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『じようぴたき』

横山純好（明石ili)

あどけない表情に心が和みます。

－診療所わきの菜園にて－
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心を鑿ぐこと

副会長藤田 位

昨年，私の母校である西脇小学校建て替え検討委員会の委員になって市民の意見や専門家

の意見を聴取できる機会がありました。西脇小学校は，昭和12年に建てられた2階建て3棟

の木造校舎で，平成19年には兵庫県の景観形成重要建造物に指定されています。 ところが最

近になって低耐震性の問題が浮上し， 2階にはトイレを含む水回りがなく手洗いは1階に下

りなければならないこと，教室によっては非常に日当たりが悪く保温性に欠けること， また

バリアフリーではないことなどが教職員や父兄から指摘されるようになり， コンクリート校

舎への建て替えが検討され始めました。しかし取り壊しの結論がでる寸前になり，多くの市

民から建て替え反対意見が続出したため, OB代表者や父兄代表者や教職員が委員となって

建て替え問題検討委員会が結成されました。校医をしていることもあり，私も委員に選出さ

れました。委員長は神戸大学の建築科の教授が就任しました。会は合計8回開催され，市民

アンケートや他市の木造校舎の視察なども行いました。途中，建て替え賛成派と反対派の喧々

誇々の激しい論争もありましたが，古い木造校舎を取り壊さなくても問題点を解決できる設

計が可能だということがわかり，木造校舎を3棟とも残すことが決定され新聞報道もされま

した。私個人はこの選択を当然の結果だと受け止めました。それは古い文化を残したという

だけでなく， その中に新しい息吹を吹き込んで， また新たな文化を作り上げるという新旧文

化の融合への道を選んだからです。

この選択はどんな社会にも通じる非常にバランスの取れた考え方だと感じています。兵庫

県小児科医会もしかりです。会ができて30余年，今まで尽力くださった多くの先輩が築いて

くださった文化を継承し，新しい息吹を次の世代の若い会員が次々と吹き込んでいったから

こそ現在の県小児科医会の繁栄があるからです。昨年度より始まった小児在宅医療委員会は

まさに新しい息吹だと思います。この会が主催して2月1日には60名の参加者のもと小児在

宅医療実技講習会が開催されました。 7時間の長丁場でしたが，皆さんは熱心に研修に取り

組んでおられ，県小児科医会の新たな一歩になったと感じました。

現在，今後小児科医が今までと同じように存在できるのかどうか大切な分岐路に立たされ

ています。今まで通りの小児科医としての存在の価値を保ちながらも，新しい小児科医会を

作るためには，多くの新しい入会者から多くの新しいご意見を戴くことが必要です。会員の

皆様にはぜひとも県小児科医会に未入会の小児科医たちに入会を勧めていただき， また多く

のご意見を賜りますようお願いいたします。
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（於．三宮研修センター／第62回小児医学講座

【講演1 】

座長＝神戸大学大学院医学研究科内科系講座

こども急性疾患学部門

特命教授 森岡一朗

FetusFirst 1-胎児診断の神髄－

クリフム夫律子マタニテイクリニック

臨床胎児医学研究所

院長夫 律子

先天性疾患は染色体・遺伝子変異に基づく疾

患・多因子による疾患・ウイルスなどの環境因

子による疾患など多岐にわたる。昨今， ダウン

症に対する出生前検査のみが取り上げられてい

るが，両親の願いは「生まれつきの病気がない

健康な我が子」であり，決してダウン症を心配

しているわけではない。Gudexらは正常妊娠と

言われている妊婦がなぜ胎児超音波検査を受け

るのかをまとめ， 「胎児に異常がないことを確認

するため」が60.3％， 「すべて正常だとわかるた

め」が54.6％， 「安心したい」が44.1%であった

と報告している!)。つまり不安を解消するため

に出生前検査を受けるのであり， このニーズに

答えることが出生前診断の第1の目的である。

母体血液'1'の胎児DNAで胎児の情報の一部

がわかる時代となり，将来的に染色体や遺伝子

変異は母体血液を採取すればわかる時代となる

とも言われている。 しかしながら実際，形態異

常を伴う胎児の多くに染色体核型，微小染色体

異常あるいは遺伝子変異が認められない現状と

ジレンマを考えると，胎児を診ずに母体血液採

llXのみで出生前診断ができる| |がくるとは到底

考えられない。図2に示すように,NIPTや初

期血清マーカーでスクリーニングされる疾患は

出生前診|析に対する需要は女性の社会進出に

伴う晩婚化や高齢妊娠の増加， メディアやイン

ターネットにより非常に高まってきている。

2013年4月に日本でNIPT (Non-Invasive

PrenatalGeneticTesting)が開始したが，その

前年秋から出生前診断に対する意識が急上昇

し， メディアなどが取り上げるようになった。

海外ではNIPT開始とともに絨毛検査や羊水検

査の件数が減少したと言われているが, 1=1本で

は対照的に件数増加施設が増えているという。

当院でもNIPT開始前後を比較すると, 2012年

の約1,600件から2014年約1,800件に増加している

（図1 ）。

図1
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わずか20％であり，絨毛検査や羊水検査で判明

する染色体検査やDNAを川いた分子遺伝学的

検査をしたとしても先天異常の半分もまだ判明

しない。それに対して超音波診断ではマイクロ

アレイなどの分子遺伝学的手法によっても判明

しない先天異常の多くを診断することが可能な

のである。また， 「胎児診断」は「胎児」の診断

である。胎児診ずして胎児診断をすることに疑

問をもつ両親が多いのも当然のことであろう。

「最新の正確な知識と情報」を提供し， 「適切

な出生前カウンセリング」を行うためには「正

確かつ客観的な診断」が必須であることは言う

までもない。では，最先端の胎児超音波検査で

はどこまで胎児診断が可能なのか2)。例えば頭

臂長5～8cm胎児の耳介低位や|恨球の異常， 口

唇口蓋裂，顔貌の違い，二分脊椎の脊髄神経の

走行状態，手指・足趾の異常までが描出でき

る，妊娠1'期に神経細胞移動障害が判明する，

四肢の拘縮や脳血流観察によりﾈ'l'経障害の推測

ができるとなればどうだろうか（図3， 4）。

最新機器ではさらに詳細な描出が可能となって

いる。

「出生前カウンセリング」 も多岐にわたり遺

低学や疫学の知識だけでは全く足りなくなり，

発生学・解剖学・病理学， さらにもっと細分化

された医学知識が必要になってくる。また，妊

娠22週未満であれば「妊娠継続か断念か」の選

図4

択をするが， どちらも男気と覚悟の上の決断で

あり， 出生前診断をした以上， この決断を尊重

しサポートしなければならない。また，胎児異

常判明後はカウンセリングとフォローアップス

キャンを繰り返すことになる図5が，親として

趨脅波検責圏
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の子に対する「情」は胎児と会うことで形成さ

れていく。人として命に向き合い考える場を提

供し寄り添っていくこと，それこそが真に出生

前診断をするものの使命ではないかと常に考え

ている。

最後に，超音波診断はさらにさらに最新技術

を搭載し（図6），診断がより詳細により客観的

になっていく。我々出生前診断をする者は

"FetusFirst"の信念を持ち，真蟄に向き合っ

ていかなければならない。 図6
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こと, ご存知でした?私は知りませんでしi
た｡さらにもうひとつ,二分口蓋垂の人は鋤
の小骨が刺きりやすいということ, ご存知でI
した?私はこれも知りませんでした{豆知識I
ですね伽娘は正に二分嶬唾なのです｡ちな（
みに, その耳鼻科の先生,鰻は召し上がらな’
いそうです｡ しかし我が家は全員が鰻好き｡ N

r

先日またも娘は鰻の骨をひっかけてしまいまl
／

した｡幸い私が取ってやることが出来耳鼻；
科の先生に怒られずにすんだのですが｡みなり

｝さんならどうします。鰻食べます？

(MY) (
ノ

ヘ／一、ヘヘ／ヘヘ〃へ／へ／一、 ／‐、 ／-、 ／-、 ／へ／一、ノー、／へ／へ／~、／一、〆一、ノー、/-も

鰻の骨

うちの娘は（大学生ですが） よく魚の小骨

がのどに刺さります｡ 100円のサンマの骨を取

るのに2,000円かかったという笑い話もありま

した。ある時鰻の骨がひっかかったのです

が， 口を開けさせても見えません。翌日，私

が患者さんをよく紹介する耳鼻科の先生に

取っていただいたのですが， さてみなさん，

のどに一番刺さりやすいのは鰻の骨だという
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【講演2】

座長＝兵庫県小児科医会感染症対策委員会

委員長 岡藤隆夫

先天性風疹症候群を中心とした母子感染症

感染症科

烈

国立成育医療研究センター

宮入

胎盤的あるいは産道感染をきたし急性感染症を

きたし，敗血症様の発症様式を呈するものもあ

る。

母子感染症に対するアプローチ

母子感染症をきたす病原体は多数存在する

が，比較的頻度の高い病原体はそれぞれの頭文

字をとりTORCHES(トキソプラズマ，風疹，

CMV,ヘルペス,HIV,エンテロウイルス，梅

毒）に代表される。国内の発生動向については

正確な統計は少なく，近年行われた全国調査で

は最も頻度の高い先天性サイトメガロウイルス

(CMV)感染症で10万人当たり9.5人と推計さ

れているl)o病原体により，子宮内で経胎盤的

に感染するもの，産道で感染するもの，出生後

に母乳などを介して感染する可能性が異なる。

本講演では子宮内感染をきたす病原体，特に先

天性風疹症候群を中心に取り上げる。

〈診療の実際〉

一般診療において実践される，病歴聴取→身

体所見→検査と診断→治療という流れ自体は，

先天性感染症の診療においても同様であるが，

各ステップで着目すべき具体的事項については

特殊性がある。

問診においては，患者自身に留まらず，母体

の妊娠前後の病歴にさかのぼり，感染歴・暴露

歴・食事歴・社会歴などを聴取することが必須

で，病原体ごとにポイントとなる項目がある

（表1 ）。

身体所見については，胎内感染をきたす先天

性感染症で認められる共通の所見として低出生

体重，小頭症，肝脾腫，黄疸， リンパ節腫大，

点状出血，聴力障害が挙げられる。まずこれら

の所見を確認し，先天性感染症を疑うことが重

要である。次に病原体特異的な身体所見もあ

り， これらの存在は鑑別を左右する。 トキソプ

ラズマやCMVにおける頭蓋内石灰化，網膜炎

や風疹における白内障，先天性心奇形などが例

として挙げられる。一方で，同じ病原体であっ

ても出生時には症状がない無症候性感染例があ

り， これらの患者でも遅発性の症状が顕在化す

る可能性がある。

〈先天性感染症の病態〉

子宮内感染症をきたす病原体は経胎盤的に感

染し，胎児細胞への直接的あるいは間接的な侵

襲により障害をきたす。感染時期や病原体によ

り，重症度や症状は異なるが， ‘|曼性の全身感染

による子宮内発育不全を背景とした低出生体

重，肝炎，骨髄抑制を背景とした皮疹（点状出

血と髄外造血）が共通した所見として挙げられ

る。病原体のもつ組織特異性により中枢神経障

害，眼合併症，聴力障害，骨病変などの病変の

出現頻度は異なり，出生後も進行性の合併症が

出現することがある。先天性感染症に分類され

ている疾患や病原体には，実際には周産期に経
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表1 病歴聴取のポイント

具体的聴取項目 注意点

治療に使用された抗菌薬と投与期間が十

分か，その後のRPRのフォロー

特異的な情報が得られることは少ない

パルボウイルスも同様の経過

妊娠前の感染症歴

妊娠中の感染歴

梅毒治療歴

伝染性単核球症を疑わせる急性感染症状

風疹を疑わせるような発熱，発疹，関節

痛

不顕性感染も多く，潜伏期間は長い

トキソプラズマ

トキソプラズマ

風疹抗体陰性者は出産後にMR接種する

妊娠中の曝露歴 風疹

動物接触歴，猫，

生野菜・レバー・生肉

抗体検査：梅毒，風疹,HIV

HBsAg

妊娠中のスクリーニング

検査結果

一部の医療機関で実施されており，母体

への投薬が行われている可能性もある

トキソプラズマIgG,IgM

先天性感染症を疑った際には病原体診断をつ

けるための検査と合併症検索を目的とする諸検

査を行う。全症例で総IgMによるスクリーニン

グを行う他，病原体診断については，病歴や身

体所見と頻度から検査前確率を考え，適応範囲

を決定する。各病原体の検査方法については感

度．特異度を踏まえ実施可能な検査について

個々に検討する必要があり，成書を参考にされ

たい。ただし通常，発生頻度から尿中のCMV

とトキソプラズマ抗体検査は全例行うべきと考

える。合併症検索については，患者の機能予後

やフォローを考える上で重要であり，頭部CT

検査，聴力検査，眼底検査は全疾患で考盧すべ

きであり，他に心エコーなど疾患別に考盧する

検査が存在する。

母子感染症に対する治療介入は，新生児期に

おけるハイリスク児としてのMCUでの全身管

理，合併症に対する介入が各疾患共通である。

個々の病原体に対する薬物療法については，進

行性の病態を阻止する目的で行われることがあ

る。先天性梅毒はペニシリンによる介入法が確

立しているが，他の病原体については多くの場

合臨床研究レベルでの知見になる。

先天性風疹症候群

く2012年-2013年シーズンにおける風疹と先天性

風疹症候群発生状況〉

2012から2013年にかけて，国内で風疹が流行

し感染者は1万5千人を超えた。流行の中心は

成人特に男性であり，かつて女子中学生を対象

とした風しんワクチン接種が行われていたこと

や，個別接種が実現してからも接種から漏れた

男女が多いことによる。この間に多くの妊婦が

感染し，風疹感染者の流行に引き続きCRS患者

数もピークを迎え現在までに44名のCRS患者の

届出がある2)。これを受け厚生労働省も特定感

染症予防指針を発表し早期に先天性風疹症候群

の発生をなくし，平成32年度までに風疹の排除

を達成することが目標として掲げられ，成人を

含めた予防接種の推進が推奨されている。

〈先天性風疹症候群とその診療〉

先天性風疹症候群は風疹ウイルスによる持続

感染が多臓器に障害を及ぼす疾患である。 1941

年オーストラリアの眼科医が診療した乳児白内

障患者78名のうち， 68名は妊娠中に母親が風疹

に感染していたことを報告した3)。その後，他

の臨床的な特徴が明らかとなり，先天性風疹症

候群の疾患概念が確立した。母親が顕性感染し

た妊娠月別の先天性風疹症候群の発生頻度は妊

娠初期は半数を超えるが， 4ヵ月以降は稀であ
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表2 先天性風疹症候群で認められる症状・所見

一過性 永久的 遅発性カテゴリー

しばしば

みられる症状

低出生体重

血小板減少性紫斑病

肝腫大

肝脾腫

骨病変

耳：感音性難聴

循環：末梢性肺動脈狭窄，肺動脈弁狭窄，

動脈管開存，心室中隔欠損症

眼：網膜症， 白内障，小眼球症

精神：精神運動発達遅滞

その他：停留精巣，鼠径ヘルニア，糖尿病

末梢性肺動脈狭窄

精神発達遅滞

中枢性言語障害

糖尿病

免疫複合体病

低ガンマグロブリン血症

まれに

みられる症状

角膜混濁

肝炎

全身性リンパ節腫脹

溶血性貧血

肺炎

高度の近視

甲状腺異常

掌紋異常

緑内障

心筋障害

高度の近視

甲状腺炎

甲状腺機能低下

成長ホルモン欠損症

慢性発疹，肺炎，進行性全脳炎

る4)o

典型例では出生時に低出生体重’肝炎，血小

板減少など一過性の症状や特徴的かつ永続的な

所見として白内障，難聴，心疾患などを認める

が，症状の有無が後に明らかになることも少な

くない。更に晩発性の内分泌学的異常や亜急性

硬化性全脳炎に類似した障害をきたすことも知

られる4)。 （表2）

新生児期はハイリスク児としてNICU管理が

必要となり，確定診断のための諸検査の後，合

併症のマネージメント力泌要となる（表3)◎詳

細については先天性風疹症候群(CRS)診療マ

ニュアル（日本周産期．新生児医学会編）

http://www.jspnm.com/Teigen/docs/

CRSver7・pdfを参考にされたい。

先天性風疹症候群患者の長期予後について

は, 2010年のベトナムにおけるアウトブレイク

に続発した先天性風疹症候群患者の約3分の1

が1年以内に死亡していること，特に肺高血圧

を合併している患者の予後が不良であることが

報告されている5)。長期的予後については，本

邦からの報告も含め，各年代において風疹流行

やCRS発生をうけた追跡調査の結果が報告され

ており，約3分の1は通常の社会生活を送れて

いるものの， 6－7割は精神発達遅滞等があり

社会生活上の補助が必要な状態である6)。

〈先天性風疹症候群と感染管理〉

先天性風疹症候群患者は慢性感染の状態にあ

り，感染性を有するウイルスを唾液や尿から6カ

月以上にわたり排泄し過去には伝播も報告され

ている｡ l965年，看護学生を対象に先天性風疹

表3先天性風疹症候群を疑う患者への医学的な対応

ハイリスク新生児

としての対応

多くは低出生体重児

肝炎、血小板減少などが多い

合併症への対応

先天性風疹症候群

診断のための検査

風疹IgM

ウイルス排泄状況の確認:PCR(咽頭ぬぐい）

風疹IgMの持続高値

感染が疑われる

患者には

眼科診察

循環器（心臓エコー）診察

耳鼻科聴力検査

神経学的評価脳画像診断(MRIを推奨）
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IDWR2014年第12号〈注目すべき感染症＞先

天性風疹症候群-2012年～2014年第12週現在

-.2014.

3)GreggNM.CongenitalcataractFollowing

Germanmeasles inthemother. 1941.

Epidemiollnfectl991;1O7: iii-xiv;discussion

xiiixiv.

4) PlotkinS,ReefSE,CooperL.RUBELLA.

In:RemingtonJ,KleinJ,WilsonC,eds.

InfectiousDiseaseoftheFetusandNewborn

Infant7thed.Philadelphia: Saunders

EIsevier; 2011: 861-98.

5)ToizumiM,MotomuraH,VoHM,etal.

Mortalityassociatedwithcongenitalrubella

syndrome.Pediatrics2014; 134: e519-26.

6)KatowS.Surveillanceofcongenitalrubella

syndromeinJapan, 1978-2002: effectof

revisionoftheimmunization2004;22:4084-

91.

7) SchiffGM,DmeMS・Transmissionofrubella

fromnewborns.Acontrolledstudyamong

youngadultwomenandreportofanunusual

case.AmJDisChildl965; 110:447-51.

症候群患者のケアをさせ， 6週間の実習の間に

感染するか否かを検討している。結果として8

名中6牢iが抗体陽転化し，濃厚な接触（抱っ

こ．おむつ替えなど）のあった人のみに感染が

認められた7)o

そのため，咽頭拭い液の風疹PCR検査で陰

性を証,ﾘ,するまでは感染対策を継続する必要が

ある｡医療施設における感染管理の基本は接触

予防策．標準予防策に加え予防接種の徹底であ

る。退院に向け，家族の予防接種に加えて，公

共の場に患者が行くことを想定し，保護者に感

染管理の技術を習得させることが必要となる。

更に患者と家族が社会的に孤立しないために，

親族の理解と協力を取り付けることや，行政機

関担当者も含めた正しい医学的な理解に基づく

支援が重要である。

文献

l)ToriiY,KimuraH,ItoY,etal.Clinicoepide-

miologicstatusofmotherto-childinfections:

anationwidesurveyinJapan.ThePediatric

infectiousdisease iournal 2013;32:699-701.

2） ’五|立感染症研究所感染症疫学センター．
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J ？■ ？■且恋少畢蕊琴全雲淳県蟻含f。
【第263回】

MRIでの白質病変から先天性サイトメガロウイルス感染症を疑い

乾燥謄帯によしﾉ診断に至った一例

兵庫県立西宮病院小児科

鈴木晶子 小林千鶴子

宮原由起 小泉眞琴

小柳津裕子

安部治郎

【背景】

先天性サイトメガロウイルス(CMV)感染症

には出生時は無症状にもかかわらず，成長とと

もに発達遅滞や難聴などの症状が出現する遅発

型の症例がある。今回我々は，原因不明の脳室

拡大で経過フォロー中に頭部MRIの所見から

先天性CMV感染を疑い，乾燥膳帯にて診断に

至った一例を経験したので報告する。

を認めなかった。

入院中，神経学的異常所見を認めず， 日齢8

に退院。前医が遠方のため，以降のフォローを

当院で行うこととなった。

当院での経過：定期的に発達検査，頭囲測

定，頭部MRIを行った。

図1に頭囲の経過を示しており，小頭症など

はなく，正常範囲内で経過している。発達に関

しても乳児期は軽度の遅れを認めたが，その後

は正常範囲の発達が見られた。【症例】

6歳女児

在胎33週：胎児脳室拡大を指摘され前医受診。

母体のCMV, トキソプラズマIgM

は陰性。

在胎36週:MRI上脳梁欠損や二分脊椎を認め

ず。

在胎37週3日：陣痛発来し，促進分娩にて出生。

ApgarScore 8/9蘇生要さず

体重2542g (-0.3SD),

身長48.0Cm(0.0SD),

頭囲31.8cm(-0.6SD)

脳室拡大の精査目的で前医mCU入院となっ

た。

日齢0に頭部エコー，頭部CT, 日齢7に頭

部MRIを施行するも脳室拡大と上衣下襄胞以

外は明らかな異常所見はみられなかった。また

眼科診察も異常な<,ABRも両側35dBで異常

頭囲

(cm)

50

40

30

20

ユ0

弛
池

０
０

O ユ Z 3 4 5 6 年齢(歳）

図1 当院での経過頭囲

表1 当院での経過発達検査

零1腿八弐禿連懐軍 姿勢・運動 認知・適応 言語・材会 total

10ヶ月 61 58 84 62

2歳2ヶ月 76 86 75 81

3歳10ヶ月 98 85 83 85

5歳11ヶ月 46M以上 85 85 85
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頭部MRI

FLAIR画像にて脳室拡大と側脳室周囲や皮

質下の白質に斑状の信号変化を認めた｡ (図

2-A, B)

Wｵ
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R80dB
２
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Ａ
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２
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吃
２

ト
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1，s7

図3－A右耳ABR

図2－A頭部MRl

１
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Ｅ
Ｆ

１
１

Ｈ
Ｇ

１
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Ｊ
Ｉ

L40dB

一～
１
１

Ｌ
Ｋ

図2－B頭部MR 1，s7

図3－B左耳ABR

これらの画像所見より，先天性CMVウイル

ス感染症を疑い，血清， 中間尿，乾燥I齊桁で

PCRを行ったところ，乾燥I齊帯と中間尿から

CMVDNAが検出された。その後ABRを行っ

たところ，左耳の一側1 |暑の難聴が確認された。

（図3-A, B)

これらの所見より先天‘性CMV感染症と診断

した。

胎児感染

（全出生の約0.3％）

一 ､､~△
症候性 無症候性

‘／(約20%)､& ｣/(約80%)、

艤請｜ ,皇顎,） ,蕊競! ｛識罵1

図4 先天性CMV感染症について

(先天性サイトメガロウイルス感染症、森内昌子、

小児科臨床, Vol.64 NQ12 2011より改変）

り, 21trisomyとIr1じ頻度である。しかし実|祭

の報告症例は年間約50人と少なく， 9割以上

が見逃されていると考えられる。また，妊婦

の抗体保有率は低下傾向にあり，今後の患者

数の増加が懸念されるo l'6)

【考察】

○先天性サイトメガロウイルス感染症について

（図4）

先天性CMV感染雄により， なんらかの障

害が生じる頻度は1,000人に1人といわれてお
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○CMV感染症の診断（表2)

現在最もよく行われている特異的CMV-

IgM抗体検査の|場性率は感染児の約50%と低

い。 ノ|ﾐ後に感染した場合，生後3週間以降に

児からのウイルス排泄がみられるため，先天

感染と診断するためには生後3週間以内の検

体が必要となる。乾燥I齊帯もしくはガスリー

試験紙は生後早期の血液が残っており，先天

感染の証拠となりうるため診断に有川であ

るo 2)

識

~

図5 先天性CMV感染症の白質病変

(KathleenR.FinketalRadiographicsNov-Dec
2010, 1779-1796より）

表2 先天性CMV感染症の診断

(先天性サイトメガロウイルス感染症，森内昌子，

診断と治療, Vol .93 NQ3 2009より改変）
燥I齊|11:により先天性CMV感染症の診断に至っ

た一例を経験した。原因不明の精神運動発達遅

滞や難聴などを認める場合， その可能性を念頭

に置くことが必要である。

先天性CMV感染症の診断には，乾燥I齊帯が

有用である。現在，新生児の尿を用いたスク

リーニング検査法の研究が行われており，今後

全新生児対象のスクリーニング体制の榊築が期

待される。

検体

ウイルス分離 血液

尿

ウイルスゲノム 血液

検出（PCR）
尿

乾燥腰帯

ガスリー試験紙

特異的19Mの検出 血清

ウイルス分離

ウイルスゲノム

検出（PCR）

満未間週
。
◎
。
◎
○
○
△

３後生 生後3週間以躍

ｘ
ｌ
ｘ

◎
｜
◎

○CMV感染症で遅発性に出現する症状

・感音性難聴

進行性であることもあり，重症度は様々

である。生後12-44カノ]に出現することが多

いとされている。

・粘神運動発達遅滞， てんかん，広汎性発達

障害

，特徴的な頭部、像所見→頭部MRIにおけ

る白質病変

特にT2とFLAIRで見られ，年齢が上

がるとFLAIRでより明瞭にみられること

が多い。

病変の分布は片側の大脳半球のみに見ら

れる場合や，び慢性や多焦点性に分布する

ものなど様々なパターンがあるが，特に側

脳室の後方の白質に異常が見られることが

多いとされる報告もある。 3 5） （図5）

【参考文献】

l)先天性サイトメガロウイルス感染症：森内

昌子，小児科臨床, Vol.64 N012 2011

2）サイトメガロウイルス感染症：森内昌子，

診断と治療, Vol､93 N03 2009

3）先天性サイトメガロウイルス感染児の発達

フォローアッフ°に関する研究

4）サイトメガロウイルス感染症，産婦人科の

実際, Vol､62 N011 2013

5)KathleenR.Finketal. :Radiographics

Nov-Dec, 2010, 1779 1796

6）厚生労働科学研究費補助金成育疾患克服等

次世代育成基盤研究事業

先天性サイトメガロウイルス感染症対策のた

めの妊婦教育の効果の検討，妊婦・新生児ス

クリーニング体市llの構築および感染新生児の

発症リスク同定に関する研究

【まとめ】

原因不明の脳室拡大で経過フォロー中に，乾
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乳児喘息に伴う急性呼吸不全に対し

体外式持続陰圧管理が奏功した1例

加古川西市民病院小児科
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【諸言】

小児科領域において呼吸器疾患の頻度は非常

に高い。さらに小児は成人と比較すると解剖学

的および生理的要因から急速に呼吸不全に至

り，人工呼吸器管理を要する例が少なくない。

従来，小児の呼吸不全に対しては気管挿管を施

行し，陽圧式人工呼吸管理が必要であった。し

かし気管挿管は非常に侵襲的で適切な管理を行

うために鎮痛，鎮静が必要となり， さらに人工

呼吸器関連肺損傷や人工呼吸器関連肺炎

(VAP:Ventilatorassociatedpneumonia)と

いった様々な人工呼吸器関連合併症を併発する

ことが知られている。近年，侵襲の大きい気管

挿管を行わずに体外からの補助換気を行う非侵

襲的換気法(MV:Noninvasiveventilation)が

普及している。成人領域において様々な呼吸不

全に対するNIVとして，体外式持続陰圧換気

(CNEP:Continuousnegativeextrathoracic

pressure)の有用性が証明されている。しかし

小児の呼吸不全に対するCNEP管理はより生理

的であると考えられる一方，その有用性の検討

は非常に少ないのが現状である。今回，喘息発

作により急性呼吸不全に至った乳児に対し，

CNEPによる呼吸管理が奏効した症例を経験し

たので報告する。

生し， アプガースコアは1分値6点， 5分値

8点であった。呼吸窮迫症候群に対して気管

挿管管理され， 日齢33まで酸素投与を要した。

【既往歴】生後5カ月時にRSウイルス感染症，

生後6カ月時に喘息性気管支炎，生後8カ月

時に喘鳴，努力呼吸のために入院歴あり。生

後9カ月時から乳児喘息に対してロイコトリ

エン拮抗薬(LTRA)の内服が開始となっ

た。

【現病歴】入院6日前から喘息発作を認め，当

院を受診しβ2刺激薬の吸入を施行された。

しかし効果は一時的で連日喘息発作の再燃を

繰り返し，徐々に努力呼吸，哺乳力低下を認

めたため加療目的に入院となった。

【入院時現症】体重:6,2479 (-2.2SD),身

長:60cm(-3.7SD),体温:37.0℃，心拍数：

160-170回/分，呼吸数:60-70回/分, SpO2:

97％，陥没呼吸著明，咽頭：発赤あり，頚部

リンパ節：腫脹なし，心音：整，雑音なし，

呼吸音：両側にwheezeあり，腹部：平坦・

軟，腸蠕動音正常，圧痛なし，下腿：浮腫な

し

【入院時検査所見】

●血液検査： 〈血液学>WBC6320/"l,Neu48

%,Lym42.6%,Bas0.3%,Eosl.3%,Mono

7.8%,RBC443×104/"1,Hb9．99/dl,Ht

29.8%,Plt45.7×104/"l<生化学>CRP0.03

mg/dl,TP6g/dl,Alb4．69/dl,AST421U/1,

【症例】 9カ月 （修正7カ月)，男児

【主訴】喘鳴，咳嗽

【周生期歴】在胎26週4日，体重1,044gにて出
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ALT201U/l,LDH2981U/l,CK4621U/l,

Amy361U/1,T-Bil 1.3 11g/dl,BUN5mg/dl,

CreO.09mg/dl,UA1.7Ⅱ唱/dl,Nal38mEq/l,

K4mEq/l,Cl lO5mEq/l,Ca6.511E/d1,P5.4

Ing/dl,GlullOmg/dl <静脈血液ガス（非酸素

投与下) > pH7.356,pCO233.5mmHg,pO2

64.5m1Hg,HCO318.3mlol/l,BE5.3mol/l,

Lac2､3m'nol/1.

