎の発症

数は激減し,ワクチンの効果が発揮されている(文

献l)

今回私たちは，福岡市でワクチンの公費助成開

始された前後で， 当院で加療を行なった細菌性髄

膜炎の変遷を検討した総患者数は約2/3に減少

し，特にHibは著名に減少，肺炎球菌は約半数と

なった当院の結果も， ワクチン公費助成が細菌

性髄膜炎の患者数を減らすことに有効であること

を裏付ける結果だった．

公費助成後にワクチン対象の細菌性髄膜炎の総

数は減少する一方で，助成後（調査期間後半）の

7年間で22人に細菌性髄膜炎の発症があり，未だ

2

助成前

l､､-DPssP

卿§駕隠、馬淵
"BLNAR

■BLPAR

p無英膜型

助成後

図3肺炎球菌性髄膜炎血清型の内訳

助成前(n=9) I震莇齢助成後(n=5)
５
４
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一
一
「皇i輿-m
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(人）
5

GBS髄膜炎症例のまとめ
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髄膜炎が疑われる場合は， カルバペネム系の抗菌

薬の使用を検討する必要があるかもしれない． さ

らに，その他の細菌による髄膜炎が増加していた

が， 当院では2015年に脳神経外科が新しく開設さ

れ，脳脊髄液シャントを有する通院患者が増えた

ことは，その他の細菌（特に表皮ブ菌）による髄

膜炎症例の増加と関係していると考えられる（表

3)．

日本と諸外国における，細菌性髄膜炎の疫学の

最近の傾向を表4にまとめた.新庄ら(文献2)は，

2013-2015年の日本小児の細菌性髄膜炎の疫学

を, Hib･肺炎球菌ワクチン導入前のそれと比較

し報告した． ワクチンの導入後,Hib,肺炎球菌

による髄膜炎症例は著明に減少し，現在ではGBS

が最も多い起炎菌となった．諸外国からは， アメ

リカ， フインランド，台湾からの報告（文献3－

5）があった．近年の傾向として総患者数，その

中でも肺炎球菌性髄膜炎が減少したこと，死亡率

の変化はなかったこと，近年は新生児のGBS髄膜

細菌性髄膜炎の発症はゼロにはなっていないこと

を再認識した．助成後の起炎菌で最も多かった

のはGBSだった. GBSの中でも早発型は減少し，

2008年に産婦人科診療ガイドラインが改定され，

新生児GBS感染の予防対策としてGBS保菌診断と

取扱に関する事項が示されるようになった影響が

あると考えられた（図4)． しかし，遅発型はむ

しろ増加しており，いかにして遅発型のGBS発症

を減らすかが今後の課題である． また，薬剤耐性

を持つ大腸菌，そのほかの細菌による髄膜炎患者

数の増加も特徴的だった（表2)．大腸菌による

細菌性髄膜炎は新生児期から月齢3未満の乳児に

多く， 当院でも同様の結果だった．現在の細菌性

髄膜炎の治療ガイドラインでは，新生児における

標準治療薬は広域ペニシリン＋第3世代セフェム

である．起炎菌がESRL産生など薬剤耐性菌だっ

た場合，効果が期待できないことが予想される．

今後は，髄液のグラム染色検査でグラム陰性桿菌

が検出され大腸菌やそのほかの腸内細菌科による

表2大腸菌による髄膜炎症例のまとめ表1 公費助成前後での患者背景の比較

灘隼)棚剰鰕性 基礎獺 予後
公賀助成後公賀助成前

22（死亡O）

月齢7（日齢1－10歳）

5（22.7％）

9（40.9％）

患者数（人）

年齢中央値

新生児

ワクチン接種

起炎菌（人）

Hib

S・pneurnonﾉae

GBS

E・COIi

その他

聖誤麓疾患あり

38（死亡1）

月齢11（日齢4－5歳）

5（13.1％）

前半 日齢9 女 ABPC耐性なし 腎諾拡張 死r

(2004)
0■■ 三 二三 ■■l■■1■■■■■ー＝＝一■ー‐■■＝一一■■■■■■1■■ー＝■■■■l■ﾛ■ｰ-ｰ－1■■■■ｰー■■■■■■■■■■lーー■■■■■■ｰ■■■■■■■■■■

後半 日齢1 女 ABPC耐件あり なし 後鐵諭し

(2012)

日綿11 男 ABPC耐性なし 腎孟拡張 後置症なし

（2015）

日齢122 男 ESBL産牛 左VUR5度 後遺症なし

(2016) 21t(somy

日齢29 男 ESBL産牛 右VUR5度 後攪淀なし

（2017） 左水腎水尿管稀

24

9

4

1

0

1（2.6％） ｊ％５２く

１
５
７
４
５
６

表4日本・他国での細菌性髄膜炎の変遷表3そのほかの細菌性髄膜炎症例のまとめ

特徴
墓礎疾患年齢 起炎菌

日本(z）
小児患者

2011－12，2013－20ユ5の比較

･総患者数は1/3に現象
･Hib，肺炎球菌が，或少

･起炎函としてGBSが最多

1998－1999年とZOO3－2007年の比較

･肺炎球菌、Hib，リステリアの悪者数は減少
･死亡率は変化なし ・墓甑篭疾患10％

･GBSの遅発型は不変

ｼﾙピｳｽ裂くも膜襄胞

CPシャント留置後

ｷｱﾘ奇形2型

VPシャント留置後

無脾症

単心室(Glenn術後）

超低出生体重児

早産児

1歳 S・epjdem7Ms

Z歳 S.印/虎ﾉmjd庵

S.galiOlytrussubsp.
1歳

pasteL"bnus(S.bovis)

1歳 LjSte"amo/7ocytogenes

H・加"uenzaenon-b
3歳

非英膜型

アメリカ（3）

全圃調査

フィンランド(4)
今圃調査

1995－ZO14年

･総数は半数に減少し、肺炎球菌、§遡漢炎函が減少
･死亡率は変化なし

･平均年齢が上昇

1984－ZO1z年

･Hib感肺炎球菌、GBSが減少
･大腸菌は増加

台湾s》
単一施股基礎疾患なし
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炎がもっとも多い起炎菌となっていること，が共

通していた．

今回の検討の限界としては，福岡市立こども病

院という単一施設における検討であり，地域の特

徴を反映したものとは必ずしも言えないことが挙

げられる． 当院の特色によって細菌性髄膜炎と関

係する基礎疾患（膀胱尿管逆流,無脾症,VPシャ

ントなど）を持つ患者が多く集まっている可能性

はある．

＜まとめ＞

ヒブ(Hib) ･肺炎球菌ワクチン公費助成後で，

細菌性髄膜炎の変遷をまとめたワクチンの公費

助成で，髄膜炎患者数の減少が見られたが， ワク

チンに含まれない菌，血清型による髄膜炎の発症

は増加傾向にあった.治療の選択には基礎疾患や，

薬剤耐性菌を念頭におくことが今後は必要だと考

えられる
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【201B年9月】 談窓口において，相談対応者として年に1回以上

協力したことのある常勤の小児科医です．

入退院支援加算の対象である｢退院困難な要因」

に，虐待や生活困窮等により入院早期から福祉な

どの関係機関との連携が必要な状態および小児に

おける退院困難な場合が加えられました小児加

算：200点（退院時1回）です．

小児科療養指導料の対象患者に，医療的ケアが

必要な時に該当する患者が追加されました．患者

の通学する学校との情報共有・連携を要件としま

す．

在宅で療養しながら，生活する小児への支援を

充実するために，医療的ケアが必要な児において

は，長時間訪問看護加算の算定が週1日から，週

3日まで拡大されました．乳幼児の訪問看護を推

進するために，乳幼児加算の評価が充実されまし

た．すなわち，訪問看護基本療養費などの乳幼児

加算を50点から150点に増加する等です．

（福岡県小児科審査員連絡会）

●4月の保険改定での変更点いろいろ●

今回の保険診療メモは， 4月の診療報酬改定で

変更になった点のいくつかを記載します．

遺伝学的検査の対象疾患の追加と検査料の細分

化が行われました．先天異常症候群，遺伝性自己

炎症性疾患，エプスタイン症候群の3疾患が追加

になり，現行の3,880点から，処理が容易なもの，

複雑なもの,きわめて複雑なものの3種類に変更，

それぞれ3,880点， 5,000点， 8,000点になりまし

た．たくさんの疾患がありますので，成書をご参

照ください．検査の実施に当たっては，個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取り扱いのためのガイダ

ンス」及び関係学会における「医療における遺伝

【201S年10月】

冒誼"三険審杳員i 』1ロー
I■■■■■■

●フェリチンと血中ケトン体：

血液化学検査の包括部分から考える●

学的検査・診断に関するガイドライン」を遵守し

てください．

小児入院医療管理料の包括範囲の見直しが行わ

れました小児入院医療管理料1および2につい

て，その診療実態を踏まえ， 「がん拠点病院加算」

および「緩和ケア診療加算」の算定が可能になり

ました． また，小児慢性特定疾病医療費の支給認

定を受けている患者については，小児特定集中治

療室管理料の算定対象年齢が15歳未満から20歳

未満に引き上げられました

小児かかりつけ診療料の見直しですが，医師の

負担を軽減し，一層の普及を図る観点から，在宅

当番医制等により地域における夜間・休日の小児

科外来診療に定期的に協力する常勤小児科医が配

置された医療機関について，時間外の相談対応に

ついて，地域の在宅当番医などを案内することで

もよいこととすると記載きれております．具体的

には地域の夜間・休日の小児科外来診療に月1回

以上の頻度で協力するか， ＃8000などの電話相

一線小児科医の理解が十分ではない，血液化学

検査をめぐる審査の視点を解説します．

医科点数表の第3部検査･DOO7血液化学検

査 （生化学検査I)にはl.総ビリルビンから総

蛋白，尿素窒素， クレアチニン，電解質脂質，

クレアチンキナーゼとつづき，鉄，不飽和鉄結合

能（比色法)，鉄結合能（比色法)，血中ケトン体・

糖・クロール検査（試験紙法・アンプル法・固定

化電極によるもの）など29項目 （各11点). 2.

リン脂質(15点)． 3.肝酵素(AST, ALT),総

コレステロール,HDLなど5項目 (17点). 4.蛋

白分画,LDL(18点） とつづき, 8.マンガン(27

点） までに40項目を超え,28.フェリチン半定量・

定量(111点),そして, 62.25－ジヒドロキシビ

タミンD(400点）まであります．

そして，その注には「1回に採取した血液を用

いて本区分のlから8までに掲げる検査を行った

場合は，検査項目数に応じて算定する． イ 5－
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7項目 93点， ロ 8－9項目 99点，ハ 10

項目以上112点.」とあります． いわゆる包括

算定です．診療所では4項目以内の個別算定がみ

られますが，大学や病院ではほとんどが10項目

以上の検査が施行されて，ハ(112点）でマイナ

スになりうる算定がされています．医療の質と経

済性のバランスを各施設･医師の判断にゆだねて，

皆保険制度を維持するための仕組みといえます．

なお検体検査判断料(DO26)が，生化学的検

査(I),同(n) -内分泌，腫瘍マーカーなど，

免疫学的検査，微生物学的検査の区分ごとに144

-150点， 月1回算定されます．

のうえでも共通する問題があります．

乳幼児が脱水におちいりやすいこと， その際，

低血糖やケトーシス（ケトン性低血糖症）をとも

なうことから，輸液内容と速度，投与量は小児科

診療の入り口です．飢餓（空腹）状態の血糖維持

としての糖新生， さらに脂肪酸代謝によるアセト

酢酸などのケトン体利用がホメオスタシスの一端

とされていますからケトン体の上昇の把握は重要

です． その場合，尿中ケトン体の検出と血中ケト

ン体の検出があります． ここでも，生化学的検査

(I)の包括部分に血中グルコース， ケトン（電

極法）があることに注意してください．

まずは，尿を採取して試験紙を用いて判定する

方法が行われて，ケトン体（試験紙法一ニトロプ

ルシドNa発色法）が， 蛋白定性， グルコース，

ビリルビン，潜血反応，尿細菌， 白血球， アルブ

ミンなどと一緒に検査されます． このDOOO尿中

一般物質定性半定性検査（26点）は1回につき

所定点数を算定できますので，治療（輸液）すれ

ば，その効果判定と考え， 2回の検査が認められ

ます． なお尿定性検査にかかわる判断料の算定は

できません．

脱水により採尿できないとき， あるいはより深

刻な病態では血液中のケトン体上昇を検査する必

要がありましょうが，所定点数と判断料でかなり

の負担増となるため，適応が問われます． さらに

この場合にも，血液生化学的(I)DOO7には包

括範囲1と包括範囲外の10．血中ケトン体があ

ります．前者は，血中ケトン体・糖・クロール検

査（試験紙・固定化酵素電極）で，実際には固定

化酵素電極法： 「フリースタイルプレシジョンネ

オ(ABBOTT社)」などが，糖尿病管理のため

に普及しているようです．血中ケトン体は，糖代

謝異常の代表，糖尿病での脂肪酸利用増加を反映

するからです．

さらに，生化学的検査の包括範囲外にある10．

血中ケトン体（30点）は，吸光光度法によりケ

トン総量， アセト酢酸， ヒドロキシ酪酸などを測

定してえられます．血清あるいは血漿を検体にす

ることにより測定所要時間に差があるようです．

20. ケトン体分画(59点)には,細胞内エネルギー

低下と肝臓内ミトコンドリア機能， アセト酢酸

／ヒドロキシ酪酸比と肝予備能指標などの評価

そこで次のような約束事ができます．

1． フェリチン半手定量・定量（111点）につい

ては,鉄欠乏性貧血（疑い）の病名があっても，

血清鉄と不飽和鉄結合能（比色法）あるいは鉄

結合能（比色法）が検査されていなければ， そ

の算定は認めない． まず包括項目内で診断すべ

きで，それ以上の鉄代謝にかかわる臨床的意義

について，一定の間隔で，認めるということで

す．

フェリチンは，悪性疾患や膠原病，血球負食

症など組織破壊や網内系賦活化（サイトカイン

上昇）を反映して有用ですが，臓器特異度に乏

しく，他の検査が同時に行われていれば問題視

されます． フェリチンの保険点数(114点）は，

単独で生化学的検査(I)の1－8に含まれる

検査10項目以上(112点）にほぼ相当するこ

とをあらためて意識してください．

2． たとえ糖尿病疑いがあってもHbAlC(49点）

-DOO5血液形態・機能検査一が査定されて

納得がいかないことがあるでしょう．血中グル

コース検査がなければ査定されるのは同様の論

理です．生化学的検査の包括部分で血中グル

コース値の上昇を認めて，次に行われるべきと

考えます．

3．血中ケトン体をめぐって．

「脱水や代謝性アシドーシス,ケトーシス」と｢鉄

欠乏性貧血」とはまったく異なる病態ですが， と

もに小児と〈に乳幼児によくみられて，保険審査
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たのかについては先生方の良識に任せられてい

ますので，適正な算定をお願いいたします．

(2)小か診の算定には，書面による説明と同意が

必要です．

「小か診算定の要件となる指導等を行う旨を

患者に対して書面（筆者注：指導内容および書

面例については厚生局HP等を参照）を交付し

て説明し， 同意を得ること.」とされています，

また，かかりつけ医として上記の指導等を行っ

ている旨を外来受付等の見やすい場所に掲示し

ていること， も要件です．

(3)小か診を算定できるのは, 1人の患者につき

lか所の保険医療機関です．

同意を得る際には， 同意書に「小児かかりつ

け診療料は1人の患者さんにつきlか所の医療

機関が対象となっています．他の医療機関で同

じ説明を受けた方は，署名する前にお申し出く

ださい.」などと但し書きし，確認することが

必要です． また，小か診の算定要件のひとつと

して，かかりつけ医は「患者が受診している医

療機関を全て把握する」こととされており， 同

意を得た後も，他院への受診状況について問診

を行い， 「かかりつけ医」を変更していないか

を確認する必要があります．

(4)小か診を算定する医療機関では，抗菌薬の適

正使用が求められます．

「小か診を算定する場合（小児科外来診療料

も同様)，抗菌薬の適正な使用を推進するため，

「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に，抗

菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組を

行っていること.」とされており，小児抗菌薬

適正使用支援加算の算定の有無にかかわらず，

全患者に対して抗菌薬の適正使用が求められま

す．初診時に抗菌薬を処方しなかった患児の大

半で2回目の受診時に抗生剤を投与したり，年

長児では高い割合で抗生剤を投与している医療

機関が散見されます． 「手引き」に準じた適正

な投与であるのかをご確認ください．抗菌薬投

与の頻度によっては，算定要件を満たさないと

して診療報酬の返還を求められる可能性もあり

ます．

(5)小か診は， 3歳未満で算定を開始すれば就学

前まで算定できます．

の意義あるとされていますが，上記のようにケト

ン総量と分画はほぼ同一方法で行われています．

保険請求上は「ケトン体およびケトン分画の検査

を併せて実施した場合は， ケトン分画の所定点数

のみ算定する」ことになり，適切な傷病名が必要

です．

このように見ていきますと，いくつかの総合病

院救急外来から尿検査や生化学的検査の包括部分

をこえた血中ケトン体の請求が多くみられるのは

気がかりです．重篤な病態の把握を意図して選ば

れた例に行われているのでしょうか？ さらに，

37．血液ガス検査(140点）で代謝性アシドーシ

スの評価をすることに重複はないでしょうか？

検討の余地があります．

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2018年11月】

●小児かかりつけ診療料：

ルールを守って算定しましよう●

本年4月の診療報酬改定により，小児かかりつ

け診療料（小か診）の届出を行うことで，初診時

に機能強化加算と小児抗菌薬適正使用支援加算を

算定できるようになったため，福岡県の届出数は

前年度に比べ約l.7倍に増えました． そのためで

しょうか， 自院のかかりつけ患児が，初めて受診

したと思われる近隣の小児科で小か診の同意書を

取られた， などの苦情を聞くようになりました．

今回は,繰り返しになりますが,小か診の算定ルー

ルのいくつかを確認したいと思います．

(1)小か診の算定には， 自院を4回以上受診して

いることが必要です．

「小か診は， 当該保険医療機関を4回以上受

診（予防接種の実施等を目的とした保険外のも

のを含む.） した未就学児（3歳以上の患者に

あっては， 3歳未満から小か診を算定している

ものに限る. ）の患者を対象とする.」とされて

います．予防接種や乳児健診で受診した回数も

含めてよいため，保険診療の第1回目からの算

定も可能です．保険外診療については通常の審

査では確認できません．本当に4回以上受診し
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上記(1)に記載したとおり, 3歳未満より

小か診を算定している患児においては，小児科

外来診療料とは異なり， 3歳以上となっても小

学校入学前まで算定が可能です（小児抗菌薬適

正使用支援加算を含む)． しかし， 3歳以降で

一度でも出来高を選択した場合には，以後小か

診の算定はできません．

「小児かかりつけ診療料｣， 「機能強化加算｣，

｢小児抗菌薬適正使用支援加算」の組み合わせ

により初診時に大きな増点となり，初診の多い

小児科には有利です． しかし，算定要件を守ら

ないと，先生方の肉体的・精神的なご負担が増

えたうえに，医師同士で， または後日に嫌な思

いをすることになります．算定ルールの遵守を

よろしくお願いいたします．

（福岡県小児科審査員連絡会）

薬剤を用いた吸入の算定方法は2）または3）

となりますが， いずれも再診の際には外来管理加

算(52点）が算定できません(AOO1再診料注8:

処置等が行われた場合については外来管理加算は

算定できない)．初診の際にはネブライザーまた

は超音波ネブライザーで請求しながら，再診時に

は1) として処置料は請求せずに薬剤料十外来管

理加算で請求をしている例について，保険者から

疑義が出ているのです．

ちなみに，吸入療法によく使用される薬剤のう

ち,ベネトリン吸入液が(吸入器を用いて）となっ

ている他は， インタール吸入液（電動式ネブライ

ザーを用いて)， メプチン吸入液・吸入液ユニッ

ト （ネブライザーを用いて)，パルミコート吸入

液（ネブライザーを用いて． その際はジェット式

ネブライザーを使用すること)， などと使用する

器材に関する記載があります． なお，パルミコー

トなどのステロイド吸入薬を外来で一時的に使用

することは原則査定対象となります（パルミコー

トの基本的注意事項：既に起きている発作を速や

かに軽減する薬剤ではないので，毎日規則正しく

使用する． なお，通常本剤の効果は投与開始から

2～8日で認められ，最大効果は4～6週間の継

続投与で得られる)．

電動式ネブライザーで使用すると記載があるイ

ンタールについて，本年10月31日に基金本部か

ら， 「ネブライザー（または超音波ネブライザー）

で吸入することとし，外来管理加算の算定は認め

ない」由の通達が出ましたいずれ統一した審査

基準になれば，他の薬剤を用いた吸入療法につい

ても再診時の外来管理加算が査定対象となると思

われます．可及的速やかに請求方法の改善をお願

いします．

本通達の対象は小児科専門の医療機関だけでは

ありませんので，審査委員会から全医療機関への

文書を準備中です．二重にお受け取りになること

になりますが， ご了承ください．

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2018年12月】

●吸入療法の算定方法●

全国統一の審査基準の集約に向けて， いわゆる

ローカルルールを整理しようとする動きが活発に

なってきました． その一つとして， 当県で多数の

医療機関で行われている吸入の算定方法が対象と

なりそうな気配です． この件に関しては保険者か

らの再審査請求も急増しています．

そもそも，吸入は保険点数的に3つの請求方法

があります. 1)基本診察料（初診料や再診料）

に含まれるため保険点数を持たないもの， 2）ネ

ブライザー（1回に付き12点), 3)超音波ネブ

ライザー（1日に付き24点）です． 2）は外来

のみ， 3）では使用した酸素の金額を別途請求で

きるなどの差はありますが，超音波ネブライザー

の器材を使用して2）で請求することは問題あり

ません． しかしながら, 1)については歴史的経

緯として，単に水蒸気を吸入させることを指して

いたこともあり，薬剤の使用はできないというの

が一般的な解釈です．当県を含む数県を除きます

と,ほぼ全国的にはそのように判断されています．

薬剤料が適応外として査定されることになりま

す．
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ド結合体） ；エクリズマブを投与する患者に使

用する場合

エクリズマブ（商品名；ソリリス）は発作性

夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制，非典

型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管

障害の抑制，全身性重症筋無力症（免疫グロブ

リン大量静注療法又は血液浄化療法による症状

の管理が困難な場合に限る）の適応を持つ抗補

体(C5)モノクローナル抗体製剤です．本剤

の投与により髄膜炎菌感染症を発症することが

あり，死亡例が認められているため，添付文書

の警告に緊急な治療を要する等を除いて原則本

剤投与前に髄膜炎菌ワクチンを接種すること，

必要に応じてワクチンの追加接種を考慮するこ

とと記載されています．

【2019年1月】

●健康保険適応のあるワクチン●

健康保険に適応のあるワクチンがいくつかあり

ますが，その適応は限られています．保険請求す

る際には，その適応がわかる傷病名やコメントの

記載が必要です．

1．破傷風トキソイド；外傷後の破傷風発症予防

で使用した場合

外傷を受けた際，破傷風トキソイドを抗破傷

風ヒト免疫グロブリンと組み合わせて接種する

ことで破傷風の発症を予防する方法です．創部

の状態や， この予防接種の回数，最終接種から

の年数を組み合わせて，破傷風トキソイド，抗

破傷風ヒト免疫グロブリンの投与を行うかを判

断することが推奨されています．

4． 23価肺炎球菌莱膜多糖体ワクチン； 「2歳以

上の脾摘患者における肺炎球菌による感染症の

発症予防」の目的で使用した場合．

保険請求上は，摘脾していることが分かる傷

病名またはコメントが必要です．

2．狂犬病ワクチン；暴露後（咬傷後）の発症予

防で使用した場合

狂犬病は犬に限らずほとんどすべての哺乳類

動物が罹患する． その咬傷によって人に感染す

れば治療法は無くまず100％死に至る疾患で

す． 日本では1957年以降（海外で犬に咬まれ

帰国後発症した輸入症例を除いて）人にも動物

にも発症していません． しかし，海外には狂犬

病常在地が多く，注意が必要です．海外で狂犬

病が疑われる動物による咬傷などの暴露を受け

た場合は水と石鹸で傷口を十分洗い， アルコー

ルやポピヨンヨードなどの消毒液で消毒した上

抗狂犬病免疫グロブリンと現行ワクチンによる

発症予防をするように勧告されています． ワク

チンの接種回数は1回目を0日として3，7，

14, 30, 90日の6回です．破傷風ワクチンを

併用する場合もあります．以上は事前にワクチ

ンをうけていない場合の対処法でワクチンを受

けていた場合の対処法とは異なります． 2018

年度版予防接種ガイドラインに詳細については

専門家の意見を求めることが必要とされていま

す．

5. B型肝炎ワクチン;下記の3つの場合ですが，

②では業務上の場合は労災保険，業務外が健康

保険等の適応なります．

①血友病患者に「B型肝炎の予防」の目的で使

用した場合

②「HBs抗原陽性でかつHBe抗原陽性の血液

による汚染事故後B型肝炎発症予防（抗

HBs人免疫グロブリンとの併用)」の目的で

使用した場合

1）当該負傷を原因としてHBs抗原陽性で

かつHBe抗原陽性血液に汚染を受けたこ

とが明らかで洗浄，消毒，縫合等の処置と

ともに抗HBs人免疫グロブリンの注射に

加え，本剤の接種が行なわれた場合

2）既存の負傷にHBs抗原陽性でかつHBe

抗原陽性血液が付着し，汚染を受けたこと

が明らかで上記l)と同様の処置が行なわ

れた場合

③「B型肝炎ウイルス母子感染予防（抗HBs

人免疫グロブリンとの併用)」の目的で使用3．4価髄膜炎菌ワクチン（ジフテリアトキソイ
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かつ,HBc抗体陽性またはHBs抗体陽性である

既往感染者からの再活性化(denovoB型肝炎）

に分かれます．特に，成人でのdenovoB型肝

炎では，通常のB型急性肝炎に比べて劇症化率が

有意に高く，劇症化した場合の死亡率はほぼ

100%といっていい状況です． このことから，免

疫抑制療法や化学療法， さらには, C型肝炎抗ウ

イルス療法などの開始前に, HBV感染者や既往

感染者ではないかどうかの検査が求められてお

り，保険診療上， ガイドラインに基づいて, B型

肝炎関連検査が認められています． （図1)小児

科領域での実証的な研究が， まだまだ十分とはい

えないものの， リスクがあることは明らかで，小

児でも慎重な対応が求められます． まず，第1

のステップは，全例行われるべき,HBs抗原に

よるスクリーニングです（図1の①).HBs抗原

は, HBs抗原(88点）で算定します． 旧来, B

型肝炎の疑いでスクリーニング検査する場合に

は, HBs抗原定性・半定量(29点）の算定が求

められていましたが,HBs抗原定性･半定量では，

感度に問題があることやHBs抗原定性・半定量

(29点）の算定に該当するHBs抗原検査を実施

している病院検査室は，今はまずないことから，

現在では, B型肝炎の疑いでも, HBs抗原定量

検査が認められています． わが国の小児では大変

少なくなったものの， もしHBs抗原が陽性の場

合は,次のステップとして,HBe抗原,HBe抗体，

HBVDNA定量を実施し，核酸アナログの投与

を検討することになります． この場合，傷病名は

B型肝炎， あるいはB型慢性肝炎と記載します．

HBs抗原陰性の場合は，次に,HBc抗体とHBs

抗体検査を実施します（図lの②)． ガイドライ

ンでは, HBs抗原の結果を待って, HBc抗体と

HBs抗体をチェックするよう求めているわけで

すが, HBs抗原検査は，多くの病院では採血当

日に結果を出せる体制にあり， 同一検体で同日に

検査提出が可能なこと， また，小児では頻回の採

血は避けたいことから， 3検査を同日に算定する

ことは可能です．両方陰性であれば,HBVの感

染の既往なしとして，通常の対応となります． こ

の場合，傷病名は, B型肝炎ウイルス感染の既往

の疑いあるいはB型肝炎の既往の疑いとし，免疫

抑制薬投与前の検査などのコメントを摘要欄に記

した場合

1)HBs抗原陽性の妊婦から出生した乳児

に対する抗HBs人免疫グロブリン投与及

びB型肝炎ワクチン

添付文書にも, HBs抗原陽性の妊婦か

ら出生した乳児に対するHBs抗原,HBs

抗体の検査，抗HBs人免疫グロブリン投

与及びB型肝炎ワクチン接種が健康保険で

給付されることが明記されています． また

能動的HBs抗体が獲得されない場合には，

追加接種をすることも記載されています．

2016年10月1日より開始された1歳未

満の小児に接種される定期接種の対象とは

ならないので注意が必要です．

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2019年2月】

●免疫抑制・化学療法･C型肝炎の抗ウイルス

療法等におけるB型肝炎関連検査について●

HBV感染者あるいは既往感染者において，免

疫抑制療法や化学療法によりHBVが再増殖し，

再活性化して，重篤な肝障害（時に劇症肝炎）を

起こすことが注目され，厚生労働省研究班から

｢免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対

策ガイドライン」 （肝臓50巻1号38-42,2009）

が公表されて， 10年が経過します． その後，生

物学的製剤，殊に各種のmab (monoclonal

antibody)製剤の登場による特異的な免疫抑制療

法の発展や，種々のC型肝炎抗ウイルス薬の登場

により，その治療過程でも, HBV感染者あるい

は既往感染者にHBVの再活性化が起こり，重篤

な肝障害のリスクがあることがわかってきまし

た．現在，そのガイドラインは， 日本肝臓学会の

ホームページに，第3版(2017年8月） として

公表されています. https://www.jsh・orjp/files/

uploads/資料3－免疫抑制・化学療法により発症

するB型肝炎対策ガイドラインーv3_Sept2017.pdf

今回は， このガイドラインを参考にしながら，保

険診療上の留意点を述べます. HBVの再活性化

は，キャリアからの再活性化と,HBs抗原陰性で，
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法では, HBV再活性化のリスクがある．免疫抑

制療法では，治療開始後および治療内容の変更後

(中止を含む）少なくとも6か月間は， 月1回の

HBVDNA量のモニタリングが望ましい． なお，

6カ月以降は3カ月ごとのHBVDNA量測定を

推奨するが，治療内容に応じて高感度HBs抗原

測定（感度0.0051U/ml)で代用することを考慮

する．

というガイドラインのコメントがありますが，

小児例での実証的なデータはこれからであり，成

人に比べて,症例はまれであることも考慮すれば，

現状では,治療開始後少なくとも6カ月間は, 1ヵ

月に1回のモニタリングの算定を認めていく方針

です． なお，添付文書上B型肝炎ウイルス再活

性化について注意喚起のある薬剤については，

2017年5月現在として，下記のサイトにまとめ

がありますので， ご参照ください．

https://www.jsh.orjp/files/uploads/資料4－添

付文書上B型肝炎ウイルス再燃の注意喚起のあ

る薬剤（2017年5月現在)_v2.pdfまた, B型肝

炎ワクチンが定期接種化されたわが国では， ワク

チン接種を受けた子どもたちは，成人になって

HBワクチンを受けた人たちに比べて， ほとんど

の子どもたちが,HBs抗体が陽性となり，その

陽性の持続期間も長いことが予測されます. HB

ワクチン接種者では，接種前にHBVに感染して

いない限り,HBc抗体が陽性になることはあり

ませんので,HBc抗体が陽性か陰性かが, HBV

既往感染者であるかどうかを判断する唯一の決め

手になると考えられます．一方, HBV母子垂直

感染予防を受けた児については， キャリア化やB

型肝炎の発症を免れたと思われるケースでも，成

人で現在みられているHBV既往感染者と同様の

感染既往状態の児が，少数例ながら含まれる可能

性があり，特に, HBV感染母体から経胎盤的に

移行したHBc抗体が1歳前後で陰性化したのち，

再度陽転化した児では，その状態が疑われます．

このため，福岡県では, HBV母子感染予防を受

けた児のフォローで， 1歳半～3歳までの間に，

HBs抗原, HBs抗体検査とともに, HBc抗体検

査も合わせて実施することを認めています．

載し，転帰は中止です． どちらか一方が陽性の場

合は,HBV既往感染者として，治療開始前ある

いは治療中に,HBVDNA定量検査を実施し，

HBV再活性化のモニタリングを行うことになり

ます． この場合，傷病名は, B型肝炎ウイルス感

染症の既往あるいはB型肝炎の既往とし， コメン

トに免疫抑制薬の投与前または投与中と記載しま

す（図1の③). HBVの再活性化のモニタリング

は, HBVDNA定量とAST/ALTで行います．

B型肝炎の発症は，一般に血中のHBVDNAの

陽性化のあとに起こります． 再活性化の判断を，

HBVDNA定量値で201U/ml(1.3LoglU/ml)

