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巻頭 言

福岡地区における病診連携を考える

会長下村国寿

昨年ll月に福岡市立こども病院がアイランドシティに移転したことやアレルギー科等の

診療科を増加したことにより福岡地区の病診連携は大きく変化していくであろう。アイラン

ドシティの地理的な問題は移転前から市全体として取り上げられ、市長選挙でも大きな争点

となり2代続けて現職が落選するという状況になったことでも解るように、周産期小児医療

に関心を持つ者にとっては最善の策ではなく、他により良い代替地がないと言う次善の策で

あったと理解される。また増え続ける食物アレルギーや悪性疾患以外の血液疾患へ対応して

くれる診療科の確保も重要である。

丹々会役員会はこども病院移転問題検討委員会を設置して関係者の意見聴取等を行い、問

題点をまとめて福岡市長に要望書を提出したことは会員のご存じの通りである。その内容は

移転する場所は問題視せず、小児医療の内容の充実を求めたものであった。移転に際して最

も関心が高かった福岡市西部地区の二次病院の受け入れ対策については、浜の町病院の入院

体制を更に充実することを市長に申し入れた。浜の町病院はこの要求を受諾し、これを受け

て福岡市は九州大学小児科教室に原寿郎教授を訪ね医師の派遣増を依頼した。この結果、浜

の町病院の小児科医は増員され、入院体制の改善とともに急患センターの二次病院にも指定

された。しかし入院ベッドは14床しかなく小児科独自の当直医師もいない状況で、武本環

美先生をはじめ小児科医は獅子奮迅の活躍をしているが、開業医からの入院要請や急患セン

ターの二次病院としての機能を完全にこなすことは不可能と思われる。

私のクリニックは西区姪の浜にあるので、以前は内科、外科、泌尿器科等はこども病院に

ほぼ全ての入院医療をお願いしてきたが、最近は福岡大学病院への紹介を希望する家族が増

加してきた。やはり地理的な問題であろう。そのためか、福岡大学小児科の医師が疲弊気味

だという噂が私の耳に流れてくる。福岡東医療センターはこども病院が近くに来て、粕屋や

東区からの入院が減少しているようだが、この病院から北は北九州市まで小児の入院施設が
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ないため、これからも重要な施設として機能してほしい。ただ、今後こども病院とどのよう

に棲み分けるのか、大切な小児科医の配置を含めて検討が必要であろう。

福岡病院は小児科医が当直している唯一の市中病院であり、いつでも受け入れてくれるの

で会員は本当に助かっている。ただ、西間三馨院長が引退され、柴田留美子先生は常勤では

なくなり、岡田賢司先生は福岡歯科大教授に栄転され、小田嶋博先生も定年を過ぎており、

今後この伝統あるアレルギー医療を引き継いで更に伸ばしていく後継者の存在が望まれる。

35年前にこども病院が開院して、私も含め小児科医はほとんどの患児をこども病院に紹

介した。このため、九州医療センターは小児科病棟がなくなり、浜の町病院も小児科病棟の

縮小を余儀なくされた。このため、こども病院の移転の際に大きな困難を抱えることになっ

た。今年からこども病院にアレルギー科が新設されたが、頼り過ぎず福岡病院小児科を私ど

も開業医がしっかりと支えていかなくてはならない。ただ、病院が活性化するには支柱とな

る医師は必要であり、こども病院を含め医師の配置には開業医も関心を持って意見していく

必要がある。

福岡徳洲会病院が小児科研修指定病院から外れたということで、筑紫地区の休日夜間救急

医療が厳しい状況にならないかと心配している。福岡大学筑紫病院小児科と両輪で活躍して

くれているのだが、これからも今まで同様に機能してくれるかどうか不安材料である。

福岡地区は150万人以上の人口を抱えているのに、悪性疾患以外の血液疾患を診療してく

れる市中医療機関がない。鉄欠乏性貧血以外の貧血、血友病や紫斑病等の血液疾患を気軽に

紹介できる医療機関が早急に必要であり、こども病院に設置の要望を申し入れている。

まとまりのない話になったが、大学や病院に任せるのではなく開業医も一緒に二次医療を

考えていくべきだと考えている。会員の皆様のご意見をお聞かせ願いたい。
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おめでとうございます

1）米寿・喜寿・古希のお祝い

米寿：岡部養和先生、平松隆毒先生、大山幸徳先生、豊原清臣先生

喜寿：高崎好生先生

2）表彰会員顕彰

古川洸

井上秀一郎

岡田象二郎

高木誠一郎

高崎好生

先生

先生

先生

先生

先生

福岡県医師会表彰「学校保健への功労」

母子保健功労者福岡県知事表彰

福岡県学校保健功労者表彰

厚生労働大臣表彰（支払基金関係功績者）

厚生労働大臣表彰

(母子保健家族計画全国大会における功労者表彰）
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氏名

田 中 一

豊原 消臣

假屋園秀彦

植山奈実

荒木 速雄

安藤寛
河野 輝宏

深鶴満

金光博 信

古川洸

高岸智也

中 尾 太

松崎彰信

米倉順孝

中山英樹

寺澤他二郎

中尾 文 也

大山幸徳

黒川美知子

井上 寿 郎

橋本 信男

笠原 郁 子

進藤 静生

井上秀一郎

松本 癖 通

松本一郎

清松由美

中野 光 郎

秋元馨

岡田象二郎

高木誠一郎

大屋 和 之

元山浩 貴

～ごくろうさま～

丹々会会員平成27年度医師会関係の役員・役職（敬称略、順不同）

医師会

市医師会学校心臓検診部員

束 区医師会理事

市医師会代議員

市医師会こども委員

市医師会小児期生活習慨病対策部会委員

県国保小児科審査員

市医師会学校心臓検診部員

市医師会代議員

市医師会こども委員
博多区医師会理事

市医師会定款検討委員

市医師会こども委員
市医師会小児期生活習慨病対策部会委員
福岡医師協同組合理事

県社保小児科審査員
市医師会保育園幼稚園保健部会委員

中央区医師会理事

市医師会こども委員
市医師会福岡未来医療塾委員

福岡市医師連盟執行委員

県医師会予備代議員
南区医師会 顧 問
市医師会地域医療ビジョン検討部会委員
南区医師会庶務

市医師会常任理事

県医師会学校保健委員会
福岡市医師連盟執行委員

市 医師会こども委員

市医師会児童虐待防止対策委員

県社保小児科審査員

県医師会代議員

県医師会母子保健委員
市医師会小児期生活習悩病対策部会委貝
市医師会学校腎臓糖尿検診部長

市医師会出産前後子育て支援事業部会委員
市医師会児童虐待防止対策委員
県 医師連盟執行委員

市 医師会こども委員

市学校稲神保健協議会委員
市医師会児童虐待防止対策委員
市医師会裁定委員

市医師会代議員
市医師会小児期生活習'椴病対策部会委員

市医師会学校心臓検診部員

県医師会予防接種委員

県社保小児科主任審査員

早良区医師会理事
市医師会こども委貝

県医師会 予 備 代 議 員

福岡市医師連盟執行委員
市医師会常任理事

小児科学会

日本小児科学会代議員

福岡地方会幹事

九 州学校保健学会幹事

日本小児科学会代議員

福岡地方会幹事
福岡地方会幹事
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小児科医会

県小児科医会名誉会長
福岡地区小児科医会名誉会長

九州小児科医会名誉会長

県小児科医会名誉会長

日本小児科医会国際委員

日 本 小 児 科 医 会 教 育 委 員

県小児科医会常任理事

福岡地区小児科医会理事

福岡地区小児科医会理事

九州小児科医会顧問

福岡地区小児科医会監事
県小児科医会常任理事

日本小児科医会国際部担当理事
九州小児科医会副会長

県小児科医会会長

県小児科医会常任理事

九州小児科医会顧問

福岡地区小児科医会理事

県小児科医会常任理事

日本小児科医会代議員

県小児科医会常任理事

県小児科医会常任理事

福岡地区小児科医会監事



氏名

下村国 寿

高崎 好 生

稲光毅

青木真智子

山口党

園田 和孝

岩屋美奈子

小野栄一郎

松田健太郎

石原修

井上和 彦

山田晋一

溝口 康 弘

中嶋博 文
松本正

岩尾 初雄

郭明烈

入江勝 一

吉岡玲 子

岡部康文

大塚純 一

森俊憲

舎川 康彦

山下祐二

上田義 治

奥郁美

医師会

県医師会代議員
県医師会母子保健委員

市医師会感染症医療連挑部会委員

市医師会保育園幼稚園保健部会委員

市医師会出産前後子育て支援事業部会委員
市学校糟神保健協議会委員

市医師会保育園幼稚園保健部会委員

市医師会出産前後子育て支援躯業部会委員

県医師会理耶
福岡県感染危機管理対策委員

福岡県HTLVl母子感染対策協議会委員

福岡県小児慢性特定疾患対策協議会委員
福岡県共通感染症対策協議会委員
県医師会結核・感染症発生動向調査委貝会委員

福岡県メディカルセンター常任理事

県医師会予防接種委員会委員
県医師会母子保健委員

県医師会救急・災害医療対策委員会委員
県医師会学校保健委員会委員
県医師連盟執行委員

市医師会小児期生活習慣病対策部会副委員長
市医師会医事調停委員

市医師会選挙管理委員会

市医師会代議員

市医師会こども委員
西 区医師会理事

市医師会代議員
市医師会財務会館委員

西 区医師会理事

筑紫医師会学校腎臓検診委員

筑紫医師会学校保健委員

筑紫医師会乳幼児健診委貝

筑紫医師会こども虐待防止対策委員会委員
筑紫こども虐待防止連絡協議会会長

筑紫医師会理事
筑紫医師会乳幼児健診委貝踵

筑紫医師会学校保健会委員
筑紫医師会心臓検診委員長

筑紫医師会学校腎臓検診委員

筑紫医師会予防接種委員艇

県医師会予防接種委員

福岡県医師国民健康保険組合議員
筑紫医師会副議長

筑紫医師会学校心臓検診委貝

筑紫医師会裁定委員

筑紫医師会乳幼児健診委員
筑紫医師会予防接種委員

筑紫医師会学校心臓検診委員
筑紫医師会学校保健委員

粕屋医師会予防接種委員

粕屋医師会予防接種委員
粕屋医師会乳幼児母子保健委員

粕屋医師会乳幼児母子保健委員

粕屋医師会心臓検診委員
粕屋医師会理事

粕屋医師会予防接種委員

粕屋医師会乳幼児母子保健委員

糸 島 医 師会学校保健委員

糸島医師会医療情報システム委員

糸島医師会学校保健委貝

糸 島医師会理事

糸島医師会急患センター運営委員
糸島救急災害医療委員

糸島医師会感染症危機管理委員

小児科学会

福岡地方会幹事

福岡地方会副会長

福岡地方会プログラム委員

福岡地方会監事

日本小児科学会代議員

福岡県小児科学会代議員
福岡地方会幹事
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小児科医会

県小児科医会副会長
福岡地区小児科医会会長

日本小児科医会法制委員

県小児科医会監事

九州小児科医会幹事

日本小児科医会乳幼児学校保健委員

日本小)鯏医会地域総合小児医撫認定瀞査委員

県小児科医会監事

県小児科医会社会保険委貝会委員
福岡地区小児科医会副会長

福岡地区小児科医会理事

福岡地区小児科医会理事

福岡地区小児科医会理事

福 岡地 区小 児科 医会 副会 長

県小児科医会常任理事

県小児科医会常任理事
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特色あるクリニック運営のための工夫

はじめに

小児科医は往々にして几帳面かつ勤勉という印象を持たれますし、確かにその通りかな

とも思うことも多いです。そんな我々とて雲や霞を食って生きている訳ではありません。

個人の経営者として効率の良い経営について情報収集し、各々の哲学や流儀に基づいた解

釈を踏まえ、良い経営を実践してゆくのはとても大切なことと思われます。無論それは社

会状況や医療情勢によっても変わってくるでしょう。例えば女性医師が増えてくると、今

後はクリニックを夫婦で共有することが増えてくることが考えられます。休日の保険加算

が認められれば、またスタッフのマンパワーが確保できれば時間をシフトさせサービスを

提供することも可能になるでしょう。ただ別の側面ではラニングコストや働き続けるとい

うモチベーションの維持という課題が生じてきます。会員の皆様や今後御開業を考えてい

る先生方の参考になればと思いこの特集を企画しました。今回は、6人のユニークな経営

形態を取ってらっしやると独断で判断した匠の先生方に経営のノウハウを御執筆頂きまし

た。お忙しいところ御執筆を快く承諾下さった先生方に深謝いたします。

個室型待合室と日曜診療

感染予防の観点から見たクリニック構造の工夫や

時間外診療（日曜外来）に関わることについて

日 局 秀信

当院の特徴は「個室型待合室と日曜診療｣です。

タイトル通りですが、患者ニーズに応える2本柱

だと思っています。個室型待合室に対する患者

ニーズは思いのほか大きいと感じています｡特に、

新生児や妊婦さんにはとても喜んでもらっている

ようです。日曜診療においては患者サービスのみ

ならず、急患センターへの患者の一極集中緩和に

多少なりとも貢献できているのではないかと思っ

ています。

では、クリニックの構造について受診の流れを

交えながら説明します。医院の入り口を入ると正

面に受付カウンターがありますが、広い待合は設

けておりません（図l)。受付を済ませると会計
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慨
一 争典 魯 図2各部屋の入り口にはイラストが

描かれています。
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ブザーと問診用紙などを手渡し、速やかに個室へ

案内する流れとなります。個室は受付を中央に左

右へ展開して各8室ありますので、最大で16組

が院内に滞在可能です（図2，3)。見取り図で

お分かりのように待合室より外が患者の動線エリ

ア、内側がスタッフの動線エリアです。部屋に案

内されたら、看護師が検温・問診に来るまで待ち

ます。患者さんは待っている間に、簡易問診を記

入します。順番になったら個室内側より診察に向

かいます。基本的に通常の診察ならこちらが部屋

へ行き、ワクチンや健診、処置などがある場合は

中の処置スペースに案内します。診察はちょうど

病棟回診のイメージです。カートに電子カルテや

診察道具を載せて、各部屋をまわります。診察が

終わった患者さんは、会計準備ができるまで部屋

で待ちます。会計ブザーが鳴ったら、受付会計ま

で移動し会計帰宅となります。患者さんは一旦部

屋に入ったらトイレ以外会計まで外に出ることは

ありません。これにより、他の患者さんとの接触

は最大限防ぐことができます。このような櫛造に

した理由は院内感染対策とプライバシー保護の観

点からですが、なにかと大変です。以下にメリッ

トとデメリットを挙げます。

メリット

・院内感染防止

空気感染を除くほとんどの感染症に対して空間

的に隔離できますので病院で病気をもらった的

なことが最小限に抑えられます。また、予防接

種や健診に来たが､熱があった､ブツブツがあっ

て水痘だった。などの、突発的な事象にも、他

の患者さんへの暴露を最小限に抑えられます。
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･プライバシーの確保

病気でつらい時、吐いているときなどに周りの

目を気にせずにリラックスして待つことができ

ます。また、不特定多数の患者さんの前で名前

や病状を知られることがありません。

･提示物が目に留まりやすい

いろんな掲示物を間近で見ることができるの

で、ワクチンの案内など、伝えたいことが比較

的効率よく伝わっているように思います。

･点滴や吸入などの処置もそのまま

点滴や吸入などのためのスペースを別に設ける

必要がありません。

デメリット

．とにかくコストがかかります。

ハード面では敷地建物は一般的なクリニックよ

りも大きくなってしまいます。同じくらいの規

模のクリニックと比べて1.5-2倍程度かと思

います。

収容患者数に柔軟性がない

個室故に収容人数が限られます。詰めれば何と

か入るということがないので、突発的な受診に

対応が難しいことがあります。必然的に予約診

療が主体となりますし、ある程度余裕のある予

約運用が必要です｡予約なしで来院した場合に、

院内で待ってもらうことができないこともあ

り、出直してもらうこともあります。

･スタッフが多く必要

これは、コストがかかることにもつながります

が、同じ規模のクリニックと比べると約l.5倍

のスタッフが必要となります。たとえば、患者

さんを部屋へ案内する必要があります。何回か

来院された患者さんは自分で部屋に行っても

らっていますが、初診の患者さんはスタッフが

連れていく必要があり人手をとられます｡また、

患者さんの入れ替わり毎に部屋の清掃を行って

いますので、同様に人手をとられます。

･個室内の様子がわからない。

当初、もっとも懸念していましたが、意外と影

響は少ないように思います。誰かしら保護者が

ついていますし、受付時点で気になる子がいる

場合には情報共有して個室のドアを解放し、目

が行き届くようにしています。また扉1枚隔て

て、看護師や医師がいますので、すぐに声をか

けられる状況であり患者との距離はむしろ近い

と感じています。全体を見渡すことこそできま

せんが、患者さんに囲まれて自分がいるような

感じです。

最後に、日曜診療については、開院前にすごく

悩みました。私にも子供がいますので、日曜日は

子どもの相手をしたいというのが本当のところで

す。しかし、長い間救急外来勤務を経験し、休日

診療のニーズの大きさを実感していましたので、

子どもたちには申し訳ないと思いながら、日曜日

を診療日としました。当然、かかりつけ医として

いつも来ている患者にとっては安心してもらって

いますし､日曜日だけ利用する患者さんもいます。

開いている病院が少ないので、平日と比べるとた

くさんの患者さんが受診されます。集患という視

点からは、来院のきっかけ作りとして申し分ない

と思います。日曜日に受診したことをきっかけに

その後もかかりつけとして受診するようになった

患者さんも多いです。

また、予防接種も平日来院しづらい年長児や中

高生､成人と希望者が多く､残念ながら全てのニー

ズに応えることができていません。日曜日の予防

接種の受け入れを増やすのが今後の課題と考えて

います。
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小児科、耳鼻科の2科診療クリニックを開業して

いなみつこどもクリニック稲光 毅

今回、特集「特色あるクリニック運営のための

工夫」に2科併診のメリット、デメリットについ

て紹介をしてほしいという依頼がありました。私

たちとしては、なにか目的を持って小児科・耳鼻

科併診のクリニックを開業したというより状況か

らそのような選択肢しかなかったというのが正直

なところです。今年10月でちょうど開業10周年

を迎えましたので、あらためて自分のクリニック

について振り返ってみました。

開業前2002年から2005年まで私は佐賀県立病

院好生館に勤務していました。大学から好生館に

異動することが決まった時点で、3年後には開業

するだろうと考えるようになりました。開業場所

を決めたのは好生館在職中で、家内と一緒に福岡

市内のあちらこちらを車で廻ったのを思い出しま

す。耳鼻科医の家内は福岡市立こども病院での勤

務が長かったので、耳鼻科もこども専門で「内科

と耳鼻科のこどもクリニック」でやっていくこと

にしました。こども病院のマイナー外科(耳鼻科、

眼科等)に対する処遇はよくなかったのでしょう、

家内も開業に踏み切ることには抵抗はなかったよ

うでした。2科ですので、開業の場所を決めるに

もその条件は複雑になります。それが一番の理由

というわけではありませんが、私の父が開業して

いた小倉北区の診療所はすぐ近くに耳鼻科の診療

所（私の小学校の同級生の実家）があり、小倉に

戻って2人で開業するのは難しいのではないかと

思いました。自宅（中央区）に近い場所から探し

ましたが土地を買って建てるまでの勇気はなく、

今の場所（西区拾六町）に落ち着きました。

開業にあたって何かのきっかけで、松山に小児

科･耳鼻科の2科で開業している岡本耳鼻咽喉科．

小児科があるのを知り2人で見学にいきました。

ここはご主人が耳鼻科、奥様が小児科のクリニッ

クで耳鼻科は一般耳鼻科（成人も診療している）

でしたが、クリニックの構造や設備など大変参考

になりました。こちらから押しかけて行ったにも

かかわらず、高級な会席料理、珍しいお酒をご馳

走になり、開業の先生というのはすごいなと思っ

たことを覚えています。

二人で診療をするので、カルテは電子カルテの

導入が前提でした。特に私は読める字を書かない

(あとで見ると自分でも読めない）ので電子カル

テは必須だと申し付けられていました。熟慮した

上で選択したつもりではありましたが、電子カル

テについてはトラブル続きでした。開業時に導入

したWinMedical(メディカルインフォメーショ

ン社）は、2科対応、乳障母（現在の乳障親）へ

の地域対応が不十分だったため半年で中止し（そ

の後メディカルインフォメーション社は倒産)、

電子カルテとレセコンが分かれている、そしてレ

セコンとしてORCAを使用できるNTTの

FutureClinicを導入しました。それも更新の時

期になりあまりに保守料が高額であったため、今

は福岡にあるMIU社が作ったDopanetDoctors

をORCAと一緒に使っています。FutureClinic

に乗り換えた時点で、レセコンはORCA、デー

タ管理はRSBaseを導入したため、電子カルテ

が変わっても過去の検査データを振り返る際はと

ても便利です。開業当初は電子カルテにいろいろ

な機能を期待していましたが、結局のところお金

をかけても大したことはできないので、シンプル

でコストがかからないほうがよいというのが今の

考えです。
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当院の診療時間は、月・火・木・金は8時半か

ら12時まで、15時から17時半までが一般診療

で14時から15時が健診・予防接種の時間、水・

土は9時から12時が一般診療としています。一

般診療の時間帯は小児科、耳鼻科とも平行して診

療していますが、14時から15時の健診・予防接

種の時間帯は小児科だけが診療します｡一般診療、

予防接種・健診いずれも予約制で、2科受診があ

るため時間予約制でやっています。待合室・受付

は共通で、来院後受付で希望の診療科を確認しま

す。胃腸症状、熱、咳がひどい等があれば小児科

を、耳が痛い、鼻が詰まっているなどの場合は耳

鼻科を、両方の症状があれば2科受診を希望して

いることが多いですが、単科で受け付けても診察

後必要があればもう一方の科でも診察します。小

児科からすれば、耳垢があって見えないが中耳炎

が疑われる場合、患者さんに負担をかけずに耳鼻

科受診ができるのは大変ありがたいことです。患

者さんにとっても便利なのではないかと思います

が、中には当院の耳鼻科と他院の小児科、あるい

は私が診ているにもかかわらず他院耳鼻科を受診

している患者さんもいらっしゃいます。健診・予

防接種の時間帯は小児科のみの診療になるため若

干スタッフに余裕ができるので、健診に際しては

私が診察・説明をした後に看護師が10分から15

分程度、月齢にあわせた安全指導および育児相談

を行っています。看護師による安全指導・育児相

談は5年前に開始し、資材・指導方法等はスタッ

フが自発的に準備して実施しており、第20回、

第23回の外来小児科学会でその内容を発表しま

した。

収入面（保険請求）ではどうかというと、2科

診療はデメリットのみでメリットはありません。

前々回の改定から、同日に2科を受診し両方ある

いは片方が初診の場合、通常の初診料あるいは通

常の再診料に加えて初診料の半分の点数を算定で

きるようになりました（同日初診)。ただし耳鼻

科の再診時に小児科で同日初診を算定する場合、

育児栄養指導料は算定できません。前回の改定か

らは同日再診も算定できるようになりましたが、

これも通常の再診料の半分の点数です。処置があ

ると外来管理加算は算定できなくなりますが、耳

鼻科で処置料を算定した場合、同日の小児科診察

についても外来管理加算の算定ができなくなりま

す。また耳鼻科でたとえばアレルギー性鼻炎で治

療中であれば、発熱で初めて小児科を受診しても

再診扱いになります。月のレセプトあたりの平均

点数は小児科単科のクリニックとほとんど変わら

ないのではないかと思います。残念ながら今の診

療報酬では外来診療についてdoctor'sfeeを算定

するという考えは極めて希薄です。通常医者が1

人でやることを小児科医と耳鼻科医の2人でやっ

ているだけだろうと言われればその通りなので仕

方がないのかもしれません｡小児科外来診療料(包

括）を選択するほうが有利ではないかと思います

が、耳鼻科の高額処置（特にチュービング等）や

手間のかかる乳幼児の点滴処置・薬剤も包括に含

まれることを考えると、働いた分を請求するほう

が精神衛生上よい（自分の性格にあっている）の

で出来高で請求しています。

しかし、2人で診療することはお金には代えら

れない大きなメリットがあります。小児科も耳鼻

科もある利便性から、それぞれが一人で診療する

よりは多くの患者さんに来ていただけること以外

に、診療上の疑問があるとき、判断に迷うとき、

稀に重症な患者さんがきて処置をするときなど

に、不安になることなく、慌てることなく仕事を

することができます。専門が違ってももう一人医

者がいるというのは大変心強いです。また、これ

は2科診療だからというより夫婦でやっているか

らではありますが、最近医師会の仕事等で大学の

先生に代診をお願いしたり日中も小児科だけ休診

にしたりできるのは今の体制だからこそです。と

てもそんな元気はありませんが、これまでの経験

を全て知った上で最初からやり直すことができる

としても、私なら今の1クリニック2科診療を選
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択します。

開業の形態としてあまり多くはない2科診療の

クリニックがどういうものか少しでもお分りいた

だけたとすれば幸いです。この原稿を依頼された

ことで、改めて自分たちの仕事を振り返ることが

出来ました。編集委員長の松田健太郎先生にお礼

申し上げます。2科診療の特性を活かした診療が

できるようこれからも工夫をしていきたいと考え

ています。
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モチベーションの維持とク'ノニックの運営のための工夫

小児科診療所を開業してあっという間に20年

が過ぎてしまいました。私は開業小児科医として

の仕事を続けていくために大切なことは、小児医

療のプロフェッショナルとしての仕事へのモチ

ベーションを維持することに尽きると考えていま

す。また、クリニックを運営するための細かな工

夫も大切です。

開業小児科医としてのモチベーションの維持

小児科医であることを天職と思える幸福な先生

も多いと思いますが、私は長らく小児科医が天職

であると思えませんでした。多くの職業の中から

偶然に選択した仕事だというのが本当のところ

だったと思います。それでも、働いてお金をいた

だくからには小児医療のプロフェッショナルでな

ければいけないという職業意識は常にありまし

た。しかし、開業後にプロフェッショナルとして

働き続けるためのモチベーションを維持すること

は簡単ではありません。みなさまも同じと思いま

すが、開業後の数年間は経験したことのない額の

借金やスタッフの雇用など経営者としての問題が

山積みでした。また開業医としての診療方法の模

索などで無我夢中で過ごしてきました｡このため、

仕事のためのモチベーションの問題などは考える

暇もありませんでした。開業小児科医という仕事

について真剣に考えはじめたのは開業後数年たっ

たころからです。

私が小児科開業医として最も影響を受けた先生

は既に亡くなられたお二人の小児科医です。一人

目の先生は故松田道雄先生です。60歳を前に京

都の町医者を辞められて、亡くなられる直前まで

40年以上にわたり世界一の育児書「育児の百科」

(岩波書店）の執筆と改定作業を続けられました。

実はこの育児書は私の子どもたちの子育てのため

ふかざわ小児科深澤 満

に妻が買ってきたものですが、途中から私も熱心

に読むようになりました。この育児書から学んだ

ことは他の医学書や論文から学んだことの100倍

もあると思っています。現在、「育児の百科」は

文庫版のみになってしまい、たくさんの写真も削

除されてしまい残念です。

「お誕生日ばんざい」の章から一部を抜粋して

紹介いたします。

・・・・人間は自分の生命を生きるのだ。いき

いきと、楽しく生きるのだ。生命をくみたてる

個々の特徴、たとえば小食、たとえば疾がたま

りやすい、がどうあろうと、生命をいきいきと

楽しく生かすことに支障がなければ意に介する

ことはない。小食をなおすために生きるな。痕

をとるために生きるな。・・・・

松田先生から子どもへの医療としての介入は最

小限にすべきであることを学びました。具体的に

は、受診回数を可能な限り減らすこと。また、投

薬は最小限度にとどめること。そして、無駄な受

診を避けるための教育に時間をかけることなどで

す。凡人の私にはこの理想には届きそうにはあり

ません。しかし、松田先生の考えに近づきたいと

いう私の思いが、小児科医としての仕事を続ける

ための大きなモチベーションになっていることは

間違いありません。

私に影響を与えた二人目の先生は、故中尾弘先

生です。国家試験に合格して1年目に福岡赤十字

病院の研修医として勤務したときからのお付き合

いでした。いつも、「深澤君。何歳からでも勉強

はできるよ」と聞かされてきました。この中尾先

生の言葉も長く私の脳裏に残っています。

今年の小児科学会で「喘息」と「菌血症」の演

題を発表しましたがどちらも両先生からの教えが

基になっています。喘息の演題「ICSと吸入β2
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刺激薬を併用した間欠療法による喘息治療」は、

できるだけ喘息の患児や保護者の治療のための負

担を最小限にしたいという松田道雄先生の教えが

基本にありました。菌血症の演題「肺炎球菌ワク

チン導入3年後からの肺炎球菌菌血症の再増」お

よび今年の小児科学会誌に掲載された「ll年間

の菌血症ll8例によるヒブワクチンと7価肺炎球

菌ワクチンの有効性」は、外来診療での経口抗生

剤の使用法に悩んでいた15年ほど前に、豊原先

生、中尾先生、松本先生が編集された「開業医の

外来小児科学」の中に中尾弘先生のoccult

bacteremiaの記赦を見つけたことが出発点とな

りました。まだ、日本ではほとんど知られていな

い疾患概念でしたが、外来での抗菌薬の使用方法

を本当に理解するにはoccultbacteremiaの臨

床研究が必要だと直感しました。そして、中尾先

生の教えにしたがい50歳を超えた私ですがコツ

コツと自前の調査を始めました。このような目的

を持って外来診療を行うことで、仕事へのモチ

ベーションを保つことができ20年以上も飽きず

に開業医を続けられたのだと思っています。今は

亡き両先生には本当に感謝しています。

クリニック運営の工夫

クリニック運営を工夫し、変えていくことは開

業医として重要です。私の工夫の一端をご紹介い

たします。

早朝診療：当院の診療開始時間は7時45分で

早いほうだと思います。私が当地で開業したとき

に、一番近くにあって一番流行っておられた神ノ

木小児科の故原醇先生が朝7時から診療されてお

られました。さすがに9時からの診療ではまずい

だろうと思いましたが、7時からは無理です。そ

こで7時45分からの診療開始にしました。朝の

7時45分～9時までの受診を希望される保護者

は多く、当院でも午前中では一番混む時間帯です。

ただ、問題はスタッフの確保です。もともと公共

交通機関の利用が事実上不可能な福岡市の僻地と

いう立地条件があり、早朝に出勤できるスタッフ

を募集するのは毎回大変です。しかし、必要とさ

れている以上は頑張りたいと思っています。

病児保育：5年ほど前から始めました。病児保

育は利用者からの感謝の声が直接得られるため、

私にとって貴重なエネルギー源になっています。

しかし、実際の運営は大変です。小児科診療所本

体も患者数の変動が多くて大変ですが、病児保育

ではさらに変動が多くなります。始めた当初はお

預かり0人が続きました。さすがに最近0人はな

くなりましたが、今月（6月）もお預かり2人の

翌日が15人で全く人数の予測ができません。さ

らにインフルエンザの流行期には20名を超える

こともあります。常勤の保育士は3名ですが、こ

のほかにオンコールの保育士が5～6名程度必要

になります、このオンコールの保育士さんの確保

が大変です。しかし､熱心なスタッフにも恵まれ、

自画自賛ですが当院の病児保育のレベルは素晴ら

しいと思っています。おそらく市内で一番？？

スタッフ対策：どこの診療所の運営でも一番大

切なことは優秀なスタッフの確保だと思います。

このために、私がやったことは、ありきたりでは

ない独自の就業規則を作ったことです。当院では

受付、ナースとも正職員が各4名とパートが各1

名でシフト性の勤務を採用しています｡このため、

労働基準法に沿った就業規則の作成は大変でし

た。私が何度かトライしましたが無理でした。そ

こで顧問税理士事務所の女性労務士さんに協力し

てもらって女性に働きやすい環境目指した就業規

則を作り上げました。それと同時に給与体系の明

文化も行いました。開業後5年ほどは、私が自作

の給与計算ソフトで職員の給与計算を行っていま

したが、社会保険や税金の算定方法が変わるたび

にソフトを自分で改定するのが大変でしたが、現

在は労務士さんに全て依頼しています。当院では

タイムカードを使用し、スタッフは朝、昼、夕の

仕事の始め、仕事の終りに「自分の判断」でタイ

ムカードに刻印します。そして、超過勤務には1

分単位で残業手当を払っています。この煩雑な給

与計算作業も労務士さんに依頼しています｡また、
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賃金に関する疑問や産休や育児休暇の取得などの

デリケートな問題も、直接スタッフが労務士さん

に電話で相談するシステムにしています。スタッ

フも労務士さんが女性なので話しやすいようで

す。このシステムを採用してからは、私は給与に

関する煩雑な問題から完全に解放されました。

おわり

以上まとまりのない内容ですが、わたしの開業

医としてのモチベーションの維持およびクリニッ

ク運営についての工夫の一端を紹介させていただ

きました。ご参考になれば幸いです。
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総合小児科としての外来運営

2017年には「総合診療医」の研修が始まり、

既に「かかりつけ医」も制度化されている。それ

を意識してか総合小児科医なるものまで出てきた

が元来開業小児科医は地域に密着した子どもの総

合医のはずである。

いずれ総合診療医は赤ん坊から年寄りの看取り

まで幅広くタッチし診療のみならず健診、予防接

種、育児相談にも携わってくるだろう。その中に

あって小児科専門医が埋没してしまうのは避けた

いと思う。また耳鼻科、皮間科とはかなり競合す

る疾患も多く患者さんの小児科回帰も望んでいる。

開業医が出来ることには限度はあるものの短期

的な医業収支を考慮せず取り組んでいることをい

くつか述べたい。

【専門外来】とくにアレルギー疾患、不登校や心

身症は増加しておりその必要性を痛感する。

ただし、自己研鐡の不足のため、また一般診療の

時間を割きがたく全て他力本願である。

l)神経外来：先代の時から30年以上になるが

小児神経専門医にお願いし予約制とし2階個室

で行っている。発達障害など受け皿が少なかっ

たので重宝してきた。また2年前より臨床心理

士によるカウンセリングや発達検査も行ってお

り、神経外来との2枚看板で不登校や心身症へ

の対応ができるようになった。以来不登校相談

は増えており、不登校の児の中には、発達障害

や児の特性が関わっているケースが多く、カウ

ンセリングのみならず発達検査が必要だと思う

ようになった。

2）アレルギー外来：食物アレルギーの増加、ア

トピー性皮間炎やアレルギー性鼻炎などの小児

科回帰を意図しアレルギー専門医によって予約

制で診療にあたっている。

春日市横山隆人

3）乳幼児健診・育児相談：若い母親に共感でき

るのは出産、育児を経験した女医さんに勝る者

はないとの考えから女医さんにお願いしてき

た。午前中が都合の良い母親も多く2階の健診

室で午前、午後の予約制で行っており同時に栄

養士も配置し栄養相談にも応じている。

【予防接種】ワクチン接種推進に伴うVPDの減

少や軽症化は患者数の減少、即ち医業収益の減少

につながる。一方では定期予防接種の種類が増え

てきたため任意接種も含め予防接種は大きな医業

収入源となってきた。

どこでも実行されていると思うが院内感染予防

のため時間帯を決めている。ただ被接種者の利便

性を考慮し予約制にはしていない。また予防接種

時間帯以外でも接種するように努めている。その

ために大型のワクチン専用冷蔵庫で常時多めにワ

クチンを保管しているが休日の停電により相当額

を破棄した悲しい出来事もあった。混雑を避け、

不慮の出来事に対応できるよう接種医は2～3名

で看護師等職員もフル動員している。また院内勉

強会を繰り返し職員全員のワクチンに対する知識

と意識の向上を図っている。ただしその都度、豪

華弁当を用意しなくてはならないが､､､。

【2診体制】予約制でなく待ち時間を短くし十分

な診察時間をとるために常時2診体制とした。緊

急時や患者紹介時にも焦らずにすむ。2診体制で

うまくいくのは非常にありがたいが、意外と最近

の母親はドライで院長でなくてはダメだという人

が少ないのはちょっと悲しい。

【インフルエンザ外来】2009年、新型流行時に急

速建て増しした外来で専用ドアから出入りしその
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部屋で受付、診察、検査、会計が終了できるよう

にした。おかげでインフルエンザ流行期には診察

室とインフルエンザ外来の行き来きで結構な運動

量になる。院内感染を危倶する患者さんへの配慮

で水痘、ムンプスなどとはまた別の感染症外来の

部屋としている。

【病児保育室】開設は2003年。定員6名で保育士

6名をパー1､で確保している。賃上げに伴い収支

はきびしくなった（福岡市に比較すると補助額が

極めて少ない)。建築費も償却できていない。地

域の育児支援と割り切っていたが今後は増額に向

け市議会に対しロビー活動も始める。

【看護実習】看護師や保育士の実習は積極的に受

け入れるようにしている。指導の手間もあるが、

診察の介助などよく働いてくれるものも多く逆に

スタッフの負担軽減になっていると思っている。

自分自身のマンネリ防止にもなるし、小児科外来

を経験してもらい将来小児科に携わってもらえた

らいいと思う。

【その他】職員の和を重視しているので福利厚生

を充実し、自分も（が？）好きなため何かにつけ

飲み会をしている。おかげで職員とはおおむね仲

良くやれておりストレスは少ない。受付は患者が

2度通る場所なので事務職員の対応は大切であ

る。変な人物はお断りしたいが辞めさせるのは難

しいので採用時の人選には力を入れている。看護

師に関してもアンテナを張り巡らし人柄、技量に

優れた人材の確保に努めている。容婆は二の次で

ある（ちょっとウソ)。

また地元小学校の「おやじの会」や地元商店街

の催しに積極的に参加協力し、近所の酒屋では角

打ち仲間ができるまでになり、良くも悪くも地域

に溶け込んだ。そして祖父と父が築いた美田が荒

地になる前に継承でき、地の利、人の和、天の時

に恵まれたことに感謝したい。
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母乳育児に関わる考察

東川 紀
日
日

はじめに

今回は、母乳育児に関わる考察についてのご指

示をいただき、あまり参考にならないのではと思

いましたが、妻に聞き聞きやっとの思いで完成し

ました。マナ＆ベビーの気まぐれ母乳育児相談室

のメリットと問題点をご報告させていただきま

す。母乳育児をしたいというお母様方の希望に誠

実に答えてまいりましたが、スタッフにも参加し

てもらって、文章におこすことによって改めて、

考えさせられる機会を与えられて、ご報告するこ

とにより、皆様のご指導とご鞭捷を仰げれば幸い

です。

です。保険が一切使えないので､自費になります。

初診料5000円、再診料3500円でしています。

母乳相談室は、母親と医療を繋ぐ役割を担って

います。

母乳育児の問題点

・母乳育児の情報が少ない。

母乳保育が推奨されていますが、母乳を支える

システムが手薄である、と感じられます。「陣

痛の痛さは聞いていたが、授乳が痛いとは知ら

なかった｣という母親の言葉に表されるように、

母乳育児の実際についての情報が少ないと思い

ます。

・生後lか月を過ぎた場合、母親の拠りどころは

どこ？

生後lか月で、児は小児科に移行しますが、ト

ラブルを抱えた母親への医療サービスを受ける

場所がありません。産科では、おおむね生後l

か月ぐらいまでの母子のケアのみです。また、

自院で出産してない場合、母親の診察を拒否す

るケースも見受けられます。

・乳腺炎のときの授乳指導

乳腺外科は、乳腺炎の処置は行いますが、乳腺

炎後の授乳指導などは行われない状態です。

・母乳育児をする母の不安の声

困ったときの対処方法がわからない。育児不安

を取り除いてほしい。

母乳育児相談室について

当院は、1階で小児科を、2階で母乳相談室を

しています。完全予約制で週に4日、3時間位営

業しています。妻が、たまたま、助産師でしたの

で、開業当時から、いっしょにしています。母乳

マッサージの第一人者である桶谷そとみ先生が、

まだ、健在のときに直接、手解きを受けました。

ただ、認定試験を事故で受けれなくて、桶谷式の

認定者では、ありません。その分、保健指導も含

めて､独自のスタイルを確立して治療しています。

現在、スタッフは、妻と、小児科兼任の助産師

と、リンパマッサージのできる看護師の計3名で

行っています。子供が泣いて大変な時は、1階の

小児科に応援を頼みます。流れとしては、手技が

20～30分、保健指導10分位、リンパマッサー

ジ5～10分位で、トータル平均40分位です。初

診、乳腺炎の患者さんは、もう少し時間がかかり

ます。

対象は、乳質管理、母乳の出が悪い人や出すぎ

る人の母乳管理､乳腺炎､乳頭のトラブル（陥没、

扁平、白斑、亀裂など)、卒乳、乳がん予防など

小児科サイドからみた母乳相談室のメリット

・乳腺炎、乳頭など乳房のトラブルを自院で治療

できる。

・児の受診時に、母親の抱えている母乳の不安や

疑問に対処できる。

・体重の増えない児、増えすぎる児の母乳指導、
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ミルク指導、生活一般の指導、食育指導、母の

心のケア（産後うつ、家族内トラブル）などが

できる。

･母と児の病気を同時にケアできる場合がある。

母と児が関連しあっている場合が多く、児を通

して母が見えるし、母を通して児が見える。一

対として治療できる。lか所の施設で済ませる

ことができる。

･早期に食物アレルギーの拾い上げ、治療が可能

である。

･母親が重度のアレルギーがある場合、6か月位

で母親と相談のうえ早期に卒乳するケースもあ

ります。

母乳相談室からみたメリット

・母親との会話の中から不安や気がかり（特発性

嘔吐、皮膚トラブル、発育など）を拾い上げ、

早期に小児科受診につなぐことができる。

・助産院は、投薬できないので、必要に応じて、

治療の幅が広がり、重症化を免れる。

・小児科と連携して母子の治療ができる。乳腺炎

のひどい場合は、抗生剤と消炎剤を処方しても

らう。

・白斑は乳質の悪化によって乳頭できる白いでき

ものです。ふつう､マッサージで治療しますが、

炎症だったり、真菌によるものだったりするこ

とがあります。その場合は、小児科を受診して

もらう。

･1～2か月経過した乳頭亀裂も、同様です。

母乳相談室の問題点

・保険が効かないため、若いお母様には、負担が

大きい。

・助産師は、薬が使えないため、自然のもので健

康に導かねばならない。

・採算をとるマネージメントが難しい。

・母乳マッサージの習得を希望する助産師の数が

少ない。

．痛くない手技の習得には時間がかかる。

･膨大な保健指導の経験値が必要。

･1日に診療できる人数に限りがある。（筋肉痛、

腱鞘炎との闘い）

･自己断乳をして手に負えなくなってくる人の処

置に頭を悩ます。

･超音波エコーがみれないので乳腺外科に送るタ

イミングが難しい。

乳房マッサージ

桶谷式では、出産後24時間後に手技を受ける

と良いとされています。できれば、妊娠中からの

指導できることがベストです。乳腺房の周囲に基

底部という場所があり、そこを“あける''マッサー

ジをしていきます。

基底部がくっついた状態ですと､お母様方は｢重

たい」と言われ、“あける”と「軽くなった」と

言われることが多々あります。ざっくりとした表

現で、すいません。陥没、扁平乳頭も基底部をは

ずし、二指法という手技で母乳育児が早期に可能

になります。

痛くないマッサージをして母乳の味を整えてい

くと、赤ちゃんは、おいしそうに母乳を飲んでく

れます。美味しくなくなると、ひっぱったり、噛

みついたりして、乳頭を痛める原因になります。

乳質管理は2週間に1回のペースがベストと考え

ています。

母乳は、産後に始まった血液循環なので、卒乳

という形で、絞り上げることで母乳を乳房内に残

さないことが、乳がんの予防にもつながります。

微力ながら子育てお助け隊として

患者の訴えに対して、経験と科学的根拠にもと

づき判断をし、手技でなおせる症例、保健指導で

導ける症例、医師にお願いする症例かを判断して

治療しています。患者にとって（親、子の将来）

一番良い子育て方法をみいだすことが大切だと

思っています。

専業主婦の方、同居の方、仕事に復帰する方、

夫婦関係や親子関係、嫁姑関係など、母親の取り
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巻く環境にそくした保健指導が必要と思います。

母乳が良いといわれていますが、何らかの問題

によってうまくできないことを突き止め、その人

にとって最良の方法を見い出すことに一番神経を

使います。

人生の出発点において自信をもって舟を漕ぎ出

してほしいという願いを込めて、仕事をしていま

す。

小児科外来において最近では、母乳で育てたお

母様方からの暖かい言葉やお子様の成長をお聞き

する機会を得られるしあわせをいただいています。
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主治医による時間外電話対応

