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徳山中央病院での20年

地域医療機能推進機構

徳山中央病院小児科

内田正志

巻頭言としてふさわしいかどうかはわからないが、

徳山中央病院での20年が経過したので、区切りとし

てその軌跡を簡単に振り返ってみたいと思う。

平成6年8月に徳山中央病院に赴任してから満20

年が経過した。20年という年月は長いと思うが、あつ

〉る。赴任後、私自身がどのように考え、行動してきという間の20年にも感じる。赴任後、私自身がどのように考え、行動してき

たかを振り返ってみることが、今後、勤務医を長く続けていこうと考えている

人に少しでも役立てば幸いである。

赴任当時、小児科医は4人であった。私も42歳と若く、健康であった。周

南地域には病院小児科が少なかったので常に地域全体のことを考える必要があ

り、地域の砦としての役割を果たしながら、勤務医を長く続けていくにはどう

したらよいかを考えた。

まずは病診連携の強化に取り組んだ。紹介患者はすべて受けることにした。

入院させるかどうかは患者の状態、ベッドの空きをみながら判断した。当時は

満床で他科のベッドを借りることもよくあった。そして、紹介患者にはその日

のうちにFAXで返事をし、退院時または外来でのフオローが一段落した段階

で返事をすることを徹底した。これによって信頼関係は深まったと思う。

次に未熟児．新生児医療の確立を目指した。NICU加算がとれる体制整備を

行った。事務の協力を得て試算し、院長を説得し、NICUの改築と看護師の増

員を実現し、新生児専門医を迎えて、平成9年に4人の小児科医でNICU(6

床） をスタートさせた。現在では地域周産母子センターとして周南地域の新生

児・未熟児医療を立派に担っている。

NICUスタート後は小児救急の充実に取り組んだ。二次救急に責任を持てる

体制ができたので、一次救急をどうするかを周南小児科医会とともに取り組ん

だ。周南市休日夜間急病診療所への小児科医の出務を平成11年に開始し、出務

医師の広域化を平成13年に実現（医師会の壁の打破） し、その後の患者数の増

加を経て、平成20年12月に徳山中央病院内への周南地域休日夜間こども急病セ

ンター（周南こと・もQQ)の設置（自治体の壁の打破）を実現した。その後6

年が経過し、順調に運営されている。

この間、当院の小児科医は8人へと倍増し、午後10時までは一次救急に呼

ばれない体制を確立できた。周南こどもQQの設置は勤務医、開業医の両方に
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とって望ましい体制という評価をいただいている。この体制であれば年をとっ

ても勤務医を続けていくことが可能である。60歳まで当直をやったが、OPLL

が明らかになり、当直を免除された。残念だが、仕方がない。

病診連携を強化し、地域の小児救急医療体制を整備した結果は各種迅速検査、

抗インフルエンザ薬や予防接種の普及などと相まって、入院患者の減少として

表れている。小児にとってはとてもよいことであるが、病院小児科医にとって

は手放しでは喜べない（本当は喜ばしいのだが……？）。

今後は我々小児科医に小児医療についての発想の転換が必要なのだろう。以

上、徳山中央病院の20年を簡単に振り返ってみた。明確な目標を掲げて取り

組んだわけではないが、それぞれが有機的につながり、どこに出しても恥ずか

しくない体制を作り上げることができた。これができたのも、一緒に苦労した

藤田京子先生、立石浩先生をはじめ、大学医局から派遣された若い先生方、

周南小児科医会・周南産婦人科医会の先生方、産婦人科をはじめとする院内他

科の先生方、看護師をはじめとするスタッフの協力・支援があればこそである。

この場を借りて感謝申し上げる。私の小児科医としての根底には『子どもは

社会の宝｣、 『子どもは地域の希望』ということがあるのだと思う。

’
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わが開業医人生に悔いなし

竹川小児科医院

竹川一志(岩国市）

昭和55 （1980）年の正月明け、当時私は42歳、山陰の松江赤十字病院で小

児科副部長として勤務していた。時間外診療に出かけていた日曜日の看護婦詰

所へ、福井淳博先生から突然のびっくり電話だった。

藪から棒に「開業しないか?｣。

彼は教室の6年先輩で、同郷の誼でそれまで公私にわたっていろいろとお

世話になっていた。 「岩国で開業している父親が近々引退するのだが、後を継

がないか?」との話だった。彼はすでに滋賀県で大きな小児科メディカルセン

ターを経営しており、帰郷するつもりはないとのこと。

小児科医になって14年目、このまま勤務医を続けるべきか迷っていた時期

でもあり、 5月の連休を利用して家族全員で岩国に出かけ、福井正雄先生に初

めてお目にかかった。正雄先生は同門の大先輩で、その学識と真筆なお人柄に

感銘を受け、同席していた妻とも相談してl～2年後のこととしてお引き受け

したのである。

実のところ私は岩国から車で1時間ほどの周防大島の出身である。当時、母

が早逝したので父親は伯母の世話になりながら、島内で内科開業医を続けてい

た。一人暮らしなのが気がかりだったが、近くになるのは渡りに船、ありがた

い話だと思った。

1～2年先のこと、部長職を経験してからのつもりでいた。ところが、そ

の年の9月に正雄先生が脳梗塞で突然倒れられてしまった。 12月にあわてて引

き継ぎして開業することになったのである。そのとき教室には迷惑をかけたが、

居座っていた老部長から教室が派遣してくれた若い優秀な部長にかわり、小児

科の古い診療体制が一新されたのは何よりだった。現在、彼は天理よるず相談

所病院長として活躍している。

5月にお会いしたとき正雄先生と2つほど約束したことがある。

医院の外観と診察室とか受付、薬局などの屋内の配置はできるだけ変えない

ことと、看護婦たち従業員はそのまま使ってほしいという2点だった。医療に

対する考えとか診療姿勢については個々の医師でそれぞれ違いがあり同じよう

にとは言いかねるが、その2点に関しては引き受けましたとお約束した。

看護婦たち従業員は歳とともに辞めて行かざるを得なかったが、それでも私

が病気入院したときには無菌室に泊まり込んで下の世話までしてくれ、実にあ
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りがたかった。 もう一つの方は、開業してすでに30数年たつが約束通りに建

物の外観を含めていまだに何一つ変えていない。
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病院形式の土足なのが私好みでうれしかった。特に診察室と処置室は二室連

なりで広く機能性に富んでいる。南向きの診察室は明るく、冬は温室のようだ。

先生が使われていた机、椅子（ぽろぽろに傷んできたが看護婦が工夫してカ

バーをつけてくれ、大きな座布団で座る部分の綻びも隠している)、診察ベッ

ド、正雄先生が自ら考案された赤ちゃん用の処置台など、それぞれの配置も昔

のままである。なんとなく意地になっている感が無きにしも非ずだが。

建物は昭和30年代の初めに建てられた木造2階建で、当時は2階に7床の病

室がある有床診療所だった。住所が離れており、患者の食事や夜間の看護が大

変だったので、 2か月足らずで無床診療所に変更した。病室のベッドは点滴を

するときとか一時観察するときに利用した。

新しく持ち込んだのは愛用の三眼顕微鏡1台だけである。 ときどきお婆さん

たちがお孫さんを連れてくるが、母親だったころと何一つ変わっていないと懐

かしがってくれるのが変にうれしい。 しかも、近ごろではこの建物の古くてレ

トロな雰囲気が好ましいと言ってくれる若い母親もいるようだ。

もう亡くなられたが、或る先生から、私の文章を読んで偏屈を指摘されたこ

とがあった。お互いに偏屈同士、亡くなるまで親しくさせていただいた。

これもずいぶん昔のことになるが、病後、逼塞していた時に「やぶにらみ

石」というペンネームで小児科医会会報に少しばかりI齊曲がりな文章を投稿し

ていた。意固地で偏屈は自認していたのである。

こうして正雄先生と約束したように、 ここまで何一つ変えないままがんばっ

たのは意地っ張りとめんどくさがりのせいに違いない。だから家族など事情を

知っている者たちは冷笑しながらも納得しているようだ。

学生のときから「子ども好き」は自覚していた。大学卒業時には小児外科を

やるつもりだったが、京都でインターンをしたとき小児科病棟に入り浸ったお

かげで小児科医になってしまった。今ではなるべくしてなった、天職だと思っ

ている。

開業してしばらくは患児のためにできることは何でもした。当時はごく普通

のことだったが、深夜も電話でよく起こされた。救急と判断すると文句を言い

ながら医院まで診察に出かけて行ったものだ。縫合などの外傷処置、ルンバー
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ル、点滴、静注はもちろん、 レントゲン撮影・現像は自ら、心電図、難しい採

血は大腿静脈、頸静脈からやっていた。検血はメランジュールを使い、血液像

も染色してすべて自分でやった。

今思うと流行医だった先代に負けたくなくてしゃにむにがんばったのだろ

う。あの頃、外来は子どもたちの泣き叫ぶ声であふれていたものだ。

平成1年5月 （51歳のとき）から重篤な血液疾患に罹患して2年近く休診し

た。復帰後は患者ゼロからの再出発だったが、入院中に思うところあり、それ

までの診療方針を一新して検査、処置は必要最小限にとどめ、子どもたちとは

できるだけ内科的に接することにした。だから診察中に今一つ気がかりな患児

については翌朝かならず電話で容態を確認することにしている。

最近、古くなって使えなくなったレントケンや心電計などの機械類はすべて

処分してしまった。歳で視力が落ちたので乳児の採血なども含めて医師会病院

へ検査をお願いすることが多くなった。福田先生、古賀先生ごめんなさい。手

に負えないと判断した患者は無駄な処置はせず、入院の如何を問わず、国立医

療センターへ紹介しお願いしている。守分先生を始め各先生方には感謝である。

診察中、 ときには母親から患児をざっと取り上げ抱っこして、少しのあいだ

遊ばせてもらう。泣かさないのが「こつ」である。予防接種も手先の器用ざで

子どもたちが気づいたときには終わっている。おかげで、多くない患児にも助

けられて静かな外来に一変した。

今では当時抱き上げた子たちが若い親となって赤ちゃんを連れてくるよう

になった。そしてその子を抱っこする。まさに孫のようで至福のときだ。

昭和55年の暮れに岩国市医師会会報に投稿した「開業にあたって」の文末に

私は次のように書いている。 「今後はPrimaryCareに徹するとともに乳幼児

健診、予防接種などを通して住民との接触を深かめ、健康管理、疾病予防など

の啓蒙につとめながら地域医療の向上に努力する所存です」と。勤務医から開

業医になったばかりで堅苦しくてくそ真面目な挨拶文である。

あれから34年、隠居する時期ももう間近になってしまったが、この誓いを

全うできたであろうか。今一つ自信がない。なにしろパーフェクトに俗物なの

で意固地でありながら流されやすいからだ。最後まで心していなければいけな

いだろう。

誰だったか、 「常識人であれば、名医になれる」などと投げやりなことを

言っていた。その伝でいえば、私のような偏屈者は名医にはなれないし、なり

たいとも思わない。

昔から心に残っていた医師で俳人の五十嵐播水による次のような一句があ

る。こんな風に日々を過ごしながら診療生活を終えたいものだ。

春愁や老医に患者なき日あり
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後記

最近は文章を新しく書くのが少しばかり億劫になり、これまでいろいろのと

ころで書き散らかしてきた文章の一部をそれぞれ継ぎ接ぎして利用した。あしころで書き散らかしてきた文章の

からず。
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私の診療所、工夫しているところ

よしとみクリニック

綿野友美(下関市）

小児科医会の皆様、こんにちは。下関で開業している綿野です。私の診療所

で工夫しているところをお題としていただきましたので、借越ながら書かせてい

ただきたいと思います。

うちの診療所は、建物こそ4階建てで大きく見えますが、 1階のクリニック

のスペースは大変狭く、待合室もほとんど無いに等しい状態でした。優秀な建築

士の方が知恵を絞って、今の内装に改築して〈だきったことそのものがまさに工

夫しているところに当たるためご紹介させていただきたいと思います。

まず、 3年前、当院は外科でしたので2階、 3階が入院部屋で1階が診察室、

治療室になっていました。それを小児科・内科に変えるにあたり、問題となる点

をまず列挙してみました。

①玄関入ってすぐの待合い室。

3畳くらいのスペース。まるで廊下。

ベビーカー連れの親子1組しか待てない。

②待合いトイレ。

段差のある和式トイレ。

ドアは半分磨りガラス。ポスターで目隠し。

③診察室。

部屋はなし。

受付のカルテ棚の裏のスペースに机とベッドを置いて診察。

カーテンで目隠し。

④処置室、治療室、点滴ベッド。

カーテンで仕切ってるだけで、基本ひとつの部屋。

治療も採血も問診も何もかも一緒にしている。

⑤隔離部屋。

なし。

…これでも昔は、患者さんは多くて待ち時間は少なくて、大変好評だったよ

うですが、小児科患者をこのスペースには呼べません。そこで、設計をしてくだ

さったのが石垣島出身の一級建築士さんで、大変親切で熱心な方でした。 1ヶ月

弱の突貫工事で、現在のク'ノニックに生まれ変わりました。それがこちら。
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⑥待合室。

工事前の倍の広さになり、大変

明るく開放的に。

まだまだ狭いですが、 5－6人

は待てるようになりました。

⑦待合いトイレ。

和式に加えて洋式も設置。

手洗い場と、折り畳み式のおむ

つ換えシートを設置。

X6
鼻 壼 二

■■
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」

唾
聯
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夕

アフタービフォー

…よく空間があったと感心します。入り口を斜めにすることで待合室への圧

迫感を防ぎます。写真を見てもほとんど変わりありません。

⑧診察室。 一.

！

⑩動線

2つの個室空間を作った上に、 －－…”霞菅 一義

患者の移動と職員の移動と動線 ビフオー患者の移動と職員の移動と動線 ビフオー

| ･Iヅ

アフター

を分けて作られました。 （ただし1人しか通れません。離合不可能。

不要。写真は非常口が変わっていないことを参考にご覧下さい）

⑪隔離室

2階に個室を作り、車イス対応トイレ、授乳スペースができました。

てすり

…さらに受付の奥に、職員の休憩スペース（1－2人分）を作ってください

ました。空間をフル活用される設計にただただ驚きでした。

しかし、やはり基本は狭いので、

コンパクトな診療所に違いはありま

せん。ちなみに処置室も狭いため、

壁に取り付けるタイプの折り畳み

ベッドを購入し、普段はたたんで空

間を確保し、必要時にベッドを下ろ

すタイプで工夫しています。 （写真

参照） これは、お勧めです。
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折り畳みベッド

また、 うちは内科の患者さんもおられるので、内装をあまり子どもっぽくする

と老齢のおじさま方に引かれてしまいます。そこで、腰から上、つまり大人目線

にはあまりキャラクターグッズを置かず、低い位置におもちゃやアニメポスター
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を設置するようにしています。診察室に入った親子、子どもだけがポスターを見

つけて親が驚くことがあります。

雲：さらに最近工夫したことは、 レンタル水槽の導

入です。皆様の診療所にもあるかもしれませんが、

うちはとにかく狭いので、一番小さい水槽を入れ

てもらっています。 （写真参照。提供curewaveさ
ノ．、

ハノノ

6－7種類の熱帯魚を入れてくれ、 1週間に1

度水槽掃除に来てくれます。魚が死んでしまった

ら新しい魚を入れてくれます。私のお気に入りは

小さいヤマトヌマエビです｡ 3匹いますが、枝の

陰に隠れて見つけることが難しいので、 3匹見つ

けた日はラッキーとしています。

こどもが吸入したり、検査結果を待つのに軽く

隔離したい時、水槽前が大活躍です。最近は、診

′
｜

暇聯
■■『

一

～

水槽
察の後、必ず水槽を見て帰る子もいます。

小さい水槽だから興味を引きやすいのだと思いますが、導入して良かったと

思っています。

まだまだ工夫が足りないところが沢山あります。少しずつ改善していこうと

思っています。

最後にお目汚しの投稿をしてしまいましたこと、お詫び申し上げます。皆様

の投稿も是非宜しくお願いいたします。
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今までの10年、これからの10年

近藤こどもクリニック

近藤 修(山口市）

平成26年10月1日で開業10年になりました。20年契約で土地を借りていま

すので、ちょうど半分経過したことになります。この10年は済生会山口を退職

後の開業という地の利があったこと、かく福対象年齢が1歳から3歳、 6歳と

延期きれたこと、予防接種が増えたことなどがあって、比較的順調にやってこ

れたように思います。今後10年、制度変更や予防接種の減少などがあるかもし

れませんので、どうなるかはわかりませんが、健康に気をつけて頑張るしかな

いようです。

この10年で思ったことでは病院業務の電子化です。開院当初から電子カル

テでレントケン、心エコー検査も電子化で書類を保存する必要がなく、 まった

く場所をとらず大変重宝しています。レセプトも事務の女性が電子レセプトを

作ってくれれば、 ものの5分程度でレセプト送信完了です。受付、会計も再診

であれば1分もかからないので、患者さんを待たせることもありません。それ

と、院外処方の採用です。医院に薬剤師さんを雇う必要もないし、院内に薬を

置く必要もないので、大変助かっています。この2つのおかげで、開業が昔に

比べ非常に楽になったのではと思います。

ただ、いいことばかりではありません。電子カルテは電気で動く機械です。

停電、故障、データーの保存ミスなどの恐怖心がいつもあります。実際今まで

に2回ほど診療中断がありました◎ 1回目は平成16年の10月、開業して2週間

目ごろだったと思います。今年と同じ大型台風がやってきて、午前中は開院し

ていましたがその後も雨、風が強くなり午後は休診にしました。翌日医院に

行くと停電で電子カルテが使えません。今日も休診かと落ち込んでいたとこ

ろ、 8時50分ごろに回復しどうにか診療を行うことができました。 もう1回は

昼の12時10分ごろ突然電子カルテがシャットダウン。患者さんが1人いました

が、かく福だったので話を聞いて、 とりあえず薬はなしで様子をみましょうと

説明して帰ってもらいました。結局シャットダウンの原因は院内LANを結ぶ

ハブの故障で、すぐに買い換えて午後の診療は行いました。どちらも運がよく

て、患者さんにほとんど迷惑をかけずすみました。しかし、診療中PCが故障

したらどうしよう、今停電したらどうしようという恐怖心がいつもあります。

現在蓄電器があるのでこれから開院する先生方は停電の心配はないのでしょう

が、いまさら設備を充実する気にはなれなくて心配のみです。

それと、 レセプト業務を事務の1人の女性にまかせています。紙であれば

事務の女性がいなくなってもどうにか対応ができるのでしょうが、レセプトの

チェック、電子化をまかせっきりでその女性がいないと、まったく麻痒状態に

なってしまいます。全然危機管理ができていないと言われそうですが、今更覚
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える気になれず、ズルズルと楽な状態に浸っています。

もう1つ、ウインドウズXPのメンテナンスの中止です。今まで慣れ親し

んできたXPなので、ウインドウズ7や8の使いにくさには怒りさえ感じます。

どうしてバージョンアップするごとに使い難くなるのか不思議でなりません。

そのためウインドウズXPを4台確保して、故障時に備えています。さすがに

インターネットに接続しているPCはウインドウズ7ですが、その他は慣れ親

しんだXPで10年がんばるつもりです。

今後10年は健康に気を付け、遊び友達をふやし、ちよこっとお金をためて、

おまけで少し勉強もしていこうかなと考えています。 10年後自由人になってい

ましたら、親しい先生がたに電話をしますので、いやがらずに相手をしてやつ

てください。
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新築の工夫と反省

広田医院

広田 修(光市）

平成12年(2000年) 12月に光市に帰り、父の後を

継ぎ開業医人生が始まりました。当時の診療所は祖

父が昭和33年(1958年）に建てた木造平屋建て、 こ

こを三代に渡って使っていました。なにしろ42年前

の建物です。狭い狭い。待合室は6～7人しか座れ

し。夏は窓を開けた上に天井の明かりから無理矢理分ずコンセントは一つも無し。夏は窓を開けた上に天井の明かりから無理矢理分

岐を取って壁に付けた扇風機を回し、冬は灯油のストーブで暖をとっていまし

た。診察室にはコンセントは一カ所二つ、 タコ足配線の限界に挑む状況でした。

これではマズイと、平成13年の夏にそのタコ足から待合室に延長コードを這わ

し、やっとエアコンを付け、窓を閉める様になりました。 よくブレーカーが落

ちなかったものです。この夏父が逝去した後、 「広田医院は若いのが帰ってき

たそうだが、大センセイのお葬式の後ずっと待合室の窓が閉まっているが、閉

院したのですか？」 と問い合わせの電話が来るほど、 「広田医院の夏は窓が開

いている」事が常識だったのです。

そうこうするうちに当初一日5～6人だった患者さんが徐々に増え、ありが

たいことに座れない人が出てきました（まあ待合室のキャパが6～7人なので、

推して知るべしなのですが)。そこで平成14年(2002年）一念発起、建て替え

を決意しました。

建て替えで考えたことは以下のようでした。診察室を全ての部屋の中心に置

き、診療所全体の動きをつかめる様にすること。待合室はせめて今までの倍の

15人くらいは座れる事。そして感染症用に隔離できる部屋をつくること。 トイ

レを男女に分ける事かつ待合室から見えない様にすること （それまでは一つし

か無く、待ち合い室からしきりが無く出入りが丸見え)。検査用のトイレを別

に作ること。診察室から扉を開けたら待合室が一望できること。これは主に具

合の悪そうな患者さんの早期発見のためですが、父の時代から当院は看護師さ

んがおらず、今でも患者さんの呼び込みは私がやっていますのでそういった事

情もあるのです。全体の設計でみると、 2重窓ガラスは静音と室内温度の管理

で予想以上に効果を発揮してくれました。 目の前に武田薬品光工場があります

ので頻繁に大型車が通行しますが、窓を閉めている限り騒音はほとんどしませ

ん。また冬の朝、外気温が－2℃の時でも室内は暖房無しで16℃くらい、電

気代は予想をかなり下回ることになりました。昨今、耐震設計は重要ですが、

当院は設計上震度6までいけるそうで、津波さえ来なければ、なんとかなると

思っております。

さて、 ここからは反省です。いろんな動線を考えたつもりでしたが、 「私も
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含めて職員がトイレに行く動線」を忘れていました。職員トイレは2階にある

のですが、行くのに階段まで待合室を横断しなければなりません。混んでいる

時など視線がイタイ。イタくて水分を取らない様にしていたら尿管結石になり、

もっと痛い目に遭いました。また先に書いた様に診察室を中心に置いた結果、

診察室から隔離室まで最短コースで診察に行く事が出来るのですが、その隔離

室が待合室を通り抜けた先になってしまい、待ち合いで待っている人の目の前

を感染症の患者さんが通って行く様な状況になってしまいました。これでは本

末転倒。反省するところです。

診療所の新築は人生の一大事業、事前に出来るだけ多くの診療所の見学に行

かれる事をお勧め致します。また、医院建築ならではのノウハウを多く持って

いる業者さんを見つける事が肝心かと。
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私の診療所

ここを工夫しました・ ・ ・開業時に考えたこと

あいクリニック小児科

井上 保(下松市）

下松市で開業しているあいクリニックの井上保と申しま

す。平成15年10月に開業したので丸11年が経過して、原稿を

書いている平成26年11月には12年目に入っています。

妻が皮層科医で副院長をしています。小児科医と皮層科

医が一緒に開業している診療所は珍しいと思います。御夫婦で開業し、建物を

別々にして、それぞれ独立させておられる先生もおられますが、 うちは受付を

1つにして、左側は小児科待合、右側は皮虐科待合にしました。

開業時にまず考えた点は、院内感染予防をどうするかでした。皮層科受診の

患者さんは基本的に健康な方です。小児科は感染症が多いので、待合を分けて

少しでも院内での感染を防ぐ、ことにしました。それぞれの待合が20人程度座

れるので通常は皮層科と小児科の患者さんが混在することはあまりありません。

また、受付前の天井には手術室で使うレベルの空気清浄機を2台設置していま

す。それぞれの待合の間に強力な空気清浄機がある形です。

皮層科は赤ちゃんからお年寄りまで全ての方が診療の対象なので、感染症を

気にして成人の方が受診しにくいようではいけないと考えました。こちらの配

盧が伝わっているのか、皆さんそれほど気にされないのか、結果的には成人の

方も多くの方が皮層科へ診療に来られます。ただし、小児科と一緒なので普通

の皮虐科よりは小児の割合は大きいようです。

診療をしている1階は60坪の広さがあります。普通の小児科よりは広いか

もしれませんが、その中で小児科と皮層科の2つの診療スペースを配置しまし

た。小児科の隔離室は1つしかとれませんでした。授乳室を設けて、いざとい

う時は第2隔離室として使用しています。

開業後に感じたのは、隔離する病気が多く、患者さんが多い時は水痘、ムン

プス、 インフルエンザなど同時に来院され、複数の隔離場所がいり、隔離室の

数をもっと多くしとけばということでした。いまは処置室に2組待てるスペー

スを設けています。 日経メディカルの過去の記事に、診療室を10部屋つくって、

ドクターが患者さんの待っている各部屋をまわって診療される小児科クリニッ

クが紹介されていました。これなら隔離に困らない、大きな待合もいらないク

リニックになります。面白いアイデアと思いました。

他に患者さんが希望されれば、 自家用車で待っていただいて、携帯電話での

呼び出しもしています。小さなことでは、どこの医院でも設置してあると思い

ますが、 自由に手指消毒剤を使えるようにしています。また、咳エチケットが

守られるようにポスターでの啓発や使い捨てマスクの無料配布を行っています。

感染予防では、待合にたくさんの方が待たない状況も大切です。平成19年
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8月から順番取りシステムを導入しました。 もう丸7年になります。インター

ネットで外部から順番を取れるシステムです。PCか携帯でホームページにア

クセスできればだれでも簡単に操作できます。外部から順番取りができるので、

待合で長時間待たれる方が少なくなりました。皮層科受診のお年寄りの方での

んびり待っている方も中にはおられますが。待合に待っておられる方が少ない

ので、人と人とのスペースも十分にあり感染予防に役立ちます。

こんな原稿を書いていますが、 ヒブ、肺炎球菌、ロタウイルスワクチンが導

入され、最近感染症の診察がすごく減っている感覚があります。30年〈､らい未

来では、 もっと予防医学が発達して、ウイルス感染も駆逐され、小児科では感

染症をほとんど診察しなくなり、アレルギーも遺伝子治療で発症しなくなるか

もしれません。

小児科医は、予防接種やアレルギー予防、発達障害の診察、いじめ、虐待な

ど社会的な相談などが主な仕事になるかもしれません。感染対策には悩まなく

なる。こんな未来予想はいかがでしょうか。
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20年前の開院を思い出して
－開院に当たって苦労した点、工夫した点一

いわたにこどもクリニック

岩谷 一(萩市）

この医会会報が発刊される頃には、開院20年目となっています。遠く20年

前の開院前後を思い出しながら書いてみます。

今から20数年前、離島での1人医長の勤務を終えて医局長から次の勤務地

の希望を訊かれました。将来の開業を考えて、先輩開業医のいない萩をお願い

しました。インターネットの未だ普及していない頃で、タウンページで小児科

楠を調べると、 1軒のみ記載が有りました。 @6LuCky"と思ってこの地に来ると、

実際にはもう2軒も有りました。赴任した都志見病院は、市内で唯一の小児の

入院可能な医療施設でした。そのため軽症から重症まで全ての入院小児を診療

する必要が有りました。他科の医師や近隣病院の協力も心強く、小児の診療に

関しては前任地の離島に比べればストレスは少なく、円形脱毛症にもなりませ

んでした。唯一のストレスはほとんど全ての急患を受け入れる全科当直〈、らい

で、快適な勤務医生活でした。院長も人格者で診療さえきちんとしていれば、

経営に関しては小児科に対して全く注文もありませんでした。そのおかげで開

業を見据えた外来診療が出来ました。なるべく入院させない、レントゲン撮影

無しでの診断など開業医の小児科外来を心がけました。また、前任地でも実践

してきた分かりやすく丁寧なパンフレットを使った説明など集患対策も継続し

ました（今思えば勤務医の先生方には外来はあんまりがんばらないでと言いた

くなりますが)。着実にとは言えなくても診療に関しては、開業に向けての準

備は出来つつ有りました。しかしながら、具体的な開業方法は全く分かりませ

んでした。私は一般的なサラリーマン家庭の出で親からの資金援助は期待出来

ず、開業医の先輩に尋ねるのも気が引けて、時間だけ経過していきました。

ある日、医療雑誌の広告欄に“開業への早道一資金ゼロであなたも開業医

一”日本電建（現在は存在しないので宣伝には値しないでしょう）を見つけま

した。半信半疑で問い合わせをしてみました。丁寧な手書きの返事が、すぐ､に

返って来ました（以前に他社に問い合わせした時は、梨の礫でした)。実際に

会ってみると大変好感の持てる人で、実例を具体的に上げて説明していただき

ました。そしてこの人(Iさん） とこの会社にお願いすることにしました（会

社は無くなりましたが､責任者のIさんとは今も定期的に交流を続けています)。

赴任して1年後から具体的な開業準備が始まりました。先ずは、開業地探し

です。一般的に言われているように、小児人口・既存の小児科の有無やこれか

らの発展予測などを考盧し、候補地域を選びました（現在の開業地より中心地
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寄り）。ゼンリンの地図を購入して、週末自転車で空地を探し、所有者との交