以上としており，未満の場合には，症例ごとに治

療内容を考慮して， 1～3カ月に1回のモニタリ

ングを継続します. 201U/ml (1.3LoglU/ml)以

上の場合は，核酸アナログの即時の投与が必要と

されています． このように，治療中にHBVDNA

が陽性化し，核酸アナログの投与が必要となった

場合の傷病名は, B型肝炎の再活性化あるいはB

型肝炎ウイルス感染の再活性化とし,コメントに，

免疫抑制療法によりHBVの再活性化をおこした

ためなどの記載をします（図lの④)． なお，各

療法が終了した後も継続してHBVDNA定量を

実施される場合は，治療の終了日の記載を求めて

います． さて，悩ましいのは，治療内容を考慮し

て, HBVDNA定量とAST/ALTによるモニタ

リングをどのくらいの頻度で， どのくらいまで認

めるかという点です．成人例では, 1) リツキシ

マブ（±ステロイド)， フルダラビンを用いる化

学療法および造血幹細胞移植では，既往感染者か

らのHBV再活性化が高リスクであり，注意が必

要である．治療中および治療終了後少なくとも

12カ月の間, HBVDNAを月1回モニタリング

する．造血幹細胞移植例は，移植後長期間のモニ

タリングが必要である． 2）通常の化学療法およ

び免疫作用を有する分子標的治療薬を併用する場

合：は，頻度は少ないながら, HBV再活性化の

リスクがある. HBVDNA量のモニタリングはl

～3ヵ月ごとを目安とし，治療内容を考慮して間

隔および期間を検討する．血液悪性疾患において

は慎重な対応が望ましい． 3）副腎皮質ステロイ

ド薬，免疫抑制薬免疫抑制作用あるいは免疫修

飾作用を有する分子標的治療薬による免疫抑制療
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ゾフルーザ

既存薬とは作用機序の異なる抗インフルエンザ

薬で，昨シーズン終盤より処方可能となっていま

す．算定時の注意点は他の抗インフルエンザ薬と

同様ですが，新規薬剤ですので取り上げました

現在のところ剤形は錠剤のみで, 12歳以上は成

人量, 12歳未満は体重による投与量の選択となっ

ています．審査時は，年齢や他の処方薬より体重

を推定しています．標準体重の範囲を逸脱してい

る場合は,投与時体重のコメントをお願いします．

また， 「小児に対しては，本剤を適切に経口投与

できると判断された場合にのみ投与すること.」

とされており，嘔吐のための再処方や他の抗イン

フルエンザ薬の追加投与は原則として認めていま

せん．
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図1 ：免疫抑制・化学療法･C型肝炎の抗ウイル

ス療法等におけるB型肝炎関連検査のアル

ゴリズムと適正な保険傷病名やコメント

インチュニブ

同効薬のストラテラやコンサータと同様に，心

血管系に対する影響を観察する必要がある薬剤で

す．本薬剤は他の二剤に比べ投与条件が少し厳し

く，重要な基本的注意として投与前の心電図検査

が求められています． しかし， 同月にインチュニ

ブの処方がない場合には，傷病名がAD/HDの

みでは心電図が査定されるため， 同薬投与予定で

ある旨のコメントの記入をお願いします． また，

心疾患やその既往，心電図異常があった場合は，

定期的な心電図検査も必要です．

【2019年3月】

●処方やレセプト請求時に注意が必要な薬剤●

処方時に検査が必要な薬剤， レセプトで気をつ

ける薬剤をピックアップしてみました

生物学的製剤（トシリズマブ， アダリムマブ， イ

ンフリキシマブ，エタネルセプト，アバタセプト，

カナキヌマブ）

初回投与時の結核スクリーニングについて述べ

ます．生物学的製剤が適応となる確定病名を傷病

名欄に， コメントとして生物学的製剤開始予定と

ご記入下さい． インターフェロンγ遊離試験（ク

オンティフェロン, T-SPOTなど） もしくはツベ

ルクリン反応胸部レントゲン検査は算定可能で

す．更なる精査が必要となった場合は，胸部CT

検査血算, CRP,血沈，抗酸菌培養などの検査

が行われると思われます． この場合は傷病名欄に

｢結核疑い」も追加して下さい．基本的に初回投

与時にのみ認めています． もし，投与後に新たな

結核暴露があった場合は，傷病名に「結核疑い」

を記入して， その必要性について詳記をお願いし

ます．

デイレグラ

処方日数で度々問題となる薬剤です．他科との

申し合わせにより， 30日分の処方を認めていま

す． しかしながら重要な基本的注意に， 「鼻閉症

状の強い期間のみの最小限の期間にとどめ，鼻閉

症状の緩解が見られた場合には，速やかに抗ヒス

タミン剤単独療法等への切り替えを考慮するこ

と｣， 「本剤を2週間を超えて投与したときの有効

性及び安全性は臨床試験では検討されていない」

と記載されていますので，初回投与時は原則，4

日分以内， 2回目以降は「効果あり.副作用なし」

の確認後30日分の処方をお願いします． また，

30日分を超えて処方する場合や，連月にわたっ

て長期投与される場合は必要性について症状詳記

を添付してください．
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成29年3月31日，公益社団法人日本理学療法士

協会)」が一読に値します．協会員が所属する全

国約6,000施設を対象にアンケート調査したもの

ですが，以下はその概要です．

上記報告書によると，小児に対する理学療法は

40％弱の施設で実施されていますが， ここ数年

全国的に増加傾向にあり, 100～300床未満の総

合病院，一般病院での実施率が高く，常勤の理学

療法士を10名程度配置して対応しています．

対象疾患については、 「骨・関節疾患」 （43％)，

｢脳性麻痒」 （24％)、 「神経･筋疾患」 （20％)、 「精

神運動発達遅滞」 (18%)で，運動器が多い傾向

にあります． また，精神運動発達遅滞，染色体異

常・発達障害で50％近くを占めており，筋緊張

低下，筋力低下による運動発達遅滞，行動異常等

が多いものと思われます．骨・関節疾患（43％）

には，骨折，先天性内反足， オリエール病，ペル

テス病など小児特有の骨関節疾患に加え， スポー

ツ外傷も含まれていると判断されます．

リハビリテーション料の算定については、 「運

動器｣(75％)． 「脳血管」(54％)､｢呼吸器｣(19%),

｢廃用症候群」 （11％),がん（5％),心大血（3%）

の順ですが，新生児，乳児期早期については，入

院例には其々46％， 37％，また，外来においても，

62％， 47％の施設で実施されていません． 日常生

活活動療法は，歩行練習（62％)，姿勢動作練習

(51％)，応用動作練習（45％）の順で，呼吸理学

療法は，徒手療法・体位排疾法・リラクゼーショ

ンが30％，装具療法は，下肢装具と車椅子・歩

行補助具に関する介入が30％前後という結果で

す．発達検査では，遠城寺式乳幼児発達検査が用

いられていますが，乳幼児期に限定される検査で

あるためか全体的には16%と低率です．

施行単位数は，平日は1日l～3単位が最も多

く，土曜・休日は実施していない施設が多い状況

です． また，理学療法終了の目安については、「独

歩ができる」 （37％)， 「なし」 （34％)、 「他機関へ

移行（紹介)」 （29％)､｢階段昇降ができる」（23％）

と続いていますが， その一方で「一生涯」が

10%という結果です．

小児理学療法の概況は以上の通りですが，診療

報酬上， 「リハビリテーション料」は一日6単位

(120分）まで算定可能です． しかし,小児の場合，

ヘパリン類似物質（ヒルドイドなど）

H30改定にて， 「疾病の治療を目的としたもの

であり，かつ，医師が当該保湿剤の使用が有効で

あると判断した場合を除き， これを算定しない」

とされました．現在，多くの先生方が，皮脂欠乏

症などの傷病名で処方されると思われます．保険

者からは初診料と一回処方量についての疑義が

戻ってきます．初診料を算定される場合は，以前

の皮層疾患傷病名の転帰が治癒もしくは中止と

なっているかを確認して下さい． また，以前の処

方量が多い場合や，受診間隔が短い場合もご注意

ください．処方量の対応としては，傷病の重症度

を詳記いただくとともに，塗布する部位, 1回の

塗布量，一日の塗布回数を処方葵に書いていただ

くと丁寧です． また，打撲など外傷の傷病名だけ

で処方されることがあるようですが，効能は，外

傷後（打撲，捻挫，挫傷）の腫脹･血腫･腱鞘炎・

筋肉痛・関節炎であり，外傷そのものは適応症で

はありませんのでご注意下さい．

クレナフイン，ルコナック

爪白癬治療剤です．小児科領域ではありません

が， ご開業医の先生方で成人に処方され問題にな

ることがあるので取り上げました．投与前に，直

接検鏡もしくは培養などで爪白癬と確定診断する

ことを求められます．前医で検査が行われ，診療

情報提供を受けた場合には，その旨をコメントに

ご記入くだされば認められます．長期間投与する

ことになりますので，査定となると高額になりま

す． 開始時の検査をよろしくお願いします、

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2019年4月】

●小児の理学療法（リハビリテーション）●

最近，大学病院や地域の中核病院で小児理学療

法の事例が増加傾向にあり，一般病院やクリニッ

クでも実施されつつあります．小児期の理学療法

の普及と質の向上を目指して「日本小児理学療法

学会」も発足していますが，最近の状況について

は,｢小児リハビリテーション実態調査報告書（平
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児の月年齢，病状，疲労度等を考慮する必要があ

り，一日おおよそ3単位（60分） までが適切と

考えられます．それ以上， とくに5単位以上行う

場合には，適応となる傷病･病態および実施内容，

効果についてコメント等が必要と考えられます．

なお，実施時間が20分に満たない場合は基本診

療料に含まれますので算定できません．

また，知的障害を有することが多いダウン症候

群例に対して,新生児･乳児期から理学療法を行っ

ている場合が少なくありませんが，早期からの理

学療法介入の明確なエビデンスは見当たりませ

ん． ダウン症候群を含む先天性奇形症候群の発達

予後と介入のエビデンスの蓄積と検証を要するも

のと思われます． いずれにしても， ダウン症候群

等での算定に際しては，歩行障害や知能障害，言

語障害など，改善を目指す機能障害を明示するこ

とが求められます．

現在，小児で算定されることの多い「脳血管疾

患等リハビリテーション料」について，次の機会

に概説します．

（福岡県小児科審査員連絡会）

ります

1，基本診療料・管理料など （5件）

Q-1 :同列同様な皮盧科疾患名での初診料の

算定は認められるか？例えば，乳児湿疹・

皮脂欠乏症・アトピー性皮層炎・乾燥性皮層

炎・掻痒疹

A-1 :上記のうち， アトピー性皮膚炎は慢性

疾患であり，短期の治癒は認められない．皮

脂欠乏症については外用剤の処方量や内服薬

の投与日数にもよることから個別の対応とな

る

Q-2:小児療養環境特別加算の適応疾患につ

いて． ヒトメタニューモウイルス感染症，ス

テロイド剤内服中のネフローゼ症候群は？

A-2:現在小児療養環境特別加算ワーキング

グループで種々検討中．上記疾患に関しては

認める

Q-3:溶連菌感染後の検尿の初診料算定につ

いて

A-3:過去何度も検討されてきたが，認めら

れない．再診料で請求【2019年5月】

●九州小児科審査員連絡協議会の報告● Q-4:小児カウンセリング料の算定が起算日

より2年間となっているが，病名を変更した

場合にどの程度の関連性は許容されるのか？

A-4:全く異なる疾患であれば算定は可能だ

が，同類病名で指導内容を変更では2年を超

せば算定不可

毎年，九州医学会（九州小児科学会）の期間中

に，九州各県の保険審査員で構成する九州小児科

審査員連絡協議会が開催されます．昨年はll月

17日に鹿児島市で第24回目の会議が行われまし

た． この際に各県でほぼ合意が得られたものの中

から重要と思われるものをご紹介したいと思いま

す．例年ですと協議済みとなる事項が多く，本稿

では2回に分けて紹介していましたが，昨年は深

く掘り下げた検討が行われた結果，決定数が少な

く保険診療メモは1回のみ（27件のQ&A)です．

また，多くの時間を費やした小児抗菌剤適正使

用支援加算は，当県では保険診療メモで約3回に

わたり詳述したため本稿では割愛しています． ま

た，入院で問題となる小児療養環境特別加算の適

応疾患の統一化については継続審議となり結論は

得られませんでした． しばらくは個別の対応とな

Q-5:精密持続点滴注射加算について. 1歳

未満の場合には無条件で認められるか？抗

悪性腫瘍剤は該当する薬剤か？

A-5: 1歳未満は無条件で認める．福岡県で

は局所持続注入に限らず，抗悪性腫瘍剤の点

滴静注でも全科の申し合わせで認めている

2，検査（16件）

Q-1 :蠕虫症では虫卵検出(15点),糞便塗

抹顕微鏡検査（20点）どちらで請求するの

か？
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Q-10:ビタミンD欠乏症のみで1.25(OH)

2D3は認められるか？

A-10:青本に請求できる基礎疾患が明記さ

れているので，それらが併記されていない時

には算定できない

A-1 :どちらでも認められるが，福岡市医師

会発行の検査案内では後者で請求するように

記載されている

Q-2:先天性代謝異常の検査でブロビオン酸

血症が確定した患者に対する遺伝子検査

(DOO6-4)は認められるか？

A-2:認める

Q-11 :クル病（ビタミンD欠乏症)でOC(オ

ステオカルシン）測定は認められるか？

A-11 :青本では限定的な適応が記載されて

いて認められないQ-3:起立性低血圧での負荷心電図加算は

A-3:認める

Q-12:内分泌疾患，特に副腎皮質酵素欠損

症などの定期検査で連月は認められるか？

A-12:通常は2か月か3か月に1回、 クリー

ゼなどのコメントがあれば連月でも認める場

合もある

Q-4:培養検査について. (1)嫌気性菌感

染が考え難い呼吸器感染時の血培でも嫌気性

培養を認められるか？ （2）細菌培養感受

性検査の同日算定は可か？

A-4:呼吸器感染症の病名だけでは血培は不

可．敗血症（疑い）などの傷病名があれば感

染巣に関係なく血培の嫌気性培養は認められ

る．感受性検査との同日算定は原則不可

Q-13:リツキサンやレミケードなど免疫抑

制剤投与前の「結核関連」への検査の適応範

囲は？

A-13:コメントがあれば胸写とッ反は認め

る百日咳診断での検査の範囲は？

Q-5:同日における百日咳菌核酸検出

(DO23-8)と各種抗体価(DO12-12または

DO12-44)の併施

A-5:抗原と抗体の併施は不可

Q-14:白血病治療中のT細胞サブセツト検

査とT細胞B細胞百分率検査は同時提出でも

可か？

A-14:内容が異なるので認める

Q-6:百日咳抗体価(DO12-12または

DO12-44)同士のペア血清

A-6:認められる

Q-15:学校検尿の傷病名．要精密検査対象

者のコメントがあれば,腎炎（あるいは血尿）

の病名でC3¥IgAなどは認められるか？

3歳児健診で発見された場合も同様の扱いと

なるか？

A-15:学校検尿については認める. 3歳児

健診の場合はそれぞれの検査項目の適応病名

が必要

Q-7:百日咳抗体価同士の併施（すなわち

DO12-12とDO12-44の同時検査）

A-7:認めない． いずれか一方

Q-8:予防接種投与計画のためと思われる不

自然な各種ウイルス抗体価測定について

A-8:保険診療の適応外で認められない Q-16:呼気NO(呼気ガス分析）は気管支

喘息で算定できるか？疑い例では？ 月何

回まで？

A-16:気管支喘息の確定診断例には算定可．

経過をみる上でも可だが月1回まで

3，治療 （3件）

Q-9:初診時「おむつ皮膚炎」のみの病名で

S－Mの算定は認められるか？

A-9:おむつ皮層炎のみの病名では認められ

ない
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Q-1 :パルミコート吸入液とフルタイド吸入

用のステロイド2剤併用を認められるか？

A-1 :原則認めない． ステップアップ中など

の例ではコメントが必要

については施設基準が定められており，対象疾患

は以下の通りです．

ア急性発症した脳血管疾患又はその手術後；

脳梗塞脳出血<も膜下出血脳外傷，脳

炎，急性脳症（低酸素脳症等)，髄膜炎等

イ急性発症した中枢神経疾患又はその手術

後；脳膿瘍，脊髄損傷脊髄腫瘍，脳腫瘍摘

出術などの開頭術後， てんかん重積発作等

ウ神経疾患；多発性神経炎（ギランバレー症

候群等)，多発性硬化症，末梢神経障害（顔

面神経麻痒等）等

エ慢性の神経筋疾患；パーキンソン病，脊髄

小脳変性症，運動ニューロン疾患（筋萎縮性

側索硬化症)，遺伝性運動感覚ニユーロパ

チー，末梢神経障害，皮層筋炎，多発性筋炎

等

オ失語症，失認及び失行症，高次脳機能障害

力難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言

語機能の障害；音声障害，構音障害，言語発

達障害，難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又

は人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能

の障害

キ顎・口腔の先天異常に伴う構音障害

ク舌悪性腫瘍等の手術による構音障害

ケ リハビリテーションを要する状態で，一定

程度以上の基本動作能力，応用動作能力，言

語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を

来しているもの；脳性麻痒等に伴う先天性の

発達障害等で,治療開始時のFIM(Functional

IndependenceMeasure)115以下,BI(Barthel

Index) 85以下の状態等

Q-2:アドエア吸入とフルタイド吸入の併用

は？

A-2:認められないのが原則だが，併用の必

要性についての詳記があれば考盧する

Q-3:喘息の吸入剤でステロイドにβ刺激薬

の入っている吸入薬と，ツロブテロールやホ

クナリンテープなどのβ刺激薬のテープとの

同時処方はダメとする地域が多いが？

A-3:福岡県では詳記なくても認めている

が，必要性をコメントすることが望ましい

4，処置・その他 （2件）

Q-1 :喀疲排出困難として急性気管支炎での

喀疲吸引の算定を認められるか？

A-1 :気管切開患者など，気管内からであれ

ば認められる．栄養チューブなどを使用した

下咽頭での吸引は咽頭処置の扱いとなる

Q-2:パルミコート吸入はジェット式ネブラ

イザーでのみ算定可か？

A－2：その通り．懸濁液のため超音波式ネブ

ライザーでは効果がない． また，外来での単

回の吸入は吸入ステロイド製剤の使用上の注

意（投与開始から2～8日で効果）からして

不適切

（福岡県小児科審査員連絡会）

以上ですが，小児では，明確に適応傷病名が示

されている事例を除き，判断し難い事例も少なく

ありません．

療育手帳を有する18歳未満児では，知的障害

例が肢体不自由例の約3倍認められており，精神

運動または運動発達遅滞として乳児期に理学療法

の対象とされることが多く，歩行獲得により理学

療法介入が終了となることが多い状況です.また，

知的障害を有することが多いダウン症候群例に対

して，新生児・乳児期から理学療法を行っている

場合が少なくありませんが，早期からの理学療法

【2019年6月】

●小児の理学療法（リハビリテーション）その2●

今回は， 「脳血管疾患等リハビリテーション料」

および「障害児（者） リハビリテーション料」に

ついて概説します．

1．脳血管疾患等リハビリテーション料

HOO1「脳血管疾患等リハビリテーション料」
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ルガー症侯群その他の広汎性発達障害,学習障害，介入の明確なエビデンスは見当たりません．いず

れにしても，ダウン症候群等での算定に際しては，

歩行障害や知能障害，言語障害など，改善を目指

す機能障害を明示することが求められます．

なお，小児の場合，その評価・訓練は難しい分

野とされていますが， 「高次脳機能障害」の診断

基準は以下の通りです．

I .主要症状等

l.脳の器質的病変の原因となる事故による

受傷や疾病の発症の事実が確認されてい

る．

2．現在， 日常生活または社会生活に制約が

あり，その主たる原因が記憶障害，注意障

害，遂行機能障害，社会的行動障害などの

認知障害である．

Ⅱ、検査所見

MRI, CT,脳波などにより認知障害の原

因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認

されているか， あるいは診断書により脳の器

質的病変が存在したと確認できる．

Ⅲ．除外項目

1.脳の器質的病変に基づく認知障害のうち，

身体障害として認定可能である症状を有す

るが上記主要症状（1－2）を欠くものは

除外する．

2．診断にあたり，受傷または発症以前から

有する症状と検査所見は除外する．

3．先天性疾患，周産期における脳損傷，発

注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の

障害であって，その症状が通常低年齢において発

現するものとして政令で定めるものをいう.｣と

定義されています． したがって「自閉症｣等を｢高

次脳機能障害｣として｢脳血管疾患等リハビリテー

ション料」を算定することは不適切と考えられま

す．

診療報酬は施設基準(i)～(iii)により, 1

単位が各245点， 200点， 100点で，算定要件と

して， 「1人の従事者が1人の患者に対して重点

的に個別的訓練を行う必要があると認められる場

合であって，理学療法士，作業療法士又は言語聴

覚士と患者が1対1で行うものとする.｣,また｢実

施単位数は，従事者1人につき1日18単位を標

準とし，週108単位までとする． ただし, 1日

24単位を上限とする.」， さらに「発症，手術若

しくは急性増悪又は最初に診断された日から180

日を超えている場合は, 1月13単位に限り，算

定できるものとする.」と定められています．

先稿でも述べましたが， 「リハビリテーシヨン

料」は一日6単位(120分）まで算定可能です．

しかし，小児の場合，児の月年齢，病状，疲労度

等を考慮する必要があり,一日おおよそ3単位(60

分）までが適切と考えられます．それ以上， とく
－

に5単位以上行う場合には，適応となる傷病・病

態および実施内容，効果についてコメント等が必

要と考えられます．実施時間が20分に満たない

場合は基本診療料に含まれ算定できません．達障害，進行性疾患を原因とする者は除外

する．

Ⅳ、診断

1. 1～Ⅲをすべて満たした場合は高次脳機

能障害と診断する．

2．高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変

の原因となった外傷や疾病の急性期症状を

脱した後において行う．

3．神経心理学的検査の所見を参考にするこ

とができる． 以上

2．障害児（者） リハビリテーシヨン料

周産期・新生児医療等の進歩を背景に，新生児

集中治療室等に在室後，人工呼吸器等による呼吸

管理あるいは経管栄養等の医療的ケアを要する障

害児が増加しています． このような事例が在宅医

療を目指す場合，医療・福祉サービス体制の整備

や関係機関との連携が不十分であること等が原因

で家族に多大な負担がかかっている状況が指摘さ

れています．

「障害児（者） リハビリテーション料」は，施

設基準に適合している以下の保険医療機関で行っ

た場合に算定できます．従って現時点では施設が

限られている点が問題です．

「高次脳機能障害」の診断基準で除外項目とさ

れている「発達障害」の事例を早期に発見し，発

達支援を行うこと等を目的とする「発達障害者支

援法」により， 「発達障害」は， 「自閉症， アスペ
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l.児童福祉法第42条第2号に規定する医療型

障害児入所施設

2．児童福祉法第6条の2に規定する指定医療

機関

3． リハビリテーションを実施している外来患

者のうち，概ね8割以上が以下に該当し，医

常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務している

こと等に加え，専用の機能訓練室が必要です．

肢体不自由児（者）施設以外でも障害児（者）

を受け入れ，専門的なリハビリテーションを実施

している施設がありますが，現行の算定要件が限

定的であることが最大の問題点です．

（福岡県小児科審査員連絡会）師がリハビリテーションを要すると認めた患

者である保険医療機関

1．脳性麻痒

2．胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊

髄の奇形及び障害（脳形成不全，小頭症，水

頭症，奇形症候症，二分脊椎等を含む）

3．顎・口腔の先天異常

4．先天性の体幹四肢の奇形又は変形（先天性

切断，先天性多発性関節拘縮症等を含む）

5．先天性神経代謝異常症，大脳白質変性症

6．先天性又は進行性の神経筋疾患（脊髄小脳

変性症， シャルコーマリートウース病，進行

性筋ジストロフイー症等を含む）

7．神経障害による麻痒及び後遺症（低酸素性

脳症，頭部外傷，溺水，脳炎･脳症･髄膜炎，

脊髄損傷，脳脊髄腫瘍，腕神経叢損傷・坐骨

神経損傷等回復に長期間を要する神経疾患等

を含む）

8．言語障害，聴覚障害，認知障害を伴う自閉

症等の発達障害（広汎性発達障害，注意欠陥

多動性障害，学習障害等を含む）

「障害児（者） リハビリテーション料」は患者

1人につき1日6単位まで算定できます． 1単位

当たりの点数は次の通りです．

1．6歳未満の患者の場合 225点

2．6歳以上18歳未満の患者の場合195点

3． 18歳以上の患者の場合 155点

実施に際し，医師は定期的な運動機能検査等を

もとに効果を判定， リハビリテーション実施計画

を作成し， 開始時及びその後3か月に1回以上，

患者又はその家族に対して実施計画の内容を説明

し,その要点を診療録に記載する必要があります．

また， 同一保険医療機関で， 「脳血管疾患等リハ

ビリテーション料｣， 「廃用症候群リハビリテー

ション料｣， 「運動器リハビリテーション料」等を

別に算定することはできません． さらに，専任の

常勤医師が1名以上，専従の常勤理学療法士又は

【2019年7月】

●夜間・休日の急患診療所における

診療について●

勤務医， 開業医を問わず日々の診療でお忙しい

にもかかわらず，夜間・休日に救急医療を目的に

した医療機関（以下，急患診療所と略）に出務さ

れている先生方には心から感謝申し上げます．慣

れない環境で，意思疎通が充分とはいえないス

タッフとともに， 日常の診療とはやや異なる疾患

について，それもほとんどが「一見（いちげん)」

という患者さんを診察するご苦労は一般の方々に

は到底理解できるものではありません．

そのような先生方にお願いをするのは心苦しい

のですが， 日常診療の場所に比し，急患診療所で

は保険審査上の査定が多くなっています．施設が

大病院に併設している場合には，その病院の常勤

の先生方や事務職の方が不備を補っておられるよ

うで，夜間・休日のみ開院し常勤医のいない急患

センターなどに比べると査定割合が少ないように

感じます． 出務される先生方には施設に迷惑が掛

からないようなご配慮をお願いいたします.また，

急患診療所を運営している方々は適正な保険請求

にご協力ください．

出務される先生方へ；

(1) カルテは可能な限りきちんと記載してくださ

い

請求内容について疑義がある場合，返戻して

詳細をお聞きすることがあります． カルテの記

載が不十分なために整合性がとれず，行われた

診療行為が請求不能や査定となることがありま

す． また,病名も過不足なく記入してください．
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(7) 自院で査定を受けている診療行為は行わない

でください．

適応外の薬剤の投与や処置を行うことは施設

に迷惑をかけます．急患診療所であれば少々の

ことは許されるということにはなりません．

外傷や湿疹は部位・範囲を， 中耳炎や肘内障な

どは左右の記載も忘れずに．

(2)数日以内に受診歴のある患者さんでは「再受

診」理由を確かめてください．

前回の受診理由が治癒し別のエピソードであ

れば初診料は算定できますが，不変・増悪の場

合は一連の疾患として再診料となります．新た

な傷病名が加わったとしても,同様の判断です．

転帰の判断は医師の責務であり，十分な問診を

必要とします．

(3)疑い病名では治療（投薬，処置）はできませ

ん．

理由は不明ですが， 「インフルエンザ疑い」

で抗インフルエンザ薬の投与をしばしばみかけ

ます. 「気管支喘息疑い」での吸入療法なども

あります．薬剤や処置の適応症を確定診断で記

載してください．

(4)超音波検査にはエコーで診断できる器質的疾

患名（疑いを含む）が必要です．

急患診療所では腸重積， 虫垂炎などの重篤な

疾患に注意を要するため， 日常診療よりエコー

検査の頻度が高くなります． 「急性胃腸炎」で

は適応となりません．鑑別診断とした超音波検

査で診断可能な傷病名（疑い）を必ず付けてく

ださい．

(5)迅速法を行った場合には， ターゲットとなる

病原体に関する傷病名が必要です．

インフルエンザ流行の時期などは患者数も多

くなることから， カルテ記載の時間も十分取れ

ないことが多いでしょう． しかし， インフルエ

ンザ抗原定性を行えば， たとえ陰性であっても

「インフルエンザ疑い」の傷病名は必要です．

迅速法の種類も多く，それぞれ注意が必要です．

同様に，他の検査や点滴，処置を行った症例で

も，診察の最後に必ず病名欄と診療内容の整合

性をご確認ください．

(6)注射や点滴の適応病名を忘れずに付記してく

ださい．

救急医療では注射や点滴が行われる患者さん

も少なくありません．嘔吐や脱水の存在が分か

る病名があればいいのですが， 「上気道炎」の

みで点滴が行われている場合などは査定せざる

をえません．

医療機関の方へ；

(1)疑義は医師が勤務している時間内に解決する

努力をしてください．

不特定多数の患者さんを診療していますの

で，後日になってからは記憶がはっきりしませ

ん．看護師，薬剤師，事務などと協力し，疑問

点があれば当日うちに解決するようにしてくだ

さい．

(2)提出前に常勤医や管理医師にレセプトの確認

を受けてください．

提出前の医師によるレセプト点検は必須です

し，傷病名に関する疑義などは医師でなければ

対応できません．

(3)数日以内に来院歴のある患者さんの初診料算

定には注意が必要です．

急患診療所を受診する患者さんのほとんどが

初診料の対象です． しかし，患者さんからみる

と一連の疾患で数日以内に受診したにもかかわ

らず， また初診料を請求されることは会計の際

にトラブルを生じます． 自己負担がない患者さ

んの場合は保険者から疑義が来ます．前述の医

師の転帰判定についての記載も参考にしてくだ

さい．

(4)地域連携小児夜間・休日診療料の複数回算定

は限定的です．

少数ですが， 同一日に複数回受診した場合，

その都度上記加算を算定している施設がありま

す。 「原則として1回のみ」であり， 「病態の度

重なる変化」がなければ複数回は算定できませ

ん． 「解熱しないため｣， 「咳で眠れなくなった

ため」などは適応とはなりません．納得のいく

理由を｢詳細に適応欄に記載」してください(青

本320頁)．

(5) プラスチックカニューレ（留置針）の適応は

限定的です．

これも限られた施設ですが，点滴のほとんど

にプラスチックカニューレが算定されていると
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保険診療

ころがあります． 6歳未満のお子さんや重症の

患者さん（転医,けいれん，ショック，アナフイ

ラキシ－，意識障害など）では認められますが，

｢急患診療所を受診した患者さんなので認めら

れる」ことはありません．特定医療材料の主な

適応でお確かめください．皮膚欠損用創傷被覆

剤も適応外使用がしばしばみられますので注意

が必要です．

（福岡県小児科審査員連絡会）

す．

15歳未満の患者については上記算定が認めら

れない場合であっても，在宅小児経管栄養法指導

管理料(1,500点）へ振替査定とすると連絡され

ています．在宅小児経管栄養法とは，諸種の原因

によって経口摂取が著しく困難な15歳未満の患

者又は15歳以上であって経口摂取が著しく困難

である状態が15歳未満から継続しているもの(体

重が20キログラム未満である場合に限る）につ

いて，在宅での療養を行っている患者自らが実施

する栄養法をいうとされています．在宅小児経管

栄養法では上記成分栄養と違い，エレンタール，

エレンタールP, ツインライン3種の成分栄養薬

品以外であっても算定可能です． また，在宅小児

経管栄養法では注入ポンプ加算(1,250点）や在

宅経管栄養法用栄養管セット加算（2,000点）の

加算も算定可能です．近年では15歳を超え，

20kgを超えた症例の問題が無視できなくなって

参りました．

また,エネーボ配合経腸用液の投与においては’

