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巻頭言

最近の小児科外来事偕

奈良県小児科医会会長矢迫公

今年は懸案であったヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチ

ンの定期接種化、ＢＣＧ接種期間の１歳まで延長、また品不足が続いた４種混合ワク

チンも安定供給の目途がつき非常に喜ばしいことです。自費にもかかわらず接種希望

が増えているロタウイルスワクチンの効果は２月からの流行時の軽症化で実感できた

と思います。

一方、懸念は以前より叫ばれていた少子化が顕著になり、小児科を受診する児童の

減少が始まり､相対的に予防接種による小児科診療報酬に占める割合が増しています。

定期個別予防接種の増加から一時的には増益になりますが、自治体から接種費用の減

額案が提案されているようです。小児科医にとって予防接種費の減額は今後死活問題

となってくる可能性があります。自治体からの根拠に乏しい削減提案には断固とした

態度で臨まねばならないでしょう。

また、病原体迅速検査キットの普及により、小児科診療においても検査を行うこと

が必須となってきている感がありますが、さらに最近ヒトメタニュウモウイルスとマ

イコプラズマの咽頭ぬぐい液による診断キットが発売されました。これで小児科領域

の迅速検査はＡ群β溶連菌、インフルエンザ、ＲＳＶ、アデノウイルス、ロタウイル

ス、ノロウイルスに新たに２種を加え８種類となりました。ただ、残念なことに保険

点数未収載や適応年令に制限がある検査がまだ多く存在します。日本小児科医会では

病原体迅速検査の保険診療における適応年令の拡大を厚労省に働きかけていますが、

認可には数年の時間差が常套です。

最後にお知らせです。奈良県小児科医会の担当で第10回日本小児科医会生涯教育セ

ミナーを平成26年10月５日（日）に東大寺総合文化センター（東大寺南大門横の施設）

で開催いたします。現在、役員全員により準備を行っております。本セミナーは日本

小児科学会専門医８単位を取得することが出来ます｡ご出席のほどお願いいたします。
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(病院紹介里》＝病院紹 ９

市立奈良病院小児科
部長平康

病院の概要

当院は奈良公園の南に位置し、その歴史は古

く明治42年奈良陸軍衛戊病院として創設され、

戦後、厚生省所管国立奈良病院となりました。

平成16年に独立行政法人国立病院機構奈良病院

となったのち、同年12月奈良市に経営移譲され

ましたが、その運営は実質的には地域医療振興

協会が行う公設民営化の市立奈良病院として再

スタートしました。その後、新病院建設の準備

が進み､平成23年度から本格的に工事が始まり、

平成25年１月に新病院（１期工事）が完成し、

地上5階建て、ＩＣＵも８床新設し、病床も300

床から350床と大きくなりました。しかし現在

はＩＣＵ６床と、病棟は１病棟閉鎖して６病棟

の計300床でスタートしています。平成25年度

末には２期工事も終わりフルオープンする予定

です。

当院は急性期病院として救急医療には力をい

れており、病院全体の平均在院日数は10～11日

です。平成24年度の救急搬送,患者3,114人、紹

介患者数5,893人でした。現在25診療科、医師

数は常勤医78人、非常勤25人、初期研修医14人

です。

灘鳶

iiil
山

分泌、アレルギー）（外来担当表参照）がそれ

ぞれの専門性をいかして診療しております。ま

た毎週土曜は外来診療があるため、週末には多

くの患者さんのご紹介をいただき感謝しており

ます。外来患者数は平均約40人/日、それ以外

に予防接種約1,500人/年、乳児健診約500人/年

です。

当院では初期研修医を毎年６名と医大とのた

すき掛け１名の７名受け入れており、小児科は

２か月必修のため、常に１名が我々と一緒に頑

張ってくれています。

小児科病棟

新病院では４階南病棟（41床、個室13室、４

人部屋７室）が小児科の病棟ですが、小児科単

独病棟ではなく、１５床を優先的に使用し、残り

は混合病棟として色々な診療科の患者さんが入

院します。各部屋にトイレ、手洗いがあり、個

室も多いことから感染症流行時には隔離管理が

行き届くようになり、院内感染のリスクが軽減

しました。院内保育士が３人いるので季節ごと

にプレイルームを利用して色々な行事を企画し

てくれ入院患者さんにも喜ばれています。また

小児科の概要

外来:小児科医のメンバーは現在､平康二（昭

和54年卒､副院長兼小児科部長)、坂上哲也（小

児科医長、平成８年卒)、長谷川真理（旧姓：

柴田）（医師、平成15年卒)、濱中瑛里（医師、

平成22年卒）の４名体制です。午前は２診体制

で一般外来診察をして、午後からは予防接種、

乳児健診（lか月、４か月、１０か月）と慢性外

来を行っています。慢性外来は平（腎疾患、て

んかん)、坂上（アレルギー､循環器)、柴田（内
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看護師などとも協力し付き添い患者家族の負担

軽減にも努めています。入院,患者は急性疾患が

多く、平均在院日数は短く、昨年は５２日でした。

また院内出生の病的新生児も軽症であれば小児

科で対応し、年間約50人の入院があります。
－画

時間外救急と地域連携

時間外救急にはできるかぎり受け入れ、また

紹介患者さんについては時間外でも積極的に受

け入れを行っています。平成23年度は839人の

ご紹介をいただきました。奈良県小児二次輪番

当直には現在は月７回担当しています。当院で

はトリアージが機能し－次の患者さんが減少し

たことから全体の患者数は減少しましたが、救

急搬送患者と紹介患者さんの割合が増加してき

ています。２３年度は二次輪番当直日の救急受診

,患者総数は1,005人、救急搬送266人、紹介,患者

260人、入院185人でした。

いつも小児科医会の諸先生方には、多くの患

者さんをご紹介していただき感謝しておりま

皇

す。「先日紹介した患者さんはどうなったの

か？」とのお叱りを受けぬよう、患者さんの診

断、経過報告は迅速に行い「市立奈良病院で診

てもらってよかった」と患者さんからも、また

ご紹介していただいた先生からも思っていただ

けるよう、スタッフー同、頑張っていきたいと

考えております。今後ともよろしくお願いしま

す。

（平成25年５月）

小児科外来担当表

１Ｆ月Ⅱｒ火ﾙｻﾞﾎﾟﾙⅡ水’１１’木叫Ⅷ11'蝋in今(!ｊ慨''土
午前

一診 平 長谷川 平 坂上 相当医平

二診 坂上 坂上 濱中 長谷川｜長谷川｜キ日当医

午後

予防接種’川村

慢'性外来 坂上平 平 長谷川

坂上（奇数）
乳児健診

柴田（偶数）

※午後は２時から診療（予約制）

※時間外、救急、紹介は随時受け入れ 平成25年４月～

”灘ili:鷲 鰹顕,月 `…I火１１ 鵜；水．錘Ｉ 木灘＃ 繍金鞠蝋蝿±額

午前

－診
定プ
■￣ 長谷ｊ:ｉ 了匡 坂ノ： .、了

■1－ 狐÷Li医

二診 坂jｚ 坂上 讃『,I 長谷）:： 長谷)１１ 担当医

午後

予防接種 ｊ１材

慢I性外来 ､に 坂.【= Ⅶ「

長谷Ⅸ

乳児健診
坂Ｌ（奇数）

柴『』（偶数）
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(病院紹介＠)－病院紹 Ｑ，

近畿大学医学部奈良病院小児科
診療部長虫明聡太郎

【病院概要】

近畿大学医学部奈良病院は平成11年10月の開

院以来、現在24の診療科、許可病床518床で運

用しています。当院の特長は、センター方式と

オープンシステム病床という２つの医療システ

ムを導入して、患者様や地域の医療施設のお役

に立つとともに、大学病院として、医学部学生

や看護学生および研修医の教育機関としての役

目も果たしていることです。センター方式は、

各診療科が協力し合い、臓器別、疾患別にそれ

ぞれの専門医がチームを組んで、迅速な診断、

的確な治療を提供しようとするもので、循環

器、消化器、小児･新生児、難病、悪性新生物、

アレルギーなどの疾患別センター方式となって

います。

小児科は平成24年３月までは人員縮少のため

－時的に小児循環器疾,患のみに特化した専門診

療を行っておりましたが、同年４月より新規ス

タッフに代わり、広く小児科一般の診療を再開

しました。

篭蕊
■□Ｐｌ

病院外観

【小児科スタッフ】

平成25年７月現在､常勤スタッフは､教授（診

療部長）虫明聡太郎（専門領域：栄養消化器肝

臓、内分泌･代謝)、准教授三宅俊治（小児循

環器)、助教今岡のり（新生児･小児循環器)、

山崎晃嗣（アレルギー)、医員一木美穂、およ

び助教阿部多恵（産休中）の６名です。また、

非常勤医師として、近畿大学医学部の杉本圭相

医師が腎臓外来、森之宮病院小児神経科繧の荒井

洋医師、大村馨代医師が神経外来を担当してお

ります。

小児科スタッフ

１年４カ月ほどですが、これまでの循環器関連

の患者さんの他に、近郊の医療機関の先生方か

らのご紹介により消化器疾患（内視鏡症例）や

肝疾患（肝生検)、免疫･アレルギー疾患、栄養

･代謝疾患を診る機会が大変増えてまいりまし

た。全体に呼吸管理や経静脈栄養、経管栄養を

必要とする重症・難症の子どもたちの比率も高

く、これにＮＩＣＵでの新生児診療もありますか

ら日々の診療はなかなか大変ですが、コメデイ

カル.パラメデイカルのスタッフと協力し合っ

て楽しくがんばっています。

【小児科概要】

「子どもの発育と発達を守る」をスローガン

としています。新生児から思春期、さらにキヤ

リーオーバーした年齢の成育医療まで、大学病

院小児科として幅広い年齢層に対応すべ<努力

しております。疾患対象も新体制となってまだ

【病棟診療】

小児病棟はとても明るく、病室はもちろん、

廊下、アメニテイーエリアも十分なスペースが
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確保されています。ベッド数は45床で、小児科

と小児外科を中心に各科の小児患者を対象とし

た子どもたちのための専門病棟となっていま

す。新生児についてはＮＩＣＵ９床を運用してお

り、院内出生症例の他、近郊の産科施設からの

搬送にも（現在は在胎週数や出生体重に一定の

制限を設けておりますが）対応しております。

当院では、開院以来小児外科が高いアクテイ

ビテイを保っており、奈良県広域における外科

疾患の三次医療に常時対応していることが大き

な特色となっています。小児科と小児外科は常

に連携しており、内科的疾患においても中心静．

脈ルートの確保や、気管切開、ブラッドアクセ

ス、あるいは組織生検なども的確に適応判断を

行ってそれらを実施し、高度な全身管理に対応

可能な体制を整えています。また、循環器診療

では毎週水曜日に心臓カテーテル検査を行って

おり、小児循環器外科による先天性心疾患症例

の受け入れも積極的に行っております。これら

により、小児外科・小児循環器科と小児科が連

携して高度な新生児医療にも対応しています。

また、平成26年度より院内学級も開設して学

童の長期入院にもより望ましい対薑応ができるよ

うにいたします。

鑪蕊i灘
ＩＦ
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思春期・内分泌疾患、あるいは基礎疾患をもつ

患者さんの栄養管理や在宅医療に関する診療を

行っています。心臓外来では多数の先天性心疾

患児や)||崎病後のフォロー、学校検診などでの

不整脈や心雑音の精査を行っています。また、

アレルギー外来では食物アレルギーのプリック

テスト、経口チャレンジテストを積極的に行っ

ております。

【結びに】

当院は、緑豊かな自然に恵まれた生駒市の丘

陵にあり、外来も病室もゆとりのある新しく美

しい病院です。小児科としてはまだ日々精一杯

やるばかりで、子どもたちやご家族に対してゆ

とりを持った対応ができていないと思いますが、

一方で医師にとっては豊富な症例、疾患を経験

し、勉強できる環境ができてきたと自負してお

ります。これからも「子どもの発育と発達を守

る」をスローガンとして、スタッフ一同研鑛を

重ねてまいります。

【外来診療】

午前・午後ともに予約診療枠を設けておりま

すが、月曜日から土曜日までの午前診では予約

外の一般患者さんの診療も行っております。専

門診療は、月木曜日の栄養発育外来、火.金曜

日の心臓外来、金曜日のアレルギー外来、第２

火曜日･第４木曜日の神経外来、および第１土

曜日に腎臓外来を行っています。栄養発育外来

では、消化器・肝臓疾患の他、成長発育障害や

小児科外来担当表

火 ’水Ｉ木１１全］L士；月
h0-.