渉に何箇所にも行ってもらいました。新道路の建設など障害となる要素も存在

し、 1年以上経っても見つかりませんでした。やっと借地が条件でという土地

が見つかりました。大変広く、到底購入不能な土地でした。後になって考える

と、この広さのおかげでインフルエンザ流行時期も駐車場に関して全くストレ

ス無く診療できています（開院当初から予約制を導入しているので、ここまで

広くなくて良かったみたいですが)。それからは銀行との交渉ですが、全てI

さんにお願いしました（素人の私が相談に行っても全て銀行の提示条件通りに

なるようです)。当時始まったばかりの事業用借地権での開業ということで少

し時間がかかりましたが、双方の両親に迷惑をかけることもなく無事融資して

いただけることになりました。開業まで実際に銀行に出向いたのは契約時の1

回のみ、県庁ならびに保健所には1度も行くこともありませんでした。全く休

みの取れない勤務医には、大変助かりました。また、職員募集・面接や開院広

告など開院前には沢山の準備が必要ですが、全てお任せして重要項目のみ確認

しました。面接の際のチェックポイントなど教えていただき、以降の職員募集

時など役に立っています。今では個人情報保護法で開院のお知らせなどの葉書

を送ることも難しくなっていますが、その頃は可能で、院長の“あなたの患者

さんは全て連れて行って良い”という言葉を戴き、開院前に数100枚の葉書を

送ることが出来ました。お陰で開院初日から多数の患者さんの来院がありまし

た。

開院時のこだわりに関してですが、ソフト面では開院後でも改めることがで

きますが、ハードに関しては無理なことが多く出来るだけ最初から取り入れる

こととしました。

土地が見つかると次は図面作りになります。診療所建築を多数手掛けてい

る会社ですが、 “元気が出る楽しい小児科”をコンセプトに、今まで医療建築

雑誌などからのスクラップしていた資料を見せて希望を言いました。イメージ

キャラクターをいるか、イメージカラーをブルーとして外観も小児科らしい爽

やかなブルーとしました。ス'ノッパは置かず、素足でどこに座り込んでもいい

ように全面床暖房としました。土足厳禁と予約制による待ち時間短縮で、室内

の汚れは少なく掃除も短時間で済んでいます。ほぼ20年経過しますが、壁紙

などもかなりきれいな状態が保たれています。遊び場を備えたメインの待合室、

隔離室と測定室を兼ねた2個の個室を備えました。勤務医の考えから処置室も

用意しました。しかしながら年々点滴を必要とする子供は少なくなり、後に待

合室に変更しました（今考えると専用の処置室は不要で、待合室にも使える

ユーテイ'ノテイルームとしておく方がいいように思います)。開院前に熟慮し

て設計したつもりでしたが、その後何度か改築・増築を必要としました。現在

は予防接種にも使える更に大きな待合室を設け、大l中2小2の待合室を備え

ています。これから開業を考えている人には、 とにかく一般診察用だけでなく

予防接種用にもなるような待合室の工夫が必要と言いたいです。最後に増築し

た待合室は、本格的なキッチンセットを備えた“こどものおうち”やNゲージ
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のジオラマなど入場料が取れるような（？）遊戯室となっています。帰らない

と大泣きするこどもも多く、やぶ医者の力量を補ってくれています。

もう1点のこだわりは、予約制の導入です。カルテが診察机上に積み重ね

られるのが嫌で検討しました。開業時の平成7年にはインターネットは普及し

ておらず、電話回線を利用した予約機を導入しました（県内最初の自動電話予

約)。選択できる機種が少なく時間指定の機器を取り入れました｡現在もヴァー

ジョンアップして稼働中ですから、これは導入して大正解でした。予約優先制

という用語は、予約制では予約無しでは受診できないというニュアンスを薄め、

なおかつ予約無しでは待ち時間が長くなりますよという気持ちを込めた、私が

最初に掲げた用語です。以降予約優先制と掲げる医療機関が増えてきましたが、

嬉しい事です。

また、電子カルテも考えましたがこの時期には未だ希望に叶うような電子カ

ルテは存在せず、このまま導入せずに今に至っています。導入しなかったため

にカルテ数が膨大となり事務室を拡張しましたが、更なる拡張が必要となって

います。現在では電子カルテは高機能となり必需品と思います。

ソフト面でもそれなりに開院当初から工夫をして来ましたが、特にピンチの

時にいいアイディアが提案され少しずつですが改善進歩しています。説明に使

用するパンフレッ卜は多数(100種類以上）用意しています。パンフレットを

使用したほうが、理解されやすく記憶にも残りやすいと思います。ほぼ全てカ

ラー印刷です。白黒コピーでは、あまり真剣に読んでもらえません。また、サ

イズは母子手帳と同じA5が良いように思います。大きいと読まないで、すぐﾞ

畳まれてしまいます。掲示する場合は光沢紙に印刷し、ラミネート加工してい

ます。手書きや乱雑に掲示すると読んでもらえません。予防接種スケジュール

は全てのクリニックで組まれていると思いますが、小さなカレンダーを個人向

けに作成しています。

比較的順調な船出と思われましたが、開院2か月後に難題が起こりました。

運転資金不足でした。銀行から建築費と運転資金として融資してもらった金額

は、建築費過多のため開院2か月目で底を突きました。この時親からもらった

お祝い金で、なんとか難局を<<、り抜けることができました。その直後にあっ

た保険点数の改定（小児科外来診療料）が導入されかなり経営が安定しました。

開院zか月は保険収入が振り込まれないので、それを考慮に入れた資金計画が

必要です。

一通の問い合わせの返事から始まった開院ですが、 このように20年を迎え

ることができるのもIさんのお陰です。今も、この時戴いた手紙を大事にとっ

ています。

受診していただける患者さん・長期に勤めてくれる職員や開院前からお世話

になっているIざんなどに感謝しながら、 もうしばらく萩の小児医療に携わっ

ていこうと思っています。

20年前の古い話ですが、開業を志す方の一助になれば幸いです。
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私の診療所の工夫

＜らしげ小児科

蔵重秀樹(防府市）

開業して12年が過ぎました。

開業前に目標とし、開業後もスタッフに繰り返し話している事が幾つかあり

ます。

理念としては「来て安心、帰る時に満足」 「自分が診察を受ける身になって

患者さんに接する」です。

目標にする標語としては、 「おごる事なかれ、こびる事なかれ」と「目指せ

ディズニーランド」です。多くのお客さんが来てもいつも笑顔で対応している

ディズニーランドのキャストを目標にして、患者さんにいつも笑顔で接する事

を心がけています。

幾つかの目標を持ちました。

1)院内は明るく・

2）子供たちが喜んで来院し、待っている間も飽きない。

3）診察の間、親が診察や説明に専念できるようにする。

4) 10年後も院内が奇麗である。

5）事務職も診察の介助をする。

6）ホームページを作る。

12年たった今、自分の目指していたク'ノニックができているかを振り返って

みました。

l) 院内を明るくするために、電灯は業者に依頼して18ケ月間隔で一斉

に交換しています。その甲斐あって今まで、途中で電灯が切れた事はあ

りません。使える電灯も全て換えるので費用は結構かかります。

2） 「テレビで子供の気を引くことはしない」という考えの元、本やおも

ちゃをしっかり置き、テレビを置きませんでした。

しかし、最近関西で開業した友人の小児科医は私と逆の発想で、 「病

気の児が触るものは置かない！ 」というポ'ノシーの元、本を置かずにテ

レビのみを置きました。

当院では、本やおもちゃで患者同士が感染してはいけないので、スタ

ッフがおもちゃ・本そしてドアノブを診察終了後に拭いていますが、完

全に清潔かとなると自信はありません。

「テレビのみ」というのも、これからの流れかなと思う事もあります。

3） 一緒に来た兄弟を出来るだけスタッフが面倒を見て、吸入の手伝いや

診察後の着衣をスタッフが積極的に行うようにして指導しています。

診察が終わった際には、患者ざんの荷物を診察室の出口までスタッフ
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が運ぶようにしています。このことは患者さんが助かるだけでなく、患

者さんの診察回転を良くするメ'ノットがあります。

赤ちゃん連れや双子を持つお母さんの場合は喜ばれているものと

思っています。すごく忙しくなると出来ない事もありますが、常にその

気持ちを持ち続けるようにしています。

4） 清掃業者による院内清掃を、休日の午後に毎月l～2回行っています。

毎日の昼休みには約3時間をかけて、 1階・2階をシルバー人材セン

ターのスタッフに清掃をお願いしています。

多分、初めて来た人には12年経っているようには見えないと自負し

ています。

5） 事務スタッフも外来で介助をする事により、看護と事務が一体感を持

てるというメ1ノットがあると思います。

6） ホームページを院内で更新できるスタッフを2名養成しました。メリ

ットとしては、必要な時に'ノアルタイムでホームページを更新できる事

と、更新のための費用がいっさいかからない事です。

今回、今一度振り返ってみると、 12年前に私が目標にしていた小児科ク'ノ

ニックが少しは築けているな？と思っています。私の勘違いかもしれません

が､、、、

しかし、 自分の理想を求めるためにはスタッフの数が多くなければ出来ませ

ん。現在看護師9名（内常勤7名)、事務スタッフ7名（内常勤6名）の構成

です。人件費や清掃費も大きくなりますが、患者さんの安心・安全の為には医

者とスタッフの両方に余裕のある診療体制が必要だと考えています。

これからも「おごる事なく、謙虚な気持ち」を持ち続けていきたいと思って

います。
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（ ）侭舅包

物の言い方

下関市立市民病院小児科

可野祥
、

、

〃 二

病院の勤務小児科医という職業では、色々な人

と話をする機会が多い。患者さん、その母親や家族、

看護師、検査・放射線技師、薬剤師、事務職、他科

のドクター、薬剤メーカーの営業の人、学校や保育

園の先生、紹介してくれる開業医の先生、会議でお

などなどである。振り返ってみると、相手の方々は会いする他の病院の医師などなどである。振り返ってみると、相手の方々は

へりくだって話されることが多く、いつの間にかこちらが上から目線になって

いる。昔の友人同士といった場合を除き、一般社会では対等というよりも多少

どちらかが上という立場が両者の間に存在する。会話をする時はお互いにこの

上下関係を意識して話すので、 自然に下の立場の人が敬語を用いる。このよう

な理由で、医師という立場で医師以外の人と話をする時は、 こちらの年齢が下

であっても何となく上の立場に置かれる。この状況に慣れてしまい、つい横柄

な「物の言い方」をしてしまうことが少なくないと思う。

子どもを診察する時は、怖がらせないように子どもの目線の高さで、年齢に

合わせたことば使いになり、少しキイの高い声質になっている。母親や家族に

病歴を聞いたり、病状を説明する時はゆっくりと穏やかに話すようにしている

患者さんや家族と話す際自分が声を荒げるようなことはこれまでほとんどな

かったと思う。

常々、気になっているのは、看護師など病院内スタッフに対する自分の「物

の言い方」が果たして適切であるか、 という点である。たとえば、次のような

電話での会話である。

病棟ナースA「もしもし、カワノ先生ですか？」

カヮノ 「・ ・ ・はい」 （無愛想な低い声で）

ナースA 「○○さんの点滴が漏れてしまったのですけど、今度△時に抗

生剤があります。刺しかえした方がいいですか？」

カワノ 「・ ・ ・ う－ん、熱があるでしよ。血液検査も良くないからね

え・ ・ 」 （相変わらずぶっきらぼうな話し方）

ナースA 「じゃあ、点滴とり直しですね？」
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｢・ ・ ・そうねえ。 ・ ・はい、 ・ ・そうしましょう」

(はっきりしない受け答え）

カワノ

この時僕は、当直室で眠っていたわけではなく、怒っているわけでもない。

ただ単に暗い感じでぼそぼそという話し方なので、ナースAはだいたいの場

合「やだ、カワノ先生怒ってるわ～、機嫌悪そう～」と受け取っている。そし

て、同僚のナースたちに「ねえねえ、カワノ先生今日も機嫌悪いみたいよ」と

話す。僕は病棟では「あまり話しかけるな！ 」という風に見えるらしい。自分

ではそんなつもりはないが、自分の「言い方」では相手のナースが敬遠しても

仕方ないよなと後から気づくのである。他科の先生や目上の人に対しては気を

使って話し、 自然と丁寧なトーンの上がった「言い方」になるので、 「機嫌悪

そう」という印象を相手が持つことはない。つまり、 自分が上の立場という風

に瞬時に判断すると、相手に気を使わない無愛想な「言い方」をしてしまうク

セがついている。この「物の言い方」に気づいて、途中で直すこともあるが、

別の事に気持ちが向いていると、 「うん？ ああ． ． 」といういい加減な物言

いになってしまう。僕の「言い方」のクセに気づいて、付き合いの長い看護師

さんは「いつものことだから・ ・ ・ 」と適当にあしらっているようである。一

番腹を立てているのは、おそらくうちの奥さんだと思う。 （私のいう事を全然

聞いていないし、 きちんと優しく話してくれないし・ ・ ・と何回か、喧嘩に

なっています）

【解説】

このような言い方をしたら相手がどんな気持ちになるのか、 と相手の気持ち

になることが基本ですよね。当たり前のことかもしれませんが、僕のような口

下手な人種には必ずしも簡単ではありません。でも、患者さんに接する時と同

じように、皆さんにも話せばいいんですけどね。 （笑）
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くらしげ小児科

村野一郎(防府市）

元来しゃべるのが苦手で、 どちらかというと無口

な自分にとって、人に自慢できる様なとっておきの

一言などというものは特にありません。 もう少し気

の利いたことが言えたらと思い悩む毎日です。

そこで患者さん（の親） との会話で最近気をつけ

ていることを述べてみたいと思います。診療していると、親が子供の症状や訴

えに対して自分なりの考えを述べることがあります。 「この湿疹はアトピーで

しょうか？」 「溶連菌感染症ではないでしょうか？」等々。それに対して答え

る時になるべく 「それは違います」や「それはあり得ません」などの否定の言

葉で入らないようにしています。なるべくそう考える理由を尋ね、違うと思う

ときは自分の考えを述べた上でその理由を話すようにしています。

また親の考えに同意できるときは「言われるように」 とか「おっしゃるよ

うに」など同意の言葉を返すようにしています。その方が以後のコミニュケー

ションがスムーズにいくような気がします。

しかし、そんなことより年をとるにしたがい疲れてくると、集中力が持続し

ません。患者さんと会話していると言葉が出てこない、言い間違いが多くなっ

たりで、おかしなことを言わないようにということに気が行ってしまって、気

の利いたことを言うどころではなくなります。結局、患者さんとの会話で今一

番気をつけていることは、集中力を切らさず言い間違いをしないという低次元

のことかもしれません。
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｢火事と煙」に例えています

あゆかわこどもクリニック

鮎川浩志（山口市）
1

－
１

患者さんのお母さん

「この前の熱は2～3日して下がったんですけど、

それから疾がらみの咳がひどくなってきました」

きは熱が高かったですよね。あれは、

こんです。それから体ががんばって火

鮎川「あのと

火事に例えると、火がポーポー燃えていたんです。それから体ががんばって火

を消して、今は煙がいっぱい出ている状態です。つまりそれが痕がらみの咳な

んです。だから今は咳が出ていいんです。咳で疾を出しているから、息が苦し

くならなくて助かってるんです。火事が大きかったから、煙もたくさん出るん

です」

(ご使用にあたっての注意）

この説明を聴いたお母様方は、納得！ ・ ・ ・ではなく、煙に巻かれたような

表情をされるだけです。ですので、拙文をお読みの先生方には「火事と煙」の

例えをオススメいたしません。
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【山口大学小児科のページ，

山口大学医学部小児科
新教授に大賀正一先生就任1

就任のご挨拶

山口大学大学院医学系研究科
小児科学分野教授

大賀正一

r

L

この度、平成26年3月1日付で、山口大学大学院医

学系研究科・小児科学分野の教授を拝命致しました。

山口県小児科医会の先生方に謹んでご挨拶申しあげま

す。

私は昭和59年に山口大学を卒業後、実家のある福岡

しました。福岡市立こども病院などで研修し、九大生に戻り九大小児科に入局しました。福岡市立こども病院などで研修し、九大生

体防御医学研究所で免疫学を学びました。国東や筑豊の病院で一人小児科医と

して地域医療に3年間携わりました。平成3年から九大病院で造血・免疫不全

症の児にI齊帯血移植を行い、この4年間は、九大周産期小児医療学教授として

小児科全領域に携わってきました。最近は、小児血栓症研究を進めて、 I齊帯血

移植に続く細胞療法の基礎研究を開始したところです。

小児科医はこどもたちを健やかに育む総合・専門診療医です。幅広い分野に

精通し、最先端の知識と技術に基づいた診療をめざします。各領域の専門性の

高い医療からプライマリ ・ケア、そして健診や予防接種を行い、虐待や事故か

ら子どもを守ることも私たちの使命です。 「第一線の医療」から「最先端の医

学」が実践できる大学病院小児科をめざします。よろしくご指導を賜りますよ

うお願い申し上げます。
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大学院生・医局員の紹介

○平成26年4月より大学病院勤務となった先生の自己紹介

①氏 名 ②生年月日 ③出身地 ④出身大学（卒業年）

⑤専門分野（専門が未定の方は小児科を志した理由） ⑥自己PRなと

夕
1、．①東良紘

②昭和57年9月11日 僅一皇

③山口県宇部高校

④愛媛大学(平成21年卒）

⑤小児消化器

⑥平成23年度入局の東です｡24年度は県立総合医療セ

ンター､25年度は下関市立市民病院にてお世話になり

大学に戻って参りました。2年間の市中病院にて大学平成26年4月より大学に戻って参りました。2年間の市中病院にて大学

とは違った多くの経験をさせていただきました。このたび大学に戻るに

あたり初診外来､再診外来をもたせていただいております｡市中病院での

外来の経験をしっかりと活かし頑張って参ります。とはいえご迷惑をお

かけすることも多々あると思います｡今後ともご指導のほどよろしくお

願いいたします。

また専門分野として小児消化器を選択いたしました｡小児科の中でも

全国的にはまだまだマイナーな專門分野ですが低年齢発症が増加傾向に

ある炎症性腸疾患など､今後必要としていただける分野と信じています。

｢お腹のことなら東におくるか｣と先生方に言っていただけるよう精進し

て参ります。

多
1 ，①岡田裕介

②平成元年2月24日
L

③山口県大島郡広島学院高校卒

④山口大学(平成25年卒）

⑤もともと"小児科医になりたい"と思い医師になるこ

とを選びました。自己開発､臨床実習､初期研修と進む

につれその気持ちは強くなる一方でした。まだ専門分

野の希望は決めることができていませんが､3年生の自己開発で前場先生

のご指導の下発達障害のある子供たちに接し､小児精神の分野に興味があ

ります。

⑥未熟な人間で上級医､指導医の先生方にご迷惑をおかけするばかりで

すが､理想とする医師像に近づけるよう努力いたしますので､ご指導ご鞭

燵のほどよろしくお願いいたします。
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夕
bL"
聯" L

L一

①河本知恵(かわもとちえ）

②昭和60年12月2日

③広島県福山暁の星女子高校

④山口大学(平成22年卒）

⑤未熟児･新生児

⑥憧れの新生児医療に少しずこ一⑥憧れの新生児医療に少しずつ関わり始め､周りの諸
先生方に助けられながら､大変楽しく充実した毎日を

送らせていただいております｡今後は、日々の臨床の中で研究テーマを見

出しつつ､赤ちゃんのために精一杯頑張りたいと思っています。

多
1①向野文貴 ，

②昭和58年2月18日 L

③福岡県明治学園高校出身

④山口大学(平成24年卒）

⑤学生時代から子供が好きだったため漠然と小児科

への志望はありました｡その後､臨床研修の中で､小児

といっても新生児･乳児･幼児･学童と各々で罹患する

疾患･治療など大きな違いがあり、とても面白いと感じたから、というのが

一つの理由です｡また､ある小児の慢性疾患の患者さんは､毎日同年代の子

供達がしているように学校へ行ったり、外で遊んだり、美味しいものを食

べたりといったことができない中で､それでも日々の生活の中に楽しみを

見出していました｡本人としては特別なことをしているわけではないので

しょうが､大人になった自分はある種尊敬の念のような気持ちを抱きまし

た｡そして､彼らの人生にとって少しでも助けになれれば嬉しいと思った

ことが､もう一つの理由です。

⑥小児科の医療行為は患者さんの未来を考えると良くも悪くも大きな影

響を持っていると思います｡その責任を感じながら緊張感をもって今後の

研修に励み､小児科の医師として精進していきたいです。

一一睡一一 唾

夕

● 蕊
知識が日々嵐のように私の目の前にやってきますが､その尻尾をなんと

｜ か捕まえて､一つずつ､成長して行きたいと思います｡まだまだ未熟者で
｜ ございますが､皆様ご指導｡ご鞭燵のほどよろしくお願い申し上げます。
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夕
1。①是永優乃
亀

②昭和62年5月13日

③福岡県小倉高等学校

④山口大学(平成24年卒）

⑤子どもが大好きで､子どもたちの笑顔が見たくて小

児科に進もうと決めました。

⑥現在研修医2年目です｡まだわからないことが多く

落ち込みがちですが､少しでも早く自分も役に立てるように頑張っていき

たいと思います｡明るく元気にまわりのみなさんを笑顔にしたいです。

夕
1

①飯田恵庸 ’
処 L

②昭和58年6月5日

③山口県山口市山口高校

④山口大学(平成24年卒）

⑤子どもの未来にも関わることのできる小児科に魅力

を感じました｡将来的には､アレルギー･免疫を専門に

したいと考えています。

⑥小児科の経験に乏しく、分からないこと．知らないことだらけですが、

日々刺激を受けております｡これから精一杯精進してまいります。
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旅行印象記
～インドネシア“バリ島”～

砂川小児科医院

砂川 功（山陽小野田市）

今年のゴールデンウイーク （5／2～5／6）は福岡から台湾台北へは定期

便（飛行時間2時間）で行き、それから1時間の待ち合わせ乗り継ぎで台北か

らバリ島へチャーター便（飛行時間約5時間）で行く （いずれも中華航空を使

用） というプランで、 日本国民が大好きなバリ島へ行くことにしました。

その旅行の印象記を書いてみます。福岡空港で受け付けをすませ、そこで往

きの航空券と帰りのEチケット （最近はこのA4サイズ1枚のEチケットが

航空券代わりに発行されますので、パスポートとEチケットは非常に大切で

す）をもらいますと、バリ島のングラ・ライ国際空港（デンバサール） までは

添乗員なしで我々夫婦二人だけでバリ島まで行かなければなりません。

まず、出発の福岡空港国際線ターミナルですが、ゴールデンウイークの混雑

ぶりは何度も経験していますのでそのつもりで行ったのですが、今年のゴール

デンウイークは長期の休みが取り難いこともあり、ゴールデンウイーク後半の

5／2日 （金）の午後の国際線ターミナルは人が少なくと・このゲートも待つこ

となくすいすいと通過できました。このことはバリ島でも感じたことですが、

日本人の観光客が意外に少なく、バリ島で宿泊したグランドハイアットバリは

広大な敷地に建つ滞在型の大型のリゾートホテルで数々のプールが敷地内に美

しく配置され、プライベートビーチも広く、有名ブランドの店も多数あり、 ク

リニック、 日本語カウンター、 JTBデスクもあり、多数の日本人が宿泊する

ホテルですが、我々のチャーター便で宿泊したのは4組だけで、 日本人客はこ

の時期では例年の1/3位だそうです。おかげでホテル内の色々の施設は人が

少なくそれなりに良かったのですが、それでも早朝から現地人の多数の従業員

がホテル内の掃除や植え木の水やりなど携わっており彼らからの笑顔の挨拶は

心地良かつたです。 しかし経営的に

は大変だろうなと思いました。宿泊

客の多くが日本人と欧米人（主にバ

リ島に近いオーストラリア人）でバ

リ島の観光地で沢山見かけた中国か

らの団体客は宿泊しておりませんで

した。今年のゴールデンウイークは

外国旅行よりも日本再発見の近場

で家族と過ごす人が多かったという

ことに納得です。 写真①

01
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可

グランドハイアットバリを写真で紹介し

ます。バリ島は主要建て物、主要道路など

のいたるところにテロ防止の検問所があり

ます。ホテルの正門には制服を着て体格の

いいきっちりとした警備員がおりホテルに

入るときには常に金属探知機のゲートを<

く、らなければなりません。①の写真はホテ

ルのロビーです。さすが南国の吹きぬけの

ロビーです。バリ島は観光立国の島で景観

重視から高層ビルを建てることが出来ませ

ん。このロビーは主要道路と平面の位置に

あるのですが、 ロビーはホテルの3階にな

ります。そこから海岸に向けての斜面を利

鋤‘閲、¥

勺強
咄

卓埒
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～

4
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『
画
■
凸
■

曲
面

６
■
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ｑ
』
■
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写真②

写真③ 写真④

用して我々の部屋はl階下の2階でし

た。

②の写真は部屋のすぐ､前には小奇

麗なプールがありました。部屋は6階

まででした。

写真③、④は敷地内に点在する施設

と回廊の内庭にも池があります。

写真⑤はインド洋に面するプライ

写真⑤ ベートビーチです。木陰のリクライ

ンチエアーで心地良い潮風に吹かれていますと時間を忘れます。暑くなるとそ

のまま海水浴が出来ます。

次にチャーター便について記します。チャーター便は国際線でも山口宇部空

港発着便などもあり大変便利なのですが、今回は主に西日本中心の人たちを対

象に台湾台北空港へそれぞれの定期便で台北空港に集合して中華航空を利用し

てバリ島へのチャーター便が運航されました。私どもには2回目のチャーター

便を利用しての外国旅行だったのですが、チャーター便は定期便に比較して使

用機もlランク下の飛行機が使用されているようで、機内の客室乗務員のサー

ビスも定期便に比較して何となく雑に思えます。福岡から台湾台北までの往復

定期便の飛行機が日本の航空会社が使用しなくなったジャンボジェット ・ボー
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イング747型だったものですから、その機内の広さ、サービスなどによけいそ

の差が目立ったのかも知れません。

日本とバリ島の時差は1時間です。飛行時間は約7時間ですが赤道を越えて

南下することになります。時差1時間はありがたいです。テレビもBSチャン

ネルでNHKが見れましたのでバリで1時間遅れの日本のニュースを見ていま

した。

バリ島を写真で少し紹介します。

－－画題

－
1 ．

1』 1判“ －・
"-．少脅壷の．』'一

屋
一

ー一

軽一

電凝畦日

写真⑥ 写真⑦

写真⑥、⑦タナ・ロット寺院：岩島の上に建てられた寺院で海に浮かび上が

る景観はすばらしいです。

写真⑧ウブドの美術館：バリの原風景

が残り、バリ島らしい光景が沢山ありま

す。 日本の何十年前の風景が有るかと思

えば高級ホテルも点在しています。
卜

一

ｑ
凋

Ｔ
Ｉ
Ｔ
一

一
一

〃
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一
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写真⑥