カルニチンやセレンの配合が特徴ですので，今後

本剤を投与している患児に対するカルニチンの内

服やセレンの投与は査定の対象となる可能性があ

ります．

小児科においては症例に応じて判断しておりま

すが，今後の検討課題と考えられます．

【2019年B月】

●在宅成分栄養経管栄養法指導管理料の

算定について●

平成13年度医科診療報酬Q&Aの記載によれ

ば，在宅成分栄養経管栄養法の対象患者は，諸種

の原因によって経口摂取ができない患者又は経口

摂取が著しく困難な患者であり， 当該療法以外に

栄養の維持が困難であり， 当該療法を行うことが

必要であると医師が認めたものです．対象薬剤は

エレンタール，エレンタールP,エンテルード及

びツインラインのみであると明記され，現在エン

テルードは廃止されています．平成30年医科点

数表の解釈では，在宅成分栄養経管栄養法指導管

理料算定の対象となるのは，栄養維持のために主

として栄養素の成分の明らかなもの（アミノ酸，

ジペプチド又はトリペプチドを主なタンパク源と

し，未消化タンパクを含まないもの．以下同じ. ）

を用いた場合のみであり，栄養維持のために主と

して単なる流動食を用いており，栄養素の成分の

明らかなものを一部用いているだけの場合や，単

なる流動食について鼻腔栄養を行った場合等は該

当しないとされています．

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料（2,500点）

の対象薬剤はエレンタール，エレンタールP, ツ

インラインのみであるため,エンシュアリキッド，

エネーボ等の対象薬剤以外を用いて在宅成分栄養

経管栄養法指導管理料を算定されている場合，一

般的には，在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を

全額査定とするとの方針ですが，症例によっては

適当な指導管理料に振り替える対応もあり得えま

【付録】新しいADHD治療薬について

小児ADHD治療薬， ビバンセ（リスデキサン

フェタミンメシル酸塩）の製造販売承認が本年2

月に了承されました． しかしながら，同薬には覚

醒剤の原料になり得る成分が含まれているため，

厳重な流通管理体制の確立までに時間を要するた

めに市販に至っておりません． また，その事例を

踏まえコンサータ錠(メチルフェニデート徐放錠）

は，昨年に不正譲渡事件が起こっており，現在の

登録医，登録薬局制度をより厳格に行うべく準備

が進められているとの事です．
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介

小児科部長森島直美

のご支援。ご指導のほど， どうぞよろしくお願い医療法人社団高邦会福岡中央病院は平成31年

4月1日， 日本郵政グループ旧福岡逓信病院を

承継して開設されました．

いたします

福岡中央病院は，福岡市中央区薬院にあり，地

下鉄．バスと公共の交通機関が充実し， さらに病

院敷地内にも広い駐車場を有しております．病院

の総病床数は, 192床で，診療科は内科（糖尿病

内科／消化器内科／呼吸器内科／感染症内科／リ

ウマチ.膠原病内科）循環器内科．脳神経内科．

心療内科．外科・整形外科・婦人科．小児科．眼

科・皮層科．耳鼻咽喉科・麻酔科．放射線科と多

くの診療科を有する総合病院です．

小児科は前年度までと同様に，常勤医2人で診

療を行っております．診療時間は月～金は8時30

分～16時30分，土曜日は8時30分～11時30分ま

でです．土曜日診療は午前中のみですが入院患者

の受け入れも可能な限り行いたいと思います． 当

直ではなくオンコール制ですので，夜間や時間外

の入院受け入れは難しいのが現状です．

入院医療に関しましては，小児の受け入れは外

科．小児混合病棟で対応しています．受け入れ可

能な疾患は，急性期の呼吸器・消化器感染症．気

管支喘息．低血糖症等です． 6か月未満の乳児に

関しましては， 申し訳ありませんが，現状では受

け入れが困難です

旧福岡逓信病院が中央区薬院の地で培ってきた

歴史と伝統を守りながら， 「生命の尊厳，生命の

平等」という高邦会の理念と， 「共に生きる社会

の実現をめざす」という国際医療福祉大学の建学

の精神のもと，地域医療への一層の貢献をはたす

べく，努力する所存です．県小児科医会の先生方

には，逓信病院時代と変わらず，福岡中央病院へ
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随筆

仙下文雄語録』と日本外来小児科学会創立の頃

久留米大学医学部非常勤講師武谷茂

私たちは， それぞれに師と仰ぐMENTORがあ

り，その教えを聞き，考えながら行動しています．

故山下文雄先生は，度々，患者親子を前にして，

医師や医学生を交えた対話のなかで， 「小児医療

のあり方」や「小児科医の生き方」について話さ

れました.先生との出会いから50年経った今でも，

その言葉はわたしの心に「語録」として残ってい

ます．

1980年後半， 「外来小児科学会」創立の気運が

高まった頃，先生はプライマリ ・ケア医が中心と

なる当学会の基本理念を示され，準備会のメン

バーはそれを理解しながら前進していました．

でつくり出すことが，学会創立準備会での合言葉

でした．

◆「外来小児科学」が小児科医の未来を決める

「小児科医が消える日」が鳴かれていた頃，生

き残りをかけた意味のある言葉です． 「外来・総

合小児科学」について，開業診療所では，予防接

種や乳幼児健診，疾病治療の前方視的調査・研究

が行われ， クリニック実習などの教育も実践され

る．一方，病院や大学では，予防医学や外来医療

の後方視的研究が行われるなど，学際的充実が進

むことによって，総合小児科学特有の医学・医療

が可視化され，後輩たちに「小児科のやりがいと

魅力」を具体的に示せるようになるはずです．

先生は開業医の教育実践を高く評価しておられ

た．◆外来小児科学の教育こそ，多くの現場経験

をもつ小児プライマリ・ケア医がその役割を担う

べきであり，大学など教育機関もそのような人材

に参加してもらえるよう積極的に働きかけるべき

である．外来小児科医が医学生や研修医の一般小

児科学研修に参加し，教育の役割を担うことが外

来・総合小児科学の発展を促すことになる．開業

医にとって"教えて学ぶ"ことは，医師やスタッフ

の質の向上に繋がります．

学生や研修医の立場からみれば， 「外来診療や

予防接種のない総合小児科学｣など存在しません．

むしろ，そこを具体的に学びたい， と考えている

でしょう． なぜ，大学の総合小児科学教育にプラ

イマリ ・ケアの存在が薄いのか，そのため「小児

科のやりがいと魅力」が見えなくなり，将来の進

路選択で迷っている後輩たちは去ってゆき，やが

て"小児科が消える日"が近くなるでしょう．

◆小児科医の行動の旗印は「子どもの幸福のため

に」でなければならない

医師個人の診療行為や学会活動では，一般目標

(GIO)をきちんと見すえて行動せよ， と指導さ

れたのです．小児科医の集団活動の最終目標は，

医師の親睦や利益のためでなく， “子どもの幸せ

のために，である"と断言され，小児医療に携わ

る者がもつべき価値観が何であるかを明示されま

した．

◆外来･総合小児科学の教育，研究，学際的発展，

質の向上には調査研究が必要である

1970年代頃の小児外来医療は，知識と経験によ

る医療でした． また，先生が米国留学で経験され

た，小児医療の科学性(EBM)の日米格差から，

わが国においても大学レベルでの研究が必須であ

ると強調され， さいごは「◆小児科医の基本は総

合医(AcademicGeneralist)である」と結ばれ

たのです．小児科医にしかできない，小児科医だ

からできる，小児科医ならではのプロダクトを皆
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｢今， なぜ外来小児科学か」が開催され， わが国

の医学・医療界に向けて，外来小児科学の重要性

と実際,将来展望について周知をはかられました

◆山下先生の外来小児科学への傾倒

（“ ”内は山下先生ご自身の言葉，一部改変）

山下文雄先生の自伝「わたしの70年」によれば，

先生は， 1950年九州大学医学部卒業後， 同大学小

児科に入局1959年には， 医書「ハリソン内科

学」に刺激されて， “米国の医学教育をこの目で

見てみたい"とシカゴのNW大学に留学されます．

一年間の留学でしたが収穫は多かったようで, “日

本の医学教育を刷新したいという固い決意のも

とに帰国した"と述べておられる．翌1960年には，

総合医療を担う飯塚病院（筑豊）での3年間の経

験から，外来医療の実際を経験され， “ここでは

大学とスケールのちがう多様な疾患を経験し，多

くの臨床論文を書くことができた"と，大学にな

い外来・総合医療の「量と質」を実感されます．

63年九州大学へ帰学のあとも， 開業医の経験をお

もちの永山徳郎教授のもとで， “大学ではできな

いこと （総合医療の構築）をやってみせる"とご

自身を鼓舞されます．プライマリ ・ケアの魅力に

ついては"◆自分のアイディアが活かされ，勉強

し努力してきたことが，そのまま治療効果に反映

されるのがなにより喜びである"と記され，小児

に特有な疾病経過のダイナミックな変化に感動さ

れたようです． この時期こそ，先生が「外来・総

合小児科学の学際化のための基盤づくり」に集中

された時代だったのです．

◆日本外来小児科学研究会の創立

このような舞台づくりを経て, 1986年に久留米

で， 山下先生が会頭の第89回日本小児科学会が開

かれます． 当時は，大学が主導する医学会の舞台

で，平易な（当時の大学人の認識） 「外来医療」

を議論することなど全く考えられない時代でし

た． ところが，海外事情をよくご存じの徳丸実先

生， 当の山下先生の勇断による，米国の総合小児

科医Dr.Haggertyらの参加もあって,初登場の「外

来小児科学」パネル討議は圧巻でしたこれを機

に小児科開業医の徳丸實先生， 自治医大家庭医療

学の五十嵐正紘先生，お二人の主導による外来小

児科学運動がはじまり，学会設立準備会を16回重

ねたのち, 1991年に松山市において，徳丸實先生

が会長で第1回日本外来小児科学研究会が開催さ

れ，念願の研究会（学会）が誕生するに至ったの

です．

山下先生は，創立記念講演「あけぼのの大学外

来小児科学」で， 日本における外来小児科学の幕

開けを宣言されました．特筆は，大学レベルの

Academic General Pediatrics教育が重要であ

り，米国において"絶滅寸前の小児科医"を救った

のは，大学6校による

「Academic GeneralPediatrician養成プログ

ラム」であった， と紹介されたことです．原文は

PEDIATRICS(Vol.86no.31990)のR.JHaggerty

によるTheAcademicGeneralist:AnEndangered

speciesRevived(絶滅に瀕した小児科医が蘇っ

た）です． なぜ， この出来事がわが国で理解され

なかったのか，不思議でなりません．今では古い

昔話になってしまったのでしょうか．

来年は日本外来小児科学会が発足して30年にな

ります．世の移り変わりに応じて学会のあり方や

小児科医の生き方も変わっています．学会の創立

に立ち向かった仲間たちの考えや心意気はそのま

ま残っているだろうか，先生の語録を読み返しな

がら， わたしは医学部の教壇に立っています．

◆「外来小児科学」の学際化に向けて

山下先生は1972年に久留米大学小児科学教室主

任教授に就任されると，すぐに「外来小児科学」

の学際的体系化に向けて，ギアを一段アップされ

ます．豊原清臣，松本壽通， 中尾弘， 出口雅経，

梁井昇，徳丸実先生らによる「開業医の外来小児

科学」出版へのアドバイス（84年)，小田禎一，

植田浩一先生と共に編集された，小児科学の入門

書｢ベッドサイドの小児の診かた」の編集統括(88

年)，総合小児科学の総説として，新小児医学大

系「小児のトータルケア」執筆（89年）など，外

来小児科学の理論を次々に展開されました.また，

｢外来小児科研究会（現,学会)」創立の前年には，

日本医事新報主催で， 山下先生が司会役の座談会
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平成29年(2017年) 12月， 山下文雄先生は病

臥ののち逝去されました（享年90歳)．先生は，

1960年代からわが国の小児トータルヘルスケ

ア， とくにプライマリ ・ケアの発展に多大な貢献

をされました．福岡県小児科医会での先駆者的ご

活躍は周知のとおりです．そのご業績を讃えると

ともに， ご尽力に敬意を表します．先生のご冥福

をお祈りいたします
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星鍾蕊………………….….…..…….．、●●●●●●

1 ．はじめに

小児がんはまれな疾患であり， また成人のがん

と異なる性質を持つが故に， その診療には様々な

職種による小児専門医療を必要とする国は「が

ん対策推進基本計画」の中で小児がんを重点的に

取り組むべき課題のひとつに位置づけ，小児がん

患者と家族が安心して医療や支援を受けられるよ

うに,2013年に全国15か所に「小児がん拠点病院」

を指定した． 九州地方では九州大学が小児がん拠

点病院として選定され， その他の施設も地域の医

療機関として，拠点病院と連携をとりながら診療

にあたっている

このように小児がん領域においても治療の集約

化が進む一方，居住地域の医療施設でも適切な治

療が受けられるよう 「集約化」と「均てん化」の

バランスが重要であると考えられているそのた

めには、居住地域の施設と拠点病院がしっかりと

連携を取り， 治療を行うことが求められるl). し

かし，拠点病院とは異なり，専門的な知識や技能

を有する医師やメディカルスタッフが必ずしも充

実しているとはいえない中で， よりよい医療を提

供するためにはこれまで以上に多職種連携が不可

欠である

今回， 当院の小児血液・腫瘍部門における多職

種連携の取り組みについて紹介し，現状と問題点

について検討したい．

小児血液･腫瘍患者の診療に

おける多職種連携の試み

一在宅医療導入の試みを中心に一

産業医科大学小児科

本田裕子

トピックス

2．小児がん患者における緩和ケア

小児がんの発症数は年間2000-2500人と成人が

んと比べるとはるかに少ないが，小児～若年成人

の各年齢層の死亡原因となる疾患の第一位であ

る．WHO(世界保健機関）によると「緩和ケアと

は，生命を脅かす疾患による問題に直面している

患者とその家族に対して，疾患の早期より痛み，

身体的問題心理社会的問題， スピリチュアルな

問題に関してきちんとした評価を行い， それが障

害とならないように予防したり対処したりするこ

とで, QOLを改善するためのアプローチである」

と定義されている．がんに対する緩和ケアは，診

断された時から始まり， 決して終末期医療のみを
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指すものではなく，緩和ケアの提供は小児がん患

者についても非常に重要な課題である')．

一般的に，小児がん患者の多くの家族は，終末

期に十分な医療ケアを希望すると同時に自宅で家

族と共に過ごすことも望んでいるが，小児がん患

者の終末期在宅医療は成人ほど普及していない．

そのため，小児がん患者の終末期診療において在

宅医療を導入し拡充させるためには，訪問診療・

訪問看護との連携が不可欠である． また，患者の

ニーズに応じた医療を提供するためには， より早

期から多職種が介入することが重要であると考え

られる．

ここでは当科での終末期医療に対する取り組み

を紹介し，小児血液腫瘍多職種連携の現状と問題

点について検討したい．

れていたが，訪問看護を含め在宅医療を導入でき

た例はl例もなかった． また， 当初は通院で対応

していたものの,高カロリー輸液や瘤痛緩和不良，

自宅が遠方などの理由により最終的には終末期を

病院で過ごす症例が多く見受けられた．

4．訪問看護ステーションに対するアンケート調

査結果

家族や患児本人は自宅で過ごすことを望んでい

ても，必ずしもそれが可能となる状況が整ってい

ないという現状が明らかになったため， 当院周辺

の医療圏の訪問看護ステーションに対して，小児

がんの終末期訪問看護に関するアンケート調査を

実施した．調査期間は2017年6月から2017年9月

の3か月間で北九州・筑豊医療圏福岡医療圏

の一部地域の訪問看護ステーション89施設に対

してアンケートによる実態調査を行い， 54施設

(60.7％）から回答を得た． まず， 18歳未満の訪

問看護経験については32施設（59％）が経験あり

と回答し，そのうち12施設では小児がん患者の在

宅経験もあると回答していた．次に小児がん患者

の終末期訪問看護の受け入れの可否については可

能と回答した施設が17施設(32%),条件付き可

能が15施設(28%),不可能が21施設(40%)であっ

た． また，受け入れ可能と回答とした全施設で家

族が希望すれば自宅での看取りも可能と回答して

いた．

次に終末期小児がん患者対応可能な訪問看護ス

テーションにおいて,どのような医療処置が可能・

不可能かを質問したところ，輸血や抗がん剤の静

注以外は，半数以上の施設で実施可能との回答で

あった（表2)． これまでの報告では，小児にお

いてPCA(PatientControlledAnalgesia)ポンプ

での瘻痛緩和や高カロリー輸液の実施は困難な施

設も多いと報告されていたが2)，今回の結果から

小児がん終末期に必要な医療処置が徐々に可能に

なりつつあると考えられた．

小児がん患者の終末期訪問看護を実施する際に

障壁となる事柄については， これまでの報告と同

様2)，小児看護に不慣れ，知識不足， スタッフ不

3．当科における終末期在宅医療の現状

2012年から2018年までに当科で原病により亡く

なった小児血液・がん患者16例の終末期医療につ

いて報告する． ここでいう「終末期」とは，治療

により腫瘍の増大抑制が期待できず，死が予測さ

れる期間とし， 「在宅期間」とは終末期に入院せ

ずに自宅で過ごした期間「在宅医療」とは訪問

看護師などの社会的資源を利用した医療と定義し

た. 16例のうち，男児は7例,女児は9例であり，

年齢の中央値は8.5歳(1～15歳)であった． まず，

2012年から2015年の間に経験した在宅移行できな

かった小児がん終末期症例9例の詳細を表lに示

す． いずれの症例も家族は在宅での療養を希望さ

表1 在宅移行できなかった小児がん終末期症例

*TPN:totaIparenteralnutrition

*VP:ventriculo-peritoneaI
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年齢
(劇

病名 終末期間
(月）

在宅期間
(日）

霧取りの

場所

終末期在宅

医療の妨げ

① 15 神経芽腫 8 225 病棟 癖痛緩和不良

② 3 脳魎塞 5 75 病棟
TPN･MP､シヤント不全，

自宅が遠方

③ 4 脳腫癌 7 ﾕ95 病棟 頻回な放射線照射

④ 11 AML 4 14 病棟
TPN.,輸血,疹痛,化学擢法，

自宅が遠方

⑤ 2 AML 3 6 病棟 化学療法,輸血

⑥ 5 Au 3 2 自宅 化学綴法,輸血

⑦ ﾕ0 AML 10 195 病棟 疹痛,自宅が遠方

⑧ 12 AML 7 195 病棟 無

⑨ 1 AML 1 0 病棟 瘻痛,化学療法,輸血
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重森裕

未満の頭部受傷は，ヘルメットを使用していない

ために生じており，特に， ローラースポーツは入

院頻度を高めることが指摘68)されている． また

小児の一般的な脳神経外傷による死亡率は2.5％と

報告2)されており，小児のスポーツによる頭部外

傷の死亡率について詳細なデータは無いが，大き

な差はないと推測される．

はじめに

日本の年齢別死因統計(2017年度）によれば，

l～9歳までの死因の第2位は，不盧の事故であ

る')．特に頭部外傷は，直接死因・後遺症の原因

として最多であり2)，小児の外因性救急において

は,majordiseaseのひとつである． また近年では，

交通事故死傷や被虐待児の問題だけでなく，組み

体操などの学校体育や部活動課外活動による頭

部外傷後の対応に注目が集まっている34)．

そのような社会背景から本稿では， 1 ：小児の

スポーツ関連頭部外傷と脳振鐙の概要について，

2 ： 日本小児科学会が提言した「乳幼児の虐待

における頭部外傷(AHT:AbuseHeadTrauma)

に関する共同同意声明」の原著5)を参考として最

近の被虐待児の頭部外傷に関する最新の知見につ

いて，脳神経外科医の立場で述べる．

スポーツにおける脳振邊と小児の問題点

脳振鐙は， スポーツ関連頭部外傷の中で最も

多く認められるが， 2000年以降，特にその重要

性が指摘されている9101112)．一般に脳振鐙とは，

｢頭部をぶつけて"意識が飛んだ（意識消失が生じ

た） ”ものの， その後に元に戻る状態｣， として理

解されている場合が多い． しかしながら，現在の

脳振邊は，意識消失を伴う場合は，重度の脳振鐙

(Gradem)で，頭部外傷後に何らかの症状が15

分以内に生じた場合は,軽度の脳振饅状態(Grade

Ⅱ)，症状が15分以上続い場合は， 中等度の脳振

鐙状態(Gradel) として，理解されている13).

また脳振鎧は，頭部・顔面・頚部の直接的打撃の

みで生じるのではなく，頭部へ伝播する他部位の

衝撃でも生じると考えられている．脳振鎧の症状

には， 身体的，感情的認知的な面での症状や，

頭痛や吐き気眩量や不眠のみならず，様々な徴

候が認められるが，一般的な画像検査では異常所

見は認められず，通常短期間で改善する910111214）

(Fig.1).

現在， スポーツ競技中に生じた脳振鎧の評価

を目的として, SportsConcussionAssessment

Tool(SCAT5)が，受傷後の現場で用いられる

1 ：小児のスポーツ関連頭部外傷

小児は，頭蓋や中枢神経系が発達段階にあり，

成人とは頭部外傷の特徴が異なるが，本稿ではそ

の詳細は割愛する．米国の外傷センターに入院し

た小児のスポーツ関連頭部外傷の割合は2.2％であ

る． 中でも来院時の意識レベル(GCS:Glasgow

ComaScale) と外傷における重症度評価法であ

るISS(InjurySeverityScore)のみが独立した予

後予測因子であり，成人よりも頭部外傷の頻度が

高い6)と報告されている．一般的に，年齢が上昇

するにつれてスポーツ関連頭部外傷の頻度が増加

することが報告27)されており，特に東京オリン

ピック2020でも導入されるスケートボード（ロー

ラースポーツの一種）やスノーポードによる18歳
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標準的評価法'0)として知られている． しかし低

年齢児における脳振饅の問題は，その主観的症状

の評価は困難であり，患児および，その保護者の

申告や受傷状況が重要となる．そのような背景か

ら， 5～12歳の小児に関しては, Child-SCAT

5を用いて，専門の医療関係者が脳振鐙に有無を

評価することを薦められている'1)． また成人と異

なり小児は， 自覚症状が消失後も脳振鐙による

様々な症状（認知機能障害など）が1カ月以上遷

延するケースが20%程度存在することが報告15)さ

れており，脳振鐙状態で適切な判断が出来ないた

めに生じる重大事故や脳振鐙を繰り返すことによ

る慢性外傷性脳症'6) （将来的に何らかの高次脳機

能障害など）の発生が心配され，小児の脳振鐙予

防は近年重要視されている．

以上のように， スポーツ関連脳振鐙に関する概

念は近年大きく変化していることから， 日本臨床

スポーツ医学会が,HP上で無償提供している「頭

部外傷の十か条の提言」 』3)を一読することを薦

める．

る特異な頭部外傷であるとの指摘20)がされて以

降, Batteredchndsyndrome2'),Whiplashi㎡皿t

shakensyndrome22) といった報告により，欧米

を中心に"眼底出血を伴う硬膜下血腫"症例を虐待

による頭部外傷とするという自動診断が普及した
23）

一方，本邦においては， いわゆる"中村の1型”

といわれる家庭内の軽微な外傷による乳児急性硬

膜下血腫24)が従来から認知されており， その特

徴は，つかまり立ち始める1歳前後の乳幼児が，

畳の上などで転倒し後頭部を打撲するような軽微

な頭部外傷により，急性硬膜下血腫が生じるもの

で，一般に予後が良好なものが多いとされる型25）

(Fig.2).

しかし，軽微な外傷により網膜出血を伴う急性

硬膜下血腫が生じることは基本的にないと言う欧

米風の考え2226)や,"眼底出血十硬膜下血腫＝虐待”

と考える麹)といった時代背景，我が国では虐待

相談が増加し始めた2000年頃より，虐待と単純な

事故との鑑別をより一層難しいものにしたと考え

られる幻28)．

奇しくも欧米では， 2000年以降， “眼底出血を

伴う硬膜下血腫"症例を虐待による頭部外傷とす

るという自動診断の正確さが疑問視されていた

2930)にも関わらず…．

しかし近年，上述した"眼底出血を伴う硬膜下

血腫＝虐待"という自動診断により，多くの親が

冤罪被害者となり社会問題化している31)． そのよ

うな背景から， 2018年に日本小児科学会が「乳幼

児の虐待における頭部外傷(AHT:AbuseHead

Trauma)に関する共同同意声明」を提言5)した．

本声明では，医学的文献では何ら実証されていな

い病態へのAHTの乱用について注意を促してい

る．本邦において，非虐待児の乳幼児急性硬膜下

血腫に伴う眼底出血は約60％に確認されており，

認められた症例では高度な出血はなく，後極周囲

の点状または，小斑状出血であったことが指摘弱）

されている． また法医学的立場では，乳幼児の網

膜系出血は虐待そのものを示さず，頭蓋内圧充進

によると指摘32)され，眼科医的立場では，虐待

2：乳幼児の虐待における頭部外傷

平成29年度，児童相談所への児童虐待の相談数

は, 133,778件であり，前年度と比べて1万1千

件以上増加している17).最も痛ましい死亡事例も

多数発生しており，平成28年には49名の児童が虐

待（心中を除く）によって生命を失っている． 中

でも0歳児が全体の約65％と最も多く， うち半

数が月齢0ケ月であり，低年齢化が進んでいる'8）

．児童虐待による死亡例や重症例の多くに頭部外

傷， とくに硬膜下血腫が関与していることは周知

のとおりである19).

そのような背景から，交通事故などとは異な

り明らかな事故とは言えない受傷状況や，密室

のような環境下で生じた乳幼児の硬膜下血腫を

認めた際には， “虐待による硬膜下血腫かどう

か？”は，小児科医のみならず，脳神経外科医に

とっても重要であり，正確な判断が必要である．

特に欧米では，眼底出血と多発性長管骨骨折を

併発した乳児慢性硬膜下血腫を被虐待児におけ
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が関与した眼底出血は，多層性・多発性に出血が

広範囲に広がり，網膜と硝子体が強固に癒着して

いることが報告33鋤)されている．

以上から， “眼底出血を伴う硬膜下血腫＝虐待”

という自動診断はもはや成り立たず， もちろん虐

待の可能性を常に念頭に入れたうえで，受傷状況

や家庭環境などから虐待の可能性についての総合

的判断が重要である．
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Figure. 1

脳振溺とは

1:身体面の症状(頭痛､吐き気､めまいなど）
認知面の症状(霧の中にいる感覚､眠気など）
感情面の症状(不安感､錯乱､など）

＝様々な兆候を認める

2:身体的な兆候(意識消失､健忘など）

3:行動の変化､認知機能障害など

4:睡眠障害など

5:上記症状が､通常短期間で回復する

6:通常の画像検査では異常は認めない

Fi印re､2

本邦における児童虐待研究

l型1歳前後の乳幼児に特有（病歴と臨床症状を基盤）

①後頭部打撲
②嘔吐を繰り返す
③けいれん(焦点性けいれん）
④けいれん側の一致した片麻癖
⑤持続する意識障害
⑥顔面蒼白
⑦大泉門膨満
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⑨網膜出血

II型硬膜外血腫

IⅡ型脳挫傷による損傷
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福岡東医療センター小児科

部長石崎義人

きていると感じております．

結核療養所からの転身の際に確立された当院の

｢重症心身障害児（者）施設」に関しては，本年

50周年を迎えます.高齢化した入所者については，

半数程度は自分よりも年長であり，反復性の尿路

感染症および持病の慢性肺疾患の急性増悪に対応

しつつ，便秘を契機に診断される悪性腫瘍の存在

を頭に入れながら診療を行っております．本年11

月には記念事業を準備中ですので，勤務経験のあ

る先生方で関心をお持ちの方はぜひご参加くださ

い

当院はその後，急性期病院へと転身し，平成11

年の救急病院指定を経て平成26年より救命救急セ

ンターの指定を受けております．三号線のみなら

ず高速道路の古賀インターチェンジからのアクセ

スの良さを活かし，成人領域では交通外傷の受け

入れが相当数あります．小児の救急搬送に関して

は，天気のよい午後は骨折を含む外傷の対応に追

われることが多く， また天気のよくない日は喘息

発作が多いという気候の影響も感じております．

救急隊の要請に応需できない場合には報告書の作

成が義務付けられておりますが,現在は時間帯(土

曜17時以降月曜8時まで）によっては小児科医不

在となるため救急要請に対応できず，傷病者なら

びに近隣医療施設にご迷惑をおかけしておりま

す．宗像医師会病院の小児科と連携しながら，地

域で二次医療が完結できるよう体制を見直してい

く所存です．

アレルギー，重症心身障害，救急を三本柱に，

少し入院期間が長く必要な心身症的疾患や外来診

療では時間がかかる発達障害まで広く二次医療で

地域小児医療に貢献できるよう努力して参ります

ので,ご指導ご鞭捷のほどよろしくお願いします、

平成31年4月1日に福岡東医療センター小児科

部長に赴任しました石崎義人と申します．医師1

年目に九州医療センターで過ごした半年を除い

て，福岡市立こども病院と九州大学病院で主に小

児神経領域の診療に携わっておりました．新鮮な

気持ちで宗像・糟屋北部地区の二次医療機関であ

る当院に赴任し，小児科専修医と一緒に汗を流す

毎日です．

宗像地区がかつて福岡と北九州の中間地点とい

う地の利を生かしベッドタウンとして人口増加を

果たしたように，現在は福岡市の活況が周辺ベッ

ドタウンの小児人口増加に現れております．新宮

駅および福間駅周辺の都市開発計画が功を奏し，

小児人口は全国的に見ても多く，福間駅近くの小

学校は1学年8クラスというマンモス校となって

おります．

当院の特色であるアレルギー診療に関しては，

地域の先生方に受け入れられており， ご紹介いた

だいた患者様を対象に，週4－6名に食物負荷

試験を行っております．乳児の10％が食物アレル

ギーという疫学と同様に， 1歳児が入院すること

が多いですが， 「小学校での除去食の必要性を確

認したい」というニーズから，夏休み期間中は検

査予約が埋まりつつある状況です．気管支喘息

については，入院を契機にガイドラインに沿って

の治療方針変更やデバイスを用いた薬剤の吸入の

指導を確実に行い， コントロール後にクリニック

に戻っていただくというサイクルができておりま

す．難治例については生物学的製剤を導入してお

り， アレルギー診療全般について，病診連携がで

平成最後の月，平成31年4月1日付で，宗像医

師会病院小児科部長を拝命いたしました．私は平

成24年に県外から田川市立病院小児科に,そして，

平成29年より福岡東医療センター小児科に部長と

して勤務しましたので， この7年の間に3回， こ

宗像医師会病院小児科

部長菅尚浩
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の場をお借りしております． したがいまして， ま