ＡＭｌＰＭｌＡＭｌＰＭｌＡＭｌＰＭｌＡＭｌＰＭｌＡＭｌＰＭｌＡＭ

／
／栄養発育

外来
栄養発育
外来／1診 虫明 虫明 山崎 今岡虫明 今岡 交代制

虫明 虫明／

／ ／
／

／
／

神経外来

荒井
(第２火曜のみ）

アレルギー

外来
／

／
／ ／1ケ月

検診
２診

／ ／／
／

／ 山崎／ ／ ／ '

／ ／
／

／ ／
神経外来

大村
(第４木曜のみ）

心臓外来 心臓外来

三宅
3診 ／

夕

／ 三宅
／／ ／ ／

受付時間ＡＭ９:００～１１:30,ＰＭ１３:００～１６:ＯＯ
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《第57回学術集会抄録（平成24年３月31日）】

｢小児の夜尿症の理論的治療」

関西医科大学小児科学講座教授金子一成

はじめに

夜尿症の小児が医療機関を受診するのは、ほ

とんどが小学校入学後である。５歳児の夜尿症

の有病率は20％程度とされ、その後年間約15％

ずつ自然治癒していき、成人に至るまでにほぼ

全例が治癒する'2)。また性差は約２：１で男児

に多い。

I、小児の夜尿症の病因と病態

Ｌ病因

夜尿症の病因は「覚醒障害を基盤として、

抗利尿ホルモン（anti-diuretichormone:ADH）

の日内変動の欠如や排尿機構発達の遅れが加

わって起こる」と考えられている12)。覚醒障

害の詳細は不明であるが、脳幹の機能異常が

示唆されている2)。その他の病因として、夜

間の尿中カルシウム排泄量増加、夜間のナト

リウム排泄率増加および夜間の腎糸球体濾過

率増加などに起因する夜間の多尿が注目され

ているし3)。また夜尿症は家族集積性が高く、

片親に夜尿症の既往がある場合40％に、また

両親に夜尿症の既往がある場合70％の子ども

に夜尿症が出現する。責任遺伝子の検討も行

われてきたが、明らかな原因遺伝子は特定さ

れていない。

の約10％は覚醒排尿が見られる)、膀胱容量

が夜間尿量を上回れば､夜尿は認められない。

また膀胱容量が小さくても夜間尿量がそれ以

下であれば夜尿はみられない。この考え方に

基づいて小児の夜尿症を夜間尿量と膀胱容量

のバランスに基づいて病型分類する46)。すな

わち夜間尿量の多い型(多尿型､多量遺尿型)、

膀胱容量の少ない型（膀胱型、排尿機能未熟

型）と両者がみられる型（混合型)、そして

そのいずれにも該当しない正常型である。

１）多尿型（多量遺尿型）

下垂体後葉からのＡＤＨ分泌量は夜間に増

加するが、夜尿症児の約1/3は夜間ＡＤＨ分泌

量が不十分で、夜間睡眠中に希釈尿を大量に

産生している（低浸透圧多尿型)。またＡＤＨ

の日内変動が認められても摂取塩分量や蛋白

量が過剰なため溶質利尿で多尿型夜尿症を呈

するものも存在する（正常浸透圧多尿型)。

２．基本病態

夜尿の有無は、①夜間睡眠中の尿意による

覚醒があるか否か、および②覚醒のない場合

には夜間尿量と膀胱容量のバランスが適切か

否か、で決定される。すなわち夜間尿量が多

くても、覚醒してトイレで排尿するか（小児

2）膀胱型（排尿機能未熟型）

膀胱・尿道機能には、蓄尿機能と排尿機能
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ている。便秘のある夜尿症患者に便秘の治療

をしただけで約2/3の夜尿が消失したという

報告もある2)。

があり、膀胱や尿道だけでなく神経排尿反射

回路（大脳、脊髄、末梢神経）によって制御

されている。この排尿反射路において、何ら

かの理由で副交感神経作用が優位となり、膀

胱平滑筋収縮が強い一方、尿道括約筋による

排尿抑制が不十分で夜尿を呈するものが膀胱

型（排尿機能未熟型）と考えられ、夜尿症児

の約1/3を占める。この型の患児は昼間遺尿

の合併率が高い。また－部には昼間の膀胱容

量は正常で、夜間睡眠中のみ膀胱容量が少な

くなる亜型（膀胱型Ⅱ型または解離型）の患

者もいる。

３．発達障害

近年、発達障害と診断される小児が増えて

いる。とくに注意欠陥多動性障害（ADHD）

の頻度は、学齢期で３～９％におよぶ。ＡＤｍ

の小児は約20％に夜尿を伴い、同年齢の小児

よりも有病率が高い（オッズ比2.72)。

Ⅲ小児の夜尿症の診断と検査

夜尿症児の一部は、泌尿器科的疾患、内分泌

疾患、脊髄疾患や精神疾患の－症状として夜尿

を呈していることがある。したがって初診時に

は問診、身体所見、検査所見からこれらの基礎

疾患を除外する(表１）｡基礎疾患を除外したら、

病型分類を行う。

３）混合型

多尿型と膀胱型の両要素を併せ持つタイプ

で、夜尿症児の約1/3にみられる。

４）正常型

多尿型にも膀胱型にも該当しないもので、

多尿型、膀胱型、混合型の治癒過程と考えら

れる。

１．夜間尿量の測定

夜尿症の小児の夜間尿量は夜尿量（夜尿を

した日の使用前後のオムツの重量差で計測）

と起床時排尿量を足したものとなる。Ⅱ小児の夜尿症の臨床所見

夜尿症の小児患者の多くは夜尿以外の症状を

有さないが、一部は、随伴症状を有し、それが

診断や治療に有用なことがある。

２．膀胱容量の測定

機能的膀胱容量は昼間に精一杯我慢した上

で排尿した際の１回排尿量で判断する。また

前述の解離型（夜間睡眠中のみ膀胱容量が小

さい膀胱型の亜型）を除外するために夜尿の

ない日の起床時の尿量を測定し、夜間最大蓄

尿量を推測する。

１．昼間遺尿

夜尿症の小児`患者の10-20％に認められる。

昼間遺尿に加えて突然の尿意切迫感、残尿、

頻尿などを合併しているようであれば、過活

動性膀胱や神経因性膀胱などの下部尿路疾`患

を念頭におく。 ３．病型分類

夜間尿量、尿浸透圧や尿比重、そして機能

的最大膀胱容量からおおよその病型分類を行

う（図１）。

２．遺糞、便秘

夜尿症児の５％程度に遺糞が認められる。

遺糞は頑固な便秘によることが多く、その場

合、脊髄疾,患に起因する神経因性膀胱の鑑別

を要する。また便秘の小児の約1/3に夜尿が

見られる。便秘による大腸・直腸容積の増大

が膀胱を圧迫し、機能的膀胱容量を小さくす

るため便秘の小児には夜尿が多いと考えられ

Ｎ小児の夜尿症の治療

１．生活指導

１）中途覚醒を強制しない

夜間に起こして排尿させると夜間蓄尿量

を低下させるだけでなく、夜間の尿量をむ
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しろ増やす可能性がある。 水和物は、1967年に合成されたAVPの誘

導体で、合成ペプチドである。バソプレシ

ンＶｌ受容体に比べV2受容体に対して高い

選択`性を有し､昇圧作用をほとんど有さず、

用量に依存して抗利尿作用が長時間持続す

る。本邦では、尿浸透圧あるいは尿比重の

低下に伴う夜尿症（多くは多尿型夜尿症に

該当する）に対してスプレー製剤（デスモ

プレシン・スプレー１０協和⑰）が承認さ

れていたが、2012年に経口剤が口腔内崩壊

錠として開発・承認された（商品名：ミニ

リンメルト０，錠②：以下、本剤)。従来の

デスモプレシンのスプレー製剤に比較した

ときの本剤の利点としては、①経口薬なの

で、服薬が簡便であること、②水なしで服

用できること、③宿泊行事での携帯が容易

であること、④アレルギー性鼻炎患者でも

有効性が低下しないこと、などが挙げられ

る7)。

本剤は、尿浸透圧あるいは尿比重の低下

に伴う夜尿症に対して、１日１回就寝前に

デスモプレシンとして120αｇ、経口投与

する。そしてｌか月程度経過を観察して効

果不十分な場合には、就寝前の投与量を

240ｕｇに増量する。なおデスモプレシン

240ｕｇを本剤で経口投与した場合、従来

のスプレー製剤を２噴霧（20αｇ)、鼻粘

膜に噴霧した時とほぼ同等の薬物動態とな

る。本剤の有効性については、尿浸透圧あ

るいは尿比重の低下に伴う夜尿症患児を対

象にした二重盲検試験で効果が確認されて

いる。

デスモプレシンを用いた抗利尿ホルモン

療法による重篤な副作用として、水中毒、

およびそれによる低ナトリウム血症が知ら

れている。重症の低ナトリウム血症では、

脳浮腫をきたし、痙撃や昏睡、死亡も起こ

りうる。したがって本剤を含むデスモプレ

シン製剤の投与にあたっては、厳重な水分

摂取管理が必要であることを患者と家族に

十分に説明・指導する。具体的には、①服

薬の2-3時間前、あるいは夕食後から翌朝

2）飲水制限

摂取水分の日内リズムを形成するため

に、午前中に十分摂取（朝食、昼食に各々

300-350ｍ'）し、午後からは控える。そし

て夕方以降は200ｍl程度に厳しく制限し、

就寝２時間前からは水分摂取を禁止する。

３）排尿抑制訓練

膀胱型や混合型の夜尿症には機能的膀胱

容量拡大を目的に、排尿抑制訓練を行わせ

る。具体的には、学校から帰宅後、尿意を

感じた際に排尿をぎりぎりまで抑制させ

る。

４）宿泊行事への対応

学校の宿泊行事の欠席がいじめの契機と

ならないよう、できるだけ参加させる。当

日は緊急回避的に学校の先生に中途覚醒に

よる排尿誘導を依頼しても構わない。

２．病型別の薬物療法

１）多尿型

抗利尿ホルモン療法

デスモプレシンを用いた抗利尿ホルモン

療法は、夜尿症に用いられる薬物の中で最

も高いエビデンスを有している6)。デスモ

プレシン製剤であるデスモプレシン酢酸塩

図1．小児の夜尿症の簡単な病型分類法篭
臘

｜廼陞一過

一
蝋
鰯
一

一
劃
刀

夜間尿丑は夜尿丘（夜尿をした日の使用前後のオムツの重
丘差で計測）と起床時排尿丘を足したものとする。昼間膀胱
容量は昼間に精一杯がまんした上で排尿した際の１回排尿丘
とする。また解離型（昼間膀胱容量は低下していないが、夜
間のみ膀胱容量が低下しているタイプ）を除外するために夜
尿のない日の起床時の尿且を測定し、夜間最大蓄尿丑を推測
する。
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な肝障害や心毒性、悪性症候群の報告もあ