写真⑨キンタマーニ高原：標高

1500mを超す高原地帯、見渡す限り

の雄大な自然はバリでも人気の景勝地

三一

4

です。 写真⑨

バリ島の90％以上はヒンドウー教徒です。島内には大小沢山の寺院があり

毎日どこかの寺院で色彩豊かな飾り付けをしてお祭りをしています。バリ ・

カースト制度があり、身分の一番高いのが僧侶で、二番目が王族、そしてほと

んどの島民が平民・農民階層です。小学校は毎日午前7時から12時迄（低学

年は10時迄）で、 日曜日だけがお休みです。義務教育は日本と同じ6 ． 3制

です。

日本の昔の原風景があり、一方で最新の設備が整った滞在型リゾートホテル

が沢山あり、 日本人が好んで行くバリ島はリピーターが多いのも頷けます。こ

れで旅行印象記は終わります。
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私と「珈琲」の話

はまもと小児クリニック

浜本史明（山口市）

現在、 「山口県医師会報」に「今月の動き」のコラムを毎月担当させていた

だいています。県医師会報には、会議等の詳細が報告されますので、 「今月の

動き」にはどちらかというと、自分の出席した会議や協議会の報告を中心に書

くことにしています。もちろん報告だけでは硬い話になりますので、私の趣味

の話を入れて書くようにしています。

それでも、毎月のことで締め切りが当然あり、締め切り前には資料を探し出

して時系列に整理してパソコンに向かいます。実際は、会議や協議会や出張の

後に、資料の整理と少しずつ原稿を書いていれば、締め切り前に徹夜に近いこ

とをしなくても良いのですが、元々、切羽詰まらないと燃えない性格（嫌なこ

とを後回しにするだけですが）なので、結局、土壇場になって原稿を仕上げる

ことになります。

実は、その「県医師会の動き」の最後に、素人の作った俳句を掲載させて

いただいています。俳句は7～8年前から始めて、また増えた趣味の一つにな

ります。 「メール句会」といい、私を含め13人の方が毎月の俳句の兼題（先生

が兼題や季語を3つ出されます）に従ってパソコンに投句をします。それを会

員13人が選句し一番多く選ばれた人が、 「巻頭．特選」の栄誉を受けることと

なります。栄誉を受けても何もいただけませんが、編集委員の会員が毎月その

結果を含めて会報を送ってくれます。自分の俳句が選ばれると、 とても嬉しく、

また俳句を作ることに喜びを感じることになります。その俳句の話は、 「県医

師会の動き」に毎月書いておりますのでぜひ読んで下さい。

なかなか主題の「珈琲」の話になりませんが、 「読書」も子どもの頃から大

好きで、今でも毎日のように本を購入して、 「積ん読」を始め山のように本が

あります。枕元には読みかけの本が積んであり、栞のあるページから再度読み

出したら、何の話か判らなくなることが時々あります（年のせいにしていま

す)。当然昔の映画や最近の気に入ったDVDのコレクションもあります。そ

の他、庭には鉢植えや地植えを含めると「薔薇」が25本くらい有り、肥料や

消毒や水やり、冬の剪定等沢山の仕事があります。 「薔薇」はしっかり手間ひ

まをかけると、 5月の連休には薔薇が咲き乱れます。その薔薇を最近購入した

ニコンのマイクロニッコール105mmのレンズで撮影し独りで悦に浸っていま

す。朝、水やりの後、薔薇を切って部屋に飾りますが、剪定の始まる1月まで

は、毎日薔薇が部屋の中にある生活です。その庭には、 「バーニーズマウンテ

ンドッグ」の女の子が1匹、 と3年くらい前に近くをうろついていた「柴犬の

ような雑種」が住んでいます。

私の診療所は2階が住宅になっており、家内の反対を押し切って購入したワ
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インセラーが今では2台あります。もともと、お酒は強くない方なので、独り

でワイン1本を空けることはできません。ということで、 20年くらい前から安

く購入したワインの値段が（中国やインドのおかげで）高騰したため、怖くて

飲めなくなり未だにワインセラーの中で誰かに飲まれるのを待っています。家

内はネットで売りさばいて、何か他のものを買いましょうと聴いていますが、

私の小遣いで購入したものなので手が出せません。他にも手を出した趣味は

色々有りますが、本題の「珈琲」の話になります。

私は、朝食を摂りませんので（小児科医のくせに、早寝・早起き・朝ご飯に

逆らっていますが)、朝は必ず大きめのマグカップに並々と入った珈琲を持っ

て1階の診療所に降りて行きます。砂糖ミルクは入れませんので当然ブラック

珈琲です。夕方までにはl～2回珈琲を飲むことも有りますが、夜は基本的に

食後に珈琲を飲むことはありません。ビールを飲んでテレビを見ながら毎日う

たた寝をしています。しかし、原稿の締め切り前には、マグカップいっぱいの

珈琲を飲みながらパソコンに向かわないと原稿が書けません。特に、スギやヒ

ノキ花粉の時期には、アレロック、ジルテック等の服用で、症状が収まらない

時にはセレスタミンも併用しますので、カフェインで脳を刺激しなければひた

すら眠たくなります。明け方、 3～4時頃、原稿が終りベッドに入り、今度は

眠ろうとすると興奮して眠ることができません。やっと眠りについたら今度

は「金縛り」に会うこともあり、変な夢を見ています。当然緑茶や紅茶にもカ

フェインが有りますが、カフェインの興奮作用は珈琲の方が結構強いと思うの

は色のせいでしょうか。

実は、インスタントコーヒー以外の珈琲を初めて飲んだのが、高校生（昭和

40～42年）に入った喫茶店でした。インスタントコーヒーが全面的に自由化

となったのは、東京オリンピックより少し前の1962年だそうです。その頃は

喫茶店に入ることが比較的許されていました。当然、砂糖とミルクが付いてい

てそれを入れて飲みますが、 とても美味しいものだという記憶は残っていませ

ん。何だか苦みが強く砂糖を入れすぎると甘ったるくて飲めたものではありま

せんでした。高校を卒業して、叔母の家から予備校に通っていた時代がありま

した。叔母の家では、珈琲を近くの会社（喫茶店ではありませんでした）から

購入して（当然珈琲は挽いてありましたが） よく飲んでいました。その当時の

珈琲の滝れ方は、ネルド'ノッブだったのか、サイフォンだったのか、ペーパー

フイルター（昭和42~45年位に有ったかどうか判りませんが）だったのかは覚

えていません。その頃から珈琲の香りと苦みとカフェインが気になるようにな

りました。何でも凝り性な性格ですから何か珈琲に関する本を読んだりしたの

かもしれません。叔母に、その会社から「生豆」を購入してくれと頼みました。

浪人生の分際で珈琲を自分で焙煎しようなんて、 10年どころか100年早いと怒

られましたが、何とか「生豆」が手に入りました。緑がかった黄土色か、 うす

黄色い豆だったことは覚えています。

さて、胡麻を煎る素焼きの焙烙を借りて、ガスレンジで珈琲の生豆を煎る

のですが、焦げたり、生の豆のままだったり斑が有って散々な結果でした。匂

いは、焦げた大豆を煎る匂いのようでした。それでも懲りなく電気鍋を借りて、
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焙煎しようとして鍋を一つだめにして散々怒られました。その時点で、自分で

｢生豆」を、焙煎しようとする試みは挫折しました。

それでも、珈琲に対する思いは消えることなく、浪人時代にドイツ製の珈琲

ミル（といっても単に安い木の枠で作られていました）を購入し、焙煎された

珈琲を挽いて飲んでいました。その頃、博多にあった予備校の寮は木造2階建

てで、今のヤフードームの辺りに有り、冬は玄界灘からの寒い風や雪が窓枠の

隙間から入ってきていました。木造なので当然暖房は使えませんので、丹前を

着て、今は懐かしい足温器で暖をとっていました。23時になると、食堂にある

湯沸かし器の電源を切られるので、寮生達がインスタントラーメンを丼に入れ

て、お湯をもらうために並んでいました。火事予防のために電気ポットも使用

できませんでした。その当時も何とか珈琲を挽いて、同室だった従兄弟と一緒

に飲んでいました。その手動の珈琲ミルは今でも置いてあります。

大学時代は、その当時、新宿から京王線で三つめの駅にある笹塚のアパート

を、従兄弟と二人で借りていました。 トイレは有りましたが、風呂は付いてい

ないので5年生までは近くの銭湯に行っていました。笹塚駅の改札を出てすぐﾞ

右手に「南蛮茶館」という珈琲専門店がその当時開店しましたので、 よく利用

していました。その店はすべてサイフォンで珈琲を滝れていました。その店で

時々焙煎してある珈琲豆を購入し、ペーパーフイルター様に豆を挽いてもらっ

ていました。その当時は、珈琲ミルは有りましたが優雅に珈琲豆を挽いて飲も

うとはあまり思いませんでした。その店ではブレンドを飲むことが多かったの

ですが、単品では「マンデリン」が好きでよく飲みました。その当時でもブ

ルーマウンテンNo. lは、値段が高く余り飲んだ記憶は有りません。学生時代、

そして、卒業してから東京に6年間勤務していましたので、一番長く通った珈

琲店になります。先日、久しぶりに笹塚に行きましたが、その珈琲店が入って

いたビルが取り壊しになって移転していました。一時期は紅茶にも凝っていて

新宿高野の地下にある紅茶専門店で購入していました（今ではRUPISIAが有

名ですね)。

その後、北九州で勤務医を続けましたが、特に珈琲にこだわることなく、近

くの珈琲店やデパートで、焙煎してある珈琲を購入していました。山口に帰っ

てからも暫く焙煎してある珈琲を購入して飲んでいました。珈琲の入れ方は、

色々試してみましたが、結局、簡単で後始末も楽なペーパーフィルターに落ち

着いています。

15年くらい前に、珈琲豆の通信販売の案内が届きました。そのパンフレット

の中に、珈琲焙煎器（電気）の販売案内も有り、生豆と焙煎器を購入しました。

装置は、すり鉢上のステンレス容器の底に穴が空けてあり、その下に高熱のコ

イルがあります。その下から風が吹き上がり （周囲は耐熱硝子)、容器の中を

珈琲豆が熱せられながら撹拝されます。これなら均等に熱が伝わります。珈琲

の種類や外気温に左右されますが、 10～15分、冷却時間を入れれば20分くら

いで焙煎が終ります。

この珈琲焙煎器は、 2回壊れて最近新しく三代目の珈琲焙煎器を購入しまし

た。以前とは違って少し高価でしたが、焙煎中に温度や時間の調節が可能で、
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珈琲豆の種類によって好みの焙煎に仕上げることが可能です。

焙煎前の珈琲豆（生豆）は、GreenBe肌と言い青臭い匂いで、珈琲特有の

香りや味は全くありません。一般的に珈琲豆は焙煎によって水分含有量は10%

から1%まで落ち、脂肪は12%から16%に上昇、ショ糖は10%から2%に減

少、カフェインは変化しないようです。

ブルーマウンテンNo. lの、No. 1は、豆の大きさ （スクリーン）をいいま

す。

17/18中心の大きさが中心で、それ以下の豆の最大混入率が4%となります。

それ以下の豆の大きさが、 16以下をブルーマウンテンNo.2といいます。モカ

等のスクリーンが小さい豆は、水分含有量が少なく黄色い色をしていますし、

スクリーンが大きい豆で水分含有量が多く豆は緑色になっています。スクリー

ンが大きく緑色の生豆は、焙煎時間を長く少し高めの温度でじっくりと焙煎し

ます。

珈琲のお好きな方はご存知だと思いますが、珈琲豆は多くの種類が有ります。

喫茶店やデパートの珈琲豆売り場には、ブレンドや珈琲の単品を売っています。

ブレンドのレシピはそれぞれ有ると思いますが、私は焙煎した珈琲豆を後でブ

レンドします。生の豆をブレンドして焙煎すると、豆の種類によって焙煎の程

度が違いますので、美味しいブレンドになりません。

珈琲の原産地はエチオピアで、今では世界60数カ国で栽培されています。北

回帰線と南回帰線の間の珈琲ベルトと呼ばれる地域で栽培されています。生産

地によって、形、味、香りなどが微妙に違いとても個性的です。

酸味が強いのは、コロンビア、キリマンジャロ（タンザニア)、モカ （イエ

メン・エチオピア）等ですが甘い香りが有ります。苦みの強いのはロブスタ

(ベトナム)、マンデ'ﾉン（インドネシア）等で、酸味と苦みのバランスの良い

のが、ブレンドの基本となるブラジル・サントスです。しかし、何と言っても

美味しいのがブルーマウンテンNo. 1 (ジャマイカ）です。すべての珈琲の良

ざをあわせ持っているといっても良いでしょう。香りは甘く濃厚で、焙煎後の

豆でも充分香りますが、部屋に挽いた豆を置いているだけで溢れるように匂い

ます。苦みはありますが、ほとんど苦いと感じさせないような苦みで、酸味も

強くなく上品なバランスです。そして、何と言っても素晴らしいのは「甘み」

が強く感じられるからです。ブルーマウンテンNo. 1は産生料も少なく、高価

なので毎日は飲みませんが、好みの焙煎に仕上げて飲むのが最高の贄沢です。

クリスタルマウンテン（キューバ） も、酸味と苦みのバランスがとれた上品な

味です。

しかし、残念なのはブルーマウンテンNo. 1の値段がとても高いことです。

生豆で、コロンビアやマンデ'ノン等が、 1kgで1,300円から1,700円位ですが、

ブルーマウンテンNo. lはlkgで、 8,000円から10,000円位です。珈琲は、単

品で味わうとそれぞれの特徴が判りやすく面白く飲めますので、ぜひ色々試し

てみて下さい。基本はブラックですが、最近、鳥取県にも初めて開店した、ス

ターバックスコーヒーのように、 ミルク・甘味が最初から加えられているコー

ヒーも魅力的です。
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珈琲の命は、焙煎してなるべく早く飲むことです。新鮮な珈琲はお湯を滝れ

る時にとても良く膨らみ最初から3～4倍くらいになります。今日はブルーマ

ウンテンNo. 1を飲みながら原稿の最後を書いています。至福のひと時です。
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私が発達障害児を診ているわけ

岩国市医療センター医師会病院

茶川治樹

私は今、岩国市医療センター医師会病院（以後医師会病院）で発達障害を

持った児の診療に当たっています。医師会病院には9年前から勤務しています

が、その前は岩国保健所に勤務していました。保健行政に関わっていて、発達

障害を持った児の相談を受けることがありました。相談を受けて、医療機関で

診断や療育を受ける必要があると判断した場合、岩国市外や県外の医療機関を

紹介することになり、保護者には時間的にも経済的にも負担がかかっていまし

た。岩国市内にも療育施設があれば市民の方も助かるだろうなと考えていたと

きに、医師会病院に「総合'ノハビリテーションセンター」が開設されました。

主に成人の'ノハビ'ﾉ施設として開設きれ、多くのセラピストが採用されました。

そんな折、 リハビ'ﾉ施設に勤務する医師が不足しているとの情報が入り、小児

の療育にも取り組めるならと思い、保健所を退職して現在の職場にお世話にな

ることとしました。

当初は成人の'ノハビリ施設を借りて療育を実施していました。セラピストも、

今まで成人に関わっていたOTにお願いしましたので、専門性という意味では

不十分なものでした。私自身、今までの診療で発達障害児の関わることはあり

ましたが、診療については専門機関へ紹介していました。発達障害児の診療と

は具体的にどんなものかを学ぶために、林隆先生にお願いして山口市まで押し

かけて定期的に診療を見きせていただきました。また、非常勤医師として医師

会病院にも何度か来ていただき指導をお願いしました。ざらに、広島西医療セ

ンターの湊崎先生にも非常勤医師をお願いした時期もあり、お二人の先生から

発達障害児の診療について多くを学びました。そのような取り組みの中、利用

者が次第に増加してきたため、岩国市の支援で平成24年には、地下1階、地上

2階の「岩国市療育センター」が開設きれました。平成26年10月からは古賀ま

ゆみ先生が医師会病院の小児科勤務となり、療育外来もお手伝いしていただく

ことになりました。セラピストも現在では療育専任のOT4名、 ST2名の体

制で関わることができるようになりました。平成26年9月の実績では、ひと月

のレセプト枚数が300人で、のべ利用者数は週に2回ずつ療育を受ける児もい

ますので800人でした。月に10数人の新患がありますので今後も利用者が増加

すると思われ、平成27年度に向けてセラピストの増員を検討しています。

当療育センターは、関係機関との連携にも力を入れており、園や学校の担任、

地域コーディネーター、行政の人とも定期的に話し合いを持っています。ま

た、国立病院機構岩国医療センター小児科の守分正先生も発達障害に大変関心

を持っておられ、多くの発達障害児を診ておられます。 3年前からは守分先生

の提案で「岩国こどものこころ勉強会」を毎月第2水曜の19時から開催して
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います。保育士・教員・保健センター・保健所・児童相談所・医療関係者など

20～30人が集まり、持ち回りで事例検討などをしています。これからも岩国

圏域で発達障害の診断から療育まで完結できるように、関係者と連携しながら

取り組んでいきたいと思っています。
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近況報告

石川ファミリークリニック

石川 豊(下関市）

県小児科医会から私の近況についての原稿執筆の

依頼がありました。

しかし、これまで山口県小児科医会の仕事は殆どし

てきませんでしたから、恐らく私をご存じない方が大

多数だろうと思います。従って自己紹介から始めた方

が良さそうです。

山口県立下関西高校から某大学を中退し、予備校を経て東京慈恵会医科大学

を卒業しました。現在県小児科医会会長の田原卓浩先生と同級だった事もあり

ます。 と言うのが、私が留年したので田原先生の方が先に卒業してしまったか

らです。彼は準硬式野球部、私は硬式テニス部でした。思い出話は色々有りま

すが、 ここでは互いに楽しい学生時代を過ごしましたという程度に留めておき

ましょう。卒業の前に、当時の小児科主任教授であった国分義行教授にご相談

したところ、即座に久留米の山下先生の所へ行きなさいと言われて、その場で

紹介状を書いて下さいました。その時は何故久留米なのかと不思議に思いまし

たが、若手の小児科医を育てるのは山下文雄教授が最適であると、国分教授は

見抜いておられたのでしょう。国分教授のおかげで素晴らしい恩師に巡り会え

たと感謝しています。

久留米大学から飯塚市の麻生飯塚病院小児科に出張となり、そのまま常勤

になりました。当時は現・副総理大臣の麻生太郎さんが社長でした。彼の息子

さんが熱を出したりして度々夜中に呼び出されました。多忙ではありましたが、

救命救急センターである飯塚病院での8年弱の経験は、今の私の基礎となって

います。この飯塚病院小児科は、久留米大学の腎臓グループの出張病院でした

ので私も腎臓グループのメンバーになり、学位も取らせて頂きました。大学の

病棟で最初に担当したのが、何度もクリーゼを起こす難治性のネフローゼ症候

群の女児でしたから、腎疾患とは縁があったのでしょう。宇部市の吉本賢良先

生は腎臓グループ．の先輩で、病棟でいろいろ指導して頂きました。

平成元年の12月に、父親に呼び戻されて下関市に帰りました。当時下関市

の学校検尿は確か6～7人のメンバーが集まって受診票の検討をしていたので

すが、次の年から私が独りでやることになり、以来25年間学校検尿の受診票の

纒めの仕事をしています。そろそろどなたかにお讓りしたいのですが、今のと

ころ無理なようです。

今回、白石昌弘先生の大変なご努力により学校検尿主治医精密検査実施ガイ

ドラインが改定されましたが、前述の関係で平成13年の改定時にお手伝いさせ

て頂きました。 （巻末の委員の※は付け忘れられていますが…）
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現在はマンパワーの都合で1名になっていますが、以前は乳幼児母子保健と

学校保健の分野は小児科医がやるべきだという考えで、小児科医会から下関市

医師会に交代で2名ずつ理事を出していました。 15年前にその順番が回って来

て、学校保健担当になりました。ところが運命とはわからないもので、 もう1

人の理事の後任は予定通り回っているのに、私の後任になるはずの先生方が

次々と体調を崩されて、 もう1回更にもう1回と任期が伸びている間にいつの

間にか筆頭理事になってしまって足が抜けなくなり、副会長を6年務めて今年

の6月にとうとう医師会長になってしまいました。

山口県では小野田市の砂川功先生がなさっていましたが、小児科医の医師会

長は少ないようです。県医師会副会長の濱本史明先生と協力して、多少なりと

も小児科医のお役に立てればと思ってはいますが、実際に会長になってみると

全体的な視点で全てを公平に扱わなければならず、 自分のために利益誘導した

と思われないために、むしろ逆に小児科のためには動きにくいと感じています。

しかし、明らかにおかしいことはしっかり主張していきたいと思っています。

下関市医師会は、建物の老朽化に伴い4年後を目指して移転することにな

り、移転準備委員会を立ち上げて下関市と交渉中です。市と交渉している理由

は、現在は医師会の敷地内に建っている下関市夜間急病診療所にあります。こ

の夜間診療所は下関市が所有する建物であり、医師会はその運営を市から委託

されています。医師会の建物と同様に夜間診療所の建物も老朽化しているため、

市は夜間診療所を市の土地開発公社が所有する、 ｜日国鉄の操車場が有った広大

な幡生ヤードに移転することを決めました。それに伴い、同様に老朽化してい

る医師会の建物も夜間診療所と同じ場所に、土地は等価交換で移転したらどう

でしょうかという打診が有りました。丁度移転先を探していたこともあり話し

が前に進みました。現在地から直線距離で1km程、市役所や唐戸市場が有る

市街地に近くなります。移転に先駆けて、64床の医師会病院を今年の10月末

で休止しました。大学から医師の派遣を打ち切られて3名の常勤医師の確保が

困難になったことと赤字額が大きいため、苦労して設立された先輩方には大変

申し訳なかったのですが苦渋の決断を余儀なくきれました。従って医師会本会、

健診（検診）外来部門、検査部門、看護学校、訪問看護ステーションを移転す

ることになります。夜間診療所と医師会の外来部分を共有し、昼間は医師会の

外来に、夜間は夜間診療所として使い、極力無駄を省きたいと考えています。

また、 もしも現在各診療所が輪番制で行っている日曜・休日在宅当番医も

ここで診療することが可能ならば、市民は時間外には常に医師会病院へ行けば

良いことになり、毎回当番医とその場所を探す必要がなくなって利便性は向上

すると思われます。内科は患者数がそれ程多くないので説得次第では実現の可

能性が有るのですが、小児科は桁違いに患者数が多いので、不慣れな場所とス

タッフではとても全部診きれないと反対が強く、実現は困難かもしれません。

できれば内科と小児科の待合室を分離するなど待合室を広く取り、感染症の

隔離室にも使える部屋を複数室確保し、応援医師も考盧して2診にし、緊急時

には一般の患者さんとの接触を避ける別の出入り口を設けるなど、新型の感染

症にも備えた施設にしたいと考えています。また、検査室と同じ建物内になる
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ことで必要最小限の生化学検査もできるようなればと思っています。

公的なことはここまでにして、診療所の移転についても書けとのことでした

から、そのことを少し書きます。

以前の診療所は市内中心部、市役所の近くにありました。人口の減少とドー

ナツ化現象で急速に子どもの数が減少し、近隣の小学校は軒並み1学年20人台

になりました。患者数も少ない時期には1日5人とか10人になり、従業員の

給料も払えなくなって閉院も考えました。その時に下関では比較的若い人が

多い、新下関駅から約l.5kmの所に在る大規模ショッピングモール前の約200

坪の土地を貸しても良いというお話しがありました。少ないながらもこれまで

診てきた患者ざん達への申し訳ない気持ちは強かったのですが、どうせ閉院す

るのなら同じことと、思い切って移転を決心しました。本当は昨年の9月か遅

くとも10月には移転する予定でしたが、銀行の融資の都合で移転が12月の中

旬にずれ込んでしまいました。それが最初の誤算でした。ぶっつけ本番で一番

患者さんが多くなるシーズンをまったくの新天地で迎えてしまったのです。そ

の逆風に何とか耐えられたのは、これまで診ていた旧市内の患者さん方が遠く

なったにも関わらず来院して下さったからです。本当に涙が出るくらいに嬉し

い誤算でした。移転して10カ月が経過しました。確かに徐々に新患の数は増

えてきてはいますが、子どもの数が減少していることも有るのか私の努力が足

りないのか、爆発的にという程ではありません。 ｜日市内では国保と生活保護が

多かったのに対し移転後は社保が大幅に増え生活保護が激減して、地域による

住民構成の違いを感じています。ここで、また次の誤算です。近隣に内科が3

件あり、ホームページなどにも小児科専門医と明記してあるのですが、新患の

半分以上が大人の患者さんなのです。前の診療所で子どもの減少に伴って内科

医会にも加入させて頂いており、子どもだけでなくご家族全員を診療しますと

していたので問題がないと言えばそうなのですが、やはり想定外ではあります。

こうなったらこれまでにない新しい小児科をやろうと考えました。診療所の地

域一帯には在宅医療を届けている診療所がありません。そこで市と日医の在宅

医療地域'ノーダー講習会に参加し（立場上参加させられたという側面も完全に

は否定できませんが)、地域'ノーダーになりました。厚生局から在宅医療支援

診療所の認定も受けました。救命救急センターにいた経験が少しは役に立ちそ

うです。開業時に返納した麻薬免許も取得し直しました。今のところはまだ日

が浅く在宅の依頼はありませんが、あれば出来る範囲でやっていこうと思って

います。

移転して一番働かないといけない時に医師会長が回ってきて、最悪の状況か

もしれませんが、気力だけはありますから精一杯やってみようと腹をくくって

います。あと一番の問題は、社会一般の定年の年を超えてしまったこの身体が

どこまで酷使に耐えてくれるかでしょう ！
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自己紹介

山口県立総合医療センター新生児科

長谷川惠子

平成7年に山口大学医学部を卒業後、小児科に入局し今に至ります。 もう

20年目に突入し時の流れの無情さを感じる今日この頃です。以前は3日間徹夜

でもびくともしなかった身体が、今では夜23時には眠くなり、夜中に叩き起こ

されると動悸がし、すぐ、に動き出せないといった変調を来すようになり、命あ

るもの老いは必ず来るのだということを実感している毎日です。老化は順調に

進んでいますが、精神的に悟りを開いていけそうかと言うとそうでもなく、年

月が経った割にはあまり成長できていないのが我ながら残念です。せめて今際

の際で後悔しないよう残り半分の人生を日々精進していかねばと思っておりま

す。

私は小児科1年目を終える頃に自分の専門領域として新生児医療を選びまし

たが、その後に金原洋治先生のご指導のもと済生会下関総合病院で1年間小児

科研修を、そののち2年間は国立小児病院新生児科での研修をさせて頂きまし

た。その後は山口大学周産母子センターで勤務しておりましたが、 5年後に現

勤務地である県立総合医療センターに赴任いたしました。赴任した年の年度末

には県内初の総合周産期母子医療センターを開設する予定となっていましたの

で、新病棟への大移動の準備や看護スタッフの育成などで忙しい日々を過ごし

ておりましたが、その大変だった日々も今では良い思い出となりました。

当院の総合周産期母子医療センターも開設後10年目の節目を迎えましたが、

施設としての成長はある程度遂げられたのではないかと思っています。今後は

山口県周産期医療システムの中の一翼を担う施設として、永続的に均一な医療

を提供できる周産期センターであり続けることが次のステップと考えています◎

とはいうものの、救急医療、集中治療部門は人海戦術が基本となりますが、

十分な人員確保が困難な昨今、山口県の周産期医療もその悩みを抱えたままな

んとか現場が頑張っているのが現状であり、周産期專門医として働く小児科医

の数はいっこうに増えないのが悩みの種です。 しかし最近は若手小児科医の中

に周産期医療を志す方も増えてきているようですので、 10年後、 20年後には彼

らの活躍により、患者さんにとっても勤務スタッフにとっても理想的な医療シ

ステムが完成型となっていくのではないかと期待しております。

そうして交代勤務が確立できるほどに頼もしい新生児科医が増えていき、一

人で病院に缶詰などという恐ろしい時代が去った暁には、仕事にも遊びにも一

生懸命というどこかの広告代理店のコピーのような言葉が実現できるのではな

いでしょうか。今の時代、赤ピケ先生のごとく （古すぎ？） 「頑張ればなんと
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かなる｣の一言だけでは医療は維持できない時代になったと実感しております。

世知辛い世の中ではありますが、＜和をもって尊しとなす＞という古代から続

いた日本人の精神を発揮すれば、人口の割にだだっ広く人口が分散しているた

め、集約化が困難な山口県においても、高い医療レベルを維持したまま集約化

医療は実現できると考えます。現況ではそれを具現化するのはマンパワー的に

も社会的事情においても難しい状況というのが現実ですので、その理念だけで

も後輩に伝えていくのが私の役目であろうかと思っている次第です。

なのですが…

願わくば私が現役の問に実現化してくれれば、今日は有楽町、明日は梅田、

明後日は博多へといった風で、趣味である舞台観劇にせっせと通えるのになあ

…などと淡い希望と期待を抱いたりしております。

いろいろとご迷惑をおかけするかと思いますが、今後とも御指導のほどよる

しくお願い申し上げます。
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新規開業のご挨拶

竹川小児科医院

竹川剛史(宇部市）

平成22年から山陽小野田市の山口労災病院小児科

に勤務しておりましたが、平成26年9月に宇部市際波

で小児科医院を新規開業いたしました竹川です。

私はもともと岩国市出身で、父親は岩国市岩国2

丁目にて小児科医院を開業しており、 75歳を超えた現

に診療しております。 しかし何分高齢であり、本来な在でも健在で、 日々元気に診療しております。 しかし何分高齢であり、本来な

らば私が岩国市に戻り後継をさせていただくのが自然かとも思いますし、地元

で地域の小児医療に貢献できればと思ったこともありましたが、私自身の家庭

の事情により、宇部・小野田近傍で生活していくことを決意しました。ちょう

ど山口大学医学部附属病院に勤務していた時期であり、当時の山口大学小児科

教授であった古川漸先生、 またその後教授になられた市山高志先生に無理なお

願いを聞いていただき、平成22年に山口労災病院小児科へ転勤させていただい

た次第でありました。

大学病院で勤務していた頃は、小児循環器領域や他分野の重症患児を主に診

療する傍ら、県内の関連病院の心臓外来に奔走していましたが、山口労災病院

小児科では田代紀陸先生のもと、心疾患はもとより感染症や予防接種、健診な

どの一般診療が主となりました。時間を経るにつれ、重症患児の診療も重要で

あるが、ありふれた感冒の児をみることもまた大事かつ楽しい、 と感じるよう

になりました。その意味で労災病院小児科は理想的な環境で、田代先生という

経験豊かで懐の深い上司の卓越した外来診療を隣の診察室で拝見・拝聴させて

いただき、小児科医として10年以上たって多少スしてきたはずの自分が、今

まだ伸びている！ という手応えを感じていました。毎日子供たちの笑顔や歓声

に包まれながら、ある時には膳帯脱失の緊急帝切で出生した児を蘇生して大学

へ搬送したり、 SpO2低下の新生児を心エコーしたら複雑心奇形だったりと、

まさに感冒から重症まで様々な患児を田代先生と一緒に瓢々とみていく、 とて

も素敵な時間を過ごさせてもらっていました。

そんな恵まれた環境でしたが、昨年（平成25年） 9月に、縁あってある患児

の父親から （川崎病でフォローしている児の父親で、不動産事務所経営の方)、

宇部市際波の現開業地について「先生ここでやりませんか？」と声をかけてい

ただいたのがこのたびの開業のきっかけでした。それまでは、父親の医院を継
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承することを断念して宇部・小野田近傍で生きていく以上、この地域に根っこ