たこいつか？とお思いの先生もおられるかもしれ

ませんが， ご案内をいただきましたので，一言ご

挨拶申し上げます．

私の実家は太宰府で，今般，令和縁の地として

有名になった坂本八幡宮は， 中学の部活のときの

ランニングコースにありました． また，令和の元

号発表を， 同じ苗字の菅義偉官房長官がなされた

のにも，勝手に何かしらのご縁を感じております

(もちろん，血縁関係などございません)．

私は平成3年に山口大学を卒業し，九大小児科

の植田教授の8期生として入局しました.その後，

県立宮崎病院に2年勤務した以外の26年は，福岡

県と大分県の病院を，およそ2： 1の割合の期間

で回って勉強させていただきました

専門は血液・免疫ということになっております

が，九州がんセンター，九大病院，浜の町病院の

8年間，主に造血幹細胞移植の実働部隊として働

いておりましたので，個人的には移植屋さんの時

期が長かったと思っております． しかし， 日進月

歩のこの分野からは久しく遠ざかっているため，

学会には出ているものの，すっかり浦島太郎で，

知識的にも体力的にも現場に戻ることは難しいと

実感しており，近年は地域の先生方がお困りの血

液関係の症例の診断係として，みさせていただい

ているというのが実情です．

さて， 当院は，昭和61年に病床数105床で開院

いたしました．小児科の設置はちょっと遅れて，

平成元年10月からでしたしかし,平成21年10月，

ちょうど丸20年で小児科常勤医不在となり，以後

は一般外来と腎臓，循環器の専門外来を九大小児

科からの非常勤医師で継続しておりました．そし

て， この度，前述の通り，平成最後の年の最後の

月に，およそ10年ぶりに小児科常勤医を置くこと

になり，私が赴任することとなりました．おそら

く前任地がこの地域の基幹病院であり，その部長

を2年間務めていたため，地域の先生方にも顔を

覚えていただいたであろうし，地域の小児医療の

事情もある程度わかっているであろうから，二次

病院，三次病院との連携もしやすかろうというの

が,選ばれた理由ではないかと推察しております．

とは言え，小児科常勤医不在の地で一から立ち

上げるというのは，事前に思っていた以上になか

なか大変です． まず何と言っても，病院自体がこ

どもに慣れていません．看護師さんはもちろん，

薬局，検査部各所を含めて，です．みなさん， 口

を揃えて， 「いやあ， こどもはちょっと…」と明

らかに腰が引けています．そもそも，小児用の物

品がありません．採血・点滴しようにも，小さい

児用の枕やシーネ，駆血帯がありません．マイク

ロテイナーがありません．ルートや処置時の小児

の固定の仕方を， 自分以外は誰も知りません．薬

もありません． あっても小児用の規格の製剤がな

かったり, rngで入力ができなかったり等々…と

いったことを， ひとつひとつ気づく度に関係各部

署と交渉し，準備してもらいつつ， さらには来年

度からの入院受け入れのため，病棟の整備や看護

師の教育も…， と結構骨が折れます．今年の同門

会の折に， 同期からいみじくも「小児科部長じゃ

なくて,小児科準備室長やね」と言われましたが，

まさにその通りだと実感しているところです．

泣き言ばかりで失礼いたしました．平成元年発

祥の当科は, 10年の時を置きましたが，奇しくも

平成最後の月より，令和の御代とほぼ時を同じく

して再起動いたしました．太宰府出身の身として

は， これまた何かのご縁と思っております． しか

し，今年度は1名体制のため，外来のみで病棟も

なく，できることは限られておりますが，準備中

ということでお許し下さい．来年度には2名体制

となり, 1.5次的な入院施設として動けるよう鋭

意整備中です．そして，再来年度からは3名体制

の予定と，年々，少しずつ充実させていきながら，

地域の先生方とともに， こどもたちを守るお手伝

いができればと思っておりますので，今後とも御

指導賜りますよう， どうぞよろしくお願い申し上

げます．
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で,年少人口(14歳以下)は約4,000人,老齢人口(65

歳以上）は約14,000人です．今後も減少が予想さ

れ， 2040年には約26,000人になると言われます．

その中身ですが，働き手の流出を意味する社会減

(転出＞転入）は1980年から2010年に生じました．

現在は（1990年から続いている）自然減（死亡＞

出生）によるとのことです．

過疎化による問題の一つは交通です． 1980年の

国鉄民営化の際に上山田線（飯塚～上山田～豊前

川崎）が廃止されましたその後，主に西鉄バス

が代わりを担ってきましたが，今は市バス（マイ

クロバス）に切り替わりつつあります．

当院は1938年に， 日赤福岡県支部山田診療所と

して発足しました．現在の病床数は142で，地域

の二次病院として機能しています．病院から私が

受けた印象を一つ挙げます．職員の移動が少ない

ためか，組織としてしっかりしてるように感じま

す．

以上， とりとめのない紹介文になりましたが，

当地の少しのご理解の参考になれば幸いです．お

目通し有難うございました，今後共よろしくお願

いいたします．

嘉麻赤十字病院小児科

部長三井敬一

本年度から赴任致しました三井と申します． 当

科として数年ぶりの常勤医になります． また，私

にとって嘉麻は初めての土地です．挨拶文の依頼

をお受けしたものの， よくわからないままこの文

章を書いています． 間違いなどありましたらご容

赦ください．

嘉麻市は福岡県のほぼ中央にあります．東に添

田町，西に古処山地をはさんで筑紫野市，南に朝

倉市，北に飯塚市を見ます．馬見山の山中に遠賀

川の源流点を持ち，嘉麻川の伏流水から銘酒寒北

斗を生む地でもあります．

私は知りませんでしたが， ご存知の方は多いの

でしょうか？嘉麻の名称の由来は日本書紀の「筑

紫鎌屯倉（かまのみやけ)」だそうです． 1,896年

に嘉麻郡と穂波郡が合併して嘉穂郡となるまで，

1,300年の間「嘉麻郡」でした．

嘉麻市の土地の人口の推移について． そのピー

クは1950年の112,000人でした．現在は約38,000人

高木病院小児科

部長鶴澤礼実

こどもたちについては，聖マリア病院をはじめ，

久留米大学病院，佐賀大学医学部付属病院，佐賀

県医療センター好生館などに紹介させていただい

ています．外来は，一般診療のほかに，低身長外

来，循環器外来，おねしょ外来，発達外来を行っ

ています．

大川市は，福岡県の中でも人口減少・少子高齢

化が顕著な地域です．昨年の出生数は200人強と

年々減少傾向ですし，少子化により，来年度には，

4校ある市立中学校は2校に統合合併する予定で

す． このような地域での病院小児科としての主な

役割としては，入院管理， また時間外の小児科診

療になるのではと思っています． また，当院はリ

ハビリ部門が充実していますので， リハビリ担当

の先生と連携して，療育にも力を入れていきたい

と考えています．

どうぞよろしくご指導のほどお願いします．

平成31年4月より，高木病院小児科部長に着任

した鶴澤礼実（つるさわれいみ）です．私は，熊

本高校卒業後，佐賀医科大学（現：佐賀大学医学

部）に入学，その後，福岡大学小児科に入局しま

したサブスペシャルとしては，小児神経や発達

を勉強してきました．医局人事で， これまで12年

前から2回高木病院で勤務した経験があります．

高木病院小児科は，現在，私を含めて4名の小

児科医が常勤し，外来病棟業務，平日土曜日の小

児救急外来（22時まで)， 日祝日の小児救急外来

(9時～17時）を行っています．前年度の入院患

者数は延べ426名で，呼吸器疾患・感染症が多く

を占めていました高度の救急医療を必要とする
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聖マリア病院新生児科

診療部長前野泰樹

周産期管理を専門に診療・研究に携わってきまし

た．その中で筑後地域の産科開業医と連携をとり

ながら，心疾患の胎児スクリーニングの普及を進

めてきました今回，聖マリア病院でも地域産院

とのこれまでの繋がりを生かして，そしてこれか

らは胎児診断のみでなく，搬送が必要となるよう

な出生後の新生児においても， 円滑な搬送から新

生児医療へ繋げる体制・環境作りについて推し進

めることができるよう努めたいと考えておりま

す．

少し個人的な自己紹介もさせて頂きますと， も

ともと体を動かすのが好きなこともあり，硬式テ

ニスに修猷館高校から久留米大学と9年間没頭

し，現在も久留米大学の硬式庭球部監督として学

生をサポートしています． また最近は走ることに

興味を持ち， フルマラソンさらにはウルトラマラ

ソンと挑戦を広げているところです． テニス，マ

ラソンをされている先生方とは大会などでお会い

する機会もあることと思います．是非お声をお掛

けください．

最後になりますが，新生児医療に関しては，福

岡県内の小児科の諸先生方には，退院後の児の

フォローや在宅医療などお願いをする機会も多い

と思います．今後ともどうぞよろしくお願いいた

します．

平成30年4月より聖マリア病院の新生児科，診

療部長に就任しました前野泰樹と申します．平成

10年より久留米大学病院総合周産期母子医療セン

ターの新生児部門主任として,筑後地域の周産期・

新生児医療に携わってきました．今回，聖マリア

病院のNICU21床GCU18床と全国でも有数の病床

数，入院数は460名（2017年） という環境で，新

たな角度からこの地区の周産期医療に関わる機会

を得ました． スタッフの海野医師と，平成31年4

月からは原田医師も加わり，久留米大学小児科か

らの後期研修医3名とともに新生児医療を行なっ

ております．聖マリア病院の新生児科では，大学

との連携にて役割分担し，主に院外出生からの搬

送を担当しています．入院児のおよそ1／5にあ

たる92名（2017年）は自院救急車搬送入というよ

うに，多くの院外出生児に対応しています．突発

的な新生児仮死児の救命などに対し，長年培って

きた産科開業医とのスムースな連携を生かして筑

後地域の周産期・新生児医療を担っています．

私自身としては，久留米大学のときから特に胎

児心エコーを使用した心疾患の出生前診断および

筑後市立病院小児科

医長磯岡藍子

させていただいています．

当院での主な診療は月曜日から土曜日の午前中

の一般外来診療，週3回午後に予防接種外来（シ

ナジスも含む)，午前午後いつでもリハビリ前診

察しています． また，週1回発達障害の専門外来

をしていただいています．夜間は八女筑後医師会

の先生有志による小児救急外来日曜日は公立八

女総合病院と筑後市立病院で交互に診療にあたっ

ています．

筑後市は少しずつですが小児の人口が増加して

いる市です．地域のこどもが安心して治療を受け

ることができる診療をしたいと思っています．当

院で対応できない患者さんは久留米大学病院聖

マリア病院などに受け入れをお願いしています

平成30年6月より筑後市立病院小児科科長に就

任しました磯岡藍子と申します． 自己紹介させて

いただきます．私は川崎医科大学病院を卒業後，

平成23年久留米大学病院小児科に入局しました．

入局後は久留米大学病院，聖マリア病院や飯塚病

院，大分こども病院日田済生会病院で勤務しま

した．今までの勤務先は小児科医が多い病院でし

た． 当院は小児科一人医長の病院です．一人医長

の勤務は初めてでしたが，勤務開始し1年が経過

しました． 当院では私1名でできる範囲の診療を
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が,いつも快く対応いただき大変感謝しています． すので， どうぞよろしくお願いいたします

地域の小児医療の一翼を担うべく努力して参りま

て頂いております． また，周産期に関しては当院

には4人の産婦人科医が常勤しており，必然的に

新生児領域の比重は高く，年間約300例のお産が

あり，新生児に関しては全例小児科での周産期診

察と1ヶ月健診を行っております． 1ヶ月健診を

小児科で行う事で，膳ヘルニアや停留精巣などの

異常に対応させていただいています． また任意接

種であるロタウイルスワクチン接種を含めた予防

接種の呼びかけを積極的に行っております． 田川

地区ではロタウイルスワクチンの接種率が全国平

均に比べ非常に低い地区とされています．私は研

修期間中に2度ロタウイルス脳症を経験してお

り，その時の経験もふまえてできるだけ予防接種

を受けていただけるようお話をさせてもらってい

ます．家族の経済的負担もありなかなか全員が受

けてはいただけませんが，それでも1ヶ月健診を

小児科医で行うことで2か月から予防接種開始へ

の円滑な案内を行えていると感じております．

小児科医長としてさらなる地域に根付いた医療

を目指したいと思います． 田川地区のよりよい医

療を作っていけるよう尽力していきたいと考えて

おります．今後ともご指導， ご鞭燵を賜りますよ

うお願い申し上げます．

社会保険田川病院小児科

医長安田亮輔

2019年4月16日付けで社会保険田川病院の小児

科医長を拝命しました安田亮輔と申します・私は

2011年に久留米大学を卒業し，そのまま久留米大

学で初期研修を行いました． その後，小児科へ入

局し，飯塚病院・市立八幡病院・大学病院・聖マ

リア病院．大分こども病院で研修を行いました

現在，大学病院で小児消化器グループに籍をおい

ております．一人体制の病院への勤務は今回がは

じめてのため不安も多々ありますが，飯塚病院や

田川市立病院をはじめとする近隣病院の皆様や開

業医の皆様の協力，支えもあり何とか大きな問題

なくやってこれています．先日も総肺動脈還流

異常症の患児が当院で出生した際には飯塚病院，

JCHO九州病院の先生方には大変お世話になりま

した．外来では一般診療に加え少しでも自分の専

門分野をいかせるように難治な便秘症やIBSの患

者さんをフォローしております．入院では肺炎や

RSウイルスなどの感染症や急性冑腸炎，気管支

喘息など一般的な入院症例は可能な限り対応させ

約5万人の緑豊かな，のどかな町です．三連水車

や秋月城跡でも知られています．朝倉医師会病院

は朝倉市の西側,筑前町に近いところにあります．

紹介型の病院であり，患者様は，朝倉市以外に，

周囲の筑前町や大刀洗町， うきは市からも受診さ

れます．

当院小児科の常勤医は現在私1人ですが，久留

米大学小児科から，現在週3日非常勤医師の派遣

を頂いております．

当院には，休日夜間急患センターが併設されて

います．久留米大学小児科,久留米大学小児外科，

朝倉医師会病院小児科

部長黒田直宏

平成31年4月1日より，朝倉医師会病院小児科

に勤務しています黒田直宏と申します．

朝倉医師会病院には，平成22年1月から平成25

年1月末までの3年間在籍しており，約6年ぶり

の復職となります．

朝倉市は福岡県のほぼ中央部，福岡市の南東約

40km,久留米市の北東約20畑に位置する，人口
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九州大学小児科，医師会会員の先生方のご協力の

もと，平日は19：30～23：30，土曜日は17：00

～23：30， 日曜日・休日は9 ：00～23：30まで，

年中無休で朝倉地区の一次救急の対応を行ってお

ります．

この地域には小児の入院に対応できる病院が当

院しかなく，極力当院で対応可能な患者様は当院

で引き受けたいと考えております． しかし，常勤

医1人体制でなかなか対応しきれないことも多

<，少し遠方になり患者様にご負担をかけること

にはなりますが,久留米大学病院や聖マリア病院，

久留米大学医療センター等に受け入れをお願いし

ている状態です．

今後,微力ではございますが,患者様の御家族，

医師会の先生方から，地域の子供たちの健康を安

心して任せて頂ける小児科にしていこうと考えて

おります．

どうぞ宜しくお願い致します
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卜は， 日程の関係で行けなくなることも多いので

すが， 人に差し上げたり，捨てたりと大分浪費し

ていますが， 目をつぶって購入しています．

まだまだ，先生方にはご迷惑をお掛けすること

もあるかと思いますが‘私の医師会活動について

は，子どもたちの将来を思っての行動と思っての

事ひいては日本の将来のため（大風呂敷ですが）

とご容赦くださいませ． よろしくお願いします，

〒801-0873北九州市門司区東門司2-9-13

池田医院

TELO93-321-2659 FAXO93-321-2659

E-mail : ikedaiin@vesta.ocn.nejp
か つき き ょ う こ

香月きょう子

w≦ この度福岡県小児科医
■敏

し 会に入会させていただきま
匡

国:〃；｣糊溺蕪諜
は入っておりました． 門司

8

． ． 患 区小児科医会は入会時に上

f ’ ． … 部小児科医会に入会と聞い

ており，北九州地区小児科医会には入会となって

いたのですが，県の方には何らかの理由で入会に

なっておらず，県小児科医会の広報担当の先生か

ら入会のご挨拶の原稿を， とお電話をいただき驚

きました． 昭和57年福岡大学を卒業し， 当時の第

二内科に入局し，親子継承で北九州市門司区に内

科小児科医院を開業しています．政令市とはい

え，高齢化率36.1%超高齢地域で， 当院のあたり

は44％の地区のため，小児を診る機会は減ってき

ています北九州市自体，年間の出生数は平成30

年度で7,621人， 因みに死亡者数は10,759人， 自然

減3,138人です． 出生数が漸減，死亡数は増加傾

向人口が確実に減って行っている政令指定都市

ですその中で,人の一生に長くかかわるうちに，

健康寿命の長い人は，前向きで規則正しい生活を

送っている人だということを確認し， その根源は

小児期にあるという考えに至りました．経営の足

を引っ張るであろう医師会活動をして10数年にな

ります．学校保健を中心に小児期に重点を置いて

います． どの分野も当然ですが， やってもやって

も， 次から次へ問題が湧いてきます． やりがいは

ありますが，私の考え方が何時までも，影響しす

ぎてはいけないので数年うちには交代すべきだろ

うと思っています歳を取ると頭の切れも悪くな

りますから．

趣味は， 日舞テニス， スポーツ医学音楽鑑

賞狂言鑑賞,美術館巡りなど． コンサートチケッ
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〒802-0803北九州市小倉南区春ケ丘10-4

北九州市立総合療育センター小児科

TELO93-922-5596 FAXO93-952-2713

〒805-8534北九州市八幡東区尾倉2丁目6番2号

北加肺蛎職構北加I|市立ﾉ鴫病院小児鯰･小聡合鴎ｾﾝﾀｰ

TELO93-662-6565 FAXO93-662-1796

E-mail :kjnpedia@mac.com
かみ ぞの じゅん じ
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この度福岡県小児科医会

蕊
j穂､Y燗簾営W謹蹴
から北九州市立総合療育センターに勤務していま

す．

当科では重症心身障害児者の病棟管理外来で

は発達障害の臨床を行っています．病棟では長期

入所者約60名を小児科医約3名でみています．入

所者の年齢は4歳から70歳まで，平均年齢28歳

医ケアは経管栄養25例， 中心静脈栄養2例， 人工

呼吸器(BiPAP含む) 10台など， 非常に重い重

症例が存在しますさらに入所者の大半は成人で

あり， 高齢化に伴い小児科医では対応できない状

態に至ることも多々あります． 入所のきっかけは

虐待や保護者の高齢化などの在宅困難であり。在

宅後の重心者の生命を支える役割が当科にありま

す．

外来では発達障害の診断治療を主に行っていま

す．幼児期は発達の遅れやかんしゃくの主訴で来

院されますが，年齢が高くなるにつれ，社会不適

応や行動障害が主訴となり重症化しています．児

童精神科医が北九州地区に非常に少ないことや，

保護者自身の課題も多く対応に苦慮しています

重症化する前に対応する役割が当科にあると感じ

ています．今後ともどうぞよろしくお願いいたし

ます．
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この度，福岡県小児科医

会へ入会させていだだきま

した神薗淳司と申します．

私は1990年に産業医科大学

医学部を卒業後， 同大学小

児科学教室に入局いたしま

した卒後，初代教授山岸

稔先生・二代目教授白幡聡

区の小児血液・腫瘍患者の

しました． その間1996年

先生のもと，北九州地区の小児血液・腫瘍患者の

診療と研究に従事いたしました． その間1996年

に北九州市立八幡病院小児科の出向等を経て，一

旦産業医大に帰学後に再度2002年に北九州市立八

幡病院小児科部長として赴任いたしました．以後

一貫して， 2018年10月逝去されました市川光太郎

院長を師事し，小児救急医療に携わって参りまし

た．

現在， 2018年末病院新築開院を迎え㈱北九州市

立八幡病院小児救急・小児総合医療センター長と

して総勢30名弱の小児科医と共に毎日を過ごして

おります．幅広い子どもたちへの総合診療を目指

して，虐待診療，小児血液腫瘍疾患に対する造血

幹細胞移植医療や小児神経疾患や医療的ケアを必

要とする在宅医療，小児救急・集中治療管理を柱

として"子どもたちの安全と安心''を目指しており

ます．

福岡県小児科医会の会員の皆様には， これまで

以上にご指導をお願いいたしますとともに，北九

州市立八幡病院小児救急・小児総合医療センター

共々ご支援もお願い申しあげます

所属学会と地域業務

日本子ども虐待医学会理事

日本小児救急医学会理事（将来検討委員会委員

長脳死問題検討委員会委員長）

日本SIDS･乳幼児突然死予防学会代議員機
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新入会醗拶

〒805-8534福岡県北九州市八幡東区尾倉2丁目6番2号

北九州市立八幡病院･小児救急･小児総合医療センター

TELO93-662-6565 FAXO93-662-1796

E-mail :masano.ym@gmail・com
あま もと まさ の

天本正乃

関誌編集委員

日本小児科学会子どもの死亡登録・検証委員会

北部九州地区代表

福岡県救急医療協議会小児救急医療専門委員会

委員長

北九州市要保護児童対策地域協議会委員長

この度福岡県小児科医会

に入会させて頂きました，

市立八幡病院・小児救急・

総合医療センター天本正乃

と申します．福岡県北九州

市出身で私立明治学園を卒

業後，久留米大学医学部に

入学し1985年久留米大学小

しました．大学病院や聖マ

以上

児科学教室に入局いたしました．大学病院や聖マ

リア病院済生会八幡総合病院などを経て現職で

ある市立八幡病院には1991年7月よりお世話に

なっており, 2019年2月に副院長に就任いたしま

した． 当院は2019年12月25日より現病院に新築移

転し新たな一歩を踏みだしたばかりです．現在の

小児科医局員は総勢34人に上り，設立当初から24

時間，一次から三次救急， 内因系はもちろん外因

系に至るまですべての小児を対象に小児救急医療

の提供を主軸に行ってまいりました．新病院では

更に血液，腫瘍センター, PICU、更に児童虐

待対応の拠点病院として子供達の安全な養育環境

の整備家族支援など新たな取り組みを増やし，

今からより充実させてまいります．

私は主にてんかんを含む神経疾患，筋疾患， ま

たハンデイキャップを持つ患者様とそのご家族の

在宅看護の支援等を中心に診療しております．北

九州市は次世代育成環境ランキングで4年連続一

位,日本一子育てしやすい町と紹介されています．

北九州在住の小児科医として， それが永遠に続く

ように，令和の時代を担っていく子供達が祝福に

満ちた人生を送れるように，微力ながら進んで行

きたいと思います．今後とも福岡県小児科医会の

諸先輩方，皆様に変わらぬご指導頂ければ幸いで

す．
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〒804-0093福岡県北九州市戸畑区沢見2丁目5-1

(社会医療法人共愛会）戸畑共立病院小児科・小児外科

TELO93-871-60151iIW'l州離) FAXO93-881-6411

E-mail : to-arima@kyoaikai・com
あり ま とおる

有馬 透

〒832-0822柳川市三橋町下百田2()9－4

辻小児科・アレルギークリニック

TELO944-32-9898 FAXO944-32-9951

こう

巧
つじ

辻
すけ

介

この度，福岡県小児科医

会のお仲間に加えていただ

きました社会医療法人共愛

会・戸畑共立病院の有馬透

と申します．昭和50年に九

州大学を卒業して2年間の

母校小児科学教室での研修

の後に小児外科に転じ，以

過ごしました．平成7年に

皆様はじめまして．辻

“蕊
出身は佐賀市です． やや回り道をしながら佐賀

医科大学（現佐賀大学医学部）を平成6年に卒業

し小児科医となりました．佐賀大学小児科医局に

所属し，主に佐賀県内の病院に勤務して参りまし

た．

自宅は佐賀市内にありますが，有明海沿岸道路

が一部開通しており通勤時間は30分程度です旧

国鉄佐賀線の大川昇開橋を朝夕眺めています．柳

川は穏やかな地域柄と気候が私が幼少期を過ごし

た佐賀県の有明海沿岸の町とよく似ているように

思えます．観光客にも優しくとても住みやすそう

な町だという印象がありましたが，一昨年に『柳

川市も年々高齢化と人口減少が進みついに6万人

を割り込んだ．子どもの数も減ってきて町の元気

もなくなっている.町の活気が取り戻せるように，

お年寄りの皆さんと子どもさん達が安心して暮ら

せる手助けとなる場所を作りたい. 』 というビル

オーナーの話を伺っていささか驚くとともに，私

にもそのお手伝いができるならと， この地で小児

科診療所の開業を決意しました．

気が付いてみれば平成から令和と年号も変わ

り，小児科医としてもう20年以上過ごしてきまし

た． これまでは主に入院診療に携わりつつ小児科

とアレルギー科の専門医資格も取得しました． い

つの間にか患者さんの親御さんより年上になって

しまっています．今後は初心に立ち返り，地域の

かかりつけ小児科医として一般外来診療や健診．

後約40年を小児外科で過ごしました．平成7年に

は北九州市立医療センターに小児外科を立ち上

げ，以後21年間地域のとくに小児科の先生方には

多大のご支援をいただきました． あらためて御礼

申し上げます．

昨年6月，戸畑共立病院で「小児科･小児外科」

として外来小児診療を始めました． この40年余り

の間に当然ながら小児科学は大変貌を遂げ， その

昔研修医として小児科を学んだ身にとりましては

浦島太郎さながら戸惑うばかりの毎日ですが，産

業医科大学小児科学教室のご支援や， かつて同僚

だった小児科の先生方のご協力を得て，何とか一

年余が過ぎたところです．

診療業務としては通常の小児内科疾患の診療に

加えて，小外傷の処置日常的小児外科疾患の診

療や手術を要する疾患に関する相談また法人職

員の子どもさんの病児・病後児保育を行っていま

す．在宅医療も少しずつ始めており，次の目標は

日中一時支援です．

小児外科医の定年退職後の進路は様々ですが，

私の場合は， 医師人生の最後まで子と÷もさん相手

に過ごしたいという望みは叶えられています．地

域に溶け込み，地域の小児科をはじめ関係各科の

先生方のご指導ご支援をいただいて，総合的な小

児医療の一端を担えればと思っております．今後

ともどうぞよろしくお願い申し上げます．
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〒838-0102福岡県小郡市津古1203-1

<どうこどもクリニック

TELO942-75-9100 FAXO942-75-9103

予防接種を含めて子どもさんの健やかな成長の手

助けができ，加えて気管支喘息や食物アレルギー

など最近増えている子どもさんのアレルギー疾

患のよき相談相手として長いおつきあいができれ

ば， これにまさる喜びはありません

当診療所は柳川で生まれたばかりです．地域の

子どもさんがたの健やかな成長を見守り，地域の

人々に信頼されて，私たち職員もまた皆様ととも

に成長していきたいと考えています． これから

先生方には温かなご指導やご鞭燵をいただけます

f とつ、

T藤
竺
暴

ゆき

公

藝愚4" ｣栽蟻鴬
ニー光が丘店に着きます．場所の説明をするのが

難しい場所で，飯塚方面から冷水トンネルを南

下して国道200号線が, 3号線にぶつかる辺りで

す‘と説明するとなんとなくわかってもらえます．

ちょうど福岡市にも久留米市にも出かけるには少

し遠い地域だからか，福岡こども病院や九州大学

病院や久留米大学病院や聖マリア病院などで管理

中の小児循環器の患者さんが思っていたよりたく

さん受診されますチアノーゼありで酸素中のお

子さんや複雑心奇形で多剤内服のお子さんなども

おられます．風邪や体調不良など軽症な訴えでの

受診ですが， 自分が小児循環器を専門にしている

というだけで安心いただけるようです． また， 川

崎病などの定期受診をドロップアウトしたお子さ

んも多く受診されます．大病院と比べますと混雑

していませんし， 夕方まで診療していることが助

かるそうです．

まだまだ若輩者ではございますが，地域のお母

さんたちに頼ってもらえる小児科を目指して頑

張っています.何卒よろしくお願い申しあげます

よう，改めて宜しくお願いいたします
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聯新入会

〒813-0017福岡市東区香椎照葉2丁目2番7号

照葉浅部クリニック

TELO92-202-2000FAXO92-202-2010

E-mail :ti6749@gmail.com
いち まる とも ひろ

市丸智浩

〒836-0862福岡県大牟田市原山町2-8

坂西内科医院小児科

TELO944-52-2025 FAXO944-52-2036

E-mail :shimpei33@orion.ocn.ne.jp
さか にし しん ぺい

坂西信平

この度，福岡県小児科医

会に入会させて頂きました

坂西信平と申します．

私は平成16年に川崎医科

大学を卒業し，聖マリア病

院で初期研修後同院と久

留米大学小児科学教室で後

期研修を経て，聖マリア病

勤務しました．平成26年か

この度，福岡県小児科医

会に入会させていただきま

した．

私は1981(昭和56）年に

九州大学小児科に入局

1982年12月より佐賀医大

(当時，植田浩司教授）に

異動し， そのまま佐賀を中

た． もともと佐賀市の出身院新生児科．小児科に勤務しました．平成26年か

ら大牟田市の坂西内科医院で診療をしています・

現在は，子どもを中心に保護者の診療や高齢者

の訪問診療をしています．救急病院から診療所に

移ったことで， より家庭と生活に密着した診療が

できるようになり，症状の背景に家庭や地域の

様々な問題が見え隠れしてきました． それぞれの

状況に応じて，医療のみでは十分な対応ができな

い場合は,地域の資源を活用して多職種と連携し，

問題解決の糸口を探しています

最近は，学齢期の不登校から思春期の引きこも

り，成人の発達障害や精神疾患の生活．就労支援

に関わる中で，本人の努力だけではなく家族およ

び周囲の理解と協力が不可欠であり，社会全体に

多様性への寛容さが求められていると感じていま

す．

これからも小児科をベースに， それぞれのライ

フステージに合わせたより良い医療が提供できる

ように，患者家族と伴走しながら私自身も成長し

ていけるように努力する所存です．

今後ともご指導ご鞭捷のほど， どうぞ宜しくお

願い申し上げます．

心に仕事をしてきました． もともと佐賀市の出身

で，今も自宅と墓は佐賀です．

專門はアレルギー・小児呼吸器病学です．濱崎

雄平先生（現・名誉教授）が佐賀に赴任され， ご

一緒に仕事をするようになったことを契機に専門

とするようになりました． ご存知のように濱崎先

生はロイコトリエンなどといったケミカル・メ

ディエイターが専門です．今,振り返ってみると，

そのような生体由来の微量物質が気管支喘息など

のアレルギー疾患の病態と密接に関わっているこ

とが明らかになってきた時代まさにそのもので

した． おかげで学問的なことも面白く，有意義な

時間を持つことができましたし，濱崎先生や宮崎

澄雄先生（現・名誉教授）のご高配で米国留学の

機会を与えていただきました．

その後， 2005年，佐賀県立病院（現・佐賀県医

療センター）好生館に部長として赴任，在任中に

は病院の新築移転という滅多にないイベントを体

験しましたまた2013(平成25)年には第46回日

本小児呼吸器学会を会長として佐賀の地で開催で

きたのもいい思い出です好生館での約10年の後，

佐賀整肢学園に3年ほど在職し， その後半は整肢

学園の一施設である「糸島こどもとおとなのクリ

ニック」の院長を務めていました

2018年9月より東区香椎にある「照葉浅部クリ

ニック」で診療をしています． 浅部浩史先生（理

事長）は九大小児外科の出自で， こども病院や福
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大でも勤務されていましたお互いの知己も多く