るため、近年は使用されない傾向にある。

迄の飲水は極力控える（200ｍl以内)、②

過度に飲水した場合は服薬しない､③発熱、

胃腸炎など水分補給が必要となる急性疾,患

を合併した際には服薬を中止する、④水中

毒を示唆する症状（倦怠感、頭痛、悪心・

嘔吐など）があらわれた場合には速やかに

医師に連絡する、⑤他院や他科を受診する

際には、本剤を服薬中である旨を担当医師

に報告する、などが挙げられる。筆者はこ

れらの注意点が理解できる小学校入学以降

の患者を抗利尿ホルモン療法の対象として

いる。

３）混合型

前述の薬剤の併用療法（例：抗利尿ホル

モン療法と抗コリン剤の併用）を行うが、

併用療法は副作用も増強するため十分な注

意が必､要である。

３．アラーム療法

夜間、睡眠中に排尿が起こると、排尿開始

時にアラームのスイッチが入り、患児を音や

振動で覚醒きせるもので、欧米では治療の中

心となっている。有効率は65-70％、中止後

の再発率は30-60％である。この治療原理は

覚醒排尿を促すのではなく、膀胱の排尿抑制

力を高め膀胱容量を増加させることにあると

されるが、その詳細な機序は不明である。

２）膀胱型

抗コリン薬

機能的膀胱容量を拡大する目的で抗コリ

ン剤（副交感神経遮断薬）である塩酸オキ

シブチニン（ポラキス②）や塩酸プロピベ

リン（バップフオー②）を用いる。膀胱

型の約50％程度で有効である。初回投与量

は、前者が２ｍｇ、後者は10ｍｇで、就寝１

時間前に内服させる。８歳以降で副作用が

みられない場合、前者は４ｍｇ、後者は

20ｍｇに増量する。小児においては比較的

副作用は少ないが、口渇、便秘が報告され

ている。

おわりに

小児の夜尿症の有病率は高く、プライマリケ

アに携わる医師が診療する機会は少なくない。

夜尿症のこどもとその親は日々の生活の中で悩

み傷ついて受診している。したがって安易に｢経

過観察しましょう」あるいは「自然治癒を待ち

ましょう」といった言葉を口にすべきではない。

本人と親の疑問や不安を受け止めることが基本

である。その上で、夜尿症の病因を理論的に説

明し、具体的な対処法を示し、治癒までの見通

しを示すことが重要である。また問診や身体所

見および初診時の一次検査で器質的疾患の存在

が疑われた場合には、速やかに専門医に紹介す

べきである。

三環系抗うつ薬

夜間の尿浸透圧が濃縮されている多尿型

(正常浸透圧多尿型）に対する内服薬とし

て古くから三環系抗うつ薬が用いられてい

る。尿意覚醒作用や抗コリン作用、尿量減

少作用などが推測され、有効率は40-50％

で、再発率は80％という報告もある。塩酸

クロミプラミン（アナフラニール⑰）、塩

酸イミプラミン（トフラニール⑰）、塩酸

アミトリプチリン（トリプタノール②）が

使用される（この順で効果が強い)。年齢

に関係なく１０ｍｇを基準量とし、就寝前に

内服する。効果が認められない場合、20-

25ｍｇに増量する。副作用発現率は10-40％

で、消化器症状と不眠などが多いが、重篤
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《霧冒58回学術集会抄録（平成24年６月30日）穆

起立[生調節障害

大阪医科大学小児科学教室准教授田中英高

【起立性調節障害（OD）の疾患概念】

ＯＤは思春期に起こりやすい自律神経機能不

全と考えられており、自律神経中枢の機能異常

に関連した症状（睡眠障害、体温調節異常、精

神症状）と末梢性自律神経機能異常に関連した

様々な臓器症状（心血管症状、消化器症状、発

汗症状など）が出現する。これらの症状の複数

が組み合わざり、不均一にまた不安定に出現す

る。

とくに起立などの体位変動が引き起こす循環

動態の変化に対する代償機構が破綻し、脳や全

身への血行不全を生ずるが、これには循環血液

量、心拍出量、末梢血管特性、脳循環が関与し

遺伝的素因がある。

過去には身体症状だけでも診断できる大国の

診断基準が用いられてきた。近年では日本小児

心身医学会ＯＤガイドライン（図１）によって、

心身両面からより正確に診断．治療が行えるよ

うになったLii。

１４＝-

灘
、＝

‘Ｊ
１｝

であり、また環境の変化への対処能力が乏しい

ことから、心理的ストレスが自律神経系を介し

て容易に身体症状や身体疾患を引き起こす。こ

れを心身症というが、遺伝的体質や年齢段階に

よって起こりやすい疾患が異なる（図２)。思

春期、あるいはそれ以後の子どもでもっとも多

い心身症がＯＤである。心理社会的ストレスが

自律神経を介して､病態に大きな影響を与える。

またＯＤの約半数に不登校を伴い、不登校の約

３割にＯＤを伴うなど不登校との関連が強い疾

`患である。したがってＯＤでは、子どもの持つ[ＯＤは最も頻度の高い心身症ｌ

子どもは内的な感情を言語化する能力が未熟
図'２

図１１ 各発達段階における心身症、
行動異常、精神疾患．心理社会的背景
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自律神経機能の特性、心理社会的背景、性格特

性を含めて、心身両面からアプローチする必要

がある。

【症状】

身体症状と精神症状の両者が混在し、身体症

状では、立ちくらみ、めまい、倦怠感（臥位に

は軽減)、失神または失神前症状､朝起き不良、

睡眠障害、頭痛、手足の冷え、車酔いなどがあ

る。精神症状では、思考力・集中力の低下、イ

ライラ感、午前中の無欲状態がみられる。これ

には起立時の脳循環不全と潜在する心理社会的

問題の両者が関与する。症状には特徴的な日内

変動があり、一般的に体調不良は午前中に強く、

夕刻から夜に回復し元気になる。夜には目が冴

えて寝つけない。不登校の初期段階には不定愁

訴が見られるが、ＯＤとの鑑別が重要となる。

【発症頻度】

軽症例を含めると有病率は高く、小学生の約

５％、中学生の約10％（不登校を伴う重症例は

約１％)、男：女＝１：１５～２，好発年齢は10～

16歳。

平成11年度厚生科学研究「心身症、神経症等

の実態把握及び対策に関する研究」の全国調査

によると、一般小児科外来を受診した１０～１５

歳3316名中、199名(60%)がODであった(図３)。

図３ 図'４

厚生科学研究補助金(子ども家庭総合研究事業）

｢心身症､神経症等の実態把握及び対筑に関する研究」
平成10-12年度(主任研究者奥野晃正）

平成１１年度報告

対象医療機関日本小児科学会潔定医制度研修施設565施設

調査期間1999年１０月１８日の１日間

対象患者調査曰に小児科外来を受診した患者全員

○DガイドラインＯＤを疑わせる身体愁訴
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（2009,英昭版蜘 詳細な問診、診察、検査(注１）
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起立中に明瞭な血圧低下を伴わず、著しい心

拍増加を認める（立位心拍数（３分以後）が

115／分以上、または、心拍数増加が35／分以

上。静脈系の収縮不全により下半身に過剰な血

液貯留を起こし心拍出量の低下を招き、代償性

の頻脈を生ずる。

【診断の手順】（診断アルゴリズム）（図４）

大きく３段階の手順がある。

（１）ＯＤ症状を生ずる基礎疾患の鑑別診断を

する

甲状腺機能異常、副腎機能低下、鉄欠乏性貧

血、心筋症、原発性肺高血圧症、脳腫瘍などの

基礎疾患を除外する。午後や夜にも体調が回復

しない、体重減少を認めればうつを疑う。

（２）新起立試験法を実施してサブタイプ(図５）

と重症度（図６）を決定する。

新起立試`験は､従来の「シェロング起立試,験」

に「起立後血圧回復時間の測定」を合わせたも

のであり外来でも可能。検査は午前中に行う。

再検しても異常がなければ、不登校診療ガイド

ラインによる診療を進める。起立時の循環反応

の差異から現時点では４種類が存在する。

３．神経調節性失ﾈ１１１（Neurallymediatedsyncope）

起立中に突然に収縮期と拡張期の、序低下な

らびに起立失調症状が出現し、意識低下や意識

消失発作を生ずる。起立中の静脈還流量の低下

により心臓が空打ち状態となり、c-fiberを介し

た自律神経反射による。ＩＯＮＨやPOTSに伴う

タイプもある。現在、日本失神研究会、日本循

環器学会では神経調節性失神を血管迷走神経性

失神（Vaso-vagalreflexsyncope）と改名した

ので、本ガイドラインでも変更の方向である。

Ｌ起立直後'性Ｉ氏巾斥（､stalltalleousorthostatic

hypote､sion:mOH）

起立時の血圧低下が強く血圧回復が遅延する

(25秒以上または、２０秒以上かつ平均血圧の低

下が前値の60％以上)。臥位や座位から立ち上

がった直後に、立ちくらみやめまいを起こす。

巾斥低下が強いと気分不良、失神を生ずる。お

もに抵抗血管（細動脈）支配の交感神経賦活化

の低下がある。重痒型と軒庁邸があり、重庁迅

は起立後の収縮期血圧の低下(前値の15％以上、

あるいは20ｍｍＨｇ以上）が持続する。軽症型

は徐々に血圧が回復する。

４．遷延'性起立性低血圧（Delayedorthostatic

hypotension）

下半身の静脈血管の収縮不全が原因と推定さ

れる。起立後しばらくして（３～４分後）２０

図'７

｢心身症としてのＯＤ」診断チェックリスト

保堅者への問診、ならびに子どもへの問診・診察によって医師が判定して下さい

(1)学校を休むと症状が軽減する

(2)身体症状が再発･再燃を1MＷ返す

(3)気にかかっていることを言われたりすると症状が増悪する

(4)１日のうちでも身体症状の程度が変化する

(5)身体的訴えが2つ以上にわたる

(6)曰によって身体症状が次から次へと変化する

以上のうち4項目が時々(iul~２回）以上みられる場合､心理社＊Qh則

与ありと判定し「心身症としての０，」と診断する。２．体位性頻脈症候群（Posturaltachycardia

syndromePOTS）

図６

判定心理社会的関与□あり□なし

図'８

重症度・心理社会的関与に応じた治療的対応の組み合わせ
ODは心身症ですが､治療可能な自律神経機能異常があります。まず身体疾患と身体的輩宗庵の判定

しての治眠宍毎失して下さい
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ｍｍＨｇ以上（または'5％以上）の収縮期血圧