●迅速抗原:RSウイルス迅速抗原（－）

●胸部レントケン:CTR50%,

浸潤影なし

図2 CNEP管理の現場写真

（持続酸素10L/分投与下にSpO2 :90～92%で

あった)｡LTRA内服，持続酸素投与， イソプ

ロテレノール持続吸入，呼吸リハビリに加え

mPSL静注の再開，吸入ステロイド薬の追加を

行うも喘鳴，陥没ll乎吸の改善は得られなかっ

た。入院28日目には陥没呼吸，酸素化不良の増

悪（持続酸素lOL/分投与下にSpOz :80%) , ロ叩

吟の出現あり，喘息発作による急性呼吸不全と

診断し，人工呼吸器管理の導入となった。呼吸

管理方法として哺乳や頻回の吸引が可能で，鎮

静の必要なく患児の協力の得やすいCNEP (図

2 使用機器:RTX") を導入し、 24I1寺間持続

陰圧管理とした｡CNEP開始1時間後より喘

鳴，陥没呼吸は速やかに改善した。以降は喘息

発作の再燃なく酸素化不良も改善し, CNEPに

よる管理時間，持続酸素投与量，喘息治療薬を

減量することができた｡39日目にmPSL静注，

酸素投与'11止し, 441 1 1三|にイソプロテレノール

持続吸入が中止可能であった。47日目にCNEP

を仁' 1止するも喘息症状の再燃なく551 I目に退院

となった。

【入院後経過（図1 ）】

乳児喘息の中発作と診'折し, LTRA内llli， ，？

2刺激薬の定期吸入， メチルプレドニゾロン

(mPSL) 静注による加療を開始した。入院後

から酸素化不良を認め，持続酸素投与を要し

た。加療開始後，徐々に喘鳴，陥没呼吸は軽減

し，入院3日目からmPSL静注は漸減となっ

た。 しかし著明な喘鳴，陥没呼吸が再出現した

ため，入院5日| |からβ2刺激薬の定期吸入か

らイソプロテレノール持続吸入に変更し呼吸リ

ハビリを開始したところ，酸素依存は残存する

ものの喘鳴，陥没呼吸，哺乳意欲は改善したた

め，入院8日目に一旦mPSL静注を漸減' | 1ll竜と

した。その後，酸素， イソプロテレノール持続

吸入も徐々に減量としたが，入院12日目から喘

鳴，陥没呼吸が再燃し，酸素化不良も増悪した

鐘瓢瀧潔鱒灘雛騨鍵識鰯…
退院入院

0 10 ZO ヨ0 40

苔】

……癖一m抄くI mpSL､mPSL

LTRA

…司
諦

イソプロテレノールル鴬減戦入

【CNEP管理の詳細（①）およびCNEP開始後

の心拍数，呼吸数の検討（②)】

①CNEPの管理条件は陰圧: -5cmH20とし

た。低体温，褥瘡予防目的に311寺間装着+1時

間休憩をlクールとし， 24時間当たり6クール

ステロイナ畷入

啄吸ﾘﾉ〕ビリ
輻

CNEP

図1 入院後経過
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なく患児の協力が得られやすい点，装着中も会

話や食事，哺乳が可能である点，患児，その家

族ともに高いQOLを得ることができる点など

がNPPVよりも優れており，小児呼吸不全患者

にとって非常に有用であると考えられる。

CNEPの短期治療効果について，気管支喘息

により急性呼吸不全に至った3歳児に対し持続

陽陰圧管理を行ったところ, 1時間以内に心拍

数・呼吸数の改善を認めたという報告がある。

我々は喘息発作に対しCMP管理を行ったとこ

ろ，開始2時間以降に有意に心拍数，呼吸数の

改善を認めた。小児急性呼吸不全に対する

CNEP管理は，換気補助を行うことによって心

拍数，呼吸数の改善に有用である可能性が示唆

された。

小児におけるCNEP管理と気管挿管管理につ

いて，急性呼吸障害を呈した小児例に対する

CNEP管理は気管挿管例と比較して呼吸管理時

間と入院期間を有意に短縮したと報告されてい

る。また無呼吸発作を合併する小児急性細気管

支炎に対するCNEP管理は，気管挿管率を減少

させ，陽圧換気法と比較して入院期間を短縮し

たとの報告がある。本症例では，長期のステロ

イド投与を含む喘息治療にもかかわらず酸素依

存を含めた喘息症状が持続していたが,CNEP

管理により速やかに呼吸状態は改善し，侵襲的

な気管挿管を回避し得たと考えられる。過去の

報告同様，呼吸補助療法としてのCNEP管理

は，侵襲的な気管挿管の回避に対して有用であ

ると考えられ，今後多数例での前方視的検討が

待たれる。

心拍識 。P卑妬 坪吸叡 ．p塾6

(回扮〉
170

150

130

110

90

70

ゴ阜卜
鍔認ユ…2…き…

図3 CNEP図開始後の心拍数，呼吸数

統計にはt検定を用い, p<O.05を統計学的に有意
とした。

管理とした。②CNEP装着時，開始1時間後，

開始2時間後，開始3時間後における心拍数，

呼吸数をそれぞれを14クール分につき比較した

（図3)｡CNEP装着時と比較すると，開始2時

間後，開始3時間後に心拍数，呼吸数ともに有

意に減少していた。

【考察】

今回，乳児喘息に伴う急性呼吸不全に対し

CNEP管理が奏功したl例を経験した。小児科

領域においてⅢVによる呼吸管理は非常に有用

で，その中でもCNEPはより生理的で効果的な

換気を提供できる可能性がある。CNEPは体外

からキュイラス（胸当て）を装着し，胸郭周囲

に持続的に陰圧をかけることで横隔膜を引き下

げ，胸郭を拡張し，換気を補助する。臨床的に

はCPAP (Continuouspositiveairway

pressure) と同等の換気効果と報告されるが，

特に横隔膜直上の肺底部の換気量を増大させ，

より末梢のエアーエントリーを増加させる点が

陽圧換気との大きな違いである。また，呼吸不

全や長期間の人工換気によって消耗，衰退して

いる呼吸筋の疲労改善効果も見込める。一方，

CNEPと同じⅢVであるNPPV(Noninvasive

positivepressureventilation) も近年小児'|曼性

呼吸不全合併例を中心に普及を遂げている。

NPPVは陽圧換気でありCNEPは陰圧換気で

あることが大きな相違点であるが，両者を比較

するとCNEPは陽圧換気で生じるVAPが回

避可能である点，着脱は容易で顔面への刺激が

【結語】

喘息発作により急性呼吸不全に至った乳児に

対しCNEP管理が奏効し，気管挿管を回避でき

た1例を経験した。小児の呼吸不全に対する

CNEP管理は非侵襲的な呼吸管理法であり，非

常に有用と考えられた。
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もとに臨床・基礎研究にも積極的に取り組み，

|玉|内発表のみならず海外ジャーナルに毎年多数

の研究成果を発表しています。文部科学省科学

研究費や厚生労働省科学研究費補助金をはじめ

とした研究費獲得にも積極的に取り組み，多く

の研究課題が採択されています。女性の先生方

も多く，現在子育て中のママさん先生も3人お

られますが，臨床および研究において素晴らし

い活躍をされています。

次に，最近の当院のトピックスを2つ紹介し

ます。一つ目は飯島教授が長年取り組まれてい

た小児期発症難治性ネフローゼ症候群に対する

リツキシマブ療法の開発研究が評価され， その

成果がLancet誌に掲載されました。これによ

り難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマ

ブ治療が保険適用を取得しました。質の高いIMi

床研究（医師主導治験）が成功を収め，新聞等

大きく報道されました。臨床研究のあるべき姿

が示されました。二つ目は，竹島泰弘特命教授

が兵庫医科大学小児科学主任教授に就任されま

した。その後任として，若輩者ですが私がこど

も急性疾患学部門の特命教授を拝命いたしまし

た。これまで新生児の臨床と研究を中心に活動

してきましたが，今後は小児のcommondisease

の分野にも活動の幅を広げて，研究を行ってい

」医局だより西東

神戸大学大学院医学研究科

小児科学分野／

神戸大学医学部附属病院小児科

神戸大学大学院医学研究科小児科学分野

特命教授・診療科長補佐

森岡一朗

神戸大学大学院医学研究科小児科学分野/神戸

大学医学部附属病院小児科の紹介をさせていた

だきます。当院は，飯島一誠教授をリーダーに

「明るく元気な小児科｣， 「診療も研究も日本一

を目指す」をモットーとして総勢37名の小児科

医が力を合わせて| ｜々活動しています。当院の

診療はこどもセンター（小児） とNICU(新生

児）の2つで診療・研究・教育にあたっていま

す。こどもセンターにはさらに腎臓，血液腫

瘍，神経，筋・代謝，発達行動のグループがあ

ります。当院は，超低出生体重児から小児期の

種々の難治性疾患に対する最新医療，腎移植や

造血幹糸lll胞移植などの移植医療，発達障害や心

の問題等の幅広い領域に対応しています。また

日々の臨床の中で見つけたclinicalquestiOnsを

蕊
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献したいと考えています。世間では小児科医不

足が叫ばれておりますが，私たちは下を向くこ

となく ，一致'11結して子ども達とその御家族の

ために臨床や研究に頑張っていきます。どうぞ

これからもよろしくお願い申し上げます。

最後になりましたが，いつも診療面のみなら

ず多くの面でご支援いただいています兵庫県小

児科医会の先生方にこの場を借りて感謝申し上

げます。

きたいと考えています。

真面目な話ばかりになりましたが， もちろ

ん，歓送迎会，忘年会はもちろん，夏にはビー

ルパーティーなども行いスタッフ間の親|産に努

めています。

ここ数年は大学院進学を希望する若手の小児

科医が多く集まってきており， 当院の診療・研

究体制を今後ますます発展させ， 「リサーチマイ

ンドのある若手小児科医の育成」に努めていく

予定です。その結果，地域小児医療の充実に貢

市立伊丹病院小児科 もバージョンアップしています。

小児科関連でも，平成20年4ノlから近隣に阪

#'l'北広域こども急病センターが|)|1設され，平l l

夜間と休日 (iz ･ u ･祝日）の一次救急診療を

把ってくれるようになり，時間外救急の役割分

扣と救急受診慰者の棲み分けがⅡ]能になりまし

た。当院の小児科も， 同時期から新医師臨床研

修制度で初期研修を修了し，小児科專門医を目

指す後期研修医（専攻医） を3*新しく迎える

ことができ，大きな節目を迎えました。ただし

専攻医は1～2年で異動しますので，毎年專攻

医の確保には苦労をしています。現在小児科專

攻医は1名ですが， 5名の常勤医（主任部長，

部長医長， 吊り医長，医員） と2名の常勤嘱託

医と合わせて8名の所帯でやっております。ま

た初期研修医が2ヵ月のローテーションで小児

科の"|修に回ってきています。

時間外救急については，当院は阪神北圏域二

次輪番病院として現在は平日月曜，木曜の当直

帯，第2， 4， 5土日の日直・当直帯の二次搬

送描院として中心的な役割を果たすとともに，

阪神北広域こども急病センターへも当院の専攻

医が月1回出務しております。

平成25年度の診療実績としては，入院患者数

945名（うち新生児の入院105名）で，外来忠者

数（救急外来受診者数を含む）は，延べ11,601

主任部長

三木和典

前回小児科医会報の医局だより西東に寄稿し

たのが平成19年秋ですので，すでに7年以上の

年月が経ちました。この間に市立伊丹病院自体

も大きな飛朧があり，新規標傍科も増えて平成

22年9j1から兵庫県指定がん診療連携拠点病院

の指定を受け，平成23年11月からは地域医療支

援病院の承認を受けました。平成25年l ノIから

はversion6の日本医療機能評価機構の認定を受

けました。平成26年12月現在では25診療科（内

科系12,外科系13) ,医師数107名（うち初期臨

床研修医12名）の大所帯となっています。ハー

ド面でも，平成24年8jjから新医局棟がオープ

ンし，平成26年7月からは電子カルテシステム
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せねばならないと思われます。

また12成29年度からは| |本専門医制評ｲill ･認

定機椛のもとに新しい小児科専門医制度が始ま

る見込みであります。小児科学会が新しい制度

への移行に熱心にIIXり組んでおりますことか

ら，大阪大学小児科を基幹病院とするフ･ログラ

ムを'|!心に置きつつ，県立塚| 1病院小児科（平

成27年度に県立尼ll'f総合医療センターに統合）

を基幹病院とする阪神間のプログラムと兵庫医

大小児科を基幹捕|塊とするプログラムにも入り

準備を整えるつもりです。

現在小児科のベッド数は小児病棟（小児入院

管理指導料3適川）が26床で，新生児・未熟児

病床10床（現在休床中）ですが，産婦人科入院

診療の再開に伴って病床数が改変される可能性

があります。

今後とも当院の理念である安全で，安心な，

質の高い医療を提供すべ〈，地域の診療所や病

院と述携を深めて，努力を稚み重ねてゆきたい

と考えております。小児科医会の先生方には引

き続きご指導．ご鞭挫をよろしくお願い巾し上

げます。

名(1日平均49名）でした。こう書きますと痂

院も小児科も順風満帆のように思われるのです

が，決してそうではなく平成26年4月から退職

や異動により常勤の産婦人科医が居なくなり，

外来診療は続けていますが入院や分娩は一時停

11二を余儀なくされ，新生児・未熟児病床も一時

休止という事態になっています。この件につい

ては，伊丹市長や当院の事業管理者などの多大

なご尽力により，平成27年4月から宝塚市立病

|塊とも協力した新しい地域産婦人科診療体制が

再開される方向性がつき， また新しい時代が始

まることが期待されますが，新生児医療の復活

にli'jけてわれわれ小児科|壷の役割を今一度自覚

吟鮮
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を演奏することもあります。年に1回1月の最

終日曜日頃に演奏会を行い，合奏練習は約1カ

月前と2週間前の土日と前日だけというとても

短い時間で仕上げます。当然1カ月前の土曜| I

は忘年会， 2週間前の土曜'1は新年会，本番後

は打ち上げで，音楽よりも半分は飲み会をする

のが主なる目的のようにも,I&(えます。でも毎年

‘|喪かしい顔を見て，合奏することが出来るのは

本当に喜ばしい事です。演奏会を聴きに来られ

るのは， 入院患者様， そのご家族やお見舞いに

来られた人，団員の家族や友人，現役の学生や

たまたま通りすがった人まで，色々な方々がい

らっしゃいます。一応演奏会に対するアンケー

トも行っており， 中には厳しいお言葉もありま

すが， 「癒されました｡」 「免疫力が上がりそうで

す｡」 「頑張って下さい｡」等，概ね好意的感想が

多く，次回の演奏会へのモチベーションになっ

ております。平成26年からは， どういう訳か私

が川崎記念管弦楽団の団長に就任してしまいま

した。結成から15年余りが過ぎ，団員のマンネ

リ化と高齢化の中，私の団長就任期間中にオケ

が消滅してしまうのでは？という不安を感じな

がら，何とか存続させていこうと模索しており

ます。

一方， はちわかこどもクリニックでは, 18年

より待合室コンサートを不定期ながら年に’回

のペースで行っております。 10年前に診療所を

移転し， 最初は待合室も広くなったので

「ちょっとコンサートでもやってみるか｡」 とい

う軽い気持で始めました。 しかし，第1回のコ

ンサートが終了したときに，参加されていたあ

るお母さんが目に涙を溜めて，私の手を握りな

がらこう言ってくれました。 「先生，有雌うござ

います。生のコンサートなんて，子育てが一段

落つくまで諦めていました。それも， こ－んな

l lの前で｡」この言葉に背｢|'を押されて， コン

サートを続けようと心に誓いました。

コンサートを始めるにあたって，子どもたち

ﾘ'し'一| ・ |ｵ､､|い'そ|う

医療機関と音楽

病院コンサートと待合室コンサート

はちわかこどもクリニック

八若博司

壌譲鳶

三木市の河合先生から引き継ぎました八若で

す。

中学，高校と吹奏楽で，大学からは室内管弦

楽団に所属し， クラリネットを吹いておりまし

た。大学卒業後はオーケストラで演奏なんても

うすることはないだろうなと思っておりました

が，平成9年に私が所属していた川ll1奇医科大学

室内管弦楽団の定期演奏会が25回目を迎え， 25

回記念演奏会としてそのステージに乗ることが

出来ました。それを機会にOBオーケストラを

やろうという声が上がり，翌年川lll奇記念管弦楽

|刑が結成されました。結成当初は大学近郊にあ

るホールを借りて行っておりましたが，元々忙

しい人たちの集まりですし，遠方から来られる

OBも多<,準備やら費用やらが大変で， 「医学

部のOBオケなんだから，大学病院で演奏会を

やったら？」と平成16年から大学病院の講堂や

ロビーで行うようになりました。30名程度の団

員数で，練習時間も短いので曲はモーツアルト

やくートーヴェンのような古典の曲が多いです

が， なかにはルロイ ・アンダーソンのようなl l lI
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関係から，一緒になって音楽を楽しむ関係に変

わります。診療だけでは見ることが出来ない，

子どもたちやその保護者の一面を垣間見ること

が出来て，新たな発見が多くあります。そし

て，そのことが次の診療の機会に大きく役立っ

てくれることもあります。

平成27年度は病院コンサートが15回目，待合

室コンサートが10回目の節目の年になりまし

た。今年は， どんな曲を演奏しようかな？誰を

コンサートに呼ぼうかな？と考えながら，勝手

にコンサートを想像しニタニタしている私がい

ます。出来る限りこの二つのコンサートを末長

くやって行きたいと考えております。

次は同期の宮本元先生にお願いします。

《姫路市》

は大声を出したり， じっと出来ずにウロチヨロ

して，演奏の邪魔にならないだろうか？という

ような不安がありました。でも蓋を開けてみる

と，不安は見事に裏切られました。生の音楽の

素晴らしさに，子ども達はとっても静かに，大

きく目を見開いて聴き入ってくれます。お母さ

ん方も病気の子どもを連れてくる時のような不

安で，疲れた顔でなく， ちょっとおしゃれをし

て，お父さんと一緒に来てくれます。楽しそう

に音楽に聴き入ってくれている顔を見ると，

こっちの方も楽しくなってしまいます。

普段，医療の現場である病院や医院の待合室

がコンサート会場になる。医療現場が社交場に

なる。そこでは普段の医療者と被医療者という

、壬’

鶉251口|卜

j】工－6

明：2015年8鳫

前布ャ三十－

ゴ
８

[お知らせ］

第2回小児在宅医療実技講習会（予告）について

兵庫県小児科医会・兵庫県医師会の共催により標記の実技講習会が下記により開催されま

すので、お知らせいたします。

なお、詳細等につきましては、内容等が決定次第兵庫県医師会週報等にてお知らせいたし

ます。

記

1

2

時
場

12月6日（日） 10：00～16：00

兵庫県医師会館6F会議室

日
会
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’
した。

何を作ったかと申しますと，初,し､者の定番で

先ずはトマト，胡瓜，茄子といったところで，

加えて枝豆， さつま芋も柚えまして，いずれも

初心者にしてはまあまあの出来でした（ '二'両''’

賛)。秋野菜としては大根， ジャガイモ，人参，

小松菜，葱等々で， これらもほぼ収稚を終えて

います。 10ﾉjには符を, ll)lには玉ねぎの1!l'iの

植え付けとエンドウマメの種蒔きをしておりま

す。趣味の野菜作りとはいえ' '二'々雌しいもの

で， 白菜は9月に種まきしたのですがほぼ全

滅， ソラマメは発芽率25％以下と厳しいもので

した。

良い野菜を栽培するいくつかの要素がありま

す。まずは種子とか早苗選びで， 人抵のものは

そのあたりにあるホームセンターで売っていま

すが， 間違いがないのは'〃門の種伽1吋か農協で

取り扱っているもののようですoホームセン

ターのものは少し安いのですが当たり外れがあ

りますので，つまり種子･代はケチらず専門店で

ブランド品を買うのが良いようです。

次に|xですが, Inんぼであったか，畑であっ

たか等々．要するに元の地所が肥沃であるかそ

うではないかで成果は大きく左右されます。わ

たしの菜園はこれまで主として稲作のみを行っ

てきたところなので土としては比較的良で，今

はそれほど手を入れなくてもそこそこのものが

出来ていると思われます。これから色々のもの

を植えていくと土が次節に変わるので， その時

にどのように施しをするかで作物の出来が違っ

てくるようです。

野菜が生育するには日光と水と肥料は不可欠

です。どの野菜も基本的によい日当たりを好む

のは言うまでもありません。水分は野菜の種類

により至適量が違います。たとえばトマトは比

較的渇水に強い（むしろ控えたほうが良い） よ

うですが，茄子は渇水に弱く毎H水遣りしない

とすぐに弱ってしまいます。いずれにしても真

忙中閑話

遅蒔きながら

横山純好

はじめに私ごとで恐縮ですが，昨年3Ⅱ末を

もって本会の役員を辞しました。在任中， 会員

の先生方には大変お| ' |話になりありがとうござ

いました。この場を借りまして心よりお礼申し

上げます。

さて， 4月から時|l',l的にも体力的にも少し余

裕が出来てきましたので何をしようかなと思っ

ていましたところ，診療所の隣のお百姓さんか

ら「訳あって田んぼを手放したいのだがどうで

すか？」 との声掛けがありました。以前から菜

|東|仕事をやりたいと,思っていた私は渡りに船と

ばかりに，大した広さではありませんがH言'んぼ

を購入しました。昨年5月末のことです。それ

で早速6月から野菜作りをやっております。最

初は鍬をもって自ﾉJで耕すのに精を出していた

のですが，己の体ﾉJのみではとても無理だとす

ぐに気づき直ちに耕転機を買いに行きました。

!{附人したのはクボタTRS-60です。ガソリンエ

ンジンで最高出力6馬力，正転耕うん，逆転耕

うん，畝立て可能です。耕転機のパワーは感動

的で耕作面積は飛躍的に広がり，以後私の余暇

のほとんどが農作業に費やされることとなりま
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き着いた結論は， これらを完全に取り去ること

はできない，共生せざるをえないということで

す。むしろ雑草も時として野菜生育の助けとな

ることがある， という事もわかりました。

菜園農業を始めてよかったことは，近隣のお

百姓さんたちと近づきになれたことです。土に

最も近いところで生活をされている方々のお話

には，普段我々がすごしている空間と違ったこ

とが沢山あり，大変興味をそそられるものがあ

ります。ありがたいことに敷き藁等の菜園材料

を頂くこともあります。どの道においても初心

者が速く上達するには，その道の熟達した方々

からノウハウを教えてもらうのが一番です。文

字通り畑の違う人たちと接するわけで，色々な

機会にお百姓さんたちに接して四季それぞれの

重要なポイントを教わるのは大変有意義でまた

嬉しいものです。 「ナルホド！」と目から鱗が落

ちることしばしばで， まさに「すこしの事にも

先達はあらまほしきことなり」であります。

ある程度の広さの土地があれば様々なものを

栽培できますが，種類と数量を増せば増すほど

やることが沢山出来ます。やりすぎると結局そ

れぞれに対して粗雑になり，土も疲弊し，良い

作物はできません。またこちらの体にも無理が

出て，結局止めてしまえということになりま

す。土を適度に休ますことも必要ですが，放っ

たままで手入れを疎かにすると，田畑は次第に

荒れてきて士を元に戻すのに大変な労力と手間

がいります。このあたりは我々の日常業務にも

通じるものがあり，能力に応じて程々が肝要で

す。

たかが菜園とは言え結構頭を使いますし，体

も使い，細かい手作業もありますのでボケ防止

にはもってこいです。加えて日光によく当たり

ますので，脳内活性アミンの分泌がよくなり抗

うつ作用もバッチリです。農作業ではもちろん

土を耕しますが，大きい作業は耕転機で行い，

細かいところは，鍬を使って手作業でやってお

夏の水遣りは大変で，毎回こちらも多量の水分

補給を必要とします。ただしどの野菜にも言え

ることは生育の過程では水を遣りすぎると，根

を張ることをしなくなりその結果大きく立派に

は生育しません。時には風雨に耐えることも必

要です。肥料は適度に必要です。元肥と追肥

で， どちらも過ぎると植物をダメにしてしまい

ます。 「水と肥料の与え過ぎは植物を枯らしてし

まう」は有名な金言ですが， これはまさに我々

にも，子どもに限らず人を育てるうえで同じこ

とが言えるのではないでしょうか。

もう一つ大切なこと，それは種蒔きの時期で

す。それぞれの品種に適した播種の時期があり

ますが，ベストの時期というのはそれ程幅がな

く （秋蒔きでは数日といわれる)，その期間を逃

しますと成果に大きな違いが出てきます。大抵

は推奨される期間の早い時期に蒔くと生育が早

く収穫期間も長いようですが，早すぎても障害

があるようで，時機を見計らうというのは何事

においても誠に大切なことであります。

農薬は一切使用しておりませんので，いろん

な虫たちがやってきて葉や実を食べたりします

が今のところそれほど被害はありません。多少

見栄えが悪くなることはあっても味には変わり

はありません。新鮮な無農薬野菜をいただける

喜びは何物にも代えがたいものがあります。そ

れに虫たちも生き延びるのに精いっぱい頑張っ

ているのですから，彼らと共生すべ<少しくら

いは与えねばと思います。

除草剤ももちろん使用しませんので，雑草と

りが大変です。季節により生える草も違うので

すが， ともかく野菜を傷つけず雑草だけを取り

去るという指先を使った結構細かい作業となり

ますので脳トレーニングにはなるようです。ま

た無心に行いますので思索タイムともなりま

す。しかしいくら抜いても際限なく生えてきま

すのでまるで一時期流行ったインベーダーケー

ムに似たものがあります。草取りをしながら行
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ります。農陸|には多くの生き物が棲息してお

り，土を掘り起こしますと烏たちがと．こからと

もなく飛んで来ます。 日々顔を会わせています

と，不思議なことに段々'|裂いてきてすぐ近くま

で寄ってきます。それで烏たちといろんなこと

を話すのですが，つくづく実感させられるのは

大地の恵みのありがたさと， この地球は人間だ

けのものではないということです。かけがえの

ない地球を決して人間が破壊してはならない，

と改めて思います。

インフルエンザでも流行らなければ，最近は

診療も暇ですので診療時間中も結構菜原|にl 1 |て

おり，患者さんが来られたらスタッフが1l平びに

来るといった長閑な生活を送っております。先

生方もお忙しいでしょうが時には自然と交わる

生活を送られますようお勧めする次第です。私

も遅蒔きながら始めた農園遊びですのでどこま

でできるか甚だ心もとないことではあります

が，できるだけ楽しみたいと思っています。同

好の士がいらっしゃいましたら色々とお話でも

できれば幸いです。 よろしくお願いいたしま

《明石市》す｡

釦

２

ヶ

〃

１

ゾ

ー

ル

韓

畷

騨

当

錘
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ところに連絡を取ろうとしました。 ところが多

木先生の連絡先が携帯に登録されていません。

登録されていた扇l1会長の河盛先生に連絡が取れ

たものの，生憎当日先生のネット環境が不調で

委員会の場所を調べる事が出来ません。時代遅

れの私はいまだにガラケーしか持っていないの

で，医会のホームページを開く事も出来ず，途

方に暮れてしまいました。

「第1 1可なのにやってしまった」

このままでは小児保健委員会に話を付けてく

ださった多木先生の顔を潰してしまいます。か

と言って， 自分の仕事場（四宮） まで戻って

メールを確認していたら，委員会自体が終わっ

てしまいます。頭の中は真っ白です。それでも

そのまま医師会館の前に佇んでいて，事態がい

い方li1に向かう事はあり得ません。仕方がない

ので，私は歩き始めました。何の宛もなく， と

りあえず西に向かって歩き始めました。そし

て， フラワーロードを左に折れました。

その時ふと思いました。

「以前このあたりで研修会があったよな」

そうです，三宮研修センターで何年か前に小

児|災l係の研修会が開催されたのを思い出したの

です。

「もしかすると， そこで会議が行なわれている

かもしれない」

何の根拠もありません。ただ槌るものはそれ

しかなかったのです。そのままフラワーロード

を南に下がり，三宮研修センターに向かいまし

た。そして建物の''1に入って「今日の催し物」

の掲示を見ると，何とそこには「兵庫県小児科

医会小児保健委員会」の文字が掲げられている

－

１
１
１

(第1回）

小児保健委員会探訪記

今回から新しい企画が始まりました。その名

も「委員長、ちょっとおじゃまします｣Oこれ

は，編集委員会の委員長である私が，県小児科

医会の各委員会に伺ってその委員会の雰囲気を

会員の皆様に伝えるとともに，委員長の先生に

インタビューを行ない先生のお考えを聞かせて

いただくという内容です。この企画を通じて会

員の皆様がそれぞれの委員会をさらに身近な物

と感じていただく事を目的としています。その

第1回は「小児保健委員会｣，春を感じる暖かさ

にあふれた2月211 1 (土）に取材を行ないまし

た。

初回という事で緊張に包まれた私は，当||午

前の診療を終えた後時間的余裕を持って県の医

師会館に向かいました。

「おっ，定刻より20分以上前か。これなら大

丈夫だな」なんて思いながら医師会館に着いて

ビックリ 1会館が開いていないのです。シャッ

ターが閉められた会館は， 人っ子一人いませ

ん。その時， イヤ～な汗が背中をたら～んと流

れ落ちました。

「これは会場を間違えたかもしれない」

医会に関係しているのが編集委員会だけで理

事でもない私は， いろいろな委員会が県の医師

会館以外で開かれるとの発想が全くありません

でした。だから，担当理事の多木先生からいた

だいたメールの[| !で，小児保健委員会の開催日

l1fだけを確認し， 開催場所をきっちりと見てい

なかったのです｡

さあ大変です。そこからあわてていろいろな

驚蝿率擢；

塾
7 －主 宰 f 騨

蟻蝋：
壁 ． :鍵 食

｛…灘鑿貞 ” § …

醤議凝率息

畦

囚
１
，

ではありませ

んか！
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「よつしやあ～」

と'i&!わず声を上げてしまいました。欣喜従躍と

はまさしくこの事です。定刻より20分近く遅れ

てやっとの事に会場に行くと， 当然の事ながら

既に委員会は始まっていました。

専門的な討論がなされていました。

次に②のセクションでは，昨年行われた洲査

結果のまとめを日本保育園保健協議会の定期刊

行物である「保育と保健」に投柚するために，

委員会の出席者全員が一言一ｲﾘにこだわりなが

ら推敵を重ねておられました。それぞれの先生

が少しでもいいものを作りたいとの熱い気持ち

を持っておられ， それがぴんぴんと伝わってき

ました。だからこそ，叩き台になった文章を

ざっと読み流す享なく，入念な縦論がなされた

のでしょう。その過程で論文がどんどんと研ぎ

すまされていく様子は，取材者の私にとっても

とても気持ちのいいものでした。今後委員会で

検討を重ね， さらにブラッシュアップされた論

文が私達の目に届く ｜ |が楽しみでなりません。

最後に③の議題に移りました。前の議題で|］

熱した議論が重ねられた事もあり，残念ながら

この議題にかけられる時間はあまりありません

でした。アンケートが配布されるのはまだ少し

先なので， このアンケートについては引き続き

検討を亜ねる事で当| |の委貝会は閉会となりま

した。

一､一一

前説が長くなりましたが， ここから当| |行な

われた小児保健委員会のlﾉ1容をお伝えします。

当| |の出席者は12"i ,委員長の高H|哲先生，

扣当即事の野間大路先生をII1心に主に次の3点

を'|｣心にディスカッションが繰り広げられまし

た。

①肥満児に対･する生活習慣病予防の指導用フ

ローチャートづくり

②兵庫県|､保育園における健康管111状況の実

態洲査

③兵庫県下の保育所における事故に関するア

ンケート

まず①の肥満児に関連した討論では，昨年12

月に県|､~の病院に送付したアンケートの集計結

果を踏まえ，各委員から様々な意見が出されま

した。今回のアンケートの目的は二次検査実施

機関の診察状況をする事です。そしてその先に

は兵庫県下で統一された肥iil'li児の健診システム

を構築し，健診が未実施の地域への推奨モデル

になるようなフローチャートを作り上げる事が

目標としてあります。そのために今mlのアン

ケートをいかに活川するのか，各委員の先生方

の地域の現状報告や肢新知識の交換も交えて，

委員会が終わってから，委員長の高田哲先/k

に少しお話を伺いました。

芦田「向田先生， お疲れさまでした」

高田先生（以下，敬称l'l5) 「はい， お疲れさまで

した」

芦田「今日初めて小児保健委員会にお邪魔させ

ていただきました。それにしても，皆さん熱

いですね！ 」

高田（笑いながら） 「そうですか。やっぱり小児

科医って，皆さん本質的にはとてもまじめな

方ばかりなんですよ。それは子どもに対する

思いがにじみII I I,ているからだと思います。だ

から， このような委員会でも真剣に取り糸Ⅱん

でくださいます。それが委員会の雰囲気にも

繋がっているのではないでしょうか？」
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｢その通りだと‘思います」

｢先生，今| |はありがとうございました」

｢こちらこそありがとうございました」

高田

芦田

高田

芦田「それは私も思います。 ところで高旧先

生，委員長として今の小児保健委員会をどの

ような方lf'lに引っ張っていこうと思っておら

れますか？」

高[Ⅱ 「まずは開業医の先生方が身近に感じてお

られる問題点を洗い出していきたいです｡そ

れを探ると同時に，その問題点を行政に返す

事がしたいですね。そうする事によって, 1I

頃の診療に役立つものが生まれると,思いま

す。そのためには，実際に使いやすい内容が

求められているはずです。特に日常診療で遭

遇する問題点，それは生活習'|賞だったり育児

の問題だったり， それらをまとめて情報発信

していく事が小児保健委員会に求められてい

る使命だと思っています」

芦| |］ 「碓かに先生のおっしゃられている通りで

すね。そのような情報が委員会から出されれ

ば，私達の日常診療の質も向上するに違いあ

りません」

高田「そのような観点から，今期小児保健委員

会は，肥満，保育所の事故対.策，病児．捕後

児保育の実態訓査，それに平成25年に行なっ

た保育所における健康管理状況の実態調査の

まとめに取り組んでいます。これらはどれも

今こどもたちが直面している大きな問題で

す。今後委員会からｲi'Iらかの指針を出せたら

と思っています」

芦[11 「高田先生，先生が小ﾘJ保健委員会で他に

感じておられる事は何かありますか？」

高田「それは私達の上の世代の先生方の努力で

す。その先生方のご尽力があったからこそ，

今の私達があります。それと時代の移り変わ

りですかね。以前は感染症が!|!心になってい

ましたが，今は生活習慣や育児の問題がI |.心

に変わってきています」

芦RI 「私達小児科|天に求められている事柄も，

時代の変化とともにどんどん変わってきてい

るわけですね」

これ以外にもいろいろとお話を伺いました。

先生は常にやさしい笑みを浮かべながら，私の

質問に真蟄に答えてくださいました。ご自身の

お仕事で日本中を駆け回っておられる高Ⅱl先生

ですが， その多忙な||寺間を割いて小児保健委員

会の委員長を務めてくださっている事に頭がド

がる思いでした。またその委員長を支えておら

れる委員の先生方， また担当理事の先生の一体

感があふれる小児保健委員会でした。

三宮研修センターを出たのが17時過ぎ，私の

前には西の空に沈もうとしている太陽がありま

した。そしてその太陽は真冬に比べて明らかに

輝きを増していました。 《芦田》

蕊 ､ ご W¥; #｡<#;嬢 蔦鍛蕊戦，

足

""""j

鐸域 ｰ：錘一

篠 鶴譲
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広報だよレノ 平成27年4月17日 （金）～19日 （日）