重なっており，診療でも協力しながら行っていま

す．

趣味と言えるほどのものはありませんが，時間

が許せば（大学時代から） コンサートと美術館巡

りをしています．最近は音響といい映像といい，

格段の技術の進歩で， あたかも目の前にあるよう

に再現してくれますが，生， あるいは実物の与え

てくれる感興には及ばないように感じます． この

ような催し物は地方より首都圏の方が圧倒的に多

いのが残念ですが，時に上京することは格好の気

分転換，非日常への変化ともなっています． そし

てこれらには美味い食事と酒がつきものです．

それでは今後ともどうぞよろしくお願い申し上

〒810-0014福岡市中央区平尾2-5-8-3F

つる小児科クリニック

TELO92-522-0505 FAXO92-522-0039

ひのき やま ま い こ

檜山麻衣子

と÷も病院，福岡赤十字病院で多くの先生方にご指

導いただき，小児科医としての基本姿勢から，腎

專門分野に至るまで，学ぶ機会を与えて頂きまし

た．育児に専念して診療から離れていた時期もあ

りましたが，九州大学医局のご配慮により， にこ

にこペースで診療に復帰することができ，腎臓専

門医まで取得できたことは本当に感謝しておりま

す．

平成30年4月からは父の開業するクリニックで

勤務を開始し，平成31年1月からはクリニックの

名称を変更し，新規開業として現在に至っていま

す． もともと当院は夜尿症専門クリニックとして

の特徴を前面に出していましたので， ここ1年で

これまでになかった程の夜尿症患者さんと向き合

うことができました．夜尿症診療は， 内科，泌尿

器科（外科)， そして心療内科といった3つの側

面が関係しており，小児科診療で必要なアプロー

チ法が凝集された興味深い疾患と感じておりま

す．

これからは生まれ育った地域のご家族の方々に

頼りにされ，子供達の健康に少しでも貢献できる

ように頑張っていきたいと思っております．今後

とも先生方のご指導ご鞭捷のほど， どうぞよろし

くお願いいたします．

げます
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〒818-00117福岡県太宰府市宰府3-5-7

医療法人中嶋医院

TELO92-922-4019 FAXO92-924-0283

〒813-0043福岡市東区名島2-41-5

伊東内科小児科医院

TELO92-681-1000FAXO92-681-1012

E-mail :ashitaharerukanaO704@gmail.com
い とう あつ こ

伊東敦子
なか しま よう すけ

中嶋洋介

初めまして，今回入会さ

せていただきました中嶋洋

介と申します．私の出身は

太宰府市で高校まで同市で

育ちました．平成18年に藤

田保健衛生大学（現藤田

医科大学）を卒業し同大学

で2年間の初期臨床研修を

このたび入会させていた

だきました伊東敦子と申し

ます．義両親が長年勤めて

きた義実家を改装後, 2016

年7月より名島2丁目の東

区市民プール前で開業致し

ました．

私は福岡からは遠く栃木ノ 、一』手
経て父も小児科医であった事や子供好きもあり平

成20年に久留米大学小児科学教室に入局しまし

た．久留米大学病院や飯塚病院，聖マリア病院，

大分こども病院，天草市立牛深病院などの関連病

院勤務を経て，平成30年4月に実家である太宰府

の中嶋医院に勤務することになりました． まだま

だ父が現役であり院長として診察していますの

で，副院長としての勤務になり2人体制で外来診

療をしています． よく親子継業は不仲になると言

いますが，今のところはお互いの診療スタイルの

差はあるものの特に衝突などはしておりません．

開業医となって1年経ちました．勤務医時代とは

違った開業医（事業主） としてのストレスに脅か

され，勤務医時代には遭遇しないような症例もあ

り勉強の毎日です．地域の先生方もこんな若輩者

の自分を受け入れていただき有難う御座いまし

た． これからは自分が育った地域に恩返しとして

地域医療に微力ながら貢献させていただきたい所

存です．諸先輩の先生方には御指導， 御鞭燵の程

を今後ともどうか宜しくお願い致します．

県小山市で生まれ育ち，大学時代は馬術部で汗を

流しておりました．埼玉医大病院小児科で鍛錬を

積んだ際主人と出会い結婚いたしました．主人

の実家の医院を継ぐ運びとなり，福岡へ移住して

からは，成人病センターの健診科で健診の仕事を

させていただいておりました.福岡の住みやすさ，

食べ物の美味しさに感服しつつ，食べ歩きや釣り

を楽しみながら息子を育てております．初めての

海釣り公園で，小アジを50匹位釣った時は，楽し

くてやめられず， なんて豊かな海なんだろうと感

嘆致しました．

大学病院では，児童精神分野のお子様を受け持

つことも多く，思春期特有の問題を抱えたお子様

や，恵まれた養育環境にないお子様と長期に渡り

付き合うこともありました．痛感していたのは，

そのような分野の相談窓口が極端に少ないことで

したこの度，主人と開業することとなり，浅学

非才の身でございますが自分にできることをやり

たいと思い， その頃の経験を活かし， そういった

お子様や，誰かに育児について相談したいけれど

相談場所がない…というご家族の相談相手になれ

たらと願っております．

諸先輩の先生方におかれましては， ご指導ご鞭

燵の程何卒よろしくお願い申し上げます．
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新入会員挨拶

福岡市西区姪の浜4-10 2

下村小児科医院

TELO92-883-5232 FAXO92-883-3343

E-mail :shimomural980@gmail.com
しも むら ごう

下村 蒙

〒811-1311福岡県福岡市南区横手3丁目32-19

いでこどもアレルギークリニック

TELO92-589-3000FAXO92-589-3080

E-mail : idededO903@gmail.com
ぃ で こう じ

丼手康二

この度入会させて頂きま

した下村小児科医院の下村

豪と申します． 父が平成2

年に福岡市西区姪の浜で開

業し，長く診療にあたって

いましたが、平成31年2月

より医院継承致しました．

私は平成20年に久留米大学

このたび福岡市南区横手

にて， いでこどもアレル

ギークリニックを開院しま

した井手康二と申します．

今まで福岡大学病院小児科

に勤務してきましたが， こ

の地区の人々の温かさにふ

れ，地域に根ざした医療を

砦することを決意しました

｢,← :興
一， ~琴

・亀隆 ＃‘

LI
医学部を卒業し， その後に久留米大学小児科学講

座に入局しました．多くの諸先輩方にご指導いた

だきながら大学病院，聖マリア病院などで診療を

しておりました小児神経を専門にして数年経っ

たころ，寝耳に水でしたが父のセミリタイアの話

がありました．子どもの頃より父の背中をみてい

たことや， いずれは継ぐだろうと思ってはおりま

したので， それほど強い抵抗もなく継承を受け入

れることが出来ました． お世話になった医局の先

生方にご迷惑をおかけすることにはなりました

が,平成30年3月をもって退局させて頂きました．

継承までの期間に福岡病院や福岡市立こども病院

で学ばせてもらい，多くの先生方との繋がりも得

ることが出来ましたことは誠に感謝するところで

す． 2月より診療にあたっていますが， これまで

父についていた患者さんたちに認知されるまでに

は時間を要しました．最初の頃は患者さんが診察

室に入ってきていつもと医師が違うため， お母さ

ん方に驚かれたり，怪言牙な顔をされたりでやりに

くさもありました試されている期間と思い，必

要以上に丁寧に説明をしていると， スタッフから

待ち時間が長くなっているから診療をもっと早く

して下さいと注意される始末で‘従業員も私に不

安を覚えたと思います．父の代からのやり方と私

との相違で， スタッフとの間に違和感が多少なり

ともありましたが，修正しながらやっているとこ

ろです．少しずつではありますが‘診療の流れに

するために,ここに開業することを決意しました

当院の特徴はクリニックの名前どおり㈱ こども

のアレルギー疾患に特化しているところです．疫

学調査では近年アレルギー疾患の有病率は増加傾

向で，低年齢化が進んでおり，乳幼児の食物アレ

ルギーや花粉症， アトピー性皮層炎や小児喘息な

ど慢性的な症状で苦しんでいるお子さんが数多く

存在します．特に食物アレルギーによるアナフイ

ラキシ－に関しては，数年前に誤食による死亡例

が報道され， よりきめ細やかな診断， 治療，症状

出現時の対応が求められています． 食物アレル

ギーの患者さんには特異的IgE検査， プリックテ

スト，食物経口負荷試験を行い，個々にあった食

事指導，症状出現時の対応法を親身になって説明

するように心がけています‘

当院では待ち時間短縮のためweb予約を取り入

れ， なるべく在院時間を短くする取り組みや， 院

内感染防止のための隔離室を設置し，患者様の

ニーズに合った診療を行っています．

アレルギー疾患のために遊べない， おいしいご

飯が食べられない，夜に眠れないこどもたちが‘

少しでも健やかでのびのびした生活を送れるよう

に全力で診療にあたっていきたいと思います．福

岡県小児科医会の先生方，今後ともよろしくお願

いします，
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も慣れ， スタッフとのコミュニケーションもとる

ことができるようになりました．診療報酬や労務

管理など未だ分からないことも少なくありません

が，焦らずにどうしたら患者さん方， スタッフが

幸せになれるかを考えながら日々逼進したいと考

えております． また， いつも優しく接してくださ

る開業医の先輩方， いつも快く受けて頂く紹介先

の先生方にも感謝をしながら，皆様方の力になれ

ることを少しずつやっていきたいと考えておりま

〒813-0005福岡市東区御島崎2-2-38

医療法人もりやす小児科医院

TELO92-661-2293 FAXO92-662-8689

E-mail :moriyasuy@gmail.com
もり やす よし お

森安善生

この度福岡県小児科医会

涛
児科に入局し，福岡大学病院小児科，福岡大学筑

紫病院小児科で初期研修をしました．小児喘息が

あったためか，学生のころから呼吸器疾患に興味

があり，呼吸器・アレルギーを專門に選びまし

た． 医局から3年間の部外修練期間をいただき，

国立病院機構福岡病院小児科で勉強させていただ

きました． 当時の福岡病院は， 日本アレルギー学

会理事長の西間三馨先生をはじめとして，小田嶋

博先生，柴田瑠美子先生， 岡田賢司先生とそうそ

うたる先生方がお仕事されていました研修医が

終わったばかりで， しかも出来の悪い私にも直接

ご指導をいだきました． その後は，福岡大学筑紫

病院田川市立病院都城市郡医師会病院で勤務

し，平成24年から2年間は福岡大学病院小児科で

助教として呼吸器・アレルギー外来も担当しまし

た．平成26年5月から福岡市東区御島崎で父が開

院したもりやす小児科医院で診療しています． 開

業医となり，かかりつけ医として診療し5年が経

ちました勤務地が次々と変わっていたころと違

い，ずっとみているこども達が元気に成長してい

く様子をみられて,開業医の良さを感じています‘

ご迷惑をおかけすると思いますが，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

す． これからも宜しくお願い申し上げます
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佐久間孝久先生を偲んで

北九州地区小児科医会坂口祐助

北九州地区小児科医会の重鎮で，小児科臨床で

多くの業績を残された佐久間孝久先生が，平成30

年8月21日に逝去(享年89歳)されました．体調不

良で入院されたりもしましたが奥様を亡くされた

後ご高齢もあり平成27年7月に閉院され，翌28

年2月からはご長男がおられる出身地の佐賀県三

養基郡みやき町で同居されていました

先生は，昭和4年の生まれで，昭和30年に久留

米医科大学卒業後，小児科に入局されました． 昭

和36年に小児赤痢の研究により医学博士号を受け

られた後，八幡製鉄所病院戸畑分院小児科に2年

間勤務し，昭和38年北九州市戸畑区で開業されま

した．

開業後は第2次ベビーブームで超多忙を極めら

れたようですが， そのなかでもたくさんの臨床研

究を精力的にされました．特に感染症では，北九

州市環境衛生研究所と共同で流行ウイルスの研究

を進められ， アデノウイルスやインフルエンザウ

イルスなどの複数の研究論文を出されています．

日本感染症学会認定の感染症専門医でもあり，全

国の小児感染症関係の先生方と連絡を取り合い，

毎週のようにメールで感染症データや咽頭写真を

発信されていました．筆者もお願いしてその情報

をいただき，会員向けの北九州小児科医会HPに

掲載していましたが，詳細な熱型図や臨床デー

タ，経時的に撮られた鮮明な咽頭写真など真似を

することができないような研究作業を長期にわた

り続けられたことは感服以外の何ものでもありま

せん． そして， それらの集大成として「アトラス

さくま小児咽頭所見」 （メディカル情報センター

2005年）を出版されました． これは現在も多くの

小児科医の診療のバイブル的なものとして活用さ

れています． また，予防接種や乳幼児健診にも積

極的に取り組まれ， 3歳児健診でフォトスクリ

ナーを使った視力スクリーニングの研究を，平成

4年に日本小児科学会雑や日本医事新報などに発

表されています． それだけでなく招聰され各地で

の講演活動もされていました．

先生は，診療や研究だけでなく，小児科の研修

会や例会にもよく出席され， その温厚なお人柄で
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いつもニコニコとして私たち後輩と話されまし

たまた，何事にも真筆に取り組まれるお人柄で

もあり，長期にわたり戸畑小児科医会，若戸小児

科医会，北九州地区小児科医会の役員をされまし

た．医師会活動では，戸畑区医師会理事，北九州

市医師会代議員，戸畑区医師会監事を歴任され，

多くの表彰もされています．列記すると平成3年

福岡県北九州市学校保健会賞，平成3年福岡県学

校保健会賞，平成4年福岡県北九州市民功労賞，

平成10年福岡県母子保健家族計画賞，平成11年厚

生大臣賞（母子保健家族計画)，平成14年福岡県

医師会長賞（学校保健)，平成17年日本外来小児

科学会リサーチ賞などがあります．

まだここには書き尽くせない数々の業績があり

ますが，学究の臨床小児科医として私たちに指針

を示されたことに大いなる敬意を表すとともに，

ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます

■ 4
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蕊 ． ｡ 咄l葎

市川光太郎先生御追悼

市川光太郎先生は平成30年10月l1日に68歳でご逝去されました

蕊に謹んで哀悼の意を表しご冥福をお祈りいたします．

日本小児科学会小児救急委員会委員

福岡県救急医療協議会小児救急委員会委員長

北九州市要保護児童対策地域競技会議長

ご略歴

生年月日 ：昭和25年9月21日

昭和52年3月

昭和52年4月

久留米大学医学部卒業

久留米大学医学部小児科

(聖マリア病院NICU)

北九州市立八幡病院小児科

同小児科部長

北九州市立八幡病院副院長

同院長

表彰

第39回医療功労賞（平成22年度)(読売新聞社主催

厚労省･日本テレビ放送網後援

損保ジャパン日本興亜協賛）

第4回福岡県医学会優秀論文特別賞（平成24年）

第1回山下文雄賞（令和元年5月）

昭和56年

昭和60年

平成15年

平成21年

10月

7月

4月

4月

役職

日本小児救急医学会特別栄誉理事長

日本SIDS・乳幼児突然死予防学会理事長

日本子ども虐待医学会理事長

久留米大学医学部小児臨床教授

福岡女学院看護大学客員教授
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弔辞 やはたの空の下に

春日市横山隆

小児医療においてはもとより酒の席においても

釣りやゴルフの憩いの場においても君には心を許

した多くの友がいた．その方々が君を偲ぶ心情は

到底代弁できるものではないが君と八幡の仲人と

なったひとりの先輩として， ひとりの友人として

弔辞を捧げたい．

光太郎君，君の人生後半37年間はある縁から始

まり偉大な足跡を遺し，八幡の空の下でその生涯

を閉じた．遡ること40年前， 出向希望者がいない

八幡病院に横山が3年ばかり行きましょか， と深

く考えもせず出かけたことから縁が始まる．

そして横山が帰学まで残り半年となった頃，新

生児救急の輪番制が始ることになったこれはか

なわぬと聖マリア病院新生児センターの若きホー

プであった君に半年の約束で手伝ってくれと直接

に声をかけた． たまたま聖マリア病院を一時離れ

細菌学教室にて学位取得を目指していたときで臨

床に飢えていた君はふたつ返事で快諾し昭和56年

10月， わずかな生活道具を入れた紙袋を提げ草履

姿でやって来た． そして半年後，約束通り横山と

一緒に八幡を去っておれば新八幡病院新築も勤務

医の4割が小児科医（35名） という今のような八

幡病院もなかったであろうし紀子夫人との出会い

もなかったに違いない．決して願したつもりはな

いが大江久圀前病院長に「編された市川先生に大

感謝，編した横山先生に2倍感謝」と言われる始

末であった．幸か不幸か君の代わりに出向する者

が当時の教室にいなかっただけである．君は仕方

なく援軍なき八幡に居残ることとなり，その後37

年間の長きにわたる獅子奮迅の働きは皆の知ると

ころである． いつの頃からか八幡再生工場とも椰

楡され教室からは心を病んだ若い医師が出向させ

られ見事に立ち直っていった君の薫陶を受けた

多くの弟子たちは君を敬愛してやまず｢やはた組」

を結成した． その数は350名に及ぶ．過去2回，

在任節目の記念誌が作成され，その多くの寄稿文

に目を通すと君が如何に先輩に愛され弟子に慕わ

れていたか一目瞭然である．高校以来，ずっと同

期だった君の友人が診療中に言卜報を聞き脇目も憧

らず号泣したのも宜べなるかなであった．

君は学生時代は空手部に所属し猛練習と酒に明

け暮れていたにも関わらず学業成績は常に上位で

不思議がられていたが，後々，空手部の後輩から

君は痛飲した翌朝でも5時には起きて勉強してい

たことを知った．努力の人であり強靭な男であっ

た． それにしても多忙を極める小児救急医療の現

場に立ち患者ファーストを貫きながら多くの役職

をこなし講演では日本全国飛び回り膨大な数の論

文・著書を遣したことに畏敬の念を禁じえない．

小児科部長となり副院長となり更に病院長と昇

任していったのは真にめでたいことであるが君は

生涯一介の小児科医として医療の現場，救急の現

場で活躍したかったことだろう．

八幡に市川光太郎あり!!わが久留米大学小児科

学教室の誇りであり財産であったが，あまりにも

突然に失うことになり無常観が募るばかりであ

る．

母を最初の縁としてこの世に生を受け生涯良く

も悪くも幾多の縁に触れ此処まで辿り着いたもの

と思う．釈迦曰く物事に偶然はない，総て必然で

あると．君はきっと八幡病院のために生まれてき

たのだ．君の医療活動と信念， ダフな生活ぶりは

現役のときから伝説となり今や神話となった． あ

るとき横山は仏縁に遇い阿弥陀如来の不可思議功

徳を得た． これを君に廻し向けることを最期の縁

とし往生を祈る．光太郎君，悠然と昇天されよ．
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松本壽通先生御追悼

ご略歴

九州大学医学部医学科卒業

九州大学医学部小児科大学院

昭和31年

昭和32年

以後10年間遠城寺教授永山教授の指導を受ける

専攻は小児神経学．

り1年間，米国バツフアロー小児病院に留学．昭和37年より1年間米国バツフアロー小児病院に留学．

先天異常の原因究明に関する共同研究に従事

昭和39年 九州大学講師

昭和42年 北九州市立小倉病院小児科部長

昭和45年 福岡市西新にて小児科医院開業現在に至る．

平成10年 福岡地区小児科医会会長

平成14年 福岡県小児科医会会長

平成19年 九州小児科医会会長を歴任

著書： 「開業医の外来小児科学」 （南山堂） （共著）

「乳幼児健診マニュアル」 （医学書院） （共著）

「子育て問題を考える」 （日本小児医事出版社） （共著）「子育て問題を考える」 （日本小児医事出版社） （共著）その他

受賞：平成15年4月 日本小児科学会より小児保健賞受賞

平成20年11月厚生労働大臣表彰（母子保健向上の功績により）

平成22年2月読売新聞社より 福岡県医療功労賞受賞

平成24年6月 日本小児科医会より 内藤壽七郎賞受賞
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松本壽通先生を忍ぶ

西間三馨

私が心から崇拝してやまない松本壽通先生が昨

年10月，遂にご逝去されました

先生には40年以上の長きにわたり，公に私に深

い御厚情をいただき，如何に感謝の念を表そうに

も言葉では表しきれません．

私は昭和43年の卒業でしたから，その時は既に

先生は医局にはおられず，北九州市立小倉病院の

小児科部長として活躍されておられましたとき

あたかも青医連運動・大学紛争の真っ只中でした

から卒後は自主研修のような状態でした． そして

私が初めて研修を受けた学外の病院が松本先生の

小児科でした．そのあと急遼， 43年卒業生全員が

大学病院に戻ることになり， わずか半年の研修と

なってしまいましたが松本先生の元での研修は私

にとって極めて大きな財産となりました． なぜな

ら， この半年は私の医師人生半世紀のなかで，九

大病院と福岡病院以外はこの松本先生の市立小倉

病院勤務が最初で最後のものであったからです．

先生はその後まもなく福岡市西新に小児科を開

業されました．そして医院の上に大きなカンファ

レンスルームを作られ，そこで西部臨床懇話会を

月一回のペースで開催されるという画期的な開業

形態をとられましたこれは開業医が常に最新の

情報を多忙のなか，共有で得ていくすばらしいシ

ステムであったと思います．

私もこの懇話会にはもっぱら喘息を中心とした

アレルギーの話でしたがテーマをかえ計四回ほど

話をさせていただきました．そして光栄にも2019

年の第500回の記念すべき回に「アレルギーの今

までと， これからの展開」というタイトルで講演

する予定でした．先生の御体調はこの一年， あま

り芳しいものではありませんでしたから，長男の

一郎君と「親爺さんに司会をしてもらえれば最高

だよね． しっかり体調管理をしてもらわなければ

ね」と常々，話し，先生にも「先生の司会じゃな

きや絶対に駄目ですからね．それも， ちゃんと両

足で立ってて.」と，無理かなと思いつつ鼓舞さ

せていただいておりました．いつも「はい，わか

りました.」と丁寧なご返事がかえってきました．

ついに御司会をしていただくことが叶わなかった

ことは本当に残念ですが，固定の会場を有する西

部臨床懇話会というすばらしい後世に残る勉強会

を作り上げた御功績は極めて大きいものでありま

す．

＊御長男の一郎君は私の弟子の一人で今は一緒

に福岡大学病院の外来で医学部5年生のポリクリ

をしています．彼が壽通先生の代わりに私の講演

の司会をしてくれて，万感迫りくるものがあり感

無量でした．

同じように，それを凌駕するほどの遺産は1984

年，約35年前に豊原， 中尾出口，梁井，徳丸先

生らと編集され南山堂から出版された「開業医の

外来小児科学」でした． 出版当時はその完成度，

着眼点のすばらしさ，そして卓越した先見の明は

私にはよく把握できていませんでした．世間の多

くはそうではなかったのかと思うのですが，福岡

の開業医の驚異的な能力を世に問うた，そして見

せつけた出色の出版物としての評価が定着して

いったのです．

私も全国の小児科医達から「すごい開業医達が

君の福岡にいるんだねえ」と言われ， 「当然だよ，

みんな私の先輩， ウッホン！」と， 自分が作った

ものでもないのに，正に「虎の威を借る狐」状態

で鼻高々でした．改版の時に「呼吸器感染」の項

目で一度，書かせてもらったのですが，真赤に修

正されて原稿が戻ってきて，二度とお呼びがかか

りませんでした． それほどに実臨床に密着したプ

レない確固たる編集方針でした「驚嘆」の一語

に尽きます．

＊担当は私の大好きな故中尾弘先生でしたか

ら，壽通先生の"せい"ではありません．念のた

め．

勉強のあとにはよく中洲に連れていってもらい

ました． 当然のことながら，豊原清臣先生，中尾
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先生との思いは尽きません． まだまだ語り尽せ

ぬことが多々ありますが， すばらしい先輩を失い

残念でなりません．

本当に長い間， ありがとうございました．

＊壽通先生からみられましたら私のような弱輩

が追悼文を書くなど誠におこがましいことは重々

に承知しておりますが，去年10月24日の御葬儀に

弔辞を読まさせていただいたので， その時の文に

｢＊」で若干の追加をさせていただき失礼も省り

みず御追悼とさせていただきました‘

弘先生原醇先生も御一緒でした四名の大先輩

の中では壽通先生は風貌，物言いともに最も紳士

風でした．

＊他の御三名は私を"虫ケラ"同然の扱いをして

いましたので相対的な面もあります．

先生はいつも私に「西間君， よくやっています

ねえ， くれていますねえ． ありがとうね」と，何

かよくわかりませんが丁寧な褒め言葉をかけてい

ただきました．

＊長男一郎夫婦を‘‘人質"にとっているせいかも

しれません

わが友松本壽通君の霊に捧くﾞ

谷秀雄

平成30年4月7日九大筈学部博多三一會

春季例会開催日 ホテル日航福岡「弁慶jで何

時ものようにアンタとボクは隣りあわせに座っ

たヨネ・ アンタはその頃，糖尿病や腎臓疾患など

で入退院を繰り返していたネ． よく出席してくれ

たネ． 「具合はどうかネ」と訊ねたら， 「最近は調

子がいいヨ」と元気に答えてくれた． そして10月

20日の秋季例会には，殆ど無欠席のアンタの姿は

なかった．翌21日， アンタの言ﾄ報が届いた．暗塘

たるモノがボクを襲った． 24日の葬儀にお別れに

行った．和やかに， にこやかに微笑んだアンタの

遺影がボクを迎えてくれた．何故かホッとする気

分があった． アンタの晩年は本当に余りにも多忙

だったからネ．皆なに慕われて，頼られて. 「やっ

と開放された」という顔に見えたヨ．章子夫人や

ご子息．一郎君旧知の守立先生とは涙の挨拶

だったけれども．

昭和32年，安藤昭四郎， 石井潔， 佐々木秀

隆田坂英子，谷秀雄松本壽通の本学出身の

6名が九大小児科教室に入局した（佐々木，谷，

松本は大学院生)． 近年， 入局者は少なくはな

かつたが，本学出身者が6名も入局したのは珍し

かったようで，恩師遠城寺宗徳教授の喜壽祈念随

筆集「還るを知る』に，伊東祐彦初代教授の胸像

の前で，恩師を囲んだ我々6名の入局記念写真が

唯一掲載されている．先生も喜ばれたと思うヨ．

後に東北出身の根本康君が加わって，ボクは名

前を付けるのが好きだったから『七人会j と名付

けた． 当時の名画"七人の侍"に因んで． それにし

てもお互いホントによく叱られたネ．特にボクは

ひどかった． 「大学院特別奨学生ともあろう者が」

とサンザンだった． アンダらが1回叱られるうち

に，何回叱られるか数えて7回になって数えるの

を止めた. 1度だけ先生のご診断を覆したことが

ある．顔を真っ赤にされて「倫言汗の如し」と

怒鳴られた． ご機嫌な時には「谷君は博多生まれ

の博多育ち．特別奨学金は何に使っているかネ」

と訊ねられ「ハイ． お蔭様で中洲で飲まさせて戴

いております」と答えると 「それはいいネ． しか

し時には勉強もし給えヨ」 と笑われた． その頃，

入局1年生は治療教育部の，年に1度の発表会の

余興に出演するのが習わしで， ボクが脚色・演出
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を担当してオペレッタをやったネ．夜遅くまでよ

く練習したネ．近頃出色の出来栄えだったとか

で，先生もコッソリ覗きにおいでになったとか？

お蔭でボクは当時の喜劇役者に因んで「トニー谷」

と緯名された2年生になって堤隆先輩の後を

継いで電気室主任を拝命した．不思議なことに，

そして誠に有難いことに，ボクを脅かし続けてい

た嵐は忽然として去った．後輩たちは先生からボ

クが叱られるのを見たことが無いと言う． 同級生

たちの上には猶，嵐は吹き荒んでいたけれども．

36年，草葬の出自を憐れに思われてか先生は，

大学院を卒業した翌日の4月1日にボクを文部教

官・有給助手に就けて下さり， 7月に外来医長を

命じられた．厳しく鍛えられ磨かれれば，輝かざ

るを得ない．医師になって一番勉強した時代だっ

た． アンタは良家の生まれで，悠然として？カテ

コールアミンの定量など医化学の研究にコツコツ

勤しんでいたネ. 11月，先生は九大学長に栄達さ

れた．永山徳郎教授が着任され， 37年9月医局長

を拝命した． 同じ年， アンタは憧れの米国バッハ

ロー大学に留学， 「先天異常の原因究明に関する

研究」に従事した．実はボクにも34年頃，留学の

チャンスがあったんだヨ．例の「先天性両側顔面

筋麻痒症候群」 "MoebiusIssyndorome"の本邦第

1例症例報告の共同執筆者，第二内科の荒木淑郎

氏（後の熊大第一内科教授）を介して，勝木司馬

之助同科教授の知遇を得， 同教授のご推轆で米国

某大学への留学が決定し，荒木さんはお会いする

度に｢米会話をしっかりマスターしときなさいヨ」

と助言された先生にお伺いすると「その話は勝

木教授から聞いている． だけど君が留学したら，

教室の脳神経の研究はどうなるのだ」と嘆かれて

オジャンになったノサ． そしてボクは38年4月，

山下文雄先輩を帰学させるために交替して飯塚病

院小児科部長に転出し,41年に帰福して開業した．

アンタは帰国して39年に九大講師に就任， 42年北

九州市立小倉病院小児科部長に転出， 45年に帰福

して開業した．お互い色々あったネ．

アンタに開業披露宴の司会を頼まれ喜んで

引き受けた．宴には先生， アンタの父君の鶴壽

翁，父君の友人の岩田屋百貨店の中牟田喜兵衛会

長， ご3方の明治生まれのロータリアンが出席さ

れて，和やかに会話を楽しまれていた． イー景色

だったナー． アンタがガバナーに就任して，広告

が新聞紙上に大きく掲載された．後輩のロータリ

アンが「千万円近くもかけて．無駄な」と批判し

たのに， 「結構なことじゃ－ないか．小児科もダ

ダで宣伝して戴いて」と反論すると「先生は同級

だから直ぐ庇われる」と言った後年アンタに

｢ロータリークラブに入会して」と頼まれて「80

歳を過ぎて今更」とシブると「是非，是非何とか」

と再三頼まれて，披露宴のあの光景を想いだして

入会させて戴いた週に1度，衣服を整えて，夜

は仲間の悪童たちと中洲を俳個している．

お互いに相当の運動オンチだったネ． ゴルフで

は常に敢闘賞かブービー賞を争っていたネ．医局

対抗の野球では，ボクは白衣を着てライトを守っ

ていた．ボールが白衣に当たって落ちるように．

それでも先生ご主宰の『みどり子会』でボクは2

度優勝したヨ．ボクがゴルフを始めて直ぐの或る

年，宇部カントリークラブで稲光信二先輩（毅君

の父君）が「誰が一番下手だろう」と問われた．

皆なが異口同音に「谷君」と答えた． 「では」と

先輩はボクの馬（賭け）を買われた． ほかに誰も

ボクの馬なんぞ買う者はいない．勿論ボクも買わ

ない．ボクは遅いスタートでスコアを提出して，

ヤレヤレとのんびりしていた．何だか周囲がザワ

ザワしだした．驚天動地，天変地異の事態が起

こった．誰かが「谷君が優勝だ－」と絶叫した1

優勝者配当の1割を除いて先輩は大枚の賭け金を

入手された．そして沢山のお土産を先生ご夫妻に

奉呈された．ボクも些かを差し上げた． 2度目は

武雄・嬉野カントリークラブ．土地柄，些か外聞

を‘障るツヤ事が絡むために触れない． 『みどり子

会」のご案内で，最後に幹事を勤めたアンタとボ

クは草ケ江のお宅にお伺いした．先生は｢行くよ．

楽しみにしているよ」とおっしゃった．些か立ち

居， お振る舞いがご不自由にお見受けした翌

日， ご子息の宗知教授から「無理だから案内しな

いでくれ」とお電話があった． 間もなくして先生
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ちのおっとりしたアンタは，末っ子生まれのヤン