のない自分では新規開業は無理で、生涯勤務医でやっていくしかないと思って

いました。しかし山口労災病院で定年まで勤めあげるイメージを固めていたか

というとそうでもなく、同院産婦人科の末廣泰子先生の突然の退職や度重なる

分娩制限による院内出生数の減少など、この病院の、そして山陽小野田市の周

産期医療に漠然とした不安を感じており、この先一度は大きな波乱があるよう

な予感を感じていました。そういった状況下で、声をかけていただいた後すぐ、

に妻と二人で紹介していただいた土地を見にいったところ、立地にも恵まれ、

自宅からもそう遠くなく、 自分のこれからの人生を賭けるだけの価値があると

思い､この地での開業を決意しました。そこから開業地の賃貸契約がまとまり、

田代先生に開業を決意した旨の報告と相談をしたのが同年10月末でした。たま

たま懇意にしていた医療機器業者さんに紹介していただいた医療コンサルタン

トの方が非常な敏腕で、医院建築も含め様々なことがものすごい速度で進んで

いき、わずか一年足らずの間に開院となりました。

これほど短期間で準備ができたのは、たくさんの方々の助力あってのもので

す。自分の後継を望んでいたであろう岩国の父も、私の宇部市での開業に対し

あらゆる面でサポートしてくれました。妻の実家には銀行との交渉の仲介をし

ていただきましたし、 自分の力だけでなし得たことはわずかしかないように思

います。鈴木小児科医院の鈴木英太郎先生には、医院の間取りについてのアド

バイスをはじめ様々なご助言とご配慮をいただき､感謝の言葉もございません。

またスタッフについても、山口労災病院小児科で一緒に働いていた看護師さん

達がついてきてくれて、医療機器の選定から細かな設備の検討なども共に行う

ことができたため、開院後も諸事円滑に診療をすすめることが可能でした。

そのように様々な方々の助力のおかげがありまして、本年（平成26年） 9月

5日に無事開院することができました。開院時には、多数の先生方から心づく

しのお祝いをいただき、感激しております。特に、国立循環器病センター小児

科勤務時の恩師である渡辺健先生からのお祝いは心に染みました。小児科医と

しての自分を性根からたたきなおしていただいたご恩を忘れることはできませ

ん。これからも「国循魂」を失うことなく診療を続けていく所存です。

開院後はまさに時が駆けだしていくようで、初日から電子カルテが止まり手

書き処方せんで対応するなど波乱の中で始まりましたが、幸い事故を起こすこ

ともなく、 10月中旬を過ぎて徐々にスタッフも仕事に慣れてきました。まだま

だ戸惑うことも多い日常ですが、少しずつ平静を保てるようになってまいりま

した。この地域に少しずつ根を張り、地域の小児医療に多少でも貢献できれば

本懐です。最後に、山口県小児科医会の諸先輩方には大学病院、労災病院勤務

時から多大なお世話になっておりましたが、今後ともますますご指導ご鞭燵の

ほど、 よろしくお願いいたします。
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ひよっこ小児科医の開業

ひらおこどもファミリークリニック

廣島 淳(熊毛郡）

平生町平生村にて平成25年12月2日に医療法人ひ

らお耳鼻咽喉科（院長:西川惠子先生）を法人継承し、

小児科・アレルギー科の診療所を開院しました。私自

身は福岡県福岡市の出身で山口県出身というわけでは

ございませんが、妻が宇部市の出身、西川先生御夫妻

の御子息が私と大学の同期という御縁もあり、平生での開業の運びとなりまし

た。

私の経歴は平成18年に北海道大学を卒業し、福岡県の九州医療センターで2

年間の初期研修を行いました。その後、久留米大学小児科に入局し、久留米大

学医療センター、麻生飯塚病院、社会保険田川病院などの関連病院で勤務後、

平成24年3月に退局。同年4月より広島県府中町のマツダ病院小児科での勤務

を経て平成25年12月より現在に至ります。

私の小児科医としての礎は久留米大学小児科にあります。2013年4月に日

本小児科学会学術集会の会頭を務められ、小児神経学の権威でもある松石豊次

郎主任教授をはじめ、 日本ミトコンドリア学会理事長の古賀靖敏教授、 2011年

アジア小児腎臓学会学術集会会頭の伊藤教授など多くの全国的に有名な先生方

のご指導を受けることができました。久留米大学小児科学教室には神経、感染

症、循環器、消化器、腎臓、内分泌・代謝、血液・腫瘍、呼吸器・アレルギー、

新生児など数多くのグループがあります。全国的にもこれだけの数のグループ

がある教室は少なく、グループ間の垣根が極めて低いため、どのグループに所

属していても全ての領域の最新知識を得ることが出来ました。また、関連病院

も充実しており、私が勤務していた麻生飯塚病院小児科では全ての小児科医師

が外来、病棟、新生児医療を1次～3次救急まで診ます。お盆や正月には一晩

で150人くらいの外来患者さんを診ながら救急車の対応をし （一晩で5台～10

台)、時にはドクターヘリで運ばれてくる超救急患者にも対応していました。

熊毛郡をはじめ、山口県民の人柄はとても穏やかですが、福岡県の炭鉱町だっ

た飯塚市のある筑豊地域は「川筋気質」といい情に厚いがせっかちで喧嘩っ早

い人が多く、やや難渋する方々への対応など度胸面でも鍛えられました。

大学時代は山岳部に入っていました。見た目からはあまり運動ができなさそ

うに見られますが、走りや球技系のスポーツは大好きで、富士山は走って上っ

て走って下りました。ただ、少し度が過ぎて沢登りで15mくらいの滝から滑

落し、 5分意識消失十顔面の大怪我をしたり、真冬の知床半島の末端で海面に

プカプカ浮く流氷に乗ったりと医師になった今では考えられないことを数多く

やってきました。

－48－



2013年12月開業から約1年が経過し、 とにかくがむしゃらに毎日試行錯誤し

ています。ただ確実に言える事は勤務医時代とは違った立場・経験が数多くあ

り、 とてもやりがいを感じています。医師としてまだまだひよっこですが、小

児感染症・アレルギー・乳幼児健診・ワクチンを初めとして夜尿症や低身長な

どこれまで私が福岡県や広島県で得てきた知識を地域の皆様に活用していただ

ければと思っています。皆様には今後ともご迷惑をおかけすることとは思いま

すが、御指導・御鞭捷の程、宜しくお願いいたします。
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自己紹介

神田小児科医院

神田 岳(下関市）

はじめまして。平成26年5月より父の後を継ぎ下関市の神田小児科医院で小

児科をしている神田岳といいます。平成8年に九州大学を卒業し九州大学小児

科に入局しました。九州大学病院と福岡市立こども病院で研修医として2年間

研修を行い、 3年目は九州医療センターで’年間レジデントとして勤務しまし

た。 3日に1回、月'0回の当直があり今考えるとハードな生活だったと思いま

す。 4年目からは九州病院（旧九州厚生年金病院）に4年間勤務し小児科、新

生児、小児循環器を経験しました。その後は新生児医療を専門とし九州大学病

院、山口赤十字病院、九州医療センターで勤務しました。

勤務医の時は新生児医療が専門でありNICUでの業務と外来は発育発達の

フォローアップが主でした。開業してからは仕事の内容が異なるだけでなく、

数多くの診察をこなさないといけないため戸惑っています。少しずつ慣れては

きましたが、それでも一人一人の診察に時間が掛かり診療時間を過ぎてしまう

ことも多く、また患者さんの待ち時間も長くなり迷惑をかけています。またレ

ントケンから超音波検査まで全て自分で行わなければならず、これまでは恵ま

れた環境だったなと痛感しています。頭部エコー、 ‘し､エコーや水腎症、卵巣腫

大の超音波検査はNICUでも行っていましたが消化器のエコーはあまり経験

がなく現在勉強中です。今はインフルエンザワクチンも増え超音波検査をする

時間がなかなかとれませんがより確実な診断ができるように日々精進していま

す。時には息子にお願いして正常像の勉強をしていますが、アイスクリームが

必要であったりしてなかなか大変です。

徐々にではありますが患者さんの顔と名前を覚えることができるように

なってきました。お母さんと来院されると覚えているけど、お父さんと来院さ

れると気がつかなかったり、その逆もあったりと難しいです。勤務時代はフォ

ローアツプが中心でしたので御両親と受診されるか、お母さん（もしくは祖母

も一緒） と受診されるかで決まっていることが多くあまり困りませんでした。

なかなか子どもだけを覚えるのは難しくて親子そろって覚える癖があるようで

す。皆さんはどのように覚えてらっしやるのでしょうか？

最後に趣味は釣りです。父の印象があるのかテニスをしないのかとよく尋ね

られますが､テニスはしません(小中学生の頃はやっていた記憶がありますが)。

以前は現在外来種として悪者になったブラックバスをやっていましたが、その

後フライフィッシングを少しやり、現在はジギングを主にやっています。マグ

ロ狙いで釣りにも行きますが未だ釣れていません。月に1回は釣り仲間とスケ

ジュールを合わせ楽しんでいます。釣り歴は長いのですが経験は浅く腕はまだ

まだです（道具には凝っていますが)。

今後ともよろしくお願いいたします。
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萩市と萩市民病院小児科について
萩市民病院小児科

高橋一雅

萩市は山口県北部に位置し、 日本海に面しています。

阿東町の旧川上村に端を発する阿武川は、その下流では

橋本川と松本川に分かれ、萩市の中心部である三角州を

形成しています。 したがって、萩市中央部は日本有数の

デルタ地帯として知られています。

ー
江戸時代、萩は長州藩の拠点でした。

1608年に毛利輝元が築城した萩城、別名

指月城は、この三角州の最も北に突き出

した指月山の麓の平城と、山頂の山城で

構成されていましたが、明治初期に発布

された廃城令により壊され、現在は石垣

や堀のみが残っています。現在も城下町

の名残があり、萩市中心部は明治初期の

古地図をみながら散策できます。また萩

市は、吉田松陰が講義した私塾であるこ

とで有名な松下村塾や、萩焼の窯元もあ

り、観光地として有名です。

橋本川と萩市民病院

現在の萩市は人口約5万人で、萩・川上・田万川・むつみ・須佐・旭・福栄

の7つの地域と、大島・相島・櫃（ひつ）島・見島の4つの有人離島から構成

されています。見島は見島牛で、相島はスイカで有名な島です。

萩市民病院小児科は、 これらの地域のお子さんの医療・保健を担うべく、現

在は2人の常勤で対応しております。一次医療を中心に、出来る範囲での二次

医療を提供しています。一部の二次医療と三次医療に関しては、山口大学医学

部附属病院、山口赤十字病院、山口県立総合医療センターに協力をし得ており

ます。

萩市は医療圏としては山口医療圏に属していますが、佐々並、川上、明木、

美東といった山間地区の気候事情により、山口市に出て行けないこともありま

す。萩市と長門市の間の鎖峠もかつては、積雪のため通行困難なこともありま

したが、萩三隅バイパスのおかげで、萩一長門間は交通が便利になりました。

萩市は、 1990年から2010年までの15年間で人口は15000人減少しており、そ

の上少子化に歯止めはかからず､さらに子ども人口が減少すると考えられます。

長門市も同様の傾向にあると想像しますので、病院小児科のあり方を考えた場
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合、今後は長門市のJA長門総合病院との連携を視野にいれた、いわゆる小児

科内医療圏構想をもって取り組んでいく必要性を感じております。

平成25年の時点で、萩市内の産科施設での分娩数は合わせて400あるという

ことですが、そのうちl例も萩市民病院には入院しません。萩市市議会では、

萩市民病院小児科は新生児を診療するという考えは全くなかったようですの

で、保育器はありませんし、助産婦もいませんから、萩市内産科施設からの診

療依頼は全くありません。萩市内の産科施設はどこも小児科を併設していませ

んから、異常のある新生児は、萩市外の施設に搬送されているようです。私個

人としては、萩市内で出生した異常新生児のほんの一部でも、萩市民病院で診

療出来るようにしていくのが筋と考えておりますが､各部署の事情などもあり、

なかなか難しいところです。山口県小児科医会の皆様はどのように思われます

か。

話は大きくそれましたが、萩市は歴史

のある街です。NHK大河ドラマ「花燃

ゆ」の舞台にもなりますから、全国的に

も注目が集まって、 さらに観光客が増え

そうです。私のおすすめは、 「ゆっくり

歩いて萩城下町を散策する｣です。皆様、

お時間がございましたら、萩においで下

さい。おいしいお魚やお酒もあります。

なお、写真のモデルは私の息子チャック

寸
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5歳児発達相談研修会 ‐

山口県小児科医会
5歳児発達相談推進委員会

鮎川浩志

山口県小児科医会の5歳児発達相談推進委員会は、平成26年度も 「5歳児発

達相談研修会」を主催しました（平成26年10月14日、山口グランドホテル)。

当日の参加人数は220名で、その内訳は保育所・幼稚園の先生128名、行政

の担当者37名、福祉関係者18名、学校の先生16名、医師21名でした。

今回は2部構成で行いました。第1部は林隆先生（医療法人テレサ会西

川医院）の講演「気になる子どものとらえ方」で、第2部は、あらかじめ参加

者から募集していた質問について、林先生と金原洋治先生（かねはら小児科）

にご回答頂くというQ&A方式にしました。

研修会の翌日に保健師さんから頂い

たメールを紹介させて頂きます。 「研修

も情報交換も、大変勉強になりました。

なかでも園での対応は、毎日のことで大

切な分、保護者との関わりや集団の中で

の支援など、大変なことも多いのだと改

めて思いました。私たちも日々の活動の

中で、寄り添う支援を心がけたいと思い

ます」
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5歳児発達相談研修会でのQ&A
山口県小児科医会

5歳児発達相談推進委員会

Q1 ．突然何もしていない子に暴力行為をする子に対しての対応の方法につい

てご指導ください。

A1 .相手は特定の子ですか？不特定の子ですか？特定の子であれば、その子

(おそらく仲間です） との接触を回避します。不特定であれば、その子がとて

も困っているということです。 （林隆）

Q2.気持ちの切り替えができない子への適切な対応とは？ 「静から動」など

活動の変わり目など気持ちの切り替え時における対応について教えて下さい。

A2・見通しをつけるのが苦手な子でしょう。言語指示だけで、次にすべき行

動がイメージ出来ないのでしょう。集団の中ではお手本を見せる、他の子から

『一旬
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ワンテンポ遅れて手本を示すことが大切です。 （林隆）

Q3.集団に入る中で個別に対応できない時の活動の参加のさせ方を教えてく
ださい。

A3.個別の指導は必要です。全体指導をしている問（ま）を持たせることを

考えてください。ただ待つことはできません。何かをしてその間（ま）を持た
せてください(SDS, iPadとか)。 （林隆）

Q4. なかなかルールを守れない子、話を聞かない子への援助の仕方を教えて

下さい（事前にルールを伝える、できている時にしっかり褒める事以外で)。

A4.つまずいた時にその場その場でどうすればよいかを具体的に示してくだ

さい。手をかけるということです。 （林隆）

Q5.昼夜が逆転して登園できない子どもがいます。どのような手立てをした

らよいでしょうか？

A5.お父さんやお母さんのお仕事やご両親の考え方等家族の生活習慣に影響

を受けている可能性が高いです。ざまざまな事情を念頭におきながらも、小学

生になる1年半くらい前から、生活習慣を見直して入学に備えることの大切さ

をご家族と相談なさって下さい。 （金原洋治）

Q6. 自分の方に向いてほしくて突然スイッチがはいったようにマイナスな行

動（室内をはしる、物をひっくり返す）をする子（行為のコントロールが効か

なくなる子） と、どのような関わりを大切にしていくとよいでしょうか？

A6. まずは言い分をきいてあげて、信頼関係を作ってください。指導者の言

い分をきいてもらうのはその後です。 （林隆）

Q7.友だちとのコミュニケーシヨンがうまく取れずたたいたり嫌がることを

しつこくする子と、どのような関わりを大切にしていくとよいでしょうか？

A7.言葉による表現のできない子だと思います。何をしたいかを指導者が想

像して言い分をきいてあげてください。その後に気持ちの切り替えをしてみて

ください。 （林隆）

Q8.身のまわりのことは自分でできますが、何をするにもゆっくりペースで

急ぐ､ことができずクラスの流れにのれません。メリハリをつけて生活していく

ようにしたいが、なかなかできずに困っています。

－54－



A8. 「ゆっくり」を子どもの特性と考えて「ゆっくり」を認めてあげてくだ

さい。 「ゆっくり」を尊重できる環境設定をしてください。 （林隆）

Q9.体力がなくてすぐ疲れて座ろうとします。まっすぐ立つだけでも疲れて

ふらついたりします。メリハ'ﾉをつけて生活していくようにしたいのですが、

なかなかできずに困っています。

A9.筋緊張の低い子が発達障害のなかに多いです。わざとだらしない格好を

しているのではありません。30kg近い鎧をきて日常生活を送っていることを

想像してください。 （林隆）

Q10.言葉の遅い子どもと発達障害のとらえ方は？

A10.言葉が遅いというご相談では、話し言葉が遅い、理解が遅い、会話にな

りにくい､会話がはずまないなどがあります。原因としては､個人差､知的障害、

発達障害(自閉症､LD'ノスクのある子ども）が考えられます。通級指導教室(こ

とばの教室）の幼児部に相談することをお勧めします。 （金原洋治）

Q11.言葉の発音の遅れが気にかかる子について教えてください。

A11. 5歳で気になる発音は、力行、サ行が夕行になる場合が多いです。その

他、鼻に抜けたような発音など発音の遅れは年中児が相談の時期です。程度が

ひどい場合は通級指導教室や病院や発達センターの言語聴覚士に相談してみて

下きい。 （金原洋治）

Q12.言葉の遅れのある子どもに対してまわりの子どもがそのことを指摘した

時、どのように対応したらよいでしょうか？

A12. 「先生にも苦手なことがあるし、みんなにもあるよ。苦手なことは特別

なことではない、大きくなったら上手になるよ」とお話ししてあげて下さい。

(金原洋治）

Q13.場面かんもくの子どもがいます。どのように関わっていけばいいでしょ

うか？

A13.場面かんもくにも重症度に差がありますし、話せるようになる時期にも

差があり、なかには、幼児期から症状が続いているのに高校生や大学生になっ

て受診される場合もあります。幼児期からの周囲の大人の関わり方が一番大切

です。 「かんもくネット」の資料や出版した本に適切な関わり方を書いていま

すので、参考にして下さい◎通級指導教室（ことばの教室）での相談をお勧め

します。 （金原洋治）

－55－



Q14. 園は気になっているけれども、保護者が相談を希望されないケースの場

合のその後のフォローについてどのようにしていけばよいでしょうか？

A14.相談の窓口とアクセス方法を示して、悩みや困り事がおきたら相談にき

てもらうパイプを示します｡園で出来る支援方法についての情報を提供します。

(林隆）

Q15. クラスに多動の子がいます。家庭ではそれほど困り感がないと言われま

すが、園では補助教諭をつけています。医師による診断はまだです。家庭と園

との子どものとらえ方が違うためになかなか専門機関につなげるには至りませ

ん。園でできることはしているつもりですが、このまま成長を見守り様子をみ

るべきか、積極的に保護者にアプローチするべきか、子どもにとって一番良い

のは…？と考えています。

A15.補助教諭をつける時に承諾をとられましたか？家で困り感がなければ、

園の先生方と共通認識を持つことは容易ではありません。園で出来ることをさ

れていれば十分です。強いて言えば、子どもの捉え方とその捉え方をもとに実

践して旨くいくやり方があれば、情報としてそのことを家族に伝えるのは良い

と思います。 （林隆）

Q16.支援の必要な子どもに対して保護者の認識とズレがあり、なかなかこち

らの思いがうまく伝わらない時、どのように伝えたらよいでしょうか？

A16. 「どのように伝えたらよいか」の前に、先生が何を伝えたいかもう一度

振り返ってみてくだきい。先生の困り感(つらさやしんどき)を伝えようと思っ

てもそれは絶対に伝わりません。 （林隆）

Q17. 「家ではできる」と言われる保護者に対して、幼稚園では他の子どもと

比べると「できない」ことを知らせるためには、どのような方法があるかを知

りたいです1 1

A17.かなりヒートアツプしてそうな事例ですね。どうして保護者に、幼稚園

では他の子どもと比べると「できない」ことを知らせたいのでしょうか？保護

者は「家ではできる」といってるだけで、 「園でもできる」と主張きれている

わけではないと思います。冷静に冷静に。 （林隆）

Q18． 5歳児発達相談を1歳半･ 3歳半と同じように全児が受けられるように

なることを切に希望します（本当に相談を必要とする児の親がそれを拒否する

ケースが多くて困っています)。

A18. 1歳半や3歳半健診は法律で実施が義務づけられている健診ですが、 5
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歳児発達相談はそうではありません。保護者の方が希望された場合が相談対象

となります。保護者が拒否される場合で、園での対応に困る場合は巡回相談や

コーディネーターの要請訪問など園に訪問して相談できる制度の利用をお勧め

します。 （金原洋治）

Q19.個別の配慮や支援が必要であるお子さんの就学について保護者の方への

アドバイスをするときに大切なことを教えて頂きたいです（通常の学級、特別

支援学級、支援学校等、本人の実態に合った在籍を考えながらも、保護者の気

持ちにも寄り添えるように)。

A19. 3点セット (WISCなど標準的なIQテスト、幼稚園や保育所での日常

生活の支援量、親の思い）を用意してもらうこと。また通常学級、特別支援学

級、通級指導教室、特別支援学校で受けられる教育的サービス、受けられない

教育的サービスを明確に示すことです。 （林隆）

Q20.保護者が気になって病院へ行ったが特に診断名もなく 「とりあえず様子

をみましょう」と言われた時、逆に不安になられる保護者がおられます。その

ような場合、園として相談にのっているだけでいいものでしょうか？何か手立

てはありませんか？

A20.保護者の不安をきいてあげてください。それが妥当なものであれば、園

として様子をみることにつきあってあげてください。園で様子をみた記録を添

えて、 6ヶ月後に再受診してもらってください。それでも様子をみましようで

あれば、 5歳児発達相談までまってみましょう。 （林隆）

Q21.気になる子どもが何人かいますが、私達保育士と保護者の連携をどう

もったらよいか、ひとりひとりが楽しく過ごすにはどのようにかかわったらよ

いかなど、具体的に教えて頂ければうれしいです。

A21.連携は情報の共有とそれぞれの役割分担を明確にすることです。情報共

有は一方的では旨くいきません。園での子どもの様子を保護者に提供するのは

大切です。しかし、その延長で保護者に園での実践を要求してはいけません。

家の情報（生活、家族のこと、仕事のこと等）をしっかりきいてあげてくださ

い。 （林隆）

Q22.発達障害と診断されたお子さんの就学について、通常学級か支援学級か

判断する際のポイントについて教えて頂ければと思います。

A22-1 .通常学級は集団指導が原則ですo個に対する配慮は無いのが前提です。

支援学級は個に対し配盧できる環境です。通級指導教室が親を悩ませています

ね。 （林隆）
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A22-2.林隆先生の回答への追加です。今年の春から文部科学省や山口県

教育委員会では就学指導委員会を就学支援委員会に名称を変更しました。従来

の就学指導委員会では、特別支援学校が適切と判定された場合でも、保護者が

特別支援学級や通常学級を希望した場合は認定就学者として市町村が教育環境

を整備しなければならないことになっていました。今後は、逆で、障害が重く

ても校区の小中学校の在籍が原則となります。しかし、実際は、その子どもの

障害の程度や種類だけでなく、保護者の思い、子どもの思いなどを汲み取りな

がら、適切な就学先を決めていくことに変わりはありません。 （金原洋治）

Q23.保護者に「自分の小きい時も同じだった（だから今のままで支援は必要

ない)」と言われた場合は、どのように対応すればいいでしょうか？

A23.基本は保護者の主張を否定せずに肯定的に受け止めることが大切です。

｢身近なところに一番の理解者がいるのでお子さんは安心ですね」 「親御さんが

困ったことは手をかしてあげるのが一番です」と親の思いを受け止めて、今で

きることのいくつかを具体的に提案します。 （林隆）

(HP担当広田修)。山口県小児科医会のホームページにアップする予定です
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山口県の乳幼児（子ども）医療費助成について

独立行政法人労働者健康福祉機構

山口労災病院小児科

田代紀陸

ざ一一

私は、山口県小児科医会の理事の2期目で、前期から

医療経営・保険部の委員なのですが、内田正志前委員長

のもとでは、何も仕事をしていませんでした。今年度委

員長が林隆先生になり､超多忙な林委員長の代理として、

8月24日に、岡山であった中国四国小児科社会保険委員

いただきました。初めての仕事らしい仕事です。その席会に代理で出席させていただきました。初めての仕事らしい仕事です。その席

で、乳幼児（子と・も）の医療費助成の話があがり、鳥取県や岡山県に比べて、

山口県の助成はあまりよくないように感じました。その後にあった9月4日の

山口県小児科医会の役員会で報告したところ、実際にどうなのか調べてみたら

という話になりました。その結果が、表lです。

表1 中国四国9県の乳幼児（子ども）医療費助成の比較（平成26年9月）
愛援県■島根県 鳥取県 高知県 偲島県山口県 広島県 岡山県

…奇串蕊軍雨下一17F華覆蔭亨輩で 不革硬寵牽箭一一小学校就学前

乳児無

幼児

市町村民税
非謀税所帯無

3崖未満無

3歯以上

lレセプト6“円

3腰未満無

3患以上

上限月額2000円

有

530円/日上限

月4回まで

有

1割

上限は1医僚機
関月額1000円

有

1医療機関ごとに､
日1000円月4日ま

で

有

3眼未満4粥
3銀以上1割

無

課税所帯 1劃
無 有

児宣手当特例給
付制限顕準拠

乳児無

幼児

児童手当所得制
限に準拠

有

児童手当特例給
付制限額準拠

無所再覇霞 有

旧児童手当の所得
制限に準拠

無有

生計中心者の所得
が児童手当の本則
給付及び特例給付
額未浅

有

父母の市町村民
税の所得割額が
合計1367”円以

下
小学校就学前小学校修了まで 小学校就学前不牽稜就学前 中学校卒業まで 小学校就学前小学校就学前 小学校卒粟まで対象年齢 小学校就学前入院

6握未涜無

6趣以上

1レセプト6”円

無 無乳児無

幼児

市町村民税
非課税所帯
謹税所帯

自己負担 有

12“円/日上限

低所得者世帯は

月15日まで

有

1医療機関ごとに1
日10”円月14日ま

で

有

3歳未満4％
3歳以上1割

有

1副

上限は1医療機
関月顧2000円

無

無
割

有

児宣手当特例給

付限度額準拠

無 有

児童手当特例給

付制限額準拠

乳児無

幼児

児童手当所得制
限に準拠

所得制限 無 無有

生計中心者の所得
が児宣手当の本則

給付及び特例給付
額未満

有

旧児童手当の所得
制限に準拠

有

父母の市町村民

税の所得割額が
合計1367“円以

下

市町村の上乗せで
所得劃限なく､対象
年齢も中学卒菓ま
でが多く､自己負担
もない

市町村の上乗せ

で外来も自己負担

はない
備考

中国四国9県のHPで情報を得、わからないところは、その県の担当者に電

話で尋ねて、表を作成しました。対象年齢は、小学校就学前までが多いですが、

徳島県は、小学校終了までで、鳥取県は、何と中学校卒業までです。所得制限

は、児童手当の所得制限に準じている県が多いのですが、山口県のみ市町村民

税の所得割額が合計136,700円となっています。この実際の年収は、下松のア

イクリニックの井上先生が税理士さんに聞いて下さったところ、 500万円程度

のようです。児童手当の所得制限よりも厳しくなっています。

実際は、これに市町村の拡充が加わるわけですが、県の助成のみで言えば、

鳥取県が圧倒的に良くて、中学校卒業まで所得制限なしで、無料ではありませ

んが、少額の自己負担で医療を受けることが可能です。次は徳島県です。所得

制限はありますが、小学校終了まで助成されます。それに次ぐのは、愛媛県で、

対象年齢は小学校就学前までですが､所得制限はありません。外来が､上限2,000

円の自己負担がありますが、実際は市町村の上乗せで、 自己負担は全くないそ
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うです。山口県は所得制限は厳しいので、広島・岡山と同程度で、やはり決し