の低下を生じる。

２週間かかるから断薬しないことなど、副作用

を含めて充分な服薬指導を行う。

・環境調整（友達・家族）（図８，⑤）は、①の

説明説得療法を強化し、家族、学校においてよ

り広く行うことである。両親あるいは家族に、

ＯＤの発症機序を十分に重ねて説明し（患児の

血圧記録を見せながらすると説得力が高まる)、

治療には長期間（２～３年）を要するケースも

あるが、必ず回復するという先例を示し、決し

て焦らず「子どもを信じて見守る」ことの重要

性を繰り返し説明する。学校との連携をさらに

強化して、担任、養護教諭、校長にもＯＤの病

態について医師から直接説明する。

（３）「心身症としてのＯＤチェックリスト（図

７)」により心理社会的関与の有無を評価

する。

【治療】

診断アルゴリズムによって「重症度」と「心

理社会的関与の有無」を決定し、それに応じて

治療的対応の組み合わせ①～⑥を実施する（図

８)。

・説明説得療法は最も優先されるべきものであ

る（図８，①)。子ども自身は○D症状の原因が

わからずに不安が強くなっている。一方、保護

者の多くは、怠け癖、仮病ではないか、と疑っ

ており、ＯＤ症状が原因で親子関係が悪くなっ

ていることが少なくない。そこで、本人と保護

者に対して「ＯＤは身体疾患である」と十分に

説明し、朝に体調不良に強く夜に軽減する日内

変動は、ＯＤの特徴であり、気の持ちようや生

活習慣の是正だけでは治らないことを十分に理

解してもらう。また、子どもへの説明では、「少

しぐらい辛くても頑張れ」とﾛﾋﾛ宅激励をするの

ではなく、きみの身体の辛さを一緒に治そう、

というメッセージを伝える事が大切である。

・心理療法は専門医に委ねるか、心理士と連携

して行う。

上記のどれを行うかなど、治療方針が決定す

れば、ｌ～２週毎に通院を行う。薬物療法の効

果判定は２週間をメドに、無効な場合には変更

する。

【薬物療法】

１．処方例

(a）起立直後性低血圧に対して

処方（a）：ミドドリン塩酸塩（メトリジン、メ

トリジンＤ錠など）１回1錠（２ｍｇ）１日２

回（起床時、夕食後)。

処方（a）を２週間服用し新起立試験に改善が

得られない場合、起床時２錠、夕食後１錠。

(b）体位性頻脈症候群に対して

処方（a）を２週間服用し新起立試験に改善

が得られない場合、プロプラノロール（インデ

ラル）起床時１回1錠（１０ｍｇ)。ただし喘息に

は禁忌。

・非薬物療法（図８，②）：水分は1.5～２リッ

トル/日、塩分lo～ｌ２ｇ／日を目安にする。起立

時には頭を下げてゆっくり30秒以上かける。睡

眠など、生活リズムが悪化しないようにする。

・学校との連携（図８，③)。医療機関と連携を

密接にして、担任、養護、校長にＯＤという病

気を説明し、身体疾`患であるが心理的ストレス

によって悪化することを理解してもらう。さら

に子どもと保護者の同意があれば、クラスメー

トにも伝えて理解させることが望ましい。必要

であれば診断書を提出する。 【こんなときは専門医へ】

・４週間の治療によって、症状が全く改善しな

い場合には、専門医へ紹介する。また初診時か

らすでに１ケ月以上の不登校を伴う場合も、早

い段階で紹介するのが望ましい。

・薬物療法（図８，④）：中学生以上では、「親

に頼らず、自分で薬を管理し自分で服薬する習

』贋をつけよう」と説明し、効果を感じるのにl‐
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リレーエッセ刊

含圓も昨曰と

北葛城郡・まみ小児科松本哲夫

「お早よう、ワカナちゃん、生まれてまだ３ヵ

月、今日はヒブワクチンと肺炎ワクチン初めて

やねえ｡」生後３ヵ月でもこの笑顔、何ともい

えない愛想をふりまいています。

少しいじわるをして知らんふりすると、

.ナンデコノおっちゃん笑シテクレヘンノン″

とけげんそうな顔、３ヵ月でもう魂が芽生えて

います。

｢かわいらしい足やねえ－.」すべすべした足

をなでなで、小児科医ならではの楽しみ、内科

の先生にはこれはできません。「ごめんね、痛

い注射２本もして、でも何でヒブワクチンの針

てこんなに大いんやろ、メーカーさん何とかし

て下さい｡」ああIこらんでる、にらんでる、こ

の顔には要注意としっかりインプットされまし

た。

｢これにこりんとまた来てねえ｡」ワクチンのお

かげで開業小児科医は何とかやっていけます、

息子の学上も払えます。

途中で止めたらまた熱出るから止めんといて下

さいね｡」残念ながらこれは再診料請求できま

せん。

「はいはい、ユーセー君どうしたん？昨日

の晩からずっと吐いてるの、お母さん、ノロウ

イルスみたいやけど、ちょっとずつイオン飲料

を飲ませてがんばってみたらどう？どうして

も点滴してほしいのん？（ウーン)」お客様は

神様です。何とか老眼にむち打ってがんばって

みましょう。

いちいち目鏡をとらないと血管が見えませ

ん。あ～あ～もれてしもた・「お母さん、つら

いけどもう１回だけしんぼうしてね…｡」

小児科医、３回目にはそっと出し、トホホ…

ああ－お父さん、そんな目でにらまんといて、

お母さん、押さえて、押さえて。

え－い、もうこれしかない／市立病院の若

手の先生、いつもすみません。年寄りの面倒見

てやって下さいね.…･…･………。

「はいココナちゃんいらっしゃい。４０度の熱

が３日も続いてましたけど、赤いぶつぶつが出

てきて、熱も下ってきましたか。ヤッパリ。」

よかった、よかった、突発性発疹さん、あなた

のおかげで小児科医は大きな顔ができます。こ

れからもよろしくお願いします。

ぱたぱたしているうちに20年過ぎてしまいま

した。子供のカゼと下りの医者を続けられる幸

せをかみしめながら、小林一茶の句

夕桜、今日も昨日となりにけり

とここで受付のおれえちゃんから、

｢センセー、いく子ちゃんのお母さんから電話

ですねんけど、タミフル飲みたくないて言うて

はるんですけど、電話再診料とられるからセン

セーには聞かんといて下さいとのことです｡」

アゼン､ポーゼン､気をとり直して「お母さん、
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｡とりごと

吉野郡・町立大淀病院小児科森近省吾

数年前､ふと思い立って、１８切符を使い、ロー

カル線の旅をしてみた。

ところが、である。時代の流れは残酷で、こ

の間に、普通列車の客車は日本全国で姿を消し

ていた。田舎では､冷房がきき、トイレもある、

でも、窓の開かない１両編成の気動車が幅をき

かせていた。おまけに、ロングシートが中心で

ある。しかし、しばらく車窓をながめていると、

やっぱり楽しく、あのころのわくわく感が少し

ずつよみがえってきた。

そうだ、久しぶりに時刻表を買ってみよう。

そして、まだ、乗ったことのない、北海道や、

四国のローカル線にいつか乗れることを夢見な

がら…。

子供の頃、列車に乗るのが好きだった。とい

うより、鉄道そのものが好きで、時刻表は枕が

わりで、バイブルみたいなものだった。すり切

れるほど読んでいて、行ったこともない場所に

行ったつもりになっていた。このことは、日本

地理にめっぽう強くなるという「おまけ」とな

り、後の入学試験で非常に役だった。

昭和39年の生まれなので、蒸気機関車の時代

ではなく、時代は新幹線へと変わっていた。で

も、小学生になった、あまのじゃくな少年は、

新幹線や､きれいでかっこいい特急列車よりも、

戦前・戦後に作られた普通列車の古い客車に、

いつしか心を奪われるようになった｡機関車(こ

の時代は蒸気機関車ではなく、電気あるいは

ディーゼル機関車ですが）に引かれ、発車する

ときの「ガクン」という衝撃が好きだった。も

ちろん､冷房などなく、扇風機があればラッキー

だったが、窓から入ってくる風を受けながら外

を眺めることが好きだった。小学校の高学年に

なると、友達と京都から山陰本線にのり、丹後

半島まで日帰り旅行をしたこともある。当時の

山陰本線は、本線とは名ばかりの単線のローカ

ル線で、線路は保津川のほとりの断崖絶壁のほ

とりを走っており、窓から身を乗り出して見た

迫力満点の景色は今でもはっきりと記憶に残っ

ている、－番好きな－コマだった。（現在、山

陰本線は複線・電化ざれ内陸に移り、この場所

は走っていない。一部はトロッコ列車の線路と

なっており、当時を懐かしむことはできる｡）

その後、クラブ活動や別のことに興味は移り、

高校生の頃はお金がなかったので周遊券で旅行

するのに普通列車を利用したりはしたが、あの

頃のわくわく感は薄れていた。

今回、河原信吾先生よりこの欄のバトンを頂

きました。河原先生には、町立大淀病院で計５

年間にわたり、公私共々お世話になりました。

さて、何を書こうかと思った時にふと頭の中

に浮かんだのが、小学生の時に体験した、あの

山陰本線からの保津川の風景でした。５０歳を目

前にして､今後の人生をどう生きていこうかと、

少し感傷的になっている、山間部の迷える小児

科勤務医の「ひとりごと」でした。
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園圓團園
で小児外科の先生方がいつも疲れ切った姿でお

られました。いつかは自分もこうなるのか、と

思い少し尻込みしました。幸い１？近年は治療

の考え方が変わり、そのような体験はなく最長

でも私は18時間の手術しか入っていません。そ

れでも初年度の後半は小児外科を研修したので

すが、毎日あまり眠れませんでした。緊急手術

があれば夜中にも行きましたし、成人に比して

やはりICU入室率が高く、術後管理を寝ずにし

ました。点滴が漏れた等あれば最初に呼ばれま

すので、夜でも病院に行きましたし、むしろ泊

まりっぱなしだったと思います。それに加えて

通常の外科の当直もしていましたから、やはり

寝る時間は少なかったと思います。

２年目以降数年は成人外科を中心に関連病院

で研修し、６年目に大学院入学の形で大学病院

に復帰しました。帰局する時はてっきり成人外

科でと言われるかと思いましたが、当時の主任

教授からの「あんた小児ね」の一言で小児外科

が確定しました。それから小児外科医療に約１０

年間携わりました。時代もどんどん変化し、手

術はいつしか腹腔鏡手術などの鏡視下手術が中

心になりましたし、腫瘍の治療も外科の位置づ

けが変わり、集学的治療の一環としてとらえら

れることがますます濃くなりました。当然、以

前のような24時間を超える手術はとても少なく

なりました（おそらくほぼ皆無です)。しかし

難しい病気はやはり今でも治療困難ですし、長

時間を要する手術は現在も行われています。特

に小児外科の一つの特徴は形態的異常に基づく

疾患が多いと思います。大学病院にいる間に完

全気管輪による先天性気管狭窄症の症例を受け

持ちましたが､術後に吻合部の再狭窄を起こし、

その後、現在に至るまで低酸素脳症による後遺

症と気管切開の状態から脱却できなくなってい

る症例が特に印象に残っています（その症例は

気管切開チューブも市販品では管理できないの

で自作のチューブを毎回作り使用しています。

そのチューブを日夜いろいろなサイズを試作し

ついにぴったりのサイズを見つけた時はすごく

安堵感がありました)。その症例では呼吸困難

による緊急事態になることが多かったので、そ

自 園園 園

小児科医会入会のご挨拶

奈良市のがみこどもクリニック野上隆司

昨年９月に、たけうち小児科医院の武内先生

から引き継ぎ、同じ小児科で診療させていただ

いております。このたび小児科医会への入会の

お誘いと何か一言とのことでしたので寄稿きせ

ていただくこととなりました。弱輩の身で恐縮

なのですが、自己紹介をさせていただきます。

もともと私は小児科でなく外科医として歩ん

できました。平成７年に近畿大学を卒業後、当

時の近畿大学第２外科に入局しました。実は学

生のころは小児科に進もうか無難に循環器内科

にしようかと考えていましたが、６年での外科

の実習で神経芽細胞腫の患児を受け持ったのが

縁でした。その子は決して経過が良いわけでな

く今はすでに故人となっていますが、手術に際

しても泣かずに入室し、ＩＣＵを経て数日後病棟

へ帰室してからもめったに泣かずに診療に協力

してくれる子でした｡口数は少なかったですが、

自分の病気をよく理解し受け入れているように

も思えました。小児に携わる医師は皆さん同じ

ように考えると思いますが、本来治療し助ける

立場の人間が逆に何か教えられている感覚を覚

えたのです。小児に本格的に関わろうとした原

点だったかもしれません。このような病気に苦

しむ子の診療に携わりたいと思い、小児外科と

いう選択を志すようになりました。

ところが入局して少し後`海することになりま

す。当時はたまにですが、腫瘍の手術では24時

間を超える手術がありました。そのあとにもも

ちろん眠れぬ術後管理が待っています。体力的

に持たないかなと思いましたし、これはえらい

ところへ入ってしまったと思いました。最初は

成人外科のグループに配属されましたが、医局
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たりして毎年満喫しております。必ず愚息を連