日本中どこでも小児の休日夜間診療は小児科医

にとって頭の痛い問題です。特に小児科医の少な

い地域においては深夜の出動を余儀なくされてい

る所もあります。幸い福岡地区は開業小児科医も

多く、また大学付属の2病院と総合病院に勤務す

る小児科医も多いため、他の地域に比して開業小

児科医が出務する負担は格段に少なく、1年に5

回程度の出務ですし､深夜の出務はない状況です。

平成25年度の福岡市急患センターに出務した小

児科医の延人数はl,707人であり､丹々会会員（粕

屋地区を含む）の出務は285人(16.7%)でした。

すなはち、勤務医の先生に本当にお世話になって

いるということです。また、福岡地区は小児人口

が多いため、急患センターを受診する小児の数は

他地域に比して断然多くなっています。昼間は私

ども開業医が診ている子どもたちが休日夜間にな

ると勤務医の先生に診てもらっている上に、とて

も忙しく疲れる状況になっているということです。

福岡県小児医療電話相談（＃8000）が県内に

4か所あり、福岡地区では福岡市立こども病院の

ベテラン看護師が保護者からの電話相談に対応し

ていて、急患センターの受診者の軽減を図ってい

ます。また福岡県や福岡市も保護者向けの急患セ

ンター受診のマニュアルを作成し配布しています

が､なかなか受診者の減少には繋がっていません。

急患センターで頑張ってくれている勤務医の先生

の負担を少しでも軽減するためには、主治医であ

る私ども開業医が直接に保護者へ働き掛けること

が重要ではないでしょうか。丹々会は福岡市医師

会と共同で福岡市に働きかけて「主治医が保護者

に急患センターの受診の目安を説明する」の冊子

を作成してもらいました。発熱、腹痛、発疹の3

症状だけの説明ですが、急患センター受診の

80％以上を占めていますので、是非とも有効利用

下村小児科医院下村国寿

をお願いします。もう一つ開業医が不要不急の患

者を減少させるためにできることが、今回のテー

マの「主治医による時間外電話対応」です。

昔の小児科医は時間外に診療することが当然

だったようです。私が開業した当時も先輩の先生

方の中には丹々会カンファランスが終わってから

再び診療される方がおられました。更には夜間に

玄関を叩かれて起こされてもいたようです。今よ

りも小児人口は多く、小児科医が少ない時代でし

たので本当に大変だったと思います◎その姿を見

て育った子どもは、今とは異なり余り小児科医に

なっていません。私はビル診で医薬分業でしたの

で、休日夜間は先薙方のように診療はせずに、余

裕がある時には携帯電話で対応していました。し

かし開業した平成2年当時は平日夜間は急患セン

ターが診療していませんでしたので、電話を取る

のが怖かった記憶があります。もし電話を取って

子どもの状態が悪ければクリニックに行って診察

しなければならなかったからです。しかし今は、

急患センターが24時間365日開いていますので、

保護者には「小児科専門医がいますので急患セン

ターで安心して診てもらってください」と説明し

ています。特に苦情はありませんし、心身ともに

本当に楽になりました。

昨年、丹々会も小児の医療を考える会（松崎彰

信委員長）が時間外の患者対応に関するアンケー

ト調査を行いました。その結果はすでに会員のも

とに届いているはずですが、時間外に電話対応し

ている会員は20％余りでした。電話対応してい

ない理由は、多い順にl)対応によってはトラブ

ルになりそう（32人)、2）時間外はゆっくりし

たい（20人)、3）多忙（8人％)、4）必要を

感じていない（6人）等でした。それぞれ尤もな

理由ですが、開業当時から約25年間時間外電話
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を受けている進藤静生先生と私の経験から以下の

ように考えてもらい対応すれば結構気軽にできる

と思われます。l)24時間は対応していません。

余裕のある時間だけ対応しています。会議中や食

事中等で電話に出られないときは、後で電話しま

す。すでに急患センターを受診していることもあ

りますが苦情等を言われたことはありません。寝

るときには電話をマナーモードにします。2）転

送電話の時はクリニックの番号なのでかかりつけ

患者以外からの電話もありましたが、時間外専用

携帯電話にしてからはかかりつけ患者以外からの

電話はなくなりました。3）約25年間、時間外

電話対応をしていますがトラブルに巻き込まれた

経験はありません。4）会員皆でやれば急患セン

ター受診者を減少させる可能性はあると思います。

時間外電話対応にすることで診療報酬上、請求

できるものがあります。電話再診料と時間外対応

加算です。時間外対応加算は私のように準夜帯ま

での対応ですと再診時に3点の加算があります。

ただ、小児科外来診療料（包括）を採用している

所では算定できませんので、今年医師会を通じて

包括でも算定できるように要求しています。これ

が実現するともっとよくなるのですが。またこの

加算は小児科が最も必要性が高い所ですので、他

科よりも高点数を要求していきたいと思います。

多くの開業医で時間外電話対応を行い、急患セ

ンターの受診者を減少させ、楽に診療できるよう

にしましょう。
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本人確認 自分のアイデンティティーをどの様に考えている

のでしょうか？自分とほとんど同じ人間がそばに

いることで、不安になったりしないのでしょう

か？一卵性双胎児でも心理的な特徴である性格や

嗜好、行動パターンは微妙に違いますので、それ

を自他の区別の根拠にしているのでしょうか？
權 藤健二郎

⑥③③ ③⑮④③⑨⑨④。③③③⑮③③③⑨③①③．｡⑥

いや、彼らの様子を見ていると、そもそもそん

なことで悩んだり困ったりしていない様に見えま

す（彼らとそんな話をしたことはないので、本当

はどう思っているかはわかりませんが､､､)。もし

かすると、自分が何を見て何を感じてどう行動し

たかという実際の体験の蓄積こそが自分を自分だ

と確信する源なのではないでしょうか？自分と

そっくりな者がいようがいまいが関係ないのかも

しれません。つまり双子達に「あなた達は何を根

拠に自分のアイデンティティーを確立しているの

ですか？大変でしょう？」みたいな問いはまった

くナンセンスでよけいなお世話なのかもしれませ

ん。「だって僕は僕だし、彼は彼だもん」という

ことなんでしょうね。

当院には一卵性双胎の双子ちゃんが数組おられ

ます。瓜二つの場合には本人確認に難渋します。

名前がいえない乳児の場合には親の言うことを信

じるしかありませんが、「私も時々間違えること

があるんですよね」などと母親に言われると本当

に困ってしまいます。できるだけ二人同じ処方に

なるようにしたり、ほくるや目立つ静脈を見つけ

て生体認証を心がけるようにしています。しかし

二人を目の前にすると不思議な気分になっていろ

んなことが頭に浮かんで来ます。そもそも顔が同

じで育った環境も同じである場合、彼らは一体全

体自分達のアイデンティティーに関して何を拠り

所にしているのでしょうか？

映画「ブレードランナー」では、レプリカント

(人造人間）であるレイチェルが自分の幼い時の

記憶が作り物であったことに憎然とする場面があ

ります。偽の記憶に樗然とするほどの自我を持つ

人造人間が存在すること自体は無理な設定とも思

うのですが、この手のモチーフはそのほかの映画

でもしばしば用いられています。自分が育った環

境を記憶していることが自分を自覚する要素のひ

とつであると一般的には考えられているからだと

思います。またある発達心理学者は4歳の女の子

が自分の生い立ちについて猫々と話す情景を心理

発達の一つのステップとして記載しています。赤

ちゃんの時はこうだったんだよと家族から教えら

れたことを記憶し、その後の体験とつなげて「自

伝」を紡いでいくのでしょう。

双子ちゃんから学んだ今日の結論→「自分自身」

は何かを引き合いに出すのではなく、自身の経験

によって語られるべきである。こども達からはホ

ントにいろいろなことを教えられます。
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筆の鯏鍼しかし一卵性双胎の場合、一般的に顔や育った

環境はほとんど同じで違いはありません。彼らは
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母の記惰と銀録

楢崎 亮

③②②③③③③③③③②③③②⑨③②②③③⑨③③②③

「筆のむくまま」の原稿依頼があり、何を書こ

うか大変迷いました。私の父・修は丹々会でもお

世話になっていましたのでご存知の方が多いだろ

うと思いますが、昨年12月に他界した母・明珠

についてはあまり付き合いというものがなかった

ようでしたので、この機会にご紹介させていただ

こうと思います。

母は台湾で生まれた客家人（はっかじん）でし

た。客家はもともと中国の中原地方に住む漢民族

の一流派で、戦乱に追われて南下し山地に住み着

いたそうです。フロンティア精神が備わっている

ようで、初期の華僑の多くは客家人らしいと聞き

ます。祖父は台湾の日本統治時代に熊本の医学校

で勉学し、台湾帝大で外科研鐡を積み、いろいろ

経緯があって日本の軍隊の志願兵から軍医になっ

たそうです。終戦後、インドネシアで1年間の捕

虜生活後に台湾に帰還したものの蒋介石政府にな

じめず、母が高校1年の時に日本に脱出し、大阪

に移り住みました。祖父の口癖は「独立できるよ

う手に職を｣、「社会地位で負けないのは医者だ」

で、反抗できなかったとのこと。

かくして母も医師免許を取得しましたが、研修

中に私と次男が立て続けに生まれたこともあり、

医師としての研修は中断。しばらく専業主婦をし

た後に保健所勤務を長くしました。父が開業した

後もしばらくは保健所勤務で家計を助け、診療所

が軌道に乗ったところで診療所の手伝いに移行し

ようという矢先に父の病気がわかりました。それ

から母は父から小児科診療の「研修」を受け、2

年後に父が他界してから4年間院長をつとめまし

た。小児科診療の経験が浅いものですから不安が

強く、よく私にも電話で相談がありました。診療

所を継承して1年半でS状結腸癌が見つかりま

した。診療にかまけてなかなか受診しなかったこ

とが災いし、既に進行していました。抗癌剤で私

が継承するまでの時間を稼ぐと言い、副作用に苦

しみながら診療を続けましたが、昨年夏に倒れ、

以降はほぼ入院生活となりました。それでも､｢子

どもたちの顔を見ると元気が出るのよ」と言って、

時々タクシーと車いすで病院から外出しては診療

所に顔を出していました。

母は性格が強く、正直私は少し距離を置いてい

た時期もありましたが、今になって振り返れば、

母の行動はすべて自分以外の誰かのためであった

なとわかり、その正直でまっすぐな生き様を尊敬

しています。

母が亡くなる前に私たち兄弟にあてた手紙があ

ります。その中に、私たちが生まれた時の記述が

あり､両親の暮らしぶりがよくわかるのと同時に、

一人の母親の子育ての記録としても興味深いもの

でしたので、少し長くなりますがご紹介して終わ

りとさせていただきます。

あなたたちの生まれた時のことを話しておこう。

最初の家はお父さんが研修していた東京女子医

大と私が研修していた東京医療センターの中間に

ある日の当たらない狭いアパートでした。お父さ

んにとっては窮屈な風呂とトイレでした。狭いと

ころにしょっちゅう友人が集まって飲み食いをし

ていました。亮はここで私のおなかですくすくと

大きくなっていた。秋になってお父さんは教室の

人事に不満を抱き、ll月頃勢いで辞めてしまっ

た。2～3週間家にこもって読書三昧、後に所沢

の原朋邦先生の伝で国立西埼玉中央病院に就職し

研修を続けた。クリスマス頃に大阪のおばあちゃ

んに手伝いに来てもらって引越し、今度は雑木林

の中にある6軒長屋形式の小さな新築アパートの

2階でした。年明けに生まれるかもとのことで、

福岡からおばあちゃんが急迩来られた。1月10

日の朝食時に陣痛が本格的に始まり、分娩台の上
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で胎児心拍が急に下がり、お父さんが駆けつけ小

児科医として立ち合い、吸引分娩と酸素投与でよ

うやく無事に生まれました。読書三昧で決めた諸

葛亮孔明の「亮」と名付けた。富士山が見えた凛

とした寒い晴天の日でした。看護婦さんから聞い

た話ですが、母子に会う前のばあちゃんの最初の

言葉は「男ですか」でした。元気に生まれて嬉し

いはずなのに、いかに女の子が欲しかったか。乳

首がなかなか吸い付きにくかったようで大変でし

たが、ずいぶんと慣れてきたlか月ごろ、福岡か

らおじいちゃんが初孫を見に2～3日泊まってい

きました。ところが、これを機に母乳がぱたりと

出なくなったのです。わけが解らず、いくら含ま

せても出ませんでした、悲しかったよ。ミルク＋

早めの離乳食十6～7か月までからっぽのおっぱ

いで頑張りました。おしゃぶりを与えたのが失敗

で、なかなか止められなかった。ショウガやわさ

び・辛子などは嗜好性ありのためかダメでした、

最終的に正露丸の粉末で止めました。

私は研修の途中でしたが、この頃は保育行政が

悪く、専業主婦の経験をしました。官舎に入って

から職員用の保育園があると知って、研修を続け

ようと準備をし始めた頃に、2人目の妊娠がわか

りました。すぐに次のターニングポイントまで専

業主婦で行こうと決めました。（中略）予定日の

1週間前に子宮口が開いたのでお産の日が決まり

ました。おばあちゃんが作ってくれた昼食のうど

んを食べて、1人で歩いてお父さんのいる病院に

行きました。陣痛促進剤で陣痛が起こり、子宮口

の開きも早く、夕方までに予想より早く生まれま

した。上の階で赤ちゃんの交換輸血をしていたお

父さんが呼ばれて駆けつけたが、お産の瞬間に間

に合いませんでした。可愛い男の子だよと教えて

くれてすぐに上階に戻っていきました。おばあ

ちゃんの今回の面会前の「また男の子ですか」の

一言はいかに女の子を待ち望んでいたかがわか

る。退院するまで亮はおばあちゃんととてもお利

口さんにしていたようです。後にこれはストレス

をため込んでいたとわかりました。しばらくして

亮が歩けなくなりました。親の見えないところで

も足が萎えるようにひきつって這って移動。まだ

1歳3か月、痛いとも言えない状況での身体症状

にびっくり、整形外科では異常なし、ストレスと

わかった。弟が午睡で寝静まったのを見計らって

お母さんと遊び場に行こうと誘った、途端に玄関

まで走っていった。それぞれに愛が届くように対

応しなければと親が教えられた初めての教訓でし

た。こどもへの感謝の始まりです。（中略）

3人目妊娠したとき生まれるまでとてもプレッ

シャーでしたよ。一応女の子と言われたけど・・・

産休に入って4日目の夕方に何となく破水ではな

いかと気づき、早めに2人を寝かしつけ、ようや

くお父さんが9時過ぎの帰宅頃に陣痛らしくなっ

た。食事後やはり病院に行った方がいいというこ

とになって、お父さんの運転でll時過ぎに浜の

町病院に到着。まだ時間がかかるからとお父さん

は帰された。私は病室に入って陣痛が遠のかない

ようにとベッドに上がらず立っていました。結果

的に日付変更したら生まれたという速さでした。

職場復帰時ミルクを1滴も飲んでくれないことに

困りました。幸い職場は香椎の近いところにあっ

たので、育児時間を利用して離乳食が進むまで授

乳に車を飛ばしました。完全母乳栄養でした。お

ばあちゃんの可愛がりようは言うまでもない。

中央保健所に転勤し､お父さんと「いざりっこ」

のフィールド調査研究を行い、4人目をおなかに

抱えて学会発表に一緒に行きました。確か松江で

した｡予定日のlか月前のお父さんが当直の夜に、

喘息の咳こみで夜間に破水してしまった。急ぎお

ばあちゃんに来てもらって、バスタオル数枚敷い

たタクシーで1人で浜の町病院に向かいました。

救急車を呼ぶ知恵がなかった。朝日とともに生ま

れた。男の子とわかったとき、おばあちゃんはも

うみきらんと一旦宣言しました。でも、私の産休

中に毎日会いに来たら可愛くなって、見ると言い

出しましたよ。職場復帰の時、混合栄養に成功し

ました、私も職場でセッセと搾乳をしました。と

ころがまもなく突発性難聴と診断されステロイド

を飲むため授乳禁止になった。でも搾乳を続けた

おかげで卒乳は1歳2か月でした。一番長く母乳
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が飲めました。

いろんな思い出がありました。あなた達に会え

て神様に感謝。私の子どもになってくれてありが

とう。ここまで社会人に家庭人になってくれてあ

りがとう。命のバトンをつないでくれてありがと

う！みんな大好きよ！
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神々の彫像

金光紀明

⑬②③ ③③⑥③③③③③③③⑥③③、⑨③③③③③③③

アンコール・ワットの神々の彫像を福岡市美術

館に見に行った。頭部に四つの顔がありすべてを

見ている宇宙創造の神「プラフマー像」がひとき

わ存在感がありしばらくまわりをグルグル回りな

がら眺めていると、ふとずいぶん昔のことを思い

出した。

大学生の頃、駅のホームが見下ろせるマンショ

ンに住んでいた。夜になって静かになると列車の

車輪が線路を滑るスーっと澄んだ音が響き渡り、

旅情を誘った。肌寒いくらいの季節に寝袋をかつ

ぎ10日間かけて能登半島をまわって金沢市から

富山市まで歩いたことがある。日中は歩き、夜は

鉄道の無人駅や公園のベンチで眠ったりしてい

た。寝袋で寝ていて体温が下がってしまうと体が

危険を感じて目が覚めることを知った。こんなと

ころで寝てはいけないと注意されたこともあった

し、朝起きたら朝食を持ってきてくださったお母

さんもいた。峠道を歩いていると車に乗せてあげ

ると何回言っていただいたかわからないぐらい言

われた。歩きたくて歩いていたので人の情に心が

熱くなりながら申し訳ないけれどみんなお断りし

た｡歩き始めて1週間ぐらいたった頃､諺蒼と木々

が生い茂る暗い峠道を抜けたところで急に視界が

開けた。なだらかな丘陵地帯に夕焼け時の太陽が

オレンジ色にあたりを包み込むように染め上げて

神々しく夢のように美しい風景だった。「自分は

自然だ」とその時なぜか体感した。自分は自然の

一部なのであって人間が地球の頂点のような気分

になっているが実は人間が地球の一部であること

に気づいたのだと思う。ドロドロになって土のよ

うな気分になりながらトランス状態になっていた

のかもしれない。

それから15年ぐらいしてまたその先の北陸を

富山市から新潟市まで今度は走った。1時間走っ

て30分膝を冷やしまた1時間走るのを4－5

セットぐらいして1日30kmぐらいのペースで

走った。普段あまり走らずに急にそんなことをす

ると体がガタガタになった。左は断崖絶壁、右は

大型トラックが飛ばして吸い寄せられる様な箇所

がしばしばあり怖かった。アブの大群に見舞われ

たり、いつの間にか道が自動車専用道路に移行し

ていてよくわからないままパトカーに捕獲された

りもした｡30kmぐらい走ると必ず小さな街は

あって、宿で飲むその土地の日本酒は味が透き

通ってあまく本当においしかった。しかし連日雨、

雨、雨で9月なのに恨めしいぐらい寒い中5日間

で新潟市に着いた。足の爪が赤黒くなってきたた

めその先を走るのを断念した。走った後、天気も

良くなって高く抜ける秋の青空をみながら心の底

にたまったよどみが洗い流されたようで最高に癒

やされていた。

体を動かし自然の中に身をどっぷり投じると心

底癒やされる。それは人工的で頭ばかり使う普段

の生活から離れて動物として自然に立ち返ってい

るからかもしれない。神が創った世界、あるいは

自然そのものが創造主なのかもしれないが、そこ

に近づいてすこし触れている様な気がする。四方

を見ている石像の神のまわりをグルグル何度も回

りながらそんなことを思った。
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フアンファンヒマスターの

想い出

田崎宏介

③③③③ ③③③③②③③③③③③③③③⑨⑨③③③⑨③

その店は2階にあった。長崎の浜の町アーケー

ドを一筋北へ入った万屋通りのビルの2階にあっ

た。店の名は「ファンファン｣。

もう40年以上前、僕が浪人時代に通いだした

時がちょうど開店したばかりで、銅座の飲み屋街

の一角にあり、スナックみたいな造りで小さな店

だった。初めて行った時、客は僕一人で、マイル

ス（後でマスターの好みと知った）の曲が流れて

いた｡その頃僕は､麻薬が取り沙汰されていたアー

チストには抵抗があったのだが（ビートルズも大

麻の噂が流れた後期には遠ざけていた)､マスター

の選曲がいいせいか、コーヒーを飲みながら聞き

入ってしまっていた。それが当時すでに定番と

なっていたマイルスの傑作アルバム、「カインド・

オブ・ブルー」との出会いであった。マイルスが

終わると、マスターが穏やかな声で「リクエスト

ありますか？」と問うてきたので、中学時代から

からよくなじんでいた､麻薬の噂のなかった（笑）

デイブ・ブルーベック・カルテットの「テイク・

ファイブ｣をリクエストした。サックスのポール・

デスモンドが好きだったのだ。2回目は浪人して

いる友達と行った。受験の話をしているうちに、

マスターが「実は僕の家も医者で、医学部をめざ

していたんですよ」と、穏やかに笑った。僕は親

から｢医学部へ行かないなら金は出さない｣と言わ

れ､仕様もなく浪人生活をしていたので､自由な（？）

選択をしているマスターが羨ましくもあった。

マスターは､年齢は確か僕より5才くらい上で、

早稲田出身の眼鏡をかけた長身で､ピーター･フォ

ンダに似た風貌で、手伝われていた奥さんは知的

な美人だった。l～2年のうちに店は手狭になり、

銅座から万屋通りのビルの2階に移っていった。

僕は東京の大学に通いはじめ、年にl～2回長崎

に帰省した時、ファンファンに顔をだした。そん

な時、マスターが微笑みながら「テイク・ファイ

ブ」や、ポール･デスモンドとチェット･ベイカー

の名盤「トゥゲザー」（このアルバムの枯葉が大

好きだった）や､アート･ペッパーの「ミート･ザ・

リズムセクション」（ユー・ビー・ソ－．．．が

お気に入り）などをかけてくれた｡チェットもアー

トも麻薬で有名だったが（苦笑)、大学に入って

から僕はサックス吹きとなって酒も飲むようにな

り、破滅的なアーチストにも寛容になっていた。

ファンファンはいわゆるジャズ喫茶であった

が、軽食・アルコールもあり、昼も夜もジャズや

その雰囲気の好きな客で賑わっていた。マスター

の元にはジャズのアーチストも出入りしていた。

ドラムのエルビン・ジョーンズの奥さんは長崎出

身で、晩年のエルビンは長崎で暮らしていてマス

ターも親しくしていたと聞いた。

いつの頃からか、マスターはすぐ近くにロック

系の別の店をだしてそっちに忙しくなり、ファン

ファンは奥さんとスタッフで切り盛りされるように

なった。僕も研修医・勤務医の時代は忙しく、開

業してからは親も福岡に移って来たため長崎への

帰省もなくなり、長崎とファンファンには段々縁遠

くなってしまっていた。2007年の9月、長崎に所

用がありファンファンを訪れ、マスターや奥さん

の近況を尋ねてみた。なんとマスターは2005年夏

にまだ50台で亡くなられ、遺灰は海に散骨された

という。しばらく奥さんが店を経営していたが、

まもなく店の経営者も代わり奥さんも東京に転居

されたという◎僕が店を訪れたついlか月前ほど

が3回忌で、奥さんと常連がファンファンに集ま

り、マスターを偲ぶ会が催されたとのことだった。

胸に喪失感がひろがった。深いつきあいなどは

なかったが、もっと一緒に年をとって、互いのこ

とを話してみたかった。過ぎ往く時の流れを感じ

ながら、ジャッキー・マクリーンの「レフト・ア

ローン」を聴いていた。

その後しばらくしてファンファンという店その

ものもなくなった。
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と表記します）の子どもさんが何人もいらっしゃ

ると思います｡ダウン症のお子さんは愛嬬があり、

朗らかで診察していてもこちらが癒されることが

多い気がします。しかしご家族はダウン症のお子

さんの現状と将来を思い悩み多き日々をお過ごし

のことと思います。

｢ダウン症の歴史」

高岸智也

●●● ● ● ● ● ● ● ● ●●●●●●●●●●●●●●●

それではダウン症の妹を持つカナダ人歴史学者が

紐解く、ダウン症の歴史をちょっと要約してみます。梅野先生から「筆の向くまま」に寄稿するよう

にとの命を受けて､何を書いて良いのか分からず、

最近読んだ本を皆様に紹介してお茶を濁す事にし

ました。

(尚、本文中に今日では差別を助長する理由から

使用されない用語がありますが、歴史的状況を忠

実に再現するため、著者が使用している用語なの

で、私も使用しています｡）

＜中世欧州＞

中世の欧州では「成人したにもかかわらず、20

までの数を数えられず、親の名前を言えない」人

を白痴(idiot)と定義し、国王が保護者を通じて

その人の財産を管理していました。精神に障害を

持つ人は、その当時から善悪の区別がつかないと

いう理由で刑事訴追を免除されていました。やが

てそれらの人々は主要な町に建設された私立救貧

院に収容されるようになります。知的障碍がある

子どもは終生にわたる障害があり、いかなる改善

をもたらす治療も希望もないと考えられていました。

ダツン症の歴史
DOWNS
壼号拳二壱ヨニー〃‘－‐

餌卜
》》

Ｆ準
一
》

＜啓蒙主義の登場＞

ところが啓蒙主義の登場により知的障碍がある

子ども達への医学の無関心は一転しました。近代

自由主義の開祖とみなされているジョン．ロック

は「精神はいかなる心も正し、感覚刺激の環境を

与えられれば改善できる」と考えています。18

世紀以降障碍のある子ども（白痴、盲児、聾児）

は医療の周辺領域から啓蒙主義プロジェクトの主

題とみなされるようになってきました。この時代

に手話、点字などの原型が生まれています。’9

世紀になると知的障碍がある子ども達には通学制

または寄宿制の学校での分離教育が推奨されるよ

うになってきました。「白痴は教育可能である」

とのスローガンが1840年代のヨーロッパを駆け

巡っています。

＝召？＝臣

｢ダウン症の歴史」

DOWNS-Thehistoryofdisabinty-

著者

訳

協力

出版社

デイヴィッド・ライト

大谷誠

日本ダウン症協会

明石書店

先生方もかかりつけの患者さんの中にはダウン

症（正確にはダウン症候群ですが、ダウン症の名

称の方が広く使われていますので、以後ダウン症

＜ジョン・ラングトン・ダウン登場＞

1858年にイギリスのサリー州アールズウイッ
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卜白痴保護院院長にダウンが就任しました。ダウ

ンは彼が勤務する施設の子どもの中に「髪は茶色

がかった色であり、直毛で、その量は乏しい。顔

は平ぺったく、幅広く、突起に乏しい。顔は丸み

を帯び、外側に広がっている。目は斜めであり、

各々の内眼角が通常より離れている・・・」なとﾞ

の特徴を有する一団がいることに気づきました。

ダウンはまるで「同じ家族から生まれた」のでは

ないかと思えるくらい身体的特徴を持つ子ども達

を「蒙古症(mongolism)」と名付け、これらの

子ども達は白色人種から黄色人種に退化したと考

えました。ダウンの人種的逆戻りとしての「蒙古

症」の考えは当時広く受け入れられました。

この時代1859年にダーウィンは「種の起源」

を著し、人類の起源に関する革新的理論が解き

放った思考の氾濫の中でダウン症は重要な位置を

占めています。白色人種は他の人種に対する優越

という人種差別的な考えの中でダウン症は捉えら

れるようになりました。

障碍を持つ子どもが増えないようにするにはとﾞ

うすればよいのか。20世紀初頭に大きな支持を

集めた優生学はこの時代に生まれました。

＜退化理論から優生学運動の誕生へ＞

20世紀前半は障碍者の歴史において暗黒の一

章でした。1910年当時イギリス自由党アキネス

政権の内務大臣だったウィンストン・チャーチル

は「我々の中には12万から13万人の精神薄弱者

がいる」「この多くの邪悪の繁殖と生存を防ぐこ

とは何にも増して重要である」と発言しています。

その当時の医師、政治家、教育専門家グループも

｢精神欠陥」が過伝的に受け継がれ、人口中に憂

慮すべき割合で発生し売春、犯罪、浮浪などのよ

うな社会的悪徳につながると確信していました。

また19世紀後半に多くの西洋諸国で始まった

初等教育の義務化という進歩的な試みの中で知的

障碍を持つ子どもが未来の社会に悪影響を及ぼさ

ないように社会的な監督と排除が始まりました。

このような文脈の中で特殊教育は始まったのでし

た。知的障碍児の隔離のためには普通児と障碍児

を区別する科学的指標が必要です。この時期フラ

ンス人のビネーが考案した心理検査が幅広く使わ

れるようになりました。ビネーは知性とは複雑で

あり、単純なランク付けに要約できるものではな

いと警告しています。

20世紀初頭には障碍を持つ人々を識別、隔離

する事から更に踏み込んで、生殖の制限という積

極的な介入が始まりました。1920年代のアメリ

カでは精神障碍者のための公的収容施設は患者で

溢れかえりました。これは精神薄弱という新しい

医学的分野の拡大、初等教育義務化により児童の

調査が高度化した結果、施設でのケアの要求が増

大した結果と考えられます。このため収容者を地

域に帰すことが試みられるようになりました。そ

の際多くの施設では「保険」として断種が行われ

るようになったのです。国の許可による断種は北

米、欧州、南米で第二次世界大戦後の数十年継続

しています。驚くべき事に日本では精神病と知的

障碍に関係する断種法が1996年まで完全には廃

止されていませんでした。

断種から根絶へと優生学は暴走します｡ナチス．

ドイツの優生学思想に基づく人種的純潔政策

(T-4作戦）は、知的障碍者の根絶を目指し、精

神病院に長期入院している人々を殺害していま

す。推計では7万人から9万5000人の成人と

5000人の児童が殺害されたそうです。そしてホ

ロコーストへと事態は更に進んでいきます。

＜ダウン症病因の解明に向けて＞

戦間期にイギリス人ライオネル・ベンローズは

イギリスのロイヤル・イースタン・カウンテイー

ズ施設の患者研究より、ダウン症の発生に関係す

るのは母体年齢のみである事を証明しました。以

前の仮説（放蕩、梅毒、結核、出生の順番、出生

に要した時間、父親の年齢）は否定されました。

20世紀初頭遺伝学はまだ黎明期です。1923年

アメリカ人研究者のペインターはヒトの染色体は

48本であるという「決定的な」論文を発表しま

した。その後30年この見解は正しいと信じられ

ていました。1956年になって当時スウェーデン
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の研究所の研究員のチオとレヴァンによって人間

の染色体は46本であることが証明されました。

1959年にはフランス人ジェローム．ルジェーヌ

によってダウン症には21番目の染色体が1本余

分に存在していることが突き止められました。フ

ランス語圏ではダウン症の原因が染色体異常であ

ることを突き止めたフランス人のルジューヌに敬

意を表して「21トリソミー」の名称が好んで使

われています。ダウン症の原因が解明されると、

次にダウン症の出生前診断できないか試みられる

ようになりました。

います。ダウン症の寿命は1920年代で20才、

1970年代では35才、現在では60才以上になっ

たと考えられています。障害者の権利によってダ

ウン症の人々は先例のないほど社会に包摂される

と同時に、羊水検査により出生前に排除されると

いう2つの相反する現実があります。ダウン症は

生活面ではノーマライゼーション原理が支持さ

れ、教育面では数十年におよぶ隔離政策から、特

殊教育と普通教育との統合が進められています。

その一方で出生前診断は一般化しています。出生

前診断は障害がある人々の支援団体から｢静かな」

優生学との非難の声が上がっています。

＜ダウン症は生まれるべきか？＞

1975年アメリカでは37歳の主婦がダウン症の

子供を産んだ後、羊水穿刺による出生前診断の存

在を説明しなかったと担当医師3人を訴えまし

た。両親は胎児に染色体異常があると知っていた

ら､間違いなく中絶したと証言しました。夫婦は、

身体的損傷、精神的・感情的苦痛、ダウン症のあ

る子どもを育てるに必要な医療費、そして赤ん坊

に代わってこの子の「不当な人生」に対する損害

に対する賠償を求めたのでした。この裁判の判決

で両親は子供が一生涯にわたる医療費を受け取っ

ています。羊水検査は胎児異常発見の為の一般的

な検査となり、アメリカ産科医・婦人科医学会と

アメリカ小児科アカデミーは1983年に会員に対

してリスクの高い妊娠には出生前診断の提供また

は紹介を行うように助言しています。

また小児外科領域では根本的な課題が水而下で

湧き起こっています。ダウン症を伴う致死的状態

で生まれた子供に救命治療を行うか否かという議

論です。1970年代にダウン症で致死的外科的疾

患を持つこどもの手術を両親が拒絶し、赤ん坊は

十分な栄養を与えられずに死亡するという事例が

発生しました。この出来事の報告を受け、両親の

意向をくみ取った外科医の決定をめぐり､一般人、

専門家の間で激しい論争が起きています。

平均出産年齢上昇によりダウン症誕生のリスク

は増加しています。次世代が直面する現実はダウ

ン症の成人と高齢者の増加であろうと考えられて

一

“ 1

』
Ｆ

… …

IamaBreakdancer.IhaveDownSyndrome

数年前東京メトロの駅構内に掲示されたポス

ターを紹介します。「まず個人がいて、その次に

障害がある」障害は誇示された彼の能力や才能に

とっては二義的なものです。

先人たちの努力により、今まで分からなかった

疾患が分類され、病因が解明されることにより、

その疾患について新たな地平が広がります。しか

しそれは同時に悩ましい新たな問題を提示するの

です｡何もこれは医学に限った事ではありません。

幸福の神様と災いの神様は手に手を取ってやって

来るのでしょう。考えさせられる1冊でした。

－3()－



鑿の北､と寄書
③③③③③⑨⑥｡③④③③③．③③③○③②⑨②③③③。③③⑨②⑨③②③③②④②、③e③③⑥③③e③②③③｡⑧③②③②

2015年7月末

インドツアー、年末年始の旅

岩 屋美奈子
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私は旅が好きである。特に開業して以来、ほぼ

毎年一回の海外旅行が目下のところ、最高の楽し

みである。

コンダクターやガイドドつきパックツアーは、

初めてのハワイや交通の便が悪いスペインは利用

した。しかし海外旅行だからこそ、興味や食べ物

の好みがある程度一致する友達と、ガイドブック

やネットでいろいろ調べ上げ、わがままなプランを

立て、自分でホテルや移動手段、現地ツアーの予

約をするというオリジナルの旅は、当然ハプニン

グも満載だけれど､何より楽しく充実した旅になる。

たった一人でのヨーロッパ個人旅行も2回経験し

た。自由に時間が使え、気ままに計画変更もでき、

食事もさびしいけれど食べたい時に食べたいものを

選べるというメリットは大きい。さすがにドキドキ、

ハラハラ、緊張の連続で疲れたが、それだけに感

動や感激も深く、忘れられない思い出となっている。

さて、最後の海外旅行は、“行ってみたらたった

一人だったパックツアー"。こんなことも珍しいと

思う。行先はインド。昨年12月28日から1月4

日まで､JALパックのインドツアーに申し込んだ。

成田経由でデリーのインデイラガンジー空港に

ついて、さあ現地ガイドがお出迎え、同じツアー

のお仲間と合流だと思っていたら、プラカードに

はMS.IWAYAとだけしか書かれていない！

さすがに「ええっ、お客は私だけ？」とあ

せった。それからの5泊6日間、インド人の若い

男性運転手と日本語がしゃべれるインド人ガイド

のおじさんと3人だけ、ホテル以外はほとんど

ずっと一緒の旅となってしまった。

もちろんインド旅行は初めて。行先はデリー、

ベナレス、タージマハール、ジヤイプール、アグ

ラというインド観光のお決まりコースである。

この旅行記は、ガイドブックに載っていない、

生の体験を書きつらねてみることに。

健康維持：まずは食中毒にならないこと、ころ

んで骨折やら病気などにならないよう、これまで

になく注意した。フォークやスプーンもいちいち

日本から持参のアルコールナプキンで拭いていた。

が、1週間何の兆候もなく元気であった。

食べ物：高級ホテルのツアーであったが、ホテ

ルでの朝夕食はカレールーのバイキングばかり。

白ごはんはかつてのタイ米よりもひどくて食べら

れないので、ナンかチャパテイ。しかし、ルーは

意外に辛くない。

現地人のように指で食べていたら、指先に香辛

料の匂いがしみついて､これがインド人の匂いか、

と納得した◎

肉はチキンかマトンしか出てこない。サラダやフ

ルーツ、ジュースは水が問題ということで、どんな

に一流ホテルでも食べられない。何より、大好きな

赤ワインはどうやってもカレーには合わない・・・

道路：ニューデリー近辺の都会でも、オンボロ

車であるのは期待どおりであったが、片道3車線

を5列で走るのが当たり前。午前中は霧なのかス

モッグなのかわからないが、観光どころか3m先

が全く見えないくらい真っ白・昼頃になると側溝

に脱輪している車が結構多いのが見えてくる。路

上はクラクションだらけでどの車が発しているの

かわけがわからないくらいうるさい。車線変更や

追い越しを、おみごとなる阿畔の呼吸としつこさ

で、ぎりぎりにすり抜けていく。

田舎に行くと自家製の三輪車やリクシヤ（人力

車)、バイクや自転車が、土挨舞い立つ道をそれ

ぞれ懸命に走っている、かと思うと、ゆったり行

くのはお牛さまやヤギ、ろば、豚etc．・・完全

なるマイペースで行進したり横断している。

ガンジス河：早朝5時にホテルを出発し、車で

1時間。ここからは徒歩で1時間だと、ガイドと

二人、車をおろされた。まだ真っ暗な中、ガイド
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さんの後ろを一人で付いていく。

ヒンズー教徒らが祈りの歌を歌いながら歩いて

いる。次第に歌う声が何重にもなり、たくましい

合唱と行進になっている。カーストの最下層の人

たち、働いてはいけない、物乞いだけしか許され

ない人たちが、この寒空の下、薄いポロの布きれ

を一枚かけて路側で横になっている。両足が黒い

枯れ木のように、まがってマヒしている男が木切

れを組んだ板の上にすわって物乞いをしている。

両側対称性なのでポリオではないな、と見とれて

いたら、こっちには安っぽい金色銀色のアクセサ

リーを押し付けるようにすがってくる商売人た

ち。はじめはそんな人々の風景を好奇心いっぱい

で、キョロキョロ見ていたが、足元も、牛のふん

や汚れ物を踏まないように注意が必要。まさに遠

藤周作の「深い河」そのままである。

気がつけば、この道には暗くて細い脇道が血管

のようにたくさんつながっている。斜め後ろから

ちょっと手か足を引っ張られて引き込まれてし

まったら、二度と日本に帰れなくなるのではない

かと急に顔がこわばってきた。・・・思いがけず

ガイドのおじさんが差し出してくれた手をしっか

り握って小走りでついてゆく。途中、立飲みで出

された熱いチャイには思いっきりジンジャーと砂

糖がはいっていて濃厚でクリーミイ。体の中を突

然温かい血がめぐるようだった。

1時間弱歩いてたどりついた川くりはまだ暗く、

霧でよく見えないが、下着のパンツ1枚になって祈

りをささげながらガンガーに入水していく信者た

ち・・私はダウンジャケットにストールで顔までう

ずめても、寒さに震えながら小さな手漕ぎのボート

に乗る。18歳という小柄でやせほそったボート漕

ぎの少年とガイドと私の3人。暗くてガンガーの水

の色がわからない。でも手ですくってみる気にはな

れない。川の向こう岸が東側で太陽はそちらから

昇ってくるはずなのだが何も見えない。少年が上

流にむかって漕ぎ出した。冬の季節、この河は水

量がきわめて少なく、ほとんど流れていないのだ！

こちら側の岸にあるガートが松明の明かりでよ

うやく見える。ここはマイクの掛け声でヨガを

やっているらしい。シーツをたたくように洗って

いる男たちの横をボートですりぬけると、隣は死

体を焼いている有名なマニカルニカーガート。見

ていると煙が立ち上る遺体のようなものを河の方

へひっぱってくる。聖なるガンジスに流すのだろ

う。彼らヒンズー教徒は聖なる河ガンガーに流さ

れなければ天国にいけないのだ。

ヨガ体験：ホテルの部屋で、インストラクター

という哲学者のような顔をした、スリムな男性の

指導で1時間のヨガ。期待に反してスピリチュア

ルなものは全くなく、完全な「体操」であった。

サールナート：釈迦が初めて法をといた初転輪

の場所であり、こちらは仏教の聖地。ヒンズー教

の聖地ベナレスから約10km。近いのだがまった

く違う平和でのどけき、緑の広場であった。観光

客もまばら、ダメークストゥーパの周りを数人の

仏教徒がオレンジ色の袈裟を着て五体投地の礼を

尽くしていた。2匹のりすがピョコピョコ走って

行くのを見て、本当に心の底からほっとした。

しかし、今やインド人の90％はヒンズー教徒。

仏教徒はたったの2％であるらしい。

タージマ八一ル:2015年の元日、午前10時半

ころ、大陽の光が長くなるとともにようやく霧の

中から、なんとも美しい白いドームが浮かび上

がってきた。まるで貴婦人。この美しい愛の結晶

を見たいという長年の願いが､今､かなったのだ。

すべての建物が、きらめく鉱石がまじっている

という特別な白大理石でが造られているので、ほ

んとうにきらつきらっと輝く。しかし、大気汚染

による直接的な汚れの他、酸性雨によって大理石

が溶解する現象などにより、20～30年前より黒

ずんできたそうだ。満月の夜、月光に反射する銀

色のタージマハールは想像するしかない。

ムガール帝国の第5代皇帝シャー・ジヤハーン

に見初められて妃となったムムタール。皇帝は彼

女を愛するあまり片時も離さず、遠征にも同行さ

せたという。二人の姿を描いた絵を見ると、イス

ラム人カップルのなんと凛々しく美しいこと

か・・・ムムタールは17年間に14人の子を出産

し、最後の出産が原因で36歳で亡くなった。
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シャー・ジャハーンは彼女の遺言を守り、17年

の歳月と2万人の人手をかけてお墓を作ったとい

う。しかし、その子ども同士は次期皇帝の座をね

らって争い合い、シャージャハーンはわが子から

アグラ城に幽閉され、7年後に失意のうちに亡く

なったそうな｡ヤムナー川を挟んで､タージマハー

ルの反対側に建築するはずだった黒大理石の自分

のお墓が実現することはなかった。

ガイドの変身ぶり：私の専任ガイドは50歳。

日本人と比べても小柄だが、まあまあ身なりはよ

く、インドではジェントルマンの部類といってよ

いだろう。年齢の割には若く見える。本業はIT

関係のお仕事だそうな。妻と二人のこどもがいる

が別居中で、若い恋人がいるらしい。

彼のカーストは昔王様を守る兵士で、なかなか

上の方だと宣った。ちなみにIT関係やスチュ

ワーデスは近年の新しい職業なのでカーストは関

係なく就業できるc

当時はイスラム国やクシナガラで拉致監禁され

た日本人女子大生の話はなかったが、旅のはじめ

はとにかく、インドでもテロが毎日のように起き

ているので､観光地では目立たないように､はしゃ

いだり写真パチパチはあまりしないように、とう

るさいくらい注意された。そのうち、彼が現地の

係員たちに顔が広く、どこでも歓迎されることに

気が付いた。ほとんどラインに並ぶことなく特別

待遇で横からスルーさせてくれる。わけは袖の下

の気前よさであることがわかってきた。他のツ

アーガイドたちと比べても絶対に違うと確信し

た。それとなく話題にすると、彼のいい分は、イ

ンドではカーストのせいで働きたくても親代々決

まった職業にしかつけないので、正規の給料は大

変微々たるもの。だからこうやってチップをはず

んであげないと気の毒なんだと。ということはま

わりまわって、私が彼にチップをあげないといけ

ないというわけか、と解釈した。

ヒンズー教徒のインドの家庭では、子供が生ま

れたらすぐ"にお坊さんを呼んできてどんな星の元

に生まれたかということを占って（？）もらうの

だそうだ。結婚相手も細かいカースト制で生まれ

た時から決まっているようなもの。恋愛結婚は難

しく、未婚の母は戸籍上ありえない◎彼も離婚や

再婚はあきらめているようだ。

インドの旅ももう終盤というところでムンバイ

からデリーを繋ぐ大きな道路を走っていると、大

きなマンションやらベッド数3000以上という規

模の大病院が結構多いのに気が付いた。もちろん

私立の病院だが、彼は突然インド人がいかに頭が

よくて優秀かという自慢話を始めた。オバマさん

が米国で心臓手術を受けた時も、医師団10人の

中で3人が在米インド人であったという。インド

の医療レベルは世界最高と言わんばかりであった。

なお、小児科の開業医事情を尋ねてみた。朝

10時ころから13時までオープンで、それ以外の

時間は公立の病院で診察が受けられるという。そ

もそも、インドでは午後は暑すぎて仕事にならな

いので、普通のオフィスも午後はみんな自宅に

帰って昼寝らしい。あ－、どんなに頭が良くても

このサボリ方ではやっぱりBRICSはだめだよね

え・・・と心の中で私。

1月4日に自宅に帰り着くと、おせちよりも何よ

りも食べたかったのは、ハウスバーモンドカレー中

辛の、日本のお米で食べるカレーライスであった！

さてさて、何よりも重要事項は、l、2月のイ

ンド北部がこんなに寒くて､霧だかスモッグだか、

ついにごまかされたままだったが、こんなに霞ん

でいて観光ができないなんて、どのガイドブック

にも書かれていない。帰りのJAL便のスチュ

ワーデスもまったく同意見で、共感してくれた。

帰国直後に女子大生の拉致監禁事件が報道され、

ひそかにわが身の幸運に胸を撫でおろした。これ

が2週間前に報道されていたら、さすがに母から

旅行をストップされていたはずだからである・・・

それでも懲りずに、今度はバックパッカーとし

て、もっと広いインドを3ケ月くらいかけて旅し

てみたいと思っている私である。

体力のあるうちに、早くリタイアしよおつと！！
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子ども茶道教室(裏千家）