ていい方ではないと思いました。ただ岡山県の場合は､市町村の上乗せ（拡充）

がすごく、どの市町村でも所得制限・自己負担なく、対象年齢も中学卒業まで

が多い様です。岡山県の子どもはほとんど誰もが、中学まで無料で医療を受け

られるようです。

それでは、山口県内の市町別の上乗せ（拡充）の実施状況はどうかと調査し始

めたところ、 ll月6日の小児科医会役員会で宇部市の金子先生が資料をお持ちと

いうことでいただきました（表2)。金子先生どうもありがとうございました。

表2山口県福祉医療市町単独事業の実施状況（平成26年9月）

1 乳幼児医療(就学前まで)(単独で拡充を行っている14市町｡一部負担金の無料化等を除く｡）

2 ひとり親家庭医療(単独で拡充を行っている1市。－部負担金の無料化等を除く｡）

一部負担金の状況
･18市町が無料継続

:華鼎蝿鰯雛堅識鯉總醗熱諜謹薪纐毎に各医療機関で
通院は500円、入院は1000円の自己負担あり。
ひとり親も3歳の誕生日の翌月から1か月毎に各医療機関で
通院は500円､入院は1000円の自己負担あり。

3
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市町名

単独の拡充内容

H24年度 H25年度 H26年度

所得制限なし
対象年齢拡大
(所得制限あり）

所得制限なし
対象年齢拡大
(所得制限あり）

所得制限なし
対象年齢拡大
(所得制限あり）

下関
3歳未満児

(H8～）
3歳未満児 3歳未満児

宇部

小学校1年から

小学校3年まで
(1割助成）
(H22．4～）

小学校1年から
小学校3年まで
(1割助成）

小学校1年から
小学校3年まで
(1副助成）

山口
6歳未満児
(H24. 10～）

就学前
(H25． 10）

就学前
小学校1年から
小学校3年まで
(H26．10．1～）

防府
就学前

(H24．8～）
就学前 就学前 H27年度拡大ある

かも

下松
3歳の年度末

(H20.8～）
3歳の年度末 3歳の年度末

小学校1年から
小学校3年まで
(H26．8．1～）

岩国 小学校卒業
(H20． 10～）

小学校卒業 小学校卒業

光

小学校1年から高校
卒業(入院のみ）
(H24.4～）

小学校1年から高校
卒業(入院のみ）

小学校1年から高校
卒業(入院のみ）

長門
就学前
(H24.8～）

就学前 就学前

美祢
3韻未満児

(H21．8～）
3歳未満児 3職未満児

周南
就学前(入院･歯科）
3歳未満児(通院）

(H15．4～）

就学前(入院･歯科）
3鰻未満児(通院）

就学前
(H26．8．1～）

周防大島
小学校卒業

(H21．4～）

小学校卒業
(H20．4～）

(所得制限なし）

小学校卒業 小学校卒業
(所得制限なし）

小学校卒業
小学校卒業
(所得制限なし）

和木
中学校卒業

(H21． 10～）

中学校卒業
(H21． 10～）

(所得制限なし）

中学校卒業 中学校卒業
(所得制限なし）

中学校卒業 中学校卒業
(所得制限なし）

上関
中学校卒業

(H22．8～）
中学校卒業 中学校卒業

山隅小野田

小学校1年から
小学校3年まで
(1割助成）

(H26．8．1～）

計 9 6 9 6 9 9

市町名

軍独の拡充内容

H24年度 H25年度 H26f渡

所得制限撤廃 所得制限撤廃 所得制限撤廃

下関

6歳の年度末までの児童
→所得制限撤廃．

12議の年度末までの児童
→児童扶養手当準拠

(両制度ともH17.4～）

6歳の年度末までの児童
→所得制限撤廃

12歳の年度末までの児童
→児童扶養手当準拠

6歳の年度末までの児童
→所得制限撤廃

12歳の年度末までの児童
→児童扶養手当準拠

計 1 1 1



所得制限のない市町が、山口県内全19市町のうち9あります。対象年齢が拡

大された市町が、宇部市や山陽小野田市のように、小学校3年生まで1割と少

ないものも含めて、同じく9あります。最も良いのは、上関町で、中学校卒業

まで所得制限なしで無料です。次は周防大島町で、小学校卒業まで所得制限な

しで無料です。ここ最近、上乗せ（拡充）を拡大している市町が多くなってき

ています。しかし、萩市・柳井市・田布施町・平生町・阿武町の5市町は、上

乗せ（拡充）はありません。

山口県の乳幼児（子ども）医療費助成の特徴は、自己負担がないことです。

一部負担金を導入しているのは、宇部市のみです。宇部市は、平成22年に、小

学校3年生まで対象年齢を拡大した時に（助成は1割ですが)、この自己負担

が始まりました。個人的には、この方向性に賛成です。

受益者負担で、医療機関を受診した際には、いくらかでも自己負担をしても

らい、その分所得制限をなくしたり （緩めたり）、対象年齢を拡大すれば良い

と思います。鳥取県方式がベストのように思えます。岡山県は、市町村の上乗

せ（拡充）で、所得制限も自己負担もないのですが、無料にすると、不要不急

の急患受診を含め、無駄な医療が増えると思います。健康保険も、税金も有効

活用しなければいけません。更に、私見を述べきせていただくと、小・中学生

が、急に入院した場合、例えば、肺炎とか急性虫垂炎等の手術、外傷など、急

な出費で、困る家庭が多いと思います。なので、入院だけでも対象年齢が拡大

されればよいと以前から思っていました。数もそう多くないだろうから実現可

能ではないでしょうか。ただ､これは自分が勤務医だから余計にそう思うので、

開業の先生方には、ご賛同いただけないかもしれません。ただ、光市ではこれ

が実現されていて、所得制限はあるものの、高校卒業まで入院は無料です。

山口県の乳幼児（子ども）医療費助成は、中国四国9県の中で決して良い方

ではないことがわかりました。山口県内の市町の助成拡充には、かなり温度差

があって、最近所得制限をなくしたり、対象年齢拡大を進めている市町がある

一方で、全く上乗せ（拡充）がない市町が5あることがわかりました。小児科

医がいなかったり、いても少ない市町のように思えます。予防接種の県内広域

化を実現したように、市町間で医療費助成の不公平を拡大しないように、県の

助成を底上げする必要があると思います。若い県知事に変わり、子育て中で、

小児医療にも理解があると聞きます。今がチャンスと思うのは、私だけでしょ

うか。県医師会など、関係機関と協力して、山口県小児科医会ががんばって、

山口県の乳幼児（子ども）医療費助成が、少しでも拡大されることを強く望み

ます。
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秒県からのお知らせ
小児救急医療電話相談事業の

時間延長について

山口県地域医療推進室

県では、平成16年7月より小児救急医療電話相談事業を実施していますが、

保護者の要望等を踏まえ、今年10月1日より相談時間を翌朝8時まで延長しま

した。 （相談対応時間は19時から翌朝8時）

この事業は、深夜及び夜間において、小児の病気やけがに関する電話相談窓

口を設け、応急処置や医療機関受診の要否等の助言を行うことにより、小児の

保護者の育児不安の軽減を図るとともに、小児患者の救急医療機関等の適切な

受診行動を促進することにより、夜間の小児科当直医の先生方の負担の軽減を

図ることを目的に実施しています。

夜間帯(19時から

23時）は、従来通り、

山口県小児科医会の諸

先生方の御協力のも

と､県医師会に委託し、

下関・宇部・山口・周

南の4つの休日夜間急

患センターが曜日毎に

対応し、相談に応じて

いただいています。

平成16年の事業開

始以来、相談件数は平

成17年度の1,179件か

ら、平成24年度は6,081

件､平成25年度は5,845

件と着実に増加し、年

間6千件前後、 1日平

均16件前後の相談件数

となっています。

主な相談内容は、発

熱(23.1%)、消化器

症状(14.6%)、事故

●全ての電話から利用できます。

(IP電話、ひかり電話など#8000を利用できない場合はこちらへ）

隅回圖卦圓己I唱勿邑邑
お願い④この電話相談では､診察や治療はおこないませんのでご留意ください

相談旦_…型_象豊_檀通

用午後7時 ’5歳|競羅看護師及び
小児科医15歳午後7時

毎日 初めに専属の看讃
師が電話相談に応
じます
医師の指示が必要

未満の

子ども

▼

翌朝8時
（365日）

グ 塘籍撫騨〃ググ

こどもの救怠(ONLINE･QQ)ホームベージhttp://kodomo-qqjp
山口県･山口県医師会

(13.7%)、皮層症状(81%) となっています。

対応結果は､｢助言･指導のみで解決｣(496％)､｢翌日受診を指示｣(237％)､｢必

要なら受診するように指示」 (14.6%)、 「すぐ、に受診を指示」 (10.3%)、 「119番

コールを指示」 （0.3％） となっており、過去3年間の相談結果を検証すると､｢電

－62－



話相談で解決」又は「翌朝まで様子を見る」が毎年約7割を占めており、相談

者の4人中3人が救急受診を抑制していることとなります。

また、小児科の時間外受診者数は平成24年度と比べ平成25年度はやや減少し

ており、相談者数が増加していることを考慮すると、本事業が夜間における医

療従事者の負担軽減に少しですが、寄与していると考えます。

今年10月より、時間延長した深夜帯(23時から翌朝8時）については、電話

相談を専門に行う民間業者に委託しています。民間業者の選定に当たっては、

相談の質を確保することを第一に考え、相談対応者が、小児科医師又は小児科

の臨床経験がおおむね5年以上ある看護師若しくは保健師である業者としまし

た。また、看護師等が応対する場合は、コールセンター内に小児科医師を常駐

させるか、又は電話転送により小児科医師の支援体制を確保し、即応すること

を条件にするなど、厳しい条件を付しています。

また、県外の業者ということもあり、県内の小児救急の案内については、

山口県小児救急医療ガイドブック等の県からの情報や関係医療機関等からの情

報、ホームページ等に基づき案内することや、クレームや苦情等に対応する専

門部署を設置して適切に対応すること、常に最新の医療情報を収集すること等

を条件としています。

現在、相談時間を延長後2ヶ月近くが経ちましたが、大きなトラブル等はな

く経過しています。

次に、延長に係る相談状況についてですが、 10月の相談件数は212件で、 30

歳代の女性からの電話が多数を占めています。 （次頁表参照）

時間別では､23時～0時（25.0％)、0時～1時（18.4％)、1時～2時（13.2％）

と続き、すべての時間帯において相談がある状況です。

主な相談内容は、 「病気・症状と治療」 （67.9％)、 「医療機関に関する相談」

(20.5％） となっています。

対応結果は、 「病気・ケガ等について説明・情報提供」 （45.9％)、 「応急処置

等の助言・指導」 （26.0％） となっており、夜間と同様に7割が救急受診を抑

制していることとなります。

民間業者の選定については、毎年見直しをする予定としていますが､今後は、

電話相談のモニタ'ノング事業等にも取り組み、相談の質を確保しながら、 より

良い相談体制の整備・充実を図っていきたいと思います。

今後とも、山口県小児科医会の諸先生方の御理解と御協力を賜りますよう、

引き続きよろしくお願い致します。
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県小児救急医療電話相談事業延長分実績(10月分）

<相談件数等＞ ※23時一翌朝8時
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噸学術
新しい学校腎臓病検診の
すすめ方について

JA山口厚生連小郡第一総合病院小児科

白石昌弘

‘|曼性に経過する種々の腎尿路系疾患を早期に発見し、早期治療を行うことに

より治癒あるいは予後を改善することを目的として、 1974年から学校腎臓病検

診が全国で開始された。山口県でも1986年に学校腎臓病検診主治医精密検査

実施ガイドラインを作成し、現在は2001年に改訂きれたガイドラインに従っ

て検診が行われている。2011年に日本学校保健会から発行きれている「学校検

尿のすべて」が改訂され、指導区分の目安の変更、運動制限の緩和、専門医紹

介基準の追加、暫定診断名の変更等があり、山口県でも2015年度から新しい

ガイドラインに沿って学校腎臓病検診を行う予定である。ここではそのガイド

ラインの説明と変更点や記載方法等、注意することについて述べさせて頂く。

現在山口県で行われている学校検尿のシステムはB方式を採用しており、

まず学校で検尿を行い(1次検尿)、血尿または蛋白尿が（±）以上を認めた

ときに再度検尿を施行する（2次検尿)。そこでも （±）以上の結果であれば

保護者へ連絡し、学校医または主治医への受診・精密検査を勧める。糖尿では

1回でも （±）以上を認めたときは精密検査を勧める。必要ならば腎疾患専門

医への紹介も行い、診断、管理区分が決定すれば、学校検尿主治医精密検査受

診票、学校生活管理指導表に記載し学校へ提出する。新しいガイドラインでは

緊急受診システムを導入し、すでに医療機関で管理中の児童生徒を除き、 1次

および2次検尿で

①蛋白尿単独で（4＋）以上

②肉眼的血尿

③蛋白尿、潜血ともに（3＋）以上

④尿糖（3＋）以上

を認めた際は、検査機関より速やかに学校を通じて保護者に緊急連絡を行

い、医療機関への受診を勧めるようにした。

検査における注意事項

検診を行う際にその精度を上げるため、検尿試験紙の適正な保管、使用が必

要である。また採尿に際しては、前日に陰部をよく洗浄し、体位性蛋白尿の混

入を回避するため、就寝前に必ず排尿し、起床直後の早朝第一尿を用いて検査

することが重要である。高学年女子の場合、生理の影響を避けるため、月経中

および月経終了後1週間以内の採尿は避けたほうがよい。

具体的に精密検査を行う際は、学校検尿主治医が精密検査受診票に示した各
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項目について問診、検査を行い記載していく。これについては今回いくつか項

目の変更を行っている。

1 ．既往歴、家族歴の問診

これまでにネフローゼ症候群や尿路感染症、血管性紫斑病等の既往がない

か、両親・兄弟で血尿を認めるものや、遺伝性の腎疾患がないかを問診し、あ

れば疾患名を記載する。

2．現症

身長、体重、血圧を測定し記載する。その際、低身長がないか、標準身長と

照らし合わせて、 －2SD以下でないか確認する。また急激な体重増加や体重

減少がないか問診する。血圧測定では白衣高血圧に注意し、体格に合わせたマ

ンシェットのサイズを選択する。治療が必要な高血圧を認めた際は直ちに專門

医への紹介が必要である。診察所見では顔面や下腿の浮腫、感冒時の肉眼的血

尿、易疲労感、食欲低下、頭痛、排尿時痛、腰痛、頻尿、乏尿、夜尿、遺尿な

ど、現在の状態で気になることがあれば記載する。

3．尿検査

これまで3回行っていた検尿を、早朝尿及び受診時に採尿した随時尿の2回

とする。調べる項目は試験紙で潜血、蛋白、糖、 pH、 また尿沈瘡で赤血球、

白血球、赤血球円柱の有無を確認する。

4．血液検査その他

血清クレアチニンは、腎機能低下がないか確認のため必ず実施する。 2歳～

12歳未満では血清クレアチニンの基準値は身長(m) ×0.3(mg/dL)である。

12歳以上ではガイドラインに記載してある表を参考にする。その他の検査は、

検尿異常に応じて必要と判断した場合、各項目の検査を実施していく。腎尿路

の先天奇形を発見するためには腹部超音波検査が有用である。今回新しく検査

結果を記載する箇所を設けたが、すべての検査を実施する必要はない。

5．暫定診断

新しい「学校検尿のすべて」に従い、尿検査、血液検査等の結果から

(1)異常なし

(2)無症候性蛋白尿

(3)体位性蛋白尿

(4)無症候性血尿

(5)無症候性血尿蛋白尿、腎炎の疑い

(6)白血球尿、尿路感染の疑い

(7)その他（糖尿病、腎性糖尿、腎不全、高血圧、腎・尿路奇形など）

の暫定診断を決定する。精密検査で診断が確定した場合は（8）に確定診断

を記載する。なお(1) 「異常なし」を潜血（±）以下、尿蛋白（±）以下と

定義しているが、先天性腎尿路奇形がある患児では、腎機能障害のため尿濃縮

が不十分となり、蛋白（±）程度でも異常である場合がある。再現性があると

きは、尿蛋白／クレアチニン比や血清クレアチニン、腹部超音波検査も参考に

判断する。
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6．管理区分

生活指導区分をA、B、C、D、Eのら段階に設定し、暫定診断や現在の状

況からどの程度の学校生活・体育活動が可能か選択する。指導の目安をガイド

ライン上の表に記載しているが、以前と比べ運動制限は概ね緩和されており、

浮腫や高血圧など臨床所見がなく、検尿異常も程度が強くなければ、区分D

かEを選択する場合が多い。ただし表はあくまでも目安であり、患児、家族

の意向を尊重した主治医の意見が優先される。具体的な運動の種類や強度に関

しては学校生活管理指導表を用いて指導する。

運動部（クラブ）活動は、すべての運動部に制限無く参加できる場合には運

動種目や参加内容を規定せずに､単に「可」とする。制限がある場合には､（ ）

内に、参加できる活動を記入する。学校差、個人差が大きいことを考えると運

動の種目のみによって参加の可否を決定できないため、それぞれの児童生徒の

学校の部活動の状態を確認して記入する。

なお以下のような病態や検査異常が見られた際は、さらなる精査や治療が必

要になることが多いため、腎疾患専門医への紹介を考慮する。

(1)早朝第一尿の蛋白および蛋白／クレアチニン比(g/g)がそれぞれ

（＋）程度、0.2～0.4の場合は6～12か月程度の持続が見られたもの

（2＋）程度、0.5～0.9の場合は3～6か月程度の持続が見られたもの

（3＋）程度、 1.0～1.9の場合は1～Sか月程度の持続が見られたもの

(2)肉眼的血尿（遠心後肉眼的ヘモグロビン尿を含む）

(3)低蛋白血症（血清アルブミン<3.09/dL)

(4)低補体血症

(5)高血圧（要管理の基準値を持続して越える場合）

(6)腎機能障害（クレアチニンの上昇）

(7)糖尿病

(8)腎・尿路奇形

学校検尿主治医精密検査受診票の記載は以上だが、ガイドラインには最後に

具体的な管理の方法について、検尿異常毎に記載させて頂いた。学校検尿で異

常を認めた患児を診察して頂く先生方に少しでも参考にして頂けると幸いであ

る。
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学会報告第46回日本小児感染症学会総会・学術集会から

教育講演 ZoonosIs:ペットからうつる感染症
～身近なパスツレラ症、および、耳痛、倦怠感による

登校困難等を呈するQ熱～

日本大学医学部病態病理学系臨床検査医学分野

荒島康友先生

レポート下関市立市民病院小児科

河野祥二

この講演で印象深かったのは、 「皆さんがペットで飼っているイヌの75％、

ネコは100％、口腔内にパスツレラを持っています。Q熱の原因菌はイヌでは

10%、ネコで15%くらい持ってますよ｡」という荒島先生の第一声であった。

先生ご自身も柴犬を飼っておられ、パスツレラ陽性とのことであった。講演内

容に筆者が検索した内容を付け加えて報告する。

文献的にパスツレラ症を調べてみると、 「小児に最もよく見られる症状はネ

コ、 イヌによるひっかき傷や咬傷部位の蜂窩織炎である。受傷後数時間～48

時間という早期に、発赤・腫脹・圧痛・漿液性分泌物を生じる。患部に異臭、

精液様臭があり、所属'ノンパ節腫大、発熱を伴うこともある｡」と記載されて

いる。Pasteurellamultocidaは通常嫌気性のグラム陰性球桿菌であり、ペット

のイヌやネコは口腔内に保菌しており、ネコの爪にも20～25％存在する。ヒ

トを引っ掻く、咬むことにより、咬掻傷感染症が成立する。感染経路が咬掻傷

以外に、経口・経気道があり、ペットに口元をベロベロなめられることで成立

する様である。免疫能に異常を来す基礎疾患があると、非咬掻傷感染症であ

る敗血症や髄膜炎などの重症例もあり得る。パスツレラ症は過去に比べて5～

10倍増えているという報告もある。イヌ・ネコなどのペットを室内で飼育する

事が増え、人間との接触が濃厚になったためと考えられている。可愛くても、

ペットの口腔内にはパスツレラ菌が常在していることを自覚し、ある程度の距

離を保つ習慣をつけることが大切である。寝室に動物を入れない、動物とキス

をしない、接触後の手洗い・うがいを励行することが重要になる。

診断は臨床的特徴以外には、浸出液などの検体のグラム染色と培養検査が重

要である。治療はペニシ'ノン系セファロスポリン系、テトラサイク'ノン系の

抗生剤が有効であるので、ペットとの接触があり、臨床的に疑わしい場合には

治療開始前に必ず培養検査の提出を心がけたい。

Q熱は過去には日本に存在しないと言われていたが、現在は感染症法4類届

出疾患となっている。原因は、Coxiellaburnettiという、 レジオネラ目、 コク

シエラ科に分類される細胞内寄生細菌で、 ヒトや動物に対して感染性が高く、
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熱、乾燥、薬剤に抵抗性を示し、環境中に長期間生存する。イヌ、ネコだけで

なく多くの哺乳動物、鳥類が不顕性感染の状態で保菌している。これらの動物

の排泄物なと、に汚染された塵挨を吸入することで感染する。Coxiellaburnetti

が胎盤で異常増殖することから、ネコなどの動物の出産時に発生したエアロゾ

ルの吸引によっても感染が成立する。ヒトーヒト感染は原則として起こらない。

初感染の50-60％は不顕性感染とされる。急性Q熱は、病原体に暴露後、

2－3週間で突然の発熱、悪寒、頭痛というインフルエンザ様症状を呈するが、

異型肺炎、肝炎などを発症することもある。Q熱の場合、保菌動物との濃厚な

接触がなくても感染があり得ること、 自覚症状・理学所見・検査所見いずれも

非特異的であることから、臨床像から診断に繋ぐことは困難である。 ↓|曼性Q熱

は、急性感染の1%にみられ、心疾患を基礎にもっている人に心内膜炎を起こ

す。この他に、微熱、倦怠感、 うつ様症状、 自殺企図などの不特定で多彩な症

状を示し、検査で白血球数…CRP、血沈に異常を認めず、慢性疲労症候群に類

似した、PostQfeverfatiguesyndrome (QFS) という新しい慢性型の存在も

報告されているが、詳細な解析はこれからのようである。講演では、両側の激

しい耳痛のために救急車を呼んだり、複数の医療機関を受診したl1歳男児例

が紹介された。鼓膜にわずかな発赤があるのみで、理学所見・検査所見も異常

はなかった。耳痛出現前には数か月間、咳や気管支狭窄感があり、耳痛を反復

するため登校困難になった。詐病も疑われたが、血清抗体価の結果でCoxiella

burnetti感染症と診断ミノマイシン内服開始したところ、耳痛は徐々に軽快

し、 10日後には消失したという。

診断はQ熱を疑うことから始まる。血液からの病原体の分離・同定は、本菌

がP3レベルの管理を要する感染危険度の高い病原体であり、生菌としての取

り扱いが可能な施設は限定される。PCR法による血液からの遺伝子の検出、

または､血清抗体（間接蛍光抗体法）の検出（単一血清ではIgM抗体64倍以上、

あるいはIgG抗体256倍以上、ペア血清では抗体陽転、あるいは抗体価の有意

上昇）によって診断される。これらの検査は現時点では保険適応外である。

治療はテトラサイクリン系抗菌剤が最も安定した臨床効果を期待できる。マ

クロライド系やニューキノロンやリファンピシンも有効と報告されている。い

ずれにしても、 Q熱は世界中に存在しており、海外ではcommondiseaseと認

識されている。動物との接触がなくても、

この菌に汚染されたエアロゾルを少数吸い

込むことで感染が成立する。おそらく本邦

でも、診断されていないだけで、一定数発

生していると思われる。因みに2011年、

2012年は1例ずつの届出だが、 2013年は6

例の届出がされている。
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－平成26年度山口県小児科医会総会特別講演

日時：平成26年7月13日（日）

会場:ANAクラウンプラザホテル宇部

EBウイルス感染症に伴う難治性疾患
山口大学大学院医学系研究科小児科学分野

大賀正一先生

1 ． はじめに

Epstein-Barrウイルス(EBV)が1964年にBurkittリンパ踵培養株より分離

同定されてから50年が経過したl)。このウイルスは、 ヒトに初感染して伝染性

単核症(infectiousmononucleosis:1M) をおこし生涯潜伏する。小児科の日常

診療では、 この急性1Mが遭遇する頻度の高いEBV関連疾患である。その他

に肝障害、血球負食症候群などの臨床病態がある。成人領域では腫瘍原性ウイ

ルスとして、悪性リンパ踵のほか様々な上皮性腫瘍（がん）の発症に関与する

ことが知られている。また、潜伏感染と再活性化を繰り返し、薬疹や自己免疫

疾患など炎症との関連も示唆されている。

EBVはB細胞に発現するCD21を主たる受容体としてこの細胞に持続感染

する。EBVDBAの定量が臨床応用され、 この10年で感染様式と免疫応答、そ

して各病態の理解が深まった。 1980年代にEBVが血球負食症候群をおこす主

なウイルスであることが報告され、 さらに1M様症状が持続する患者（慢性

活動性EBV感染症:chronicactiveEBVinfection:CAEBV)やEBV陽性T

細胞･NK細胞腫瘍の患者が報告されるようになった○本講演では、難治性

EBV感染症として、その急性型であるEBV関連性血球負食性リンパ組織球

症／血球負食症候群(EBV-associatedhemophagocyticlymphohiStiozytosis/

hemophagocyticsyndrome:EBV-HLH) と'|曼性型であるCAEBVについて欧

米と日本の考え方の違いとそれぞれの成因について概説する。

2． EBウイルス(EBV)感染症

Epstein-Barrvirus (EBV)は、 ヒトヘルペスウイルスγ亜科に属する2本

鎖DNAウイルスである （表l)2)。自然宿主はヒトのみである。初感染はほと

んどが不顕性で、代表的な初感染像である急性1Mは、年長児に典型例をみる

ことが多い。逆に急性1MのほとんどはEBVの初感染によるが、サイトメガ

ロウイルスの初感染によるものもある。EBVは咽頭や唾液腺上皮で増殖し、

感染者の唾液に排泄されこれを介して感染する。潜伏期間は2～7週とされ
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る。初感染または再活性化における感染B細胞の増殖を抑制する免疫応答が

症候となる。免疫機構の成熟した年長児や若年成人ほど顕性感染（典型的急性

IM) となりやすい。 日本では、 3歳までに約80%が既感染者になるとされて

きたが､近年初感染年齢が上昇しているようである。急性IMは自然軽快する。

肝障害も重症化はまれで黄疸もないかごく軽度である。EBVは宿主B細胞に

生涯潜伏し、宿主は健常既感染者となる。肝障害は慢性化しない3)。

リンパ球優位の白血球増多と10%以上の異型リンパ球が出現する。 リンパ

球サブセット解析では、CD4/CD8比が逆転し、活性化CD8陽性T細胞(HLA-

DR陽性）が末梢単核球の80%をこえることもある。これは感染B細胞を攻撃

するオ'ノゴクローナルに増殖したEBV特異的細胞傷害性Tリンパ球で、形態

学的には異型リンパ球に相当する（図1)。ウイルス学的検査には、特異抗体

価の測定とウイルスDNA定量（保険未収載）がある。血清抗体価(FA法、

EIA法) : 1)急性期VCA-IgM抗体陽性、 2)約2週間のペア血清でVCA-

IgG抗体が4倍以上の上昇、 3)急性期から早期回復期にEADR-IgG抗体が

一過性に陽性、 4)VCA-IgG抗体陽性でのちにEBNA抗体が陽転化、のいず

れかを満たせば、血清学的にEBV初感染と診断する。VCA-IgM,VCAIgG、

続いてEADR抗体が出現し、EBNA抗体は数か月を経て最後に上昇する。

VCA-IgGとEBNA抗体は終生持続する｡EADR-IgGは再活性化のときも上昇

する。VCA-IgMは2歳未満の乳幼児では陽性になりにくい。Paul-Bunnel反

応は感度と特異度から行われない。 1ノアルタイムPCRを用いたEBV定量では、

全血法で200コピー/ml以上なら初感染あるいは再活性化を示唆する。

3．難治性EBV感染症の病型

難治性EBV感染症は、 「初感染に伴う異常経過(EBV-HLH)」と「慢性活

動性感染(CAEBV)」に分けて病態を考える （表2)。前者には、 1M経過中

に見られる合併症がある。重症肝炎、神経症状および血球減少は注意すべきま

れな合併症である。

EBV-HLHは、播種性血管内凝固症候群とマクロファージ活性化を示唆する

高フェリチン血症が特徴である。EBVに感染したCDS陽性T/NK細胞が活

性化・増殖して、高サイトカイン血症をおこす危急症である。その重症度は幅

広く、 自然軽快する稀な例から、 ソグロブ'ノン大量、ステロイドおよびシクロ

スポ'ノン療法が奏効する例、さらにこれらに抵抗性でエトポシドによる免疫化

学療法が必要となる例も少なくない。小児例のほとんどは初感染後におこる。

欧米と日本でのEBV-HLHのとらえ方の違いを図2に示す4)。欧米では、感

染標的細胞、初感染か再活性化かを問わない。hypomorphicmutationにより

HLH発症閾値が低いことが素因にあると考える。 日本に多いT細胞感染型優

位なものはまれなSystemicEBV+T-cellLPDofchildhoodに相当すると考え

ているようである。

一方、CAEBVはEBV感染T/NK細胞が活性化し1M様症状を持続反復す

る。先天性および二次性免疫不全症(HⅣ感染、臓器移植後などの治療関連

性)患者にみられるEBV感染B細胞リンパ増殖症とは異なる疾患概念である。
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冠動脈病変、蚊刺過敏症、種痘様水庖症、問質性肺炎、脈絡膜炎、基底核石