大阪国際会議場／

リーガロイヤルホテル大阪

1．第23回兵庫県地区小児科医会連絡協議会が

平成26年10月4日 （土）に開催された。

2．第31回日本小児科医会近畿ブロック連絡協

議会が平成26年11月15日 （士）に兵庫県（ホ

テルオークラ神戸）で開催された。

3． 「児童福祉法の一部を改正する法律（新たな

小児慢性特定疾病医療助成制度が実施)」 「難

病の患者に対する医療等に関する法律」 「健康

保険法施行例等の一部を改正する政令」が公

布され，平成27年1月1日から施行された。

4．第1回小児在宅医療実技講習会が平成27年

2月1日 （日）に神戸大学地域医療活性セン

ターで開催された。

◇日本小児科学会兵庫県地方会◇

＊第264回

平成27年2月14日 （土）

尼崎市民健康開発センターハーテイ21

*第265回

平成27年5月30日 （士）

神戸大学医学部会館シスメツクスホール

◇近畿小児科学会◇

＊第28回近畿小児科学会

平成27年3月1日 （日）

グランフロント大阪

ナレッジキャピタル

コングレコンベンションセンター◇小児医学講座◇

*第63回

平成27年3月14日 （土）

三宮研修センター

講演l 『小児科医が知っておきたい筋・代

謝疾患j

兵庫医科大学小児科主任教授

竹島泰弘先生

講演2 『遺伝学的診断に関わるテクノロ

ジーの現状』

兵庫医科大学遺伝学主任教授

玉置知子先生

◇入退会・異動◇ 敬称略

４
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／
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岨
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２
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会
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／
／
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／
動
／

６
６
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７
７
７
７
７
６

２
２
２
２
２
２
２
２
２

入
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
異
Ｈ

(姫路市）

(西宮市）

(尼崎市）

(西宮市）

(尼崎医療生協病院）

(高砂西部病院）

(兵庫医科大学）

(神戸市西区）

五百井寛明

安藤康一

岡崎仁志

高橋千晶

佐藤仁美

工藤直子

前川講平

石井 円

坂本 泉

(社会保険神戸中央病院→神戸市北区）

◇日本小児科医会◇

*第26回日本小児科医会総会フォーラム

平成27年6月13日 （士)～14日 （日）

大分県B-CONPLAZA

別府国際コンベンションセンター

◇ご逝去◇

H26/8/16川森豊美先生93歳

（高砂市）

謹んでご冥福をお祈り申しあげます◇日本小児科学会◇

＊第118回日本小児科学会学術集会 《中澤》
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i霧新会員ご紹介霧

せて頂きました。その中で私が生涯のライフ

ワークと考える小児神経診療（障がい児者医

療， てんかん診療など） を， これまでの「病

院」ベースから， より患者様の生活圏に近い

「地域」にて実践したいと思い， 開業を決意し

ました。感染症は予防する時代となり小児科の

地域医療も当然変貌を遂げると思われます。そ

の' | 'で，発達のばらつきを評価されず，画一的

な育児，教育指導などの狭間でもがく ， いわゆ

る発達障害の子と皐もや心理的サポートの必要な

学生など，大柄院ではやや枠組みが大きすぎて

やりにくい分野は， これからの小児科医療の中

で大きなものになると思われます。小児科の基

本を押さえた上でプラスのスペシャリティーを

提供できる「こども診療所」を目指してみたい

と思っております。小児ｲ'l'経専門医として，小

児神経疾患，発達相談，心理カウンセリング

を， てんかん専門医として，幼少期から成人期

に至るまでのてんかん診療， を掲げ， ｜]分が生

まれ育った地元で末永く愛される診療所を目指

して， 日々勉強を続けたいと思います。ご指導

よろしくお願い['二'し上げます。

氏名：足立昌夫（あだち まさお）

勤務先：あだちこども診療所

住所：〒675-0062

加古川市加古川町美乃利465-1

TEL :079-423-2567

FAX :079-423-2577

E-mail:infofrjadachi-kodomo.com

出身枝：神戸大学医学部医学科

趣味：パソコンいじり， ジム通い， ピアノ

抱負（自己紹介） ：

このたび，平成26年5)112Hに力II古川市で開

業しました足立と申します。平成6年に神戸大

学を卒業後は，神戸大学小児科関連施設，最後

は加古川西市民病院に勤務し， その間医師会の

先生方には大変お世話になり，多くの勉強をさ

f

FAX :078-261-3631

出身枝：兵庫医科大学平成19年卒

趣味：旅行，サイクリング

抱負（自己紹介） ：

平成26年4月より上田病院で勤務しておりま

す， | ･,田岡l1と申します。卒業後神戸大学小児科

に入局し，関連病院で研修させて頂いた後，現

在に至っております。 まだまだ大変未熟者です

が，少しでも地域の方々のお力になり， また少

しでも周産期医療に貢献できればと思いますの

で，今後とも御指導，御鞭燵の程よろしくお願

い致します。

■函

氏名

勤務先

住所

上川 剛（うえだごう）

母と子の上田捕院

〒651-0066

神戸' lj' | '央区|玉|香通l-1-4

078-241-3305TEL
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抱負（自己紹介） ：

平成26年5月より神戸市東灘区で小児科医院

を開院いたしました古川逸樹と巾します。この

たびは兵庫県小児科医会への入会をお許しいた

だき，厚く御礼申し上げます。広島県広島市の

出身である私は，大学卒業後はそのまま大学の

医局に入り3年間東京で勤務し， その後は広島

に戻り8年間病院勤務を続けて参りました。妻

が生まれも育ちも関西で，今| ' !l縁あって神戸市

で開業させていただくことになりました。今後

は一小児科医として乳児健診や神戸こども初期

急病センターといった事業に積極的に参加し，

神戸市，兵庫県の小児医療に少しでも貢献させ

て頂ければと思っておりますので， まだまだ至

らぬ点が多々あると思いますが，今後とも御指

導御鞭燵の程宜しくお願い致します。

！篤 ”

；識”

亨鍵

ず"~■

氏名：古川逸樹（ふるかわはやき）

勤務先：古川小児科

住所：〒658-0015

神戸市東灘区本山南町85-32

TEL :078-2005188

FAX :078-200-5688

出身校：東邦大学平成15年卒

趣味：読書

抱負（自己紹介） ：

平成23年6月より，姫路| |]内で父親のクリ

ニックを継承し診療にあたっております。大学

卒業後は母校の小ﾘj科に入局し，大学ｿi)j院や関

連病院で小児医療に携わって参りました。年少

人口が次第に減少していく中，小児科開業医に

は更なる専門性が求められる時代になりつつあ

ると考えています。これまでの経験や知識だけ

では時代のニーズに柔軟に対ﾙ心していくのは難

しく，最新の情報を'l'扁広<習得する必要がある

と考え入会させていただきました。開業するま

では県内での病院勤務経験も雛<，知り合いも

少なかったのですが， 開業後に地域の先生方と

大変有益な情報交換をさせていただくようにな

り， 「つながり」の重要性を実感しております。

兵庫県小児科医会を通じて，できる限り多くの

先生方と知り合い， ご指導を仰ぎたいと思って

おります。今後ともと．うぞよろしくお願いいた

します。

愚
" さ』

： ……､#＊

生生
氏名：五百井寛明（いおいひろあき）

勤務先：五百丼小児科

住所：〒670-0884

姫路市城北本町5-25

TEL :079-2812588

FAX :079-2816125

出身枝：東京医科大学平成11年卒

趣味：カメラ， スポーツ観戦
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抱負（自己紹介） ：

このたび兵庫県小児科医会に入会しました森

信孝雄です。平成23年5月に宝塚市売布で開業

しましたが，本医会への入会は何故か今頃にな

りました。平成元年の大阪医科大学卒業で，大

学病院では平成14年まで助手として新生児医療

に携わり， その後は清恵会病院，済生会茨木病

院と勤務し平成23年開業し現在に至ります。

‘‘子とﾐもの健やかな成長をお手伝いする”を

モットーに子どもたちに接し，地域医療に貢献

できたらと思っております。今後ともよろしく

お願いします。

氏名

勤務先

住所

森信孝雄（もりのぶたかお）

もりのぶ小児科

〒665-0852

宝塚市売布2丁[114-16-3F

O797788995

079778-8966

tmorinobu@kids.zaq.jp

大阪医科大学平成元年卒

ゴルフ

TEL :

FAX :

E-mai l :

出身枝：

趣味：

鎚苫 抱負（自己紹介） ：

この度，兵庫県小児科医会に入会させて頂き

ました。 と､うぞよろしくお願いいたします。神

戸大学大学院医学研究科修了後，済生会兵庫県

病院，公立豊|側病院，愛仁会高槻病院の小児科

に勤務させていただき，福井大学医学部教官と

して医学部生の教育にも従事してまいりました。

平成5年に西宮躬塩ニュータウンに実家が

移った時からこの地域の発展を見てきました

が， どんどん家が増え町が大きくなっていく

中，子供も増え地域に小)ILL科クリニックがない

ことで神戸市北区や宝塚市まで受診されること

を聞きいつかこの地域に貢献できたらと思って

おりました。

おかげさまで平成25年10月に駅前に開業させ

ていただくことができましたので，微力ながら

名塩地域の子どもさん達の役に立てるよう邇進

していきたいと考えています。

『 ■

氏名：

勤務先：

住所：

安藤康一（あんどう こういち）

あんどうこどもクリニック

〒669-1134

西宮市γi塩新町8

エコールなじお5階

0797-62-0111

0797-62-0707

神戸大学平成4年卒

バイク，写真

TEL :

FAX :

出身校：

趣味：
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出身校：滋賀医科大学平成8年卒

趣味：スキー， ピアノ

抱負（自己紹介） ：

平成26年5月から芦屋川で小児科クリニック

を開院させていただきました。京都に生まれ，

京都に育ちましたが，結婚後は神戸， 1呵宮で過

ごしており， そろそろ兵庫県での生活の方が長

くなります。娘が2人いますが，春からそれぞ

れ高校生， 中学生となり， だんだん自立してい

くのが嬉しくも寂しくも感じる今日この頃で

す。まだまだ未熟者ですが，少しでも地域医療

に貢献できるようにと努力してまいりますの

で，今後共ご指導， ご鞭推のほどよろしくお順

い致します。

氏名：民田永理（たみたえり）

勤務先：ひよこキッズクリニック

住所：〒659-0084

芦屋市月若町8-2-2

アマーレ芦屋川1階

TEL :0797-221450

FAX :0797-26-7501

E-mai l :hiyokokids@able.ocn.ne.jp

休院（平成25年8月） し閉院した後， 同地に新

規開業することになりました。

勤務医時代は， 日常診療や専門とするアレル

ギー疾患や小児救急医療の分野においてり1)i診連

携，病病連携等で地域の先生方や大阪府ドの基

幹病院の先生方のご指導の下，地域医療の発展

のため微力では有りましたが， 日々奮闘してお

りました。また， 臨床研修制度開始後は卒後臨

床研修指導医や研修委員会委員長などを務め学

生の卒前研修や卒後研修にも取り組んでおりま

した。

この度一身上の都合により地元に戻り，伝統

ある兵庫県小児科医会に入会させて頂くことに

なり大変光栄に存じます。

これからも地域医療に貢献できる様， ｜｣々研

讃を続ける所存で御座いますので， ご指導ご鞭

捷のほどよろしくお願いいたします。

氏名： |川崎仁志（おかざき ひとし）

勤務先: lillll奇こどもクリニック

住所：〒661-0032

尼崎市武庫之荘束l ｣~H1-12

TEL :06-4950-0542

FAX :0649500548

E-mai l :clinic@okazaki-kodomo.com

出身枝：関西医科大学 H日和57年卒

趣味：下手なゴルフと釣れない釣り，

H彫転諺f朧‘当‘
エJ,LaJ、皿ⅡL貝

抱負（自己紹介） ：

平成26年5j1から尼崎市で小児科クリニック

を開院いたしました。大学卒業後は6年間小児

科学教室に勤務し，昭和63年から東大阪市の河

内総合病院小児科に26年間勤務しておりまし

た。開院した場所は実家であり，元々亡父が内

科医院を開業しておりましたが，病気療養後に
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|社会保険’
保険調剤薬局は特定医療材料を交付でき

る

・在宅療養後方支援病院の新設

・在宅患者共同診療料の新設

・在宅患者緊急入院診療加算の見直し

・小児科外来診療料の見直し

（シナジスの出来高算定）

・相談支援専門員の業務の充実は「基金」

の運川案の中に反映

3．兵庫県小児科医会社会保険委員会報告

「次回診療報酬改定要望に対する意見につ

いて」

・小児科外来診療料の増点

・診療情報提供料(1),同日再診・小児科

外来診療料の休日・時間外加算等を算定

する場合の減点特例についての見直しの

包括からの除外の見直し

・小児のアトピー』ドli皮膚炎，食物アレル

ギーの患者に対して療養指導した時， 月

2回の療養指導加算の算定を可能に

・乳幼児育児栄養指導料の年齢拡大と増点

・在宅総合診療料を算定している患者は，

小児科外来診療料ではなく出来高算定で

きるように

・在宅療養指導料の後方支援病院と診療所

で異なる指導料算定要件の緩和

・診療所における血液ガス算定の保険点数

復活

4．保険審査上の諸問題

・急性期に冠動脈後遺症が無かった川崎病

既往児の経過観察検査について

・甲状腺疾患に関する検査について

5．その他

・次期社保・国保診擦報酬審査委員の推薦

に関する件

． 「B型肝炎ワクチン接種時期の変更に伴

う趾子感染予防指針：低出生体重児等の

特別な場合に対するI I本小児科学会の考

社会保険委員会報告

1 ）平成26年度第4回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（平成26年10月2日兵庫県医師会館）

日時：平成26年9月13日 （土）

会場：三宮研修センター

参加者：明石恭治，稲|+｜ 徹，大石康男，大倉

完悦，太田國隆河盛重造， 久呉真

章，木花厚生，佐野公彦，柴田始宏，

辰己和人， 田中一宏，冨田安彦，二宮

道人，早野昌毅，松原康策，三村嘉寿

男，森岡一朗， 山田一仁，横Ill純好

議題：

l . 日本小児科医会社会保険委員会報告

「平成26年度診療報酬|改定における影響率

調査」 （平成26年5月，属性：小児科単独標

傍，小児科外来診療料採用，主として院外

処方）

件数占有率日数占有率点数占有率影響率
0～2歳 43.9% 49.9% 56.1% +1.60%

3～5歳 26.2% 23.1% 21.7% +2.15%

6～9歳 21.4% 20.7% 16.4% +2.51%

10～19歳 8.2% 6.1% 5.7% +1.99%

20歳以上 0.3% 0.2% 0.2% +3.55%

合計 十1.89％

2． 日本小児科学会社会保険委員会報告

「平成26年度診料報酬改定で反映された項

目」

・新生児特定集中治療室退院調整加算2の

見直し

・新生児特定集中治療室退院調整力||算3の

新設

・在宅療養指導料の通則の見直し

複数の施設で在宅療養指導管1I!料を算定

できる
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<申請先＞

神戸市内

神戸市こども家庭局

こども家庭支援課

(078-322-6513)

姫路市内

姫路市保健所予防課

(079-289-1635)

尼崎市内

尼崎市保健所健康増進課

（06-4869-3053）

西宮市内

西宮市保健所健康増進課

（0798-26-3669）

上記以外

兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課

(078-341-7711)

<必要書類〉

指定医療機関

・小児慢性特定疾病医療費助成指定医療機

関指定申請書指定医

・小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼履

歴書

・医師免許証の写し

・専門医であることを証明する書類の写し

え方」

2）平成26年度第5回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（平成26年12月4日兵庫県医師会館）

「新たな小児慢性特定疾病医療費助成における

指定医療機関及び指定医の指定申請」について

平成26年5月に公布された「児童福祉法の一

部を改正する法律」により，平成27年1月1日

から「新たな小児慢性特定疾病医療費助成制

度」が始まる。新制度では，兵庫県知事（神戸

市，姫路市，尼崎市，西宮市においては市長）

の指定を受けた医療機関（指定医療機関）が行

う医療に限り，小児′|曼性特定疾病の患者が助成

を受けることができる。また申請に係る医療意

見害は，知事又は市長の指定を受けた指定医が

記載することが要件となる。

1．指定医療機関

支給認定を受けた患者に対する医療等を提

供する医療機関等（病院・診療所，薬局，訪

問看護事業者）で，都道府県知事・政令指定

都市市長・中核市市長の指定が必要｡ (指定医

療機関でなければ償還払いの対象とならな

い）

2．指定医

疾病の診断又は治療に5年以上従事した経

験（臨床医研修の期間を含む。また，小児慢

性特定疾病以外の診断・治療経験も可）があ

り，①厚生労働大臣が定めた専門学会の専門

医資格を有する，又は②都道府県等の実施す

る指定医研修（実施については現在未定。詳

細が決まり次第通知） を平成29年3月31日ま

でに受講することを条件として申請する医

師。 （有効期間は5年）

3． 申請手続き

3）平成26年度第6回兵庫県小児科医会理事

会・社会保険委員会報告

（平成27年2月5日兵庫県医師会館）

1．難病及び小児特定疾病の新たな医療費助成

制度並びに高額療養費制度の改正

①児童福祉法の一部を改正する法律

・医療費助成制度の対象疾病の対象拡大

(514疾病から704疾病に）

・月額自己負担限度額の変更

②難病の患者に対する医療等に関する法律

・医療費助成制度の対象疾患の拡大（56疾
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；

病から110疾病に）

・月額自己負担限度額の変更

③国民健康保険法施行令の一部改正

･70歳未満の高額療養費の算定基準額の所

得区分を3段階から5段階に細分化

・75歳到達時の高額療養費の算定基準額の

所得区分を3段階から5段階に細分化

･70歳以上の被保険者に係る一部負担金の

割合の判定方法の見直し

2． インフルエンザに関わるレセプト請求上の

留意点

①インフルエンザウイルス抗原定性（いわゆ

る迅速検査） をl病名に対し2回以上実施

した場合は， レセプトにその必要理由を記

載する必要がある。

②インフルエンザウイルス抗原定性は「イン

フルエンザの疑い」あるいは「インフルエ

ンザ」の病名が無い場合は算定できない。

③インフルエンザウイルス抗原定性が実施さ

れていなくても，臨床症状からインフルエ

ンザと診断できれば抗インフルエンザ薬の

投与はできる。

④タミフルなどの抗インフルエンザ薬を処方

した場合は「インフルエンザの疑い」病名

では査定される。

⑤インフルエンザに細菌感染が混合感染をお

こしている場合は抗生剤の投与もあり得る

が， 「2次細l推i感染」や「気管支炎」等の炳

名が必要。

⑥タミフルなどの抗インフルエンザ薬の予防

投与は保険では認められず自費診療とな

る。予防投与は，同居人・家族のインフル

エンザ発症の条件のもと， 65歳以上の高齢

者等「ハイリスク者」への薬効適応は認め

られており，処方せんは発行できるが保険

適応ではない旨を対象者に｛il認しておく必

要がある。

《佐野》

感染症対策

感染症対策委員会報告

感染推対策委員会は会員先生方のご協力のも

と, 111l!洲に活動をすすめています。

1 ． 「ヒトメタニューモウイルス感染症の臨床像

調査」は，前回の医会報にも書きましたとお

り，病院小児科の協力もあり, 300例近くの症

例が集まりました。この結果につきましては

第118回日本小児科学会学術集会（大阪）で八

若委員が発表します。なお，本調査は平成27

年度もり|き続き実施する予定です。

2． 「保育士等，幼稚園．保育所従事者の，麻し

んおよび風しんの予防接種歴や抗体の有無に

ついて，管理者や行政がどの程度把握できて

いるかに関する状況洲査」につき， アンケー

ト調査を実施しました。公立の幼稚園小．

中学校に関しては市町教育委員会に，公立保

育所に関しては市町11当部署に， また私立幼

稚園・保育所に関しては会員の先生方にご協

力をお願いいたしました。アンケートの内容

は，①就職時にスタッフの罹患歴， ワクチン

接種I縦のｲi惟認をしているか，②罹患歴， ワク

チン接種歴がない場合の対応等につき調査し

ました。結果として，教育委員会，保育所担

当部署において麻しん．風しんの罹患歴．ワ

クチン接種歴を確認している市町は皆無で

あったのに対し，一部の私立幼稚園．保育所

では罹患歴・ワクチン接種歴の確認だけでな

くワクチン接種を勧奨しているところもある

という興味深い回答を得ることができた。麻

しん，風しんは厚生労働省から特定感染症予

防指針が示されており， そのなかで保育や教

育にかかわる職員で，罹患歴がなく2回のワ

クチン接種をうけていない者に対してワクチ

ン接種を勧めるよう明記されているにも関わ
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らず，罹患歴すら確認していない自治体の怠

慢が明らかになったわけであり， この結果を

もとに自治体へ働きかけていきたいと考えて

います。本調査の結果については第26回日本

小児科医会総会フォーラム （大分）において

中西委員が発表の予定です。

3． 「おたふくかぜワクチン安全性調査」は平成

27年2月末現在， 74医療機関からのエント

リーをいただき，順調にスタートをきること

ができました。 また平成27年2月26日，兵庫

県健康生活科学研究所の倫理群査委員会で承

認を得ることができ， 4月1 1 lより正式に研

究がスタートします。 3年間の予定ですが，

参加|医療機関の先生方のご協力， よろしくお

願いいたします。なお，本研究への参加は随

時できますので，お一人でも多くの先生方の

参加をお願いいたします。

また平成27年度の事業計画として，現在進f｣：

中の事業に加え，実地診療の参考になる， 「いま

さら聞きにくい，でも他の先ﾉl臭はどうしている

のだろう？」というような調査を検討していま

すので，先生方のご協力， よろしくお願いいた

します。 《吉川》

今年度は，兵庫県下の病院小児科における

肥満症児の診察状況についてのアンケートを

行い，二次検査実施機関の実態調査を行っ

た。昨年12月に勤務医委員会から教えて頂い

た県下病院小児科のリストをもとに，辰己委

員が作成されたアンケートを計66施設にメー

ルやFAXを送った。最終的に41施設から回

答を得た。結果としては，肥満児專1冊]外来が

あるのは4病院で，専門外来はないが診察可

能であるのは29病院であった。市町で公的な

肥満症児の健診システムがあるのは，尼1115

市・川西市・姫路市・神河町であった。診察

可能な33病院中，会員限定で内容を公表可と

｜皿|答された27病院のリストを医会ホームペー

ジに掲載の予定とする。また，肥満児健診に

ついての様々な自由意見が寄せられた。 とく

に，専門外来を持つ施設から健診の実施時期

や内容について具体的な問題点が挙げられて

いた。 日本肥満学会の小児肥満症ガイドライ

ンが昨年10月に改訂されたので，それを参考

にしながら，来年度は最終的なフローチャー

トや検査項|=|等を決定する。

2．保育所等における子どもの事故防l上対策に

ついて

（○梶山，高田，藤田，櫻木，大橋）

平成27年4月より子ども ・子育て支援新制

度が実施されることになっているが，認定こ

ども園などが大'l1日に増加し，保育の質の変化

が懸念されている。平成18年に本委員会にて

家庭での乳幼児の事故の実態と親の意識に関

する調査を行っているが，新制度導入後の保

育施設における乳幼児の事故の予防管lll1につ

いて実態調査を行う予定である。今年度は梶

山委員が作成された「兵庫県下の保育所等に

おける事故に関するアンケート調査」の内容

を検討し， アンケートの実施・回収の方法や

対象とすべき施設について協議された。公的

な保育所よりも，認可外保育施設や小規模保

小児保健委員会報告

(平成26年9月13日，平成27年2月21日開催）

今期の検討課題と委員の分担を以下のように

決定し，協議を進めた。

協議事項：

1 .肥満症児に対する生活習|貰病予防の指導用

フローチャートづくり

（○辰己士屋，転馬，杉原，野間）
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育施設を対象にしてアンケートを行いたい

が， 自治体がそれらの施設を正確に把握して

いるかどうかを， まず調べる必要がある。次

回の委員会までに委員が所属する地区での実

態を調査する。

3．病児・病後児保育についての実態調査

（○和田，筒井，乾，谷口， 中沢）

病児・病後児の保育施設は地域での格差が

大きい。すなわち，医療機関併設型の施設が

多い地域もあれば，保育施設併設型しかない

地域， ファミリーサポートで病児もカバーし

ている地域など，様々である。これは自治体

行政の方針に依るからなのであるが，現在，

兵庫県|ﾉ1ですでに運営されている病児・病後

児施設における問題点や市町の実情などを調

査する。来年度に調査の方法やアンケート内

容について検討する。

4．兵庫県下保育園における健康管理状況の実

態調査

昨年の日本小児科医会総会フォーラムで桜

木委員が発表された「兵庫県下保育園におけ

る健康管理状況の実態調査」の結果をH本保

育園保健協議会の「保育と保健」誌に研究論

文として投稿するため，最終校正を行った。

《野間》

ことと致しました。前回の調査からの経時的な

変化を知るための継続した調査項目のみなら

ず，新たに時間外勤務（当直，時間外呼び州し

や待機勤務など）に対する処遇（手当や代休な

ど） についての調査項目を新たに加えて実態と

問題点を明らかにしたいと考えています。医療

クラークの導入など勤務医の負担軽減対策につ

いても，前回からの変化を調べたいと思いま

す。女性医師の勤務に|判しては，病院で出産

後，育児中の女性医師の勤務体制の整備状況を

洲査するとともに，実際どのような形態で勤務

されているかの実態調査も行いたいと考えてい

ます。さらにこれらのアンケート結果を基に，

女性勤務医を対象として，病院での勤務にあ

たって問題となる点や改善すべき点について二

次的な調査を行ってはどうかという意見もいた

だいております。現在，病院勤務医のメールア

ドレスを新規にアップデートし， アンケート案

の作成を行っております。少し作業が遅れてお

りますが，来年度早々には発送し，データを収

集したいと考えております。これらの調査結果

を基にして勤務医や女性医師が働きやすい環境

づくりのためにどのような方策が必要なのかを

勤務医委員会として提案できればと考えており

ます。ご多忙のところ恐縮ですが，先生方の貴

重なご意見をいただけましたら幸いです。ま

た，今年度には，小児在宅医療委員会が行いま

した超重症児，準超重症児の医療的ケアに関す

るアンケート調査，小児保健委員会が行いまし

た肥満児健診に関するアンケート調査では勤務

医会員の先生方にご協力をいただきありがとう

ございました。今後とも会員の皆様方のご協力

ご指導を宜しくお願い申し上げます。《米谷》

勤務医委員会報告

勤務医委員会では，今年度も久呉真章先生に

委員長を引き受けていただき，昨年7月5日に

第1回の勤務医委員会を開催しました。平成22

年度に続いて今年度も病院勤務医のQOLや女

性医師の勤務状況と抱える問題点などについて

病院勤務医を対象にアンケート調査を実施する
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があると思われました。

兵庫県小児科医会には充実したホームページ

があり，一般の人々にも小児救急医療情報を提

供しております。救急医療体制の情報は， 月｜ ｜

と共に変更が多くHP委員会と共に本委員会で

もチェックしております。従来電話相談事業と

して#8000の案内を掲載しておりましたが，各

圏域での電話相談事業も充実して来ましたの

で， これを， 各固域の救急のページに，掲載し

ました。

県医師会では，救急安心センター事業ひょう

ご（救急医療・在宅支援電話相談事業） を兵庫

県に提案しています。これは2411寺間の救急医療

電話相談事業で，小児科の救急医療相談も含ま

れ，実施には，小児科で従来から行われている

＃8000による電話相談との連携が必要と思われ

ます。 しかし，現在, #8000は県全体では深夜

帯への対応がなく，今後，深夜帯への事業拡大

を訴えていきたいと考えております。

本委員会の今期の検討事項の「子どもの事

故」に関して，搬送先の選定に難渋する小児の

外傷等外因性疾患の救急隊による搬送実態調査

を，県下各救急隊にアンケー|､調査を行いまし

た。現在胆l収中で来年度には検討できると考え

ています。 《日野》

救急対策委員会報告

平成26年度救急対策委員会は，二宮扣当副会

長，上谷委員長，太田副委員長，貫名， および

日野担当理事に，県下各地からの委員により32

名のメンバーで梢成されています。従来から，

奇数月の第3木曜日に定例委員会を開催し，県

下各圏域からの小児救急疾患，及び救急医療体

制の動向の訓査検討を行っております。

26年12月まで，各地の救急患者の動向は，比

較的落ち着いた動きでありましたが，年末から

インフルエンザの流行が始まり，委員会で集計

した12)j県下小児救急患者数は25年15860人から

26ｲド24773人と1.5倍以上となり， その,魑者の多

くは年末年始に集中，各地の応急診療所は， て

んてこ舞いの診療に追われることになりまし

た。このため，姫路休H夜間急病センター，神

戸こども初期急病センター，阪神北広域こども

急病センターでは， 4診体制で診療が行われま

したが，待ち時間が6時間を超える事態となり

ました。内科小児科応急診療所では，内科受診

患者の割合が高く，小児科担当医が手持ち無沙

汰にもかかわらず，受け付け事務や，投薬業務

が滞り，小児科診療がスムーズに進まない事態

も起こり，一次救急体制の強化には， コメデイ

カルの充実が肝要と思われました。

小児救急医療体ilillの動向に関して, 27年7ﾉ1,

県立尼崎炳院が新病院の移転開院に平行して，

尼崎I|丁休| I夜間急病診療所では，南阪神圖域で

唯一行われていた深夜帯小児科1次救急診療の

中止が予定されています。新描院での深夜帯小

児科1次救急への対応も考えられているようで

すが，病院小児科への負担の増加も心配され，

今後，阪神|打圖域深夜帯小児科1次救急が，阪

神北との広域で，対応可能か検討していく必要

ホームページ委員会報告

平成26年度第1回の委員会を平成26年6月21

日（士曜l l ) に|＃l催した。その際の決定事項に

基づき， コンテンツの更新を行った。

(1) 一般向けﾎｰﾑべｰジについて

ア）小児科医会について

・組織と役員構成は理事・役員の交代を反
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映した。委員会には在宅医療委員会を追

加した。

・熊谷新会長のごあいさつを掲載した。

・新年度の事業活動を掲載した。

・入会案内(2014年版） を作成し，掲載し

た。

イ）救急医療

救急電話相談番号・急病診療所につい

て: 12月に各地区の情報を最新版に更新し

た。

ウ）感染症情報

・地区別では県北部の情報を反映できるよ

うにした。

、水痘ワクチンの定期化に伴う記事を掲載

した。

エ）小児保健

・子育てｲ:Ⅱ談窓口は， 自治体に紹介し最新

情報に更新した。

・小児保健関連リンク集をデータ集に名称

変更し，内容を整理した。

(2) 会員向けホームページについて

情報データ集の更新

・整形外科資料の掲載

先天性股関節脱臼の2次健診，成長期の

スポーツ障害について

. 「予防接種における間違いを防ぐために」

の掲載

・救急医療の資料の掲載

(3) メーリングリストの管理・更新について

理事会・総務会・各委員会・地区小児科医

会等のメーリングリストについては，最新の

アドレスをホームページ委員会で把握するよ

うにした。

地区小児科医会のメーリングリストを地区

連絡協議会で紹介し， テスト運用を開始した。

《寺 IH》

魚＊児在瑠医療！

小児在宅医療委員会報告

（11月1日， 12月20日の2回開催）

(小児在宅医療実技講習会2月1日開催）

l .委員長交代

杉本委員長から一身上の都合で委員長を辞

任したい旨， 申し入れがあり了承。交替に常

石委員を委員長に互選した。

2．医療的ケアマッピング調査結果

医療的ケア必要児が，前回調査した2007年

より5倍以上の増加がある。その内容を，小

児神経学会近畿地方会に発表予定(2015年3

月7日） また，小児科学会雑誌に投槁予定。

筆者名は兵庫県小児科医会小児在宅医療委員

会杉本先生の名前で，別項に委員の名前を列

挙する予定。

3．県下I|丁町の在宅重度障害児者訪問事業への

収り組み調査結果

県下全市町から回答が寄せられた。平成22

年の開始時から実施している市町が13,遅れ

て実施している市lllTが13で，未だ実施してい

ない市町が15市町あった。ニーズがないとい

う胆|答もあった。アンケート結果を県下市町

に送付した。

4．小児在宅|差療実技講習会について

新たな財政支援基金に係わる医師会要望

で，小児在宅医療実技講習会が予算措置さ

れ， それに伴い下記の要項で開催

l)事業名小児在宅|差療の人材育成基盤を

整備するための研修の実施

2）事業概要

（目的）医療関係者に在宅医療に関する知

識と実際の機器に触れる機会を提供する

こと
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10:35～11: 10講義3気道（気管切開）

の管理内科的観点から

にこにこハウス医療福祉センター

河崎洋子

11: 10～11:35講義4 胄瘻の管理（栄

養管理） 内科的観点から

にこにこハウス医療福祉センター

八木麻理子

ll :35～12:30実習

気管カニューレ， 胄瘻交換

12:30～13:30休憩

13:30～14:00講義5 医療が必要なレ

スパイト事業

医療福祉センターきずな

院長常石秀市

14:00～14:30実習 機器見学

14:30～15: 15講義6

呼吸リハビリテーション

神戸大学保健学研究科教授

石川 朗

15: 15～16:00講義7

小児在宅医療診療報酬請求

エバラこどもクリニック

院長江原伯陽

16:00～ 閉会挨拶

兵庫県小児科医会会長熊谷直樹

《田中》

（概要）在宅医療においても重症度の高い

小児を対象とした在宅医療に関する研修

を，医師及び看護師等の医療サービス提

供者を対象におこなう。

（実施主体）兵庫県医師会，兵庫県小児科

医会を中核として、日本小児科学会兵庫

県地方会，兵庫県小児保健協会，小児神

経学会近畿地方会，神戸大学，兵庫医科

大学が連携しておこなう。

3）プログラム

日時：平成27年2月1日 （日） 9時開始

場所：神戸大学地域医療活性化センター

（総合教育臨床センター）

対象：小児在宅医療に興味をお持ちの医師

参加人数:51名

内容： 司会高田 哲

9 ：00～9 ：10開会挨拶

兵庫県医師会副会長足立光平

9 ：10～9 ：40講義1 診療所小児科医

による小児在宅医療の現状

たなか医院院長田中一宏

9 ：40～10：25講義2気道，栄養管理

（気管切開， 胄瘻）の管理外科的

観点から

兵庫県立こども病院小児外科

尾藤祐子

10:25～10:35休憩

兵庫県下在宅重症心身障害児者訪問事業アンケート結果

目的

平成22年7月1日から兵庫県下で在宅の重症心身障害児者訪問事業が実施された。この制度により身

障手帳，級と療育手帳A判定の両方または同程度の障害のある方が，訪問看護を受ける利用料が1割負

担となり，利用しやすい環境になった。しかし，兵庫県下で実施している市町が少なく， また住民への

周知も徹底されていない現状がある。

そこで兵庫県小児科医会小児在宅委員会では，兵庫県下の市町に対してアンケートを実施し，実情と

今後への課題を検証した。
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方法

兵庫県小児科医会小児在宅委員会では，表1のアンケートを実施し，在宅重症心身障害児者訪問事業

の実‘|冑と課題について調査した。

表1 在宅重症心身障害児者訪問事業に関するアンケート

在宅の重症心身障害児者訪問事業を実施されたのはいつからですか。

）①平成22年7月1日から在宅重症心身障害児者訪問事業を実施

）②遅れて在宅重症心身障害児者訪問事業を開始

年 月から実施）

）③まだ実施していない

在宅重症心身障害児者訪|H1事業制度を利用されている人数をお知らせください。

18歳未満の利用者数 ( )人

18歳以上の利用者数 ( )人

在宅重症心身障害児者訪問事業の周知方法（複数回答）

）身障手帳1級，療育手|帳A判定全員に郵便物で周知

）訪問看護ステーシヨンに通知。

）広報誌ホームページ上で周知

）医療機関に周知

）その他

1．
／

（

（

2

r〕

0

Ｉ
Ｉ
ｉ
ｉ

■初年度から実施

口遅れて実施

口未実施

図1 在宅菫症心身障害児者訪問事業実施時期

結果

兵庫県下41市町すべてから回答があった。

13市町(31.7%)が平成22年7月l「Iから実施していた。遅れて実施したのは13市町(31.7%)13市町(31.7%)が平成22年7月l「Iから実施していた。遅れて実施したのは13市町(31.7%)平成