･での指導を経験して

岩尾宗初

③③② ③③②②③③③③③③⑥④③③②＠②④③③②③

＊こども茶道教室

50才の手習いとして裏千家茶道を習い始め、

茶道教室通いも12年を過ぎた。まだまだ習得も

不十分な自分であるが、1年前から始まったこど

も茶道教室の指導補助をさせていただく機会を得

た。こども茶道教室の募集要項には、「お茶・お

菓子のいただきかたやお茶の点て方など、茶道の

基本と、ご挨拶や和室での歩き方など礼儀作法を

やさしくご指導します。日本の伝統文化・茶道を

通じて感性を育みませんか。4歳～小学校3年生

対象。講師茶道裏千家古賀宗公」とある。

大変だ！茶道の基本の勉強を一からし直しだ。

家族の同席も可とあるので緊張する。子ども茶道

教室には6－7人の子どもが参加し、月2回(1

回50分）計6回で終了する。具体的な指導の内

容としては、1回目はお辞儀､畳の部屋の歩き方、

お菓子と薄茶のいただき方を、2回目は襖の開け

閉めと床･茶花の拝見の仕方を追加し、3回目は、

薄茶の点て方およびお菓子と薄茶の運び出しの指

導もする。4回目には、子どもが点てた薄茶を母

親に差し上げることを、5回目は、鱒踞での心得

を指導し、6回目には最終のまとめといった手順

で行う。子ども達は積極的に参加し動いてくれる

が、数分の時間も待てずにそわそわし始める。次

から次へと子ども達を飽きさせることなく、指導

を進めなければならない。裏方の水屋では、お菓

子や薄茶の用意、指導の段取りにしたがった準備

それに家族へのお菓子や薄茶の準備と大忙しだ。

＊茶道の基本

茶道では客になったときに必要な挨拶には、真

のお辞儀（床の拝見や薄茶をいただくときにす

る)、行のお辞儀（客同士の挨拶）がある。はじ

めは真のお辞儀を指導する。正座した時の膝の位

置が畳の縁から畳16目、扇子を前に置き、背筋

を伸ばして、きちんと手のひらを畳につけて、お

尻を上げずに頭を下げて、l･2･3と数えて頭

を上げるようにと指導する。はじめはバラバラで

あったのに子どもたちの習得は早い。

和室への入り方として、襖を開け、手を“グー”

の形にしてにじって入り､向き直って襖を閉める。

立って床の方向に進むが、和室での歩き方はなか

なかうまくゆかない。子ども達には歩く場合は手

を振って足を上げて歩くといった幼稚園や小学校

の指導がゆき届いているためか、和室でも元気に

歩く。教室では、右手で扇子を持ち、両手を膝の

前に置き、足の運びとしては畳の縁を踏まずに、

すり足で和室を歩くように指導する。子ども達に

とっては、畳の縁は踏まないように歩こうとすれ

ばするほど、足取りはたどたどしくなる。毎回こ

の練習を繰り返す。

薄茶のいただき方の指導では、自分へのお茶が

運ばれ前に置かれると、茶碗を畳の縁内で次客と

の間に置き「お先に」と一礼をし、それから茶碗

を自分の正面に置き「お点前頂戴いたします」と

亭主に真のお辞儀をする。右手で茶碗を持ち左手

にのせ、感謝の気持ちで茶碗をおしいただく。茶

碗を右回りに回し（茶碗の正面をはずす）薄茶を

いただく。茶碗の飲み口を右手の指先で清め、そ

の指を懐紙で拭く。茶碗を左にまわし（茶碗の正

面にもどす）茶碗を畳の縁外にもどし、茶碗を拝

見する。といった一連の指導をする。子ども達は、

薄茶を飲んで、おいしいとか苦いとか反応は様々

だ。口の周りが緑色になっている子どももいる。

この他、お菓子のいただきかた等、基本の作法は

毎回くり返し指導する。

＊茶道への好奇心

教室での指導を進めてゆくにつれて、子ども達

は教室の雰囲気に慣れてくる｡それにしたがって、

質問が増えてくる。「先生が畳の縁を踏んで歩い

た」と言っては、「どうして畳の縁は踏んではい
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けないの？」と質問してくる。畳の縁は家紋を入

れるなどその家の格式を示しているため踏んでは

いけないと話すと、「この畳の縁には何も模様が

ないよ」と言ってくる。それで茶道では畳の上を

歩く歩数が決まっているので、畳の縁を踏まない

のが合理的で美しい所作ですと話す。この説明で

は、子ども達は「？？？」。しかたなく、この畳

の下には忍者が忍び込んでいて皆の動きを見張っ

ているので、畳の縁の上を踏むと、畳の間から漏

れる光が影になるから、そこを狙って忍者が刀で

ブスと刺してくるから、みんな気を付けてネ！と

いう。これが子ども達には一番受けたようで、忍

者はどこに隠れているのかと話がはずみ、しばら

くの間教室の進行を中断せざるを得なくなってし

まった。

和室を歩くときは、つま先を上げずにすり足で

と指導している。すると「畳の部屋ではどうして

すり足であるくの？」と聞いてくる。苦しまぎれ

に、和室では座っている人のそばを歩くため、つ

ま先を上げて普通に歩いていては座っている人か

らは足の裏が見えて、格好が悪いのです。これは

何とか納得してくれた。

襖を開け、和室に入る場合、手を“グー”の形

にして畳に突きにじって入るようにというと、子

ども達はどうして“パー”の手の形ではだめなの

かと疑問を持つ。私が茶道を習い始めたとき、茶

室の出入りでは親指を中にいれて、軽く握りこぶ

しをつくり､指の外側の方を突くように指導され、

それ以来何の疑問を持たなかった。しかし、子ど

も達にどうしてと質問されると、答えに窮し次回

までの宿題とした。ある本に、飲食のもてなしを

するのに手の掌を汚してはならないからだとの説

明をみつけ、子ども達に手を“パー”にして畳を

触ると手が汚れたように見えるからだと話し、そ

れに加え鼻をかんだ手やゴミを拾った手でお菓子

や薄茶をお出しすれば、客から見ると不潔に感じ

るからだと説明すると理解してくれた。

薄茶をいただくとき、必ずお茶碗を右に回して

(裏千家）との指導では、さっそく「どうしてお

茶碗をまわして飲むのですか？」との質問がくる。

これは予想していた質問であり、亭主はお茶碗の

一番美しい所を正面として（お茶碗の絵や模様の

見どころ）客に見えるように差し出すのです。お

客はお茶碗の美しい所（見どころ）に口を付けて

汚さないように回して正面を避けるのですと説明

する。

子ども達の好奇心は旺盛である。子ども達は各

自扇子を持っており、少し暇ができるとその扇子

を広げたり閉めたりしている。そのうち「どうし

て扇子で仰いではいけないの？」とか茶室に入る

ときは右足から入る（裏千家）ように指導してい

るが「どうして茶室には右足から入り、左足から

出るのですか？」、「薄茶は一杯と言わずどうして

一服と言うのですか？」それから茶杓や茶尭など

の道具に関しても様々な質問が出そうだ。

茶道は客へのもてなしである。亭主が客のため

におこなう心遣いを動作で表現した形、客が亭主

の心尽くしに無言で応えた所作が茶道の作法に

なっている。茶道の点前や作法の形にはすべてに

意味があり、子ども達の質問に答えるべくさらな

る勉強が必要だc

＊茶道の楽しみ

子どもが、和室でのきちんとした所作や薄茶や

お菓子でのもてなしができるようになると、日本

の良き習慣が身についている人と思われるように

なる。また、遊んだおもちゃや着替えた服をきち

んと片づけるという生活習慣は、整理整頓ができ

る人とか清潔感のある人といった性格の一部を形

作ることつながり、幼児期や小学生の時期にくり

返し身体で経験し覚えた「良き生活習慣」はその

人の「一生の宝」になると思われる。

子ども達は旺盛な好奇心を持っているが、茶道

を自ら欲して始めた子どもは皆無と思われる。保

護者の意向で茶道を習い始めたのが現実であろ

う。これからも子ども達は生活を豊かにする多く

の体験を経験する。茶道もその一つであると確信

しているため、今回の茶道教室の体験を粗として

茶道を続けてもらいたいと思っている。もし一時

茶道から離れたとしても将来茶道を再び習い始
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め、継続して欲しいと願っている。子ども達に、

茶道をもっと勉強したいと思う主体的な気持ちを

持ってもらうために、教室でのわずかな時間を指

導ばかりではなく、茶道の楽しみ等についても子

ども達とコミュニケーションの時間を持ち、茶道

の良さを伝えてゆきたい。

一碗を手にして静かに抹茶をいただくと、単に

覚醒効果だけではなく、気持ちがリラックスする

のがわかる。Lテアニンの効果ともいわれ、抹茶

の効果は絶大である｡喉がかわいたら一杯の水で、

心が萎えたら一服の抹茶で癒される。もう一服い

ただいて今日も“一期一会"の出会いを楽しもう。

－36－
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乳幼児保健委員会報告

委員長黒川美知子

平成26年度は以下の活動を行いました。

1．プレママ･ママとプレパパのワクチンセミナー

(5/17第3回）の開催

2産婦人科小児科合同講演会（10/29第2回）

の開催

3．丹々会ホームページの広報：会員の先生方と

基幹病院にリーフレットを配布

4．乳幼児保健委員会（6/16）の開催及び報告

（1）プレママ・ママとプレパパのワクチンセミ

ナー（第3回）の報告および来年の日程と演者

の選定

1）平成26年度第3回の報告：参加者は110名

でした。

2）平成27年度の予定

＊開催日：平成27年5月16日（土曜日）

場所：エルガーラホール

＊内容：

演題1．「小児科の上手なかかりかた(仮題)」

講師園田和孝先生

演題2．「ワクチンについて（仮題)」

講師候補として久留米大の津村直幹先生が

挙がり、ご了承いいただきました。

3）医師会方式乳幼児健診票の医師会送付につ

いて

医師会に保管されている乳幼児健診票の取り

扱いについて協議しました。

4)1か月健診票の、問診部分の（母親の気持

ち以下）についての検討

設問の改訂にあたられた吉田敬子先生（九州

大学病院子どものこころの診療部）が執筆さ

れた文書によって改訂理由、および本質間票

の決定に至るまでの経緯について説明を行い

ました。

一
一
一 畠王誰蹉畠
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小児の医療を考える会報告

委員長松嶋彰信

長年にわたり「小児の医療を考える会」の委員

長をつとめられた高木誠一郎先生が平成26年3

月でご退任になり、4月より松崎が委員長を拝命

いたしました。委員も交代し新たなメンバー（委

員については総会報告をご参照ください）で活動

を開始いたしました。

回数は3件以下が65％、8件以上が20％（最

大20件程度）であった。電話相談の半数以上

において電話対応のみで問題が解決し、急患セ

ンターへの受診を回避できた。

＊時間外の電話対応について72％が電話再診料

を算定していたが、時間外対応加算を算定して

いる施設は18％のみであった。

＊時間外の電話対応を行わない医師にその理由を

聞いたところ、39％が不十分または不適切な対

応によるトラブルの発生を危倶していた。

＊開業医が電話による時間外対応を行うことで急

患センターの受診者数が減少すると考える者は

全体の48％であったが、転送電話など即時対

応を行っている者のみを対象とすると69％で

あった。この差は、後者が時間外電話対応によ

り急患センター受診が不要となった症例を実際

に経験していることによると思われた。しかし、

全回答者の65％は、開業医が時間外対応を行っ

ても、最終的に「心配であれば急患センターを

受診するように」と指導する以外にないなどの

理由により､受診数は減少しないと考えていた。

平成26年度は、下村会長のご指示により「時

間外の患者対応に関するアンケート調査｣を行い、

丹々会講演会にてその結果を報告いたしました。

下記にその概要を記載いたします。

背景と目的：

休日や夜間における子どもの急な発病や病状に

変化がある場合には急患センターを受診すること

になるが、その中には翌日まで経過を見てよい例

が多く含まれる。急患センターへの不要不急の患

者の受診数を減少させ、センターへ出務する医師

の負担を軽減するためには、子どもたちの日常の

主治医である開業医が時間外の電話対応を行うこ

とに一定の効果があるのではないかと思われる。

今回の調査では、丹々会会員の診療時間外におけ

る電話対応の現状を把握し、時間外対応の問題点

や課題などを明らかにすることを目的とする。

今回の調査では、アンケート回答者の約三分の

一が転送電話などにより時間外に即時対応を行っ

ていることがわかりました。実際の電話対応の件

数は1週間に数件程度であり、対応した事例の半

数は電話のみで問題が解決しているとの結果でし

た。このことは、開業医が時間外に電話での対応

を行うことで、急患センターへの受診数を減少さ

せうる可能性を示しています。しかし、多くの医

師はカルテを参照できない状況での電話対応によ

り不適切な指導となることを心配しており、それ

によるトラブルの発生を危倶していました｡また、

電話再診料は算定できるものの、時間外対応加算

については保険点数も低く、さらに小児科外来診

結果：

*137施設へアンケートを配布し86施設より回

答を得た（回答率63％)。

＊時間外の診察希望に対しては、42％の施設が可

能であれば診察していたが、57％は原則として

診察していなかった。

＊時間外の電話対応は、転送電話などによる即時

対応31%、留守番電話27%、対応していない

34％であり、対応時間帯は全時間帯34％、準

夜帯まで34％であった。1週間の電話対応の
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療料には加算できないなど、労力やリスクの割に

は収益に繋がらないなどの問題点も明らかになり

ました。突然の発病に対する親の不安は、子ども

が幼少であるほど大きく、会員の先生方へ診療時

間外における電話による患者対応のご協力をお願

いする一方、労力に見合う保険点数の設定などを

求めることも必要と考えられます。
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IT委員会報告

IT委員会の、主な活動は、メーリングリスト

運営、丹々会会員向けホームページ(HP)、お

よび､一般向けHPの運営の3つになります｡メー

リングリスト、会員向けHPに関しましては、な

らざき小児科事務長の江里英俊様に管理をお願い

いたしております。過去1年間は、特に変化はな

く以下同様ですがご報告いたします。

丹々会一般向けHPは2012年10月から運用開

始し、昨年報告時よりアクセス数が13000回ほど

増えており、お役にたっているのではないかと思

います。インフルエンザの流行開始などの一般向

けお知らせに加え、丹々会PRのために、丹々会

委員長詫間由一

講演会も案内いたしておりますが、一般の方には

あまり関係ない演題が多いため、当月分のみお知

らせに表示するようにいたしております。丹々会

講演会の全体は、丹々会タグの下に出てくる講演

会をクリックするとみることが出来ます。簡単な

サマリーも記載いたしておりますので、聞き逃し

た丹々会会員の先生に役立つかと思います。

丹々会会員名簿には、クリニックの写真も5点

まで掲載出来ますが、まだ一部の先生方しか利用

されておりませんのでどうぞご応募下さい｡また、

内容に関する希望も募集いたしておりますのでよ

ろしくお願い申し上げます。
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福岡市急患センターだより

昨年より出務・地域医療を担当させていただい

ております。会員の皆様におかれましては平素よ

り福岡市急患診療センターへの出動、保健所での

乳幼児健診、看護専門学校の講師などにご協力い

ただき有難うございます。平成26年度の急患診

療センターの稼働実績および平成27年度の出動

予定について報告させていただきます。

1．平成26年度の受診状況

平成26年度における全科での総受診者数は

68,146人でした。そのうちの小児科受診者数は

37,248人と前年度より1,242人減少となっていま

す。小児科受診者数の総受診者数に占める割合は

54.7％で前年度と比べて大きな変化はありません

でした。平日の受診者数は12,945人で1日平均

53.2人でした。月別受診者数では12月が最も多

く1日平均66．6人でした。一方、8月から11月

の受診者数は1日平均50人以下で､最も少なかっ

たのは10月の43．6人でした。土曜日の受診者は

6,122人で1日平均117.7人でした。日祝日の受

診者は18,181人で1日平均259.7人でした。年末

年始4日間の受診者数は1,805人で前年度より

549人増加、1日平均にすると451.3人でした。

日祝日の約1.74倍となっていました。

各区の診療所（東・博多・南・城南・西）は休

日の日勤帯に開設されていますが、平成26年度

の総受診者数は12,526人でした。小児科受診者

数は5,688人で前年度より222人減少しており、

総受診者数の45.4％を占めていました。小児科の

診療所別受診者数では東1,992人、博多530人、

南1,651人､城南657人､西858人となっています。

なお、今後は博多、城南、西の3診療所の小児科

標傍が廃止になることが決定しています。3診療

所の標傍が廃止されると急患診療センターの小児

担当理事山口覚

科受診者数が約2割増加するものと予測されてい

ます。

小児科受診者の二次病院への転送者数は500人

で、前年度より20人減少していました。受診者

に占める割合ではl.34%と例年に比べて大きな差

はみられませんでした。

2．平成26年度小児科出動（表1)

平成26年度の丹々会を含む協力医療機関の小

児科出動枠数を表lに示します。総数は1,691枠

で、そのうちの丹々会枠は310枠で全体の

18.33％を占めていました。粕屋医師会枠は13枠

ですべて丹々会会員が出動しています。前年度に

示された予定枠数が354枠でしたので、実績は予

定より44枠少ない状況でした。九大、福大、福

大筑紫病院の大学医局で全体の43.58％を占めて

いました。このうち九大の出動枠が544枠と最も

多く、全体の37.17％を占めていました。勤務医

会の出動は210枠で、全体の12.42%を占めてい

ました｡このうちこども病院の出動枠が最も多く、

全体の4.73％を占めていました。その他の病院に

つきましては表の通りです。

3．平成27年度の小児科出動について（表2）

1）丹々会出動枠

平成27年度の丹々会の予定出動枠数は373枠

となっています。その内訳は平日準夜121枠、土

曜準夜100枠、日祝日(GWを含む)139枠（日

勤78枠､準夜61枠)、年末年始10枠（日勤4枠・

準夜6枠）です。例年、この予定枠数に11枠の

増員枠が加わり計381枠の予定です。．

2）市内丹々会会員の出動可能な会員数

丹々会の内規により年度内で70歳に達する会
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員は申し出をすれば、次年度から出動免除となり

ます。平成27年7月1日現在で出動をお願いす

る70歳以下の市内の会員は計74人です。このう

ち丹々会会長、市医師会常任理事2人、県医師会

理事の計4人が役職により免除になっています。

また、体調等の理由での申し出により4人が出動

免除になっています。

表1平成26年度福岡市急患診療センター小児科医師出動枠数（実績）

日曜日・祝日61日

GW4日

土曜日49日

盆3日

年末年始5日

数（予定）※増員枠除く

)日日暇日・祝日58日

旧 GW8日

を定数とする

平日243日土曜日

盆

年末年始4日

※GW･年末年始は日勤3準夜3深夜2

区分

平日

準夜

噸
隙夜

土曜日（盆

準夜

頤

含む）

深夜

日・祝E

日勤

願

(GWg

準夜

増員

･む）

深夜

年末年始(12/31～l/4)

日勤

願
準夜

噸
深夜

計 率

大
学

九州大学病院小児科

福岡大学病院小児科

福大筑紫病院小児科

279

4

20

21

70

9

3

1

54

36

8

13

26

1

5

51

1

1

10

1

2

96

9

7 9 544

153

40

32.17%

9.05％

2.37％

こども病院 12 4 1 20 6 34 2 1 80 4.73％

丹々会 84 1 81 12 1 68 9 35 4 5 8 2 310 18.33％

粕屋医師会 6 7 13 0.77％

九州医療センター

福岡病院

福岡逓信病院

浜の町病院

福岡赤十字病院

九大細菌学

11

22

25

11

12

15

4 ll

5

3

7

9

7

4

2

1

25

1

0

3

1

3

2 1

14

34

59

11

12

55

0.83％

2.01%

3.49％

0.65％

0.71%

3.25％

専
任

専任医師（2名）

九州大学病院小児外科

123

243

123

243

7.27％

14.37%

計 486 0 486 107 12 l" 134 21 134 27130 15 5 15 5 10 1,691 l"%

区分

平日

準夜

願
深夜

土曜日（盆

準夜

願

含む）

深夜

日・祝［

日 勤
雨

(GWE

準夜

増員

･む）

深夜

年末年始(12/31～l/3)

日勤

願
準夜

順
深夜

計 率

大
学

九州大学病院小児科

福岡大学病院小児科

福大筑紫病院小児科

270

24

22

74

21

58

36

12

11

38

53 97

8

6 8 525

156

57

32.19%

9.56％

3.49％

こども病院 12 35 47 2.88％

丹々会 121 100 78 61 4 6 370 22.69％

粕屋医師会 4 9 13 0.80%

九州医療センター

福岡病院

浜の町病院

福岡赤十字病院

勤務医会（病院は未定）

10

23

10

12

12

3

9

1

1

13

13

33

10

12

26

0.80％

2.02％

0.61％

0.74%

1.59%

専
任

専任医師（2名）

九州大学病院小児外科

126

243

126

243

7.73％

14.90%

計 486 0 486 109 0 106 140 0 140 0 132 12 0 12 0 8 1,631 100％
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3）出動にご協力いただいている非会員の先生、

市外の先生

市内から野村明彦先生､逓信病院の深町滋先生、

粕屋地区の先生方（粕屋医師会枠として)、糸島

地区の上田義治先生に出動のご協力をいただいて

おります。また、徳川健先生には毎月、定期的に

出動をお願いしています。

4）今年度の会員一人あたりの出動回数

今年度の出動予定数384回を市内丹々会会員

66名で分担すると平均一人あたり5．8回の出動回

数となります。4カ月ごとの出動表で2枠の出動

割当が標準的です。

4．急患センター応援医師

冬期など受診者の増加により待ち時間が2時間

以上になる場合もあります。その際には応援医師

が対応することになっています。現在、秋本馨先

生、女川裕司先生、仮屋園秀彦先生、中尾太先生、

中尾文也先生、松本一郎先生、東川昌紀先生、大

久保裕恵先生の8人に応援医をお願いしていま

す。平成26年度は中尾文也先生に2回、秋本馨

先生と仮屋園秀彦先生に1回ずつ出動していただ

きました。応援医師以外にも友田靖子先生、片山

邦弘先生、谷秀和先生、永利義久先生、米倉順孝

先生、井上寿郎先生および勤務医会、大学病院の

先生方が急な出動依頼を快くお引き受けください

ました。この場を借りて感謝申し上げます。また、

深夜専任医師として丹々会から橋本信男先生と中

尾太先生が出務されています。

5．福岡地区勤務医会・大学病院と丹々会役員と

の合同懇談会

平成26年度に2回開催されました。勤務医会、

大学医局と急患診療センター運営に関連した要望

およびその他の事項について協議しました。第2

回の懇談会では福岡市小児医療情報ネットワーク

システムの活用法に関する検討を行いました。福

岡市に対してHP内容の修正を要望した結果、

HP上に各施設の連絡窓口（電話番号）の項目が

追加されました。

6．急患診療事業における要望

平成27年8月7日に急患診療協力機関との懇

談会が開催されます。事前に調査させていただい

た会員の皆様からのアンケート結果を役員会で検

討した結果、今回は下記の4点について要望書を

提出いたしました。

l)トリアージ体制について

以前、直ちに救急搬送が必要であった児が何も

処置をされずに1時間以上待合室で診察を待って

いた事例があります。急患センターでのトリアー

ジ体制についてお教え下さい。十分に機能してい

ない状況でしたら、是非とも整備していただくよ

う要望いたします。

2）コメディカルの増員について

以前より要望していますが、トリアージ体制を

十分に機能させるためにもコメデイカルの増員を

引き続き要望いたします。

3）二次病床の確保について

平成26年度から日曜日の二次病床として浜の

町病院に1床を確保していただくようになりまし

た。しかしながら、冬期や連休時を中心に未だに

入院先を探すのが困難な状況が続いています。さ

らに二次病床を増やしていただくよう要望いたし

ます。

4）生化学検査の追加について

小児ではウイルス感染症に起因する心筋炎や肝

障害をみることがあります。ALT・CKの2項目

を追加していただくよう要望いたします。

ご意見をいただいた細菌培養につきましては、

急患センターでは便培養のみ実施可能となってい

ます。該当症例がございましたら検査を指示して

下さい。病原細菌が検出されて場合にのみご本人

(保護者）に検査結果を連絡することになってい

ます。
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小児科二次病院として平日および土曜日にこども

病院と福大病院に各1床、日祝日にこども病院、

福大病院、九大病院、浜の町病院に各1床、計4

床を確保していただいています。しかしながら、

日祝日につきましては冬の繁忙期や連休期間を中

心に二次病床が4床では足りない状況が続いてい

ます。平成26年度では日祝日における二次病院

への搬送が224件であったのに対して、二次病院

以外への搬送は83件で全体の27.0％を占めてい

ました。福岡病院をはじめとする二次病院以外の

多くの病院に二次搬送をお願いして何とか乗り

切っている現状です。今後も二次病院の増床など

を含めて急患診療における問題点を少しでも改善

できるよう担当理事としての役目を果たしたいと

思います。

急患診療事業についてのご意見、ご要望がござ

いましたら、是非お聞かせくださいますようお願

い申し上げます。

他にも皆様から貴重なご意見を頂戴しましが、

今後の要望事項の候補として引き続き検討させて

いただきます。アンケート調査にご協力いただき

有難うございました。

福岡市急患診療センターの運営は丹々会会員の

皆様をはじめ、各大学病院の先生方、勤務医会の

先生方、非会員の先生方の多大なるご協力により

成り立っています。日常診療に加えて急患診療セ

ンターでの勤務は肉体的にも精神的にもかなりの

負担になっていると思います。この場を借りて、

皆様のご協力に対し厚く御礼申し上げます。

先に述べましたように、博多、城南、西の3診

療所の小児科標梼が廃止になることが決定してい

ます。3診療所の小児科標梼が廃止されると急患

診療センターの小児科受診者数が増加するのは明

らかです。さらに土暇日の診療開始時間を17時

に変更することも検討されており、出動医師がま

すます負担を強いられることになります。また、

数年後には70歳以上の会員数の増加により急患

センターに出動していただける先生の数がかなり

減ることが予想されます。今後は丹々会の出動枠

数の調整や出動基準の見直しも必要ではないかと

思います。また、一人でも多く先生が丹々会に入

会して、急患センターの出動に協力して下さるこ

とを期待します。

急患センター出動者の負担を少しでも軽減させ

るためには無駄な受診を少しでも減らすことも重

要です｡平成26年11月に開催された第441回丹々

会学術講演会の中で「主治医による時間外電話対

応について」のワークショップが行われました。

松崎彰信先生に丹々会会員を対象にしたアンケー

ト調査の結果および保険請求の要点などについて

説明していただきました。また、時間外電話対応

を実践されている進藤静生先生と下村国寿先生に

は時間外電話対応の必要性や対応の実際について

発表していただきました。時間外電話対応を導入

される先生が増えることが急患センター出動者の

負担軽減につながるものと考えています。

急患センターからの二次搬送につきましては、

－。△1－
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支部だより

平成27年度支部役員一覧（敬称略）

地区

東区

博多区

中央区

南区

城 南 区

早 良 区

西区

筑紫地区

粕屋地区

糸島地区

支部長

岡本茂樹

梅野英輔

安 藤 寛

村上龍夫

台俊一

田崎宏介

福井佳彦

岩尾初雄

大坪庸子

上田義治

庶務

前田泰史

中尾太

蜂須賀裕美

中尾文也

井上秀一郎

松本一郎

山口覚

廣田雄一

入江勝一

田中美紀

東区

代替わりによる若返りとこども病院移転が

二大ニュース

現在、東区には16の小児科クリニック（丹々

会会員）があります。箱崎地区に3カ所、香椎千

早地区に10カ所、和白地区に3カ所という分布

になっています。私が千早病院小児科を退職した

32年前には6カ所でしたから、約3倍になった

ことになります。東区の子どもたちの小児科への

アクセスは格段に向上したと思われます。

さて、東区支部のことですが、会員の集まりは

年に一度または2年に一度の支部役員の交代に合

わせた懇親会開催のみで、これも会員の半分しか

集まりません。会員の結束という意味では大変不

十分と思っています｡今年3月の支部懇談会でも、

もっと多くの会員がもう少し瀕回に交流できるよ

うにしたいという声が多くありました。支部役員

は会長と庶務の二役ですが､現在医師会（丹々会）

入会順に庶務2年の後、会長2年、計4年を全員

が引き受けていくことで了解されています。2015

年～16年は、会長は岡本、庶務は前田先生とい

岡 本 茂 樹

う体制になります。とりあえず、年2回の支部会

を開催し、支部の結束を固めたいというのが私の

方針です。どうぞよろしくお願いします。

私は、1995年12月に開院してもうすぐ20年

になりますが、いつの間にやら高齢者の方に加わ

りました。この間に植山実先生、原醇先生、楢崎

修（明珠）先生が亡くなられ､一方植山奈美先生、

前田泰史先生、荒木速雄先生、森安喜生先生、木

元美子先生、亀崎健太朗先生、楢崎亮先生が代を

継がれています。少子化が危倶されるなか、福岡

市（東区も）の子どもの数は多少とも増加傾向で

す。構造不況とも言われている小児医療が代替わ

りで引き継がれることで､地域の小児一次医療(プ

ライマリーケア）の向上発展に大いに貢献できる

のではないかと思います。東区支部は、いま大変

若返っており、これからが楽しみです。

一方、長年東区の小児科二次医療（入院医療）

を担ってきた千早病院小児科が閉鎖されて以来、

福岡市東区から宗像地区まで小児の二次医療（入

院）を担うのは国立東医療センター小児科のみと
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いう時期が長くつづきました。それでも、拡充整

備された東医療センターのおかげで私たちが患者

の入院先に最終的に途方に暮れたことがないこと

に感謝したいと思います。また、青葉に開所され

た東部療育センターは、発達に障害を抱えるこど

もたちの療育を私たちがより安心して地域で行っ

ていく上で大変な支えになっています。そして昨

年の福岡市立こども病院の東区照葉への移転は、

東区の小児医療にとって最大のニュースでした。

こども病院の東区照葉への移転は大変な難産で

したが、福岡市立こども病院は市のどこにあって

も、福岡市民にとって誇りであるばかりでなく、

福岡の小児科医にとって誇りです｡こども病院が、

地域に開かれているばかりでなく九州、西日本、

博多区

今年で支部長2年目の梅野です。

今年度の博多区支部は、中尾睦先生が4月13

日にご逝去されるという誠に悲しい出来事で幕を

明けました。とても頼りがいのある、豪傑かつ優

しい先生でした。

個人的には､会合の後､お酒を飲みに連れていっ

て下さったり、「七流の会」という博多祇園山笠

に参加している医療関係者の会の立ち上げ当初か

ら、長老としてご参加頂き、多くの得難いアドバ

イスも頂き、心より感謝いたしております。先生

の当番法被姿は、誰よりも板に付きその格好良さ

に憧れておりました。紙面をお借りして、ご冥福

をお祈り申し上げます。

さて、支部の動向ですが、平成27年3月5日

に中尾太先生のご手配で、リストランテフオンタ

ナで総会を行い、有意義かつ舌鼓を打ちながらの

楽しい会になりました。パソコンでのメーリング

アジアを視野に入れた高度な小児医療を多くの子

どもたちに提供し発展していくことを固く信じる

ものです。先日のこども病院の発表では、移転後

半年の入院患者の地域分布は、移転前後でさして

変化はないとのことでした。一安心しています。

私たちは、市の小児救急医療体制の整備、こども

病院､九大病院小児科という高度な小児三次医療、

東医療センター小児科という優れた小児2次医

療、そして障害児のための東部療育センターとい

う大変恵まれた環境にいます。そいう恵まれた環

境の中で、地域の小児のプライマリーケアを行う

ことができることに感謝し、またその責任果たせ

るように、支部会員相互の結束を図っていきたい

と思います。

梅野英輔

リストは作っておりましたが、丹々会執行部から

要望がありました携帯のメールや通話による緊急

連絡網もでき上がりました。

医療機関は診療所9カ所(うち5つの診療所が、

親子継承の診療所)、病院は（千鳥橋病院)1カ

所です。

医会・医師会関係の役職では、博多区からは、

古川洸先生が市医師会の定款検討委員会委員、中

尾太先生が福岡地区小児科医会理事と福岡医師協

同組合理事、高岸智也先生が市医師会小児生活習

慣病対策部会委員と県小児科医会常任理事、金光

博信先生が博多区医師会理事、市医師会こども委

員会委員と博多区要保護児童支援地域協議会代表

者会議メンバーとして、お務め頂いております。

支部の皆様に助けて頂きながら、なんとか今期

も務められればと思っております。
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中央区

平成26年4月から松尾誠先生の後任として安

藤が支部長、蜂須賀裕美先生が庶務を担当してい

ます。

中央区支部の現況は、A会員9名、B会員5名、

会友1名の計15名です。そのうち3名の先生は

既に閉院されています。医師会関係の主な役職に

は松崎彰信先生が福岡地区小児科医師会理事、米

倉順孝先生が中央区医師会理事などを務められて

います。

平成13年以来続けている親睦会を、昨年6月

とll月に「柚子庵」と「稚加栄」で和気蕩々と

行いました◎大先輩の安川淳先生や平松隆癖先生

にも参加していただき、含蓄のあるお話を楽しく

聞かせていただきました。こども病院の移転後に

ついても話題になりました。同じ中央区でも開業

場所によって、患者さんの紹介先に微妙に差があ

りましたが、特に困っているという先生はいらっ

南区

現在南区支部長を拝命しております村上です。

まず南区支部会員の現状ですが、A会員が14名、

B会員が3名となっています。南区支部の庶務は

中尾文也先生が担当してくださっています。

会員の主な役職としては､黒川美知子先生が｢福

岡市医師会常任理事｣、「丹々会乳幼児保健委員

会委員長」「丹々会監事｣､寺沢健二郎先生が「南

区医師会顧問（在宅医療担当)」および「福岡市

医師会地域医療ビジョン検討部会副部長｣、井上

寿郎先生が南区選出の「福岡市医師会こども委員

会委員｣、中尾文也先生が「南区医師会庶務委

員｣、詫間由一先生が「丹々会IT委員会委員長」

を務めておられます。

南区内の公的総合病院には小児科を標傍する病

院が3つあります。福岡赤十字病院、福岡病院、

安藤寛

しやいませんでした。これはひとえにこども病院

を含めまして勤務医の先生方のご尽力のお陰であ

り、改めて深謝したいと思います。

平成25年から米倉順孝先生が中心となられて、

中央保健所と「育児支援ネットワーク会議」と称

して、中央区の母子の現状を共有し、意見交換を

行うことを目的に、年に1回始めています。昨年

は8月に行い、①中央保健所から福岡市の虐待の

現状報告、②済生会福岡総合病院の八坂知美先生

をお迎えして、実際の虐待症例を提示していただ

き早期発見のコツなどを教えていただきました。

有意義な会議ですので、今後も続けていきたいと

思っています。

最後になりましたが、平成26年9月27日に大

庭陽二先生がご逝去されました。謹んでご冥福を

お祈り申し上げます。

村上龍夫

九州がんセンターです。疾患が限られる「がんセ

ンター」を除き、日赤病院および福岡病院の小児

科とは病診連携を兼ねた講演会・症例検討会が定

期的に開かれています。

平成27年1月16日(金)には九州中央病院の前

にある和食店「納言」にて､丹々会南区支部会（南

区小児科医会）を新年会及び基幹病院小児科との

懇親会を兼ねて開きました。丹々会南区支部から

は9名、日赤病院は6名、福岡病院は4名、九州

がんセンターは3名、南区保健福祉センターは1

名の総勢23名の出席で、和やかで楽しい集まり

となり、会員相互の懇親も深まり、病診連携にも

助けとなる貴重な機会となったようです。残念な

がら私は暮の12月30日に右足関節を脱臼・骨折

してしまい、入院中で参加できませんでした。南
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区支部では支部会のほかに年1回の体験学習会を

行っています。平成26年度は、新病棟が昨年完

成した福岡病院で平成27年3月28日(土)午後に

行われました。講演と施設見学がセットになった

学習会です。2題の講演終了後、スタッフの案内

で新しい小児科病棟や施設を見学することができ

ました。休診日にもかかわらず私たちをお世話し

てくださった小田嶋副院長や本村部長、スタッフ

の先生方には心から感謝申し上げます。

これからも各病院の先生方や支部会員の先生方

と協力して、南区の小児医療の充実によりいっそ

う貢献していきたいと考えておりますので、どう

かよろしくお願い申し上げます。

城南区
《
ロ 俊一

中一先生、柴田善三郎先生、福田宏志先生）を併

せて12名です。支部会はその年度の終わりに1

回開催しており、前回は4月9日、六本松のきく

乃で9名の先生方（岸営美先生、小舘三郎先生、

進藤静生先生、笠原郁子先生、内田智子先生、井

上秀一郎先生、東川昌紀先生、関真人先生、台）

に出席していただき、活発な情報交換や貴重なご

意見を賜ることができました。脳の記憶容量が小

さいうえ、わずかなアルコールでメモリが逝って

しまう支部長ですが、いただいたご意見は丹々会

執行部へお伝えして、こども達をめぐる環境が今

よりさらに良くなるよう、すこしでもお役に立ち

たいと考えております。どうぞよろしくお願いい

たします。

この4月から、城南区支部長を拝命いたしまし

た台です。城南区は福岡市の中で最小最少の区で

出生数は市内で最も少なく、保健センターの1日

の健診者は30－40名、この数年大きな変化はあ

りません。地下鉄開通後に学齢期以上転入者は増

えたようで、私が校医を務めます別府小学校はそ

の中では約千名となったそうです。私自身も50

年前には、この別府小学校に通いそこで学び、遊

んでいました。健診等で学校を訪れるとき、50

年前の通学路を歩きながら、わずか3メートルほ

ど残った当時の煉瓦塀を触り、あのとき見上げて

いた壁がこんなに低かったのか。と馬齢を重ねて

しまったことを痛感します。

城南区の現在の会員数は、3名の自宅会員（田

早良区 田崎宏介

ニック」としてご開業され、今年2月に丹々会に

入会されました。

｢たかき小児科医院」においては昨年春から高木

愛子先生がB会員として参入され、昨年10月か

らは「あいここどもクリニック」のA会員と

して診療を引き継いでおられます。

高木誠一郎先生は、B会員として社会保険支払基

金に専任されております。

昨年度から早良支部長を務めております田崎で

す。早良支部についてご報告致します。今年6月

時点での早良支部にはA会員ll名B会員8名が

所属し、他に会友2名（大薗巌先生、山本治郎

先生）がおられます。

この1年の会員異動についてですが、

山本治郎先生が昨年7月に閉院され、その後を金

光紀明先生が昨年9月から新たに「かねみつクリ
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支部の活動ですが、昨年12月には以前からの

課題であった、「緊急時連絡網」の運用テストを

実施しました。休日でも連絡がとれるように、A

会員とご引退の先生方の携帯に直接メールで情報

を流すシステムとしました。

早良支部会として2月19日に原一丁目の「清

吉」にて会員・会友10名が集まり、昨年ご引退

された山本治郎先生と診療を退かれた高木誠一郎

先生の慰労をさせていただきました。また、ケス

トとして早良区の病院小児科にお声がけして、福

岡山王病院の新居見和彦先生、福岡歯科大学病院

の鳥巣浩幸先生にもご参加いただき、懇親を深め

つつ一次・二次の病診連携について意見を交わし

西区

西支部の近況報告をさせていただきます。

会員は、現在13名で、特に異動もなく大きな

変化はございませんでした。

西支部では毎年一回秋に支部会を開いています

が、平成26年度は11月19日に赤坂の無尽蔵で

開催いたしました。参加者は残念ながら少なかっ

たのですが、その分十分な懇親が図れたように感

じました。

筑紫地区

筑紫地区小児科医会の医師は4市1町(春日市、

太宰府市、大野城市、筑紫野市、那珂川町）で小

児科一次診療を担っており、現時点の会員数はA

会員21人、B会員11人（福岡徳洲会病院、福岡

大学筑紫病院､自衛隊福岡病院､誠愛リハビリテー

ション病院等の医師を含む)で構成されています。

平成27年度の会員の移動としては、4月から

春日市の才津宏樹先生がA会員として入会し、植

木一博先生が小児科医院を閉院しB会員に移動し

ました。昨年のこども病院移転に伴い、会員一同

二次病院の確保に頭をいためつつ、なんとか遣り

繰りしております。

福井佳彦

週末、祝日用の緊急連絡網ですが、西支部では

平成27年3月末に整備を行い、テストも行いま

した。希望により、①携帯メールを使用して一斉

に連絡する方法と②電話で連絡する方法の二通り

で行いました。土曜日の午後にテストをしてみた

のですが、携帯メールの2名の先生が翌々日の月

曜日に連絡確認となり、今後の検討課題かなと思

いました。

岩尾初雄

ました。秋には筑紫野市にて小児科クリニックの

新規開業が予定されており、平成28年春には閉

院中の植木小児科にて院長を交替して開院の予定

と聞いています。

筑紫地区の夜間および休日の小児科診療では、

福岡徳洲会病院、福岡大学筑紫病院および自衛隊

福岡病院に協力していただいています。筑紫地区

の小児救急事業では救急患者数の増加・集中で患

者の待ち時間延長、応援医師の確保困難などの問
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題が発生してきています。福岡徳洲会病院の山本

先生と福岡大学筑紫病院の小川先生から小児救急

の現状を報告していただき、筑紫小児科医会とし

ての協力体制をなお一層充実させるべく毎月のご

とく会議を重ねている状況です。

丹々会の副会長には松本正先生、理事には松田

粕屋地区

粕屋地区小児科医会は粕屋地区一市七町の小児

科専門医の会で会員は丹々会個人会員15名の他、

病院勤務医、他17名で術成されています。会長

大坪、副会長入江勝一（以下敬称略）の2名で

丹々会の支部役職も兼任しています。

平成26年11月に粕屋小児科医会食物アレル

ギー対策委員会を立ち上げ、事務局を正信会水戸

病院小児科に設置しました。会長は、大坪が兼任

し、事務局長藤原崇、医師会担当役員大塚純一、

その他字梶光大郎、舎川康彦2名の委員を選出し

ました。27年4月に食物アレルギーに関するポ

スターを粕屋医師会と共同で作製し、管内全部の

保育園、幼稚園、小中学校に配布しました。粕屋

医師会会員、および市役所、町役場の担当部署と

教育委員会にもポスターを配布し、掲示を依頼し

ました。今後は、現在は市、町別々に行なってい

るエピペン講習会などにも粕屋小児科医会として

積極的に取り組む予定です。

その他に、北部地区の乳幼児健診の出務が医師

会で話し合いが行われており、今後は、急患セン

ター出務も含めて人手不足への対処が問題となっ

ています。

健太郎先生、筑紫医師会理事として井上和彦先生

が就任されており、丹々会および筑紫医師会理事

会の動向を報告していただいています。筑紫地区

小児科医会の世話人として、昨年に引き続き岩尾

初雄と廣田雄一がお手伝いさせていただいていま

す。

大坪庸子

食物アレルギー･アナフィラキシ一
に対する取り組みについて

粕屋小児科医会･粕屋医師会

粕屋小児科医会では、
次のことに取り組んでいます。

(1)｢食物アレルギー診療ガイドライン｣(日本小児アレ

蟻懸嘉熱篭寡繍繍。
(2)学校､幼稚園､保育所などにはガイドラインﾛに基づ

いた対応をお願いします。

鰐:驫蕊鱒響驚鴬二
縛金菱

＜粕屋小児科医会＞

いりえ小児科医院(宇美町〕選本クリニック《忠免町）うかじ小児科(志免町）栄光会こどもクリニック(志免町）
おおしまこどもクリニック【掻栗町）おおつか小児刊アレルギー科クリニック《古賀市》大坪恵院(粕里町）

僧鯨峰‘鰹談燕郷煽鰕協｝鑑隠鑓誹蕊鯉噌雑勝綿閉
働小児科クリニック〔粕厘町）矢野小児14厘焼(古賀粥）山崎産婦人科小児科医腕(字呉町〉
よしおか小児科クリニック(新宮町）