れて行くのですが、もっと優雅な旅をさせろと

ブーブー言われます。でも毎年あまり意見を取

り入れずに私の行きたいところで決めてしまい

ます。いつもお盆あたりで行くので湿原のお花

はあまり見れないのですが、それでも遠くまで

広がる草原を見ると時間を忘れるような感覚が

あります。釧路湿原は観光客が多いですが、そ

の他の湿原は観光客があまりいなくてゆったり

できるところも多いので、これからも訪れてみ

たいと思います。動物に出会うことも多く、シ

カ、キタキツネ、タンチョウ、オジロワシなど

に出会い、何とか写真にもおさめました。残る

はヒグマ・・・ですが、できれば徒歩での散策

中には会いたくないものです。今後毎年行ける

かどうかわかりませんが、できるだけ訪れたい

と思っておりますし、私にとってはそう思わせ

るものがあります。

の場をしのぐ工夫から内視鏡や透視下での拡張

術、ざらに内視鏡でのレーザー焼灼までいろん

なことを覚えました。その症例で行った経験で

他の児の緊急事態に対応できたこともありまし

た。その患児に数年間携わり多くのものを得ま

した。その他もいろんな困難な症例を経験でき

ました。大学在職中の最後のテーマは虫垂炎の

鏡視下手術でした。現在は珍しくもありません

が、当時は全国でも比較的早く単孔式の手術を

試み、学会で発表の機会を得たのはいい思い出

になりました。海外でも発表しましたが、外人

の質問がわからず壇上絶句・・・までやらかし

ましたが。

そのように小児外科医として診療してきたの

ですが、徐々に逆の立場、日常診療の方に興味

がわいてきました。外科は多くの場合紹介され

て治療にあたるのですが、むしろ日常で診る仕

事がより患者に近いのではないかと考えまし

た。また当時、少しずつ流行り始めた漢方を少

しでもいいから使ってみたいというのもありま

した。外科ではチーム医療なので勝手に使うわ

けにはいきません。現在は多く使ってるわけで

はありませんが、少しずつ使うようになりまし

た。

さて。諸先生方と少し歩みは違いますが、長

年小児に関わってこれたことはいい経験になっ

たと思います。小児外科では難しい症例が常に

入院またはフォローしており、その治療を考え

ることは患児の人生を考えることであり、また

自分を見直すことにもつながったと思います。

恩師がよく言った言葉に「医師として患者さん

に今何ができるか何をすべきかを常に考えなさ

い」をよく聞かされました。今こそその言葉を

胸に仕事をする時かと考えます。また私は現在

も小児外科専門医として登録されています。日

常診療する医師の立場と元外科医としての少し

違った目線も持って診療にあたれたらと思いま

す。

現在クリニックで診療して、病院勤務の時は

おぼろげにしかわからなかった感染症の動向や

アレルギーの症状の変動など肌で感じていま

す。同時に日常のありふれた症状から重症を見

極める難しさも改めて感じています（結構軽症

の症例を紹介してしまい近隣の病院の先生方に

はご迷惑かけてます)。

少し話はそれますが、最近何年かは夏に北海

道を旅行しています。目的は単純で湿原を見た

い、それのみで行ってます。飛行機代は早割な

どを使ってもそこそこ高いので、宿泊代と食事

代、それにレンタカー代などはできるだけ切り

詰めます｡決して贄沢な旅行ではありませんが、

普通列車に乗ったり路線バスを使ったり、食事

はＢ級グルメを食べたり。時には何時間も歩い

最後に、稚拙な文章になりましたことをお詫

びいたします。今後も地域の小児医療に少しで

も貢献していきたく思っています。先輩の先生

方にはよろしくご指導賜りたくお願い申し上げ

ます。
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入会のご挨拶
それが、学生時代からずっと行っているバー

の店主夫妻が文楽好きで、以前から店での話題

には時々なっていて、「今度の公演に高田君も

一緒に行く？」と誘ってもらったのが文楽デ

ビュー（？）となりました。この時の演目は曽根

崎心中だったのですが、太夫が語り、三味線が

応え、人形が生きているかのように動く、なん

とすごい芸能があるものよと、驚かずにはいら

れませんでした。人形なのに何故か表情が変

わって見えるし、その艶めかしいこと／人形

遣い（文楽は３人で１体の人形を操ります）の

姿は見えているのですが、それが少しも気にな

らないのは芸の力なのでしょうか。太夫さんは

自在に語り、三味線のまた格好いいこと｡終わっ

たときは荘然としたのを覚えています。

それ以降、文楽劇場での本公演は欠かさず行

くようになりました。と言っても２部公演のど

ちらかだけの軟弱者です（このあたりがにわか

ファンたるところです)。歌舞伎とは演目も重

なるものが結構あるのですが、人が演じる歌舞

伎と違い、人形が演じるので、変な生々しさが

なく、より美しく見えるのかもしれません。

文楽を見に行きだして最初に思ったのは、な

んと理不尽な話なのだということと、とにかく

誰かが死んでしまう話ばかりだということでし

た。それが、太夫さんの語りを聞いているとな

んとなく説得されてしまい、「かわいそうに」

と思って見入ってしまうのです。まことに不,思

議な芸能もあったものだと思います。

開業してもうすぐ２年になりますが、開業以

来、残念ながら公演に1度しか足を運べません

でしたので、今年はなんとか行く機会を作りた

いと思っています（某大阪市長のおかげで入場

者数が少ないと補助金が打ち切られるみたいで

すし)。もし、まだ行かれたことがない方はぜ

ひ一度文楽劇場に出かけてみてください。

今後ともご指導よろしくお願い申し上げま

す。

生駒市･たか仁どもクリーツク高田慶応

2011年２月に生駒市で小児科クリニックを開

院しました高田慶応（たかだよしのぶ）と申

します。1986年に大阪大学を卒業し、その後、

大阪大学医学部附属病院、大阪市立小児保健セ

ンター、愛染橋病院、大阪府立母子保健総合医

療センター、大阪厚生年金病院と、ずっと大阪

で勤務医をしていました。１９年前に生駒市に転

居して以来、生駒で４人の娘が育つ（育てたと

は言いにくい…）中で、地域で小児科として仕

事をしてみたいと思うようになり、行余曲折は

ありましたが、開院にいたった次第です。小児

科医会にはお誘いいただき、すぐに入会のつも

りが、毎日のどたぱたに追われているうちに

うっかりと申込みが遅くなって今になってしま

いました（うっかりしすぎです。申し訳ござい

ませんでした)｡いまだに右往左往している日々

で、大丈夫かいなと周りも、何より自分自身が

心配しながらの開業生活です。徐々に地域の中

の小児科医の役割を果たしていければと思って

います。ご指導ご鞭捷よろしくお願い申し上げ

ます。

さて自己紹介と思っても、あまり趣味特技も

なく過ごす今日この頃ですが、５，６年前から

のにわか文楽ファンです。そもそも日本史や古

文の知識としての人形浄瑠璃、文楽は知ってい

ましたが、見たことはありませんでした。学生

時代も卒業後もずっと大阪ですごし、６年くら

いは文楽劇場の近くの病院で勤務していたの

で、前は何度も通っていたので、公演にいって

みようとは不思議と思いませんでした（今から

思えばかえすがえすも口惜しい…)。もともと

好きな落語によくでてくる（｢寝床」が代表で

すが、他にも「猫の忠信」や「胴らんの幸助」

などなど）ので気にはなっていたのですが、な

んとなく敷居が高そうで、そのままになってい

ました。
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しており、今まで数回は患者さんにごめんなき

いをしました。一人で当直を始めた研修医の時

の不安を思い出しています。

話は変わりますが、世間ではアベノミクスが

騒がれております。借金大王の私にとっては、

頼むから金利上昇しないでくれと願うばかりで

す。ただでさえ、小児科医には「少子化」とい

う、とてつもない外的マイナス要因がせまって

います。医療の消費税問題も解決せぬまま増税

が決まっています。私だけでなく、すべての小

児科医が不安の中にあると思いますが、それで

も算術ではなく、真っ当な小児医療を行ってい

きたいなどと青臭い決意をする今日この頃であ

ります。

開業にあたっては、医局の人員不足にもかか

わらず認めて頂いた鴫教授、ノウハウを教えて

いただいた開業先輩の先生方、応援してくれた

方たちに心から感謝です。自分の夢をかなえら

れた喜びを忘れずに、地域医療、小児医療に少

しでも貢献していきたいと思っています。

少し短いかもしれませんが、これで終了させ

て頂きます。（平成25年６月）

開業雑感

桜井市･すすきこどもクリニック鈴木博

新規開業ということで原稿を書かせて頂くこ

とになりました。私は平成4年に奈良医大を卒

業し、奈良県内の医療機関の小児科でずっとお

世話になってきました。実は私の小児科医会の

会員歴は結構長〈、まだ若かりし頃にふとした

ことで小児科医会の存在を知り、「小児科医な

のに小児科医会に入っていないのは何たる不

覚」と思い、うっかり（？）入会してしまった

のが１０年ほど前です。入会してから周辺の勤務

医の先生方があまり入られてないことがわかり

ました。でも会誌の内容も身近で楽しく、仲間

の会という感じで入会は正解だったと思ってい

ます。

さて、平成24年４月に桜井市で開業きせて頂

きました。２０年勤務医をして45歳。あと20年開

業医をしたら65歳。ちょうど医者人生の半々を

サラリーマンと自営業で働ける良い時期だった

と感じています。ちょうど１年が過ぎましたが

何とか大きな問題なく経過しております。小さ

な問題は頻発です。会計のこと、労務のこと、

そもそも保険制度の仕組みなど、いかに医者が

(私だけ？）世間知らずかが身にしみました。

しかし、元々読書は好きなので、税金、経営、

労働問題の本などを買って読んだりするのは新

鮮で楽しかったです。それでも開業後の苦労は

想像以上で時にめげそうになりますが、それ以

上に私はサラリーマンよりも自営業に向いてい

るようで「自分の好きなようにできる」ことを

楽しんでおります。まさに牛尾より鶏頭です。

私の開業願望は６，７年前からありました。諸

事情により、ずいぶんと時間がかかってしまい

ましたが、その問にアレルギー専門医も取らせ

て頂き、結果的には良かったと考えています。

ただ、ちょうど開業する直前くらいから急に老

眼が出始め、針先の向きが分からないという状

態になり点滴が入るか心配しましたが、なんと

かこなしております。２，３回で諦める方針に
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平成24年度 会務報告