26年7月の時点でまだ実施していない市町は15市町（36.6％）あった。 （図1 ）

利用されている人数は67人で， うち25人（37.3％）が18歳未満であった。

本事業の周知方法は身体障害1級と療育手帳A判定の両方を持っている対象者全員に郵送で周知した

のが，相生市，加古川市，三木市，高砂'liの4市(15.4%)で，訪|II1看護ステーションに周知したのが，

11市町(42.3%) ,広報誌ホームページ上で周知したのが(53.8%),医療機関に周知したのは神戸市

と篠山市の2市（7.7％）だけであった。その他の方法としては，身体障害者手|帳，療育手1帳交付時に資

料を配付，訪|川支援専門員に周知の回答が見られた。 《田 ‘' !》
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第
た。成人，高齢者の胃瘻は一般的な医療となっ

ていますが，小児の冑瘻造設の適応，利点， さ

らに造設術， ケアと問題点について詳しい説明

がありました。冑煥造設術とともに胃食道逆流

に対する噴門形成術が行われているかと≦うかの

確認が重要であり，小児では全身麻酔や開腹術

が必要になることもあり，旗孔感染・肉芽，皮

府トラブルに対してデバイスのサイズ，戦膏や

ガーゼなど細かな実践的な指導があり解りやす

かったです。

その後， ｜ﾉ1科的な観点からの気管切開， 胄旗

の管理についての講義がありました。重症児の

気道狭窄症状への病態生理と判断，対･処方法に

ついて解りやすくI叉|示され，気管軟化症につい

ては症例も提示されました。気管切開の合併

111:, カニューレの交換方法，注意点， 力l lin･カl l

湿の重要性，事故抜去への対応， スピーチバル

ブの応用など詳しい説明がありその｣笏その場で

応用できる|ﾉ1容でした。また冑瘻については，

胃瘻チューブ交換塒の注意,IA(や胄瘻間世|のトラ

ブル，経腸栄養剤・微量元素の補充なと重要な

点の説明がありました。

実習のll寺間は各グループ．に別れ人形を用い

て，気管カニューレをバルーンの確認をした上

で「つ」の字の方向に挿入しその後の位置やlhj

きに注意すること， 冑瘻の交換は腹壁と胃壁の

似孔が安定しているため挿入しバルーンで同定

を確認しYガーゼでの調整すること等を練習し

ました。 また，排疾袖助装i趾をつけさせていた

だいて，陽圧・陰圧の振動を体験しその強さに

びっくりして， それ程の圧が必要であるという

ことを実感しました。

午後には， 軍旅心身障害児施設の入所と

シヨートステイについて詳しい話がありまし

た。入所している児の多さ，更に多い在宅療養

児への訪|川診療とショートステイの重要性，小

児期を超えた成人への長期の対･応の必要性を含

めた現状を知ることができ，今後地域での施殻

1回小児在宅医療

実技講習会を受講して

中澤聡子

在宅医療について多くの講演会や研修会が開

樅されていますが，高度な医療ケアを必要とす

ることが多いといわれる小児の在宅医療につい

て，兵庫I,4で第l l ' ' |の講習会が開催されると知

り興味を持って，小児内科の特集「在宅医療を

始めるために」に| ｜を通して受講しました。

今後拡大が望まれる，診療所における小児在

宅医療の現状から飴まりました。特に増加して

いるNICU長期入|塊児で高度の医療ケアを要す

る小児への在宅医僚において，病院側の問題か

らでなく，小児や家族にとって家庭ll括から得

られる広がりや喜びを目指し，安全安心の望ま

しい在宅医療ができるような体制作りが必要で

あることを強調されていました。小児の家庭の

近くで｢|々診療できる診療所と，悪化時に精査

加療のできる病院との連携を充実させ，すべて

の小児科医が関わって行くことが必要であるこ

とを肝に銘じました。

次は，外科的な観点からの，気管切開と胃旗

の管理についての満義でした。気管切開の適

応，解剖学から切|ﾙl術，術後管理に合併症，気

管腕頭動脈瘻の危険性とともに，在宅医療であ

るからこその就園．就学などへの支援・理解を

深めることの重要| liについて強調されていまし
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の増加，人員や体市llの整備，福祉制度の充実が

必要であるとわかりました。

次に在宅でのll乎吸ケアのために重要な呼吸リ

ハビリテーションについて，多くの写真ととも

に示していただきました。排り災補助装置での実

習の後であったため，排疾へのさまざまな介助

を興味深く学び，喘息発作時のII乎吸介助の重要

性を再認識しました。

岐後に診療報ﾙﾄ|についてのお話がありまし

た。退院前から病院・診療所が協力して在宅ケ

アの準備をし，退院後良質な在宅医療ケアを提

供するために行う診療には， それぞれに保険請

求をできること， また在宅療養支援診療所の届

出をして在宅時医学総合管理料が算定できるこ

と，人工呼吸器装着児等には病院・診療所とも

に指導管理料の算定が可能となっていること，

往診料，交通費など細かい点について，知らな

かった多くのことが学べました。

昼食の前後6時間の講習でしたが， ]軍で充

実した内容で，実習もありとても勉強になりま

した。今後小児在宅医療にかかわっていきたい

と強く思うようになった一日でした。ご準備い

ただいたスタッフの方々のご苛労に感謝しつ

つ，第2回以降の講習会にも是非参加し，人工

呼吸器や排疾介助の実習等も受けられればと思

います。今回惜しくも参加できなかった先生方

も是非ご参加ください。

《中央区》
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理事会議事録要旨
9月の初めに， 日本小児科医会から，地域

小児医療認定医制度の運用開始のお知らせが

届いたかと思います。兵庫県小児科医会会長

の推薦状が必要ということで，既に私宛に，

10名ほどの会員から， 申請したいので，椎薦

状をという依頼がきています。一方で，唐突

なお知らせであるとか， 内容がよく判らな

い， 申請の仕ﾉが判らない，研修会の様子が

判らないといったご指摘もいただいていま

す。その中で，最も多いのは，認定医をllXり

たいのだけれど，必須研修会の単位が足りな

い， あるいは取れないので申請できないと

いった，問い合わせ，ハードルが高すぎると

いったご指摘も，全国的にも同様です。私

は，地域小児科総合医検討委員会で，近畿ブ

ロックから代表として出席し， 2年半前に委

員として活動を始めて，今年の4月より柚l l l

先生に代わって， 日本小児科医会理事として

H｣,ていますが，委員会で議論にはなったので

すが，子どもの心相談医であれば， そんなに

難しくないということで， ある程度は，小児

科･医会会員であれば，子どもの心相談医にも

なっているであろうという処がありました。

相談医でない方には，かなりハードルが高い

ということです。子どもの心相談医は， 日本

小児科医会会員5,000何百名の内，約1,000名で

す。一方で， あまりにハードルを下げると，

全員が認定医になるのも，おかしいのではと

いう意見もありました。当初， 3年間は，暫

定期間として， 自己申告でいこうということ

でしたので，今，取れなくとも， 3年間の|H1

に研修会に出て勉強していただいて， 自己研

修をして， それから申請できるということも

考えておりましたので， こういう形で最初は

スタートしました。それでも， いざ，蓋を開

けてみますと， ご批判が多かったので，急

暹，現在見直し中です。次の, 11本小児科医

会ニュースのところでも， お話しするつもり

【第4回】

日時：平成26年10月2日 （木）

午後2時30分～5時00分

会場：兵庫県医師会館

出席者：熊谷会長，末廣，神尾，横山各名誉会

長，藤田，河盛，二宮，辰己各副会

長渡辺，小阪， 日野， 田中， 多木，

谷口，八若， 中澤，野間，吉田，米谷

各理事，服部，森岡各特定理事，森川

監事，早野議長，筒井副議長

司会：辰己副会長

1 ．会長挨拶

こんにちは。あっという間に涼しくなった

と思ったら，今日は蒸し暑くて，雨が降って

きたようでございます。先日の小児医学講

座ありがとうございました。お蔭さまで，

無事終わりました。非常に医学の進歩を感じ

させられた講演でした。一方で，聴診器と問

診で診察するのも， なかなか乙なものと感じ

ました。我々の役目を改めて感じました。十

月に入り，少し嘔吐下痢症が増えてきまし

た。インフルエンザの予防注射等で，少し忙

しくなりますが，今年は， それに加えて水痘

ワクチンの定期接種が始まりました。ワクチ

ンの供給は，いかかがでしょうか？問題なさ

そうですね。瓜， その接種対象者につきまし

ては，例えば， 3歳以上5歳未満の子は，既

に1回接種が終わっていると，定期接種の対

象から外れるという， いささか不満な処は，

ありますが， そういうことも含めて，私の処

にも，恩者さんから， 問い合わせがいくつ

か，寄せられています。皆様の処も， 同様で

しょうか？
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構なことだと思います。兵庫県の方からも，

何かありますと本会の方に，いってくる様で

すし，本会の存在の重要性が増してきている

のではないかと思っている次第です。今後と

も，宜しくお願いします。

3． 日本小児科医会ニュース（熊谷）

9月28日 （日）に理事会が開催されまし

た。理事会に先立って，同日10時から藤田副

会長も出席されましたが，総合医の検討委員

会が開催されました。 2回目の理事会でした

が，大変分厚い資料があり，兵庫県小児科医

会にとって大事な点をご報告しますと，小児

科医会が厚労省に，水痘ワクチンの対象者拡

大に関する要望害を出しています。各都道府

県，市町村で適当に改変の上，使用していた

だいて差し支えない旨，承認されました。

この医会でも，冒頭に触れましたように，

総合医に関心のある方とない方，大きく分か

れるかも知れません。日小医の下部団体であ

ります，県小児科医会の主催の講演会も認定

医になるのに出席が必要ということになりま

すので，お話させていただきます。 2年前に

当該委員会が発足しまして，遡ることさらに

4年前に日本小児科医会に「総合医検討委員

会」ができました。そもそもは， 日本医師会

が総合医を作ろうという概念で出したのです

が，一旦，それは無くなりました。その時

に，総合医に対して，小児科はどうなるんだ

という処から，小児科医会が検討を始めまし

た。総合医構想は，潰れましたけれども，今

度は，厚労省から「総合診療医制度」という

ものが打ち出されて, 19番目の専門医の基本

単位として， 「総合診療医」を創ることが，正

式に決まりました。その制度が，平成27年に

発足し，正式には29年よりスタートします。

そうしますと，総合診療医の立場と，小児科

との立場との兼ね合いが難しくなってくるの

ではないかということで，特に，地方におい

です。このように混乱を招いて申し訳ありま

せん。担当として，お詫び申し上げます。さ

らに， また，大きな問題が生じております。

詳細は，委員会報告で， ご報告致します。

10月になりまして, 10月, ll月にかけまし

て，兵庫県小児科医会としての，大切な，大

きな行事がいくつか控えておりますので，そ

のことも含めて御協議の程，宜しくお願いし

ます。以上です。

2－1 ．末廣名誉会長挨拶

御嶽山の噴火，台風の発生という日本の気

象条件の中で，原子炉を作るというのは，今

の世代はともかく，私たちが診ている小さな

子どものためには，あまりいいことではない

かなと，常々思っております。

2－2．神尾名誉会長挨拶

御嶽山の噴火のニュースには，東京出張中

に触れ，驚きました。

2－3．横山名誉会長挨拶

6月から， 日本小児科医会の役員を辞めた

のですが， 日本小児科医師連盟の役員をして

いるということもあって， 日本小児科医会の

役員のMLと，社保委員会のMLには入っ

ていまして， 自分から発信することはありま

せんが， どういうことをやっているかという

ことは，大体，読ませていただいています。

日本小児科医会も色々な事案が持ち込まれて

いまして，色々なことが起こっているなと感

じております。その一つに，先程，熊谷会長

が仰ったこともありますし，色々な予防接種

の事とか，要望とか，色々な事案が持ち上

がっているようであります。それだけ， 日本

小児科医会の存在というのが， 日本の小児科

領域にあって，大事になって来ているのだと

思っている次第です。本県の小児科医会も，

MLに入れていただいていますが，色々な委

員会活動とか,MLを読ませていただいて，

皆さん，活発にやっておられまして，大変結
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認定医を取るためには，例えば小児科学会の

専門医であるべき。小児科学会，小児科医会

が開催する講演会に年，何回かは出席するこ

と。地域で活動している事の証明として，健

診・予防接種をしている，学校医をしてい

る。あるいは，医会の役をしている。そうい

うことを地域の貢献活動として認めましょう

ということで，単位も作って， この度送った

訳ですね。暫定制度としたのは，過去2年

間， 3年間遡って， この研修会に出ましたよ

といっても，証明書を既に破棄している場合

もあるので， この3年間は，性善説で， 自己

申告としましょう。ということになりまし

た。それだけでは困るので，県の小児科医会

会長の推薦状があれば，多少なりともセーフ

テイネットの一部になるということで，要件

として加えました。それで， 9月初めに， 日

小医会員に対し送られて来たかと思います。

いざ，蓋を開けてみますと，単位が足りない

という声がありましたので，単位の見直しを

始めました。それが， 9月の10日頃です。申

請方法が判りにくいとか，ハードルが高すぎ

るという幾つかの声を受けて，改善に向け

て，具体的には，全国集会だけではなく，地

域の会，例えば，神戸市の小児科医会とか，

明石市の小児科医会が開催する講習会も単位

として認めましょう。小児科学会が認めてい

る専門医更新のための単位も認めましょう。

例えば，兵庫県小児保健協会の総会も認めま

しょうと，練り直しているところでした。一

方で，総合医に関する四者協で， 日小医から

制度概要の報告の予定でしたが，諸事情で持

ち帰り状態で， 日本小児科学会理事会（9月

21日）での承認待ちとなっています。 10月

に，四者協の話し合いが予定されていますの

で，その場で， これからの方針が協議されま

す。目下， 申請を予定中の先生方には，暫し

保留としていただくようにお伝えください。

て小児科医の質をしっかり上げないと，小児

科はどうなるのだろうということがあって，

勿論， 自己学習と云いますか， 自己研錯の場

を設けようということも一つあります。もう

一つは，総合医となるためには， 3年間の研

修の中で，小児科研修の場は， 3ヵ月だけな

のですね。 3ヵ月の小児科の研修をもって総

合医として小児科を診るのは，いかがなもの

かということがあります。小児医療の質の担

保ができないのではないかということで，あ

る程度は反対をしてきたのですが， もう，反

対しても通らないので，それはそれでいい。

しかしながら，小児科医の質を上げて，総合

診療医が診る子どもの医療と，私たちが診る

子どもの医療とは，ある程度，地域の親，子

どもに区別していただけるように， もっと質

を上げないといけないということで，検討委

員会が始まりました。それが，その経緯で

す。それで，やっと今年の7月に，名称は

色々ありましたが，認定制度を発足させまし

た。当初， 日本小児科学会であるとか， 日本

小児保健協会のいわゆる三者協がまとまっ

て， 「総合小児科専門医」を創ろうという動き

がありました。それに， 日本外来小児科学会

も組み入れて，四者協で創ろうというのがあ

りましたが，一昨年， 日本小児科学会が，

「小児科専門医は，総合医である｡」というの

を打ち出して，総合小児医療の専門医は創ら

ないということで，撤退しました。日本小児

科学会は， 日本小児科医会が取り組む総合小

児科専門医には，積極的には，関わらないと

いう方針を出されました。 3者協で創るより

も，判り易くなったので， 日本小児科医会単

独の制度として創りますが， 日本小児科学

会， 日本小児保健協会， 日本外来小児科学会

の協力なしではできないので，協力をお願い

しますということで，進めてきました。それ

が， この1年ほどの動きです。従いまして，
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・三者協共催第4回乳幼児健診を中心と

する小児科医のための研修会～後期研修

医から若手医師レベルを中心に～

2014年10月19日 （日) 10:00～16:30

リファレンス駅東ビル（福岡）

・第6回園医・看護職・保育士のための研

修会開催案内

2014年11月16日 （日) 10:00～16:00

リファレンス駅東ビル（福岡）

2014.8.15

． 「女性医師のさらなる活躍を応援するシ

ンポジウム（厚生労働省)」の開催；

2014年8月24日 （日) 14:00～16:00

国立国際医療研究センター

・専門医制度整備指針第1版（日本専門医

機構）を掲載。2017年から新しい専門医

制度がスタート。

・医師の子育てを応援するリレーコラム

14, コラム15を掲載。

2014.8.20

・産科医療補償制度の補償申請期限に係る

周知について（日本医療機能評価機

構） ；産科医療補償制度の補償申請期限

は満5歳の誕生日まで．

･InjuryAlertに， 「傷害速報NO50新しい

タイプの洗剤（1回分パックタイプ洗濯

用液体洗剤）の誤飲」を掲載。

2014.9. 1

会員専用ページ更新（各種医療関係情報）

・地方厚生局「再生医療等の安全性確保等

に関する法律」に関する説明会の開催

・国民生活センター「医師からの事故情報

受付窓口」開設について

・デング熱撲滅を目指すシンガポール政府

のホームページについて

・子ども・若者育成支援推進大綱（｢子ど

も・若者ビジョン｣）の総点検報告書に

ついて

3年間ありますので…。 10月4日の地区小児

科連絡協議会でも，その旨，お知らせする予

定です。

（服部） 日本専門医機構そのものが，今，今

年になってすごく揺らいでいますよね。本

来は，機構が認定するスタンスでしたが，

各学会から反発があって，認定は，各学会

に主導権を渡す形で，厚生労働省は，引い

ています。しかし，思うに，国は，国のビ

ジョンでやりたいので，学会レベルではな

くて，国の意向も判って， 「総合医」を考え

る必要があるかも知れません。2017年か

ら， 日本専門医機構の下で，新しい専門医

制度がスタートするのは，決定事項です

が，その内容については，非常に決定して

いない部分が多いかと思います。

（熊谷）そういう大きな力が働いているかも

知れませんね。

（横山） この制度を始めるに当って， 日本医

師会との関係はどのようになっています

か？

（熊谷） 日本医師会には，会長宛に出して，

e－ラーニングや，単位の付いているものに

ついては，認めて欲しいとして，協力しま

すという返事をいただいています。外来小

児科学会からも，協力の意向をいただいて

います。小児保健協会は，未着です。昨年

の兵庫県小児科医会地区連絡協議会で，認

定医制度に期待しているとの声も結構あり

ました。 「学校医」活動については，病院の

先生では， なかなか指導できませんので，

地域の開業医が指導していくそういう 「指

導医」も作ろうという思いもあります。

（継続）

4．学会ニュース（服部理事）

l)学会HPから；最新情報，学会からの提

言・主張

2014.8.8



兵庫県小児科医会報 No.63.201546

・平成26年度児童福祉問題調査研究事業の

公募について（厚労省）

2014.9.10

・デング熱の国内発生～緊急情報～（第1

版）について

2014.9.26

・学校，幼稚園，保育所において予防すべ

き感染症の解説の改訂について

2014.9.29

・東日本大震災が岩手，宮城，福島の三県

の小児と小児医療に与えた被害の実態

と，それに対する支援策の効果と問題点

についての総括について

2）学会雑誌から

2014.8月号(Vol・118, No8)

． 【論策】ビタミンK個別包装製剤の週1

回投与に関する保護者アンケート調査：

・北九州市立医療センター小児科中嶋敏

紀ら． 2011年「新生児・乳児VK欠乏性

出血症に対するVK製剤投与の改訂ガイ

ドライン（修正版)」の生後3ヵ月まで

のVK製剤週1回投与が選択肢として付

記された。適切な情報提供，飲ませ忘れ

の防止，飲ませ方の指導・工夫で，服薬

アドヒアランスを更に向上できる。

･InjuryAlert (傷害速報)No50新しいタ

イプの洗剤(1回分パックタイプ洗濯用

液体洗剤）の誤飲：新製品には新たな危

険があり，対策が必要である。

2014.9月号(Vol.118, No9)

． 【論策】SGA児の3歳時身長と医療機関

受診状況：京都市中京保健センター徳

弘由美子ら．基礎疾患を有しない出生時

の体重と身長がともに10%タイルを下回

る児(SGA児）は，医療機関を受診して

いる割合が低く，保健センターでの3歳

3カ月健診が身長発育を確認できる貴重

な場である。

一（以上）－

〈追加〉

10月10日 （金）兵庫県主導の「新生児聴

覚検査検討委員会」が「新生児聴覚スク

リーニング検査の手引き検討会」の形で会

議があり，出席し理事メールで報告しま

す。 （承認）

5．協議事項

l)地区小児科医会連絡協議会の件（別紙）

プログラム最終確認。

日時：平成26年10月4日 （土）

15:00～17:30

於兵庫県医師会館6F会議室

懇親会会場：ホテルオークラ神戸34F

「星雲の問」

会長挨拶～日本小児科医会の現況熊谷会

長-10分程度

地区小児科医会からの提言一アンケート内

容をより，回答し易い形に。

委員会報告

教育委員会一乾委員長担当

勤務委員会－中澤理事（代）

小児在宅医療委員会－杉本委員長

その他

おたふくかぜワクチンの安全性調査の件

一吉田理事

懇親会司会中澤理事

開会の挨拶熊谷会長

乾杯 乾委員長（当日依頼）

閉会の挨拶藤田副会長 （承認）

2）平成26年度近畿ブロック連絡協議会開催

の件 （別紙）

平成26年ll月15日 (iz) 15:00~

ホテルオークラ神戸

司会－辰己副会長

開会挨拶一熊谷会長

日本小児科医会理事会・委員会報告

挨拶一日本小児科医会木野稔副会長
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日本小児科医会報告一木野稔副会長

熊谷会長より事前に依頼。

各委員会報告一担当委員に文書で依頼済。

詳細なプログラムの最終決定は, 11月の総

務会で。

近畿各府県活動報告大阪・京都．滋賀．

奈良・和歌山・兵庫の順で。

次回担当府県会長挨拶一京都小児科医会会

長

閉会挨拶一総務会で決定

懇親会一総務会で決定

(辰己）理事の先生方，出来るだけ多く出席

ください。

(熊谷） 6年に一度の主催です。例年，主催

地は，多くの方が出席されますので，宜し

くお願いします。

(辰己）平松さんが，回答票を作っていただ

いたので，配布します。本日中の提出また

は, FAXでのご回答をお願いします。

（継続）

3）県立光風病院からのアンケート依頼につ

いて（別紙）

(熊谷）光風病院から，地域医療連携担当者

が来られ， 「子どもの心の診療ネットワーク

事業」を県が，実施していますので，それ

に対して医会の皆様からの意見を伺って，

もう少し， どういうことを生かしていった

らよいか， もしくは，診療所との連携を強

めたいということでございます。病院は，

対象から外れるようです。児童思春期セン

ターを昨年3月に開設しました。県の拠点

病院ですので，各機関への診療支援，研

修，啓発を進めたいので， アンケートを実

施したい旨です。発達障害診察の有無。紹

介を受けての診察か否か。連携システムの

有無。システムの必要性の有無。そのシス

テムの中心は， どこが相応しいか？診療所

で心の問題の診療をするのに，何が必要

か？ （連携すべき医療機関，症例検討会

等々）研修や症例検討会があれば参加され

るか否か。連携システムが構築された場

合，参加したいか否か。児童思春期セン

ターを知っているか否か。知っている場

合，何を通じて。光風病院に期待すること

は？現在子どもの心の診療で困っておられ

ること。

以上の内容のアンケートです。一つに

は，児童思春期センターを県の小児の精神

科の中心としたいので， もっともっと利用

いただきたい，知っていただきたいという

趣旨です。問題は，最後ですが，診療所の

所在地を聞いています。これは，いかがで

しょうか？県としては，地域の事情を知り

たいということかと。ある程度特定されて

も， これ位のアンケート内容ならば差支え

ないかと思いますが。

(寺田）所在地の質問には， もし，差支えな

けれぱの一言を入れるのは？書きたくなけ

れば，回答されないでしょうし。

(熊谷）それが，回答者にとってはいいので

すが？回答しない方が増えてしまいますと

…。兵庫県としては，知りたい訳ですの

でo

－返信をする消印で判る。二次医療圏程度

でよいのでは。等々の意見が出されたが，

県の原案のままとし，回答者の自由判断と

することとした。－

(熊谷）こども病院との関係は， どうなって

いますか？

(小阪）当病院の常勤精神科医が，一日程

度，診療に赴いています。

(熊谷）県の拠点としては，光風病院という

ことでしょうか？

(小阪）こども病院も，それ程やっている訳

ではないので。

(熊谷）常勤医は，何名おられますか？
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五百井寛明先生（姫路市）

異動（9月4日） ：

坂本泉先生（社会保険神戸中央病院→

神戸市北区・坂本小児科）

ご逝去： 8月16日

川森豊美先生（高砂市・享年93歳）

新入会（10月2日） ：

森信孝雄先生（宝塚市）

（承認）

6）その他

名簿，元原稿が未着の処を除き， ほぼ完

成状態。 （承認）

6．報告事項

l)社会保険委員会（二宮理事) (別紙）

平成26度第1回兵庫県小児科医会

会・地方会合同社会保険委員会報告

詳細は，委員会報告。

（早野）急性期に冠動脈後遺症が無かった川

崎病既往児の遠隔期の経過観察，検査につ

いてですが，最近，保険者側からも， 8年

も10年もして，同様に，エコーやら心電図

やら胸部XP撮影は，いかがですか？の疑

義が出てくるようになりました。発病後，

5年を経過して，一律に算定することは原

則的に認めない。その間に，胸痛・不整脈

等の症状があったり，学校生活管理表に記

載したいということがあれば，理由を記載

してください。関係6学会の合同研究班に

よる2013年度版「川崎病心臓血管後遺症の

診断と治療に関するガイドライン」では，

「発症後1カ月以内に，冠動脈の拡大病変

が無かった群，および一過性に拡大病変が

みられたが, 1カ月の間に，正常径に戻っ

た群は，発症5年までは，経過を観察し，

異常がなければ，学校生活管理表は，管理

不要とする｡」ということから，一応5年を

目途にとしています。発症後1カ月の間に

冠動脈瘤が認められた場合は，その瘤が1

(小阪) 1名です。

(熊谷）光風病院は， 6～7名ですね。

（辰己） これは，名簿を渡す訳ですか？

(熊谷）住所タックシールをお渡しします。

アンケートに，小生からの医会会員への依

頼文も添えます。 （承認）

4） （仮称）神戸小児感染症セミナー共催の件

（別紙）

（森岡）神戸大学大学院医学研究科内科系講

座小児科学分野こども急性期疾患学部門

で，現在，市民公開講座とかニュースレ

ターといったものを発行している訳です

が， この度，研修会の開催が必要であろう

と判断いたしまして，来年1月15日 （木）

に，特別講演として「デング熱・エボラ出

血熱を中心とした国際感染症の基礎と臨

床」を，前国立感染症研究所感染症情報セ

ンター長，現川崎市健康安全研究所長の岡

部信彦先生に来ていただきまして， こう

いった国際感染症の対策等をお話していた

だく機会を，作らせていただきました。

小児科医会の先生方にもご案内をしてい

ただきたく，共催をお願いできればと思っ

ております。本理事会で，共催を承認いた

だきますと日医生涯教育の単位も付けさせ

ていただきまして， この会を開催させてい

ただきたいと思い，ご提案させていただき

ます。

（辰己） タイムリーなお話だと思いますし。

（熊谷）是非，共催をと思います。

（横山）周知の方法をどのようにしますか？

（辰己)FAXニュース，会報発送時の同封，

HP掲載で。

（森岡）仮題を取り，岡部先生に講演タイト

ルの最終確認を取った原稿を近日中に事務

局平松さんに送付いたします。 （承認）

5）入退会，異動の件（別紙）

新入会（9月4日） ：
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科学会の考え方という声明を，文献を紐解

きながら書かせていただきました。

(2014.3.16)

(B型肝炎ワクチンの接種時期の変更につ

いては，ほぼ周知された時期となっていま

すが，出生体重2,000g未満の児に対して

は， どのようにすればよいのかという質問

がございますので，それに対し， この春に

声明を出させていただきました。結論から

申しますと, 2,000g未満の児に対しては，

0 ･ 1 ･ 6カ月の，新しい制度にさらに，

追加接種が必要であろうとされています。

欧米諸国のデータ等を鑑みまして， 2カ月

にも接種を行うべきと，医学的には考えて

います。只，添付文書，保険適用について

は，生後2ヵ月の接種というのは，医学

上，抗体をしっかり付けるという意味で

は，必要ではありますが，現行の制度で

は， 自費診療となってしまいます。小児科

学会といたしましては，本声明をださせて

いただいていますので，症状詳記を記載し

て，保険の審査委員会の査定で， 自費にな

るか，保険適用となるか，判断していただ

くという形となっています｡ O ． l ･ 2 ･

6カ月の計4回接種がなかなか周知されて

いませんので， この場をお借りしまして広

報させていただきました。

(早野）今回認められたのは， 0 ． 1 ． 6ヵ

月の接種ということですか？

(森岡）マイノリテイの集団で, B型肝炎の

キャリアの母体というのは，大体， 0.3％と

いわれています。仮に， 1,5帥9未満の出生

体重児は，年間， 8,000人しか生まれません

ので， 日本全国で20～30人, 2,000g未満な

ら, 100人以内かと思われます。添付文書

上， こういったマイノリテイの集団は，大

抵除外されてしまいますので…。新生児科

医にとりましては， こういうマイノリティ

～2カ月中に，退縮したり，小さな瘤で

あっても， この限りではありません。動脈

瘤に関し，完全に解明されている訳ではあ

りませんし，長期予後に関しエビデンスは

ありませんが，一応ガイドラインにもあり

ますし，大体5年位を目途にしたいと考え

ています。

甲状腺に関する検査ですが，小児科で一

番多いのは， 甲状腺機能低下症， クレチン

症ですが, FT3またはFT4,TSH(初回の

みFT3･FT4), クレチン症の場合，サイ

ログロブリンは問題ないかと。バセドウ病

(FT3, FT4,TSH),橋本病FT3または

FT4 (ほとんど),TSH(初回のみFT3･

FT4)が兵庫県の基準になっています。T3

とFT3,T4とFT4の併施は原則として認

められません。甲状腺ホルモンの動向をみ

るためには，遊離系のFT3,FT4の測定が

有用とされています。まれに,TBG異常症

などで,T3･T4とFT3･FT4との間に乖

離がみられることがあり，医学的に必要が

あれば，併施が認められます。クレチン症

の中で，原因は，異所性のもの，低形成の

ものがほとんどですが，最近分泌異常のも

のが，段々わかるようになり，中に乖離を

起こす疾患があるようです。その際には，

そのことの記載の必要があります。 （急性全

身性疾患）摂食障害等で,T3が下がるとい

うことで，検査実施されていることがあり

ます。甲状腺機能低下症では，チラージン

Sを服用していることが多いと思いますの

で, FT3を測定している場合は，その理由

を聞かれる場合があります。

(森岡） 日本小児科学会で，予防接種・感染

症対策委員をさせていただき，新生児部門

担当ということで, B型肝炎ワクチン接種

時期の変更に伴う母子感染予防指針の低出

生体重児等の特別な場合に対する日本小児
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に対し診療させていただいていますので，