チャなボクにヨク付き合ってくれたネ．本当に有

難う． しっかりした後継の一郎君がいるんだか

ら，安心してゆっくりお休みヨ．享年88歳今や

『人生100年』の時代本当はもう少し長生きして

欲しかった…

散る櫻残る櫻も散る櫻ボクももう直ぐ米

壽を迎える何れ逝くヨ． その折には彼岸でゆっ

はみまかられた．教室時代は厳父であられ， ご退

官後は慈父におわしたが．境！

医局時代， ボクはスクーターで通っていた．何

の故か忘れたが， ボクはアンタを後に乗せて大濠

あたりを走っていた．突然警官が警笛を鳴らして

停車を命じた慌ててブレーキを掛けたが，警官

の前を大分行き過ぎて止まった． 「ブレーキが故

障しているのではないですか」 と彼が訊ねた． ブ

レーキの効きが甘いのは知っていたが「そんなこ

とはない」と答えた． 「それではもう1度走らせ

て｣ときた 「1,2の3で一緒に足を着地してネ」

と頼んだが‘矢張り大分行き過ぎて止まった． 3

度， 4度と走らされた．頼んでも，懇願してもア

ンタの着地はオ ソ カ ツ タ警官が訊ね

た． 「貴方は奥さんはおられますか」アンタは「子

供もいます｣と答えた． 「こんな危険なスクーター

に乗って死にますよ」と彼が言った 「僕だっ

て死にたくないですよ」と当時独身のボクも言っ

た． 「マー用心して運転して下さい」と釈放して

くれた大らかな， いい時代ではあった．

ボクは｢ノイエスを追求せざるして何の学問ぞ」

と， 開業してからは勉学を総て放郷し「ノム ウ

ツ カウ」の裏街道をまつしく、ら． 「人生至る所，

青山在り」と国内外の1人旅に明け暮れ，友好親

善に資した．今では流石に年老いて人畜無害，夫

婦で旅を楽しんでいる．

アンタは倦まず，弛まず，怠らず， コツコツと

文献を渉猟し， 知見を拡め，気の毒な子供たちに

想いを寄せ， 色々な著書を上梓した． 丹々会会

長，福岡県小児科医会会長，九州小児科医会会長

と登りつめ，厚生労働大臣表彰， 内藤壽七郎賞受

賞などに輝いた共に入局して60余年， 「七人会」

も先に石井君，佐々木君が逝き， 田坂さんは病床

に伏し，安藤君は大分に隠遁し，根本君は関東に

去った 「九大醤学部博多三一會』発足の経緯な

ど想い出は次々に湧き出でてくる．一緒に行った

ゴルフ発祥の地セント ・アンドリュースでのプ

レーも楽しかったネ．紙il'昌のこともあろうから，

もうここらで筆を燗こう．

色々とお世話になったネ． 2学年年長の長男育

くり四方山話でもしようカネ

合掌
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金光正剛先生をお偲びして

谷秀雄

トーザーの如く丹々会を改革し」 と言われ、その

間、市や県の小児科関係の役職を併任した。当

時、急患センター設置や予防接種など時代の趨勢

もあり、小児科関係の医療問題への要請が山積し

ていた。市役所幹部とも屡々会合を持っていた。

｢圧力団体」ではないが「物申す会」として丹々

会は市医師会では小粒でもピリリと辛い存在に

なった。役員任命制を廃し、選挙制度を制定した

が落選させて貰えず、 とうとう 「現職理事は候補

を免ず」という制度を作り、 53年にようやく丹々

会理事を卒業させて戴いた。

在任初期の頃は「寸足らず」や「勇み足」で会

員の皆さんに大層ご迷惑をお掛けした。晩期は先

輩の一部から｢お前、 この頃、 こうかつとるぞ(生

意気という博多弁)」と非難された。その間、先

生には常にニコニコ、優しいご温顔で接して戴い

た。私の稚拙な説明にも「しっかり支えてるよ」

と頷き、頷き聴いて戴いた。酒量は少ない方であ

られたとお見受けしたが、丹々会の総会や忘年会

でビール瓶を持ってご挨拶にいくと、 「アンタが

金光正剛先生が亡くなられた。ご子息・博信君

に一切を任せられ、晩年は悠々自適の日々であら

れたと聞く。齢97歳。年齢にはご不満のない大往

生とお見受けした。が、私など親しくして戴いた

者にとっては、先生のご温顔が懐かしく想い出さ

れて、限りなく寂しい。先生は春風飴蕩、大正ロ

マンの香りを身に具された紳士であられた。常に

ニコニコと笑顔を絶やされず、温厚で優しいモノ

静かなお方、周囲にほっこりとした雰囲気を醸し

出されていたお方、正に典型的な「小児科のお医

者さま」 というタイプのお方であられた。寡黙で

はあられたが、ご発言は常に正鵲を突き、私など

大いに啓発されたものである。

先生は教室の大先輩で、昭和32年に私が九大小

児科に入局した時には、先生は既に福岡市千代町

で開業されていて、福岡市医師会旧江東部に所属

され、ご盛業の日々を過ごされていた。諸般の事

情で私は41年に開業し旧博多部に所属した。43年

に丹々会（福岡地区小児科医会）庶務担当理事を

命じられ、爾来10年、故中尾英夫会長から「ブル
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注いでくれるなら」と楽しそうに飲んで戴いた。

61年に私は福岡市医師会理事に就任。63年に会

長、副会長など他の役員選挙が総て無風という

に、実際には調整されて殆ど無投票の理事選のみ

が、何故か？勇ましくもl選挙戦に突入した｡｢一

犬虚に吠え、万犬実を言う」 （ボスが虚偽を「こ

れは眞実だぞ」と言うと、子分たちが「そうだ、

そうだ」と呼応する＝何処かの国の総理大臣みた

い） と挨拶文をしたため市医全会員に郵送し選挙

戦に臨んだ。先生は「三重丸を付けといたよ」と

おっしゃった。が、ご期待に背いて見事に落選し

た。外科の親しい先輩がすっ飛んで来て「アンダ

罠に掛けられたパイ。来期は必ず立て」と激励し

てくれた。元市医師会長のご長老から「この度は

誠に残念。再起を待つ」とお手紙を戴いた。諸方

から激励の電話が鳴った。当然私は再起を期し

た｡64年、市医全会員に勇壮な年賀状を郵送した。

然し、折悪<、生来の弱視が高じて失明の危機に

陥った。私は総てを断念した。今に、未だお会い

したことのない会員から「お元気ですか」と賀状

が届く。65年、市医役員改選の時、私は沈黙を

守った。再び諸方から「進退如何？」と問われた。

私は「ご勘弁を」と断念した旨を伝えた。先生は

晶眞の引き倒しで、私のそのような動向を「総て

是」として静かに優しく見守って下さった。その

後、寡聞にして市医理事の選挙戦は行われていな

いと承知している。

先生はかつて広島ABCC(原爆障碍調査委員会）

研究所で研鐙を積まれた。親しかった2学年先輩

の故梁井昇さんは長崎ABCC研究所で勉学に励

み、殆ど独力で"ツテ"を求め米国バッハロー大学

に留学した。更に教室員の留学への道をも拓い

て、多くの後輩たちがその恩恵に浴した。先生に

も当然ご留学の機会があられ、恩師遠城寺宗徳教

授追想集『一生一竿』に、 「恩師に留学条件の確

認まで取って戴いたが、残念乍ら病に倒れ、志を

遂げることが出来なかった」と記されている。

先生が平成30年ll月1に黄泉の彼方に旅立たれ

たのちの、31年4月25日の西日本新聞夕刊に次の

ような記事が掲載された。昭和24年4月、少年

の明仁皇太子（現上皇）は広島をご訪問、広島

ABCC研究所にも立ち寄られた。当時同所に在籍

されていた先生が、皇太子に顕微鏡の使い方をご

指導された由。皇太子の側に立ってご指導されて

いる若き日の先生と、皇太子のお写真が掲載され

ていた。 「皇太子は真剣に振る舞っておられたよ」

と話をお聞きしたことがある。

後年、博多区小児科医会が発足した時にもよく

出席して戴いた。会の最長老であられた。先生は

ますます好々爺となられておられた。先生と四方

山話を楽しんでいると、 「谷先生も金光先生の前

では、丸で子供ですね」と若い会員たちが嬉しそ

うだった。

先生お世話になりました。有難うございまし

た。

散る櫻残る櫻も散る櫻私も直ぐに米壽を

迎えます。何れ逝きます。彼岸でも宜しくお願い

致します。

合掌
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私の薦めるお店紹介
P

推薦人飯塚病院小児科田中祥一朗

長崎街道（別名シュガー□－ド）の宿場町であった飯塚その名残から飯塚では多くのスイーツが生

まれました．おすすめスイーツと，それにピッタリのコーヒーをご紹介します．

｢カカオ研究所」

新定番の｢ビーントゥバー｣を楽しめるお店です． カカオ栽培から加工まで全ての工程を手作業で行っ

ており，深いカカオ愛が随所に感じられます．月替わりカカオやナッツチョコ，厳選した農作物や抹茶

を配合した九州チョコなど種類も豊富で， カカオ初心者から上級者までたっぷり楽しめます

住 所：〒820-OO32福岡県飯塚市東徳前17-79

電 話:0948-21-1533

営業時間: 13:30～18:OO

定休日：火曜水曜不定休

ホームページhttps://cacaoken･com

｢オアシス珈琲」

1986年創業地元では有名な珈琲店です． どうしても汚れが付着してしまう生豆を洗浄，すすぎ，

脱水，乾燥させてから焙煎することで，他にはないすっきりとした味わいのコーヒーになっています．

冷めても美味しい至極の逸品です

住 所：〒820-OO70福岡県飯塚市堀池133-9

電 話:O948-26-1555

営業時間:9:OO～17:OO

定休日：日曜

ホームページhttps://www.oasiscoffeecojp

l F

xW

1 18
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理事 植山奈実（渉外・福祉）

(福岡市医師会常任理事）

宇梶光大郎（会計）

横山隆人（学術・会報編集）

内田智子（出務・地域医療）

中山英樹（小児保健）

(福岡市医師会常任理事）

高岸智也

:福岡地区m＄児科医雲2
理事

理事

理事

理事

渡邉俊明

【会員の動向】

平成31年7月31日現在の会員数は148名で，平

成30年8月1日からの会員数の増減は以下の通り

です檜山麻衣子先生（中央区) ， 中嶋洋介先生

(太宰府)，伊藤歌子先生（東区)，市丸智浩先生

(東区)，下村豪先生（西区)，森安善生先生（東

区）の6名が入会されました．松本壽通先生（早

良区) ，金光正剛先生（博多区）の2名がご逝去

なされ，松崎彰信先生（中央区）が退会されまし

た

監事

【H30年度会務報告】

1 定例理事会12回内容は毎月「たんたんだ

より」にて広報

総会(H30/6/2)

於：ホテル日航福岡志賀の間

出席者：総会44名，懇親会37名

2

平成30年4月1日～平成31年3月31日

ご逝去：
まつもと としみち

松本壽通 (H30.10.21享年88歳）
かねみつ せいごう

金光正剛 (H30.11.1 享年97歳）

他団体との連絡会

福岡県産婦人科医会福岡ブロック会と福岡地

区小児科医会の合同役員懇談会(H30/6/6)

福岡市議会議員との懇談会(H30/11/26)

福岡市との懇談会(H30/11/26)

福岡地区小児科医会・北九州地区小児科医会

合同理事会(H30/9/29)

１

３
１

入会

檜山麻衣子(H30.8.7入会）中央区B会員

中嶋洋介(H30.8.7入会）大宰府B会員

伊東敦子(H30.10.2入会）東区B会員

市丸智浩(H30.12.8入会）東区B会員再入会

退会：

秦啓二 (H30.4.23)会友→退会

市丸智浩 (H29.8.1入会）糸島

A会員→ (H.30.8.7)退会

松崎彰信 (H31.3.31)

ｊ
ｊ
ｊ

２
３
４

4救急医療に関すること

l)福岡市急患診療センター (H30年度）

・実績総出務216回

・出務者：福岡市会員および有志の先生

・応援医：中尾文也先生， 瀬川芳恵先生，垣内

辰雄先生井手康二先生， 山本剛先生檜山

麻衣子先生，下村豪先生の7名

・深夜専任は丹々会から橋本信男先生， 中尾

太先生

2）急患診療協力機関との懇談会(H30/8/6)

3）病院小児科勤務医と丹々会役員との合同懇談

会(H31/2/18)

4）福岡市急患診療運営協議会(H29/8/29)
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【役員】

平成30年度は下記の執行部体制です

会長：黒川美知子

副会長：稲光毅

山下祐二

理事：渡邉俊明（庶務）

5 乳幼児健診の出務および看護学校講師に関して

l)乳幼児健診：福岡市での平成30年度出動回数
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特集2｢ClinicalJack-in-the-Box症例のびっ

くり箱」

は367回

2）福岡市医師会看護専門学校講師：平成30年度

は計7名

高等課程准看護師科3名（福井佳彦先生，松

本一郎先生，園田和孝先生）

看護専門課程第2看護師科2名（河野輝宏先

生，青木真智子先生）

看護専門課程第1看護師科3名（3年課程全

日制：梁井信司先生，本田景子先生）

10学術講演会

・475回(H30.4/25)

講演1 ：｢小児科医から見た乳児湿疹～アトピー

性皮層炎」

講師：手塚純一郎先生（こども病院小児科

アレルギー科科長）

講演2 ： 「アトピー性皮膚炎における保湿の重

要性について」

講師：中島喜美子先生（高知大学皮膚科准

教授）

・476回(H30.5/23)

講演1 ： 「ワクチンに関する最近の話題～DPT

ワクチンを中心に～」

講師：黒木安澄先生（阪大微研メディカルア

フェァーズ）

講演2 ： 「発達障害とは？ どう考えどう対

応する」

講師：平岩幹男先生(RabbitDevelopmental

Research代表）

・477回(H30.6/27)

講演1 ： 「小児の渡航ワクチンについて」

講師：後藤憲志先生（久留米大学感染制御学

講座講師）

講演2 ： 「小児難聴への医療者としての関わり」

講師：中川尚志先生（九州大学耳鼻咽喉科

教授）

・478回(H30.7/25)

講演1 : 「教科書にはあまり載っていない食物

アレルギーの症例報告」

講師：後藤綾子先生（福岡大学小児科）

講演2 ： 「食物アレルギーの予防とアトピー性

皮膚炎への対策」

講師：大矢幸弘先生（国立成育医療センター

アレルギーセンター長）

・479回(H30.9/26)

講演1 : 「医療ケア児の診療参加を考える」

講師：落合正行先生（九州大学周産期・小児

医療学准教授）

6小児保健に関すること

l)プレママ・ママとプレパパの子育て・ワクチ

ンセミナー（第7回）の開催(H30/5/13)

参加者80名

2）産婦人科・小児科合同講演会（第6回）の開

催(H30/9/6)参加者195名

3）乳幼児保健委員会で小児在宅検討会のアン

ケート調査を実施した

7丹々会執行部と各支苦腋員との懇談会佃l/3/2)

8会員の親睦事業

1）勤務医会との納涼懇親ビアパーティ ：ホテル

オークラ福岡参加者67名（丹々会38名，勤

務医会29名) (H30/8/3)

2）ゴルフ大会：伊都ゴルフ倶楽部 6名

(H30/11/25)

3）ボーリング大会：博多スターレーン 7名

(H30/10/17)

4）丹々会忘年会：ホテルオークラ福岡46名

(H30/12/1)

5）丹々会懇親旅行：光と花の王国ハウステンボ

スの旅14名(H30/10/20～21)

9会員への広報活動

・たんたんだより ：毎月1回発行役員会の報

告

・協議事項や学会・講演会を掲載

・たんたんネット :H30年度は10回発行

・丹々会会報第43号特集l 「抗菌剤の適正

使用について考える」
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謬回 ＃

講演2 : ｢AMR(薬剤耐性）時代における中耳

炎治療」

講師：飯野ゆき子先生（東京北医療センター

耳鼻咽喉科科長）

480回(H30.10/24)

講演l : 「肺炎マイコプラズマ感染症の最新の

話題一マクロライド耐性菌から分かっ

たこと－」

講師：尾内一信先生（川崎医科大医学部小児

科教授）

講演2 ： 「日常診療のなかの先天代謝異常」

講師：伊藤哲哉先生（藤田医科大学医学部小

児科教授）

481回(H31.11/28)

講演l : 「おたふくかぜワクチンの上手な勧め

方，接種法」

講師：牟田広実先生

（いいづかこと､も診療所院長）

講演2 ： 「ロタウイルス流行株の多様化とワ

クチンの可能性」

講師：津川毅先生（札幌医科大学医学部小児

科学講座講師）

482回(H311/23) (西部小児科臨床懇話会第500

回記念講演会と合同開催）

講演l : 「予防接種今昔～ワクチンギャップは

今～」

講師：宮崎千明先生（福岡市立心身障害福祉

センターセンター長）

講演2 ： 「アレルギーの今までと， これからの

展開」

講師：西間三馨先生

（国立病院機構福岡病院名誉教授）

483回(H31.2/27)

講演l : 「小児外科のcommondisease」

講師：小西健一郎先生（久留米大学医学部小

児学講座助教）

講演2 ： 「日本と世界におけるHPVワクチンの

現状」

講師：牛嶋公生先生（久留米大学産婦人科学

講座主任教授）

484回(H31.3/27)

講演： 「小児科クリニックにおける労務管理

のポイント」

講師：高田典子先生（福岡しろがね労務管理

事務所社会保険労務士）

その他の主な報告

学校腎臓・糖尿検診研修会(H30/5/8)

小児生活習慣病検診研修会(H30/5/19)

産婦人科・小児科合同講演会(H30/9/5)

学校保健委員会(H30/9/13)

予防接種実施登録医療機関研修会(H30/10/1)

保育園幼稚園園医研修会(H30/10/19)

10か月児健康診査登録医研修会(H30/12/11)

福岡地区小児科症例検討会(H31/1/16)

福岡市学校精神保健協議会講演会(H31/1/18)

児童虐待防止研修会(H31/3/25)

学校医連絡会(H31/3/29)
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《歸馴鰕識腫鐘；
旭 隆宏

【会員の動向】

新入会は，平成31年4月宗像医師会病院に小児

科常勤医が復活（平成20年9月より常勤医不在，

非常勤による外来診療のみでした) ， 菅尚浩先生

が小児科部長に就任されました退会は，平成31

年3月末宗像水光会総合病院の因てい子先生が異

動されました

【現役員】

間克麿会長が二期4年目に入られました．役員

の変更はありません．

長
長
事

〈
云

会
副
幹

間克麿

樋口貴文

城谷吾郎（会報）

宮原道生（書記）

片山幸樹（会計）

旭隆宏（庶務・県医報編集）

一木貞徳監事
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講演:｢人口減少時代の子育てを考える－フィ

ンランドに学ぶ切れ目ない支援」

講師：読売新聞東京本社調査研究本部主

任研究員榊原智子先生

【学術講演会，例会】

平成30年4月から平成31年3月の問に以下の講

演会等をおこないました．

お母さんとお父さんの楽しい子育てセミナー（宗

像産婦人科医会と共催）

平成30年8月4日 （土）

於：宗像医師会3階「講堂」

講演：第1部： 「ワクチンの受け方と病院の

かかり方のお話」

講師：宮原小児科医院

院長宮原道生先生

講演：第2部： 「子どもの力を伸ばす子育て」

講師：福岡県立大学看護学部

教授江上千代美先生

講演：第3部： 「子どもの視力を伸ばす基礎

知識」

講師：田川市立病院小児科

部長尾上泰弘先生

平成30年9月20日 （木） （第178回）

(第7回遠賀中間小児科医会，第3回遠賀中間地

域小児在宅医療ネットワーク準備会，

在宅医療連携拠点事業室「む－みんネット」講演

会を兼ねる）

参加者:47名 （於:宗像医師会3階「講堂｣）

講演： 「高度先進医療と地域医療をつなぐ、

～医療的ケア児とパリビズマブの連携～」

講師：九州大学医学研究院周産期・小児医

療学講座准教授落合正行先生

平成30年10月25日 （木） （第179回）

参加者：27名（於：宗像医師会4階「会議室｣）

講演： 「出血傾向の診かたと, ITP/血友病の

治療進歩について」

講師：九州大学小児科助教講師（医局長）

石村匡崇先生

学術講演会

平成30年5月24日 （木） （第175回）

(第397回福岡東部地区小児科医会合同開催）

参加者:76名 （於:宗像医師会3階「講堂｣）

講演： 「学校現場における脱水状態と経口補

水療法～小児急性胄腸炎診療ガイドラ

イン2017の上手な利用法～」

講師：社会福祉法人雪の聖母会聖マリア

病院臨床・教育・研究本部長

鶴知光先生

平成30年ll月9日 （金) (第180回）

参加者：33名 （於：宗像医師会4階「会議

室｣）

講演： 「ワクチン接種を濤跨する家族とその

対応」

講師：富山大学医学薬学研究部小児科学

助教種市尋宙先生

平成30年12月21日 （金）

第609回宗像臨床アーベント講演会（小児科

医会担当講演会）

参加者:62名 （於:宗像医師会3階「講堂｣）

講演: ｢2018年度の予防接種制度と予防接種

対象疾患の動向～百日咳・ポリオ予

防のための指針および麻疹小流行，風

疹大流行を中心に～」

講師：産業医科大学医学部小児科学教室准

教授保科隆之先生

平成30年6月28日 （木） （第176回）

参加者:23名 （於:宗像医師会4階｢会議室｣）

講演： 「神経発達症の包括的治療法～薬にで

きること，できないこと～」

講師：久留米大学医学部小児科学講座

主任教授山下裕史朗先生

平成30年7月12日 （木） （第177回）

参加者:37名（於:宗像医師会4階「会議室｣）
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平成31年1月24日 （木) (第181回）

(宗像園医会合同講演会）

参加者：96名（於：宗像医師会3階「講堂｣）

講演： 「食物アレルギーとアナフイラキシー

ーエピペン⑧を正しく使用するために～」

講師：九州大学生体防御医学研究所免疫ケ

ノム生物

博士課程河原隆浩先生

北九州市でペリネイタルビジット事業が市の委

託事業となり4年目になりました．北九州市から

は1000万円の予算が出ています． これまでの実績

が行政より報告され，順調に小児科医の指導も増

加して来ています．本会からは西村愼太郎先生に

委員長になっていただき，北九州市医師会理事の

吉田雄司先生， 産婦人科医会の先生と定期的な協

議が行われています．今後は産後うつ病への対応

も含め精神科・心療内科との連携も模索されてい

ます．

また，小児在宅医療は， 副会長の高橋保彦先生

を委員長として北九州市立総合療育センターを中

心に行っています．北九州市内（北九州地区）で

の現状報告があり開業医もどういう形で参加でき

るかを今後検討していく予定です． まだ， 開業医

の関心は低いようです． 5月26日には北九州市医

師会主催でモデル人形を使って気管カニユーレや

胄瘻の管理･交換の実技講習会も開催されました．

少しずつでありますが前に進んでいます．行政や

在宅内科医訪問看護ステーションなど在宅医療

に関わる多職種で協力して，小児科医も何らかの

関わりを持てれるようなシステムができるようこ

れから検討していく事になるでしょう．

発達障害児支援事業も北九州市医師会， 産業医

科大学，北九州市立総合療育センター， そして行

政とともに勉強会を開き啓蒙を広げています．原

田博子先生を委員長に多職種（養護教諭を含む教

育委員会・幼稚園保育園の先生，小中学校の先生

など）の方々にも参加していただき情報交換会．

勉強会開催しています． また，北九州市から予算

が出ています｢小児保健研究会(梶原康巨委員長)」

にても発達障害支援課と共に保育園幼稚園の先生

方と保護者にアンケートをしてその考え方の違い

を研究の予定です．

学術例会は委員長の神薗淳司先生を中心に感染

症・神経・子供のこころ・

アレルギーの各懇話会との合同例会を含め月に

1回企画していただき開催しています．

感染症予防接種委員会は古村速先生を中心に

2か月に1回開催しています． ワクチン供給の問

題や感染症届け出方法など， その時期の問題点等

平成31年2月14日 （木) (第182回）

参加者:20名（於:宗像医師会4階「会議室｣）

講演： 「まず使ってみたい漢方エキス剤」

講師：三宅漢方医院

院長三宅和久先生

平成31年3月14日 （木) (第183回）

(宗像学校医会合同講演会）

参加者：47名（於：宗像医師会3階「講堂｣）

講演： 「学校医から始まる小児生活習慣病対策

～学校医が動かなければ変わらない～」

講師：福岡市医師会小児生活習慣病対策部会

副部長青木内科循環器科小児科クリ

ニック副院長青木真智子先生

総会

平成30年4月26日 （木）

宗像小児科医会

総会（於：宗像医師会4階「会議室｣）

参加者： 15名総会（事業報告，会計報告他）

正会員会

平成31年1月17日 （木）正会員会

参加者： 10名（於：宗像医師会4階「応接室｣）

：贈苅州地区恥児科医認
大原延年

三宅巧先生が会長就任し4年目に入りました．

今年は役員改選がありません．
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性非細菌性骨髄炎のl例」

産業医科大学小児科学五十嵐亮太

演題2． 「食物アレルギーに対するエピペンの

使用経験について」

北九州市立八幡病院

小児科小野佳代

について会員へ情報提供をして行きました

こども健康ニュースは綾部信彦先生が委員長と

なり発行をしています．北九州地区小児科医会の

ホームページからこれまでのこども健康ニュース

を閲覧することができますので他地区にお先生方

にもご活用していただければと思います．

広報担当の富田一郎先生のご尽力で毎月，会報

誌の編集作成をしていただいています． メーリン

グリストで他地区の先生方へも配信されていると

思います．

特別講演

｢日常診療で免疫不全患者が疑われ専門医に紹介

すべきポイント」

筑波大学医学医療系小児科学教授高田英俊

9月（第549回例会）

「夜尿症～こんなときどうする？～」

産業医科大学小児科斉宮真理

10月（第550回例会）

「子ども達の受動喫煙と加熱式たばこの二次暴

露の実態と対策」

産業医科大学産業生態科学研究所

健康開発科学研究室教授大和浩

ll月（第551回例会）

第49回北九州子どものこころ懇話会と合同

「こどものココロに寄り添う～"悩み"と"病"の

見分け方～」

北九州市立総合療育センター

児童精神科山口若菜

12月（第552回例会）

「ロタウイルスについて乳幼児に於ける接種の

必要性，並びに接種向上の重要性，安全性」

熊本地域医療センター

小児科部長柳井雅明

「予防接種のリスクマネジメントについて弁

護士の立場から」

仁邦法律事務所弁護士桑原博道

北九州市医師会へは，今年度も小児科医会から

は天本祐輔先生と吉田雄司先生が理事として出務

していただいており連携が強化されています．

[役員］

任期

会長

副会長

2018年1月～2019年12月

三宅巧

[開業医会員］津田恵次郎

[勤務医会員］高橋保彦

天本祐輔，岩崎哲巳

小松千代（門司)，渡辺恭子（小倉)，

古賀豊（小倉・会計兼任)，富田一郎

(八幡･広報兼任)， 中村久美子(八幡)，

梶原康巨（戸畑)，古村速（若松)，

秦野聡(遠賀中間)，前田公史(京築)，

荒木俊介（産医大）

産医大理事が保科隆之から荒木俊介に

交代（医局人事のため）

大原延年（庶務)，神薗淳司（学術)，

西村慎太郎(学術)，古賀一吉(学術)，

原田博子（学術)， 白川嘉継（学術)，

綾部信彦（学術）

監事

理事

幹事

2019年

1月第55回北九州地区小児科医会定期総会

「小児難病の早期発見と治療」

熊本大学大学院生命科学部研究部

小児科分野教授中村公俊

2月（第553回例会）

「発生届けが必要な感染症について～麻しん．

[例会］

ここ1年会の会の例会は次の通りです. （敬称略）

2018年

7月（第548回例会）

一般演題

演題1． 「初発症状として歯肉腫脹を認めた慢
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風しん・腸管出血性大腸菌感染症を中心に～」