厩
●第１回

｢i震〒享彌露司
平成24年度第１回総会・第５8回学術集会

日時：平成24年６月30日(土）

場所：奈良県医師会館

総会

日時：平成24年６月14日(木)１４：００～

場所：奈良県医師会館

【報告事項】

(1)乳幼児の身体発育評価について

（厚労省雇用均等・児童家庭局母子保健課）

厚労省からの周知依頼。同省が平成22年度

に実施した乳幼児身体発育調査を受け「乳幼

児身体発育調査企画・評価研究会」で検討が

行われた結果、当面、乳幼児・児童の身体発

育の評価や医学的な診断には、平成12年調査

に基づく値を引き続き用いるが、母子健康手

帳には現況値を反映する平成22年調査に基づ

く値を掲載し、個別の保健・栄養指導に用い

ることが妥当とされた。この意見に基づき、

市町村で行う健診結果の集計や評価、小児慢

性特定疾患治療研究事業で参照する基準とし

ては、平成12年調査に基づく値を引き続き用

いることになる。

第１号議案平成23年度決算承認の件

学術集会

｢起立`性調節障害の標準的診療

一日常診療で使える小児心身医学会

ガイドラインー」

大阪医科大学小児科学教室准教授

日本小児心身医学会理事長田中英高

奈良県小児科医会学術講演会

①乳児期のロタウイルス感染症

日時：平成24年７月28日(土）

場所：ホテル日航奈良

講師：（医)嗣業の会外房こどもクリニック

院長黒木春郎

共催：ＭＳＤ株式会社

(2)日本小児科学会中央資格認定委員会からの

依頼について（日本小児科医会）

標記委員会では小児科専門医の単位付与の

基準を見直す議論がなされており、現在の本

会学術集会の内容では、基準見直し後に単位

を取得できない恐れがあることから、今後の

対応を検討する必要があることが矢追会長か

ら話きれた。

②最近の小児のワクチンの動向

日時：平成24年１０月18日（木）

場所：奈良市医師会館

講師：奈良県立医科大学小児科学講座

講師西屋克巳

共催：奈良市医師会、アステラス製薬株式

会社

③ワクチンで防ぐ病気生ワクチンと不活化ワクチン

ーポリオ不活化ワクチンに向けて－

日時：平成24年11月１日（木）

場所：奈良県医師会館（講演会場）

奈良市医師会館（中継会場）

講師：大和高田市立病院小児科

部長清益功浩

共催：田辺三菱製薬株式会社

(3)不活化ポリオワクチン導入に係る関係自治

体担当者会議について

（厚労省健康局結核感染症課）

厚労省より都道府県予防接種担当課宛に発

出された通知。平成24年９月１日よりポリオ

の定期接種ワクチンが、生ワクチンから不活

化ワクチンに切り替えられるにあたり、導入

に向けて準備を円滑に進められるよう、接種

方法や過去のポリオワクチン接種歴に応じた

対応等が示されている。矢追会長から役員に
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定と演題数について

協議の結果、不活化ポリオワクチンに関す

る内容とし、講師については矢追会長に一任

することになった。

＊

また報告事項(2)で矢追会長ｶｺら説明された

状況により、次回は上記のほかにも演題を増

やす方向で調整することになった。

対し本資料を参考に各地区の関係者への情報

提供を行う等、協力が求められた。

(4)第23回日本小児科医会総会フォーラムにつ

いて－６月９日(土)１０日（日）

ホテルざっぼろ芸文館一

参加した矢追会長から報告。概要は以下の

とおり。

・日本小児科医会の新役員が選出。近畿では

副会長／近畿ブロック長に木野稔(大阪)先

生、理事には竹内宏一(京都)先生、横山純

好(兵庫)先生が就任。

・小児科医会関連の東日本大震災義援金につ

いては、ほぼ宮城県だけに送金されている

状況であるため、他の被災地にも分配する

等、改善が求められた。

・消費税率の引上げが議論されていることに

関し、増税が実施されれば特に規模の大き

な病院ほど控除対象外消費税(いわゆる"損

税，，）の問題が深刻化する。日本小児科医

会では、過去にも実施されたとする消費税

分の診療報酬への上乗せを再度求める等、

医療機関に負担がかからない措置がとられ

るよう要望することも視野に入れて検討さ

れている。

(3)第１０回日本小児科医会生涯研修セミナーに

ついて

平成26年に本会の担当で開催予定の標記セ

ミナーについて協議を行った。概要は以下の

とおり。

開催日：これまでと同時期として平成26年

１０月前半の休日で調整。

会場:奈良市内の複数の候補の中で費用、

アクセス､設備等について比較検討した結果、

開催内容をさらに詰めたうえで決定すること

になった。

実行委員会：前回の役員会協議で村上顧問

が実行委員長に就任することが決まっていた

ことから、同顧問の意向を確認したうえで再

度協議することになった。

(5)平成24年度第１回総会・第５8回学術集会に

ついて

６月30日(土)、奈良県医師会館で開催。講師

の田中英高先生（大阪医科大学小児科准教授）

からの講演要旨を確認した。

(4)奈良県小児科医会報第13号について

寄稿状況等について事務局より説明。また

未定となっていた編集後記の執筆者、広告掲

載依頼担当役員について確認した。

(5)「こども健康フェア2012奈良」共催およ

び賛助金の依頼について

平成24年１０月13日(士)、天理市文化セン

ターで開催。例年どおり共催することを承認

した。

(6)奈良県小児科医会学術講演会について

－７月28日(士)ホテル日航奈良一

ＭｓＤ㈱との共催によりロタウイルスワク

チンに関する講演会の最終内容を確認した。

【協議事項】

(1)平成23年度決算について

資料どおり承認した。

(6)本会ホームページおよび役員メーリングリ

ストについて

矢追会長より、会員や県民への情報発信を

より円滑に行うことを目的として本会のホー

ムページを立ち上げることが提案された。こ(2)奈良県小児科医会次回学術集会の演者選
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の提案を受けて事務局より、リニューアル作

業中の奈良県医師会ホームページ内に設置予

定の「医会・部会情報」のページの中に本会

のホームページを開設することも視野に入れ

て進めることになった。

＊

さらに矢追会長より、役員会開催時以ﾀﾄに

も意見交換が必要な時に備えて、役員間の

メーリングリストを開設することが提案さ

れ、協議の結果、承認された。

催回数も年度内２回から１回に変更すること

になった。

(3)奈良県小児科医会ホームページについて

その後の検討の結果、本会独自のホーム

ページを制作することとし、県医師会ホーム

ページ内の医会・部会情報ページにリンクす

る方向で進めていることが矢追会長から説明

された。開設に向けてテストページの確認を

行い､ほぼ原案どおりに進めることになった。

【報告事項】

(1)奈良県小児科医会学術講演会について

①１０月18日(木)奈良市医師会館

（奈良市医師会、アステラス製薬㈱共催）

②11月１日(木)奈良県医師会館

（田辺三菱製薬㈱共催）

それぞれ４混ワクチン関連の講演が行われ

るにあたり、本会会員をはじめ、県内内科標

梼医(開業医)を中心に案内が発送されている

ことが矢追会長より伝えられた。

●第２回

開催：平成24年１０月４日(土)１４：３０～

場所：奈良県医師会館

(1)第10回日本小児科医会生涯研修セミナーに

ついて

平成26年度の標記セミナーを本会の担当で

開催するにあたり、村上顧問より準備内容お

よびスケジュール等が説明された後、実行委

員会の構成案が示された。実行委員長には村

上顧問が就任、その他、各委員には全役員が

分かれて担当することとして最終調整を行う

ことになった。このほか、セミナーの案内チ

ラシ用の候補写真が数点示され意見交換を

行った。

開催日は平成26年１０月前半とし、奈良市内

の会場で検討している。なお平成24年１０月８

日に、第８回セミナーが岡山県で開催される

にあたり、村上顧問､矢追会長､新家副会長、

辰巳事務局職員が視察を兼ねて出席すること

が伝えられ、その内容を参考にして今後の詳

細を詰めていくことになった。

(2)奈良県小児科医会報第13号について

事務局より進捗状況が伝えられ、この時点

の内容で発刊することになった。

●第３回

開催：平成25年３月30日(木)１４：３０～

場所：奈良県医師会館

(1)インフルエンザ菌・肺炎球菌全身感染症調

査について（日本小児科医会）

例年、実施されている調査への協力依頼。

今回は、県立奈良、国保中央、（医)健生会士

庫、大和高田市立、町立大淀の５病院に依頼

した。

(2)小児科専門医制度の単位取得基準の変更に

ついて

日本小児科学会により小児科専門医制度の

単位取得基準が見直されたことから、現在の

本会学術集会の内容では今後、単位が取得で

きなくなった。

今後の対応について協議した結果、次回は

特別講演２題と一般演題２題とするほか、開

(2)予防接種協力金あるいは手数料に関する調

査について（日本小児科医会）

全国における標記手数料等の状況把握を目

的とした調査。本会役員に確認した結果、回

答があった６市の状況を回答した。
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(7)平成24年度社会保険全国委員会について