こういう対処が必要ではないかと， この場

で広報させていただきました。

(二宮） この問題を，各都道府県の診療報酬

のところで検討するより， 日本小児科学会

から厚労省に要望を出す形の方が，適当か

と。全国的にしないと，兵庫県での保険適

用は困難かも知れません。 （仮称）神戸小児

感染症セミナーの際に，本資料を配布し

て，岡部先生とともにディスカッションし

てみてはいかがでしょう。岡部先生を通じ

て，厚労省へ要望していただくといった方

法もあるかと。

(森岡）岡部先生も，現在は，参考人として

予防接種感染症対策委員会に出席されてい

ますので， このことはご存知です。本件

を，その後，社保のどこに持っていったら

よいかの話までは，現在至っていません。

(二宮） 日本小児科学会の社保委員会から，

厚労省に要望をだしていただくのが効果的

かもしれません。

(早野）未承認薬や，適用外については， 日

本小児科学会の薬事委員会が， 申請してい

るかと思います。社保委員会委員長が， 日

医の疑義解釈検討委員会に毎月出ておられ

ると横山名誉会長から伺いました。そう

いったところで，発言するかということで

しょうか。

(二宮） 日本小児科学会単位で動かした方

が，効果的かと。

(森岡） 日本小児科学会の方に持ち帰り，そ

ういう地域の意見が出た旨，報告致しま

す。その動きの間に，兵庫県で出た場合，

ご高配をお願いします｡ (承認）

（一部継続）

2）感染症対策委員会（吉田理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

(河盛）検体のことですが，最近髄膜炎で

あっても，髄液を採取しないといわれて，

その際は，唾液を検体とするといわれてい

たと思いますが， ムンプスワクチンの副反

応で，髄膜炎になったケースで，髄膜炎の

みというケースがよくあるかと思います

が，その際，唾液でウイルスは分離されま

すか？

(吉田）庵原先生にも確認致しましたが，髄

膜炎の診断は，現況では臨床診断のようで

す。確かに耳下腺腫脹のない髄膜炎という

のもない訳ではないと思いますので，あく

まで臨床診断ということになります。

(河盛）耳下腺腫脹のない髄膜炎で，唾液で

ウイルスは出るものなのでしょうか？

(吉田）そういうケースなのであれば，出る

かと思います。接種から1ヵ月以内と期限

は，切っています。それが原因なら，多分

検出されるかと。唾液の採り方，宅急便の

手配の仕方等は，次回までに参加医療機関

宛の説明書を作成します。宅急便の費用負

担の方法で，苦慮しています。兵庫県健康

科学研究所での対応は，一時負担も困難な

ようです。名案があれば， ご教示くださ

い。実際には， 3年間で1例あるか否かで

す。 1,000円未満ですが。

(辰己）その辺りは， また考えていただいて。

先天性風疹症候群の患者さんのお母さん

が，当医会にアピールされたことからス

タートしました保育園・幼稚園，その他の

施設での職員の麻疹風疹の抗体検査・予防

接種事情把握に関する調査ですが，会員に

は私立の保育所・幼稚園の嘱託をしておら

れる先生方に，当該保育園・幼稚園の事情

を伺うこととしています。FAXニュース

のシステムでの広報をお願いしたいと考え

ていましたが，会報同封をお願いできまし

たらと考えます。各市町の教育委員会宛

と，小学校・幼稚園・保育所の市町担当部
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署宛に郵送で送付したいと考えています。

このアンケートが，少しでも現況改善の引

き金になればと考えています。南あわじ市

では，田中理事の働きかけで，既に考えて

くれる状況のようです。

成人の風しんワクチンですが，接種率を

上げるのに，福崎町だったと思いますが，

婚姻届が出た際に， ワクチン接種勧奨の案

内文を渡しているようです。神戸新聞に掲

載されていました。県全域で，同じ取組を

していただければと思います。もう少し巾

を広げると，結婚式場にも声を掛けていく

とか，少なくとも戸籍係への働きかけをお

願いして行くと，少しでも接種率向上につ

ながると考えています。

(河盛）芦屋市でも，同様の取組をしていま

す。 （承認） （一部継続）

3）小児保健委員会（野間理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

(野間）肥満症児に対する診察について，二

次検査を実施していただける病院がどれく

らいあるのかをアンケートで，探りたいと

思っています。辰己副会長が作成いただき

ました原案を付けていますが，米谷先生，

こういう内容をメーリングリストで流させ

ていただいてよろしいでしょうか？

(米谷)OKです。

(野間）宜しくお願いします。

(辰己）アンケート内容で，問題ありました

ら， どうぞご指摘ください。勤務医委員会

で流していただいて， その後問題なけれ

ば，病院のMLに流していただくようお願

いします。

（日野）事故対策調査は，いつ頃に調査をさ

れますか？

(野間）アンケートを作成して，実際の調査

は，次年度になります。

（日野）救急対策委員会でも，事故調査をし

ていますので，対応とかもコラポできたら

と思いますので，概要判ればお知らせくだ

さい。 （承認）

4）教育委員会（森岡理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

（熊谷）総会時の講演は，小児科学会の単位

が認められるためには， 2題必要となりま

す。 l題目は，一般会員に発表をお願いす

る案と，大学にお願いしたらという案があ

ります。出来れば，医会の中から発表して

いただく，地方会であれ，小児科医会

フォーラムであれ，全国的な会で発表して

いただいたもので結構ですので，あらため

て県下の会員に，知っていただくという意

味でどうかという風に考えました。 2題目

は， もう一方，乾委員長からのご推薦かと

思いますが， 「子どもの貧困」についてとい

うのがありました。

私からは，夏秋先生ですが，外来小児科

学会前夜セミナーで，講演していただいた

もので，非常に面白い話でした。特別講演

は，本来は，医学と関係のないテーマとす

るのが，通例で。 「子どもの貧困」というこ

とかも知れませんが，虫の話も中々興味深

いテーマではあります。もう少し時間があ

りますので，ご検討いただければ。 「Wilson

病」は，一般会員にとって，テーマとして

いかがなものかとは，思っています。

(二宮) ｢W1son病」提案者としましては，取

り下げていただいて結構です。小児医学講

座につきましては, B型肝炎ワクチンと，

他のワクチン関連との2題で，いかがで

しょうか？ （承認） （継続）

5）編集委員会（多木理事）

各方面のご協力によりまして，本日，会

報62号の原稿の割り付け作業に入ります。

出来るだけ早く，先生方のお手元にお届け

したいと考えています。広告掲載は， 10件
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して，年2回子どもたちの医療その他

に関する要望を纒めまして，県当局に

出しております。予め，県当局に書類

で出して（8月8日)，その回答をい

ただきに8月28日に，県庁まで行って

参りました。医会からは， 3名出席し

ました。要望内容は，

（1） 予防接種の公費助成について

（2）重症心身障がい児・者の医療に関

する基盤整備について

（3）新生児の聴覚スクリーニングにつ

いて

（4）播磨地域の夜間・休日における小

児救急医療体制の整備について

（熊谷）要望を出し続けることが重要か

と思いますので， また，要望がありま

したら，挙げていただきたいと思いま

す。 （承認）

(4)県民向け冊子「Pulse-インフォーメー

シヨン」 （兵庫県医師会）への協力につ

いて

県民向けにやっている行事の情報掲載

依頼該当情報なし。 （承認）

(5)予防接種健康状況調査実施機関推薦依

頼（定期接種一水痘分） （別紙）

会長より，吉田理事に推薦依頼。高砂

市，小林謙先生に依頼し，快諾。

（承認）

(6)周産期及び小児期の医療・保健に係る

専門家会議（テーマ:妊娠・出産関係）

の構成員推薦について（別紙）

米谷理事を推薦。 （承認）

(7) 第25回こどもの健康週間大会の負担金

について（別紙）

担当の貫名先生より，熊谷会長宛に負

担金のお願い。例年通り30万円を拠出。

（承認）

(8)柴田始宏先生より，地区連絡協議会懇

です。半年後には， また，ご協力お願いし

ます。 （承認）

6）勤務医務委員会（米谷理事）

詳細は，委員会報告。 （承認）

7）救急対策委員会（日野理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。 （承認）

8）ホームページ委員会（寺田理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。 （承認）

9）小児在宅医療委員会（田中理事）

前回理事会以降，委員会開催されていま

せん。

10）広報部（河盛理事）

FAXニュースを260号･261号を送信致し

ました。 （承認）

11）経理部（谷口理事）

特にありません。

12)総務部（辰己副会長）

（1）産科医医療補償制度の一部変更（別紙）

補償対象となる脳性まひの基準の変更

（緩和）

【現行】在胎週数33週以上かつ出生体

重2,000g以上

【改定後】在胎週数32週以上かつ出生体

重l,400g以上

低酸素状況があったことを示す所定の
－

要件の改定

掛金

【現行】 l分娩あたり30,000円

【改定後】 l分娩あたり16,000円

適用時期平成27年1月1日以降に出

生した児

(2) 第31回兵庫県小児保健協会総会（別

紙）

お礼と実施報告書（医師出席者数24

名）

(3)兵庫県の小児医療に関する要望会の報

告（別紙）

（熊谷）兵庫県で， 3者協を作っていま
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親会に出席出来ないということで，ご寄

付。

（9） 日本小児科医会「水痘ワクチンに関す

る要望書」 （別紙）

60カ月までの児を全て，対象として欲

しいという要望書。

（辰己）各市町との話し合いにご利用くだ

さい。

⑩兵庫県医師会医学研究賞

日野理事が受賞。 （ヒトメタニューモ

の臨床像一西宮医師会報掲載） （拍手）

13)その他

日本小児科医会近畿ブロック会長会（9/6）

報告

（熊谷）小児科医会生涯教育セミナー, 10月

5日，奈良で開催されます。申込130名，

奮って参加を。その後，認定医の案内送付

で，現在， 400名を超えています。同日，明

石市でこどもの健康週間の行事が行われま

す。こちらの方にも，ご出席ください。

以上

次回理事会，

平成26年12月4日 （木) 15時30分～

場所兵庫県医師会館6F会議室

理事会後忘年会

1 ．会長挨拶

早いもので，師走となってしまいました。

インフルエンザも，流行の兆しがあるようで

す。本格的な流行は， 1月となるのでしょう

か。前回の理事会の後, 10月4日に県下の小

児科医会連絡協議会が開催されました。多く

の先生方に出席していただきまして，県下各

医会の状況や問題点を共有できたかと思って

います。それが，今後の取組の参考になるか

と思います。県下の医会の方々も我々の活動

を知っていただいたと思いますし， また，他

所の地区の活動を聞いて，幾つか参考になる

こともあったかと思います。懇親会では，普

段あまり顔を合わせることのない先生方と，

懇親を深めることができたかと思います。そ

の翌日， 5日 （日）には，奈良市で日本小児

科医会生涯教育セミナーがありました。当

初，参加者の申込者が少ないということでし

たが，間近になりまして，増えまして非常に

盛会で，第一会場には，人が入りきらずに，

第二会場でモニターを見ながら，聴講させて

いただきました。同日，明石市で， 日本小児

科学会「子どもの健康週間」の行事がありま

して，貫名先生が主宰されました。沢山の親

子に参加していただきまして， イベントも多

く，楽しませていただきました。JR利用で,．

何とか間に合いました。 11月6日には，兵庫

県小児医療協議会が開催され，来年に向けて

の要望事項の検討を行いました。予防注射の

件は，大体，解決しましたので，障害児の在

宅医療でしょうか。それに力を入れようとい

うことになり，県の方も子どもの在宅の事情

をあまり把握していないようで，小児在宅医

療委員会， しっかり活動していただいていま

すので，その辺りを県にしっかり要望してい

こうとしています。次回は， 5月の予定で

す。 14日には, 6年ぶりで神戸市で日本小児

科医会近畿ブロック連絡協議会を開催しまし

【第5回】

日時：平成26年12月4日 （木）

午後3時00分～5時30分

会場：兵庫県医師会館

出席者：熊谷会長，神尾，横山各名誉会長，藤

田，河盛，二宮，辰己各副会長，渡

辺，小阪， 日野，田中，多木，安部，

谷口，八若， 中澤，野間，吉田，米

谷，寺田各理事，服部，森岡各特定理

事，森川監事，筒井副議長

司会：辰己副会長



兵庫県小児科医会報 No.63.201554

基本法は， なかなかよく見えて来ないのです

が，次期国会での成立を目指して欲しいとい

う意向があるようです。理念法ということ

で，中身を伴わないので，通ったら何か，変

わるということではありませんが，通らない

と始まらないという側面もあります。もう一

つの「総合医療認定医」ですが，小児科学会

も例えば，小児科学会が専門医の単位として

認めている，講習・集会を日本小児科医会

が，単位を使ってよろしいというのか，理事

会の承認が得られたと聞いています。雪解け

状態にはなりました。それは，対外的な面で

す。日本外来小児科学会とか， 日本小児保健

協会とも， うまくいくようには思います。あ

くまで， 日本小児科医会主体ですが， 日本小

児科学会， 日本外来小児科学会， 日本小児保

健協会と協力してやっていこうということで

す。最近， 日本小児科医会会報とともに，単

位の見直しに関する資料とか, Q&Aが送ら

れて来たかと思います。非常に膨大なQ&A

（私が書いたの）ですが， じっくり読んでい

ただけたらと思います。また，続報が出るか

と思います。各地域の問題で，例えば北海道

小児科医会の講習会は，札幌市でしか開催さ

れないので，全道からは， 日帰りで出席でき

ない事情があります。各郡市小児科医会開催

の講習会等も単位に認めて欲しいという要望

があります。それも，地元を重視するなら，

当然だろうということになって，どんどん認

めて来ています。郡市小児科医会開催の講習

会も認めてはいますが， 申請していただかな

いといけないので，兵庫県としましては，市

の小児科医会開催の行事を， どれだけ把握で

きるかということがあります。慌てて取る必

要はないということで，県としては，置いて

おきました。今後また，新たに各郡市小児科

医会の講演会を認めるという方向にしたいと

思います。そこで，実は，問題が起きていま

た。兵庫県の多くの理事，役員に後押しして

いただきまして，無事乗り越えることができ

ました。県下に続いて，あまり顔を合わせる

ことの少ない先生方と懇親を深めました。近

隣の府県では， どういう活動をしているかと

いうことも，お互い情報交換といいますか，

知ることができて非常に良かったと思ってい

ます。来年は，京都開催です。日本小児科医

会会員の数ですが，当日の報告で，大阪小児

科医会に抜かれてしまいました。大阪303 （昨

年302）名，兵庫県294 （昨年307名）名でし

た。人口比といいますか，小児科医数の割合

からしますと，全国的には高い方なのです

が。先生方に， この減少傾向に対する方策を

考えていただけたらと思います。最近，医会

報が届きました。携わってくださった先生

方，立派に編集いただき有難う御座いまし

た。また会員名簿も例年より1ヵ月余り早く

改訂され，出来上がりました。これに対して

も御礼申し上げます。今回はその他封入物が

多く，会員の方々が全部， きちんと読んでい

ただけるか，いささか心配ではあります。役

員の方々からも地元で研究に参加していただ

くなり， アンケートに答えていいただくなり

のPRをお願いします。

2．横山名誉会長挨拶

4月から，少しだけ外から医会の活動とい

うものを，見ることができました。先生方，

非常に一生懸命やっておられるということ

と，会長はじめ副会長の先生方，本当に大変

だなあと思っています。会長が先程，触れら

れましたが， 日小医の数が， 294名となります

と，代議員の数が， 3月の改選時にひょっと

すると3名になるかも知れません。

3． 日本小児科医会ニュース（熊谷会長）

日本小児科医会の活動の柱は， 2つありま

して，一つは「成育基本法｣，あと一つは「地

域総合小児医療認定医」の問題であります。
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(熊谷）会員用日本小児科学会HPで，一覧

表が確認できます。

(吉田）一般頁で， どなたでも閲覧できるか

と。

(田中）そこで，兵庫県分を見れば，小児科

学会が既に認めている分については，確認

できますね。

(熊谷）小児科医会が認めた講習会は，未だ

掲載されていません。

(横山）そうですね。

(田中）既に，小児科学会が認めている分に

ついては，そこで確認できる訳で，逆に，

現在点数の付いていない分は，小さな会な

ので，そこまで認めるのかということにも

なります。

(熊谷）その辺が，問題となります。

(横山）学会の単位数と，医会の単位数は異

なりますね。

(田中）単位数は違っても， どんな会が正式

に認められているかは，確認できます。学

会が認めていますのは，いいかげんな会で

はないかと思います。

(熊谷）例えば，川崎病研究会をどう扱う

か，難しいことかと思います。そうまでし

なくとも， 申請はできますが，当事者に

とっては，単位に認めて欲しいと考えられ

ますし。

(吉田）兵庫県では細かく特化された会は，

少ないかと思います。

(熊谷）本来，総合的な小児科というのがあ

るので，何もかも認めてしまうと，小児科

専門医と同じになってしまいます。

(辰己）今日，報告の最後で，お話しする予

定でしたが，現在認められている小さな会

の専門医としての単位は，全て点数として

なくなります。 （新制度下では）

(熊谷）小児科医会は認める方向でも差支え

ないですが，今回も，中途半端な報告とな

して，熊本県では，内分泌研究会も認められ

ています。それが，本当に小児科医会総合医

としての研修と見倣すべきかどうかという問

題が当然あります。その辺りは，結論は出て

いません。今の処，確実にいえるのは，小児

科学会の単位と， 日本小児科医会，都道府県

小児科医会，郡市小児科医会が開催する研修

会・講習会は，必須の単位として認めましょ

うということになっています。今週の日曜日

に， 日本小児科医会の理事会があって， 23日

に総合医の検討委員会があります。来年1月

には， 4者協の委員会があります。総合医に

ついて，何とか道筋が見えて来ましたので，

またご報告致します。全国では，認定医申請

者は, 150名となっています。 2月頃に，審査

が行われます。 （締め切りは， 1月末としまし

た｡）

（横山）現時点では，兵庫県としては，会員

は，申請に関してどう動けばいいのでしょ

うか？

（熊谷) 1月末または, 3年以内に申請して

いただけたらと思います。小児科学会との

関係がどうなるか判らない時期もあり，一

時ストップを掛けさせていただきました。

数日前に，小児科学会の単位を使用するこ

とに対し, OKが出ました。県下の，各地

区の小児科医会の講演会が， どれくらいあ

るのかを,MLで確認して，それを挙げて

いただいて， 日小医に対し申請するという

形をとりたいと思います。申請すれば，直

ちにOKがでますので，それを県にフィー

ドバックいただいて，そこから皆様方にも

お知らせし，宜しければ，その単位を利用

していただく形がどうかと考えています。

県下の講演会を，どこまできちんと把握で

きるか疑問が残ります。

（田中） 日本小児科学会主催の講演会の単位

数は， どこで確認できますか？
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り申し訳ありません。

(辰己）一覧表の掲載もHPから，消えるか

も知れませんので，今月中の確認が必要か

も知れません。

(熊谷）今月，委員会が開催されますので，

またご報告致します。 （継続）

学会ニュース（服部）

1）学会HPから；最新情報，学会からの提

言・主張

2014.10. 1

・ 日本小児科学会推奨の予防接種スケ

ジュール改訂；

①水痘ワクチン定期化，②定期接種の接

種間隔の上限緩和で,Hib, 4混， 日

脳,HPV接種間隔の記載変更,@Hib,

麻しんワクチンの接種期間に関する注意

事項の追記，④B型肝炎ワクチンをユニ

バーサルワクチンと母子感染予防に分け

てスケジュール記載

2014.10. 1

・子どもの健康と環境に関する全国調査

（エコチル調査）について；フオロー

アップにあたっては小児科関係者の協力

を。詳細は環境省のホームページを。

2014.10.15

・会員専用ページ更新（各種医療関係情

報）

・健康食品(ABCDophilusPowder)に関

する注意喚起について（厚生労働省）

・医薬品・医療機器等安全性情報報告制度

の周知について（厚生労働省）

・献体を用いた医療技術の教育とトレーニ

ングに関するガイドラインの周知につい

て

･JPS専門医オンライン・セミナーに2013

年教育講演を追加

・日本臨床検査標準協議会基準範囲共用化

委員会「共用基準範囲とその利用の手引

き：暫定文書」について

・乳幼児健診コンテンツ公開について

2014.ll.4

・平成26年度乳幼児突然死症候群(SIDS)

対策強化月間の実施について

2014.ll.13

・第9回子どもの食育を考えるフォーラム

開催について；

平成27年1月24日 （土）

13時30分～17時30分（秋葉原）

＜定員180名＞，参加費：無料

（事前登録）

2014.ll.17

･Pediatricslnternationalに特集ページを

新設；査読者の先生方に有用な情報を集

めたページと，厚生労働省平成21年度難

治性疾患研究班のReviewの特集ページ

を新設

2014.ll.21

・小児科専門医試験に係る出願書類につい

て

2014.ll.21

･InjuryAlert「傷害速報No51キックスクー

ターと自転車のハンドルによる外傷」

2014.ll.27

・エコチル調査に係る小児科医募集につい

て（国立成育医療研究センター）

2014.ll.27

・エポラ出血熱疑似症例への対応について

2）学会雑誌から

2014.10月号Vol.118, NOlO

. 【論策】小児の入院患者は中核病院・地

域小児科センターに集約しているのか－

DPCデータから：広島国際大学医療経営

学部江原朗．集約度の地方間格差は小さ

くなっていた．

2014.ll月号Vol､118, Noll

． 【短報】HBV母子感染予防児における

4．
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地域医療活性センター（総合教育臨床セン

ター）－兵庫県衛生検査センター裏手一対

象者は，小児在宅医療に興味をお持ちの医

師，研修医の先生方は，県医師会も，小児

科医会も入っておられない可能性もありま

すが，可とします。予算額が，正式に決定

していないので，参加費は5,000円となって

いますが， 3,000円程度になろうかと思いま

す。司会は，高田哲先生，最初に小生が

「診療所小児科医による小児在宅医療の現

状」で，講義lを担当します。その他各方

面の講義と， まあちゃん人形を4台使って

の実習や，機器見学も計画しています。最

後の講義は，江原監事に， 「小児在宅医療診

療報酬請求」をしていただきます。閉会挨

拶は，熊谷会長にお願いしています。後援

に関しましては，三者協より日本小児科学

会兵庫県地方会と，兵庫県小児保健協会に

お願いしようかと考えていますが，間に合

いますかどうか。小児保健協会について

は，会長高田哲先生にお願いします。地方

会について，飯島教授に森岡先生からお願

いしていただけますか？これらが整いまし

たら，正式に広報したいと思います。医師

会は，週報に掲載していただく形，医会に

ついては, FAXの広報をお願いできます

か？

(河盛）既に，前回，掲載していますが。

(田中）今回は，具体的な， 申し込みの日に

ちとかをお知らせいただきたいのです。申

込の宛先が，現在未だ決まっていません。

県医師会で，受けていただけるとは思いま

す。

(渡辺）小児科医会も，窓口は，県医師会で

すか？

(辰己）定員は，何名ですか？

(田中）一応， 60名程度です。

(辰己）先着ですか？

ブースターワクチン効果：

済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科

角田知之ら.，一旦HBs抗体価が低下し

ても, boosterワクチンによりHBs抗体

価は維持できると考えられた。

． 【論策】小児神経疾患における入院長期

化の要因：日本大学医学部小児科河村由

生ら.A.重症心身障害児の在宅医療へ

の準備, B.重度'|曼性脳機能不全児で在

宅移行不能, C.被虐待児の保護委託，

の3つのパターン．症例ごとのニーズに

応じた病床を確保していく必要がある。

･InjuryAlert (傷害速報)NO51キックス

クーターと自転車のハンドルによる外

傷：安全規制が必要である。

〈追加＞兵庫県主導「新生児聴覚検査検討

委員会」が「新生児聴覚スクリーニング

検査の手引き検討会」の形で10月10日

（金）に開催。今年度は「兵庫県新生児

聴覚スクリーニング検査の手引き （修正

案)」を産婦人科・小児科のある病院に

配布する。来年度以降は未定。 （承認）

協議事項

1)小児在宅医療実技講習会の件（田中）

（別紙）

平成26年度地域医療介護総合確保基金の

内示に伴い，小児在宅医療委員会で医会の

名前で講習会を急暹計画しまして， 申請し

ていました。各郡市区医師会に予算が付い

たと同じように，急に予算が付くので， 3

月までに開催をという形となり，慌てて会

場手配と，プログラム計画し，前回の理事

会には間に合わず，本日の理事会となって

しまいました。渡辺先生に申請していただ

き， 80万円の予算が下りてきそうだという

ことです。主催は兵庫県医師会と兵庫県小

児科医会の共同開催となります。日付が，

2月1日 （日） 9時開始，場所が神戸大学

5．
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(田中）そうです。

(辰己）それなら, 1ヵ所でないと。

(渡辺）その件，検討してみます。週報の方

は，県の医師会で受けることとなっていま

す。

(田中）スタッフの整備も必要なようです。

高田哲教授は，研修医等をお考えのようで

すが， どの程度の進捗状況か判りません。

(河盛）週報にいつ掲載されるかに合わせ

て，少し前にFAXします。

(渡辺）本日，医会で協議していただきまし

たら，一番早くて，来週の水曜日の理事会

で最終的に協議して，承認されましたら，

その次の週の週報掲載となります。会員の

先生に届きますのは， 2週遅れになります。

(田中）その辺の詳細な予定が決まりました

ら, riji-MLに流しますので，宜しくお願

いします。

(河盛）了解しました。

(神尾）興味を持って，多くの応募がありそ

うな気もしますが。

(田中）小児在宅医療講習会は，小児神経学

会が過去に何回か開催しており，兵庫県で

の開催もありました。新生児学会関連でも

開催はありましたが，兵庫県では開催はあ

りませんでした。今後，毎年開催するかど

うかという話もありますが，次年度の予算

請求については，一応出しています。

(渡辺）来年度分について，兵庫県が，予算

を出すことに関し，かなり興味を示してい

るようです。続きそうな感じです。

(田中）医会員への広報は, FAXで可能です

が，若手勤務医への広報を米谷理事にお願

いしたいと思います。

(横山）後援をどこに依頼するかも，文書で

正式な依頼をした上で，医師会に報告して

おくことが必要かと。

(渡辺）開会挨拶についてですが，会長等，

幹部は，当日，北丹波の医療圏との懇談会

があり，行かれますので，挨拶のみ足立副

会長がしていただけるということで，プロ

グラムの変更をお願いします。申込の締切

の設定は？

(田中） 1月15日ということで。

(藤田）問合せ先は？

(田中）問合せがありましたら，対応は致し

ます。たなか医院までとしていただいて，

電話で対応します。

(横山）行政には，案内しませんか？

(田中）今回は，実技講習会で， システムの

話ではありませんので，予定していません

が，県医師会理事会にお任せします。

(渡辺）修了証を発行するという話がありま

すが。共催ですので，兵庫県医師会・兵庫

県小児科医会の連名としますか？

(田中）それで結構かと。県医師会理事会の

決定で。

(渡辺）生涯研修や，学会の単位について

は？

(田中） 日医の生涯教育の単位は，取れるか

と思いますが。

(熊谷）一回のみの開催では，小児科学会の

単位は，取れませんね。

(河盛）第1回としておけば， 2回目以降，

単位を取れる可能性がありますので，取り

敢えず，第1回としておけばよいかと思い

ます。

(田中） 日医の生涯教育単位取得のみの出席

は，困りますが。その他は， 12月20日の委

員会でも検討したいと思います。

(熊谷）費用の概算は？

(田中）講師謝礼は，一人1万円を予定して

います。別紙，予算請求に提出した予算書

を添付しています。FAX送信の費用も請

求いただけたらと思います。モデル人形の

レンタル料金等，把握していません。
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と，髄膜炎症状を中心として，その他（ア

ナフイラキシー症状）副反応報告をお願い

します。 「4週以内に，そういう症状が起こ

れば，来院くださいね｡」と，口頭または，

作成しています文書を渡していただきま

す。 （接種時の説明）実際に副反応が出た場

合，感染研が治験を行う際の承諾害（同意

書）が，資料として付けました文書の内容

ですが, 11項目にわたり，それに沿って出

させて欲しいという兵庫県立健康生活科学

研究所の意向です。面倒ですが。協力医療

機関で， 3年間で1回あるか否かというこ

とだと思いますので，実際に副反応が出

て，検体として唾液をいただく際に適応と

なります。ウイルス分離の実際ですが，唾

液腺の開口部を軽く拭っていただいたら結

構です。綿棒が唾液で満たされたらOKで

す。唾液腺マッサージの有無は，三重県の

調査では，分離率に影響なかったようで

す。今回は，省略しています。木の綿棒

は，抗ウイルス効果があるようで，生理食

塩水に浮遊後抜き取る方がよいとされてい

ます。宅急便についてですが，検体は，院

内では冷蔵保存し，冷凍は避けていただき

ます。配送途中で，検体が染み出ることが

起きないよう，いわゆる「プチプチ」で包

むとかし， さらにZiploc等に密封をし，破

損が起きないようにしていただきたいと思

います。品名欄に「サンプル」と記入くだ

さい。個人が特定できない形とするため，

検体送付連絡票を添付いただきたいという

ことです。受付は， 月～金曜日の， 9時～

17時となります。配送時間の指定時に，考

慮ください。土曜日の検体は，冷蔵保存の

上，週明けに提出ください。 3カ月毎に集

計し，協力医療機関には，中間報告をさせ

ていただきます。本日添付させていただい

た諸資料を，協力医療機関に手挙げしてい

（熊谷）医会の事務費も請求いただけたら。

（日野）県医師会のICLSの講師等は，講師

料支給なく，交通費の支給となっています。

（田中） 2回目以降は，内々でなく他府県か

らも講師に来ていただきますから，交通費

も含めて， もう少し支給が必要かと。

（承認） （継続）

2）入退会，異動の件（別紙）

新入会

(10月20日）安藤康一先生（西宮市）

(12月4日）岡崎仁志先生（尼崎市）

（承認）

3） 日本小児科医会社会保険委員会全国委員

会開催の件（別紙）

平成27年2月22日 13:00

於和光堂西新宿ビル

（二宮）出席致します。 （承認）

6．報告事項

l)社会保険委員会（二宮副会長) (別紙）

詳細は，委員会報告。

（辰己）小児慢性特定疾病医療費助成指定医

療機関の申請手続きは，複雑ではありませ

んので，是非申請ください。 （承認）

2）感染症対策委員会（吉田理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

（熊谷）ムンプスワクチン安全性調査は，最

終的には，ペーパーになるのでしょうか？

（吉田）その予定です。

（熊谷）それなら，倫理委員会を通しておい

た方がいいでしょうね。通ること前提で始

めていただいても結構ですが，倫理委員会

の開催日調整も含めてできるだけ倫理委員

会通過が望ましいかと思います。何も無い

事を祈って見切り発車でもいいでしょう。

（吉田）概要は，会報同封の資料に入れまし

た｡ l回目と2回目に分けて，接種数と副

反応を報告いただきます。接種時のお願い

として， 4週以内に起こった唾液腺腫脹
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ただいた先生方に送付します。病院からの