（50日畷〉
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糸島地区

糸島支部の会員数は7名です。長年、支部長を

務められた､山下祐二先生が勇退されましたので、

上田が後任の支部長を拝命しました。庶務には、

田中美紀先生に就任していただきました。昨年か

ら引き続き、奥郁美先生が糸島医師会理事を、山

下先生が糸島内科小児科医会の会長を務めており

ます。

今まで糸島市の保健医療サービスは、福岡市に

右へ倣え、が多くみられました。たとえば定期の

上田義治

予防接種の委託料金については福岡市の結果が出

てから、同額を市が提示していました。しかし昨

年から、奥先生のご尽力で、糸島市と医師会が交

渉を行い、委託料金を決めることになりました。

また、ここ二～三年で糸島では、丹々会の非会

員でしたが小児科が二か所閉院しました。そのた

め、乳幼児健診など地域サービスへの出務が残っ

た者の負担となっています。しかしそこを会員全

員で協力して行っています。
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九州大学大学院医学研究院

成長発達医学分野（小児科）

医局長山村健一郎

九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野

(九州大学病院小児科)では､小児医療センター(北

棟6階)、感染症病棟小児部門（北棟7階)、総合

周産期母子医療センター新生児内科部門（南棟5

階)、救命救急センター（南棟3階)、小児医療セ

ンター外来（北棟5階）において診療を行ってお

ります。小児医療センターでは、診療科の垣根を

越えた包括的な小児医療を行っております。感染

症病棟では、重症感染症や多様な基礎疾患を伴う

小児患者の感染症の治療を行う一方、福岡市休日

急患センターからの2次受け入れ先としても機能

しています。救命救急センターでは、福岡市とそ

の近郊の小児救命救急の3次医療を担う拠点病院

として中心的な役割を果たしております。

教室員一同、初期臨床研修医とともに、小児科、

総合周産母子医療センター新生児内科部門、救命

救急センターで高度な小児医療に従事するのに加

え、ハートセンター、子どものこころの診療部、

臨床遺伝医療部、がんセンターにおいて、他科と

連携しながら精力的に診療を行っていく所存です。

今後とも先生方に多くの患者さんをご紹介頂き

たく存じます。

改めまして、九州大学小児科学教室の現況をご

紹介いたします。

【人事】

教室役員は以下の通りです。

医 局長：山村健一郎副医局長：石崎義人

病棟医長：石村匡崇副病棟医長：中島健太郎

外来医長：神野俊介副外来医長：大久保一宏

総合周産期母子医療センター新生児内科部門

病棟医長：落合正行

卒前卒後教育担当：高田英俊

平成26年度の新入局員として9名が加わりま

した。江口克秀(H22九州大学卒)､武市実奈(H25

久留米大学卒）は九州大学病院で､東加奈子(H25

佐賀大学卒)､馬場理絵子(H25久留米大学卒)は、

福岡市立こども病院で、尾田琢也(H15熊本大

学卒）は福岡赤十字病院で、上田圭希(H25長

崎大学卒）は、福岡東医療センターで、江上直樹

(H25九州大学卒)、萩尾泰明(H25香川大学卒)、

松岡良平(H25大分大学卒）は、JCHO九州病院

で、それぞれ勤務や小児科専門研修を開始してい

ます。

学内の異動としては、原寿郎教授が福岡市立こ

ども病院院長へ、斎藤光正特任准教授が産業医科

大学微生物学教室教授に就任しました。また、楠

田剛が山口大学医学部付属病院へ、李守永が福岡

市立こども病院へ､永田弾がトロント小児病院へ、

二宮崇仁が別府医療センターへ、白水優光が

JCHO九州病院へ異動しました。小児科専門研修

医では、奥園清香と内田理彦は福岡市立こども病

院へ、森与扶子は福岡東医療センターへ異動しま

した。安岡和明は小倉医療センターから、川口直

樹、米元耕輔はJCHO九州病院から、トカン・

ヴラッドは福岡東医療センターから、山下文也は

小倉医療センターから、九州大学病院に医員とし

て赴任いたしました。

学内の人事としては、中島健太郎は臨床助教か

ら助教に、水口壮一は特任助教から助教に、一宮

優子は医員から特任助教に昇進いたしました。九

州大学大学院（博士課程）卒業の村田憲治は臨床

助教、藤吉順子は医員となりました。研究室のメ

ンバーとしては、4月より九州大学病院医員から

金政光、JCHO九州病院から加藤稚子が大学院生

(博士課程）として研究を開始しました。

また、学外からの人事交流として、川崎医科大

学から寺西英人先生が腫瘍の研修、産業医科大学

から菅秀太郎先生が新生児の研修のために、九州

大学病院での勤務を開始しています。

平成27年7月1日現在の教室メンバーは、高

田英俊教授［周産期・小児医療学]、酒井康成診

療准教授、責藤雅文特任准教授、古賀友紀助教講

師、石崎義人助教講師、落合正行助教講師、西尾

壽乘診療講師､山村健一郎診療講師､助教7名（神

野俊介、賀来典之、石村匡崇、井上普介、平田悠
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一郎､中島健太郎､水口壮一)､特任准教授1名（鳥

巣浩幸)、特任講師1名（石井加奈子)、特任助教

4名（森鼻栄治、大久保一宏、西山慶、一宮優子）

の教員21名、臨床助教1名（村田憲治)、医員

15名（藤吉順子、鵜池清、寺師英子、田中幸一、

江口克秀、安岡和明、小林賢子、松岡若利、村岡

衛、園田素史、川口直樹、トカンヴラッド、米

元耕輔、山下文也、武市実奈)、大学院生13名、

学術研究員4名の総勢54名です。

【診療】

免疫･血液（高田、石村、白石､江口)、腫瘍（古

賀、中島（健)、小林、小野、加藤)、感染症・ア

レルギー（西尾、神野、本村、名西、村田、金政)、

循環器（山村､森鼻､平田､鵜池､寺師､中島（康)、

村岡、川口)、神経（酒井、實藤、石崎、鳥尾、

笹月、赤峰)、腎（西山、今井)、代謝･内分泌（石

井、大久保、戸田)、新生児（落合、井上、田中、

安岡、藤吉、松下）の専門分野による診療体制を

とっております。救命救急センター所属の賀来、

平田、水口、一宮、松岡は小児患者の救命救急と

集中治療に広く活躍しております。外来に関しま

しては、平成25年4月8日より、九州大学病院

に予約センターが開設されるのに伴い、小児科の

新患外来も原則要紹介状の予約制とさせて頂きま

小児科外来診療分野別新患受付日

月曜日 火曜日

血液・免疫 ○ ○

血液・腫瘍 ○ ○

感染症 ○ ○

神経 ○ △

循環器 ○ ＊

腎 臓 ○ △

代謝・内分泌 △ ○

遺伝相談 △ △

新生児 ○ ○

した。それに伴い今後は、事前に患者様もしくは

ご紹介医様から当科外来（092-642-5430月一金

14:00-16:00)にご連絡頂き、予約を取られた上で

受診されますようにお願いいたします（ただし当

面周知されるまで、紹介状をお持ちの患者様は予

約がなくとも可能な限りお受けする予定です)。

なお、各専門外来の新患曜日につきましては従来

通りです。

当科は福岡県予防接種センターに指定されてお

ります。1週間前までに感染症グループ（西尾、

神野)に御連絡下さい。公費負担の予防接種には、

予防接種センター所定の紹介状が必要です。

臨床遺伝医療部では専門医による遺伝カウンセ

リングを行っております。遺伝相談や遺伝病に関

するご質問の相談窓口としてご活用下さい。ご予

約お問い合わせは臨床遺伝医療部副部長（092‐

642-5421)まで御連絡ください。

「子どものこころの診療部」では、学内の精神

科（児童精神学）や臨床心理士と連携して、ことﾞ

ものこころの問題に医療・心理・教育の面から各

専門家が総合的に対応しております。ご紹介され

る際は、紹介状を保護者に渡し、保護者より予約

をして頂くようにお願いいたします（予約専用電

話：水曜日・金曜日の14:00-16:00に092-642-5642

まで)。

水曜日 木曜日 金曜日

○ ○ ○

○ ○ ○

○
＃

○ ○

○ △ ○

△ ＊ ○

○ △ △

△ ○ △

○ △ ○

○ ○ ○

△：再来日等＊心臓カテーテル検査日徽：予防接種は水曜
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【卒後臨床研修】

現在21名の医師(3年次5名、2年次8名、

l年次7名）が小児科専門研修中です。九州大学

病院小児医療センターと総合周産期母子医療セン

ターでは、各疾患分野の専門医の指導の下で小児

期疾患について深く広く研修しております。また

救命救急センターでは、小児を中心に救命救急と

呼吸循環に関する集中治療管理の研修を行ってい

ます。学外の小児科専門研修プログラムの研修基

幹病院では、プライマリケアから救急まで広範な

領域の研修指導を受けています。

小児科カンファレンスは毎週火曜日午後6時か

ら（クリニカルカンファレンスは午後7時から）

北棟6階のカンファレンス室で開催しています。

第2火曜に行われるクリニカルカンファレンス

は、臨床に直結した話題をテーマとして最新情報

を提供することを目的にしています。また昨年度

より引き続き、第3火曜日にはケースカンファレ

ンスを開いており、診断・治療が困難、あるいは

複雑な病態を示す症例を呈示し、皆で活発に議論

し深く理解することで、よりレベルの高い医療を

行うことを目指しております。なお、第4火曜日

の小児科カンフアレンスは病院全体の卒後研修

(九州大学病院グランドラウンド）に振り替えて

います。

【研究】

免疫遺伝子研究室、遺伝子診断・治療研究室、

および脳機能研究室の3研究室の体制を整えてい

ます。九州大学母子総合研究リサーチコアでは、

母子の問題を、小児科学、小児外科学、母性胎児

学、精神病態医学、児童精神医学、心身医学、小

児歯科学、保健学、臨床心理学などの多くの分野

の研究者で考えていく協力した研究と診療体制を

確立し、着実に成果を上げています。その成果は

国際シンポジウムFukuokalnternationalSympo-

siumonPediatric/Maternal-ChildHealth

Research(FISP/M)をはじめとした学会や論文

で発表することで､社会への還元を目指しています。

【お問い合わせ先】

九州大学大学院医学研究院成長発達医学

（九州大学病院小児科）

〒812-8582福岡市東区馬出3丁目1－1

TEL:092-642-5421(医局）

092-642-5430(外来）

092.642-5427（病棟）

FAX:092-642-5435(医局）

092-642-5436（外来）

総合周産期母子医療センター新生児内科部門

TEL:092-642-5903

FAX:092-642-5206

E-mail:

ped_ikyoku@pediatr.med.kyushu-u.acjp

Homepage:

http://www.med.kyushu-u.acjp/pediatr/

教授秘書尾田知子、有川美穂、医局秘書樋

口美波、病棟秘書益永みほ、病棟保育士長谷

川沙織、谷菜々子、研究室秘書田原あゆみ

九州大学医学部小児科学教室は、教室員一同、

今後とも、地域医療と連携をとりながら、プライ

マリケアと全人的医療を行ないうる小児科医を育

成するとともに、国際的視野を持ちながら小児科

各分野の医学研究を推進すべく、たゆまぬ努力を

していく所存でございます。先生方からの一層の

ご指導ご鞭捷を賜りますよう、今後とも何卒よろ

しくお願い申し上げます。
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福岡大学病院小児科

医局長井手口博

丹々会の先生方には、日頃より大変お世話に

なっておりますことを心より感謝申し上げます。

廣瀬伸一主任教授の体制の下､Credo(信条)..そ

のこどもの幸せのために”を胸に、医局員全員が

診療に取り組んでいます。

【医局人事】

教室役員は以下の通りです。

［福大病院］

診療部長廣瀬伸一

副診 療 部 長 井 上貴仁

医局長井手口博

外来医長井手康二

病 棟医長吉兼由佳子

周産期センター新生児部門病棟医長

太田栄治

[筑紫病院］

小川厚

森島

鶴澤

山崎

直美

礼実

靖人

教室の人事では、平成26年10月より筑紫病院

の井上貴仁講師が福岡大学病院に異動し副診療部

長に就任、福岡大学筑紫病院の山崎靖人が助教に

昇格しました。平成27年4月より福大病院の野

村優子助教が講師に昇格、福岡大学病院の金海武

志助教が中津市民病院、友納優子助教が北九州市

立総合療育センター、橋口千鶴助教が高木病院、

筑紫病院の中村紀子助教が高木病院に出向、中津

市民病院出向中の太田栄治講師が福岡大学病院、

高木病院出向中の橋本淳一助教が筑紫病院に異動

しました。今年は新たに園田幸司、音田泰裕、塩

手仁也、平井貴彦、道野裕輔の5名を医局員とし

て迎えました。

【研究】

麿瀬教授率いる福岡大学ハイテクリサーチセン

ターにおいて、てんかんの分子病態研究で多くの

成果をあげています。その他廣瀬教授の指導のも

と、各専門グループが積極的に国内外の学会で発

表し、研究の視野を広げています。

【診療】

平成23年1月4日より新診療棟での診療が始

まり、小児医療センター（5階）38床、総合周

産期母子医療センター新生児部門（3階）45床

(NICU15床、GCU30床）となり、旧小児科病

棟（3階南）の小児専用病床25床と合わせて計

108床となりました。

地域の先生方等から多くのご紹介をいただき、

昨年度は秋以降、外来入院ともに新患が大幅に増

加し、小児科の年間入院患者数が1440名と過去

最高を記録しました。ひとえに先生方のおかげと

心から感謝しております。

今後とも専門的かつ高度な医療はもちろんのこ

と、小児救急疾患を始め、小児総合医療を意欲的

に行っていきたいと考えておりますので、ご紹介

の程、宜しくお願い致します。

【福岡大学病院曜日別外来診療担当医】

一般外来月～金新患8:30～12:00

再診8:30～15:00

土新患・再診8:30～1l:00

専門外来

月（午前）神経(新患）井上貴､井手口、

藤田、井原

火（午前）内分泌･代謝･膠原病廣瀬

血 液 ・ 腫 瘍 野 村

発達・心理井上貴

腎臓新居見(非常勤）

水（午前・午後）腎臓寺町

（午後）喘息･アレルギー井手、

西間(非常勤)、

松本(非常勤）

新生児・発達太田、中村、

橋口(非常勤）

木（午前）糖尿病廣瀬

（午前・午後）循環器吉兼

（午後）新生児・発達井上真､瀬戸上、

森（非常勤）

金（午前・午後）神経井上貴､井手口、
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藤田、井原

（午前・午後）内分泌･代謝吉村

土 （ 午 前 ） 血液柳井（非常勤）

小児外科：月､水､金､土キ日当医：廣瀬龍､甲斐

入院依頼は直接病棟医長までご連絡下さい。17

時以降は当直医が可能な限り迅速に対応させてい

ただきます。

小児外科の診療は小児科外来にて行っておりま

す。

お問い合わせは小児科外来にお願いいたします。

福岡大学病院（代表)TEL:092-801-1011

【海外小児医療研修プログラム】

魅力ある小児科医の確保のため毎年3月に海外

小児医療研修プログラムを実施しています。当科

医師2名と一緒に約1週間アジア諸国における大

学病院の小児科で研修を行うプログラムで、募集

対象は初期臨床研修医と医学生です。少しでも小

児医療に興味のある方であればどなたでも大歓迎

ですので､ぜひご紹介ください(詳細はホームペー

ジで)。

紙面の関係上本文でご紹介できなかった情報が

まだまだたくさんあります。インターネットで

"福岡大学小児科“を検索していただき、福岡大

学小児科ホームページにアクセスしていただけれ

ば福岡大学小児科の魅力をご確認いただけます。

どうぞお気軽にご覧ください。

福岡大学小児科HP:http://fUkudai-shounikanet

地下鉄福大前駅と直結していますので、ぜひ先

生方おいでいただきますようお願いいたします。
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床（観察病床）で、ハイリスク児の診療を行っ

ています。

産科と小児科スタッフの連携が良好で、母体

搬送、周産期管理、分娩立ち会い、NICUでの

治療という流れがスムーズであり、母体搬送受

け入れ先として地域医療の中でも重要な位置を

占めています。当院は早産児や双胎に加えて、

母体疾患（糖尿病、精神疾患、膠原病、内分泌

疾患）が多い事が特徴です。

(4)Wellbabyclinic･赤ちゃんにやさしい病院

一般新生児に対しては、妊婦さんへの出生前

訪問から、母親学級、1生日健診、5生日健診、

1ヶ月健診というwellbabyclinicを積極的に

行っています。アメリカ小児科学科の育児書

(Caringfbryourbaby)の抄読会を続けていま

す。また医長は、小児科学会の新生児委員会で

正期産新生児の診療とケアに関するテキストも

作成中です。スタッフには新生児の診療にしっ

かりと自信が持てる小児科医になるよう教育し

ています。

2007年にWHO/UNICEFの「赤ちゃんにや

さしい病院,BabyFriendlyHospital」の認定を

受け、母乳育児を通して育児支援を行っていま

す。ハイリスクな妊娠や新生児だけでなく、健

常な母子にも当周産期センターをお勧め下さい。

(5)かかりつけ医お願い

いつもNICU出身児を先生方へ「かかりつ

け医希望」として紹介させていただいておりま

す｡大変ありがとうございます｡必要なフオロー

ァップは当院､かかりつけ医は丹々会の先生方、

と考えております。どうぞこれからもご協力く

ださい。

九州医療センター小児科の特性をご理解して

頂いた上で、丹々会の先生方との病診連携を更

に進めて行く所存です。よろしくお願いいたし

ます。

（当院ホームページはhttp://www.kyumed.jp/

です。小児科のホームページもどうぞご覧下さ

い）

国立病院機構

九州医療センター小児科

佐藤和夫

丹々会の先生方には、いつもお世話になってお

ります。

九州医療センター小児科を紹介させていただき

ます。

(1)小児科医師の紹介

2015年6月現在、佐藤和夫、曳野俊治、高

野由紀子、松尾光通（浜の町病院より赴任)、

安成大輔（別府医療センターより赴任)、岡部

公樹（福岡病院より赴任、9月までの半年間）

の6名です(写真)。初期研修医が1～2名1ケ

月毎にローテートしています。毎年2名の小児

科コースの研修医がいますので、将来丹々会の

メンバーになるかもしれません。いい小児科医

になるように指導しています。

小児科スタッフ(2015)

Dr松尾－ーず ： － － － － －or安成of岡部酔守羽、〆
|，

唾
■
０

(2)一般小児科

小児単独病棟はありませんが、小児の優先

ベッド（個室）を確保しています。十分には対

応できませんが2次病院の1つとしてご利用く

ださい。

尚、小児外科（松尾進医長）へは、賦径へル

ニァや膳へルニァ等の日常疾患の紹介先として

ご利用して頂ければ幸いです。

(3)周産期センター

福岡県の地域周産期母子医療センターに認定

され、NICU9床、GCU6床、産科病棟の2
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こんにちは～病院小児科医局から

国立病院機構

福岡病院小児科

小田嶋博

皆様いつも大変お世話になっており、ありがと

うございます。

国立病院機構福岡病院についてお話しさせて頂

きます。

福岡市の南の端にあるという当院も、都市高速

環状線（またはその下の外環状線）によって大部

広<福岡市全体から患者さんが来てくれるように

なりました。

また、やっと病棟部門の建て替えが終了しきれ

いになったと入院患者さんからは好評です。外来

部門は病院前の池の護岸と道路の拡張を待って立

て替える予定です。

さて、当院は相変わらずアレルギー呼吸器の専

門病院としてやっています。小児科は毎日の外来

と小児科医の当直、土曜日の入院の紹介に合わせ

た午前中の外来を実施していますが、急性期の患

者さんの入院に加えて、クリティカルパスを活用

しての検査入院なども活発です。その一部を紹介

します。

1．喘鳴精査入院

一応の治療を行なっても改善しない喘息の児

ではいくつかの疾患をルールアウトする過程で

著明な改善が認められることがあります。気道

過敏性テストは乳児から行っています。また、

運動誘発喘息、胃食道逆流、誤嚥などを含めて

検査します。

2．2泊3日スキンケア入院

アトピー性皮閥炎患者で難治例でも適切なス

キンケアを行なうことによって大部きれいにな

ります。最後は親御さんが一人でスキンケアが

出来るようになるまで指導します。ほとんどの

患者さんは驚く程きれいになります。

3．日帰り食物負荷検査

一週間木曜日以外の毎日、日帰りで食物負荷

テストを実施しています。まず小児科外来へ御

紹介下さい。また、木曜日は1泊2日の負荷テ

ストを実施しています。

4．小児のSAS(睡眠時無呼吸症候群）検査

夕方に来院して頂き電極等をセットし、翌朝

7時には退院し登校できます。夕食、朝食は必

要に応じて提供します。結果は約1週間後に纏

めてお返事します｡乳幼児でも実施しています。

この他､食物依存性運動誘発アナフィラキシ一

の検査入院など、色々な検査も行っています。

5．サマーキャンプ

アレルギー児のサマーキャンプ（福岡病院

キャンプ)もやっています｡以前は喘息児サマー

キャンプでしたが、今はアレルギーキャンプと

して食物アレルギーやアトピー性皮膚炎だけの

児も参加しています。

キャンプ中に子供達自身が自分でするスキン

ケアや食事の注意、またエピペンの使用方法な

ども学んでいます。勿論喘息児も参加していま

す。喘息児では運動誘発喘息の検査などもやっ

ています。彼等とl日中接することで医療ス

タッフも勉強になります。アレルギーエデュ

ケーターの研修の一部ともなっています。

6．夏休み肥満入院

肥満児も増加傾向にあるということで約10

日間の入院プログラムも組んでいます。

肥満は勿論、生活習慣病ですので生活習慣を

変えることは難しく、自ら家族を離れて約10

日間生活することで効果があります。数字的に

は入院中に著明改善しますが、退院後にも効果

が持続するのかは子供と家族によりますが、入

院中の効果は動機付けに有効です。

7．水泳教室

プールはなくなりましたが、今は春日市で水

泳教室を看護師、医師がついて行っています。

8．食物アレルギー教室

最近は食物アレルギー教室の希望者が減少気

味のこともあり、今年からは規模を小さくしま

したが続けています。希望の方がいらっしゃれ

ば御紹介下さい。

9．重心ショートステイ

これも以前と同様に続けています。
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こんにちは～病院小児科医局から

当院の医師を紹介します。

若い方から、今年から川野聖明が徳洲会から勉

強にやって来ました｡真面目でよくやっています。

若槻雅敏は昨年、岡山から来て2年目、色々なこ

とに興味を持って頑張っています。岩田実穂子、

赤峰裕子も2年目に入り、学会などでも発表。元

気でよくやっています。松崎寛司は小児科病棟副

医長、ICDです。学会、論文でも活躍してくれ

ています。田場直彦は、プール担当。また外来医

長、今は重心の医長も兼任してくれています。村

上洋子は重心病棟医長、肥満入院を担当し、アト

ピー性皮膚炎中心に研究中。本荘哲、本村知華子

小田嶋博は変わらずやっています。病院経営を追

求されているこの頃ですが、皆で良い医療を目指

しています。皆様、宜しくお願い申し上げます。

来年、国際喘息学会日本・北アジア部会、小さ

な会ですが一流の先生方がみえます。これを福岡

で開催させて頂きます。お時間があれば、是非お

立寄下さい。今年度も福岡病院を宜しくお願い申

し上げます。

国立病院機構

福岡東医療センター小児科

中山秀樹

丹々会の先生方には、いつも大変お世話になっ

ております。当院の近況を報告いたします。

当科は、この春の人事異動により、3月いっぱ

いで手塚純一郎先生がこども病院へ異動し、堤康

先生と井藤奈央子先生が退職しました｡堤先生は、

7月半ばに古賀市内で小児科クリニックを開業し

ました。井藤先生は、筑波大学の大学院へ進学し

ました。後期研修医1年目として一年間勤務した

トカンヴラッド先生と河原隆浩先生は、九州大学

病院と北九州市立医療センターへそれぞれ異動し

ました。4月からアレルギー専門医の名西真希子

と後期研修医2名（森与扶子、上田圭希）が赴任

し、当科は女性5人男性4人となりました。水野

勇司と私が部長を務め、水野は重症心身障害児病

棟医長､私が小児科の患者さんが入院する病棟(3

階西）の病棟医長となっています。馬場晴久は小

児科医長と救命救急センター副部長／救急委員会

委員長を兼任して、救急専門医として活躍してい

ます。ケイジスビヤントは小児神経外来で300人

以上を診療しています。増本夏子と名西真希子は

喘息アレルギー外来と食物負荷試験入院を行い、

アレルギー疾患の診療を行っています。中原和恵

は週3日（月、水、金）の非常勤ですが、内分泌

の専門外来を行っています。4月から常勤として

の小児腎臓専門医はいませんが、堤先生が毎週水

曜午後に腎臓外来を継続しています。

ご存知のとおり、当院にはもともと眼科、耳鼻

科、産婦人科、泌尿器科、小児外科がありません。

とくに小児外科がないため、たとえば急性虫垂炎

等の急性腹症で外科的対応が急がれる場合、小学

6年生以下であれば、当科で腹部造影CT等の検

査まで行ってから九大病院の小児外科へ紹介して

います。また、産婦人科がないため、出生直後の

新生児の診療に必要な保育器や光線療法の器械が

ありません。循環器は今年度も毎週木曜日午後に

九大から鵜池清先生が出動しています。このよう

な状況の中、当科はこれまで福岡市東区の東側か

ら宗像までの二次小児医療をカバーしていました

が、昨年ll月に福岡市立こども病院が東区の人

工島に移転したことで、この4月からの人事が同

院への配置を優先する方針となり、常勤医が2名

減りました。その代わり、九州大学の小児科大学

院生が平日週2日当直応援に来ています。堤先生

も退職後の4－5月の2か月間、週1日当直に

入ってくれて大変助かりました。また、6月から

は、土曜日の当直に月2回産業医科大学小児科か

ら当直応援に来ていただくことになり、なんとか

これまでどおりの小児科当直体制を維持しており

ます。

一方、私たちは開設45年以上を経た重症心身

障害児（者）病棟のいずみ病棟の患者さんも担当

しています。東西60床ずつの計120床には、30

－40年もの長期入所を続けている患者さんが多

く、69歳を筆頭に平均年齢は40歳を超えていて、

主治医のほうが若い場合が多くなってきました。
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こんにちは～病院小児科医局から

最後まで小児科医が診るのか、何歳まで小児科が

診るのか、長年の懸案事項として残っています。

総務省が7月1日に発表した人口動態調査によ

ると､福岡市の人口増加数は全国の市で最多で(お

そらく東区はその中で一番多いでしょう）、町村

の増加数では新宮町、自然増加数では粕屋町がそ

れぞれ全国一と発表されています。この周辺地域

では、しばらくは小児人口も増えそうです。当院

では､現在外来管理棟の新築工事が行われており、

来年3月末に完成し、5月に引っ越しする予定で

す。新しい小児科外来には､診察室が一つ増えて、

小児感染症専用の入り口も出来ます。地域の先生

方におかれましては、当院の特徴を十分ご理解い

ただいた上で､ご紹介いただければ有り難いです。

今後とも、ご指導、ご鞭捷のほど、よろしくお願

い申し上げます。

福岡市立こども病院

都研一

福岡市立こども病院では、大きな変化の1年間

でした。昨年11月1日、福重淳一郎前院長先生

のもとアイランドシティに新築移転し、本年4月

には、九州大学から原寿郎先生が新院長に就任さ

れました。

移転の前後では、外来診療や入院患者の受け入

れが十分にできませんでしたが、周辺の開業、病

院勤務の先生方にはご協力いただきありがとうご

ざいました｡この場をお借りして御礼申しあげます。

新病院では周産期センター56床（新生児集

中治療室(NICU)12床､新生児回復治療室(GCU)

24床、産科20床)、集中治療室(PICU)8床、

重症治療室(HCU)25床、一般病棟144床の合

計233床となりました。旧病院では問題であった

駐車場も、十分に確保されています。屋上にはヘ

リポートが設置され、遠方からのヘリコプター搬

送もされるようになりました。廊下は広く、外来

診察室の広さも十分で、基本的に病棟は全て個室

で構成されています。産科と新生児科は周産期セ

ンター、麻酔科と集中治療科は手術・集中治療セ

ンター、循環器科と心臓外科は循環器センターと

なり、4月からは脳外科、皮膚科、小児歯科が新

設されました。総医師数は、これまでの79人か

ら103人に増えています。患者様、ご紹介くださ

る先生方のニーズに応えられるような体制になっ

たと思います。専門性を生かし、横のつながりを

強めながら診療を行い、質の向上と地域への貢献

を目指したいと思います。

4月1日の原寿郎先生の新院長あいさつでは、

MVP(M:Mission、V:Vision、P:Passion)とい

う言葉がでてきました。診療はもちろん、次世代

の教育や研究など、あらゆる面で内容を充実させ

ることが、これからのつとめだと思います。

これからも地域の先生方には大変お世話になる

と存じます。今度ともご指導、ご鞭捷のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。

福岡赤十字病院小児科

波多江健

丹々会の先生にはいつもお世話になっていま

す。日本赤十字社福岡赤十字病院小児科の近況を

お知らせします。

新病院になってすでに3年がたちました。その

当時は新しい病院ということで注目されました

が、その後次々と市内の病院が新しくなり、新し

さではもう目立てなくなってしまいました。

さて、小児科ですが、現在、後期研修医を含め

7名のスタッフです。原田(循環器)､波多江(腎)、

桧山（腎)、黒木（腎)、高田（神経）の5名はそ

のまま継続。3月までで慶田裕美先生、前原

健二先生が異動となり、新たに黒川麻里先生、

尾田琢也先生が着任しました。新たに来られた

若い2名の先生に早速活躍してもらっています。

入院患者数はおよそl,000名程度、そのうち新

生児が150名程度となっています。平均在院日数

は7日程度ですので、毎日多くの患者さんが入れ

替わっています。ちょっと油断するとサマリー地

獄にはまります。幸いに優秀なメディカルクラー

クさんがやさしく（？）「督促」してくれますので、
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こんにちは～病院小児科医局から

2週間以内には紹介元へサマリーをお送りできて

いるのではないでしょうか。

当院の特色です。循環器は原田を中心に診療を

行っていますが、月1回は九大から循環器再来と

して専門外来があります。神経は高田が中心に診

療していますが、週1回九大から神経再来をお願

いしています。また、腎臓では昨年、桧山、黒木

は腎臓専門医の資格を取り、腎臓専門医3名体制

とかつて無い充実したスタッフになりました。小

児病棟はこの3分野に力を入れて診療していま

す。院内学級（小学校･中学校）もありますので、

長期入院の必要な患者さんも安心して診療を受け

て頂けます。また、保育士もおり、こども達の精

神面での安定に大きな役割を果たしてくれていま

す。

とはいえ入院の多くは感染症です。数年前、肺

炎の入院が激減した時期がありましたが、このと

ころはRSやhMPVなどウイルス性の呼吸器感

染症の入院が多くなりました。胃腸炎ではロタウ

イルス腸炎が減少しましたがノロウイルスが結構

はびこっています。また、感染症ではありません

が川崎病がずいぶん多くなりました。

以前には冬は満床、夏はがらがらというのが小

児病棟によく見られた光景でしたが、近年は4月

5月が最も多くなるなど、様変わりしました。全

体としてみると、年間通して入院患者数は一定化

してきています｡新病院で個室が増えたのですが、

それでも個室はいっぱいです。いまだに大部屋は

空いていますので、大部屋で診るような長期入院

の必要な疾患や検査入院の必要な患者さんも、ど

うぞご紹介ください。

今年も症例検討会「福岡クロスキッズカンファ

レンス」を10月16日(金)に開催いたします。毎

年多くの先生にご参加頂きありがとうございま

す。お役に立てる情報を発信するよう準備してお

待ちいたしますのでどうぞご参加ください。

これからも「気楽に紹介できる病院」となるよ

う一同努めて参りますのでどうぞよろしくお願い

いたします。

福岡逓信病院小児科

深町滋

丹々会の先生方には平素より大変お世話になっ

ており、御礼申し上げます。

福岡逓信病院小児科は西村美保主任医長と私

の2人で診療を行っています。

外来は、月曜日～金曜日まで午前（9時～ll

時30分)､午後(14時30分～16時30分）で行っ

ており、予防接種を月、火、水、金曜日の13時

30分～14時30分に、乳児健診を木曜日の14時

~16時に行っております。

入院病床は外科・整形外科との混合病棟で、約

10床のベッドが利用可能です。

また､感染隔離の必要な疾患（インフルエンザ、

アデノウイルス、RSウイルス等のウイルス性疾

患､感染性胃腸炎等）に対しては､個室隔離を行っ

て対応しております。

新生児疾患、呼吸･循環管理の必要な重篤な例、

川崎病を含む小児循環器疾患、小児外科疾患には

対応できませんが、その他の疾患に関しては、で

きるだけ対応していく所存であり、御相談頂けれ

ばと思います。

当院は福岡市中心部に位置し、公共交通機関を

用いましても福岡市郡の何れからもアクセスに恵

まれております。

また、小児科関連の診療科を紹介致しますと、

皮膚科（月･水･金9時～ll時30分)･眼科（月・

火・水・金9時～ll時30分、金のみ午後もあ

り）・耳鼻咽喉科（火13時30分～15時30分

金9時～ll時30分)･整形外科（月・火・水・

金9時～ll時30分）とあります。

以上、選択肢の一つとして、当院を御一考頂け

れば幸いです。

今後とも宜しくお願い致します。
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こん に ち は～病院小児科医局から

済生会福岡総合病院

八坂知美

近況報告をさせていただきます。今年度も常勤

1人（八坂）体制です。引き続き九大医局のご尽

力により、10数名の先生方が日勤帯診療応援と

オンコール応援を担って下さっています｡しかし、

相変わらず小児科病棟はなく、残念ながら先生方

からのご紹介（入院依頼）になかなかお応えする

ことができず心苦しく思っております。この場を

お借りしましてお詫び申し上げます。

妊娠期から継続した母子支援を院内各部門の皆

さんと行政機関と連携し試行錯誤、早くも4年が

経過しました。

先日、ある父子家庭の幼児が体重増加不良で受

診しました。父親自身が幼少期のつらい体験の影

響で食べることに興味がなく、かつ経済的にも余

裕がなく食事といえる食事をしていらっしゃいま

せんでした。子どもにもパンやお菓子を与えるこ

とが精いっぱいの様子でした。幸い保育園でちゃ

んとした食事ができている状況でしたが｡受診後、

父親は「子どものために料理しなくては」と決心

され、当院の栄養士さんから調理指導を受けるに

至りました。結果、カレーとシチューが作れるよ

うになり、「最近はスクランブルエッグもできる

ようになった」と嬉しそうにおっしゃいました。

もちろん、子どもの体重は増えるようになりまし

た。日本で「子どもの貧困」が問題となってきた

昨今ですが、当科ではドラマ以上に厳しい現実に

おかれた親子と接することが日常茶飯事になって

きました。応援に来ていただいております先生方

もしばしば驚かれておりますが．．。この父子家

庭のケースのように必要な社会的支援をコーディ

ネイトすることも小児科医の役割だろうな、と切

実に考えるようになりました。

育児困難を抱える母親（養育者）の窓口になれ

れば、と考え今年度から水曜日の午後支援外来を

設定いたしました。お母様自身のメンタルの問題

には当院の心療内科医、臨床心理士と連携し対応

させていただくことも可能です。どうぞお気軽に

ご紹介くださいませ。

今後ともご指導ご鞭捷の程、なにとぞよろしく

お願いいたします。

浜の町病院小児科

武本環美

丹々会の先生方にはいつも大変お世話になって

おります。

浜の町病院小児科を紹介します。当院は天神か

ら北西側に徒歩10分ほどの、都市高速天神北出

口に近い長浜というエリアにあり、地上9階、地

下1階、468床の総合病院です。小児科は6B病

棟で、病室はすべて個室となっており、シンプル

ながら北欧デザイン風にまとめられています。大

きな窓のあるプレイルームもあり、大型旅客船や

都市高速が海の上を流れていく美しい眺望を楽し

むことができます。3階にある医局には科ごとの

仕切りがなく、研修医も交え活発に患者さんのこ

とを相談しあっています。

平成27年度は武本環美（平成9年卒、神経)、

兒玉志保（平成13年卒、腎臓)、野田麻里絵（平

成18年卒､神経)、園田有里（平成21年卒､神経）

の女性医師4名が常勤医として勤務しています。

外来では九大小児科より月1回第3水曜日に内分

泌外来に石井加奈子先生、第4木曜日に循環器の

平田悠一郎先生に来ていただいて専門外来を行っ

ています。

平成26年度の入院数は一般小児科が589名、

新生児が59名でした。（総入院数の前年度比

+128名)、一般小児入院の主な疾患は気道感染、

喘息、胃腸炎などで、川崎病、敗血症、尿路感染

症も比較的コンスタントにみられました。新生児

は院内出生のみの対応としています。早産児、低

出生体重児、呼吸障害、黄疸、新生児仮死、感染

症などが主な対象疾患で、必要に応じてNICU

のある病院への搬送を行っています。当科では当

直ではなくオンコール制で、休日夜間は必要に応

じて小児科医が呼び出されるシステムですので人

工呼吸管理や持続するけいれん・意識障害は当科
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こんにちは～病院小児科医局から

での対応は難しいのが現状ですが、高次医療機関

との連携をとりながら対応しています。26年度

は高次医療機関への転院例は一般小児入院患者か

らは10名、新生児（産科からの直接搬送を含む）

は7名でした。

平成26年度はこども病院の移転の影響で秋以

降は東区からの入院が減り、中央、早良、西区か

らが増加しました。急患センターからも日．祝日

に入院をとれるよう、1床準備しています。特に

冬期は慢性的に満床状態が続き、成人の病棟を利

用させてもらうなどしても限界があり、開業医の

先生からの入院依頼を度々お断りしなければなら

ずご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げ

ます。また、当科では入院のご依頼の際は、来院

前に予め保護者に病棟へ電話連絡（番号は本稿文

末に記載)を入れて頂くようにお願いしています。

これは到着予想時間、食物アレルギーの有無、入

院中の兄弟の状況を確認する目的と、旧病院の

あった舞鶴周辺で迷われることを避ける目的があ

りますので、ご理解の上、保護者に伝達していた

だければ幸いです。土日および平日時間外ご紹介

患者は原則入院診療とさせて頂いています。

外来診療は例年通り､午前中は一般小児外来で、

午後はワクチンや健診、専門外来などの予約外来

を行っています。午後の一般受診は制限しており

ますので、患者さんにはできるだけかかりつけ医

を持つようにお勧めしています（ご紹介患者さん

は午後も対応します)。専門外来の初診患者さん

も、予めご連絡いただければ必要な検査の予約枠

を確保することも可能ですのでご相談ください。

また、当院の特徴として、乳幼児も他科との連携

が非常にスムーズですので皮膚科、耳鼻科はもち

ろん、「小児科を経由して必要であれば○○科に

も診てもらいたい」というご紹介にも対応しやす

いと思います。今後も気軽にご紹介していただけ

る病院として積極的に活用していただきたいと思

います。

平成27年度もスタッフー同、努力してまいり

ますので今後ともご指導､ご支援を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

浜の町病院

電話092-721-0831(代表)721-9937(小児病棟）

FAXO120-721-991(地域連携室）

http://www.hamanomachijp

福岡徳洲会病院小児科

平田雅昭

丹々会の諸先生方には平素から大変お世話に

なっています。

福岡徳洲会病院小児科ですc

福岡徳洲会病院は昭和54年に病床数150床の

病院の中の一診療科として誕生いたしました。当

初は小児科医3名で一般小児科外来診療を中心に

小児診療を行っていました。昭和61年には小児

科病棟を開棟、昭和62年には新生児センターを

開設し、以後小児科・新生児科医療および小児

救急医療に携わって参りました。

平成15年の筑紫医師会入会を機に地域医療連

携にも力を注ぎ、平成16年からは筑紫地区小児

救急医療事業に筑紫医師会小児科医会や福岡大学

筑紫病院小児科と共に参加をさせていただき、筑

紫地区の小児救急医療にも微力ながらも参加をさ

せていただいています。

平成26年9月に新病院が立ち上がり、救急

+NICU型の地域小児科センター病院として日々

小児診療に精励しております。

おかげさまで当院への紹介患者様は年々増加し

て、昨年（平成26年）は年間1481名の小児の患

者様のご紹介をいただきました。現在、スタッフ

数としては決して余裕のある医局とは言えません

が、医師会の諸先生方を始め各方面の先生方から

のご助力ご支援をいただきながら、今後も福岡の

小児医療に少しでも貢献できたらと奮励努力して

参る所存です。

何かと力不足の点も多々あると思われますが、

今後とも皆様方のご指導ご鞭捷の程をよろしくお

願い申し上げます。
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こんにちは～病院小児科医局から

言えない子が多いようです。5～6才から小学生

低学年頃までに治療を始めた方が予後が良いよう

で、はやい子の場合、3ヶ月くらいで改善するよ

うです。

希望される患者さんがおられましたら、ご紹介

正信会水戸病院小児科

崇藤原

正信会水戸病院は糟屋郡須恵町にある内科系の

病院です。小児科はベッドを持たず、外来診療の

みとなっています。小児科医は私（藤原）ひとり

です。

お願い申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

当院に勤務して26年が経ちました。勤務し始

めた頃の患者さんの多くはすでに親になってお

り、現在はその二世を診ることが多くなっており

ます。須恵町は福岡市内に比べると人口の流動も

少ないようで、一度町外に出られた方もまた戻っ

てこられたりして、以前の患者さんの子どもたち

を診る機会が多くなっているようです。親の方も

アレルギー疾患などは継続して診療しており、ま

た急性の感染症などであれば親子いっしょに診療

した方が効率もよく、その結果、家庭医としての

役割が増えてきたように思います。

地域に密着した小児科として、もう少し頑張っ

ていこうと思っております。

福岡烏飼病院小児科

笠原郁子

当院の小児科は主に職員の子ども達の健康管理

が主な業務となって居ります。

病院内に設置している託児所は対象は3才まで

ですが、熱が出たり、夜勤の時、夏休みの時など

も適宜あずけることが出来ます。

月に1回心理外来を開いていますが、臨床心理

士と伴にカウンセリングを行っています。

アレルギーの部門では、スギ花粉症に対する皮

下免疫療法、舌下免疫療法、ハウスダストに対す

る皮下免疫療法などおこなっています。

花粉症の患者さんなどは、1年位するとかなり

症状が軽減したと喜んでもらっています。

当院には言語療法士がいるため、最近子どもの

言語障害の相談が増えて来ました。サ行がうまく

こんにちは
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丹々会ゴルフコンペ優勝記
平成26年度の丹々会ゴルフコンペは10月19

日（日）に福岡カントリー倶楽部和白コースで行わ

れました。

数年前に和白のメンバーになった私は、医院も

香椎と目と鼻の先ですので平日、祭日問わず頻繁

にこのコースに通っております。

ホームコースでの開催ということで、3日前の

木曜日の午後halfをラウンドして予習を済ませ、

土曜日はゴルフスクールに行ってフォームを

チェックしてもらいました。夜は飲み会も断って

11時には就寝。朝は6時に起床し7時に和白到

着。ドライビングレンジで早速打ち込みその後ア

プローチ、バンカー最後にパターともう思い残す

ことなく準備をしてプレーに臨みました。

この時点で調子は良くさらにテイーショットの

位置が白マーク（一番距離が短かい）であること

からも悪くても90前半ではいけると確信し、グ

ロスでは中尾太先生は別格としてライバルの加野

先生､松本一郎先生には(どうも彼らはそうと思っ

てない節がある）勝てるのではないかと密かに自

分に期待しておりました。

そしていよいよインの10番よりプレー開始。

練習場では曲がることなかったドライバーショッ

トがやっぱりというか左の斜面にまつしぐらに

突っ込んでいきます。まあ2打目でフェアウエー

に出してスリーオンでいこうと気持ちを切り替え

平成26年度レクレーション報告

荒木速雄

ました。が、しかしラフに入ったボールが探せず

なんとロストボールに。あきらめきれない気持ち

で打ったプレイングフォーからのショットがバン

カーに、そしてまたバンカーに、ということで悪

夢のような出足に呆然となりました。その後も

ショットに寄せにパットに悪夢は続き前半57で

終了｡後半はなんとか持ち直しましたが､最終ホー

ルで2打目が深いラフに嵌まりまたロストとなり

50で終了。結局107というscoreでした。

上位進出を狙っていたのにこれではブービー賞

かなと落胆しておりましたら、表彰式では下位か

ら紹介されるのにずっと自分の名前が呼ばれませ

ん。そして最後の最後に「優勝は荒木先生！」と

言われたときは、ハンディのお陰とはいえ大変気

恥ずかしい気持ちでしたが優勝は優勝なので光栄

でした。

翌週に再び和白でプレーしました。今度はリ

ラックスして臨めるので爆発的なスコアがでるの

かと期待しましたが、101とさほど変わらないス

コアに「不調が続くな～」とぼやきますと、同伴

プレイヤーから｢不調も続くとそれが本調子だよ」

と諭され妙に納得した次第です。

来年のコンペ会場は幹事でもないのに自分で和

白と勝手に決めております。今度は素晴らしい結

果を出してまた優勝記を書くつもりですので精進

に努めます。
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平成26年度レクレーション報告

順位 氏名

優勝 荒木速雄

準優勝 松本一郎

3 松 隈義則

4 加野草平

5 中尾 太

6 進 藤静生

7 松田健一郎

8 小館三郎

9 岸営美

10 松田健太郎

11 松本癖通

12 岡田象二郎

平成26年度丹々会ゴルフコンベスコア

開催日：平成26年10月19日於福岡カントリー倶楽部

OUT IN GR HDCP NET

50 57 107 324 74.6

47 53 100 25.2 74.8

50 55 105 30 75

50 40 90 20.4 75.6

42 43 86 76.6

53 50 103 26.4 76.6

63 67 130 51.6 78.4

50 48 98 19.2 78.8

53 59 112 324 79.6

58 51 109 27.6 81.4

74 71 145 61.2 83.8

63 56 119 34.8 84.2
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平成26年度レクレーション報告