－２月24日(日)東京ステーシヨンコンファレンスー

出席した矢追会長から報告。「在宅小児医

療の実態と在宅診療報酬について」をテーマ

に大阪小児科医会在宅小児医療実践小委員会

の田中祥介先生による特別講演のほか、平成

26年度診療報酬改定に向けた小児医療に関す

る要望書の報告や平成25年度診療所小児科の

医業実態アンケート調査結果の報告等が行わ

れた。

(3)次回診療報酬改定要望に対する意見につい

て（日本小児科医会）

本会からは小児科外来診療料の増点や小児

科外来診療料における診療情報提供料・検査

料等を包括から外すこと等、計６項目の意見

を提出した。

(4)ワクチン接種後死亡事故対策について

（日本小児科医会）

本県では県医師会および全地区医師会で対

策は講じていないこと、また日本小児科医会

でも対策を検討する必要はない旨を回答し

た。

(8)平成25年度奈良県小児科医会総会・第５9回

学術集会について

－５月18日(士)奈良県医師会館一

日本小児科学会専門医制度の単位取得基準

の変更に伴い、本会の学術集会も演題数をｌ

題から４題に変更することになった。今回は

今後の単位取得に向けた実績づくりのための

学術集会となるため、単位は付与されない。

このほか当日は、小川大阪小児科医会長か

らの依頼を受け、６月８日～９日に大阪市で

開催される日本小児科医会総会フォーラムに

ついての案内が予定されている。

(5)第８回日本小児科医会生涯研修セミナーに

ついて

－１０月８日(月･祝)岡山コンベンションセンター一

矢追会長から報告。平成26年度のセミナー

は本会が担当するにあたり、視察をかねて村

上顧問、矢追会長、新家副会長、辰巳事務局

職員の４名が参加。会場はＪＲ岡山駅すぐで

あったほか、担当の岡山県小児科医会による

積極的な広報等もあり、参加者は計540名と

盛況であった。講演は全８題で、演者は地元

岡山を中心に関東や新潟の医師も選定されて

いた。

【協議事項】

(1)第10回日本小児科医会生涯研修セミナー

について

セミナー実行委員会の村上委員長および矢

追会長から説明。（以下）

－運営委託業者は日本旅行西日本MICE営

業部に決定。会場は東大寺総合文化センター

（奈良市)、開催日時は平成26年10月５日（日）

８：５０～１５：００としている。同センターは平

成23年１０月にオープンした新しい施設で、東

大寺南大門と大仏殿の間(旧東大寺学園跡地）

にある。メインの金鐘ホールは321席である

が食事ができないため、ランチョンセミナー

は地下の小ホールおよび会議室で行う予定。

またスペースの都合上、演者控室が確保しに

くいため、会場近くにある施設等の利用も検

討中。－

(6)日本保育園保健協議会平成24年度近畿ブ

ロック研修会について

－２月３日（日）京都商工会議所一

出席した村上顧問から報告。京都第二赤十

字病院小児科の長村敏生副部長より子どもの

事故防止に関する講演が行われ、風呂の残り

湯での溺水事故については６分以内の治療開

始が必､要であることから実際は予防が最重要

となること、また交通事故に関して欧米では

義務化されている小児のへルメット着用の重

要`性等が解説された。このほか、保育園にお

ける障害予防に関する講演や、保育園におけ

る皮膚と眼の感染症等についてのシンポジウ

ムが行われた。
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＊

説明を受けて協冒義した結果、日時および会

場については案どおりに進めることになっ

た。

このほか、演題や演者の方向性について意

見交換したところ、奈良県の小児医療の特色

を示す演題を基に、それらの内容から関連す

るものに拡がるように検討することになっ

た。

｢帝戻至F開講屋１
．こども健康フェア2012奈良

日時：平成24年10月13日(土）

場所：天理市文化センター３階文化ホール

主催：日本小児科学会奈良地方会

共催：奈良県小児科医会、天理市、天理地区

医師会、大和郡山市医師会

後援：奈良県医師会、桜井地区医師会、宇陀

地区医師会、奈良県保健所長会、奈良

県歯科医師会、日本小児歯科学会近畿

地方会、奈良県看護協会、奈良県栄養

士会、奈良県小児保健協会、奈良県保

育協議会保育士部会、奈良県、奈良県

教育委員会、天理市教育委員会

テーマ「子どもと睡眠一親子にとって

大切な眠りについて考えよう－」

講演①「乳幼児の睡眠について」

天理市役所児童福祉課子育て支援担当保育士

教授田中由美子

講演②「睡眠は心と体の頭脳の栄養」

東京べイ・浦安市川医療センターＣＥＯ

神山潤

(2)平成24年度奈良県小児科医会決算見込み

について

収入では前年度より若干減額。支出では日

本小児科医会関連の参加経費分で増額となっ

た一方で、渉外費で前年度の東日本大震災に

関する義援金分等が減額となり、支出全体で

減額となった。

(3)平成25年度事業計画(案）・予算(案)につい

て

事業計画は原案どおり承認。また予算に関

しては、平成24年度の実績から、日本小児科

医会関連の会議等への参加経費分を再度調整

することとし、詳細は矢追会長および事務局

に一任することになった。

日本小児科医会関連会議等参加状況

●平成24年度日本小児科医会総会フォーラム

日時：平成24年６月９日(土)１０日（日）

場所：ホテルざつぼろ芸文館

出席：矢追会長

(4)次々回奈良県小児科医会総会および学術集

会の演題について

５月18日の第59回学術集会の状況と小児科

専門医の単位認定の結果を確認したうえで、

本年７月に開催予定の次回役員会で協議する

ことになった。 ●第29回日本小児科医会近畿ブロック連絡協議会

日時：平成24年11月17日(士）

場所：ホテルグランヴイア和歌山

出席：村上顧問、矢追会長

・日本小児科医会各委員会報告

・近畿各府県小児科医会の活動報告

主務：和歌山県小児科医会

(5)奈良県小児科医会学術講演会について

ファイザー㈱からの共催依頼。本年９月２８

日または10月19日に奈良市内でプレベナーの

最新情報に関する講演が企画されている。協

議の結果、共催を承認した。

(6)奈良県小児科医会報第１４号について

本年７～８月発刊予定の会報第14号の内容

のうち、未定部分について協議した。

●日本小児科医会・日本小児科学会

社会保険全国委員会
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日時：平成25年２月24日（日）

場所：東京ステーションコンフアレンス

出席：村上会長

奈良県関連会議参加状況

●奈良県乳幼児支援懇話会

日時：平成24年11月１日（木）

場所：社会福祉総合センター

出席：矢追会長(同懇話会委員）

主管：奈良県こども家庭課、同保健予防課

●奈良県母子保健運営協議会

日時：平成24年11月６日（火）

場所：厳橿会館

出席：矢追会長(同協議会委員）

主管：奈良県保健予防課

その他会議参加状況

●平成24年度日本保育園協議会

近畿ブロック研修会

日時：平成25年２月３日（日）

場所：京都商工会議所

出席：村上顧問

担当：京都支部(京都小児科医会）

R麦~霊１
●第４回“難病や障害を持つ子供とその家族へ

の支援を考える市民交流セミナー”

「奈良から広がる親子レスパイト」

日時：平成25年１月27日（日）

場所：東大寺総合文化センター（金鐘ホール）

主催：一般社団法人奈良親子レスパイトハウス
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平成24年度奈良県小児科医会決算書
自平成24年４月１日～至平成25年３月31日

＜収入の部＞

予算額

５０５０００４８５０００△2００００

００００４８５▲００００

１１１１３４００００１

１▲００００３３０Ｏ

２Ｉ２Ｄ ＯＯＯＯＯ

、０００，９７名分

２０００００１８００００△２００００
▲■

０００００ＢＯＯＩＯ△2０００ ｃ００００ｐ９社

１０００△１０００

１０４６０００１００５０００△４１０００

７５００００７８３８１３３３８１３

期繰越金００００：：：

１７９６０００１７８８８１３△７１８７

＜支出の部＞

５６５０００４８４６９１△8０３０９

⑪０００００▲

②０００００００▲００

③０００００００

④０００００▲００００

⑤０００００００００

⑥00000▲００００

⑰００００

１１１

会兼学術費０００００１５５：２△1４４１７８ｍ謝礼等学術集会１口

②'凡員会歳費００００・０００

⑧Ｍ費００００ＤＤＯ２００５０

１１１１△５ＯＯＯＯ

ＩｊｉＩ費００００１５００００

１３６９０００９５１４６３△４１７５３７

△3２３０００５３５３７３７６５３７

４２７０００８３７３５０４１０３５０

⑪リ期繰越金４２７０００８３７３５

１７９６０００７８８８１３１８７

収入合計

支出合計

次期繰越金

1,788,813円

951,463円

837,350円（内訳：預金823,835円現金13,515円）

本決算に関し、諸々の証書・書類と照合した結果、

平成25年５月１３日

奈良県小児科医会監事

平成25年５月10日

奈良県小児科医会監事

収支とも適正であることを認めます。電
電匡円跡売

疋ｉｉＬ擢奄

科目

大科目 中科目
予算額 決算額 比較増減 付記

1．会費
①会費

505,000

505,000

485,000

485,000

△20,000

△2０，０００ @5,000円×97名分

2．助成金 ①県医助成金

②部会助成金

340,000

330,000

1０，０００

340,000

330,000

10,000

0

０

０

３．会報広告料
①会報広告料

200,000

200,000

180,000

180,000

△20,000

△20,000 第13号＠２０，０００円×9社

４．雑収入
①雑収入

1.000

1.000

０

０

△ＬＯＯＯ

△1,000

５．過年度収入
①過年度収入

０

０

０

０

０

０

当期収入計（Ａ） 1,046,000 1,005,000 △4ＬＯＯＯ

６．前期繰越金
①前期繰越金

750,000

750,000

783,813

783,813

33,813

3３，８１３

収入合計（B） 1,796,000 1,788,813 △７．１８７

科目

大科目 中科目
予算額 決算額 比較増減 付記

1．事務費

①通信費

②役員旅費

③事務諸費

④消耗品費

⑤渉外費

⑥慶弔費

⑦雑費

565,000

100,000

300,000

80,000

1０，０００

50,000

20,000

５，０００

484,691

8１．４１４

236,700

101,302

０

50,000

０

1５，２７５

△80,309

△18,586

△63,300

21,302

△10,000

０

△20,000

1０，２７５

職員休日出勤手当

｢こども健康フェア2012奈良」協力金

ホームベージ制作ソフト代等

２．事業費
①総会兼学術費

②役員会議費

③会報印刷費

754,000

300,000

204,000

2５０，０００

466,772

155,822

81,000

229,950

△287.228

△l坐.１７８

△123,000

△20,050

講師謝礼等学術集会1回分

３回開催

第１３号

３．子備費
①予備費

50,000

50,000

０

０

△50,000

△50,000

当期支出計（C） 1,369,000 951.463 △417,537

当期収支差額（Ａ－Ｃ） △323,000 53,537 376,537

４次期繰越金

(Ｂ－Ｃ） ①次期繰越金

427,000

4２７，０００

837.350

837,350

410,350

410,350

支出合計 1,796,000 1,788,813 7.187
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平成25年度奈良県小児科医会事業計画

1．学術集会の開催

最新の小児医学知識の修得のための学術集会を開催する。

2．「奈良県小児科医会報第14号」の発刊

学術集会の抄録や、県内病院小児科の紹介等を掲載した会報を発刊し、会員等に配付する。

３．日本小児科学会奈良地方会活動への協力

こどもの健康や成長に関する講演やシンポジウム等を行う「こども健康フェア奈良」をはじめ、

日本小児科学会奈良地方会の活動に協力する。

４．日本小児科医会活動への協力

日本小児科医会奈良県支部として、代議員会や各種委員会に参加し、近畿ブロックの活動にも積

極的に参加する。

5．県の小児医療体制への協力

専門医集団として、奈良県の小児医療体制を支え、子育て支援などに積極的に協力する。
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平成25年度奈良県小児科医会収支予算書
自平成25年４月１日～至平成26年３月31日

＜収入の部＞

５０５０００５０５０００

００００００００

１０６１０００１０４６０００１５０００

８３７３５０７５００００８７３５０

１８９８３５０１７９６０００１０２３５０

＜支出の部＞

１５０９０００１３６９０００１４００００

△4４８０００△3２３０００△1２５０００

３８９３５０４２７０００△3７６５０

３８９３５０⑪リ’：０００００

１８９８３５０１７９６０００１０２３５０

収入合計1,898,350円

支出合計1,898,350円

科目

大科目 中科目
25年度予算額 24年度予算額 比較増減 付記

Ｌ会費
①会費

505,000

5０５，０００

505,000

505,000

０

０ ＠5,000円xlOl名分

２．助成金 ①県医助成金

②公開講座助成金

340,000

330,000

10,000

340,000

330,000

1０，０００

０

０

０

３．会報広告料
①会報広告料

200,000

200,000

200,000

200,000

０

０ 第14号＠２０，０００円×１０社

４．雑収入
①雑収入

1.000

1,000

1.000

1,000

０

０

5．過年度収入
①過年度収入

15,000

15,000

０

０

15,000

15,000 平成24年度会費未納分

当期収入計（Ａ） 1,061,000 1,046,000 15,000

６．前期繰越金
①前期繰越金

837,350

837,350

750,000

750,000

87,350

8７，３５０

収入合計（B） 1,898,350 1,796,000 102,350

科目

大科目 中科目
25年度予算額 24年度予算額 比較増減 付記

1．事務費

①通信費

②役員旅費

③事務諸費

④消耗品費

⑤渉外費

⑥慶弔費

⑦雑賛

705,000

100,000

400,000

120,000

10,000

50,000

20,000

5,000

565,000

100,000

300,000

8０，０００

10,000

50,000

2０，０００

5,000

140,000

０

100,000

4０，０００

０

０

０

０

職員休日出勤手当

｢こども健康フェア2013奈良」協力金

2．事業費
①総会兼学術費

②役員会議費

③会報印刷費

754,000

300,000

2０４，０００

250,000

754,000

300,000

204,000

2５０，０００

０

０

０

０

学術集会開催費用（１回分）

第14号

3．予備費
①子備費

50,000

50,000

50,000

50,000

０

０

当期支出計（Ｃ） 1,509,000 1,369,000 140,000

当期収支差額（Ａ－Ｃ） △448,000 △323,000 △125,000

４．次期繰越金

(Ｂ－Ｃ） ①次期繰越金

389,350

389,350

427,000

427,000

△3７．６５０

△3７，６５０

支出合計 1.898.350 1,796,000 102,350
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奈良県小児科医会役員
(平成25年８月現在）