検体は， ウイルス分離はしていただきます

が，本調査の検体としては，外させていた

だきます。

(安部）同意書のみならず，同意撤回害も必

要かと思います。

(吉田）本文の一項目(4)としては，挙げさせ

ていただいています。

(安部）別紙，書式が必要かと思います。当

方で，作成して送ります。

(吉田） 「同意書は，接種医が保管してくださ

い｡」の一言も抜けていました。

（日野）説明書は，全例に渡し，その際は同

意書は不要という事ですか？

(吉田）説明は， 口頭でも差支えありませ

ん。

（日野）病院の検体は，外すというのは？

(吉田）病院に紹介をしてという場合は，接

種医が出す形でいいのですが，紹介でな

く，病院に直接入院した場合に接種医に伝

えにくい場合もありますので。

（日野）了解しました。

(吉田) 12月半ば過ぎに，順次発送したいと

思っています。それまでに，ご意見ありま

したら,MLでお願いします。

(熊谷）ご苦労様でした。ここまで来ました

ね。大変な作業だったかと思います。皆さ

ん，是非，ご協力をお願いします。

（承認）

3）小児保健委員会（野間理事） （別紙）

今期は，肥満児健診の二次施設の病院調

査として， 「兵庫県下の病院小児科における

肥満児診察実施状況に関するアンケート」

を作成しました。勤務医委員会にも，内容

を検討いただきました。

(野間）アンケートの発信は，実際， どのよ

うにしたらよろしいですか？

（辰己）病院小児科のMLは， どこから出ま

すか？

(野間）勤務医委員会以外の病院もあります

ので…。

(米谷）前任の三舛先生が，作成されたリス

トは，あります。只，各病院で担当者が代

わっているかも知れませんが。更新が必要

かと思います｡MLでなく, Excelによる

まとめです。

(野間）兵庫県下の小児科がある病院，全て

入っていますか？

(米谷）そう思います。更新は必要ですが。

更新後，活用ください。

(野間）年内にでも，送信したいと思いま

す。 （承認）

4）教育委員会（安部理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

(熊谷）先ず，総会・特別講演の日程から，

本日決定しましょう。 7月第一土曜日です

と， 4日となりますが。神戸市の医会は，

大丈夫ですか？

（二宮）第2週に固定し，総会は7月ll日

で, OKです。

(熊谷）異議なければ， 日程は， 7月4日と

いうことで。

（安部）特別講演講師の候補（案）は，現

在，兵庫医科大学皮層科准教授夏秋優先生

のみです。

(熊谷）問題なければ，私から，交渉してみ

ます。

（安部）医会会員による一般講演の方は？

（日野）八若先生，いかがでしょうか？

（熊谷） 日本小児科学会発表分を。ポスター

でなく，講演で。決定で良いですね。

（八若）了解しました。

（熊谷）別件ですが，大分市での日本小児科

医会セミナーでの発表演題については，い

かがでしょうか？締切は， 2月頃でしょう

か？
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度原稿をお願いする形となりますので，そ

れを一旦お休みして，今回，横山名誉会長

が，以前から書いてもいいよと仰っていた

だいていました内容を掲載しまして，でき

ればシリーズ化したいと思いますので，ご

指名なり，ご推薦をいただいて，そのずい

そうを続けたいと思います。

(横山）はい。

もう1点は，理事会で各委員会の報告が

されていますが，実は，私は， 自分が関係

する委員会については，内容，雰囲気は判

りますが，他の委員会のことは，全然判ら

ない状況です。それは，会員にとっても同

じことだと思います。各委員会が， どんな

雰囲気で委員会をされているのか，取材さ

せていただいて，写真も載せてということ

でスタートします。第1回は，小児保健委

員会が協力していただけるということで，

2月21日に，芦田委員長が，お邪魔して雰

囲気を伝えたいと考えます。こちらも， シ

リーズ化していきますので，各委員会の先

生方，宜しくご協力の程お願いします。

(田中）各委員会の次回開催予定が判ってい

ればいいですね。

(多木）委員会報告に必ず，次回の開催日

時，場所を記載いただければと思います。

今回も，実は，委員会の開催日が変ってい

ることが判明し，訂正し対応しました。そ

の事も含めて，お知らせいただければ助か

ります。 （承認）

6）勤務医委員会（米谷理事）

アンケート実施しますが， まだあまり進

んでおりません。何とか今年度中に，完了

したいと考えています。 （承認）

7）救急対策委員会（日野理事） （別紙）

詳細は，委員会報告。

小児科医会ホームページに掲載されてい

ます救急のサイトに関する件ですが，洲本

(吉田）幼稚園・保育園での感染症予防策に

関する調査については，一部返ってはいる

のですが，発表に足るものはなさそうで

す。最終的に，報告できるものになれば，

考えてみます。

(田中）県下の，小児在宅医療のアンケー

ト，マッピング等，進捗状況を次の委員会

で確認します。

(藤田）実技講習会開催の取組と，参加者の

アンケート調査は，いかがでしょうか？

(田中）講習会は，あちこちでされています

し…。 （承認） （一部継続）

5）編集委員会（多木理事） （別紙）

秋号を何とか11月には，お送りできまし

た。 11月の総務会後に，第2回の委員会を

開催しました。

小児医学講座，地方会の演題から，総会

の際の講師の講演内容を掲載させていただ

くのですが，文献の取り扱いが，バラバラ

となってしまっています。掲載している場

合と，そうでない場合がでてきています。

紙面の都合上，今後は，載せないという方

針とさせていただきました。教育委員会の

講師依頼の時点から，実は，今までも依頼

文に書いてはいたのですが，徹底していな

かったので，今後，念押しをしていただけ

れば幸いです。宜しくお願いします。

本日， 3部，公印を付しました広告掲載

趣意書を添付していますので，年末年始

MRとの接触が多いかと思いますので，是

非，広告を取っていただきますようお願い

します。

この4月から，担当理事と委員長が代わ

りまして，少しのマイナーチェンジをしよ

うと思いました。今まで， リレーずいそう

と，ずいそう2つのシリーズがありました

が，ずいそうは，入会して，入会あいさつ

の原稿をいただいて，結構早い時期に，再
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市の応急診療所，毎日準夜帯をされている

のを挙げていましたが，そこは，内科の先

生が出務し，内科の患者さんを診ておられ

るということです。小児科は, 10時から電

話相談の上，在宅輪番受診で対応という情

報が漏れていました。今回，行政の救急の

方から，指摘を受けました。委員会で，各

圏域での掲載内容を確認していただいて，

訂正希望が出ています。多くは，各圏域で

の電話相談が行われていますが，それが抜

けているということでした。ご意見いただ

いて， よければホームページ委員会の方に

お願いしたいと考えます。

（田中）電話されるのは，その圏域の方だけ

ですか？

（日野）圏域のサイトに入って，関連の情報

が出てきます。深夜帯の電話相談は，神戸

こども初期急病センターと，阪神北広域こ

ども急病センターのみかと。

（田中）淡路もやっていますので，他圏域か

ら掛けられたら困るなあということがあり

ます。

(寺田）電話番号だけに，校正等，確認は不

要でしょうか？深夜の時間帯の電話番号が

誤っていますと，深夜に掛かってしまいま

すので。兵庫医大の小児科の，電話番号が

掲載されて，ご迷惑をお掛けしたという例

もありますので。確認を各圏域でやってい

ただいて，何時の時点で， どなたが，ゴー

サインを出していただけますか？各市町の

情報を確認して, l週間後に再度メールで

再確認させていただきます。 （承認）

8）ホームページ委員会（既出） （承認）

9）小児在宅医療委員会（田中理事） （別紙）

兵庫県下在宅重症心身障害児訪問事業ア

ンケート結果が出ましたので，各市町に配

布予定です。

(辰己）事後承諾ではありますが，委員長が

交代されましたね。

（田中）前回の理事会で報告していません

か？

（辰己）前回，総務会での報告となっていま

す。本理事会での提案となりますが，ご異

議ございませんか？ （承認）

10)経理部（谷口理事) (別紙）

第31回近畿ブロック連絡協議会収支決算

書が挙がっています。予算として関連費20

万円を計上していましたが，決算¥238,102

でした。

（辰己）若干のオーバーで済んだというとこ

ろかと。予算立ての際，やや絞った経緯が

あります。 （承認）

11)総務部

(1) 地区小児科医会連絡協議会

出席者33名，懇親会20名

（2）平成26年度日本小児科医会近畿ブロッ

ク連絡協議会

出席者40名，懇親会37名

（3） 県医師会より通知

①任意予防接種における公費負担状況に

ついて（別紙）

成人風しん/MRワクチンに関し, 28

市町が独自で補助継続。

②母子保健法施行規則の一部を改正する

省令の公布および母子健康手帳の記載

事項の取扱い等について（別紙）

水痘ワクチンが加わり，それに関す

るところが変更となっています。

③水痘及び高齢者肺炎球菌ワクチン接種

の対応について

県が実施しました各市町の調査報告

（4）児童虐待防止啓発活動オレンジリボン

キャンペーン2014

「ひょうご児童虐待防止サポーター」メ

ンバー参加依頼の件

事後承認ですが，例年通り参加しまし



兵庫県小児科医会報 63No.63.2015

もの8割が， インフルエンザと診断しまし

た。熱の出る子の9割が， インフルエンザで

した。今年は，大人の方が多かったですね。

全国的に，そうみたいですが。子どもは，平

年の1割程度多かっただけですが，大人は，

1.8倍ということでした。急病診療所も数時間

待ちということでした。毎年のことではあり

ますが，今年は特にひどかったようです。正

月明けて，一休みして， また少し流行りまし

たが，今， また収束傾向にあるようです。12

月の医会理事会の後の忘年会ありがとうござ

いました。出席者は，それほど多くなかった

のですが， まあまあのおいしい料理で，何よ

りも楽しい会でした。中澤先生の名司会があ

りまして，出席者全員に一言お話していただ

いたのですが，皆さん， とてもお上手で， と

ても一言では終わらず，非常に楽しい会でし

た。いかに，家でしゃべってないかとうかが

わせる印象でした。

この前の日曜日ですが，小児在宅医療の実

技講習会を第1回ですが，医師会と共催とい

うかたちで，始めました。出席者が関係者を

入れて， 60名あまりでした。理事の先生方も

多数出席になり，非常に熱気むんむんとして

おりました。後程， 田中先生より報告がある

かと思います。医会にとっても，エポック

メーキングな会であったように感じました。

私も，矢張りやらないかんなという，少し，

そういう気が致しました。お世話になりまし

た二宮先生，田中先生，渡辺先生，ありがと

うございました。平松さん，医師会の方にも

お世話になりました。第2回， 3回ときっと

あるのでしょう。今回初めてで，ほとんど，

初心者向けの会でしたが， 2回目， 3回目を

どのように持っていくかは，今後検討される

ことと思います。医師会のバックアップがな

いと難しいかなという印象を持っています。

渡辺先生，宜しくお願い致します。

た。

（5） 日本小児科医会より通知

①衆議院選挙における推薦候補ご推挙の

お願い（別紙）

今回は，特になし。

②定期予防接種料金についての見解（別

紙）

同時接種の料金に関する，医会の見

解。

7． その他

新制度における小児科専門医資格更新に関し

て（別紙）

ll/1小児科学会資格認定審査委員会開催。

熊谷会長，服部理事出席。第三者一専門医機

構に仕事が移りますので， 3段階でかなり内

容が変ります。 以上

次回開催

平成27年2月5日 （木) 14:30~

兵庫県医師会館6階会議室

【第6回】

日時：平成27年2月5日 （木）

午後2時30分～4時30分

会場：兵庫県医師会館

出席者：熊谷会長，神尾，横山各名誉会長，藤

田，河盛，二宮，辰己各副会長，渡

辺， 日野，田中，多木，安部，谷口，

八若，佐野， 中澤，貫名，吉田，米

谷，寺田各理事，服部，森岡各特定理

事，森川監事，早野議長，筒井副議長

司会：辰己副会長

1 ．会長挨拶（熊谷会長）

1月が，あっという間に過ぎました。理事

会は，今年はじめてでございます。インフル

エンザが，年末に急に一挙に大流行しまし

て，元旦に急病診療所に出たのですが， こど
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日本小児科医会の件， このこともまた後

で，お話しますけれども，例の地域総合小児

医療認定医の件ですが，兵庫県からは，現

在, 51名の方に， 申請していただきました。

全国では，先月末で600名を超えておりました

ので，締め切り過ぎて多分，六百数十名にな

るかと思います｡ 3月の8日に審査委員会が

開催されます。殆んど， フリーパスみたいな

もので， 4月1日付けで5年間有効な認定証

が発行され，届くのは4月半ば位になるかと

思います。制度としてどのようなものが出来

上がるか， これから，練っていくということ

になりますので，宜しくお願いします。今日

もいくつか，重要な協議事項がありますの

で，ご協力宜しくお願いします。

2．名誉会長挨拶その1 （神尾名誉会長）

小児在宅医療の実技講習会，出席された先

生方，ご苦労様でした。委員会の先生方は，

大変だったかと思います。聞いてるだけで

も，大変でしたから。いい勉強させていただ

きました。

名誉会長挨拶その2 （横山名誉会長）

私も，小児在宅医療の実技講習会に参加さ

せていただきまして，ありがとうございまし

た。朝の9時から，午後4時まで，ほとんど

眠ることなく，あんなに勉強したのは，学生

の時でもない位に， よく勉強させていただき

ました。担当された先生方，本当にお疲れ様

でした。ありがとうございました。今後も，

勉強して行きたいと思います。

今，会長が仰いましたように，地域総合小

児医療認定医に多数の応募があったというこ

とで，非常に結構なことかと思います。昨年

の3月の理事会には，理事として出席してい

ましたが，基礎単位をどうするか，総会

フォーラムすら，入れるや，入れないやと非

常に厳しかったのですが，少し， コペルニク

ス的転換で，非常に基準が緩和されたようで

す。その方がいいのではと，考えています。

会長が云われましたように，走りながら考え

るということで，制度として， まだ詰めない

といけない点もあるようですが，学会との関

係も色々あるみたいで，悪口をいう訳ではあ

りませんが，学会は，難しい部分がありまし

て，担当の委員会で，随分意見が合わない場

面もありました。小児科医のため，子どもた

ちのためになる制度かと思いますので，是

非，いい制度に仕上げていっていただきたい

と思います。因みに，私も1月29日に，速達

で出しました。多分，届いていると思いま

す。 4月に，認定されるのを楽しみにしてい

ます。

3・ 日本小児科医会ニュース（会長）

12月に理事会がありました。資料の多くは

報告事項で，直接県の医会に結びつく内容

は，それ程多くありません。その中から，

今， 日本小児科医会が動いている第1本目の

柱は， 「成育基本法」でございます。理念法で

すが，それが通って，今まで部署・部署に分

かれている縦割りの事業を，横断的に統括す

る法律を作って，具体的に子どもたちとか，

成育のために何が出来るかという法律を作り

ましょうという動きです。ロビー活動もやっ

ていますが，重要案件がどんどん出て来て後

回しになっていますが，今年の成立を目標と

しています。もう一つの柱は， 「地域総合小児

医療認定医」制度でございます。委員会の担

当理事は，私と， トップに神川副会長，責任

理事佐藤理事ですが，委員会には，藤田先生

が近畿ブロックの代表として出ていただいて

おります。日本小児科医会としては， この制

度を作るのだという強い志がありましたの

で，私も本委員会は，必要か否かを論議する

場ではなく，制度を作るためにどうするかと

いうことが主眼で活動してきました。そのお

蔭で，去年の9月には，会員に発送すること



兵庫県小児科医会報 65No.63.2015

が，その時に出ましたが， 日本小児科学会が

指導医を作ろうとしています。そのために，

日本小児科学会の指導医と， 日本小児科医会

の「指導医」が紛らわしいから， 「指導医」の

名前を変えるように言われました。それも

困っています。この前の理事会で通ったよう

ですが， 日本小児科学会の指導医は， 日本小

児科学会の専門医はなくなりますが， （日本専

門医機構が作った小児科専門医はできますが

－小児科学会会員でなくとも専門医は取得可

能)，初回認定要件が，専門医資格を1回以上

更新していること，小児科医のための臨床研

修指導医講習会（日本小児科学会主催)，小児

科指導医のオンラインセミナーの何れかを受

講することとなっています。もう一つ， 申請

前の5年間に，査読制度のある小児科関連論

文を一編以上出すことがあります。 トップで

なくとも，共著でも良いということですが。

指導医を取った更新条件にも同じように論文

を出すことを，課しています。大学とか，勤

務の先生は，それ程難しくないかと思います

が，開業医には， なかなか難しいのではと思

います。勿論，開業医の中にも，論文を書い

ておられる方は，大勢居られますが。広く，

遍くというのは，難しいかなと思います。こ

れも，正式ではありませんが，大体，決まっ

たようなことです。こういう流れにあるとい

うことを，報告しておきます。去年，盛岡市

でありました日本小児科医会総会フォーラム

が，今年は，大分県別府市で開催されます。

（6月13日～14日),来年は米子市(6月ll日

~12日）の予定です。日本小児科医会生涯研

修セミナーが，今年は, 10月12日 （祝),埼玉

県大宮市，大宮ソニックシテイで開催されま

す。研修集会の単位が認められますので，是

非，ご参加ください。

4．学会ニュース（服部理事）

1)学会HPから；最新情報，学会からの提

ができました。只，少し焦った感がありまし

て，不備なところもいくつかあり，必須研修

単位であるとか，研修集会，開業医ならどう

だとか，勤務医ならどうだというところを煮

詰めることが， 出来ませんでしたので，

色々，緩和したというか，改めまして，集会

等認めることとなりました。先程もいいまし

たように，全国で600名余りが， 申請されてい

ると思います。証を取ったから，何かインセ

ンティブがあるかというと， ないのですが，

小児科学会の専門医も，同様ですから。診察

室に，堂々と掲げていただくということは，

出来ますので。この制度も，小児科学会との

関係で，暫定制度という形で，小児科学会と

しては， 「小児科医は総合医である」というの

を打ち出していますので，わざわざ，認定医

は必要ないと言ってこられました。小児科関

係のいくつかの会で， この制度を作ろうと言

い始めましたが，最初は，小児科学会は降り

ました。昨年位から，一緒にやると言われ

て，昨年暮れに小児科学会が認める研修集会

を，小児科医会がその単位を利用して，単位

として利用するのは構わないということとな

りました。 （五十嵐会長の名前で｡）当時， ま

だ少しごたごたしていましたので，私として

は， 申請は，暫く待った方がという意見でし

た。それが通ってから， 申請してくださいと

お願いしました。そういう経緯であります。

この後は，暫定制度の後， 「指導医」を作ろう

という動きとなっています。 「指導医」という

のは，地域において，例えば開業しようとす

る人に対して指導ができる。病院勤務医に対

して，地域のことを指導できる。そういう概

念です。 5年後には， 「指導医」ができると思

います。また，方針が変わる可能性もありま

すが。走りながら，考えるという方針です。

時々，バックして逆走することもあります。

この制度のために，四者協を持っています
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言・主張

2014.12.24

・第8回小児科専門医試験の結果発送

2014.12.26

・子どもによる医薬品誤飲事故の防止対策

の徹底について（厚生労働省） ；参考資

料「消費者安全法第31条第3項に基づく

経過報告」子どもによる医薬品誤飲事故

（平成26年12月19日）消費者安全調査委

員会。

2015.1.8

・第9回日本小児科学会倫理委員会公開

フオーラム；平成27年3月8日 （日) 13

時～17時（東京医科歯科大学M&Dタ

ワー2階鈴木章夫記念講堂） （事前登録

制，無料）

2015.1.20

・医師の子育てを応援するリレーコラム18

掲載；両立を超えて，広い価値観を受け

入れる優しい社会へ，国立成育医療研究

センター・政策科学研究部森臨太郎

2015.1.21

会員専用ページ更新（各種医療関係情

報）

・日本臨床検査標準協議会基準範囲共用化

委員会「共用基準範囲とその利用の手引

き：暫定文書」について。 「共用基準範

囲とその利用の手引き：暫定文書」JPS

専門医オンライン・セミナーに2013年教

育講演を追加

・献体を用いた医療技術の教育とトレーニ

ングに関するガイドラインの周知につい

て

・医薬品・医療機器等安全性情報報告制度

の周知について（厚生労働省）

・健康食品(ABCDophilusPowder) 【個

人輸入品】に関する注意喚起について

（厚生労働省）

・抗インフルエンザウイルス薬の使用上の

注意に関する注意喚起について（厚生労

働省）

・小児科PR冊子「ようこそ小児科へ」新

版。～子どもの笑顔を守る総合医を目指

して～

・難病「指定医の指定」について（日本専

門医機構）

2015.1.27

・小児救急市民公開フオーラム；平成27年

3月21日 （祝) 14時～16時30分（東邦大

学医療センター大森病院5号館地下臨床

講堂） （事前登録制，無料）

2）学会雑誌から

2014.12月号Vol.118, Nol2

． 【論策】小児在宅医療を支える地域医療

機関の現状と今後の連携：三重大小児科

岩本彰太郎ら．医療的ケアを要する子ど

もと家族を支援する在宅医療体制の構築

には，更なる普及啓発活動を実施すべき

であり， また従来の地域・診療科枠を超

えた連携を推し進める取組が必要と思わ

れた。

． 【論策】重症児の一般病院小児科におけ

る短期入所（入院）の実態と課題:NTT

東日本札幌病院小児科森俊彦ら．一般病

院小児科で重症児の短期入所（入院）が

行われるようになるためには， レスパイ

トが制度として確立し，診療報酬上の加

算があり，病院として収益がでるシステ

ムの構築と重症児に関わる人材の育成が

必要である。

2015.1月号Vol.119, Nol

。 【論策】わが国の乳児ボツリヌス症の実

状：森川こどもクリニック森川嘉郎．乳

幼児突然死症候群としての報告例は150

例/年程度で， この中には何例かのボツ

リヌス菌関連死が含まれていると推測さ
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（河盛）かなり増えている記載で，印象と違

います。

（熊谷）兵庫県小児科医会の勤務委員会の動

向とか見ますと，増えていないですね。

（辰己）学会の地方会でも，増えている印象

はないですね。

（河盛）民間病院をも全部把握している訳で

はありませんからね。

（熊谷）各医会からの報告では，減っていま

すよね。

（服部）地方会での発表時は，入会が必要で

すがその後も留まっているかは判りませ

ん。

（熊谷）幽霊会員が，結構いるかと思いま

す。

（辰己） 2年間会費未納で，会員からは外れ

ます。

（熊谷）会費だけ払って，大阪の病院に勤務

している方も，結構います。

（辰己） また，情報があればということでお

願いします。 （承認） （継続）

5．協議事項

1)総会フォーラムポスターセッション発表

の件（応募締切3月13日）

6月13日 （士)～14日 （日）

（吉田）感染症対策委員会より， 1題発表し

ます。先週の委員会で検討しました。

保育士等，幼稚園・保育所従事者の，麻

しんおよび風しんなどの予防接種歴や抗体

の有無について，管理者や行政がどの程度

把握できているかに関する状況調査をした

ところ，当初，考えたこととは，大分違う

答えが出まして，行政サイド，教育委員会

とかは，把握しているとか，把握を検討し

ているというところは，ほぼありませんで

したが，民間の保育所は，意外にやってい

る，あるいは，意欲とかが多くて，乖離が

激しいので， これは，ぜひ発表しようとい

れる．ボツリヌス菌関連死が医師の興味

を引くようになれば，死に至る前に乳児

ボツリヌス症の診断がなされ突然死を少

なくする可能があろう。

･I,ljuryAlert (傷害速報)No52円柱状の

砂糖菓子による窒息：死亡に至ったが，

形状の検討が必要である。

・情報管理委員会報告: 1.平成24年度病

院調査報告書， 2．病院調査調査からみ

た小児科常勤医師数の動向に関する報告

書→病院小児科18.2%減（小規模小児科

が主に）一（以上）－

(辰己）先生の病院でも， レスパイトのケー

スは多いのでしょうか？

(服部）そうですね。レスパイトとは，言え

ませんが…。

(辰己）制度が違いますからね。

(服部）保護者に倒れられますと，非常に困

りますので。

(河盛）病院の小児科医の数ですが，昨年

か，一昨年に江原朗先生が， 日本医師会雑

誌に掲載された論文では，兵庫県はむしろ

減少（微減） しているように書かれていま

したが， この間の小児科学会の文章では，

かなり増えていることになっています。

(服部）兵庫県は，減少傾向かと思います。

(辰己）小児科学会は，学会員をカウントし

ているのですか？

(河盛）違います。病院へのアンケートで

す。何年か毎にやっているのですね。小児

科標傍の病院に送って回答のあったものの

集計です。 もちろん，回答しないところも

あります。何年か前も，同じ条件でやって

いるということです。その辺が， どの程度

真実を反映しているかということがありま

すが。

(辰己）印象としては，増えている印象は

持っていませんが。
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（田中）立候補者が，定員超過すれば，選挙

が必要ということですね。

（熊谷）先程の8名の方，立候補届をお願い

します。 （承認）

3）入退会，異動の件（別紙）

新入会

(12月9日）高橋千晶先生（西宮市）

(12月16日）佐藤仁美先生

（尼崎市・尼崎医療生協病院）

（1月9日）工藤直子先生

（高砂市・高砂西部病院）

(1月19日）前川講平先生

（西宮市・兵庫医科大学病院）

(1月27日）石井 円先生

（神戸市・西区）

（承認）

6．報告事項

1)社会保険委員会（二宮副会長）

詳細は，委員会報告。

（横山） タミフルなどの予防投与について

は，保険診療ではないので，何かあった場

合には，国は，責任を負ってくれないです

ね。

（二宮）そうですね。

（辰己)PMDAも， カバーしませんね。

（服部）最初の資料ですが，診療所の先生方

は，小児慢性特定疾病及び難病法の少なく

とも指定医療機関の申請を是非お願いした

いと思います。逆紹介をお願いする場合に

必要ですので。

（筒井）神戸市の場合は，必要時に申請して

欲しいという意向のようです。

（服部）一部誤解がありますが， 「専門医」で

あることは必須条件ではないのです。

（田中）最初の診断書を書くことはなくと

も，病院から離れてしまうと，更新の診断

書記載の機会は生じます。

（吉田）先程のタミフルの予防投与の件です

うことになりました。

(熊谷）どなたが発表していただけますか？

(吉田）明石市の中西恭一先生です。

(辰己）あと，いかがでしょうか？

(藤田）できれば小児保健委員会から1題発

表したいと考えています。 2月21日委員会

開催されますので。取り急ぎ，検討したい

と思います。 （承認） （継続）

2） 日小医次期代議員・予備代議員推薦の件

（別紙）

(辰己）前回総務会で，本日16時を締め切り

として立候補お願いの広報をしています。

現在，理事以外の立候補者は出ていません。

(熊谷）この場で，新たに立候補される方が

ありましたら，挙手ください。

(河盛）代議員・予備代議員選出に，必ず選

挙をすることという規定はあるのでしょう

か？もし，そういう規定がないのであれ

ば，次回より，会長の指名とかでは，駄目

なのでしょうか？手続きも大変ですし。

(横山） 日小医の定款がありますが，その中

に代議員選出に関する規定があったかと思

います。

(熊谷）現代議員の内，早野先生がご辞退を

申し出ておられますので，藤田先生，河盛

先生，二宮先生は引き続き，加えて辰己先

生の4名にお願いを提案させていただきま

す。予備代議員については，森川先生， 日

野先生，田中先生は引き続き，新たに渡辺

志伸先生の4名にお願いすることを提案し

ます。

(服部）ネット上に，定款ありました。日小

医の定款の中に，第14条第3項に，代議員

を選挙するため，都道府県の正会員による

代議員選挙を行う。という規定があるよう

です。

（熊谷）はっきり記載があるのですね。あり

がとうございます。
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先ずは，総会の一般講演の講演候補者のご

推薦を。

（二宮）小児在宅医療実技講習会の報告は，

いかがでしょう。

（熊谷）いいですね。田中理事，いかがです

か？

（田中）医学講座の内容の話の方が， まだ，

し易いかも知れません。マッピングの方

は，データはもらってはいますが。この間

の講習会で，小生が担当しました処を再

度，話すということであれば。

（熊谷）参加者のアンケートの分析を加える

とか。

（辰己）田中先生に一任ということで，宜し

くお願いします。 （承認）

5）編集委員会（多木理事）

会報63号の原稿，届いているものもあり

ますが，是非，早いうちに提出をお願いし

ます。 2月中に委員会の予定がない委員会

は，できれば早めにご報告の提出をお願い

しますと編集が助かりますので，宜しくお

願いします。広告掲載は，現在7社ですの

で， もう少し声掛けのご協力お願いします。

（承認）

6）勤務委員会（米谷理事）

委員会は開催出来ておりませんが，委員

長の久呉先生とアンケート調査の内容を検

討中で，概要が完成しましたら，委員の先

生にMLでご意見を伺って，発送に漕ぎ着

けたいと思います。 （継続）

7）救急対策委員会（日野理事）

詳細は，委員会報告。

(辰己）阪神北での， トリアージ・ナースが

先にインフルエンザ迅速検査をするという

対応は，平時から，込み合いだしたら取っ

ている対応です。患者さんの出入りが1回

で済みますので。

（日野）結果が陰性でしたら，患者さんは，

が。添文に無くとも，その時代の医学的常

識と認められていることは, PMDAの補償

対象となる筈です。予防投薬なのに，一般

的にいわれている1日1回10日間，以外の

投与法では, PMDAの補償対象から外れる

可能性はあります。予防接種が，そうで

す。

（辰己）判りました。ありがとうございま

す。 （承認）

2）感染症対策委員会（吉田理事）

詳細は，委員会報告。 （承認）

3）小児保健委員会（野間理事）－欠席．報

告なし。

4）教育委員会（安部理事）

詳細は，委員会報告。

(安部）第64回小児医学講座の共催会社は，

色々なところに声を掛けましてMSDを候

補としましたが，須磨崎亮先生が, B型肝

炎ワクチンの研究班長で,MSDは，肝炎

ワクチン（ヘプタバックス）を持っている

ので，利益供与関係があり， まずいかなと

考えます。須磨崎亮先生には， まだアプラ

イしていません。

(寺田） ウィルソン病のノーベル．ファーマ

社は，いかがでしょうか？

(安部）以前， 申し出があった会社ですが，

担当者が転勤してしまいました。

(二宮） まだ，連絡は取れますので。その時

に，確認していますが，関係ないテーマの

演題にも共催させていただきますとの確認

が出来ています。

(安部） ノーベル・ファーマ社，病院に入っ

ていますので，当方でも連絡は可能です。

(熊谷）ウィルソン病が，参加者のどれだけ

興味を惹くかは，難しいところですが。た

まには， こういう演題もいいかも判りませ

ん。

(安部）委員会で，引き続き検討しますが，
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報告は， 2月中に何とか纒めて，会報への

原稿とすれば宜しいですか？理事会承認前

となりますが。 （継続）

9）小児在宅医療委員会（田中理事）

詳細は，委員会報告。

（辰己）兵庫県下市町の在宅重度障害児者訪

問事業への取り組み調査結果の資料を医会

報に掲載いただくという提案が，田中理事

から出ました。いかがでしょうか。

（田中）併せて，小児在宅医療実技講習会受

講者の感想文も，医会報に掲載いただけた

らと思います。

（辰己）多木理事，いかがでしょうか？

（田中）中澤理事に感想文は，お願いしてい

ます。

（多木）中澤理事の責任範囲で，結構かと。

（辰己）ご投稿，宜しくお願いします。編集

委員会の方で，特にご異議なければ。

（承認）

10)広報部（河盛副会長）

FAXニュースの264号と265号，それから

小児在宅医療実技講習会案内を発信しまし

た。 （承認）

11)経理部（谷口理事）

特にございません。

12)総務部（辰己副会長）

①日本小児科医会功労者表彰の件

（辰己） 日本小児科医会ニュースに掲載さ

れていましたが，横山名誉会長のお名前

がありましたので，ご報告しました。

（横山）まだ，何もいただいていませんが。

（辰己）ご苦労様でございました。おめで

とうございます。 （拍手）

②地域総合小児医療認定制度の件

（辰己）兵庫県下で，実際の申請数は判り

ませんが，推薦状の数では， 51名です。

（熊谷）兵庫県小児科医会会員でない方

が，推薦を希望されました。規約で，県

帰るのでしょうか？

(辰己）結果は，その時点では伝えません。

必ず，診察室で伝えます。

(日野）別件ですが，救急安心センター兵庫

という#7119の検討会に上谷先生が出席さ

れるということで，今後，実現するかどう

かですが，出席されています県の理事をさ

れています橋本先生は，難しいのではとい

う意見のようです。そういう話題が出まし

た。

(谷口）先に検査をする基準はあるのでしょ

うか？

(辰己）基準はあります。熱と，発症後10時

間以上経過していること。家族内発生があ

る場合には， 5時間以内でも実施します。

(熊谷）今年のインフルエンザは，比較的軽

いという印象があるのですが。入院例，脳

炎とかの症例は，結構あったのでしょう

か？

（日野） こども病院に入院例がありました

が，市立伊丹病院の三木先生の報告では，

入院例は少なかったという報告でした。

(安部）県の週報では， 20何人，重症例があ

るとの報告でした。

(辰己）子どもですか？

(安部）年齢は，判りません。

(河盛）看護師の死亡例がありましたね。

(横山）長野県ですが。

(熊谷）小児では，例外的に脳症があったと

いうことでしょうか？

（日野）神戸中央市民病院では，脳症があり

ました。 （承認）

8）ホームページ委員会（寺田理事）

救急の電話番号等を，冬休み前に更新し

ました。今の処，最新版かと思いますが，

救急体制の時間変更とか，電話番号の変更

等ありましたら， また，逐一仰ってくださ

い。委員会は， 2月に開催します。委員会
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シール日本小児科学会専門医研修集会3