丹々会ボーリング大会2014報告井上秀一郎
2014年度の丹々会ボーリング大会は10月23闘して、下村、井上、米倉チームが優勝しました。

日(木)19時30分から、会員12名が参加し、例その後、場所を近くのお店に移し表彰･懇親会。

年通り早良区の西新パレスで行われました。この美味しい料理とお酒に舌鼓を打ちつつ、その日の

報告記は毎回優勝者が素敵な賞品をもらえる代償ボーリングの内容や、この数日後に行われたソフ

として、罰ゲームとして？書かなければいけないトバンクと阪神による日本シリーズの戦前予想な

ことになっていますので、今回、優勝させていたど、大いに盛り上がりました。またこの時、今回

だいた私が報告させていただきます。の男性参加者11人中6人が大濠高校出身である

当日は下村国寿会長の始球式で試合開始。速球ことが判明し、大濠高校のバンカラ？だった頃の

派の中尾太先生、素晴らしい変化球を操る松隈先話や、現在では校舎がホテル並みにきれいに建て

生など、各自が特徴を生かしつつ、かつ体力と相変わったこと、共学になり羨ましいやら昔の方が

談しながら3ケームの長丁場を戦いました。最終よかった等、途中からは大濠高校の今昔話が酒の

結果は別表の通りとなりましたが、去年のこの大肴になりました。ちなみに昔、大濠高校の近くに

会から全くボーリングをしておらず、1年ぶりで大濠ポウルというボーリング場があったことが今

肩が軽かったのが幸いしたのか、個人では私が優回の参加メンバー、および成績に関連していたか

勝させていただき、以下、2位松本一郎先生、3は定かではありません。

位松隈義則先生となりました。チーム戦では下村最後に､紅一点で参加していただいた清松先生、

会長が「体が痛い」を連発しながらも素晴らしいお世話していただいた担当理事の中尾太先生、あ

スコアを出され、参加者中最年少の米倉先生も奮りがとうございました。

ボーリング大会

(順不同

チーム 氏名 lゲーム 2ゲーム 3ゲーム 合計 チーム合計 個人順位

A

下 村国 寿

井上秀一郎

米倉 順孝

155

162

131

125

195

147

166

156

160

446

513

438

1397

優勝

4位

優勝

5位

B

松 隈 義 則

松本一郎

宇梶光大郎

132

179

124

168

148

120

150

153

126

450

480

370

知
位

１
２

3位

2位

8位

C

山下祐二

清松由美

中尾太

135

134

140

151

94

101

131

130

124

417

358

365

1140

3位

6位

11位

9位

，

片山邦弘

中尾文也

渡邊 俊 明

125

124

126

116

112

88

121

160

141

362

396

355

1113

4位

10位

7位

12位



平成26年度レクレーション報告

丹々会麻雀大会
平成26年11月6日木曜日に天神の平和楼にて

開催された。学生時代にやっていたので丹々会麻

雀大会には時間的な余裕があれば参加していた

が、いままでに戴いたのはBB賞くらいで3位以

内などあったことがなかった。それがどう言う訳

か、今年に限って優勝してしまった。しかし、麻

雀大会から既に8か月が過ぎて、どういう風にし

下村国寿

て優勝したのか、担当理事から戴いた成績表を見

てもほとんど記憶が蘇ってこない。昔からの物忘

れしやすい性格の上に、年齢とともに更に拍車が

掛かっているため申し訳ないが詳細は割愛させて

もらいたい。ただ皆が、どうして下村君が優勝？

と怪誹がっていたのは記憶している。

(敬称略）
平成26年度丹々会麻雀大会 於平和楼H26.ll.7

順位 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 合計

優勝 下村 13,900 13,600 -800 26700

準優勝 片山 6,000 －3，600 11,700 14100

3位 中尾 －6，200 0 15,500 9300

4位 福井 19,200 －6，500 －9．900 2800

5位 安藤 3,500 －3，500 -1,000 -1000

BB賞 植木 -16,600 11,600 -4,500 －9500

7位 小舘 －3，300 -16,100 -18,500 －37900

X -16,500 4,500 7,500 －4500

－68－



平成26年度レクレーション報告

旅行会随伴記丹々会豊饒の長州路を行く谷 秀雄

‘‘トシ”をとるとハ、メ、ラときて、やがて「ボ

ケ」が進み、世の中総て「モヤ」の中、今やすっ

かり人畜無害、寂しい限りである。昭和43年から

10年間、庶務担当を勤めた身にとって、丹々会の

諸行事は只ひたすらに懐かしい。が、中々参加し

ようとはしない｡故新宮光二君が『たんたんだよりj

を創めた。当時は手紙で、今はFAXその他で続

いている。息子が読み終わって、私のところにも

従業員が持ってきて、ポンヤリと眺めている。昨

年のある月のそれに、丹々会総会出席者30数名

とあった。僅かに30数名である。驚き呆れた。毎

月のカンファランス出席者は100名を超えるとい

うのに｡｢枯れ木も山の賑わい｣という。努めて丹々

会の諸行事に出席せればと覚悟？した。というこ

とで昨年は久し振りに丹々会旅行に随伴した。松

田健太郎君から旅行記を執筆するように依頼され

た。が、当時渡された旅の資料が見当たらない。

傘寿もとっくに過ぎた年齢になると大体そんなも

の。些か慌てたが、ママよ旅行の写真を頼りにテ

キトウに筆を進める。従って正確は期し難い。御

寛恕の程を。

－

旅行大好き、旅はハレである。気分が晴れ晴れ

してきて元気が出る。参加者は下村國誇会長を初

め、娘子軍5名を含めて13名。ロートルは私と松

田健一郎君の2名であった。10月4，5日、1泊

2日、豊饒の長州路の旅である。約束の時間前に

博多駅の集合場所に着いたが誰もいない。さては

時間を間違えたかと思ったがそうでもない。皆忙

しいのであろうと待つこと暫し、担当理事の中尾

太君が来て「皆さんバスでお待ちです」と荷物を

運んでくれた。彼は他用にて不参加の由。大型バ

スは少人数でゆったりと1人掛け、ガイド嬢なし、

会計担当の青木真智子女史が旅行日程について

色々と説明してくれた。早速ビールとお摘みがで

て満足。バスは快適に九州道を走って『めかりP

A」到着、暫し休憩◎関門橋を渡り長州路に入り

一路宿泊地・長門湯本温泉を目指す。道中皆寡黙。

小児科医は日頃忙しい。宿泊先の大谷山荘到着。

温泉はいいね。ノンビリと手足を伸ばし、暫し瞑

想にふけり、日頃の憂さを忘れる。待望の宴会。

長州は豊饒の地、美味しい和食が色々と出て、好

物の日本酒の熱燗が呑めた。何方さんのご配慮

一・一一一一・・マヮー一
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平成26年度レクレーション報告

職読、中々読まない。元来、絵画・骨董の類が好

きだ。図書室には分厚い『LeLouvrej全8巻､｢日

本美術絵画全集j全25巻を初め多数の全集が並

んでいる。時折、気が向いたらパラパラと頁をめ

くるだけ、中々読まない。昼食は西長門リゾート

ホテルのフランス料理。山口在住の岳父殿健在の

折りには、屡々訪れ馳走され、馳走した。味は銭

次第。更に最後の訪問地、角島灯台に至る。その

頃から風雨厳しさを増す。角島・拘留孫山は懐か

しの婚約旅行の地である。紳士の振る舞いに婚約

者はすっかり休心したが、その後はチャッチャ・

クチヤラ。それでも数年前の金婚式も無事に終わ

か？両側に女性が鎮座し賜り、大いにご満悦。漱

石は「異性の70％に恋をする」と書いた。

翌朝はすっきりの目覚め。散歩して朝食を摂り、

仙崎の『金子みす守記念館」を訪ねた。多くの詩

を遺し､彼女は26歳の若さで自死した。童謡集『わ

たしと小鳥とすずと』を買った。同館には『平清盛』

で有名な金澤翔子の書が、数多く展示されていた。

仙崎とくれば蒲鉾。海産物店訪問が用意されてい

た。皆なが呆れる程、酒の肴を買った。天候芳し

からず青海島周遊は中止。三隅の香月美術館を訪

ねた。香月泰男の『シベリヤ・シリーズ』は夙に

有名、じっくりと鑑賞した。図録を買った。亦、

琴 「露見･群曜侭・鯛
町

弓

再町句争壁司、

評

論
『
、
奄

卜

“
》
》
一
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一
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り、時折は隙間風も吹<がマーマーの歳月が流れ

ていく。私のカメラで松田健太郎君が旅行の写真

を撮ってくれた。庶務担当の松本一郎君も別に写

真を撮ってくれた。併せて『丹々会豊饒の長州

路を行くjと題し、CDに焼いて松本君を煩わせ

て参加者全員に贈った。

ここにl葉のキャビア色に槌せた写真がある。

『福岡丹々会・熊本芝蘭会於天草松島昭和

47年6月10日』とある。お元気な遠城寺教授、

船津教授、熊本の貴田教授がおられる。最前列中

央寄りの女性の右隣の精|旱な面構え？の男が若か

りし頃の私である（不思議に？伊達男に撮れてい

る)。その頃丹々会は『バス旅行・総会』を催し

ていた。遠城寺教授､船津教授に御同行願った丹々

会来たるの報に、熊本在住・九大小児科出身の会

『芝蘭会」が貴田教授を擁して合同宴会を開催し

た時の記念写真である。『バス旅行・総会』は何

時も、大型バスの補助席も満員の大賑わいであっ

た。「ビールは出ないか」の声に、すかさず安川

淳会計担当が「この『会費値上げ案』に賛成なら

直ぐに出す」と答える。一同大笑いで賛成、早速

ビールが出る。魔法瓶に用意した日本酒の熱燗を

遠城寺教授にお奨めする。教授には御退官後､屡々

可

可墜
鐘.~..～

麗厨爾
匡隼己一

平成26年度レクレーション報告

丹々会旅行に御同行戴いた。当時、丹々会の会計

はギリギリで、100万円の剰余金捻出に苦慮して

いた。役員の車代など一切無く、理事会後の小宴

も総て手出し、総会、忘年会などの公式行事への

会からの補助も極めて少額であったが、それでも

殆どの会員が出席していた。今年の会計報告の剰

余金1000万円超を見て、今昔の感が深い。

平成になって会員も更に増加したが、夫々に趣

味が違っていて、手出しの公式会合への出席が悪

いと聞く。「昭和も遠くなりにけり」か？今年の総

会に私も出席した。『たんたんだよりjによると

43名が出席とのこと、昨年よりも増えて結構なこ

とであった。若年の殉、私は『4P運動jを提唱、

推進した｡則ち｢医人たる者､先ず哲学(Philosophy)

を体し､詩(Poem)を愛し､政策(Policy)を備え、

力(Power)を蓄うべし」と。孤では事は成し得

ない。老兵はやがて消え去る。若い会員の多くの

出席を乞い願う。昨今は何やらキナ臭い風が吹く。

戦争を経験した世代として、是非ともそれは避け

て欲しいものである。それはさて置き、旅では皆

さんから何かと親切にして戴き、感謝に耐えない。

下村会長が今年の旅行会は11月初旬と知らせて

くれた。元気なら同行したいものである。

福岡丹々会･願本芝園会錠天華松島s”･6.”

- 7 1-



はじめまして～新入会

氏名楢崎亮（ならざきりよう）

生年月日昭和53年1月10日

年齢37歳

住所（医院）

福岡市東区和白5-7-16

連絡先（医院）

TELO92-605-7377

FAXO92-605-7376

E-mailrnarazaki@royal.ocn.ne･jp

医院名医療法人育慈会ならざき小児科

出身大学山口大学

卒業年度平成19年

経歴

平成20年4月

中津市民病院（臨床研修医）

平成21年4月

九州大学病院（臨床研修医）

平成22年4月

九州大学小児科入局

国立病院機構福岡東医療センター小児科

平成23年1月

九州大学病院小児科

平成23年4月

田川市立病院小児科

平成24年10月

国立病院機構小倉医療センター小児科

平成26年4月

国立病院機構九州医療センター小児科

平成26年10月

医療法人育慈会ならざき小児科

所属学会日本小児科学会

日本外来小児科学会

日本新生児成育医学会（旧・日本未熟

児新生児学会）

日本周産期・新生児医学会

伝統ある丹々会に入会を

お許しいただき、心から感

謝いたします。

私は、平成22年に九州

大学小児科に入局しました

が、その前年の研修医時代

から大学の先輩方には大変

私の父がこども病院で長く

ので、そのご縁でよくお声

お世話になりました。私の父がこども病院で長く

勤務医をしていましたので、そのご縁でよくお声

をかけていただきました。その後は主に福岡市外

の関連病院でお世話になることが多かったのです

が、福岡東医療センター在籍時には父と患児を紹

介しあうことも多く、懐かしい思い出です。小倉

医療センター在籍時に新生児医療の楽しさに目覚

め、以降は九州医療センターを退職するまで新生

児を中心に診療していました。

当院は父が平成12年に開業、平成22年からは

母が継承していました。その母も昨年夏ごろから

病気のため満足に診療ができず、12月に他界し

ましたので、私が継承した次第です。突然のこと

でしたので私自身がいろいろな面で準備ができて

おらず、各方面にご迷惑をおかけしながら手探り

でやってまいりました。半年が経ちようやく慣れ

てきて、まだまだ不安はありますが楽しみながら

診療できるようになってきたところです。ここ和

白は私が幼少より育った地です。今後は少しでも

その恩を返せるよう、地域に貢献できればと思っ

ております。どうぞご指導、ご鞭捷のほどよろし

くお願いいたします。

－72－



はじめまして～新入会

氏名日高秀信（ひだかひでのぶ）

生年月日昭和49年7月21日

年齢40歳

住所（医院）

〒818-0134

太宰府市大佐野2丁目24－24

連絡先（医院）

TELO92-918-2611

FAXO92-918-2610

医院名日高小児科

出身大学久留米大学

卒業年度平成12年

経歴

平成12年5月久留米大学医学部小児科学入局

平成13年4月聖マリア病院小児科、新生児科

平成14年6月久留米大学医学部小児科

平成15年2月牛深市民病院小児科

平成17年4月久留米大学医学部小児科

平成22年4月久留米大学医学部感染医学講座

臨床感染部門

平成23年4月久留米大学病院感染制御部

平成26年4月日高小児科

はじめまして

参

柵

こんにちは。この度入会

いたしました日高秀信と申

します。私は、2014年4

月1日に妻と二人で太宰府

市大佐野に開業致しまし

た。久留米大学小児科に席

を置き、感染症・予防接種

外来で多くの患者と接しながを専門とし、入院・外来で多くの患者と接しなが

らたくさんの先生方よりご指導いただきました。

出向先の市中病院で、一般小児医療の魅力を強く

感じ開業を意識するようになり、その後、大学に

戻り、新たに海外渡航外来に従事するなど、渡航

医学・熱帯感染症・国際保健に関しても広く経験

を積みましたが、地域で腰を据えて診療がしたい

と思い、開業を決めました。知人より「北海道に

個室ばかりの面白いクリニックがある」と教えて

いただき、さっそく札幌まで見学に行き、二人で

感動を覚えました。かねてから「こんな小児科が

あったらいいのに」と思っていたクリニックの形

であり、自分たちもこのスタイルで開院すること

を決めました。ということで、私たちのクリニッ

クは、院内感染防止やご家族がリラックスしてお

待ちいただけるようにと完全個室・予約制の診察

スタイルです。そのため、従来の診療の流れと大

きく異なり、未だに診察の流れがつかめずスタッ

フと試行錯誤の日々を過ごしております。また、

診察以外の業務も多く、開業は大変だと実感して

おります。

お子様やご家族からの「元気になったよ」「あ

りがとう」の言葉が今まで以上に有難く、小児科

医としての仕事の重みとやりがいを感じておりま

す。地域のこどもたちの成長をみまもり、ご家族

が安心して育児ができるように少しでもお力にな

れたら幸いです。今後ともご指導をよろしくお願

いいたします。
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はじめまして～新入会

このたびは丹々会に入会

をお許しいただき、まこと

に有難うございました。私

は香川医科大学（現在の香

川大学医学部）在学中に各

所で小児科見学をさせてい

ただき、久留米大学の小児

氏名日高淑恵（ひだかとしえ）

生年月日昭和49年3月11日

年齢41歳

住所（医院）太宰府市大佐野2丁目24－24

》

「ロ

連絡先（医院）

TELO92-918-2611

FAXO92-918-2610

医院名日高小児科

出身大学香川医科大学

卒業年度平成10年

経歴

平成10年久留米大学小児科医局入局

久留米大学病院大学院入学

平成11年市立八幡病院小児科

平成12年聖マリア病院新生児科

平成13年久留米大学病院小児科

平成17年おの子どもクリニック

平成26年日高小児科

所属学会日本小児科学会

科の研修システムに魅力を感じ、平成10年久留

米大学小児科に入局いたしました。入局と同時に

大学院に入学、小児循環器の研修を受けながら小

児科全般の研修をさせていただきました。大学病

院での重症疾患のお子様のケアや循環器など専門

的な研修も非常に勉強になりましたが、市立八幡

病院での市川光太郎先生の元での一般小児科が非

常に楽しく、第1子出産後はもっぱら小児科全般

を勉強しながら診療させていただいておりまし

た。第2子出産後からは春日市の小野栄一郎先生

からお声をかけていただき、以降10年弱、おの

子どもクリニックで勉強させていただきました。

小野先生の深いご理解とご協力のお蔭で、待望の

第4子まで医療の現場を離れることなく出産・母

乳での育児をさせていただきました。本当にあり

がとうございました。おの子どもクリニックで勤

務させていただく中で、地域に密着した、ご家族

とお子さんの成長や気持ちも共有できる開業医の

仕事を生涯の仕事にしたいという思いが強く、主

人とともに開業させていただきました。また、開

業に際し、横山隆先生を始め地域の諸先生方にも

ご指導いただきましてまことにありがとうござい

ました。まだまだ若輩ですので出来ることは限ら

れていますが、できるだけご家族の気持ちに寄り

添った､母親の目線での医療を心がけております。

今後ともご指導、ご鞭捷のほど宜しくお願いいた

します。

はじめまして

少

二字
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はじめまして～新入会

氏名金光紀明(かねみつのりあき）

生年月日昭和44年11月20日

年齢45歳

医院住所〒8140032

福岡県福岡市早良区小田部7丁目

10番15号

連絡先（医院）

TEL:092-8444778

FAX:092-844-4780

E-mail:

nkanemitsuO3252703@yc4.so-net.ne,jp

医院名小児科・アレルギー科かねみつクリ

ニック

出身大学山口大学

卒業年度平成8年

経歴

平成8年5月

九州大学病院小児科研修医

平成9年5月

福岡市立こども病院感染症センターレジデント

平成11年4月

福岡赤十字病院小児科医師

平成12年4月

町立穎田病院小児科医師

平成13年4月

国立福岡病院小児科レジデント

平成14年5月

東国東広域病院小児科医師

平成17年6月

国立別府医療センター小児科医師

平成19年4月

国立小倉医療センター小児科医師

平成26年9月

小児科・アレルギー科かねみつクリニック開業

所属学会：日本小児科学会

日本アレルギー学会

日本小児アレルギー学会

日本小児難治喘息･アレルギー疾患学会

日本呼吸器学会

日本小児呼吸器学会

日本小児感染症学会

日本感染症学会

挨拶文：

このたびは、伝統ある

丹々会に入会させていただ

きましてありがとうござい

ます。開院してもうすぐ1

年になりますが、おかげさ

まで何とかやっております。

福岡病院に勤務してからアレルギーに目覚め、

その後楽しく勉強しています。アレルギーの患者

さんを見ることはもともと苦手だったのですが、

その答えを探しまわって見つけていくのが楽しく

てしょうがなかったので病院の名前もアレルギー

科を前に出させていただきました。

開業時にいただいた胡蝶蘭が今年も花をつけま

した。つぼみが開花していくさまは幻想的ですら

あり、息をのむ美しさがありました。開業を計画

している当時、もう開業にこぎ着けないのではな

いかと思うことが幾度かありました。自分の足だ

けでは道は開けず､鍵となったのは人の力でした。

雲行きがおかしくなったときも関わる方々が同じ

方向を向いていることに気づいてからは話し合う

たびに良い方へ収束していきました。開業にあ

たってお世話になった沢山の方々のおかげで胡蝶

蘭の花もいっそう美しく見えているのだと思いま

す。

医院のロゴマークは船にしています。思い通り

にいかない事にもしばしば遭遇しますが、今後も

眼前に果てしなく広がる医療の海を航海し続けて

患者さんも自分も居心地の良い病院になるように

進化しながら楽しんでいきたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。
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はじめまして～新入会

氏名田中美紀（たなかみき）

生年月日昭和44年12月16日

年齢45歳

医院住所〒819-1102

糸島市高田4丁目18-16

医院名田中医院小児科・内科

連絡先TELO92-324-0055

FAXO92-324-1785

E-mailtmiki880062@ybb.nejp

出身大学福岡大学

卒業年度平成6年

経歴

平成6年5月

福岡大学医学部小児科学教室入局

平成9年5月

九州がんセンター小児科レジデント

平成10年5月

福岡大学筑紫病院小児科医員

平成11年5月

和白病院

平成12年5月

福岡大学病院小児科医員・助教

平成26年1月

田中医院

所属学会日本小児科学会

日本小児感染症学会

はじめまして

姿

_

|’

がんセンター．筑紫病院で研修しました。平成

12年からは大学にて現伊都こどもクリニックの

山口覚先生のもとで感染症診療を勉強させて頂

き、貴重な症例をたくさん経験することができま

した。しかし反面、父と一緒に診療をしたいとい

う思いが強くなり、平成25年9月に退局致しま

した。

平成26年1月より実家田中医院にて父が成人

の患者さんを、私は小児と分担して診療を行って

おります。父の片腕として・・・などと考えてお

りましたが、私自身溶連菌による急性中耳炎に罹

患し鼓膜切開をしたり、原因不明の細菌感染でな

かなか解熱せず診療できなかったりと、まだまだ

親におんぶに抱っこ状態です。父が開業し、三十

数年となりますので親子3代で受診して頂くご家

族もあります、お孫さんを連れた祖父母の方は私

が診察するとまだまだ不安そうです。診断がつか

ない発疹症や急性感染症の非典型例が多いこと、

育児・発達発育についてまだまだ勉強しなければ

いけないことが多いと実感する毎日が続いており

ます。少しでも早く患者さんからホームドクター

として信頼して頂けるよう努力したいと思ってお

ります｡父は早く隠居生活を送りたいようですが、

もう少し頑張ってもらおうと思います。

丹々会の先生方には今後も父共々お世話になり

ます。何卒ご指導ご鞭燵の程よろしくお願い致し

ます。
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大庭陽二先生御追悼

＝一勇一

大庭陽二先生には平成26年9月27日、

90歳でご逝去されました。

弦に謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りします。

ご略歴

生年月日：大正12年10月9日

昭和11年3月草ケ江小学校卒業

昭和16年3月中学修猷館卒業（五三会）

昭和22年3月九州高等医専卒業

昭和20年9月済生会福岡総合病院勤務

昭和31年2月済生会福岡総合病院退職

昭和31年3月福岡市中央区谷1丁目（六本松）に

父、郁次郎の跡を継いで、内科・小児科医院

を開業

＊平成8年～23年太平洋美術会（九州支部長）
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中尾睦先生御追悼

I

1

二

L
戸

且

ウ

皇

中尾睦先生へ惜別の言葉

長らく交遊いただいた仲間として後輩として送

る言葉を述べさせていただきます。睦先生、この

数年は満身創痩の状態でご家族の介護を受けなが

ら貴方らしい我慢強さで頑張られました。本当に

お疲れ様でした。どうぞもうゆっくり寛ぎお休み

下さい。

つい先日伺ったときはほとんど半昏睡の状態で

したが私や奥様の呼びかけに薄く目を開き微かに

うなずかれ握った手は温かく顔色は予想外に艶や

かでした。言葉を交わすことは叶わず部屋を後に

しようとしたとき一際大きな咳が聞こえ戻ってみ

ると目を見開き私を見つめてくれました。あの時

は最後の別れにはまだ時間が残されていると思っ

ていましたがあれが睦ちゃん先生との最後の出会

大薗 巖

いになりました。

思えば入局以来50年余、学問・研究分野での

交流はさておき野球・ゴルフ・中洲散策など言わ

ば時間外の付き合いが濃厚な私達でした。

医局の中庭に勝手に作ったマウンドでのピッチ

ング練習、夜須高原のゴルフ、大山での初スキー、

生まれて初めて泥酔し大濠公園の芝生で朝まで寝

込んだ中洲豪遊など等、その時のメンバーには必

ず貴方の存在がありました。

優しく面倒見が良く大らかで物事に拘らない貴

方でしたがそういった性格と他人に思われること

が心外な様子で「俺ほど繊細な人間はいないぞ」

が口癖でした。しかし私にはその両面を備えた睦

先生の性格が好もしく機会があるごとに行動を共
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にし「金魚の糞」のごとくひつつき回っていまし

た。数年来体調が良くないのを承知の上で時に町

中での会食などに誘うと時間制限、薬持参という

奇妙な雰囲気で付き合ってもらいました。

今はただ思い出の中の出来事で再びの出会いは

この先叶わぬ夢となるのでしょうか。この世の生

き物は生まれた時から死へのスタートが始まると

いいます。淋しく悲しいことですがもし次の世が

あるとすれば再会は可能ですよね。

先に逝った本田先生などの仲間と飲んだり

キャッチボールでもしながら待っていて下さい。

だから最後はいつもそうだったように「睦ちゃん

さよなら」ではなく「じゃあ又」です。

2015年春

貴方の相棒、人生の後誰だった大薗巌

葬儀の際に読ませてもらったつたない文章で

す。2か月過ぎても昔の懐かしい日々思い返し感

慨に浸っています。改めてご冥福を祈ります。
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満留昭久先生御追悼
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満留昭久先生を偲んで

松本
害
毒 通

満留昭久先生を偲ぶ会が2015年5月13日、博

多エクセルホテル東急で行われました。子どもの

村福岡をはじめ、NPO子どもセンター福岡など

関係者20名程の集まりでしたが、出席された皆

様の満留君を偲ぶ言葉を聞いて、彼の人柄の素晴

らしさ、そして深い思索に基づいた言葉の数々な

ど、改めて彼の偉大さを知る事が出来ました。

北九州医療センター)の小児科に奉職しましたが、

その際それまでの私の研究の内容などすべて彼に

託しました。未だ入局間もない彼に後事を託して

さぞ驚かれたことと思いますが、彼はその後子ど

もの筋肉の病気について、とくに電気生理学的研

究に立派な業績を残されました。そして1975年

福岡大学医学部小児科に移られ､以後同大学講師、

助教授を経て1987年小児科教授に、そして1997

年同教室主任教授に就任されました｡2001年同

大学医学部長に、2006年に福岡大学を退職され

その後同大学名誉教授として、更に国際医療福祉

大学大学院教授、国際医療福祉学院学院長を歴任

されました。

彼が福岡大学医学部の学部長をつとめていた

彼は1939年、鹿児島県で生まれ、1966年に九

州大学医学部を卒業されました。満留君と私との

出会いは､彼が同年、九州大学小児科に入局され、

小児神経学をsubspecialtyとして子どもの筋肉の

病気を共に研究したのが始まりでした。入局され

て間もなく1967年に私が北九州市立小倉病院(現
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時、当時の学生の国家試験の成績が全国の医学部

の中でも低率のため、同大学の保護者会の会長を

つとめていた私から、その対応についてお願いし

たことがありました。翌年の国試では立派な成績

を得ることができ、改めて彼の指導力の素晴らし

さに敬服したことがあります。

彼の定年後の社会小児科的活動の中で特筆すべ

きはNPO法人子どもの村福岡の理事長として、

その基礎から現在の発展にいたるまで、大きな貢

献をされたことです。更に「教育と医学」誌（慶

応通信社）の編集にしっかり関わり、本誌の質の

高さの向上に頑張りました。また、2013年「こ

ころをつなぐ小児科医療」（慶応通信、2013)と

いう名著を発刊されました。これらの実績から子

どもの豊かな心の発達に彼が深い関心と愛情を

もっているこがわかります｡とくに親のいない子、

虐待をうけた子らに対する児童養護施設や乳児院

など社会的養護のための諸施設の問題点、里親な

どによる家庭的養護の大切さを述べて、家庭こそ

基本的な社会の集団で子どもの心の発達にかけが

えのないものであることを強調していることは誠

に注目に値します。享年75歳、私にとってはま

さに惜しみても余りある早すぎる別れであったと

思います。

－81－
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4）会長挨拶

5）支部会報告

6）報告

第1号報告：平成26年度会務報告

7）議案

第1号議案：平成26年度収支決算承認を求む

るの件

監査報告

第2号議案：平成26年度予算案承認を求むる

の件

乳幼児保健委員会会計報告

第3号議案：福岡地区小児科医会発足年度承認

を求むるの件

8）閉会

平成巳ﾌ年度

福岡地区小児科医会

（丹々会）総会

日時：平成27年6月6日出18:00

場所：ホテル日航福岡

平成27年6月6日（土曜）ホテル日航福岡「志

賀の間」において平成27年度福岡地区小児科医

会（丹々会）総会を開催した。18時に開会を宣

言し、議長に進藤静生先生を選出した。会員総数

(平成27年6月1日現在）155名のうち出席者数

は43名、委任状は137通であり総会は成立した。

物故会員への黙祷､下村国寿会長の挨拶があった。

平成26年度の会務報告の後、第1，2，3号議

案を審議、承認を受け、19時に閉会した。その

後隣のうめの間に移動し懇親会を行った。尚、こ

の会の第3号議案の福岡地区小児科医会の発足年

度について協議を行い、資料を基に昭和33年に

決定し承認された。

懇親
一
云 次第

ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３

開会

会長挨拶

米寿・喜寿・古希のお祝い

米寿：岡部養和先生、平松隆需先生、

大山幸徳先生、豊原清臣先生

喜寿：高崎好生先生

表彰会員顕彰

古川洸先生

福岡県医師会表彰

「学校保健への功労」

井上秀一郎先生

母子保健功労者福岡県知事表彰

岡田象二郎先生

福岡県学校保健功労者表彰

高木誠一郎先生

厚生労働大臣表彰

（支払基金関係功績者）

高崎好生先生

厚生労働大臣表彰

（母子保健家族計画全国大会における功

労者表彰）

4）

総
一
室 次第

ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３

開会

議長選出

物故会員への黙祷

顧問満留昭久先生

平成27年2月6日享年75歳

会員原醇先生

平成26年6月16日享年85歳

大庭陽二先生

平成26年9月27日享年90歳

中尾睦先生

平成27年4月13日享年80歳
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総会報告■

5）宴会

新入会員紹介

（平成26年6月1日～平成27年5月31日）

高木愛子先生

（平成26年6月3日入会）：

早良区あいここどもクリニック

日高秀信先生

（平成26年10月7日入会):

太宰府市日高小児科

日高淑恵先生

（平成26年10月7日入会):

太宰府市日高小児科

田中美紀先生

（平成26年ll月7日入会):

糸島地区田中医院

金光紀明先生

（平成27年2月3日入会）：

早良区小児科・アレルギー科金光ク

リニック

楢崎亮先生

（平成27年4月7日入会）：

東区育慈会ならざき小児科

6）閉会

田中美紀先生(平成26年ll月7日）

金光紀明先生(平成27年2月3日）

小宮山亮子先生(平成26年6月)会友

山本治郎先生(平成26年8月)会友

細山田隆先生(平成27年3月31日）

会友

退会

3．役員職務分掌

会長下村国寿

副会長松本正

副会長稲光毅

理事松本一郎

理事中尾太

理事青木真智子

理事松崎彰信

理事山口覚

理事松田健太郎

監事元山浩貴

監事黒川美知子

庶務

渉外・福祉

会計、医事調停

小児保健

出務・地域医療

学術・会報

(福岡市医師会理事）

(福岡市医師会理事）

4．各支部会組織

資料総
《
室

第1号報告平成26年度会務報告

1．会員総数155名(平成26年3月31日現在）

福岡市:107名（東16、博多16、中央14,南

17、城南ll，早良20,西13)、筑紫:26名、

粕屋:15名、糸島:7名

5．会長諮問委員会

l)乳幼児保健委員会

委員長黒川美知子

委員松本諜通、高崎好生、進藤静生、

松本正、下村国寿、稲光毅、

高岸智也、園田和孝、宇梶光大郎、

青木真智子、元山浩貴

担当理事松崎彰信

内容：乳幼児健診マニュアル、母子手帳、乳幼

2．会員異動（平成26年4月1日以降）

逝去退会：原醇先生(平成26年6月16日）

大庭陽二先生(平成26年9月27日）

入会：高木愛子先生(平成26年6月3日）

日高秀信先生(平成26年10月7日）

日高淑恵先生(平成26年10月7日）
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支部 支部長 庶務・会計

東区 深沢満 岡本茂樹

博多区 梅野英輔 中尾太

中央区 安藤寛 蜂須賀裕美

南区 村上龍夫 中尾文也

城南区 内田智子 台俊一

早良区 田崎宏介 松本一郎

西区 福井佳彦 山口覚

筑紫 岩尾初雄 廣田雄一

粕屋 大坪庸子 入江勝一

糸島 山下祐二 上田義治



児健診票等の改訂。プレネイタルビジット事

業など乳幼児保健に関すること。

2)IT委員会

委員長詫間由一

委貝高木誠一郎、臺俊一、河野輝宏、

假屋園秀彦、米倉順孝

オブザーバー下村国寿､松本正､稲光毅、

江里英俊

担当理事山口覚

内容：電子レセプトなど会員ならびに丹々会業

務のIT化に関すること。丹々会ホームペー

ジの管理。

3）会報編集委員会

委員長松田健太郎

委員横山隆人、中山英樹、大嶋昭雄、

木元美子、関真人、米倉順孝

オブザーバー下村国寿､松本正､稲光毅、

横山隆、松本一郎

担当理事松田健太郎

内容：丹々会会報の編集と発行。

4）小児の医療を考える会

委員長松崎彰信

委員稲光毅、安藤寛、中山英樹、

山口覚、横山隆人、大嶋昭雄

オブザーバー下村国寿、松本正、松本一郎

担当理事中尾太

内容：開業小児科の医業経営と小児医療を取り

巻く諸問題への取り組み。小児科診療所の経

営実態調査。電話による時間外の患者対応に

関する検討。

5）国際交流委員会

委員長進藤静生

委員高崎好生、横山隆、松本正、

稲光毅、荒木速雄、清松由美、

植山奈実、松田健太郎

オブザーバー下村国寿

担当理事青木真智子

内容：韓国仁川小児科医会との相互訪問事業を

2年毎に行っている。

6．役員会定例役員会12回

内容は毎月「たんたんだより」にて広報。

7．総会(H26.6/7)於：ホテル日航福岡

出席者：総会40名（委任状127通)、

懇親会36名

8． 他団体との連絡会

1)福岡地区産婦人科医会と福岡地区小児科医

会の懇談会（26.4/30）

丹々会からの議題は、1.今年度の産科・小

児科合同講演会の演題について、2．1か月

健診票とB型肝炎母子感染予防における産

科から小児科への連携について、3．プレマ

マ・プレパパワクチンセミナーの開催報告を

行った。産科医会からの議題は児童虐待防止

と出生前子育て支援事業の現状について、お

よび先天性股関節脱臼の早期チェックシステ

ムについての話題が出された。

2）福岡市議会議員との懇談会（26.6/23）

福岡市急患診療センターにおける小児科診療

の現状を説明し、二次病院の確保の必要性を

強調した。また、福岡市の予算における乳幼

児にかかわる予算増額についての要望を行っ

た。さらに小児生活習慣病検診の現状につい

て、また水痘ワクチンの経過措置の現状と問

題点についても説明を行った。

3）福岡市こども未来局との懇談会(26.11/11)

市側よりl.母子保健事業の報告、特に母子

巡回相談を含め出産育児に関する不安や悩み

のサポートに努めていることが報告された。

丹々会より1．幼稚園保育園におけるエピペ

ン使用の現状と対策について、2．放課後デ

イサービス事業の現状と小児科医の介入につ

いて、3．産科医療機関と行政が連携した妊

娠時期からの支援モデル事業で得られた患者

情報の小児科への引き継ぎについての説明を

求めた。

4）北九州地区小児科医会・福岡地区小児科医

会合同理事会および懇親会（26.9/27）
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丹々会からは、福岡市における小児生活習慣

病検診への取り組み方を説明した。北九州地

区小児科医会からは北九州地区小児科医会

50周年記念講演会記念祝賀会開催の報告、

北九州地区における児童虐待防止への取り組

みについて議題が出され意見交換を行った。

9．丹々会執行部と各支部役員との懇談会

（27.2/28）

役員と各支部の支部長・庶務23名参加。各

支部からは、こども病院移転後の受け入れ病院

の変化について、こども在宅医療の現状につい

て、ペリネータル事業の現状についての質問が

あった｡執行部より園医の決定の方法について、

救急車同乗の件、緊急連絡網の確認、総会への

出席依頼がなされた。続いて各支部の近況報告

が行われた。

10.救急医療に関すること

1)福岡市急患診療センター

平成26年度の予定総出務数（増員枠を除

く）は354枠、実績総出務数は310枠であっ

た。平成27年度の予定総出務数（増員枠を

除く）は373枠となっている。応援医は秋元

馨先生、女川裕司先生、東川昌紀先生、假屋

園秀彦先生、中尾太先生、松本一郎先生、

中尾文也先生、大久保裕恵先生の8名、深夜

専任は丹々会から橋本信男先生、中尾太先

生。

2）急患診療協力機関との懇談会（26/8/4）

市医師会役員、各専門医会会長および担当

理事、深夜専任医師、大学医局長、二次病院

関係役員､コメディカルが出席､急患センター

の診療状況・統計報告、1年間に発生した主

なトラブルの報告等があった。

3）勤務医会・大学医局と丹々会役員との懇談

会(26/5/19,27/1/30)

平成26年度は2回開催された。勤務医会、

大学医局からの急患診療センター運営に関連

した要望およびその他の事項について協議し

総会報告■

た。第2回の懇談会では福岡市小児医療情報

ネットワークシステムの活用法に関する検討

を行った。福岡市に対してHP内容の修正を

要望した結果､HP上に各施設の連絡窓口（電

話番号）の項目が追加された。

4）福岡市急患診療運営協議会（26/8/8）

市医師会役員、各専門医会代表と行政担当の

協議、急患センターの事業・予算決算報告が

あった。

11．乳幼児健診の出務および看謹学校講師に関

して

l)乳幼児健診

平成26年度は福岡市で357枠、平成27年度

も357枠の予定。

2）福岡市医師会看護専門学校講師

平成26年度は計6名、高等課程准看護師科

3名（福井佳彦先生、梁井信司先生、假屋園

秀彦先生)、専門課程看護師科3名（友田靖

子先生、河野輝宏先生、金光博信先生)。

平成26年度のクラス減少に伴って、平成27

年度は友田靖子先生が退任される。H27年度

から看護師科（3年課程全日制）が新設され

るため、今後は新たに講師派遣が必要になる

予定。

12．小児保健に関すること

1）妊婦対象ワクチンセミナー（第3回）の開

催（平成26年5月17日）

2)B型肝炎ウイルス母子感染予防について産

婦人科より小児科宛ての紹介状の作成

（平成26年5月）

3）産婦人科・小児科合同講演会（第2回）の

開催（平成26年lO月29日）

4）乳幼児健診マニュアルの改訂：改訂作業を

平成26年5月より開始、平成27年7月に第5

版発行予定

5）乳幼児保健委員会報告

①平成26年6月16日開催

a)プレママ・ママとプレパパのワクチン
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セミナー（第3回）の報告および来年の

日程と演者の選定

b)医師会方式乳幼児健診票の医師会送付

についての検討

c)1か月健診票の、問診部分の（母親の

気持ち以下）についての検討

13．会員の親睦事業

l)勤務医会との納涼懇親ビアパーテイ：

ホテルオークラ福岡79名

（丹々 会38名、勤務医会41名､26.8/8)

2）ゴルフ大会：

福岡カンツリークラブ和白コース

12名(26.10/19)

3）ボーリング大会：

西新パレスボール10名(26.10/23)

4）麻雀大会：

天神平和楼7名(26.11/7)

5）丹々会忘年会61名(26.12/7)

6）丹々会懇親旅行：

山口・湯本温泉の旅12名(26.10/4～5)

14．会員への広報活動

・たんたんだより：毎月1回発行理事会の報

告・協議事項や学会・講演会を掲載

・たんたんネット：26年度は12回発行

・丹々会会報第39号特集：小児科医のアウ

トリーチ

15．学術講演会

・435回（26.4/23）

講演1：九州大学病院の渡航外来の現状

講師：西尾癖乘先生（九州大学病院グローバ

ル感染症センター）

講演2：世界の感染症状況と使用されるワクチ

ン～渡航ワクチンの視点から～

講師：菊池均先生（名鉄病院予防接種セン

ター部長）

･436回（26.5/28）

講演1:単純レントゲン検査では所見がなく

CT検査で肺炎を認めたRSウイルス感

染症～当院で経験した症例を元に

講師：平田雅昭先生（徳洲会病院小児科部長）

講演2：ウイルス感染症とワクチンについて

‐麻疹、風疹、水痘・帯状庖疹、ムンプ

スの抗体価と疾患コントロールを中心に

講師：新庄正宣先生(慶應義塾大学小児科講師）

･437回（26.6/26）

講演l:予防接種に関する最近の話題～DPT-

IPVと水痘ワクチン～

講師：西川大貴先生（一般財団法人阪大微生物

病研究会）

講演2：二次施設からみた風疹流行の分析と安

全なワクチン接種時の問診法

（トキソプラズマについても一言）

講師：小島俊行先生（三井記念病院産婦人科

部長）

･438回（26.7/23）

講演1:マイコプラズマ感染症に併発した川崎

病の症例

講師：豊村大亮先生（福岡市立こども病院感

染症センター）

講演2：肺炎診断の最新知見とガイドラインに

基づく治療戦略(PM2.5についても触れ

ます）

講師：迎寛先生（産業医科大学呼吸器内科

教授）

･439回（26.9/24）

講演l:学童の突然死予防のための心臓健診

講師：工藤嘉公先生(久留米大学小児科助教）

講演2：川崎病診断のpitfallやっぱり川崎病

は難しい

講師：須田憲治先生（久留米大学小児科准教

授）

･440回(26.10/22)

講演1：小児一般診療でよく診る皮膚疾患の鑑

別

講師：西江温子先生（国立病院機構福岡病院皮

膚科部長）

講演2：アトピー性皮膚炎の予防と治療そして
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食物感作を巡るパラダイムシフト

講師：大矢幸弘先生（国立成育医療研究セン

ター生体防御系内科部アレルギー科部長）

･441回(26.ll/26)

講演l:主治医による時間外電話対応について

講師：進藤静生先生(しんどう小児科医院院長）

下村国寿先生(下村小児科医院院長）

松崎彰信先生(まつざき小児科医院院長）

講演2：小児耳科領域の診療最前線

講師：飯野ゆき子先生（自治医科大学付属さい

たま医療センター耳鼻咽喉科教授）

･442回(27.1/28)

講演1：小児神経疾患の診断、治療の進歩

講師：チョンピンフイー先生（福岡市立こど

も病院）

講演2：なぜヒトはアレルギーになるのか

講師:松本健治先生(国立成育医療研究センター

研究所免疫アレルギー研究部部長）

･443回（27.2/25）

講演1:アレルギー性鼻炎からみた小児気管支

喘息

講師：手塚純一郎先生（国立病院機構福岡東医

療センター小児科医長）

講演2：ワクチン接種でロタウイルス胃腸炎を

「歴史」に変えよう！

講師：森内浩幸先生（長崎大学大学院医歯薬

学総合研究科小児科学教授）

･444回（27.3/25）

講演l:稀な点変異を示した薬剤耐性マイコプ

ラズマ感染症の地域流行

講師：松田健太郎先生(松田小児科医院院長）

講演2：食物アナフィラキシーの現状と対応

一アドレナリン、エピペン療法の重要性

（エピペン講習を含む）

講師：柴田瑠美子先生（国立病院機構福岡病院

小児科、中村学園大学栄養科学部教授）

16．その他の主な報告

l)丹々会における一部の事務業務を福岡市医

師会へ委託することになった。

－87－

総会報告■

2）病児保育施設が新たに以下の4施設に開設

された。内田こどもクリニック（城南区)、

高岸小児科(博多区)､あんどう医院(中央区)、

かく小児科医院（那珂川町）

3）福岡県小児科医会総会および50周年記念講

演会(7/19)参加者数84名

4）井上賢太郎先生「瑞宝双光章」受賞祝賀会

（7/31、ホテルオークラ福岡）

5）会員名簿および「会員のしおり」を配布し

た。

6）対外的な会議について議事録を作成し、会

員ホームページに掲載することになった。

7）幼稚園、保育園の園医を推薦する際の流れ

を決めた。

8）日曜祝日の会員の緊急連絡網を整備した。

9）子どもの村福岡・福岡地区小児科医会共催

講演会開催(H27.1/16)

10)プレママ・ママとプレパパのワクチンセミ

ナー開催(5/18)