北九州市保健福祉局保健予防課

医療指導担当課長有門美穂子

3月 （第554回例会第79回北九州小児神経懇話

会合同）

演題l : 「長引く嘔吐の精査目的で入院，最終

的にウェルニッケ脳症と診断した一男

児例」

北九州市立八幡病院嘉村拓郎

演題2 ： 「腱反射の冗進が持続し鑑別に苦慮し

たフィッシャー症候群の亜型と考えら

れる一例」 JCHO九州病院米田哲

演題3 :KNCA2遺伝子変異によるてんかん性

脳症の一男児例」

産業医科大学福田智文

演題4 ： 「熱性けいれんの予防について～難治

例の臨床的特徴について～」

北九州総合病院柴原淳平

ミニレクチャー: ｢JCHOで出会った神経疾患患

者診断・治療についての解析」

産業医科大学エコチル調査サ

ブユニットセンター

特任教授下野昌幸

4月 （第555回例会）

「家庭看護力の醸成」

北九州市立八幡病院西山和孝

5月 （第556回例会）

第7回北九州ワクチンフォーラム合同

「百日咳の現状とワクチン対策」

福岡看護大学基礎・基礎看護部門基礎・

専門分野教授岡田賢司

6月 （第557回例会）

「小児消化器肝臓病の最前線～黄疸と血便のみ

かたから最新治療まで～」

久留米大学小児科水落建輝

[会員動向］

3名の先生がご逝去されました．

佐久間孝久先生

2018年8月21日ご逝去（享年86歳）

市川光太郎先生

2018年10月21日ご逝去（享年68歳）

相良勝臣先生

2019年5月2日ご逝去（享年72歳）

（中津市：地区外会員）

ご冥福をお祈りいたします

2019年6月末日での当会員のうち福岡県小児科

医会の入会人数をお示しします．

F
L
ー

:鋪豊迩副賑翻医霊；
田中信夫

森田潤先生が2017年4月から会長に就任され

3年目になりました今年の役員改選はありま

せん．会員数は昨年と一緒で30人です．

長
長
事

巨
貝
今
云

役
会
副
理

現

森田 潤

田中信夫

阿座上才紀

栗原 潔

肘井孝之

岡松由記

尾上泰弘

牟田広美

穐吉秀隆

桑野瑞恵

河野洋子

田中祥一朗

荒木久昭

学術

[その他の活動］

2018年5月27日

「日本保育保健協議会第14回全国研修会」

会頭：吉田ゆかり

保育園保健関係者約400名の参加がありました

広報

会計

監査

事務局

顧問 津川 信
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8名

小倉地区

42名

八幡地区

33名

戸畑区

4名

若松区

7名

遠賀中間地区

11名

京築地区

5名



視点から～」

飯塚病院医療福祉室

ソーシャルワーカー後藤裕美

永山清高 細川 清

田中祥視

筑豊小児科医会の勉強会では，産婦人科と合同

で筑豊周産期懇話会，内科と合同で筑豊感染症懇

話会も行っています．福岡県小児等在宅医療推進

事業で筑豊では飯塚病院が拠点病院（委員長飯

塚病院小児科大矢崇志医長） となり関係者と小児

在宅の研修集会を昨年7月から今年6月まで8回

行っています．その他の活動としては，舌下免疫

療法における飯塚病院と開業医の病診連携が行わ

れ飯塚病院小児科田中祥一郎医長が日本小児科学

会で発表しました．保育園幼稚園関係では飯塚

病院小児科岡松由記部長と田中祥一郎医長を中心

に会員の意見を聞いて，園での食物アレルギーの

書式を統一しました．

第302回10月26日

「成長障害へのアプローチ」

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

小児科学准教授伊達木澄人

一般講演： 「アトピー性皮層炎増悪による10余年

の食事制限と， 日光忌避・不登校に

より発症した， ビタミンD欠乏性低

カルシウム血症・骨粗霧症の14歳男

児症例」

飯塚病院小児科斎木玲央

第303回ll月15日

（47回筑豊周産期懇話会と同時開催）

「羊水塞栓症」

田川市立病院産婦人科結城光太郎

「産後うつ病となった褥婦への関わり 出産時

の入院によって不安が増大した事例」

田川市立病院助産師田中智美

「妊娠のたびに痙鍾発作を発症したTrue

gestationalepilepsyの一例」

田中クリニック看護師木田智美

「総合周産期母子医療センターにおける産後う

つ病のリスク因子の検討とケア」

飯塚病院総合周産期母子医療センター産科部門

助産師伊藤さくら

「低マグネシウム血症性二次性副甲状腺機能低

下症をきたした新生児・乳児消化管アレルギー

の一例」

飯塚病院小児科山下大輔

「ベビーとその家族が安心して退院できる支援

の充実」

飯塚病院総合周産期母子医療センター

新生児部門看護師白土智子

筑豊小児科医会の勉強会の内容は次の通りです．

（敬称）略

第299回平成30年7月26日

（第41回筑豊感染症懇話会と同時開催）

「臨床の場からみたワクチンによる小児の重症

感染症予防～ワクチン導入のインパクトから重

篤な副反応まで~」

熊本地域医療センター熊本予防接種センター

小児科部長柳井雅明

一般講演「新生児無菌性髄膜炎の治療」

飯塚病院小児科越智悠一

第300回9月5日

「急性冑腸炎診療の実際～小児急性胄腸炎診療

ガイドライン2017と経口補水療法を中心に～」

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院

臨床・教育・研究本部長鶴和光

第301回9月20日

「アレルギー性鼻炎の診療における留意点」

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科耳鼻咽喉

科・頭頸部外科学教授黒野佑一

一般講演： 「地域機関病院における取り組みと

今後の課題～ソーシャルワーカーの

第304回12月6日

「小児科医が診る小児アトピー性皮膚炎～経皮

感作の予防を目指して～」
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福岡市立子ども病院アレルギー・

呼吸器科科長手塚純一郎 ＆筑後噸児科医塞h‐ ，ザ

吉永陽一郎
第305回平成31年2月7日

「発達障がいに取り組むための地域連携と対象

になるこども達の臨床的問題について」

特定非営利活動法人ピーサス高橋智宏

（新専門医制度対象単位認定講演）

「発達障害の見方，考え方， つなぎ方」

飯塚病院小児科診療部長大矢崇史

【会員の動向l平成30.4～31 .3

新入会は， 町野亜古先生一ノ瀬英史先生，辻

功介先生，工藤嘉公先生，坂西信平先生の4名で

す．蒲池咲子先生が平成31年1月5日にご逝去さ

れました． また， 田村俊也先生が退会され，年度

末の会員数は，正会員84名，会費免除会員11名，

合計95名ですこの年より，勤務医会員という種

別を無くしました．

第306回3月14日

（筑豊小児科医会総会）

「発達症診療と連携について」

長崎市障害福祉センター診療所

所長松崎淳子

一般講演： 「平成30年飯塚病院における小児

診療のまとめ」

飯塚病院総合周産期母子医療センター

センター長神田洋

飯塚病院小児外科部長中村昌俊

【役員】

会 長

副会長

常任幹事

本間真一

井上治

石本耕治

阪田保隆

津村直幹

豊田温

中村貴美子

長井健祐

二宮正幸

藤野浩

安岡盟

吉永陽一郎

木下昇平

古賀龍夫

田中哲朗

佐藤登

豊田温

二宮正幸

小森啓範

安岡盟

阪田保隆

日吉保彦

村上泰由

(渉外）

(会報）
//へ三卜、
（云口lノ

(学術）

(学術）

(学術）

(学術）

(広報）

(会計）

(広報）

(庶務会報）

(小郡・三井地区）

(大牟田地区）

(大川・三潴地区）

(八女・筑後地区）

(浮羽地区）

(柳川・みやま地区）

(県外地区）

(朝倉地区）

(久留米地区）

第307回5月23日

「合理的配盧の実現のために小児科医ができる

こと」

産業医科大学病院小児科講師荒木俊介

一般講演：開業医がパリビズマブ投与を行うメ

リット」

いいづかこども診療所

院長牟田広美

地区幹事

第308回6月6日

（第48回筑豊周産期懇話会と同時開催）

「妊娠と歯周病一熊本型早産予防対策事業から

みえてきたこと－」

熊本大学大学院生命科学研究部

産婦人科学分野准教授大場隆

一般講演： 「知っておきたい乳児のおけるビタ

ミンD欠乏症～母乳栄養児における

ピットフォール～」

飯塚病院小児科斎木玲央

監 事
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蕊
※石本耕治，吉永陽一郎

広報：たより発行（毎月）など

※二宮正幸，安岡盟

会計：福岡県，九州小児科医会会計

※藤野浩

筑後小児科医会一般会計 ※阪田保隆

【庶務】

筑後小児科医会常任幹事会（毎月第一火曜日開

催）

平成30年度の主な活動

①筑後小児科医会セミナー開催（4回）

②久留米小児科医会・聖マリア病院PCC合同

開催（3回） 4月， 8月， 3月

③筑後プライマリ ・ケア研究会（3回） 5/24，

7/26,11/22

④筑後小児科医会たより （毎月）の発行

⑤久留米広域小児救急医療体制整備事業への協

力

⑥久留米市民公開講座「予防接種でこどもを病

気から守ろう」 （9月22日)筑後小児科医会主

催

⑦筑後小児科医会会報第22号発行

⑧村中璃子氏講演会（2月28日）

久留米小児科医会，筑後ブロック産婦人科医

会，久留米産婦人科医会と共催後援：久留

米医師会

⑨役員会，委員会出務

日本小児科学会代議員総会 1回日本小児

科学会地方会役員会3回日本小児科医会

代議員総会1回

福岡県小児科医会役員会1回県小児科医会

会報編集委員会1回

九州学校保健学会評議委員会1回九州小児

科医会役員会1回県救急医療協議会小児救

急医療専門委員会 1回

地方会プログラム委員会5回久留米広域

小児救急運営委員会2回

【学術】

筑後小児科医会セミナー

第209回平成30年5月16日 （久留米医師会館）

(CC: 12, 13) (出席: 100名）

こども子育てサポートセンターを中心とした小児

科，産婦人科，精神科の連携システムの構築一切

れ目のないメンタルケアサポートをめざして－

久留米大学医学部神経精神医学講座

主任教授内村直尚

第210回平成30年7月18日 （久留米医師会館）

(CC:26, 73) (出席:40名）

小児科臨床における亜鉛欠乏症

国家公務員共済組合連合会熊本中央病院

院長中村俊郎

第211回平成30年11月12日 （久留米医師会館）

(CC: 8, 29) (出席:50名）

インフルエンザ診療の最新知見～新規抗インフル

エンザ薬を含めて～

川崎医科大学病院小児科学

教授中野貴司

第212回平成31年1月31日 （革香園）

(CC:26, 73) (出席:30名）

子どもと家族のためのプライマリ ・ヘルス・ケア

ー健診/予防接種を基軸とした「臨床の知」－

たはらクリニック院長田原卓浩

常任幹事の役割分担（※責任者）

総務：幹事会運営会員連絡

※吉永陽一郎（事務局）

渉外：対外交渉など ※井上治

学術：セミナー企画，準備

※長井健祐，豊田温

中村貴美子，津村直幹

会報：会報発行，県小児科医報編集

久留米小児科医会聖マリア病院小児科クリニカル

カンファランス(PCC)
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局

■蒙百

第278回平成30年4月26日 （聖マリア病院）

l)アセトアミノフェンを大量服用した3歳男児

と13歳女児

藤井優樹， 山内良賢安田亮輔

2）痙鑿重積を認めたが， その後，紫斑が出現し

IgA血管炎と診断した7歳男児

阪田健祐，井上忠

3）振戦，両下肢麻痒で搬送され一酸化炭素中毒

と判明した10歳男児

駒水達哉松石登志哉

木村典子（久留米大学小児科助教）

第3回平成30年7月26日 （聖マリア病院）

特別講演

｢初期印象診断の実際」

武谷茂（久留米大学小児科非常勤講師）

第4回平成30年11月22日 （聖マリア病院）

特別講演

｢小児の長引く腹痛へのアプローチ」

石原潤（久留米大学小児科助教）

久留米市民公開講座

平成30年9月22日 （久留米市役所）

予防接種で子どもを病気から守ろう

講演①久留米市における予防接種事業について

久留米市保健所保険予防課

保健師中村理恵子

講演②ワクチン接種で防げる病気，守れる子

ども

久留米大学医学部小児科学講座

講師津村直幹

第279回平成30年8月23日 （聖マリア病院）

l)特発性尖足歩行と診断した1歳10か月男児

藤井優樹，阪田健祐，松下美由紀

2）溶連菌感染に関連した股関節炎を認めた8歳

男児

朴崇媚井上忠

3）視神経脊髄炎関連疾患と考えられた12歳女児

大津裕介，松石登志哉八戸由佳子

4）鼠径部での精巣捻転を認めた症例11歳と1歳

の男児2例

平野貴博，井手水紀，安田亮輔 合同講演会

平成31年2月28日 （久留米大学筑水会館）

子宮頸がんと10万個の子宮村中璃子

(共催：筑後ブロック産婦人科医会，久留米産婦人

科医会，久留米小児科医会，後援：久留米医師会）

第280回平成31年3月28日

l)発熱下痢を伴い重症脱水， ショック状態と

なった食物蛋白誘発冑腸炎2か月女児

矢野庄一郎，三浦真理子，松下美由紀

2）最終的に原因が特定できなかったStevens

Johnson症候群5歳男児例

松本美佐，木村拓郎松石登志哉

3）上気道炎罹患後に急性弛緩性脊髄炎を認めた

1歳女児例

宮城慎平，須田正勇

4）緩徐に進行する片麻庫を認めた脳幹部腫瘍5

歳男児例

柳瀬海騎， 山内良賢， 日吉祐介

一
幅

４
町 蕊；岡腿副腺#掴臓医

郭 義胤

今年度より九州医療センター小児科の佐藤和夫

が会長となりました．現在の世話人は以下の通り

です．

(国立病院機構九州|医療センター）

(福岡看護大学）

(国立病院機構福岡病院）

(国立病院機構九州がんセンター）

(福岡赤十字病院）

(国立病院機構福岡東医療センター）

会長

世話人

佐藤和夫

岡田賢司

本村知華子

中山秀樹

波多江健

石崎義人

筑後小児プライマリケア研究会

第2回平成30年5月24日 （聖マリア病院）

特別講演

｢食物アレルギー診療の実際」
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相互の連携と小児医療の充実に役立たせたいと考

えています．

平成31年度に開催しました当勤務医会のカン

ファレンスとその演題は下記の通りです．一昨年

2月に400回を越え，毎回20～40名が集まり長年

継続することができていますが， これも地域の先

生方から紹介いただいた症例の積み重ねのおかげ

です．各世話人施設の持ち回りで，原則として偶

数月の第二木曜日に開催しておりますので， ご興

味のある先生は世話人に是非声をお掛けくださ

い

烏巣浩幸（福岡歯科大学医科歯科総合病院）

武本環美（浜の町病院）

八坂知美（済生会福岡総合病院）

井上貴仁（福岡大学西新病院）

菅 尚浩（宗像医師会病院）

古野憲司（福岡市立こども病院）

賀来典之（九州大学病院救急救命センター）

神野俊輔（九州医療医センター）

郭 義胤（事務局)(福岡市立こども病院）

順不同

幹事：青木知信，原田達生

平成30年度は長年の懸案であった本勤務医会と

丹々会との合同症例検討会を共催して平成31年1

月16日に開催することができました．下記に示す

3題の症例検討と総説， ならびに質疑応答を行い

ましたが, 136名もの方々にご参加いただきまし

た．あつく御礼申し上げます．今年度は令和2年

(2020年) 1月15日 （水）に「嘔吐」をテーマと

して開催する予定です．小児科勤務医と小児科開

業医の方々とのより良い連携と小児医療発展のた

めに継続開催していきますのでよろしくお願い申

し上げます．

第407回:2018年4月12日 （木）

福岡赤十字病院

1）症例検討

l.ALPEの1例

福岡赤十字病院小児科西村真直先生

2． 嘔吐を主訴に受診した月齢3の女児

福岡市立こども病院総合診療科

藤永ゆい先生

2）各病院の病院紹介と新人自己紹介

第408回:2018年6月14日 （木）

福岡病院

l. 「嘔吐，腹痛を主訴に受診した9歳の女児」

福岡病院小児科沖剛先生

2． 災害小児救急最近の話題

「小児多数傷病者（お泊り保育で食中毒）発

生！みんなで対応を考えよう ！ 」

九州大学病院救命救急センター

賀来典之先生

第一回福岡地区小児科症例検討会，平成31年1

月16日（水），福岡市医師会館8階講堂にて開催

｢アナフイラキシーの初期対応一アドレナリンは

いつ使用すべきか－」

岩田実穂子福岡病院小児科

｢急患診療における心雑音聴取の重要性」

古野憲司福岡市立こども病院総合診療科

｢ショックの認識と初期対応」

賀来典之九州大学病院救急救命センター

第409回：2018年8月9日 （木）

九州医療センター

1． 百日咳の2か月乳児例

福岡赤十字病院小児科菊野里絵先生

2． ワイン様の血尿を認めた14歳男児～ナッ

トクラッカー現象～

九州医療センター小児科松尾光通先生

3． IgA血管炎で入院したのちけいれんした4歳

男児～PosteriorReversibleEncephalopathy

本会は人事異動が多く会員相互の連絡が難点の

一つですが，人事異動毎にメーリングリストを更

新し， カンファレンスや保険診療情報のお知ら

せ，種々の連絡・情報交換に活用しています．世

話人施設以外の病院に勤務する小児科医にもメー

リングリストの輪を広げ，福岡地区の病院小児科
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二

syndrome(PRES)~

こども病院総合診療科吉元陽祐先生

側 、
福岡恭鶚W W

石井敦士

第410回:2018年10月11日 （木）

福岡市立こども病院

1． 講演

小児科医にも知っておいて欲しい小児脊椎

疾患のはなし

福岡市立こども病院

整形・脊椎外科（脊椎） 柳田晴久先生

2． 症例検討

当院で経験した新生児・乳児期早期の敗血

症の4例～ヒトパレコウイルス感染症～

福岡市立こども病院

総合診療科猿川澪先生

福岡県小児科医会の皆様には， 日頃より大変お

世話になっておりますことを心より感謝申し上げ

ます．廣瀬伸一主任教授の体制の下, Credo(信

条） “そのこどもの幸せのために． ”を胸に， 医局

員全員が診療に取り組んでいます．

【医局人事】

教室役員は以下の通りです

[福大病院］

廣瀬伸一

野村優子

太田栄治

石井敦士

佐々木聡子

太原鉄平

[筑紫病院] ｜ [西新病院］
小川厚 ｜井上貴仁診療部長

副診擬部長(小児科）

（新生児部門）

医局長

外来医長

病棟医長

第411回: 2018年11月13日 （木）

福岡東医療センター

1. 嘔吐・体重減少を主訴として来院した10歳

女児 福岡東医療センター小児科

川上勲先生

2． 胸部痛・頚部痛を主訴とした14歳男児

福岡東医療センター小児科

近間琴美先生

吉兼由佳子

堤信

平井貴彦

周産期センター
新生児部門病棟医長

太田栄治

平成31年4月より石井敦士講師と野村優子講師

が准教授，藤田貴子助教が講師へ昇格し， 関連病

院から久保田慧助手，音田泰裕助手が福岡大学病

院へ異動となり助教へ昇格致しました． また，平

井貴彦助手が助教に昇格し，福岡大学筑紫病院へ

異動致しました．

助手につきましては，古賀信彦先生，笹岡大記

先生がそれぞれ関連病院から福岡大学病院へ異動

して参りました．

今年は新たに，淀川弘章先生を医局員として迎

えました． これからも御指導のほど， どうかよろ

しくお願い申し上げます．

第412回:2019年2月14日 （木）

浜の町病院

l 発熱腹痛を主訴とした6歳の球状肺炎

福岡東医療センター小児科

近間琴美先生

2 経過良好の細菌性肺炎のようで気道異物に

よる閉塞性肺炎だった2歳児

福岡市立こども病院アレルギー科

冨田宣孝先生

3． 五苓散による薬疹と考えられた15歳男児

九州医療センター小児科

松尾光通先生

4． 気道症状の訴えがなかった結核の15歳男児

浜の町病院鷲尾真美先生

【研究】

廣瀬教授率いる福岡大学てんかん分子病態研究

所において，新規てんかん遺伝子の発見やiPS細

胞による病態解明と着実な成果をあげてます． そ

の他廣瀬教授の指導のもと，各專門グループが

積極的に国内外の学会や論文で発表を行い， 臨床
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蕊蕊
水曜日 （午後）

腎臓 寺町・山崎，伊藤（非常勤）

喘息・アレルギー

後藤，久保田・坂口・平井，

井手・松本・西間（非常勤）

(午前・午後）新生児・発達

太田・中村

木曜日 （午前）

循環器 宮本

(午後） 喘息・アレルギー（新患）

後藤・久保田

新生児・発達

瀬戸上・橋口，森（非常勤）

(第1,3週午後）

内分泌・代謝 佐々木，西（非常勤）

金曜日 （午前・午後）

神経 藤田・井原・石井・林・井手口

(午前） 内分泌・代謝・膠原病（新患） 佐々木

糖尿病 佐々木

(午後）内分泌・代謝 佐々木

(小児外科：月，水，金）

担当医：廣瀬（龍)，岩中，石井（生）

の視野を広げるべく，研究をすすめています

【診療】

2018年10月より，福岡大学病院では土曜日の外

来診療を休診としましたが，地域の先生方のご協

力のもと大きな混乱はなく経過しております． 同

年4月よりオープンした福岡大学西新病院は，地

域の小児二次病院として初年度より入院患者3191

名と上々の滑り出しです． また，高度医療を要す

る重症症例は福岡大学病院，軽症症例は西新病院

とご利用いただけているようです．西新病院は小

児外来診療は行っておらず，入院診療に特化した

形で，今後も地域医療に貢献してまいります．

福岡大学病院では，引き続き，専門的かつ高度

な医療，小児総合医療を意欲的に行っていきたい

と考えております． また, 2014年7月から始まっ

た，福岡市児童虐待防止ネットワーク事業の拠点

病院としての役割も果たしていきます．

新たに, 2019年8月1日より土曜日は完全休診

日となりましたことをご報告させていただきま

す．

日頃から地域の先生よりたくさんのご紹介をい

ただき，心から感謝しております．今後ともどう

かよろしくお願い申し上げます． 入院依頼は直接病棟医長までご連絡下さい. 17

時30分以降は当直医が可能な限り迅速に対応させ

ていただきます．

土曜日午前は休診となりましたが，緊急受診依

頼は当直医にご連絡ください．

小児外科の診療は小児科外来にて行っておりま

す．お問い合わせは小児科外来へ御連絡下さい．

福岡大学病院（代表) TEL:092-801-1011

【福岡大学病院曜日別外来診療担当医】

一般外来月～金 新患8 ：30～12：00

再診8 ：30～15:00

専門外来

月曜日 （午前）

神経（新患） 藤田・井原・石井・林

火曜日 （午前）

内分泌・代謝・膠原病 廣瀬

血液・腫瘍 野村

循環器（新患） 宮本

腎臓 新居見（和)(非常勤）

(午前・午後）第2，4週午前新患のみ

発達心理 石井

(午後） 新生児・発達

新居見（俊） ・川野・音田

【海外小児医療研修プログラム】

毎年3月に海外小児医療研修プログラムを実施

しています． 当科医師2名と一緒に約1週間アジ

ア諸国における大学病院の小児科で研修を行うプ

ログラムで，募集対象は初期臨床研修医と医学生

です．少しでも小児医療に興味のある方であれば

どなたでも大歓迎ですので，ぜひご紹介くださ

い．

詳しい内容やその他の情報に関しまして，福岡
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大学小児科ホームページに掲載しております

うぞお気軽にアクセスされて下さい．

福岡大学小児科

HP:http://fukudai-shounika・net

また，久留米市保健所，久留米市幼児教育研究所

にも医師を派遣しております．非常勤派遣は直方

鞍手， 田川，飯塚， 宗像，唐津， 朝倉， 鳥栖の

医師会急患センター，久留米広域小児救急セン

ター，大牟田医師会の土曜急患センターへ出務し

地域医療に貢献しております．

今年の新入医局員は初期研修終了後の徳冨謙太

郎（久留米大) ，松行圭吾（久留米大)，宮崎裕之

(久留米大)， 山川祐輝（久留米大） 4名に加え，

後期専攻医プログラム終了後の日野綾（滋賀医

大卒：島根大学） と西小森隆太（京都大卒） 2名

を加え計6名です今後もママさんドクターも働

きやすい職場環境の整備に力を入れてまいりま

す． また，西小森准教授は我が国における免疫・

アレルギー疾患の先駆者であり， 当教室が苦手と

しておりました免疫系疾患に対する造詣が深く大

変心強く感じております．

学内の主だった人事として，循環器グループの

吉本裕良先生が国立病院機構緒相模原病院に，松

永遼先生が福岡東医療センターに，松石登志哉先

生が北九州市立八幡病院に各々異動しました．今

後多方面にわたり，活躍してくれるものと期待し

ております． と．うぞよろしくお願いします，

関連病院人事では聖マリア病院新生児に原田英

明先生が着任されました．今後の筑後地区の新生

児医療のさらなる充実が期待されます． また社会

保険田川病院の荒木潤一郎先生に代わり安田亮輔

先生が着任済生会日田病院は松永遼先生に代わ

り古賀木綿子先生が部長として赴任しました．長

lll奇県壱岐病院に加藤健先生，牛深市民病院に三宅

淳先生が赴任しております．

と

『 熱留米表鶚 】L

中川慎一郎

福岡県小児科医会の先生方には， いつも大変お

世話になっております‘

山下裕史朗主任教授が就任され5年目に入り，

今年は6名の新入医局員を迎えました．今年度も

個性あふれる医局員たちを迎え，一同気持ちも新

たに日々の診療や教育に情熱を注いでおります．

【教室人事】

今年度の教室役員は以下の通りです．

久留米大学病院

診療部長：山下裕史朗

医局長： 中川慎一郎

副医局長：大園秀一（会計兼務)，水落建輝

病棟医長：田中征治

クリテイカルケア・マネージャー：長井孝二郎

外来医長：籠手田雄介

周産期新生児部門病棟医長：木下正啓

教育連絡主任：長井孝二郎

小児科専門医指導担当：小児科専門医取得支援

委員会（委員長：大園秀一）

カンフアランス担当：西小森隆太弓削康太郎

（補佐：高瀬隆太）

【診療】

小児科病棟は総合周産期母子医療センター新生

児部門，小児外科と同じ本館6階にあり互いに緊

密な連携を取りながら小児医療に取り組んでおり

ます．

昨年度は小児入院医療管理料lを算定する事を

目標とし，緊急入院を積極的に受け入れるべく科

をあげて取り組み，年間800を超える緊急入院を

受け入れる事が出来ました． その結果管理料l算

現在の医局員数は，学内53名，学外113名の計

166名です‘ 関連病院は聖マリア病院（小児内科，

新生児科，小児循環器科) ，飯塚病院，北九州市

立八幡病院大分こども病院，大牟田市立病院

公立八女総合病院，済生会日田病院， 国立病院機

構東佐賀病院，筑後市立病院，社会保険田川病

院，長崎県壱岐病院，天草市立牛深市民病院ゆ

うかり医療療育センター，柳川療育センター， く

まもと芦北療育医療センターに出張しています．
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神経・筋・発達：山下裕史朗

筋・ ミトコンドリア・内分泌・代謝：古賀靖敏

小児循環器・川崎病：須田憲治

先天性代謝異常・臨床遺伝：渡邊順子

新生児・胎児：木下正啓

小児心身症：永光信一郎

小児救急：長井孝二郎

血液・腫瘍：大園秀一

呼吸器・アレルギー：岡松由記

免疫・膠原病・アレルギー：西小森隆太

小児消化器肝臓：水落建輝

感染症・予防接種：後藤憲志

小児腎臓病・膠原病：田中征治

患者さんのご紹介やご相談など，お気軽にご

連絡ください.

外来直通電話:0942-31-7614

FAX:0942-53-4732

病棟直通電話：0942-31-7662

FAX:0942-32-9709

医局直通電話：0942-31-7565

FAX:0942-38-1792

定が実現し，病床稼働率等も安定して推移してお

ります． この背景として一昨年度より長井孝二郎

講師が病棟重症室の専任となられ，緊急時の診療

が円滑に行われていることが挙げられます．現在

は心臓手術後の早期管理も重症室で行っており，

診療体制の充実が急務です．医会の先生方におか

れましては，今後も積極的に患者さんをご紹介い

ただきますようよろしくお願いいたします．

外来診療体制は以下の通りです．

受付時間

午前診療8：30～11 :00

午後診療13:00～15:00

総合診療（一般外来）

月～金曜日の午前，午後：外来医長あるいは外

来医長代理

専門外来（予約制）

月曜日：神経・筋・発達循環器・川崎病，新生

児，感染症，心身症，内分泌代謝

火曜日：内分泌代謝神経・筋・発達呼吸器・

アレルギー，予防接種，免疫・膠原病，

腎臓， ミトコンドリア・筋

水曜日：神経・筋・発達，代謝・遺伝， ミトコン

ドリア・筋・内分泌，消化器，心身症

木曜日:神経･筋･発達血液･腫瘍，新生児， フオ

ローアップ，腎臓， ミトコンドリア･筋・

内分泌・代謝

金曜日：神経・筋・発達腎臓，循環器・川崎病，

新生児，感染症，消化器

【研究】

各専門グループが精力的に研究活動を行ってお

ります．現在採択されている科研費は，文部科学

省科研費11件（基盤(C) 7件，若手(B) 4件),

厚生労働科研費6件（代表2件，分担4件)， 日

本医療研究開発機構(AMED) ･難治性疾患実用

化研究事業9件（代表1件，分担8件）精神・神

経疾患研究開発費1件，理化学研究所共同研究プ

ロジェクト1件です．

神経グループは，柱となるRett症候群，注意欠

如多動症(ADHD) ,自閉スペクトラム症(ASD),

限局性学習症(SLD)を中心として神経発達障害

の診断や治療法に関する研究を続けております．

心身症グループの永光准教授は「親子の心の診療

を実施するための人材育成方法と診療ガイドライ

ン・保健指導プログラムの作成に関する研究（永

光班)」という厚生労働省研究班において，親子

の心の診療ガイドライン作成など診療の充実に向

け研究を進めております．古賀教授はミトコンド

この他成人先天性心臓病外来，遺伝外来，結

節性硬化症診療チームによる診療を行っておりま

す． トピックとしては「血管腫チーム」が結成さ

れ，小児科の他形成外科，皮膚科，放射線科など

複数診療科による多職種連携の診療体制が開始さ

れました． （受診にあたっては予約センターに｢血

管腫外来」宛の紹介状必要）

各専門分野の責任者は下記のようになっており

ます．
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垂 ､
翌 酎

リア病の治療研究と内分泌学的な疾患の解析体制

の整備の2つの研究課題を柱に据えて国内外に幅

広く研究を発展させており，昨年度は国際ミトコ

ンドリア学会で最優秀論文賞を受賞されておりま

す循環器グループは17-FDGPETを用いた川崎

病後血管炎の評価心室中隔欠損症患者における

鉄代謝心腔内エコー図による動脈管形態評価の

妥当性など複数の研究を進めております．

この他各専門グループも国内外の学会で活躍

し， 英文業績もコンスタントに増加しておりま

す．海外留学は5名（フランスに2名（中村祐樹・

ゆかり夫妻)， アメリカに1名（原宗嗣)， カナダ

に2名（寺町陽三・麻利子夫妻)）派遣しており

ます． 国内留学は東京都立総合医療センターに1

名（向井純平)， 産業医科大学病理学講座に1名

(倉田悟子）です． 昨年度は川崎医科大学病院に

国内留学されていた田中悠平先生が2年間の留学

を終え帰学されております．

(上限27～28名：研修先の条件付きが2～3名)．

専門医機構は「各県の医師充足率」などの数字を

提示して，小児科医の都市部偏在を緩和する理由

で専攻医の偏在是正を訴えますが，実効性のある

方法なのか疑問を感じます． 医師の都市部集中は

由々しいことですが，単に入局希望者の多い大学

病院の医師を減らすことが地域医療の活性化につ

ながるのか， 5年後10年後を見据えた大局的な施

策の実行を専門医機構に切望します．

最後になりましたが，福岡県小児科医会の先生

方のますますのご健勝をお祈りいたします

《 陸業醗騰曽 ；
保科隆之

騨
隠
罰
驚

【学会】

平成30年度は山下裕史朗教授が会長で第85回日

本小児神経学会九州地方会を2018年8月5日久留

米市において開催いたしました． 同門の石井正浩

先生が第12回国際川崎病シンポジウムを6月12日

～6月15日横浜市において開催いずれの学会も

盛会裏に終えることができました．

今年度以降はこの他同門の吉永陽一郎先生が第

29回日本外来小児科学会を2019年8月31-9月1

日福岡国際会議場において，古賀靖敏教授が第

16回アジアミトコンドリア学会・日本ミトコンド

リア学会を2019年10月3日～10月5日 ソラリ

ア西鉄ホテルにおいて開催予定です． 2020年6月

26日～6月28日久留米シテイプラザにて山下裕史

朗教授が第67回日本小児保健協会学術集会を開催

予定です．医局員一同学会が円滑に運営されるよ

う力を合わせて取り組んでまいります．

犀

郷

套

福岡県小児科医会の先生方には日頃から大変お

世話になっております． この場をお借りしまし

て，改めて深謝申し上げます． 当教室は，楠原浩

一教授のもと， 「病気のみを診るのではなく，病

気を持つ子どもさんを全体としてとらえる」とい

うトータルケアの考え方を中心に据えて日々の診

療．研究にあたっております．教室役員に関して

は， 医局長を保科（准教授)，病棟医長を本田裕

子講師, NICU病棟医長を荒木俊介講師，外来医

長を福田智文助教が務めています．

入院診療の現況ですが， 一般小児病床が27床

で， うち無菌室が4床です十分ではない病床

数のため， 先生方にはご迷惑をお掛け致します

こともありますが，少しでもご期待に応えられる

一昨年度より福岡県において開始された，専門

医機構により小児科専攻医数のシーリング（上限

設定， オーバーすると一部の専攻医研修申し込み

を断る）は来年度とても厳しいものとなりました
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蕊
た，本学の教育改革推進センターに山本幸代准教