灰化などをきたす。 γjT細胞などさまざまなT細胞亜群、NK細胞に感染

した細胞がクローン増殖し、多臓器不全あるいは'ノンパ腫を併発して予後不良

な経過をとる。同種造血幹細胞移植のみが現在の根治療法とされている。診断

基準などは、EBV感染症研究会ホームページ(http://www.ebken.org/index.

html)を参照されたい。欧米人(Caucasian)では、CAEBVはB細胞に感染

すると報告されている。

CAEBVは感染細胞を排除

できない免疫不全症である

という考え方は、 日本と同

じであるが、感染細胞がT

細胞型かB細胞感染型か

は、民族による遺伝的多型

が関与するのかも知れない。

表1． ヒトヘルペスウイルス(HHV)-4and-5

CMVEBV

HHVサブファミリー

ゲノム
6,HHVL5
235kb,

ds-DNA,

線状

heparansulfate

EGFR, integrin

骨髄系細胞(GBM●,DC),
内皮細胞

－10

Y,HHV-4

172kb,

ds-DNA,

線状/環状

gp350/220*
CD21,CD35

B細胞，
上皮細胞

~90

受容体ウイルス

細胞

感染標的細胞*＊
生涯にわたる

急性IM(%)

*ウイルスのgp25/gp85"p42複合体と宿主細胞のMHCclassIl分子(HI_A-DR,DEDQ)が
結合後の相互作用がウイルス細胞内侵入を促す。
**潜伏期の感染細胞におけるサイトカイン刺激とウイルス増殖により、感染細胞の
分化とウイルスの再活性化がおこる。EGFR:EpidermalGmwthFactorRecept“Gr：
granulocyte,M*:macrophage,DC:dendriticCell 福岡医学雑濫zoﾕﾕより改変

4．難治性EBV感染症の

本態

WHO造血器および'ノン

パ系腫瘍分類2008では、前

述のSystemicEBV+T-cell

LPDofchildhoodが初め

て定義され、 日本のEBV-

HLHとCAEBVの概念と

かなり重複する（図3)。

EBV-HLHはEBV-DNA血

症とHLHの診断基準をみ

たすものを日本でも欧米

でも定義するが、EBV血

症を持続的に呈するT細胞

不全症がつぎつぎに発見さ

れている（表3)。家系解

析から、へルペスウイルス

感染の重症化する様々な免

疫不全として発見されてい

る疾患が多い。しかしなが

ら、わが国のEBV-HLHと

CAEBVの患者には家族発

症が今のところ報告されて

いない。双生児での感染様

式の乖離（健常既感染とT

細胞感染型CAEBV) も確

表2. EBV-HLHとCAEBVの臨床像の比較

EBV-HLH “EBV

発症年齢

発症様式
臨床症状

乳幼児

急性

頭蓋内病変

(白質病変、硬膜下水腫）

思春期から若年成人

慢性・再燃/急性増悪
頭蓋内病変

(両側基底核石灰化）
冠動脈病変/心炎
蚊刺過敏症（主にNK型） 、
種痘様水瘤症（主にT型） 、
筋炎、間質性肺炎、
脈絡膜炎、前房蓄臘など
再活性化

T細胞(CD4,γ6他)、NK細胞
持続性で常に陽性

異常高値VCA-IgA陽性
根治不可能
根治可能

EBウイルス感染

主たる感染標的細胞
末梢血EBVDNA
EBV抗体
免疫化学療法
造血細胞移植

ほとんどは初感染、
まれに再活性化
CD8+T細胞
急性症候性期のみ
初感染、再活性化ﾊﾟﾀｰﾝ
根治可能
根治可能

EBW-ILH:EBウイルス関連血球貧食症候群
CAEBV:慢性活動性EBウイルス感染症

z3. EBV血症と血球貧食症候群(HLH)に関連する遺伝性疾患

疾患 遺伝形式 遺伝子 HLH持鰹性EBV血症LP､"ﾝﾊﾞ園

細胞傷害性穎粒異常症．

FHL‐2,-5 常劣

-3,-4 常劣
Chediak東症候群 常劣
G“ceIli礎候群2型 常劣
Hermans畔PudIak症候群2型常劣

T細胞不全症．

XLP1(SAP欠損症） X連鎖
2(XIAP欠損症） X連餓
3(ITK欠換症） 常劣

CD27欠損窪 常劣
MAGT1欠損筵 X連鎖
ST“欠損症 常劣
Coronin-1A欠損症 常劣

慢性活動性EBV感染症 不明

り
り
り
り
れ

あ
あ
あ
あ
ま

まれ,あり
報告なし

級告なし

報告なし
報告なし

あり

報告なし
報告なし

報告なし
報告なし

癖7，S7麺P2

uNC3QS7Xププ
LyST

恥B2狐

AP3Bプ

あり 報告なし

あり 報告なし
あり あり

あり あり
報告なしあり
穏告なしあり

穏告なしあり
あり あり

あり

報告なし
あり

あり
あり

あり

あり

あり

“
》
蝿
城
》
梱
》
睡
誕

７
７Ａ

常劣:常染色体劣性遺伝､X遮鎖:X速賦劣性過伝,EBV:Epstejn･Barrウイルス.FHL:家族性血球食食性リンパ組織球症．
HLH:血球貫食症候群ﾉ血球貧食性リンパ組鯉球症,LPD:リンパ珊殖性疾患,SAP:SLAM(sbnaIMn9Iymphocyte
匪伽atlonmc1ecuIe)a“odatedprcte伽,XlAP:X4tnkedinhibitcfofap◎p幻sI3pf畝ein, ITK:inte(eukin-21nducb吟TceU
kinase,MAGT1:magn⑥sium晦腫porterl､STK4:“nneﾉ1h『函ninep”鰹nkina“4

PawZ“hN,etal､BrJHaem誠。1.201ﾖ:162:573-86.より改蛮

－72－



認されているので、CAEBVが単一遺伝子疾患とは考えにくい。

5． おわりに

EBV感染症は感染細胞の増殖・形質転換と腫瘍化の機序が感染B細胞株

(largelymphoblastoidcell line:LCLなど）を中心にinvitroで解析されてきた。

EBV研究には動物モデルがなかったからであるが、近年ヒト化マウスを用い

た研究も進んでいる5)。今後、難治性EBV感染症の素因に関しては、民族の
違い、感染細胞の違いなとﾞ

からさらなる解析が期待さ

れる。

CD21:主たらEBV受容体

/’ １
１

リンパ腫へ
クローン性増薙一進展？

感染B細胞

の増殖

EBV

初感染 ＃＝
多クローン性増砿

特定め禰胞群 自然寛解／

に■りがある正＞ 配憧
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図1． EBウイルス初感染における宿主応答

☆反応性T細胞は､機能的には細胞傷害性T細胞(CytotoxicT-lymphocytes:
CTL)であり、活性化CD8陽性T細胞が主体である｡形態学的には異型リンパ
球および穎粒リンパ球に相当する。

欧米

1． 感染標的細胞、初感染か再活性化かは問わない

2. HypomorphicmutationによりHLH発症囲値が低い

うEBV特異的ではない

3． T細胞感染型優位なものはまれなSystemicEBV､T-ce1l
LPDofchⅡdhoodに相当しアジア型CAEBVと重複する

4． CAEBVは感染細胞を排除できない免疫不全症である

今B細胞感染型優位民族による遺伝的多型？

唾染鋼胞

NK細胞

日本

口
小児に多く初感染CD8.T細胞が主な感染標的である

EBV特異的HLHで、治癒後は健常既感染者となる

-〉 EBV初感染の重症特殊型、自然軽快もあり、
晩期再発はなし、同禰造血幹細胞移植が
治癒に必須ではない

SYStemicEBV･T-ceIILPDと初診時に鑑別できない

CAEBVは感染細胞を排除できない免疫不全症である

‐ぅT細胞感馨型優位民族による逓伝的多型？

１
２

感染細胞
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図2. EBV-HLHの考え方：欧米と日本における違い
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図3．難治性EBV関連疾患群の本態は？

1M伝染性単核症,FHL:家族性血球貧食症候群/血球貧食性リンパ組織球症，
小児の全身型EBV陽性T細胞リンパ腫は､WHO造血器及びリンパ腫分類2008で
はじめて定鍍された疾患概念

局の
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平成26年度山口県小児科医会総会合同セミナー

日時：平成26年7月13日（日）

会場:ANAクラウンプラザホテル宇部

地域総合小児医療
これからの小児医療提供体制と小児科医の針路

山口県小児科医会会長

田原卓浩先生

【はじめに】

平成25 （2013）年4月に第19番目の基盤学会として「総合診療学会」が創設

された。総合診療専門医ならびに指導医を育成するカリキュラムを稼働させ、

"地域”をキーワードにして医学生・研修医にその魅力を積極的に提示してい

る。 ‘従来の診療科・年齢に

よる役割分担にとらわれずに

広く地域医療の実践者として

プライマ'ノ ・ケアに従事する

こと，を使命としている。

この趨勢に対して、 日本小

児科学会では2010年に「総

合小児医療検討委員会」 （委

員長:田原卓浩)を設置し“地

域総合小児医療”の概念を提

案し、 日本小児科医会・日本

小児保健協会と連携した体

制を整えつつある。

さらに、 日本小児科学会

五十嵐隆会長による「子ど

もの総合医について」 （日児

誌,vol ll8,2014) (図l) と

題したstatenlentは小児科医

も地域での総合診療の担い手

であることを強くアピールし

ている。

平成25年12月15日

正会員各位

公益社団法人日本小児科学会

会長五十嵐隆

｢子どもの総合医｣について

厚生労働省「専門医の在り方検討会」は、総合診療の重要性から総合診療専門医を19番

目の基本領域専門医にすることに決定しました｡総合診療専門医と小児科専門医との診療

関係について様々な議論が日本小児科学会の内外で生じていますが、子どもの総合医iであ

る小児科医は互いの利害関係でなく、子どもの生活の質と安全・安心2の確保の観点からこ

の問題に向き合う必要があります。

日本小児科学会理事会は小児科医の総合医に対する立場をここに再確認します。

蕊
脚注‘ 厚生労働省「専門医の在り方検討会」は、 「総合医」 「プラマリケア医」 「家庭医」な

どの名称を「総合診療医」に統一した。しかしながら、小児領域は単に診療行為の

みだけでなく、保健事業や社会との多角的な連携が大変重要である。 日本小児科学

会は、診療行為に限定せず、小児の健康を総合的に支援していく姿勢から、 「総合診

療医」ではなく 「総合医」という名称をここでは使用する。

脚注2安全と安心の意味はそれぞれ異なる。安全とはエビデンスに基づく標池治療の実践
での保証であり、安心とは患者あるいは家族が診療の際に抱く安堵と満足を示す。

脚注3胎児期から新生児期、乳幼児期、学童期、思春期を経て次世代を育成する成人期ま

でに至る「人のライフサイクル」の過程で生じるさまざまな健康問題を包括的に捉

え、それに適切に対応する医療。

1

図1 子どもの総合医について

【地域総合小児医療】

これまで小児科医は「子どものことなら何でも相談して下さい！ 』 という姿

勢を示すことにより、社会からの医療のニーズに対応し、社会・世論も小児科

医の役割を理解してきた。しかしながら、時の移るいに伴い子育て世代の気質
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も速いテンポで変化・変容し、個々の希望する情報の入手が容易になり、親・

保護者の受診行動は年齢を基盤としたものから症状を基盤とした診療科の選択

へと変化してきている。

地域総合小児医療(CommunityPediatrics) (図2) を実践する小児科専門

医（勤務医・開業医）には、人口格

差による行政の変革や地域の養育力

低下を踏まえて柔軟に対応すること

が求められている。特に、地域での

プライマリ ・ケアの現場で総合診療

專門医と協働することになる開業小

児科医は、人口減少に伴う ‘医師過

剰時代の到来，を見据えて、 これま

で以上に『子どもの総合医』である

ことを社会に対してより強くアピー

ルし続けなければならない。

･地鐵繕合小児科医は"子どもたちを寺もる-ために、

1地域の子どもの健全好心身の粍育のた鋤に育児支撮を由ごぢい、
医療･保健･福祉の推准に寄与する。

Z陸がいのある子どもを含め､子どもの代弁者として､すべての子どもと
家族が適切ぢ身体的･糖神的･杜会的支援を受けるここができるように
寄与する。

3子どもがどの地域に住んでいても､適切好医療･保健･福祉を継続して

受け局れるように､医癒機間､行政機関､教育機闇､地域杜会好どの
‐子どもに間わる人々~とのネ,ヅトワー歴構築し､琶の車心的写役割
を担う。

4救急･時間外診癒を含めた地域の一次･二次医療竃実践する。
病状によっては､専門展癖樫聞尊ととも適切に漣擁する。

5健康増進の啓粍活動､教育､鋼査･研究活動を由ごぢう。

6地越医療･福祉･保健政策に積極的に貢献する。

図2 地域総合小児医療の骨子

【次世代小児科専門医の育成 一一一

のための協働（医育機関一医 医学教育モデルの変遷
会)】

．… ….陸医学教育と医療の融合はグ ， |匿科掌遣選錘"“"､""，
ローバルな課題であり、Outc 医科学分類に応じた 診療扉■を基墾(ProblembaSed)

鳳濯 鯵…に庫じた拳固f鯆瀞 』 ’
omeBasedMedicalEducation ｺﾝピﾃﾝｼｰに応じたア

(OBME) を基軸としたカリ | ,大学中心 教育病院中心埴壊とグ回-パﾙの連携

キュラムが主体となりつつあ 医療と教育の
■合制度

る。小児科医に限らず、次世
励eL”“f吻伽e37a心“eg汚‘〃”sソ…-79”

代の‘良医，の育成には各医療

機関（クリニックを含めて） 図3 医学教育モデルの変遷

がそれぞれの特化した役割（図3）を分担し、ネットワーク機能を深化させた

カリキユラムを運用することが不可欠である。

医学教育モデルの変遷
2000年以降1990年ごろ

医科学を塞墾(Science

医科学分類に応じた

扉程

医科学分類に応じた

扉程

埴壊とグローバルの連携大学中心 教育病院中心

医療と教育の

■合制度

所eL”“f吻伽e37a心“eg汚‘″”Sソ…-79”

‘ 2023年問題，を解消する

だけにとどまらず、中長期的

な医学教育ならびに医療提供

体制の整備には地域の特性に

応じた柔軟かつしなやかな対

応が求められている。 「教え

ることは二度学ぶ」の言葉通

りに、一人でも多くの小児科

専門医が次世代小児科専門医

の教育に参画して頂き共感を

持って頂くと新たな針路が見

えてくると期待している。

1

1

これからよろしくお願いします1

局『一
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第76回山口県小児科医会学術講演会(山口県小児保健研究会市民公開講

日時：平成26年9月28日（日）

会場：山口県総合保健会館

子ども目線の建築デザイン
～子どもの感性をデザインに活かす～

名古屋市立大学芸術工学部教授

鈴木賢一先生

0．独特の感性を持つ子どもたち

人工的な環境での生活はストレスフルだ。生活が

急激に都市化したため、身体に環境が馴染んでいない

のかも知れない。 とは言え、 もはや野や山に帰るわけ

にはいかない。ならば、伸び伸びと豊かに生活できる

都市環境のあり方を考えたい。

安心でいられる空間、愛着を感じられる空間、人の感快適に過ごせる空間、安心でいられる空間、愛着を感じられる空間、人の感

覚に親密な空間とはどのようなものか。そのために「子どもの目線」を借りて

みたい。子どもは周りの環境に対して敏感だ。環境の善し悪しを知るリトマス

試験紙の役を果たしてくれるはずだ。

子どもたちは、大人と異なる独特の感性を有している。

第1に、大人の世界と子どもの世界の関係。子どもは、大人と同じ空間、同

じ時間を共有しながら、別世界にいるかのようだ。 しかし、大人の世界から遠

く離れたところに存在するというよりは、少しだけずれたところにある。 しか

も、そこは物語りの世界であり、理性的・合理的大人の世界とは異なる。

第2に、子どもの環境への対応の仕方。子どもは、与えられた環境、飛び込

んだ環境に着々と同化する力を持っている。 しかも、大人のような論理的思考

によってではなく、体当たりの行動によって環境に馴染んでいく。 ときに、一

歩踏み込んで自分の力で周辺環境を変化させ、 自己実現をはかっていく。

1 ．子どもの空間認知

子どもたちは大人が用意した空間をどう受け止めているのだろうか。大人の

受け止め方とどう異なるのだろうか。

目線の違いがある。例えば、学校の教室の天井高さ。建築基準法で規定され

ていたためほとんど3メートルだ｡幼稚園をあがったばかりの1年生の教室も、

間もなく大学生になろうとする高校3年生の教室も天井高は全く同じ。子ども

たちは何か感じているのだろうか。また、教室そのものが暗黙のうちに発する

メッセージ。方向性の強い長方形の平面形状、全面の黒板と教壇、整然と並べ

られた机と椅子は、子どもたちに何を伝えているだろう。

あるいは、小児病棟のナース・ステーションのカウンター。床から天板まで
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の高さが1メートル近くあったりする。 目線の低い子どもは、看護師さんと目

線を交わすことができない。カウンターは看護師さんとの距離感を物理的に明

示してしまう。あるいは、点滴を受けたり、様々な医療機器を用いて治療を受

ける処置室。機能的な処置室では、数々の医療機器がむき出しのままでステン

レスの冷たい雰囲気と消毒の匂いが子どもたちを待ち受ける。心安らぐ空間で

はなく、不安を煽り立てる環境である。

2．学校建築を見直す子どもの視点

建築家は、人々の建築への直接的要望にとどまらず、潜在的要望を見抜く力

が求められる。とくに、子どもたちの環境デザインに関わる際には、子どもの

気持ちに寄り添い、独特な行動パターンを理解できる想像力を問われる。とり

わけ、義務教育の場である学校建築の計画・設計は、社会へ羽ばたく子どもの

成長の舞台、巣立ちの場として多様な設計条件を解きほぐすことのできる柔軟

な知恵も求められる。

ときに学校は、つまらない建物の代表のような言われ方をされる。いわく、

白い豆腐のような、工場のような、あげくの果ては刑務所のような、 とまで。

子どもの意志を力で押さえつけ、人間としての配慮に欠けた統制施設をイメー

ジさせる比嚥である。学校に関するネガティブな言説や評価に対して、穏やか

な気持ちでいられない。成長プロセスのまっただ中にある子どもたちの将来や

未来に不安を感じるからである。

今や子どもたち一人ひとりの個性を認め、潜在的可能性を引き出そうという

時代である。これまでとは異なる学校づくりの考え方を構築し共有すべきであ

るが、未だ学校建築特有の根強い常識が横たわっている。四角の教室、南向き

の教室、黒板を固定した教室、教科別の特別教室、などなど。 もう一度その現

代的意味を新たな視点で見つめ直し、必要とあらば方向転換したいのだ。

学校建築の常識を見直すために必要なのは、理性的大人とは価値観の異なる

子どもの視点、閉鎖的学校とは価値観の異なる外部の視点である。

3．変化に富んだ空間

学校建築の特質は、定型化された教室を廊下で連結するというきわめてシン

プルな構成にある。公団住宅の住戸や総合病院の病室と同様、同じ用途とサイ

ズの規格化された教室を配列しており、均質空間の繰り返しパターンが特徴で

ある。結果、変化のない、凡庸な空間を生み出すことになる。繰り返し空間は、

子どもと環境との間に相互作用的な関係が成立せず、 「つまらない」空間とし

て映りがちである。

もとより学校は「禁欲的であって、楽しい場所ではない」とするならば、こ

の物言いはあたらない。実際に、学校に見られる屋上やベランダや中庭のよう

な建築的仕掛けでさえ、使用が禁じられるケースは多い。子どもたちにしてみ

れば理不尽な仕打ちではある。

子どもたちは自分の世界に浸れたり、仲間と共有できたりする場所を本能的

にほしがっている。変化に富む豊かな空間は、行動に選択肢を幅広く与えるだ
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ろう。その結果、思わぬ出合いや交流が発生するはずだ。心地よい変化は生活

に'ノズムを与え、固定的な場所の使い方に多様性を与えるに違いない。

容積の小さな空間と体育館のような大容量の空間は、隠れ家への潜り込み

と、アクティブな活動の両者を保証してくれる。壁のない開かれた空間と壁で

閉ざされた空間は、活発な学習活動を誘発すると同時に、静かに熟考する環境

を整える。低い空間と高い空間は、上下からの視線の相互作用を促し、気軽な

交流を包む。直線と曲線の空間は、生真面目な空間と、やわらかな空間で変化

を与える。内部空間と外部空間が適度に混ざりあえば、活動も広がるし、新鮮

な空気に触れることもできる。

4．子どもの不安を助長する療養環境

医療の発達により、未知の病の原因が究明ざれ不治の病の治療が可能になっ

た。私たちは安心を手にした反面､大きな不安も受け入れざるを得なくなった。

医療の専門家に一切を委ね､ひとりで不案内な治療に立ち向かわねばならない。

不安の払拭は､理性的な大人でさえ困難である。理不尽な病が突然雲いかかり、

重装備な医療サービスに無防備にさらされなければならないのであるから。い

わんや、子どもたちにとっては恐怖でさえある。

高度な機能と効率性を求める先端医療空間には、母の懐に抱かれ、やり過ご

すことのできる心地よさやぬくもりが見当たらない。ましてやほほをなでる風

や、木漏れ日のちらつく緑陰は望むべくもない。病院内部は人工的材料に覆わ

れ、自然の色彩や素材感に乏しい。エアコンと空気清浄機で一定に保たれた室

内環境、電子機器に取り囲まれ、人工照明に照らされる閉鎖的環境。白衣に身

を包む医療スタッフ、殺風景な壁、見たことのない医療機器、怖そうな部屋名

…、不安要素は計り知れない。

建築設計に携わるものとしては、療養生活を支える物的環境が、患者の不安

を助長する要素として放置されているのを見過ごすわけにいかない。

5．ホスピタルアートの仕掛けと効能

2003～05年名古屋市立大学病院の改築時にホスピタルアートを導入した。

それ以前に携わっていたあいち小児保健医療総合センターでの「子どもの療養

環境」に関する議論と実践を踏まえ、小児関連の病棟のあるワンフロアー全体

を「宇宙」をテーマに環境構成した。

そこで使用開始後の評価を行った結果、ホスピタリテイに関するいくつかの

効果が認められた。患者と家族は病院の｢もてなしの気持ち｣を感じ､不安を｢紛

らわす」ことができた。新たな「気持ちの切り替え」につながり、療養生活に

立ち向かう姿勢を「後押しされる」効果も認められた。また、医療スタッフも

好感をもってホスピタルアートを受け入れており、職場としての環境改善にも

寄与していることもわかった。

同じ病院でも、外来、検査、病棟など部門によってホスピタルアートに求め

られる役割は異なる。子どもたちを最初に受け入れる外来部門は、治療の入り

口であって最初のイメージを印象づける重要な場だ。待合いで長時間待たされ
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ても飽きのこないデザインが望まれる。処置室、放射線治療室、NICU、手術

室など治療､検査など先端医療が行われる場では､不安軽減とデイストラクショ

ン効果を期待したい。病棟では、療養生活のストレスを軽減し、安心して過ご

せる日常性や家庭的な雰囲気づくりが求められる。遊びや学びの場も必要だ。

6．子どもの療養環境整備の展望

見渡せばどんな病院にも、たくさんのアート作品が飾られている。子どもた

ちや付添い家族を元気づけるのに、必ずしも著名作家の作品は必要でない。点

滴袋に貼られるキャラクターのシール、手術に出かける際に乗ることのできる

子ども用シヨッピングカート、わかりやすいピクトグラムが思わぬ効果を発揮

する。

医療空間がもつ負のイメージを取り除き、非日常を日常に引き戻したい。病

院建築の教科書には、誰にも気兼ねせず大声で泣き叫ぶことのできる部屋の必

要性は記述されていない。医療の恐怖を忘れ、気持ちを紛らわすことのできる

少しばかりの配盧と仕掛けがほしい｡子どもの療養生活を支える家族を応援し、

医療スタッフの職能意識を引き出す環境改善につながれば、療養空間は質的に

大きく変化する。

医療機器などのプロダクトデザイン、家具、カーテンなどのインテ'ノアデザ

イン、白衣・病衣などのファッションデザインなど患者を支える環境デザイン

が必要だ。子どもの気持ちに、子ども目線で寄り添う療養環境デザイナーがい

てくれたら、どれほど病院が和らぐであろうか。

7．空間倉ﾘ造への参加

ある小学校で、 トイレの改修を機に「ユニバーサルデザイン」を学ぶ授業が

組み立てられた。 トイレを学ぶプロセスで、子どもたちは壁面のタイルの色を

決める機会を得た。自分たちの決めた色のタイルが実際に採用されたことで、

トイレに対する子どもたちの意識が大きく変わったという。

ある病院の小児病棟で、ホスピタルアートの導入にあたって、子ども目線で

病棟の中の「好きな場所と嫌いな場所」探しをした。大嫌いな処置室には、気

を紛らわすウォールペインティングとモビールを取り付けた。大好きなプレイ

ルームはうんとカラフルにした。また別の病院では、子どもたちの落書きを切

り取ったアートを導入した。

自ら生活空間に関与したことで、環境に主体性が投影され、その後の環境と

の関係性の意識に違いが生じることになった。空間への愛着、親密性が増し、

安定した居場所となった。

学校や病院を利用する当事者としての子どもの意見を取り入れる試行に取

り組んできた。実際に子どもの意見を引き出すのは簡単なことではない。子ど

もは直感的であり、そのまま建築に反映できない意見を口走ることも多い。そ

こでカードゲームの利用、写真撮影、模型の制作などを通して、言語による表

出が未発達の子どもたちの潜在的要求を引き出そうとしてきた。

子どもたちは、 自らを取り巻く環境を変革する大きな力を持ち合わせている
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と信じたい。子どもたちには身の回りの環境をコントロールする力をこれまで

の世代以上に持ってもらいたい。

プロフィール

1957年愛知県生まれ。 1981年名古屋大学工学部建築学科卒業、 86年同大学院博士後期課程満期

退学､設計事務所入社､92年名古屋大学助手､講師を経て､96年名古屋市立大学芸術工学部助教授、

2006年同大学院芸術工学研究科教授、 10年同学長補佐、 12年同学部長・大学院芸術工学研究科研

究科長、現在に至る。専門は建築計画学。一級建築士、博士（工学)。愛知県飛島村立飛島小中

一貫校(2010年：グッドデザイン賞)、三重県亀山市立関中学校(2012年：中部建築賞）などの

教育施設の計画指導多数。また、あいち小児医療保健総合センター（2000年）以後、毎年ホスピ

タルアートによる子どもの療養環境整備を学生とともに手がけ、岩国医療センター(2013年）を

含め25病院で実施。愛知県第11回人にやさしい街づくり特別賞(2006年)、第6回こども環境学

会活動賞(2011年）を受賞。2006年から名古屋都市センターと協同で子どものまち学習プログラ

ム企画運営を行っており、日本建築学会教育賞（教育貢献) (2011年）受賞。専門は建築計画学。

一級建築士、博士（工学)。 『子どもたちの建築デザインー病院・学校・まちづくり一』 （農文協、

2006)、 『病院のアート』 （生活書院、 2014)など。

E-MAIL:ken@sdanagoya-cu.acjp

‘

－80－



第77回山口県小児科医会学術集会特別講演

日時：平成26年12月21日（日）

会場：山口大学医学部第3講義室

乳幼児神経発達のチェックポイント

順天堂大学医学部附属練馬病院小児科

新島新一先生

乳幼児期の神経学的異常の発見には正常小児の神

経発達を理解することが極めて重要である。神経発達

の評価には運動発達と精神発達があるが、当日は主に

運動発達の評価について解説する。

新生児期の神経学的異常の早期発見には、原始反

の把握が重要である。大脳が発達すると、上位ニュー射の出現時期、消失時期の把握が重要である。大脳が発達すると、上位ニュー

ロンからの抑制により、原始反射は減弱・消失する。原始反射の中で特に重

要なのはMoro反射である。正常新生児に認められる反射および反応の中で、

Moro反射、引き起こし反応(Tractionresponse)、Heel toeartestの3つの

反射・反応を診ることにより、小児神経専門医でなくても容易に異常な新生児

を発見することができる。

Moro反射は脳幹反射であるため、大脳が未発達の生後早期の児や無脳児で

も認められ、大脳皮質が発達し、上位ニューロンからの抑制がかかる4～6か

月には減弱・消失する。Moro反射が減弱する時期になっても、残存する場合

や反射に左右差がある場合は異常の可能性がある。しかし、正常新生児でも首

の位置によってMoro反射に左右差が出るため注意を要する。

引き起こし反応は、頸定の有無にかかわらず正常であれば首はついてくる

が、脳障害などがあると首はついてこないため、脳障害児の早期発見に有用で

ある。

Heeltoeartestは、正常児は背中が床面に着いたままで持ち上がらないが、

筋緊張が充進した児は背中が持ち上がってしまう。Heal toeartestで異常を

認めた新生児は、脳性麻痒（痙性麻痒）の可能性もあるため、注意深く経過観

察することが重要である。

追視は、 l～2か月で180度、 2～3か月には360度可能となる。ただし、

生直後の視力は0.02， 1歳でも0.1とかなり弱いため、 この時期の追視の検査

は25cm位の距離で行うことが望ましい。追視は視覚異常の発見だけでなく、

脳障害の早期発見にも重要である。

3～4か月になると頸定し、 360度の追視ができ、あやすと笑うようになる。

またガラガラを持って少しの時間遊ぶことができる。

5か月になると、寝返りができるようになる。この時期は、いろんな物を口
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に持っていき､近くの物に手を伸ばしてつかむようになる。また満腹になると、