…



平成26年度決算報告及び平成27年度予算案

平成26年度決算報告

［収入の部］

前年度よりの繰越金は5,010,795円でした。会

費収入は160名から免除者23名を除いた137名

からで、うち新規入会者は5名です。新入会4名

の会費は半期分となっています。諸会費収入は例

年通り各会の会費分です。事業費収入では、総会

懇親会の参加が少なく360,000円でした。丹々 会

会報への広告費は22社から231,000円の協力を

得ました。国際交流会費は開催の年でなく、小児

科医会からの収入はありませんでした。補助金収

入は、予防接種協力金が、40,000円減額になって

おりますが、他はほぼ例年通りです。

[支出の部］

諸会費は収入額と同額を各会に納付いたしまし

た。事業費は、総会懇親会、忘年会、レクリエー

ション費用が減少し、会長諮問委員会費もメール

でのやり取りが多く､会議費が減少しております。

国際交流費は、前年度残っていた交通費の支出の

みでした。丹々会学術講演会は、ほぼ共催企業の

後援が得られましたが、今後は難しい状況が予想

されます。昨年は名簿と栞の作成年度にあたって

いましたので、318,470円の支出となっています。

事業費以外の項目では、事務通信費が庶務の先生

のご尽力により、182,397円に減っております。

他は、ほぼ予算と同様の支出となりました。繰越

金としては5,472,494円が確保できました。

会計：青木真智子

平成27年度予算案

[収入の部］

会費については、新入会員をA会員3名と予

想して算出しています。事業費では、今年度は国

際交流がない年のため、国際交流関係の収入はあ

りません。他は、ほぼ例年通りの予算となってお

ります。

総会員数158名で、免除会員が21名ですので、

この会員数で予算を立てております。

［支出の部］

諸会費は、会員から徴収した会費を各会に納付

いたします。事業費では、国際交流費600,000円、

丹々会学術講演会費として300,000円を積み立て

の目的で計上しております。また今年度より、事

務の一部を福岡市医師会に委託しており、その費

用を200,000円計上しております。名簿の作成は

なく、名簿のための予算の計上はありません。そ

れ以外の項目については例年と同様な額を計上い

たしております。
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項目

(1)前年度繰 越金

(2)会 費

丹々会会費

丹々会入 会金

( 3)諸会 費

県小児科医会A･Bl会員

B2．C会員

小 児保健研究会

九州小児科医会

(4)事 業 費

総会懇親会費

年会会費

勤務医会懇親会費

国際交流会費

広告代

レク会 費

(5)補助 費

急患センター

予防接種協力金

( 6)雑収 入

合 計

銘i総■

平成26年度収支決算

収入の部

26年度予算額 26年度決算額 摘要

5,010,795 10,795

4,290,000 4,200.000 会員数（155＋5）名（免除23名）

00,000 4,050,000 (132+1)名×30,000円+4名×15,000円

90,000 150,000 5名×30,000円

1,969,000 1,922,000

1,464,000 1,416,000 (118)名×12,000円

85,000 95,000 (19)名×5,000円

140.000 137,000 (137)名×1,000円

280.000 274,000 (137)名×2,000円

2,500,000 1,937,000

500,000 360,000 10,000円×36名

500,000 510,000 10,000円×48名+5,000円×6名

400,000 446,000

0 0

300,000 231,000

800,000 390,000

2,112,000 2,072,000

1,680,000 1,680,000 福岡市医師会より

432,000 392,000 福岡市医師会より

0 52,043

15,881,795 15,193,838
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項目

(1)諸会 費

県小児科医会A・Bl会員

B2･C会員

小児 保健 研究会

九州小児科 医 会

(2)事業費

総会懇親 会

年会

勤 務医 会懇親会

各種会議・渉外費

国際交流 費

会長諮問委員会費

レク費

丹々会学術講演会

た ん た ん 便 り・会報

会員名 簿

カンファランス協力金

医局謝礼

理事車代

(3)事務通信費

(4)理事通信費

(5)慶弔費・祝い金

(6)雑 費

(7)予備 費

(8)次年度繰越金

合 計

支出の部

26年度予算額 26年度決算額 摘要

69,000 1,922,000 会員数160名（免除23名）

1,464,000 1,416,000 118名×12,000円

85,000 95.000 19名×5,000円

140,000 137,0m 137名×1,000円

280,000 274,0㈹ 137名×2,000円

34,000 7,165,026

720,000 509,695 36名

720,000 510,164 61名

600,000 543,0側 79名

1,000,000 992.525 会場費、各種会議費用

600,000 2,600

800,000 205,000 乳幼児保健委員会など

1,200,000 865,454 各種レクレーション費用

300.000 0 会場費、講師謝礼

2,000,000 1,800,118 たんたん便り・会報･HP管理

270,000 318,470

300,000 300,000 九大・福大・こども病院

100,000 100.000 九大・福大

924,000 948,000

400.000 182,397

66,000 66,000 6,000円×11人

300,000 367,112

30,000 18,809

3,582,795 0

0 5,472,494

15,881,795 15,193,838

監査報告書

平成26年度福岡地区小児科医会（丹々会）収支決算書ならびに帳簿や通帳などを精査したところ

すべてにおいて正確なることを認めます。

2015年6月2日

福岡地区小児科医会（丹々会）

監 事 元 山 浩 貴 ④

監事黒川美知子⑳
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項目

(1)前年度繰越金

(2)会費

丹々会会 費

丹 々会入会金

(3)諸会 費

県小児科医会A・Bl会員

B2･C会員

小児 保健 研究会

九州小児科 医 会

(4)事 業 費

総会懇親 会費

年会会費

勤務医会懇親会費

国際交流会費

広告代

レク会費

( 5)補助 費

急患センター

予防 接種 協力金

(6)雑 収 入

合 計

鈴i総■

平成27年度予算案

収入の部

26年度決算額 27年度予算額 摘要

5,010,795 5,742,494

4,200,000 4,200,000 会員数(155+3)名（免除21名）

4,050,000 4,110,000 (134+3)名×30,000円

150,000 90,000 3名(A会員）×30,000円

22,000 1,929,000

1,416,000 1,428,000 (116+3)名×12,000円

95,000 90.000 (18)名×5,000円

137,000 137,000 (134+3)名×1.000円

274,000 274,000 (134+3)名×2,000円

1,937,000 2,300,000

360,000 500,000 10,000円×50名

510,000 500,000 10,000円×50名

446,000 500,000 00×45名十5,000円×37名

0 0

231,000 300,000

390.000 500.000

2,072,000 2,072,000

1,680,000 1,680,000 福岡市医師会より

392,000 392,000 福岡市医師会より

52,043 0

15,193,838 15,973,494
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項目

(1)諸会 費

県小児科医会A・Bl会員

B2．C会員

小 児保 健研究会

九州小児科医 会

(2)事 業 費

総会懇親 会

年 会

勤務医会懇親 会

各種会議・渉外費

国際交 流 費

会長諮問委員会費

レク費

丹々会学術講演会

たんたん便り・会報

員名簿
今
工苛

カンファランス協力金

医局謝礼

理事車代

(3)事務通信費

(4)事務委託費

(5)理事通信費

(6)慶弔費・祝い金

(7)雑 費

(8)予備費

(9 ) 次 年 度 繰越金

合 計

含ﾖ踊造 ■

支出の部

26年度決算額 27年度予算額 摘要

1,922,000 1,929,0"

1,416.000 1,428,0M (116+3)名×12000円

95,000 90,000 (18)名×5000円

137,000 137,000 (134+3)名×1000円

274,000 274,0㈹ (134+3)名×2000円

7,165,026 44,000

509,695 600,000 50名×12,000円

510,164 600,000 50名×12,000円

543.000 600,000

992,525 1,0m,000 会場費、各種会議費用

2,600 600,000

205,000 300,000 乳幼児保健委員会など

865,454 900,000 各種レクレーション費用

0 300,000 会場費、講師謝礼

1,800,118 2.000,000 たんたん便り・会報･HP管理

318,470 0

300,000 300,000 九大・福大・こども病院

100,000 100,000 九大・福大

948,000 1,044,000 7,000円×12×11人+5,000円×12×1人

182,397 200,000

0 20,000

66,000 66,000 00円×11人

367,112 500,000

18,809 30,000

0 5,804,494

5,472,494 0

15,193,838 15,973,494

－92－



＝研究会・勉強会のご案内

丹々会学術講演会

,ています。日本小児科学会専門医

に従いまして開始時間は19時また

8月、12月を除く毎月第4水曜日にソラリア西鉄ホテルで開催しています。

資格更新のための研修集会の承認基準および研修単位基準(2011)に従いまし

は19時15分からで演題は2演題です。

<定例謂演会〉

第439回（26.9/24）

講演l:学童の突然死予防のための心臓健診

講師l:工藤嘉公先生（久留米大学小児科助教）

講演2：川崎病診断のpitfallやっぱり川崎病は難しい

講師2：須田憲治先生（久留米大学小児科准教授）

第440回(26.10/22)

講演1：小児一般診療でよく診る皮膚疾患の鑑別

講師1：西江温子先生（国立病院機構福岡病院皮膚科部長）

講演2：アトピー性皮膚炎の予防と治療そして食物感作を巡るパラダイムシフト

講師2：大矢幸弘先生（国立成育医療研究センター生体防御系内科部アレルギー科部長）

第441回(26.11/26)

講演1:主治医による時間外電話対応について

講師1：進藤静生先生（しんどう小児科医院院長）

下村国寿先生（下村小児科医院院長）

松崎彰信先生（まつざき小児科医院院長）

講演2：小児耳科領域の診療最前線

講師2：飯野ゆき子先生（自治医科大学付属さいたま医療センター耳鼻咽喉科教授）

第442回(27.1/28)

講演1:小児神経疾患の診断、治療の進歩

講師l:チョンピンフィー先生（福岡市立こども病院）

講演2：なぜヒトはアレルギーになるのか

講師2：松本健治先生（国立成育医療研究センター研究所免疫アレルギー研究部部長）

第443回（27.2/25）

講演1：アレルギー性鼻炎からみた小児気管支喘息

講師l:手塚純一郎先生（国立病院機構福岡東医療センター小児科医長）

講演2：ワクチン接種でロタウイルス胃腸炎を「歴史」に変えよう1

講師2：森内浩幸先生（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児科学教授）
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第444回（27.3/25）

講演l:稀な点変異を示した薬剤耐性マイコプラズマ感染症の地域流行

講師l:松田健太郎先生（松田小児科医院院長）

講演2：食物アナフイラキシーの現状と対応一アドレナリン、エピペン療法の重要性（エビ

習を含む）

講師2：柴田瑠美子先生（国立病院機構福岡病院小児科、中村学園大学栄養科学部教授）

(エピペン講

第445回（27.4/22）

講演1:予防接種に関する最新情報-DPT-IPV、水痘ワクチンを中心に一

講師l:西川大貴先生（阪大微生物病研究会学術部）

講演2：原発性免疫不全症候群一予防接種と治療としての造血幹細胞移植を中心に一

講師2：高田英俊先生（九州大学大学院医学研究院周産期小児医療学講座教授）

第446回（27.5/27）

講演l:小児形成外科～患児とその家族のスマイル回復とQOL向上を求めて～

講師1:高木誠司先生（福岡大学形成外科准教授）

講演2：小児科医のための排尿症状の診方、考え方

講師2：中井秀郎先生（自治医大とちぎ医療センター小児泌尿器科教授）

第447回（27.6/24）

講演l:血液悪性腫瘍におけるワクチン・ガンマグロブリン療法の位置づけ

講師l:中島健太郎先生（九州大学病院小児科）

講演2：ライフステージに応じた発達障害児と家族の支援

講師2：山下裕史朗先生（久留米大学小児科教授）

第448回（27.7/22）

講演1:小児の眼科疾患～弱視・斜視の診察～

講師1:皆良田研介先生（皆良田眼科医院院長）

講演2：耐性菌を考慮した小児呼吸器感染症への対応UpDate

講師2：岩田敏先生（慶曜義塾大学医学部感染症学教室教授）

(共催講演）プレママ、ママとプレパパのワクチンセミナー

平成27年5月16日天神エルガーラホール7階多目的ホール

演題1：「小児科の上手なかかりかた」

演者：園田和孝先生（そのだこどもクリニック院長）

演題2：「乳幼児期に必要なワクチンのスケジュール」

演者：津村直幹先生（久留米大学医学部小児科誹師）

－94－



研究会・勉強会のご案内＝

九州外来小児科学研究会

下村国寿

第17回九州外来小児科学研究会

日時：平成26年ll月30日（日)10:00～15:30

場所:JR博多シティ

第1回から福岡市の会場は九州大学病院百年講堂で行われてきたが、今回は日程調整が着かずJR

博多シティでの開催になった。しかし、九大病院よりもずっと足回りがよいため参加者も100人を超

え、評判も上々で次回からもここで行うようにした。

第18回九州外来小児科学研究会

日時：平成27年3月21日（日)10:00～16:00

場所：熊本市医師会館

春は福岡県以外の各県で開催しているが今回の熊本での開催で、九州・山口を一回りしたことにな

る。一般演題5題と特別講演l題、教育講演が5題あった。教育講演は熊本県で活躍している若手の

小児科医が諸々の分野で発表し新鮮味があった。
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福岡外来小児科学研究会

山下祐二

第24回日本外来小児科学会年次集会（8月30日・31日大阪）の報告会

日時：平成26年9月20日（土)15:30~18:30

場所：アステラス製薬株式会社福岡支店

博多区下川端町3－l博多リバレイン・リバーサイト

会費:1,000円

共催福岡外来小児科学研究会

アステラス製薬株式会社

【プログラム】（都合により発表順、発表時間などを変更する場合があります）

15：30～15:40製品紹介アステラス株式会社

1 5 : 40～15:45会長挨拶下村国寿

1 5 : 4 5～15:55鉄欠乏性貧血と憤怒痙牽大庭利道

15:55～16:20急性呼吸器感染症の診断における迅速キットの有用性一現状と展望-(LS-15)

進藤静生

16:20～16:40小児科医による高校生への性教育（熱血リレー発表会19)谷村聡

16：40～1 7:10外傷と熱傷の湿潤療法（ハンズオンセミナー）高崎好生

17:10～17:30食物アレルギー外来での対応（セミナー12)黒川美知子

17:30～17:50クリニックのレベルアップのためにお母さん方の質問にいかに答えるか

（セミナー5）中山英樹

17:50～18:10日本外来小児科学会医師会員の予防接種の接種方法に関する意識・実態調査

（一般演題25）牟田広実

18:10～18:30生後2～3か月のワクチン接種での来院時に行う「子育てアンケート」

（熱血リレー発表会4）吉田ゆかり

【懇親会】19:00~

場所：御膳屋庵離（ごぜんやいおり）会費：3．000円

－96－



研究会・勉強会のご案内＝

西部小児科臨床懇話会

西部小児科臨床懇話会は、昭和52年発足の長い歴史のある会です。

現在の会員数は80数名で、西部地区に限らず市内・市外からも多数の先生が参加されます。

原則として毎月第2水曜19時20分から、松本小児科3階会議室で開催されています。

小児医療に関する幅広い演題や、時には医療以外の文化的な講演も行われます。

また講演会後には近隣の店で懇親会を行い、お互いの親睦を深めています。

入会を希望される方は世話人までご連絡下さい。

平成27年度世話人

桜坂なかやまこどもクリニック中山英樹

第446回平成26年7月9日

演題：ヒブワクチンと7価肺炎球菌ワクチンの有効性～開業ll年の菌血症例からの検証

演者：ふかざわ小児科アレルギー科院長深 澤満先生

第447回平成26年8月6日

演題：「小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン」から見た今後の小児便秘治療

演者：久留米大学医学部外科学講座小児外科部門主任教授八木実先生

第448回平成26年9月17日

演題：夜尿症診療のコツ～小学生になっても続くおねしょをどう診るか

演者：福岡市立こども病院・感染症センター泌尿器科此元竜雄先生

第449回平成26年10月8日

演題：日本の医学教育はどう変わるのか一分野別国際認証と臨床教育一

演者：福岡大学医学部医学教育推進講座教授安元佐和先生

第450回平成26年ll月13日

演題：小児医療のこれから

演者：たはらクリニック院長田原卓浩先生

第451回平成26年12月10日

演題：びっくり症例報告

西部小児科臨床懇話会

岡田象二郎先生、兒玉志保先生、武本環美先生、宇梶光大郎先生、松田健太郎先生

第452回平成27年1月14日

演題：日常診療に必要な小児外科の知識

演者：福岡大学小児外科診療教授廣瀬龍一郎先生

第453回平成27年2月18日

演題：喘息と気象･JPAC･アトピー性皮間炎と医療忌避

演者：小児科・アレルギー科かねみつクリニック院長金光紀明先生

第454回平成27年3月ll日

演題:100歳時代を生きる

演者：誠愛リハ ビリテーション病院名誉院長黒川徹先生
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第455回平成27年4月8日

演題：小児の中枢神経感染症一インフルエンザ脳症を中心に

演者：福岡歯科大学小児科鳥巣浩幸先生

第456回平成27年5月13日

演題：勤務医生活を振り返って

演者：福岡市立こども病院名誉院長福重淳一郎先生

第457回平成27年6月10日

演題：知ってほしい煙草の真実

演者；飯塚市立病院小児科牟田広実先生

第458回平成27年7月9日

演題：ダウン症等受容支援ネットワーク福岡について

演者：福岡大学理学部助教岩崎雅行先生
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研究会・勉強会のご案内＝

福岡東部地区小児科医会

・会長：大塚純一（古賀市）

・世話人：坂本博文（東区)、大嶋昭雄（篠栗町)、松永伸二（福津市)、旭隆宏（会計：宗像市)、権藤

健二郎（東区）および中山（事務局：福岡東医療センター）に会長を加えた計7名。年1－2回世話

人会を開催。

平成27年度より以下のスケジュールとなった。

、5月、9月、11月、3月の第一木暇日：福岡東医療センターで講演会を開催。5月は平成26年度よ

り宗像小児科医会と合同開催。場所は隔年で交代。

．6月、10月の第三火曜日：こども病院カンファレンスと合同開催。

・7月第一木曜日：会員症例検討会十納涼会。

．l月第二木曜日：特別講演会十新年会。

、日本小児科学会専門医制度研修集会2単位。

、事務局：中山秀樹（福岡東医療センター:hnkym415@gmail.com)

平成26年7月～27年7月講演内容

回 期日 場所

367 7月3日 C博多

368 9月4日 福岡東

369 10月2日 C博多

370 11月6日 福岡東

371 1月8日 C博多

372 2月5日 福岡東

講演タイトル ］
講演1

,識飽~‐

会員症例検討会（舎川康彦、宇梶光

大郎、坂本博文、河原隆浩）

熱性けいれんのl例

熱性けいれん

福島小児甲状腺がん多発の分析

腹痛を主訴に診断に至ったクローン

病のl例

小児の炎症性腸疾患

原発性免疫不全症の最近の話題

処方されたエピペン⑬を最大限活用

するための課題

小児アレルギー疾患の社会的対応

－99－

演者(所属）

河原隆浩

一

講演l

講演2..
■ ■ ■ ■

(福岡東医療C)

スビヤント

(福岡東医療C)

山本英彦

(大阪赤十字病院）

トカンヴラッド

(福岡東医療C)

牛島高介

(久留米大学医療C)

高田英俊

(九州大学小児科）

トカンヴラッド

(福岡東医療C)

増本夏子

(福岡東医療C)

(敬称略）

］参加数

29

35

29

30

33

31



＝研究会・勉強会のご案内

回 期日 場所 講演タイトル

■■■■

講演1

蔚演首．
■■■■ ］

夜尿症

373 3月12日 福岡東

小児腎臓疾患のガイドライン

一戸建て購入後に発症した多種食物

374 5月14日 福岡東
アレルギーの一例

大気汚染と気管支喘息

発熱、全身の発疹で当院に紹介入院

375 6月16日 こども病院
された13歳女児

熱性けいれん診療ガイドライン

2015について

376 7月2日 C博多
会員症例検討会（坂本博文、宇梶光

大郎、大塚純一）

C博多：ホテルセントラーザ博多

-1㈹一

一■■■■

講演1
演者(所属）

講演画一
■■■■ー

堤康

(福岡東医療C)

井藤奈央子

(福岡東医療C)

増本夏子

(福岡東医療C)

小田嶋博

(福岡病院）

豊村大亮

(こども病院）

松倉幹

(福岡市立こども病院）

参加数

34

42

44

23



たんたんだより2%号
平成26年9月

平成26年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第6回役員会

（平成26年9月2日脚）

出席者

下村､撚正､縦､鮮一飢中尾､青ﾎ鯛子､鶴､山口､畑､黒)ll,元山

ｵザー パー :青柳僧(勤雛会）

【報告事項】

l)第44回福岡市急患診療運営協議会(8/8)

2）急患センター小児科二次病院の機能充実、負

担軽減、ベッド増床等について福岡市医師会長

へ要望書を提出（8/20）

3）福岡市医師会医事調停委員会（8/22）

小児科関連なし

4）健診マニュアルの改訂編集委員会（8/22）

【協議事項】

l)園医推薦方式について会員への広報の件

詳細は会員へ後日連絡の予定

2）北九州小児科医会との懇談会の議題について

3）食物アレルギー児の福岡県私立学校経常費補

助金制度の判定書に関する件

詳細は会員へ後日連絡の予定

4）会員のしおり改訂の件

5）新入会員の件

【その他】

10月役員会:10月7日㈹19:30

福岡 市医師会館8階第2会議室

丹々会学術講演会のご案内

●第439回福岡地区小児科医会（丹々会）学術

講演会

日時：9月24日附19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

一般演題:19:15～19:30

学童の突然死予防のための心臓健診

講師：久留米大学小児科助教

工藤嘉公先生

特別講演:19:30～20:30

川崎病診断のpitfallやっぱり川崎病は

難しい

講師：久留米大学小児科准教授

須田憲治先生

座長：いのうえこどもクリニック院長

井上和彦先生

共催：化血研

●第440回丹々会学術講演会の御案内

日時:10月22日（水)19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

一般演題:19:00～19:30

小児一般診療でよく診る皮膚疾患の鑑別

講師：国立病院機構福岡病院皮膚科

西江温子先生

特別講演:19:30～20:30

アトピー性皮間炎の予防と治療そして食

物感作を巡るパラダイムシフト

講師：国立成育医療研究センター生体防御系内

科部アレルギー科

大矢幸弘先生

座長：松本小児科医院院長

松本一郎先生

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

日時：9月9日㈹19：00～

場所：北棟6階小児科カンファレンスルーム

演題：小児白血病の新たな話題

Moderator:古賀友紀先生

Speakers:小林賢子先生、中島健太郎先生、

古賀友紀先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科永田弾先生
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●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

日時:10月14日㈹19:00~

場所：北棟6階小児科カンファレンスルーム

演題：小児領域の生物学的製剤up-to-date

~JIA/田Dから川崎病、喘息の治療へ～

Moderator:高田英俊先生

Speakers:石村匡崇先生、白石暁先生、

鵜 池清先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科永田弾先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

9月は第3週が祝日のためお休みです。

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科金海武志先生

●第284回こども病院カンファレンス

（参加自由、日本医師会生涯教育講座l.5単位

となります）

日時：9月16日㈹19:00～20:00

場所：こども病院感染症病棟3階講堂

演題1:小児の腎機能評価と慢性腎臓病

(CKD):小児の腎障害早期発見を目指

した最近の進歩

講師：腎疾患科西村真直先生

演題2：小児眼科診療

講師：眼科瀧留美子先生

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョン・ピンフイー先生

●第285回こども病院カンファレンス

（内覧会を兼ねた新病院の説明会）

日時:10月16日嗣19:00-20:00

場所：新病院（香椎照葉）2階講堂

演題：新病院の概要について

講師：院長福重淳一郎先生

病院駐車場（当日は無料）をご利用ください

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョン・ピンフィー先生

●第368回福岡東部地区小児科医会

日時：9月ll日附19:15~

場所：福岡東医療センター2階多目的ホール

講演1：症例呈示

福岡東医療センター後期研修医

講演2：「熱性けいれん」

福岡東医療センター小児科

ケイジ・スビヤント先生

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科中山秀樹先生

●第369回福岡東部地区小児科医会

日時:10月2日附19:30~

場所：セントラーザ博多4階千鳥

内容：特別講演「福島小児甲状腺がん多発の分

析」

演者：大阪赤十字病院救命救急センター長

小児科

山本英彦先生

会費：無し

注意：軽食付きのため、事前に参加申し込みお

願いします

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科中山秀樹先生

●第447回西部小児科臨床懇話会

日時：9月17日㈹19:20~

場所：松本小児科3階ホール

演題：夜尿症の初期診療～小学生になっても続

くおねしょをどう診るか～

講師：福岡市立こども病院感染症センター泌尿

器科

此元竜雄（このもとたつお）先生

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

●第448回西部小児科臨床懇話会

日時:10月8日（水)19:30~

場所：松本小児科3階ホール

演題：日本の医学教育はどう変わるのか一分

野別国際認証制度と臨床教育一

講師：福岡大学医学部医学教育推進講座主任

教授

-102-



安元佐和先生

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

医師会週報により事業内容を案内の

上、実施登録医療機関を募集します。

●第3回福岡クロスキッズカンファレンス

日時:10月17日㈲19:15～21:00

場所：福岡赤十字病院椎木記念ホール

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

お知らせ

●水痘ワクチンの予防接種後健康状況調査医療機

関について

厚生労働省の依頼により予防接種後健康状況

調査が以前より継続的に行われております。

丹々会は定期予防接種1種類に対し会員のl医

療機関に依頼し、年間120症例ずつ副作用の有

無を厚生労働省に報告していただいています。

10月より水痘ワクチンの定期接種化に伴い新

たに水痘ワクチンの担当医療機関が必要とな

り､元山浩貴先生（もとやま小児科クリニック）

に担当いただけることになりましたのでお知ら

せします。任期は4年です。

●水痘及び高齢者の肺炎球菌感染症ワクチン接種

新規登録説明会（福岡市医師会）

日時等9月19日㈱19時30分

於ももちパレス

9月29日（月)19時30分

於福岡市民会館

内容「定期予防接種化にあたっての行政か

らの説明（仮)」

福岡市保健福祉局健康医療部保健予

防課

「接種に関する留意事項等ついて（仮)」

福岡歯科大学総合医学講座小児科学

分野教授

岡田賢司先生

登録を希望する医療機関は新規登録説

明会への出席を必須とします。
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たんたんだより297号
平成26年10月

平成26年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第7回役員会

（平成26年10月7日㈹）

出席者

耐､鮮正､鮮一儲､中尾､淋鯛子､錨､山口､畑､黒111."

ｵザー パー :淋鱸(蛎医会）

【報告事項】

l)福岡市医師会医事調停委員会(9/19)

小児科関連なし

2）第439回福岡地区小児科医会（丹々会）学術

講演会

日時：9月24日㈱19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

一般演題:19:15～19:30

学童の突然死予防のための心臓健診

講師：久留米大学小児科助教

工藤嘉公先生

特別講演:19:30～20:30

川崎病診断のpitfallやっぱり川崎病は

難しい

講師：久留米大学小児科准教授

須田憲治先生

座長：いのうえこどもクリニック院長

井上和彦先生

共催：化血研

参加者数：99名

3）大庭陽二先生（90歳、中央区）が9月27日

にご逝去された。

4）北九州地区小児科医会と丹々会との合同理事

会および懇親会（9/27）

福岡から小児生活習慣病検診への取り組みの報

告、北九州から虐待への取り組み、および小児

科医会創立50周年記念講演会・記念祝賀会開

催の報告があった。詳細はホームページに議事

録を掲載していますのでご参照ください。

5）丹々会旅行10月4日出～5日（日）

山口県長門湯本温泉大谷山荘宿泊

参加13人

【協議事項】

l)日本小児科医会による地域総合小児医療認定

制度（こども総合医）の件

今後も協議を続けていくこととなった。

2）丹々会の発会年度の件について協議し、調査

することになった。

3）平成27年度福岡市医師会小児生活習慣病検

診実施要項について

検診を受ける学年、検診医の依頼方法等につい

て協議した。

4）障害児対象の放課後等デイサービスの協力医

について協議した。

5）会員のしおりに掲載する医療トラブルへの対処

法の原稿の件

6）入会希望の件

7）細山田隆先生（東区）の退会の申し出、お

よび会友への依頼があり了承された。

【その他】

1）11月役員会:11月4日㈹19:30~

場所：福岡市医師会館8階

2）新入会員紹介：

日高秀信（ひだかひでのぶ）先生

日高淑恵（ひだかよしえ）先生

日高小児科

福岡県太宰府市大佐野2－24－24

電話092-918-2611

丹々会学術講演会のご案内

●第440回丹々会学術講演会

日時：10月22日（水)19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

一般演題：19：00～19:30

小児一般診療でよく診る皮間疾患の鑑別

講師：国立病院機櫛福岡病院皮膚科

西江温子先生

特別講演:19:30～20:30
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アトピー性皮膚炎の予防と治療そして食

物感作を巡るパラダイムシフト

講師：国立成育医療研究センター生体防御系内

科部アレルギー科

大矢幸弘先生

座長：松本小児科医院院長松本一郎先生

●第441回丹々会学術講演会

日時:11月26日（水)19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

【ワークシヨツプ】19:00～19:30

「主治医による時間外電話対応について（発

熱時対応を含む)」

しんどう小児科医院院長進藤静生先生

下村小児科医院院長下村国寿先生

まつざき小児科医院院長松崎彰信先生

【特別講演】19:30～20:30

「小児耳科領域の診療最前線」

自治医科大学付属さいたま医療センター

耳鼻咽喉科教授

飯野ゆき子先生

座長：伊都こどもクリニック院長

山口覚先生

※日本医師会生涯教育講座1.5単位が取得でき

ます。

（カリキュラムコード[1:専門職としての使

命感][15:臨床問題解決のプロセス][38:

聴覚障害]）

※日本小児科学会認定講座3単位が取得できま

す。

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第2火曜日、参加自由）

日時:10月14日（火)19:00~

場所：北棟6階小児科カンファレンスルーム

演題：小児領域の生物学的製剤up-to-date

~JIA/IBDから川崎病、喘息の治療へ～

Moderator:高田英俊先生

Speakers:石村匡崇先生、白石暁先生、

鵜池清先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科永田弾先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

（毎月第3月曜日、参加自由）

日時:10月20日（月)19:00~

場所：新館5階小児医療センターカンファレン

ス室

講演：「脂肪酸代謝異常の診断と治療」

講師：山口清次先生

（島根大学小児科教授）

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科金海武志先生

●第285回こども病院カンファレンス

（内覧会を兼ねた新病院の説明会）

日時:10月16日耐19:00-20:00

場所：新病院（香椎照葉）2階講堂

演題：新病院の概要について

講師：院長福重淳一郎先生

病院駐車場（当日は無料）をご利用ください。

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョン・ピンフイー先生

●第286回こども病院カンファレンス

（参加自由、日本医師会生涯教育講座1.5単位

となります）

日時:11月18日㈹19:00～20:30

場所：こども病院照葉ホール2階講堂

演題l:フォンタン手術に到達した左心低形成

症候群100例の手術成績

心臓血管外科桧山和弘先生

演題2:NICUにおけるMRSA管理について

新生児科西尾癖乘先生

（九州大学病院小児科／グローバル感

染症センター）

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョン・ピンフイー先生

●第370回福岡東部地区小児科医会

日時:ll月6日㈱19:15~
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場所：福岡東医療センター2階会議室

講演1．クローン病の男児例

福岡東医療センター小児科

トカンヴラッド先生

講演2．小児の炎症性腸疾患

久留米大学医療センター

小児科牛島高介先生

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科

中山秀樹先生

●第450回西部小児科臨床懇話会

450回記念講演会

日時:11月12日㈱19:20~

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

演題：「未定」

講師：たはらクリニック院長

田原卓浩（たかひろ）先生

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

●第3回福岡クロスキツズカンファレンス

日時:10月17日"19:15～21:00

場所：福岡赤十字病院椎木記念ホール

◎問い合わせ先：

福岡赤十字病院小児科波多江健先生

●第2回産婦人科･小児科合同講演会（市医共催）

日時:10月29日㈱18:50

場所：ホテルニューオータニ博多

内容：

1.1)「連携事業と産科の現場での実践／若年

妊娠予防」

真田産婦人科麻酔科クリニック

理事長平川俊夫先生

2）「産科等との連携によるハイリスク家庭

への継続支援の実際」

東保健所所長石井美栄先生

2．「ワクチンで守ろう妊婦・新生児・乳幼児

～B型肝炎、風疹、水痘、髄膜炎等～」

福岡市立心身障がい福祉センターセン

ター長

宮崎千明先生
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たんたんだより298号
平成26年11月

平成26年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第8回役員会

（平成26年11月4日㈹）

出席者

下村､僻正､献､鮴-則､幌､鮴輔子､鵬､山口､黒III､元山

ｵザー パー :琳知僧(鰄医会）

【報告事項】

1）福岡市医師会医事調停委員会(10/17)

小児科関連1件

2）第440回丹々会学術講演会

日時:10月22日（水)19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

一般演題：小児一般診療でよく診る皮膚疾患の

鑑別

講師：国立病院機構福岡病院皮膚科

西江温子先生

特別講演：アトピー性皮膚炎の予防と治療そし

て食物感作を巡るパラダイムシフト

講師：国立成育医療研究センター生体防御系内

科部アレルギー科大矢幸弘先生

座長：松本小児科医院院長松本一郎先生

参加者人数：132名

3)10月19日(日)に丹々 会ゴルフ大会が開催され、

荒木速雄先生が優勝した。（参加人数12名）

4)10月23日㈱に丹々会ボーリング大会が開催

され、井上秀一郎先生が優勝した。（参加人数

12名）

5）第2回産婦人科・小児科合同講演会（市医共

催）

日時:10月29日（水)18時50分

場所：ホテルニューオータニ博多

内容：

l.児童虐待予防に向けた産婦人科と行政の連

携

l)「連携事業と産科の現場での実践／若年

妊娠予防」

真田産婦人科麻酔科クリニック

理事長平川俊夫先生

2）「産科等との連携によるハイリスク家庭

への継続支援の実際」

東保健所所長

石井美栄先生

2．「ワクチンで守ろう妊婦・新生児．乳幼児

～B型肝炎、風疹、水痘、髄膜炎等～」

福岡市立心身障がい福祉センターセンター長

宮崎千明先生

参加者人数182名

6）福岡市医師会看護専門学校の小児科外来実習

を病児保育実施施設ll施設で引き受けること

となった。

【協議事項】

1）「子どもの村」より運営に関する文書を受け、

丹々会としてできる限り協力することにした。

2）福岡市小児医療情報ネットワークシステムに

ついて、利用拡大に向けて協議した。

3）子育てアンケート（生後2，3か月の予防接

種来院時）を初診時に活用する件。

育児不安を防止するための子育てアンケートを

活用するかどうか乳幼児委員会で検討してもら

うことになった。

4)11月l1日㈹に行われる、こども未来局との

懇談会での議題について協議した。

【その他】

l)12月役員会：

12月2日㈹19:30~

場所：福岡市医師会館8階

2）新入会員紹介：

田中美紀先生

糸島市高田4丁目18－16

田中医院

丹々会学術講演会のご案内

●第441回丹々会学術講演会

日時:11月26日（水)19:00～20:30
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場所：ソラリア西鉄ホテル8F

【ワークシヨツプ】19：00～19：30

「主治医による時間外電話対応について（発

熱時対応を含む)」

伊都こどもクリニック院長

山口覚先生

しんどう小児科医院院長

進藤静生先生

下村小児科医院院長

下村国寿先生

まつざき小児科医院院長

松崎彰信先生

【特別講演】19:30～20:30

「小児耳科領域の診療最前制

自治医科大学付属さいたま医療センター

耳鼻咽喉科

飯野ゆき子先生

座長：伊都こどもクリニック院長

山口覚先生

※12月は休会です

福岡地区の請演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

日時:11月11日㈹19:00~

場所：北棟6階小児科カンファレンスルーム

演題：起立性調節障害の診断と治療

Moderator:山村健一郎先生

Speakers:寺師英子先生、中島康貴先生

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

日時:12月9日㈹19:00~

場所：北棟6階小児科カンファレンスルーム

演題：ネフローゼ症候群の診断と治療～2013

年の診療ガイドラインをもとに～

Moderator:西山慶先生

Speakers:西山慶先生、今井崇史先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科永田弾先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

日時:11月17日（月)19:00~

場所：新館5階小児医療センターカンファレン

ス室

講演：予防接種が元気な子どもの育つ街を構築

する

講師：大分大学医学部地域医療・小児科分野

担当教授

是松聖悟先生

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科金海武志先生

※12月はお休みです

●第286回こども病院カンファレンス

（参加自由、日本医師会生涯教育講座l.5単位

となります）

日時:11月18日㈹19:OO～20:30

場所：こども病院照葉ホール2階講堂

講演l:フォンタン手術に到達した左心低形成

症候群100例の手術成鎖

福岡市立こども病院心臓血管外科

桧山和弘先生

講演2:NICUにおけるMRSA管理について

九州大学病院小児科／グローバル感染症

センター

西尾壽乘先生

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョン・ピンフイー先生

※12月はお休みです

●福岡東部地区小児科医会

※12月はお休みです

●第450回西部小児科臨床懇話会

450回記念講演会

日時:11月12日㈱19:20~

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

演題：小児医療のこれから

講師：たはらクリニック院長

田原卓浩（たかひろ）先生
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●第451回西部小児科臨床懇話会

日時：12月10日（水)19:30~

場所：アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ

(TEL:092-771-2131)

内容：会員による「びっくり症例」発表

（ひきつづき忘年会（会費3000円）があ

ります）

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

お知らせ

1）12月6日土曜日に平成26年度丹々会忘年

会が開催されます。

(18時30分より、ホテルニューオータニ博多

3Fアイリスにて）

ご出席をお願いいたします。

2）第17回九州外来小児科学研究会が開催され

ます。

日時：2014年ll月30日（日)10:㈹～16:"

場所:JR博多シティ会議室10F

参加費：医師3,000円(昼食代込み）

医師以外1,000円(昼食代別：1,000円）

特別講演l:「発達障害の肯定的理解と支援」

林 隆 先 生

（医療法人テレサ会西川医院発達診療部

部長、発達障害研究センター長）

特別講演2：「小児における保湿剤、ステロイ

ド外用剤、プロトピック軟膏の上手な指

導法」

岡部貴裕先生

（おかくアレルギークリニック）

午前中が一般演題、特別講演は午後1時からの

予定です。

午前10時から、医師以外のスタッフのための

コメデイカルミーティングが開催されます

コメデイカルスタッフの参加も歓迎します。

参加登録は

https://ws.fbrmzu.net/fgen/S29295026/

からお願い致します

事務局：下村小児科医院（電話:092-833-5232）
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たんたんだより 299号

平成26年12月

平成26年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第9回役員会

（平成26年12月2日㈹）

出席者

下甘､碑正､献､碑一脇､幌､青棋謡､鵬､山口､細､黒lll,元山

オブザーバー:青ﾎ艫(雛鴎）

【報告事項】

1)11月6日嗣に丹々会麻雀大会が開催され、

下村国寿会長が優勝した。（参加者8名）

2）福岡市こども未来局との懇談会(11/11)

以下の項目について協議しました。議事録を

HPに掲載しています。

1.平成25年度母子保健事業の報告

2．幼稚園保育園におけるエピペン使用の現状

と対策について

3．放課後等デイサービス事業の現状と小児科

医の介入の必要性

4．産科医療機関と行政が連携した妊娠時期か

らの支援モデル事業で得られた患者情報の小

児科医への引き継ぎに関して

3）福岡市医師会医事調停委員会(11/21)

小児科関連なし

4)11月22，23日に大分市で九州小児科学会が

開催され、地域総合小児医療認定医に関する講

演等があった。

5）福岡県医師会母子保健委員会(11/26)

産婦人科医会と行政が協同した周産期からの育

児支援（虐待防止を含む）についてこれまでの

実績が紹介された。今後、この取り組みに小児

科医が参加することでさらなる充実を図りたい。

6）第441回丹々会学術講演会

日時:11月26日（水)19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

ワークショップ：

主治医による時間外電話対応について

講師：しんどう小児科医院進藤静生先生

下村小児科医院下村国寿先生

まつざき小児科医院松崎彰信先生

指定発言：

福岡赤十字病院原田達生先生

特別講演：

小児耳科領域の診療最前線

講師：自治医科大学付属さいたま医療センター

耳鼻咽喉科教授

飯野ゆき子先生

座長：伊都こどもクリニック院長

山口覚先生

参加者総数104名

7）九州外来小児科学研究会(JR博多シティ会

議室、ll月30日）

参加者144名（コメデイカルの参加含む）

【協議事項】

l)福岡市乳幼児健診事業および福岡市医師会看

護学校事業協力への補助金・協力金の要望に関

する福岡市医師会への要望書提出の件

2）丹々会支部会との懇談会の日程と協議事項に

ついて協議し、日程は3月14日土曜日に決定

した。

3）丹々会忘年会の打合せの件

4）たんたんだより300号の件

300号以後はPDFファイルのみ送ることになっ

た。

5）患者に手渡す急患センターの利用方法のパン

フレットの件

【その他】

1月移動役員会:1月6日㈹19:00~

場所：未定

丹々会学術讃演会のご案内

●12月は休会です

●第442回丹々会学術講演会

日時:1月28日（水)19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階
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【ミニレクチャー:19:00～19:30】

小児神経疾患の診断、治療の進歩

講師：福岡市立こども病院

チョン・ピンフイー先生

【特別講演:19:30～20:30】

なぜヒトはアレルギーになるのか

講師：国立成育医療研究センター研究所免疫ア

レルギー研究部

松本健治先生

座長：荒木小児科医院院長

荒木速雄先生

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

1月の予定は未定です。

◎問い合わせ先：

九州 大 学 小 児 科永田弾先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

日時:1月19日（月)19:00~

場所：新館5階小児科病棟カンファレンス室

演題名：「臨床遺伝学の基礎知識と避伝カウン

セリング」

演者：福岡大学病院小児科講師

井上貴仁先生

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科金海武志先生

●第286回こども病院カンファレンス

(12月、1月はお休みです）

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョン・ピンフィー先生

●第371回福岡東部地区小児科医会

日時：1月8日附19:15～20:30

場所：ホテルセントラーザ博多3階「橘」

福岡市博多区博多駅中央街4-23

TEL:092-461-0111

会費:1,000円

製品紹介:19:15～19:30

識演:19:30～20:30

「原発性免疫不全症の最近の話題」

演者：九州大学大学院医学研究院周産期小児

医療学教授

高田英俊先生

座長：福岡東医療センター小児科

中山秀樹先生

講演会終了後、情報交換会があります。

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科

中山秀樹先生

●第451回西部小児科臨床懇話会

日時:12月10日㈱19:30~

場所：アゴーラ福岡山の上ホテル＆スバ

(TEL:092-771-2131)

内容：会員による「びっくり症例」発表

（ひきつづき忘年会（会費3000円）があ

ります）

●第452回西部小児科臨床懇話会

日時:l月14日（水)19:30~

場所：松本小児科3階ホール

演題：日常診療に必要な小児外科の知識

講師：廣瀬龍一郎先生

（福岡大学病院呼吸器・乳腺内分泌．小

児外科診療教授）

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

お知らせ

1）1月18日(日)に福岡県主催の「共通感染症対

策シンポジウム」が開催されます。

人と動物の共通感染症対策シンポジウム

開催日程：平成27年1月18日（日）

開催時間:13:00～16:00

開催場所:JR九州ホール（福岡県福岡市博多

区博多駅中央街1－1、博多駅9階）

内容：～第1部～

・基調講演①：

西アフリカにおけるエボラ出血熱アウトブ
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レイク

ーリベリアでの支援経験と国内における課題

講師：国立国際医療研究センター国際感

染症対策室医長

加藤康幸先生

・基調講演②：

わが国における人と動物の共通感染症とそ

の対策について（仮題）

講師：厚労省健康局結核感染症課

福島和子先生

・共通感染症に対する県の事業報告

～第2部～

・冒頭講演：ペットからうつる共通感染症

（仮題）

日大医学部病態病理学系臨床検査医

学分野荒島康友先生

･パネルディスカッション（パネラーに著名人

を招致する予定）

2）第4回SOS子どもの村JAPAN・福岡地

区小児科医会・福岡市医師会共催研修会

日時:1月16日㈱

19:30～21:00(受付19:00～）

会場：福岡市医師会館

【ミニ講演19:30～19:45】

子ども虐待と社会的擁護

報告者：藤林武史先生（福岡市こども総合

相談センター所長）

【特別講演19:45～21:30】

子ども虐待が脳に与える影響と回復の可能性

演者：友田明美先生（福井大学子どもの

心発達研修センター教授）

座長：下村国寿先生

参加費：500円（資料代として）

本講演は、日本医師会生涯教育講座l.5単位が

取得できます。
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たんたんだより 300号

平成27年1月

平成26年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第10回役員会

（平成27年1月6日㈹）

出席者

耐､鮮正､職､鱗一郎､幌､青ﾎ鯛子､鵬､山ﾛ､畑､黒lll,別

ｵザー バー :青柳信働雛会）

会員の皆様､あけましておめでとうございます。

年始早々からインフルエンザが流行し始めまして

今年の1月は少し忙しくなることと思います。さ

て、今回「たんたんだより」は300号を迎え、発

行以来足かけ25年となりました。今までの理事

の先生方のおかげで、幾度となく内容や紙面の改

善を行ってきましたが、今回300号を迎え更に見

易くなりました。また内容につきましても、さら

に充実させていきたいと考えておりますので、要

望等がございましたらご意見を戴きたいと思いま

す。今後とも、どうぞよろしく願いいたします。

丹々会会長下村国寿

【報告事項】

l)福岡市医師会医事調停委員会(12/19)

小児科関連なし

2)12月6日(土)に丹々会忘年会が開催された。

出席者61名

3）新たに福岡市より委託を受けた病児保育施設

3施設が開設された。

博多区高岸小児科医院

病児保育室ぐうぐう

電話581-4928

城南区内田こどもクリニック

キッズデイケアルーム城南

電話834.2070

中央区あんどう医院

病児保育室ひまわりキッズルーム

電話7341189

【協議事項】

1）丹々会支部役員との懇談会の日程、議題等を

協議した。

［お知らせ］前回のたんたんだよりに懇談会の

日程を3月14日に決定と掲載しましたが、2

月28日出に変更になりました。支部役員の先

生には案内状を送る予定です。

2）福岡市医師会への丹々会に対する補助金、協

力金の要望書の件

3）丹々会役員会への事務職員雇用の件について

協議し、今後も協議をつづけることとなった。

4）勤務医・大学病院との合同懇談会の議題の件

【その他】

2月役員会：2月3日㈹19:30~

場所：福岡市医師会館8階会議室

丹々会学術講演会のご案内

●第442回丹々会学術講演会

日時:1月28日㈹19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

【ミニレクチヤー:19:00～19:30】

小児神経疾患の診断、治療の進歩

講師：福岡市立こども病院

チョン・ピンフィー先生

【特別講演:19:30～20:30】

なぜヒトはアレルギーになるのか

講師：国立成育医療研究センター研究所免疫ア

レルギー研究部

松本健治先生

座長：荒木小児科医院院長

荒木速雄先生

●第443回丹々会学術講演会

日時：2月25日（水）19：00～20：30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

【ミニレクチヤー:19:00～19:30】

小児の鼻炎合併喘息（仮題）

講師：福岡東医療センター

手塚純一郎先生

【特別講演:19:30～20:30】
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VPDとしてのロタウイルス感染症