日本小児科医会関係

役職名 氏名 医療機関名

/△～
長云

副会長

〃

理事
（奈良）

〃

（郡山）
〃

（生駒）
〃

（天理）
〃

（桜井）
〃

（字陀）
〃

（橿原）
〃

（高田）
〃

（北葛）
〃

（御所）
〃

（吉野）
〃

（医大）
〃

（保健所）

監事

〃

顧問

〃

〃

〃

矢追公
￣

砂川晶生

新家興

有 」馬純

新宅教顕

松岡宏明

井上恵祥

岡本和美

榊慧子

河原信吾

石丸敏博

松本哲夫

七浦高志

森近省吾

野上恵嗣

木下信英

里
ｄｂｂ、 田敏彦

足立豊彦

吉岡章

嶋緑倫

大塚農

村上義樹

(医)矢追医院

大和高田市立病院

にいのみ小児科

(医)ありまこどもクリニック

(医)しんたく小児クリニック

松岡こどもクリニック

井上医院

(医)新和会岡本内科こどもクリニック

(医)萩乃里診療所

かわはらこどもクリニック

(医)健生会土庫こども診療所

まみ小児科

(医)七浦医院

町立大淀病院

奈良県立医科大学小児科学教室

黒田小児科

奈良県立医科大学

奈良県立医科大学小児科学教室

(医)大塚医院

(医)健樹会むらかみ小児科

役職名 氏名 医療機関名

代議員
奈良県支部支部長

予備代議員

調査委員会委員

矢追公

新家興

石丸敏博

(医)矢追医院

にいのみ小児科

(医)健生会士庫こども診療所
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奈良県小児科医会員
(平成25年８月現在）

地区 氏名 医療機関名

奈良

純
栄
夫
史
世
和
子
成
幸
郎
明
二
彦
房
紀
子
重
興
子
司
昭
之
暁
純
一
也
世
邦

枝
美

紀
浩
香
秀
美
基
正
史
典
康
吉
輝
宗
公
弘
直
隆
徳
直
正
公
純
舩
和

馬
井
江
川
辻
本
井
田
田
内
中
本
邨
家
家
上
嶋
井
川
田
追
田
家
本

有
糸
入
小
奥
上
岸
酒
島
千
薗
平
武
田
佃
辻
中
新
新
野
村
森
森
森
矢
安
山
山

(医)ありまこどもクリニック
糸井医院

入江診療所

(医)おがわ小児科診療所
山家小児科医院
かみつじこどもクリニック

(独)国立病院機構奈良医療センター
酒井内科医院

奈良市立柳生診療所
富雄医院

クレヨン小児科

市立奈良病院

田中小児科医院

つくだクリニック

なかむら小児科

にいのみ小児科

にいのみ小児科
のがみこどもクリニック

村嶋小児科医院
森井小児科医院
森川内科医院
森田医院

(医)矢追医院
(医)安心会安田小児科医院
山家小児科医院

やまもと小児科

郡山

彦
顕
浩
之
裕

敏
教
武
宏

田
宅
山

黒
新
杉
中
原

黒田小児科

(医)しんたく小児クリニック
杉山小児科

なか小児科

(医)芳愛会原医院

生駒

晨
子
遵
応
紀
志
仁
朗
明
人
子
子
明
郎

世
太

睦
慶
扶
大
庸
敞
俊
正
晶
賀
宏
聡

塚
塚
井
田
口
内
網
已
井
野
田
井
岡
明

大
大
澤
高
田
竹
竹
辰
土
西
福
松
松
虫

(医)大塚医院

(医)大塚医院
(医)沢井小児科医院
たかだこどもクリニック

(医)但馬会田口クリニック

竹内小児科医院
(医)和幸会阪奈中央病院
辰己小児科
どいクリニック

県立三室病院
福田医院
(医)松井小児科

松岡こどもクリニック

近畿大学医学部奈良病院

天理

祥
毅
子
健
生
彦
子

恵
英
聰
泰
光
郁

上
木
本
水
橋
部
山

子
井
鹿
藏
清
高
南
松

井上医院

クリニックせんざい

蔵本医院

(医)しみず小児科
たかはしファミリークリニック

(財)天理よるづ相談所病院
(医)松山医院
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地区 氏名 医療機関名

桜井

余
美
幸
正
博
和
大
子
孝
美
子

由

幸
和
利
正
博
京
昌
真
玲

松
本
井
西
木
森
村
並
内
岡
田

赤
岡
阪
澤
鈴
千
西
野
山
吉
米

辻医院

(医)新和会岡本内科こどもクリニック
国保中央病院

小西橋医院

すずきこどもクリニック

千森医院

西村医院

のなみ小児科

)||西診療所

(医)清心会桜井病院
(医)米田医院

宇陀

夫
子
璋
雄

健
慧
泰

辻
澤
本

上
榊
西
山

上辻医院

(医)萩乃里診療所
西澤医院

(医)山本診療所

橿原

夫
吾
男
一
治
子
昇

喜
千
も

美
信
三
駿
憲
と

田
原
井
巳
本
本
川

金
河
沢
辰
橋
橋
吉

金田小児科

かわはらこどもクリニック

沢井内科医院

辰巳医院

橋本小児科

橋本小児科

(医)吉)||医院

高田

博
友
逸
生
子
子
司

敏
宏
俊
晶
幸
操
知

九
日
辺
川
澤
原
山

河
石
春
下
砂
長
藤
横

(医)健生会士庫こども診療所

(医)春日医院
下河辺医院

大和高田市立病院

長澤内科外科医院
大和高田市立病院

(医)健生会士庫病院

北葛城

志
紀
二
紀
史

一
愛

｜
治
夫
規
樹
郎
樹

才
知
洋
雅
健
洋
利
哲
吉
義
志
秀

木
嶋
村
泉
田
原
原
本
尾
上
田
田

胄
川
川
小
澤
杉
藤
松
村
村
安
山

(医)－青会あおき小児科
かわしま内科外科こどもクリニック
川村医院

(医)小泉医院
(医)澤田医院

(医)杉原内科

(医)友紘会奈良友紘会病院
まみ小児科

香芝村尾クリニック

(医)健樹会むらかみ小児科
安田医院

(医)希二上駅前診療所

御所
七浦高志

伯耆徳介
(医)七浦医院

ホウキ診療所

五條

小延知暉

槇野久春
山本真知子

(医)南和会大川橋診療所
槇野医院

吉野
中川111頁夫

原田徳蔵

森近省吾

中川医院

吉野町国保吉野病院

町立大淀病院

医大

倫
博
嗣
章

緑
幸
恵

橋
上
岡

鴫
高
野
吉

奈良県立医科大学小児科学
奈良県立医科大学周産期医療センター

奈良県立医科大学小児科学
奈良県立医科大学

保健所
足立豊彦

木下信英 木下こども診療所

江見勇
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奈良県小児科医会会則

第１章総則

第1条本会は奈良県小児科医会と称し、県医師会に所属し、小児科に関する研究、知識の普

及ならびにその他必要な事業を行い、小児科診療の向上をはかることを目的とする。

第２条本会は、小児科領域に関心ある県医師会会員または県医師会会員の管理する医療機関

に勤務する医師をもって組織する。

第３条本会はその目的のため、下記の事業を行う。

（１）小児科領域の研究・学術講演・補習教育

（２）社会保険対策

（３）その他必要なる事業

第２軍役
一

員

第４条本会に下記の役員を置く。

会長１名

副会長２名

理事若干名

監事２名

第５条役員は当医会総会に於て会員中より選出する。

第６条会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐する。

理事は庶務会計、その他の会務を分掌する。

監事は事務会計の監査を掌る゜

第７条役員の任期は２年とする。但し重任はさまたげない。

第８条本会に顧問をおくことができる。

第３章 会 護

第９条会議は、総会・役員会に分ち適宜開催する。

第１０条総会に於いては収支決算、その他会務に関する事項の報告、会員の研究発表講演など

を行う。

第11条役員会は本会の運営に関し重要事項の協議を行う。

第４軍経受

第12条本会の経費は、会費・補助金・寄付金その他の収入をもってこれに充てる。会費に関

しては別にこれを定める。

附則

第13条本会則の変更は総会の決議を経なければならない。

第14条本会則は昭和59年８月18日から実施する。
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曰本小児科医会奈良県支部規約

1、本会は、奈良県小児科医会会員であって且つ日本小児科医会の会員で構成する。

２、日本小児科医会役員、代議員、委員会委員は奈良県小児科医会の承認を得て、支

部会で選出する。

３，支部長は、奈良県小児科医会の会長が就任する。

４、この規約は平成18年３月25日から施行する。



3６

囿團囮国

今年の夏は、2010年に次ぐ猛暑だそうですが、会員の先生方にはお変わりなくお過ごしのこと存

じます。奈良県小児科医会報第14号ができあがりましたのでお手元にお届けいたします。

本号では、病院紹介として新病院での診療の始まった奈良市立病院小児科、そして新部長として

虫明聡太郎先生が赴任ざれ新体制となった近畿大学医学部奈良病院小児科についてそれぞれ平康

二先生、虫明聡太郎先生にご紹介いただきました。

学術集会抄録では、関西医科大学小児科教授の金子一成先生による“小児夜尿症の理論的治療，，

と大阪医科大学小児科准教授の田中英高先生による“起立性調節障害”を掲載しました。お二人

とも関西を拠点としておられますが、全国的にご活躍されている先生です。小児科の日常診療の場

で必ず遭遇し、治療に難渋する両疾`患について詳しく解説いただいております。講演をお聞きにな

られた先生方も再度ご一読いただければと思います。

リレーエッセイは松岡宏明先生から松本哲夫先生、河原信吾先生から森近省吾先生にバトン

が渡っております。奈良市の先生から始まったバトンが､県を縦走し吉野郡の先生まで届きました。

さらにこのバトンが県全体に広がるよう願っております。

新入会の野上隆司先生、高田慶応先生、鈴木博先生にも寄稿していただきました。新しい先生

方が加わり、小児科医会がさらに活性化することが非常に大切だと感じます。

本年５月には新しい形での奈良県小児科医会学術集会を実施しました。ご存知のように、小児科

専門医の資格認定の基準が厳しくなり、研修集会でも内容が求められています。従来の教育講演だ

けではなく一般演題などを加えた集会の開催時間や演題数にまで条件が付きます。今後の安定した

奈良県小児科医会学術集会の運営のためにも､会員の先生方には演題発表を含めて積極的にご参加、

ご支援下さいますようお願い申し上げます。

また矢追会長の巻頭言にもありましたが、来年の１０月には、日本小児科医会生涯研修セミナーを

奈良県小児科医会の主催で開催します。こちらにも会員の先生方のご支援をよろしくお願い申し上

げます。

最後に、この６月29日に天理市の清水健先生の突然の計報が届きました。悪性疾患を専門とさ

れた病院医から地域医療医へと転身され、天理市を中心に多方面でご活躍されていた先生の早すぎ

る死は同世代の仲間として非常に残念でなりません。謹んでご冥福をお祈りいたします。

（新家輿）
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