哺乳瓶を払いのける。

6～7か月健診では腋窩支持による診察が脳性麻癖の早期発見の重要な

チェックポイントである。 6か月を過ぎると腋窩支持にて両下肢はきちんと床

に着くようになり､足指は伸展する。脳性（痙性）麻溥児は3～4か月の頃は、

サイレントで発見することは難しいが､ 6か月になると腋窩支持により下肢が

はさみの様に交差する、尖足になるなど、下肢が床にきちんと着かないという

兆候が認められる。

座位は5か月では手で支えてようやく座れるが、体は前屈しすぐに倒れる。

6か月頃になると体幹はやや前屈するが手で支えて座れるようになり､・ 7か月

になると、手を離して座位が可能となる。早産児の場合は修正7か月で座位が

できれば問題はない。

這い這いは、 8～9か月頃から可能となる。 Sか月でずり這い（詞旬前進）

も正常範囲であるが、 10か月にもなって胸や腹が上がらない場合は、Floppy

infgntを考える。這い這いをせずに座位の姿勢のまま移動するいざり児や、筋

疾患の時の弱々しいずり這い(詞旬前進）も時々遭遇する。いざり児(Shuffling

Baby)は、大部分が後で正常発達となる。脳性麻輝児との違いは、腋窩支持

で脳性麻痒児はつま先から下肢を着くが、いざり児は踵から下肢を着くため、

鑑別が可能である。いざり児は誕生日頃になると、歩行を始める事が多く、家

族歴から常染色体優性遺伝が考えられる。

正常な神経発達の児に認められるパラシュート反射は、視床・皮質起源で

10か月までに出現し、一生存在する。片側のパラシュート反射だけが出ない

場合は反対側の脳に異常があることが示唆きれる。

歩行に関しては、 lO～llか月でつかまり立ち、 11～12か月でつたえ歩き、

1歳では上肢を高く挙げ、下肢の幅が広いhighguardwalking(widebased

gait)をする。 1歳3か月では上肢の位置が下がりmiddleguardwalkingとな

り、 1歳半頃にはさらに上肢の位置は下がりlowguardwalkingとなり、歩幅

もより狭くなり、小走りもできるようになる。この時期は、転ばないであちこ

ち歩いていれば、合格である。

通常の1歳は独り立ちができ、伝え歩きができ、有意語があれば、合格とす

る。 l歳半で歩かない、 2－3歩歩くと尻もちをつく、歩き方がおかしい場合

は異常を疑う。

1歳gか月になると、早く走れるようになり、手すりを使って階段を登り、

2歳では、かなりしっかり走り、ボールを蹴る真似をし、階段は手すりにつか

まり、足を揃えて一段ずつ登る。この頃には二語文をしゃべるようになる。

3歳になると粗大運動は、階段は足を交互に出して登り、片足立ちができ、

三輪車がこげるようになる。つま先歩き （2歳半から)、踵歩き （3歳から）

も可能となる。微細運動は大きなボタンがはめられるようになり、小豆、ビー

ズなどの小ざいものを指先でつまめる。
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‘‘ 1か シ月健診ガイドブク''の紹介
山口県小児科医会

乳幼児保健検討委員会委員長

金子淳子

このたび、乳幼児保健検討委員会において1年余にわたり手がけてきた「l

か月健診ガイドブック」が完成しました。

“小児科医が自身の病院や診療所で実施する”山口県のlか月健診は、他の

都道府県にはないスタイルであり、全国からも注目されています。当委員会で

は、 “小児科医によるlか月健診”を県内外に広くアピールする一方で、健診

のさらなる充実を目指し活動してきました。健診の質の向上や標準化を目的と

した「ガイドブック」の作成は、当初からの目標であり、会員の先生方にお届

けするにあたりましては、手塩にかけたわが子を世に送り出すような感慨をお

ぼえているところです。

乳児健診の目的は、時代の変遷に伴い、 「疾病や異常の早期発見」から育児

不安の解消や母子のメンタルヘルスケア支援、愛着形成支援などの「子育て支

援」に重点を移しています。 lか月健診は、小児科医と赤ちゃん・家族との出

会いの機会であるとともに、子育て支援の起点として、 より重要な意味合いを

持つようになっています。

本書には、 「生後lか月の乳児」に特化した身体所見や疾患、 よく聞かれる

質問への対応のほかにも、母乳栄養、体重増加の評価、産後うつ病スク'ノーニ

ングなどアップデートな話題も取り上げた､これまでにない構成となっており、

きっと臨床の現場でお役に立てていただけると思っています。また、作成にあ

たっては、委員会所属理事のほかに、金原洋治前会長、田原卓浩会長、小児外

科の谷守通先生、小児整形外科の杉基嗣先生にも加わっていただきました。そ

れぞれ教育を受けてきた施設も環境も時代も異なるメンバーが、時間をかけ、

議論を重ね作り上げた、言わば山口県小児科医会の知識と経験の“粋”を結集

したものです。

7月現在、全国の小児科、産婦人科の先生方から500冊を超える購入申し込

みをいただき、好評を得ております。皆様にはまずはお手に取っていただき、

ご一読いただけますと幸甚に存じます。

申し込みはこちら→http://urx2.nu/eMIF
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||||山口県小児科医会報告|llIl

ごあいさつ

山口県小児科医会会長

田原卓浩

人口減少時代を迎えたわが国では、未来を支える

子どもたちの健康を維持することの重要性がこれまで

以上に注目されつつあります。子どもたちの成長と発

達を見続け、親・保護者に寄り添いながら、子どもた

ちの健康・疾病・障害に対時することを使命とする小

児科專門医への期待がさらに大きくなることは間違いありません。

山口県小児科医会の長年の活動は、全国の小児科医のみならず他科医師やメ

ディカルスタッフから高い評価を得ております。これもひとえに諸先輩ならび

に会員の皆々様方のご努力の賜物です。山口県小児科医会会長を拝命し、その

責任の重さを体感しております。小児医学・小児医療の発展・進化のために、

会員の皆様方と一緒に精進して参りたいと存じます。

何卒よろしくご支援．ご助力の程お願い申し上げます。
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山口県小児科医会副会長をさせて

いただくにあたっての挨拶に代えて。
国立病院機構岩国医療センター

主任診療部長成育医療診療部長

守分 正

田原卓浩会長からお電話をいただいて、山口県小児科医会の副会長をさせて

いただくことになりました。ご指名くださった経緯の詳細は不明ですが、光栄

なことですし、頑張ってみる事にいたしました。微力ですがよろしくお願いし

ます。

岡山大学から岩国に来て14年、小児科医会理事会も10年以上参加させてい

ただいて、気のいい先輩方、元気のいい若い世代の出現とかをみてきました。

その中で『小児科医の瀞持」 として、誇りを持って自分の時間と人生を信じる

道に賭けるEnthuSiaSmを持った人たちに出会えて、 とてもいい経験をさせて

いただいたと思います。

小児科医会の活動という視点から、山口県小児科医会のやり方はある意味で

の理想型であろうと思います。思いついたら即実行、常に結果を出していく集

団としての力強さを持っているチームだと思います。 『次に何をやるか』 とい

うことが前提で、決して停滞がない、 『これでいいだる』 と事なかれ主義にな

らないところ、守旧派にならないところが集団としての強さだと思います。次

世代の担い手にかかわる仕事にはこんな元気が必要ではないかと思います。

さらに、興味深く感じたのは、山口県小児科医会の先輩方は、次を託す世代

を見つけ育てながら自分の仕事もしっかりして、すごくあっけなく （潔<）次

の世代ににこにこしながら引き継いでいく。人を信じることを恐れなくやって

行く勇気が、次世代をつくる、ひいては予測不可能な未来が形になって行く、

そんなわくわくした予感にあふれている集団だとおもいました。

小児科医は冒険者であると思います。これからの小児科医は、疾患を治して

ゆく従来のスタイルから→疾患の予防をする→こどもたちとともに積極的な未

来を構築するという視点の劇的な変化を体験していくことになると思います。

自分も、自らを冒険者と自覚して、こどもたちとともに、あたらしい未来を創っ

ていく冒険ができたらと思います。

よろしくお願いいたします。
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会長退任のことば

山口県小児科医会前会長

金原洋治

会長在任中は、会員の皆様には大変お世話になりました。厚く御礼申し上げ

ます。ADHDの特性が極めて強く、取りかかりは素早いが長続きしない自分

の性格を自覚しておりましたので、私のできる範囲で2期全力投球することを

目標にしました。皆様のご支援のおかげで大過なく4年間を勤め上げることが

できたことを大変嬉しく思っております。

会長在任中の思い出は沢山ありますが、 とくに印象的なことについて述べ

てみたいと思います。 1つ目は、就任2か月後に主管した日本小児科医会総会

フォーラムです。この事業は、砂川功前会長が会頭を務められ開催したもので

すが、全国から800人以上の小児科医に参加いただき大成功でした。以前から、

歴代の先輩方々のご尽力のおかげで「山口県の小児科医会は人材が豊富でしっ

かりした事業をやっている」との評価を全国の小児科医から頂いていましたが、

この総会フォーラムの主催で、改めて、アクテイビティーの高さとチームワー

クの良さの評価を高めたと思います。 2つ目は、全ての委員会が活発に活動し

ていただいたおかげで、県小児科医会の歴史に残るいくつかの仕事ができたこ

とです。主なものは、①5歳児発達相談が県内全市町での実現とマニュアル第

2版を発行できたこと、②lか月健診の充実に向けた取組みとlか月健診ガイ

ドブックを発行できたこと、③アレルギー疾患への取組み、 とくに園や学校で

の取組みができたことです。退任後4～5か月になりますが、このような仕事

を役員や会員の皆様と一緒にできたことを誇りに思っております。

山口県小児科医会は、 日本の小児医療のリーダーの一人である田原卓浩先生

が新会長に就任されました。このような素晴らしい会長に樺を渡すことができ

ることの幸せを噛み締めております。今後の山口県小児科医会の益々の発展を

お祈りしております。

－86－

前会長＃美



平成26年度定期総会

ごあいさつ

山口県小児科医会会長

田原卓浩

本年4月1日付けで山口県小児科医会会長を拝命しました。

最近では、鈴木英太郎先生、神田亨先生、砂川功先生、金原洋治先生に

優れたリーダーシップを継続的に発揮して頂き、 さらには本会会員の先生方の

溢れんばかりの熱情が注がれて、 「子どもと家族を守る」という観点からの多

彩な取り組みを実践し、成果を挙げてきております。

人口減少時代に到来する GDownSizing'が今後どのように医療現場に影響

を及ぼし始めるかは分かりませんが、医療サービス提供体制の効率化に努める

とともに日進月歩とも言える医学・医療技術の修得・更新を続けなければなら

ないという厳しい医療環境に耐えることのできる「力」を酒養しなければなり

ません。

日本小児科医会では、 『成育基本法』の制定と『地域総合小児医療認定医制

度』の実施を大きな目標として掲げています。いずれも､｢子どもと家族を守る」

ことを念頭に置いたもので、 日本小児科医会会員のみならずわが国の小児科医

すべてが一丸となって協働することが求められております。特に後者は、 「総

合診療医」の登場を受け入れて、 ‘小児科医のアイデンテイテイ， （小児科医は

子どもの総合診療医であること）を広く国民にアピールするための資格です。

本会の各種委員会に新しく 「未来検討WG」が設置されました。新任の理事

の方々にも積極的に参画して頂いております。

浅学非才ではございますが、山口県小児科医会の発展のために微力ながら尽

力する所存です。

何卒よろしくご助力．ご支援。ご指導の程お願い申し上げます。
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蕊￥雲路霞
〃

出
口

I.学術集会関係

1． 〈山口県小児科医会平成25年度定期総会〉 平成25年6月23日

く第122回日本小児科学会山口地方会〉

特別講演：ヒトT細胞白血病ウイルスI型(HTLV-I)の母子感染

～母親と子どもの幸せのために考え行動すべきこと～

講 師：長崎大学大学院医歯学総合研究科小児病態制御学

教授森内浩幸先生

参加者：97名

2． 〈第74回山口県小児科医会学術講演会〉 平成25年10月6日

く第47回山口県小児保健研究会〉

市民公開講座：今、Fukushimaで生きるということ

講 師：佐久間内科小児科医院 院長佐久間秀人先生

参加者: 120名

3． 〈第75回山口県小児科医会学術講演会〉 平成25年12月8曰

く第123回日本小児科学会山口地方会〉

講 演：保険請求とレセプト審査の基本

講 師：たかき小児科医院 院長高木誠一郎先生

参加者: 113名

Ⅱ、 山口県小児科医会役員会開催日

第1回平成25年5月9日

第2回平成25年9月5日

第3回平成25年11月14B

第4回平成26年3月6日

Ⅲ、平成25年度山口県小児科医会会長出務（平成25年4月～平成26年3月）

l. 日本小児科医会代議員会・総会（大阪中之島公会堂) H25.6

2． 中国四国地区ブロック連絡協議会幹事会（内田副会長広島)H25.6

3． 山口県小児救急電話相談研修会（山口県医師会館) H25.8

4． 山口県小児保健研究会役員会（山口県健康づくりセンター) H25.10

5． 中国四国地区ブロック連絡協議会幹事会（岡山) H25.11

6山口県周産期医療協議会（山口県健康づくりセンター) H26.3

7． 山口県医師会小児救急医療対策協議会（山口県医師会館) H26.3

8． 山口県母子保健対策協議会（山口県健康づくりセンター) H26.3

9． 山口県麻疹対策協議会（山口県健康づくりセンター) H26.3

８
路
４
Ｍ
Ⅳ
３
６
週
昭
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Ⅳ、学術・調査部

山口県小児科医会総会特別講演、学術集会講師選定

第74回山口県小児科医会学術集会開催

（第47回山口県小児保健研究会と同日開催）

第75回山口県小児科医会学術集会開催

（第123回日本小児科学会山口地方会と同日開催）

V.広報部

山口県小児科医会ニュース発行第42号

山口県小児科医会会報発行第25号

総務企画部

山口県小児救急医療対策協議会 平成26年3月6日 （山口）

小児救急医療啓発事業各地区で開催

小児救急地域医師研修事業各地区で開催

小児救急医療電話相談研修会の開催 平成25年8月4日 （山口）

日本小児科医会総会（金原洋治、田原卓浩） 平成25年6月9日 （大阪）

日本小児科医会中国.四国地区ブロック協議会平成25年ll月17日 （岡山）

日本小児科医会子どもの心研修委員会（金原洋治）

平成25年6月9日 （大阪）

子どもの心研修会開催

日本小児科医会子どもの心カウンセ'ノング実習

平成26年2月2日 （山口）

日本小児科医会国際委員会（田原卓浩） 平成25年6月9日 （大阪）

日本小児科医会乳幼児学校保健委員会（河村一郎）

平成25年6月9日 （大阪)、平成26年1月13日 （東京）

第3回日本小児科医会乳幼児学校保健研修会

平成26年2月9日 （東京）

テーマ「いじめ問題について相談きれたらどうしますか?」

予防接種(HB、ロタ、水痘、ムンプス）公費負担に関する要望害を県知

事に提出（金原洋治、田原卓浩、金子淳子、河村一郎）

平成25年7月ll日

広島県小児科医会第33回記念総会出席（河村一郎）

平成25年7月7日 （広島）

FAXニュースの発行(1～4号）

会員名簿の作成

Ⅵ．

Ⅶ、会計

各種委員会への出張費計上
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Ⅷ、医療経営・保険

平成25年度日本小児科医会社会保険全国委員会 平成26年2月23日

各委員会の活動状況

子どものこころの臨床に関する委員会（委員長：門屋亮）

子どものこころの臨床・症例カンファレンス

平成25年6月2日、 10月27日

ワークショップ「いじめについて考える」平成26年2月6日

講師：宇部フロンティア大学大学院教授高田晃先生

5歳児発達相談推進委員会（委員長：河村一郎）

委員会開催平成25年4月30日

研修会開催平成25年ll月15日

テーマ： 5歳児発達相談～その先へ

参加者: 159名

講師：林 隆先生他

園医、学校医活動に関する委員会（委員長：谷村聡）

l)学校検尿主治医精密検査実施ガイドラインの改訂

2）生活管理指導表（アレルギー疾患用）の啓発

乳幼児保健検討委員会（委員長：金子淳子）

l)委員会の開催（計6回）平成25年4月9日、 9月25日、 ll月20日

平成26年1月7日、 1月31日、 2月28日

2）健診関連

． 「lか月健診ガイドブック」作成

．講演・発表など

日本産婦人科新生児血液学会ビタミンKフォーラム

平成25年6月7日

大分県小児科医会 6月29日

外来小児科学会ワークショップ 9月1日

北九州小児科医会 9月26日

九州外来小児科学研究会 10月27日

日本医師会母子保健講習会 平成26年2月16日

「外来小児科」第17巻1号 2014年3月

3）予防接種関連

ワクチン公費助成の要望書を提出 平成25年7月l旧

ホームページ管理委員会（委員長：河村一郎）

委員会開催平成25年4月7日

ホームページ更新

Ⅸ．

l.

2

3

4

5

X.感染症発生動向調査解析委員会

鈴木英太郎、内田正志、河野祥二、門屋 亮が担当年12回開催
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Ⅲ、山口県医師会報告

山口県医師会副会長浜本史明

妊産婦・乳幼児保健

平成15年4月から始まった広域予防接種業務は、事業運営にあたって各郡

市医師会や各市町関係者と調整会議を開催し、円滑に遂行されているところ

である。また予防接種に関する知識と理解を深めることを目的に研修会を開

催した。定期接種化されていない4ワクチン（水痘、おたふくかぜ、成人用

肺炎球菌、B型肝炎）については、早期の定期接種化を県や国に対して要望

し、平成26年10月から水痘、成人用肺炎球菌が定期接種として実施される予

定となった。 「子ども予防接種週間」は、地域住民への啓発と接種率向上な

どを目的に、 日本医師会、 日本小児科医会、厚生労働省の主催で実施され、

本会としても協力医療機関の調査や市町への広報について協力を行った。

母子保健分野では、乳幼児健康診査や妊婦健康診査事業の健康診査料金案

について、関係機関と意見交換し、県医師会案を行政に提示し、協議を行う

とともに円滑な実施をお願いした。

また、虐待防止活動として、山口県産婦人科医会と共催で研修会を開催し

た。

乳幼児保健委員会 7月4日

郡市医師会妊産婦・乳幼児保健担当理事協議会・関係者合同会議

9月5日

児童虐待の発生予防等に関する研修会 10月19日

予防接種医研修会 12月l日

日医母子保健講習会 2月16日

学校保健

学校医部会では、学校医活動の活性化と資質向上を目的として着実にその

活動を行ったところである。

平成23年度に作成した「学校医活動記録手帳」を、引き続き学校医に1部

ずつ配布し、活用を呼びかけた。平成23年度に作成した「脊柱側わん症問診

票」は、学校検診で脊柱側わん症を見逃さないために、引き続き郡市医師会

及び県教育委員会等に活用を呼びかけた。また、学校検尿主治医精密検査実

施ガイドラインは、第2版を作成して12年が経過し、児童・生徒の体格や基

準値も変わっていることから、全面的に改訂を行うこととした。引き続き検

討し、次年度内に取りまとめて発行することにしている。

山口県内統一の学校心臓検診システムは、導入から10年目を迎え、現場で

も定着したところである。学校心臓検診検討委員会を中心に、精密検査医療

機関への疑義内容の照会、精度向上を目的とした研修会を実施した。

学校医研修会では、いじめの理解とその対応について講演を行った。その

他、例年通り各郡市医師会主催の学校医等研修会及び小児生活習慣病対策に

対して助成を行った。
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学校心臓検診検討委員会 5月23日 9月19日 11月28日 1月30日

学校医部会役員会 6月13日 10月31日 12月1日

中国四国学校保健担当理事連絡会議「島根」 8月25日

中国地区学校保健・学校大会「島根」 8月25日

郡市学校保健担当理事協議会 10月31日

第44回全国学校保健・学校医大会「秋田」 ll月9日

同 都道府県連絡協議会「秋田」 ll月9日

学校医部会総会・学校医研修会・学校心臓検診精密検査医療機関研修会

12月1日

若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会「兵庫」 2月1日

第46回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会評議員会・総会「兵庫」

2月2日

日医学校保健講習会 2月23日

救急・災害医療

小児救急について

平成16年7月から行っている「小児救急電話相談事業」は、小児科医会の

協力により毎日365日実施した。相談件数は年々増加傾向にあり、電話相談

員の更なるスキルアップを諮るため､実技を交えた研修会を実施した。また、

小児救急医療対策協議会を開催し、電話相談事業の円滑な運営や県内の小児

救急医療体制の充実に向けた対応等について、専門的な立場で協議・検討を

行った。

病院勤務医の負担を軽減し、地域の安心な小児医療環境を確保するため、

乳幼児の保護者を対象にした啓発講習会及び小児科を専門としない医師を対

象とした地域医師研修会を開催した。

郡市医師会小児救急医療担当理事協議会

小児救急医療電話相談研修会

山口県小児救急医療対策協議会

6月20日

8月4日

3月6日

日本医師会周産期・乳幼児保健検討委員会

平成24～25年度、 日本医師会周産期・乳幼児保健検討委員会の答申

｢成育基本法の制定に向けて」が、平成25年10月に策定された。
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平成25年度決算書
収入の部 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

－93－

科 目 予算額 決算額 備 考

会 費

助 成 金

県事業収益

雑 収 入

そ の 他

1,500,000

35,000

2,386,000

951,000

0

1,310,000

105,000

2,358.000

667,917

24，000

平成25年度会費 131人1,310,000

山口県医師会(3年分）

乳幼児健診研修事業 162,000

発達障害に関する研修事業 180,000

感染症発生動向調査事業2,016,000

受取利息 917

広告費 520,000

総会懇親会参加費 147,000

子どもの心研修会参加費など 24,000

本年度歳入 4,872,000 4,464,917

前年度繰越金 4,583,256 4,583,256

歳 入 合計 9,455,256 9,048,173



平成25年4月1日から平成26年3月31日まで支出の部

平成25年度収支決算書以下の決算書類を監査した結果、正当かつ妥当な事を認めます。

平成26年5月20日 山口県小児科医会監事金原洋治

監事内田正志

④
⑳
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科 目 予算額 決算額 備 考

〈
云
今
云集術

総
学

役員会・委員会費

印 刷 費

出 張旅 費

事務・通信費

事務 局 費

福利厚生費

慶 弔 費

寄付・協賛費

運営拡充引当金

そ の 他

2,000,000

1,500,000

2,500,000

200,000

450,000

200,000

100,000

100,000

600,000

1,500,000

0

1,310,758

1,217,230

949,200

252,120

305,070

22，430

0

17，276

0

1,500,000

0

総会(資料･名簿印刷を含む）

山口県小児保健研究会
751,718

講師招聰費 559,040

役員会 444,220

委員会 773,010

会報1回､医会ニュース1回 949,200

252,120

郵送料､事務用品･印刷費等164,150

i-FAX 140,920

中四国ブロック協議会会費など 22,430

17,276

0

本年度歳出 9,150,000 5,574,084

繰 越 金 305,256 3,474,089 前年より1,109,167減

歳 出 合計 9,455,256 9,048,173



雲事雲26篶画"
l.会の活性化と会員拡大：勤務医の先生方へ積極的な勧奨を行う。

2.Yamape (ML)やi-Fax、ホームページなどを用いた情報の迅速な伝達。

3．医師会や行政と連携した感染症に対する取り組み。サーベイランスなど。

4．各圏域小児救急体制の充実と小児救急電話相談事業の有効な運用と充実。

5．予防接種(B型肝炎、ロタワクチンなど）の公費助成に向けて活動する。

各委員会の活動

l)子どものこころの臨床に関する委員会 （委員長：門屋亮）

年2～3回程度の事例検討と1回程度の講演会を予定。

2）園医・学校医活動に関する委員会 （委員長：谷村聡）

・平成23年に心臓疾患管用・腎疾患管用の学校生活理指導表が改訂されてい

るが、この内容を山口県医師会作成の運用マニュアルに反映するか否かを

検討する。

・昨年に引き続き、園・学校現場におけるアレルギー疾患用生活管理指導表

の導入と活用に関する啓発を継続し、今年度は記入実態の調査を実施し、

活用の成果を検討する。

・平成28年度から学校保健安全法の健康診断項目の改正が予定されているた

め、改正事項を園・学校現場だけではなく、医療・保健関係者にも事前に

周知徹底をする。

3） 5歳児発達相談推進委員会 （委員長:鮎川浩志）

・ 5歳児発達相談を各地域に適した方法で推進していく。また5歳児発達相

談の関係者のレベルアップのため、秋に研修会を実施する。

4）乳幼児保健検討委員会 （委員長：金子淳子）

健診関連

． 「lか月健診ガイドブック」の活用をすすめる

・乳幼児健康診査マニュアルの改訂

予防接種関連

・ワクチン公費助成への働きかけ

・現物支給についての検討

その他

・福祉医療市町単独事業について検討

・病児保育事業の推進（施設拡充）

5）ホームページ管理委員会 （委員長：広田修）

･HPを更新。マニュアル等をダウンロードできるようにする。また学会な

どの予定をわかりやすくカレンダー表示することを考えている。
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未来検討若手WG （委員長:長谷川真成）

新生児WG(長谷川恵子先生中心)、食物アレルギーWG(長谷川真成、

真方先生を中心に)、小児糖尿病キャンプWG(大学の脇先生、福田先生

6）

を中心に）の3つを考えている。
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平成26年度予算案
収入の部 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

支出の部

－97－

科 目 収 入 備 考

会 費

助 成 金

県事業収益

雑 収 入

1,300,000

35,000

2,358,000

651,000

会費 130人×10,000

県医師会

乳幼児健診研修事業 162,000

発達障害に関する研修事業 180,000

感染症発生動向調査事業 2,016,000

受取利息 1,000

広告費 500,000

総会懇親会参加費 150,000

小 計 4,344,000

前年度繰越金 3,474,089

歳 入 合 計 7,818,089

科 目 支 出 備 考

総会・学術集会

役員会・委員会費

印 刷 費

出 張 旅 費

事務通信費

事 務 局 費

福利厚生費

慶 弔 費

寄付 ・ 協賛費

2,000,000

1,500,000

1,900,000

200,000

450,000

200,000

100,000

100,000

600,000

０
０
０

０
０
０

０
０
０

９
７
，

０
０
０

０
０
０

０
３
７

１

会職
ど
蠅
鈍
児
修
小
冊

県
会

会
口
演

総
山
講

交通費･会場費

会報1回 800,000

医会ニュース1回予定 100,000

パンフレット、ガイドブックなど 1,000,000

役員旅費･宿泊費

郵送料､事務用品等 150,000

i-FAX 300,000

中四国ブロック協議会会費 30,000

その他 170,000

後援学会･研修会

小 計 7,050,000

予 備 費 768,089

歳 出 合 計 7,818,089



日 時：平成26年7月13日

場 所:ANAクラウンプラザホテル宇部

会員総数: 154名

出席者57名委任状提出者62名

計119名で会則第19条により総会は成立いたしました。

議案第1号平成25年度会務報告ならびに事業報告

了承

議案第2号平成25年度会計報告

了承

議案第3号平成25年度監査報告

了承

議案第4号平成26年度事業計画

了承

議案第5号平成26年度予算

了承

議案第6号事務局に関する会則変更について

第2条本会の事務局は本会会長の住所に置く。

↓

第2条本会の事務局は本会会長が指定したところに置く。

以上のように会則を変更することを了承。

その他議案なし

文責藤原元紀
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平成26年3月6日（木j l9時

山口グランドホテル

金原会長、内田副会長、田原副会長

役員：河村、藤原、金子、谷村、鮎川、門屋、守分、

河野、長谷川真、井上、藤本、田代、広田各理事、

青木監事、綿野、長谷川恵次期理事

日時

場所

出席者

1 ．会長挨拶（金原会長）

4年間会長在任中支えていただきありがとうございました。特に5歳児健

診、アレルギー疾患、 lか月健診について取り組めて感謝している。今後田

原次期会長にバトンタッチしたい。

2．承認事項

・新役員および各委員会組織表について（田原次期会長）

各部、各委員会の委員長はほぼ決定。次回役員会時に委員を決定する。

・来年度予定、総会までの流れについて（藤原総務）

医会理事担当：24年度と変更なし。

役員会予定：①4月17日②6月5日③9月4日

④11月6日⑤翌年3月5日

総 会： 7月13日 山口地方会と合同開催で

ANAクラウンプラザH宇部

S.協議事項

・総会特別講演講師候補について（田原副会長）

次回役員会までに決定

・会則第2条「事務局」の変更について（河村）

「本会会長の住所に」→「本会会長が指定したところに」に総会で了承

を得る

・メー'ノングリストのプロバイダー変更について（河村）

現在山口県小児科医会と役員会で使用しているyahooMLが廃止になる

のでfreeMLに4月から移行する

4．報告事項

①会長報告（金原会長）

・山口県周産期医療協議会

． 「不妊を考える集い」協賛

・日本外来小児科学会園学校保健勉強会

3月3日

3月9日 山陽小野田市

3月29, 30日北九州市
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②総務・企画（河村）

・新入会長谷川惠子先生（県立総合医療センター）

廣島 淳(あつし)先生(ひらおこどもファミリークリニック）

・山口県小児救急医療対策協議会 3月6日山口

電話相談事業、小児救急医療体制などについて話された

6月29日電話相談事業研修会

．第25回日本小児科医会総会フオーラム 6月14, 15日盛岡

、第10回日本小児科医会生涯研修セミナー 10月5日奈良

③会計（谷村理事）

今後鮎川理事が実務を行う

④学術・調査（田原副会長）

上記以外特になし

⑤医療経営・保険（内田副会長）

・日本小児科医会社会保険委員会（内田副会長） 2月23日

平成26年度診療報酬|改定の主な内容

初診料（+12点）再診料（＋3点）の引き上げ

パ1ノビズマブ（⑧シナジス）投与例は小児科外来診療料の算定対象

にならない

新生児医療、在宅医療の見直し

血液化学検査、インフルエンザ、アデノ、RS、溶連菌迅速検査の減点

⑥広報（河野理事）

今月中に今年度の会報を発行予定

⑦監事（青木監事）

特になし

5．県医師会報告

学校検尿ガイドライン改訂第3版について◎

発行は平成27年度になるので気づきがあれば連絡を。

e.各委員会報告

・子どもの心

日本小児科医会カウンセ'ノング実習 2月2日

いじめのワークショップ 2月6日

・乳幼児保健

2月に日本医師会主催講習会で金子委員長がlか月健診について講演

今月中にlか月健診マニュアル発行予定

・園医学校医

学校検尿、心疾患ガイドライン改訂、アレルギー管理指導表のチェック

・ 5歳児

委員長を河村から鮎川理事に交代

･HP
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委員長を河村から廣田理事に交代

7．その他

・山口県こどもQQガイドブック作成（内田副会長）

今月発行予定

・やまぐち小児医療セミナー（谷村理事） 4月20日 山口

講演：聖路加国際病院細矢亮太先生

・県眼科医会主催の色覚異常の講習会（谷村理事） 3月16日 山口

・ワクチンの公費助成

1月から宇部市でロタ・水痘、 4月から岩国市でムンプスの公費助成あり

・ワクチン複数同時接種を見合わせた場合の請求について（田原副会長）

一つ分のみ請求

・小児救急電話相談に関する保護者へのアンケート結果報告（河村）

･新旧理事あいさつ

退任：藤本理事、青木監事、蔵重理事（本日欠席）

新任：長谷川惠子新理事、綿野友美新理事

再任：林隆新理事（本日欠席）

次回開催日

平成26年4月17日嗣

S.