講師：長崎大学医歯薬学総合研究科小児科科

学教授

森内浩幸先生

座長：いなみつこどもクリニック院長

稲光毅先生

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

小児診療スキルアッブセミナー

日時:1月13日（火)19:00~

場所：北棟6階小児科カンファレンスルーム

演題：不随意運動に強くなろう

Moderator:酒井康成先生

Speakers:赤峰哲先生、石崎義人先生、

資藤雅文先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科永田弾先生

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

小児診療スキルアップセミナー

日時：2月10日㈹19:00~

場所：北棟6階小児科カンファレンスルーム

演題：こどもへの治療を拒否する親に対応する

Moderator:笹月桃子先生

Speakers:田中幸一先生、笹月桃子先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科永田弾先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

日時:1月19日（月)19:00~

場所：新館5階小児科病棟カンファレンス室

演題名：「臨床遺伝学の基礎知識と遺伝カウン

セリング」

演者：福岡大学小児科講師井上貴仁先生

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科金海武志先生

●第287回こども病院カンファレンス

（参加自由、日本医師会生涯教育講座l.5単位

となります）

日時：2月17日㈹19:00～20:30

場所：こども病院照葉ホール2階講堂

講演1：頚部嚢胞性腫瘤の画像診断

福岡市立こども病院放射線科

角南俊也先生

講演2：小児と漢方

福岡市立こども病院小児外科

古賀義法先生

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョン・ピンフィー先生

●第372回福岡東部地区小児科医会

日時：2月5日附19:15~

場所：福岡東医療センター2階会議室

講演1:処方されたエピペン⑭を最大限活用す

るための課題

福岡東医療センター小児科

トカン・ヴラッド先生

講演2：小児アレルギー疾患の社会的対応～糟

屋・宗像地区保育所（園）の食物アレル

ギー調査をもとに

福岡東医療センター小児科

増本夏子先生

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科中山秀樹先生

●第452回西部小児科臨床懇話会

日時：1月14日㈱19時30分～

場所：松本小児科3階ホール

演題：日常診療に必要な小児外科の知識

講師：廣瀬龍一郎先生（福岡大学病院呼吸器・

乳腺内分泌・小児外科診療教授）

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

●第453回西部小児科臨床懇話会

日時：2月18日㈹19:30

場所：松本小児科3階ホール

演題：喘息と気象･JPAC、アトピー性皮間

炎と医療忌避など

講師：小児科・アレルギー科かねみつクリニック

金光紀明先生

-114-



◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

座長：福岡市学校精神保健協議会幹事

藤林武史先生

本講演は、日本医師会生涯教育講座1.5単位が

取得できます。

お知らせ

4）第7回児童虐待防止研修会

日時：2月16日（月)19時

場所：福岡市医師会館8階講堂

内容：

l)講演

「国際人権基準からみた日本の社会的養護」

～施設で育つ子どもたちに私たちは何ができ

るのか～

ヒューマン・ライツ・ウオッチ代表弁護士

土井香苗氏

2）パネルディスカッション

1）1月18日(日)に福岡県主催の「人と動物の共

通感染症対策シンポジウム」が開催されます。

日時：1月18日（日）午後1時～午後4時

場所:JR九州ホール（博多駅9階）

概要：人と動物の共通感染症の現状や予防策に

ついて、医療や獣医療の専門家による講

演を行うほか、特別ゲストに「ムツゴロ

ウさん」こと畑正憲さんと深町健二郎さ

んを迎え、パネルディスカッションを行

います

入場無料、参加自由 「家庭的環境で子どもが育つことの大切さ」

「里親支援の現状と課題（特に医療関係者、

弁護士、行政の役割)」

「里親委託に関する法律上の問題点」

パネリスト

ヒューマン・ライツ・ウォッチ代表弁護士

土井香苗氏

東京都養育里親ホッブス美香氏

児童虐待防止対策委員会委員

坂本雅子先生

福岡市こども総合相談センター緊急支援担

当課長

弁護士久保健二氏

コーディネーター

児童虐待防止対策委員会委員

小坂昌司氏

取得単位日疾生涯教育講座1.5単位

2）第4回SOS子どもの村JAPAN・福岡

地区小児科医会・福岡市医師会共催研修会

日時:1月16日(釣

19:30～21:00(受付19:00～）

会場：福岡市医師会館

【ミニ講演19:30～19:45】

子ども虐待と社会的養護（仮題）

報告者：藤林武史先生

（福岡市こども総合相談センター所

長）

【特別講演19：45～21:30】

子ども虐待が脳に与える影響と回復の可能性

演者：友田明美先生

（福井大学子どもの心発達研修セン

ター教授）

座長：下村国寿先生

本講演は、日本医師会生涯教育講座l.5単位が

取得できます。

3）福岡市学校精神保健協議会講演会

日時：2月10日㈹19時

場所：福岡市医師会館8階講堂

講演：「困難を抱える子どもの支援～非行、虐

待、発達障害にどう向き合うか～」

演者：土井ホーム 代 表 土 井 高 徳 氏
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たんたんだより 301号

平成27年2月

平成26年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第11回役員会

（平成27年2月3日㈹）

出席者

下村､“正､識､碑一郎､中尾､琳鯛子､鵬､山口､畑､黒lll,加

ｵｰバｰ:淋派(蛎陸）

【報告事項】

1）福岡市医師会医事調停委員会(1/16)

小児科関連なし

2）会員名簿およびしおりを会員に配布した。

3）会員に急患センターの出動増員の要請をお願

いし、2月の日祝日の日勤5枠に出動していた

だくこととなった。

4）第442回丹々会学術講演会

日時:1月28日㈹19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

【ミニレクチャー:19:00～19:30】

小児神経疾患の診断、治療の進歩

講師：福岡市立こども病院

チヨン・ピンフイー先生

【特別講演:19:30～20:30】

なぜヒトはアレルギーになるのか

講師：国立成育医療研究センター研究所免疫

アレルギー研究部

松本健治先生

座長：荒木小児科医院院長荒木速雄先生

参加者156名

5）福岡県医師会母子保健委員会(1/28)

6)1月30日に勤務医会・大学病院と丹々会役

員との合同懇談会が福岡市医師会館会議室で行

われ、下記の件について協議した。詳細はHP

の議事録をご参照ください。

出席者20名

l.平成26年度福岡市急患センターの受診状況

2．福岡市小児医療情報ネットワークシステム

の活用について

3．主治医による時間外電話対応について

4．浜の町病院の患者受け入れ状況について

【協議事項】

1）保険審査委員の先生と会員との懇談会の件に

ついて協議され、年に一度開催することになっ

た。

2）勤務医会・大学病院と丹々会役員との合同懇

談会での議論のまとめと対応について協議し

た。

3）丹々会支部会との懇談会の議題について協議

した。

4）理事の職務負担軽減のための事務員雇用の件

5）急患センターでのイナビル処方の件。急患セ

ンターでは薬剤師等による吸入手技の説明が困

難なため、その対応について協議した。

【その他】

l)新入会員：金光紀明先生

小児科・アレルギー科かねみつクリニック

住所：〒814.0032

福岡市早良区小田部7-10-15

電話：844-4778

ファクス：844-4780

2）3月役員会：3月3日㈹19:30~

場所：福岡市医師会館8階会議室

丹々会学術請演会のご案内

●第443回丹々会学術講演会

日時：2月25日㈹19:00～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

一般演題：19：00～19:30

アレルギー性鼻炎からみた小児気管支喘

息

講師：福岡東医療センター小児科医長

手塚純一郎先生

特別講演：19：30～20:30

ワクチン接種でロタウイルス胃腸炎を

「歴史」に変えよう！

講師：長崎大学医歯薬学総合研究科小児科科学
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教授

森内浩幸先生

座長：いなみつこどもクリニック院長

稲光毅先生

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

3月、4月の予定は未定です。

◎問い合わせ先：

九州 大 学 小 児 科永田弾先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

日時：2月16日（月)19:00~

場所：新館5階小児科病棟カンファレンス室

演題：臨床で使える食物アレルギーの基礎知識

講師：国立病院機櫛福岡病院小児科医長

本村知華子先生

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科金海武志先生

●第287回こども病院カンファレンス

（参加自由、日本医師会生涯教育講座1.5単位

となります）

日時：2月17日㈹19:00～20:30

場所：こども病院照葉ホール2階講堂

講演1：頚部嚢胞性腫瘤の画像診断

福岡市立こども病院放射線科

角南俊也先生

講演2：小児と漢方

福岡市立こども病院小児外科

古賀義法先生

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョン・ピンフイー先生

※3月のこども病院カンファランスは休会で

す。

●第373回福岡東部地区小児科医会

日時：平成27年3月12日("19:15~

場所：福岡東医療センター2階会議室

内容：

講演①小児の夜尿症

福岡東医療センター小児科

堤康先生

講演②小児腎臓疾患領域のガイドライン

福岡東医療センター小児科

井藤奈央子先生

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科中山秀樹先生

※4月の東部地区小児科医会は休会です。

●第453回西部小児科臨床懇話会

日時：2月18日㈱19:30

場所：松本小児科3階ホール

演題：喘息と気象・JPAC、アトピー性皮膚

炎と医療忌避など

講師：小児科・アレルギー科かねみつクリニック

金光紀明先生

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

●第454回西部小児科臨床懇話会

日時：3月l1日㈹19:30

場所：松本小児科3階ホール

演題:100歳時代を生きる

講師：誠愛リハビリテーション病院

名 誉 院 長 黒 川 徹 先 生

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

お知らせ

1）福岡県小児等在宅医療連携拠点事業

事業報告と今後の展望

日時：2月26日㈱18～20時

場所：ホテルセントラーザ博多3階

申し込み：事前申し込みFAXにて

092-642-5155

先着100名締切2月13日㈱

参加費：無料

座長：落合正行先生

（九州大学病院総合周産期母子医療セン

ター）
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礒邊、青木

TEL:(092)711-4892

FAX:(092)733-5535

Email:isobe.kO1@city.血kuoka.lgjp

問い合わせ先：

九州大学病院福岡県小児等在宅医療連

携拠点事業部

TELO92-642.5982

2）救急車での搬送における医療スタッフ同乗に

ついて

先般福岡市医師会週報にて救急搬送書の書式

変更が通知されました。搬送の際は「原則とし

て」医師もしくは看護師が同乗するとの記載が

あり、搬送書上、同乗できない場合は指示を書

いたうえで署名するようになっているため、署

名をすれば同乗しなくてもよいのでは、という

誤解が広がっているようです。この「原則とし

て」との文言はたとえば医師1人事務員1人で

診療しているような小規模医院を念頭においた

ものであり、あくまで例外規定です。会員の皆

様におかれましては、救急搬送の際は医師もし

くは看護師の同乗は必須であるとご理解くださ

い。以上よろしくお願いいたします。

3）「福岡市小児医療情報ネットワークシステム」

の活用に関するお願い

福岡市保健福祉局より下記の依頼がありまし

たのでお知らせします。

福岡市では、各小児医療機関がスムーズに連

携できるよう、可能な限りリアルタイムに2次

医療機関の空床情報等を共有する「福岡市小児

医療情報ネットワークシステム」を平成23年

4月より本格運用しております。

つきましては，今後も積極的に本システムを

活用していただきますようお願いします。

本システムのアドレス、及び閲覧のためのロ

グインID・パスワードは以下のとおりです。

①アドレス：

https://biz.123.jp/SaaS/search/custom/

fUkuokamedical/

②ログインID:medfukuoka

③パスワード:42601

一
ｔ
し ﾉ日

時恥

(担当）福岡市保健福祉局健康医療部地域医療課
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たんたんだより 302号

平成27年3月

平成26年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第12回役員会

（平成27年3月3日㈹）

出席者

耐､鮴正､献､鮮一閲､中尾､淋鴻子､松崎､山ﾛ､剛､黒lll,元山

ｵザー バー :青ﾎ知信働雛会）

【報告事項】

1)福岡市医師会医事調停委員会(2/20)

小児科関連なし

2）家庭的養護推進の多分野ネットワーク会議

（2/26）

3）第443回丹々会学術講演会

日時：2月25日㈹19:OO～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

【一般演題:19:00～19:30】

アレルギー性鼻炎からみた小児気管支喘息

講師：国立病院機構福岡東医療センター小児

科医長

手塚純一郎先生

【特別講演：19:30～20:30】

ワクチン接種でロタウイルス胃腸炎を「歴史」

に変えよう！

講師：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児

科学教授

森内浩幸先生

座長：いなみつこどもクリニック

院長稲光毅先 生

参加者総数120名

4)丹々会役員と丹々会支部役員との懇談会(2/28

出席者25名、ホテルニューオータニ博多）

こども病院移転後の変化、各支部の状況等につ

いて協議した。詳細はホームページ議事録を参

照ください。

【協調事項】

l)新規に小児科標傍した際の急患センター出務

についての福岡市医師会への要望の件

2）急患センターから患者を紹介する際のマニュ

アル（注意事項）作成について

3)急患センターにおける興味深い症例について、

会員への報告方法の件

4）丹々会における事務業務の福岡市医師会への

業務委託について協議があり、一部事務業務に

ついて委託申請することになった。

5）入会希望者(1名）の件

【その他】

l)4月役員会:4月7日㈹19:30~

場所：福岡市医師会館8階会議室

丹々会学術講演会のご案内

●第444回丹々会学術講演会

日時：3月25日（水)19:00～20:30

座長：梅野小児科内科医院梅野英輔先生

【一般演題】19:00～19:30

「稀な点変異を示した薬剤耐性マイコプラズ

マ感染症の地域流行」

松田小児科医院松田健太郎先生

【特別講演】19:30～20:30

「食物アナフィラキシーの現状と対応一ア

ドレナリン、エピペン療法の重要性一」

（エピペン講習を含む）

国立病院機構福岡病院小児科

中村学園大学栄養科学部

柴田瑠美子先生

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科・小児外科合同カンファレンス

（原寿郎教授最終講義）

日時：3月24日㈹18:m~

場所：臨床小講堂2

演題：「小児医療・医学の未来に向けて」

Moderator:小児外科田口智章教授
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Speaker:小児科原寿郎教授

◎問い合わせ先：

九州大学小児科永田弾先生

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

小児診療スキルアップセミナー

日時：4月14日㈹19:00~

場所：北棟6階病棟カンファレンスルーム

演題：「連鎖球菌」

Moderator:西尾詳乘先生

Speakers:齋藤光正先生、神野俊介先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科永田弾先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

日時：3月16日（月)19:00~

場所：新館5階小児科病棟カンファレンス室

演題：小児腎疾患診療の最近の話題

講師：徳島大学大学院へルスバイオサイエンス

研究部小児医学分野

香美祥二教授

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科金海武志先生

●第288回こども病院カンファレンス

日時：4月21日㈹19：00～

場所：こども病院照葉ホール

演題：

1）下肢変形に対する新しい治療：プレートを

用いた骨端成長抑制術

整形外科中村幸之先生

2)ADHD(注意欠陥多動性障害）について

こころの診療科宮崎仁先生

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョンピンフイー先生

●第373回福岡東部地区小児科医会

日時：3月12日附19:15~

場所：福岡東医療センター2階会議室

講演l「小児の夜尿症」

福岡東医療センター小児科

堤 康 先 生

講演2「小児腎臓疾患領域のガイドライン」

福岡東医療センター小児科

井藤奈央子先生

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科

中山秀樹先生

●第454回西部小児科臨床懇話会

日時：3月ll日嗣19:30~

場所：松本小児科3階ホール

演題：「100歳時代を生きる」

講師：誠愛リハビリテーション病院

名誉院長黒川徹先生

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

●第455回西部小児科臨床懇話会

日時：4月8日(M19:30~

場所：松本小児科3階ホール

演題：小児の中枢神経感染症一インフルエン

ザ脳症を中心に一

講師：福岡歯科大学総合医学講座小児科学分野

准教授

鳥巣浩幸先生

◎問い合わせ先：

中尾小児科医院中尾文也先生

お知らせ

1）平成27年度丹々会行事予定

・総会：6月6日出18時ホテル日航福岡

・勤務医会との合同懇談会（ビアパーテイ）：

8月7日(S19時30分ホテルオークラ博多

・臨時総会と忘年会：

12月5日(J18時ホテルオークラ博多

2）丹々会役員は福岡市議会議員との懇談会を年

に1回開催しており､丹々会からの要望事項(ワ

クチンの公費負担等）を市政に反映していただ

くようお願いしているところです。その際に参

加いただいている福岡市議会議員は妹尾俊見氏

（中央区)､川口浩氏(博多区)､阿部真之助氏(城
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南区）の3名です。4月12日に福岡市議会議

員選挙が予定されていますが、丹々会役員会で

は、この3名を支援していくことにいたしまし

た。選挙の際にはご考慮頂きたくお知らせいた

します。

3）学校医連絡会

日時等：3月25日㈱19時30分

於福岡市医師会館8階講堂

内容：

l)「平成26年度学校検診実績および現況報

告」

福岡市医師会常任理事

黒川美知子先生

2）「摂食障害（拒食症・過食症）の現状と

患児・家族への対応について」（仮題）

九州大学病院心療内科講師

河合啓介先生

座長：福岡市医師会こども委員会委員長

福重淳一郎先生

対象：学校医並びに本会会員・学校関係者等

取得単位：日医生涯教育講座「l単位」

カリキュラムコード：

ll:予防活動13:地域医療
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たんたんだより 303号

平成27年4月

平成27年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第1回役員会

（平成27年4月7日㈹）

出席者

下甘､“正､雛､鮮一鼠､中尾､琳瑠子､鵬､山ﾛ､剛､黒1ll,元山

ｵザー バー :淋艫(勘駆会）

【報告事項】

1）福岡市医師会専門医会長懇談会(3/16)

2）福岡市医師会医事調停委員会（3/20）

小児科関連なし

3）第444回丹々会学術講演会

日時：3月25日(hl9:00～20:30

座長：梅野小児科内科医院

梅野英輔先生

【一般演題】19:00～19:30

「稀な点変異を示した薬剤耐性マイコプラズマ

感染症の地域流行」

講師：松田小児科医院松田健太郎先生

【特別講演】19:30～20:30

「食物アナフイラキシーの現状と対応一アドレ

ナリン、エピペン療法の重要性一」

（エピペン講習を含む）

講師：国立病院機構福岡病院小児科

中村学園大学栄養科学部

柴田瑠美子先生

参加者総数114名

【協議事項】

l)会員等の弔事（弔電、供花、御香典）の対応

について

2）丹々会支部との懇談会での質問に対する回答

について（お知らせを参照）

3）産婦人科医会理事会との懇談会の日程および

議題の件

4）6月6日に行われる丹々会総会の運営の件

【その他】

1)5月役員会：

5月12日㈹19:30~

場所：福岡市医師会館8階会議室

2）新入会員紹介：

楢崎亮先生

育慈会ならざき小児科

〒811-0202福岡市東区和白5-7-16

TELO92-605-7377

3）新たに那珂川町に病児保育施設が開設されま

した。

那珂川町

かく小児科医院

キツズデイケアルーム那珂川

TEL953-3344

丹々会学術講演会のご案内

●第445回丹々会学術講演会

日時：4月22日伽18:50～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

座長：井上小児科医院理事

井上賢太郎先生

【一般演題】19:00～19:30

予防接種に関する最新情報

-DPT-IPV、水痘ワクチンを中心に

講師：一般社団法人阪大微生物研究会

学術部学術課

西川大貴先生

【特別講演】19:30～20:30

原発性免疫不全症候群一予防接種と治療とし

ての造血幹細胞移植を中心に一

講師：九州大学大学院医学研究院

周産期小児医療講座教授

高田英俊先生

●第446回丹々会学術講演会

日時：5月27日（水)18:50～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8階

座長：つるのぼるクリニック津留徳先生

【一般演題】19：00～19：45
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｢小児形成外科～患児とその家族のスマイル回

復とQOL向上を求めて～」

講師：福岡大学形成外科

高木誠司先生

【特別講演】19:45～20:45

「小児科医のための排尿症状の診方、考え方」

講師：自治医大とちぎ医療センター

小児泌尿器科教授

中井秀郎先生

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

小児診療スキルアップセミナー

日時：4月14日㈹19:00~

場所：北棟6階病棟カンファレンスルーム

演題：「連鎖球菌」

Moderator:西尾毒乘先生

Speakers:齋藤光正先生、神野俊介先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科中島健太郎先生

※5月の予定は未定

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

日時：4月20日（月)19:00~

場所：新館5階小児科病棟カンファレンス室

演題名:2014年度紹介患者のまとめ

演者：井手康二先生、吉兼由佳子先生、

中村公紀先生

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科井上真改先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

日時：5月18日（月)19:00~

場所：新館5階小児科病棟カンファレンス室

演題名：小児科医のための眼科豆知識

演者：福岡大学医学部眼科教授

林英之先生

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科井上真改先生

●第288回こども病院カンファレンス

日時：4月21日(jjl9:00~

場所：こども病院2階講堂（てりはホール）

演題：

l)下肢変形に対する新しい治療:8プレート

を用いた骨端成長抑制術

整形外科中村幸之先生

2)ADHD(注意欠陥多動性障害）について

こころの診療科宮崎仁先生

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョンピンフイー先生

●第289回こども病院カンファレンス

日時：5月19日㈹19:00~

場所：こども病院2階講堂（てりはホール）

演題：

l)当院の術後鎮痛uptodate

麻酔科住吉理絵子先生

2）フォンタン術後患者の血行動態と日常生活

の注意点

循 環 器 科 連 翔 太 先 生

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョンピンフイー先生

●第374回福岡東部地区小児科医会／

宗像小児科医会合同学術謂演会

日時：5月14日("19:15～21:00

場所：国立病院機構福岡東医療センター2階

多目的ホール

プログラム：

19:15～19:30製品紹介

19:30～19:45

「一戸建て購入後に発症した多種食物アレ

ルギーの一例」

福岡東医療センター小児科

増本夏子先生

19:45～21:00

「大気汚染と気管支喘息」

福岡病院副院長小田嶋博先生

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科中山秀樹先生
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●第455回西部小児科臨床懇話会

日時：5月13日（水)19:30~

場所：松本小児科医院3階ホール

演題：勤務医生活を振り返って～こども病院移

転で何が変わったか～

講師：福岡市立こども病院名誉院長

福重淳一郎先生

◎問い合わせ先：

桜坂なかやまこどもクリニック

中山英樹先生

お知らせ

｢救急搬送時における医療スタッフ同乗について」

先に行われました丹々会役員と支部長との懇談会

でのご質問への回答です。

10の医師会と福岡市消防局に確認した限り、

1）医師が同乗すべきとのことだが他自治体では

どうか？

福岡市と同様「原則」医師の同乗が求められて

いるが、看護師でもよい模様。

名古屋市では医師が同乗すべきと明確。

同乗しなくてよいという自治体はなし。

尚、仙台市は搬送途中の急変は搬送元の診療所

に責任があると明確。

2）搬送後の帰宅の費用は他の自治体ではどう

か？

自治体で負担している所はなし。

救急車に同乗して送り届けてくれる自治体は例

外的にあるが、現場の判断で行っており、送り

届けると規定があるわけではない。

名古屋市のみ救急車で送り届けると明確。

3）搬送中の救急車の交通事故に際しての補償は

どうなっているか？

福岡市では自賠責保険の範囲内で補償を行って

いるがそれ以上の補償はない模様。

(文責:元山浩貴､福岡市医師会地域医療担当理事）
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たんたんだより 304号

平成27年5月

平成27年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第2回役員会

（平成27年5月12日脚）

出席者

耐､跡正､職､鮴一郎､幌､鮴鯛子､鱗､l旧､畑､黒lll､元山

ｵザｰパｰ:淋艫(蛎齢）

【報告事項】

1)下村会長の新福岡市副市長（荒瀬泰子氏）へ

の表敬訪問(4/15)

2）福岡市医師会医事調停委員会(4/17)

小児科関連なし

3）第445回丹々会学術講演会

日時：4月22BMO18:50～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8F「彩雲」

座長：井上小児科医院井上賢太郎先生

【一般演題】19:00～19:30

「予防接種に関する最新情報

-DPT-IPV、水痘ワクチンを中心に一」

一般財団法人阪大微生物研究会

学術部学術課西川大貴先生

【特別講演】19:30～20:30

「原発性免疫不全症候群一予防接種と治療と

しての造血幹細胞移植を中心に一」

九州大学大学院医学研究院周産期

小児医療学講座高田英俊先生

参加者:129名

4）下村会長の福岡市立こども病院新院長（原寿

郎先生）への表敬訪問（4/23）

5）平成26年度急患診療事業における要望書を

提出し、市医師会からの回答を得た。

詳細はホームページを参照ください。

【協議事項】

1）福岡県社会保険診療報酬請求書審査委員会の

委員推薦の件

引き続き、松崎彰信先生（中央区)、笠原郁子

先生（城南区）を推薦することになった。

2）市急患センターにおける中学生の診療の件

3）6月3日に行われる産婦人科医会との懇談会

での議題の件

4）丹々会会報の特集記事について

5）総会の議案、進行、出欠状況について

6）平成26年度決算・平成27年度予算案の件

【その他】

6月役員会：6月2日㈹19:30~

場所：福岡市医師会館8階会議室

丹々会学術講演会のご案内

●第446回丹々会学術講演会

日時：5月27日㈱18:50～20:45

場所：ソラリア西鉄ホテル8F「彩雲」

座長：つるのぼるクリニック津留徳先生

【一般演題】19:00～19:45

小児形成外科～患児とその家族のスマイル回

復とQOL向上を求めて～

講師：福岡大学形成外科准教授

高木誠司先生

【特別講演】19:45～20:45

小児科医のための排尿症状の診方、考え方

講師：自治医科大学とちぎ医療センター

小児泌尿器科教授

中井秀郎先生

●第447回丹々会学術講演会

日時：6月24日（水)18:50～20:45

場所：ソラリア西鉄ホテル8F「彩雲」

座長：しんどう小児科医院進藤静生先生

【一般演題】19：00～19:45

血液悪性腫瘍におけるワクチン・ガンマグロブ

リン療法の位置づけ

講師：九州大学小児科中島健太郎先生

【特別講演】19：45～20：45

ライフステージに応じた発達障害児と家族の支援

講師：久留米大学小児科教授

山下裕史朗先生
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福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

小児診療スキルアップセミナー

日時：6月9日㈹19:00~

場所：北棟6階病棟カンファレンスルーム

演題：腹膜透析：原理と合併症

Moderator:西山慶先生

Speakers:今井崇史先生、西山慶先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科中島健太郎先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

日時：5月18日（月)19:00~

場所：新館5階小児科病棟カンファレンス室

演題名：小児科医のための眼科豆知識

演者：福岡大学医学部眼科教授

林英之先生

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科井上真改先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

日時：6月15日（月)19:00~

場所：新館5階小児科病棟カンファレンス室

演題名：未定

演者：未定

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科井上真改先生

●第289回こども病院カンファレンス

日時：5月19日㈹19:00～20:15

場所：こども病院2階講堂（てりはホール）

講演1.当院の術後鎮痛uptodate

麻酔科住吉理絵子先生

講演2．フォンタン術後患者の血行動態と日常

生活の注意点

循環器科連翔太先生

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チヨンピンフイー先生

●第290回こども病院カンファレンス＆

第375回福岡東部地区小児科医会

日時：6月16日㈹19:00～20:30

場所：こども病院2階講堂（てりはホール）

講演1．発熱、全身の発疹で当院に紹介入院さ

れた13歳女児の症例検討

こども病院総合診療科

豊村大亮先生

講演2．熱性けいれん診療ガイドライン2015

について

こども病院小児神経科

松倉幹先生

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョンピンフィー先生

●第375回福岡東部地区小児科医会

6月のカンファレンスは290回こども病院カン

ファレンスと合同開催です。

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科中山秀樹先生

●第455回西部小児科臨床懇話会

日時：6月10日（水)19:30

場所：松本小児科医院3階ホール

演題：子どもたちを守るために知ってほしいタ

バコの真実

講師：飯塚市立病院小児科牟田広実先生

◎問い合わせ先：

桜坂なかやまこどもクリニック

中山英樹先生

お知らせ

●予防接種実施登録医療機関研修会

日時等：6月22日（月)19時30分

於福岡市医師会館8階講堂

内容：

1）「予防接種事故報告」（仮題）

福岡市医師会常任理事元山浩貴先生

2）「福岡市からのお願い」（仮題）

福岡市保健福祉局保健予防課
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3）「予防接種過誤を防ぐために」（仮題）

福岡歯科大学総合医学講座小児科学分野

教授

岡田賢司先生

対象：予防接種実施登録医療機関等

取得単位：日医生涯教育講座「1.5単位」

カリキュラムコード：2：継続的な学修と臨

床能力の保持ll:予防活動13:地域医療

●福岡県小児救急医療電話相談(#8000)実

施時間延長のご案内

これまで､毎日（365日）準夜帯・深夜帯（19

時～翌朝7時）に、小児・子どもの急な病気、

ケガなどに関する電話相談（#8000）を実施し

ていましたが、平成27年4月1日から、土曜

午後・日祝日の日中にも実施することになりま

したのでお知らせします。なお、院内掲示用の

ポスターは県、県医師会で作成し配布する予定

になっています。

福岡県小児救急医療ガイドブック「必携！こ

ども救急」(http://www.fmc.Ukuoka.medorjp/

images/kodomoguidebook6.pdfからダウンロー

ドできます:H27年度版に更新予定あり）と合

わせて、家庭看護力向上の資材としてご利用下

さい。

（平日)19時～翌朝7時

（土曜)12時～翌朝7時

（日祝日）7時～翌朝7時

※日祝日とは、日暇日、祝日及び休日、年末年

始の日（12月29日～1月3日）並びにお盆休

み（8月13日～8月15日）
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たんたんだより 305号

平成27年6月

平成27年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第3回役員会

（平成27年6月2日㈹）

出席者

耐､撚正､縦､郷一郎､幌､青ﾎ鯛子､鵬､山口､細､黒lll､元ll

ｵザｰｰ:淋艫(鰄鴎）

【報告事項】

l)福岡県医師会母子保健委員会(5/13)

2）福岡市医師会医事調停委員会(5/15)

小児科関連なし

3）プレママ･ママとプレパパのワクチンセミナー

(5/16)

出席者89名

4）第446回丹々会学術講演会

日時：5月27日（水)18:50～20:30

ソラリア西鉄ホテル8F「彩雲」

座長：つるのぼるクリニック津留徳先生

【一般演題】19:00～19:45

『小児形成外科～患児とその家族のスマイル回

復とQOL向上を求めて～』

福岡大学形成外科准教授高木誠司先生

【特別講演】19:45～20:45

『小児科医のための排尿症状の診方、考え方j

自治医大とちぎ医療センター

小児泌尿器科教授中井秀郎先生

参加101名

5）産婦人科医会と丹々会の合同役員懇談会(6/3

於：ホテルニューオータニ博多）

出席者：丹々会11名産婦人科医会12名

合同講演会の内容やペリネータルビジット等の

件について協議した。詳細はホームページを参

照ください。

6）丹々会総会・懇親会（6/6於：ホテル日航

福岡）

出席者：43名

懇親会出席者：43名

議案として福岡地区小児科医会の発足年度が協議

され、資料を基に昭和33年に決定し承認された。

【協議事項】

l)今年度の福岡市医師会への要望事項について

協議した。

2）6月予定の市議との懇談会での議題について

3）平成27年度急患診療協力機関との懇談会で

の意見・要望について

4)産婦人科･小児科合同講演会の演者と共催メー

カーについて

5）総会での進行および決算・予算案の件

【その他】

7月役員会：7月7日㈹19:30~

場所：福岡市医師会館8階会議室

丹々会学術講演会のご案内

●第447回丹々会学術講演会

日時：6月24日㈹18:50～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8F「彩雲」

座長：しんどう小児科医院進藤静生先生

【一般演題】19:00～19:30

血液悪性腫瘍におけるワクチン・ガンマグロブ

リン療法の位置づけ

講師：九州大学小児科中島健太郎先生

【特別講演】19:30～20:30

ライフステージに応じた発達障害児と家族の支援

講師：久留米大学小児科教授

山下裕史朗先生

●第448回丹々会学術講演会

日時：7月22日㈱18:45～20:45

場所：ソラリア西鉄ホテル8F「彩雲」

座長：下村小児科医院理事下村国寿先生

【特別講演lll9:00～19:45

『小児の眼科疾患～弱視・斜視の診察～」

皆良田眼科医院皆良田研介先生

【特別講演2119:45～20:45

「耐性菌を考慮した小児呼吸器感染症への対応

UpDate」
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慶応義塾大学医学部感染症学教室

教授岩田敏先生

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

小児診療スキルアッブセミナー

日時：7月14日㈹19:00~

場所：北棟6階病棟カンファレンスルーム

演題：未定

◎問い合わせ先：

九州大学小児科中島健太郎先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

日時：6月15日（月)19:00~

場所：新館5階小児科病棟カンファレンス室

演題名：川崎病重症例のインテンシブ治療を考

える

演者：東邦大学医学部小児科学

教授佐地勉先生

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科井上真改先生

●第290回こども病院カンファレンス＆

第375回福岡東部地区小児科医会

日時：6月16日㈹19:00～20:30

場所：こども病院2階講堂（てりはホール）

講演1．発熱、全身の発疹で当院に紹介入院さ

れた13歳女児の症例検討

こども病院総合診療科豊村大亮先生

講演2.熱性けいれん診療ガイドライン2015に

ついて

こども病院小 児神経科松倉幹先生

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョンピンフイー先生

※7月と8月のこども病院カンファレンスは休

会です。

●第375回福岡東部地区小児科医会は290回

こども病院カンファレンスと合同開催です

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科中山秀樹先生

●第376回福岡東部地区小児科医会

日時：7月2日附19:30~

場所：ホテルセントラーザ博多3階

内容：【会員症例検討会】19:30～20:40

司会：福岡東医療センター小児科部長

中山秀樹先生

【納涼会】ホテルセントラーザ博多2階フェス

タヴイラ

20:45～22:15

参加費：開業医5,000円勤務医2,000円

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科中山秀樹先生

●第458回西部小児科臨床懇話会

日時：7月8日㈱19:30~

場所：松本小児科医院3階ホール

演題：ダウン症等受容支援ネットワーク福岡に

ついて

講師：受容ネット代表、福岡大学理学部助教

岩崎雅行先生

◎問い合わせ先：

桜坂なかやまこどもクリニック

中山英樹先生

お知らせ

●予防接種実施替録医療機関研修会

日時等：6月22日侭)19時30分

於福岡市医師会館8階講堂

内容：

1）「予防接種事故報告」（仮題）

福岡市医師会常任理事元山浩貴先生

2）「福岡市からのお願い」（仮題）

福岡市保健福祉局保健予防課

3）「予防接種過誤を防ぐために」（仮題）

福岡歯科大学総合医学講座小児科学分野

教授岡田賢司先生

対象：予防接種実施登録医療機関等

取得単位：日医生涯教育講座「l.5単位」

カリキュラムコード：2：継続的な学修と臨

床能力の保持1l:予防活動13:地域医療
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たんたんだより 306号

平成27年7月

平成27年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第4回役員会

（平成27年7月7日脚）

出席者

耐､鮮正､賊､僻一筋､幅､青棋智子､鵬､山ﾛ､畑､黒lll､元山

ｵザー パー :鮴知信{鑛医会）

【報告事項】

l)福岡市医師会医事調停委員会(6/19)

小児科関連なし

2）第447回丹々会学術講演会

日時：6月24B(jO18:50～20:30

場所：ソラリア西鉄ホテル8F「彩雲」

座長：しんどう小児科医院進藤静生先生

【一般演題】19：00～19:45

血液悪性腫瘍におけるワクチン・ガンマグロブ

リン療法の位置づけ

講師：九州大学小児科中島健太郎先生

【特別講演】19:45～20:30

ライフステージに応じた発達障害児と家族の支援

講師：久留米大学小児科教授

山下裕史朗先生

参加92名

3）乳幼児保健委員会（6/29）

ワクチンセミナー､小児生活習慣病､健診マニュ

アル等について報告､協議があった｡詳細はホー

ムページの議事録をご参照ください。

4）第51回福岡県小児科医会総会(7/4)

場所：宗像地域医療センター

出席者59名

【協議事項】

1)市民向け丹々会ホームページのリーフレット

について

2）仁川小児科医会との交流事業の件

今後の交流事業のあり方について協議した。

3）7月13日予定の福岡市議会議員との懇談会

の件

4）三師会から福岡市への要望書の件

博多・城南・西急患診療所の小児科標傍廃止の

要請が内科医会からなされるのに際し、標傍廃

止に当たっては、福岡市急患診療センターの医

師の待遇改善、看護師およびコメデイカルの増

員をすること等を要望書に盛り込んだ。

【その他】

8月役員会：8月4日㈹19:30~

場所：福岡市医師会館8階会議室

丹々会学術講演会のご案内

●第448回丹々会学術講演会

日時：7月22日（水)18:45～20:45

場所：ソラリア西鉄ホテル8F「彩雲」

座長：下村小児科医院下村国寿先生

【特別講演1】19：00～19：45

「小児の眼科疾患～弱視・斜視の診察～』

講師：皆良田眼科医院皆良田研介先生

【特別講演2]19:45～20:45

「耐性菌を考慮した小児呼吸器感染症への対応

UpDate」

講師：慶応義塾大学医学部感染制御センター

教授

岩田敏先生

◎8月は休会です。

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

小児診療スキルアップセミナー

日時：7月14日㈹19:00~

場所：北棟6階病棟カンファレンスルーム

演題：症例から学ぶ新生児内分泌

Moderator:石井加奈子先生

Speakers:戸田尚子先生、大久保一宏先生、

石井加奈子先生
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◎問い合わせ先：

九州大学小児科中島健太郎先生

※8月は休会です。

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

日時：9月8日㈹19：00～

場所：北棟6階病棟カンファレンスルーム

演題：重い病気に負けず、家で暮らす子ども達

を助ける小児在宅医療（仮）

講師：医療法人小さな診療所京極新治先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科中島健太郎先生

●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

7月は例年通りビアパーテイーです。

テーマ：病診連携一先輩小児科医からのアド

バイスー

日時：7月27日（月）19：00～

場所：福岡大学文系センター棟16階

スカイラウンジ

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科井上真改先生

※8月、9月は休会です。

●こども病院カンファレンス

7月、8月は休会です。

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院

チョンピンフィー先生

●第377回福岡東部地区小児科医会

日時：9月3日嗣19:15~

場所：福岡東医療センター2階

多目的ホール

講演1．症例呈示

福岡東医療センター小児科後期研修医

講演2．子どもの健康と環境に関する全国調査

（エコチル調査）

～福岡東部地区のデータでわかってきた

こと～（仮）

九州大学環境発達医学研究センター／九

州大学医学部小児科

實藤雅文先生

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科中山秀樹先生

※8月は休会です。

●第455回西部小児科臨床懇話会

日時：8月5日（水)19:15~

場所：西鉄グランドホテル2F鳳凰の間

演題：小児難聴への医療者としての関わり

～新生児期より就業まで～

講師：福岡大学医学部耳鼻咽喉科学講座

主任教授

中川尚志先生

◎問い合わせ先：

桜坂なかやまこどもクリニック

中山英樹先生

●第456回西部小児科臨床懇話会

日時：9月9日（水)19:30~

場所：松本小児科医院3Fホール

演題：傷害予防に取り組む一変えられるものを

見つけ、変えられるものを変える

講師：緑園こどもクリニック院長、

NPO法人SafeKidsJapan理事長、

産業技術総合研究所人間情報研究部門

客員研究員

山中龍宏先生

◎問い合わせ先：

桜坂なかやまこどもクリニック

中山英樹先生

すも＝

邪

ノ‘・P．
’，ザーイ
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たんたんだより 307号

平成27年8月

平成27年度福岡地区小児科医会(丹々会）

第5回役員会

（平成27年8月4日㈹）

出席者

耐､撫正､縦､職ﾈー 肌中尾､青棋謡､鏑､山口､細､男lll,元山

ｵザー バー :鮴艫(勘雛会）

【報告事項】

l)丹々会乳幼児保健委員会編集による乳幼児健

診マニュアル（第五版）が発刊された。

2）7月13日に福岡市議会議員との懇談会が開

催された。急患センターにおける小児科診療の

状況と要望、小学生の通院医療費の件、病児・

病後児デイケア事業の現況と問題点、等につい

て報告、協議した。詳細は議事録を参照くださ

い。

3）福岡市医師会医事調停委員会(7/17)

小児科関連なし

4）第448回丹々会学術講演会

日時：7月22日㈱18：45～20：45

場所：ソラリア西鉄ホテル8F「彩雲」

座長：下村小児科医院理事下村国寿先生

【特別講演1119:00～19:45

「小児の眼科疾患～弱視・斜視の診察～」

皆良田眼科医院皆良田研介先生

【特別講演】19:45～20:45

『耐性菌を考慮した小児呼吸器感染症への対応

UpDate」

慶応義塾大学医学部感染症学教室教授

岩田敏先生

参加109名

5）第45回福岡市急患診療運営協議会（7/27）

【協議事項】

l)里親制度の児における医療機関受診の際の流

れについて。後日、福岡市医師会を通じて詳細

を連絡する予定です。

2）北九州小児科医会と丹々会との合同懇談会で

の議題について

3）急患センター出動に関する今後の問題点につ

いて

4）医師会看護学校講師の件

5）新入会員の件

【その他】

9月役員会：9月1日㈹19:30~

場所：未定

丹々会学術講演会のご案内

●第449回丹々会学術講演会

日時：9月30日㈱18:45～20:45

場所：ソラリア西鉄ホテル8F「彩雲」

座長：おのこどもクリニック小野栄一郎先生

【一般演題】19:00～19:45

「小児肝疾患のみかた～乳児黄疸からウイルス

性肝炎まで～」

久留米大学小児科水落建輝先生

【特別講演】19:45～20:45

『小児の血便～経時観察でよい疾患から内視鏡

が必要な疾患まで～」

順天堂大学小児科教授清水俊明先生

◎8月は休会です

福岡地区の講演会、カンファレンス等のご案内

●九州大学小児科クリニカルカンファレンス

日時：9月8日㈹19:00~

場所：北棟6階病棟カンファレンスルーム

演題：重い病気に負けず、家で暮らす子ども達

を助ける小児在宅医療（仮）

講師：医療法人小さな診療所京極新治先生

◎問い合わせ先：

九州大学小児科中島健太郎先生

※8月は休会です
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●福岡大学医学部小児科クリニカルカンファレンス

8月、9月は休会です

◎問い合わせ先：

福岡大学病院小児科井上真改先生

●第291回こども病院カンファレンス

日時：9月15日㈹19:00～20:30

場所：こども病院2階講堂（てりはホール）

演題：

1)外用治療の実践について～アトピー性皮膚

炎診療ガイドラインに沿って

皮膚科工藤恭 子先生

2）包茎！おねしょI病気？

泌尿器科長沼英和先生

参加自由、日本医師会生涯教育講座1.5単位と

なります

◎問い合わせ先：

福岡市立こども病院チョンピンフイー先生

※8月は休会です

●第377回福岡東部地区小児科医会

日時：9月3日嗣19:15~

場所：福岡東医療センター2階

多目的ホール

講演l.子どもの健康と環境に関する全国調査

（エコチル調査）

～福岡東部地区のデータでわかってきた

こと～

九州大学環境発達医学研究センター／

九州大学医学部小児科

實藤雅文先生

講演2．小児期にけいれん・てんかんをきたす

頭部疾患の画像診断

宗像水光会総合病院放射線科

川波喬先生

◎問い合わせ先：

福岡東医療センター小児科中山秀樹先生

※8月は休会です

●第460回西部小児科臨床懇話会

日時：9月9日(M19:30

場所：松本小児科医院3Fホール

演題：傷害予防に取り組む一変えられるものを

見つけ、変えられるものを変える

講師：緑園こどもクリニック院長、NPO法人

SafeKidsJapan理事長、

産業技術総合研究所人間情報研究部門

客員研究員

山中龍宏先生

◎問い合わせ先：

桜坂なかやまこどもクリニック

中山英樹先生

●第29回福岡小児感染症研究会

日時：8月26日嗣19:00～20:30

場所：西鉄グランドホテル

参加：自由（参加費1000円）

講演：

l)一般演題

①気管支鏡検査で診断できた稀な呼吸器感染

症

福岡大学医学部小児科学教室

助教井出康二先生

②当院におけるPresepsin測定の有用性の検討

福岡市立こども病院小児感染症科

深澤光晴先生

2）特別講演

小児気道感染症とマクロライド

～その傾向と対策～

名古屋市立西部療育センター

院長鈴木悟先生

お知らせ

●セミナー名：

第20回福岡大学病院メディカルセミナー

講演テーマ：「こどもの病気に対する先進的治療」

演題：1）こどものアレルギー

講師：小児科助教井出康二先生

2）小児の外科治療のトレンド～日常

疾患への対応と内視鏡外科手術～

講師：総合周産期母子医療センター

診療教授贋瀬龍一郎先生

3）虐待を防ごう～福岡市児童虐待防
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止ネットワーク事業～