単位， 日本周産期新生児学会専門医制度

研修単位2単位が付きますので，興味の

ある先生は，出席宜しく。県医週報に，

近々掲載されるかと思います。

④次期日本小児科学会近畿地区資格認定委

員（兵庫地区・開業医）推薦の件（別

紙）

（辰己）熊谷会長が委員でしたが， 65歳を

過ぎますとご辞退いただくということ

で。締め切り日程の加減で，前回の総務

会で河盛先生にお願いするということで

決定していますので，報告です。

（熊谷）会議の主管大学が現在，大阪市立

大学で，開催日が年2回土曜日午後とい

うことで地理的条件も勘案しました。

（承認）

⑤周産期および小児科の医療・保健に係る

専門家会議（妊娠・出産関係第2回）の

開催の件

（辰己）会議は既に終わっていますが，米

谷理事にご出席いただいていますので，

ご報告をお願いします。

（米谷）兵庫県の事業としまして，望まな

い妊娠などにより妊娠や出産に悩む者

に，妊娠相談を設けるということで，今

まで2回の会議があり，渡辺先生と出席

しました。 10代の妊娠等の相談窓口とな

りますが，実施主体は，県の助産師会

で，週2回の電話相談です。前回の会議

では，産婦人科の先生は，ご欠席で，医

療機関との連携も次回テーマになるかと

思います。 （第3回目の会議が， 2月中

に開催予定）

⑥日本音楽療法学会近畿学術大会開催の件

3月7日～8日

於帝塚山学院大学

（多木）先程，ホームページ委員会から問

の会長が推薦するのは，県の医会会員と

いうことで，会員でない場合は，例えば

所属医師会の会長が，地域活動に貢献し

ているという証明書を書いていただけれ

ば，可ということになっています。理事

会とのタイミングがあって，本来今日の

理事会で入会が承認されるという形です

ので，前倒し・例外の措置も考えました

が， 「今回は県の小児科医会に入ってい

ただいて，来年度に申請をお願いできま

すか？」と，言いましたので，今後もこ

の形でいこうかと思います。出来れば，

日本小児科医会，兵庫県小児科医会両方

に入会いただければ，色々な関係でス

ムーズになろうかと思います。兵庫県の

日本小児科医会会員数が，大阪に抜かれ

ました。人口比からすれば当然といえば

当然なのですが， これまでの実績があり

ますので，何とか会員数をもう少し増や

したいと思います。何か，方法を考えま

しょう。

次年度の地域総合小児医療認定制度申

請時期は， 9月～ll月末の予定です。頓

挫しないように努めたいと思います。

平成26年度周産期医療事例検討会（2月③平成26年度周産期医療事例検討会（2月

28日）の件（別紙）

（渡辺）毎年， 2月～3月に開催されてい

ます。県下の総合周産期母子医療セン

ターと，地域周産期母子医療センター，

教育病院より事例を報告していただきま

す。毎回， テーマを設定していまして，

今回のメインテーマは， 「高齢妊娠に関

わる諸問題」ということで, 11演題出て

います。特別講演として， 「子どもの突

然死～タンデムマス・スクリーニングを

通じて～」のテーマで，竹島泰弘先生に

ご講演いただきます。日医生涯教育講座

認定4単位， 日本産婦人科学会認定A
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い合わせがありましたが，会報には，出

来るだけ年度内の事を春号に載せたいの

で， 2月中に委員会を開催される委員会

は，その委員会報告をrMi-MLに挙げて

いただいて，意義がなければ，原稿とし

て掲載させていただくという形で宜しい

でしょうか？ホームページ委員会に限ら

ず，他にも何件かあると思いますが。

(辰己）報告事項であっても，一応理事会

承認が必要かと。

(渡辺）今までは, houkokuメールに全て

集めて，その後アップしていました。

(寺田）ホームページ掲載は，理事会後と

なっています。

(多木）原稿を考えますと， 2月の委員会

の報告なしでいくよりは，出来れば春号

には掲載したいと考えるのですが。

(森川）報告と原稿は，別かと思います。

まとめですので。

（多木）その際の2月分の取り扱いです

が。

（熊谷）承認は，あくまでも理事会ですの

で。会報への掲載は遅れても，承認後の

掲載を原則としていただければ。会報

は，残りますので。

（寺田）今回，理事会承認が間に合いませ

んので， 2月の委員会報告は，秋号とい

う形で宜しいですか？

（熊谷）その形が， きっちりしているか

と。今後，問題が生ずれば，再検討しま

しょう。ホームページは，速報性を生か

し，医会報は，記録を生かしての形で。

（承認）

以上

次回理事会

平成27年4月2日 （木）

県医師会館6階会議室

②③③●噂働⑨鱒⑧⑧③錫③③曾鐙⑧③鎗響翻鰯鯵⑥⑨②翻趨③③鶴③●鰯③③噂職②○鰯③③の韓翰、③韓韓⑥。母③⑲蝉③⑪
⑨

⑧ ③
⑤

③ ｡
⑲

③ ○露 鰯本副児科医会 、地域総合j児医療認定医の

平成27 ：
年度日 、

｡

⑭

鱈 ③申請につい ・
て

鋤

S ⑨谷 ｡⑳ ⑥③ ③昨年度よりはじまりました標記の地域総合小児医療認定医の申請が、本年度も9月

③ e③ ◎尋 ⑥
から11月末日までの問に申請をすることが決定しておりますのでお知らせいたしま

③ ③診 ③鐙 ③
す。

e ②｡ ⑥なお、申請書につきましては、 日本小児科医会会報第49号と同封されておりますの

尋 ⑨鰯 Ge ③
で、この旨お知らせいたします。

③ ⑨
織

鋤

砂

⑧母⑬。③｡。③e④噂⑧③⑥e③③釘韓⑲②⑧診⑤⑧③⑨⑨。⑥母③⑨③③⑥、範⑨の⑥。の母⑨③⑤③匂⑨②。⑮②⑨⑬④。
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はない，新規の開業医の入会勧誘が， |一分には

徹底できておりません。私たちに分からない部

分もありますので，地元に帰られましたら，新

しく開業されたり， まだ入会されていない方が

おられましたら，先ずは，地区の小児科医会に

は， 入られる方が多いかと思いますが， どう

ぞ，県小児科医会へのご入会をお願いしていた

だきたいと思います。県小児科医会HPから，

アクセスしていただきましたら, HPを通じて

入会できますので，できましたら，序でに日本

小児科医会への入会もお願いしていただいた

ら，助かります。あるいは， こういう人が新規

開業しましたとお知らせいただきましたら，私

たちの方からも，働きかけをしたいと思ってお

りますので，宜しくお願い致します。医会に入

るからには，入会する方にとってのメリットが

ないと， 入っていただけないし勧めることも

中々難しいのでございますので，有形・無形に

メリットはあるのですが， もっともっと判り易

い形でお示しできるように，活動を進めて参り

たいと思います｡」

第23回兵庫県地区

小児科医会連絡協議会

日時：平成26年10月4日 （土）

午後3時00分～午後5時30分

会場：兵庫県医師会館

6階会議室

辰己副会長総合司会にて開会されました。協

議会への出席感謝を皮切りに，以下の如く熊谷

会長のご挨拶は続きました。 「この4月から，横

山前会長の後を引き継ぎまして会長を務めさせ

ていただいています。どうぞよろしくお願いし

ます。この連絡協議会， ご承知のように，年l

Iill , ｣度この時期に各地区の小児科医会の会長

や，主だった先生方にお集まりいただきまし

て，各地区の小児保健であるとか，医療に関す

る色々な情報をご提供いただいたり， また，問

題点をお聞かせいただきまして，私たち県医会

の活動につなげ， さらにそれらを要望がありま

したら，兵庫県当局に訴えていくという目的も

あります。また，一方で，私たち県医会の活動

を皆様方に知っていただきまして，私たちに対

する要望がありましたら，仰っていただき， ま

たご批判， ご|｣上責をいただきながら，今後の運

営に生かせていただきたいと思っています。皆

様，忌‘|軍のないご意見を， いただきますようお

願い申し上げます。今日は，色々と報告事項も

ありますので，簡単に挨拶と致します。現在，

兵庫県小児科医会の会員数は， 407名でございま

す。その内， 開業医が257名，勤務医が150名で

す。この会員数は， Ⅱ本の小児科医会の中で

は，多い方で，東京都についで2帯|訓の多さで

す。組織率も，大体60％程度です。 しかし，実

は，毎年，会員数は，減少してきております。

（約10名～15名ずつ）会員の方々の高齢による

廃業であったり， あるいは，お亡くなりになら

れたりすることが一番多いのですが，元々多く

1 ） 日本小児科医会の現況一（熊谷会長）

今年の4月から，兵庫県小児科医会会長就

任と併せまして， 日本小児科医会の理事に横

山理事から引き継ぎまして，務めておりま

す。担当は，横山先生は，社会保険の常任理

事として長年活躍して来られましたが，私は

地域総合小児科医療検討委員会の担当でござ

います。理事会が，年41nl開かれます。医会

総会フォーラム （6月於岩手) ，その後，先

週に東京でありました。ご承知かもしれませ

んが，沿動は，多||皮に亘っておりますので，

今回は，県医会に関係ある処であるとか， 関

，L､の高い処に限ってご報告させていただきま

す。今，医会が大きく活動していますのは，

二つございます。一つは， 「成育基本法」で

す。小児保健法であったのが，名前を変え
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て，今， 「成育基本法」成立を目指すというこ

とでございます。これも，数年前から医会

で，声を大にして謡っていますが， まだ

中々，国会を通っておりません。理念法であ

りますので，それで何が変わるかよく分かり

ませんが，いずれにせよ，それが通らないと

前に進めないということで，今年か来年くら

いで，超党派で成立させたいというのが，医

会会長の意向でございますので， また，その

節にはよろしくお願いします。

もう一つは，先日，送られて来たかと思い

ますが，地域総合小児医療認定医制度の発足

でございます。会員の方には， ピンク色の申

請の用紙と，規程が届いたかと思います。こ

の活動は，医会としては， 7年前からやって

います。総合小児科医検討の時代から，制度

にしようと動きだしたのは， 3年前からで

す。どういうものだという疑問があろうかと

思います。

具体的には，総合診療医という19番目の専

門医の基本単位としてできることは，既に決

まっております。総合診療医というのは，以

前に出ました「かかりつけ総合医」という日

本医師会が打ち出したものと違って，専門医

機構，国の肝煎りで始まります。総合医にな

るためには， 3年間の教育プログラムを受け

るのですが，その中で，小児科の研修は，

3ヵ月間でいいという形です。私たちにとっ

ては，それでは，診られる子どもの方が大丈

夫なんだろうか？診療の質が果たして担保出

来るのだろうか？そういう処から始まってい

ます。立ち位置をはっきりさせようというこ

とで，そのためには，私たちの小児科をもう

少し，そのアイデンティティーを， もう少し

はっきりさせるためには， どうしたらいいか

という処で， 「小児科総合医」というものを考

えようということになりました｡ 4年間ほど

議論があって， この2年間で，やっと制度を

立ち上げるということになりました。その骨

子は，先ずは，小児科を診る者が， しっかり

と自分の地元で，子どもに関わって，診療の

質，保健の質をしっかり上げようということ

でございます。そのために， この申請制度も

判りにくくはなっていますが，実際， これま

でに，活動してきた実績一こういう研修会に

出てきた，地元でしっかり乳児健診もしてい

る，学校医もしている，予防注射もしてい

る，そういう地域に根付いて活動している実

績があるということ。それから，必ず，年何

回かは，指定の講習会，研修会に出席してい

る。そういう医療の質の担保をしっかりし

て，そして，そういう人たちに対して，総合

小児科認定医を与えましょうということで

す。これは，将来的には，内科系の総合診療

医の方々が，地域に来られた時に，その方々

に対して私たちがしっかり指導できるように

していこうという狙いも，当然あります。専

門医制度が， 27年度には始まりますので，そ

れまでに小児科の足元を固めようということ

もありましたので，急いで制度を作って，皆

さんに配布した次第です。現在，他の団体，

日本小児科学会， 日本小児保健協会， 日本医

師会等，大方の了解を得ているのですが， も

う一歩煮詰めるところがございますので，今

すぐ申請していただかなくて結構ですが， 3

年間の暫定制度期間中には， 申請いただきま

すようお願いします。標梼できる訳でもない

し，今の処何のインセンテイブもありません

が，院内表示位はできるであろうと思います

ので，宜しくお願い致します。現在，幾つか

質問が寄せられています。多いのは， 「今の申

請の制度では，ハードルが中々高すぎて， 申

請資格がない｡」というものです。実績はいい

が，研修集会の単位が足りないという意見が

多くあります。これは，一つには小児科医会

「心の相談医」がありますが，それを取って
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は， ないのですね。

（熊谷）その通りです。減額には，変わりあ

りません。

（辰己）医師会に対する予防接種の事務費で

すが， これは以前と変わらず4％ですか？

（徳田）その通りです。

一川西市の病後児保育について一

（渡辺）形としては，医療機関併設型，保育

所併設とか何れの形ですか？

（伊賀）民間の保育園主体で，分園を設立し

ています。元々，閉鎖した市立保育所の跡

地です。手挙げをしての開設です。

一川西市の乳幼児健診出務について－

（辰己）月何回くらいの出務となっています

か？

（伊賀）高齢の先生もいらっしゃいますの

で，調整の結果，開業医の場合，年間17~

18回程度です。民間病院の非常勤の勤務

医， さらに市立川西病院の勤務医（月1

回）にもご協力いただいています。

一西宮市応急診療所深夜帯出務拡大計画につい

て等一

（熊谷）頓挫したかもしれませんが，応急診

療所深夜帯出務拡大計画に際し，医師会，

小児科医会に対する協力要請等，いかがで

したか？

（谷口）小児科医会として，全員協力できな

いという表明でした。

（熊谷）それは， どこに対してですか？

（谷口）西宮市に対してです。

（熊谷）医師会の立場は，いかがでしたか？

（谷口）私どもに，任していただいています

ので…。

（熊谷）それでもやろうという根拠は， どこ

にあったのでしょうか？アドバルーンだけ

ですかね？市民病院構想は， どうなってい

ますか？

（谷口）何も決まっていません。

いる先生方が，約1,000人位おられますが，そ

の方にとっては，決して難しくないが，相談

医になっていない方にとっては，かなりハー

ドルが高い。ということです。委員会の中で

も，論議はあったのですが，あまりハードル

を低くし過ぎても，今から研修していただい

て， 3年間の内に，取っていただければいい

ので，ハードルについても現在見直し中です

ので，皆さんのご意見がまとまりましたら，

それを集約して, Q&Aという形で，ホーム

ページに載せるとか， もう一度配布するとか

して，取りにくくはないようにする積りでい

ますので，再配送されましたら， もう一度ご

検討いただきまして，是非前向きに， 申請の

方，考えていただきたいと思っております。

もし，質問等ございましたら，判る範囲でお

答えいたします。

2）地区小児科医会からの近況報告・提言（別

紙）

一神戸市の任意予防接種の公費助成について一

（辰己） インフルエンザというのは，その内

容は？

（佐野）今年度から， 1回目の接種費用4,330

円のうち， 500円を医療機関， 830円を神戸

市で助成し， 3,000円の自己負担で接種可能

としています。

一尼崎市の同時接種委託料の減額について－

（辰己）尼崎市のみ，同時接種の委託料が，

合算より減額されているという報告をいた

だいているのですが， どういった現状で

しょうか？

（徳田）熊谷先生の方が，お詳しいかと。

（熊谷）三種混合では， 3割程度減額されて

いますが，直接には，医師会と市の折衝に

関わっておりませんので，理由までは把握

しておりません。

（辰己）同時接種だからの減額ということで
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（熊谷）県立病院と統合するという話も…。

（谷口）全く決まっておりません。

一芦屋市成人風しんワクチン助成について一

（辰己）成人の風しんワクチン助成は，継続

ですか？

（河盛）継続しています。来年度について

は， まだ聞いていません。

（二宮）助成額は？

（河盛）麻しん風しん混合ワクチン5,000円，

風しんワクチン3,000円を助成しています。

（二宮）婚姻届時の，案内というのは？

（河盛）昨年と同様ですが，対象としては，

妊娠している女性と，そのパートナーとい

うことになります。

（二宮）全対象者の中で，接種を希望される

割合は？

（河盛） よくは判りませんが，それほど多く

ない印象です。

（二宮）神戸市でも，見倣って同様の助成を

したいと考えますので， また教えてくださ

い。

（辰己）因みに，県内で26市町が，助成を継

続しています。

－病後児保育の広域化の提案について－

（佐野）医療機関併設型が，神戸市内には13

施設あります。明石市，芦屋市とも隣接し

ていますので，広域化が出来ないかという

ことで，神戸市の担当者が，明石市，芦屋

市に打診予定です。そういう方向で進めた

いと考えていますので，その節は関係市の

先生方，宜しくお願いします。

一加古郡播磨町のワクチン助成について一

（黒田）水痘の助成が不要になった分，おた

ふくかぜの助成を2回とするか，年齢の引

き上げを画策中。

－北播磨の5歳児健診について一

（横山） 5市’町で実施という形ですが， ど

んな内容でしょうか？西脇市では？

（坪田）他市のことでよくわかりません。

（藤田）西脇市は， アンケート調査が主体で

す。基準にふれた子どもを集めて健診・診

察するという形です。年齢対象は， 5歳に

なる子どもさんです。

一予防接種委託料交渉について（姫路市）－

（二宮）三輪前会長のご努力の結果かと思い

ますが，行政との折衝の中で，一番のポイ

ントは，何でしょうか？

（山田） 「負けないこと｡」かと。

－5歳児健診（三田市）について一

（乾） 5歳児健診の，希望者というのは， ど

のようにして選出していますか？スクリー

ニングチェックリストを送付してという形

ですか？

（井上）案内だけです。年齢に達したお子さ

んに， こういうのがありますよという紹介

です。月1回程度の設定で，希望者は，保

健センターに連絡を取る形です。

（乾）それで， どれくらい来られていて，い

わゆる1学年の何％程度が，来られる形で

すか？

（井上） まだ, ll月開始の事業です。

（横山）相談を担当される医師は， どなたが

担当されますか？

（井上）保健師・心理士・医師となっていま

して， 日によって，心理士・保健師のみの

日もあります。医師が加わる場合は，兵庫

県立こども発達支援センターから，来てい

ただけます。

（横山） 5歳児健診について，明石市の方か

ら明石小児科医会に打診がありまして，乳

幼児保健委員会で，協議しているところで

すが，医師のマンパワーに問題を抱えてい

ます。

一篠山市の現況について一

（杉本）篠山市は， ワクチンは，現物支給。

訪問看護が1割負担となっていることが，
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今までは，該当医療機関が被ることで，済

む話ですが， これからは，市が被ることに

なるかも知れないということです。残った

ワクチンを何とか使用できないかというこ

とを，色々交渉もしましたが，市が県の医

務局に聞くと，矢張り駄目だということで

す。そういった事例と申しますか，他地区

でこういう解決策があったということがあ

りましたら，ご教示ください。

(横山）卸さんが引き取ってはくれません

か？

(吉田） ワクチンの使い回しは，生物製剤の

縛りがありますので，禁止されています。

本件のような止むを得ない事情なら仕方な

いかと思いますが，本当に困るのは，流用

の問題です。西宮市では，ある程度問題視

されています。折角の現物給付をまた，元

に戻してしまうことに繋がりかねません。

そこの見張りをきちんとしていかないとい

けません。

(辰己）神戸市が，戻ったのは，その事によ

るものですね。

(渡辺）神戸市は，県下に先駆けて現物支給

を早くからやっていましたが，吉田先生が

指摘されました問題が，大きくクローズ

アップされまして，現物支給方式を死守で

きず，医師会として，各医療機関で購入し

てくださいということに残念ながらなって

しまいました。公衆衛生担当の時期に， 「流

用は不可です｡」と，何度も広報しました

が，麻しんの流行時に，大学生とか任意接

種の方に，沢山予防接種をされた時期があ

りましたが，その時にかなりの流用が発生

し，発覚してしまいました。元に戻したい

ということで，佐野先生，二宮先生にもお

願いしていますが，非常に難しいようで

す。現物支給をされている地域では， どの

ようにされているのか，お知恵を拝借した

ほとんど知られておりません。県下15市町

村で，取り残されたままとなっています。

篠山市では，今年から変わっています。知

るか知らないかによって，在宅の問題が随

分変わってきます。丹波圏域は，篠山市4

万人，丹波市6万人規模です。篠山市の中

に，大学病院があるからと，柏原病院・柏

原日赤病院の統合からは，置き去りの形と

なっています。

－淡路圏域の救急の取組について－

（日野）看護師さんの電話相談ですが，その

予算措置も医師会からですか？あるいは，

行政からでしょうか？

（富本）当初，淡路市だけが，医師の宅直の

際に， トリアージナースを実施していまし

た。市が賄ってくれるようになり，その後

3市ともに毎日実施の形となり，予算も付

いています。 トリアージするためのマニュ

アルを作成し，看護師を集めて，研修会も

行ってきました。ある程度，ナース間のコ

ンセンサスは，得られて来たのですが，当

直に来られる医師が，診察を断るケースが

増えています。ひどい場合，初発の熱性け

いれんとか（検査できないので，診れませ

ん)。 3カ月未満の児は，検査できないので

診れないという場合もあります。住民から

の苦情がかなり，寄せられています。入院

の交渉までは，やって欲しいと，救急委員

会で「Q&Aマニュアル」まで作成して対

応しています。

一現物支給に伴う諸問題について－

（辰己）伊丹市もこの4月から現物支給とな

りました。乾会長から，先程， 2名の先生

が健康上の理由で，休診されている状況報

告がありました。 1件の先生は，近々復帰

されますが， もう1件の先生は，長期化が

予想されます。ということは，予防接種の

ワクチンが期限切れになってしまいます。
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大な差が出たということです。

(吉田）ある医療機関では，年度末に100本程

度のBCGの在庫を残したという事例があ

ります。市は，判っていたかと思います。

医師会としては，何ともしないのか，出来

ないのかということです。

(熊谷）医会が医師会を突き上げる位の覚悟

がないといけないですね。

(辰己）ワクチンの管理ですが，伊丹市は，

この4月から現物支給を開始したのです

が，毎月納入量と在庫量と破棄量と，接種

数の全てを報告を上げるようにしていま

す。年単位なのですか？

(横山）明石市は，大分前から現物給付です

が，毎月の納入量と，伝票も市に出すの

と，医療機関保管用とを月ごとに出して，

年度末にも出しています。 1本の狂いもな

いようにしています。 1本の狂いでも，確

認してきます。看護師一人が，それにかか

りっきりとなっています。医療機関によっ

ては， きちんとされない処もあるやに聞い

ています。

(藤田）西脇市では，現物支給ではありませ

んが，そんな煩雑な事をしてでも，現物給

付の方がいいのでしょうか？

(吉田）現物給付の良いところは， ワクチン

量の確保が一番かと思います。メーカー

は，個人より， 自治体を優先します。自治

体と契約していますと，欠品というのは，

まず，起りません。麻しん流行の際にも，

神戸市では，かなり不足されていて，定期

分すら，十分に回ってこないという状況で

した。現物給付の自治体では，欠品はな

かったということです。安定給付という観

点で，現物給付はメリットがあります。西

宮市では， メーカーは選べませんが。

(藤田）今度，行政と折衝する際のインセン

テイブが湧いて来ないのですが…。

いところです。

(熊谷）尼崎市でも現物支給ですが，麻しん

ワクチンでいうと3割くらいが，無駄に

なっています。

(吉田）結局は，現在問題となっているの

は，風しんとMRの流用かと思います。流

用した医療機関は，判る筈です。 （市からす

れば）納入量と使用量の引き算をすれば判

ることですから。

(熊谷）年単位で切るといっても， 4月にず

れ込んだり，実際は，難しいですね。

(吉田）厚労省の接種率計算時の，対象者と

いうのが，計算の仕方が違うので，接種率

が100%を超えてしまうという事象と関連し

ているかと思います。一応，単年度という

ことで，冷蔵庫に幾ら残っていますかとい

うことも聞いて，西宮市は流用医療機関を

把握しているかと思います。見せしめでも

良いから，お仕置きをすることを考えるべ

きかと思います。指定医療機関から外すこ

とも，考えないといけないと思います。

(熊谷）はっきり判ればね。只， 中々証拠が

難しいのと，医師会自身がお仕置きに対し

反対しますからね。名誉のためにいいます

が，実際，小児科医にはほとんどいないよ

うです。流用もありますが，期限切れの管

理が出来ていないこともあります（接種本

数が少ないので)。

(吉田）良心に任せると， 中々難しいです

ね。

(渡辺）神戸市の場合，医師会は該当医療機

関を守る立場に立ったので，そういう結果

になったのかと思います。これからは， ワ

クチン購入をまとめてでなく，多くの在庫

を抱えないで，少量ずつ購入することも大

事かと思います。その結果，少量の無駄が

出てしまうことについては，神戸市も認め

るということです。そんな事を超えて，莫
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8．勤務医委員会（中澤理事）

9．ホームページ委員会（寺田理事）

10．小児在宅医療委員会（杉本委員長）

ll.その他（兵庫県小児医療協議会報告）

（熊谷会長）

年2回ほど， 3者（日本小児科学会兵庫

県地方会，兵庫県小児保健協会，兵庫県小

児科医会）で話し合いを持ち，兵庫県の小

児保健・小児医療に対する色々なことを協

議しまして， 3者でまとめまして，要望害

を県当局に出しています。毎年1回，県に

出向いて，説明をして県の色々な担当部署

からの説明・報告を聞くということをして

います。今年度は8/28に，地方会からは会

長（神戸大学小児科学分野飯島一誠教授）

と，小児保健協会からは会長（神戸大学医

学部保健学科高田哲教授)，小児科医会か

らは，会長熊谷と辰己・藤田両副会長と共

に行って参りました。今年は，要望を4点

挙げました。

(1)予防接種の公費助成

（2）重症心身障がい児・者に関する実態調

査ならびに基盤整備について

（3）新生児の聴覚スクリーニングについて

（4）播磨地域の夜間・休日における小児救

急医療体制の整備について

兵庫県からの回答

（1）風しんについて。流行が下火になって

きたので，風しんワクチンの助成の要望

は，優先順位が低い。今後ブレイクアウ

トするようなことがあれば，優先順位を

上げて，助成に取り組みたい。

（2） シヨートステイ可能な施設が， 25年度

は， 68回， 366泊の利用があった。病院

での受け入れが， どうか今後検討してい

く。障害者支援課よりは，中播磨・西播

磨では， ショートステイも増やしてい

る。その利用報告に留まっています。重

（辰己）事業税等，税金が大きく違います。

（藤田）その分，手技料の増額をお願いすれ

ばと思いますが。

（辰己）補えない位，違ってきます。

（赤松）豊岡市では，卸と市が入札で契約し

ています。一つの卸からしか買えない形に

なっています。注文は，一つの卸に集中し

ますので，問診票との照合で，全て判りま

す。 トラブルは，一切起こっていません。

（辰己）現物支給に関しても，色々な方式が

あることが，今回， よく判りました。実

は，伊丹市は，宝塚市に倣ったのですが，

卸は4社程度で， ワクチンも自由に選べま

す。

（横山）ワクチン毎に，卸が異なるというこ

とですか？

（辰己）各医療機関が卸を選択出来，支払は

市がするということです。医療機関には，

請求はありません。

（横山）明石市では， ワクチンの種類ごとに

卸が，決まっています。市場に出ているワ

クチンは，ほとんど全て，入れてくれてい

ます。

（辰己）卸も入札ですが， ほとんど横並びの

状態のようです。

各地区の状況報告，問題点提示，意見交

換，活発な討議が本年もなされた後に，司会

を再び辰己副会長に戻して，委員会報告がさ

れました。

3）委員会報告

l.社保委員会（二宮副会長）

2．感染症対策委員会（吉田理事）

3．小児保健委員会（野間理事）

4．救急対策委員会（日野理事）

5．教育委員会（乾委員長）

6．編集委員会（多木理事）

7．広報委員会（河盛理事）
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症心身障がい児者の受け入れを引き続き

広げていきたい。

在宅が必要な人数は，県は把握できて

いない。医会からの要求，プレッシャー

を掛けて，今後要求したいと考えていま

す。

(3)昨年，スクリーニング検討会で，講演

会がありました。今年度も引き続きやる

予定。26年3月の調査では，スクリーニ

ング受検者が， 68.5％で，それ以降増え

ているかと。島根県等では，事後フォ

ローも含めまして，整備されております

ので， こういうことを進めて欲しいと要

望しました。今年も講習会を継続し，マ

ニュアル作成に取りかかっているという

返事でした。

(4)未整備なことは承知しているが，今後

は，大学等と協調しながら，お願いをし

ながら，進めていきたい。

この会は，毎年，要望を挙げますので，

先生方の方で何か， こういう事を困ってい

るということがありましたら，是非，医会

を通じて，出していただければ，取り組み

たいと思っておりますので，宜しくお願い

致します。

4）その他

・おたふくかぜワクチンの安全性調査

（吉田理事） （別紙）

連絡協議会は，定刻ギリギリまで，熱心に議

論され，ほぼ定刻終了後，場所をバス移動にて

ホテルオークラ神戸34階「星雲の間」に移し

て, 18:00より和気藷々とした懇談の時を持ち

ました。

《多木》

際函函直感宮嘩函錘軍壷廼起唾＝函＝函唾画画室画＝函画唾壷函童画＝唾画函“唾密画垂葭函雪壷画画国電圃唾竪

景

3

第64回小児医学講座（予告） ，
職

3

l. 日 時 平成27年10月24日 （土曜日) 15:00～17:00 #
翌

§

§

2．場 所 三宮研修センター 鬮
驚

神戸市中央区八幡通4丁目2番12号 爵
段

創

3．内 容 ※講演順・演題名は変更することがあります。

①講 演

「小児の肝臓病（仮題)」
&

‘

済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 賃
ヨ

&

部長乾あやの氏
箇

選

②講 演 §

ロ 豊

「B型肝炎ワクチンのグローバル化の動向（仮題)」 §

筑波大学大学院人間総合科学研究科＃

5

医学医療系・小児内科
秘

教授須磨崎亮氏 §
g

賎酋錘画“画趣軍海侮鐵鍾癖璽鐵2嘩錨露鬮謹樺戴錘““睡哩』 謝準域韓力 睦月蝉睡鍾錘画壗耀狐 ’麹函翻謝蝉錘函韓騨““鐵鐵函騨函鐵
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第23回地区小児科医会連絡協議会地区小児科医会報告のまとめ

地区名 報告者名 ト ビ ツ ク ス 会員数の動向

神 戸 市 佐野公彦 2年前に，岡藤先生が調べられて，予防接種台帳
の整備がなされていないのは，県下42市町の中で，
神戸市のみであると，小児科学会雑誌にも投稿され
ましたが， ようやく 来年度から，神戸市でも予防

接種台帳の電子化が整備されることとなりました。

で

3歳児健診における検尿の意義の検討ということ

本年4月から， 3歳児健診の際の検尿のター
ゲットを腎炎ではなく，先天性腎疾患に絞って， ど

んな異常が引っかかった子どもであっても， β2マ
イクログロブリンと尿中クレアチニン比をみて，そ
の結果異常があれば，軽微な異常であっても， こど
も病院あるいは大学に紹介して精密検査を実施する

というシステムを開始しました。その結果で， 3歳
児健診における検尿の意義を検討しますが，
期待したい処です。 （こども病院田中亮二

結果に

郎先生

が，厚労省の「先天性腎尿路異常を中心とした小児
慢性腎臓病の自然史の解明と早期診断・腎不全進行
抑制の治療法の確立班」の班員）

A会員87名(31) ･B会員22名(21)

尼崎市 徳田正邦 来年度以降，県立尼崎病院と塚口病院の統廃合に
より 新しく （仮称）尼崎医療センターが設立され

ます。それに伴って，現在，尼崎市内の救急は，午
後9時から朝6時までやっていますが，現在の予定

では，午後9時から深夜0時までを，休日・夜間診

療所でやって， 0時以降は，新病院が一次，二次
三次全て受けるという予定になっています。あくま

でも，
という

それは予定ですが，それが本当に実現可能か
処を これから煮詰めていくところです。

A会員66名(1 1) ．B会員18名(31)

伊丹市 乾 幸治 予防接種に関しましては，今年度よりすべて現物
支給となりました。単独接種料の合算で，同時接種
の委託料は支払われています。MRⅡ期時の就学前

問診実施の取組（発達障害早期発見目的）継続。 斤
〆、

庫県学校保健の研究協議大会で，有用と報告してい
ます。 2名の会員が，健康上の理由で休まれてい
て 予防接種が他の会員に殺到したりの事象があり

ます。健康管理には，気をつけたいものです。

A会員15名(→) ･B会員18名(1 1)

川西市
(猪名川町）

伊賀和夫 民間病院が，第2病院を設立し， リハビリテー
ション，緩和病棟，腎透析を中心にして運営してい
ましたが，本院から小児科を移し，そこに周産期セ

ンターを作る構想の下に，増改築をしています。小
児科病床も20床程度用意されていましたが，現実的
には スタッフの確保が困難で，産科医が3名，小
児科に関しては， 4名程度の募集予定でしたが，現
実には1名のみの常勤医が勤務となりました。非常

勤医は，何名かいらっしゃいます。小児科標梼に際
しては，救急出務，健診協力をお願いしていますの
で 1名の内科医が，協力に賛同の上，小児科を標
傍されています。健診については， 1歳6ヵ月健
診・ 3歳児健診に協力いただいています。

A会員6名(→） ．B会員11名(31)