一郎文責河村
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蕊第】回 会報ゞ

平成26年4月17日附19時

山口グランドホテル

田原会長、守分副会長

役員：河村、藤原、金子、谷村、鮎川、井上、門屋、

河野、長谷川恵、長谷川俊、長谷川真、林、田代、

広田、綿野各理事、金原、内田監事

日時

場所

出席者

1 ．会長挨拶（田原会長）

伝統を引き継ぎ、会長として頑張りたい。ご協力をお願いします。現在、

日本小児科医会では成育基本法と総合小児医療認定制度にとりくんでいる。

また医療法の改正で死亡事故に対して事故調が設けられる。医療側の対応に

ついて弁護士の方などと協議中。医療環境の変化に今後も注意が必要である。

2承認事項

特になし

3．協議事項

①山口県小児科医会の活動方針・重点項目について（田原会長）

各委員長の先生を中心にこれまでの活動を継続していただきたい｡また、

総合診療医との関係についてこれから対応が必要となると思われる。

②山口県小児科医会役員・各委員会構成と活動方針について（田原会長）

各担当の先生方にご発言いただく。

・会計（谷村理事）

実務は鮎川理事にお願いする。

・学術（守分理事）

従来のメンバーに長谷川恵子理事を迎え、新生児も含む広い視野でデイ

スカッションしていきたい。

・広報（河野理事）

医会ニュースと会報の発行が主。広田理事に副編集長をお願いしてHP

との連携を考えたい。大学担当を長谷川俊史理事、女性医師担当を綿野理

事にお願いする。

・監事（金原監事）

歴史を知る者として議論が深まる様に発言していきたい。

・子どものこころ（門屋理事）

大淵先生に新たに委員になっていただいた。事例検討会、外部講師も含

めた勉強会を行う予定。
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・園医・学校医（谷村理事）

対応が必要な疾患が多岐にわたるため必要あれば更に專門の先生にご協

力をお願いしたい。

・ 5歳児（鮎川理事）

強力なメンバー。秋に研修会の予定。

・乳幼児（金子理事）

lか月健診ガイドブックが昨年度末に完成。これを元に各地域でlか月

健診のブラッシュアップをお願いする。新たに長谷川恵子先生に入っても

らったので、新生児関係も含め視野を拡げて活動したい。

･HP (広田理事）

内容の改訂を行う。学会の予定をカレンダー表示するなど考えている。

上記の会則変更を総会で提案。

③電話相談事業の時間延長（23時～8時）について（県担当宮村さん）

「村岡知事の意向で、子育て支援の一環として上記を考えている。23時

まではこれまで通りで、 23時以降は民間のサービスに切り替える予定」と

ご説明があった。山口県小児科医会理事会としてはワクチン助成など他の

支援も要望した上で、ご提案に全会一致で賛成した。

④平成26年度総会について

藤原から現在できている資料の説明｡各担当の先生に資料の提出を依頼。

総会後、退会された方に再入会を妨げないことになっているとご案内す

る。

⑤ワーキンググループの新設

山口県小児科医会を若い勤務医の先生に魅力あるものにするために、何

が出来るか長谷川真成理事、長谷川俊史理事、長谷川惠子理事、綿野理事

でワーキンググループを作り検討する。

⑥会員名簿作成について（藤原）

進捗状況について説明。

⑦小児救急電話相談研修会（6月29日）の講師選定について

門屋理事、河村理事を中心に検討。

＊小児救急電話相談スキルアップ研修会（6月20日、福島）の出席者に

ついても相談。

4．報告事項

①会長報告（田原会長）

定例の医会・地方会合同懇親会を今年は大賀教授就任祝賀会とする。

②総務・企画（河村理事・藤原）

今後の実務を藤原理事へ。

新封筒について。事務局を会長ではなく総務部と表記した。厳密には総

会での会則変更後にすべきだが、短期間で作り直すことを避けるためご了

承を。
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③会計（谷村理事）

順調に進んでいる。

④学術・調査（守分副会長）

総会特別講演の講師を大賀教授に依頼し了承いただいた。

⑤広報（河野理事）

⑥医療経営・保険（内田監事）

．深鎮静についての点数は麻酔科医が専従でつくことが必要となった。そ

の他、在宅医療の点数など小児科学会が提案した方向に進んでいる。

・新たな財政支援制度にかかる都道府県担当者会議について説明。

⑦監事

特になし

⑧各委員会

特になし

5．県医師会報告（県医師会浜本副会長より）

今後、定期予防接種の追加、接種方法の変更などめまく､るしく変わって

行く。対応するため小児科、産科、内科、県医師会担当理事との新たな協

議会の立ち上げを検討中。ご協力を。

e・その他

やまく、ち小児医療セミナーについて（谷村理事）

4月20日於：山口県健康づくりセンター

細谷亮大先生（聖路加病院小児総合医療センター）をお迎えして開催。

多数のご参加をお願いします。

7．次回開催日

平成26年6月5日附

文責藤原元紀
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日時

場所

出席者

平成26年6月5日（木) 19時

山口グランドホテル

田原会長、守分副会長

役員：河村、藤原、金子、谷村、鮎川、井上、門屋、

河野、長谷川惠、長谷川俊、長谷川真、林、田代、

綿野各理事、金原監事

1 ．会長挨拶（田原会長）

忌悼のないご意見をお願いしたい。

2承認事項

なし

3．協議事項

1)平成26年度総会について（藤原総務）

総会の担当、総会プログラム、配布資料について確認。

表彰を受けた会員を総会で報告してみてはという意見あり。

2）小児保健研究会（9月28日）の講師について（守分副会長）

名古屋市立大学芸術工学部の鈴木賢一先生を候補に。

3）冬の地方会講師候補について（守分副会長）

次回役員会までに候補を理事会MLで検討。

4）小児救急電話相談研修会の講師について（河村）

門屋理事に短時間のレクチャー及びグループワークをお願いしている。

5）平成26年度会員名簿について（藤原総務）

各理事の各地域会員のチェックを依頼。

6）会報等印刷会社の選定について（河野理事）

現在下関の印刷会社に依頼しているが、今後他の会社にも見積もりを

取って比較してみる。

7）予防接種に関する市民公開講座について（田原会長）

日本BCGより、来年度山口県小児科医会主催で予防接種に関する市民

公開講座開催の依頼あり。了承。

4．報告事項

1）会長報告（田原会長）

予防接種等に関する検討会 6月5日 山口

山口県での予防接種料金が他県に比べ高額なので減額してもらえないか
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という市長会からの意見あり｡県小児科医会としては県医師会とも同調し、

現在の計算式による料金でという方針で行くことを意見した。ワクチンの

現物支給も今後は考盧。

2）総務・企画（藤原総務）

新入会高橋一雅先生（萩市民病院小児科）

神田 岳先生（神田小児科下関）

3）会計（谷村理事、鮎川理事）

昨年度決算の監査終了。来年度の予算案も作成済み。

4）学術・調査（守分副会長）

各地域での研究会､研修会の情報案内もできるだけ会員にしていければ。

5）広報（河野理事）

今年度会報特集テーマ「診療所での工夫」 「仕事に関する話し方」

6）医療経営・保険（林理事）

レセプト審査上、最近問題になっている項目

①溶連菌迅速、インフルエンザ迅速、百日咳抗体検査等は、上気道炎、

気管支炎のみでなく、それぞれの起炎菌、原因ウイルスの疑い病名

を付ける。

②DIC疑いではFDP, Dダイマーの並施は認められない。

③バルトレックスの投与量を確認する。ゾビラックスと同じ量の処方

が見受けられる。

④ヒトメタニューモウイルス抗原定性検査の実施には胸部X線検査

が必要。

⑤シナジスの投与量を体重換算で厳密に。

⑥軟膏の1回投与量上限が、H26年4月のレセプトより1009→2009に。

⑦同一傷病名（アレルギー性鼻炎など慢性疾患）での連月の初診料算

定。処方薬薬剤の終了予定日以前の翌月初診料は査定になる。

7）監事（金原監事）

無事昨年度の監査終了。

8）委員会

・未来検討WG (長谷川真成理事）

新生児部門（長谷川惠子理事を中心に）

新生児医療のレベルアップ、若手医師育成を目的とした研究会開催

内分泌部門（脇先生を中心に）

糖尿病キャンプの活動支援

アレルギー部門（真方先生を中心に）

食物アレルギー、アレルギー疾患の有症率調査、講演会、学校保健な

どを通じての啓発活動

・乳幼児保健（金子理事）

． lか月健診マニュアルを今月中に配布。医会・地方会会員、県産婦人科

医会会員、行政などに配布。他希望者には1冊500円で販売予定。
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HP (廣田理事資料）

業者は従来のレッスンファイブに依頼。会長の写真、あいさつ、名簿な

どを更新。

園医・学校医（谷村理事）

心臓・腎疾患の学校生活管理指導表について検討。

アレルギー疾患生活管理指導表の園などでの導入、活用◎

5歳児（鮎川理事）

今月委員会開催。研修会などについて検討。

5．その他

l)水痘ワクチン定期接種化後3,4歳児の接種について（河村）

10月に定期接種化予定で、今年度のみ3,4歳児には経過措置として接

種できる予定だが、既に1回自費接種している児は対象外となる可能性も

ある。そのような児にどう対応するか。

→今後正式に定期接種化が決定後、各地域での情報交換を。

2）講演会の案内（守分理事）

①山口県こどもの成長を考える会 7月11日 山口GH

東北大学藤原幾磨先生講演

②成長障害講演会 7月31日 Hニュータナカ

守分副会長講演

3）各委員会に副委員長を設定し、委員長が役員会欠席などの時には代理で

報告ができるように。

6．次回開催日

平成26年9月4日附予定

文責河村一郎
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′

蕊
平成26年度

第3回役員会報告

平成26年9月4日嗣19時

山口グランドホテル

田原会長、守分副会長

役員：河村、藤原、金子、鮎川、井上、門屋、河野、

長谷川惠、長谷川俊、長谷川真、林、田代、広田、

綿野各理事、内田幹事、金原監事

日時

場所

出席者

1 ．会長挨拶（田原会長）

今日も検討事項が多々あると思いますが議論の程、宜しくお願いします。

2県地域医療推進室より

・小児救急医療電話相談事業の時間延長について

7月31日に入札が行われ､10月から半年間は㈱法研に委託することが決定。

滋賀県、群馬県、岐阜県で実績あり。県民に周知する。今後は質の担保が

課題。

・小児救急医療ガイドブックについて

H25年度発行のガイドブックを改定し増刷予定。 10月に県小児科医会ワー

キング会議、年度末に改訂版の発行を。

S.承認事項

日本脳炎予防接種予診表(県内統一様式)に3歳以上0.5ml,3歳未満0.25ml

とあらかじめ印刷することを承認。

4．協議事項

・冬の地方会講師選定について（守分副会長）

順天堂大学練馬病院小児科の新島新一教授を第1候補に調整。

･#8000担当曜日変更について（河村理事）

担当曜日を交代：下関（木曜日→金曜日)、周南（金曜日→木曜日)。

・印刷業者の選定・医会ニュース発送方法について（河野理事）

今の業者より安いところはあるが、値段だけでは決められない。発送は卸問

屋に頼んでいるが、昨今の諸事情を鑑み今後はメール便などで発送する。

．新しい基金における事業計画について（藤原）電話相談事業などが振替られ

ている。県小児科医会で新たな事業を提案できれば。ご意見お願いします。

5．報告事項

①会長報告（田原会長）
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・日本小児科医会総会・代議員会 6月14日岩手

成育基本法と地域総合小児医療認定医について議論。

・中国四国医会会長会議 6月29日広島

ワクチン費用減額問題など話題に

・電話相談事業関係者会議 7月31日 山口

・予防接種公費助成についての要望書提出 8月18日 山口

村岡知事と会談し、要望書を提出した。

・広島豪雨災害への義援金について

先日、鮎川理事に6,500円を振り込んでもらった。広島県小児科医会か

らお礼の手紙が届いている。

②総務・企画（河村理事・藤原）

・退会田原 暁先生 7月27日 ご逝去

・第4回地域小児救急全国協議会 6月15日岩手

家庭看護力の向上を目指すことなどが議題に。今回の会議をふまえて

研修会等を。

・小児救急電話相談研修会 6月29日 山口

H25年度実績、アンケート調査の結果、研修内容など報告。詳細は県

医師会報へ掲載予定。

・郡市医師会妊産婦・乳幼児保健担当理事協議会 9月4日 山口

健診、新規導入のワクチンなどについて議論。

・第10回日本小児科医会生涯研修セミナー 10月5日奈良

③会計（鮎川理事）

準備の都合あり出欠のご連絡を早めにお願いします。

④学術・調査（守分副会長）

山口県新生児研究会（仮）の立ち上げを計画中。

⑤広報（河野理事）

医会ニュース近日発行予定。会報の原稿募集中。

テーマ「私の診療所ここを工夫しました！ 」

「私はこんな風に話してます～」

⑥医療経営・保険（林理事・田代理事）

・平成26年度中国四国小児科医会社会保険委員会 8月24日 岡山

新しい基金は小児科での活用少ないこと、診療報酬|改定についてなど

話題。山口県の査定が厳しくなった印象。小児医療費助成は他県より低

いことがわかった。

⑦監査（金原監事・内田監事）

特になし

e.各委員会報告

・子どもの心（門屋理事）

事例検討会を予定。

・園医学校医

10月9日
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5歳児（鮎川理事）

10月14日に研修会。林隆先生のご講演など。

乳幼児保健（金子理事）

9月1日に第2回委員会開催。 8月18日に県知事へワクチン助成について

要望書提出。宇部市では3～4歳の水痘ワクチン2回目を助成する方向で

検討中。 lか月健診ガイドブック活用について検討

HP (広田理事） リニューアルすみ。 lか月健診ガイドブックも掲載予定。

AcadelniclnnovationonPediatricCare (AIPEC) (長谷川真理事）未来

検討委員会から改名。新生児、内分泌、アレルギーで研修会を計画中。

6．県医師会報告

特になし

7．その他

．第24回日本外来小児科学会年次集会 8月30日・31日大阪

・第15回やまぐち小児医療セミナー ll月9日宇部

鹿児島大学耳鼻咽喉科黒野祐一教授をお招きしてアレルギー性鼻炎

のご講演など予定。

･CAPY-NET会長交代のお知らせ（門屋理事）

門屋理事が会長に就任。

． 「山口県いじめ防止基本方針」

山口県が本年2月に作成。いじめ問題は小児科医も関わる必要あり。

・地域総合小児医療認定医について。日本小児科医会会員に申請書が届いて

いる。開業医、勤務医ともに申請いただきたい。全国的に問い合わせが殺

到しており9月28日に日本小児科医会の委員会あり。

B.次回開催日

平成26年11月6日附

文責藤原元紀
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Z

平成26年度

第4回役員会報告

日時：平成26年11月6日附19時

場所：山口グランドホテル

出席者：田原会長、守分副会長

役員：河村、藤原、金子、鮎川、井上、門屋、河野、

長谷川惠、長谷川俊、長谷川真、林、田代、広田、

綿野各理事、内田幹事、金原監事

1 ．会長挨拶（田原会長）

来年度の準備、新しい企画も含め、忌憧のない意見をいただければと思い

ます。

2承認事項

特になし。

3．協議事項

・来年度以降の印刷業者の決定（河野理事）

5つの業者に見積もりを取ったが、業者によって最高約40万円の差があ

る。多数決により一番低額の業者に決定。

・第67回中四国小児科学会の支援のお願い（長谷川俊史理事）

来年の中四国小児科学会は山口大学が主催。 11月7日出中四国小児科学

会、8日(日)山口地方会とし、ANAクラウンプラザホテル宇部で行いたい。

日本小児科学会専門医単位が両方で取得可能。

・平成27年度総会日程、講師候補について（藤原総務・守分副会長）

来年7月12日山口地方会と合同開催。会場は山口大学医学部で。

講師は来年1月までに学術部から提案。

・林隆塾について（鮎川理事）

5歳児発達相談推進委員会主催で、発達障害児の診る小児科医のための

勉強会を林隆先生を講師として開催したい。年3回程度県小児科医会会

員を対象として10～20人く、らいの会で。初回は12月9日山口GHで。

4．報告事項

l)会長報告（田原会長）

特になし

2）総務

・新入会鈴木康夫先生（山口大学小児科）

・地域総合小児医療認定医

都道府県・郡市小児科医会研修会調査について
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先日日本小児科医会会報に同封されたが、地域の小児科医会主催の研

修会も研修単位と認められることになったなど基準が変更された。

会長の推薦状は藤原総務宛てにFAXで依頼してもらえれば送付する

という形でそれを他の資料と一緒に添付して申請することで○K。

・日本小児科医会生涯研修セミナー 10月5日奈良

来年はさいたま市で10月12日に開催

・山口県小児救急医療ガイドブックワーキング 11月6日山口GH

・中四国小児科医会連絡協議会 ll月16日岡山

・日本小児科医会乳幼児学校保健研修会 来年2月8日東京

3）会計（鮎川理事）

今年度から県小児保健研究会の会場費を半額医会が負担。

会費振込み確認が終了

4）学術・調査（守分理事） 12月21日

冬の地方会合同開催の学術講演会は順天堂練馬病院の新島教授に健診の

話をしてもらうことで決定。来年度総会講師候補については今後検討。

5）広報（河野理事）

会報原稿は少しずつ集稿

6）医療経営・保険（林理事、田代理事）

β2刺激剤内服薬は上気道炎、咽頭炎では保険が通らないので要注意。

気管支炎などの下気道炎や喘息の病名が必要。吸入処置等した場合は外来

管理加算が採れないことに注意。

中国地区の小児診療の自己負担について調査。

7）監査（内田監事）

日本医師会勤務医部会連絡協議会に参加。

総合診療医の話があったが小児科医の話が出なかった。

8）委員会報告

・子どもの心（門屋理事) 10月9日

カンファレンス開催

・ 5歳児（鮎川理事） 10月14日

研修会開催。保育士主で約220名参加。研修会で出た質問事項をQ&A

集にまとめ、医会HPに掲載。

・園医・学校医（谷村理事よりメール）

腎疾患生活管理指導表が来春改訂されるので地域で解説する会を開催予

定。心臓疾患生活管理指導表、アレルギー生活指導表の実態調査を行う。

・乳幼児保健（金子理事）

lか月健診マニュアルが活用されている。

予防接種料金助成について各市町で要望。

･HP (広田理事) 10月末更新。 lか月健診マニュアルを掲載。

･AIPEC(長谷川真成理事）来年度の本格的な始動に向けて準備中。
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5．県医師会報告（浜本県医師会副会長よりメール）

小児慢性特定疾病の意見書を書く医師の届け出が必要になり申請害が届

いていると思うが、専門医を持っていなくても県と県医師会が行う講習会

を平成29年までに1回受講する医師がはっきりしていれば今までと変わり

なくOK．

ll月30日学校医、予防接種、学校心臓検診講習会開催。

6．その他

・やまぐち小児医療セミナー ll月9日宇部

講演「鼻を見ずに、鼻を診る」鹿児島大耳鼻科黒野祐一教授

午後から外来小児科年次集会の報告

主にメディカルスタッフ対象。現在140名の参加予定あり。

・九州外来小児科学研究会 ll月30日福岡

・岩国で病原性大腸菌O26の集団発生あり。以前の水害の影響あり。

･#8000 10月から夜11時以降民間委託10月は夜11時から翌朝8時までで

1日平均6.8件の相談件数あり。

次回開催予定

平成27年3月5日附

7．

一郎文壹河村
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役員 ○は委員長

会 長：田原卓浩

副 会 長：守分 正

総務・企画部：○河村一郎・金子淳子・藤原元紀
／△、 計：○谷村 聡・鮎川浩志云

学術・調査部：○守分 正・井上 保・門屋 亮・河野祥二

長谷川恵子・長谷川俊史・長谷川真成・藤原元紀

医療経営・保険部：○林 隆・井上 保・田代紀陸

広 報 部：○河野祥二・長谷川俊史・広田 修・藤原元紀

綿野友美

事：金原洋治・内田正志

問：大賀正一（山口大学小児科教授）

小田悦郎（山口県医師会会長）

監
顧

委員会 ○は委員長

1）子どものこころの臨床に関する委員会

○門屋 亮．伊住浩史．大賀由紀・大城三枝子・大淵典子

金子淳子．金原洋治・林 隆・松重武志．守分 正

2）園医・学校医活動に関する委員会

○谷村 聡．川上初美．近藤 修・田代紀陸・長谷川俊史

長谷川真成．広田 修・藤本 誠．松嵜博幸．村田 敦

3）5歳児発達相談推進委員会

○鮎川浩志．青木宜治・伊住浩史．金原洋治．河村一郎

杉山和子．冨田 茂・茶川治樹．林 隆．綿野友美

4）乳幼児保健検討委員会

○金子淳子．鮎川浩志．内田正志・門屋 亮・金原洋治

河野祥二・鈴木英太郎・長谷川惠子・藤原元紀．守分 正

ら）ホームベージ管理委員会

○広田 修．井上 保・河村一郎．藤原元紀

6）未来検討WG

○長谷川真成．長谷川惠子・長谷川俊史．綿野友美

日本小児科医会関係委員

代議員：田原卓浩・守分

予備代議員：河村一郎・谷村

子どもの心研修委員：金原洋治

国際委員：田原卓浩

中四国社保委員：林 隆

乳幼児学校保健委員：河村一郎

正
聡
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璽鰯態霞
平成26年度山口県小児科医会会報をお届け致します。

今年度、山口県小児科医会は会長が田原卓浩先生に、山口大学医学部小児科

は大賀正一先生が教授に就任きれ、それぞれ新体制になりました。4月以降数

多くの研究会、講演会、行政の催しごとに参加しましたが、あらゆるところか

ら期待の声が上がっている様に感じます。

今年の特集は二題、 「開業に当たっての工夫｣、 「診察室でのひと言」です。

昭和の代から平成まで、各世代の開業事情、工夫を綴って頂きました。竹川先

生の診察室のお写真は、私が継いだ直後の父の診察室を祐佛させ、たいへん懐

かしい想いになりました。今後開業きれる先生の参考になれば、企画者として

望外の幸せです。

病院小児科紹介は、萩市民病院の高橋先生に執筆して頂きました。沿革から

現状まで力のこもった内容で、今後の「病院紹介」シ'ノーズ展開という新しい

企画の先鞭をつけて頂きました。来年度以降、県内の各病院の先生に同テーマ

をお願いする事を考えております。ご協力のほど、 よろしくお願い致します。

5歳児発達相談研修会の参加者は220名と、今年も関心の高さを示しました。

Q&Aは実に具体的で、たいへん参考になりました◎この文章は後日、山口県

小児科医会の公式ホームページ(http://urx2.nu/eMAf)に掲載する予定です。

山口労災病院小児科の田代先生には山口県の乳幼児（子ども）医療費助成に

ついて記事を頂きました。私自身知らない事も多く、勉強になりました。たい

へんな労力を費やされたと存じます。今後の行政との交渉に大いに参考になる

と思います。

小児救急医療電話相談事業は平成26年10月1日から時間延長となり、夜19

時から翌朝8時まで対応となりました。山口県小児科医会監修の「山口県小児

救急医療ガイドブック」と共に、心配な夜を過ごす保護者の不安軽減に大きな

力になると思われます。村岡嗣政山口県知事は県議会での知事議案説明で子ど

も、子育ての充実を挙げ、 「やまぐち子育て連盟」を設立すると表明されまし

た。今後の行く末を見守りたいと存じます(http://urx2nu/eMAl)。

学校検尿主治医精密検査実施ガイドラインが第3版になりました。 「学校検

尿のすべて」の改訂に伴う大幅な改訂となり、専門医以外にも使い易い、貴重

なマニュアルを作成して頂きました。今回白石先生に解説を頂きました。27年

度以降の臨床に存分に生かしたいと存じます。

表紙写真は光市の象鼻ヶ岬（ぞうびがさき）です。象鼻ヶ岬の地形は「陸繋

島」と呼ばれる地形で、全国では北海道函館市の函館山、神奈川県藤沢市の江

ノ島、和歌山県串本町の潮岬、福岡市の志賀島などが有名です。 ものの本によ

れば、 「海岸近くに島があると沖からの波が島の裏側で打ち消し合い、波の静

かな部分が出来る。ここには沿岸流などで運ばれて来た砂が堆積しやすく、や

がて海岸と島を結ぶ砂州が成長し陸続きとなる。この地形を陸繋島、砂州を陸

繋砂州という」とあります。県内の自然を御紹介したいと常々考えておりまし

たが、 まずは編者の地元から一つ。裏表紙は瀬戸内海で見た「二重の虹」です。
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内側の主虹と外側の副虹では色の並びが逆になっているのがお分かりでしょう

か？その原理はこちらをどうぞ。→http://urx2.nu/f6TIn

今回、皆様のご協力のおかげでスムースに原稿が集まり、余裕を持って会報

作成が出来ました。来年度以降も特集等親しみ易いテーマを考え、会報作成に考え、作成が出来ました。来年 易

当たりたいと存じます。

(広田修）
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