授（山口大卒）が，エコチル調査産業医科大学サ

ブユニットに下野昌幸特任教授（産医大卒）がそ

れぞれ赴任しております．波呂薫（大分大卒)，

田中健太郎は大学院に進学し（田中は診療も兼

務)，共同研究として，産業医科大学第一生理学

教室上田陽一教授（田中)，微生物学教室齋

藤光正教授（波呂）の指導のもと日々研究に励ん

でおり，多久佳祐（産医大卒）は九州大学小児科

に，水城和義（産医大卒）は聖路加記念病院にそ

れぞれ国内留学しています．

産業医科大学の卒業生には，卒後7年目からll

年目の間に2年間以上を産業医として務める義務

があり，川村卓が岩田屋，斉宮真理桑村真美

が西日本産業衛生会， 白山理恵が北海道労働保健

管理協会，多久葵が福岡労働衛生研究所，菅秀

太郎が株式会社シマノ，吉田卓矢が三菱電機先端

技術総合研究所で専属産業医を務めています．

よう今後も努力を続けてゆきたいと考えておりま

す. 2011年度に「総合周産期母子医療センター」

の指定を受けた周産期母子医療センターでは，

NICU15床, GCU6床で診療を行っています．

産業医科大学若松病院でも，午前中の外来のみ

ですが診療を継続し，地域医療に少しでも貢献で

きればと考えております．近隣の先生方には今後

ともご指導．ご鞭捷の程，宜しくお願い致します．

【人事，新入医局員など】

教授

准教授・医局長

講師・病棟医長

学内講師・副病棟医長

講師･NICU病棟医長・副医局長

助教･NICU副病棟医長

助教・外来医長

助教・副外来医長

浩一

隆之

裕子

雅宏

俊介

俊

智文

将人

楠原

保科

本田

石井

荒木

市川

福田

小川

非常勤医師として， 白幡聡先生（八幡東病院

院長)，神代万壽美先生（北九州総合病院小児科

部長)，河田泰定先生(九州労災病院小児科部長)，

浦野元先生（産業医科大学医学教育改革推進セ

ンター長)，酒井道生先生（水光会総合病院小児

科部長)，佐藤哲司先生（済生会八幡総合病院小

児科部長)，川越倫子先生（戸畑総合病院小児科）

に診療の協力をお願いしています．

本年度の当教室の新入局者は，卒後3年目の河

原風子，神田里湖，重田英臣，平川潤（いずれ

も産医大卒）です．互いに切瑳琢磨して成長して

くれることを期待しています． 4名はそれぞれ北

九州市立八幡病院，昭和大学横浜市北部病院，松

戸市立総合医療センター，佐世保市総合医療セン

ターでの初期研修を終了し，今年4月からは揃っ

て大学病院での後期研修を開始しております．

その他に助教として，齋藤玲子（産医大卒)，

清水大輔（産医大卒)，押田康一（産医大卒)， 田

中健太郎（福岡大卒）が，修練指導医として，卒

後7年目の浅井完（産医大卒)，伊藤琢磨（産医

大卒)，川瀬真弓（産医大卒）が，専門修練医と

して，前述の3年目医師以外に，卒後5年目の島

本太郎（産医大卒）が，それぞれ大学病院での診

療に当たっています．

その他の医局員の動向ですが，千手絢子（産医

大卒)，五十嵐亮太（産医大卒)，池上朋未（山口

大卒)，柴原淳平（産医大卒)，渡邉俊介（産医大

卒）は北九州総合病院で，福田尚子（産医大卒）

は九州労災病院で，守田弘美（産医大卒）は健愛

記念病院で， それぞれ診療に当たっています． ま

【診療体制】

外来受付時間は，午前が8 ：30～11 :00,午

後が12:30～14:30です．

新患／一般再来：月～金曜日の毎日 （午前中）

担当者

月曜日楠原／齋藤

火曜日保科／石井

水曜日本田・石井（神経初診）／押田

木曜日楠原／福田

金曜日保科・福田（神経初診）／小川
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専門外来および担当者

月曜日 （午前）神経：福田

内分泌：山本

感染免疫：楠原，保科

（午後）感染免疫：楠原，保科

神経：石井

内分泌：齋藤

新生児：市川

腎：森下

予防接種：保科

火曜日 （午前）神経：石井

リウマチ：伊藤

（午後）血液：佐藤

水曜日 （午前）血友病:浦野，佐藤(いずれも第1)

内分泌：川越

神経：福田（第1を除く）

（午後）感染免疫：保科，小川

循環器：神代，清水

血液:白幡（第4)，酒井（第1）

乳児健診：田中

予防接種：小川

木曜日 （午前）予防接種（海外渡航） ：楠原

内分泌§河田，齋藤

腎臓：斉宮

神経：石井（第2， 4）

（午後）新生児・内分泌：荒木

血液：押田

腫瘍：本田

神経：石井（第1,3,5)

予防接種：保科，小川

金曜日 （午前）内分泌：山本，後藤

（午後）腫瘍：本田

血液：押田

遺伝相談：石井（第4）

新生児：清水

予防接種：小川

までご連絡下さい

【研究・教育】

研究面では， 感染・免疫班（班長楠原浩一教

授) ，神経班（班長石井雅宏学内講師) ， 内分泌・

糖尿病・代謝班（班長山本幸代准教授) ，血液・

腫瘍班（班長本田裕子講師)，新生児（班長荒

木俊介講師）を柱に活動しています．研究室内で

の研究は勿論ですが， 産業医科大学の建学主旨で

ある予防医学や健康増進を小児科領域でも重要視

しており，小児の発育・発達生活習慣病といっ

た諸問題に，北九州市や医師会，学校関係者の

方々とともに積極的に取り組んでいます．環境省

の「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコ

チル調査)」にも， 当大学産婦人科と共同で参加

しています．

【クリニカルカンファレンス， セミナーのご案内】

当教室では，毎月第2または第3月曜日の19時

から，大学2号館2201教室でクリニカルカンファ

レンスを行っております． また， 第4木曜日 （月

によって異なる場合あり）の18時から， 同教室で

セミナーを開催しております． セミナーでは，臨

床に直結した最新の話題を選んでおり，年に2回

は外部講師の先生をお招きし， その際は先生方が

よりお集まりやすいように， 開始時刻を19時とさ

せていただいております． クリニカルカンファレ

ンス・セミナーとも，北九州地区小児科医会の

メーリングリストでもご案内させていただきます

ので，先生方には是非ご参加くださいますようお

願い申しあげます．

【お問い合わせ先】

産業医科大学小児科

〒807-8555北九州市八幡西区疾生ケ丘l-l

TEL 大学病院代表 093-603-1611

小児科医局 093-691-7254

小児科外来 093-691-7316

小児科病棟 093-691-7348

NICU O93-691-7349

当院では，紹介患者さんの受診が少しでも円滑

になりますように，事前に初診日の電話予約が

可能です．受診希望日の前日までに外来予約係

(TEL:093-691-7666:月～金曜日の9時～18時）

137



､

ター，小児救命救急センターで高度な小児医療を

提供し、 ハートセンター、子どものこころの診療

部， 臨床遺伝医療部，他科と連携しながら精力的

に小児への診療を行っていますまた， 近年の

医療の進歩により遺伝性疾患が救命できるように

なりましたが，成人となった小児期疾患の診療体

制が問題となってきました． トランジッショナル

ケア外来，成人先天性心疾患外来を開設し，成人

科と連携し移行期医療にも取り組んでいますま

た， 出生前診断がすすんできた先天性心疾患に関

し，胎児エコー外来を産科と協力して行っていま

す遺伝子検査の保険収載もすすみ，今まで臨床

遺伝医療部で担当していた遺伝カウンセリング

を，今年度より正式に遺伝カウンセリング外来と

して開始いたしました．

今後とも先生方と連携し，診療を担当させてい

ただけましたら幸いです．

FAX 小児科医局 093-691-9338

小児病棟 093-603-7836

E-mail j-syoni@mbox.med.uoeh-uac.jp

ホームページ

http://wwwuoeh-u.ac.jp/kouza/syonika/intro｣.html

福岡県小児科医会の先生方には平素より多大な

ご協力， ご支援をいただき心より感謝申し上げま

す， 当教室はまだまだ少人数の小さな医局であり

ますが， その分まとまりは良いと自負しておりま

す．今後も楠原教授のもと一致団結して，診療

研究，教育に真筆に取り組んでいく所存でござい

ますので， ご指導， ご鞭捷ご協力の程よろし

くお願い申し上げます．

劇 h
堀州莱鶚瑚 W

改めまして，九州大学小児科学教室の現況をこ

紹介いたします．
石村匡崇

九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野

(九州大学病院小児科）は大賀正一教授の指導の

元，小児医療センター（外来：北棟5階病棟：

北棟6階)，感染症病棟小児部門（北棟7階) ，総

合周産期母子医療センター新生児内科部門（南棟

5階) ，小児救命救急センター（南棟1階ER,南

棟3階4階ハイケアユニット） ， において診療

を行っております．小児医療センターでは，九州

で唯一の小児がん拠点病院としての役割に加え，

造血幹細胞移植推進拠点病院およびがんゲノム医

療中核拠点病院血友病診療地域中学病院小児

リウマチ中核施設にも指定され， 九州を支える中

核病院として包括的な小児医療を行っておりま

す．感染症病棟では，重症感染症や多様な基礎疾

患を伴う小児患者の感染症の治療を行う一方，福

岡市休日急患センターからの2次受け入れ先とし

ても機能しています．小児救命救急センターで

は，福岡県のみならず広域からヘリ搬送を受け入

れており，小児救命救急の3次医療を担う拠点病

院として中心的な役割を果たしております．

小児医療センター， 総合周産母子医療セン

【人事】

教室役員は以下の通りです．

医局長：石村匡崇

副医局長：酒井康成

病棟医長：平田悠一郎

副病棟医長：虫本雄一

総合周産期母子医療センター新生児内科部門

病棟医長：井上普介

外来医長：永田弾

副外来医長：西山慶

卒前卒後教育担当：酒井康成

平成30年度に当教室に新たに入局し‘小児科医

として勤務・研修を開始したのは20名です鈴木

麻也(H20日本医大卒）は九州大学病院次世代

医療センターで，鉄原健-(H20山口大卒）は

小児救命救急センターで勤務を開始し，西間大祐

(H20熊本大卒）は福岡市立こども病院で勤務

を継続しています小林優(H24束邦大卒）は

九州大学病院で，江崎大起(H26熊本大卒）は
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JCHO九州病院で， 山本俊亮(H26九州大卒）

は九州大学病院でのsubspeciality研修を開始しま

した吉元陽祐(H29久留米大卒）は福岡市立

こども病院で， 中尾泰介(H29鳥取大卒）は福岡

赤十字病院で，坂口嘉彬(H29九州大卒), 田中

惇史(H29九州大学卒）はJCHO九州病院で，春

日井悠(H29高知大卒), 末松真弥(H2 熊本

大卒)は北九州医療センターで，市地さくら(H29

鹿児島大卒) ，長澤功多(H29九州大卒),朴崇

E(H29鹿児島大卒）は小倉医療センターで，梶

原健太(H29広島大卒),藤紘彰(H29九州大

卒)， 長嶺あかね(H29九州大卒) , 牟田龍史

(H29長崎大学卒）は大分県立病院で，井上雅崇

(H29山口大卒）は別府医療センターで， それぞ

れ小児科専攻医研修を開始しています．平成28年

度に同門会に入会した吉里倫(H29九州大学卒）

は福岡東医療センターで， 原田頌隆(H29山口

大学卒）は福岡赤十字病院で小児科専攻医として

の研修を開始いたしました． その他山喜多悠一

(H30広島大学卒：小倉医療センター),宮内雄

太(H30九州大学卒：関門医療センター) , 木村

翔(H31 九州大学卒：福岡赤十字病院) ,樋口

龍之介(H31 九州大学卒：九州大学病院）は初

期研修医ですが， 当教室同門会に入会いたしまし

た．

学内の異動としては，石崎義人が福岡東医療セ

ンターへ，神野俊介が九州医療センターへ，市山

正子，黒川麻里，村岡衛， 川上沙織碇航太が福

岡市こども病院へ，江上直樹が別府医療センター

へ，小林賢子が杏林大学保健学部臨床検査技術学

科へ異動しました．今井崇史が田川市立病院から

特任助教に就任いたしました鵜池清が大学院博

士課程を継続しつつ，金政光は大学院修了後， 医

員として勤務を開始しています． また‘ 豊村大

亮，東加奈子は福岡市立こども病院から，近間琴

美は福岡東医療センターから，岩屋悠生はJCHO

九州病院から， 岩屋友香，松原祥恵東矢俊一

郎， 中尾槙吾は小倉医療センターから，松本翼は

別府医療センターから，渡辺ゆかは大分県立病院

から九州大学病院医員として赴任いたしました

学内の人事としては，小野宏彰は特任助教から

助教に，松岡若利が小児救命救急センター学術研

究員から助教に，長友雄作は臨床助教から特任助

教に昇進いたしました．本村良知は小児救命救急

センター助教からグローバル感染症センター助教

に，一宮優子が小児救命救急センター助教から小

児科助教に配置換えとなりました．研究室のメン

バーは， 4月より大分県立病院から竹本竜一が，

九州大学病院から平良遼志，長谷川一太，宮田達

弥，渡部貴秀がの5名が大学院生（博士課程） と

して研究を開始しました． 山村健一郎は6月末に

トロント総合病院より帰国し， 7月に白石暁が同

病院へ留学しました．

令和元年8月1日現在の教室メンバーは，大賀

正一教授酒井康成准教授，古賀友紀准教授［地

域連携・小児医療学]，實藤雅文特任准教授[環境

発達医学センター]，落合正行准教授[周産期・小

児医療学]， 山村健一郎講師，石村匡崇助教講師，

井上普介助教講師，永田弾診療講師，助教10名

(賀來典之， 藤吉順子，平田悠一郎虫本雄一，

本村良知，西山慶名西悦郎，小野宏彰，一宮優

子，鉄原健一)，特任講師1名（石井加奈子)，特

任助教4名（長友雄作，今井崇史，江口克秀，笹

月桃子）の教員24名， 臨床助教2名（澤野徹，福

岡将治)，医員17名（鵜池清，金政光，豊村大亮

矢田裕太郎東加奈子，小林優，是松辰哉幸伏

寛和， 山本俊亮，岩屋友香，岩屋悠生松本翼，

渡辺ゆか，松原祥恵，近間琴美，東野俊一郎中

尾槙吾)，大学院生15名，学術研究員5名の62名

に加え，学外から研修のため2名を医員として受

け入れ， 更に, nonMDの特任助教1名，学術研

究員1名を加え総勢66名です．

【診療1

免疫・血液・腫瘍（大賀，古賀石村，小野，

江口（克)，矢田，幸伏， 山本)． 感染症・アレ

ルギー（本村， 名西，金政) ，循環器（山村，永

田，平田，長友，福岡鵜池，江口（祥)，豊村，

小林)，神経（酒井，實藤石崎：非常勤烏尾

一宮，笹月， 園田(有))，腎(西山，今井)，代謝・

内分泌(石井， 虫本，戸田) ，新生児(落合，井上，

藤吉，澤野，是松)，救命救急・集中治療（賀來，
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科（児童精神学）や臨床心理士と連携して， こど

ものこころの問題に医療・心理・教育の面から各

専門家が総合的に対応しております．

鉄原，松岡）の専門分野による診療体制をとって

おります．小児外科を始めとした他科とも連携

し，小児疾患全てに対応しております．紹介先診

療グループが不明の場合は，外来医長および新患

係で対応し，振り分けを行っていますので， ご遠

盧なくご紹介下さい．小児救命救急センターでは

小児患者の救命救急と集中治療を提供し，近隣か

らの救急搬送や，遠方のヘリ搬送まで対応してい

ます．外来に関しましては，九州大学病院予約セ

ンター経由で医療機関からのご紹介を原則として

お願いしており，迅速に予約日を決定できるよう

に対応しておりますが，急患に関しましては，直

接電話で（下記外来あて，時間外は病院代表また

は病棟あて）ご依頼いただけましたら当日でも随

時対応しております． なお，各専門外来の新患曜

日につきましては従来通りです．

当科は福岡県予防接種センターに指定されてお

ります. 1週間前までに感染症グループに御連絡

下さい．公費負担の予防接種には，予防接種セン

ター所定の紹介状が必要です．

臨床遺伝医療部では専門医による遺伝カウンセ

リングを行っており，今年度遺伝カウンセリング

外来を開設いたしました．遺伝相談や遺伝病に関

するご質問の相談窓口としてご活用下さい． ご予

約お問い合わせ先が変更となりました遺伝カ

ウンセリング外来：092-642-5057受付時間:平日9：

30-12:00にご連絡下さい．

「子どものこころの診療部」では，学内の精神

【卒後臨床研修】

現在40名の医師（3年次9名， 2年次15名, l

年次16名）が小児科専門研修中です. 2年次より

新専門医制度での卒後臨床研修（小児科専攻医）

となり，今年度2年目になります．小児科専門医

試験受験資格として筆頭論文が必須とされ，大学

および各研修病院では専門医の指導の下で小児期

疾患について深く広く研修すると共に，論文作成

指導まで行っております．九州大学病院小児科専

攻医プログラムの特徴として，診療実績の多い研

修基幹病院で，プライマリケアから救急など広範

な領域の研修を行っています． また，大学病院で

は3次病院としての希少疾病，難病について深く

学ぶと共に，小児救命救急センターでは，小児救

命救急と集中治療管理の研修を行っています．

小児科カンファレンスは毎週火曜日午後6時

から（クリニカルカンファレンスは午後7時か

ら）北棟6階のカンファレンス室で開催していま

す．第2火曜に行われるクリニカルカンファレン

スは，臨床に直結した話題をテーマとして最新情

報を提供することを目的にしています． また昨年

度より引き続き，第3火曜日にはケースカンファ

レンスを開いており，診断・治療が困難， あるい

は複雑な病態を示す症例を呈示し，皆で活発に議

小児科外来診療分野別新患受付日

△：再来日等 ＊：心臓カテーテル検査日 ＃：予防接種は水曜 × ：急患はこの限りではありません
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

血液・免疫 ○ ○ ○ ○ ○

血液・腫瘍 ○ ○ ○ ○ ○

感染症 ○ ○ ○＃ ○ ○

神経 ○ △ ○ △ ○

循環器 ○ ＊ × ＊ ○

腎臓 ○ △ ○ △ △

代謝・内分泌 △ ○ × ○ △

遺伝相談 ○ ○ ○ ○ ○

新生児 ○ △ ○ ○ ○
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論し深く理解することで， よりレベルの高い医療

を行うことを目指しております． なお，第4火曜

日の小児科カンファレンスは病院全体の卒後研修

(九州大学病院グランドラウンド）に振り替えて

います．

TEL:092-642-5508 FAX:092-642-5509

WEB:https://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/iryo/

九州大学病院

TEL:092-641-1151(代表）

092-642-5163(時間外）

教授・医局秘書：水川雅紀子・後藤瑞貴

病棟秘書：有吉沙織研究関連秘書：坂井知子

研究室テクニカルスタッフ：鵜瀬怜子

病棟保育士：長谷川沙織・八島彩会里

【研究】

感染・血液・免疫研究室遺伝子・細胞治療研

究室， および神経・発達研究室の3研究室の体制

を整えています．研究室は専門分野を超えて連携

し， さらに研究テーマごとに学内外の研究機関・

関連病院と連携しております．小児科としての独

創性をもって生命の本質に迫るよう日々努力を継

続しています．九州大学母子総合研究リサーチコ

アでは，母子の問題を，小児科学，小児外科学，

母性胎児学精神病態医学，児童精神医学心身

医学小児歯科学保健学， 臨床心理学などの多

くの分野の研究者で考えていく協力した研究と診

療体制を確立し，着実に成果を上げています． そ

の成果は国際シンポジウムFukuokalnternational

SymposiumonPediatric/Maternal-ChildHealth

Research(FISP/M) をはじめとした学会や論文

で発表することで，社会への還元を目指していま

す．

九州大学医学部小児科学教室は，教室員一同，

今後とも，地域医療および広域医療圏と連携をと

りながら， こどもの総合診療医としての小児科専

門医を育成するとともに， 国際的視野を持って小

児医学研究を推進すべ<， たゆまぬ努力をしてい

く所存でございます．先生方からの一層のご指導

ご鞭權を賜りますよう，今後とも何卒よろしくお

願い申し上げます‘

【お問い合わせ先】

九州大学大学院医学研究院成長発達医学

(九州大学病院小児科）

〒812-8582福岡市東区馬出3丁目1-1

TEL:092-642-5421(医局) 092-642-5430(外来）

092-642-5427(病棟）

EﾍX:092-642-5435(医局）

総合周産期母子医療センター新生児内科部門

TEL: 092-642-5903 FAX:092-642-5206

医局長あてメール

E-mail :ped_ikyoku@pediatr.med.kyushu-u.acjp

Homepage:https://pediatr.kyushu-u.acjp/

九州大学病院予約センター（平日9時～17時）

※予約申し込みは, FAXで受付
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県小児科医会
会員名簿

福岡県小児科医会役員

豊原清臣・大山幸徳・井上賢太郎・高崎好生

下村国寿

黒川美知子・間克麿・三宅巧・森田潤・本間真一

青木真智子・渡邉俊明・上田義治・寺澤健二郎・井上秀一郎・高岸智也・植山奈実

津田恵次郎・大原延年・樋口貴文・田中信夫・井上治・吉永陽一郎

稲光毅・進藤静生

一木貞徳・坂口祐助・荒木久昭・井上謙吉

大賀正一・廣瀬伸一・楠原浩一・山下裕史朗

名誉会長

会 長

副会長

常任理事

理 事

監 事

参 与

顧 問

福岡地区

假屋園秀彦・伊東歌子・伊東敦子・植山奈実・前田泰史・岡本茂樹・深澤満・伊藤瑞子・

南里月美・權藤健二郎・荒木速雄・森安真文・森安善生・亀崎健治・木元美子・木元浩一・

西本五郎・楢崎亮・深町滋・市丸智浩・高松美紀

東 区

博多区 金光博信・梅野英輔・中尾太・谷秀雄・谷秀和・古川洸・倉岡抄子・高岸智也・

浦口龍夫・永利義久

米倉順孝・中山英樹・蜂須賀裕美・福泉容存・松尾誠・友田靖子・安藤寛・河野輝宏・

牛ノ濱大也・垣内辰雄・檜山麻衣子

中央区

南 区 詫間由一・寺澤健二郎・中尾文也・梁井信司・村上龍夫・井上贄太郎・井上寿郎・牛尾文一・

大山幸徳・橋本信男・黒川美知子・本村桂子・加野草平・諸岡達也・諸岡智子・青見裕子・

山本剛・井手康二

城南区

早良区

笠原郁子・内田智子・台俊一・東川昌紀・進藤静生・小舘三郎・井上秀一郎・関真人

豊原清臣・松本一郎・渡邊俊明・田崎宏介・清松由美・三松高一・中野光郎・秋元馨・

岡田象二郎・岡田育子・大屋和之・藤川麻衣子・高木愛子・金光紀明・高木誠一郎

岩屋美奈子・元山浩貴・青木真智子・下村国寿・下村豪・高崎好生・石神喜久・稲光毅・

女川裕司・木下正教・福井佳彦・山口覚・園田和孝・本田景子

西 区

横山隆人・横山隆・角田茂・小野栄一郎・竹内真由美・喜多山昇・才津宏樹

松田健一郎・松田健太郎・石原修・黒川徹・井上和彦・松隈義則・上田耕一郎

舂日市

大野城市

142



筑紫野市

太宰府市

那珂川市

西尾健・山田晋一・溝口康弘・森勝義・廣田雄一

中嶋博文・中嶋洋介・松本正・日高秀信・日高淑恵

岩尾初雄・郭明烈・柴田昌彦

古賀市

糟屋郡
三田佳子・山嵜邦子・入江勝一・吉岡玲子・入佐紘子・岡部康文・大塚純一・森

田中能文・大嶋昭雄・宇梶光大郎・舎川康彦・大坪庸子・徳永泰幸・堤康・堤

関祥孝・権丈緑

俊憲・

幸子．

糸島市 奥郁美・田中幹久・進藤昌子・山下祐二・上田義治・田中美紀

宗像地区

宗像市 旭悦子・旭隆宏・一木貞徳・片山幸樹・城谷吾郎・樋口貴文・宮原俊彦・宮原道生・

菅尚浩

福津市 間厚子・問克麿・間智子・竹中伸一・竹中聡・松永伸二・酒井道生・因てい子

北九州地区

門司地区

小倉地区

秋武邦子・貝塚博美・香月きょう子・古賀敦子・小松千代・服部達・眞鍋祐美子・吉村和子

網戸英二・有門美穂子・井上真改・今井昌一・後山和彦・戎寛・岡崎覚・岡崎なぎさ・

岡部貴裕・神義昭・河田泰定・岸田邦雄・北川淳二・神代万壽美・古賀一吉・古賀美津子・

古賀豊・坂口祐助・佐藤東・佐藤克子・清水透子・宗秀典・宗博子・宗稔・

田中正章・徳永洋一・友納優子・中島抄由理・原田博子・日高靖文・平野稔喜・平野英敏・

福崎隆一・藤野時彦・松元透・真弓武文・守田英子・山下博徳・弓削哲二・吉田雄司・

吉田ゆかり ・渡辺仁夫

八幡地区 天本正乃・綾部信彦・有吉宣明・今井伸恵・岩崎哲巳・魚住友彦・神薗淳司・金平榮・

金奉吉・楠原浩一・倉重弘・合屋綾子・下野昌幸・城尾邦隆・白幡聡・大樂雅史・

高橋保彦・田代優・堤隆・堤隆博・朝長恭二・永野ひとみ・中村久美子・西田正文・

西野裕・西村愼太郎・芳賀彰子･橋爪廣好・半田祥一・松井岩美・三宅巧・村上佐代子・

吉田省吾

戸畑地区

若松地区

遠賀中間地区

有馬透・江島多奉・大原延年・梶原康巨

天本祐輔・古村進・古村速・鈴木裕三・津田恵次郎・宮川隆之・吉澤僖教

衛藤純子・北島直子・木村嘉幸・楠本守・久原厚生・棄野聡・佐藤弘・白川嘉継・
田中耕一・津田文史朗・宮地良介

京筑地区 高尾伸也・田尻京子・前田公史・松島卓哉・弓削建
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筑豊地区

宮嶋宏明・田中祥視・永山清高・細川清・津川信・河野洋子・森田潤・肘井孝之・

近藤里香子・牟田広実・岡松由記・田中祥一朗・穐吉秀隆

飯塚市

吉國裕文・平野義人・片山邦弘

大野宏明・大野祥一郎・阿座上才紀・栗原潔・原田博子・久木田穣次

尾上嘉浩

田中信夫・桑野瑞恵・佐々木宏和

郭泳珀・荒木久昭

嘉麻市

直方市

宮若市

田川市

田川郡

筑後地区

伊藤雄平・井上謙吉・井上治・伊牟田富佐恵・牛島繁・江口春彦・大部敬三・加藤栄司・

河野信晴・木村光一・倉田毅・阪田保隆・武谷茂・田中地平・津村直幹・中尾久雄・

長井健祐・原口憲二・原田豊・日高敏博・福田清一・堀川瑞穂・本間真一・松行眞門・

吉永陽一郎・吉村篤

久留米市

小郡市

三井郡
梯龍一・木下昇平・工藤嘉公・町野亜古・山下康博・山本正士

朝倉市

朝倉郡
北野明子・高瀬英生・冨田哲生・中嶋英輔・福嶋圭子・安岡盟

市
郡

女
女

八
八 石本耕治・冨田尚文・姫野和家子・藤本千津

川上晃・杉村徹・丸岡隆之・佐藤登

一ノ瀬英世・一ノ瀬英史・酒井良

江崎泰之・田中哲朗

梅根眞知子・豊田温

井口雄三・木村健・辻功介・津末美和子・二宮正幸・藤野浩・横地一興・吉田隆行

中村貴美子・樋口恵美

筑後市

大川市

三潴郡

うきは市

柳川市

みやま市

大牟田市 古賀龍夫・坂口泉・篠塚茂・山川精也・山川良一・和田浩三・辻裕子・平田知滋・

田島重吉・末吉圭子・松浦稔展・田村俊也・坂西信平
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編集後記

今回の特集は「国際化する小児科外来」です．外国人観光客と在留外国人の急増で小児

科診療所にも外国人の小児の受診が珍しくありません．韓国人，中国人，欧米人をはじめ，

南や東南アジア人さらには中東の国々の人々まで世界中の子どもたちの診療に携わる機会

がでてきました.現場ではコミュニケーションや習慣の違いに戸惑うことが多くあります．

国際化する小児医療の取り組みを牽引されている浦部大策先生に総論を，福岡で総合病院

として国際診療に取り組まれている福岡市立こども病院と徳洲会病院に外国人診療の現状

を， 日本小児科医会理事で西アフリカやインドでの医療活動をされた関場慶博先生には海

外での経験とご自身の診療所での経験を，沼田里奈先生には外国人小児のワクチン接種へ

のアドバイスを書いていただきました示唆に富む内容で会員の先生方にはたいへん有益

と思います．

総会の学術講演では，牛島高介先生の抄録は掲載できませんでしたが，元NHKエグゼ

クティブアナウンサー，解説委員としてご活躍された山本浩先生からはドイツの研究所へ

行かれた際の経験から「三つ子の魂は社会が決めるドイツの教え・日本の倣い」を頂き

ました当日参加できなかった先生方はぜひご一読ください．

随筆は武谷茂先生から「外来小児科学」黎明期の山下文雄先生をはじめとする先達者の

思いを伝えていただきましたがその心意気は伝わっているのか.後輩への撒文でもあります．

トピックスでは産業医科大学の山本裕子先生から「小児血液．腫瘍患者の診療における

多職種連携の試み」を，境界領域UptoDateでは福岡大学スポーツ科学部の重森裕先生か

ら「小児脳神経外科領域における最近のTopics」を頂きました．

お忙しい中，原稿執筆の労を快く引き受けていただいた先生方には心より感謝申し上げ

ます．多くの方々のお力添えで，今年度号を上梓することができました．

ありがとうございました．

編集長上田義治記
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⑳の価値を。東和薬品は、ジェネリックに

~、〆 〆、 、

ここが駒！
『

回ニガ〈ない
「マスキング技術」で

ニガみをコーティングし、お薬が

苦手な方にも飲みやすく・

回飲みやすい
独自のrRACTAB技術」で

水なしでも飲みやすく、

扱いやすい硬さを実現。

0,錠 普通錠 』L 2""｡ j

一≦扉ぱい!
’’

Li
r…二宮W≦ _~_－ 。． ‐、r〆

阿見分けやす

§ 匙；

、 、
③原薬からのこだわり

お薬の効き目のもととなる

原薬からこだわり、製品を

安定的にお届け。

「

い
分割しても何のお薬か

見分けやすい錠剤や、

飲み間違いを防ぐパッケージを採用。

｜ I

｜蕊blFD・亀 …

IL､一一 ﾉ

⑭高い品質
光・熱・湿気による影響を

抑えて品質を保持するなど、

製品品質を高める研究を実施。

L 薬効ﾏークノ

「せっかく後から出すのだから、もっといいお薬を目指したい。」

東和薬品は、その思いを大切に、

ジェネリック医薬品と向き合っています。

くすりのあしたを考える

mo'20-16&-錘『Ax…"…？…東和薬品2〉1
医療関係者様用

Z4時間受付対応

医薬品情報に関す

東和薬品学＃

医薬品情報に関す るお問l

東和薬品学術部，

いるお問い

部

合わせは

) |センター

｡■