A会員(70歳代3名， 60歳代2名， 50歳代’
名）

宝塚市 森信孝雄
始

4月より

0

サンタクルス宝塚にて病児保育稼働開 A会員13名(ll) ･B会員7名(1 1)

西宮市 谷口賢蔵 予防接種に関しましては，すべて現物支給で，単
独接種料の合算で同時接種の委託料は支払われてい

ます。市への医師会からの事務費として， 1件につ
き100円が支払われており， 2年前と変更なし。独
自の活動としましては, 1ヵ月健診の際に，予防接
種のパンフレットを作り，産婦人科の病院とか， ク
リニックに配布しています。非常に好評でございま
して 毎年2,000部～3,000部作成し，小児科医会の
予算で賄っています。市への要求は，断られまし
た。西宮市から，小児の応急診療所での12時以降の
深夜時間の拡大を突然提案され，毎月検討委員会を
開催し，かなり本気の取組でしたが， 4月に市長選

がありましたが，新市長が誕生して以降， トーンダ
ウンしました。また

す 0

考え直したいという方向で

A会員62名(11) ･B会員17名(→）

30代のA会員が加わり，平均年齢は随分若〈
なっている。
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地区名 報告者名 ト ビ ツ クス 会員数の動向

芦屋市 河盛重造 A会員は，一昨年，昨年と1名ずつ増えました
が，出生数は3年連続減少で， 1小児科医あたりの
赤ちゃんの数は，減少しています。市民病院で，昨
年一時期，常勤医が1名となってしまいましたが，
今年から， また 2名となっています。

予防接種ですが，成人の風しんワクチンですが，
公費助成を続けています。婚姻届を出した時に，案
内をしております。

病児保育が，数年前から芦屋病院でやっています
が，熱があったら預からないという不思議な病児保

育ですので，年間利用者数が，数十人しかいなかっ
た由です。昨年度から，熱があっても看ていますの
で かなり増えてきました。

A会員8名(11) ．B会員2名(11)

明石市 貫名貞之 西江井ヶ島病院に，新たに小児科医が赴任され，
10月14日から病児保育開設の計画も。 （定員2～3

名）

A会員17名(31) ･B会員11名(51)

北播磨
(5市1町）

坪田 徹 救急時間外体制は不備な状態は，北播磨医療セン
ター開院後も継続。

A会員14名(21) ･B会員11名(l l)

加古川市
加古郡
(1市2町）

黒田英浩 ワクチン接種事務手数料の低減化交渉継続。 （4

月から，接種委託料の7％から5％にはなったが。
手数料算定からワクチン代を外すことにはなった｡）

A会員16名(11) ･B会員10名(→）

高砂市 山名克典 欠席 ◎ A会員4名(ll) ．B会員2名(→）

姫路市 山田一仁 委託料の算出基準を作成し，今後もルール化。 1

回目接種料に，乳幼児栄養指導料を算定。医師会
は，取り纏めのみとし， ワクチン接種事務手数料は
0に 0

急病センター出務は，以前の月1回から， 2～
3カ月に1回に

A会員36名(11) ･B会員9名(→）

三田小児臨床談話会 井上友子 児童クラブー来年度より， 6年生まで対象に。 5

歳児健診今年から開始。発達相談の形式（希望
者） 0

A会員6名(3↓） ．B会員1名(→）

丹 波 松本好弘 インフルエンザワクチン丹波市補助減額にて，継
続。平成30年に，県立柏原病院と，柏原日赤病院が
統合。 （小児科に関しては，規模は変化なし｡)

A会員4名(→) ･B会員3名(→）

淡 路 富本康仁 学校医報酬，保育所報酬，産業医報酬その他諸々
が，全て10%手数料を3医師会に払っている現況が

ありますので， ワクチン手数料のみ別扱いとするこ
とには，かなりの困難がある。一方で，小児救急に
関しましては， 8割は島外からの応援医師で対応。
楽になった反面，往復タクシー代の負担がかなり増
えています。 （市からの補助はあるものの）

A会員8名(→) ･B会員6名(→）

但 馬 赤松 亮 小児救急の夜間・深夜は，公立豊岡病院救急科

が，担当。休日救急は，急病診療所，豊岡病院に開
業医が出務。公立豊岡病院小児科は，吉田部長の退
職と 3名の小児科医の転出があり，今年度は，港

部長を筆頭に，神戸大学よりの1名の派遣医1名，
県の養成医1名が加わって，計6名の体制。若手医

師が少なく，当直業務に困難を抱える。来年度は，
全く不透明。来年の2月より こうのとり周産期セ

ンターが開設される。但馬唯一の医師による分娩が

できる施設ですが，産科医増員，小児科医増員，何
れも見込みなしの状態でスタートしようとしていま
す 0

A会員5名(→) ･B会員3名(→）
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第23回地区小児科医会連絡協議会地区小児科医会近況報告

地区名 神戸市 尼崎市

会長名
一
一 宮道人 徳田正邦

文責者 佐野公彦 徳田正邦

1．会員数 26年度

25年度

24年度

名
名

７
２

８
２

員
員

今
云
今
云

Ａ
Ｂ

名
名

４
５

８
２

員
員

今
云
今
云

Ａ
Ｂ

名
名

８
７

８
２

員
員

〈
云
今
云

Ａ
Ｂ

名
名

６
８

６
１

員
員

〈
云
〈
云

Ａ
Ｂ

名
名

５
１

６
２

員
員

今
云
今
云

Ａ
Ｂ

名
名

９
９

６
１

員
員

〈
云
今
云

Ａ
Ｂ

2．研修会，講演会 回/年 (6回/年） (10回/年）

3．任意予防接種の公費助成について

(9月現在）

1)水痘2)おたふくかぜ

3）ロタウイルス 4) B型肝炎

5）成人風しん

6） インフルエンザ

7）補助的PCV13

6）インフルエンザ(1回目接種費用4,330円のうち， 5㈹円

を医療機関， 830円を神戸市で助成し， 3,000円の自己

負担で接種可能）

5）成人風しん

4．定期予防接種ワクチン購入につい

て（再調査）

l)すべて接種医療機関で購入

2）一部現物支給

3）すべて現物支給

l)すべて接種医療機関で購入

3）すべて現物支給

高齢者インフルエンザを除く

5．貴地区での同時接種の委託料につ

いて（再調査）

同時接種の場合の委託料は？

1）単独接種料の合算で支払われて

いる

2）合算より減額されている

回答がl)の場合，減額について

協議に上がったことは？

1）単独接種料の合算で支払われている

ない

2）合算より減額されている

6．各医療機関は地区医師会に

予防接種に関する事務費．

手数料等の支払い（天引含む）

をしていますか？ （再調査）

1） 2年前と変更なし

2） 2年前と変更あり

※ありの場合具体的に

※2年前→支払なし

l) 2年前と変更なし

※2年前→支払あり

(接種委託料の4％）

7．貴地区の独自の活動について 神戸市感染症・ワクチンフォーラム2015(神戸市医師会

主催/神戸市小児科医会・神戸市産婦人科医会・神戸内科

医会共催)を平成27年4月に開催予定。

平成24年までは，尼崎市教育

委員会との連携で小児生活習慣

病調査を行っておりましたが，

平成25年からは実施方式が変

わったため，助言するのみにな

りました ○

8．最近の貴地区における小児医療の

問題点

神戸市の小児科二次救急医療体制の再構築

9．本データを当医会ホームページに

公開してもよろしいか

諾 諾

10.最近1年間に｢兵庫県小児科医会地区

医会ML｣連絡先の変更有無は？

なし なし

11．病児保育・病後児保育情報 13の医療機関併設型の，病児保育施設を有する。明石

市，芦屋市に広域化を提案予定。
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伊丹市 川西市 宝塚市 西宮市

乾 幸治 伊賀和夫 森信孝雄 谷口賢蔵

乾 幸治 伊賀和夫 森信孝雄 谷口賢蔵

名
名

５
８

１
１

員
員

〈
云
今
云

Ａ
Ｂ

A会員 6名

B会員 11名

A会員 13名

B会員 7名

名
名

２
７

６
１

員
員

今
云
今
云

Ａ
Ｂ

名
名

５
７

１
１

員
員

今
云
今
云

Ａ
Ｂ

名
名

６
０１

員
員

今
云
〈
云

Ａ
Ｂ

名
名

４
６

１員
員

今
云
〈
云

Ａ
Ｂ

名
名

１
７

６
１

員
員

今
云
〈
云

Ａ
Ｂ

名
名

６
７

１
１

員
員

今
云
今
云

Ａ
Ｂ

A会員 7名

B会員 7名

名
名

４
６

１員
員

△
云
今
云

Ａ
Ｂ

名
名

１
０

６
２

員
員

今
云
今
云

Ａ
Ｂ

(5回/年） (1回/年）

阪神北広域小児疾患症例検討会2回/年

(阪神広域子供急病センター主催）

(2回/年）

l)水痘(4月～9月）

(10回/年）

3）すべて現物支給 3）すべて現物支給

(川西市，猪名川町）

3）すべて現物支給 3）すべて現物支給

l)単独接種料の合算で支払わ

れている

1）単独接種料の合算で支払わ

ない

れている

(川西市，猪名川町）

l)単独接種料の合算で支払わ

れている

l)単独接種料の合算で支払わ

れている

※2年前→支払なし

1) 2年前と変更なし

※2年前→支払なし

1） 2年前と変更なし

※2年前→支払あり

l) 2年前と変更なし

※2年前→支払あり

ただし，医療機関からの支払

いなし。市へ直接医師会から請

求 1件100円

l) 2年前と変更なし

なし 1ケ月健診で母親に渡す予防

接種のパンフレットを作成

1）開業小児科専門医が人口に対して不

足しており，乳幼児健診や急病セン

ターヘの出務医師の確保が困難

2）水・木の17～20時の二次医

療機関への紹介が困難

所
た

西宮市から，小児の応急診療

0

深夜時間の拡大を提案され

諾 諾 諾 諾

なし なし なし

本年6月より ようやく病後

児保育施設が整備されたが，認

知度もまだ低く，稼働は十分で

はない。

本年4月より， ようやく初め

ての病児保育施設がサンタクル

ス宝塚に併設されて， 6名程度

が，病児保育を受けています。
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芦屋市 明石市 北播磨 加古川

河盛重造 穴田玉輝 坪田 徹 黒 田英造

河盛重造 穴田玉輝 坪田 徹 黒 田英造

A会員 8名

B会員 2名

名
名

７
１

１
１

員
員

今
云
〈
室

Ａ
Ｂ

名
名

４
１

１
１

目
只
呂
只

〈
云
〈
云

Ａ
Ｂ

名
名

７
０

１
１

呂
冥
呂
墨

今
云
〈
云

Ａ
Ｂ

A会員 7名

B会員 3名

名
名

４
６

１
１

昌
墨
昌
只

今
云
〈
云

Ａ
Ｂ

名
名

２
２

１
１

目
星
昌
只

〈
云
〈
云

Ａ
Ｂ

名
名

６
０

１
１

昌
屋
呂
只

今
云
今
云

Ａ
Ｂ

A会員 6名

B会員 4名

A会員 14名

B会員 8名

名
名

１
３

１
１

昌
星
呂
墨

今
云
今
云

Ａ
Ｂ

名
名

４
１

１
１

員
員

今
云
〈
云

Ａ
Ｂ

阪神小児科懇話会に参加 (2～3回/年） (1回/年） (1回/年）

5）成人風しん(H26年度）

1）水痘→加東市，三木市

2）おたふくかぜ→加東市

3） ロタウイルス→三木市(半額補助）

5）成人風しん→加東市，小野

市，加西市，三木市

(対象に微妙なバラツキ）

l)水痘→播磨町2,000円 4歳未満

2） おたふくかぜ→瀧町2川円 4赫満

5）成人風しん播磨町

6）インフルエンザ→加古川市

l) 2) 6)のうち

1つのみ, 2,000円 4歳未満

3）すべて現物支給 3）すべて現物支給

1)すべて接種医療機関で購入 1）すべて接種医療機関で購入

l)単独接種料の合算で支払わ

ない

れている

l)単独接種料の合算で支払わ

ない

れている

1)単独接種料の合算で支払わ

ない

れている

1）単独接種料の合算で支払わ

れている

(加古川市，稲美町，播磨町）

ない

※2年前→支払なし

l) 2年前と変更なし

※2年前→支払あり

(接種委託料4％）

1) 2年前と変更なし

※2年前→支払なし

l) 2年前と変更なし

2） 2年前と変更あり

本年4月よりワクチン代を除

いた額の5％（2年前は7％）

特になし 第2日曜北播磨総合医療セン

ター

第4日曜西脇病院に会員が，

輪番で出務し一次救

急の対応をしていま

す 0

特になし 時間外の2次の対応がないた

め，近隣の急病センターや， 2

次の病院に迷惑をかけていま

す

夜間，休日の診療の一括定点

化。東西市民病院統合後の，西

市民病院救急診療棟での可能性

の検討中。

諾 諾 諾 諾

なし なし なし なし

10/14から，西江井ケ島病院

で定員2～3名の病児保育開始

予定。

加西市に病後児保育施設l力

所，小野市（栄宏会小野病院敷

地内）に1カ所，病児・病後児

保育施設設今年4月から，開

設。稼働率は，不明。
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高砂市 姫路市 西播磨 三田小児臨床談話会

山名克典 山田一仁 太田洋一 井上友子

小林 謙 山田一仁 太田洋一 井上友子

A会員 4名

B会員 2名

A会員 36名

B会員 9名

A会員 6名

B会員 1名

A会員 5名

B会員 2名

A会員 35名

B会員 9名

名
名

９
１

員
員

今
云
〈
云

Ａ
Ｂ

A会員 4名

B会員 3名

A会員 36名

B会員 9名

A会員 不詳

B会員 不詳

A会員 8名

B会員 1名

(1回/年） (2回/年） (2回/年）

5）成人風しん（5,000円まで） 太田会長は現在，病気療養中の

ため 回答不可能

5）成人風しん

l)すべて接種医療機関で購入 1)すべて接種医療機関で購入 l)すべて接種医療機関で購入

l)単独接種料の合算で支払わ

ない

れている

l)単独接種料の合算で支払わ

ある

れている

l)単独接種料の合算で支払わ

れている

※2年前→支払あり

2） 2年前と変更あり

に

定率から定額(1件200円）

※2年前→H24年度よりなし

2） 2年前と変更あり

1枚につき100円

→現在はなし（手数料0）

※2年前→赤穂市は支払あり

(接種委託料の4％）

※2年前→支払なし

l) 2年前と変更なし

特になし なし

化

小児休日診療の広域化・定点 特になし 夜間救急は輪番制だが，深夜

0時以降に救急車の受け入れが

できない日があり，痙箪重積な

ど重症児の受け入れ先確保が難

しいことがある。

諾 諾 諾

yakocli@gmail・com なし
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丹波 淡路 但馬

松本好弘 田中一宏 赤松 亮

松本好弘 富本康仁 赤松 亮

A会員 4名

B会員 3名

A会員 8名

B会員 6名

A会員 5名

B会員 3名

A会員 4名

B会員 3名

A会員 8名

B会員 6名

A会員 5名

B会員 3名

A会員 4名

B会員 3名

A会員 7名

B会員 5名

A会員 5名

B会員 3名

(2回/年） (1～2回/年） (3回/年）

5）成人風しん

6）インフルエンザ（昨年より

は助成額減）

l)水痘(2,000円）

2）おたふくかぜ(2,000円）

3）ロタウイルス→淡路市のみ

あり(2,000円）

5）成人風しん(5,000円)継続

l)すべて接種医療機関で購入 l)すべて接種医療機関で購入

(3市医師会で,現物給付移行への委員会）

3医師会会長名で， 3市長に現

物給付要望書提出を決定。

3）すべて現物支給

1)単独接種料の合算で支払わ

ある

れている

1)単独接種料の合算で支払わ

ない

れている

1）単独接種料の合算で支払わ

れている

※2年前→支払なし

1) 2年前と変更なし

2） 2年前と変更あり

以前は手技料とワクチン料の総額は

10%の手数料であったが,現在は，手

技料のみに（洲本市，南淡路市は10

%，淡路市8％）かけることに変更

※2年前→支払なし

l) 2年前と変更なし

諾 諾 諾

なし なし

子育て会議の議題に挙げて，

ようやく市が， 3市広域で，洲

本市で開設を準備開始。
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る．つなぐ」を平成27年2月8Hに|淵催す

る。第26回総会フォーラム大分においてセミ

ナー（生命・ ‘性教育に関する内容） を主催す

る。

5．社会保険委員会

平成27年度診療所小児科医業経営実態調査

の実施の件。平成28年度診療報酬改定に向け

て， 最重,llI､(項| Iとして，診療情報提供料

(1) を小児科外来診療料の除外項目に追加

すること，算定適応紹介先を拡大し，教育・

福祉・保健機関を加えることをメインにする。

6．教育委員会

第25回| |本小児科医会総会フォーラム （粥

岡）は参加者907名で予想以上の参加者数で

あった。弟1O回日本小児科医会ﾉ|え涯研修セミ

ナー（奈良）が多数の参加者のもと，成功枡1

に終了し，謝意が述べられた。

7． 「子どもの心」対策部ｲﾘ|:修委員会

平成26年度の「子どもの心」研修会は東京

で開催され，前期251名，後期378名の参加が

あった。 27年度も東京で開催予定。 （前期5ﾉ］

16･ 17日，後期7月11 ･ 12日）

8． 「子どもの心」対策部認定審從委員会

新規更新者68名，更新者193名，相談医登録

者数(2014年10)11日現在) 951"1｡

9．小児救急委員会

第5回地域小児救急全国協議会を第26回総

会フォーラム大分で開樅する。教育満油とし

第31回日本小児秘医会

近畿ブロック連絡協議会
報告

辰己和人

第31回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議

会は当兵庫県小児科医会が担当し，平成26年11

月15[1 (=t)ホテルオークラ神戸にて開催され

た。出席者は40名で当医会からは熊谷会長, #'l'

尾，横ll1名誉会長,"Hi ,河盛二宮，辰己副

会長，渡辺，多木，谷口， 中澤，野間，貫名，

吉川Illl¥,早野議踵の15名が参加した。

はじめに熊谷当医会会長より開会の挨拶があ

り, 'I I|席者によるl司己紹介，水野稔| |本小児

科医会副会長の挨拶および理事会関連の報告，

日本小児科医会の各委員から委員会報告があっ

た、

1 .広報委員会

会報47, 48号， ニュースNo57, 58号発行。

2． ホームページ委員会

ホームページの現状と管理会社との契約等

に関する件。

3．予防接種委員会

洲査活動：①予防接種広域化調査（継続)，

②侵襲性インフルエンザ菌・肺炎球菌感染症

洲査（医会誌投柚' |')，③予防接種自己負担状

況調査（未実施)。

1星成27年6月14日大分で開催される第261'll

日本小児科医会総会フオーラム （以ﾄｰ第26Ⅲ｜

総会フオーラム大分）にて予防接種に関する

シンポジウムをIM催。新規事業として国際部

との共同で「子と．もの海外渡航・予防接種研

修会」開催を検討-する。

4．乳幼児学校保健委員会

今年度委員会から部会に変更された。

第41']|乳幼児学校保健研修会「5歳児を診
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て市川光太郎先生による「子ども達のため

に，家庭トリアージによる家庭看護力アップ

を！ 」を予定。

10.地域総合小児医療検討委員会

日本小児科学会との協働体制についての実

情報告があり， それに伴い，認定医の申請に

関しては急がずに詳弗|'|が決まるまで待機して

ほしいという主旨の説明があった。 （平成27年

1月現在，諸問題解決されつつあり申請手続

き推進中｡）

日本小児科医会関連の報告後，近畿ブロック

各府県医会から活動報告が行われた。一般活動

報告とともに， 当医会から要望した任意予防接

種の公費助成の状況，予防接種における|司時接

種の場合の委託料について，新生児聴覚スク

リーニングの取り組み状況についても報告され

た。任意接種の公費助成は各府県とも一部の実

施に留まった。同時接種時の委託料は大阪府の

2市で減額されていた。また，当医会からは独

自の取り組みとして日本小児科学会兵庫県地方

会と兵庫県小児保健協会とともに兵庫県小児医

療協議会として県知事への陳情活動を行ってい

ることを報告した。

第32回は京都小児科医会のお|仕話で開催され

る予定である。

《伊丹市》

へ

、-へ‐"-,-ヘーヘーヘハて

り
保険によっては全額自費となっている｡一方；
でインフルエンザワクチンは保険でカバーさI

れている｡ 日本におけるﾀﾐﾌﾙの使用量は：
全世界の70%を占める。 インフルエンザ関連I
記事によく登場する菅谷医師は「それはいい〉

事であり｡ｨどもも早く学校に行け愚｡大人j
も早く会社に行ける」 と発言されているが，

それは違うであろう｡却ってｲﾝﾌﾙｴﾝず

を蔓延させるだけである。抗インフルエンザ

薬がヒトーヒト間の感染を防御するというエビ

デンスはない。CDCの勧告では抗インフルエタ

ンザ薬が必要な患者は2歳以下(生後2週以；

上' ｡ 65歳以L慢性疾憩を持つ巷妊婦等と；

1
されている。我が国においては国民皆保険の

元，殆どの検査・治療は保険でカバーされ，

適応病名きえついていれば何でも給付という I
のは見直す時期に来ているのではないか。一；

方で"病院や高齢者施設等に勤務する医療従；
事者等は施設で発生した時には予防投与をす；

、

溌無鴛購鰍藤磯＃
は｢患者と同居する高齢者あるいは慢性疾患I

を持つ者｣のままである.終末期におけ患医；
療提供が見直されているが, ｲﾝﾌﾙｴﾝげI
等の一般的な疾患の治療についても学会主導く

r

で定期的な再評価が必要ではないか。 《
／

(Ks! :
－ヘンヘヘヘ/ヘヘ/ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ,-,,-､望へ_へz－4〈

I インフルエンザ診療について思う

昨シーズンのインフルエンザの流行は例年

より早く ，年末・年始の救急外来は非常に混

雑した。私も救急に出務して，他の医師と同

様にインフルエンザが疑われる患者には迅速

検査を施行し，陽性の者には抗インフルエン

ザ薬投与を行っていたが， この日本' |］で広く

行われている救急外来におけるインフルエン

ザ診療には疑問を持っている。 タミフルが保

険収載された2001年までは， インフルエンザ

患者には対症療法しかなかった。当初， タミ

フルにはインフルエンザの合併症を減らす

（死亡率ではなく）効果があると主張されて

いたが，現在はそれも怪しくなっている。脳

炎・脳症を減らすというデータもない。抗イ

ンフルエンザ薬が使われるようになってから

インフルエンザによる死亡率あるいは入院率

が低下したというデータもない。 イギリス医

師会はメタアナリシスの結果，抗インフルエ

ンザ薬の効果は発熱期間を半日短縮させるだ

けで，消化器系の症状を増加させたと報告

し，全世界の行政に備蓄を見直すように提言

している。米|画では抗インフルエンザ薬は処

方薬として認められているが， 力| |入している

『

I

く
ｒ

』

､

1

〃~~､一グヘーヘ/へ一
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停止してしまう｡」と耆かれている。なるほどと

専用クリーニング液を取り寄せ，線路や車輪を

小さな綿棒に液をつけて掃除すると，綿棒は見

事に黒く汚れた。丁寧に掃除すると列車は復活

して走り出した。

原因が分かったのでスタッフにクリーニング

の仕方を教え，管理をしてもらったのだが，毎

日のように列車はギクシャクして止まってしま

う。そしてついにスタッフに「先生1クリーニ

ングしても動きません」 と言われた。プレッ

ンヤーの原因は子ども達である。目新しい鉄道

模型に興味津々で走る列車を見るのを楽しみに

来たのに列車が動かないと，子ども達はあから

さまにがっかりしたり泣き出したりした。鉄道

模型で楽しんだ笑顔の子と・も達を診察する計画

がこれでは逆効果である！ 「子ども達をがっか

りさせたくない（し，号泣している子と．もを診

察する苦労を減らしたい｡)」 と思いながら，私

も診察の合間や診療が終わり次第，一生懸命に

時間をかけて丁寧にクリーニングをすると列車

もまた動き出した。 しかし丁寧にクリーニング

すると20分くらいはかかる。何せ車輪だけでl

車両で8個あるのだ。 4両編成で走行すれば

（購入した列車は東京マルイPROZ山手線や常

磐線など， 7両編成)， 32個の小さな車輪を回転

させて， くまなく汚れを落とすことになる。そ

して手間を省くために4両編成から3両， 2

両，そして1両編成での走行となっていった。

1両編成の列車でも走ってくれる限り子ども達

は喜んでくれるのが救いであった。

（大量のクリーニング液を購入するのを見かね

た店舗のすすめでスパーク汚れ対策の集電性向

上剤LOCOとういう製f,凸を購入。列車がギク

シャクしなくなり，車輪掃除の頻度も週1 , 2

回程度に減少したが……）

やれやれと思っていたら， またもやスタッフ

から「先生！列車が動きません！ 」 と言われ

た。 「えっ－1また－」と言いながら必殺気合の

他府県小児科医会会報より

｢愛知県小児科医会会報平成26年100号」

クリニックの改修の際の

鉄道模型導入記

さかたこどもクリニック

坂田顕文

（著者は診療所の受付改修の折，鉄道模型を置

くことを思いつく。小さな模型規格のZケージ

のセットを通販で購入した。……）

数日後商品が届いた。初めて見る鉄道模型の

精巧さには驚いた。ジオラマセットは二つの

パーツをくっつけるだけで出来上がり，電源

コードをつないで列車を線路に載せるだけです

ぐ走り出した。 「結構簡単じゃん！ 」 と思い， ク

リニックの改修工事後運行を開始した。子ども

たちは今までなかった鉄道模型の出現にくぎ付

けとなった。

運行開始して数日後には列車の動きがギク

シヤク （止まりそうになったり速く走ったりす

る） してきた。特に低速走行時にギクシャクす

るので，列車の動きを速めにするとギクシヤク

は目立たなくなった。それも時間の問題で再び

動きがギクシャクして，完全に止まってしまっ

た。 「え－！ まだ買ったばかりなのに！ ？」と思

いながら鉄道模型の解説本のメインテナンス基

本講座を読んでみた。すると 「通電している

レールから，車輪を通して車両に電気を通すた

め， レール上面と車輪のレールに触れる部分は

常に小さなスパーク （火花）が発生して， カー

ボンといわれる黒い汚れが付着する。これは車

両を連続して数十分も走行させると付くもの

だ。またレールにはホコリなども付着して，通

電の妨げになる。このような汚れを放置する

と，車両の動きがギクシャクし始め，ついには
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て走らせてみた。すると問題なく動いたのだ。

そこではつと気づいた。考えてみたら列車を朝

から晩まで走らせていたのだ。鉄道模型店にも

鉄道模型がおいてあるが，思い返してみれば走

る時間は1日のうち1時間程度だ。 「そりゃ－毎

日8時間くらい走れば，モーターにも負担がか

かりすぎちゃうよな－」と納得した。そしてそ

の後は午前1時間，午後1時間， 日替わりで連

行時間を変えて走らせるようにした。走行時間

が減ったおかげでスパーク汚れも減り, jal lnl

程度のクリーニングで安定するようになった。

たまたま鉄道模型管理担当のスタッフが変わっ

たのもよかった。どうもこのきめ細かい「男の

ロマン的な？」 ものを女性が管理する場合，向

き不向きがあるようである。管理担当者がチャ

キチャキ仕事をこなすが悪く言えばおおざっぱ

なスタッフから，仕事がきめ細かいスタッフに

変わってから， さらに列車走行は安定した。こ

の1年スタッフの「先生1列車が動きません」

の声は聞かなくなった。そして1両編成の列車

も2両編成となり，現在は3両編成で走行して

いる。

以上，ご鉄道模型素人のZケージ導入の経過

であった。 （後略）

《河盛》

車輪汚れ落としをするのだが，車輪はそれほど

汚れていない。どうなっているんだと……と列

車の走行を再トライすると， よく見ると以前と

様子が違う。車輪は動いているのに列車が動い

ていない1LOCOについてのインターネット記

事を読んでみると， 「空転しやすくなる，汚れを

レール上のlヵ所にかき集めてしまうといった

現象も発生することもあるので過信は禁物」 と

書かれている1LOCOの使用量も少ないと効果

がなく， ちょっとでも多いと車輪の空転トラブ

ルも起きやすくなるようである。結局地道なク

リーニングが一番なのか……とスタッフととも

に車輪とレールのクリーニングに明け暮れる

日々が1カ月くらい続いた……。

ある日スタッフに「先生！何をやっても列車

が動きません」と言われた。この1ヵ月の間も

トラブル続きだった。ある時はジオラマにつな

がっている電源コードが抜けていた。ある時は

さらに気合いの汚れ落としクリーニングで乗り

切った。海外製のかっこいい蒸気機関車を購入

して走らせたら，脱線しまくって使い物になら

なかった。 「今度は何だ！ 」といろいろ試すがう

んともすんとも列車は動かない！それも購入し

た3台すべて。 「え一購入してまだ2カ月も経っ

てないよ－」 と思いながら新しい列車を購入し

剤師が当直しておらず,夜は自分で調剤をす；
る必要がありました．専門家ではないので,＃
調剤の真似事だったと思いますが，それで〉

も，調荊でどんなことをしているの瓶出来I

震懸:鰯醗鰹駕”
葛懸惑撫駕驚蕊寓
うが,ｱｽベﾘﾝDS7mgやﾑｺダｲﾝDSi

、伽恩などと図すべて､恩で表示された処方菱を#

：蒐巽其噌陰鋤…i猟サリ
I

ノ

I最近感じたこと
リ研修医の先生が,風邪の患者さんに'ムコ
jダｲﾝDSO.6g分3とぺﾘｱｸﾁﾝ散(腿9
1分3という処方をしましたO "何力理由があつ
:てこ袋に分けるならともか<, 0.2g分3だと
i量が少なく乳糖を加えないといけないし，岡
:方ひとまとめにしたら，調剤の手間も減る
:よ"とｱドバｲｽしたのですが'どうもピン
;とこなかったようです働私が研修医の時は薬
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あと がき

春の訪れとともに，桜前線も北上中です。世

界文化遺産の姫路城が6年がかりの「平成の大

修理」を終え， まさしく白鷺城に蘇りました。

最新の技術と職人の技の結集ですが，築城した

昔の人の知恵には只々感服です。観光客も増え

ることでしょう。

お忙しい中多くの先生方からご寄稿頂きまし

て，平成27年春号が出来上がりました。

巻頭言で藤田副会長は県小児科医会発足より

30余年，現在があるのは先輩の先生方のご尽力

の賜物であり，未来に向かって更なる発展の為

にも，若い会員が新しい息吹を吹き込んでいた

だきたいと，提言されています。今回は6名の

新会員紹介が，先生方の熱いメッセージを添え

て出来ることを嬉しく思います。

昨年は担当理事・編集委員長の交代があり，

会報も新しい企画に挑戦中です。シリーズ化予

定の新コーナー「委員長， ちょっとおじゃまし

ます」の委員会探訪記第，回は，小児保健委員

会です。ハプニングから始まりましたが，芦田

委員長の素晴らしい閃きと企画への熱意が勝っ

たのでしょう。取材は無事終了，高田委員長以

下委員の先生方の白熱した会議の様子が伝わっ

てきます。

小児在宅医療委員会も新しく発足しました。

在宅でも医療ケアが必要な子どもの数が急増し

ている現状を知ること，それを社会に伝えるこ

と，そして生活を支える基盤を作ることはこれ

からの小児科医に求められる課題でしょう。会

主催の第，回在宅医療実技講習会の研修の様子

を， 中澤先生が詳細にレポートしてくださいま

した。

小児医学講座はクリフム夫律子マタニテイク

リニックの夫律子先生による「FetusFirst!」

出生前診断という重いテーマの内容です。国立

成育医療研究センターの宮入烈先生には「先天

性風疹症候群を中心とした母子感染症」の演題

で，先天性感染症の病歴聴取や検査のポイント

をご教示頂きました。また，地方会からも先天

性サイトメガロウイルス感染症の症例報告があ

りました。もう一題は小児の急性呼吸不全に対

してのCNEP管理という非侵襲的な呼吸管理の

有効性を報告頂き勉強になりました。

忙中閑話は，会長の激務から解放された横山

先生が色々な野菜作りに楽しく挑戦されている

様子がわかります。自分で作った無農薬野菜を

食することが出来るのは，最高の贄沢ですね。

写真の立派な大根のお味は熊谷会長も大絶賛で

す。 リレーずいそうは八若先生です。待合室が

音楽サロンに変身です。生演奏に感動する母と

子のうっとりする姿が目に浮かびます。素敵な

コンサートをこれからも是非続けて下さい。他

府県小児科会報からも待合室の話題，鉄道模型

を導入された楽しいお話です。

兵庫県地区小児科医会連絡協議会報告では地

区の抱える問題点が分かり， また定期予防接種

ワクチン購入の違いなども報告されています。

医局だより，各委員会報告，理事会議事録と盛

りだくさんです。あわせてどうぞお目通しくだ

さい。

最後になりましたが，医会報の編集・発刊に

いつもご尽力頂いています事務局の平松様に感

謝致します。 《山本》
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