講師：小児科助教藤田貴子先生

対象：医療関係者（医師・看護師・薬剤師・技

師ほか）

日程：9月24日附午後7時～午後8時30分

場所：福岡大学病院．福大メディカルホール

共催：福岡大学病院／福岡市医師会

後援：福岡市薬剤師会

問い合わせ先：福岡大学病院地域医療連挑セ

ンター

－134－
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【2014年9月】

●静脈麻酔と小児医療の特殊性●

背景

小児の侵襲的検査や処置の場面に「鎮静」を必

要とすることが多いが、不幸な事故や訴訟が後を

絶ちません。平成26年4月、「静脈麻酔」に若干

の改訂がありました。小児科診療報酬制度は、外

来包括化にくわえて入院でも小児管理料1－4に

よる包括化が進んでいます。さらにDPCの普及

により、特別な治療やリハビリ、手術、麻酔など

が請求と審査の眼目となっています。

LOO1-2静脈麻酔

l.短時間のもの(=10分未満、120点）

2.十分な体制で行われる長時間のもの（単純な

場合600点）

3.十分な体制で行われる長時間のもの（複雑な

場合、800点):H26.4追加

加算：

新生児（28日未満）・未熟児（90日以内）

200/100

乳児（1歳未満) 5 0 / 1 0 0

幼児①(1歳以上3歳未満)20/100

幼児②（3歳以上6歳未満)10/100

解説

これまでも取り上げた話題です。徐々に請求数

も増えてきましたが、なお十分に認識されている

とはいえず、この機会に改めて解説します。とく

に、2.十分な体制で行われる長時間の静脈麻酔

料は、その加算部分などを考慮すれば、小児科の

医療費請求としてはかなりの高額です。このこと

は小児科医への期待とともに責任と安全環境整備

が求められているともいえます

(1)静脈麻酔とは、静脈注射用麻酔剤を用いた全

身麻酔であり、意識消失を伴うものをいう、と

定義されています。このことに関して、基金麻

酔科専門医WG見解は重要で、「静脈注射用麻

酔薬」は、①ラポナール、イソゾール等（バル

ビツール酸系)、②ケタラール等（ケタミン）

③デイプリバン等（プロポフォール＃年齢条

件に注意）であり、以下の薬剤はその薬効分類

により静脈麻酔とは認められません。鎮静剤・

抗不安剤:ホリゾン､セルシン等（ジアゼパム)。

ドルミカム等（ミダゾラム)。解熱鎮痛剤：ペンタ

ジン等（ペンタゾシン)。合成麻薬:フェンタニル。

（以上、平成22年9月27日基金WG見解）

(2)｢1.短時間のもの｣は､静脈麻酔の実施の下、

検査、画像診断、処置又は手術が行われた場合

であって、麻酔の実施時間が10分未満の場合

に算定する。

＊麻酔実施時間は、麻酔剤を最初に投与した時

から当該検査等が終了した時までをいう。

(3)今回の改訂で追加された､3.複雑な場合(800

点）の条件は「常勤麻酔科医が専従で実施」で

す。このことから、1．短時間､2．長時間（単

純な場合）に関して、担当医は麻酔医資格は問

わない、つまり、小児科医が実施してよいこと

が明確になりました。

(4)「長時間の静脈麻酔」には、十分な体制で行

われると明記され、その条件は「安全性の観点

から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかに

マスク又は気管内挿管による閉鎖式全身麻酔に

移行できる十分な準備を行った上で、医療機器

等を用いて十分な監視下で行う」とされていま

す。この条件は、乳幼児の気道確保の特殊性を

熟知した小児科医の責任で施行すべき麻酔法で

あり、安全性の確保条件は、検査処置室に緊急

セット(B&M、気管挿管用具）があり、SpO2

等モニターされ、医師が立ち会うこと、院内に

いる常勤麻酔医が緊急事態に対応できるなどと

なりますので、この際、ご自分の施設を確認整

備してください。

(5)経皮的動脈血酸素飽和度測定SpO2(D223

1日につき30点）は、該当患者のイに「静脈

麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を実施中」と明

記されており、請求可能です。むしろ、長時間
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の麻酔では医療機器による監視が条件であり、

SpO2モニターは基礎的要件でしょう。

(6)CT(およびMRI)に関して造影剤を使用し

た場合は、造影加算500（250）点の請求に際

して、第4部画像診断のE200(E202)注3

の「造影剤注入手技料及び麻酔料は(LOO8マ

スク又は気管内挿管による閉鎖式全身麻酔をの

ぞき）加算点数に含まれる」という規定があり、

静脈麻酔料は認められません。DPCや小児入

院管理料請求では、単に「画像診断に際して施

行」として造影の有無が明記されていない事例

が多く、審査の際に情報の確認が必要で困って

います。レセプトに「単純CT/MR撮影」の

明示が望まれます。

(7)患者・保険者に医療費を請求するわけですか

ら、代表的な画像検査や検査・処置に係わる標

準的時間に根拠のある設定が必要です。暫定的

に、以下のような区分で判断しています。

l.短時間が望ましいもの；単純CT、腰椎穿

刺（髄液採取､圧測定)､(腹部エコー;不要？）

2．長時間になると思われるもの(実時間を記載)；

a、単純MRI:「騒音遮蔽とモニターの難

しさ｣､核医学検査(シンチ):｢撮像実時間｣、

心臓エコー：「断層像にカラーとパルスド

プラー法を含む検査」などの画像診断。

b・腰椎穿刺と抗がん剤(MTX)髄注:｢髄

液採取と慎重な薬剤注入・リスク｣、骨髄

穿刺：「複数回採取｣、腎生検、上・下消化

器内視鏡検査、心臓カテーテル検査などの

特殊検査や処置。

c・腸重積整復、ヘルニア陥頓整復などの特

殊な技術を要する処置。

なお、脳波検査については、麻酔薬は検査にな

じまないので、請求不可とします。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2014年10月】

●低薬価薬剤と傷病名●

「診療報酬請求書等の記載要領等について」

(http://www.mhlw・go.jp/file/06-Seisakujouhou-

12400000-Hokenkyoku/0000041950.pdf)の15ペー

ジに下記の記載があります。

「ウ薬剤料に係る所定単位当たりの薬価が175

円以下の薬剤の投与又は使用の原因となった傷病

のうち、健胃消化剤、鎮咳剤などの投与又は使用

の原因となった傷病など、イに基づき記載した傷

病名から判断して、その発症が類推できる傷病に

ついては、傷病名を記載する必要はないものとす

ること。ただし、強心剤、糖尿病薬などの投与又

は使用の原因となった傷病名についてはこの限り

でないこと｡」（文中イについては上記サイト本文

を参照してください）

薬価175円以下（点数として17点以下）の意

味は単一薬剤の薬価ではなく、服用時点が同じで

合剤請求されている場合には、同時に処方された

薬剤の合計薬価となりますのでご注意ください。

たとえば、急性上気道炎の傷病名で、鎮咳剤、去

疲剤、気管支拡張剤を処方した場合、合計の薬価

が17点以下であれば、気管支拡張剤に対する適

応病名（気管炎など）がなくても気管支拡張剤が

査定されることはありませんが、この処方と同時

に抗生剤が処方され合計薬価が18点以上となっ

た場合には、気管支拡張剤が査定されます。急性

上気道炎の傷病名で気管支拡張剤を処方した時

に、気管支拡張剤が査定される場合とされない場

合があるのはこのような理由によります。

なお､投薬および注射以外の項目（処置､手術、

検査、画像など）で算定された薬剤は、低薬価薬

剤としての取り扱いの対象外です。また、適応に

関する事項以外、たとえば投与量や投与期間の過

剰、禁忌などについては、低薬価薬剤であっても

通常通りの審査が行われます。一方、上記要領の

後半にあるように、強心剤、血圧降下剤、血管拡

張剤、高脂血症用剤、副腎ホルモン剤、糖尿病用

剤はこの規定に該当しません。従って、低薬価薬

剤であっても傷病名が漏れている場合には査定さ

れます。

今回は低薬価薬剤に対する例外的な取り扱いに

ついて解説しましたが、保険診療では傷病名と診

療内容は一致することが原則です。薬剤使用にあ

たっては、薬事法上の保険適応等に一層ご留意く

ださいますようお願いいたします。

（福岡県小児科審査員連絡会）
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【2014年11月】

●転帰の記入をお願いします●

今回は新しい内容はありません。表題のお願い

を繰り返さなければならない背景をご説明いたし

ます。

小児科、とくに開業小児科医にとって初診料は

重要です。初診料を請求するためには過去の疾病

がすべて治癒になっている必要があります。他科

と比べ急性疾患の割合が高いために、小児科では

初診料算定のハードルが低くなります。この恩恵

を長期間にわたって甘受してきましたが、ITを

駆使した縦覧や突合点検・審査が普及してくると

ともに不都合な例が多く指摘されるようになりま

した。

成人ではアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎

などの慢性疾患は、投薬期間が終了して1ヶ月以

上経過しなければ初診料の算定ができないと、い

くつかの地域で取り決め事項になっています。紙

レセプトの時代には、前月分など過去のレセプト

や処方菱などと突き合わせて点検・審査すること

は至難の業だったと思います。しかし、現在はワ

ンクリックすれば、事務職員や審査員の前にある

画面で過去半年の請求状況を見ることができま

す｡保険者などでは専用のプログラムを作成して、

疑義のある対象を抽出しているところもあると聞

きます。保険で取り扱うデータは膨大なものです

から、大きなコンピュータで管理されています。

保険者も同様な機器を使っているでしょう。瞬時

に、それも漏れなく対象レセプトを探すことがで

きます。実際、多数の疑義レセプトが再審査請求

として提出されています。

IT化された保険請求業務に関連して、審査機

関でも多くの改善が行われています。たとえば、

支払基金ではこれまで点検する職員は地域割でし

たが、現在は診療科別になっています。審査員と

同じで小児科に特化していますので、細部に対応

できるようになりました。おかげで審査員の負担

が軽くなった部分もありますが、質問も高度に

なってきました。医療機関の方も大いに変わって

いただきたいと思います。「以前（昔）は…」と

いう枕詞で、現在ではとても通用しない再審査請

求を目にすることもあります。

本論に戻りますが、急性疾患で請求までに転帰

が分かっているものは、すべてにご記入いただき

たいと思います。翌月に請求する際に、前月分は

継続中と判断されることが多々あります。治癒日

は電子レセのデータとしては送られてきません

が、審査画面に処方菱が表示されますので、治癒

日は投薬期間終了時点を目安にしてください。急

性疾患であれば、この治癒日から1週間以上経過

していれば多くの場合初診料の算定が可能です。

｢自院のレセコンでは治癒にしている」というコ

メント付きで再審査請求が来ることがあります

が､審査機関や保険者に転帰が届いていなければ、

保険請求上は「治療継続中」なのです。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2014年12月】

●｢○○の疑い」一考●

診療の場では、症状、病態等から何らかの疾病

を頭に浮かべる事から始まるのが通常で、順を

追って診断を確定し、処方、処置という事になり

ます。

言うまでもありませんが、「疑い病名」のまま

での投薬は査定の対象です。処方に際しては、必

ず何らかの疾病を前提にしているはずだからで

す。分かり易い事例は、「感染症疑い」例におけ

る抗生物質あるいは抗ウイルス剤の処方ですが、

これは例外なく査定の対象になります。

医師と言うより、医療事務担当者が請求書を作

成するためにつける傷病名はしばしば“レセプト

病名"､あるいは．‘保険病名”と言われていますが、

受診者の主訴に対応して、その検査で鑑別できる

"最も懸念される傷病名（疑い）”を記載すれば、

ほとんどの場合、その検査は妥当であると判断さ

れます。重大な疾病を除外・確定診断する目的で

行った検査であれば、誰しもが納得しますし、異

議等を挟む余地はありません。しかし、それが、

見当違い、あるいは関連性が認められない、また

は過剰な検査だったりすれば当然査定されること

になります。
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ところで、傷病名（疑いを含む）を記載すれば

それで全て問題ないかと言えば、決してそうでは

ありません。それ以上に重視されるのが「転帰」

の記載です。何か月もの間、“疑い病名''が記載

されたままのレセプトが見受けられますが、これ

はあり得ない事態です。

例えば、何らかの病名を疑い、26年ll月l2

日に血液検査を行い、その2日後の14日に結果

が判明し、当初に疑った傷病名ではないことが判

明した場合の正しいレセプトの記載法は；

○○病の疑い病名開始日26.ll.12、転帰

26.ll.14中止、ということになります。受診者に

結果を説明した日に転帰を記載するようにすれば

問題ないでしょう。また、検査の結果、○○病が

確定したのであれば；

○○病疑い、26.ll.14中止

○○病病名開始26.ll.14とすれば完壁です。

それでは、「抗核抗体陽性の疑い」という傷病

名で抗核抗体を検査するのはどうでしょうか？

稀に見かける事例ですが､これを認めるとなると、

傷病名以前の問題で、頭に浮かんだ検査法を傷病

名欄に記入して検査を行うという事態が横行する

ことになります。

また、レセプト返戻時に傷病名を追加記載ある

いは訂正するような事態にならないよう予め十分

に留意ください。

なお､大学病院や総合病院等にありがちですが、

いわゆる難病に関する一般的でない、あるいは極

めて特殊な検査には十分留意して下さい。たとえ

必要であったとしても査定されることが少なくあ

りません。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2015年1月】

●心身症と心身医学療法●

社会現象とも関連するのでしょうか、最近は心

身症の病名での保険請求が目立つようになりまし

た。小児科医にとってはやや不得手な分野という

こともあって、保険請求上も誤りが多く見られま

す。請求に当たっては青本の該当項目を熟読して

いただきたいと思います。

まず、心身症にはそれによって惹き起こされる

身体的症状があります。それが心身症に起因する

ことを病名欄に明示する必要があり、病名は「胃

潰瘍（心身症)」のように記載することが青本で

決められています。身体的疾患を表す病名がない

まま､単独「心身症」では請求できません。また、

精神病は別物ですから、うつ病、パニック障害、

適応障害などは心身医学療法の適応ではありませ

ん。成人ではこれらの精神疾患を合併症(別病名）

に掲げただけで、査定の対象としている地域もあ

ります。

認められる疾患は、高血序症、胃潰瘍、過敏性

腸症候群、気管支喘息などですが、片頭痛、自律

神経失調症などで心因要素の強いものは認められ

ます。小児科に限っては､心因要素のある不登校、

引きこもり、チック症、夜尿症、起立性調節障害

なども対象としています。ただし、これらの病名

の後ろに“（心身症）”をお忘れなく。一方､頭痛、

腹痛、動悸、肩こりなどの症状・症候名では認め

られません。「発達障害（心身症)｣、「自閉症（心

身症)」などという病名を見かけたことがありま

すが、当然認められません。

心身医学療法(IOO4:1回につき初診時

110点、再診時80点）は、習熟した医師であれ

ば診療科は問われません。ただ、自律訓練法、カ

ウンセリング、行動療法など、指定された治療法

を用いることになっています。当然ですが、患者

さんの通院がなければ算定できません｡すなわち、

気管支喘息や夜尿症の投薬のために家族だけが受

診したような場合には算定できませんのでご注意

ください。「必要に応じて児童相談所と連携し、

家族などに適切な指導を行った場合」には、20

歳未満について100分の200の加算が認められま

す（前述の点数の3倍になります)。初診時の算

定のみ「診療に○○分（30分以上）を要した」

という記載が必要です。

通院精神療法(IOO2:1回につき初診時

600点、再診時330,400点）は精神科を標傍し

た医療機関で精神科医のみが算定できますので、

ほとんどの小児科では請求できません｡ちなみに、

適応疾患は統合失調症、躁うつ病、神経症などの

代表的な精神疾患のほか､小児科領域では自閉症、
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広汎性発達障害、学習障害、情緒障害、不登校、

摂食障害、拒食症、適応障害、注意欠陥多動障害、

チック症、PTSD、などが適応です。一方、て

んかん、精神遅滞、自律神経失調症、心身症、脳

血管障害や外傷の後遺症、一般的な不眠症などは

適応外と考えられています。

これまで述べてきた心身医学療法と通院精神療

法の適応症がほぼ網羅されているものが小児特定

疾患カウンセリング料(BOO1-4:月の1回

目500点､2回目400点）ということになります。

このカウンセリング料についてはこれまでも何度

か取り上げましたし､紙面の都合で割愛しました。

詳細は青本でご確認の上、算定し、適切な病名で

請求してください。

今回紹介した3つの指導料・治療法はいずれも

患者さん本人の受診が必要ですし、臨床心理士な

どのコメデイカルではなく医師自身が診療を行っ

た時に算定できることになっています。お間違い

のないように。

※カウンセリング（南山堂医学事典より抜粋）：

学校や職場などへの適応に困難を感じて援助を

求めてきた人に、専門家がその人の適応を心理

的に援助する方法である。神経症や心身症など

の場合には、一般的な心理療法（精神療法）と

して受容、保証、支持、助言、再教育などが行

われる。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2015年2月】

●インフルエンザについて●

今年もインフルエンザ流行の季節になりまし

た。保険診療メモでもインフルエンザに関して再

確認したいと思います。

インフルエンザ抗原検査は48時間以内だと2

回までは認められますが、必ず2回検査したこと

に対してのコメントや転帰の記載が必要です。一

連の検査から1週間以上間隔があいていれば、前

病の転帰を治癒または中止とした上で再び病名を

あげて検査を算定することが出来ます。

抗インフルエンザ薬はノイラミニダーゼ阻害薬

のタミフル、リレンザ、長時間作用型ノイラミニ

ダーゼ阻害薬のイナビル､ラピアクタがあります。

剤型としては内服がタミフル。吸入はリレンザ、

イナビル｡点滴静注がラピアクタとなっています。

用法は、タミフルは1歳未満に対する安全性は

未確認とされていますが、日本小児科学会からの

インフルエンザ感染症に対する出生後早期の新生

児への対応案として、早産児では発症すると重症

化する可能性は否定できず、治療を要する可能性

が高いとして1回2mg/kg，1日2回、5日間

内服が推奨されています。NICU入院中の早産児

では1回lmg/kg，1日2回、5日間内服とし

ています。また、タミフルによる異常行動の恐れ

があるとの報告があり、厚生労働省より、タミフ

ルは10代の患者に対し処方を差し控えるよう警

告されています。

リレンザ吸入は5歳以上から適応があります

が、イナビルは年齢制限なく、吸入可能であれば

低年齢層でも認められます。うまく吸入できな

かった場合、内服に変更する場合もあるかと思い

ますが、その時は必ずコメントを付記してくださ

い。ラピアクタは点滴静注の薬剤なので、入院を

要するか､それに準じた状態と判断される患者(イ

ンフルエンザ脳症、けいれん重積、呼吸障害)、

免疫的に懸念のある基礎疾患を有する症例（免疫

不全、ステロイド服用中など)、基礎疾患はない

が内服薬や吸入薬での対応が困難な症例などが投

与対象例です。好中球減少症(1000/"l未満）

との因果関係が指摘されている薬剤ですし、薬剤

に対する耐性化を遅らせるためにも大切にしてい

きたい薬と思われますので、安易な使用は控える

べきだと思います。症状に応じて連日反復投与も

可能ですが、外来での使用、および反復投与の場

合には詳記を添付してください。

予防投与はタミフル、リレンザ、イナビルで認

められています。予防のためにタミフルなどを処

方した場合、薬代のみ自費徴収出来ます。これは

混合診療の禁止には該当しません。しかし、予防

投与についてはその対象がハイリスク者に限定さ

れています。予防に用いる場合には､原則として、

インフルエンザウイルス感染症を発症している患

者の同居家族又は共同生活者である下記の者を対
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象とすることになっています。①高齢者（65歳

以上)、②慢性呼吸器疾患又は慢性心疾患患者、

③代謝性疾患患者(糖尿病等)､④腎機能障害患者。

インフルエンザの際に鎮咳剤等の併用薬は、イ

ンフルエンザそのものが上気道炎ですので新たな

病名は不要ですが、抗生剤は独立した傷病名、気

管支拡張剤や喀疲融解剤などは気管支炎の病名が

必要です。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2015年3月】

●おもな迅速抗原検査について●

迅速抗原検査により、ベッドサイドで種々の病

原体を診断ができるようになりました。感染症診

断では最も重要なことと思いますが、これらの検

査に対して適切にかつ出来るだけ順序立てて実施

されることが望まれます。

今回、小児科外来でよく用いられる主な項目を

中心に､保険請求上のポイントなどを列記します。

1．RSウイルス抗原定性

適用は、①入院中の患者（年齢制限はありませ

ん。年長者では呼吸器などに基礎疾患や免疫不全

などの病名があればより望ましいと思われます｡)、

②外来では1歳未満の乳児、③パリビズマブ製剤

(シナジス）の適応となる患者となっています。

2．ヒトメタニューモウイルス抗原定性

適用はヒトメタニューモウイルス感染症が疑わ

れる6歳未満の患者であって、画像診断により肺

炎が強く疑われる患者を対象として算定されま

す。従って、本検査は当該ウイルス感染症名（疑

いを含む)、胸部X線と肺炎（疑いを含む）病名

が必須となっています。また本検査とインフルエ

ンザ抗原、RSウイルス抗原の3項目を同時に実

施した場合には、主たるもの2つに限りに算定さ

れます。

3．インフルエンザウイルス抗原定性

前月の診療メモ「インフルエンザについて」に

記載されていますので、ご参照ください。

4。ノロウイルス抗原定性

適用は､①3歳未満の患者､②65歳以上の患者、

③悪性腫瘍の診断が確定している患者、④臓器移

植後の患者、⑤抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤または

免疫抑制効果のある薬剤を投与中の患者となって

います。原発性免疫不全症の患者も⑤の趣旨から

判断して、認められると思われます。

5．ロタウイルス抗原定性（糞便)、アデノウイ

ルス抗原定性（糞便）

保険請求上にとくに制限はありませんが、アデ

ノウイルス抗原（糞便）とロタウイルス抗原定性

(糞便）を同時に行った場合は、主たる検査のみ

算定します。

6．アデノウイルス抗原定性（糞便を除く）

本検査もとくに保険請求上の制限はありませ

ん。

7．A群β溶連菌迅速試験定性

本検査と細菌培養同定検査を同時に実施した場

合、仮に本検査が陰性であっても、本検査の所定

点数のみを算定します。

本検査の実施に際して、3歳未満とくに乳児の

患者が傾向的に明らかに多い場合や気管支炎・肺

炎などの下気道感染が主病名と判断される場合

は、査定の対象となることがあります。

8．マイコプラズマ抗原定性

血清抗体価の測定に比べて早期に診断が可能に

なりましたが、本検査は検出感度にやや難点があ

ります。

＊マイコプラズマ核酸検出

上記検査に対して、LAMP法を用いたマイ

コプラズマ核酸検出は検出感度も高く、小児呼

吸器感染症診療ガイドラインにても急性期の確

定診断に推奨されています。しかし、本検査は

抗原検査と比べて保険点数も高く、血液学的検

査あるいは画像診断などの判断により、慎重な

算定が求められると思います。
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最後に､迅速抗原検査に共通した留意点として、

①抗原を直接調べる検査ですので、病原体を含む

病名（疑いを含む）を必ず記載されることをお願

いします。②抗原検査と血清抗体検査を併せて実

施した場合は、原則として主たる検査のみ算定し

ます。③インフルエンザウイルス抗原検査を除い

て、lエピソードでの算定は原則として1回です。

④前病の治癒日から1週間以上あいていれば、再

度病名（疑いを含む）で、新たに検査できます。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2015年4月】

●シナジス筋注液（筋肉内注射用バリビズマブ

遺伝子組換え）の投与について●

RSウイルスの感染による重篤な下気道疾患の

発症抑制を目的としたシナジスの投与は、その適

応のある多くの子どもたちに、大きな福音となっ

ていることは周知の事実となってきました｡また、

平成26年4月の診療報酬改定で、いつもは小児

科外来診療料（まるめ）で算定しているケースで

も、シナジスの投与があれば、その当日のみ、出

来高での算定が可能になり、今まで手が出しにく

かったシナジスの投与を、一般の小児科診療所で

も実施されることが増えてきています。しかし、

保険診療上悩ましいのは、その薬価が、シナジス

筋注液50mgで79,014円、シナジス筋注液

lOOmgで156,417円と、大変高額で、保険審査で

は、常に重点的にチェックされる薬剤であること

です。今までも何度か取り上げられているシナジ

スの投与について、今回再考してみます。まず、

シナジス投与の適応についてみてみますと、

RSウイルス感染流行初期において

在胎期間28週以下の早産で、12カ月齢以下の

新生児及び乳児

在胎期間29週～35週の早産で、6カ月齢以下

の新生児及び乳児

過去6カ月以内に気管支肺異形成症(BPD)

の治療を受けた24カ月齢以下の新生児、乳児

及び幼児

24カ月齢以下の血行動態に異常のある先天性

,L,疾患(CHD)の新生児、乳児及び幼児

24カ月齢以下の免疫不全を伴う新生児、乳児

及び幼児(2013年8月以降追加適応症）

24カ月齢以下のダウン症候群の新生児、乳児

及び幼児(2013年8月以降追加適応症）

まず、流行初期において、とあるように、投与

の開始時点での患児の条件が述べられています。

流行のシーズンに入って、投与の開始された日付

を摘要欄に必ず明記してください。開始後、1カ

月1回の投与を継続し、流行のシーズン終了まで

は、たとえ条件の週数や月齢を超えていても、開

始時に条件を満たしていれば、投与を継続するこ

とができます。

問題は、流行の時期ですが、一般には、例年9

月から3月までを想定しています。但し、流行は

地域やその年により期間が異なるため、RSV感

染症の地域のサーベーランスを参考にして審査し

ています。近年は、流行が8月からのことも多

く、認めていますし、今年は3月に入ってからも、

福岡県内では､例年以上の流行が予測されるため、

先般の国保・社保の小児科審査委員協議会では、

本年は特例として、最終投与を4月まで認めるこ

とで意見が一致しました。投与量は、体重1kg

あたり15mgを月1回筋肉内に投与するとあり、

注射量がlmlを超える場合は、2箇所に分割投

与することになります。この場合、注射手技料も

2倍として算定したいところですが、本来、一連

の医療行為であり、1回分しか算定できません。

ぐっと堪えて、1回の手技料でご請求ください。

また、投与時の体重を摘要柵に必ず明記して下さ

い。

適応の留意点として、先天性心疾患(CHD)

では、血行動態の異常のあるという条件があるこ

とにご注意ください｡レセプトの内容によっては、

返戻し、詳記等を求めることがあります。2013

年8月以降追加適応となった、24カ月齢以下の

免疫不全やダウン症候群の患児に関しては、学会

等から提唱されているガイドライン等を参考と

し、個々の症例ごとに本剤の適用を考慮すること

とされています。ちなみに、日本小児感染症学会

の免疫不全およびダウン症候群におけるパリビズ
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マブ使用の手引きを紐解いてみますと、

[1]免疫不全症

[1.1]先天性・後天性免疫不全症

[1.2]造血器悪性腫瘍･固形腫瘍･骨髄不全症・

造血幹細胞移植および固形臓器移植

[1.3]腎臓病、リウマチ・炎症性疾患および免

疫抑制を伴う薬剤の使用

［2］ダウン症候群

とあり、各論に、具体的な適応例が示されていま

す。詳しくは、原文をご参照ください(http://www.

jspid.jp/news/1308-palivizumab・pdf)。蛇足なが

ら、現在の遜子カルテ（電子レセプト）では、小

児科外来診療料で算定しているケースで、シナジ

ス投与日のみ、出来高で算定するのは、一定の操

作が必要であるとお聞きしています。どうぞ、ご

留意下さい。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2015年5月】

●小児ネフローゼ症候群●

2014年8月に難治性のネフローゼ症候群（頻

回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合）

にリツキシマブ（リツキサン⑧）が保険適応とな

り、その使用が増加しています。2013年に「小

児特発性ネフローゼ症候群ガイドライン2013」

(診断と治療社）が発表され、用語（表）に関し

てわかりやすくなりました。治療は従来からのス

テロイドが基本であり、「小児の特発性ネフロー

ゼ症候群はその多くが微小変化型である。そのた

め，初発，再発時ともにステロイド（プレドニゾ

ロン）を第一選択薬として治療を開始することを

推奨する」と記載されています。頻回再発型・ス

テロイド依存性ネフローゼ症候群では，「種々の

ステロイドの副作用が出現するため，免疫抑制薬

(シクロスポリン（ネオーラル⑧）やシクロホス

フアミド（エンドキサン⑧）など）の導入が推奨

され、リツキシマブ（リッキサン③）も難治性に

対する治療として推奨する」とされています。「ミ

コフェノール酸モフェチル（セルセプト⑧）やタ

クロリムス（プログラフ⑧）は検討してもよい治

療」となっています。「ミゾリビン（ブレデイニ

ン⑨）は通常用量では十分な効果が期待できず、

推奨しない。高用量で再発予防効果が高いとの報

告があり、高用量を推奨する」と記載されていま

す。またステロイド抵抗性ネフローゼ症候群では

｢シクロスポリンが第一選択薬として推奨されて

います」が、シクロホスファミドはステロイド抵

抗性の寛解導入療法としては推奨されていませ

ん。アンジオテンシン変換酵素阻害薬（レニベー

ス⑧等）やアンジオテンシンII受容体拮抗薬（ブ

ロプレス②等）は，シクロスポリンとの併用療法

として推奨されています。「リツキシマブは難治

性ステロイド抵抗性では使用を検討してもよい、

タクロリムスは，美容的副作用によりシクロスポ

リンを使用できないステロイド抵抗性に対する治

療の選択肢として検討してもよい｣となっています。

ネフローゼ症候群

ステロイド感受性

頻回再発

ステロイド依存性

ステロイド抵抗性

難治性ネフローゼ

症候群

高度蛋白尿（夜間蓄尿で

40mg/hr/m2以上）または
早朝尿で尿蛋白クレアチニ

ン比2.09/gCr以上，かつ
低アルブミン血症（血清ア

ルブミン2.59/dL以下）

プレドニゾロン連日投与開

始後4週間以内に完全寛解

するもの

初回寛解後6か月に2回以

上再発，または任意の12

か月以内に4回以上再発し

たもの

プレドニゾロン減量中また

はプレドニゾロン中止後

14日以内に2回連続して

再発したもの

プレドニゾロンを4週間以

上連日投与しても，完全寛

解しないもの

ステロイド感受性のうち，

標準的な免疫抑制薬治療で

は寛解を維持できず，頻回

再発型やステロイド依存性

のままで，ステロイドから

離脱できないもの．ステロ

イド抵抗性のうち，標準的

な免疫抑制薬治療では完全

寛解しないもの
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しかしガイドラインに記赦されている＝保険適

応とは限りません。タクロリムスは「ネフローゼ

症候群の効能・効果で承認されておらず，適応外

使用となるため，患者の病状およびリスク・ベネ

フィットを十分考慮したうえで使用を決定する」

とガイドラインでも注記されています。ミコフェ

ノール酸モフェチルやタクロリムスもネフローゼ

症候群には保険適応はありません。ミゾリビン

(2012年10月保険診療メモの再掲）は“頻回再

発型”には適応がありませんが「難治性ネフロー

ゼ症候群」と記入していただければ対応していま

す。また用量に関しては‘‘症状により適宜増減”

の記載はありませんが、傾向的でなければ“適宜

増減”の薬剤と同等の扱いとしますので理由書き

をしてください。

繰り返しますが、適応傷病名を確認するととも

に、「通常より多い薬用量の処方」や「免疫抑制

剤使用」には詳記（使用理由、経過など）をお書

きください。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2015年6月】

●九州小児科審査員連絡協議会報告その1●

毎年ll月の九州医学会の際に表題の会議が開

催されます。当日は九州8県から審査員が問題点

を持ち寄り協議しています。福岡県では社保・国

保の審査員9名全員で、事前・事後に協議内容を

検討しています。川上一先生が始められた会議で

すが、昨年は記念すべき第20回目が大分で開催

されました。この会議の中で各県の対応にあまり

差がなかったものを診療メモとして公表させてい

ただきます。今月は「基本診療料、指導管理料、

診断」です。来月は治療に関するものを予定して

います。

A.基本診察料、指導管理料に関するもの

Q-1)在宅療養指導管理料を算定している場合、

消毒や洗浄用として使用されている生食などは

別途算定が認められるか？

A-1)認められません（管理料に含まれます)。

Q-2)川崎病の小児療養環境特別加算はガンマ

グロブリン開始前日まで認めると考えてよい

か？

A-2)原則はその通りですが、福岡県では一律

に3日間認めています。

Q-3)アレルギー疾患の初診料、再診料

成人領域ではアトピー性皮膚炎、アレルギー性

鼻炎、喘息は一旦診断されると後は長期にわた

り再診料で請求が基本のようだが、継続して投

薬していないものも再診となるか？

A-3)毎月初診料が認められる県はありません。

最低でも1ケ月以上の診察・投薬等の空白期間

があり、明らかに治療が継続していないと判断

できるものは初診料を認めます。福岡県では、

社保・国保の連絡会で、l)アレルギー疾患同

士や後者が同系統の疾患である場合の初診料は

前病の投薬終了日からlか月を経過した時点、

2）異なった場合（後者が発疹症、消化器疾患

など）は1週間以上、3）事故など（打撲、熱

傷、肘内障など）は治療終了翌日でもよいこと

にしています。ただし、いずれも前病のすべて

に「治癒」が必要です。

Q-4)退院日の特定入院料算定で、NICUなど

から直接退院した場合に退院日の管理料の算定

は可能か？

A-4)退院日を理由に管理料が算定できないこ

とはありません。病名欄に適応病名があるかとﾞ

うかはしっかりとご確認ください。新生児特定

集中治療室管理料等については､通知にて｢（2）

新生児特定集中治療室管理料に係る算定要件に

該当しない患者が、当該治療室に入院した場合

には、入院基本料等を算定する｡」されており、

治療内容等から当該管理料そのものの算定が不

適当と思われる例については、査定または返戻

となります。

Q-5)救急医療管理加算lと2の区分（青本

P109～P110、救急医療管理加算1が800点、2

が400点）で、アーケに準ずる状態とは、アー
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ケと明言できるものは1、それ以外は2、とい

う解釈でよいか？困るのが、発熱があって脱

水とか、WBC¥CRPが高値など簡単なコメ

ントで終わっている例。

A-5)基本的に医師の判断を尊重しています。

足りない時は詳記を求めて返戻が原則です。上

記事例は強い脱水で敗血症が疑われた、などの

コメント必要です。

Q-6)「エンシュア・リキッド」や「ラコール」

等の経腸栄養剤使用時の「在宅成分栄養経管栄

養法指導管理料」は算定不可であるが、「在宅

小児経管栄養法指導管理料」は算定可能か？

A-6)算定可です。（青本P370)

B.検査に関するもの

Q-1)腹部エコーの適応について：腹痛、嘔吐

などの症状名で認められるか？疑い病名が必

要か？

A-1)症状名や胃腸炎・便秘などの病名は原則

認められません。エコーで診断できる病名（疑

い)や必要としたコメントを付記してください。

Q-2)尿沈置検査について、腎疾患、尿路系の

病名が必要か？

A-2)必要です。「尿沈置（鏡検法）は、尿中

一般物質定性半定量検査若しくは尿中特殊物質

定性定量検査において何らかの所見が認めら

れ、又は診察の結果からその実施が必要と認め

られて実施した場合に算定する（青本P402)」

と決められています。

Q-3)B型肝炎関連

(q-1)HBs抗原、HBs抗体の同日併施は？

(a-1)母子感染に対する垂直感染予防ワクチ

ン接種時以外は算定できません。

(q-2)B型肝炎疑いで、HBs抗体の算定は？

(a-2)認められません。

(q-3)HB抗原キャリアからの出生児にHBs

抗体の検査は他の病名が必要か？

(a-3)不要です。ただし、検査の実施時期が

ガイドラインで推奨されている時期でなければ

査定の対象となります。

Q-4)PCTを敗血症の疑いの病名で、月に2

回認められるか？

A-4)1エピソード1回です。新病名ならばコ

メント付記で2回を認めることもあります。

Q-5)H-FABPを心筋症や心筋炎の病名で

認められるか？

A-5)認められません。傷病名は心筋梗塞、狭

心症、不安定狭心症胸痛などが適応です。

Q-6)BNP(NT-proBNP)を心筋症や心筋炎

の病名で認められるか？

A-6)認められません。心不全病名が必要です。

測定間隔は初期には月1回くらいで認めていま

すが、安定していれば3ヶ月から数か月1回が

適当です。

Q-7)ヒトメタニューモウイルス抗原検査は画

像診断（胸部写真）検査がなくても認められる

か？

A-7)認められません。また、ヒトメタニュー

モウイルス感染症(疑い）の病名が必要であり、

別途「肺炎（その疑い)」の病名もあった方が

丁寧です。検査回数はlエピソードで1回のみ

です。

Q-8)アレルギー検査における、皮内反応・ス

クラッチテストの際に使用する「アレルゲンエ

キス」の量はどのように請求すればいいのか？

A-8)皮内テスト0.2ml，スクラッチテスト

0.05mlが原則◎アンプル製剤はlアンプル2

mlを認めていますが、残量破棄のコメントが

必要です。

Q-9)CTとMRIの同日施行の条件があるか？

A-9)認めています。ただし、二つ目を加えた

理由はコメントとして必要です。

Q-10)「輸血後感染の疑い」でHB各種抗体・

核酸HC抗体HIV,梅毒反応などの検査が

行えるか？
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A-10)認めています。ただし、頻回に輸血を

必要とする疾患以外では輸血日の記祓が必要で

す。また、ウィンドウピリオド考慮した時期で

あることも必要です。

Q-11)

査でl

A-11)

心疾患とくに川崎病における超音波検

日複数回は認められるか？

納得のいく詳記あれば認められます。

Q-12)「アレルギー性皮膚炎」の病名で、

TARCは認められるか？

A-12)TARCはアトピー性皮間炎の重症度判

定に使うもので、アレルギー性皮閥炎（接触性

皮膚炎）では認めらません。そもそも「アレル

ギー性皮膚炎」の病名は医学的に不適当と考え

られます。

（福岡県小児科審査員連絡会）

【2015年7月】

●九州小児科審査員連絡協議会報告その2●

毎年11月の九州医学会の際に表題の会議が開

催され、九州8県から審査員が問題点を持ち寄り

協議しています。この会議の中で各県の対応にあ

まり差がなかったものを診療メモとして公表させ

ていただきます。今月は「治療、処置」です。

Ⅲ、治療に関するもの

Q-1.ブレデイニンは適宜増鼠の記救がない薬

物で、常用量を超した場合に支払側から疑義が

多いが、薬用量はどこまで認められるか？

A-1.専門家からも通常量の150mg/dayで

は効果が薄い症例があることが指摘されていま

す。増量によって効果が認められた場合には2

倍量まで認めています。症例に応じた個別のコ

メントが必要です。

Q-2.年齢適応が記載されているホクナリン

テープ、メプチンミニ錠（6歳以上)、スピロ

ペント細粒（5歳以上）などを適応外年齢で使

用できるか？

A-2.標準体重を超えている症例、きわめて重

症度が高い、などのコメントあれば認めていま

す。およそ制限年齢±2歳までが限界と思われ

ます。

Q-3.ミトコンドリア病でノイキノンやビタミ

ン類の大量療法が有効との報告があるが、どの

程度まで許されるか？

A-3.支払基金本部見解（平成17年11月）で

は、「ミトコンドリア脳筋症はまれな疾患であ

り、適応症となる薬剤はない。ノイキノン、A

TP，ビタミンB剤が有効と考えられているが

治療法は確立していない。ノイキノンは有効と

考えられ、通常は1日120～150mg程度の投

与が多い｣、とされています。この見解を尊重

しノイキノンは認めています。

Q-4.リスパダールはADHDや広汎性発達障

害の病名だけで認められるか？

A－4.九州各県で対応はさまざまです。ただし、

自閉スペクトラム症の治療では、もはや必須の

薬剤となっています。また、小児に保険病名と

はいえ統合失調症病名が多く付けられることに

違和感があり、福岡県では認めることにしてい

ます。使用にあたっては家族への充分な説明を

お願いします。

Q-5.肺炎の診断名で、気管支拡張剤や去疾剤

の投与は可能か？

A－5．気管支拡張剤は認めていない地域も少数

ありますが、福岡県では、肺炎＝肺炎十気管支

炎と考え、両者とも認めています。

Q－6．マルツエキスは3歳までしか用量の記載

がないが、3歳以上でも投与は可能か？

A-6.原則認めています。高年齢、投与量の多

いものについてはコメントがあった方が丁寧で

す。

Q－7．シナジスを適応内で投与を開始し、途中

に大病院での接種があり、再び元のかかりつけ

医で再投与された時点では月齢が適応外となっ
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どには病名､コメント付きで請求してください。

鎮静を必要とした場合、使用薬剤や注記により

判断されます。静脈麻酔薬（イソゾール、ラボ

ナ、ケタラールなど）を使用した場合は、別途、

静脈麻酔（短時間または単純長時間）が請求で

きますが、造影加算があれば認められません。

（福岡県小児科審査員連絡会）

ている場合、査定されるか？

A－7．シナジスの適応月齢は投与開始日で判断

されますので、初回投与が別機関でもその日付

が注記されていれば認められます。なお、流行

期期間は通常9月－3月ですが、県単位の感染

症サベーランスなどをもとに保険審査しますの

で、情報に注意してください．

Q-8.急性小脳失調症、ギラン・バレー症候群

にイムラン投与は認められるか？

A－8．適応外です。小児では上記疾患は自然治

癒することが多く、成人の多発性硬化症で認め

られた際の理由、「経過が長期にわたり、とき

に死亡することがある」というものとは異なり

ます。

【2015年8月】

●ADHD，自閉スペクトラム症について●

米国精神医学会(APA)の疾患概念・診断基

準であるDSM-IVが2013年5月に20年ぶりに

全面改訂され、DSM-5となりました。主な変更

点は「神経発達症群という大カテゴリーの新設」

｢ADHDの所属カテゴリーの移動と除外診断から

自閉状態を削除および下位分類の廃止」「広汎性

発達障害の自閉スペクトラム症／障害への名称変

更と診断基準変更および下位分類の廃止」「知的

障害の名称変更と診断基準からの指数の削除｣｢コ

ミュニケーション障害における表出性・混合性の

二つの言語障害をLanguageDisorderに統一」

｢SocialCommUnicationDisorderの新設」「読字

障害・書字障害・算数障害をSpeci6cLearning

Disorderに統合」「PTSD診断基準の新設と反応

性愛着障害に関する変更」「DisrupdveMoodDys-

regulationDisorder(DMDD)の新設」などです◎

とはいえ、保険診療や診断書の世界では、広汎

性発達障害や自閉症、注意欠陥／多動性障害の用

語はまだ現役で使われて参ります。

ADHDの薬物治療が一般的となってきた昨今、

少し情報提供したいと思います。ADHDの診断

にはDSM－IVやDSM－5に則ったADHDの診断

基準を満たす必要があります｡知能検査(WISC-III

¥WISC-IVなど）や認知機能検査(K-ABC,

KABC-II,DN-CASなど)、脳波や頭部MRI検査

も必要であるとされてきつつあります。ADHD

の薬物療法にはコンサータとストラテラが用いら

れます｡このうち､コンサータはメチルフェニデー

トの徐放製剤です。コンサータを処方するために

は処方医と薬剤師の登録が必要です。e－ラーニン

Q-9.アセトン血性嘔吐症（周期性嘔吐症）

輸液において、ビタミン剤(VB群、VC)

投与は認められるか？

A－9．認められません。

の
の

Ⅳ、処置に関するもの

Q-1.経管栄養カテーテル交換後の確認を「画

像診断又は内視鏡等を用いて行った場合限り算

定」となっているが、超音波検査で認められる

か？

A－1．「胃痩カテーテル」の交換について認め

られます。そのほかの方法について、l)CT

撮影は過剰な方法であり認めていません。2）

内視鏡；認めています｡3)超音波；認めてい

ます◎4）単純撮影；認められません。5）造

影剤撮影；認めています。6）透視診断では、

造影剤使用なしの場合は認められませんが、造

影剤を使用した場合は認められます。7）スカ

イブルー法も認めています。

Q-2.CT,MRI検査時の鎮静目的とした点滴注

射および加算は認められるか？

A－2．通常の点滴手技料は、CT.MRIに含ま

れるとして認められません。けいれんや脱水、

イレウスなどの治療と並行した検査であれば点

滴手技料が認められます．また検査中の急変な

-146-



グによりADHDの診断、治療、薬物依存を含む

本剤のリスクなどについて知識を得た上で、取得

可能です。コンサータは6歳未満の幼児における

有効性及び安全性は確立していないのでご注意く

ださい。いずれの年齢でも18mgを初回投与量と

して1週間以上の間隔をあけて漸増してくださ

い。以前は18歳未満に限って処方可能でしたが、

2013年12月から18歳以上にも適応拡大されて

います。これに伴い18歳以上の最大投与量は1

日72mgまでに拡大されました。処方日数は最長

でも30日までです。同様にADHDの治療薬と

して承認されているストラテラは選択的ノルアド

レナリン再取り込み阻害剤です。医師であればど

なたでも処方頂けます。30日の縛りもありませ

んが、コンサータ同様6歳未満の幼児における有

効性及び安全性は確立していないのでご注意くだ

さい。5.10,25,40mgのカプセル製剤と液剤が

あります。2012年8月より成人に対する使用も

追加承認されました。

広汎性発達障害、自閉症の薬物療法ですが、統

合失調症に用いられるリスペリドンは、アメリカ

では自閉症においてもFDAの承認を受けてお

り、福岡県においては広汎性発達障害、自閉症の

診断がある場合、過量にならなければ治療におい

て査定される事はありません。

（福岡県小児科審査員連絡会）

一
一
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編集後 記

巨大台風15号が接近し開店休業時、変に蒸し暑い時期に編集作業

をしています。子供が巻き込まれる凶悪犯罪が度重なったり、暗い

ニュースが多い昨今ですが、夏の高校野球では100回大会を迎え球児

のはつらつとしたプレーに一瞬の清涼感を感じました。会報誌も区切

りのいい第40号を数えます。編集に携わりながら、過去の会報誌に

目を通すとその歴史的な重みや時代の流れをヒシヒシと感じておりま

す。今回の「特集」では経営方針や哲学について老若のこだわりなく

個々の御意見を伺えたのはなによりでした。「筆の赴くままに」も例

年に増してユニークな作品が多かったです。ただ会報誌も40年も続

くとネタ切れ感が否めずで、この先のことが若干心配です。

(編集責任者松田健太郎）
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